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特別活動におけるフランス語教育の計画と実践  

―暁星小学校のフランス語教育の今― 

 

松原  純子  

 

1. はじめに 

 

“Bonjour ! おはよう・こんにちは！” 校内、校外問わず、多くの児童がフランス語

であいさつをする。特に筆者が授業で接点がある低学年、中学年の児童とフランス

語であいさつを交わすことがごく自然な光景となっている。 

本稿では、暁星小学校におけるフランス語教育の概略をたどり、筆者が 2016 年度

より現在に至るまでにおこなってきた取り組みとともに、暁星小学校における暁星特

活「ステラ」の活動の様子を、以下に紹介する。  

 

2. 暁星小学校におけるフランス語教育の変遷  

 

暁星学園は、フランス人司祭によってフランス・ボルドー市に創立されたカトリック男

子修道会『マリア会』を母体として、青少年の教育のために日本に派遣された 5 名の

宣教師によって 1888 年に創立された。以来 110 余年の間、暁星小学校の外国語教

育は「フランス語」を正課とすることになる。1960 年度のカリキュラムではフランス語が

必修であったが、1988年度になるとフランス語の授業時数が減少した。これが当時す

でに高まりつつあった英語中心の風潮と無関係ではなかったことは『暁星百年史』で

言及されている（記念誌等編纂委員会編  1989）。 

2009 年度より、これまでのフランス語に代わって、全学年で英語が正課となった。

これによりフランス語は課外の活動のみとなり、この際設置されたのが、暁星特活「ス

テラ」である。 

外国語を学ぶことは、その言語が話されている国々のことや歴史や文化について、

またその話者の考え方やメンタリティを知ることにつながる。現在、正課として学習して

いる英語に加えフランス語を学ぶことにより、30 か国余りのアフリカの国々をはじめと

するフランス語圏にも広く目を向けることができるような、世界の多様性を寛容な心と

姿勢で受け容れることができる児童を育成すること、これこそが暁星特活「ステラ」に

関わるすべての指導者、また児童を見守る保護者の方が共有すべき最大の目標で
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ある。この考えのもと、多くの実践を通して、児童の成長を間近で見守っていきたい。  

 

3. 実践  

 

ステラの通常の活動は学年ごとに曜日をわけておこなっている。まず学年ごとの活

動を、次に三学年合同の活動を示す。  

 

3.1 学年ごとの活動  

 

学年ごとの活動では、普段の活動の他に以下の実践を重ねてきた。  

 4、5 年生の活動より 「校内発表における劇の上演」 

 5 年生の活動より 「フランス産ミネラルウォーター飲み比べ」 

 6 年生の活動より 「DELF Prim A1 受験」 

 

本稿では紙面の都合により、次の 2 つの項目について詳述する。  

 

3.1.1 4、5 年生の活動より 「校内発表における劇の上演」 

 

3 年次以降は「フランス語教室」、暁星特活「ステラ」に参加している児童以外がフ

ランス語を学ぶ機会はない。そこで、年に 6～7回全員がフランス語に慣れ親しんでい

る 1、2 年生、そしてフランス語に触れる機会がない 3 年生以上の児童でもわかるフラ

ンス語がせりふとして出てくるなど、ストーリーがわかりやすく楽しめるものであることが

理想的であると考えた。このようにして、フランスの絵本を土台にアレンジを加えた 3つ

の作品を上演してきた。2016 年度以降、12 月初めの全校朝礼において劇を上演し

ている。 

 「アルファベットのたたかい」（2016 年度 5 年生） 

参考：絵本『La bataille de l’alphabet」（Eglal Errera 著） 

 「色たちのお祭りさわぎ」（2017 年度 4、5 年生） 

参考：絵本『La fête des couleurs」（Caroline Pellissier、Virginie Aladjidi 著） 

 「いろいろな数大集合！！」（2018 年度 4 年生） 

参考：絵本『Mes 100 premiers jours d’école」（Mathilde Bréchet、Amandine 

Laprun 著） 



 

 
『複言語・多言語教育研究』 日本外国語教育推進機構会誌 No.6 (2018) pp.189-201 

 

 - 191 - 

この中から本稿では「色たちのお祭りさわぎ」について詳述する。 

 「色たちのお祭りさわぎ」（2017 年度 4、5 年生） 

絵本『La fête des couleurs」（Caroline Pellissier、Virginie Aladjidi 著）に登場す

る動物たちとその色が織りなすストーリーに、それぞれの色が持つ意味や与えるイメー

ジを加えた。このテーマを選んだ最大の理由は、小学生男子の好きな生き物が題材

であること、また色や動物の単語は 1、2 年生でも導入していることである。知っている

フランス語がたくさん出てくる劇をより多くの児童に熱中して見てほしいということであ

る。出演する児童も、どのようにしたら迫力のある発表になるか、低学年の児童にも楽

しんでもらえるかを真剣に考え、お面、被り物などの小道具や衣装、またストーリーに

出てくるキーワードの絵ボードの製作に、大変熱心に取り組んでいた様子が印象的

だった。（図 1、2） 

 

 

 

 

 

 

 

      図 1 「アルファベットのたたかい」を         図 2 「色たちのお祭りさわぎ」にて 

        校内発表にて劇で上演する 5 年生          手作りの小道具を持つ 4、5 年生  

 

次に指導方法について述べる。台本とともに児童に配布しているのが、モデルリー

ディングの CD である。学校でも個別の発音練習の機会を設けてはいるものの十分と

は言えず、日々自宅で繰り返し音声を聞いて手本を真似してもらう必要があるために

配布している。どの学年においてもまずは正しい音を聞かせ、教員の口を見て発音

の仕方を学んでもらったりイントネーションやリズムを感じてもらう、いわば「口伝」の指

導から始める。特に 4 年生の児童にとっては、ほぼ自分の耳だけが頼りである。5、6

年生になるとこれまでに身につけたフランス語の綴り字と発音の規則をもとに、台本に

書かれているせりふを自発的に読もうとする児童も見られる。  

 

小学生が一つの劇を完成させるのは容易なことではない。長い道のりの中で、各

自が自分の苦手なことにも向き合わなければならないからである。皆の前で発表する
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こと自体が越えなければならないハードルであるという児童もいれば、なかなかせりふ

が覚えられない児童もいる。一方、水を得た魚のように生き生きとした表情を見せる

児童もいる。ユニークな発想でインパクトのある小道具を器用に製作する児童は、他

の児童にも的確なアドバイスを与え、てきぱきと気持ちよく力を貸す。  

決して一人では作り上げることができないのが劇である。だからこそ、互いに力を補

い合いながら皆でゴールに向かっていけばよい。「ステラ」で活動する児童の誓いの

言葉である「ステラ憲章」の一文に「J’aide tout le monde. ぼくはみんなを助けます。」

がある。苦手なことがあっても大丈夫、仲間が助けてくれるから・・・ステラの目指すも

のが体現される活動の一つ、それが校内発表をはじめとする劇作りなのだろう。  

 

3.1.2 6 年生の活動より 「DELF Prim A1 受験」 

 

2012 年度より、多くの 6 年生が「ステラ」での活動の集大成として挑戦しているのが

DELF Prim A1 である。DELF・DALF とは、欧州語学検定協会が定めた国際規格に

準拠したフランス国民教育省認定の公式フランス語資格で、DELF Prim はその最年

少の段階にあたる1。A1 とは、ヨーロッパ言語共通参照枠（CECRL）が定めた基礎段

階のレベルに対応しており、初歩レベルのフランス語のあらゆる学習者を対象として

いる。 

問われる言語能力は聴解、読解、文書作成、口頭表現試験であり、各 25 点満点

で採点される。一つでも 25点中 5点を下回るものがあった場合は自動的に不合格に

なることからもわかるように、四技能をバランスよく身につけていることが求められる2。 

「ステラ」では 4年生から DELF Prim A1受験に特化した活動をしているわけではな

い。しかしながら、小学校卒業時に身につけていたいフランス語のレベルを具体化す

ることは児童のモチベーションを上げることにつながると考え、児童には折に触れて到

達目標について言及したり、DELF Prim A1 を視野に入れて教材を作成したりしてい

る。DELF Prim A1 受験に至る過程でのいくつかのポイントを以下に挙げる。  

 

 単語の拡充  

                                                        
1 参考 URL: http://www.delfdalf.jp/prim/delfprim1_jp.php#presentation  [accessed 26 

November 2018] 
2 参考 URL: http://www.delfdalf.jp/prim/delfprim1_jp.php#presentation  [accessed 26 

November 2018] 
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4 年生からいくつかの教材を用いて単語の拡充をはかっている。その一つが『Les 

Loustics 1・2』（Hachette 刊）である。外国語としてのフランス語を学習する小学生が

四つの言語能力をバランスよく習得することができる、DELF Prim A1 に準拠した教

科書で、テーマに基づいた単語や表現が課ごとに導入されている。筆者は巻末の単

語のまとめ（『Les Loustics 1』約 110 語、『Les Loustics 2』約 120 語のうちの一部）を

使ってフラッシュカードを作成し、6 年生までに段階を踏みながら取り入れている。  

 

 単語・表現プリントと音声 CD 

6 年生の一学期末に、単語・表現プリントとオリジナル音声 CD を配布する。前述し

た DELF Prim A1で求められる単語・表現が基本となっているものだが、より実践的な

レベルに引き上げるために、実際の試験で頻出される文（c’est/ce sont...、il y a...、

j’ai...、j’aime...といった好き嫌いなど）の中で使えるようになることを目的としている。

また、できるだけ多くの単語・表現が聞いてわかり、正しく発音できるように、積極的に

音声 CD を聞くように指導している。  

 

直前補習  

児童は 6 年次の 3 月に DELF Prim を受験する。そのため、3 学期には朝や活動

日以外の放課後にも、個別の面接対策を重点的におこなう。また場合によっては、

小学校卒業直後の春休みに、数日間自由参加の補習をおこなっている。  

 

「ステラ」でこれまで学んできたことを一つの資格として残すことは、児童、保護者、

また下級生にとっても、大きな意味を持っている。実際に挑戦する 6 年生には、身に

つけてきた実力を試し、これまでも「ステラ」の先輩たちが通った道を自分たちも歩み

たいという思いがあるようだ。保護者の中には、この A1 のレベルから将来どのレベル

まで到達することができるか、期待を込めて見守っている方もいる。そして、下級生、

特に 5 年生は、真剣なまなざしで試験勉強に取り組む上級生の姿を見て「次はぼく

たちも」という思いを抱くようだ。  

次に、暁星小学校ステラの児童が受験した試験結果からも指導者にとって学ぶべ

きことが多々ある。以下の表 1 は、技能別平均点および最高点（2017 年度）である。

年間数回の体験的な授業やステラで、幼い頃からフランス語を聞く機会に恵まれて

いた彼らの耳が鍛えられていたことが試験でも証明されていることは評価すべきことで

ある。しかしながら、特に、自分から発信する能力（文書作成、口頭表現）の強化が
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課題であると考える。日頃から児童にはどんな小さなことでもよいので自分が何を伝

えたいかを考える訓練をし、そしてそれを表現するために必要なフランス語のスキルを

少しずつ身につけてもらうことを、今後の最大の課題としていきたい。  

 

表 1 暁星小学校ステラの児童の試験結果  

2017 年度 DELF Prim A1 平均点および最高点（受験者 10 名） 

技能  平均点（25 点満点） 最高点  

聴解  23.8 点  25 点  

読解  15.6 点  25 点  

文書作成  16.7 点  22.5 点  

口頭表現  17.65 点  23.5 点  

 

3.2 三学年合同の活動  

 

学期に一度は三学年合同の活動もおこなっている。学年の枠を超えた縦割りの活

動の中で、部員一人一人に、自分が「ステラ」を作り上げている大事なピースであると

いうことを再認識させ、互いに力を合わせて助け合うことを学んでもらうことを目的とし

ている。 

 

3.2.1 白百合学園小学校フランス語班との交流  

 

2009年度から 2011年度は年一回、2012年度からは年二回、白百合学園小学校

フランス語班との交流をおこなっている。  

7 月の交流会は例年、夏季休暇に入る直前に暁星小学校にて開催している。両

校の児童がグループに分かれて約 2 時間、互いに持ち寄ったさまざまなアクティビテ

ィを体験し、活動終了後にはおやつの時間を楽しむ。  

フランス語劇の発表の場である 2 月の交流会は白百合学園講堂で行われる。フラ

ンス大使館、アンスティチュ・フランセ東京、（財）フランス語教育振興協会、その他大

勢の来賓からいただく激励の言葉やアドバイスは、児童にとってこの上ない活力の源

となっている。さらに、保護者の参観も可能なため、一年間の活動の集大成として日

頃の学習の成果を公開する貴重な機会となっている。主な活動内容を以下に表 2 と

して示す。 
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表 2 白百合学園小学校フランス語班との交流における主な活動  

年度  7 月（会場：暁星小学校）  2 月（会場：白百合学園小学校）  

2016 年度  ・フランス語による自己紹介  

・カルタ取り（動物の単語） 

・すごろく  

・劇「Roule galette ガレットころこ 

 ろ」（4 年生主演、6 年生賛助出  

 演） 

・劇「La bataille de l’alphabet アル 

 ファベットのたたかい」（5 年生） 

・劇「Le Petit Prince 星の王子さ 

 ま」（6 年生） 

2017 年度  ・フランス語による自己紹介  

・クイズ大会  

・カルタ取り（アルファベット）  

・歌「オ・シャンゼリゼ」 

・劇「Les Trois Mousquetaires  

 三銃士」（6 年生主演、4・5 年生  

 賛助出演） 

 

2018 年度  ・フランス語による自己紹介  

・校内オリエンテーリング（単語

作り、クイズ）  

・カルタ取り（数字、色の単語）  

・劇「Le kidnapping mystérieux  

 à Shibuya 渋谷ゆうかいミステリ  

 ー」（6 年生主演、4・5 年生賛助  

 出演）（予定）  

 

両校はフランスの修道会が母体となって創立されたカトリックの学校であるため共

通項も多く、相互訪問が可能な立地にある。白百合は女子校、暁星は男子校である

ことから、普段は同年代の異性の児童と接する機会がほとんどない。そのため、特に

7 月の交流会では、はじめは恥ずかしさも手伝ってぎこちない様子も見受けられる。し

かし、同世代の女子を学校に迎えて時間を共有することは「ステラ」の児童にとって欠

かすことのできない特別なイベントとなっているようだ。一方、劇の発表会では、広い

講堂でリハーサルもない中本番を迎えるということは毎年苦労を伴い、舞台に上がる

児童にとっても裏方を務める教員にとってもなかなか思うようにいかないが、互いに発

表を鑑賞し合い刺激を与え合う絶好の機会となっている。  

日本でフランス語教育をおこなっている小学校数は、東京に 3校、神奈川に 1校と
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実に少ない。そのため、よほど高いアンテナを立てていなければ、他校の取り組みを

キャッチすることはできない。また、児童も教師も自身のフランス語への関わり方を客

観視することが難しいように思える。交流を通して「ご近所」の仲間と学んでいることを

分かち合うこと、また互いのフランス語への取り組みを知ることは、必ずやその後の活

動への励みとなることだろう（図 3、4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3 2017 年度 7 月交流会（カルタ取り）     図 4 2017 年度 2 月交流会（劇「三銃士」）  

 

3.2.2 アンスティチュ・フランセ東京訪問  

 

2016 年度から、学年末の校外活動として、アンスティチュ・フランセ東京（旧東京

日仏学院）を訪問している。  

長らく暁星小学校にとって最も身近なフランスとは、1967 年から小学校校舎の向

かいにあったリセ・フランコ・ジャポネ・ド・東京（現東京国際フランス学園）であった。

2012 年 5 月富士見校の閉校以後、暁星小学校の児童にとっても教員にとっても有

意義であった「身近なフランス」との交流の機会が段々と減っていったことは大変残念

であった。そのような中、1952 年に創立されたフランス政府公式の語学学校・文化セ

ンター、アンスティチュ・フランセ東京の訪問を起案した。当時のシドニー・ラコム  アン

スティチュ・フランセ東京教務部長に意向を打診し、2017年 3月、暁星小学校から徒

歩 10 分ほどのところに位置する「東京のプチ・フランス」の訪問が実現したのである 3。 

アンスティチュ・フランセ東京は平日・休日問わずさまざまなイベントを開催している

ことから、訪問日程の調整に時間を要したが、ラコム教務部長のご厚意、またアンス

ティチュ・フランセ東京の全面的なご協力により、これまでに二回の訪問計画が実現

                                                        
3 東京のプチ・フランス 参考 URL: https://www.institutfrancais.jp/tokyo/about/  [accessed 26 

November 2018 2018].  
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している。 

事前準備段階では、せっかく訪問させていただくなら「ステラ」でこれまでにはなか

った経験を児童にさせたい、という意向に基づき、提案したことが二点ある。一つは、

「大きなスクリーンでフランスの映画やアニメを見せていただきたい」、もう一つは「フラ

ンスらしいお菓子などを食する機会を提供していただきたい」であった。運よくいずれ

の希望も叶い、児童の嗜好を考慮した積極的な提案をしてくださった。 

 

初回の訪問後、お世話になったアンスティチュ・フランセ東京の方々へのお礼の手

紙と感想文を児童が書いた。以下、児童の感想から、いくつかを挙げる。 

 

 ・フランス語を完ぺきに話せなくても相手に自分の思ったことを伝えられると思った。 

 ・アンスティチュ・フランセ東京を訪問したおかげで、フランスのことをもっと調べようと 

  思いました。 

 ・こんなにフランス語の本があるのならもっとフランス語を勉強して、文庫本一さつよ 

  めるようになりたいと思った。 

 ・シドニーさんが言っていた『飛行機を使わないで行けるフランス』とは本当のことだ 

  と分かりました。 

 ・今度訪問させていただく時までに会話ができるくらいまで努力するので期待してい 

  て下さい。 

 

自身の今後のフランス語への関わり方について夢を持って語っている児童もいるな

ど、普段の教室での活動から離れておこなった校外学習を楽しみ、彼らの印象に強

く残る活動であったことがよくわかる。実際、このような感想を残した児童の中には、現

在中学校で第一外国語としてフランス語の学習に熱心に励んでいる者もいる。繰り

返しになるが、この企画はアンスティチュ・フランセ東京の全面的な協力あってこそ結

実するものである。2018 年度も新教務部長のご協力を得ながら、ぜひとも実現したい

（図 5、6）。 
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 図 5 アンスティチュ・フランセ東京訪問に   図 6 アンスティチュ・フランセ東京内  

     際して児童が書いたお礼の手紙         テラスでのおやつ（2018 年 3 月の訪問） 

4. 実践を通して見えた効果と課題  

 

4.1 「ステラ」の活動がもたらす効果  

 

ここでは「ステラ」の活動がもたらす数ある効果のうちから、児童主体の活動として

考える上で特に意義深い点について、いくつかを挙げる。 

 

 「ステラ」という活躍の場  

普段は大人しく、引っ込み思案な児童が、「ステラ」の小集団の中では生き生きと

存在感を示すなど「ステラ」ではまた違った一面を見せてくれる児童もいることがわか

る。「ステラ」での活躍、「ステラ」での成功体験が、暁星小学校全体の学習面や生活

面に対して、よい影響を与えるということは、複数の児童の例からも明らかである。  

 

 「ステラ」で学んだことを皆へ 

日々の活動において、児童は文化クイズなどを通して、フランス語圏の風俗、行事、

習慣なども学ぶ。季節の行事に関しては、毎年繰り返し取り扱うが、一年目には初め

て学び、二年目には学んだことを思い出し、三年目には児童が自発的に話題にする、

といった光景がよく見られる。知識としてしっかり定着したことを皆にも伝え、フランス

語圏の行事ももはや生活の一部となっているような児童もいることは興味深い。  

 

 「ステラ」の上級生を追いかけて 

2017 年度初めて担当した 3 年生向けのフランス語教室では、児童には一年間継

続して参加することを目標にしてもらうために、出席カードにシールを貼るなどの工夫

をした。その結果、56 名全員が学年末まで参加を継続し、そのうち 10 名が上級生の

背中を追って現在「ステラ」で活躍している。3 年生フランス語教室から特活「ステラ」

へ、蒔かれた種から出た新芽を大切に育てていきたい。  

 

4.2 「ステラ」の活動の今後の課題と展望  

 



 

 
『複言語・多言語教育研究』 日本外国語教育推進機構会誌 No.6 (2018) pp.189-201 

 

 - 199 - 

これまで紹介した「ステラ」の活動から見える今後の課題を挙げる。 

 

 

 「ステラ」としての自覚  

まずは、「ステラ」でフランス語を学びたいと思う、より多くの人材の育成が課題であ

る。一緒に活動する時間が圧倒的に長い同学年の仲間との結束が、フランス語に慣

れ親しむことへの誇りや暁星小学校のフランス語の伝統を引き継いでいく自覚を生

み出すと考える。暁星小学校が建学の精神に根差した教育を継続していく中で、「ス

テラ」は暁星とフランスを繋ぐ懸け橋のような存在になると強く信じている。児童がこの

自覚を持って小学校卒業まで活動できるように、常に後押ししていきたい。  

 

 児童に寄り添った「ステラ」の指導時間の確保  

児童が「ステラ」で活動できる時間は基本的に週 2 時間と限られている。しかしなが

ら、練習しているものを形にし、ある程度の出来映えで発表できるものにするには莫

大な時間が求められ、場合によっては通常の活動時間外での指導も必要となる。児

童がよりよい環境において「ステラ」の活動に参加できるように、児童のペースを尊重

しながら指導時間を確保していくことが筆者自身が解決すべき課題である。 

 

5. 今後の展望－結びにかえて 

 

「暁星はフランスの人が作ってくれた学校。ステラに入らないでどの部に入るん

だ？」 

「フランス語はかなりの国で使われているということを知った。」  

「もっとフランス語を知って、友だちに教えたい。」  

 

以上は 4 年生の声である。世界に目を向けるきっかけとフランス語に慣れ親しむ喜

びを児童に与えるということ、これこそが暁星小学校の特色ある教育の一つであるフ

ランス語の伝統を受け継ぐ「ステラ」の存在意義なのだろう。  

もうすでに彼らの身の回りにごく自然に存在しているフランス語は、国際連合や国

際オリンピック委員会をはじめとする多くの国際機関における公用語である。間近に

迫る 2020 年東京オリンピックでは、少し成長した彼らはフランス語に何を見出すので

あろうか。 
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（暁星小学校） 
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French practice at extra-curricular activities:  

The case of Gyosei Elementary School  

 

Junko MATSUBARA 

 

Gyosei Elementary School gives students the opportunity to study 

French, particularly in the Stella French Club, as extra-curricular activities. 

In order to continuously improve itself, the Stella attempts to actively 

collaborate with several other institutions, such as Shirayuri Gakuen 

Elementary School and the French Institute of Tokyo. This report shows 

some of the plans and practices at the Stella, and the merits for children's 

development that take place by becoming familiar with French language and 

culture. The author finalizes by expressing her strong wishes to continue 

these practices, with the aim of keeping alive French education as one of 

various traditions and characteristics of the school.  

 


