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フランス語学習を準備する小学校での複言語教育
―言語への目覚め活動の事例から1―
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Résumé

De nombreux chercheurs en français langue étrangère (FLE) au Japon ont fait référence au 

plurilinguisme pour justifier l’argument en faveur de la promotion du FLE au niveau universitaire 

(Mogi, 2018), mais peu de recherches ont décrit l’éducation plurilingue. Dans l’enseignement 

élémentaire japonais, où l’enseignement des langues étrangères est devenu obligatoire depuis 

2020, certains praticiens ont cherché une éducation plurilingue pour résister à la politique de 

l’anglais seulement. Dans cet article, nous examinons deux cas d’approche plurielle, notamment 

l’éveil aux langues pratiquée dans deux écoles publiques à l’ouest du Japon. L’article permet de 

discuter d’une éducation des langues étrangères non élitiste mais durable pour les futures 

générations du pays. Il permet également de présenter et de discuter de quelques exemples de 

pratiques de l’éveil aux langues par des enseignantes au Japon, où la politique éducative est de 

plus en plus axée sur l’anglais seulement. Enfin, il permet de discuter, dans ce contexte japonais, 

de la valeur des approches plurielles et de l’éducation plurilingue afin de réintroduire, dans 

l’enseignement en classe, des langues très présentes dans le paysage linguistique urbain, comme 

le chinois, le coréen ou le français.
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　日本では外国語としてのフランス語教育（FLL）の研究者の多くが，大学レベルでの
FLL推進の論拠として複言語主義に言及してきた（茂木，2018）が，複言語教育の実践
そのものについての研究は少ない。2020年 4月から小学校外国語教育が必修化された
が，英語のみの政策への抵抗として複言語教育を模索する実践者もいる。本稿では，西
日本の 2つの小学校で実践されている言語への目覚めアプローチを中心に，2つの複言
語教育の事例を検証する。本論文は，1）日本の次世代のための，非エリート主義的で
持続可能な外国語教育について，2）教育政策がますます英語偏重になりつつある日本
での，言語への目覚め活動を中心とした複言語教育実践について，そして最後に，3）
中国語，韓国語，フランス語など，都市の言語景観に存在する言語を教室で教えること
の価値について議論する機会を提供する。

Mots clés

Éducation plurilingue, éducation des langues étrangères au primaire, éveil aux langues, language 

awareness, paysage linguistique

複言語教育，小学校外国語教育，言語への目覚め活動，言語意識，言語景観

1 日本の教育制度の中でのフランス語の地位の変遷 

　日本では，社会・政治においても教育においても日本語のみが中心に用いられ，また
教育段階を通して外国語教育は英語が中心となっている。高校入試および大学入学にお
いて英語科の受験がほとんど必須であり，それをもとに中等教育のカリキュラムがデザ
インされている。したがって教育カリキュラムの中に日本語と英語以外の言語は入りに
くく，教室でも扱われることがほとんどない。フランス語は近代以降，高等教育と一部
の中等教育で教えられてきたが，それ以外の文脈では，外国語教育の対象としてはほぼ
考慮されない。本章ではまず，日本において外国語としてのフランス語教育の置かれた
現状を歴史的に位置づけるため，かつてエリート教育の一部として行われたフランス語
教育が，高等教育の日本語化，教育の民主化／大衆化，そして国際語としての英語の台
頭により教育制度から排除されてきた経緯を確認する。
　英語，フランス語，ドイツ語という西洋言語は近代国家形成期の日本において重要な
役割を果たした。19世紀の開国後しばらくは，日本では西洋の先進的な知識の導入は
外国語を通じて行うしかなく，明治政府は高額な給与で外国人教師を雇い，優秀な日本
人を先進国に留学させるなどして外国語教育を優先した。刈谷（2019）によれば，外国
語が教授＝学習言語であったことは，日本の学校教育制度の形成に大きく影響した。資
源の乏しい時代にあって，西洋語による知識の導入を効率的におこなうために，東京帝
国大学を頂点とする鋭いピラミッド構造をもつ学校制度がつくられた。同時に，教育の
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日本語化も急速に整備された。1887年ごろには留学生帰りの日本人教師が外国人教師
に順次置き換わり，教科書の日本語化も進んだ。近代教育の誕生から 20年ほどのちには，
高等教育に至るまで，日本語での教育が可能になった（同 : 248-249）。1890年に東京帝
国大学，1897年には京都帝国大学が設立され，日本語で授業が行われたが，外国語は
依然として重要な役割を持っていた。最先端の研究が提供する知識を得るには西洋語が
必要であり，当時の知的エリートにとって，英語・ドイツ語に加え，特に法律や文学を
学ぶためにフランス語が重要であった。大学のフランス語教育はこのようにして整備さ
れた。
　戦後，日本は急速に新しい民主主義国家としての改革を進める中で，旧帝国大学は国
立大学となり，より多くの学生に門戸を開き始めた。これに伴い，外国語教育の役割も
変化し，語学は文系の科目の一つとなった。新制大学の外国語は，専門知識に直接アク
セスするための道具を学ぶためというよりも，民主主義社会に必要な教養人のための教
育の一環として捉えられ始めた2。
　教育制度の開放により，出身家庭の身分ではなく，入学試験での成績のみで進学先が
決まり，日本の受験システムの中での学業の成功によって社会的成功が決定されるとい
う，日本型能力主義がさらに強化されたが，教育の大衆化を経て，このシステムは矛盾
を呈するようになった。1974年には高校進学率は 90％以上になり，1978年には短大を
含む高等教育への進学率が 50％を超え，大学教育は少数の知的エリートのためのもの
ではなくなった。2019年には高等教育への進学率は 82.6％となり過去最高を記録して
いる（文部科学省，2019）。現在の日本の産業構造の特質から，日本のほとんどの学生
にとって，外国語は高校や大学に進学するため以上の実用的ニーズを満たすものではな
い。新制大学においても，かつてフランス語は英語やドイツ語と同等の地位を建前上は
維持していたが，20世紀末に始まる新自由主義的な教育政策の結果，国際語としての
英語の地位がさらに強調されるとともに，フランス語は国際語としての地位を失い，教
育制度の中での存在感は薄くなっている（Ishikawa, 2018）。
　このように外国語としてのフランス語教育の地位が変遷する中，かつて新制大学にお
いて見られた，近代社会の教養人を養うためのフランス語教育が，21世紀に入り，よ
り民主主義的な「複言語主義」のもとに再定義されつつある。

2 西山（2017）は，戦後，外国語としてのフランス語の初級クラスのために作られ，改訂を重ねた
京都大学のフランス語教科書『Manuel Pratique de la Langue française』の開発の経緯をたどり，フラ
ンス語がもはや法律や文学を専門とする者だけの言語ではなく，近代民主主義国家の教養人の精神
を培うための要素でもあったことを描き出している。
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2 複言語主義と複言語教育
　複言語主義は欧州評議会の活動とその教育政治から論じられ，『ヨーロッパ言語共通
参照枠』（CEFR）を通して参照されるのが一般的であり，日本でも大学を中心として，
CEFRを通して複言語主義の理念が紹介されてきた（Nishiyama, 2017, 茂木，2018）。いっ
ぽう複言語教育とは，言語教育に関する一連の実践，価値観，信念を再編成して説明す
る包括的な用語である。Coste, Cavalli, Crişan & van de Ven （2009）によれば，複言語教
育とは，多様性や互恵性，機会均等の尊重という共有文化を中心に構築された価値，権
利，社会的プロジェクトを指し，複言語教育によって，こうした権利の行使を促進する
ための学習体験を育てることが目指されている。教室では，複言語教育として特徴づけ
られる教育法のほとんどは，CEFRより以前から開発されてきた（Candelier & Schröder-

Sura, 2015）。言語教育学の分野では，心理言語学・社会言語学の知見に基づき，CEFR

のために準備された「複言語・複文化能力」（Coste, Moore & Zarate, 1997）の概念に立
脚して，複言語教育が伸ばすべき側面について精緻化が進み，たとえば「複言語・複文
化レパートリーを構築したり広げること」，「なじみのない言語・文化の特徴について，
意味を見つけること」（Candelier et al., 2012），「複数の視点を取ること」（Hoskyn & 

Moore, in press），「複言語姿勢」（Moore, 2018）といった概念が，教育分析に貢献してきた。
　日本では，理念としての複言語主義が，教育制度における言語の複数化を推進するた
め，そこから大学でのフランス語教育を振興するための論拠としても参照されてきた（茂
木，2018）。しかし大学での複言語教育の実践については研究が少なく，「多元的アプロー
チ」（Candelier et al., 2012）の文脈化についての論考はあるが（大山，2016），大学のフ
ランス語の授業で実践するのは「ハードルが高い」と捉えられることもある（茂木，
2018）。
　複言語教育が実際に教育の持続可能な一部となり，日常的な教育実践の一部になるた
めの方策に関する研究は，むしろ初等教育を対象とした領域において現れつつある。
2020年から日本の小学校で外国語教育が必修化されるにあたり，英語のみを重視する
単一言語主義に抵抗するための様々な形態が提案されるようになってきた。例えば，学
習者や教師が言語や文化に対してよりオープンになれるような複言語教材を開発し，
様々な言語を教育に取り入れることにより，日本を多元的な歴史の中に再び位置づけよ
うという試みや（岩坂・吉村，2015），少数派言語や，移民の言語などを取り扱うことで，
子どもたちの家庭言語への扉を開いたり，地域語を再認識させたり，といった試みであ
る（Oyama & Pearce, 2019）。初等教育で複言語教育が注目されるのは，小学校が，大学
と同じく，「受験のための外国語教育」という枠組みから自由であるためでもある。中
学受験をする児童は 1割に満たず（文部科学省，2019），中等教育とは異なり，「入学試
験のための英語」教育を行うことは小学校の責務ではない。したがって小学校は複言語
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教育による外国語教育革新の現場でもある。これは日本の教育制度の中で言語を多様化
させつつ，フランス語を学ぶ場を拓く道ともなりうる。
　そこで次の 3章で初等教育レベルの外国語教育について概観した後，4章でフランス
語を含む小学校での複言語教育の事例を検討し，最後に FLEや外国語教育全体の中で
の複言語教育全般について，いくつかの論点を提示したい。

3 小学校外国語教育：「ことば」の教育とは
　小学校では，2020年度から外国語の授業が 5・6年生で，外国語活動が 3・4年生に
初めて必修化される。学習指導要領は，特段の理由がなければ一斉に英語を履修させる
ことを求めており，多くの小学校では英語のみを扱う外国語教育カリキュラムが組まれ
ている。ただし指導要領は一方では「英語以外の」言語や文化を取り上げることの重要
性も述べており，あいまい性を含んでいる3。
　このような状況に対して，小学生のための言語教育のあり方を探求する教育実践者は，
「とにかく英語を教えればよい」と解釈して実践するのはなく，自らの教育実践に基づ
く教育哲学を元に，外国語教育を含む全体的なことばの教育法の幅を広げてきた。例え
ば奈良教育大学附属小学校では，中学校の前倒しのような早期英語教育には意義が認め
られないことを踏まえ，外国語の習得に関わる言語教育の基本理念について議論が行わ
れ，授業づくりの研究が進められている。教師らによる議論の結果，この学校では外国
語活動を英語に限らず，日本語や，その他のことばに関連する言語意識教育を行う場と
して「言語・文化」という授業を作り，実践を続けている。そこに「多言語活動」とい
う形で複言語教育を導入することにした経緯について，大谷は次のように述べる。

　「ことば」の教育―子どもたちの母語を大事にしながら外国の言語や文化を学ぶ
こと，同時に，自分たちの母語への理解や言語への意識を高めていくこと―は，私
たちが子どもたちの言語認識を促すという点で示唆に富んだものであり，「言語・
文化」の授業づくりにおいて方向性を確かにしてくれるものであった。（大谷，
2014：140）

引用部に「言語認識を促す」とあるのは，ここでいう「多言語活動」の目指すものが，
言語意識（language awareness）教育に関連しているためである。言語意識とは，言語学
習の中で，複言語・複文化能力が伸長するときに学習者の中で生じている認知的プロセ

3 学習指導要領には「外国語科においては，英語を履修させることを原則とすること」と書かれて
いる（文部科学省，2017a，164，178）。ところが『新学習指導要領解説』（文部科学省 2017b）には，
「英語以外の言語を使う人々」についても教えることができると述べられている。
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スを指す。言語意識教育は 1980年代にイギリスの Eric Hawkinsによって提案された教
育であり，これはのちにフランス語圏で「言語への目覚め活動」として発展し，複言語
教育の一つとして統合された（大山，2016）。これは複言語教育のアプローチの一つで，
複数の言語（変種）を同時に取り扱い，多様な言語を比較したり仮説を立てたりするこ
とで，言語の機能や仕組みそのものに気づくことを目的とする。日本の教員養成カリキュ
ラムには言語意識教育は組み込まれていないが，教師らは自己研修の形で書籍や論文を
読み講演に参加するなどを積み重ね，複言語教育や言語への目覚め活動にも興味を持つ
ようになった。次に記述するのは筆頭著者による教材開発プロジェクトの一環として行
われた実践である。

4 複言語教育の共同アクション・リサーチ：背景，参加者，方法論
　ここでは筆者らが 2018年度から現在まで継続して行っている複言語教育の共同アク
ション・リサーチを報告する。複言語教育を導入するにあたっては，教師らと研究者ら
の要望が一致した。研究者は日本の小学校での複言語教育の教材開発を希望していた。
著者の一人である小学校教師は，英語のみにとらわれるのではなく，コミュニケーショ
ンの素地を伸ばす授業のために，言語への目覚め活動に基づく授業づくりを希望してい
た。もう一人の著者である小学校教師は，学校で採用している「英語中心」の教科書に
沿った形で授業は進めつつ，そこに言語への目覚め活動を取りこめる形で使用したいと
の希望を持っていた。このようにして，最初はそれぞれの学校に対して，研究者が主と
してフランス語圏で開発された教材を紹介する形で共同教材開発を行い，実践者による
授業実践，研究者による授業観察，両者の間での授業の振り返りを重ねつつ，共同アク
ション・リサーチが立ち上がっていった。次の章ではこの実践記録の中から，2つの授
業実践を紹介し，複言語教育に対する児童の反応と，そこから何を学んでいるかを，そ
れぞれの教師の教育法を参照しながら分析する。
　参加者は，奈良市の小学 6年生の 1クラス（27人）および守口市の小学 4年生から 6

年生の各学年 2クラスずつ（クラスサイズは 35人～40人）である。収集されたデータ
には，教室の生態を視覚的に記録したもの，教室でのインタラクションを記録した音声
やビデオ，研究者によるフィールドノート，教師と学習者の振り返りノート，学習者の
制作物などが含まれている。分析は担当者と研究者により共同で行われた。

5 複言語教育の実践 1

5.1 曜日の名前
　「曜日の名前」教材は，Kervran （2006）4に収められた « Les langues jour après jour »と
いう教材を参考に，複数言語の曜日の名前を使った活動を含む。目標には，曜日名の書
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かれたカードを言語ごとに分類できることや，音を聞き分けること，文字の規則性を見
分けたり，言語の相互のつながりや，同族言語の類似性を発見することが含まれる。
　もともとのフランス語の教材は，第 1回目の授業ではフランス語，アラビア語，ヘブ
ライ語，スペイン語，イタリア語，英語，ドイツ語という 7言語を一度に扱うものであっ
た。対象児童の就学言語（＝フランス語）に加え，フランスから見た隣国または代表的
な移民の言語が含まれている。ところが日本ではこれらは遠い言語であるため，文脈化
が必要であった。日本では移民が少なく，また単一言語主義的な教育の考え方が強く残
るために，学習者は英語以外のヨーロッパの言語一般との接触が少なく，また世界の国
名や地理についての知識も少ないことが多い（大山，2019）。ここではその対策として，
教材開発段階でヨーロッパの言語だけでなく，日本の学習者にとって身近な中国語や朝
鮮語，ベトナム語の資料を新たに用意し，9言語とした。授業実践においては，言語を
提示する順番と，一度に提示する言語の数を調整し，3言語ずつ提示した。
　2019年 5月に，1時間（45分）で行われた授業展開は次の表の通りである。

　展開 1で，児童をグループ分けし，グループごとにバラバラにした曜日カードを配布
した。最初のカードセットは中国語，英語，フランス語という 3言語に限定した。英語
の曜日は既習であり，中国語は漢字で書かれており，さらに漢数字が含まれているため，
日本の児童にとっては十分になじみやすい。しかしフランス語はどうだろうか。カード
を見て，これをフランス語と同定できた児童は，研究者が観察できた高学年 2クラスの

展開 活動

1 児童を 3，4人のグループに分ける。各グループに，3つの言語で曜日の名前
が書かれたカードをバラバラにしたものを配布する。自由に分類させる。分類
ができたら，順番に並べるように言う。

2 それぞれの言語について，曜日の名前を順番に発音した音声を流す。並び替え
を促す。

3 1，2と同じことを，さらに新たな 3つの言語で 2回繰り返す。

4 気が付いたことを発表させる。

表 1 :「曜日の名前」授業展開（1時間分）

4 これは，ヨーロッパで行われた言語への目覚め活動の効果を測定する Evlangプロジェクトのため
に開発された教材を集めた教材集である（cf. Candelier, 2003）。
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うち，1名のみであった。フランス語は英語とも中国語とも違うため，児童は別個のグ
ループに分類することはできる。ところが児童が曜日カードを順番に並べるように指示
されると，英語と中国語は簡単に並べられるが，フランス語ではできない。次の図 1は，
一つのグループが，フランス語カードを使って人の形を作って遊んでいる様子を示して
いる。この段階ではこのカードは人型を作る材料という以上の価値を持たず，児童にとっ
てフランス語は，意味を持たない言語であることが分かる。

　しかしここで参与観察をしていた研究者が，「これ，発音してみたらどうかな」とい
うヒントを出したところ，児童の動きに変化が見られた。実際にアルファベットを頼り
に発音をしてみた児童は，例えば「lundiはMondayに似ている」「いや，それをいうな
ら mardiの方が（mがついてるから，Mondayに）似てる」などと口々に言い始めた。
さらに，中国語のカードとフランス語のカードを観察した児童は，次のような推測を行

図 1 :児童による曜日の名前カードの並び替え。フランス語とは異なり，英語や中国語はきれいに並
べられている。
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い，グループの児童と共有していた。「中国語も日曜日だけは特別だった。だからフラ
ンス語も（語尾に） diのついていない dimancheが特別なので，日曜のはずだ」。
　教師がこうした意見を教室全体で共有させたところで，次の活動として，教師はそれ
ぞれの言語音声を流す。すると児童は元気よく，素早く並べ始めた。

5.2 「言語化させる」ことと言語意識教育
　子どもたちが作業をしている間，教師や研究者は教室内を動き回り，活動を観察した
り，質問したりする。そのやりとりをいくつか見てみたい。

抜粋 1：（1） 児童「（中国語のカードを見て）これは中国語」
 （2） 教師「なんで中国語だと思った？」
 （3） 児童「漢字だから」
 （4） 教師「じゃあ日本語かもしれんやん！」
 （5） 児童「いや！　だって，日本語の曜日はこんなんちゃうし！」

　抜粋 1はこの教師の教え方の重要な特徴を示すものである。この児童にとって，カー
ドが中国語であることを同定するのは容易だった（1）。教師がその推論の根拠を問うと
（2），児童は文字が漢字だったからと答える（3）が，教師は漢字が中国固有のものではな
いと思いださせることで（4），より正確な説明を言わせるように誘導している（5）。この
ように，この教師の授業では，言葉に関する授業であるかによらず，児童は自分の推論
の過程を口頭でしっかり述べることが常に求められているのである。
　次に，フランス語の音声を聞いて，並び替えができた理由を述べている場面での，教
師と児童とのやり取りを見たい。

抜粋 2：（1） 教師「なんで音を聞いたら（並び替えが）できたん？」
 （2）  児童「それは，（自分たちは）英語ならってるんだから，アルファベットは

読めるから」
 （3） 教師「ならアルファベットが読めたらフランス語わかるん？」
 （4） 児童「いや，はじめの文字をみればなんとなくわかるし！」

　ここでも教師は，児童の推論プロセスを，たとえ自明と思われることでも，言葉を正
確に使って伝えるよう誘導している。教師は児童に，フランス語の音声を聞いて並び替
えができた理由について尋ねる（1）が，児童がアルファベットを読めば分かった回答し
た（2）だけでは満足しない。さらに児童が納得できない推論を述べる（3）ことで，アルファ
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ベットが読めることとフランス語が同定できることの間にある，まだ言語化されていな
いプロセスを説明させようとする。それに対する児童の答え（4）は，直前の知的活動に
おいて自分が実際に行ったこと，すなわち既存の知識（外国語や国語の授業で学んだ，
アルファベットと音の対応関係）を利用して，まだなじみのない言語であるフランス語
の語頭の文字との対応関係を探せば，曜日の順番を同定できたことを伝えるものである。
このようなやりとりを行うことで，児童は「既に知っていることに基づいて，新しいこ
とを知ることができる」つまり「自分にまったく関係のない言語でも，自分の既に知っ
ている他の言語知識を活かすことで，そこにアクセスできる」ことを，体験的に知るに
とどまらず，言葉を使って発表することを通して，意識化している可能性が高い。「思
考プロセスを言語化させる」ことは，言語意識を高めるための重要な方策である
（Candelier, 2003）。この教師の授業実践では，こうした仮説形成を促すやりとりを積み
重ねることによって，外国語だけでなく，その他の教科学習でも発揮できる，横断的能
力をも育てている。
　この授業の後に児童が提出した振り返り日記には，次のようなものがある。「今日は
いろんな国の曜日を見た。その中で日曜だけちょっとパターンからちがっているのが多
くて，なにか特別な意味があるのかなと思った。なんか特別な日だから休みなのか？　
でもそれだったら土曜日がふつうなのはなぜだろう？」この児童は，フランス語を含む
複数の言語を比較することにより，曜日の成り立ちの違いについて仮説を立てている。
小学生にとって，土曜日は学校の授業もなく，休日であるため，曜日の名前も日曜日と
同じ仕組みになっていないことが謎なのである。
　さらに，別の児童は言語の類似性に対して新鮮な驚きを記している。「ドイツ語は，
英語に似ていた。私は，言語に似ているとかあるんや！　マジでなんで！？　と思った。
スペイン語はフランス語に似ていた。ベトナム語は，ぜんぜんわからなかった。」こう
した驚きは，異なる言語の単語は，お互いに十分に異なっているはずだという素朴概念
を背景として出てきたものであろう。日本では日本語と英語のみが重要視されており，
この二つの言語の違いのみを基準にして考えれば，同族言語の単語が似通っていること
は驚くべき事実と映る。しかし，この授業で行ったように，扱う言語を複数化させ，同
族言語を実際に見て観察すれば，児童の素朴概念と矛盾する事実が発見できる。ここで
もまた，わかったこととわかっていないことについて，できるだけ正確に詳しく言語化
させるというこの教師の教授姿勢が，子どもたちの言語への観察と内省をいざなってい
るようである。この教師の授業では，児童が知識の集合的な構築の各段階で，協力して
議論し，仮説を立てて問いかけ，知識を探し，検証を行うことが奨励されている。それ
は，未知のものにアプローチするうえで仮説を立てて向かい合い，つながりの中で考え
るという，批判的かつ内省的な学びのための共同作業である。
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6 複言語教育の実践 2

6.1 音の聞き取りと文字
　次は大阪の公立小学校で，英語を中心とした外国語の授業に言語への目覚め活動を組
み込むべく行われた教材開発と，その実践とを報告する。
　教材作成時にこの小学校で外国語科の教科書として使用されていた教科書は『Letʼs 

Try! 2』5であり，この教科書の第 7課の授業に言語への目覚め活動を加えるべく授業が
デザインされた。教科書の単元では，市場での注文のやり取りを英語で行わせる活動を
含んでおり，言語的な達成目標は「児童同士で 2往復以上の会話をさせる」こと，さら
に，“ What do you want? ” に対して “ I want ~, please. ” と答えることで，「文構造への気
づきを促す」ことであった。同じ単元で提供される異文化間の活動には，世界のいろい
ろな国の市場の映像をみて，日本のものと共通点や差異を探すというものが含まれてい
る6。
　教師と研究者は，実践 1と同じく，Kervran （2006）の教材 « Bon anniversaire »に着想
を得た。この教材は複数の言語で誕生日を祝う表現を扱っており，それぞれの言語での
発音を聞いて聞き取ったり，それぞれの言語の文字で書かれたカードの言語を同定した
りすることが目標である。市場のやりとりで用いることができる表現として「りんご 3

つください」を選び，日本の移民の代表的な言語や，都市部の言語景観の中にある言語
を含む，英語，中国語，ポルトガル語，スペイン語，朝鮮語，ベトナム語，タイ語，ロ
シア語，スペイン語，フランス語の 10言語について，音声資料と文字資料とを用意した。
普段おこなっている英語教育と合わせて複言語教育を行えるよう，開発教材を 4回の授
業に分けて導入することとし，次の表 2のような指導計画を作成した。実践は 2019年

5 文部科学省（2018）『Letʼs Try! 2』東京：東京書籍．

校時 活動
1 導入として，野菜や果物に関連する外来語や複数言語での数字の言い方を引き

出したあと，6つの異なる言語で「りんごを 3つください」の表現を聞き取り，
聞こえたとおりに自分にできるやり方で書きとる。児童が聞きたがれば，何度
も音声を流す。その後，難しかった理由を考える。

2 前時にそれぞれが聞こえた通り書きとったものをグループ内で比べ，一致しな
い部分があったのはなぜかを考える。

3 書き取りを行った紙に「本物の書き方」のカードを貼り付け，なぜそう考えた
かを考える。

4 グループごとに日本語を含めた 7言語を自分たちのやり方で分類し，どのよ
うに分けたのかを発表する。

表 2 :実践 2での 4回分の授業計画
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の 12月から翌 1月にかけて行われた。

6.2 言語景観と複言語姿勢
　実際の聞き取り活動ではフランス語の音声は用いなかったが，第 1時の授業の導入部
では，児童にとって身近な，果物や数字に関する外来語を紹介した。教材作成段階で研
究者は，果物の名前として，児童が知っていそうな外国語の単語を例示した。その中に
はフランス語やドイツ語も含まれていた。これを受けて，教師はスライドを用いて，外
来語から知る外国語の単語を導入した。その時の展開は次のようなものである。

抜粋 3：教師：（スライドに苺のケーキの写真を見せて）「これは何でしょう？」
 児童：「ショートケーキ！」「ストロベリーケーキ！」
 教師： ですが，イトーヨーカドー7には「ガトーフレーズ」と書いてありました！

（ここで「ガトーフレーズ」と書かれた写真を見せる）

　ここに，この教師による，実際に身近にある言語景観を具体的な題材として取り上げ，
児童に言語の複数性について意識させることで，児童自身を言語景観の探索者にさせよ
うとする複言語姿勢（Moore, 2018）が現れている。この教師は，英語の専任教師とし
て外国語教育を行うだけでなく，言語そのものや，環境問題・持続可能な開発に対する
考察，理科や算数科，家庭科，社会科の学習を組み合わせた教育，さらには児童労働や
教育を受ける権利などの国際理解教育にも取り組んでいる（安達・他，2019）。この教
師の担当した 3年生の国語科のローマ字学習においても，ヘボン式と訓令式のそれぞれ
の使われ方について，児童の最寄り駅の駅名標を用いて，それを観察して言語化すると
いう，言語景観を取り入れた授業を行っていた。こうした教育には，学習者が文字体系
に歴史的な経緯があることを知ったり，言語や文化の多様性に対する感受性を高めたり，
語彙の近さに気づく機能があると考えられる（Moore & Haseyama, 2019）。
　次に示すのは，第 3時が終わった時点での，ある 5年生の児童の学習プリントである。
日本語を含む 6言語の音声を聞き取り，児童自身がカタカナで書き写し，それぞれの言
語の文字を同定して，文字カードを貼り付けている。
　聞き取り活動を行った授業の後で，児童が記入する振り返り日記には，例えば「外国

6 教科書に付随する映像資料は多様な文化を映し出すもので，子どもの興味を引き付けやすいが，
それぞれの場所の言語的情報はほとんど含まれていない。言語の音声を聞くことも，標示などから
異言語を見つけることも難しい。これらの情報はおそらく意図的に省かれており，『学習指導要領解
説』の示した解釈とは裏腹に，英語以外の外国語は扱う価値がないかのようである。
7 この学校の近所にある大型スーパーの名前
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語がなぜ話せなかったりする理由が分かった気がした。人によって聞こえる音がちがう
のも分かった」（6年生児童）というものがある。これは音素の多元性を知るとともに，
その聞き取りの難しさを指摘するものである。目覚め活動はこうして外国語の難しさを
意識し，なぜ難しいと感じるかについて認識を深めることもできる。
　これに加えて，既知のものから未知のものを学ぶことを体験することもできる。例え
ば，「韓国語はもとから知っていました。英語は学校で習っているので分かりました。
スペイン語とベトナム語はローマ字にして分かりました。残りをタイ語にしました」（4

年生児童）という振り返りがある。この学習者には，既に 3年生で習っているローマ字
を使ってみることで，音が聞き取りやすくなったという気づきがあったとわかる。同様
のことは，第 4時に行った「児童の好きなやり方で 7言語を分類する」という活動の結
果にもみられた。図 3の左の写真では，フランス語とベトナム語が同じグループに入れ
られており，分類基準は「読めそうなもの」であり，「読めなさそう」な朝鮮語，タイ語，
中国語と対比されている。図 3の右の写真ではより細かい分類がなされ，「英語組」「同
じ風組」「独立語組」が見られる。フランス語は英語とラテン文字を共有することから
なんと「英語組」に入れられている。児童は文字の形に自分で注目し，その認識世界の
中で再位置づけを行っている。
　この時間の振り返りにおいて，ある 4年生児童は「文字にもれきしがあるんだなと思っ
た。なぜかというと，ベトナムはフランスにせんりょうされて文字が変わったから。」
と書いている。授業の中で「なぜベトナム語はアジアの言語なのに独特な文字を持たず，

図 2 :児童の学習プリント
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英語と同じアルファベットを使っているのか」という疑問が起こり，そこに教師が「ベ
トナムは昔フランスに支配されていたことがあるから」と答えたためである。
　こうした実践は，特定の言語教育と並行して，言語学習についての学びを，さまざま
な活動を通して育てていくものである。こうした複言語教育は，日本における外国語教
育に，どのような示唆を与えるのかを次章で考察する。

7 考察と議論
　日本におけるフランス語教育は，エリート教育から始まり，より民主主義的な複言語
教育として定義されるまでの長い期間にわたり，大学と高校での教育が主たる領域で
あった。本論文ではフランス語教育を維持するための手段として，また他の言語への認
識を深めるための手段としての複言語教育の可能性を，受験のための語学という枠組み
から自由な小学校を対象として探ってきた。
　2つの事例における教室のダイナミズムを検討すると，複言語教育の教材を用意する
だけで自動的に複言語教育が成立するわけではないことが分かる。実践 1では，児童に
とって最初はまったく意味の見いだせない言語であったフランス語が，英語で学んだア
ルファベットの知識を用いたり，他言語との比較の中でフランス語を捉えようとするこ
とで，考察の対象へと変化した。教師による言語化への働きかけは，移転可能な知識の
構築を導いていた。このような言語意識教育は，学校での学習言語を複数化させるだけ
にとどまらず，未来の市民にフランス語学習の準備を行う可能性も含んでいる。また，
言語についての対話を通して仮説を立て，それを検証し，知識を共同で構築していくこ
とを通じて，教科教育と共通することばの力をも育成できる。
　実践 2では，教師が児童の言語景観にある外来語を授業に取り入れ，また移民の言語
でもあるベトナム語との関連を考えるきっかけが生まれたことで，フランス語を言語景
観からだけではなく，より広い歴史の中で位置づけることが可能になった。これらは児
童の日常世界にある複数の言語が，それぞれの中に複層性を持つことを意識化し，さら

図 3 :児童による 7言語の分類 2
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に歴史・地理を含む社会科，さらに家庭科まで，他の教科学習と言語学習をつなげるこ
とを可能にしている。
　いずれの実践でも，教師が外国語の学習を，他の学習とも深く関連した全体的な言語
学習の一部として捉えることにより，複言語教育が生じたようである。
　小学校教師は，英語教育の専門家ではなく，さらにそれ以上に，フランス語教育の専
門家でもない。もしも特定言語の教育としてのみフランス語教育を考えるならば，これ
は嘆くべき状況であろう。しかし 2つの実践は，フランス語を含む複言語教育では，教
師がフランス語に精通していることは必須条件ではないことを示す。小学校での複言語
教育において教師に必要なのは，十分に整えられた教材に加えて，言葉を使って学習者
と言葉について学び，学習者自身を探索者へと変えていく姿勢，すなわち複言語姿勢
（Moore, 2018）である。
　大学などで行われるフランス語教育の中での複言語教育は，言語への目覚め活動とい
うアプローチに限定される必要はなく，例えば多元的アプローチの一つである統合的教
授法や異文化間アプローチ（Candelier et al., 2012），さらに言語景観の手法を取り入れ
ることでも達成できるだろう。現在，このようなアプローチを含むフランス語教材とし
て，大木・西山・グラヅィアニ（2013）や今中・中條（2018）がある。これらを用いた
複言語教育実践研究は，さらなる発展が見込まれる領域であり，日本のフランス語教育
だけでなく，外国語教育全体も大きく貢献する可能性を秘めている。そこに必要なのは，
様々な言語に精通することや，その言語そのものの訓練よりも，複数の言語，あるいは
特定の言語の中の複層性を意識しながら，関連性を組み立てていく姿勢だろう。これに
よってこそ，複言語教育の目標である，多様性や互恵性，機会均等の尊重という共有文
化を中心に構築された権利の行使を促進するための学習体験（Coste, Cavalli, Crişan & 

van de Ven, 2009）を育てることができると考えられる。
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