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【特別インタビュー】 

 

多言語教育の推進と JACTFL 

―フランス語教育を出発点として―1 

Promoting multilingual education and JACTFL: 

French language education as a starting point  

 

山崎  吉朗  YAMAZAKI Yoshiro2  

 

臼 山 ：本日はご多忙のところ、特別インタ

ビューをお引き受けくださり、大変にありがと

うございました。それでは「多言語教育の推

進と JACTFL」と題しましてお話をいただけれ

ばと思います。 

 

1 フランス語、フランスとの出会い 

 

臼山：先生は、大阪府の名門北野高校の

ご出身ですが、高校時代から（例えば、フランスの）言語文化に関心をもっていたので

しょうか。 

 

山崎：あの頃は周りもそうでしたが、様々な小説を読んでいる中でフランス文学にも

触れていました。その中でスタンダール3の『赤と黒』には強く惹かれました。カミュ4とか

                                                        
1 本インタビュー開催の詳細は以下のとおり。  

 日時：2020 年 11 月 21 日（土）10:00～11:45 

 形態：Zoom ミーティング 

 質問者：臼山利信（筑波大学）、大森洋子（明治学院大学）、小松祐子（お茶の水女子大学）、  

    境一三（慶應義塾大学）、堀内貴子（東京成徳大学）、茂木俊浩（光塩女子学院初等科）  

 編集作業は臼山を中心に質問者全員で行った。注釈は笹山啓（筑波大学）、茂木、臼山の 3

名が分担で執筆し、文字起こしは茂木が行った。  
2 所属：日本私学教育研究所  The Education Institute for Private Schools in Japan  
3 フランスの作家（1783～1842）。19世紀仏文学における写実主義の潮流の中心を担った。代表

作に『赤と黒』のほか『パルムの僧院』『恋愛論』など。  
4 フランスの作家（1913～1960）。世界の根本的な不条理性をテーマに創作を行った。1957 年に

ノーベル文学賞受賞。代表作に『異邦人』『ペスト』『シーシュポスの神話』など。  
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サルトル5とかも読んでいました。サルトルの『嘔吐』を読んでいたときに、日直が書く学

級日誌にかなり厭世的なことを書いて、次の日に学校を休んだら、担任から会社にい

る父に電話がかかってきました。要は「北野には自殺する人間が多いので…」という話

をされたらしいです。本人はふざけてこの世の終わりみたいなことを書いただけなので

すが。父が血相を変えて帰ってきて、「お前は何を書いたんだ」と怒られたことがありま

した。サルトルに影響を受けたわけではないのですが、たまたま読んでいて、その気分

で書いたら担任が驚いたということです。担任をびっくりさせる程の文章だったんだな

どと、当時はうそぶいていました。 

小学校の時から小説めいたものを書いていましたし、高校ではもう少し本格的なも

のを書いていました。北野の男子は理系進学者が大半です。私も最初は医学部を

目指していました。医学を志すというより、北杜夫 6や安部公房 7みたいな医学部出身

の作家がたくさんいましたから、そのような意味で、医者で稼いで、好きな小説を書こ

うと思った訳です。まあ幼い発想ですね。ただ、北野には数学の天才が山ほどいまし

たので、とてもこいつらには敵わないな、と思って文系に進路変更、好きな文学を勉

強しようと思った、という流れです。 

フランス政府からの叙勲式でも言いましたが、父は文学部進学を望んでいなかった。

薬剤師（父の実家は薬局）を目指していた父にとって息子の医学部進学希望は大

満足だったと思います。文系に進路変更するといっても、法学部あたりに行けばと願

っていました。文学部では将来が不安だったのでしょう。ただ、父は損害保険会社で

常務取締役まで昇進しましたが、取締役になった晩年の数年間（父は 57 歳の現職

で他界）以外は、常に苦労の連続で、サラリーマン生活がいかに大変でつまらないか

と、小さい頃からいやというほど聞かされていました。三つ子の魂百までと言いますが、

小さい時から、絶対にサラリーマンにはならないと決めていました。中学生の頃の作

文に書いてある、なりたいものを書き連ねた中には医者、小説家、教員などが入って

いますが、会社勤めはありません。その結果、私はこういう世界に来ましたし、弟は富

                                                        
5 フランスの哲学者・作家（1905～1980）。現象学を素地に実存主義の哲学を提唱。左派の代表

的知識人として世界的な知名度を得た。1964 年ノーベル文学賞受賞者に選出されるも、辞退。

代表作に『嘔吐』のほか『存在と無』『聖ジュネ』『自由への道』など。  
6  作家・エッセイスト（1927～2011）。歌人の斎藤茂吉を父に持ち、自伝的な小説やエッセイでも

人気を博した。代表作に『夜と霧の隅で』『楡家の人びと』やエッセイ『どくとるマンボウ』シリーズな

ど。  
7 作家（1924～1993）。カフカにも比せられる幻想的・寓話的な作風で、多数の言語に翻訳される

世界的作家となった。代表作に『壁』『砂の女』『箱男』など。  
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士通の技術者になりました。文学部進学は賛成ではなかった父自身も小説やフラン

ス映画は大好きでしたので、結果的にはこの世界で仕事を得ていることで、父も喜ん

でいると思います。子どもの頃、本だけはすぐに買ってくれていたので、そこで素地が

出来上がったのかとは思います。 

 

境：フランス映画のお話もありました。私達の世代には、映画と言えばアメリカ映画

と同じくらいフランス映画がポピュラーで、フランス映画に影響を受けるということが非

常に多かったと思います。その中で山崎先生が特に影響を受けた作品などがありまし

たらお話しいただきたいと思います。 

 

山崎：高校で映画を見に行くというのはあまりありませんでした。父が見ていた古い

映画をテレビで見たことはありました。ジャン・ギャバン 8主演の映画などの古い映画で

す。大学の時には、アラン・ドロン 9の『高校教師』（山崎剛太郎 10先生による翻訳）を

映画館で見ました。結局、最後に死ぬというフランス映画のお決まりのパターンだった。

その時は、高校教師になろうとは夢にも思っていませんでしたが、今から思うと運命を

感じます。この映画の中で、「じゃあ、今すぐ行くね。」というフランス語が「行く」ではな

く「来る、着く」という単語を使うということを初めて知りました。それまでたくさんフランス

語を学んでいたのに、映画を見て初めて、“J’arrive”というのだと知りました。フランス

語の勉強になりました。大したものは見ていませんが、自分を形成した中には、フラン

ス映画の存在があるかなと思います。 

 

臼山：先生は早稲田大学第一文学部フランス文学科をご卒業されていますが、フ

ランス語、フランスとの出会いについて教えてください。  

 

山崎：当時の一文は今とは違って、2 年生までは東大同様に教養、3 年から専門

課程に進むというシステムでした。前の年までは、社会学系の学科に進学するか文

学系の学科に進学するかを入試の前に決めなければいけなかったのですが、変更に

なっていました。仏文に入ろうとは大学入学時には全く考えていなかった。専攻を決

                                                        
8 フランスの映画俳優、歌手。主な出演作に『望郷』『大いなる幻影』など。  
9 フランスの映画俳優。主な出演作に『太陽がいっぱい』『若者のすべて』など。  
10 詩人・翻訳家（1917～）。東宝東和にて多数の字幕翻訳を手掛ける。  
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めて大学に入るということではなかった。専攻を決めたのは大学に入った後だったの

です。外国語の選択については、ドイツ語かフランス語の中で考えました。それ以外

の外国語は考えませんでした。ドイツ語は高校の時にちょっとラジオ講座を聞いてい

たこともありましたので、なんとなく自分でできるなと思い、フランス語はやったことがな

いからフランス語をやろう、という程度の気持ちでフランス語を始めました。ぜひフラン

ス語と思った訳ではありませんし、大学ではいろいろな外国語を勉強しようと思ってい

たので、取りあえずフランス語を取ったという程度です。まさか、それが生涯関わる言

語になるとは。 

1、2 年のクラスは D クラスというクラスでした。専攻希望に西洋史と書いていたので、

そのクラスになりました。歴史を勉強したいとは思っていましたし、要するに色々な物を

統合した研究をやりたいとずっと思っていて、文学も歴史も合わせたものを研究した

いと考えて進路希望を書きました。そのクラスには西洋史、社会学科を希望した人間

が多く集まっていました。社会学を専攻する人間はフランス語学習には不熱心で、50

人くらいで授業を受けていましたが、実際には十何人しかいなくて、私がダントツにト

ップだった。これは私が勉強したからではなくて、周りが勉強しなかったからです。仏

文専攻希望のクラスは全く違ったようです。そのクラスでごく普通にフランス語を勉強

していたら先生に気に入られました。学生紛争もありましたから、その年の前期の試

験はあったのですが、後期の試験は学生紛争のために中止になったりする内に、だ

んだんとフランス語に傾いていったということです。  

当時周りは勉強しないし、学生紛争で授業もつぶれるので、1 年生の時からアテ

ネ・フランセ11に行っていました。さらに、2 年生からは東京日仏学院 12に通いました。

私のフランス語力のかなりの部分、特に聞く、話すは東京日仏学院で多くを学んだか

なと思います。フランス人からの直接の授業なので、今の日本の外国語教育が目指

している「フランス語で授業を受ける」ということで学びました。戻りますが、日仏の申し

込みの時は地方にいたので知り合いに申し込みを頼みました。その知り合いの申し

込みが遅れたために、一番下のクラスを受講するつもりが、もう一つ上のクラスを受講

することになってしまい、結構面倒なクラスに入り、必死になって勉強しました。フラン

                                                        
11  1913 年に神田区東京外国語学校内に開講された「高等仏語」を源流とする。1914 年に「高

等仏語」からアテネ・フランセに改称。2013 年 1 月 21 日に創立 100 周年を迎えた日本最古のフ

ランス語専門学校である。  
12 1952 年に開校された、フランス語とフランス文化の普及を目的とするフランス政府系教育機関。

2012 年にアンスティチュ・フランセ東京に名称が改められた。  
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ス人のシルペルシュラグ長谷川先生はなかなか恐ろしい先生でした。一番最初の授

業で、当たらないようにずっと下を向いていたらすごく怒られました。  

一方、大学の方でも、1、2 年で習った先生達はとても偉い先生達でした。学部の

1、2 年であっても、講師ではなく大学の教授陣が授業を担当していました。恵まれた

先生方に教えてもらったなと思います。ジュリアン・グリーン13の友人でもあった品田三

和一良 14先生や詩人の窪田般彌 15先生（お兄さんの窪田啓作 16はアルベル・カミュの

『異邦人』の翻訳者）、辞書の編集もした言語学の伊東英 17先生、結局ずっとお世話

になった演劇の佐藤実枝 18先生など偉い人達に習いながら、仏文に進んでいった、

ということです。 

 

臼山：早稲田大学在籍中は、どのようなことを学ばれたのでしょうか（特に関心のあ

った作家や作品。どのような先生方のもとでどのようなことを学ばれたのか。卒業論文

のテーマなど）。 

 

山崎：色々な小説を読んでいた訳ではありますが、卒論がなかなか決まらず、結果

的には 1 年生のフランス語の先生だった佐藤実枝先生に師事しました。演劇の専門

で、マリヴォー19や、私の卒論でも取り上げたミュッセ 20で論文を書かれていたので、実

枝さんの下で勉強しようと思い、ミュッセを卒論にしました。ミュッセはそんなにたくさん

作品を書いていないので、これなら全部読めるかなということもあります。結果的に大

学院では岩瀬孝 21先生というフランス演劇研究の大家の研究室に所属し、学部、大

学院を通してミュッセの研究をしていました。まあ、論文はたいしたものではないです。

                                                        
13  フランス・アメリカ合衆国の小説家（1900-1998）。カトリックの立場から人間精神の苦悩を描い

た。代表作に『閉ざされた庭』『モイラ』など。  
14 フランス文学者、早稲田大学名誉教授（1928-2007）。  
15  フランス文学者、詩人（1926～2003）。早稲田大学名誉教授。アポリネール、ラディゲ、プルー

ストなどの翻訳を手掛ける。  
16  フランス文学者、詩人、銀行員（1920～2011）。カミュのほかサルトル、グリーンの翻訳などを手

掛ける。  
17 フランス語学者、早稲田大学名誉教授（1928-1992）。  
18 フランス文学者（1932～）。早稲田大学名誉教授。18 世紀仏演劇研究。  
19 フランス・パリ出身の劇作家、小説家（1688-1763）。生涯に約 40 の戯曲を著した。代表作に

『愛と偶然の戯れ』『偽りの告白』など。  
20  フランスのロマン主義の作家（1810-1857）。詩、小説、戯曲などを広く手がけた。代表作に『ロ

レンザッチョ』『戯れに恋はすまじ』など。  
21 フランス文学者、演劇評論家（1920～2002）。早稲田大学名誉教授。スタンダール研究。  
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東京外大名誉教授の富盛伸夫 22先生が、講演の際に「修士論文も学士論文も見つ

けたら燃やしたい」とおっしゃっていましたが、私も同様です。色々と文献を調べたとい

うことでは、よく勉強はしていたと思いますが、今から思うと、さして文学の才能はない

ですね。結果的に教育の方に向かっていきましたけれども、文学では、もっと才能の

ある人間は山ほどいるな、というのが色々な優れた人達を知った今となってはわかりま

す。結果的に自分の好きな道に進めていますが、当時の自分を見たら、そっちに行

かない方がいいんじゃないかな、と言うと思います。たいした才能はないな、というのが

私の今の気持ちであります。 

 

2 高等学校における第一外国語としてのフランス語教育  

 

臼山：山崎先生は、30 年近くにわたってカリタス女子中学高等学校 23でフランス語

教育に従事されてきました。同校には、全国的にも稀有な、第二外国語ではない第

一外国語としてのフランス語クラスがあります。第一外国語としてのフランス語につい

てお考えを少し教えてください。  

 

山崎：高校でこんなに長く教えることになるとは思っていませんでした。高校のフラ

ンス語の力が全然わからないでカリタスに行った。ただ日仏学院で勉強していたとき

に白百合 24出身の女性がいて、よくできる。暁星 25出身もいて、中高でフランス語を始

めている人間の力はすごいんだなと感じていた。当時のカリタスは白百合、暁星のよう

なレベルではない学校でしたので、それほどのレベルではないと思っていたのですが、

いや、まぁ、難しいテキストなんです。大学や大学院で色々な論文や小説を読んでい

たのですけれども、文法的にきちんと説明するとなると、そういう教育は大学・大学院

で受けていないのでたいへんでした。高校生に「なんでこうなるのですか？」と聞かれ

                                                        
22 言語学者（1948～）。東京外国語大学名誉教授。ロマンス語研究。  
23 カリタス女子中学高等学校（神奈川県川崎市）。1961（昭和 36）年にカトリック系のケベック・カ

リタス修道女会を母体として設立された私立中高一貫校。開学以来、フランス語教育を行ってい

る。  
24  白百合女子中学・高等学校（東京都千代田区）。1881 年（明治 14）年にシャルトル聖パウロ

修道女会によって創設された女子仏学校を前身とする私立中高一貫校。開学以来、フランス語

教育を行っている。  
25 暁星中学・高等学校（東京都千代田区）。1888 年（明治 21）年にカトリック男子修道会のマリ

アの会によって創設された私立暁星学校を前身とする私立中高一貫校。開学以来、フランス語

教育を行っている。  
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た時に、「え、なんでかな？」となることが多々ありまして、よっぽど勉強しないと高校 2

年生や 3 年生なんて教えられないということがわかりました。一外の子達の力に本当

に驚いた。そしてこちらもたくさん勉強したということです。まして高校 3 年生の受験指

導で入試問題を見ると、これがまた恐ろしく難しい。小松さんのいるお茶大も難しいで

すが、まして東京外大なんて、「これ、学部生解けるのかな？」と思うような問題です。

そういうレベルの授業をしてこられたというのは私にとって幸せだなと思っています。よ

く、暁星の橘木芳徳さんは「大学の先生って言ったって、1 年生や 2 年生を教えてい

るなら、我々暁星やカリタスのレベルではない、レベルの高い授業をしているのは高校

なんだ」とよく自慢げに言っていました。総合的な意味ではもちろん大学生が育って

いるとは思いますが、ことフランス語を読んで問題を解く力としては高校生はすごいな、

と思います。そういう子達を大学ではなかなか育てにくいので、中学高校で育てて、そ

の子達を大学につなげていけたらいいなと思って教えていました。その一方で、元々

文学研究がしたくて大学に入ったわけですから、研究者としての道というのは常に自

分の中にはありました。大学時代の恩師に会うと、ずっと研究は続けていかないとい

けないよと、よく言われていました。加藤民男 26先生にはよく言われました。  

そのような訳で、自分の中ではこんなに長くカリタスの高校で教えることになるとは

思っていなかった。もともとカリタス短大に仏語科ができるので、教員も増やし、高校

に何年かいたら短大へという話もありましたので。それがあまりにも高校にはまってしま

った。教務的な仕事や進路の仕事、コンピュータも使い始めたし、高校の仕事がぴっ

たりと私の能力にはまってしまった。短大に移って研究を中心にしたいなと思っていた

時期もありましたが、結局は 600 人以上の一外（仏語）の教え子を育てあげることがで

きたのはとても良かったことと思っています。ただ、その一外の子達の力が世間には全

然伝わっていないので、一外の子達を守る、というのが私の大きな使命の一つです。

中高での第二外国語の教育と一外の教育は相反する訳ではないので、JACTFL とし

てはどちらにも力を入れていきたいと思っています。  

ただ、本当にフランス語の一外というのは、一部にしか知られていないというのは残

念ながら事実です。ゲーテ・インスティトゥート東京 27で、30 年近く前に外国語教育を

めぐるシンポジウムがありました。これは画期的なもので 3 日間ぐらいあって、日本語、

                                                        
26 フランス文学者、早稲田大学名誉教授（1933-2012）。  
27  ゲーテ・インスティトゥート（Goethe-Institut）はドイツ政府が設立した公的な国際文化交流機関

で、外国人に対するドイツ語教育、国際的な文化交流・文化協力を推進することを業務としてい

る。本部はミュンヘンにある。  
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ドイツ語、フランス語、英語を巡る外国語教育のシンポジウムでした。パネルの時にフ

ランス語の福井芳男 28さんが質問しました。当時の文科省の多言語教育推進事業に

ついての質問です。「今、それがどうなっているか、わかっているでしょうか？」と質問し

たら、司会者が「中高でフランス語？お嬢さんやお坊ちゃんがいるような良い私立学

校でやっていることですよね？」というような答えをしたのでびっくりしました。高校で英

語以外の外国語を勉強するというのは金持ちのやることというのが、世の中の認識な

のかなと驚きました。文科省の多言語教育推進事業が始まった頃なので、英語以外

を中高で勉強するのは本当に一部の学校だけだった。それが今ではこの事業のお陰

で全国に増えていると思います。 

 

境：私は当時、ゲーテの企画には直接関わっていませんでしたが、ドイツ人の担当

者はインゲボルク・ブラーさん、日本人の担当者は星井牧子さんだったと思います。

丸山智子さんはまだゲーテにいらっしゃらなかった時代ですね。  

 

3 カリタス女子中学高等学校の教育者としての思い出  

 

境：前の質問からの続きになりますが、先生はカリタス女子中学高等学校の教諭と

して、特に第一外国語としてのフランス語教育に携わられてきました。フランス語教育、

フランスとの交流などについての思い出をお話しください。  

 

山崎：カリタスに私が入った時の

校長はカナダ人（ケベック）のシスタ

ーでした。フランス語も英語も同じ

くらい話せる優秀な先生でした。フ

ランス語への理解や思いは当然あ

って、私は、正直かなり優遇されて

色々なことができたと思っていま

す。その後の校長は井手愛子先

生、校長から理事長になられてフ

                                                        
28 フランス文学者（1927-2014）。東京大学教養学部名誉教授。NHK のラジオ講座に長く携わり、

仏語教科書・辞書の執筆でも有名。  
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ランス語に対しての理解は同様にありました。さらにその後の佐々木慶照先生、この

方はカリタスでは珍しく学者肌の先生で、上智大学で神学の講義をもっておられまし

た。フランス語を優遇してくれる校長達にも助けられて、私が入った時よりもフランス語

選択者の数も増え、学校内での位置も確立していったと思っています。ともかく、まず

は実績を作ることでした。フランス語選択者の進学率を向上させ、大学からの推薦の

枠を少しでも多くする為に尽力しました。生徒達はフランス語が自分に合っていて、

好きだから選択する訳ですが、最終的な進路希望を達成できなければやはり選択者

は増えません。生徒達の進路希望を実現するために多大な努力をした年月だったと

言えるかと思います。フランス語を選択すると、塾もないし、参考書や問題集もあまり

ない。そこに不安を感じさせないようにしようというのが、ともかく一番力をいれたことで

す。フランス語を取って失敗したと言われないように四半世紀以上にわたって教えて

いたのかなと思います。フランス語選択者を守るということが私の中心だったと思いま

す。 

そんな中で、大学進学とは直接関係ない「フランス詩」という授業を高校 3 年生の

選択科目で設置したことがあります。特別講座という枠です。当時の副校長で、国語

科の森本謙四郎先生の発案だったと思います。発案は教養講座だったのですが、

蓋を開けてみると、私の「フランス詩」と森本先生の「小林秀雄」以外はただの受験講

座でした。フランス詩ではランボー 29、ヴェルレーヌ 30、プレヴェール 31などの詩、『シラ

ノ・ド・ベルジュラック』32という劇、さらに、『舞踏会の手帖』33、『天井桟敷の人々』 34と

いう映画を鑑賞しました。たぶん 7 年位設置していました。文学は、他の授業では全

く扱いませんので、本当に楽しい時間でしたし、毎年受講生がいました。最初に設置

した時に英語科主任に「もうお尻に火が付いている時に」と笑われましたが、毎年受

講者がいるのを見て、「英語でもやってみたいよ」と数年後に言われたのをよく覚えて

います。同窓会などで、あの授業は今でも記憶に残っていると言われるととても嬉しい

                                                        
29  フランスの詩人（1854-1891）。15 歳からの数年間でフランス語表現に革新をもたらす多くの詩

を残した。代表作に『地獄の季節』『イリュミナシオン』など。  
30 フランスの詩人（1844-1896）。マラルメやランボーらと並び、19 世紀フランス象徴主義の代表格

とされる。  
31 フランスの詩人、映画作家、童話作家（1900-1977）。日本ではシャンソン「枯葉」の歌詞が特に

有名。  
32 エドモン・ロスタン作の五幕の韻文戯曲。初演 1897 年。  
33 1937 年のフランスのドラマ映画。  
34 1945 年製作・公開のフランス映画。  
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です。慶應義塾大学の非常勤講師をしている、教え子の西部由里子さん達と『とこと

んフランス語』 35という教科書を作った時には、彼女がその時の資料を持っていて、コ

ラムのような形でフランス文学の紹介を入れました。私が文学の事を書いた唯一のも

のと言えるかもしれません。持つべきは教え子です。  

一番大きなフランス交流は、関西学院大学の中川努 36さんとのプロジェクト

Cipango です。中川さんは神戸の震災で 1995 年に亡くなりました。私が知る限り、フ

ランス語の教員で亡くなったのは彼だけです。その中川さんと 1992 年にフランス、イタ

リア、アメリカとの国際交流を「ミニテル」37というシステムを使って行いました。生前 4回

旅をしたコロンブスが第 5 の旅をして、日本まで到達したらどうなったかという架空の

物語をリアルタイムで創作するという試みでした。もちろん、映像はなく、文字だけです。

高校からはカリタスだけで他は大学でした。プロジェクトは関西学院大、長崎外語短

大、甲南女子大、カリタスの 4 つが中心となって進めました。色々なところに論文も出

しました。 

これは嵐のような 4 日間でした。会議室を占有して実施しました。通信費だけで 20

万円くらいかかったでしょうか、科研費を中川さんが取ってきて実現しました。その費

用で IBM の機械も借りて、ミニテルの代理店だった三井情報システムという会社と契

約しました。ミニテルの通信の費用は科研費だったのですが、電話代は学校持ちで

す。アクセスポイントは東京にしかないので、1 分 10 円かかっていました。結構な電話

代だったと思います。時差の関係で放課後生徒を集め、フランス語の教員も総動員

で手伝い、事前に作っていた文章を打ち込む時と、その場で生徒達が文章にしたも

のを、ネイティブのシスターが修正し、私が即座に打ち込むという作業で参加していま

した。もう 30 年近く前の試みですが、まあ、たいへんなことをやったものです。  

また、それ以外でも教育工学的な授業実験は基本的に許可してもらっていました。

結局、博士論文にはなりませんでしたけれども、とても恵まれた環境の中で研究が進

められて、一般の高校教員とは違う仕事ができたのかなと思っています。 

東大に教えに行くのを許可して下さったのも井手校長の時代です。許可を取りに

行った時に「まぁ、他ならともかく東大ならね」と、前例がなかったのですが許可しても

                                                        
35  山崎吉朗、西部由里子、松原純子、鈴木典子、橋本佐々悦子『とことんフランス語—フランス

語文法のレシピ—』、朝日出版、2012。  
36 フランス語学者（1950～1995）。多くのフランス語教科書を手掛けた。  
37 フランス郵政電信電話省の情報通信網とその専用端末を使用した、フランス独自の情報通信

システム。インターネットが普及する以前に開発・導入されたシステムで、1980 年代から 1990 年代

にかけてフランス国内で一般家庭に広く普及した。  



 

 
『複言語・多言語教育研究』 日本外国語教育推進機構会誌 No.8 (2020) pp.3-38 

 

 - 13 - 

らいました。当時、カリタスには半日研修というのがあったので、それを使って教えに

行っていました。とても優遇されていたと思います。次の佐々木校長の時までは許可

されていたのですが、さらに次の校長になり、理事長も交代し、東大に非常勤として

教えに行くのはダメだと言われ、結局、それから 2 年後にカリタスを辞めました。それ

がなかったら、もしかしたらずっとカリタスで教えていたかもしれないです。それくらいと

ても優遇されて、とても楽しく授業していたと自分では思っております。四半世紀以上

カリタスでフランス語を教えました。カリタスに入ってしばらくして、亡き父が「おまえの

天職だ」と言ったのは結果的に本当だったと思います。  

 

境：ありがとうございます。山崎先生のお話を伺うと、いつもおっしゃっているのはフ

ランス語を第一外国語として履修している生徒を守らなければならないということで、

その強い思いがすべての原動力だったのだなということがわかりました。  

また、ミニテルのお話は興味深いもので、そのような交流があったということは知りま

せんでした。文字ベースで 4 日間そのような国の生徒達がフランス語を使って交流す

ることがすでに 1992年にあったというのは、画期的・先進的な試みだったと思います。 

 

山崎：論文も探せばあります。日本フランス語教育学会に、中川さんと私と当時甲

南女子大の中井珠子 38先生と 3 人で書きました。その時の生徒の中心にいた一人が

この前のオンラインシンポジウム 39で発表してもらった教え子の後藤由美さんです。高

校時代の国際交流がどの位学習効果があり、その後の進路に影響したかどうかを、

データとして出すのは難しいですが、ミニテルでの国際交流が、現在フランスで国際

結婚し、セルジーポントワーズ大学で日本語を教えているという彼女の今につながっ

ているのではないかと思っています。高校生の時にそういうことをするのは非常に重要

なんだなと思います。残念ながら世の中で言うエビデンスというものはデータとしては

残せないのですけれども、あの学年は留学も多かったですし、その筆頭に後藤由美さ

んがいたのです。 

                                                        
38 フランス語学者・翻訳家（1949～）。白百合女子大学教授。著書に仏語教科書多数。  
39 第 1 回 JACTFL オンラインシンポジウム「コロナに負けない多言語教育」、Zoom 会議 2020 年

7 月 5 日。https://www.jactfl.or.jp/?page_id=2899  

  第 2回 JACTFLオンラインシンポジウム「コロナをプラスに転じる多言語教育」、Zoom会議 2020

年 9 月 5 日。https://www.jactfl.or.jp/?page_id=3025  

  第 3 回 JACTFL オンラインシンポジウム「コロナから立ち上がる多言語教育」、Zoom 会議 2020

年 12 月 20 日。https://www.jactfl.or.jp/?page_id=3160  
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境：非常に貴重なお話を伺いました。我々も最近オンラインシンポジウムでご一緒

させていただいた後藤由美さんが 30年前に経験されたことが萌芽となり、それが現在

の活動までつながっているとするならば、非常に重要なものだと思います。同じフラン

ス語の先生方の間でもこのような知見が共有されていない、ましてや他の語種の先生

にはそういう活動があったことさえほとんど知られていないということが問題だと思いま

した。語種の壁を超えて、知見を共有するということは、JACTFL に集う私達の役割な

のだと思いました。 

 

4 フランス政府からの Palmes académiques 教育功労賞の受勲について 

 

境：先生は、2012 年 2 月 24 日に日本における

フランス語教育への長年にわたるご貢献を讃えら

れ、フランス政府より Palmes académiques 教育功

労賞を受勲されました。在日フランス大使館での

叙勲式でしたが、フランス語教育関係者のみなら

ず、多言語教育の推進・振興を目指す JACTFLに

とっても大変に嬉しい出来事でした。先生がシュバ

リエ（C he va l i e r ） 40になられたことについて何かエ

ピソードがありましたら、教えてください。  

 

山崎：通知があったのは一年前の 2011 年の 3

月ですが、叙勲式については、震災や、文化参事

官の交替もあり、だんだん遅くなって翌年の 2 月に

なりました。何より、日の当たらない中等教育の教

員として叙勲されたのが嬉しかったです。 

フランス大使館が当時新しい建物になり、それま

ではそういう場所はなかったのですけれども大きな部屋ができて、その部屋で叙勲式

がありました。APEF 41理事長の長谷川善一先生と一緒の式で、招待客は二人で 50

                                                        
40 フランス語で「騎士」の意。  
41  公益財団法人フランス語教育振興協会。実用フランス語技能検定試験（通称「仏検」）の主
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名ということでした。一人 25 名ずつ。これじゃほとんど呼べないと思ったら、長谷川先

生が僕の方はたいしていないからそちらで 40 名と言われて、ある程度の人達を呼ぶ

ことができました。吉田研作 42先生や臼山さんもお呼びしました。神谷善弘さん43は授

業があって来られなかったかと思います。コンピュータ関係や東工大、東洋大、日本

私学教育研究所の人達も呼びました。中学や高校の同級生、教え子なども僅かで

すが呼びました。 

 

境：中等教育でフランス語教育を長年やられてきた方が受勲されたという点が大変

重要だと思います。 

 

臼山：叙勲式には、吉田研作先生のほか、私も招待していただきました。本当に盛

大な式で、山崎先生も立派なスピーチをされて、大変感激いたしました。今でも覚え

ております。厳粛な式に参加させていただき、ありがとうございます。 

 

5 初等教育における外国語教育の意義と可能性について  

 

茂木：白百合学園や暁星学園など、幼稚園や小学校でも（部分的に）フランス語

教育を導入しているところがあります。初等教育の現場では、公立私立を問わず、英

語教育が高学年次ですでに導入されていますが、初等教育段階において外国語教

育を行うことの意義、特に英語以外の外国語教育を行うことの意義やその可能性な

どについてのお考えを教えてください。  

 

山崎：奈良教育大の吉村雅仁先生 44が講演で言われているように、メタ言語能力

を育てるのは小学校はぴったりだと思います。英語以外の外国語に触れてほしいで

す。大津由紀雄先生 45も言われている「言語の目覚め」「言語の気づき」は早い段階

からした方がいいのは決まっています。もともと小学校の外国語教育活動のテキスト

は、最初は色々な言語の挨拶から始まっている。それがスタートですが、1 時間で終

                                                        
催団体。  
42 英語学・英語教育学者（1948～）。上智大学教授。JACTFL 副理事長。  
43 ドイツ語教育学者（1964〜）。大阪学院大学准教授。JACTFL 理事。  
44 教育学者。奈良教育大学教授。  
45  認知科学者（1948～）。一般社団法人「ことばの教育」代表理事。関西大学客員教授。慶應

義塾大学名誉教授。  
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わってしまい、その後は英語だけになってしまう。世界には色々な言語があって、色々

な人達と交流するということを小学校の間に知るというのはとてもいいことだなと思って

います。なかなかそういうことが進んでいかないのが残念です。  

吉村先生や大阪大学の岩居弘樹先生 46が進めている授業等で、小学校で他の

言語もあるということを知った子達が高校生になり、大学生になって、どうなったのか、

要するに英語しかやらない子達と、どういう風に考え方や言語能力が違うのか、という

ことについて何か研究があるといいなと思っています。公立は個人情報の壁がありま

すが、そこが改善されることを願っています。私学の一貫校の場合はつながりを見る

事ができますので、いい研究が進めばよいなと思っています。私自身も長年そういう

研究をしようと思ってなかなかうまくいきませんでした。そのような実践データが出れば、

国も多少は動くのかなと思っています。非常に大事なことだと思っています。カリタス

は小学校 1年生から週 1時間やっています。英語もフランス語も楽しく学んでいます。

小学校の内に耳にした、というのがその後どうつながるのかな、というのはいつも思っ

ています。私はカリタス小学校出身の子を何人も明治学院大などの推薦入試で合格

させていました。その面接指導の時に、小学校のフランス語がどう自分に活きている

かを考えさせるとやっぱり何かはあるんですね。自分の原点を辿っていくと、小学校で

フランス語に触れたということで高校でもフランス語を選択して、大学でもフランス語を

やりたいとなる。大事なことですね。 

 

茂木：ありがとうございます。小学校の教育は、十年単位で後に花が開くということ

があります。結局人生を遡ってみると、「小学校の時のあの体験が…」ということがある

なと思いました。 

 

6 高大連携の課題  

 

境：幼稚園・小学校の話を受けてですが、そこから中学・高校・大学へとどのように

つなげていくのか、という問題がやはり非常に重要で、日本では必ずしもうまくいって

いない。英語教育では最近高大連携が重要だと言われていますが、英語以外の外

国語教育における縦のつながりは一体どうなのでしょう。この点についてはかなり難し

い問題があるのではないかと思いますが、山崎先生はどのように改善したらよいとお

                                                        
46 言語学者。大阪大学教授。  
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考えでしょうか。 

 

山崎：本当に全体がつながるといいと思うのですけれども、高大でいうと、一時期大

学では、高校でフランス語を勉強している子はゼロから始めるのではないので、授業

がやりにくいと嫌がる教員がいました。私自身の経験で言うと、東大では、50～60 人

でフランス語の授業を教えていましたが、その中に 1 人、2 人できる学生がいるのはと

てもよかったです。ある年には、二外でフランス語を勉強していた暁星出身の学生が

いました。今は上智大学の准教授になっていますけれども、発音がきれいなので、私

としてはとてもやりやすかったです。そういう学生を活かしていけば授業が活性化しま

す。文科省がこれからの教育の目標として、個別最適化と言っています。この個別最

適化と合わせて、高大接続というのができるのかな、と思っています。みんなが一律と

いうのを止めよう、文科省が筆頭に立って言っていることですから、そしたらいろいろな

ことを勉強した子達がクラスにいて、ということにもっと教員が慣れるんじゃないかな、

みんなが一斉に同じことをするという、これまでの教育の仕方が変わっていけば、そこ

と何かつながっているような気が私は最近しています。その中で英語以外を勉強する

ことも個別最適化なのだから、英語以外の外国語をしっかりやることで、その子の個

性が活きるならいい、という考え方が出てくるとすごくいいなと思います。それが進めば

高大接続もうまくいくのかなと思っております。  

 

境：高校までの先生は教育現場で非常に鍛えられている一方、大学の教員は練

度が低いというか、そもそも教えるという教育をほとんど受けていないので、個別最適

化、ダイバーシティー、という掛け声はあるものの、色々な生徒が入ってきた時にどう

対処したらよいのかわからなくて、途方に暮れているという状態が一部にあるのじゃな

いかと思います。そこを乗り越えないといけないので、大学教員の研修などをもっと進

めないといけないなと、先生のお話を伺って意を強くすると同時に、その重要性を改

めて認識しました。 

 

臼山：話が少し逸れますが、1991 年のいわゆる大綱化 47以降、教養教育としての

                                                        
47 1991 年の大学設置基準の法改正により、それまで厳格に規定されていた一般教養科目や外

国語科目などのカリキュラムの科目区分と単位数の設定が緩和され、大学の裁量に委ねられるこ

とになった。  
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外国語の履修義務がなくなり、二外教育が大きく衰退しました。90 年代後半頃から、

二外教育の質的向上と魅力アップのための活発な取り組みなどと連動して、英語以

外の外国語教育研究がクローズアップされるようになりました。さらに 2000 年以降、

大学で「外国語教育学」という分野に学術的な関心が目立って集まってきた感があり

ます。それまでは二外教育の先生は、多くの場合、文学系か言語学系かに二分され

ていて、英語以外の外国語教育学プロパーの先生が相対的には非常に少なかった

と思います。英語以外の外国語教育学の専門家を養成できる大学も事実上ほとんど

ありません。その意味で、英語以外の外国語を担当する教員を再教育するという制

度的な仕組みそのものが日本では足りていないんじゃないかなという気がします。最

近では、多様な外国語教育学研究が日本でも広がりつつあります。それが高大連携

の中でプラスになれば良いと感じています。 

 

山崎：確かに今の外国語教育について言うと、もしかしたら小松さんもお茶大で外

国語教育学分野で採用されているのかもしれませんが、以前はそういうのはなかった。

文学で大学に採用されていた。フランス語を教えるのは隠れ蓑というのは、30 年前は

当たり前だったと思います。今では、フランス語の教員でも京大の西山教行 48さんを

はじめ、北大の長野督 49さんや西南学院大の杉山香織 50さんなど、外国語教育学の

研究者として活躍されています。時代は変わったのかと思います。  

20 年くらい前ですかね、ある地方での学会の時に加藤晴久 51先生と飲んでいたら、

石井晴一 52先生が、「加藤、お前なんで（フランス語）教育なんてやっているんだ。あ

んなものは研究するようなものじゃない」と言われたことがありました。加藤先生も石井

先生も同じ時期の東大仏文の同級生ですが、当時は、フランス語教育を専門にする

のは文学ができないやつがやるんだっていうのがあったのかなと思います、私は横に

いただけですし、酒席ではありますがびっくりした記憶があります。ちなみに、大江健

三郎 53は 2 人の同級生だったようです。 

別分野の話になりますが、教育工学なんかでも、私が論文を書いていた頃は、い

                                                        
48 フランス語教育学者、言語政策学者（1961～）。京都大学教授。  
49 フランス語教育学者。北海道大学教授。  
50 フランス語教育学者。西南学院大学准教授。  
51 フランス文学者、翻訳者（1935～）。東京大学および恵泉女学園大学名誉教授。  
52 フランス文学者（1963～2013）。青山学院大学名誉教授。  
53  作家（1935～）。代表作に「飼育」『個人的な体験』『万延元年のフットボール』ほか多数。1994

年、日本文学史上 2 人目のノーベル文学賞受賞者となった。  
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わゆる教育実践というのは博士論文として認められていない時代だったということを最

近、東工大名誉教授の赤堀侃司 54先生の講演で聞きました。現役の高校教員には

論文を書く時間はなくて断念しましたが、仮に私がいくら実践研究を続けても博士論

文は通らなかったのかもしれません。その頃は理論が研究の中心だったと赤堀先生

が言われていました。今は、実践研究の論文も教育工学の世界で通っているようで

す。文学でも教育工学でも、世の中の学問の流れが変わってきたのだなと思います。  

 

境：そのような喜ばしい変化を私も認識していますが、現場では、教育に関心があ

る人、教育を研究対象としている人はまだまだどの言語でも少ないです。臼山先生が

ご指摘になりましたけれども、日本の大学ではフランス語教育を研究している人が増

えてきましたが、学科とか専攻としてのそういったものはないんじゃないでしょうか。ドイ

ツ語でもそうです。そういうコースを作るという動きはあったのですけれども、やはり制

度的に維持できていない。 

 私は、教員になってからでもいいから、とにかく研修を受ける、そうすることで二つ目

のメジャーとして位置付けるような意識ができたらいいなと思っています。できれば学

生時代から、例えば文学をメジャーにして、フランス語教育をマイナーにするというよう

な制度化ができると非常に良いなと思います。ドイツ語教育でも随分風は変わってき

て、教育に対して関心を持たれる方は増えたのですが、やはり教育を研究対象にし

ている人はなかなか増えないというのが問題かなと思います。 

 

7 大学におけるフランス語教育の課題  

 

大森：先生は、これまで東大など複数の大学でフランス語を担当されてきました。

大学のフランス語教育で何か強く印象に残っていることはありますか。  

 

山崎：私はカリタスにいた時代から東大、上智、早稲田で教えていましたが、上智

も早稲田もコンピュータと外国語教育という話でフランス語自体を教えていたわけで

はないです。フランス語だけを教えていたのは東大だけです。先ほどの加藤晴久先

                                                        
54 教育工学者（1944～）。ICT CONNECT 21（みらいの学び共創会議）会長、東京工業大学名

誉教授。  
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生が声をかけてくれて、東大で 4 年間位だったでしょうか。非常に良い経験でした。  

東大はご存知のように 2 年生の秋に進振り55があります。成績によってどの学科に

行けるかが決まります。理Ⅰと理Ⅱでは、可哀想に大学に入ってもまだ競争が続いて

います。特に理Ⅱは 10 人だけ医学部に行けるので、もの凄く勉強しています。東大

の中のすべての科目の試験で 90 点以上を取らないと医学部には行けないわけで、

得意なフランス語では満点を取ろうとします。合格点に達しているのに落としてほしい

とカリタスに電話してきた学生や、2 問間違っただけで、失敗したと自宅に電話してき

た学生もいました。後者は鹿児島出身の女子学生でしたが、見事に医学部に行きま

した。フランス語をよく勉強している学生の中には 1 年生の秋には仏検で 2 級を取る

ような者もいました。「語学なんて集中してやれば、すぐにできます。2 級を取らなけれ

ば意味がないので下の級は受けない」と言っているのもいました。 

ワークステーション56しか入っていなかったコンピュータの部屋に学生を連れていっ

て検索をさせたこともあります。許可を取るのが大変でした。なんでフランス語の授業

でこの部屋に来るんだと担当官に言われました。いろいろとコンピュータを使った試み

をしました。 

 

大森：質問の観点が変わりますが、フランス語の教科書を見ていて、教え方などの

変化があると思われますか。  

 

山崎：今の教科書はまただんだん変わってきているようですけれども、カリタスでは

まずは、大学進学が目的なので、入試問題を解ける力をつける授業が基本になりま

す。東大以外では、たくさん会話をするような授業はしていませんでした。ただ毎年新

しい教科書を見るのは面白いです。学生、生徒を活動させるようなタイプの教科書が

どんどん増えていますね。また改めて、フランス語を教えてみたいなと思います。もっと

会話を中心とした、実際に使えるフランス語を教えるという授業はやってみたいなと思

います。そういう場がないのが残念です。 

 

大森：学生達の検定試験や留学への興味について何かの変化などを感じていら

っしゃることがあれば教えてください。  

                                                        
55 教養学部に所属する前期課程（1、2 年次）で履修した科目の成績に基づいて、後期課程（3、

4 年次）に所属する学部・学科を決める進学選択制度のこと。  
56 一般的なパソコンよりも高性能で演算処理能力の高い業務用コンピュータのこと。  
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山崎：検定試験については、東大で教えていた時に、仏検が終わった直後に、選

択クラスの授業で、仏検 5 級の問題を解かせていました。20 人くらいでしたが、ほとん

どが合格していました。さらに 4 級も勧めていましたが、当時、東大生の仏検受験率

はあまり高くなかったですね。東大は私が教えていた頃は秋に 1 か月くらい休みがあ

りました。先ほど言った進振りのために大学は 1 か月授業がない、それを活用して、3

週間くらい留学するという学生は当時もいました。また、留学の話を授業の中ですると、

理Ⅰの学生がエコール・ノルマル・シュペリユール（パリ高等師範学校）57の数学の授

業テキストを見たら、レベルがものすごく高い、だから、エコール・ノルマルに留学した

いと言っていました。当時のフランス政府の給費留学制度は、文学志望者の留学は

厳しかったのですが、理系志望者の留学は緩かったので、それで行ったら、と勧めま

した。東工大の例ですが、ルノー財団だったでしょうか、年に 2～3 人の留学の枠があ

って、私がいた赤間研の修士の学生が 1 年間ルノー財団で留学をしていました。英

語圏以外の国・地域への留学をもっと勧めれば行くと思います。吉田研作さんも言わ

れていますが、「留学する学生の数が少ないと言われるのは英語圏の話で、なかなか

枠がうまらない。ところが、大学で初めてフランス語を勉強した初修外国語履修者の

留学率というのは上智大学でもかなり高い」という話をしていました。全般的に留学が

必ずしも少ないわけではないということです。もっと英語圏以外の国に行って色々なこ

とを学んできて欲しいなと思っています。 

上智の英語学科のレベルはもの凄く高いですから、優秀な者は、英語はもういい

からと他の外国語で留学する学生もいます。私の教えた学生でも、「来年 1 年間メキ

シコに留学してきます。スペイン語をやりたいんです」という学生がいました。全国的に

どの位そういう学生がいるのか細かい正確な数字で把握しているのかと思います。臼

山さんの筑波大でロシア語履修学生がロシアやロシア語圏諸国に留学しているので

はないでしょうか。非英語圏への留学状況などを含めて、もっと細かく見ないと日本の

学生は留学しないというのは、実のところちょっと違うのではないかと感じています。 

 

8 大学の言語教育における ICT 活用について 

 

                                                        
57 正式名 École normale supérieure。フランス革命期の 1794 年に創設された国内屈指の名門

師範学校。パリの PSL 研究大学（U n i v e r s i t é  d e  r e c h e r c h e  P a r i s  S c i e n c e s  e t  L e t t r e s ）を

構成するカレッジの 1 つ。  
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大森：先生は、フランス語教育研究においては、とくに ICTの活用について積極的

に取り組んでこられました。インターネットが広まる前から､パソコン通信による外国語

交流についての実践研究をなさっていたと思います。現在のコロナ禍でオンラインで

の教育が一気に広まりましたが、言語教育における ICT 活用について、現状や今後

の展望をどのようにお考えでしょうか。  

 

山崎：我々のオンラインシンポジウム58でも話したように、強制的にこうなって初めて

動いたということですよね。ただ、コロナが終わったら元に戻ったではしょうがないので、

このオンラインをどう継続するか、本当に学習効果がある授業はどのようなものなのか

を時間をかけて研究していく必要があると思います。コロナが終わったら、すぐに対面

に戻すということではなくて、どうオンラインを活かして、どうオンラインと対面を共存さ

せていくかという方向に話が変わって行かなければいけないと思っています。対面を

一部入れてオンラインもやる。いずれにせよ、一つの方向にはならないんだろうな、と

思っています。また、これまではごく一部でしか実践されていませんでしたが、Flipped 

learning（反転授業）なども増えていくのではないでしょうか。コロナの前から私は反転

授業やハイフレックス、ハイブリッドは行っていました。大学の制度で、ともかく教員は

教室にいなければいけないというおかしな規則がありましたが（わざわざ教員が来てい

るか事務局が確認に来るようなおかしなところもありました）、強引に授業の前半は教

室にいないでオンラインで指示を出し、自分達で作業するというような実験を学期に

一度は行いました。学生のアンケートではとても好評で、「大学なんだからこれでい

い」、「新鮮だった」、「初めて経験した」という感想が多かったです。今やそうせざるを

得ない状況になりましたので、「それ見たことか、最後に正義は勝つ！」と事務局にひ

とこと言いたいところです。  

コロナ禍での経験を良い方向に持っていけるように色々な関係者が現場で頑張っ

てくれればいいなと思っています。私がコンピュータと出合ったのは 1982 年です。大

学に入った時から、よくわからないけれど、コンピュータは文学研究で活用できるので

はないかと漠然と思っていましたが、教育でのコンピュータ活用は、まさに今所属して

いる日本私学教育研究所の教員研修で学びました。そこで、これからの教育はコン

ピュータだと確信しました。宿泊研修から自宅に帰ってすぐ、「コンピュータで研究す

る、これからはコンピュータだ」と家内に言ったのをよく覚えています。 

                                                        
58 注 39 を参照。  
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当時やろうとしていたことの一つは、今、Benesse などが実現しています。生徒ごと

に違う個別対応です。間違えた問題を、再度演習させるというのは、あの頃、紙ベー

スですが実践されていました。それぞれの生徒の出来不出来に対応した問題を印刷

できます、というのを、業者の展示会で見て、こういうことができるといいなぁと思ってい

ました。不得意な生徒は理解するまでやり直す。得意な生徒は応用に進む。それが、

今、実現しているという意味では、私が 82 年に見た夢が今実現されているのかなと思

ってはいます。ただ、当時でも、その方式を否定する人達もいました。できない生徒は

いつまでもなかなか次に進めないからよくないと。今のシステムはそのあたりどのように

なっているのでしょうか。個別最適化をどこまで実現しているのでしょうか。このあたり

は興味あるところです。 

また、コンピュータと教育に関しては、NEC の主管研究員だった佐藤隆博 59先生と

出会い、直接指導を受けた事が何より大きいです。S-P 表 60や ISM 構造化法 61を開

発した佐藤先生の指導で、正しいコンピュータ利用を進める事が出来たと自負してい

ます。東洋大教授の長谷川勝久さんや早稲田大学教授の森田裕介さんなど、一緒

に勉強した佐藤門下は多いです。長くなるので話しませんが、これだけで一時間以

上話せます。 

 

大森：オンラインから対面で、また外国語教育も対面でという風に言われる中で、

外国語教育の中でもオンラインでやることで新しい発見もあると思うので、今後研究

が進んでいったらいいのかなと思います。  

 

9 フランス以外の仏語圏、特にケベックに関する日本での研究について  

 

小松：先生はまた世界のフランス語圏、フランコフォニー62にも通じておられますが、

                                                        
59 教育情報工学者（1940～）。元日本電気（株）C&C 情報研究所主管研究員。  
60  生徒の誤答と問題の難易度を分析することにより、個々の生徒の学習状況や問題の適切さを

分析する手法。文科省の全国学力テストの分析で用いられ、すべての学校に配付されている。  
61  ISM(Interpritive Structural Modeling)構造化法は、素材要素間の関係を視覚的に分かりや

すい概念構造チャートとして図式化して表現することで、人間の概念把握や概念形成などの思考

を助ける方法。この手法は、学習内容から学習要素を抽出し、それぞれの要素間の前提・論理・

因果・包合などによって、前後関係や部分的な関係づけを行い、階層的有向グラフと CS 式要素

配置法により、分かりやすいチャートを作成するものである。  
62 「フランス語を話すこと」という意味の名詞で、狭義には、フランス語が公用語や共通語として使

用されている国・地域を指すことが多い。広義には、世界のフランス語話者総体としての言語共同
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とりわけカリタス女子中学高等学校がカナダのケベック・カリタス修道女会により創設

された関係からケベックとのご縁が深かったものと思います。2008年には日本ケベック

学会の立ち上げにもご尽力なさいました。フランス以外のフランス語圏、特にケベック

に関する日本での研究については、その意義や可能性をどのようにお考えでしょうか。  

 

山崎：カリタスはケベックの修道会が創立した学校ですので、ケベックには興味を

持っています。色々な本を集め、自分なりの研究はしてきました。ただ、自分自身がケ

ベック研究をして論文などを書いたわけではないので、ただの興味レベルです。非常

に不思議ですよね、ケベックがあそこまでフランス語を守ってきているというのが。現地

にも 3 回、生徒の引率で行きました。ケベックのラバル大学で行われた教員研修にも

参加しました。大らかな人柄というのは、面倒くさく物事を考えるフランス人とは違うな

とは感じています。特にコンピュータに関しては大きく違います。私が当時知っていた

フランスのコンピュータ研究者は不必要に難解な理論を振りかざすのに対して、ケベ

ックの人達は実践的で、楽しくどのように活用すべきかについて話すことができました。  

ケベックがどのようにフランス語を守ってきたのかということは、折に触れて話してき

ました。早逝された小畑精和 63さんに依頼されて発起人になり、ケベック学会創立の

最初の理事になりました。小畑さんとはケベックの在日事務所の勉強会やパーティー

でよく会っていました。ちなみに、小畑さんは北野高校の姉妹校の大手前高校の一

年上の先輩です。ケベックの勉強会は半蔵門の FM 東京の一番上の階で開催され

ており、何度も参加していました。故高円宮親王にもお会いしたことがあります。ご存

知のように、久子妃はオリンピック招致で見事な英語、フランス語のスピーチをされま

した。 

このケベックの会はどのような予算を持っていたのかわかりませんが、そのような小さ

な勉強会やパーティーの他、ニューオータニの広い部屋を使った盛大なパーティーも

何度かありました。そのような機会に、随分ケベックの人達とは親しくお話ししました。

ケベックの文科大臣来日の時も大きなパーティーでした。私の記憶では、大臣はオタ

ワ大学の文学部の教授でもあったかと思いますが、とても気さくな方で、カリタスも訪

問されました。ケベックの文科大臣が学校に来るというのは学校にとって大きなことだ

ったみたいで、シスター達がいつも以上に大喜びしていたのが記憶に残っています。

                                                        
体を意味したり、フランス語と特定の普遍的な価値（民主主義、人権）を共有する国・地域を総称

することもある。  
63 フランス文学者（1953～2013）。日本ケベック学会初代会長。元明治大学教授。  
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また、ケベックというのはとにかく教育や文化的なことはフランス語ネイティブが担当し、

経済の方は英語ネイティブ達が担当するという話を聞いて、フランス語は重要視され

ているんだなと思ったことがあります。  

2005 年の夏の引率の時には家庭訪問をしました。その一つは、小学校の先生の

お宅でした。その先生から、これからオタワでは、二つの外国語（英語とフランス語）を

話せる人を公務員として採用する方向になったので、フランス語を教える需要が増え

たと聞きました。ずいぶん前の話なので少し不正確かもしれませんが、フランス語を重

視するのはあり得ると思いました。また、私の感触では、1997 年より 2004 年のオタワ

の方が、フランス語の力が強くなったように感じました。お店の看板にフランス語が書

かれていたり、市場にいってもフランス語が聞こえたり、フランス語の力が戻ってきたな

という個人的な感触がありました。  

 

小松：私もケベックファンとして、最近は対象エリアを広げて、隣のオタワも研究して

います。フランス語といえば、もちろんフランスでしょうけれども、フランス本国とは別の

フランス語圏世界であるケベックとの関係が深いということも、カリタスの生徒さん達に

とっては幸せなことなのだなと思いました。 

 

10 中等教育におけるフランス語教育と教員養成について  

 

小松：山崎先生は特に教育実践面でのご貢献が大きいと思います。山崎先生は

フランス語の中等教育や教員養成の状況について日本でもっともお詳しい方でいら

っしゃると思います。とくに、コリブリ（COLIBRI）64というネットワークによる日仏高校生

交流や教員免許状更新講習について少しお話をしていただけないでしょうか。  

 

山 崎 ：日本私学教育研究所主催で実施した教員免許状更新講習（2008 年〜

2019 年）は、最初は言語に特化したものも実施しました。私が関わった更新講習で

すが、中断などを経て、最後の 3 年間は JACTFL のメンバーに協力してもらいながら、

国際交流という観点から英語だけではない世界を知ってもらおうという講習を実施し

ていました。 

最初の年は実験的な予備講習ということで、文科省からの全額補助での実施でし

                                                        
64 日本語での名称は「日仏高等学校ネットワーク」。  
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た。受講者も無料で、4 言語の研修もやろうということで、フランス語・ドイツ語・中国

語・韓国語でやりました。その時にわかったのは、15～16 人で実施しても、更新講習

の対象になっているのは 2～3 人くらいだということでした。10 年に一度ですから、関

東圏でも対象になるような人は、各言語では 1 人か 2 人なんです。2 年目から本講習

になりましたが、有料になり、講習対象者だけの実施になったので、多言語という枠で

実施しました。それでも 4～5 人の受講者でした。研究所の場合は会場を借りて、採

算が取れないといけないので、この人数での実施は継続できず、この形の多言語の

教員免許状更新講習は 2 年で終了しました。 

長くなるので、最後の 3 年間についての詳細は省略しますが、こちらは 10 人から

20 人の受講者があり、グローバル教育は英語だけではない、英語以外の外国語教

育がいかに大切かということを主張できた、稀有な教員免許状更新講習だったと自

負しています。講師陣は、JACTFL メンバーで、JACTFL がなければ実施できない教

員免許状更新講習でした。  

この教員免許状更新講習は、10 年に 1 回は受けなければいけないので、フランス

語の免状を持っている人はかわいそうだなと思います。大半の人がフランス語とは関

係ない講義を受けて、ともかく免許状を維持しているというのが現状です。日本大学

の本間直人さんと毎年調べているのですが、多言語について当初から教員免許状

更新講習を実施しているのは北海道教育大学と南山大学くらいしかありません。南

山大学は茂木良治 65さんが担当しているのですが、本当に教員の努力で成り立って

いると思います。ちなみに南山大ではドイツ語も実施されています。  

日仏高等学校ネットワーク（通称 COLIBRI コリブリ66）については、もうあちこちに書

いているのでごく簡単に話します。コリブリには、創設の時から関わっています。 

フランス大使館文化担当官のジャン=ノエル・ジュテさん（一番の立役者、発案者）

                                                        
65 フランス語教育学者。南山大学教授。  
66 COLIBRI はフランス語でハチドリ（ハミングバード）の意味。元々、C o l l è g e（中学）、L y c é e

（高校）の交流を目指して作られたので、COLI(Y)がつくことばを探し、フランス側が

名前をつけた。その後、カリタスのフランス人教員が、BRI について、B o n n e s  R e l a t i o n s  

I n t e r n a t i o n a l e s（良き国際関係）の語呂合わせを考えた。「英語圏文化以外の発見と異

文化との直接体験を通して、来るべき多文化共生時代へ順応する青少年を育成する」

（在日フランス大使館）という目標の下、日本でフランス語を学ぶ高校生とフランス語

圏で日本語を学ぶ高校生を交換留学生として相互に受入・派遣する事業を推進してい

る。 

 詳細については、在日フランス大使館のホームページを参照。 
  https://jp.ambafrance.org/article1826  



 

 
『複言語・多言語教育研究』 日本外国語教育推進機構会誌 No.8 (2020) pp.3-38 

 

 - 27 - 

の呼びかけで、フランス語教育を行っているカリタス、雙葉 67、白百合、暁星、伊奈総

合 68といった高校の教員がフランス大使館に集められ、コリブリ創設の話がありました。

フランソワーズ・ゲールという女性の大学交流担当官からの話がまずありました。「フラ

ンスと日本の大学院の提携ができた。日本の大学院とフランスの大学院が学生の交

換をするということで調印をした。交換留学を促進したい。しかし、そういう学生を育て

るためには、大学でフランス語を勉強するのでは遅い。だから、中学高校でフランス

語を勉強する生徒を育てたい。そのためにコリブリという留学の組織を作ろう」という話

でした。率直な感想として、フランスはすごいなと思いました。6 年以上先に留学する

かもしれないという学生を高校の時から育てようということです。少しでもフランス語に

馴染ませておこう、というのが発想の原点にあるという計画に驚きました。  

とにかく公立を入れないといけないということで、公立高校を含めた組織を作って、

スタートしました。最初は長期留学を考えていたのですが、フランスは日本と異なり、

進級留学という制度がない。つまり、一年遅れてしまうので、大きな留学はできないと

いうことが分かってきました。1 人か 2 人が留学するというのでは、もっと大人数で実施

しようとしていた計画からは外れてしまう。ということで、長期留学中心という方向は消

えました。その後、今の中心になっている短期留学という制度が提案され、現在に至

っています。 

文字通り、北は北海道から南は沖縄までの学校が参加しています。フランスが 29

校、ニューカレドニアが 5 校、日本が 27 校です。公立私立を含めての国際交流をボ

ランティアで実施しているのはこのコリブリだけだという誇りを我々は持っています。残

念ながら、昨年（2020 年）の日本からの留学（3 月）はコロナ禍の為に中止となり、再

開の目処は立っていません。早い収束を願うばかりです。  

 

小松：中等教育で英語以外の外国語教育を推進していく上で、まず教員を養成

していくことが重要であり、また高校生が交流を経験して言語を学ぶ喜びや使える楽

しさを味うことが大事だと思っています。山崎先生がコリブリ創設時から深く関わり、制

度的に支えてくださっていることがよくわかりました。  

                                                        
67 雙葉中学校・高等学校（東京都千代田区）。1909（明治 42）年にサンモール修道女会（本部：

パリ）会員メール・テレーズによって創設された築地語学校を前身とする私立中高一貫校。開学

以来、フランス語教育を行っている。  
68  埼玉県立伊奈学園総合高等学校（埼玉県伊奈町）。1984（昭和 59）年開講された普通科・

男女共学の総合選択制高等学校。語学系コースでは、第一外国語として英語、ドイツ語、フラン

ス語、中国語が選択できる。  
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山崎：大学でのフランス語教員養成に関わることですが、小松さんが教職科目の

フランス語科教育法の中で指導案づくりも含めてきちっとやっていることを知っていま

す。この前のゲーテのシンポジウム69で聞きながら、改めてフランス語の教育実習生が

そういう教育を受けて現場に行けばいいなと思っていました。小松さんのように現場を

わかって教科教育を教えている人がどのくらいいるのでしょうか。私の時は、実習生は

指導案の書き方や実習ノートの書き方も知りませんでした。大学の教科教育の授業

では、ただ、フランスの新聞 Le Monde を読んでいただけです。  

教員養成という点では、カリタス時代に毎年、教育実習生の指導をしていました。

基本的に卒業生です。時々、知り合いの先生から打診されることがありましたが、よほ

どできないと、うちの中学生より発音が悪いので無理かと思う、と言うと、その後の連絡

はありませんでした。その位、カリタスの仏語教育には自信を持っていました。仏語科

の教育実習は他の教科とは全く違ってものすごく厳しく行いました。受け入れるかどう

かの試験を半日しますし、最初の日に「元生徒だと思ってはいけない。生徒だったか

ら大事にしたけれど、教員志望は将来の同僚になるので容赦はしない」と宣言してい

ました。他の教科の子は和気藹々と実習していたようですが、フランス語は脇目も振

らずに準備していて恐ろしい位だと、他の教科の実習生から聞きました。そんな中、

先ほども話した西部由里子さんは、教育実習期間中、チェロの発表会の練習に行っ

ていたそうで、優秀な子はどこまでも優秀なんだなと思いました。  

 

小松：教職課程についてもカリキュラム改正があり、厳しくなってきたので大学の教

員もそれに対応してしっかりと努力をしていく必要があると思っています。 

 

11 東京工業大学大学院時代の思い出  

 

小松：大学院の博士課程は、早稲田大学ではなく、東京工業大学に進まれ、教

育工学をご専門にされました。わたしの記憶では、山崎先生が東工大で教育工学を

専攻なさったのは、もともとフランス語教育への ICT 活用を研究なさっていたからだと

思います。だいぶお年を召されてから、東工大の博士課程に入られたように聞いてお

                                                        
69  ゲーテ・インスティトゥート東京、DAAD 東京事務所共催「シンポジウム：多言語教育の意義と

は何か？」、2020 年 10 月 31 日・11 月 1 日、オンライン。  
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ります。東工大のフランス語関係者、赤間啓之 70先生の研究室に所属していらしたと

思います。そこで、教育工学を志した経緯や大学院時代の思い出について教えてく

ださい。  

 

山崎：東工大に行ったのは、指導教授になった東工大准教授の赤間さんに「社会

人博士課程制度を受けてみませんか」と誘われたのがきっかけです。1999 年 8 月に

試験を受けて 9 月に入学しました。受験したのは 3 人だったかと思います。何とか合

格を果たし、それから 3 年勉強しました。 

私の時代の文学部では、査読論文をたくさん通して、それを積み重ねたものが博

士論文になるという発想はなかったと思います。東工大でそれを学びました。在学中

もその後も、日本教育工学会、文理シナジー学会、仏文学会で、積極的に研究発

表を行いました。論文も仏文学会以外では採択されました。 

博士課程で統計学を利用した研究手法を学んだことは、自分では一番の成果だ

と思っています。全く知らなかった多変量解析、重回帰分析、相関、検定などについ

て学びました。今盛んにエビデンスと言われますが、統計学的手法を学ぶと、口だけ

でそれを言っているのか、きちんとデータを元にして話しているのかがよくわかります。

そういうことが言えるのは東工大で勉強した成果なのかなと思います。  

また、在学している時に、MIT71が OCW72を立ち上げ、日本にもその導入の動きが

出ました。その中心が東工大でしたので、その現場にいたというのはとても良い経験

でした。 

博士課程の 3 年目には、カリタスの卒業生を多数集めて、大がかりな実験授業を

実施して、その成果を仏文学会や教育工学会で発表しました。指導教授も赤間さん

から加藤浩 73さんになりました。実験した結果を色々な分析にかけたのですが、なかな

か思うような良い数値が出ず、3 年経過したので、退学したということです。  

                                                        
70  哲学者、脳科学者（1958～）。東京工業大学准教授。ジャック・ラカンを中心とする仏哲学・脳

科学が専門。  
71正式名 Massachusetts Institute of Technology（通称 MIT）。米マサチューセッツ州ケンブリッジ

にある世界トップレベルの名門私立大学の 1 つ。理工系分野のみならず人文社会系分野の教育

研究組織を有する。  
72  MIT が 2003 年に世界で初めて開始した、インターネットによる無料オンライン公開講義

（Opencourseware。通称 OCW）のこと。現在、日本の大学でもオープンコースウェアが急速に普

及しつつある。  
73 教育工学者（1959～）。放送大学教授、元日本電気（株）C&C メディア研究所主任研究員。  
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小松：お忙しい中で、向学心旺盛に研究に打ち込まれていたのですね。当時学会

での先生の研究発表を伺っておりましたが、今のお話で先生の実証的な研究姿勢

の背景がよく理解できました。  

 

12 JACTFL 発足の経緯と設立への思い 

 

臼山：ここから 2 つの質問は、本来は堀内理事の担当なのですが、今日は喉の調

子が悪く、今声をまったく出せないので、代理で臼山が行います。 

日本外国語教育推進機構（JACTFL）は、2012 年 12 月に発足した言語横断的な

ユニークな組織です（英語、英語以外の言語といった対象言語の多様性、小学校か

ら大学までの教育段階の多様性、言語学、言語教育学、教育工学などの研究分野

の多様性他）。8 年前の当時の JACTFL 発足の経緯や、JACTFL 設立への思いな

どについて、差し支えない範囲で、教えていただけますか。 

 

山崎：詳しい経緯はくろしお出版の本に書きました 74。元になったのは、研究所で

作った多言語教育研究会（後に複言語教育研究会に改称）です。2007 年に発足し

ました。筑波大の臼山さんと、大阪学院大の神谷善弘さん、関東国際高校の黒澤眞

爾さんはスタートから入っていました。2006 年に、わたしが勤める日本私学教育研究

所の調査資料作成の担当に私がなり、12 月に臼山さんに相談し、「中高の英語以

外の外国語教育」という内容で調査資料をまとめました。その時にこれで終わらせる

のはもったいないということで、多言語教育研究会を発足させました。その後、おそら

く黒澤さんの紹介だったと思いますが、国際文化フォーラム（当時新宿にあって事務

局長が中野佳代子さん。現 JACTFL 副理事長）に行って、色々な話をする中で、水

口景子さん（現同フォーラム常務理事。現 JACTFL 理事）が研究会に参加するように

なり、研究会がだんだん充実していきました。現在の登録人数は 30 人位でしょうか。

それが JACTFL の母体と言えます。 

その後、多言語を巡る話があると、研究会のメンバーの誰かが登壇していたり、関

わっていたりということが、何年も続き、これは多言語・複言語という分野では、この研

                                                        
74 山崎吉朗「第 5 章  複言語・多言語教育推進への道—日本外国語教育推進機構 JACTFL の

設立—」『多言語主義社会に向けて』（平高史也・木村護郎クリストフ編）、くろしお出版、2017。  
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究会がある意味、日本の中心的存在になっているのではないかと思うようになりました。

研究所の研究会ではなく、独立して NPO 法人でも立ち上げることができるのではな

いかと考えていた最中、2012 年 3 月の国際文化フォーラム主催のシンポジウムが実

施されました。 

その閉会式の席上で、私もコメントを述べることになっており、私の次は中野さんで

した。閉会式の前に中野さんから「このシンポジウムは「アクションプラン」まで作成して、

いずれ文科省に提案するという意気込みで長い時間かけて準備し、このように実現し

ました。しかし、次につながる流れができていない。この後、これにつなげて何かできな

いしょうか」と言われました。私としては、この大規模なシンポジウムにつながるかどうか

はわかりませんでしたが、研究会を発展させる形で NPO 法人複言語教育研究所の

設立を考えていたので、自分の構想を話しました。あくまで NPO法人の研究所です。

すると、閉会式でその構想について、ぜひ発言してほしいとの依頼を受けました。私

の挨拶と最後の中野さんの挨拶は、シンポジウムの記録に次のように記されています。 

 

山崎吉朗  氏：言語を超えたネットワークや組織が必要と考えており、新組織設立を考えて

いる。複言語教育は、戦略をもって進めていかなければならないと思う。  

中野佳代子  氏：（略）山崎先生の発言にあった新組織等に期待するとともに、全国的なネ

ットワークをもって取組む必要があるのではないかと考える。  

 

もちろんその時点では JACTFL は影も形もありません。私自身は、NPO 法人の研

究所を創ることを夢見ていただけで、目の前で展開しているような巨大なシンポジウム

を実施することや、複数の言語系の団体をネットワーク構築の力で有機的に繋げられ

る組織が JACTFL を設立して活動を進めてほしいという當作靖彦 75氏による提案を

実現するつもりは全くありませんでした。というよりも、そのようなことがまさか可能などと

は、私だけでなく、おそらく関係者の誰も思っていなかったでしょう。 

しかし、すぐに次の展開がありました。発言後に席に戻ると、私の席のすぐ後ろに

座っていた公益財団法人かめのり財団の西田浩子氏に声をかけられました。「自分

の財団はいろいろな活動を支援している財団なのでぜひその研究所設立を応援した

い」と言われました。事実、そのシンポジウムの助成団体にかめのりは入っています。

私としては単なる構想のつもりで話をしただけですし、その後研究会の仲間と一緒に

                                                        
75 外国語教育学者。カリフォルニア大学サンディエゴ校教授。現 JACTFL 理事。  
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ゆっくり進めていこうと思っていたのですが、そこから急展開します。研究会のメンバー

を中心に検討を重ね、12 月に JACTFL が正式に発足したということです。 

私は研究会がなくなった後のための組織を設置する程度のつもりだったのですが、

法人格があった方がいいということで、一般社団法人になり、かめのりが事務局のスタ

ッフや場所も提供するということで、スタートしました。ただお金がないので、理事全員

が 1 万円（次の年の会費が 3,000 円ですから、実質 7,000 円の寄付）で、法人の手

続きをしました。その後の詳しい経緯は省略しますが、かめのりが第 1 回外国語教育

シンポジウムのあとに手を引き、オフィスを構える事務局がないまま、今動いているとい

うことです。組織としては確実に動いていて、とてもいい組織になっていると思います。  

ここで、もう一つ言っておかなければいけないのは、株式会社エァクレーレン 76の 30

万円の寄付です。エァクレーレンの吉川美鈴社長にお話すると、JACTFL 設立趣旨

に賛同され、「うちは 3 社ありますから、それぞれ 10 万ずつで 30 万円出します」と言

われ、即振り込んでくれました。2012 年の 12 月だったと思います。本当にありがたか

ったです。 

実は、吉川社長と会ったのはその時が 3 回目です。その年の 9 月に教育工学会

で吉川さんの発表を聞きました。多言語に関する素晴らしい内容でしたので、質問を

しました。その後、すぐに発表会場を出たら吉川さんが追いかけてきて、「今日はあり

がとうございました」と言われ、名刺交換しました。しばらく後にいきなり電話がかかっ

てきて、「今日会えますか？」となり、エァクレーレンまで伺って、おそらく JACTFL 設

立準備も話したのかと思います。「会議室を自由に使っていいですよ」とも言われまし

た。その後が先の寄付のお願いの時です。今でもその 30 万円が元になっています。

エァクレーレンとかめのりがなければ JACTFL はできていませんし、また国際文化フォ

ーラム、日本私学教育研究所があって初めてできた組織というのが改めての実感で

す。 

 

臼山：私の当時の記憶について言及します。山崎先生が日本の多言語・複言語

教育の発展に長期的に貢献する活動をしたいという強い思いを持っていらしたこと、

実際に先頭に立って動いて一般社団法人として組織化したという部分が一番大きか

ったと思います。当時画期的だったのは、フランス語教育はフランス語教育関係者で、

ドイツ語はドイツ語教育関係者で、というように、いわば言語ごとの学術団体ばかりだ

                                                        
76 翻訳会社。https://www.erklaren.co.jp/web_ja/our_company 
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った中で、言語を超え、教育段階（小・中・大）を超えた、横のつながりを持った組織

を創設したことです。山崎先生が日本私学教育研究所の中で研究会を発足させ、

英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、中国語、韓国語、その他の多様

な言語の研究者・教育者を直接繋げ、組織として束ねたというのは、非常に先見の

明があったと思います。今では言語間の横の連携は当たり前になっていますが、発足

当時の JACTFL はそのトップランナーであり、特別な存在でした。JACTFL が小学校

から大学までの教育者・研究者が垣根を超えて外国語教育について一緒に考える

場を提供できていることは、本当に山崎先生のご業績ではないかと思います。  

翌年の 2013 年に『複言語・多言語教育研究』という研究会誌が創刊されます。

JACTFLの中核となる永続的な活動として会員に提供できる学術誌が必要だというこ

とで始めました。編集に関わるマンパワーの問題などがあって、果たして 3 年持つの

だろうか、5 年持つのだろうかと心配しながらも、「まずはとにかく 10 年間頑張りましょ

う」という話を山崎先生と一緒にしたことを覚えています。それが今 2020 年に 8 年目

であと 2 年で 10 年経ちます。わずか 8 年で、日本の言語教育界において、まさかこ

れほど活気のある、価値のある学術団体に成長するとは想像もできませんでした。あ

っという間の 8 年間だったと思います。感無量です。これからも山崎理事長を中心に、

副理事長の吉田研作先生と中野佳代子先生、研究会誌の編集委員長である境一

三先生をはじめ、その他の理事の先生方と団結・協力して、JACTFL をさらに魅力的

な良い学術団体にしていけるよう、尽力したいと考えています。  

 

山崎：研究会誌を作るのは、一年目については理事中心に書けばいいと思ってい

ましたので、特に心配していませんでした。ただ 2 号、3 号はどうなるのかまでは考え

ていませんでした。確たる方針を持って動いていたわけではなく、ある意味で見切り発

車の部分がありました。ただ、JACTFL という組織には、研究会誌は絶対必要だとい

う信念はありました。実際には、臼山先生、境先生を中心に色々な方面で動いてもら

って維持されて来ました。本当に、正直よく持ちこたえたと思います。編集委員会の

体制が整ったことに加えて、昨年の 2020 年 3 月に日本学術会議協力学術研究団

体に指定されましたから、次の年に発刊できるかどうかと心配することは今後ないと思

います。最初の数年間は、よくあれだけの皆さんが寄稿してくださったなと思います。

原稿料も出ないし、日本学術会議の協力団体でもなかったわけですから。感謝しか

ないですね。 
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13 日本の大学入試の外国語科目のあり方について 

 

臼山：英語以外の外国語教育が日本の中等教育で普及していかない最大の問

題の一つは、大学入試科目のあり方にあると考えることができます。入試科目として

の外国語教育のあり方について、先生のお考えを教えてください。  

 

山崎：ゲーテ主催のシンポの時にお茶大の小松祐子さんが言ってくれた通りです

が、高校で勉強したことが大学につながっていかないと高校生のモチベーションにも

つながっていかない。一番のポイントは共通テストで英語以外の 4 言語を外国語の受

験科目として維持することです。大学は一外の英語以外の外国語学習者の入学を

維持してほしいと思っています。また、二外に関しても、上智も東大方式 77を導入する

そうで、慶應の SFC 78がやっているように、高校で英語以外の外国語を学習している

ことでボーナスがつくような制度、つまり、AO で英語以外の外国語を学んだ生徒を大

学で積極的に受け入れてくれるようになると、じゃあ英語以外の外国語を学ぼうと思う

子達が増えていくだろうと思っています。 

大学も、定員充足とともに、優秀な学生を求めている。それには、高校までの英語

以外の外国語学習は重要なんだと大学が評価して受け入れる、それが全国的なスタ

ンダードになってくれるとありがたい。コリブリで留学をしてきたとか、英語以外の外国

語の弁論大会で活躍したなどの課外活動を大学が評価してくれると良いと思います。

色々なチャレンジをしている高校生はそれなりに余力を持っています。今は英語しか

できないから英語だけやっているが、大学が、英語以外の外国語学習をもっと評価

するようになれば、英語以外の外国語の学習にチャレンジする生徒は劇的に増える

のではないでしょうか。 

 

臼山：世界は多言語に満ち溢れた世界です。英語圏だけではなく非英語圏の地

域が半分以上あります。英語だけで事足りるというのは不十分な理解です。高校生

が英語以外の外国語を学ぶ活動を大学がもっと積極的に評価して、入試に反映さ

せるべきだという先生のお考えに全面的に賛成します。  

                                                        
77  東京大学の個別学力試験（二次試験）の外国語科目の受験で、全５題のうち、１から３を英語
で、４と５を英語以外の外国語、具体的には、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国朝鮮語の中か

ら一つの言語を選択して受験できる制度。  
78 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスのこと。  
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東大方式が上智大学にも導入されるとのことですが、これがさらに共通テストでも

導入されることを期待したいですね。共通テストには外国語科目として、英語、フラン

ス語、ドイツ語、中国語、韓国語の 5 言語があります。この受験パターン以外に、英

語の試験に東大方式を導入して、全体の 2 割程度の出題に対して、英語以外の外

国語で回答できるようにするいうアイデアも有効だと思います。  

先生が指摘されたように、AO 入試で弁論大会の実績などの様々な英語以外の外

国語での活動を評価するような仕組みが入試に導入されることは、高校生の主体性

評価という観点から、これからの時代に必要不可欠だと感じます。  

 

14 コロナ禍の多言語教育オンラインシンポジウムの開催について  

 

茂木：新型コロナウイルスが世界中でいまだ猛威をふるう中、日本国内のみならず、

世界の外国語教育従事者や研究者が教育言語の奮闘や工夫を発表し、互いに情

報共有をすることで、JACTFL として、オンライン教育の現場の課題解決や改善につ

なげる試みをしています。また、外国語検定試験実施団体が活動できず存続の危機

に直面している状況などをシンポジウムの中で取り上げて、その情報発信も行ってい

ます。今回の多言語教育オンラインシンポジウムの開催に至った経緯や思いについ

て教えてください。  

 

山崎：コロナ禍という状況の中で、私が思いついたことを、JACTFL メンバーが実現

してくれたということですね。少なくとも境先生と茂木さんがいるので、オンライン開催

は技術的には問題ないだろうと考えました。 

そもそもは、研究会メンバーによる Zoom 飲み会から生まれたオンラインシンポジウ

ムですね。長年、年に 5〜6 回実施していた日本私学教育研究所での研究会も全く

できないし、「自宅にいるだけなので、オンライン飲み会やりませんか」と提案したら研

究会メンバーが賛同して 2 回くらいやりました。でも、何しろ我々は真面目なので、3

回目くらいからは研究会になってしまいました。雑談的に、今どうですか？という話を

して、それぞれが現状を話すと、結局言語教育の話をするので、飲み会が研究会に

なる。外国語教育についてのすごい情報が次々出て来るので、「それじゃこれはみん

なに伝えないとね」ということになり、オンラインシンポジウムが企画されたということです。

いかに私達が真面目か、ということ。もともと、これまでの研究所での研究会でも、研

究会は前半の 2 時間、その後は懇親会のワイン会。でも、ワイン会でも、皆さん普通
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に言語の話をしていますね。外国語教育の話をして、後になって「あれ、あの話、議

事録に残っていないね」となると、「飲み会でやっていた話だよ」ということになる。体の

隅々まで外国語教育をどうするのか、ということが入り込んでいるということだと思いま

す。そういう研究会の普段の積み重ねが、そのままオンラインシンポジウムになったと

いうことです。第一回目は、我々のメンバーだけでなんとかなると考えたので、人選も

苦労せずに済みました。フランス在住の教え子でセルジーポントワーズ大学の後藤由

美さんにも頼んですぐに現状報告してくれましたし、パパッとできました。我々だけで

十分できるという自信からやったということです。  

幸いにも 250 人くらいの申し込みで 200 人くらい参加の会になりました。オンライン

ならではですよね。後藤さんがパリに住んでいても、同じく教え子の各務奈緒子さん

が三重に住んでいても、何ら支障なく発表ができる訳です。多言語を扱うものとしては、

オンラインシンポジウムは素晴らしいと思っています。  

 

茂木：オンラインシンポジウムは、海外からも発表していただける、国内でも各地か

ら発表していただけるというのは本当に大きなメリットだと思います。  

 

15 結びにかえて－JACTFL の今後の方向性について－ 

 

臼山：JACTFL は設立 8 年目で、会員数が 200 名を超え、今年、正式に日本学

術会議協力学術研究団体になりました。また、会誌『複言語・多言語教育研究』も第

7 号を発刊し、「科学技術情報発信・流通総合システム」（J-STAGE）にも登録・掲載

され、外国語教育系の学術団体としての社会的認知度が高まってきました。

JACTFL の今後の方向性、例えば、学術団体としての社会貢献などのビジョンにつ

いて、教えてください。 

 

山崎：臼山さんとは、「10 年持てば…」という話で発足したのですけれども、今は立

派な学術団体となることができました。今後は、これを維持して、さらに発展させてい

ければと思います。臼山さんが創意工夫をしていけばもっと会員は増やせるはずだと

言っていたように、さらに会員数が増えて、組織としての基盤がより一層固まれば良い

なと思います。 

当初、文科省に文句を言える、率直に様々な提案、提言ができる組織にしたいと

いうことで活動をスタートさせましたが、少なくとも協力関係ができています。また東京
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都教育委員会にも協力しています。そういう意味で、国の政策や東京都の政策に関

わっているというのは、はっきりと言えます。私自身、カリタスから日本私学教育研究

所に移り、企画・執筆・編集等を担当した研究所の『調査資料』 79（No.243、244 他）

で色々な言語の人達と知り合い、フランス語だけではしょうがない、フランス語の学会

だけで発言しても誰にも伝わらない、ということがだんだんわかってきました。さらに、

JACTFL 発足当初、文科省外国語教育推進室長だった圓入由美さんに、「ただ学

会の中で言っていても文科省には伝わらない」と言われたのは大きいです。例えば、

名古屋外大の武井由紀 80さんが昨年の春まで文科省の事業 81を引き受けてくださっ

ていましたけれども、フランス語の枠を超えて、別の言語の関係者と協力して事業を

進める意義を理解していただいています。JACTFL にも関わってくれています。色々

な言語の人がそのように自分の言語の枠を越えてつながることで、それぞれの学会も

強くなり、全体が強くなり、文科省に対しても発言できるという方向に進んでくれたら

良いなと思います。 

そういう意味で、「自分の言語だけを考える人はまだまだ多い」のは、ちょっと残念

ですね。「みんなで一緒に」という機運がもっと強くなってくれたらなと思っています。み

なさんのご協力で動きたいと思います。幸い独文学会もフランス語教育学会もロシア

語の学会も中心にいてくれますので、今後もよろしくお願いしたいと思います。  

 

臼山：全面的に共感できます。これからも文部科学省や東京都教育委員会に外

国語教育に関わる提言をぜひ、またお願いしたいと思います。小さな言語の枠にとど

まらない、色々な言語の関係者に影響を与え続けていっていただきたいと思います。  

 

境：社会貢献こそ、JACTFL の真骨頂なのではないでしょうか。山崎先生のリーダ

ーシップのお陰で、今までやってこられた。先生のお力の大きなところは、実際に役

所に足を運んで、訴えかけていくという行動力。それで私達を引っ張ってくださった。

山崎先生には感謝してもしきれないと思っています。 

                                                        
79 日本私学教育研究所専任研究員の研究活動を中心にして行われている研究事業。  

 詳しくは、https://www.shigaku.or.jp/study/material.html を参照。  
80 言語学者、教育学者。名古屋外国語大学准教授。  
81  事業名：グローバル化に対応した外国語教育推進事業、所轄：文部科学省初等中等教育局。

当該事業は、「外国語教育研究拠点」を形成し、英語以外の外国語教育における先進的な取組

の支援や検証を行い、それらの成果を広く周知・普及することを目的としている。  
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茂木：最後に山崎先生がお考えになられる、JACTFL としての直近の目標などが

ありましたら、お聞かせください。  

 

山崎：中教審の中で、英語以外の外国語についても考えるような部会ができてほ

しいなと思います。そこに境先生や臼山さんや小松さんが入れば、今のような英語し

か考えない組織ではなくなります。英語の人達だけが話し合っていても外国語教育

全体の改善にはなりません。中教審で、吉田研作さんが英語以外の話をきちんとし

てくれたことで、英語以外の外国語についての項目が学習指導要領の中に入ってい

くわけですから、どうして英語以外の人間が外国語教育を考える部会に入らないのか、

ということが不思議でなりません。英語の人達だけで考えてもしょうがないと思うのです。

立候補はできないからしょうがないのですが、できるなら立候補制にしてほしいです。

現場が分かっていて、他の言語の状況がわかっている人、色々な考え方の人達から

の情報を集められる人が入って欲しいなと思います。研作さんの発言も、研作さん自

身が考えていることに加えて、我々が JACTFL で言っていることが頭の中にあって、あ

あいう発言をされたと思うので、重要ですよね。文科省の関係者も早く気づいてくれな

いかなと思っています。現外国語教育推進室長の小野賢志さんが好意的に対応し

てくださっているので、その後任も理解のある方だと良いですね。  

個人的には、私達が関わった人達が文科省の幹部になり、英語以外の外国語教

育のことを言ってくれるといいかなと思います。我々が臼山さんと文科省に行ったとき

に会った今井裕一さんは、当時高校教育改革プロジェクトチームリーダーでした。今

は外国語教育関係の部署の課長です。外国語教育全体に理解のある人が、だんだ

ん文科省の上に行って、正しい外国語教育政策を進めてくれるといいなと願っていま

す。 

 

臼山：本日は、1 時間 45 分の長時間にわたって、お疲れのところ無理を押して、

全身全霊で回答していただきました。心から厚く御礼と感謝を申し上げます。これか

らも山崎理事長を中心に、理事長を関係者でしっかりと支えて、JACTFL をさらに発

展させていきたいと念願しております。これで特別インタビューを終了させていただき

たいと思います。 


