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高校の外国語教育における産学官連携プロジェクト 

―大阪市立西高校のフランス語とホテルプラザオーサカ― 

 

武井  由紀・上田  亜津美  

 

1. はじめに 

 

本稿は、平成 30 年度文部科学省委託事業である「グローバル化に対応した外国

語教育推進事業」（以下、「推進事業」）の一環として実施された、高校におけるフラ

ンス語特別授業についての実践報告である。具体的には、大阪市立西高校におけ

る選択外国語のフランス語を選択した生徒たちが、大阪市内のホテルプラザオーサ

カに来館するフランス人観光客に対し、フランス語で自己紹介や地域紹介ならびに

簡単な質問を行い、実際に交流するというものである。 

産学官連携といえば、日本では 1995 年制定の「科学技術基本法」に始まり、98

年の「大学等技術移転促進法（TLO 法）」、続く 99 年「産業活力再生特別措置法」

等により、産業分野における日本の国際競争力を強化するため、経済産業省ならび

に文部科学省によって推進されてきた。この経緯から、研究事業分野としては理工

学系が多いものの、文系においても地域社会や企業と大学が連携した事例 1も確認

でき、近年では地域活性化を目指し、マーケティングや商品開発の点で大学と産業

界が連携した活動 2が積極的に見られる。ただし、この種の産学官連携の大半は、大

学と企業との連携で、高校が教育機関の主体になっているものは非常に少ない。水

産高校 3や、商業高校 4における事例が僅かに認められるが、外国語教育を柱とする

事例は確認できていない。 

他方、厳しい少子化を背景に高大接続の改革を目指した活発な動きがある。平

                                                        
1 例えば、池田貴城（2012）「産学官連携の課題と今後の展望 :主として高等教育行政の観点か

ら」、『産学連携学』、Vol.8, No.2, p.69 で取り上げられている同志社大学の例。  
2 例えば、武市祥司、他 4 名（2016）「マーケティング調査による地域活性化の試み―マーケティ

ング調査法講習会による野々市市の商店街活性化プロジェクトの事例報告―」、『工学教育研

究 ; KIT progress』、金沢工業大学、No.28、pp.75-82。  
3 小坂康之（2016）「水産教育推進委員会主催ミニシンポジウム 初等中等教育における水産を

考える ４．高校での水産・海洋教育の新たな取り組み」、『日本水産学会誌』、82（1）、p.43。  
4 世良清（2017）「高校生が産学公民と連携して地域の発展・活性化に向けてできること」、『日

本教育学会大會研究発表要領』、76 巻、pp.194-195。  

https://ci.nii.ac.jp/naid/130004941649
https://ci.nii.ac.jp/naid/130004941649
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成 25 年教育再生実行会議第四次提言 5や、翌年の中央教育審議会答申 6、平成

28 年高大接続システム改革会議「最終報告 7」等を踏まえ、高校教育、大学教育、

大学入学者選抜の一体的な改革の取組が文部科学省より推進されている。平成 14

年より同省が支援する理数系教科教育を行う高校が対象のスーパーサイエンスハイ

スクール（SSH）事業、平成 26 年度より開始されたスーパーグローバルハイスクール

（SGH）事業も、高大接続の観点からその関わりが言及されている。SSH 事業は分野

の違いから本稿では詳述しないが、SGH事業は「社会課題に対する関心と深い教養

に加え、コミュニケーション能力、問題解決力等の国際的素養を身に付け、将来、国

際的に活躍できるグローバル・リーダーを高等学校段階から育成するため 8」に支援さ

れる 5 年間の研究事業である。今年度が初年度指定事業の最終年度に当たるため

最終報告は把握できていないが、初年度と翌年度指定の各 56 校については同省サ

イトで「構想の概要」が閲覧できる。平成 28年度指定の 11校は構想名のみの掲載だ

が、以上の公開情報に限れば、非常に先進的でまさに地球規模の社会的課題にグ

ローバルな視点から捉える工夫がなされた事業ばかりである。  

例えば、海外の姉妹校を活用した意見交換会、課題解決型フィールドワーク実践

や、企業と連携した福祉、地域創生等、幅広い領域においてインドネシア、フィリピン、

タイ、中国、オーストラリア、スウェーデン等、多様な「外国」と関連する取組が多く見ら

れる。一方、事業目的を踏まえ「外国語」に直接かかわる事業を確認すると、英語の

事業は数多いものの、多言語に関連した事業を掲げているのは 2校であった。1校は

第二外国語（ドイツ語、フランス語、ロシア語、中国語）の授業でプロジェクト学習を行

うもの、もう 1 校は課題外計画として英語と同時に中国語の習得に関する取組を行う

ものである9。日本に隣接する諸国の、中国語、韓国・朝鮮語、ロシア語や、高校で実

績のあるドイツ語、フランス語、スペイン語等を対象にした事業がもう少し見出されると

予測したが、これら諸外国語の重要な教育を現場で担っている教師の多くが非常勤

講師であることを考慮すれば、公的事業に申請することさえ不可能に近いことも容易

                                                        
5 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/pdf/dai4_1.p df［2018 年 10 月 11 日参照］  
6 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0 /toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/01  

/14/1354191.pdf ［2018 年 10 月 11 日参照］  
7 http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/06/02/  

1369232_01_2.pdf［2018 年 10 月 11 日参照］  
8 http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/sgh/1368807.htm［2018 年 10 月 11 日参照］  
9 前者は平成 26 年度指定、早稲田大学高等学院、「多文化共生社会を創造するグローバルリ

ーダー育成プログラム」、後者は平成 27 年度指定、仙台白百合学園中学・高等学校、「白百合

が開発するグローバル・サーバント・リーダープログラム」。  
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に推測された。しかし、グローバルな課題に対話や協働によって立ち向かう人材育成

を目指すのであればこそ、対話相手の母語を用いてコミュニケーションする重要性は

計り知れないものであり、英語をはじめ、複数の外国語を学ぶことがむしろ本当の意

味でグローバルな人材の育成につながるのではないだろうか。  

以上、産学官連携、高大接続の多様な事業や取組について述べてきたが、本稿

で報告する連携プロジェクトの特徴としては二つの点が指摘できる。一つは文系、外

国語教育の分野において、高校生が中心になっている点、もう一つは「産」としてホテ

ルとの連携により、外国人旅行客、すなわち外国語母語話者との実際の交流が日

本に居ながらにして可能になるという点である。 

 

2. 「推進事業」と連携実現の経緯   

 

1．で述べた通り、このプロジェクトは「推進事業」  の一環で行われたものである。

「推進事業」は、平成 28 年の中央教育審議会答申 10、「幼稚園、小学校、中学校、

高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等につい

て」  を踏まえて支援される委託事業であるが、当該答申の内容は英語以外の外国

語教育従事者にとって重要であるため、先に関連事項を正確に引用する。着目すべ

き点は、各教科・科目の具体的な見直しに言及した第 2部・第 2章の「12．外国語 11」

である。「（2）具体的な改善事項」の「②教育内容の改善・充実」の中で、「ⅳ）英語

以外の外国語教育の改善・充実」として、次のように明記されている。  

 

「グローバル化が進展する中、日本の子供たちや若者に多様な外国語を学ぶ

機会を提供することは、言語やその背景にある文化の多様性を尊重することに

つながるため、英語以外の外国語教育の必要性を更に明確にすることが必要

である。また、学習指導要領の改訂に向けて、外国語教育における領域別の目

標を設定して作成するカリキュラムの研究や研修、教材開発などの取組につい

て支援することが求められる12。」 

 

これを踏まえ、外国語教育研究拠点（以下、「研究拠点」）を形成し、英語以外の外

                                                        
10 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/  

01/10/1380902_0.pdf［2018 年 10 月 11 日参照］  
11 当該答申の p.193 
12 当該答申の pp.199-200。下線は執筆者による。  
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国語教育における先進的な取組を支援するものが「推進事業」であり、「推進事業」

の事業目的でもその旨が記されている。  

このような事業に再び文科省の支援が得られることになった背景には様々な働き

かけ13があったためであるが、今年度委託を受けた機関は三つあり、その内の一つが

本稿の企画がかかわる名古屋外国語大学 14から申請された事業である。その取組

内容は日本フランス語教育学会の有志らで取り組んでいる「フランス語の学習指針 15」

（以下、「指針」）と深くかかわるものである。詳細は「指針」自体を参照していただきた

いが、簡潔に言えば、英語以外の外国語教育にとって具体的な学習指導要領が示

されないままの状況と、英語に費やす学習時間に比べれば英語以外の外国語教育

を「英語に準じて」は行えない現状を踏まえ、フランス語教育ならびにフランス語学習

にわずかながらでも資することを目的として策定されたものが「指針」である。ただし、

利用を強いるものでも、そのような資格を有するものでもない。  

さて、当該推進事業では、「研究拠点」として 4 つの高校 16に協力を仰ぎ、「指針」

内のテーマに沿った研究授業実践により、「指針」の検証と改善を試みることを主に

目指している。大阪市立西高校（以下、「西高校」）は「研究拠点」の一つで、英語科、

流通経済科、情報科学科の 3 学科を有する。3 年生対象の選択科目の一つとして

週に 1 回、2 コマ続きの履修で 3 学科からの複合クラスを形成しており、今年は一クラ

ス 17 名がフランス語を学んでいる。西高校のフランス語担当教員は本稿執筆者の一

人、上田亜津美で、非常勤講師としてフランス語教育に携わっている。  

この西高校は高大連携事業として甲南大学とつながりがあり、同大学経営学部の

渡邊和俊氏と西高校・流通経済科の生徒らによる協働企画が、今年度進行中であ

る。また、渡邊氏とホテルプラザオーサカとの間には、経営分野での産学連携として

協働関係が既に構築されている。これにより、西高校とホテルプラザオーサカとが結

びついており、ホテルプラザオーサカでフランス人旅行客を非常に多く受け入れてい

                                                        
13 山崎吉朗（2015）「声をあげる～文部科学省、東京都への提案、要望」、『複言語・多言語教

育研究』、日本外国語教育推進機構会誌、No.3、pp.107-127 や、山崎吉朗・水口景子（2017）

「政策を動かす－文科省、東京都へ要望－」、『複言語・多言語教育研究』、日本外国語教育推

進機構会誌、No.5、pp.112-117。  
14 事業契約を結ぶ委託先は、都道府県及び政令指定都市の教育委員会、国立大学法人及び

学校法人に限られるため、実際の申請者名は学校法人中西学園。なお、本稿執筆者の一人

（武井）は当該事業の研究主任。  
15 「フランス語の学習指針」策定研究会（2018）『フランス語の学習指針～日本の中等教育にお

けるフランス語教育のために～  ver.0.1』、ニッコアイエム株式会社（印刷所）参照。  
16 関東地域の私立高校 2 校と関西地域の私立高校 1 校と公立高校 1 校。  
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るという情報が西高校に届いた。そこに着目してホテルと推進事業を結び付けてくだ

さったのが、西高校の小西正晃校長だった。また、渡邊氏もフランス語を学ぶ西高校

生とホテルとの連携についてご理解、ご支援くださった。 

本年度の推進事業申請前、研究校について小西校長へ連絡を差し上げた際、ホ

テルとフランス語履修の生徒を関係付けられる可能性を示唆してくださった。これに

対し、生徒と社会との関わりがことばの学びを通して体現されるまさに絶好の機会で

あり、ぜひ実現に向けて推進事業としてできる限りのことをさせていただきたい、と即

答したことが今でも鮮明に思い出される。西高校には平成 29 年度の「外国語教育強

化地域拠点事業（英語以外の外国語）」においても研究校として協力していただい

た実績があったことも、今回の企画へ発展する後押しになった部分が少なからずある

だろう。いずれにしても、このような背景で連携プロジェクトの模索が始まっていった。  

 

3. 「フランス語特別授業」実現までの取組    

 

事業採択決定後、推進事業の初回会議で、西高校では「指針」の一テーマ「地域

社会と世界」に基づいて研究授業に取り組むことが決まり、連携事業との関連につい

て具体的な模索を始めた。小西校長ならびに上田との連携は、推進事業関係者とし

て武井が担い、西高校とホテルの調整については上田が担当し、5月から 7月まで月

に 1 回、計 3 回、西高校関係者と共に上田はホテルを訪問した。先述の経緯からホ

テルとの協働ルートが確保できていたとはいえ、フランス語選択の生徒たちが実際に

ホテルとどのように連携できるのかという内容面では、白紙からのスタートだった。  

ホテル訪問を通じ、年間約 15万人の外国人旅行客の内、約 4千人がフランスから

の旅行客であること、外国人旅行客専用の体験型「いろはラウンジ」が設けられてい

ることを知り得た。これを受け、当初はこのスペースの活用と研究授業ならびにホテル

の状況を考慮し、2 種類の企画案を立てた。一つは、フランス人観光客に対してツー

リズム・マーケティングを意識したアンケートを作成し、その様子を撮影した映像をいろ

はラウンジで流し、旅行客からアンケート用紙を用いて回答を得るというものだった。

ビデオレターのような形で、内容としては生徒のフランス語による自己紹介、大阪紹

介を行い、間接的な交流を図る企画だった。もう一つはホテル近隣のマップをフラン

ス語で作り、ホテルと地域との結びつきに役立てる、また高校生自身にも当該地域を

再発見してもらうことを目的にした計画だった。しかし、7 月には生徒もホテル訪問に

参加し、実際にいろはラウンジを見学し、ホテル取締役の菅原真太郎氏よりホテル概
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要等の説明を受けると、日本のイメージや日本のどこを観光で訪れたのか尋ねてみ

たいとの、交流に意欲的な発言や姿勢が現れた。これを受け、企画案の内、一つ目

の案を推し進めていくことになった。  

ここで当該企画の準備段階で、注意と配慮を要した点を指摘しておくと、学外活

動に対する保護者の同意を得る点や、移動に係る経費の点が挙げられる。幸い、小

西校長のおかげで事前の保護者了解に加え、学校予算を適用していただく等、ご

対応いただけた。この他、参加者が一部の生徒に限られるという点は課題として挙げ

られるだろう。西高校ではフランス語が 3 年生の履修科目であるため、当然のことなが

ら卒業後の進路決定にかかわる受験スケジュールが入り込む重要な一年に当たる。

7 月のホテル訪問に参加できたのは結果的に生徒 4 名だった。 

その後、具体的な企画内容を詰めるためのホテルとの調整は上田が中心となって

連携を図ったが、研究授業とホテルでの特別企画との関係性を重視しつつ、何がで

きるかを模索しながらの授業運営は決してたやすいものではなかった。このような中、

ホテルより非常に重要な支援を受けた。当初からプロジェクトの趣旨に賛同し、実現

に向けて協力くださっていた菅原氏が、生徒の訪問を受け、フランス人観光客と直接

交流できる可能性を旅行会社に探ってくださった。結果として、一旅行会社から了解

が得られ、団体客宿泊予定日の内、中間考査の後の 10 月 24 日（水）を選び、「フラ

ンス語特別授業」の実施案が晴れて確定した。最終的には、ビデオレターに納める

予定だったものを研究授業の中で全員がまず取り組めるように進め、その発表内容

を参加可能者がホテルで再度実践するという内容にした。こうして 8 月に全体像が固

まり、クラス全体として「地域社会と世界」のテーマに合った自己紹介、地域紹介、質

問ができるよう、既習・新出項目を絡めながら授業設計を進めていった。  

 

4. 「フランス語特別授業」の実践と検証    

 

10 月 4 日（木）の研究授業では、4 つのグループに分かれ、それまでに取り組んだ

内容から、グループごとに自己紹介、地域紹介、質問をクラス全体に向けて行った。

研究授業内の発表によって一連の流れが視覚化できたことから、相手やその場をよ

り想定した表現をもう少し加えると良いことが改善点として得られた。この点は、その

後の授業内でも当該表現を補足的に導入するフィードバックを上田が行った。  

同月 24 日（水）の「フランス語特別授業」は、当日やむを得ない理由で欠席が生じ、

実際には 3 名の参加だった。また、18 時頃だったフランス人旅行客の到着が 1 時間
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以上遅れるという、旅行客を対象とするプロジェクトの課題も生じた。しかし到着を待

つ時間は、小西校長の迅速な指示により、生徒は自宅へ一報を入れる時間、発表

の練習をする時間として活用した。その間、生徒からは、研究授業では「Bonjour（日

中の挨拶）」で発表を始めたが、「Bonsoir（夕方以降の挨拶）」の方で表現した方が

良いのではないかとの提案や、発音を何度も自発的に確認する姿勢、そして現地ホ

テルにいたからこそ「Bienvenue à Osaka !（ようこそ大阪へ）」を最初に述べるアイデア

も浮かび、改善点を積極的に覚えて伝えようとする姿勢が見られた。  

フランス人旅行客到着後、食事会場に集合したタイミングでホテル側の合図に合

わせて生徒と上田、推進事業関係者が会場に入った。会場内では 20 名の団体旅

行客が着席した状態で夕食を取り始めており、通訳ガイドの方も同席してくださって

いた。西高校関係者とホテル取締役の菅原氏も会場の様子が分かる場所から見守

ってくださっていた。生徒の発表開始前、生徒らが高校でフランス語を学んでいること、

フランス人と直接交流する場を生徒に設けたかったこと、これから生徒が紹介等をす

るため耳を貸していただきたい旨を述べると、会場奥から前方へカメラをもって近づい

てくる旅行客もいた。生徒の発言（資料 1）として、最初に 3 名そろって「Bonsoir ! 

Bienvenue à Osaka !」というと、フランス人たちは「Bonsoir ! Oh, merci !」と応じてくれ

た。紹介が始まり、ある生徒が自己紹介にアイスクリームが好きなことを述べると、風

味の好みを聞く質問が出る等、旅行客全員が興味深く生徒たちの発言を聞いてくれ

た。別の生徒が「Vous habitez où ?」と、手書きのフランス地図を見せながら相手の出

身を尋ねた時には、会場のあちこちからマルセイユだ、私たちはリヨンだ、地図にない

が南の方のトゥールーズだ、と想像を超える盛り上がりで、楽しく回答を得ることができ

た。生徒の発表後には旅行客側から、フランス語を勉強しているきっかけや、趣味が

何か、楽器が弾けるかどうか等、質問が次々と飛び出した。これら質疑応答には上田

が通訳をしながら両者をつないだが、それでも単語レベルで懸命に既習語を駆使す

る生徒の姿がそこにはあった。  

実施後、参加生徒に対し、あえて 2 カ所に自由記述回答部分を取り入れたアンケ

ートを行った。「Q2.実際のフランス語を聴いて、感じたことを教えてください。」には、 

A1.実際に聞いたことが初めてだったので、いい経験ができた。とても難しくて、聞き

取れるのも少しの単語くらい。もっと自分が話せたらなと思いました。 

A2.自分たちはゆっくりしか話せないけど、フランス人たちは速すぎて聞き取れなか

った。フランス語を話せるようになりたいと思った。 

A3.最後（文の）にいう単語は聞き取れました。 
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「Q3.フランス人旅行客の方々とコミュニケーションしたことで、気付いたこと、驚いたこ

と、面白いと思ったこと、分からなかったことなど、教えてください。」に対しては、  

A1.意外とみなさんやさしくて、とても楽しかった。ただ欲を言えば、質問されたとき、

答えることができればよかったなと思った。 

A2.フランス人の方々がいっぱい質問してくれて楽しかったです。  

A3.とても優しい目で話を聞いてくれました。  

この他は、回答選択式（積極的と消極的 2 程度ずつの 4 択）で尋ねた。「Q1.授業で

取り組んだことは、フランス人旅行客の方々との実際のコミュニケーションに活用でき

たと思いますか」の回答は、「とても活用できた（2 名）」「活用できた（1 名）」で、「Q4.

今回の活動によって、大阪や特にホテル近隣の地域について、新たな知識を得まし

たか」では、「とても得た（1 名）」「得た（2 名）」、さらに「Q5.今回の活動によって、ホテ

ルや観光に興味を持ちましたか」でも、「とても持った（1 名）」「持った（2 名）」だった。

「Q6.フランス人旅行客の方々とコミュニケーションしたことで、今後、フランス語の学習

に以前より意欲的に取り組みたいと思いますか」には、3 名ともが最も積極的な選択

肢、「とてもそう思う」で回答していた。  

記述回答の下線は筆者によるものだが、フランス人から出た質問に自分たちの力

で答えられなかったことから、もっと自分で答えたい、話せるようになりたいという気持

ちが芽生えていることが分かる。こうした実体験から湧き上がる想いこそ、目標を達成

するための強い動機になるのではないだろうか。さらに驚いたことは、初習言語で週に

2 コマという学習時間にもかかわらず、自然なスピードのフランス語を「少しの単語くら

い」「最後にいう単語は」と生徒は表現しているものの、実際に聞き取れる部分があっ

たことだ。ホテル実践までに生徒たちがフランス語学習に費やした時間は、4 月から

積算してもわずか 16 週、50 分 2 コマで計算すれば、合計時間はたかだか 27 時間に

も満たない。英語以外の外国語を初めて学ぶ場合でも、知識の整理や学ぶ態度面

で成熟度の増す高校生だからこそ、想像以上に学んでいる外国語の習熟度が高い

ことも、この結果から推察される。  

旅行客に対しても任意でアンケート（資料 2）を行い、20 名中 15名から回答を得た。

こちらも 4 択で全て選択式だったが、「Q1.高校生のプレゼンテーションと質問は理解

できましたか」では、「非常に（13 名）」「十分（2 名）」の回答で、全員が積極的選択肢

を選ぶという評価だった。「Q2.高校生によって紹介された情報は役に立つと思われ

ましたか」は、「非常に（8 名）」「十分（6 名）」「あまり（1 名）」で、「Q3.旅行中に今回の

日本人高校生と交流できたことは興味深かったですか」では「非常に（13 名）」「十分
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（2 名）」だった。また、「Q5.日本人高校生との今夜のイベントは、日本でのあなたのご

旅行に良い印象を与えましたか」は、「非常に（12 名）」「十分（3 名）」だった。一方、

より一般的な質問「Q4.旅行中にフランス語ができる高校生と出会えることは嬉しいで

すか」には 15 名全員が「非常に」と回答していた。これらの回答から、この種の企画が

旅行客にとっても旅先での楽しいひと時、一般的な旅行では得られない交流の機会

として受け止められていることが読み取れる。なお、ホテルの参考にと尋ねた「Q6.ホテ

ルを選ぶ際、今回のような文化的活動を提供しているホテルを選ぶ基準として評価し

ますか」は、「非常に（11 名）」「十分（3 名）」「あまり（1 名）」の回答で、旅行客のニー

ズとして必ずしも観光だけでなく、文化的交流も重視している点が窺える。  

 

5. 展望と結論    

 

今回のプロジェクトは、協働企画に対する各組織の理解と寛大な考え方、そして

何より建設的な協力がなければ実現に至らなかったことは明らかである。枠組みや内

容決定に至るまで、数多くの連絡・調整、様々な配慮と準備が求められ、この種の特

別授業を実施する課題も見つかった。保護者理解を得る対応や経費面の運営的課

題と、選択授業という性質上、参加が一部の生徒に限られるという教育的課題である。

しかしながら今回の企画は、公立高校とホテルという少なからず一定規模の地域に

存在する組織間の連携であり、推進事業のような公的事業が連携に含まれなくとも、

同様の連携協力を得る可能性や、ひとたびルートが構築されれば企画が継続され得

る可能性を示唆しているのではないだろうか。特別授業後、小西校長から今後も実

施するならば、1 学期末までに準備と手配を進め、夏休み中に実践することも一つの

選択肢ではないかとのご発言があった。また菅原氏からは、ホテルの役割は外国と日

本を結ぶ架け橋であると考えており、今後も協力可能であると、今回の交流を見て心

が動かされた、との大変ありがたい言葉を頂戴した。現場に居合わせた関係者にとっ

て、生徒たちの達成感に満ちた明るい表情、フランス人旅行客との和やかな雰囲気

が長く記憶に留まることは間違いない。今回、多大なるご支援、ご協力を賜った西高

校の小西校長ならびに関係の諸先生方、ホテルプラザオーサカ取締役の菅原氏、

そして甲南大学の渡邊氏に対し、この場を借りて改めて厚く御礼申し上げる。  

この種のプロジェクトを実現した後の課題としては、企画をいかに継続するかであろ

う。高校の英語以外の外国語教育を担う現場では、その多くが非常勤講師の立場

で重責を任されている。西高校の上田によれば、企画の遂行は決して容易いもので
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はなかったが、普段なかなか得られない充足感を得ることができた、また、時折感じる

孤独感を払拭することができたという。当企画はフランス語が対象だったが、ここ数年

の年間 2 千万人を超える訪日外客数を考慮すれば、出身上位を占める近隣諸国の

言語が対象の教育現場では、より柔軟で幅広い企画が実現できる可能性を秘めて

いるのではないだろうか。実社会を含め、幅広く枝分かれしていく将来世界への歩み

を控えた高等学校教育の段階においてこそ、近隣ならびにアジア諸国、ひいては世

界に目を向け、多様な外国語に対して正しい知識と確かな理解を育むことは非常に

重要である。その継続や発展に向けた展望としては、各高等学校で指揮を執る先生

方のご理解とご支援がまずは必要であるが、それ以上に各都道府県ならびに政令指

定都市の教育委員会レベルにおいて、英語と同様、その他の外国語に対しても組

織的なサポート体制を整えていただくことが必要不可欠であり、本来あるべき形では

ないかと考える。そしてその実現のため、文科省と教育委員会による連携が図られる

ことも今以上に期待したい。最後に、ホテルプラザオーサカには東アジアやフランス以

外にも、ポーランドからの旅行客も多いという情報を付け加えておきたい。  

 

（武井：名古屋外国語大学、上田：大阪市立西高校） 
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資料１．生徒の発表内容  

 

（生徒①②③一緒に） Bonsoir. Bienvenue à Osaka !  

①Je m’appelle Yunosuke. Je suis japonais. J’ai 18 ans. J’habite à Osaka. J’aime le 

badminton. Je suis lycéen.  

 

②Je m’appelle Rena. Je suis japonaise. J ’ai 17 ans. J’habite à Osaka. J ’aime les 

glaces. 

 

③Je m’appelle Aoi. Je suis lycéenne. J’ai 17 ans . J’ai un frère. J’habite à Sakai. J’aime 

lire et (j’aime) le sport. J’apprends le français au lycée.  

 

③Je vous présente le quartier Jûsô.  

 

②（1 枚目：手書きのホテル近隣地図を見せながら＆③が横から指で示しながら）  

C’est la galerie marchande. Il y a une pâtisserie japonaise et un restaurant  .   

C’est la tour Tsu-ten-kaku. Est-ce que vous aimez la tour Tsu-ten-kaku  ?  

C’est un bazar. Il  y a beaucoup de choses intéressantes dans ce bazar.  

 

②（2 枚目：手書きのコンビニの絵を見せながら）C’est une superette.  

Nous pouvons acheter de la nourriture et des (produits de) nécessités quotidinennes  .  

Il y a beaucoup de superettes dans la vi lle.   

 

②（3 枚目：手書きの淀川と花火の絵を見せながら）C’est le fleuve Yodo.  

En été, on peut admirer le feu d’artif ice sur le fleuve Yodo.  

 

①（1 枚目：手書きの日本地図を見せながら）  

Voici une carte du Japon. Ici, c’est Osaka. Nous habitons à Osaka.  

 

①（2 枚目：手書きのフランス地図を見せながら）Vous habitez où  ?  

（旅行客の声：マルセイユ、リヨン、トゥールーズ…）   

 

①Quel plat japonais est-ce que vous aimez  ?  

（旅行客の声：鍋料理、ごはん、すし、てんぷら…）  

 

（①②③一緒に）C’est tout !  Merci !                

*(  )内は実際には発言されなかった表現   
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資料２．フランス人旅行客に対するアンケート  

 

Questionnaire  

 

 

1. Avez-vous compris la présentation et les questions des lycéens ?  

 

     très bien          asse bien           moyennement       pas du tout  

 

2. Avez-vous trouvé utiles les informations présentées par les lycéens ?  

 

        très             assez                 peu             pas du tout  

 

3. Était- i l  intéressant de communiquer avec ces lycéens japonais au cours de votre 

voyage ?  

 

        très              assez              moyennement       pas du tout  

 

4. Cela vous plaît- i l de rencontrer des lycéens capables d ’uti liser le français au cours de 

vos voyages ?  

 

       beaucoup            assez            moyennement        pas du tout  

 

5. La soirée avec les lycéens japonais vous a donné une bonne image de votre voyage 

au Japon ?  

 

        beaucoup           assez            moyennement       pas du tout  

 

6. Pour le choix d’un hôtel, valoriseriez-vous un hôtel qui propose des activités 

culturelles comme la soirée d’aujourd’hui ?  

 

        beaucoup            assez            moyennement       pas du tout  

 

 

 

Merci beaucoup et bon voyage !  
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A joint project involving industry, government and academia for 

foreign language education in a Japanese high school:  

A French language class at Osaka Nishi Municipal High School and Hotel 

Plaza Osaka 

  

Yuki TAKEI, Azumi UEDA 

 

A joint project between industry, government and academia involving a 

language activity such as self -introductions and presentations about the 

local area by high school students for foreign tourists at a hotel was 

conducted. Post survey results proved the cultural and educational 

effectiveness of the project for not only the students, but also the tourists. In 

the future, such activities would be encouraged with or without the ability to 

secure public funding or assistance by governmental agencies.  

 


