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要旨  

著者らは、外国語の習得を通じて異文化に開かれた態度や他者と積極的にかかわってゆく態

度の育成を目指したフランス語教育の指標となる『フランス語の学習指針』の策定を推し進めてい

る。2019 年度は、コミュニケーション活動を支える語彙・文法の学習を促進するために、語彙・文

法学習モデルを構築し、これを『フランス語の学習指針』（ver.1.0）に統合し、4 つの高等学校で研

究授業を実施した。本稿では、研究授業で得られたデータをもとに、『フランス語の学習指針』に

基づいた授業の有用性を検証した。その結果、語彙・文法学習モデルに沿った指導は効果的で

あり、『フランス語の学習指針』に基づいた授業は生徒たちから高く評価されていたことが示された。  
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Framework of Reference for French Language Learning in Japan  is a set of 

guidelines for building lesson plans for French as a foreign language. In 2019, we 

created a model of L2 vocabulary and grammar learning, integrated into this 

Framework. French lessons based on this Framework were planned and taught at 

four high schools. By analyzing the data collected at each school, we sought to 

address the following two questions: 1) Is our model for L2 vocabulary and grammar 

learning effective? 2) How are lessons based on this Framework assessed by high 

school students? The results showed that practices proposed by our model of L2 

vocabulary and grammar learning were effective, and that lessons based on this 

Framework were appreciated by high school students.  

 

 

Keywords:  

French as a foreign language, Framework of Reference for French Language 
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1. はじめに 

中等教育におけるフランス語教育の問題点として以前より指摘されていることの一

つに、現行の「学習指導要領（外国語）」には、フランス語の言語構造・機能や、フラ

ンス語の使用される社会や文化等を考慮した指標が存在しないことが挙げられる。こ

のような状況の改善に向けて、著者らは、文部科学省委託「外国語教育強化地域

拠点事業（英語以外の外国語）」（2017 年度）および「グローバル化に対応した外国

語教育推進事業」（2018 年度、2019 年度）の助成を受け、具体的なフランス語の学

習ならびに指導の指標となる『フランス語の学習指針』の策定を推し進めている。この

『フランス語の学習指針』は、外国語の習得を通じて異文化に開かれた態度や他者

と積極的にかかわっていく態度の育成を目指している。そのために、現場の教師がカ

リキュラム構築や授業デザインに役立てられるよう、16 のテーマ別にコミュニケーション

能力指標が提示され、やりとりを中心にフランス語を使って「できる」ようになってほし

いことが具体的に記述されている。 

この『フランス語の学習指針』に沿って、異文化理解を含んだフランス語コミュニケ

ーション活動を最終課題に据えた授業実践をデザインし、高等学校で繰り返し実施

してきた。そのなかで、生徒たちは異文化に対し関心を抱き、積極的にコミュニケーシ

ョン活動に従事している一方で、彼らの語彙・文法の定着に課題があった。そこで、

2019 年度は、コミュニケーション活動を支える語彙や文法の学習モデルを構築し、授
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業実践の中に取り入れ、効果検証を行った。 

本稿では、まず『フランス語の学習指針』（ver.1.0）の特徴を紹介し、その課題につ

いて言及する。次に、2019 年度に 4 つの高等学校で実施した『フランス語の学習指

針』に基づいた授業実践を紹介し、ここで得られたデータをもとに主に次の 2 つの研

究課題について検証した。1) 語彙・文法学習モデルに沿った指導は効果的であっ

たか。2) 『フランス語の学習指針』に基づいた授業実践を生徒たちはどのように評価

したか。これらの検証結果から、『フランス語の学習指針』が授業デザインならびに教

育実践においてどのように活用されうるのか、そしてどのような課題があるのかを考察

する。 

 

2. 『フランス語の学習指針』の特徴とその課題  

2.1 『フランス語の学習指針』の特徴  

『ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）』（Conseil de l’Europe 2001）が公表されて

以降、日本語教育の『JF スタンダード』（国際交流基金 2010）、日本の英語教育向

けの『CEFR-J』 8、日本の高等学校の中国語・韓国語教育向けの『外国語学習のめ

やす』（公益財団法人国際文化フォーラム  2013）など様々な外国語向けの教育指

標策定が盛んにおこなれているにもかかわらず、日本のフランス語教育の現状に即し

た明確な学習目標を示した共通の枠組みが策定されることはなかった。日本のフラン

ス語教育向けにもこのような教育指標が必要であると考えた著者らは、すでに公開さ

れていた様々な教育指標やスタンダードを参照しながら、2016 年より本格的に『フラ

ンス語の学習指針』の策定作業を開始した（古石・茂木 2017）。そして、2018 年に暫

定版の『フランス語の学習指針』（ver.0.1）を、2019 年に『フランス語の学習指針』

（ver.1.0）を刊行した。 

『フランス語の学習指針』では、グローバル社会において異なる背景の話者と外国

語で交流できるようなコミュニケーション能力の養成を目指しており、フランス語の学

習を通じて、フランス語運用能力の養成だけではなく、異文化に開かれた態度や他

者と積極的にかかわってゆく態度の育成も重視している。そのため、異文化理解を促

すような内容を取り入れ、学習者が主体になって積極的にやりとりをするような授業を

展開することを目指しており、そのような授業をデザインするための素材を提供してい

る。 

                                                        
8 http://cefr-j.org/cefrj.html   [accessed 24 October 2020]  
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『フランス語の学習指針』では、『外国語学習のめやす』を参考に、テーマ別コミュ

ニケーション能力指標を提案した。フランス語学習者が出会う場面を検討し、16 のテ

ーマを設定し、日本におけるフランス語学習者の大半が目指す CEFR の A1～A2 レ

ベルを対象としたテーマ毎のコミュニケーション能力指標である。ここでは、テーマ 13

「旅行・ヴァカンス」のコミュニケーション能力指標を紹介する（図 1）。 

図 1 テーマ 13「旅行・ヴァカンス」のコミュニケーション能力指標  

 

コミュニケーション能力指標には、学習者の学習目標を設定しやすいように、「やり

とり」「受容的活動」「産出的活動」の 3 種類の言語活動を設定し、活動ごとに能力

記述文を提示した。『フランス語の学習指針』では、3 種類の言語活動のなかでも、

「やりとり」が最も重要な活動であると位置づけており、相互的なやりとりに重きを置い

た実践をデザインしてほしいと考え、中心に据えてある（図 1 参照）。また、このコミュ

ニケーション能力指標の後半部分では、各能力記述文に対応するフランス語の表現

例や、必要な文法・語彙が提示してある。たとえば、【13-I-1】「旅行・ヴァカンスの計

画についてやりとりができる」であれば、表現例として、« Je vais voyager au Japon 

pendant les vacances. » （「私はヴァカンス中に日本へ旅行する予定です。」）など、

学習者に最終的に産出してほしいターゲットとなる例文が多数提示されている。また、
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これらの例文に対応する語彙や文法が列挙されている。このように、これらの能力記

述文の中から学習者の学習目標を設定すると、それに対応する表現例・語彙・文法

などの素材を得ることができる。  

さらに、『フランス語の学習指針』では各テーマに社会文化項目を設けてあり、フラ

ンス語の学びの中で、学習者自身が文化的な差異に気づき、その背景にある考え

方や価値観の相違などを考える機会を提供できる要素を提示している。テーマ 13

「旅行・ヴァカンス」であれば、社会文化項目として「ヴァカンスの過ごし方」、「ヴァカン

スの時期と長さ」、「ヴァカンスの行き先」などが挙げられている。  

 

2.2 『フランス語の学習指針』の現在の課題：語彙・文法学習モデルの構築  

2017 年度、2018 年度と上記の『フランス語の学習指針』の提案する枠組みに沿っ

て、「やりとり」を中心に据えたコミュニケーション活動を授業の最終課題に設定して

実践を行ってきた。そのなかで、生徒たちがコミュニケーション活動を自信をもって円

滑に行うための前提となる語彙・文法学習を体系的に指導していく必要性を確認し

た9。そこで 2019 年度は、コミュニケーション活動を支える語彙や文法の学習を促進

するという課題に取り組んだ。  

『外国語学習のめやす』（国際文化フォーラム  2013）で提案されている「語彙、文

法表現を習得するための 5+5」や、その提唱者の一人である當作靖彦氏による「語

彙、文法表現を習得するための 5+5」の活動例（當作 2017a; 2017b）をもとに、

Nation（2013）が提唱する語彙学習のプロセスや認知心理学の記憶のメカニズムの

理論（豊田 2013；堀田 2013）を取り入れながら、第二言語習得におけるインプットか

らアウトプットへの流れを考慮した表 1 のような語彙・文法学習モデルを構築した。 

 

  

                                                        
9 平成 30 年度「グローバル化に対応した外国語教育推進事業」成果報告報告書，名古屋外国

語大学 .  
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表 1 語彙・文法学習モデル  

インプット活動（語彙の学習）  

1. 気づき 目標語（le temple）の形式と意味の間につながりを作ること。  

例）le temple-  

2. 精緻化  目標語について、気づきで提示した別の情報を付加すること。  

例）目標語の関連語を挙げる（ le temple - bouddhiste, zen, visiter, 

etc.） 

3. 検索  目標語を、何らかの手掛かりを頼りに思い出すこと。  

例）  - ??? 

⇓（必要に応じて、「文法の気づき（文法の規則を気づかせる活動）」を導入する） 

アウトプット活動（語彙の使用と文法の学習）  

4. メカニカル インプット活動で覚えた語彙を限定されたコンテクスト内で産

出する。 

例）コンテクスト：[  ]内の施設に行く 

Je [le temple] → Je vais au temple.  

5. ミーニングフル コンテクスト内で学習者のこれまで得た知識や経験に基づい

て産出する。 

例）A さんが言う好きなものを理解し、その好みに適した場所

や観光地を考えてそこへ行くことを勧める  

A : J’aime le shopping. 

B : ______________. （ 例 . Je te conseille d’aller aux 

magasins.） 

6. コミュニカティブ これまで学習した項目を使い、コンテクスト内で自由に表現

する。 

例）フランスの高校生にお勧めする観光地を 3 つ紹介してく

ださい。  
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インプット活動では、コミュニケーション能力指標のテーマに基づいたフランス語に

よるやりとりで必要な語彙を覚えるための 3 つのプロセスを設定した。「1.気づき」から

「3．検索」への流れで徐々に目標語の学習を深め、定着を促すことがねらいである。

次のアウトプット活動では、学習者はインプット活動で覚えた語彙をコンテクストの中

で再利用することになる。そこで学習者に語彙を適切に使えるかどうかという文法処

理を意識させることを目的としている。「4．メカニカル」から「6．コミュニカティブ」まで、

コンテクストが与えられており、段階が進むにつれて学習者が産出する内容の自由度

が高くなる。「4．メカニカル」では、産出の内容が決まっているため自由度はないが、

そのかわり訂正はしやすい。次の「5．ミーニングフル」と「6．コミュニカティブ」は、学習

事項を学習者自身の意味に関連付けながらの産出を促す。これは「自己関連付け」

と呼ばれ、記憶の定着に効果的である（堀田 2013）。 

上記の語彙・文法学習モデルを軸に、「①社会文化項目の導入」→「②語彙・文

法学習」→「③コミュニケーション活動」の順番で展開する授業を 4 つの研究校で実

施し、『フランス語の学習指針』が提案するコミュニケーション活動につながる語彙・文

法学習モデルの効果を検証した。 

 

3. 『フランス語の学習指針』に基づいた研究授業  

文部科学省委託「グローバル化に対応した外国語教育推進事業」の助成を受け、

2019 年度は 9 月～11 月の期間内に、4 つの研究校で『フランス語の学習指針』に基

づいた授業を実施した。2019 年 6 月に協議会を開催し、各校の担当教員と著者ら

『フランス語の学習指針』策定委員会のメンバー間で話し合い、研究授業で扱うテー

マを選定し、各校の学習進度に合わせて授業のデザインを行った。 

 

3.1 4 つの研究授業の概要  

【研究校 1 の研究授業】 

研究校 1 では、フランス語学習歴約半年の生徒 33 名のクラスを対象とし、50 分

授業 2 コマ連続で研究授業を実施した。『フランス語の学習指針』のテーマ 1「自分と

身近な人々」およびテーマ 4「趣味・嗜好」を考慮し、「フランス語を使って東京 2020

オリンピック代表候補選手を紹介しよう」という単元を設定した。この授業の単元目標

は以下の通りである。 

・東京 2020 オリンピック代表候補選手を紹介できる。  

・選手の名前、年齢、国籍、出身地、スポーツを理解できる。  
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この研究授業では、東京 2020 オリンピック代表候補選手（名前、年齢、国籍、出身

地、競技名）をグループでフランス語で紹介し合うという学習活動を最終的な課題と

した。また、この学習活動を行うために必要となる語彙・文法事項は、スポーツ名と国

籍の形容詞であった。 

 

【研究校 2 の研究授業】 

研究校 2 では、フランス語学習歴 1 年半の生徒 39 名と初修者 5 名を対象に、50

分授業 2 コマ連続で研究授業を実施した。テーマ 9「交通」から「フランス語で道案内

をしてみよう」という単元を設定した。この授業では、学校から目的地となる駅まで実

際にフランス語話者に道案内をするという学習活動を最終課題とした。そのため、単

元目標は以下の通りである。  

・フランス語で道案内に使う表現を使うことができる。  

・目的地までの道のりをフランス語で案内することができる。  

・東京とパリの地図を比較し、違いを見ながら、文化的な相違について考えること

ができる。 

この授業で、生徒たちにとって新規となる語彙・文法項目は、« on tourne à droite »

（「右に曲がりましょう」）、« on va tout droit »（「まっすぐ進みましょう」）のような道案内

の表現と、道案内する際に目印となる病院や郵便局などの建物に関する語彙であっ

た。 

 

【研究校 3 の研究授業】 

研究校 3 では、フランス語初修年の生徒 8 名を対象に、50 分授業 2 コマ連続で

研究授業を実施した。テーマ 13「旅行・ヴァカンス」を選択し、「フランス人高校生に

観光情報を伝える」という単元とした。この授業では、日本を訪れるフランス人高校生

の要望に沿ってお勧めの観光地を伝えることを最終課題とし、単元目標を以下のよ

うに設定した。 

・観光に関する簡単なアドバイスをフランス語で伝えることができる。  

・基本的な観光に関する語彙や表現を理解して、やりとりができる。  

・日本とフランスにおける観光に関する文化的な相違について考えることができる。  

この研究授業において、目標となる語彙・文法項目は« le temple »（「寺」）、« la fête 

traditionnelle »（「祭り」）など観光に関する語彙と、行き先を表す時に使用する前置

詞であった。 
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【研究校 4 の研究授業】 

研究校 4 では、フランス語学習歴 1 年半の生徒を対象に、50 分授業を 4 コマ分

割いて、研究授業を実施した。テーマ 4「趣味・嗜好」を選択し、「Bon voyage !」とい

う単元名で、様々な国の名産物や観光地を勧めるプレゼンテーションを最終課題とし

た。単元目標は以下の通りである。  

・フランス語で国名を言える。  

・さまざまな国の名物、歴史的建造物などについて言える。  

・日本から様々な国への所要時間が言える。 

・聞いている人の興味をひく表現ができる。  

この授業では、目標とする文法・語彙項目として « en Suisse »（「スイスで」）« au 

Canada »（「カナダで」）などの国名と国名につく前置詞と、« visiter le musée »（「美

術館を訪れる」）« boire du lait »（「牛乳を飲む」）など行動に関する表現を扱った。  

 

4. 調査とその結果  

まず、上述した語彙・文法学習モデルに沿った指導は効果的であったか、4 つの

研究校におけるテストの結果からその効果を検証する。指導前に目標となる語彙・文

法項目についてプレテストを実施し、指導後にプレテストと同じ内容のポストテストを

実施した。テストの形式や、目標となる語彙・文法の項目については各学校の授業

内容によって異なったものとなっている。 

次に、『フランス語の学習指針』に基づいた授業実践を生徒たちは全体的にどのよ

うに評価していたのか検証する。研究授業後にすべての研究校で授業評価アンケー

トを実施した。アンケートは「授業全体について」「授業態度について」「フランス語の

学び」「文化の学び」について尋ねた 4 件法の選択式 16 問と、授業に関する意見や

感想を自由に書いてもらう自由記述式 1 問で構成されている（資料 1）。 

 

4.1 各研究校における語彙・文法テストの結果  

研究校 1 では、33 名の生徒を対象に、スポーツ名の語彙（12 問）、国籍の形容詞

（8 問）という文法事項について 20 点満点でテストを行った。スポーツ名の語彙テスト

は、多肢選択問題でスポーツのアイコンに合う選択肢を選ぶものであった。国籍の形

容詞に関する問題は、ある人物の国籍を書くという記述式問題であった。結果は、プ

レテストの平均点が 10.82 点で、指導後に行ったポストテストは 15.51 点であった。対
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応のある t 検定を行ったところ、統計的有意差がみられ、指導の効果が確認され（ t=-

8.89, df=32, p<.01）、効果量も大きかった（r=.84）。 

研究校 2 では、41 名の生徒を対象に、道案内の表現（10 問）、施設名およびそこ

でする行為（20 問）についてテストを行った（30 点満点）。道案内の表現については、

矢印で示した道順の絵を見て、それに対応する表現を選択する問題であった。施設

に関する問題は、施設のアイコンを見て、適切な施設名の語を選び、そこで行う行為

に関する表現も合わせて選択する問題であった。これらのテストの結果、プレテストの

平均点が 14.37 点で、指導後に行ったポストテストは 24.46 点であった。対応のある t

検定を行ったところ、統計的有意差がみられ、指導の効果が確認され（ t=-13.88, 

df=40, p<.01）、効果量も大きかった（r=.91）。 

研究校 3 では、8 名の生徒を対象に、観光地に関する語彙（10 問）、場所の前置

詞（5 問）、観光地を勧める根拠を伝える表現（5 問）についてテストを行った（20 点満

点）。観光地の語彙については、観光地に関する画像を見て、適切な観光地名を選

択する問題で、場所の前置詞に関する問題はカッコ内に適切な前置詞を入れるもの

であった。観光地を勧める根拠を伝える表現についての問題とは、Je te conseille 

d’aller à la plage.（「私は海岸に行くことをお勧めします。」）という表現に対して、

J’aime la mer.（「私は海が好き。」）という対応する根拠を選択する問題である。これら

のテストの結果、プレテストの平均点が 10.75 点で、指導後に行ったポストテストは

18.12 点であった。ウィルコクソン符号付順位和検定 10を行ったところ、統計的有意差

がみられ、指導の効果が確認され（Z=-2.53, p<.05）、効果量も大きかった（r=.89）。 

研究校 4では、2クラス 58名 11を対象に、国名とその前に置かれる前置詞（11問）、

観光の文脈で使用する動詞表現（9 問）についてテストをおこなった（20 点満点）。国

名とその前置詞については、国名とその国旗を見て、適切な前置詞と国名を選択す

る問題であった。観光の文脈で使用する動詞表現に関する問題は、提示した 3 つの

直接目的語に合う適切な動詞を選択肢から選択する問題である。これらのテストの

結果、プレテストの平均点が 3.90 点で、ポストテストは 7.71 点であった。研究校 4 は、

他の 3 校とは異なり、ポストテストを指導の 2 週間後に実施しており、期間が開いたた

め平均点は低めであった。しかしながら、両テストの得点に対応のある t 検定を行った

                                                        
10 被験者数が 8 名と少なく、データが正規分布に従っていなかったため、 t 検定ではなくノンパラ

メトリックな手法であるウィルコクソン符号付順位和検定を採用した。  
11 研究校 4 ではポストテストをプレテストの 2 週間後に実施したため、欠席によりどちらか一方を

受けていない生徒の得点はデータから除外した。  
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ところ、統計的有意差がみられ、指導の効果が確認され（ t=-5.65, df=57, p<.01）、効

果量も大きかった（r=.60）。 

上記のように、調査を行った 4 校では、扱った語彙・文法項目は異なるものの、語

彙・文法モデルに沿った指導の効果が確認された。  

 

4.2 研究校における授業評価アンケートの結果  

授業後に実施した授業評価アンケート（資料 1）の結果から、生徒たちが『フランス

語の学習指針』に基づいた授業をどのように評価していたか考察する。アンケートの

質問項目は 17 問で、16 問は 4 件法による選択形式であり、残りの 1 問は自由記述

式で、授業全体について自由に感想を書くように求めた。  

選択式 16 問への回答の各校ごとの平均値を表 2 に示した。これらの平均値を参

照し、生徒たちによる授業の感想を引用しつつ授業の評価について検討する。 

4 校の研究校のアンケート結果を見ると、高く評価されている質問項目が類似して

いる。まず、質問 5～8 の「授業態度」に関する項目が最も高く評価されている。これ

はすべての授業でグループワークを取り入れ、生徒各々が役割を担いながら学ぶこと

ができるような授業デザインとしたからであると考える。実際に、「あまり時間のない中

での授業でしたがチームメイトと一緒に助け合いながらフランス語を学べたので良かっ

たです」（研究校 4、生徒 A）というコメントが見られた。また、研究校 2 では、実際に

道案内をするという活動を行ったため、「授業で練習した文が、通じたのがうれしかっ

た。」（研究校 2、生徒 B）というコメントが示すように、満足度が非常に高かったことが

うかがえる。 

次に、質問 13～16 の「文化の学び」に関する項目もどの学校においても平均点が

3 点を超えており、高く評価されている。これは、『フランス語の学習指針』に基づいた

授業では文化的な相違に意識が向くような活動を取り入れていることに起因する。研

究校 1 ではオリンピックとフランス語のつながりについて意識させるような資料（オリン

ピックの開会式の映像）を提示したり、研究校 2 ではフランスとの道案内の仕方の違

いなど文化的な相違を生徒が自ら発見できるような活動を取り入れた。「オリンピック

とフランス語のつながりがわかって、来年のオリンピックを見るのがもっと楽しみになりま

した。」（研究校 1、生徒 C）というコメントが示すように、これらの活動が生徒たちの異

文化に対する興味を促進したことがアンケート結果からうかがえる。  
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表 2 授業評価アンケートの結果  

 研究校 1  

n=33  

研究校 2  

n=41  

研究校 3  

n=8  

研究校 4  

n=5912 

1. 授業内容はわかりやすかったですか。  2.9  3.4  3.5  3.1  

2. 授業の目標はわかりましたか。  2.9  3.4  3.5  2.9  

3. 授業のレベルは適切でしたか。  3.0  2.8  3.5  3.1  

4. 配布資料や視聴覚教材（ビデオ・パ

ワーポイントなど）は授業の理解を助けて

くれましたか。  

3.3  3.8  3.8  3.2  

5. 授業は楽しかったですか。  3.4  3.5  3.3  3.2  

6. 積極的に授業に取り組めましたか。  3.3  3.2  3.1  3.2  

7. 授業を通して、フランス語やフランス

文化を学ぶことが好きになりましたか。  
3.2  3.3  3.3  3.1  

8. クラスメートとのグループ活動に貢献

できましたか。  
3.1  3.2  3.3  3.2  

9. 授業で学んだフランス語の語彙や文

法を覚えられましたか。  
2.6  2.8  2.6  2.6  

10. 授業で学んだフランス語の語彙や文

法をどうやって使えばいいか理解できまし

たか。  

2.9  3.1  3.1  2.7  

11. 授業で学んだフランス語の語彙や文

法を使えるようになりましたか。  
2.6  2.7  2.6  2.6  

12．フランス語話者に対して、授業で学

んだフランス語の語彙や文法を実際に使

ってみたいと思いましたか。  

3.2  3.2  3.3  3.0  

13. 授業を通して、日本との文化的な違

いを理解することができましたか。  
3.3  3.2  3.3  3.2  

14. 授業を通して、日本との文化的な違

いについて興味をもちましたか。  
3.3  3.2  3.4  3.1  

15. 文化的な違いを学ぶことで、自国の

文化を意識しましたか。  
3.0  3.1  3.1  3.0  

16. 授業を通して、文化的な違いについ

てもっと学びたいと思いましたか。  
3.2  3.2  3.1  3.1  

 

「授業全体」について聞いた質問 1～4 では学校ごとに評価が割れている箇所が

みられる。質問 4「配布資料や視聴覚教材（ビデオ・パワーポイントなど）は授業の理

解を助けてくれましたか」についてはどの学校も高く評価されており、教材提示がうま

くいっていたことが分かる。質問 1「授業内容はわかりやすかったですか」、質問 2「授

                                                        
12 未回答の選択肢が多数みられた回答（2 名分）は欠損データとして除外した。  
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業の目標はわかりましたか。」において、研究校 1 の得点が他の学校よりも低いのは、

担当教員は生徒たちへの指示をすべてフランス語で行っていたためと考えられる。研

究校 2 は、街に出てフランス語話者に実際に道案内をするという活動であったため、

単元目標が明確であったとうかがえる。研究校 3 についても、高校に来た留学生に

対しておすすめの観光地を紹介するという目標が生徒たちにはとても分かりやすかっ

たと考えられる。このように、生徒たちにとってリアリティーのある活動を最終目標とし

て設定することはとても重要であることが分かる。  

「フランス語の学び」について聞いた質問 9～12 については、4 校とも類似した結果

となっている。学んだ語彙や文法を実際に使ってみたいかという質問 12 は 3 点を上

回る平均点であったが、語彙・文法の定着について聞いた質問 9～11は他の質問項

目と比べると比較的低い得点であり、平均点は 2 点台が多かった。生徒たちは学習

事項が身についたという印象を抱いていないようだ。上記のプレテスト・ポストテストの

結果の分析で示したように、指導後に得点は上がっており、定量的に学習の効果は

確認できたが、生徒たちの実感としては、学習した語彙・文法はまだ身についていな

いという印象を抱いていたことが分かる。  

 

5. まとめと今後の課題  

上記の検証結果から、『フランス語の学習指針』に基づいてデザインされた授業は

概ね生徒たちから高い評価を受けていることがわかった。特に、社会文化的な内容

を授業に取り入れた点や、学習者が主体的に取り組めるグループ活動の導入につ

いて、生徒たちから好意的な評価を受けていた。また、コミュニケーション活動につな

がる語彙・文法学習モデルに沿った指導の学習効果が確認され、この語彙・文法の

指導方法は有効であることがわかった。しかしながら、生徒たちにとっては語彙・文法

が身についたという実感は乏しいこともアンケートの結果から問題点として浮き彫りに

なった。これらの結果の考察から、今後の課題を提示する。  

まず、語彙・文法について、テストによる客観的な評価と生徒たちの主観的な自己

評価の間に乖離がみられた。この要因を探り、乖離を少しでも埋めることが、今後の

課題の一つとなるだろう。おそらくその解決の鍵となるのは、形成的評価と学習者で

ある生徒たちへの教師からのフィードバックであろう。本研究では、プレテスト・ポストテ

ストを指導の効果測定のために利用しており、生徒たちの形成的評価ツールとしては

活用しなかった。この種のテスト結果を活用し、生徒たちに成績の伸長を伝えたり、

誤答分析を通して適切なフィードバックを提示することで、彼らの自己肯定感を高め
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ることができるはずである。今後の課題として、学習者の学習プロセスに介入し、学び

を促進するような形成的評価とフィードバックについてより考察を深めていく必要があ

るだろう。 

また、本論文では文法・語彙などの言語的知識についての指導の効果を確認で

きたが、『フランス語の学習指針』に基づいた授業において最終課題となる道案内や

プレゼンテーションなどのコミュニケーション活動のパフォーマンスにおいて、これらの

言語的知識がどのように活用されたのか検証する必要があるだろう。『フランス語の学

習指針』に基づいた授業では、コミュニケーション活動のパフォーマンスはルーブリッ

クによって評価を行っている。今後は、文法・語彙などの言語的知識の定着とパフォ

ーマンス全体の評価の関係性について検討することや、定着した言語的知識がどの

ようにコミュニケーション活動のパフォーマンスの中に現れているかなど言語的分析が

必要となるだろう。 

『フランス語の学習指針』では、単元のゴールである学習目標（コミュニケーション

目標）を設定し、異文化理解を促すような社会文化的内容を統合しながら、授業を

デザインするための材料を提供することを中心にこれまで策定を進めてきた。今後は、

学習目標達成の精度を上げるために、生徒たちの学習プロセスに介入し、より一層

の学びを促すような形成的評価およびフィードバックについても検討していく予定で

ある。 
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【資料 1】 

授業評価アンケート 

授業全体について  

1. 授業内容はわかりやすかったですか。  

④とてもわかりやすかった  ③わかりやすかった  ②あまりわかりやすくなか

った  

①全くわかりやすくなかっ

た  

2. 授業の目標はわかりましたか。  

④完全にわかった  ③わかった  ②あまりわからなかった  ①全くわからなかった  

 

3. 授業のレベルは適切でしたか。  

④とても適切だった  ③適切だった  ②あまり適 切ではなかっ

た  

①全く適切ではなかった  

4. 配布資料や視聴覚教材（ビデオ・パワーポイントなど）は授業の理解を助けてくれましたか。  

④非常に助けてくれた  ③助けてくれた  ②あまり助けてくれなかっ

た  

①全く助けてくれなかった  

 

授業態度について  

5. 授業は楽しかったですか。  

④とても楽しかった  ③楽しかった  ②あまり楽しくなかった  ①全く楽しくなかった  

6. 積極的に授業に取り組めましたか。  

④とても積極的に取 り組

めた  

③積極的に取り組めた  ②あまり積極的に取 り組

めなかった  

①全く積極的に取り組め

なかった  

7. 授業を通して、フランス語やフランス文化を学ぶことが好きになりましたか。  

④とても好きになった  ③好きになった  ②少し嫌いになった  ①とても嫌いになった  

8. クラスメートとのグループ活動に貢献できましたか。  

④とても貢献できた  ③貢献できた  ②あまり貢献できなかった  ①全く貢献できなかった  

 

フランス語の学び  

9. 授業で学んだフランス語の語彙や文法を覚えられましたか。  

④難なく覚えられた  ③覚えられた  ②あまり覚えられなかった  ①全く覚えられなかった  

10. 授業で学んだフランス語の語彙や文法をどうやって使えばいいか理解できましたか。  

④よく理解できた  ③理解できた  ②あまり理解できなかった  ①全く理解できなかった  
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11. 授業で学んだフランス語の語彙や文法を使えるようになりましたか。  

④難なく使えるようになっ

た  

③使えるようになった  ②あまり使 えるようになら

なかった  

①全く使えるようにならな

かった  

12. フランス語話者に対して、授業で学んだフランス語の語彙や文法を実際に使ってみたいと思

いましたか。  

④使ってみたいととても思

う  

③使ってみたいと思う  ②使ってみたいとはあまり

思わない  

①使ってみたいとは全 く

思わない  

 

文化の学び  

13. 授業を通して、日本との文化的な違いを理解することができましたか。  

④よく理解できた  ③理解できた  ②あまり理解できなかった  ①全く理解できなかった  

14. 授業を通して、日本との文化的な違いについて興味をもちましたか。  

④とても興味をもった  ③興味をもった  ②あまり興味をもたなかっ

た  

①全 く興 味 をもたなかっ

た  

15. 文化的な違いを学ぶことで、自国の文化を意識しましたか。  

④とても意識した  ③意識した  ②あまり意識しなかった  ①全く意識しなかった  

16. 授業を通して、文化的な違いについてもっと学びたいと思いましたか。  

④学びたいととても思った  ③学びたいと思った  ②学びたいとはあまり思

わなかった  

①学びたいとは全 く思わ

なかった  

 

17. 今回の授業について、意見や感想などがあれば自由に書いてください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。  

 

 


