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０．はじめに：Syndrôme de Paris を巡って 

  最近朝日新聞に掲載された記事により「パリ症候群」がふたたび注目を浴びること

になった。パリ在住の日本人の中に鬱病を発する者が多く（毎年１００人程度）、中には

かなりの重症例も含まれるという。この症状を最初に報告し、Syndrôme de Paris と命名し

た Hôpital Sainte-Anne 勤務の精神科医太田医師は、「症状は異文化との違和感でフラ

ンスに適応できない人に発症する。」と述べている。そして同医師は原因として、とりわけ

言葉の問題、コミュニケーションの習慣の違いから生じる精神面でのストレスを挙げてい

る。朝日新聞の報道の元になった Libération紙の記事«Des Japonais entre mal du pays et 
mal de Paris»（2004 年 12 月 13 日付）から太田医師の見解の部分を引用してみる。«Les 
Japonais timides se sentent agressés par l'impatience des Français. Trop parler est vulgaire 
pour les Japonais, qui se font violence pour se faire comprendre. L'humour des Français 
peut aussi provoquer des sentiments de persécution chez les Japonais très sérieux».ここで

述べられていることが全ての日本人に当てはまるとはもちろん言えないが、日本人とフ

ランス人のコミュニケーションの仕方に大きな隔たりがあることは事実で、それが相互理

解や intégration の障害になる可能性がある。私たちは日頃のフランス語/フランス文化

教育の中で、この種の「差異」を意識し、積極的に取り上げてきただろうか。これからの

語学教育において、「文化・異文化間教育」の持つ意義と重要性、実践面で目指すべき

方向について考察してみたい。 

 

 

１． 学習者が持つフランスのイメージ 

日本人学習者は、フランス語やフランス文化を学習するにあたって、フランス・フラ

ンス人に対してどのようなイメージを抱いているのであろうか。毎年初回の授業で、「あ

なたの中のフランスを絵とコメントで表してください」、というのを恒例にしているが、結果

はだいたい予想通りで、一般の日本人の若者達（大学生と高校生）が抱くフランスのイメ

ージが浮び上がってくる。今年度（平成１７年度）の新入生（再履修者を含む）の答えから
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主なものを挙げてみると、圧倒的に多いのが 

・エッフェル塔 ・凱旋門（「ナントカ門」の場合も） ・ワイン ・フランスパン ・サッカー  

それに次いで  

・三色旗 ・ブランド品 ・観光 ・カフェのテラス ・ファッション ・芸術 ・映画 

なども複数の回答がある。あと、言葉で表したものとしては「高貴なイメージ」「優雅」「上

品」「おしゃれ」「みんな優しそう」「金髪、色白、青い目、鼻が高い」など、おおむね肯定的

で、また日本人が抱きがちな典型的白人のイメージがあり、少数派の答えとして「ホーム

レス」「大統領が嫌い」があった。これらの回答を見る限り、これだけ情報が氾濫する時

代になっても、日本人学生が抱いているフランスのイメージは大なり小なりステレオタイ

プ的なものであり続けていると判断せざるを得ない。そしてこの事実が表しているのは、

日本とフランスはやはり遠い関係にあるということだろうか。ステレオタイプは、例えばフ

ランスと近隣のヨーロッパ諸国というような地理的に極めて近い間柄でも、違ったタイプ

のものが存在する。異なる文化集団の間にはステレオタイプや偏見、先入観は付きもの

と言っていいだろう。近い関係の場合、人的接触の機会が多いだけに「国民性」といった

ものに関するステレオタイプや固定観念が発達してくるが、日本人とフランス人は今まで

交流が盛んだったとは言えないため、「フランス人」に関するイメージは具体性に欠け、

一方的な思いこみになりがちで、特定の目立つ個人をフランス人の代表として見てしま

いがちだ。数年前まではサッカー日本代表監督フィリップ・トルシエ氏がマスコミに露出し、

強烈な個性を振りまきながらフランス語でまくし立てていたため、彼の言動が若者の間

にかなり固定的なフランス人のイメージを植え付けたようだ。実際、「トルシエの言ってる

ことを通訳なしで理解したい」という理由でフランス語を選択した学生が何人もいた。 

 

２． フランス語教科書に見る「文化」 

一般フランス語の教科書の中に、「文化」はどのような形で現れてくるか。明示的な

ものとしては Civilisation のページやコーナーがあり、そこで扱われるテーマは「ホテル」

「カフェ・レストラン」「地下鉄」「美術館」「料理」「店」など旅行にすぐ役立つような実際的

なものから、一歩進んで「フランス人の一日」「フランスの一年」「住居」「家族」「映画」「若

者達」「学校・教育」のような、フランス人の生活、フランス社会の諸側面を伝えるものま

で様々だ。日本の教科書ではまだあまり目立っていないが、ここ数年フランスで出版され

た méthodes では文化面で approche interculturelle を強調するものが増えてきているよう

だ。そこでは一方的にフランスの Civilisation や Aspects socioculturels を語るだけでなく、

学習者が自らの文化・社会を顧み、積極的比較を試みることが勧められ、また、感想や

意見、社会の諸問題に対する解決策を考え、述べることが、言語面での獲得目標とうま

く連動するように構成されている。ここでは、２００４年にＰＵＧから出版された Rond Point 
1 を少し詳しく見てみたい。ここ数年来フランスで出版される大部分のフランス語教科書

の例に漏れず、Rond Point 1 も Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECR)に準拠していることを明示している。Rond Point 1 が目指しているのは CECR の

A1,A2 レベルの Compétences を獲得することだ。各 Unité で扱われている文化的内容と
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それに関わる Activités で興味深いと思われるものを若干挙げてみたい。 

Unité 2  Où sont papa et maman?  LES FAMILLES EN FRANCE: ここでは、現代フラ

ンス社会の多様な家族形態 (la famille nucléaire ou traditionnelle, la famille élargie, la 
famille recomposée, le couple sans enfants, la famille monoparentale, l’union libre, les 
familles pacsées, les familles homoparentales) を文章で簡潔に説明し、Et dans votre pays, 
quel est le modèle le plus fréquent? という問いかけがある。この、学習者が暮らす社会と

フランス社会の習慣、あり方の比較対照は、他の多くの activités においてもシステマティ

ックに採用されているが、この姿勢が、従来の「一方通行的」アプローチとの大きな違い

であり、l’éducation interculturelle の基本的態度を示すものであることは、明白である。 

Unité 4  Le temps des Français: 一日の生活時間 

Unité 5  BAC＋8 ?  JULES FERRY «Sans Dieu ni Roi»: フランスの教育制度 

これらはしばしば教科書で取り上げられるテーマで、目新しいことはないが 

Unité 6  La consommation des Français 
に、「フランスでは友人宅訪問、お見舞い、友人の結婚、謝礼に際してしかじかの物を贈

るが、あなたは何を贈りますか。グループで意見を交換しなさい。」という、贈答の習慣に

まつわるアクティヴィティーがある。「プレゼント・贈り物」は異文化間は言うに及ばず、あ

る文化グループ内においてさえ、地域差、年齢差、社会階層その他複数のパラメータが

支配するすぐれて社会文化的な事項であり、社会的コードからの逸脱が、思わぬ誤解や

トラブルの原因になる微妙で複雑な分野であるだけに、学習の必要性は高い。 

Unité 7  Un repas à la française 
ここではフランス式の食事を解説しながらも、やはり学習者の食習慣との比較をうながし、

それを口頭、筆記で表現すること自体が Expression の活動になっている。この中で、「あ

なたの国で食事に招待された外国人に、どんなアドヴァイスをしますか」という練習があ

るが、これは「相互型」「発信型」の activité 例としてとりわけ興味深い。実際、外国人同

士のコミュニケーションでは、互いの国のことを聞かれ、語り合う機会が多くなる。その際、

自らの文化、生活を語る習慣、そのための語彙や表現といった bagage linguistique を身

に付けていなければ、それは成り立たない。フランスに語学留学した日本人学生の感想

を読むと、大多数が「日本のことをいろいろ聞かれたが答えられなかったので、自分の国

をもっとよく知るべきだと思った」「語彙力不足を痛感した」と書いている。これは単なる知

識不足に加え、日本でのフランス語学習において、「発信」のパースペクティヴが欠如し、

そのための活動が少なすぎた結果ではないだろうか。 

Unité 9  Solutions urbaines:  Vieilles villes, problèmes modernes ! 
最後の unité では、都市問題がテーマになっている。話題は予想されるような騒音や違

法駐車の問題だけでなく、tags や graffitis、ハトの糞害、市中の集団ローラースケート移

動、ルーヴルのピラミッドの清掃、コンサートの入場待ち行列中のトラブルなど、学習者

の興味をかき立てるような、今日性のあるものが取り上げられている。選択肢の解決策

も、例えば最後の問題に対しては「人々の年齢層にあった音楽を流し、動物の着ぐるみ

を着た人たちが笑いを取ってリラックスさせる」など、話題に劣らず具体的かつユニーク
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なものがあり、とかく生真面目に考えがちな国民にとって見れば、異文化的発想の発見

の機会にもなる。 

 

３． Objectifs: Compétences culturelles/interculturelles 
以上、最近の教科書に見る、approche interculturelle の具体例を検討したが、ここで

改めて、外国語教育における異文化間教育の意味、重要性を確認したい。２１世紀を迎

え、世界はますます開かれてきている。旅行、留学、研究、ビジネス等で外国人と接する

機会が増え、発達したメディア、テクノロジーにより、海外の情報に簡単、迅速にアクセス

することが可能になった。現在国際コミュニケーション言語として圧倒的優位を保ってい

るのは英語であり、今後は中国語、スペイン語、ロシア語、アラビア語などがその地位を

高めると予測されているが、francophonie をバックにもつフランス語もそれらと同列の地

位にとどまることは疑いないし、ハイ・カルチャーに結びついた文明語・教養語としてのス

テイタスは揺るぎないものがある。 

変わり続ける世界の中で、外国語教育の果たす役割、使命にも変化が求められる

のは当然のことである。これまで目標にされてきた聞く・話す・読む・書くのコミュニケーシ

ョン４技能に加え、Compétence interculturelle が教員と学生の両方に求められるようにな

ってきている。とくに、日本人とフランス人というような対極的コミュニケーション方法をと

る両者の間では、ネイティヴ教員と学習者の間に実際の blocage が生じ、誤解はまだしも、

最悪の場合、拒絶から無関心に至ってしまう場合さえある。これは見方を変えれば両者

にとって異文化体験そのものであるし、日本人教員もここから学ぶことは多い。異文化

間相互理解において問題になるのは単なる知識、テクニックを超えた、他者との関わり

における態度、姿勢といったものであり、理解は双方からの解釈の努力によってしか生

まれない。そして幸いそこに至った場合、両者のアイデンティティーには何らかの変容、

進化が生じているはずである。世界各地で文明間の対立が表面化し、衝突が多発して

きている現在、外国語教育/学習の中の文化・異文化間教育部門は存在意義と重要性

がいっそう高まっている。文化的他者同士が互いのアイデンティティーを保ちつつ、理解

し合うのは簡単なことではない。それだけに、学習の早い段階からいろいろなメディア素

材や映画等のdocuments authentiquesを多用し、異文化に対する感受性と客観的な見方

を養っていくことが肝要ではないだろうか。また、問題解決的シチュエーションを含む

actes de paroleのようなシミュレーション練習を積極的に取り入れることで、外国語学習に

緊張感と現実感が生まれ、それが授業の活性化にもつながっていくと考える。 
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