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1. 目的 
 ここ数年、第二外国語の中級フランス語で、France 2 のビデオ録画を使い、CALL
教室でききとりを行っている。なぜ France 2 を素材として用いるのかというと、

時事問題を扱うことによって、学習者にフランス語を身近な存在に感じてもうら

うためである。そして CALL 教室でききとりを行う理由は、学習者が自分のペー

スで学習することを可能にしてくれるからだ。本稿では、学習者がその点を生か

し、ききとりのストラテジーを段階的に身につける試みについて紹介する。 
ききとりのストラテジーはいろいろあるが、ここで習得を目指すストラテジー

は「既に持っている知識を、上手に使って聞く」というものである。第二外国語

の学習時間は限られており、「新しい語彙を飛躍的に増やすことによってききとり

を上達させる」という方法をとることは難しい。そこで、「既に持っている知識（第

2 章で詳しく説明）」を、「上手に使って聞く（第 3 章で詳しく説明）」練習を行っ

ている。 
 
2. 既に持っている知識 
2.1. 既に持っている知識とは？ 
 二外中級履修者が既に持っている知識として、筆者は次の 4 種類を考えている。 
 
 ①初級で学習する基本的な語： 数詞, plus, toujours, pour, maisなど。 
 ②英語に類似した単語： français, américain, hormones, général, importantなど。 
 ③有名な固有名詞： Atlantique, Louvre, Parisなど。 
 ④日本語に外来語として存在しているフランス語：mode, café, gâteau など。 
 
 そして、これらの単語をかっこ抜きにしたききとり問題を作成している。例え

ば、上で下線を引かれた単語は、2003 年度の実際の授業でかっこ抜きにされ、以

下の問題ができあがった。 
 
   Ce premier cas de Vache (folle) aux États-Unis ne doit pas inquiéter les 
consommateurs (français)<hint="国籍">.  Notre pays n'importe presque (plus) <hint="
否定表現"> de viande de bœuf (américain)<hint="国籍"> depuis (88) <hint="算用数字

で">, car outre-(Atlantique) <hint="地名">, les éleveurs utilisent des (hormones) <hint="
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英語類似"> de croissance.  
"Vous demandez en (général) <hint="英語類似">la provenance de la viande?" 
"Oui, je regarde (toujours) <hint="頻度の副詞"> les étiquettes chez mon boucher.  Et je 
m'informe.  C'est sûr, c'est très (important) <hint="英語類似">.... 
 
 パソコンの画面上では、例えば 2 行目の français の部分は空白のかっことなり、

すぐ後ろに「ヒント」と書かれたアイコンが表示される。「ヒント」アイコンをク

リックすると、「国籍」という内容が表示され、学習者はこのヒントを参考にして

かっこを埋めていく。しかし、いつまでもヒントを参考にしていたのではだめで、

最終的には自力で上記の 4 種類の語彙がききとれるようにならなければならない。

そこで、段階的にききとりの難易度を上げていく必要が出てくる。 
 
2.2. 難易度１～３のききとり 
 授業では常に３つの難易度のききとり教材が用意されている。難易度１のきき

とりは、2.1.章で紹介したようなヒント付きのききとりで、かっこの数は 10 個で

ある。学習者は、France 2 のビデオ録画をパソコン上で見ながら、自分のペース

で難易度１のききとりを行う。採点ボタンをクリックすると自動添削されるので、

正解を確認し、難易度２のききとりへと進む。 
 難易度２のききとりは、下の例が示すように、かっこの数は 10 個と変わらない

が、ヒント無しのききとりとなる。ききとりに使う素材は、難易度１とは異なる

ニュースを使用する。例えば 3.1.章の難易度１のききとりには、「アメリカで初め

ての狂牛病が発生したが、88 年から既に米国産牛肉が禁輸のフランスには大きな

影響は出ない。」という内容のニュースを使ったが、難易度２のききとりには「狂

牛病が原因でクロイツフェルトヤコブ病になったと考えられるフランスの患者」

のニュースを用いた。難易度１と２で異なるニュースを使う理由は、学習者を飽

きさせないためと、もっと多くの情報を知ってもらうためである。 
 

C'est en juin dernier (juste) après son accouchement que l'(on) a décelé la maladie 
(chez) une jeune femme de (trente) ans.  C'est le (cinquième) cas de la (forme) humaine 
de la maladie de la (Vache) folle identifié en (France) ces (deux) dernières (années). 
 
 難易度２を自分のペースで行い、さらに時間に余裕がある学習者は、難易度３

のききとりへと進む。難易度１と２のかっこ数が 10 個と決まっていたのに対し、

難易度３のかっこ数には上限がない。ヒントも無い。そして、複数のかっこが連

続することもあり得る。つまり、自力でききとれると思われる単語はすべてきく

ように要求されるのである。ききとりに使う素材には、難易度１・２とは異なる

ニュースが使われる。例えば、狂牛病を扱った授業では、「群れの中で 1 頭でも狂

牛病の牛が発見されると、群れごと処分されるという処分方法に疑問の声があが

っている。」という内容のニュースを使った。 
 

La fin de cette (politique) est préconisée par l'Afssa qui a rendu son (rapport) 
(aujourd'hui), l'Agence de (sécurité) sanitaire.  (Mais) elle n'interviendra que (très) 
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(progressivement). La (réaction) des éleveurs et des (consommateurs), レポーターの名

前. 
   Il est né la nuit dernière, et pourtant il sera abattu. Un (cas) d'(ESB) découvert lundi 
dernier, et tout le troupeau, les (260) bêtes de Robert sont condamnées. 
 
 筆者が担当するクラスでは、すべての履修者が難易度３まで進むわけではない。

最も学習速度が速い履修者１～２名が、難易度３を終了する程度である。その間、

学習速度が遅い履修者は、難易度１で授業時間を終了してしまうが、それでかま

わないと考えている。各履修者は、学習のレベルやペースが異なっており、段階

的に「既に持っている知識」を反映した語彙をききとれるようになることを目指

す場合は、個別学習が最も効果的であると思われる。このような学習は、普通教

室では実現が難しく、CALL 教室の特徴を生かした学習形態である。 
 
3. 上手に聞く 
3.1. 上手に聞くとは？ 
 第 2 章で述べた「既に持っている知識を、上手に使って聞く」というストラテ

ジーのうち、「既に持っている知識」については前章で説明した。今度は「上手に

使って聞く」について解説する。このストラテジーは、さらに 3 項目に分けられ

る。 
 (1) ききとれた語をつなぎ合わせて、全体の意味を想像する。 
 (2) ビデオの映像や背景音を利用する。 
 (3) 前提知識を使って、トップダウンのききとりを行う。 
 この 3 項目の習得のために、前章の３段階のききとり問題とは別に、「全体的な

ききとり問題」を用意してある。 
 
3.2. 全体的なききとり問題 
 以下は、狂牛病をテーマとして扱った授業で使用した「全体的なききとり問題」

である。 
質問１：女性キャスターの話の後、金髪の女性がインタビューを受けます。どの

ようなことを言っていますか？ 
質問２：女性のインタビューの後、肉屋や市場の場面では何が言われていますか？ 
質問３：その後、男性がインタビューを受けています。何を言っていますか？ 
質問４：その後の牧場の映像では、どのようなことが言われていますか？ 
質問５：最後のレストランのシーンでは、どのようなことが言われていますか？ 
 
 学習者は、前章の難易度１の細かい語彙をききとる練習を始める前に、同じニ

ュース録画を使って、まず上述の「全体的なききとり」練習を行う。録画の最初

から最後までの大枠を理解できれば、上の５つの質問に答えられるようになって

いる。これは全体的な意味を掴み取る練習なので、同じ所を何回も繰り返して見

るのではなく、録画をノンストップで流して見ながら行う注意が必要である。 
 例えば問題１に関しては、viande, oui, très important などの表現をききとり、肉

についての情報を記してあると思われる掲示板の映像を参考にすれば、大体の答
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を掴み取ることができる。すなわち、金髪の女性は、肉を買うときにはどのよう

な肉であるかに注意することが大切であると述べているのである。つまり、前述

の 
 (1) ききとれた語をつなぎ合わせて、全体の意味を想像する 
 (2) ビデオの映像や背景音を利用する 
という２項目の訓練なのである。また問題４に関しては、「88 年から米国産の牛

肉はフランスへは輸入禁止となっている」という前提知識が重要な役割を果たす。

この前提知識を持っていれば、88 tonnes des USA, 0.001%という字幕や、pas de 
bœuf américain, embargo などの表現が有効に活用できて、フランスはアメリカから

牛肉を輸入していない旨の説明がなされているという大体の意味を掴み取ること

ができるのだ。 
 つまり問題４は、上の(1)(2)のほかに、 
 (3) 前提知識を使って、トップダウンのききとりを行う。 
という訓練も兼ねていることになる。トップダウンのききとりとは、自分が前も

って持っている知識を働かせて、これからききとる内容を予測しながらききとる

ことを意味する。前提知識をどのように学習者に与えるかについては、井上 2004
をご参照いただきたい。 
 全体的なききとりの練習を、普通教室でビデオ 1 台を用いて行うことも可能で

はあるが、すばやく意味を掴み取れる学習者もいれば、ゆっくりと考える必要が

ある学習者もいる。従って、やはり CALL 教室で、自分のペースで個別に学習し

た方が効果があがると考えられる。 
 
4. まとめ 
 第二外国語のききとりにおいては、週 2 コマ程度という時間的制約を考慮する

と、新しい語彙を増やすのではなく、「既に持っている知識を、上手に使って聞く」

というストラテジーの習得を目指すことが望ましい。 
「既に持っている知識」とは、「初級で学習する基本的な語・英語に類似した単

語・有名な固有名詞・日本語に外来語として存在しているフランス語」を指す。

これらの語が確実に聞けるようになるために、3 種類の難易度のききとり問題を

用意し、ききとりの段階的な上達を促す。 
「上手に使って聞く」とは、３段階の難易度の練習を経てききとれるようにな

った語をつなぎ合わせ、全体の意味を想像する方法の他に、ビデオの映像や背景

音を利用したり、前提知識を使って、トップダウンのききとりを行う方法をも含

有する。 
以上のような多重構造を成すストラテジーの訓練のためには、学習者が自分の

ペースで学習できる CALL 教室が理想的であり、普通教室よりも学習の効果が上

がると期待できる。 
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