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• 発表の流れ 
 
①自己紹介、本日の発表について 
②現在のパリの様子 

• ③フランス対コロナ政策と教育に関係する動き 
④高等教育機関での遠隔授業 
⑤初等中等教育機関での遠隔授業 

  (インタビュー、アンケート) 
  ⑥おわりに 
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現在のパリの様子 
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フランスにおけるコロナウイルス対策、教育省の動き 

3月12日「団結したフランス」 

マクロン大統領が新型コロナウイルス対策についてテレビ演説。 

→3月16日（月）から新たな指示が出るまで、フランス全国の保
育園・幼稚園・小学校・中学校・高校・大学を休校(登校禁止)と
する。 

3月13日 

ブランケール教育相が3月16日から 復活祭のバカンス(4月5

日から4月19日)までの休校を発表。 
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3月15日 
20時、フィリップ首相の会見。3月15日 午前0時より、最低限生
活に必要な食料品店・薬局・銀行・ガソリンスタンドなどを除くす
べての店舗・施設を閉鎖 
 
3月16日、大統領の2度目のテレビ演説  
「フランスは見えない敵との戦争状態に入った」 
→少なくとも15日間の外出制限措置。翌週月曜17日正午から
の外出禁止、30日間、シェンゲン圏の国境を封鎖を発表 
 
4月3日  

ブランケール教育相が、今年のバカロレア（高校卒業の国家資
格試験）は、筆記試験を中止すると発表。 
 
→バカロレアができないなら、大学の試験もできないだろうなというモードに 
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• 4月13日 「希望の光は見えてきた」 

• マクロン大統領のテレビ演説 

• →4月15日までだった外出制限措置を5月11日まで
延長するが、それまでに段階的に準備を行う。 

 

• 4月28日「ウイルスとの共存」 

  フィリップ首相の会見  
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• 5月7日フィリップ首相の会見 
 

• 5月11日からの段階的な外出制限解除の発表。第一段
階は５月１１日から６月１日まで。 

• ブランケール教育相から 
• 「幼稚園・小学校は5月11日から段階的に再開を始める。

80〜85％の学校が再開し、100万人の生徒が登校する。
小学校は1クラス最大15人、幼稚園は10人まで。医療関
係者の子供、年長、CP（1年生）、CM2（5年生）、ハンディ
キャップのある子供、さまざまな事情で遠隔授業を受け
られず教育を受ける権利を行使できない子供（全体の
4％程度）が優先。」 
 

• →現実にはこれだけ学校の準備が追いつかず／希望し
ない親も多く、この数の生徒は登校していない。 
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• 2020年5月28日フィリップ首相・各大臣の会見 

• ロックダウン解除の3段階 ： 

• 第1段階：5月11日〜6月1日 

• 第2段階：6月2日〜6月21日 

• 第3段階：6月22日〜 

 

• 6月14日 マクロン大統領テレビ演説「最初の勝利」 

• ６月１５日からは海外県の２県を残しほぼフランス全土
がグリーンゾーンに。 

• 遠隔授業や人数制限をしている高校までの教育機関を
22日から「普通に戻す」 

• テラスのみの営業だったパリやその他の地方でのレスト
ラも１５日から通常営業。 
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高等教育機関での遠隔教育 

 

• →3月16日1週目は大学のサイト(ENT)がパンクし授業はほぼでき
ない状態。(セルジーポントワーズ大学) 

• →課題を日本語で打てない学生への技術的サポート、心配で連絡
してくる学生への精神的サポート 

• ポータルサイト(ENT,Moodle, teams)に問題があり、オンラインに登
録できない学生が多数でた。(セルジー、Inalco(国立東洋言語文化
大学  )メールや他の媒体での連絡確保(学生のWhats up、
Facebookの連絡網)。学生との関係はより近くなった。 

• 「学習継続！オンラインでも同じように課題を」→課題が多すぎ、教

員、学生からも「無理！」の声が続出。その後「それぞれのペース
で行ってよい。」となり、評価対象にする課題を減らす。 
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• →教員に十分な知識がないままオンライン授業がスタートしパニッ
ク。 

• グランゼコール、一部の大学では１－２週間の準備期間、その間
に教員へのサポートオンライン授業があったところも。 

• パリ日本文化会館(https://www.mcjp.fr/ja)が「遠隔授業サポート
コース」を実施→即戦力につながる知識習得と、意識共有での安
心感。 

• Zoomの使いかた、オンラインテスト作成。 
• ☆オンラインクイズが作れるサイトＫａｈｏｏｔ。 
• https://kahoot.com/schools-u/ 

• ☆オンラインで質問や答えの共有が出来るＭｅｎｔｉｍｅｔｅｒ。自分の
ことを話せるので、導入によい。 

• https://www.mentimeter.com/ 
• ☆音楽のディクテーションが出来るサイト。 
• https://fr.lyricstraining.com/ja 
• Padlet, Quizlet, google classeroom など 
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• 同期型授業／非同期型の選択？ 
 

• 評価方法 
 

• 反省点 
• → 学生がきちんと学習項目を理解し消化できているかがわかりずらい 
• → 問題形式を少し変えても、筆記問題を増やしても平均点が高すぎることが問

題に。(語学科目以外でも) 
  →Youtubeや他のリソースを使う前の注意点 
   
• 改良できそうな点  
• → テストの場合、プレゼンテーション、自由作文、概念やキーワードを説明させ

るものに。 
• →課題の場合、ビデオ作成や音読ファイル提出,授業の振り返りに中心をおいた

評価。 
  →学習目標をもう一度はっきりさせた上で、オンラインで行える形   
   成的評価に更に重きを置く (課題、テストの配分を考えたカリキュラムの作成) 
  →面接、提出でもどんなによくできていても学習項目が理解できて 
  ないと判断した場合、点数を下げる？ 
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外出禁止中の我が家の日常を 
一枚の写真で表すとしたら 
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• 発表時には写真 

 



初等中等教育での遠隔授業 

• インタビュー 

• (CM２＝小学校5年生、小学校最終学年) 
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初等中等教育での遠隔授業 
• パリ、イルドフランス、ピカルディー、ノルマンディー、ノール＝パ・ド・カレ、オーベルニュ、ローヌアルプ、

ノルマンディー、ラングドック地方の子供4２人の保護者対象に行ったアンケート 
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*課題提出はメール、Google driveまたは Ecole directe, ENT, 
Blackboard, pronote, Beneylu等のポータルサイトを通じて。 

*同期型授業が最初からあった学生はほぼ皆無。 

*1週間分の課題が1回ででても毎日の課題があった場合毎日とみなし
た。同期型授業が毎日あったのは3人のみ。 

 

40% 

60% 

授業方式 

非同期型 

非同期型と同期型両

方 

60% 

26% 

14% 

授業の回数 

毎日 

週3－4回 

週1－2回 



*義務だったが提出していなかったという答えも多数 

*学校再開の日程はそれぞれだが、「途中から」は2週間様子をみてか
ら行かせた、という答えが多かった 
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コメント 
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• 課題が多すぎる！コピーが大変！(複数)子供二人
で毎日30枚！親のフォローが大変！(複数)   

• オンライン授業(同期型)をしてほしかった。課題では
親の負担が多すぎる。(複数) 

• バカンス(４月5日ー4月19日)前はほとんどなく、バ
カンス後に課題が増えた(複数) 

• ネット接続問題！(複数) 

• 先生によって使うサイトが違うし、サーバーがすぐ落
ちるし、インターネット環境の準備だけで、子供のモ
チベーションが下がっていた。(中３) 

• 田舎はット環境が悪く、夫がビデオ会議をしていると
きに授業があるとサーバーダウンがしょっちゅうだっ
た。(高2) 

 

 

 

 

 

 



• 高校は全く再開せず、行ったのは30分の進路相談
と教科書を返しに行った2回だけ！(高２) 

• ネット授業を横で見ていたが、子供たちが勝手に発
言していて大した授業になっていなかった。(高１) 

• 提出は義務になっていたが、息子は嫌いな科目の
課題は何も提出していなかった。通信簿にはその旨
は書いてあったが、成績はそれに左右はされていな
かった。(中２) 

• 難しいだろうが、夏に補講をしてほしかった。なまけ
ぐせがついてしまって。。。(中3) 

• 日本のように夏休みを返上して授業を！という考え
はフランス人にはないようだ。(中２) 
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• 親がきちんと見てやれないからオンライン家庭教師
を頼んだら高くついた。。。(中１) 

• 担任の先生がコロナに対してハイリスクだったので
(そのまま退職の意向)、最後まで会わずに終わった。
(小５) 

• 学校の規模や先生のIT能力や興味で遠隔授業の実
施は大きく左右されると思った。(小２、小4) 

• いい先生だと思っていたのに、家のネット接続が、と
オンラインに消極的な担任に失望した(小５) 

• 最後の1週間は夏休み前フランス恒例で授業はほと

んどなかった。友達にあえてうれしいだろうが、行く
意味があったのか？(小３、中２) 
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• こんな状況でもいつも課題を送ってくれた先生には
感謝のみです。(中２、高１) 

• 大量に添付のある重たいメールを毎日送られてきて
最初は大変だった。他の親から文句もあったようだ
が、先生は決して負けずに休みの1日前まで送り続
けてくださり、ありがたかった！笑(小５) 

• 春休みにも宿題があったのはありがたかった。(複
数) 

• CNEDサイト、TV5の番組はとてもよかった(複数) 

• 必須科目だけでなく、美術や音楽など自宅でだきる
取り組みを提案してもらえるのはすばらしいと思っ
た。(複数) 

• 子供の美術や音楽の課題を一緒にやるのが自分の
息抜きにもなってよかった(小２、小５) 
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• 皆の課題を先生が写真に撮って送ってくださったの
で、作品を評価されて子供たちは喜んでいたし、自
宅待機ながら友達と同じことをしているのが目で見
る形で実感できて良かったようだ。(複数、小学生) 

 

• 外国人夫婦（日日カップル）にとっては子ども達の課
題を指導しながら見るのは大変な作業だったが、学
校で分からないままなんとなく進んでいた部分を親
ともども復習できる素晴らしい機会だったと感じてい
る。(小２、小５) 
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小2美術→家にあるもので好きな色を１色決めて、その
色の物を集めてそれらを使って何かの形を作る。 
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• アンケートをしてみて。。。 

• →小学生は先生にもよるが、私立/公立にか

かわらず課題等で忙しかったようだ。やり方、
量等教員により大分違う。 

• →中学生、高校生の保護者は「ほっておかれ
た」感を感じている人も多数いた様子。 
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• 最後に 

 

• 9月からもフランスの大学では遠隔授業決定
をしているところもある。 

 

• →遠隔が「緊急事態」ではなく「スタンダード」
となりつつある今、遠隔の強みを知り、リソー
スを活用し、遠隔だからこそできる授業の構
成、設計を考えたい。(リソース、ネットにつよ
い学生にイニシアティブをとらせる授業、クリ
エイティブに重きを置いた授業、日本や他国
の学生との交流。。。) 
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ありがとうございました。 

• ご意見、ご質問は 
ygoto@inseec-edu.com 
yumigoto@gmail.com 
 までよろしくお願いします。 
 
参考 
https://twitter.com/MinSoliSante/ 
フランス連帯保健省ツイッター 
https://www.elysee.fr/ 
エリゼ宮公式サイト 
https://www.education.gouv.fr/ 
フランス国民教育省 
https://jp.ambafrance.org/article15653 
在日フランス大使館 
https://www.parisettoi.fr/ 
パリエトワ 情報サイト 
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