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Izumi Mizuno et moi-même pratiquons la Méthode Immédiate, une technique 
d’enseignement de la conversation qui a pour objectif de maximiser le temps de pratique 
orale des étudiants en cours. J’en rappelle les principales caractéristiques ci-dessous (pour 
plus d’informations  : www.almalang.com). 
 
Comment fonctionne la Méthode Immédiate ? 
 

La Méthode Immédiate a deux facettes  : une facette de gestion de la classe, et une 
facette de contenu du cours. Ces deux facettes sont interdépendantes. 
 
1. Gestion de la classe  : elle est toute entière orientée vers la pratique orale et la 

motivation des étudiants envers cette pratique orale. Les étudiants s’entraînent à utiliser 
les structures et le vocabulaire couverts en cours, 

 d’abord par paires  
 ensuite avec l’enseignant devant toute la classe  
 enfin, au cours d’un test de conversation de quelques minutes, qui réunit 

l’enseignant et deux étudiants, et qui se déroule à l’écart du groupe-classe. Chaque 
étudiant passe un test de conversation régulièrement, tous les cours ou tous les 
deux cours par exemple. 

Le test de conversation constitue un temps de pratique supplémentaire et il donne son 
sens à toute la pratique orale qui précède. La cohérence est parfaite, et parfaitement claire 
pour tous, entre l’objectif du cours, les informations apportées par l’enseignant, 
l’entraînement et l’évaluation. La progression de chaque étudiant est enregistrée sur sa 
« Fiche de présence et de progression », fiche dont il a la responsabilité. 
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2. Contenu du français enseigné :  

a. Les leçons sont organisées autour de thèmes de conversation de la vie 
quotidienne, pris sous un angle qui permet d’aboutir à un cheminement de la 
conversation, tels que «Qu’est-ce que vous avez vu au cinéma récemment ?» 
ou encore «Est-ce que vous faites souvent du sport ?». Chaque thème 
s’articule autour de deux ou trois questions principales. La Méthode 
Immédiate se démarque donc des approches qui mettent l’accent sur les actes 
de paroles (proposer, accepter, refuser, se présenter...) ainsi que des approches 
qui abordent de grands sujets de conversations tels que le sport, les études, ou 
la santé.  

b. Le registre est celui de la conversation ordinaire, avec des expressions 
utilisables immédiatement pour poser des questions à son interlocuteur, 
répondre aux siennes, et faire des commentaires.  

c. Les interlocuteurs s’échangent des informations l’un sur l’autre, en gardant 
leur identité réelle. L’enseignant parle de lui-même en tant qu’enseignant, les 
apprenants parlent d’eux-mêmes en tant qu’apprenants.  

d. Une large place est faite aux expressions de «méta-communication» qui 
permettent aux apprenants de se sortir de situations difficiles, en particulier 
«Qu’est-ce que ça veut dire ?» et «Comment on dit xxx en français ?». 

 
Il nous semble que mener une conversation est une activité stimulante, porteuse de 

plaisir. Par conversation, nous entendons un échange oral bilatéral dans lequel les 
interlocuteurs s’échangent des informations en temps réel. En effet, 
- il s’agit bien de parler de soi, mais aussi de son interlocuteur. C’est la rencontre des 

deux qui rend la conversation intéressante ; 
- même si les éléments de la conversation ont été pratiqués au préalable, le déroulement 

d’une conversation donnée n’est pas décidé d’avance. C’est la gestion en temps réel 
des questions, réponses, commentaires, qui donne son piquant à l’exercice. 

 
Izumi Mizuno a connu la Méthode Immédiate lors des Rencontres Pédagogiques du 

Kansai de l’année dernière. Elle s’est lancée, et dans le texte qui suit elle explique 
comment s’est passée cette année. Son texte présente le double intérêt de présenter le vécu 
de quelqu’un qui fait ses débuts dans cette approche, et le point de vue d’une enseignante 
japonaise sur ce qui est souvent réservé aux enseignants «natifs» : l’enseignement de la 
conversation.  
 
イミーディアット・アプローチは、会話教育のメソッドの一つである。このメソ

ッドにおいては、生きた会話が持つ様々な要素を毎回の授業で提供し、学習者は教

師とともにその場で実践的に練習していく。自己紹介・自分の家族・趣味・休暇の

過ごし方など、自分自身に関する、日常的な話題が会話の主題となる。学習者は、

自分自身のことを話すという行為によって、対話の相手である級友や教師との間に
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個人的な関係を築くことができる。この授業形式のすぐれたところは、学習者が、

受身ではなくて、主体的に、しかも、興味をもって学習に参加することができると

いう点にあろう。 
本稿においては、イミーディアット・アプローチの考案者の一人であるバニュウ

ヴェンヌイズによって、このメソッドの概要がフランス語で紹介されている。ここ

では、大学の初級フランス語の授業において、このメソッドを用いて会話の指導を

行なう際の留意点等について、日本人教師としての立場から、論述したい。 
 
１．授業中に行なう様々な学習活動 
 筆者は、昨年度より、初級フランス語の演習の授業において、このメソッドをと

り入れて会話の指導を行なっている（様々な専攻の学生を対象とした第二外国語の

初級クラスで、文法と演習の授業がそれぞれ週に一コマずつある。各クラス二十名

程度）。これらの授業においては、次のような学習活動を実施している。まず、あ

る特定の主題（例えば、休暇中の過ごし方など）についての会話を構成する例文を

提示し、その意味・発音・文法・語彙について簡単に解説する。この会話例をもと

にして、学習者は、ペアまたは小グループによる共同作業で会話文を作成し、その

対話の口頭練習をおこなう。このようなグループワークによる学習活動をとり入れ

ることによって、学生の自主的な学習への取り組みが促進されるという効果が認め

られた。毎回、授業の終わりには、フランス語による口頭試験を実施し、その日に

学んだ会話表現の定着をはかっている。その際には、学生同士の二・三人のグルー

プが、既習の会話表現を用いた対話をあらかじめ準備し、「模擬会話」を教師の前

でおこなう「グループ面接」の他に、教師・学生間で質疑応答をおこなうインタビ

ュー形式の「個人面接」も適宜実施し、予期せぬ質問にも学習者が臨機応変に返答

することができるように練習を行なっている。 
 

２．会話指導のポイント 
 次に、このメソッドを用いて会話指導を行なう際に留意すべき点について述べる。 
 
１）フランス語の会話におけるルールとテクニックの指導 

日本には「沈黙は金」という諺があるが、日本人学習者は、概して、質問され

たことには正しく答えられても、自分の方から積極的に誰かに質問をするのはど

ちらかというと苦手である。このような受動的な態度を積極的な姿勢へと変化さ

せるために、まず、フランス語の会話におけるルールとテクニックについて予備

知識を与える。 
会話中に黙り込んでしまうことはルール違反であり、質問をうけたら、すぐに

何らかのかたちで返答をする必要があるので、 すぐに返答することができない

時には、«Je ne sais pas.»（わかりません）、 «Encore une fois, s’il vous plaît.»（もう

一度言って下さい）などの表現を用いるように指導する。さらに、質問に答える

際には、短い答えで終わったりせずに、自分の方から何か新しい情報を付け加え、

会話を発展させていくことを推奨する。 
教師・学生間で個人面接をおこなう際に、最初は、主として教師の側から学生

に質問をし、 «Et vous ?»（あなたはどうですか？）という表現を用いて、質問者
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に同じ質問を返す方法を指導する。次の段階として、学生が主として質問者の側

にまわるように指導し、自分が会話をリードしていくという意識を持たせ、最終

的には、双方の間で自然で活発な対話が成立するように指導していく。 
 

２）失敗を恐れず、積極的に表現しようとする姿勢の評価 
たとえ学習者のフランス語の表現に不適切な点があったとしても、より興味深

い内容を表現しようとする努力や積極的にコミュニケーションを行なおうとす

る姿勢が認められるようであれば、それを評価する。文法・表現・発音上の間違

いについては、個人面接・グループ面接の際などに、個別に説明を加え、正しい

フランス語が話せるように指導していく。 
 

３）フランス語の自然な会話の流れを実現するための指導 
フランス語の会話文においては、 «Et»（ところで）という接続詞を文頭に用

いることによって、これから話題を変えるということが強調される。また、 «Moi»
（私は）、«Moi aussi»（私も）、 «Moi non plus»（私も～ない）などの表現をしば

しば用いて、相手と自分の状態の差異、または一致を、明確に提示しようとする。

これらの表現を適切なタイミングで用いることによって、会話の流れがより自然

なものとなるように指導する。 
 
３．学生参加型の授業形態 
 このメソッドにおいては、教師が学習者に一方的に知識を伝授するのではなく、

学習者自らが参加して、その日常生活に密着した話題を中心に会話を行なう。この

ような学生参加型の授業形態を導入することによって、学生の自主的な学習活動が

促進されるという効果が認められる。このような授業形式のメリットとして次のよ

うな点を挙げることができる。 
 
１） コミュニカティヴ・アプローチによる会話指導においては、登場人物になっ

たつもりで旅行中の会話を行なうなどといった、シミュレーションの手法を用い

た会話練習がしばしば実践されてきた。いつの日か海外旅行に行きたいという憧

れの気持ちから、このような会話練習に積極的に取り組むこともできるであろう。

しかし、むしろ、今日では、日本国内でフランス語を話す外国人に出会うことや、

ネイティヴの教師の授業に参加することも少なくない。そのような機会に、自分

の考えをフランス語で言い表すことができるようになるということは、より現実

的で身近な目標となる。 
フランス語で自己表現するという試みは、ある架空の場面を想定しておこなう

会話練習とは本質的に異なっており、リアルタイムで行なわれる会話ならではの

スリルや楽しさを味わうことができる。学習者は、対話の相手である級友や教師

と特定のトピックについて会話し、情報を交換する。自分のことを話したい、も

っとお互いのことを知りたい、という学習者の願望を満たしながら、クラスメー

ト同士が、お互いにうち解けて、なごやかな雰囲気の中で授業をすすめることが

できる。 
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２） 日本の高校までの教育においては、一般に、多人数の生徒に対して一人の教

師が板書しながら一方的に行なう一斉授業が基本であり、生徒が自分の意見を自

ら発表したり、グループで討論したりする機会は乏しい。 我が国の場合と比べ

ると、欧米では、口頭試問・発表・作文・論文指導など、多様な学習の形態が教

育課程にとり入れられており、学習者が、自己表現の方法を実践的かつ体系的に

学ぶ機会がより豊富にあるのではなかろうか。 
このメソッドでは、自分が話さなければ、授業や試験への参加が困難となり、

グループでの活動にも支障をきたす。学生達は、個人で課題に取り組む時よりも、

グループで活動を行なう時の方が、いきいきとしており、その責任感も増すよう

である。 
一斉授業では、一人一人にフランス語を話させる時間を充分に与えることは、

時間的に難しいが、このメソッドでは、教師が個別に面接を実施している間に、

学生達はペア、または小グループで自主的に会話の練習をする時間を持つことが

できる。 綴り字 « oi »は [wa]と発音するという規則を口頭で説明するだけでは、

なかなか記憶にとどまらないが、 このような会話練習の際に « moi » (私は) と
いう表現を何度も使ってみることによって、より確実にその発音を身につけるこ

とができるであろう。 
 

４．教師間の連携の必要性 
従来、大学においては、初級文法と講読の授業を並行して履修させる形式が主流

であったが、会話や演習などの授業も初級の外国語教育課程にとり入れられること

も多くなり、ネイティヴの教師と連携してティーム・ティーチングの形式で授業を

行なう体制も整ってきた。ネイティヴと日本人の教師で授業間の連携をとることが

できる体制であれば、日本人の教師が、ネイティヴの教師の授業の進度に合わせて、

会話表現に出てくる文法事項を取り出して詳しく教えていくことが可能になり、よ

り効果的である。しかし、実際には、授業間の連携がなく、ネイティヴまたは日本

人の教師が、単独で、会話指導を行なうことも少なくない。日本人の教師が単独で

会話の指導を行なう際にも、この方法を何らかのかたちで授業の中にとり入れるこ

とによって活発でいきいきとした授業を実現することが可能になるであろう。今後、

教師間のより適切な連携を実現することによって、より楽しく、効果的に外国語を

学習する環境を学習者に提供することができるのではなかろうか？ 
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