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1. 「新型パターンプラクティス」の目指すところ 

 ここ数年、会話の授業において、新しいタイプのパターンプラクティスを実践している。

この「新型パターンプラクティス」は、日本の第二外国語が置かれている現状の問題点を

解消するべく開発したもので、次の 4 点を目指している。 

 まず、筆者自身の学生時代の経験から、会話の授業において、学習者が実際に話し

ている時間は短いということがわかっている。学習者が順番にあてられて発言するという

やり方では、時間を全部合計しても 1 人が数分話すのが限度であると思われる。会話の

授業では、何回も同じ表現を繰り返し練習し、授業が終わる頃にはその表現が口をつい

て出るようにすることが重要であると考えられる。 

 次に、 近フランスで出版される教材にはコミュニケーションを目的とした練習問題が

含まれるようになったが、日本の第二外国語の学習者には難しすぎるようである。例え

ば、会話を聞いて「相手を誘う表現」を確認した後、すぐに隣の人をどこかに誘って答を

もらうという練習は、フランス語の知識が少ない第二外国語学習者には無理である。相

手を誘う表現のほかに、誘う場所・日付・時刻・誘いを受ける・謝る・断るなどの表現を十

分に練習してからでないと、学習者は口を開かない。 

 それでは会話練習だけに特化すればよいかというと、やはりそこに含まれている文法

事項も知りたいという要求が、学習者にはある。これは筆者がインドネシアに 1 年間滞在

した際に、文法説明無しでインドネシア語を学んだ経験から発する感想である。たくさん

の表現を教えてもらい、そこに文法規則らしきものを発見した場合、その規則を教授して

もらえればもっと表現を豊かにすることができるのにと残念に感じたことが何回もあっ

た。 

 後に、CALL 教室の設置が進んでいる今の時代、この便利な道具を利用できるよう

な練習方法が必要であり、CALL にも応用できるような練習の作成を目指した。 

 

2. 「新型パターンプラクティス」の基礎となる理論 

 新型パターンプラクティスの基礎となっているのは、1970 年代まで広く使われていた

「パターンプラクティス」である。パターンプラクティスとは、「モデルとなる文の模倣・反復

練習をした後で、教師の指示(cue)に従って、モデルの構成要素を入れ替えたり、拡張し

たりして行う文型練習」を指す。1)

パターンプラクティスに関しては、主に２つの欠点が指摘されている。 
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欠点 1. 「構造偏重で機械的な練習が多く、学習者の興味を失わせ」る。 

欠点 2. 「実際の場面で言語を使用する能力が十分伸びない。」2)

しかし、パターンプラクティスには大きな長所もある。それは、何回も同じ構造を口頭

練習することにより、その構造を学習者に習慣づけることができた点である。この長所を

残しつつ、２つの欠点を解消するために開発したのが、新型パターンプラクティスであ

る。 

 

3. 新型パターンプラクティスの紹介 

 以下に紹介するのは、「所有形容詞」「形容詞の一致」という文法項目を学習するため

に作った教材である。学習者は、まず「所有形容詞」と「形容詞の一致」について文法の

説明を受ける。文法規則を理解した上で、2 人でペアを組み、(1)Jeanについての会話を

行う。3)次に、(2)Meiについての会話を同じパターンで行う。実際の教材には、同じ様式で

(3)(4)の絵も載せてあり、学習者は同じパターンを何回も口頭練習するようになっている。
4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) Jean

日 仏 

仏 

日 中 

中 

(2) Mei 

A: Voilà Jean.  Il est français. 
B: Alors ses parents sont français 
aussi? 
A: Son père est français, 
mais sa mère est japonaise. 

 

4. 普通教室での実践方法 

 上記の教材を普通教室で使う場合は、次の手順で行っている。 

(1) 教員が問題を説明する。 

(2) 学習者が、教科書の必要箇所を参照しながら、ペア練習する。 

(3) 形容詞の一致などの注意点の指摘を受けながら、教員の後について全

員でリピート練習をする。 

(4) 教員がパターンの一部を隠した状態で板書し、それを見ながら学習者は

同じペア練習をする。(板書例 A: Voilà ......  Il ..     ....  B: Alors ses 

parents sont français aussi? ....) 

(5) 確認のリピート練習を、教員の後について全員で行う。 

(6) 教員がパターンのさらに多くの部分を隠した状態で板書し、それを見なが

ら学習者がペア練習する。 

(7) 確認のリピート練習を、教員の後について全員で行う。 

(8) 後に、絵だけを見ながら学習者がペア練習をする。 

 要約すると、フランス語のヒントを段階的に減らしていき、 終的には絵だけを見なが

ら、同じパターンで繰り返し会話練習するという手順である。 

 

5. 学習者が口頭練習を行う時間 
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 以上のような練習を行った場合、授業時間のどれぐらいを口頭練習に使うことができて

いるのかを計測する実験を行った。5)測定対象となったクラスは、学習院女子大学 2003

年度初級フランス語の後期の授業 5 回である。11 月 26 日、12 月 1 日、12 月 4 日、12

月 8 日、12 月 10 日、以上 5 回の授業をテープに録音し、後日それを聞いて練習内容を

分析した。その結果、「学習者のペア・パターン練習」には授業時間の 36％、「教員の後

についてのリピート練習」には 15％、「教員の説明を交えながらのリピート練習」には

11％、「発音練習」には 4％を費やしていることが判明した。6)従って、合計で 66％の時間

を口頭練習に使っていたことがわかる。残りの 34％の時間は、教員による説明と筆記練

習にあてられていた。 

 授業時間の 3 分の 2 を口頭練習に使える教材は、第二外国語フランス語の会話授業

に適切であると思われる。 

 

6. CALL 教室での実践方法 

 学習の手順を第 4 章で説明した際、同じパターンから段階的にヒントとなるフランス語

を削っていくと述べた。普通教室での授業では、この段階的削除を、教員が板書で行わ

なければならない。これは、板書にスピードが要求されるのでかなり神経を使う作業であ

る。もし、段階的にヒントが削除されている出来上がった教材があれば、教員はそれを提

示するだけですみ、便利である。これを実現したのが、CALL 用の新型パターンプラクテ

ィス教材である。 

 「(1)ヒントを少しだけ削った教材」、「(2)大分削った教材」、そして「(3)絵だけにした教

材」を、ホームページに載せておく。学習者は、まず(1)の教材のページを開き、ペア練習

を行う。そのページの下方にはハイパーリンクが貼ってあり、そこをクリックすると(2)の教

材へ飛べるようになっている。学習者は(2)のページへ飛び、そこの教材を使ってペア練

習を行う。そのページの下方にもまたハイパーリンクが貼ってあり、そこをクリックすると

(3)の教材のページへと飛べるようにしておく。以上の教材をホームページ上に用意して

おけば、授業のリズムも良くなる上に、教員はより学習者の会話の指導に専念できるの

である。 

 

7. LL 教室での実践方法 

 LL 教室には、大抵の場合書画カメラが装備されている。教員は、上記のホームページ

からダウンロードして印刷した教材を持参し、書画カメラを使ってその教材を学習者に見

せればよい。板書の必要がなくなるので、やはり便利である。 

 

8. 評価方法 

 時間の3分の2を使って口頭練習に専念する授業なのだから、評価も口頭中心に行わ

なければならない。もし一人一人の学習者にインタビューする形式でテストを行うと、膨

大な時間がかかってしまう。従って、全員を一斉にテストできる方法が必要である。この

ため、LL 教室を利用したテストを実施している。 

 第 3 章で紹介した例をテストでとりあげる場合、まずテスト問題用紙に同じような絵を印

刷しておく。パターンの会話は印刷せずに、絵だけを受験者に渡すのである。この問題

用紙を配布した後、教員が「皆さんにフランス語で質問します。授業で学習したようにフ

ランス語で答えて下さい。」と指示を出す。そして、全員に向かって"Voilà Jean. Il est 
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français. Ses parents sont français aussi?"と質問する。質問は全員のヘッドホンに同時

に到達し、テスト受験者は各自のマイクに向かって一斉に"Son père est français, mais 

sa mère est japonaise."と答える。以上の教員と受験者との会話を、教員卓のコンソール

で一斉録音する。この方法で、全員同時にテストを行うことが可能となる。教員は、受験

者から回収したカセットテープを持ち帰り、それを聞いて採点するのである。 

 

9. 今後の展望 

今回のアトリエで発表した内容は、平成１６年度の科学研究費補助金「基礎研究

(A)(1)国立大学外国語サイバー・ユニバーシティ用コンテンツ開発研究」の基礎研究とな

っている。CALL 教室で、段階的にヒントを減らして 終的に絵だけを見ながら会話練習

するという方法に、現段階では静止画像だけを利用しているが、そこに動画を用いたり、

音声を聞けるようにしたりすれば、より豊かな教材となる。科学研究費補助金を用いて、

現在の技術を駆使した会話教材の実現を計画している。 

 

注 

1)  白畑他, 2002, p.225。 

2) 白畑他, 2002, p.225。 

3) 実際の教材では、パターン会話の所有形容詞の部分がかっこ抜きになっていて、学

習者はまずそこを自力でうめて、会話を完成させることになっている。この時点で、所

有形容詞の使い方を理解できているかどうかが確かめられる。 

4) 井上他, 2001, p.28。 

5) 実験の詳細は、井上, 2005, pp73-81 参照。 

6) この記事では紹介していないが、『絵を見て話そうフランス語』には発音練習も含ま

れている。 
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