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Des élèves qui dès leur première année de français envoient des lettres vidéo, réalisent 
un reportage sur un aspect culturel de leur pays, tournent une émission télévisée, posent des 
questions à des Français, puis discutent sur les réponses qu’ils ont obtenues, écrivent une 
lettre, se lancent dans un concours de cartes postales puis présentent en français leurs 
créations à l’occasion de la remise des prix et qui, enfin, passent en décembre leur examen de 
français, garderont peut-être le souvenir d’une année peu banale... 

Tel est le bilan d’une année-test marquée par la collaboration d’enseignants ayant 
adapté ces activités, tout ou en partie, à leur programme annuel. Le projet LYCLYS a été 
tenté pour répondre à des préoccupations communes, à savoir « comment faire du français 
un réel outil de communication pour les apprenants japonais », et «comment motiver 
l’ensemble d’une classe tout au long de l’année scolaire »  autour de l’inattendu,  de 
surprises leur offrant une certaine autonomie dans leur apprentissage.  
 
はじめに 
平成12年2月に埼玉県立伊奈学園総合高等学校（以下、伊奈学園）が旧文部・郵政

省から「マルチメディア活用学校間連携推進事業」推進校として指定された。この

ことに端を発し、その試みとして白百合女子大学（以下、白百合）との間で2年に

わたりフランス語の連携授業が行われてきた。これは本来、学校におけるインター

ネット利用を推進するため、新たな高速アクセス網を活用した学校間連携を援助す

るべく企図された事業であったが、実質的には助成が行われないままとなってしま

った。 
 このような状況下ではあるが、語学学習における授業連携の持つ可能性は高い

との確信から、この試みの3年目に当たる昨年より、慶應義塾湘南藤沢高等部（以
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下、SFC）が参加し、更にこの流れを独自に押し進めることで、授業の活性化を図

った。その試みがこのLYCLYSである。この一年、活動を全体的に再編成し、マル

チメディアを活用した学校間連携の可能性を更に追求することとなった。この稿で

は、今年の我々の試みの報告と様々なアクティビティの提案と、授業プログラム編

成への工夫などを紹介し、授業連携とマルチメディアを活用した授業の活性化につ

いて考えてみたい。 
 
LYCLYSの概要 
以上のような経緯から、この授業連携はまず白百合と伊奈学園という大学-高校間

の交流として始まった。SFCが参加したことによって、この関係は高校間・高校-
大学間という複数の教育機関を結ぶ関係に発展した。それと平行して韓国、北欧な

どに交流の打診を行い、非ネイティブの多国間フランス語授業連携に発展させるべ

く努力した。この交渉は現在のところ不調であるが、継続させていくものとして、

2002年度はSFCが独自に交換留学制度の実現を準備していたパリの私立学校、Ecole 
Active Bilingue Jeannine Manuel (EABJM) との交流の実現に至った。このように高校

間 / 高校-大学間 / 高校-フランスといった交流の枠を構築することで、様々な授業

交流のレベルを設定し、更に複数の教育機関に参加の可能性を広げることになった。 
参加各校の学習水準はまちまちである。白百合は大学2年生の中上級クラス。伊奈

学園には週4~8時間、3年間の学習プログラムがあり、その2|~3年生のクラス。SFC
は週2回90分、3年のみの実質6ヶ月の学習プログラムで、未習者のクラスである。 
学習水準が異なれば当然、各校のこのプロジェクトへの狙いも異なってくる。そ

こで6つのアクティビティを準備し、選択的に参加できるようにプログラムした。

またそれぞれの提出期限に大きく幅を持たせ、複数の学校のシラバスに対応できる

ように工夫した。 
 
授業連携 第一段階 ： 高校間 / 高校-大学間 
授業連携の目的は、まず学習したフランス語をコミュニケーション手段として実

践することである。第三者を授業に導入するメリットはそこにある。状況さえ許せ

ば、クラスの内外でネイティブ・スピーカーと接触する機会を学生にできる限り多

く与えることがもっとも学習効果の期待できる方法であることは間違いあるまい。

しかしながら多くの場合、日本の一般の学習者にとって、フランス語はそのまま実

践にはつながらない。まして日常的にフランス人と会話する機会を持つ学生はまず

いないと言っていいだろう。 

 

このような状況下でまず第一段階として位置づけたのが、高校間 / 高校-大学間の

交流である。教育機関により学習水準がまちまちの、お互い見ず知らずの学生たち

がフランス語を用いてコミュニケーションを行うというものだ。確かに我々の中に

もこのような非ネイティブ同士の交流に懐疑的な者があったのは事実である。とは

いえ実際のコミュニケーションでは様々な場面に遭遇するものだし、またなにより

も、見ず知らずの学生がクラスに参加すれば、その人物への興味は否応なしに高ま

り、理解したい、伝えたいというもっと も基本的なコミュニケーションへのモ
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チベーションを準備することができる。 
つまりこの段階での授業交流では、少なくとも、表現や文法、運用能力以前の言

語習得に向かう前提をつくることができる。またこの強いモチベーションのみなら

ず、片言ででも自分を演出する、メッセージをしっかりと持つといった感覚は、こ

のLYCLYSを通じてもっとも重要なものだが、学生はそれをお互いに確認し、交流

の場を生み出していくことになる。 
とはいえ、未習者にいきなりこのやり方を導入することはあまり効率的ではない

と考えた。SFCの場合授業時間は年間約60時間と限られており、交流以前にそれに

至るまでの学習項目を消化することが極めて難しいという現実があった。そこで前

期の終盤にこれを位置づけ、それまでは授業外学習用のコンテンツを準備するなど

しながら、設定された学習項目を徹底的に効率よく消化していくことに努めた。 
 
授業連携 第二段階 ： 高校-フランス 
後期に入り、ある程度コミュニケーションの準備ができたところで、ネイティブ

との交流を組み入れた。ネイティブとの直接の交流は学習者に新たな客観性を要求

することとなる。非ネイティブとの交流では、必要最小限の内容を他の学生よりど

れだけ上手に見せられるかが焦点だったが、この段階では、何を、いかに自然に、

そして自分らしく伝えるか/伝わるかが問題となる。 
ところでネイティブとの交流ではお互いの利益を調整する必要が生じる。つまり、

一方的に未熟なフランス語を差し出すだけではなく、先方の興味、たとえば彼らの

日本語学習を援助するといったスタンスが必要になる。この時点でフランス語の授

業という一言語の教育の枠を越えることになる。同時に相手校にこの交流に参加し

てもらうためにも、授業連携の形を一回り大きいものとして発想し直し、彼らをも

巻き込んだ形に変化させる必要が生じた。 
様々な制約のなか、特に発信型の教育を念頭に置きながら試行錯誤を繰り返し、

国外との交流においても一方通行に留まらない授業連携を模索した。最終的には、

個人の顔が見えるところまでの交流を目指した。 
 
LYCLYSのアクティビティ 
さて、昨年一年間に行われた実際の活動内容は以下の6つである。 
 

1. 自己紹介ビデオを交換しよう!     4. 日本文化の紹介ビデオを送ろう! 
2. 白百合女子大学 主催     5. フランス語でTV番組を作ろう! 
« French Design » フランス語絵葉書コンクール  6. フランスの友達に手紙を書こう! 
3. 「フランス人への10の質問」 

 
このうち白百合は1,2に参加、伊奈学園は1,2,5に、SFCは1~6, EABJMは1,3~6にそ

れぞれ参加した。詳細については http://web.sfc.keio.ac.jp/~kr/lyclys/ を実際に参照さ

れたい。特に1,4,5についてはWMVファイルでサンプルを配信しているのでご覧い

ただきたい。 
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授業プログラム化への工夫 - 授業外学習 ・ マルチメディア ・ グループワーク 
これらのアクティビティを授業に組み込むにあたり、限られた授業時間数を最大

限に有効活用するため、学習項目の数は保ったまま、所要時間数を極限まで削って

いく必要が生じた。もちろん理解が不十分なまま授業が進めば学生は離れていくこ

とになる。そこで授業内での活動と授業外での活動を峻別し、授業外での学習用コ

ンテンツをプリントやWeb教材として準備し、学生が不十分だと感じたところを教

室の外で、一人またはグループで学習できるようにした。具体的には文法や発音の

解説、正誤自動判別機能つきの練習問題、その他Web上の外部リソースを目的別に

提供するといった具合である。このように学生は自己の責任で、理解が不十分であ

ればそれを自ら補完し、宿題や小テスト、学期末テストに備えることができる。授

業では、そうした学習の上で生じる疑問に対応し、応答練習を行いながら、全体的

な解説を中心に、個別の進度評価、また進度の遅れている学生への対応、あるいは

理解の進んでいる学生については発展学習に向かわせるなどすることとなった。ま

た緊密なプログラムを進めていく上で、クラス間の進度の違いにも十分に配慮する

ため、学生のメーリングリストを作成し、Web教材の提供情報、学習目標、小テス

トのアナウンス、課題の提出などに利用した。こうしたメールの利用は、さまざま

な場面で連絡の統合や時間短縮など、効率を高める結果となった。 
また上記のアクティビティの内、1~3は主に前期、4~6は後期に配し、前期は学習

項目の消化を中心に、後期は発展的な表現学習を中心に授業を運営した。そのうち

2,5以外はすべてグループ作業で進められた。この利点はまず学生間の情報の共有

と学生の興味の持続にある。まず、グループ内部ではディスプレイ活動を行う際で

も他の学生には直接にリファレンシャルな活動となり、それがさらに掛け合わせて

いくこととなる。またグループワークが本来備えているダイナミズムとも相まって、

学生の興味は理想的な状態のまま持続する。あとは彼らを飽きさせず、総合的な学

習バランスを評価しながら補完していくだけである。また教壇から離れ、グループ

ごとにテーブルを回ることで、個人指導の機会が増えるという利点も重要であろう。

特に帰国子女のパーセンテージの高いSFCでは充分にこの利点を生かすことがで

きた。 
 
LYCLYSでのメディアの利用 - 絶対に飽きさせない 
また上記のそれぞれのアクティビティは、第三者を常に学習の場に導入すること

によって、「飽き」が来るのを避けられただけでなく、常に学生の「不意を突く」

ことをモットーとして周到な準備のもとアナウンスされ、また多様なメディアを駆

使することで学生の驚きを倍増するように工夫された。メディアの種類は、Eメー

ル、Word ドキュメント、HTML、WMV に始まり、ビデオ、音楽CD、携帯電話、

絵はがき、手紙などの既存のメディアに至るまで、彼らが最大限に自己を表現でき

るように、また様々な制約からもっとも効率のいいものを選んで使用し、しばしば

学生にそれを任せた。これらのアクティビティの成果は授業連携での利用だけでな

く成績評価にも採用し、授業の効率化をはかり、モチベーションを高めるために利

用した。 
またそれぞれのアクティビティにイベント性を与えるように努力した。とりわけ 

『 « French Design » フランス語 絵はがきコンクール』 では入賞者にそれぞれ賞状
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と賞品を贈呈するなど、学習に対する報酬を意識的に準備し、学習意欲の持続に配

慮した。 
 
まとめ 
SFCの今年のフランス語はこのような授業連携のアクティビティを中心に進めら

れたが、それらは少なくとも教師の目には、決定的に有効なものであると映った。

またこのプロジェクト前後に実施したアンケートもその印象をはっきりと裏付け

る結果となっている。 
なによりも学生は普段の詰め込み型の学習から離れ、生き生きと自己表現を始め

たようである。こうした言語感覚は本来彼らの年代において充分に養われるべきも

のであるように思われるが、それを妨げるものはおそらく、それぞれの教育機関の

言語教育に対するスタンスであり、教室という枠であり、時間の制約であり、地域

環境であり、国境である。それを越えるべく導くのは教師であるだろうし、またイ

ンターネットがこれらを越える最も重要な手段となることは疑いない。 
では何ができるのであろうか？まず教師同士が密に交流を持つこと、それが

LYCLYSの第一歩であった。会合では現状認識を共有し、同僚の学校の様子や設備、

カリキュラムなどを確認することができた。またLYCLYSは様々な制約がある中で、

お互いにできることを行い、それをサポートし、また不可能なことや効率の悪いこ

とは諦めるといった精神で進められた。まず教師が充分に楽しみ、楽しませること

で学生に積極的な参加を促し、また彼らが援助してくれることで実現したというこ

とも特筆すべき点である。 
もちろん教師の負荷の増加も無視できない。アイデアの提案とその共有のために

割いたエネルギーは計り知れないし、また休日の会合やメール等での連絡は欠かせ

ない。とはいえ教師が直接これらの多様なメディアを操る必要はなく、それは学生

に任せるか、あるいは彼らとともに自然な形で各種メディアのノウハウを学んでい

けばいいのである。こうしたギブ アンド テイクの関係を構築することも学生のモ

チベーションを高めることにつながる。また今後LYCLYSは授業連携に形を与えて

いくことでその輪を広げ、共有リソースを蓄積していくだろう。これらの財産を授

業に再利用し負担を軽減していくことも可能である。またなによりも学生から参加

の手応えが得られた段階で、教師はチューターとしてアクティビティの運営と学生

個人・クラスの学習管理に集中することができるのだ。 
言語コミュニケーションの授業は、まず教師間のコミュニケーションから。かけ

がえのないものがここから生まれる。これが学校間コラボレーション、LYCLYSの
提案である。 
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