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はじめに 
 
 

高等言語教育研究所長 江澤照美 
 
高等言語教育研究所年報『ことばの世界』を今年度も発行する。通算で第 7 号となる。本号に
は寄稿された論文 3 編、研究ノート 4 編、実践報告 1 編のほか、本研究所の活動報告を掲載し
ている。寄稿者ならびに今年度の本研究所の活動にご参加ご協力いただいたすべての皆様に

この場を借りて厚く御礼申し上げる。 
平成 26 年(2014 年)度の本研究所の以下の通りである。活動内容の詳細については、本号の
活動報告のページをそれぞれご参照いただきたい。 
 
1．公開講演会の開催 
2．言語教育研究会の開催 
3．多言語競演レシテーション大会の開催 
4．外国語多読用図書の充実 
5．英語・スペイン語多読活用の推進 
6．CALL教室を利用した外国語自主学習支援 
7．外国語授業改善研修会の開催 
8．学生自主活動支援 
9．言語資料の展示 
 
グローバル人材育成推進事業の中核をなす iCoToBa（多言語学習センター）との連携は昨年
度からの検討課題のひとつであった。今年度、第16回言語教育研究会において、iCoToBa教員
の研究発表（外国語学部教員との共同研究によるものも含む）や参加があった。年報にも

iCoToBa 教員の教育実践報告を掲載した。今後もこのような形で、iCoToBa との連携を推進する
ことは、言語教育研究会の内容充実のみならず本学の外国語教育のさらなる発展につながるに

違いない。 
学生の iCoToBa利用頻度は多少個人差があるようだが、熱意ある担当教員のおかげで多くの

学生が留学準備や留学後のブラッシュアップなどのために、正規の授業外の学習を継続してい

る。iCoToBa の活動に加えて、本研究所が従来から実施している活動に参加することにより、本
学の学生は日本にいながらにして言語運用能力を伸ばしうる環境に身を置いていることになる。 
本学図書館に専用のコーナーが設置されている多読図書は今年度も学生の利用が順調に続

いている。利用が多い一部の図書は傷みが目立つようになったとの図書館からの報告を受け今

年度買い換えを実施した。CALL 教室を利用した外国語自主学習支援も今年度活動を継続して
いる。このような学生の自律的な外国語学習のバックアップを、今年度も運営委員や多くの方々

の協力により成し遂げることができた。 
学生自身がおこなう勉強会等の自主活動支援については毎年前期 6 月に募集をかけ、きちん
とした学習計画案を提出した学生有志グループに研究所として支援をおこなっているが、今年度
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から前期後期各 1 回募集をかけることにした。また、これまで支援対象は勉強会に活動を限定し
ていたが、今年度より教育研究に関する活動についても申請があれば運営会議で審議し適切と

認めたものについて助成をおこなうこととした。その成果は言語教育研究会にて発表を義務づけ

るのは従来と同様である。 
本年報末尾には研究所ウエブサイトにある『ことばの世界』の原稿執筆要項を転載した。執筆を

希望される方はご参照いただきたい。  
 

 
平成 26年(2014年)度 研究所会議構成員 
研究所長   江澤 照美 （ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻） 
外国語学部長   吉池孝一 （中国学科） 
教育研究審議会委員  広瀬恵子 （英米学科） 
および下記の運営委員 
 
英語教育部門           宮浦国江 （英米学科） 
日本語教育部門  東 弘子 （国際関係学科） 
CALL / ICT 部門 大森裕実 （英米学科） 
 
運営会議構成員（運営委員）および担当 
所長代理 堀田英夫 （ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻） 
研究会・講演会 月田尚美 （中国学科） 
レシテーション大会 高橋慶治 （国際関係学科） 

森田久司 （英米学科） 
『ことばの世界』編集 石野 好一 （ヨーロッパ学科フランス語圏専攻） 
学生自主学習支援 平井 守 （ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻） 
展示 吉池 孝一 （中国学科） 
 
担当職員 山田登志子 (学務課) ［平成 26年 4月から 10月まで］ 

曽根原誠 （学務課）［平成 26年 11月から平成 27年 3月まで］ 
 
 
研究所ウエブサイト http://www.for.aichi-pu.ac.jp/gengoken/index.html 
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Multilinguisme et multiculturalisme au Japon : 
défis et perspectives 

ou comment susciter la motivation dans l'apprentissage des langues en milieu 
universitaire 

Morgan Dalin 

Office of Global Human Resource Development 

 

La présente contribution fait suite à une intervention réalisée dans le cadre d'une série de 
conférences sur l'enseignement des langues au Japon, tenue le 07 août 2014 au sein de 
l'Université préfectorale d'Aichi1. Nous y traitions des problèmes d'acquisition des langues et 
de l'importance de la motivation tout au long de leur apprentissage en milieu universitaire. 
L'intervention se basait sur l'analyse de l'expérience de l'enseignant dans le cadre du 
programme « Office of Global Human Resource Development » (グロバール人材育成推進
室) financé par le Monbu-kagaku-shō 2 et mise en place par l'Université préfectorale d'Aichi 
en avril 2013. 

Reprenant cette thématique, cet article propose donc de s'intéresser dans un premier temps à la 
notion de motivation afin de bien concevoir son importance tout au long du processus 
d'acquisition des langues. Nous analyserons ensuite une série - non exhaustive - de facteurs 
nuisant à la motivation et aux performances linguistiques d'une frange d'apprenants japonais 
en contexte hétéroglotte. Enfin, nous évoquerons quelques axes pédagogiques privilégiés dans 
le cadre des cours dispensés à iCoToBa et dirons en quoi ils peuvent permettre d'accroître la 
motivation chez les étudiants et aider à former des individus dotés de réelles aptitudes 
linguistiques et communicationnelles. 

 

 

 

 

                                                            
1 Aichi Kenritsu Daigaku (愛知県立大学) : Université préfectorale d'Aichi 
2 Monbu-kagaku-shō (文部科学省) : Ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et 
de la Technologie 
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I - La motivation, un facteur décisif dans l'apprentissage des langues 

a) - Définition de la motivation 

Si l'on se réfère à son étymologie, le terme « motivation » vient du latin « movere » signifiant 
« se mouvoir, se déplacer », ce qui « confirme sa vertu première : début et source de tout 
mouvement. » (Vianin, 2006, page 21). La notion de mouvement est donc à  l'origine même de 
la motivation. Toujours selon Vianin, « sans cette mise en mouvement initiale, sans cet élan du 
cœur, de l'esprit - et même du corps, tout apprentissage est impossible.  »  Ceci nous fait 
prendre conscience de l'importance que revêt la motivation dans le processus d'apprentissage. 
« Véritable moteur de l’activité, elle assure, en plus du démarrage, la direction du « véhicule » 
et la persévérance vers l’objectif qui permet de surmonter tous les obstacles » (Vianin, p.21). 

Toutefois, outre son étymologie, il semble délicat de donner une définition unique de cette 
notion. Ainsi, selon Galand et Bourgeois, « dans le champ de la motivation, il n'existe pas à 
l'heure actuelle de théorie unifiée. » (2006, p.24) Vianin abonde également dans ce sens en 
disant que « les définitions de la motivation sont multiples [car] elles se rattachent souvent à 
des « écoles » particulières » (p.23). 

M. Williams et R. L. Burden (1997) donnent cependant une définition claire de la motivation en 
la qualifiant d'« état d'éveil cognitif et émotionnel qui mène à une décision consciente d'agir et 
qui provoque une période d'effort intellectuel et/ou physique, pour atteindre un but fixé au 
préalable. »3  
Cette approche rejoint celle de R. Viau (1994) pour qui la motivation est un « état dynamique 
qui a ses origines dans les perceptions qu'un élève a de lui-même et de son environnement et 
qui l'incite à choisir une activité, à s'y engager et à persévérer dans son accomplissement afin 
d'atteindre un but. » (Chapitre 1, page 7).  

Enfin, si pour F. Ishikawa la motivation «  n'est pas l'unique facteur rentrant en compte dans la 
mise en route du processus acquisitionnel (2009) », c'est celui qui détermine le plus fortement 
les performances (Dörnyei, 2005). 

En se basant sur ces quelques approches définitoires, nous pouvons donc dire que la 
dynamique complexe qu'est la motivation est une notion fondamentale résultant d'une 
interaction entre plusieurs facteurs que nous pouvons classer en deux catégories. 

 
                                                            
3 « a state of cognitive and emotional arousal which leads to a conscious decision to act, and which 
gives rise to a period of sustained intellectual and/or physical effort in order to attain a previously set 
goal (or goals). » (p.120). BURDEN R. L., WILLIAMS M., 1997, Psychology for Language Teachers: 
A Social Constructivist Approach. 
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b) – Motivation intrinsèque et motivation extrinsèque 

En effet, nous pouvons distinguer les facteurs internes et les facteurs externes au sujet, et ainsi 
différencier deux types de motivation : la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. 
Vianin (2006) distingue pour sa part les deux catégories à l’aide de deux prépositions : motivé 
« pour » (motivation intrinsèque) et motivé « par » (motivation extrinsèque) (p.29). 

La motivation intrinsèque, tout d’abord, est « l’attrait de l’activité pour elle-même (Lieury 
& Fenouillet, 1996, p.39), « indépendamment des éventuelles satisfactions ou récompenses 
extérieures que lui procure l’activité. L'apprenant souhaite donc approfondir le sujet et 
poursuivre son apprentissage pour le plaisir, par curiosité et pour son intérêt personnel. » 
(Vianin, 2006, p.30). Ce type de motivation est diminué par les renforcements (récompenses), 
car la personne en devient dépendante et n’est donc plus motivée pour l’activité elle-même, 
comme l’ont montré certaines expériences en laboratoire. 
 
Concernant la motivation extrinsèque, sa source se situe « à l’extérieur du sujet ». « Ce sont 
les renforcements, les feed-back, et les récompenses qui alimentent la motivation. L’élève 
effectue ici une activité pour en retirer un avantage ou pour éviter un désagrément. » 
C’est d’ailleurs cette motivation que décrit l’approche béhavioriste. Elle comporte 
cependant un risque, à savoir « qu’en détournant les élèves de l’objet lui-même de 
l’apprentissage, on risque de le détourner aussi d’un apprentissage réellement signifiant » 
(Vianin, 2006, p.30). 

Ainsi, si la motivation extrinsèque peut être une dynamique suffisante à certains apprenants 
pour atteindre les objectifs fixés, la motivation intrinsèque semble de loin la plus importante 
pour aboutir à des résultats probants en terme de réelle maîtrise des langues. Elle résulte d'un 
intérêt pour le sujet d'étude lui-même, fait appel à la sensibilité émotionnelle du sujet et le 
pousse à répondre aux stimuli en adoptant une attitude positive forte allant bien au-delà du 
cadre pédagogique. 

Or, si nous analysons à présent le cas de l'enseignement des langues au Japon, nous 
remarquerons qu'un certain nombre de facteurs relèvent de la motivation extrinsèque au lieu 
de favoriser la motivation intrinsèque synonyme de meilleure appropriation des langues par les 
apprenants.  
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II - Les facteurs qui influent sur la motivation et sur les performances des apprenants 
japonais 

En effet, malgré un bagage académique souvent conséquent, un certain nombre de locuteurs 
japonais ne parvient pas à mobiliser ses connaissances et à s'exprimer correctement dans une 
langue autre que le japonais. Nous allons donc à présent voir en quoi ceci est souvent dû à un 
mauvais apprentissage des langues et à un manque de motivation intrinsèque. 

a) - La politique d'enseignement des langues au Japon 

Premièrement, l'enseignement des langues au Japon apparaît bien souvent comme très (voire 
trop ?) académique. Les langues sont plus souvent étudiées qu'elles ne sont apprises4 
véritablement par les étudiants. Elles sont souvent inculquées en japonais de façon théorique 
par des non natifs et mettent l'accent sur l'écrit (étude de structures grammaticales complexes 
et parfois inusitées, mémorisation de listes de vocabulaire superfétatoire et souvent désuet, 
utilisation d'un jargon spécialisé dans la langue cible à un stade précoce de l'apprentissage). 
Ainsi, il est plutôt surprenant de constater que de nombreux étudiants connaissent le schéma 
phonatoire du français par cœur alors qu'ils peinent à distinguer certains phonèmes à l'oral et 
que des classes entières d'étudiants connaissent des termes tels que « nominalisation » ou 
« fonction adjectivale » alors qu'ils parviennent tant bien que mal à exprimer une idée simple 
dans la langue cible ou ignorent certains mots de base. 

Une approche essentiellement théorique fait de la langue un objet d'étude et non pas un outil 
d'expression et de communication, ce qu'elle est intrinsèquement (Dmitri Petrov). Elle est de 
fait perçue par l'étudiant comme une matière banale qu'il convient d'étudier au même titre que 
les sciences, les mathématiques, l'histoire ou la géographie. Les langues sont alors apprises 
dans l'unique but de réussir un examen tel que le sentâ shiken (センター試験5) ou afin de 
mieux se positionner sur le marché du travail au terme des études. Dès lors, l'apprentissage est 
motivé par une raison externe, relevant de la motivation extrinsèque. Ce qui est conçu comme 
une source de motivation par l'apprenant n'est en fait qu'une raison initiale comme par 
exemple le fait de vouloir réussir un examen. Dans certains cas, l'étudiant peut se décourager 
rapidement et ne pas trouver les ressources suffisantes pour maintenir cette dynamique 
motivationnelle indispensable à une acquisition significative de la langue. Chez certains, ceci 
se manifeste par une mauvaise maîtrise de la langue après plusieurs années d'études, ou par un 
abandon en cours d'apprentissage.  

                                                            
4 « étudiées » signifie ici que les langues sont l'objet d'un apprentissage théorique et livresque au lieu 
d'être « apprises » en se basant sur la pratique et l'expérience de ses erreurs. 
5 examen d'entrée à l'université équivalant au baccalauréat français. 
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II - Les facteurs qui influent sur la motivation et sur les performances des apprenants 
japonais 

En effet, malgré un bagage académique souvent conséquent, un certain nombre de locuteurs 
japonais ne parvient pas à mobiliser ses connaissances et à s'exprimer correctement dans une 
langue autre que le japonais. Nous allons donc à présent voir en quoi ceci est souvent dû à un 
mauvais apprentissage des langues et à un manque de motivation intrinsèque. 

a) - La politique d'enseignement des langues au Japon 

Premièrement, l'enseignement des langues au Japon apparaît bien souvent comme très (voire 
trop ?) académique. Les langues sont plus souvent étudiées qu'elles ne sont apprises4 
véritablement par les étudiants. Elles sont souvent inculquées en japonais de façon théorique 
par des non natifs et mettent l'accent sur l'écrit (étude de structures grammaticales complexes 
et parfois inusitées, mémorisation de listes de vocabulaire superfétatoire et souvent désuet, 
utilisation d'un jargon spécialisé dans la langue cible à un stade précoce de l'apprentissage). 
Ainsi, il est plutôt surprenant de constater que de nombreux étudiants connaissent le schéma 
phonatoire du français par cœur alors qu'ils peinent à distinguer certains phonèmes à l'oral et 
que des classes entières d'étudiants connaissent des termes tels que « nominalisation » ou 
« fonction adjectivale » alors qu'ils parviennent tant bien que mal à exprimer une idée simple 
dans la langue cible ou ignorent certains mots de base. 

Une approche essentiellement théorique fait de la langue un objet d'étude et non pas un outil 
d'expression et de communication, ce qu'elle est intrinsèquement (Dmitri Petrov). Elle est de 
fait perçue par l'étudiant comme une matière banale qu'il convient d'étudier au même titre que 
les sciences, les mathématiques, l'histoire ou la géographie. Les langues sont alors apprises 
dans l'unique but de réussir un examen tel que le sentâ shiken (センター試験5) ou afin de 
mieux se positionner sur le marché du travail au terme des études. Dès lors, l'apprentissage est 
motivé par une raison externe, relevant de la motivation extrinsèque. Ce qui est conçu comme 
une source de motivation par l'apprenant n'est en fait qu'une raison initiale comme par 
exemple le fait de vouloir réussir un examen. Dans certains cas, l'étudiant peut se décourager 
rapidement et ne pas trouver les ressources suffisantes pour maintenir cette dynamique 
motivationnelle indispensable à une acquisition significative de la langue. Chez certains, ceci 
se manifeste par une mauvaise maîtrise de la langue après plusieurs années d'études, ou par un 
abandon en cours d'apprentissage.  

                                                            
4 « étudiées » signifie ici que les langues sont l'objet d'un apprentissage théorique et livresque au lieu 
d'être « apprises » en se basant sur la pratique et l'expérience de ses erreurs. 
5 examen d'entrée à l'université équivalant au baccalauréat français. 

La véritable acquisition d'une langue et des éléments culturels qu'elle véhicule ne se concevant 
que sur la durée, il apparaît primordial de mettre l'accent sur la pratique de l'oral et sur le 
développement de compétences communicationnelles telles que la spontanéité ou la créativité 
(afin d'apprendre à exprimer différemment les choses) en favorisant des activités pour 
lesquelles les langues sont un vecteur d'expression et non pas un seul objet d'études. Ceci 
aurait pour but de démystifier les langues, de faire relativiser la difficulté à communiquer en 
langue étrangère et ainsi de développer une notion fondamentale : le plaisir d'apprendre et de 
parler. 

 

b) - Le manque d'occasions d'utiliser la langue cible au quotidien 

Au facteur précédant s'ajoute le manque d'occasions d'utiliser la langue cible au quotidien par 
une majorité de japonais. Ainsi, même si de plus en plus de touristes étrangers visitent le 
Japon, qu'étudiants et travailleurs venus du monde entier viennent s'établir sur l'archipel et 
qu'internet favorise la communication et l'ouverture aux langues et aux cultures étrangères, les 
occasions de pratiquer les langues au Japon demeurent marginales pour la majorité des 
citoyens. De ce fait, les étudiants ne sont pas convaincus par la nécessité que représente la 
maîtrise d'une langue puisqu'ils évoluent dans une société homogène dans laquelle il n'est 
jamais vraiment besoin de communiquer en ayant recours à une langue autre que le japonais. 

Dès lors, apprendre une langue dont la structure et le lexique présentent une complexité 
évidente6 peut être considéré comme un investissement considérable et injustifié. L'idée selon 
laquelle connaître les langues de façon succincte à des fins académiques ou professionnelles 
s'avère suffisant ne valorise en rien le rôle et l'importance que représente leur maîtrise. 

Il apparaît dès lors primordial de favoriser les contacts avec des natifs de divers pays afin de 
susciter une prise de conscience quant à l'importance que revêt la maîtrise des langues dans un 
pays si homogène. On peut alors envisager d'inclure au sein de la structure académique un  
lieu de vie tel qu'iCoToBa où les apprenants peuvent rencontrer des étrangers et converser 
dans la/les langue(s) de leur choix. Ce faisant, les étudiants deviennent conscients de l'enjeu 
que représente les langues au quotidien. 

 

 

 
                                                            
6 si nous envisageons l'apprentissage d'une langue germanique telle que l'anglais par un apprenant 
japonais. 
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c) - La place de l'anglais dans le système éducatif et dans la société japonaise 

Un autre facteur d'importance est la place de l'anglais ou plus exactement de l'anglo-américain 
dans le système éducatif et dans la société japonaise.  En effet, si elle est incontestablement une 
langue prédominante sur la scène internationale, l'anglais se place ainsi comme la « seule » 
option viable à qui veut s'ouvrir à l'international de façon significative. Dès lors, la promotion 
de l'anglais n'est plus à faire et bien souvent, les classes de langue anglaise comptent des 
effectifs nettement supérieurs à ceux de classes de langues telles que le français, l'allemand, 
l'espagnol ou le chinois. Ceci s'explique par le fait qu'il est communément admis dans 
l'inconscient collectif que l'anglais est la langue de la mondialisation et de la diversité par 
excellence, ce sur quoi nous pouvons émettre une certaine réserve. En effet, en s'imposant dans 
le système éducatif, elle est un frein considérable à la promotion de la diversité des langues et 
des cultures du monde. Seul symbole représentatif de l'altérité linguistique, l'anglais est là 
encore perçue comme une option « incontournable » sur le plan académique ou à des fins 
professionnelles et non comme une langue que l'on peut avoir plaisir à apprendre pour ce qu'elle 
est. Dans l'enseignement supérieur, le choix de l'anglais fait suite au fait que les étudiants ont 
déjà un certain bagage et n'ont pas à apprendre une nouvelle langue. Comme le rappelle F. 
Ishikawa, « l’anglais est enseigné en tant que première langue étrangère obligatoire dès le 
second cycle du système éducatif japonais, alors que dans la plupart des cas, les autres langues 
ne sont enseignées qu’à partir du cursus universitaire et avec un statut secondaire – par rapport 
à l’anglais – et / ou facultatif ». Aussi, le problème est double : ceux qui choisissent de se 
spécialiser en anglais pour ce qu'elle peut leur apporter par la suite ne trouvent pas toujours la 
motivation - entendons ici le plaisir - nécessaire pour s'approprier durablement et 
significativement la langue et la culture du monde anglophone. À l'entrée à l'université, ceux qui 
ne peuvent pas briguer une place au sein du département d'études anglophones, se retrouvent 
pour certains à choisir d'apprendre une langue dont ils ne connaissent rien. Ceci rend alors la 
tâche quelque peu ardue pour l'enseignant dont la mission consiste à faire prendre conscience de 
l'intérêt que représente la langue et donc à implémenter la motivation chez l'apprenant. 
 
Outre sa place dans le système éducatif nippon, l'anglo-américain est véhiculé par des contenus 
médiatiques omniprésents comme l'industrie cinématographique, la musique, la mode etc. Nous 
avons ici affaire à un aspect corolaire de la motivation évoqué par F. Ishikawa et Klein, à savoir 
l'exposition à la langue cible. Plus encore qu'une simple exposition, la « surexposition » à 
l'anglais dominant renforce dans l'inconscient collectif l'idée selon laquelle c'est une langue de 
prime importance. Ce qui provient de l'étranger est aussitôt assimilé à cette langue et à la culture 
américaine très majoritairement et dévoile une sorte de gradation qualitative tendant à valoriser 
l'anglais au détriment d'autres langues et d'autres cultures.  
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ne sont enseignées qu’à partir du cursus universitaire et avec un statut secondaire – par rapport 
à l’anglais – et / ou facultatif ». Aussi, le problème est double : ceux qui choisissent de se 
spécialiser en anglais pour ce qu'elle peut leur apporter par la suite ne trouvent pas toujours la 
motivation - entendons ici le plaisir - nécessaire pour s'approprier durablement et 
significativement la langue et la culture du monde anglophone. À l'entrée à l'université, ceux qui 
ne peuvent pas briguer une place au sein du département d'études anglophones, se retrouvent 
pour certains à choisir d'apprendre une langue dont ils ne connaissent rien. Ceci rend alors la 
tâche quelque peu ardue pour l'enseignant dont la mission consiste à faire prendre conscience de 
l'intérêt que représente la langue et donc à implémenter la motivation chez l'apprenant. 
 
Outre sa place dans le système éducatif nippon, l'anglo-américain est véhiculé par des contenus 
médiatiques omniprésents comme l'industrie cinématographique, la musique, la mode etc. Nous 
avons ici affaire à un aspect corolaire de la motivation évoqué par F. Ishikawa et Klein, à savoir 
l'exposition à la langue cible. Plus encore qu'une simple exposition, la « surexposition » à 
l'anglais dominant renforce dans l'inconscient collectif l'idée selon laquelle c'est une langue de 
prime importance. Ce qui provient de l'étranger est aussitôt assimilé à cette langue et à la culture 
américaine très majoritairement et dévoile une sorte de gradation qualitative tendant à valoriser 
l'anglais au détriment d'autres langues et d'autres cultures.  
 

Là encore, il est parfois difficile pour l'enseignant de faire prendre conscience aux étudiants de 
l’importance du domaine d’apprentissage et ainsi de faire naître l'intérêt chez l'apprenant. 
 

 

d) - Aspects linguistiques et culturels 

Nous pouvons noter également que certains facteurs liés à la structure de la langue japonaise 
et à certains aspects culturels ont un impact sur le processus d'acquisition des langues pour un 
certain nombre d'apprenants. 

Langue contextuelle par excellence, le japonais de par sa structure - ordre des mots différent 
de nombreuses langues européennes, utilisation de particules - et son riche lexique peut se 
prêter à de nombreux quiproquos lorsqu'elle est mal maîtrisée. Conscients de la complexité de 
leur langue, les locuteurs natifs du japonais expriment souvent leurs idées de façon très 
construite et empreinte d'un certain perfectionnisme afin d'être sûrs d'être bien compris par 
leurs interlocuteurs. Cette forme de perfectionnisme langagier est révélateur d'une faible 
tolérance à l'erreur qui se manifeste dans le discours en langue étrangère par un certain temps 
de réflexion. De plus, le japonais est une langue permettant moins de libertés que les langues 
occidentales. Aussi, bien souvent les apprenants cherchent à traduire des expressions propres à 
la langue japonaise qui sont bien souvent intraduisibles dans la langue cible. Il en résulte que 
bon nombre d'apprenants mettent un certain temps pour réfléchir au mot le plus adéquat avant 
de parler. Ils pensent ainsi en terme de mots et non en terme d'idées (Dmitri Petrov) et peinent 
parfois à s'exprimer de façon fluide et naturelle. 

Ce point est très délicat à atténuer car s'il est facile d'expliquer aux étudiants que faire des 
fautes est tout à fait naturel et même souhaitable - car on n'apprend bien que de nos erreurs -, 
et que ceux-ci le comprennent de façon consciente, nous constatons souvent une réticence 
inconsciente qui se manifeste par un processus de traduction mentale induisant une certaine 
lenteur dans le discours. 

De même, au Japon, la relation à l'autre dépend du statut social (立場 - tachiba) et de l'âge des 
interlocuteurs bien plus fortement qu'en Europe au point de se manifester par un changement 
du registre dans le discours par exemple. Si le choix du registre approprié (et donc des termes) 
se fait de manière inconsciente par un locuteur japonais s'exprimant dans sa langue maternelle, 
le choix des mots ou de l'expression juste dans le cadre de la pratique des langues étrangères 
transparaît dans le discours en langue étrangère, ce qui est un certain frein à la fluidité. Ainsi, 
afin de témoigner de son respect à son interlocuteur et d'éviter tout malentendu, l'apprenant 
procèdera souvent à une traduction mentale avant de s'exprimer. Une telle gymnastique de 
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l'esprit représente un réel effort et nuit selon moi à la spontanéité, à la qualité des interactions 
et au plaisir de s'exprimer en langue étrangère. En effet, cela renforce l'idée que parler une 
langue est quelque chose de difficile. Le rôle et l'attitude de l'enseignant sont donc 
prépondérants afin de faciliter la prise de parole chez l'apprenant dans un contexte 
d'interactions didactiques. 

Enfin, la lenteur dans le discours peut aussi être justifiée par le fait qu'au Japon, exprimer ses 
opinions ou faire part de ses sentiments peut s'avérer impoli ou inapproprié. Très souvent les 
locuteurs japonais font preuve de ce qui s'apparente pour les occidentaux à une certaine forme 
de retenue. Nous verrons donc dans la troisième partie de cet article en quoi les activités en 
classe peuvent permettre de travailler sur la spontanéité. 

 

e) - Aspects éducatifs et cognitifs 

L'apprentissage des langues est généralement initié dès l'entrée au collège, soit vers l'âge de 12 
ou 13 ans. Or, comme le dit l'éminent linguiste français C. Hagège,  la puberté est « l‘âge où 
s’accroissent les inhibitions sociales. » Selon lui, c'est l'âge où « nait une inquiétude, une 
attitude soucieuse de l’opinion d’autrui, et donc à une crainte de la faute ». Ainsi, « l’erreur est 
redoutée, à cause du ridicule qu’elle produirait, au lieu d'être perçue comme profitable, car elle 
appelle à la correction. » Ceci nous prouve que développer l'apprentissage des langues à un 
stade précoce est une réelle nécessité.  

Un autre facteur notable empêchant selon moi de s'approprier une langue avec aisance réside 
dans le fait qu’au Japon, avoir recours à la gestuelle en tant qu’outil d'expression est souvent 
mal perçu car révélateur d'un certain manque d'éducation et de savoir vivre. Aussi, une 
importance accrue est accordée aux mots et une moindre importance est accordée au langage 
non verbal. Or, selon certaines études, ce dernier représente plus de 55% de ce que nous 
exprimons. Ainsi, bien souvent, les étudiants se focalisent sur la prononciation en pensant 
qu'ils seront compris en articulant un mot au lieu de s'aider de la gestuelle ou d'avoir recours à 
la reformulation orale au moyen de termes simples. Cette importance extrême accordée au 
verbe montre à quel point la langue est pensée comme un objet d'étude en soi et non en tant 
qu'outil d'expression des idées à « manipuler » avec plaisir. 

Enfin, tout comme la gestuelle, la notion de mimétisme consistant à reproduire les sons, les 
intonations et les attitudes des natifs semble bien peu développée. Or ceci me semble 
fondamental en ce sens que c'est en imitant nos pairs que nous acquérons notre langue 
maternelle et que s'acquièrent les idiomes de façon naturelle.  
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exprimons. Ainsi, bien souvent, les étudiants se focalisent sur la prononciation en pensant 
qu'ils seront compris en articulant un mot au lieu de s'aider de la gestuelle ou d'avoir recours à 
la reformulation orale au moyen de termes simples. Cette importance extrême accordée au 
verbe montre à quel point la langue est pensée comme un objet d'étude en soi et non en tant 
qu'outil d'expression des idées à « manipuler » avec plaisir. 

Enfin, tout comme la gestuelle, la notion de mimétisme consistant à reproduire les sons, les 
intonations et les attitudes des natifs semble bien peu développée. Or ceci me semble 
fondamental en ce sens que c'est en imitant nos pairs que nous acquérons notre langue 
maternelle et que s'acquièrent les idiomes de façon naturelle.  

Les facteurs évoqués jusqu'à présent nous amènent à penser que la notion de plaisir semble 
assez peu présente au regard de l'apprentissage des langues au Japon. La motivation 
extrinsèque semblent prendre le pas sur la motivation intrinsèque, ce qui peut parfois donner 
des résultats décevants en terme de maîtrise des langues. 

Dès lors, fort du constat que l’enseignement devait faire l’objet de réformes, le gouvernement 
de Shinzo Abe a fait de la réforme de l’enseignement un des chantiers prioritaires de ces 
dernières années. Ainsi, afin d'initier un renouveau dans l'enseignement (et l'apprentissage) des 
langues, le Ministère de l'éducation a financé des projets destinés à former des étudiants dotés 
de réelles compétences sur le plan linguistique et de la communication interpersonnelle.  

 

III – Le centre d’apprentissage iCoToBa et la pédagogie mise en œuvre dans le cadre des 
cours de français 

Nous allons donc voir en quoi un centre tel qu’iCoToBa peut permettre aux étudiants de se 
former efficacement aux langues et en quoi les méthodes pédagogiques adoptées dans le cadre 
des cours de français entendent développer la notion de plaisir et les compétences 
linguistiques des étudiants. 

a) - Le rôle de l'environnement 

Dans les structures académiques classiques, les langues sont presque exclusivement 
enseignées dans des salles de classe classiques et à des horaires donnés. Ceci renforce l'idée 
chez les étudiants qu'elles (les langues) sont un objet d'étude purement académique. La 
pratique en dehors de ce cadre souvent assez formel n'est en rien favorisée et il apparaît donc 
essentiel de leur redonner une place plus importante dans le quotidien des étudiants. On peut 
dès lors envisager d'inclure au sein de la structure éducative un lieu de vie chaleureux et 
propice à leur utilisation comme le centre iCoToBa par exemple. 

C'est pourquoi le centre d'apprentissage des langues iCoToBa a été implanté au cœur de 
l'université, à un emplacement stratégique et a ouvert ses portes en avril 2013. Il incite les 
étudiants de toutes sections à venir y pratiquer la ou les langue(s) de leur choix avec des natifs 
originaires de 7 pays, de s'y détendre en parlant entre amis et propose de nombreuses 
ressources multilingues aux étudiants. En implémentant une certaine visibilité de la pratique 
des langues, le centre donne aux langues une tout autre dimension et les ancre de façon 
concrète dans la vie des apprenants, leur redonnant leur statut d'outils de communication et 
d'expression par excellence. Chaque étudiant peut donc mobiliser ses compétences 
linguistiques au quotidien en dehors des cours. Le cadre renforce ainsi la notion de plaisir et 
désenclave l'usage des langues resté jusqu'alors purement théorique et hypothétique. 
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La salle de classe attenant au centre iCoToBa est dotée d’un matériel permettant de moduler 
l’espace afin de créer un environnement moins formel et propice à la prise de parole. Elle est 
aussi équipée d'un écran géant tactile innovant, véritable « vitrine » de la politique 
d'enseignement résolument moderne et interactive. 

Outre cette salle de classe, les cours ont lieu dans des salles de cours plus traditionnelles mais 
toutes sont équipées d’un matériel multimédia de qualité et reliées à internet. Ceci élargit 
considérablement les possibilités d'activités et les supports de travail. 

Pour R.Viau (2007), l'environnement joue un rôle prépondérant sur les comportements et sur 
les caractéristiques individuelles de l'apprenant comme par exemple ses valeurs ou encore ses 
opinions. Cette notion, appelée le « déterminisme réciproque » appuie l'idée selon laquelle 
l'environnement est un facteur décisif dans le processus d'apprentissage. 

 

b) - L'enseignant, entre savoir-faire et savoir-être 

L'apprentissage d'une langue est un processus individuel complexe dont le succès ou l'échec ne 
sauraient incomber à l'enseignant seul. Toutefois, ce dernier endosse une réelle responsabilité 
vis à vis de l'attitude des apprenants. Il peut dans certains cas influencer considérablement en 
bien comme en mal la motivation intrinsèque des étudiants. 

S'il doit bien évidemment maîtriser la matière qu'il enseigne et donc être doté d'un réel savoir-
faire, il doit également faire preuve de véritables qualités relationnelles et interpersonnelles 
que nous qualifierons de savoir-être. Ainsi, afin de faciliter la prise de parole et d'implémenter 
le droit à l'erreur par exemple, il devra susciter chez l'étudiant l'envie et le plaisir de 
communiquer malgré les difficultés liées à la langue. 

Créer des liens avec les étudiants semble primordial afin d'atténuer la distance relationnelle 
induite par le statut social (rapport enseignant / étudiant) et ainsi créer une plus grande 
proximité relationnelle induisant des rapports moins formels (locuteur / interlocuteur) et donc 
moins déstabilisants pour l'étudiant. Il devra dès lors se montrer enthousiaste et spontané, 
tolérant sans pour autant manquer d'autorité et rester dans son rôle consistant à travailler sur la 
langue sans que l'étudiant n'en soit forcément conscient. Pour ce faire, l'enseignant qui 
représente souvent au Japon un modèle vecteur de savoirs doit faire preuve de réelles qualités 
relationnelles telles que des qualités d'écoute, de tolérance à l'égard des erreurs et de patience. 
Ainsi, en adoptant une attitude basée sur l'humilité et la simplicité dans les relations, il 
apparaît comme un interlocuteur de confiance et incite dès lors les étudiants les plus introvertis 
à aller vers lui. Ses traits de personnalité propres feront que les étudiants pourront apprécier 
d'échanger avec lui et faire l'effort de parler sa langue sans craindre d'être jugés.  
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La salle de classe attenant au centre iCoToBa est dotée d’un matériel permettant de moduler 
l’espace afin de créer un environnement moins formel et propice à la prise de parole. Elle est 
aussi équipée d'un écran géant tactile innovant, véritable « vitrine » de la politique 
d'enseignement résolument moderne et interactive. 
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considérablement les possibilités d'activités et les supports de travail. 
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les caractéristiques individuelles de l'apprenant comme par exemple ses valeurs ou encore ses 
opinions. Cette notion, appelée le « déterminisme réciproque » appuie l'idée selon laquelle 
l'environnement est un facteur décisif dans le processus d'apprentissage. 
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moins déstabilisants pour l'étudiant. Il devra dès lors se montrer enthousiaste et spontané, 
tolérant sans pour autant manquer d'autorité et rester dans son rôle consistant à travailler sur la 
langue sans que l'étudiant n'en soit forcément conscient. Pour ce faire, l'enseignant qui 
représente souvent au Japon un modèle vecteur de savoirs doit faire preuve de réelles qualités 
relationnelles telles que des qualités d'écoute, de tolérance à l'égard des erreurs et de patience. 
Ainsi, en adoptant une attitude basée sur l'humilité et la simplicité dans les relations, il 
apparaît comme un interlocuteur de confiance et incite dès lors les étudiants les plus introvertis 
à aller vers lui. Ses traits de personnalité propres feront que les étudiants pourront apprécier 
d'échanger avec lui et faire l'effort de parler sa langue sans craindre d'être jugés.  

Ainsi, il peut solliciter l'aide de ses étudiants afin de trouver une information ou réaliser une 
tâche en collaborant avec eux. En investissant les étudiants d'une certaine responsabilité, il se 
place en tant que membre collaborateur et s'intègre au groupe d'étudiants. Il devient ainsi bien 
plus qu'un instructeur se contentant d'assigner des tâches aux étudiants. En responsabilisant les 
étudiants de par son attitude, il leur fait alors prendre conscience de l'enjeu de leur implication 
et les fait s'impliquer davantage dans leur apprentissage. L'étudiant qui parvient à accomplir la 
tâche demandée éprouve alors une certaine fierté du fait de son implication, gagne ainsi en 
confiance en lui et retire un bénéfice bien plus grand du temps passé en classe. La prise de 
parole s'en retrouve grandement facilitée et les apprenants sont amenés à utiliser la langue 
dans le but de communiquer.   

Une attitude positive de l'enseignant consistant à valoriser les points forts des étudiants aura 
pour conséquence de développer la confiance en leurs capacités d'expression et donc 
d'accroître la confiance en eux. De même, le fait de dédramatiser l'usage de la langue en 
implémentant une approche ludique de la langue (devinettes, vire langues etc.) permet à la fois 
de la démystifier et de renforcer l'intérêt pour son apprentissage. 

Enfin, les cours proposés à iCoToBa étant optionnels, l'enseignant doit se montrer adaptable 
tant sur le plan des effectifs  que du niveau des étudiants afin de permettre à tous de progresser 
quels que soit leurs acquis. Il doit ainsi pouvoir adapter son débit de parole ou ses explications 
à son auditoire afin de maintenir une dynamique participative durant la classe et faire en sorte 
en cas de différence de niveau qu'aucun apprenant ne soit lésé. 

À iCoToBa, les enseignants sont donc des tuteurs de langues que les étudiants peuvent 
rencontrer pour parler au delà du cadre des cours. Ce suivi relationnel est indispensable afin de 
susciter en chacun l'envie de communiquer et de progresser dans l'acquisition de la langue 
cible. Il permet à l'apprenant d'ancrer ses apprentissages dans une démarche individuelle 
concrète, ce qui impacte sur son attitude, sa motivation et ses performances tout au long de 
l'année. 

En ce sens, nous pouvons dire que l'enseignant  joue un rôle majeur dans le parcours des 
étudiants qui le gratifient de leur confiance.  

 

c) - De l'importance des activités réalisées dans le cadre des cours 

Les activités réalisées durant les cours sont vraisemblablement le facteur le plus déterminant 
dans la motivation des étudiants. 



44

Afin de faire de chaque cours de langue une séance constructive source d'enrichissement 
personnel et d'échanges, la priorité est donnée à l'oral dans le cadre des cours de français 
langue seconde et ce dès les premières séances. Le but consiste à faire de la classe et plus 
largement du moment passé avec l'enseignant un moment des plus immersifs. Toutefois, le 
recours au japonais semble envisageable voire justifié afin d'expliquer certaines instructions 
ou notions importantes ou afin d'éviter certains blocages inutiles dans la communication. 

Les étudiants sont dès les premiers cours incités à communiquer en français dans la mesure de 
leurs capacités. Ils prennent alors conscience que le bagage linguistique leur permettant de 
communiquer s'acquiert en moins de temps qu'ils ne le pensent. Le but est en effet de 
démystifier la pratique de la langue et de montrer aux étudiants qu'ils sont capables de 
mobiliser leurs compétences à un stade précoce de leur apprentissage. 

Sur le plan pédagogique, il me semble important pour les raisons évoquées dans cet article 
d'initier ou de renforcer le plaisir d'apprendre. C'est pourquoi, le choix des thèmes et des outils 
utilisés se fait en tenant compte des centres d'intérêt de chacun et d'éléments présents dans le 
quotidien des jeunes japonais tels que l'informatique, la musique, les technologies de 
l'information et des supports tels que blogs ou encore réseaux sociaux, la cuisine, les voyages 
etc. Ainsi, après quelques semaines d'apprentissage, les étudiants ont travaillé en début d'année 
sur la création en binômes d'un personnage de jeu vidéo. L'aspect ludique leur offrant la 
possibilité d'agrémenter leur support de dessins n'occultait pas pour autant le travail sur la 
langue. En effet, ils devaient également décrire succinctement leur héros à l'aide d'éléments de 
métalangage sans que ceci ne rentre dans le cadre d'un exercice d'application formel et 
ennuyeux. Les étudiants de seconde année ont quant à eux réalisé une activité similaire mais 
adaptée à leurs capacités. Ils ont par exemple appris à utiliser des éléments de langage tels que 
les couleurs, les directions, les verbes d'action de base dans le cadre d'exercices de révisions.  

Le plaisir s'acquérant au moyen d'activités ludiques, j'accorde une grande importance au jeu 
comme vecteur des fondamentaux. De même, à un niveau plus avancé en langue, les quiz sont 
un bon moyen de développer la culture générale tout en travaillant sur la langue. De telles 
activités sont proposées lors d'ateliers de langue française par exemple. 

Un autre élément important dans le choix des activités est la notion de responsabilisation. 
Ainsi, proposer des supports et des exercices d'application concernant les étudiants comme par 
exemple des exercices concrets sur des scènes de la vie courante, ou encore des activités en 
binômes ou en petits groupes fait prendre conscience aux étudiants de l'importance de leur  
implication dans la réussite des tâches demandées.  

Des exercices tels que la réalisation d'interviews destinées à interroger d'anciens élèves partis 
étudier en France, mais aussi la réalisation d'un guide pratique de l'étudiant étranger en France, 
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Des exercices tels que la réalisation d'interviews destinées à interroger d'anciens élèves partis 
étudier en France, mais aussi la réalisation d'un guide pratique de l'étudiant étranger en France, 

la rédaction d'un blog, etc. sont autant d'activités innovantes qui favorisent l'implication 
personnelle. Les étudiants ont la possibilité de travailler sur des projets concrets et porteurs et 
il est facile de constater une hausse de l'implication. Enfin, soulignons que l'université 
préfectorale d'Aichi incite les étudiants à partir étudier à l'étranger. Ceux-ci sont dès lors 
responsables de leur cursus et ont la possibilité de préparer leur séjour dans le cadre des cours 
à iCoToBa. Ce genre de projet renforce l'aspect concret que revêt l'apprentissage des langues. 

Enfin, l'université étant avant tout un cadre transitoire entre l'école et le monde du travail, il 
convient de permettre aux étudiants d'acquérir ou de développer en plus d'un bagage 
linguistique, un ensemble de compétences et de savoir-faire qui leur seront utiles dans leur vie 
d'adulte ou dans leur carrière professionnelle. 

Ainsi, apprendre à faire un exposé, à parler en public, savoir utiliser les technologies de la 
communication, développer ses facultés analytiques et son esprit critique etc. sont des 
compétences que je m'attache à développer chez les étudiants. Certains font l'objet d'une 
évaluation dans le cadre de l'obtention d'un certificat décerné après la validation de plusieurs 
crédits. Ainsi par exemple, les cours destinés à préparer l'examen du DPAF7 proposent de se 
former aux épreuves écrites et orales en travaillant sur la description d'images. Les supports 
choisis permettent de s'exercer à la méthodologie de base et incitent à poursuivre par un 
dialogue entre l'ensemble des étudiants après une analyse plus poussée des signifiants et des 
signifiés. 

Nous voyons donc que l'environnement, l'enseignant et les méthodes pédagogiques influent 
grandement sur la motivation et sur la maîtrise des langues à long terme. 

 

Epilogue 

Pendant de nombreuses années, l'enseignement des langues au Japon est resté très théorique et 
n'a pas toujours eu les résultats escomptés. Or, compte tenu des besoins de former des citoyens 
multilingues à l'ère de la mondialisation, l'implémentation de programmes d'enseignement 
novateurs tels que l'Office of Global Human Resource Development semblait indispensable et 
urgent. La structure moderne et innovante propose des enseignements et des ressources 
actuelles et innovantes qui ont pour but de faciliter l'apprentissage des langues en vue d'une 
maîtrise réelle. Il donne ainsi une tout autre dimension à l'enseignement, l'apprentissage et la 
pratique des langues en milieu universitaire et vise à former des individus dotés de réelles 
compétences linguistiques et communicationnelles. Convaincu de la légitimité et de l'efficacité 

                                                            
7 Diplôme d'Aptitude Pratique au Français -仏検 (futsuken) en japonais 
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de ce programme, nous ne pouvons que souhaiter que de telles structures se développent à 
travers le pays et qu'elles aient une place durable dans le système éducatif nippon. 
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日本における多言語主義と多文化主義：その将来

と課題 
 

本稿は、筆者が平成 年 月 日に愛知県立大学で開催された「第 回言語教 育研究

会」において発表した「日本における多言語主義と多文化主義：その将来と課 題」と題する

報告を基礎にしている。筆者は、愛知県立大学グローバル人材育成推進室の外国人講師と

してこれまで２年間にわたり勤務してきたが、日本の大学における外国語教育の現状とその

問題点、それらに対する改善方法を具体的事例とともに論じている。

それらの中で筆者が特に留意してきたことは、外国語を学ぶための「モチベーション（動機

づけ）」の重要性である。筆者は、このモチベーションとは何かを定義し、その意義を明らか

にした上で、とりわけの外国語学習における内発的動機づけに注目している。

本稿を通じて、筆者は、愛知県立大学が文部科学省グローバル人材育成推進事業からの

助成を受け、平成 年 月から外国語学部を舞台にしてスタートさせてきた「グローバル人

材プログラム」、およびそのために新設された多言語学習センター のこれまでの実

績と今後の有用性を明らかにすることができた。若い世代がグローバルな社会で積極的に活

躍し､その成果を世界的規模で還元するために必要な能力を養うために、大学の語学教育

はどのような変革に挑んでいくべきかについて検討を続けていきたい。
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Teaching (with) Visuals:  

Some Thoughts on Images and the EFL Classroom 
Brett Hack 

Office of Global Human Resource Development 
 

This essay attempts a preliminary inquiry into the semiotic function of visual images 
in the language classroom, utilizing the lens of visual culture studies. It takes as a foundational 
premise the notion that images are a form of communication. Though language teachers 
frequently integrate photographs, artwork, advertisements, and other kinds of images into their 
lessons, they tend to ignore the specific form of the visual message. Drawing on the visual 
semiotics of Roland Barthes, I will show how the culturally encoded meanings present in all 
images exert an influence over their use in the language class. I also claim that overemphasis on 
an image’s literal content runs the risk of reifying stereotypes and inhibiting intercultural 
competence, while a critical awareness of these properties can conversely aid the cultural goals 
of language education. 

 
The Image as Communication 

Images may serve any number of purposes in a language class. They may provide 
concrete examples for vocabulary building. They may elicit descriptive sentences. They may 
start a discussion by depicting controversial behavior, or present to the students a visible 
instance of a foreign custom. In addition, commercial textbooks are replete with pictures, and 
not only for pedagogical use. Characters, staged emotions or interactions, and even decorations 
give the lesson a human face, rendering the language material more palatable to the learner. In 
all these examples we notice a secondary status accorded to images. They are considered 
learning aids, tools deployed in order to create opportunities for the students to speak. For most 
language teachers, images are mere stepping stones on the way towards language. Images play 
far more active roles in our lives outside the classroom, yet after entering a lesson plan they 
have a disappointing tendency to become dead objects. 
 This disservice is understandable; the point is so obvious that one tends to forget. 
However, we should remember that images are another form of communication. They are 
messages created to transmit information. One need not repeat the cliché about words and 
pictures to observe that images can in fact transmit certain kinds of information far better than 
language can. This property informs a great many of their classrooms uses. Images 
communicate what would take too long to explain with words, what would involve grammar 
constructions above the class level, what might distract from the primary goal, or what words 
could intellectually explain but not emotionally convey. Furthermore, images speak more 
quickly and intensely than words do. Teachers tap into this power when they use images to 
“liven up” their lessons or secure the students’ interest.  
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  Images also elicit language. The two exist side by side in society, complementing each 
other’s messages. In Japan especially, warning signs, instructional manuals, brochures, and even 
government documents make use of the interrelation between the two mediums. This is of 
course the primary reason language teachers use them. When an image is deployed in the 
classroom, its contents are necessarily translated into verbal communication. We see an image, 
and we begin to talk about it. The teacher’s task is to choose and present the image in such a 
way that it will lead to the desired speech practice. In the language classroom, the deployed 
image tells the student, “Here is what you are supposed to say.” 
 Perhaps because of this practice, where the image’s communication is regulated to 
flow into a specific instance of language production, we tend to suppose that the image needs 
the language to communicate. As we have said, images communicate as potently as language. 
But these two kinds of communication differ greatly. On the one hand, images are intensely 
more literal, since the contents of the image show the message to the recipient. But the depiction 
is not the full message. We often remark on how cultural values influence the structure of a 
given language, but this applies to images on a far grander scale. From creation, through 
selection and deployment, and finally to reception, images trigger historically determined 
conceptions of ideology, culture, lifestyle choice, and taste. The visual semiotics of Roland 
Barthes show how these elements turn images into highly persuasive forms of cultural rhetoric.  
 
Barthes and the Rhetoric of the Image 

Barthes explains that on the literal level a photograph is “a message without a code” 
(Barthes 17). A photograph does not break a message down into signifying units like a language 
does. The photographic image is analogous to the thing it represents, which gives the viewer the 
impression that reality is being re-presented to them. This is that great obviousness which 
causes us to use photographs in class without recognizing them as communication. Drawings, 
paintings, and other reproduced images also have this analogic function, though Barthes insists 
on a difference of degree between them and photographs, since the viewer understands that a 
measure of style has contributed to the reproduction. Artists make purposeful choices in their 
representation of reality, and the viewer knows that they do. The photograph, on the other hand, 
appears as a captured reality, giving it a powerful immediacy that has the effect of shutting 
down interpretation (45). If the object is there, we have no need to explain it. This sense of 
presence inherent in images, specifically photography, obscures the fact that no image is 
actually arbitrary. Images enter the social realm through specific human motivations, both in 
their deployment and in their content. This interplay between the natural obviousness of sight 
and the hidden meanings of culture forms the structure of the image’s communication. 

Barthes distinguishes between the literal or denotative message of a visual image and 
its symbolic or connotative message (Barthes 36). The former refers to the image’s 
representation of the thing depicted, the analogous re-presentation of reality described above. In 
contrast, the symbolic message refers to the plurality of culturally determined meanings 
associated with the depiction. These, Barthes explains, are encoded; they represent a set of 
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learned concepts. The symbolic codes can be present in objects, angles, poses, or relationships 
of the elements within the image. Stylized image forms like painting might manipulate these 
codes toward a unique message, but those appearing in daily social life such as newspaper 
photos or advertisements will simply reproduce the cultural ideology of their creators (31).  

However, the symbolic message and the literal message can never actually appear 
separately, since they are simultaneously present in the same object. In this, Barthes claims, lies 
the persuasive rhetoric of the image. The denoted message “naturalizes” the connoted message: 

 
The discontinuous connotators are connected, actualized, "spoken" through the syntagm 
of the denotation, the discontinuous world of symbols plunges into the story of the 
denoted scene as though into a lustral bath of innocence. 
       (Barthes 51) 

The symbolic message acts like a kind of parasite, latching onto the literal elements and their aura of 
immediate presence. The historical and cultural perceptions contained in the symbolic message are 
thus able to be positioned as eternal and natural “reality.” In addition, Barthes notes that in addition 
to the literal and symbolic message, images in the social world usually contain a linguistic message 
as well, for example in newspapers captions or in advertisements. Barthes claims that in this 
relationship the text serves to “anchor” the symbolic content of the pictorial message (38-39). 
Naturally polysemous, images can refer to a wider range of concepts and catalyze a larger array of 
emotions than words. The linguistic message, in effect, limits the play of signification within the 
image and guides the viewer to a meaning chosen in advance. 
 Barthes’s choice of the word “rhetoric” to describe the semiology of the image stems 
from this deceptive persuasion inherent in visual communication. Their direct representation of 
supposed reality masks not only the message, but the fact that a message exists at all. Barthes 
notes that this process “disintellectualizes” the image. Whereas a purely linguistic message – a 
sales pitch, a political speech – catalyzes the interpretive process and opens the possibility of 
critical analysis, the image’s solid base “in nature” quietly assures the listener that no analysis is 
necessary. Images thus flow through the fabric of society, embedding in reality a myriad of 
covert purposes.  
 
The Image as Cultural Communicator 

Barthes’s visual semiotics reminds us that no image is ever innocent. Their creation 
and deployment always serve a purpose. This is as true in the language classroom as anywhere 
else, where we direct the image towards our goal of eliciting speech from our students. In this 
endeavor we language teachers tend to focus exclusively on its literal message. We want the 
image simply to be what it represents so that it can become language in the classroom. When we 
gloss over the symbolic content, we ignore – and thus are more susceptible to – the multiple 
interpretive practices at work, where the image we choose for the task also chooses us.   

Imagine that for a coming lesson I want to find a photo of a couple eating. After 
scrolling through a hundred or so Google images I choose one. Why that one? Certainly there 
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are logistical choices involved; the picture may be clear, bright, at a good angle, or otherwise 
amenable to re-presenting the act of eating in a way that language learners can immediately 
apprehend. But in all probability, more forces are at work here. The photograph contains 
symbolic messages that set it apart from the others. Something in its makeup has triggered a 
culturally conditioned response. Perhaps the food reminds me of home, which presents the 
opportunity to give the students a taste of life in my corner of the world. Perhaps the image 
shows an interracial couple, triggering positive connotations of diversity and progress that I 
subconsciously hope to impart to young people growing up in a homogeneous yet slowly 
diversifying society. Or perhaps – and this is the most worrisome – I perceive the food and the 
couple to be “the most normal” and choose it because it will presumably create the least friction 
in the classroom. These and many more connotative reactions occur as I choose the photo. 
These messages will all transfer to the class as well, surpassing the simple denotative message I 
am consciously aiming for. The photograph will not only be presenting a certain version of how 
humans interact with each other, but claiming that for that version the self-evident supremacy of 
nature itself. No image can be neutrally deployed. Handshakes in business textbooks are 
treatises on race, gender, and age. Pictures of clothes used for a lesson about shopping become 
consumer advice. Even a shot of a table in a room is commenting on the ideal image of a home. 
In the language classroom as much as (and perhaps more than) anywhere else, images are 
always saying more than we mean them to.  

This heavy burden of transference does not mean that we should resist the use of 
images in the classroom, however. On the contrary, it is this very property that recommends 
them to contemporary language teaching. Claire Kramsch explains how teaching language has 
become “a social, cultural, historical adventure, because it is the study of language as a social 
practice” (Kramsch 204). This sociocultural approach to language study derives in part from the 
general recognition that language and content are not separate entities. Language and its 
education must convey themselves through some kind of material. This material has gradually 
shifted from supposedly neutral topics to active engagement with social and cultural issues. 
Building on these developments, language study has embraced the culturally embedded nature 
of language and now sees itself as a vehicle of cultural communication.  

Images’ symbolic messages make them ideal tools for the task. In the language class, 
there are actually (at least) two sets of cultural codes at work: mine and the students’. In the 
example above, the symbolic codes of two cultures – or at least my perception of the others’ 
codes – were measured against each other for the purpose of a simple language lesson about 
eating. If deployed conscientiously, every visual becomes a chance to participate in an 
intercultural experience. A properly chosen image can elicit cultural information more subtly 
and efficiently than a reading assignment or lecture. Our photograph of the dining couple can 
tell the students about not only eating habits but also social relationships, fashion, and 
communication styles. These symbolic messages will resound with the students’ own cultures, 
creating different identifications and contrasts within each individual. Furthermore, this process 
occurs on a more visceral level. The immediacy which Barthes characterizes as a danger may 
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actually be a boon to the language teacher. Students are able to engage with the sense of 
having-been-there images contain (Barthes 44), to simulate the exhilaration of contact. This 
pertains to illustrations as well, since they are products of another worldview. The language 
activity can then direct the students by means of this literal message – here are two people in a 
different country eating lunch – towards the symbolic meaning, the interpretation of life that the 
action contains.  

Language can guide the symbolic meanings of images. The danger lurks in the way we 
treat this process of guidance. As a Barthesian glance might predict, it surfaces when we assume 
that the image is a pure re-presentation of reality. As has been mentioned, language teachers 
tend to employ images solely for their denotative content without considering what connotations 
they contain for themselves and for the students. This may amount to no more than a missed 
opportunity, but it also may amount to much more. We have given the students only the literal 
message, the brute objectivity of what is portrayed. On the symbolic side, we may have 
subjected them to cultural imperialism, presenting our view of reality as the most definitive. Or 
we may have left them at the mercy of preexisting stereotypes within their own cultural codes. 
An uncritically deployed image may well cause enough damage to negate whatever global 
competence was gained through the acquisition of the day’s language point. 

Lessons using images for the expressed purpose of teaching culture are not immune to 
these issues either. Racing to re-present a foreign reality to the students, it is easy to forget about 
the play of representation we have enacted. An image appears in a social role as the result of the 
aesthetic, ideological, and economic goals of at least one individual, and usually many more. 
Posing images as windows to faraway places merely repeats the same obsession with the 
denotation. Even if we have taken our cultural bias into account and predicted student response 
to the best degree, the overt presence of the image carries the risk of universalization. The 
students’ perception of the culture becomes ossified, deadened to change and variation. An 
image of a folk dance can suspend a European country in an idyllic past unknown to the 
majority its actual citizens. Pictures of starving children have turned the whole continent of 
Africa into a backwater nightmare in Japanese students’ minds, simply because their 
signification was not properly addressed. However, the damage here lies not so much in the 
specifics of the misjudgment but in the simple fact that no intercultural consciousness has been 
achieved. By ignoring the quiet systems of rhetoric that activate as an image moves from one 
culture to another, we have erased its inherent value as a tool of cultural communication.  

Since what is at stake in images is nothing less than a student’s picture of the world, a 
certain level of caution must be exercised. In many cases, images created within the paradigm of 
a given culture – illustrations, advertisements, self-portraits, fashion photos, etc. – can serve a 
discussion about a certain culture more faithfully and stimulatingly than a photograph taken by 
an observer. Another rule of thumb may be to find instances where a given cultural phenomenon 
is being called into question or is exhibiting signs of change. This will allow the students to 
learn about the phenomenon without illusions of its eternal attachment to the practitioners. 
However, principles like these cannot hope to apply to all or even most lesson goals. Nor are the 



54

stakes equally high in all situations. However, photos of events, customs, or practices will 
always benefit from a little critical distance. As Barthes notes, words anchor the signification of 
images. Even the simple question, “Why did the photographer take this photo?” can prevent 
ossification of the content. Images used in this context must fulfill the function of framing 
culture as a dynamic process open to interpretation. 

Conclusion: Teaching Images 
 This discussion has attempted to briefly illustrate the communicative and cultural 
forces at work when images are deployed in the language classroom. I have in no way intended 
to argue against using visuals in language lessons. Indeed, I hope to have shown their immense 
value as modes of classroom communication and as gateways to the discussion of culture. 
Referring to the work of Roland Barthes, I have also tried to indicate the need for both teachers 
and students to be aware of their symbolic power. Teachers must take care in the selection of 
images, and work to be transparent in regard to their motivations for using them in the 
classroom. In my advanced courses I teach visual analysis in its own right, where students 
practice uncovering the symbolic codes of art, advertisements, fashion, and other visual 
phenomena. I feel that these lessons develop a subtlety of communication that aids not only 
language study but social participation in general. 
 Of course, such intensive visual training is not conducive to most language courses. In 
classes without specific cultural or content goals, images will likely have less potential to 
exercise their rhetorical power. Almost nothing is at stake in using a picture of a bed to elicit the 
word “bed.” (Or is there? Do all/any of your students sleep in an oak frame?) This discussion 
has aimed less at specific moments than at general practice. A working knowledge of images’ 
functional capacity should inform our lesson planning, curriculum building, textbook writing, 
and in-class conversation. This final exhortation feeds into the larger purpose of my inquiry. The 
function of images is just one example of how the cultural question is always present in the 
language classroom. To address this presence, our teaching should strive to be informed by 
interdisciplinary topics in the human sciences. Examining these connections will leader to a 
greater, more dynamic role for language education at the university. 
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Can-do リスト作成に向けた

CEFRに基づくドイツ語到達目標試案 
 

外国語学部ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻 人見明宏 
 
0. はじめに 

2012 年に採択された本学の「平成 24 年度グローバル人材育成推進事業構想調書（特色
型）」では、外国語学部の専攻言語（第一外国語）および第二外国語のドイツ語について、以

下の目標レベルを学生の 70％が達成することを目指している。 
 
第二外国語としてのドイツ語 2年修了時にドイツ語技能検定試験 4級または CEFR A1 

専攻言語としてのドイツ語 
2年修了時にドイツ語技能検定試験 3級または CEFR A2 
卒業時にドイツ語技能検定試験 2級～準 1級または CEFR B2 

 
現在、上記の数値目標に到達した学生がドイツ語でどのようなことができるのかという、ドイツ

語の自律学習に供する Can-do リストなどの作成が急務となっている。 
2013年10月、グローバル人材育成推進室に「e-portfolioワーキンググループ」が発足した。

このワーキンググループは、「グローバル人材育成推進事業で本学外国語学部が目標と定め

た各語学検定試験の数値目標を技能別に到達目標として示すための原案を作成すること、お

よび学生が自身の外国語学習の目標を設定し、学習の進度を記録するためのCan-do リスト作
成、そのほか学生の自律学習のためのツールをmanaba上に整備すること」（江澤 / ファーン / 
曲 / 髙阪 / 宮谷（2014）p.1）を目指している。このワーキンググループで、英語、スペイン語、
中国語、ポルトガル語および日本語の 5 言語について、コミュニケーションの基本となる「話
す」「やりとりする」「聞く」「読む」「書く」の5技能の「到達目標試案」が作成され、さらに、学生に
とってイメージしやすいように、実際の言語活動の 4 領域（私的領域、公的領域、職業領域、
教育領域）において何ができるのか、具体的な例が挙げられている（上掲書 p.3）。 
本研究ノートでは、上記 5 言語にならい、CEFR に基づく Can-do リストを作成するための前

段階として、ドイツ語の 5 技能の「到達目標試案」を作成し、（職業領域を除く）3 領域における
具体例を挙げる。その際、主に「ヨーロッパ共通参照枠（CEFR）」およびGoethe-Institutの検定
試験の検定基準を、さらに公益財団法人ドイツ語学文学振興会「ドイツ語技能検定試験（独

検）」の検定基準、大阪大学外国語学部の「専攻語到達度目標」なども参考にする。

 
1. CEFRの共通参照レベル「全体的な尺度」および「自己評価表」 
以下に、CEFR の共通参照レベル「全体的な尺度」（吉島 / 大橋 他（訳・編）（2002）p.25）

および「自己評価表」（上掲書 pp.28-29）を挙げる。 
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表 1 共通参照レベル：全体的な尺度 

熟
達
し
た
言
語
使
用
者 

C2 

聞いたり、読んだりしたほぼ全てのものを容易に理解することができる。 
いろいろな話し言葉や書き言葉から得た情報をまとめ、根拠も論点も一貫した方法

で再構成できる。自然に、流暢かつ正確に自己表現ができ、非常に複雑な状況で

も細かい意味の違い、区別を表現できる。 

C1 

いろいろな種類の高度な内容のかなり長いテクストを理解することができ、含意を

把握できる。 
言葉を探しているという印象を与えずに、流暢に、また自然に自己表現ができる。 
社会的、学問的、職業上の目的に応じた、柔軟な、しかも効果的な言葉遣いがで

きる。 
複雑な話題について明確で、しっかりとした構成の、詳細なテクストを作ることがで

きる。その際テクストを構成する字句や接続表現、結束表現の用法をマスターして

いることがうかがえる。 

自
立
し
た
言
語
使
用
者 

B2 

自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的かつ具体的な話題の複雑なテ

クストの主要な内容を理解できる。 
お互いに緊張しないで母語話者とやり取りができるくらい流暢かつ自然である。 
かなり広汎な範囲の話題について、明確で詳細なテクストを作ることができ、さまざ

まな選択肢について長所や短所を示しながら自己の視点を説明できる。 

B1 

仕事、学校、娯楽で普段出会うような身近な話題について、標準的な話し方であ

れば主要点を理解できる。 
その言葉が話されている地域を旅行しているときに起こりそうな、たいていの事態

に対処することができる。 
身近で個人的にも関心のある話題について、単純な方法で結びつけられた、脈絡

のあるテクストを作ることができる。経験、出来事、夢、希望、野心を説明し、意見や

計画の理由、説明を短く述べることができる。 

基
礎
段
階
の
言
語
使
用
者 

A2 

ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係があ

る領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。 
簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずること

ができる。 
自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言

葉で説明できる。 

A1 

具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現と基本的な言い回し

は理解し、用いることもできる。 
自分や他人を紹介することができ、どこに住んでいるか、誰と知り合いか、持ち物

などの個人的情報について、質問をしたり、答えたりできる。 
もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助け船を出してくれるなら簡単なやり取りを

することができる。 
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表 1 共通参照レベル：全体的な尺度 

熟
達
し
た
言
語
使
用
者 

C2 

聞いたり、読んだりしたほぼ全てのものを容易に理解することができる。 
いろいろな話し言葉や書き言葉から得た情報をまとめ、根拠も論点も一貫した方法

で再構成できる。自然に、流暢かつ正確に自己表現ができ、非常に複雑な状況で

も細かい意味の違い、区別を表現できる。 

C1 

いろいろな種類の高度な内容のかなり長いテクストを理解することができ、含意を

把握できる。 
言葉を探しているという印象を与えずに、流暢に、また自然に自己表現ができる。 
社会的、学問的、職業上の目的に応じた、柔軟な、しかも効果的な言葉遣いがで

きる。 
複雑な話題について明確で、しっかりとした構成の、詳細なテクストを作ることがで

きる。その際テクストを構成する字句や接続表現、結束表現の用法をマスターして

いることがうかがえる。 

自
立
し
た
言
語
使
用
者 

B2 

自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的かつ具体的な話題の複雑なテ

クストの主要な内容を理解できる。 
お互いに緊張しないで母語話者とやり取りができるくらい流暢かつ自然である。 
かなり広汎な範囲の話題について、明確で詳細なテクストを作ることができ、さまざ

まな選択肢について長所や短所を示しながら自己の視点を説明できる。 

B1 

仕事、学校、娯楽で普段出会うような身近な話題について、標準的な話し方であ

れば主要点を理解できる。 
その言葉が話されている地域を旅行しているときに起こりそうな、たいていの事態

に対処することができる。 
身近で個人的にも関心のある話題について、単純な方法で結びつけられた、脈絡

のあるテクストを作ることができる。経験、出来事、夢、希望、野心を説明し、意見や

計画の理由、説明を短く述べることができる。 

基
礎
段
階
の
言
語
使
用
者 

A2 

ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係があ

る領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。 
簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずること

ができる。 
自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言

葉で説明できる。 

A1 

具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現と基本的な言い回し

は理解し、用いることもできる。 
自分や他人を紹介することができ、どこに住んでいるか、誰と知り合いか、持ち物

などの個人的情報について、質問をしたり、答えたりできる。 
もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助け船を出してくれるなら簡単なやり取りを

することができる。 
 
 

表 2-1 共通参照レベル：自己評価表 
  A1 A2 

理
解
す
る
こ
と 

聞
く
こ
と 

はっきりとゆっくりと話してもらえれば、

自分、家族、すぐ周りの具体的なものに

関する聞き慣れた語やごく基本的な表

現を聞き取れる。 

（ごく基本的な個人や家族の情報、買

い物、近所、仕事などの）直接自分に

関連した領域で最も頻繁に使われる語

彙や表現を理解することができる。 
短い、はっきりとした簡単なメッセージ

やアナウンスの要点を聞き取れる。 

読
む
こ
と 

例えば、掲示やポスター、カタログの中

のよく知っている名前、単語、単純な文

を理解できる。 

ごく短い簡単なテクストなら理解でき

る。 
広告や内容紹介のパンフレット、メニュ

ー、予定表のようなものの中から日常の

単純な具体的に予測がつく情報を取り

出せる。 
簡単で短い個人的な手紙は理解でき

る。 

話
す
こ
と 

や
り
取
り 

相手がゆっくり話し、繰り返したり、言い

換えたりしてくれて、また自分が言いた

いことを表現するのに助け船を出してく

れるなら、簡単なやり取りをすることが

できる。 
直接必要なことやごく身近な話題につ

いての簡単な質問なら、聞いたり答え

たりできる。 

単純な日常の仕事の中で、情報の直

接のやり取りが必要ならば、身近な話

題や活動について話し合いができる。 
通常は会話を続けていくだけの理解力

はないのだが、短い社交的なやり取り

をすることはできる。 

表
現 

どこに住んでいるか、また、知っている

人たちについて、簡単な語句や文を使

って表現できる。 

家族、周囲の人々、居住条件、学歴、

職歴を簡単な言葉で一連の語句や文

を使って説明できる。 

書
く
こ
と 

書
く
こ
と 

新年の挨拶など短い簡単な葉書を書く

ことができる。 
例えばホテルの宿帳に名前、国籍や住

所といった個人のデータを書き込むこと

ができる。 

直接必要のある領域での事柄なら簡単

に短いメモやメッセージを書くことがで

きる。 
短い個人的な手紙なら書くことができ

る：例えば礼状など。 
 
 
 
 
 
 
 



60

表 2-2 
  B1 B2 

理
解
す
る
こ
と 

聞
く
こ
と 

仕事、学校、娯楽で普段出会うような身

近な話題について、明瞭で標準的な話

し方の会話なら要点を理解することが

できる。 
話し方が比較的ゆっくり、はっきりとして

いるなら、時事問題や、個人的もしくは

仕事上の話題についても、ラジオやテレ

ビ番組の要点を理解することができる。 

長い会話や講義を理解することができ

る。また、もし話題がある程度身近な範

囲であれば、議論の流れが複雑であっ

ても理解できる。 
たいていのテレビのニュースや時事問

題の番組も分かる。 
標準語の映画なら、大部分は理解でき

る。 

読
む
こ
と 

非常によく使われる日常言語や、自分

の仕事関連の言葉で書かれたテクスト

なら理解できる。 
起こったこと、感情、希望が表現されて

いる私信を理解できる。 

筆者の姿勢や視点が出ている現代の

問題についての記事や報告が読める。 
現代文学の散文は読める。 

話
す
こ
と 

や
り
取
り 

当該言語圏の旅行中に最も起こりやす

いたいていの状況に対処することがで

きる。 
例えば、家族や趣味、仕事、旅行、最

近の出来事など、日常生活に直接関係

のあることや個人的な関心事について、

準備なしで会話に入ることができる。 

流暢に自然に会話をすることができ、

母語話者と普通にやり取りができる。 
身近なコンテクストの議論に積極的に

参加し、自分の意見を説明し、弁明で

きる。 

表
現 

簡単な方法で語句をつないで、自分の

経験や出来事、夢や希望、野心を語る

ことができる。 
意見や計画に対する理由や説明を簡

潔に示すことができる。 
物語を語ったり、本や映画のあらすじを

話し、またそれに対する感想・考えを表

現できる。 

自分の興味関心のある分野に関連す

る限り、幅広い話題について、明瞭で

詳細な説明をすることができる。 
時事問題について、いろいろな可能性

の長所、短所を示して自己の見方を説

明できる。 

書
く
こ
と 

書
く
こ
と 

身近で個人的に関心のある話題につ

いて、つながりのあるテクストを書くこと

ができる。私信で経験や印象を書くこと

ができる。 

興味関心のある分野内なら、幅広くい

ろいろな話題について、明瞭で詳細な

説明文を書くことができる。 
エッセイやレポートで情報を伝え、一定

の視点に対する支持や反対の理由を

書くことができる。 
手紙の中で、事件や体験について自

分にとっての意義を中心に書くことがで

きる。 
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表 2-2 
  B1 B2 

理
解
す
る
こ
と 

聞
く
こ
と 

仕事、学校、娯楽で普段出会うような身

近な話題について、明瞭で標準的な話

し方の会話なら要点を理解することが

できる。 
話し方が比較的ゆっくり、はっきりとして

いるなら、時事問題や、個人的もしくは

仕事上の話題についても、ラジオやテレ

ビ番組の要点を理解することができる。 

長い会話や講義を理解することができ

る。また、もし話題がある程度身近な範

囲であれば、議論の流れが複雑であっ

ても理解できる。 
たいていのテレビのニュースや時事問

題の番組も分かる。 
標準語の映画なら、大部分は理解でき

る。 

読
む
こ
と 

非常によく使われる日常言語や、自分

の仕事関連の言葉で書かれたテクスト

なら理解できる。 
起こったこと、感情、希望が表現されて

いる私信を理解できる。 

筆者の姿勢や視点が出ている現代の

問題についての記事や報告が読める。 
現代文学の散文は読める。 

話
す
こ
と 

や
り
取
り 

当該言語圏の旅行中に最も起こりやす

いたいていの状況に対処することがで

きる。 
例えば、家族や趣味、仕事、旅行、最

近の出来事など、日常生活に直接関係

のあることや個人的な関心事について、

準備なしで会話に入ることができる。 

流暢に自然に会話をすることができ、

母語話者と普通にやり取りができる。 
身近なコンテクストの議論に積極的に

参加し、自分の意見を説明し、弁明で

きる。 

表
現 

簡単な方法で語句をつないで、自分の

経験や出来事、夢や希望、野心を語る

ことができる。 
意見や計画に対する理由や説明を簡

潔に示すことができる。 
物語を語ったり、本や映画のあらすじを

話し、またそれに対する感想・考えを表

現できる。 

自分の興味関心のある分野に関連す

る限り、幅広い話題について、明瞭で

詳細な説明をすることができる。 
時事問題について、いろいろな可能性

の長所、短所を示して自己の見方を説

明できる。 

書
く
こ
と 

書
く
こ
と 

身近で個人的に関心のある話題につ

いて、つながりのあるテクストを書くこと

ができる。私信で経験や印象を書くこと

ができる。 

興味関心のある分野内なら、幅広くい

ろいろな話題について、明瞭で詳細な

説明文を書くことができる。 
エッセイやレポートで情報を伝え、一定

の視点に対する支持や反対の理由を

書くことができる。 
手紙の中で、事件や体験について自

分にとっての意義を中心に書くことがで

きる。 

表 2-3 
  C1 C2 

理
解
す
る
こ
と 

聞
く
こ
と 

たとえ構成がはっきりしなくて、関係性

が暗示されているにすぎず、明示的で

ない場合でも、長い話が理解できる。 
特別の努力なしにテレビ番組や映画を

理解できる。 

生であれ、放送されたものであれ、母

語話者の速いスピードで話されても、そ

の話し方の癖に慣れる時間の余裕があ

れば、どんな種類の話し言葉も、難無く

理解できる。 

読
む
こ
と 

長い複雑な事実に基づくテクストや文

学テクストを、文体の違いを認識しなが

ら理解できる。 
自分の関連外の分野での専門的記事

も長い、技術的説明書も理解できる。 

抽象的で、構造的にも言語的にも複雑

な、例えばマニュアルや専門的記事、

文学作品のテクストなど、事実上あらゆ

る形式で書かれた言葉を容易に読むこ

とができる。 

話
す
こ
と 

や
り
取
り 

言葉をことさら探さずに流暢に自然に

自己表現ができる。 
社会上、仕事上の目的に合った言葉

遣いが、意のままに効果的にできる。 
自分の考えや意見を精確に表現でき、

自分の発言を上手に他の話し手の発

言にあわせることができる。 

慣用表現、口語体表現をよく知ってい

て、いかなる会話や議論でも努力しな

いで加わることができる。 
自分を流暢に表現し、詳細に細かい意

味のニュアンスを伝えることができる。 
表現上の困難に出合っても、周りの人

がそれにほとんど気がつかないほどに

修正し、うまく繕うことができる。 

表
現 

複雑な話題を、派生的問題にも立ち入

って、詳しく論ずることができ、一定の

観点を展開しながら、適切な結論でま

とめ上げることができる。 

状況にあった文体で、はっきりとすらす

らと流暢に記述や論述ができる。効果

的な論理構成によって聞き手に重要点

を把握させ、記憶にとどめさせることが

できる。 

書
く
こ
と 

書
く
こ
と 

適当な長さでいくつかの視点を示し

て、明瞭な構成で自己表現ができる。 
自分が重要だと思う点を強調しながら、

手紙やエッセイ、レポートで複雑な主題

を扱うことができる。 
読者を念頭に置いて適切な文体を選

択できる。 

明瞭な、流暢な文章を適切な文体で書

くことができる。 
効果的な論理構造で事情を説明し、そ

の重要点を読み手に気づかせ、記憶

にとどめさせるように、複雑な内容の手

紙、レポート、記事を書くことができる。 
仕事や文学作品の概要や評を書くこと

ができる。 
 
2. Goethe-Institutの検定試験の検定基準 

Goethe-Institutでは、さまざまな検定試験が実施されているが、そのなかには、CEFRの 6段
階に依拠したものもある。まず、Goethe-Institut の HP に掲載されている、CEFR の共通参照レ
ベル「全体的な尺度」に該当する部分を挙げる。ドイツ語はドイツ語版 HP（http://www.goethe. 
de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm）、日本語は日本語版 HP（http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/ 
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jaindex.htm）からのものである。 

表 3-1 
Elementare Sprachverwendung 基礎段階の言語使用 

A1 
Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und 
ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, 
die auf die Befriedigung konkreter 
Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere 
vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer 
Person stellen - z.B. wo sie wohnen, was für 
Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben 
- und kann auf Fragen dieser Art Antwort 
geben. Kann sich auf einfache Art 
verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen 
oder Gesprächspartner langsam und deutlich 
sprechen und bereit sind zu helfen. 

A2 
Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke 
verstehen, die mit Bereichen von ganz 
unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. 
B. Informationen zur Person und zur Familie, 
Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann 
sich in einfachen, routinemäßigen Situationen 
verständigen, in denen es um einen einfachen 
und direkten Austausch von Informationen 
über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann 
mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und 
Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge 
im Zusammenhang mit unmittelbaren 
Bedürfnissen beschreiben. 

まず、日常生活の場面で短く簡単なドイツ語表

現が理解でき、自分でも言えるようになります。

例えば自己紹介ができ、相手に簡単な質問を

したり、それに答えたりできます。食事や買い

物や旅行の場面で、相手がゆっくり明瞭に話し

てくれるなら、コミュニケーションが図れます。

毎日の生活で頻繁に使われる言葉や表現に

慣れ、仕事や家族や故郷など、自分に関す

る事や日常的で具体的な生活に関する事な

ら、ドイツ語でコミュニケーションが図れます。

また日常的に必要な事柄が、簡単な文章の

形で表現できるようになります。

表 3-2 
Selbstständige Sprachverwendung / 自立した言語使用 

B1 
Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare 
Standardsprache verwendet wird und wenn es 
um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, 
Freizeit usw. geht. Kann die meisten 
Situationen bewältigen, denen man auf Reisen 
im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach 
und zusammenhängend über vertraute Themen 
und persönliche Interessengebiete äußern. 
Kann über Erfahrungen und Ereignisse 
berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele 
beschreiben und zu Plänen und Ansichten 
kurze Begründungen oder Erklärungen geben. 

B2 
Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu 
konkreten und abstrakten Themen verstehen; 
versteht im eigenen Spezialgebiet auch 
Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und 
fließend verständigen, dass ein normales 
Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere 
Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich 
ist. Kann sich zu einem breiten Themen- 
spektrum klar und detailliert ausdrücken, 
einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage 
erläutern und die Vor- und Nachteile 
verschiedener Möglichkeiten angeben. 
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jaindex.htm）からのものである。 

表 3-1 
Elementare Sprachverwendung 基礎段階の言語使用 

A1 
Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und 
ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, 
die auf die Befriedigung konkreter 
Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere 
vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer 
Person stellen - z.B. wo sie wohnen, was für 
Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben 
- und kann auf Fragen dieser Art Antwort 
geben. Kann sich auf einfache Art 
verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen 
oder Gesprächspartner langsam und deutlich 
sprechen und bereit sind zu helfen. 

A2 
Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke 
verstehen, die mit Bereichen von ganz 
unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. 
B. Informationen zur Person und zur Familie, 
Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann 
sich in einfachen, routinemäßigen Situationen 
verständigen, in denen es um einen einfachen 
und direkten Austausch von Informationen 
über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann 
mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und 
Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge 
im Zusammenhang mit unmittelbaren 
Bedürfnissen beschreiben. 

まず、日常生活の場面で短く簡単なドイツ語表

現が理解でき、自分でも言えるようになります。

例えば自己紹介ができ、相手に簡単な質問を

したり、それに答えたりできます。食事や買い

物や旅行の場面で、相手がゆっくり明瞭に話し

てくれるなら、コミュニケーションが図れます。

毎日の生活で頻繁に使われる言葉や表現に

慣れ、仕事や家族や故郷など、自分に関す

る事や日常的で具体的な生活に関する事な

ら、ドイツ語でコミュニケーションが図れます。

また日常的に必要な事柄が、簡単な文章の

形で表現できるようになります。

表 3-2 
Selbstständige Sprachverwendung / 自立した言語使用 

B1 
Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare 
Standardsprache verwendet wird und wenn es 
um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, 
Freizeit usw. geht. Kann die meisten 
Situationen bewältigen, denen man auf Reisen 
im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach 
und zusammenhängend über vertraute Themen 
und persönliche Interessengebiete äußern. 
Kann über Erfahrungen und Ereignisse 
berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele 
beschreiben und zu Plänen und Ansichten 
kurze Begründungen oder Erklärungen geben. 

B2 
Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu 
konkreten und abstrakten Themen verstehen; 
versteht im eigenen Spezialgebiet auch 
Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und 
fließend verständigen, dass ein normales 
Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere 
Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich 
ist. Kann sich zu einem breiten Themen- 
spektrum klar und detailliert ausdrücken, 
einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage 
erläutern und die Vor- und Nachteile 
verschiedener Möglichkeiten angeben. 

明瞭な通常のドイツ語であれば、仕事や趣味

や生活など日常的な事柄についてのドイツ語

の発言や文章が理解できます。例えば、旅行

中に出会うさまざまな出来事に対して、必要

な対応ができ、また、自分の経験や夢・希望・

目標などについて話すことができます。さら

に、自分に身近なテーマあれば、意見を述べ

たり、その論拠を説明したりできます。

抽象的で複雑なドイツ語で表現されても、そ

の趣旨が理解できます。自分の仕事や専門

分野に関する事柄なら、ドイツ語で行われる

議論の内容が理解できるだけでなく、自分の

立場や意見を述べたり、あるいはひとつの意

見に対する利点と不利点を論述したりできま

す。日常的ないくつかのテーマでは、広い範

囲にわたって明確に意見と情報が交換でき、

ドイツ語を母国語とする人との間で、相互に

困難を感じずに自然な会話が成立します。

 
表 3-3 

Kompetente Sprachverwendung / 熟達した言語使用 
C1 
Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, 
längerer Texte verstehen und auch implizite 
Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und 
fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich 
erkennbar nach Worten suchen zu müssen. 
Kann die Sprache im gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben oder in Ausbildung und 
Studium wirksam und flexibel gebrauchen. 
Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu 
komplexen Sachverhalten äußern und dabei 
verschiedene Mittel zur Textverknüpfung 
angemessen verwenden. 

C2 
Kann praktisch alles, was er / sie liest oder 
hört, mühelos verstehen. Kann Informationen 
aus verschiedenen schriftlichen und münd- 
lichen Quellen zusammenfassen und dabei 
Begründungen und Erklärungen in einer 
zusammenhängenden Darstellung wieder- 
geben. Kann sich spontan, sehr flüssig und 
genau ausdrücken und auch bei komplexeren 
Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen 
deutlich machen. 

ほとんどのテーマで、高度なドイツ語表現や

長い文章が理解でき、また、その言外のニュ

アンスも感じ取れます。ドイツ人社会で、社会

人として職業についたり大学で学んだりする

のに必要十分な語彙と表現を使いこなし、複

雑で微妙な内容を正確なドイツ語で表現する

ことができます。

社会生活上、不自由なくすべてのことに対応

できるドイツ語力があります。さまざまな分野

の多様なテーマに関して、読む、書く、話す、

聞くことが困難なくでき、また、ニュアンスにと

んだ自然なドイツ語を正確に使うことができま

す。

 
次に、Goethe-Institut の HP に掲載されている、検定試験の各レベルの検定基準で、CEFR

の共通参照レベル「自己評価表」におおよそ該当する項目を挙げる。各上段のドイツ語はドイ

ツ語版の HPに、各下段の日本語は日本語版の HPに掲載されているものである。上記表 3-1
～3-3に比べて、より具体的な例が記載されている。 
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表 4‐1 
Elementare Sprachverwendung 基礎段階の言語使用 

A1 
・ in Alltagssituationen kurze, ganz einfache 

Fragen, Anweisungen und Mitteilungen 
verstehen, aber auch Ansagen auf dem 
Anrufbeantworter, öffentliche Durchsagen 
sowie kurze Gespräche, 
・ für Sie relevante Informationen aus schrift- 

lichen Kurzmitteilungen, öffentlichen Hin- 
weisschildern und Kleinanzeigen entnehmen,  
・ Zahlen, Mengen, Uhrzeiten und Preise 

nennen und verstehen,  
・ Formulare in Bezug auf einfache und 

persönliche Angaben ausfüllen, 
・ kurze persönliche Mitteilungen schreiben, 
・ sich im Gespräch vorstellen und einfache 

Fragen zu Ihrer Person beantworten, 
・ im Alltag gebräuchliche Fragen und Bitten 

formulieren und darauf reagieren. 

A2 
・ die wichtigsten Informationen in all- 

täglichen Gesprächen verstehen, aber auch 
kurze Ansagen aus dem Radio oder 
Mitteilungen am Telefon,  
・ die wichtigsten Informationen aus kurzen 

Zeitungsartikeln, alltagsbezogenen Anzeigen 
und öffentlichen Hinweistafeln entnehmen, 
・ in Geschäften, bei Banken oder Ämtern 

übliche Formulare ausfüllen, 
・ Mitteilungen schreiben, die sich auf Ihr 

unmittelbares Lebensumfeld beziehen, 
・ sich im Gespräch vorstellen und über die 

eigene Lebenssituation austauschen, 
・ in Gesprächen Fragen zu Alltagsthemen 

stellen und beantworten, 
・ in Alltagsgesprächen etwas vereinbaren 

oder aushandeln. 
・日常生活の場面での簡単な質問や指示、

話、留守番電話のメッセージやアナウンス、

短い会話を理解することができる

・短い伝達事項や掲示、広告などから、自分

にとって重要な情報を取り出すことができる

・数字や量、時間や値段を言ったり、理解した

りすることができる

・簡単なものであれば、所定の用紙に記入す

ることができる

・短い個人的な文章を書くことができる

・会話で自己紹介をしたり、質問に答えたりす

ることができる

・身近な状況で質問やお願いをしたり、それ

らに反応したりすることができる

・日常会話で非常に重要な情報を理解した

り、短いラジオ放送や電話での会話を聞き

取ったりすることができる

・短い新聞記事や身近にある広告、告示など

を読んで、非常に重要な情報を取り出すこと

ができる

・店や銀行、役所などにある所定の用紙に記

入することができる

・身の回りのことについて短い文章を書くこと

ができる

・会話をしながら自己紹介をしたり、身の回り

のことについて話をしたりすることができる

・身近なテーマについて質問をしたり、質問

に答えたりすることができる

・身近な場面で、人と約束をしたり、相談した

りすることができる

（A1 ドイツ語版：http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/deindex.htm） 
（A1日本語版：http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/jaindex.htm） 
（A2 ドイツ語版：http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd2/deindex.htm） 
（A2日本語版：http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd2/jaindex.htm） 
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表 4‐1 
Elementare Sprachverwendung 基礎段階の言語使用 

A1 
・ in Alltagssituationen kurze, ganz einfache 

Fragen, Anweisungen und Mitteilungen 
verstehen, aber auch Ansagen auf dem 
Anrufbeantworter, öffentliche Durchsagen 
sowie kurze Gespräche, 
・ für Sie relevante Informationen aus schrift- 

lichen Kurzmitteilungen, öffentlichen Hin- 
weisschildern und Kleinanzeigen entnehmen,  
・ Zahlen, Mengen, Uhrzeiten und Preise 

nennen und verstehen,  
・ Formulare in Bezug auf einfache und 

persönliche Angaben ausfüllen, 
・ kurze persönliche Mitteilungen schreiben, 
・ sich im Gespräch vorstellen und einfache 

Fragen zu Ihrer Person beantworten, 
・ im Alltag gebräuchliche Fragen und Bitten 

formulieren und darauf reagieren. 

A2 
・ die wichtigsten Informationen in all- 

täglichen Gesprächen verstehen, aber auch 
kurze Ansagen aus dem Radio oder 
Mitteilungen am Telefon,  
・ die wichtigsten Informationen aus kurzen 

Zeitungsartikeln, alltagsbezogenen Anzeigen 
und öffentlichen Hinweistafeln entnehmen, 
・ in Geschäften, bei Banken oder Ämtern 

übliche Formulare ausfüllen, 
・ Mitteilungen schreiben, die sich auf Ihr 

unmittelbares Lebensumfeld beziehen, 
・ sich im Gespräch vorstellen und über die 

eigene Lebenssituation austauschen, 
・ in Gesprächen Fragen zu Alltagsthemen 

stellen und beantworten, 
・ in Alltagsgesprächen etwas vereinbaren 

oder aushandeln. 
・日常生活の場面での簡単な質問や指示、

話、留守番電話のメッセージやアナウンス、

短い会話を理解することができる

・短い伝達事項や掲示、広告などから、自分

にとって重要な情報を取り出すことができる

・数字や量、時間や値段を言ったり、理解した

りすることができる

・簡単なものであれば、所定の用紙に記入す

ることができる

・短い個人的な文章を書くことができる

・会話で自己紹介をしたり、質問に答えたりす

ることができる

・身近な状況で質問やお願いをしたり、それ

らに反応したりすることができる

・日常会話で非常に重要な情報を理解した

り、短いラジオ放送や電話での会話を聞き

取ったりすることができる

・短い新聞記事や身近にある広告、告示など

を読んで、非常に重要な情報を取り出すこと

ができる

・店や銀行、役所などにある所定の用紙に記

入することができる

・身の回りのことについて短い文章を書くこと

ができる

・会話をしながら自己紹介をしたり、身の回り

のことについて話をしたりすることができる

・身近なテーマについて質問をしたり、質問

に答えたりすることができる

・身近な場面で、人と約束をしたり、相談した

りすることができる

（A1 ドイツ語版：http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/deindex.htm） 
（A1日本語版：http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd1/jaindex.htm） 
（A2 ドイツ語版：http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd2/deindex.htm） 
（A2日本語版：http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd2/jaindex.htm） 

表 4-2 
Selbstständige Sprachverwendung / 自立した言語使用 

B1 
・ die Hauptinformationen verstehen können, 

wenn klare Standardsprache verwendet wird 
und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, 
Schule, Freizeit usw. geht. 
・ die meisten Situationen bewältigen können, 

denen man auf Reisen in deutschsprachigen 
Ländern begegnet. 
・ sich einfach und zusammenhängend über 

vertraute Themen und persönliche 
Interessensgebiete äußern können. 
・ über Erfahrungen und Ereignisse berichten 

und Träume, Hoffnungen und Ziele 
beschreiben sowie kurze Begründungen oder 
Erklärungen geben können. 

B2 
・ die Hauptinhalte von konkreten und 

abstrakten Themen verfolgen und die für Sie 
relevanten Informationen (zum Beispiel in 
Radiosendungen) entnehmen 
・ eine breite Palette von Texten verstehen, 

darunter sowohl kürzere Texte (wie etwa 
Anzeigen) als auch längere, komplexe 
Sachtexte, Kommentare und Berichte 
・ sich schriftlich zu komplexen Sachverhalten 

klar und strukturiert äußern aber auch 
fehlerhafte Texte anderer korrigieren 
・ klar strukturierte mündliche Darstellungen 

zu allgemeinen Themen und zu Themen aus 
eigenen Interessensgebieten abgeben 
・ sich aktiv an Diskussionen zu Ihnen 

bekannten Themen beteiligen, dabei Stellung 
beziehen und eigene Standpunkte darlegen. 

・明確な標準的なドイツ語であれば、仕事や

学校、余暇など日常的な事柄についてのド

イツ語の発言や文章が理解できます

・旅行中に出会う様々な場面で必要な対応が

できます

・身近なテーマであれば、簡潔かつ筋道をた

てて意見を述べることができます

・自分の経験や夢・希望・目標などについて

話したり、書いたりでき、その論拠を説明で

きます

・具体的あるいは抽象的なテーマについて内

容を把握することができ、（ラジオ放送などを

聴いて）自分にとって重要な情報を取り出す

ことができる

・（広告のような）短い文章から比較的複雑で

長い解説記事、報道記事などまで、さまざま

な文章を理解することができる

・複雑な内容について、明瞭かつ構成のしっ

かりした文章を書くことができる。また、ほか

の人の書いた文章の間違いを訂正すること

ができる

・一般的なテーマや自分に関心のあるテーマ

について、順序だてて話をすることができる

・既知のテーマについて、議論に参加し、他

人の意見に関連付けて自分の意見を述べ

ることができる

（B1 ドイツ語版：http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/deindex.htm） 
（B1日本語版：http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/jaindex.htm） 
（B2 ドイツ語版：http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/deindex.htm） 
（B2日本語版：http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/jaindex.htm） 
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表 4-3 
Kompetente Sprachverwendung / 熟達した言語使用 

C1 
・ längere Radiobeiträge, Radiosendungen und 

Vorträge ohne große Mühe verstehen, 
・ eine breite Auswahl von Lesetexten 

verstehen, darunter längere, komplexere 
Sachtexte, Kommentare und Berichte,  
・ sich in Aufsätzen über komplexe Sach- 

verhalte schriftlich klar und strukturiert 
ausdrücken und dabei einen dem Leser 
angemessenen Ausdruck wählen, 
・ sich mündlich spontan und fließend 

ausdrücken, eigene Stellungnahmen abgeben, 
Gedanken und Meinungen präzise 
formulieren und eigene Beiträge ausführlich 
darstellen. 

C2 
・ alles, was Sie auf Deutsch lesen und hören, 

mühelos verstehen 
・ Informationen aus verschiedenen schrift- 

lichen und mündlichen Quellen zusammen- 
fassen und dabei Begründungen sowie 
Erklärungen zusammenhängend wiedergeben 
・ sich spontan, sehr flüssig und genau 

ausdrücken und auch bei komplexeren 
Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen 
formulieren. 

・比較的長いラジオ番組やラジオ放送、講演

を聞き、容易に理解することができる

・比較的長い、複雑な内容の解説記事、報道

記事など、さまざまな種類の文章を理解する

ことができる

・複雑な内容について明瞭かつ構成のしっか

りした文章を書き、読者に応じた表現を選ぶ

ことができる

・自然かつ流暢に意見を述べることができ、

自分の立場を明らかにし、考えや意見を明

瞭かつ詳細に述べることができる

・ドイツ語で読み、聞いたことをすべて難なく

理解できる。

・さまざまなタイプまたは分野のドイツ語を読

んだり聞いたりして、その内容を根拠ならび

に説明を関連付けながら要約できる。

・とっさに、よどみなく正確に考えを表現でき、

内容が複雑でも微妙なニュアンスを的確に

述べることができる。 

（C1 ドイツ語版：http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gc1/deindex.htm） 
（C1日本語版：http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gc1/jaindex.htm） 
（C2 ドイツ語版：http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/nc2/deindex.htm） 
（C2日本語版：http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/nc2/jaindex.htm） 

 
さらに、Goethe-InstitutのHPで公開されている検定試験のModellsatz（「想定問題」）（A1～

C1）および Prüfungsziele, Testbeschreibung（「試験の目的、試験の詳細について」）（C2）にも、
検定試験の各レベルの検定基準の具体例が記載されている。上掲のGoethe-InstitutのHP上
の検定試験の各レベルの検定基準（表 4-1～4-3）とほぼ同じであるが、一部異なる箇所もある
ため、以下に挙げる。 
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表 4-3 
Kompetente Sprachverwendung / 熟達した言語使用 

C1 
・ längere Radiobeiträge, Radiosendungen und 

Vorträge ohne große Mühe verstehen, 
・ eine breite Auswahl von Lesetexten 

verstehen, darunter längere, komplexere 
Sachtexte, Kommentare und Berichte,  
・ sich in Aufsätzen über komplexe Sach- 

verhalte schriftlich klar und strukturiert 
ausdrücken und dabei einen dem Leser 
angemessenen Ausdruck wählen, 
・ sich mündlich spontan und fließend 

ausdrücken, eigene Stellungnahmen abgeben, 
Gedanken und Meinungen präzise 
formulieren und eigene Beiträge ausführlich 
darstellen. 

C2 
・ alles, was Sie auf Deutsch lesen und hören, 

mühelos verstehen 
・ Informationen aus verschiedenen schrift- 

lichen und mündlichen Quellen zusammen- 
fassen und dabei Begründungen sowie 
Erklärungen zusammenhängend wiedergeben 
・ sich spontan, sehr flüssig und genau 

ausdrücken und auch bei komplexeren 
Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen 
formulieren. 

・比較的長いラジオ番組やラジオ放送、講演

を聞き、容易に理解することができる

・比較的長い、複雑な内容の解説記事、報道

記事など、さまざまな種類の文章を理解する

ことができる

・複雑な内容について明瞭かつ構成のしっか

りした文章を書き、読者に応じた表現を選ぶ

ことができる

・自然かつ流暢に意見を述べることができ、

自分の立場を明らかにし、考えや意見を明

瞭かつ詳細に述べることができる

・ドイツ語で読み、聞いたことをすべて難なく

理解できる。

・さまざまなタイプまたは分野のドイツ語を読

んだり聞いたりして、その内容を根拠ならび

に説明を関連付けながら要約できる。

・とっさに、よどみなく正確に考えを表現でき、

内容が複雑でも微妙なニュアンスを的確に

述べることができる。 

（C1 ドイツ語版：http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gc1/deindex.htm） 
（C1日本語版：http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gc1/jaindex.htm） 
（C2 ドイツ語版：http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/nc2/deindex.htm） 
（C2日本語版：http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/nc2/jaindex.htm） 

 
さらに、Goethe-InstitutのHPで公開されている検定試験のModellsatz（「想定問題」）（A1～

C1）および Prüfungsziele, Testbeschreibung（「試験の目的、試験の詳細について」）（C2）にも、
検定試験の各レベルの検定基準の具体例が記載されている。上掲のGoethe-InstitutのHP上
の検定試験の各レベルの検定基準（表 4-1～4-3）とほぼ同じであるが、一部異なる箇所もある
ため、以下に挙げる。 
 
 

表 5-1 
Elementare Sprachverwendung 基礎段階の言語使用 

A1 
・ in Alltagssituationen kurze, einfache Fragen, 

Anweisungen und Mitteilungen, Ansagen auf 
dem Anrufbeantworter, öffentliche Durch- 
sagen sowie kurze Gespräche verstehen, 
・ für sie relevante Informationen aus schrift- 

lichen Kurzmitteilungen, öffentlichen Hin- 
weisschildern und Kleinanzeigen entnehmen, 
・ Zahlen, Mengen, Uhrzeiten und Preise 

nennen und verstehen, 
・ Formulare ausfüllen, in Bezug auf einfache 

und persönliche Angaben, 
・ kurze persönliche Mitteilungen schreiben, 
・ sich im Gespräch vorstellen und einfache 

Fragen zur Person beantworten, 
・ im Alltag gebräuchliche Bitten und 

Aufforderungen formulieren und darauf 
reagieren.  

A2 
・ die wichtigsten Informationen in all- 

täglichen Gesprächen verstehen, aber auch 
kurze Ansagen aus dem Radio oder 
Mitteilungen am Telefon, 
・ die wichtigsten Informationen aus kurzen 

Zeitungsartikeln, alltagsbezogenen Anzeigen 
und öffentlichen Hinweistafeln entnehmen, 
・ in Geschäften, bei Banken oder Ämtern 

übliche Formulare ausfüllen, 
・ Mitteilungen schreiben, die sich auf ihr 

unmittelbares Lebensumfeld beziehen, 
・ sich im Gespräch vorstellen und über die 

eigene Lebenssituation austauschen, 
・ in Gesprächen Fragen zu Alltagsthemen 

stellen und beantworten, 
・ in Alltagsgesprächen etwas vereinbaren 

oder aushandeln. 
（A1：http://www.goethe.de/lrn/pro/sd1/start%20deutsch%201%20modellsatz.pdf） 
（A2：http://www.goethe.de/lrn/pro/sd2/A2_SD2_Modellsatz_2013_03_web.pdf） 

 
表 5-2 

Selbstständige Sprachverwendung / 自立した言語使用 
B1 
・ die Hauptinformationen verstehen, wenn 

klare Standardsprache verwendet wird und 
wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, 
Schule, Freizeit usw. geht. 
・ die meisten Situationen bewältigen, denen 

man auf Reisen in deutschsprachigen 
Ländern begegnet. 
・ sich einfach und zusammenhängend über 

vertraute Themen und persönliche 
Interessensgebiete äußern. 
・ über Erfahrungen und Ereignisse berichten 

und Träume, Hoffnungen und Ziele 
beschreiben sowie kurze Begründungen oder  

B2 
・ komplexe gesprochene Standardsprache am 

Telefon und in Radiosendungen verstehen, 
dabei zu konkreten und abstrakten Themen 
die Hauptinhalte verstehen und für sich 
relevante Informationen entnehmen, 
・ eine breite Palette von Texten verstehen, 

darunter sowohl kürzere Texte (z. B. 
Anzeigen) als auch längere, komplexere 
Sachtexte, Kommentare und Berichte, 
・ sich in Briefen über komplexe Sachverhalte 

schriftlich klar und strukturiert ausdrücken 
und fehlerhafte Briefe anderer korrigieren, 
・ klar strukturierte mündliche Darstellungen  
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Erklärungen geben. zu allgemeinen Themen sowie zu Themen 
aus dem eigenen Interessengebiet geben, 
・ sich in vertrauten Kontexten aktiv an 

informellen Diskussionen beteiligen, dabei 
Stellung nehmen und eigene Standpunkte 
darlegen. 

（B1：http://www.goethe.de/lrn/prf/pro/b1_modellsatz_erwachsene.pdf） 
（B2：http://www.goethe.de/lrn/pro/gb2/B2_Modellsatz_04.pdf） 

 
表 5-3 

Kompetente Sprachverwendung / 熟達した言語使用 
C1 
・ längere Redebeiträge, Radiosendungen und 

Vorträge ohne allzu große Mühe verstehen, 
・ eine breite Palette von Texten verstehen, 

darunter längere, komplexere Sachtexte, 
Kommentare und Berichte, 
・ sich in Aufsätzen über komplexe Sach- 

verhalte schriftlich klar und strukturiert 
ausdrücken und ein dem Leser angemessenes 
Register wählen, 
・ sich mündlich spontan und fließend 

ausdrücken, Stellungnahmen abgeben, 
Gedanken und Meinungen präzise 
formulieren und eigene Beiträge ausführlich 
darstellen. 

C2 
・ ein breites Spektrum von Texten mühelos 

verstehen, auch wenn sie abstrakt oder 
inhaltlich und sprachlich komplex sind und 
dabei implizite Bedeutungen erfassen, 
・ ein breites Spektrum gesprochener Sprache 

im direkten Gespräch wie in den Medien 
verstehen, auch wenn schnell gesprochen 
wird, 
・ anspruchsvolle Texte verfassen, die einen 

Sachverhalt strukturiert darstellen und dabei 
klar, flüssig und stilistisch dem jeweiligen 
Adressaten und Zweck angemessen 
schreiben, 
・ ausführlich frei vortragen sowie mühelos an 

einer Diskussion teilnehmen und dabei 
idiomatische Redewendungen angemessen 
benutzen und feinere Bedeutungsnuancen 
differenzieren. 

（C1：http://www.goethe.de/lrn/pro/gc1/C1_Modellsatz_05.pdf） 
（C2：http://www.goethe.de/lrn/pro/c2-neu/C2_Handbuch_Pruefziele.pdf） 

 
3. ドイツ語技能検定試験の検定基準 
公益財団法人ドイツ語学文学振興会「ドイツ語技能検定試験（独検）」は、1 級から 5 級まで

（準 1 級を含み）、CEFR と同様に 6 レベルに分類されている。しかし、検定試験の各レベルと
CEFR とのおおよその対応関係が記載されている公益財団法人フランス語教育振興協会「実

用フランス語技能検定試験」とは異なり、CEFR との対応関係は不明である。しかし、本学のド

イツ語目標レベルには、CEFR と独検のレベルを併記していることからも、以下に独検の検定

基準を挙げておく。 
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Erklärungen geben. zu allgemeinen Themen sowie zu Themen 
aus dem eigenen Interessengebiet geben, 
・ sich in vertrauten Kontexten aktiv an 

informellen Diskussionen beteiligen, dabei 
Stellung nehmen und eigene Standpunkte 
darlegen. 

（B1：http://www.goethe.de/lrn/prf/pro/b1_modellsatz_erwachsene.pdf） 
（B2：http://www.goethe.de/lrn/pro/gb2/B2_Modellsatz_04.pdf） 

 
表 5-3 

Kompetente Sprachverwendung / 熟達した言語使用 
C1 
・ längere Redebeiträge, Radiosendungen und 

Vorträge ohne allzu große Mühe verstehen, 
・ eine breite Palette von Texten verstehen, 

darunter längere, komplexere Sachtexte, 
Kommentare und Berichte, 
・ sich in Aufsätzen über komplexe Sach- 

verhalte schriftlich klar und strukturiert 
ausdrücken und ein dem Leser angemessenes 
Register wählen, 
・ sich mündlich spontan und fließend 

ausdrücken, Stellungnahmen abgeben, 
Gedanken und Meinungen präzise 
formulieren und eigene Beiträge ausführlich 
darstellen. 

C2 
・ ein breites Spektrum von Texten mühelos 

verstehen, auch wenn sie abstrakt oder 
inhaltlich und sprachlich komplex sind und 
dabei implizite Bedeutungen erfassen, 
・ ein breites Spektrum gesprochener Sprache 

im direkten Gespräch wie in den Medien 
verstehen, auch wenn schnell gesprochen 
wird, 
・ anspruchsvolle Texte verfassen, die einen 

Sachverhalt strukturiert darstellen und dabei 
klar, flüssig und stilistisch dem jeweiligen 
Adressaten und Zweck angemessen 
schreiben, 
・ ausführlich frei vortragen sowie mühelos an 

einer Diskussion teilnehmen und dabei 
idiomatische Redewendungen angemessen 
benutzen und feinere Bedeutungsnuancen 
differenzieren. 

（C1：http://www.goethe.de/lrn/pro/gc1/C1_Modellsatz_05.pdf） 
（C2：http://www.goethe.de/lrn/pro/c2-neu/C2_Handbuch_Pruefziele.pdf） 

 
3. ドイツ語技能検定試験の検定基準 
公益財団法人ドイツ語学文学振興会「ドイツ語技能検定試験（独検）」は、1 級から 5 級まで

（準 1 級を含み）、CEFR と同様に 6 レベルに分類されている。しかし、検定試験の各レベルと
CEFR とのおおよその対応関係が記載されている公益財団法人フランス語教育振興協会「実

用フランス語技能検定試験」とは異なり、CEFR との対応関係は不明である。しかし、本学のド

イツ語目標レベルには、CEFR と独検のレベルを併記していることからも、以下に独検の検定

基準を挙げておく。 

表 6 
5級（Elementarstufe） 
・初歩的なドイツ語を理解し、日常生活でよく

使われる簡単な表現や文が運用できる。 
・挨拶の表現が適切に使える。自分や他人を

簡単に紹介することができる。 
広告やパンフレットなどの短い文の中心的

な内容が理解できる。 
必要に応じて簡単な数字やキーワードを書

き取ることができる。 

4級（Anfängerstufe） 
・基礎的なドイツ語を理解し、初歩的な文法

規則を使って日常生活に必要な表現や文

が運用できる。 
・家族、学校、職業、買い物など身近な話題

に関する会話ができる。 
簡単な手紙や短い文章の内容が理解でき

る。 
比較的簡単な文章の内容を聞き、質問に答

え、重要な語句や数字を書き取ることができ

る。 
3級（Grundstufe） 
・ドイツ語の初級文法全般にわたる知識を前

提に、簡単な会話や文章が理解できる。 
・基本的なドイツ語を理解し、ほとんどの身近

な場面に対応できる。 
簡単な内容のコラムや記事などの文章を読

むことができる。 
短い文章の内容を聞き、簡単な質問に答

え、重要な語句や数字を書き取ることができ

る。 

2級（Mittelstufe） 
・ドイツ語の文法や語彙についての十分な知

識を前提に、日常生活に必要な会話や社

会生活で出会う文章が理解できる。 
・やや長めの文章の主旨を理解し、内容につ

いての質問に答えることができる。 
具体的・抽象的なテーマについてのインタビ

ューや短い記事の内容を聞き取ることができ

る。 
短いドイツ語の文を正しく書くことができる。 

準1級（Oberstufe） 
・ドイツ語圏の国々における生活に対応でき

る標準的なドイツ語を十分に身につけてい

る。 
・新聞などの比較的複雑な記事や論述文な

どを読むことができる。 
自分の体験などについて詳しく話し、社会

的･実用的なテーマについて口頭で自分の

考えを述べることができる。 
比較的長い文章の要点を聞き取り、短いドイ

ツ語の文章を正しく書くことができる。 

1級（Höchststufe） 
・標準的なドイツ語を不自由なく使え、専門的

なテーマに関して書かれた文章を理解し、

それについて口頭で意見を述べることがで

きる。 
・複雑なテーマに関する話やインタビューの

対話などの内容を正確に理解できる。 
複雑な日本語の文章をドイツ語に、ドイツ語

の文章を日本語に訳すことができる。 

（http://www.dokken.or.jp/outline/kijun_j.pdf）
 
4. 大阪大学外国語学部の「専攻語到達度目標」 
大阪大学外国語学部の HP には、各専攻語の到達度目標が掲載されている。相応する

CEFRのレベルおよび「大学生」ができる具体例も挙がっており、非常に参考になる。以下では、
ドイツ語の到達度目標を挙げる。 
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表
7 

 
到
達
度
目
標

 
専
攻
語
科
目
（
1
年
実
習
）
 

専
攻
語
科
目
（

2
年
実
習
）
 

専
攻
語
科
目
（
演
習
）
 

理 解 す る こ と  

聞 く こ と  

・
明
瞭
に
ゆ
っ
く
り
話
さ
れ
れ
ば
、
教
員
に
よ
る
課
題
の

指
示
・
説
明
を
理
解
で
き
る
。

 
・
話
し
方
が
明
瞭
で
ゆ
っ
く
り
し
て
お
り
、
よ
く
使
わ
れ
る

簡
単
な
語
句
や
表
現
に
よ
る
説
明
で
あ
れ
ば
、
概
略

を
理
解
で
き
る
。

 
・
た
と
え
ば
公
共
交
通
機
関
な
ど
、
身
の
回
り
の
領
域
に

特
に
頻
出
す
る
語
彙
や
簡
単
な
表
現
を
理
解
で
き

る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/A

1～
A

2 

・
日
常
生
活
の
基
本
的
な
事
柄
の
範
囲
で
、
視
覚
資
料

な
ど
が
あ
れ
ば
、
教
員
の
説
明
や
他
の
学
生
の
発
話

を
理
解
で
き
る
。

 
・
社
会
や
文
化
に
関
し
て
、
明
瞭
な
標
準
語
で
あ
れ

ば
、
基
本
的
事
柄
の
範
囲
で
、
課
題
に
つ
い
て
の
指

示
や
説
明
を
理
解
で
き
る
。

 
・
た
と
え
ば
自
分
や
家
族
、
買
い
物
、
近
所
、
仕
事
な
ど

身
近
な
領
域
に
つ
い
て
、
明
瞭
な
標
準
語
で
あ
れ

ば
、
要
点
を
理
解
で
き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/ A

2～
B

1 

・
あ
ら
か
じ
め
丁
寧
な
解
説
が
あ
れ
ば
、
講
義
や
長
い

会
話
の
要
点
を
理
解
で
き
る
。

 
・
あ
ら
か
じ
め
丁
寧
な
解
説
が
あ
れ
ば
、
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ

ー
ス
番
組
や
時
事
問
題
の
番
組
を
聞
い
て
要
点
を
理

解
で
き
る
。

 
・
あ
ら
か
じ
め
丁
寧
な
解
説
が
あ
れ
ば
、
標
準
語
の
映

画
や
ド
ラ
マ
の
大
筋
を
理
解
で
き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/ B

1～
C

1 

読 む こ と  

・
教
科
書
用
に
編
集
さ
れ
た
文
章
や
、
日
常
的
テ
ー
マ

を
持
つ
平
易
な
表
現
、
未
習
語
彙
の
少
な
い
文
章
で

あ
れ
ば
、
辞
書
を
用
い
て
読
解
で
き
る
。

 
・
や
や
抽
象
性
の
高
い
テ
ク
ス
ト
は
、
辞
書
を
用
い
て
時

間
を
か
け
れ
ば
読
解
で
き
る
。

 
・
た
と
え
ば
標
識
や
ポ
ス
タ
ー
、
カ
タ
ロ
グ
な
ど
に
書
か

れ
、
よ
く
知
ら
れ
た
語
彙
や
平
易
な
表
現
で
あ
れ
ば
読

解
で
き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/A

1～
A

2 

・
一
般
的
な
文
章
や
、
日
常
的
テ
ー
マ
を
持
つ
平
易
で

短
く
具
体
的
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
で
読
解

で
き
る
。

 
・
構
文
が
や
や
複
雑
で
抽
象
性
の
高
い
テ
ク
ス
ト
は
、
辞

書
を
用
い
て
時
間
を
か
け
れ
ば
読
解
で
き
る
。

 
・
た
と
え
ば
広
告
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
メ
ニ
ュ
ー
な
ど
具
体

的
で
視
覚
的
な
も
の
は
、
そ
の
場
で
必
要
な
情
報
を

読
解
で
き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/ A

2～
B

1 

・
筆
者
の
立
場
や
意
見
が
表
明
さ
れ
て
い
る
エ
ッ
セ
イ

や
雑
誌
・
新
聞
記
事
に
つ
い
て
、
辞
書
を
用
い
な
が
ら

読
解
で
き
る
。

 
・
散
文
に
よ
る
文
学
作
品
な
ど
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
、

辞
書
を
用
い
な
が
ら
読
解
で
き
る
。

 
・
複
雑
で
高
度
な
内
容
を
持
つ
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
、
辞

書
を
用
い
な
が
ら
読
解
で
き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/B

1～
C

1 

 

話 す こ と  

や り と り （ 会 話 へ の 参 加 ） 

・
教
員
に
よ
る
手
助
け
が
あ
れ
ば
、
教
科
書
の
内
容
や

日
常
生
活
の
話
題
、
必
要
性
の
高
い
現
在
の
事
柄
に

つ
い
て
、
簡
単
な
や
り
取
り
が
で
き
る
。

 
・
学
生
同
士
の
ペ
ア
練
習
で
相
手
と
な
ん
と
か
や
り
取
り

で
き
る
。

 
・
定
型
的
な
ミ
ニ
ダ
イ
ア
ロ
グ
に
基
づ
い
た
や
り
取
り
が

で
き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/A

1～
A

2 

・
教
員
に
よ
る
手
助
け
が
あ
れ
ば
、
教
科
書
の
内
容
や

身
近
な
話
題
、
必
要
性
の
高
い
過
去
や
未
来
の
事
柄

に
つ
い
て
、
や
り
取
り
で
き
る
。

 
・
学
生
同
士
の
ペ
ア
練
習
で
相
手
と
あ
る
程
度
や
り
取
り

で
き
る
。

 
・
相
手
の
リ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
日
常
生
活
の
具
体
的
な
テ

ー
マ
や
状
況
に
つ
い
て
、
や
り
取
り
を
続
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/ A

2～
B

1 

・
身
近
な
話
題
の
議
論
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
参
加
し

自
分
の
意
見
を
述
べ
、
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
・
授
業
や
ネ
イ
テ
ィ
ブ
教
員
と
の
会
話
の
際
に
や
り
取
り

を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
・
ネ
イ
テ
ィ
ブ
と
の
日
常
会
話
で
や
り
と
り
を
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/ B

1～
C

1 
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表
7 

 
到
達
度
目
標

 
専
攻
語
科
目
（
1
年
実
習
）
 

専
攻
語
科
目
（

2
年
実
習
）
 

専
攻
語
科
目
（
演
習
）
 

理 解 す る こ と  

聞 く こ と  

・
明
瞭
に
ゆ
っ
く
り
話
さ
れ
れ
ば
、
教
員
に
よ
る
課
題
の

指
示
・
説
明
を
理
解
で
き
る
。

 
・
話
し
方
が
明
瞭
で
ゆ
っ
く
り
し
て
お
り
、
よ
く
使
わ
れ
る

簡
単
な
語
句
や
表
現
に
よ
る
説
明
で
あ
れ
ば
、
概
略

を
理
解
で
き
る
。

 
・
た
と
え
ば
公
共
交
通
機
関
な
ど
、
身
の
回
り
の
領
域
に

特
に
頻
出
す
る
語
彙
や
簡
単
な
表
現
を
理
解
で
き

る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/A

1～
A

2 

・
日
常
生
活
の
基
本
的
な
事
柄
の
範
囲
で
、
視
覚
資
料

な
ど
が
あ
れ
ば
、
教
員
の
説
明
や
他
の
学
生
の
発
話

を
理
解
で
き
る
。

 
・
社
会
や
文
化
に
関
し
て
、
明
瞭
な
標
準
語
で
あ
れ

ば
、
基
本
的
事
柄
の
範
囲
で
、
課
題
に
つ
い
て
の
指

示
や
説
明
を
理
解
で
き
る
。

 
・
た
と
え
ば
自
分
や
家
族
、
買
い
物
、
近
所
、
仕
事
な
ど

身
近
な
領
域
に
つ
い
て
、
明
瞭
な
標
準
語
で
あ
れ

ば
、
要
点
を
理
解
で
き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/ A

2～
B

1 

・
あ
ら
か
じ
め
丁
寧
な
解
説
が
あ
れ
ば
、
講
義
や
長
い

会
話
の
要
点
を
理
解
で
き
る
。

 
・
あ
ら
か
じ
め
丁
寧
な
解
説
が
あ
れ
ば
、
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ

ー
ス
番
組
や
時
事
問
題
の
番
組
を
聞
い
て
要
点
を
理

解
で
き
る
。

 
・
あ
ら
か
じ
め
丁
寧
な
解
説
が
あ
れ
ば
、
標
準
語
の
映

画
や
ド
ラ
マ
の
大
筋
を
理
解
で
き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/ B

1～
C

1 

読 む こ と  

・
教
科
書
用
に
編
集
さ
れ
た
文
章
や
、
日
常
的
テ
ー
マ

を
持
つ
平
易
な
表
現
、
未
習
語
彙
の
少
な
い
文
章
で

あ
れ
ば
、
辞
書
を
用
い
て
読
解
で
き
る
。

 
・
や
や
抽
象
性
の
高
い
テ
ク
ス
ト
は
、
辞
書
を
用
い
て
時

間
を
か
け
れ
ば
読
解
で
き
る
。

 
・
た
と
え
ば
標
識
や
ポ
ス
タ
ー
、
カ
タ
ロ
グ
な
ど
に
書
か

れ
、
よ
く
知
ら
れ
た
語
彙
や
平
易
な
表
現
で
あ
れ
ば
読

解
で
き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/A

1～
A

2 

・
一
般
的
な
文
章
や
、
日
常
的
テ
ー
マ
を
持
つ
平
易
で

短
く
具
体
的
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
で
読
解

で
き
る
。

 
・
構
文
が
や
や
複
雑
で
抽
象
性
の
高
い
テ
ク
ス
ト
は
、
辞

書
を
用
い
て
時
間
を
か
け
れ
ば
読
解
で
き
る
。

 
・
た
と
え
ば
広
告
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
メ
ニ
ュ
ー
な
ど
具
体

的
で
視
覚
的
な
も
の
は
、
そ
の
場
で
必
要
な
情
報
を

読
解
で
き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/ A

2～
B

1 

・
筆
者
の
立
場
や
意
見
が
表
明
さ
れ
て
い
る
エ
ッ
セ
イ

や
雑
誌
・
新
聞
記
事
に
つ
い
て
、
辞
書
を
用
い
な
が
ら

読
解
で
き
る
。

 
・
散
文
に
よ
る
文
学
作
品
な
ど
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
、

辞
書
を
用
い
な
が
ら
読
解
で
き
る
。

 
・
複
雑
で
高
度
な
内
容
を
持
つ
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
、
辞

書
を
用
い
な
が
ら
読
解
で
き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/B

1～
C

1 

 

話 す こ と  

や り と り （ 会 話 へ の 参 加 ） 

・
教
員
に
よ
る
手
助
け
が
あ
れ
ば
、
教
科
書
の
内
容
や

日
常
生
活
の
話
題
、
必
要
性
の
高
い
現
在
の
事
柄
に

つ
い
て
、
簡
単
な
や
り
取
り
が
で
き
る
。

 
・
学
生
同
士
の
ペ
ア
練
習
で
相
手
と
な
ん
と
か
や
り
取
り

で
き
る
。

 
・
定
型
的
な
ミ
ニ
ダ
イ
ア
ロ
グ
に
基
づ
い
た
や
り
取
り
が

で
き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/A

1～
A

2 

・
教
員
に
よ
る
手
助
け
が
あ
れ
ば
、
教
科
書
の
内
容
や

身
近
な
話
題
、
必
要
性
の
高
い
過
去
や
未
来
の
事
柄

に
つ
い
て
、
や
り
取
り
で
き
る
。

 
・
学
生
同
士
の
ペ
ア
練
習
で
相
手
と
あ
る
程
度
や
り
取
り

で
き
る
。

 
・
相
手
の
リ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
日
常
生
活
の
具
体
的
な
テ

ー
マ
や
状
況
に
つ
い
て
、
や
り
取
り
を
続
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/ A

2～
B

1 

・
身
近
な
話
題
の
議
論
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
参
加
し

自
分
の
意
見
を
述
べ
、
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
・
授
業
や
ネ
イ
テ
ィ
ブ
教
員
と
の
会
話
の
際
に
や
り
取
り

を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
・
ネ
イ
テ
ィ
ブ
と
の
日
常
会
話
で
や
り
と
り
を
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/ B

1～
C

1 

表 出  

表 現 （ 一 人 で 行 う 報 告 な ど ） 

・
時
間
を
か
け
て
準
備
す
れ
ば
、
関
心
の
あ
る
テ
ー
マ

に
つ
い
て
、
ご
く
短
い
発
表
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
・
自
分
の
大
学
生
活
や
日
常
生
活
の
現
在
の
事
柄
に

つ
い
て
、
大
筋
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
・
た
と
え
ば
自
分
の
こ
と
、
自
分
の
町
、
周
囲
の
人
た
ち

に
つ
い
て
、
簡
単
な
語
彙
や
表
現
を
使
っ
て
説
明
で

き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/A

1～
A

2 

・
一
定
の
準
備
時
間
が
あ
れ
ば
、
写
真
や
図
表
な
ど
の

視
覚
材
料
を
用
い
て
、
数
分
程
度
の
発
表
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

 
・
自
分
の
大
学
生
活
や
日
常
生
活
の
事
柄
に
つ
い
て
、

過
去
と
未
来
の
こ
と
も
含
め
て
、
大
筋
を
表
現
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

 
・
た
と
え
ば
家
族
、
周
囲
の
人
々
、
住
居
の
事
情
、
学

業
、
職
業
な
ど
に
つ
い
て
、
豊
か
な
語
彙
・
イ
デ
ィ
オ

ム
・
自
然
な
言
い
回
し
を
使
っ
て
表
現
で
き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/ A

2～
B

1 

・
関
心
を
持
つ
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
的
確
な
説
明
が
あ

る
程
度
で
き
る
。

 
・
大
学
生
活
や
社
会
一
般
の
事
柄
に
つ
い
て
、
異
な
る

立
場
や
考
え
方
を
挙
げ
て
、
的
確
な
説
明
が
で
き
る
。

 
・
た
と
え
ば
時
事
問
題
に
つ
い
て
、
場
面
に
合
っ
た
語

彙
や
表
現
を
使
っ
て
的
確
な
説
明
が
で
き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/ B

1～
C

1 

書 く こ と  

・
時
間
を
か
け
て
準
備
す
れ
ば
、
教
科
書
や
ビ
デ
オ
の

テ
ク
ス
ト
の
要
約
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

 
・
身
近
な
日
常
生
活
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
文
法
的
誤

り
が
多
少
あ
っ
て
も
、
理
解
可
能
な
文
を
書
く
こ
と
が
で

き
る
。

 
・
教
科
書
の
課
題
の
文
章
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/A

1～
A

2 

・
一
定
の
準
備
時
間
が
あ
れ
ば
、
自
分
の
趣
味
･関
心

事
、
余
暇
の
過
ご
し
方
な
ど
身
近
な
テ
ー
マ
に
関
し

て
、
短
い
説
明
文
や
報
告
文
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

 
・
身
近
な
社
会
・
文
化
的
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
文
法
的

誤
り
の
少
な
く
整
っ
た
テ
ク
ス
ト
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

 
・
簡
単
な
事
柄
に
つ
い
て
の
メ
モ
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
手
紙

や
E
メ
ー
ル
な
ど
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/ A

2～
B

1 

・
関
心
を
持
つ
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
幅
広
く
客
観
的
な

説
明
文
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

 
・
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら
、
賛
成
や
反
対
の
理
由
を
含

め
て
、
報
告
文
な
ど
と
し
て
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

 
・
卒
業
論
文
に
つ
い
て
、
専
門
用
語
を
用
い
な
が
ら
、
そ

の
要
旨
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

 
相
当
レ
ベ
ル

C
EF

R
/ B

1～
C

1 

そ の 他  

（
1・

2
年
次
）

 
目
標
言
語
圏
又

は
日
本
で
実
施

さ
れ
て
い
る
公

式
語
学
検
定
試

験
に
つ
い
て
の

概
要

 
 （
3・

4
年
次
）

 
言
語
の
応
用
力

及
び
地
域
文
化

の
専
門
的
知
識

の
習
得

 

日
本
で
受
検
可
能
な
ド
イ
ツ
語
検
定
試
験
は
以
下
の
通
り
：
 

 ①
日
本
の
公
益
財
団
法
人
ド
イ
ツ
語
学
文
学
振
興
会
主
催
の
ド
イ
ツ
語
技
能
検
定
試
験
（
独
検
、

5
級
か
ら

1
級
ま

で
の

6
段
階
）

 
②
ド
イ
ツ
の
ゲ
ー
テ
・
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ー
ト
が
実
施
す
る
各
種
ド
イ
ツ
語
検
定
試
験
（

G
oe

th
e-

Ze
rti

fik
at
、
初
級
か
ら

上
級
ま
で
各
種
あ
り
） 

③
ド
イ
ツ
の
テ
ス
ト
・
ダ
フ
・
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ー
ト
が
実
施
す
る
ド
イ
ツ
語
能
力
検
定
試
験
（

Te
st

D
aF
、

Te
st

 D
eu

ts
ch

 a
ls

 
Fr

em
ds

pr
ac

he
、
中
級
か
ら
上
級
ま
で
の

3
段
階
）

 
④
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
公
認
の
ド
イ
ツ
語
能
力
検
定
試
験
（
Ö

SD
、

Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

s 
Sp

ra
ch

di
pl

om
 D

eu
ts

ch
、
初

級
か
ら
上
級
ま
で
の

6
段
階
）

 
上
記
検
定
試
験
は
年

2～
5
回
実
施
さ
れ
る
。
日
程
や
開
催
場
所
に
つ
い
て
は
各
サ
イ
ト
上
の
最
新
情
報
を
参
照
す

る
こ
と
。

 

・
ゼ
ミ
発
表
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
、
関
連

文
献
や
資
料
を
検
索
し
、
読
解
し
た
上
で
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

 
・
自
分
の
専
門
と
す
る
ド
イ
ツ
語
圏
の
テ
ー
マ
領
域
に
つ

い
て
、
問
題
点
を
挙
げ
な
が
ら
相
手
に
伝
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

 
・
ド
イ
ツ
語
圏
の
言
語
や
文
化
、
社
会
に
つ
い
て
の
背
景

的
知
識
を
ふ
ま
え
、
日
本
の
言
語
や
文
化
、
社
会
と
の

相
関
性
を
把
握
し
て
、
対
照
的
観
点
か
ら
論
述
で
き
る
。

 
・
卒
業
論
文
の
た
め
に
ド
イ
ツ
語
の
関
連
文
献
や
資
料

を
収
集
し
、
評
価
を
加
え
つ
つ
論
述
に
組
み
込
む
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
口
頭
試
問
の
際
に
、
ド
イ
ツ
語
や
母

語
の
資
料
を
用
い
な
が
ら
論
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
ht

tp
://

w
w

w.
sf

s.o
sa

ka
-u

.a
c.

jp
/u

se
r/k

yo
um

u/
ns

/s
t.h

tm
l）
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5. 本学のドイツ語到達目標試案 
以上、CEFR、Goethe-Institut、独検、大阪大学外国語学部における検定基準および到達度

目標などを参考に、本学のドイツ語「到達目標試案」を提示する。本学のドイツ語の目標レベ

ルは、CEFR B2 を最上位としていることから、以下では、A1 から B2 までの 4 レベルを対象と
する。 
 
表 8-1-1 【到達目標：聞く】

領域 CEFR A1 CEFR A2 

できること 

・ゆっくり明瞭に話してくれれば、日常

生活の場面での短い、ごく簡単な表

現や会話が理解できる。 
・数字を聞き取ることができる。 

・日常会話で非常に重要な情報が理

解できる。 
・自分に直接関わりのある身近な事柄

について、よく用いられる語彙・表現

を理解できる。 

私的領域の 
タスク例 

・自分や家族、身近なものについて、

聞き慣れた語やごく基本的な表現を

聞き取る。 
・短い、ごく簡単な質問や話、留守番

電話のメッセージを理解する。 

・日常会話で非常に重要な情報を理

解する。 
・明瞭で短いラジオ放送や電話でのメ

ッセージを理解する。 

公的領域の 
タスク例 

・公共の場での短く明瞭で簡単なア

ナウンスで、非常に重要な情報を理

解する。 
・数量・時刻・値段などを聞き取る。 

・公共の場での短く明瞭で簡単なア

ナウンスの要点を理解する。 

教育領域の 
タスク例 

・教師による短く明瞭でごく簡単な指

示を理解する。 
・教師による短い、簡単な指示・説明

を理解する。 
 
表 8-1-2 

領域 CEFR B1 CEFR B2 

できること 

・明瞭な標準語であれば、日常的な

事柄についての発言の主な情報が

理解できる。 

・抽象的で複雑な表現でも、その大意

が理解できる。 
・具体的あるいは抽象的な話題につ

いて大意を理解でき、自分にとって

重要な情報を取り出すことができる。 

私的領域の 
タスク例 

・仕事や学校、余暇など日常的な事

柄について、明瞭な標準語で語られ

た発言の主な情報を理解する。 
・時事問題などについて、比較的ゆっ

くり、明瞭に話された短い放送の要

点を理解する。 

・テレビやラジオのニュースや時事問

題の番組の大意を理解する。 
・標準語の映画の内容をおおむね理

解する。 
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5. 本学のドイツ語到達目標試案 
以上、CEFR、Goethe-Institut、独検、大阪大学外国語学部における検定基準および到達度

目標などを参考に、本学のドイツ語「到達目標試案」を提示する。本学のドイツ語の目標レベ

ルは、CEFR B2 を最上位としていることから、以下では、A1 から B2 までの 4 レベルを対象と
する。 
 
表 8-1-1 【到達目標：聞く】

領域 CEFR A1 CEFR A2 

できること 

・ゆっくり明瞭に話してくれれば、日常

生活の場面での短い、ごく簡単な表

現や会話が理解できる。 
・数字を聞き取ることができる。 

・日常会話で非常に重要な情報が理

解できる。 
・自分に直接関わりのある身近な事柄

について、よく用いられる語彙・表現

を理解できる。 

私的領域の 
タスク例 

・自分や家族、身近なものについて、

聞き慣れた語やごく基本的な表現を

聞き取る。 
・短い、ごく簡単な質問や話、留守番

電話のメッセージを理解する。 

・日常会話で非常に重要な情報を理

解する。 
・明瞭で短いラジオ放送や電話でのメ

ッセージを理解する。 

公的領域の 
タスク例 

・公共の場での短く明瞭で簡単なア

ナウンスで、非常に重要な情報を理

解する。 
・数量・時刻・値段などを聞き取る。 

・公共の場での短く明瞭で簡単なア

ナウンスの要点を理解する。 

教育領域の 
タスク例 

・教師による短く明瞭でごく簡単な指

示を理解する。 
・教師による短い、簡単な指示・説明

を理解する。 
 
表 8-1-2 

領域 CEFR B1 CEFR B2 

できること 

・明瞭な標準語であれば、日常的な

事柄についての発言の主な情報が

理解できる。 

・抽象的で複雑な表現でも、その大意

が理解できる。 
・具体的あるいは抽象的な話題につ

いて大意を理解でき、自分にとって

重要な情報を取り出すことができる。 

私的領域の 
タスク例 

・仕事や学校、余暇など日常的な事

柄について、明瞭な標準語で語られ

た発言の主な情報を理解する。 
・時事問題などについて、比較的ゆっ

くり、明瞭に話された短い放送の要

点を理解する。 

・テレビやラジオのニュースや時事問

題の番組の大意を理解する。 
・標準語の映画の内容をおおむね理

解する。 

 

公的領域の 
タスク例 

・公共の場での明瞭なアナウンスを理

解する。 
・個人的に関心のあるテーマについ

て、議論の内容をおおむね理解す

る。 

教育領域の 
タスク例 

・教師による、課題の説明・指示を理

解する。 
・事前に準備をして、自分の専門分野

に関する講義の内容をおおむね理

解する。 
 
 
表 8-2-1 【到達目標：読む】 

領域 CEFR A1 CEFR A2 

できること 
・短い文章から、自分にとって重要な

情報を読み取ることができる。 
・短い文章から、非常に重要な情報を

読み取ることができる。 
私的領域の 
タスク例 

・短いメモから、自分にとって重要な

情報を読み取る。 
・個人的な内容の短い簡単な手紙を

理解する。 

公的領域の 
タスク例 

・公共の場での案内標識や短い広告

から、重要な情報を読み取る。 
・公共の場での掲示、短い新聞記事、

日常生活に関する広告から、非常に

重要な情報を読み取る。 

教育領域の 
タスク例 

・教科書の短い簡単な文章の主な内

容を、既習の語彙・構文から、理解

する。 

・教科書の短い文章の主な内容を理

解する。 

 
表 8-2-2 

領域 CEFR B1 CEFR B2 

できること 
・標準語であれば、日常的な事柄に

ついて書かれた文章の主な情報が

理解できる。 

・比較的複雑で長い解説記事、報道

記事も含め、さまざまな文章の大意

を理解できる。 

私的領域の 
タスク例 

・仕事や学校、余暇など日常的な事

柄について、標準語で書かれた文

章の主な情報を理解する。 

・辞書を引きながら、小説などを読

む。 

公的領域の 
タスク例 

・公共の場での掲示を読み取る。 
・施設の利用規則の主な内容を理解

する。 

・比較的複雑で長い解説記事、報道

記事から重要な情報を理解する。 

教育領域の 
タスク例 

・教科書の日常的な内容の文章の大

意を理解する。 
・辞書を引きながら、入門書を読む。 

・辞書を引きながら、専門書を読む。 
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表 8-3-1 【到達目標：やりとりする】
領域 CEFR A1 CEFR A2 

できること 

・ゆっくり明瞭に話してくれれば、自分

に関する簡単な質問に答えることが

できる。 
・日常よく用いられる質問・依頼に反

応することができる。 

・会話で互いに自己紹介し合うことが

できる。 
・身近で日常的な事柄について質問・

返答ができる。 
・日常生活の場面で、簡単な約束・相

談ができる。 

私的領域の 
タスク例 

・自分に関する簡単な質問に答える。 
・日常よく用いられる質問・依頼に反

応する。 

・会話で互いに自己紹介し合う。 
・自分や日常生活に関する事柄につ

いて、質問・返答する。 
・友人と簡単な約束・相談をする。 

公的領域の 
タスク例 

・食事・買い物・旅行の場面で、ゆっく

り明瞭に話してくれる相手とごく簡単

なやりとりをする。 

・日用品などの買い物をする。 
・丁寧な表現を用いて、短い社交的な

やりとりをする。 
教育領域の 
タスク例 

・教師による簡単な問いかけ・指示に

反応する。 
・教師が手助けすることによって、学

生同士のペア練習でやりとりする。 
 
表 8-3-2 

領域 CEFR B1 CEFR B2 

できること 

・旅行中に遭遇するたいていの事態

に対処できる。 
・日常生活や関心のある話題につい

て、準備をすることなく、話し合うこと

ができる。 

・自分に身近な話題に関する会話・議

論に積極的に参加でき、自分の態

度を表明したり、立場や意見を述べ

ることができる。 

私的領域の 
タスク例 

・家族や趣味、仕事、旅行、最近の出

来事などについて、準備をすること

なく、話し合う。 
・旅行の計画やその変更について話

し合う。 

・日常的なテーマや関心のあるテー

マに関して、意見交換・情報交換す

る。 

公的領域の 
タスク例 

・旅行の目的や予定、旅行中の事故

などについて、簡単な質問に答え

る。 

・自分の専門分野に関する議論の大

意を理解し、自分の立場や意見をご

く簡単に述べる。 

教育領域の 
タスク例 

・講読の教科書の内容について、教

師やクラスメートと簡単な意見交換を

する。 

・事前に準備をして、卒業論文のテー

マに関する質問に答える。 
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表 8-3-1 【到達目標：やりとりする】
領域 CEFR A1 CEFR A2 

できること 

・ゆっくり明瞭に話してくれれば、自分

に関する簡単な質問に答えることが

できる。 
・日常よく用いられる質問・依頼に反

応することができる。 

・会話で互いに自己紹介し合うことが

できる。 
・身近で日常的な事柄について質問・

返答ができる。 
・日常生活の場面で、簡単な約束・相

談ができる。 

私的領域の 
タスク例 

・自分に関する簡単な質問に答える。 
・日常よく用いられる質問・依頼に反

応する。 

・会話で互いに自己紹介し合う。 
・自分や日常生活に関する事柄につ

いて、質問・返答する。 
・友人と簡単な約束・相談をする。 

公的領域の 
タスク例 

・食事・買い物・旅行の場面で、ゆっく

り明瞭に話してくれる相手とごく簡単

なやりとりをする。 

・日用品などの買い物をする。 
・丁寧な表現を用いて、短い社交的な

やりとりをする。 
教育領域の 
タスク例 

・教師による簡単な問いかけ・指示に

反応する。 
・教師が手助けすることによって、学

生同士のペア練習でやりとりする。 
 
表 8-3-2 

領域 CEFR B1 CEFR B2 

できること 

・旅行中に遭遇するたいていの事態

に対処できる。 
・日常生活や関心のある話題につい

て、準備をすることなく、話し合うこと

ができる。 

・自分に身近な話題に関する会話・議

論に積極的に参加でき、自分の態

度を表明したり、立場や意見を述べ

ることができる。 

私的領域の 
タスク例 

・家族や趣味、仕事、旅行、最近の出

来事などについて、準備をすること

なく、話し合う。 
・旅行の計画やその変更について話

し合う。 

・日常的なテーマや関心のあるテー

マに関して、意見交換・情報交換す

る。 

公的領域の 
タスク例 

・旅行の目的や予定、旅行中の事故

などについて、簡単な質問に答え

る。 

・自分の専門分野に関する議論の大

意を理解し、自分の立場や意見をご

く簡単に述べる。 

教育領域の 
タスク例 

・講読の教科書の内容について、教

師やクラスメートと簡単な意見交換を

する。 

・事前に準備をして、卒業論文のテー

マに関する質問に答える。 

 
 
 

表 8-4-1 【到達目標：話す】
領域 CEFR A1 CEFR A2 

できること 

・定型的な挨拶の表現を使うことがで

きる。 
・自分や家族を簡単に紹介することが

できる。 
・短い、簡単な質問・依頼をすることが

できる。 
・数字を用いた表現を使うことができ

る。 

・事前に準備していれば、身近で日

常的な事柄について話すことができ

る。 

私的領域の 
タスク例 

・自分や家族を簡単に紹介する。 
・時刻を言う。 

・事前に準備して、家族、友人、日常

生活、学業について話す。 
公的領域の 
タスク例 

・自分や家族を簡単に紹介する。 
・数量を言う。 

・遺失物など、自分の持ち物について

簡単に述べる。 

教育領域の 
タスク例 

・教室で、教員や同級生に、簡単な自

己紹介をする。 
・教師に繰り返しや話し方の変更を依

頼する。 

・事前に準備して、家族、友人、日常

生活、学業について話す。 

 
表 8-4-2 

領域 CEFR B1 CEFR B2 

できること 

・身近な話題や関心のある話題につ

いて、簡潔に筋道を立てて話すこと

ができる。 
・簡潔に理由や説明を表現できる。 

・一般的な話題や関心のある話題に

ついて、順序立てて話をすることが

できる 。 

私的領域の 
タスク例 

・自分の経験や出来事について、簡

潔に筋道を立てて話す。 
・夢、希望、目標について説明し、そ

の理由を挙げる。 

・日常的なテーマや関心のあるテー

マについて、自分の意見やその理

由を話す。 

公的領域の 
タスク例 

・旅行の目的や予定について説明す

る。 
・事前に十分な準備をして、自分の専

門分野に関してプレゼンテーション

をする。 
教育領域の 
タスク例 

・講読の教科書のあらすじを語り、自

分の意見や理由を簡潔に挙げる。 
・事前に準備をして、卒業論文のテー

マについて説明する。 
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表 8-5-1 【到達目標：書く】
領域 CEFR A1 CEFR A2 

できること 

・自分に関する短い文を書くことがで

きる。 
・数字や簡単なキーワードを書きとる

ことができる。 

・自分に直接関わりのある身近な事柄

について、短い文章を書くことができ

る。 

私的領域の 
タスク例 

・短い絵葉書やグリーティングカード

などを書く。 
・日常的に必要な事柄を、メモや簡単

な文章で表す。 
・個人的な内容の短い簡単な手紙を

書く。 
公的領域の 
タスク例 

・所定の用紙に簡単な個人データを

記入する。 
・店、銀行、役所で通常の所定の用

紙に記入する。 

教育領域の 
タスク例 

・自分や家族について、短い、簡単な

文を書く。 
・課題などで、自分に直接関わりのあ

る身近な事柄について、短い文章を

書く。 
 
表 8-5-2 

領域 CEFR B1 CEFR B2 

できること 

・身近な話題や関心のある話題につ

いて、簡潔でつながりのある文章を

書くことができる。 
・簡潔に理由や説明を書くことができ

る。 

・複雑な内容について、明瞭かつ構

成のしっかりした文章を書くことがで

きる。 
・ほかの人の書いた文章の間違いを

訂正することができる。 

私的領域の 
タスク例 

・自分の経験や出来事について、簡

潔でつながりのある文章を書く。 
・夢、希望、目標について書き、その

理由を挙げる。 

・日常的なテーマや関心のあるテー

マについて、自分の意見やその理

由を書く。 
・ドイツ語が母語ではない知人の手紙

の間違いを訂正する。 
公的領域の 
タスク例 

・簡潔な履歴書や簡単な志願理由な

どを書く。 
・関連する詳細な情報を求める標準

的な手紙を書く。 
教育領域の 
タスク例 

・講読の教科書のあらすじを書き、自

分の意見や理由を簡潔に書く。 
・構成のしっかりした、卒業論文の要

旨を書く。 
 
6. 今後の課題 
上記の到達目標は試案に過ぎず、今後は、特に本学のドイツ語学習者である「大学生」にと

ってより適切な到達目標を設定する必要がある。その際、CEFR の 5 技能に加えて、「文字言
語によるやりとり」という 1 技能を加える必要があろう。たとえば、Goethe-Institut の各検定試験
の Prüfungsziele, Testbeschreibung（試験の目標と概要）には、mündliche Interaktion（口頭での
やりとり）に対応するものとして schriftliche Interaktion（文書によるやりとり）が設定されている。
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表 8-5-1 【到達目標：書く】
領域 CEFR A1 CEFR A2 

できること 

・自分に関する短い文を書くことがで

きる。 
・数字や簡単なキーワードを書きとる

ことができる。 

・自分に直接関わりのある身近な事柄

について、短い文章を書くことができ

る。 

私的領域の 
タスク例 

・短い絵葉書やグリーティングカード

などを書く。 
・日常的に必要な事柄を、メモや簡単

な文章で表す。 
・個人的な内容の短い簡単な手紙を

書く。 
公的領域の 
タスク例 

・所定の用紙に簡単な個人データを

記入する。 
・店、銀行、役所で通常の所定の用

紙に記入する。 

教育領域の 
タスク例 

・自分や家族について、短い、簡単な

文を書く。 
・課題などで、自分に直接関わりのあ

る身近な事柄について、短い文章を

書く。 
 
表 8-5-2 

領域 CEFR B1 CEFR B2 

できること 

・身近な話題や関心のある話題につ

いて、簡潔でつながりのある文章を

書くことができる。 
・簡潔に理由や説明を書くことができ

る。 

・複雑な内容について、明瞭かつ構

成のしっかりした文章を書くことがで

きる。 
・ほかの人の書いた文章の間違いを

訂正することができる。 

私的領域の 
タスク例 

・自分の経験や出来事について、簡

潔でつながりのある文章を書く。 
・夢、希望、目標について書き、その

理由を挙げる。 

・日常的なテーマや関心のあるテー

マについて、自分の意見やその理

由を書く。 
・ドイツ語が母語ではない知人の手紙

の間違いを訂正する。 
公的領域の 
タスク例 

・簡潔な履歴書や簡単な志願理由な

どを書く。 
・関連する詳細な情報を求める標準

的な手紙を書く。 
教育領域の 
タスク例 

・講読の教科書のあらすじを書き、自

分の意見や理由を簡潔に書く。 
・構成のしっかりした、卒業論文の要

旨を書く。 
 
6. 今後の課題 
上記の到達目標は試案に過ぎず、今後は、特に本学のドイツ語学習者である「大学生」にと

ってより適切な到達目標を設定する必要がある。その際、CEFR の 5 技能に加えて、「文字言
語によるやりとり」という 1 技能を加える必要があろう。たとえば、Goethe-Institut の各検定試験
の Prüfungsziele, Testbeschreibung（試験の目標と概要）には、mündliche Interaktion（口頭での
やりとり）に対応するものとして schriftliche Interaktion（文書によるやりとり）が設定されている。

E メールや SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）が身近な存在となり、若者にとって欠
かせないコミュニケーション・ツールとなっている現在、この「文字言語によるやりとり」という技

能の重要度は非常に高いと言えよう。この 6技能の分類に関しては、以下のとおりである。 
 

受容 産出 やりとり 
聞くこと 読むこと 話すこと 書くこと 音声言語によるやりとり 文字言語によるやりとり 

 
次に、各到達目標レベルで学習者ができる言語行動を整理し、Can-do リストを作成すること

が、今後の課題である。その際、考慮しなくてはならないのは、主体が大学生であること、言語

使用場面が日本国内の大学の教室、ドイツ人留学生との交流、ドイツ語圏の国々での滞在時

（旅行、留学）であることである。このような、いわば「制約」のもとで、Can-do リストを作成する際
に参考となる文献・資料を以下に挙げておく。 
 

1) Goethe-Institutの各検定試験の Prüfungsziele, Testbeschreibung（試験の目標と概要） 
これは、ドイツ語の Can-do リストを作成するために不可欠な資料である。上記の 6 技能ご
とに多数の Can-do statementが記載されている。 

2) 『CEFR-Jを活用するための‘Can Do’ Descriptor リスト』 
約 650の Can-do statementが、レベル別、言語使用場面別に分類されたリストで、written 
interactionの技能や授業場面などの Can-do statement もあり、大いに参考になる。 

3) 『JF日本語教育スタンダード 2010 利用者ガイドブック』 第二版 
日本語の Can-do statementの例のほか、学習者による Can-do リストの効果的な利用方法
が記載されている。 

4) 「英検 Can-do リスト一覧」 
英検の 7レベルごとのCan-do statementが記載されている。欧米の言語を学習している日
本人を対象としている点で、参考になる。 
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スペイン語教育指針作成の試み
－PCIC 第 10 章「文化的指示対象」の研究と考察－

 
ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻 江澤 照美

 
．はじめに

本稿は日本国内の学習者を対象としたスペイン語教育、特に中上級レベルの教

育指針作成を最終目的とした筆者の研究 1 の一部を構成するものである。ヨーロッ

パ共通参照枠の策定後、Instituto Cervantes（セルバンテス協会）は 2007 年に従

来版を大幅改訂したスペイン語教育の参考指導要綱 Plan curricular del 
Instituto Cervantes（『セルバンテス協会のカリキュラム・プラン』、以後本稿で

は PCIC と略記する）を出版した。 
参考指導要綱と述べたが、実質的に PCIC はヨーロッパ共通参照枠に準拠する

スペイン語のカリキュラム作成支援ツールとしての利用すべきものであり、スペ

イン語教育の規範書ではない。教育機関やカリキュラム作成者は PCIC の 中で言

語学的または非言語学的な各項目が持つ目録(inventarios)を参考にしてそれぞれ

の教育環境に適合したカリキュラムを作成することができる。 
江澤(2013)は PCIC 第 9 章 Nociones específicas の目録から医療分野関係語彙

リストの試案をまとめたものである。同章の目録はスペイン中央部の標準的なス

ペイン語から作成されているため、江澤(2013)の語彙リスト案も中南米で使われ

る語彙についての追跡調査をすることによって、中南米出身者が多い地域での医

療スペイン語語彙集として利用可能になる。PCIC の目録は A1 から C2 まで 6 つ

のレベル別に提示されるので、入門段階から上級に至るまでの語彙リスト案を利

用者自身が作成できる。 
現在筆者が取り組んでいる教育指針づくりに PCIC 活用が必要不可欠であるこ

とは言うまでもない。しかし、汎用性が高いけれども利用方法が分かりづらい

PCIC については、その特性も理解しながら応用の可能性について探る必要もある。

特に文化的要素を扱った PCIC の第 10 章以降については目録の分類がそれ以前の

章の大半で行われている 6 つの共通参照レベル別の分類とは異なる。 
本稿では特に文化的指示対象を扱った第 10 章に焦点を当て、日本の大学で実施

される中上級レベルのスペイン語教育のうち言語運用能力向上を目的とした語学

関係科目の指針作成にあたり、同書の目録の有効な活用方法の可能性を探ること

を主たる目的とする。 
 
2．目録と分類 

PCIC はイントロダクションと目録をそれぞれに持つ 13 の章から構成される。 
構成の全体像は PCIC 第 1 巻(A1-A2 レベル)に Plan general de la obra として示

されている。２ PCIC の Introducción General の執筆者で学術機関部門の García 
Santa Cecilia 氏の解説によると、第 2 章から第 4 章までは文法構成要素、第 5 章
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から第 7 章までは語用論・談話構成要素、第 8 章と第 9 章は概念要素（いわゆる

語彙要素）、第 10 章から第 12 章は文化構成要素で、第 13 章は学習構成要素とし

てまとめられ、それぞれの構成要素は相互に連関している。 
各章の目録については江澤(2010)でも言及しているが、章ごとの目録の分類に

ついて以下一覧表として示す。３ 
 

PCIC の章名 目録の分類規準 
1. 全体的目標  1) 社会的存在…共通参照レベル(A1～C2) 

2）異文化話者    … 3 段階(モジュール) 
3）自律的学習者 … 3 段階(モジュール) 

2．文法 共通参照レベル (A1 ～C2) 
3．発音と音韻 3 つのステージ (A, B, C) 
4．正書法 共通参照レベル (A1 ～C2)  
5．機能 共通参照レベル (A1 ～C2) 
6．語用論上のストラテジー 共通参照レベル (A1 ～C2) 
7．談話の種類と産出テクスト 共通参照レベル (A1 ～C2) 
8．一般概念 共通参照レベル (A1 ～C2) 
9．特殊概念  共通参照レベル (A1 ～C2) 
10．文化的指示対象 3 段階（モジュール） 
11．社会文化的な知識と行動 3 段階（モジュール） 

12．異文化適応能力と態度 区分なし（モジュール） 
13．学習手順 区分なし（モジュール） 

 
一覧表で明らかなように、13 の章はすべて目録を持つがその分類基準は異なっ

ていて、A1 から C2 までの 6 つの共通参照レベル区分をおこなっている章とそう

でない章がある。 
第 3 章の発音と音韻については細かなレベルを定めるのが容易ではないという

理由で、その目録は A から C までの 3 つのステージ(etapas)に分類されている。４ 

第 1 章については学習者を 1) el alumno como agente social（社会的存在）  2) 
el alumno como hablante intercultural（異文化話者）  3) el alumno como 
aprendiente autónomo （自律的学習者）に分類している。 

1)の社会的存在としての学習者の側面は、社交的なやりとりの状況やテクスト

に関わる言語使用と関連するがゆえにステージやレベルが進むにつれて向上する

と考えられ、その結果として 1）に関する目録は 6 つの共通参照レベル別である。 
他方で、第 1 章の 2)と 3）については第 10 章や第 11 章と同じく共通参照レベ

ルではない、モジュール式のレベル区分、すなわち 3 つの段階(fase)による分類記

述がおこなわれている。それぞれの段階は Fase de aproximación (近接段階)、Fase 
de profundización (深化段階)、Fase de consolidación (統合段階)と名付けられて
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でない章がある。 
第 3 章の発音と音韻については細かなレベルを定めるのが容易ではないという

理由で、その目録は A から C までの 3 つのステージ(etapas)に分類されている。４ 

第 1 章については学習者を 1) el alumno como agente social（社会的存在）  2) 
el alumno como hablante intercultural（異文化話者）  3) el alumno como 
aprendiente autónomo （自律的学習者）に分類している。 

1)の社会的存在としての学習者の側面は、社交的なやりとりの状況やテクスト

に関わる言語使用と関連するがゆえにステージやレベルが進むにつれて向上する

と考えられ、その結果として 1）に関する目録は 6 つの共通参照レベル別である。 
他方で、第 1 章の 2)と 3）については第 10 章や第 11 章と同じく共通参照レベ

ルではない、モジュール式のレベル区分、すなわち 3 つの段階(fase)による分類記

述がおこなわれている。それぞれの段階は Fase de aproximación (近接段階)、Fase 
de profundización (深化段階)、Fase de consolidación (統合段階)と名付けられて

いる。 
そして、第 12 章と第 13 章は第 10 章・第 11 章と同様にモジュール式であるが

レベル別の区分がなく、A,B,C の 3 巻ともその目録の記述内容は同一である。 
第 10 章から第 13 章までの章で扱われた内容、すなわち文化的構成要素や学習

構成要素はセルバンテス協会の 1994 年版 Plan curricular には明確な形では扱わ

れていなかった。ヨーロッパ共通参照枠の導入によりそれ以降のスペイン語教育

のカリキュラムの中に文化や学習についての要素を意識的に織り込むことが求め

られるようになったのである。実際に近年スペインで発行された ELE 教育用教科

書のユニット別のインデックスには機能や文法、語彙などのほかに文化の記述も

加わっている。 
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解するよう読者に求めている。7 ただし、教育上の必要から文化について語る際

には特に教師は用心深くなるもので、これは実際に筆者自身もしばしば教室の場

でおこなっていることであるが、スペイン語圏の食事の時間や店の営業時間など

について言及するときには、基本的にそれが本やネットによる知識であったり、

あるいは現地での実体験によるものであることをあらかじめ断った上で受講生の

前で話をする。スペイン語圏があまりに広大な地域であるがゆえに、教師にとっ

てスペイン語圏全般の知識を披露するのはほとんど困難なことであろう。 
PCIC 第 10 章イントロダクションによると、文化的指示対象について人が語る

時の態度としてあらゆる物事を詳細に紹介することから逃げるのは問題がないよ

うで、教師はあるコミュニティの文化的な遺産を形成するに至った文化的指示対

象の一般的な見方を提供するために文化について語るという方法をとり続けるほ

うがむしろ望ましいと言える。 
同章の目録に収録されている諸例は、「事実に基づいた(factual)」知識のほか、

信条や価値観、表象、シンボルなどとされている。8 文化に関する知識と言えば、 
先に引用した「百科事典的」なタイプとして認識される「事実に基づいた」知識 
がイメージされるが、PCIC の目録はそれ以外の信条や価値観、表象、シンボルに

も注意を喚起している。イントロダクションの解説によると、信条や価値観につ

いては、特定の出来事や現実が生み出す結果と関係があり、のちにそれらを同じ

文化として共有する人々が登場する。 
以上のことから、例えば河川の名前に関して、スペイン語の学習者は特定の国

の主要河川の名前を覚えるだけでなく、río という概念がスペイン語圏諸国のそれ

ぞれの環境の中で呼び起こす共同体ごとの差異や象徴的な意味、暗示力について

知ることの重要性が提起されている。また、様々な分野の表象やシンボルへの言

及（たとえばある国で知名度の高い企業や主要な政党のロゴタイプなど）も PCIC
の目録にはしばしば見られる。 

PCIC の中で文化的構成要素の一部をなすこの第 10 章で提示された目録は、同

書の他の目録と同じく、利用者がそこからより詳細で整理された最善のカリキュ

ラム作成のための叩き台として存在する。日本でおこなわれるスペイン語教育に

おいてスペイン語圏の文化的要素をとりあげる場合、スペインとイスパノアメリ

カのどちらかにしか言及しないということはあまりないかもしれないが、教師の

専門分野や利用する教科書類の内容、両地域での経験および両地域への関心など

によって、どちらかの地域についてより詳しい情報提供がされることがある。ま

た、スペイン語圏出身の外国籍住民が多く居住する地域では、異文化理解のため

の教育と関連づけられた日本とスペイン語圏の文化の違いについて教師が言及す

る必要性が生じるかもしれない。言語学的な要素を中心に編成されたスペイン語

教育カリキュラムの中に文化的な要素を取り入れるにあたっては、第 10 章の目録

参照だけにとどまらず、第 10 章と共に文化次元の構成要素を形成している第 11
章「社会文化的知識および態度」や第 12 章「異文化間能力と異文化受容態度」の

目録を参照しつつ、カリキュラム作成のための要素選抜をおこなう必要がある。 
第 10 章目録の分類基準である 3 つの段階について PCIC が説明するところによ
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目録を参照しつつ、カリキュラム作成のための要素選抜をおこなう必要がある。 
第 10 章目録の分類基準である 3 つの段階について PCIC が説明するところによ

ると、基本的に普遍性(universalidad)の大小とアクセシビリティ(accesibilidad)
の大小が関与していて、普遍性に関して言えば、Fase de aproximación では普遍

性が大きく、Fase de consolidación (統合段階)に至ると小さくなる。アクセシビ

リティに関しては、Fase de aproximación のほうがアクセスするのが容易で、Fase 
de consolidación (統合段階)ではアクセスがしにくくなる。9 

目録の分類例を見ると、世界的にその存在を認知されているスペイン語圏の人

物や事物、出来事などはどちらかと言えば Fase de aproximación に例が挙げられ

ることが多く、その国において重要だったり知名度が高い場合は、Fase de 
profundidad に分類される傾向が見られる。第 10 章イントロダクションでは絵画

の分野で Fase de aproximación においての例としてベラスケスやピカソの名前が

挙がっていた。10  もちろんこれはあくまでも試案としての例であり、日本国内の

スペイン語教育の場では、ピカソ、ダリ、ミロを知名度の高い芸術家としてまず

取り上げることを日本の多くの教育者は考えつくかもしれない。このことは、日

本語を外国語として学ぶ学習者対象の日本語教育の場で教えるべき日本の主要都

市名に置き換えて考えればより理解しやすくなる。Fase de aproximación におい

て首都の東京と並んで世界的に認知されている京都をまず取り上げることになる。

そして Fase de profundidad において、国内の主要都市として大阪・横浜・名古

屋など、歴史的社会的な大事件との関連で広島・長崎・福島などもリストに加え

ることになるだろう。 
外国語学習や教育に関連する文化へのアクセシビリティについては書籍やイン

ターネットの利用も手段として含めていることや、スペイン語圏のみならず学習

者の出身国における文化的な産物や現実などの出現頻度の考慮も第 10 章イント

ロダクションに明記されていて、PCIC が世界中の様々な場所でおこなわれている

スペイン語教育の多種多様な形態や可能性に対応できる書を目指して編纂されて

いることがわかる。11 ところで、インターネットにより異なる文化を持つ地域や

そこに居住する人々、事物へのアクセシビリティは年々容易になっている。しか

も、それで得られる情報の精度は向上し、取得可能な情報の範囲も拡大した。以

上のような事実を考慮すると、PCIC 第 10 章の目録からカリキュラム作成者が選

択し、吟味する文化的指示対象の例は、時の流れと共に出現する新たな人物、事

物、出来事およびそれらへの評価と共に随時更新される必要がある。  
さらに外国語学習や教育において文化知識が非常に広範囲にわたるものである

がゆえに、学習者はこれらの知識をより深く習得するには現地に滞在したり、文

学作品や歴史を扱った書物などを読んだり、専門家のレクチャーを受けたりする

ことが必要不可欠になる。ある分野について Fase de aproximación から Fase de 
profundidad、さらには Fase de consolidación の知識を学習者に獲得させる、特

に最終的に学習者の自律学習によって Fase de consolidación まで到達させるた

めのしくみを考えることが教師の課題となる。 
 
4. セルバンテス協会のカリキュラム例 

この項では、PCIC の中で言語学的構成要素の規準として設定された 6 つの共通
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参照レベルとは必ずしも連動しない、第 10 章以降の規準すなわちモジュール式の

3 つの段階についてセルバンテス協会のプランニングの基本的な考え方を紹介す

る。 
  モジュール式であるということは、目録で提案されている項目のどれもが交換

可能であることを示す。もちろん、Fase de aproximación, Fase de profundidad、
Fase de consolidación の間には段階性が存在するが、たとえば Fase de 
aproximación の項目は A レベルに、Fase de profundidad の項目は B レベルに、

Fase de consolidación は C レベルにて並行的に扱う必要はない。ただし、PCIC
はそのような扱いをすることをけっして禁じているわけではない。 

これを仮に［分類案 1］として第 10 章の項目を整理すると以下のようになる。 
 
［分類案 1］ 
A レベル → 第 10 章目録のすべての項目の Fase de aproximación を扱う 
B レベル → 同項目の Fase de profundidad を扱う 
C レベル → 同項目の Fase de consolidación を扱う 
 

しかしながら、それ以外の組み合わせも可能であり、PCIC 第 1 章の

Introducción General において García Santa-Cecilia は第 10 章「文化的指示対象」

の目録を例として以下のような組み合わせ例を示唆している。12 これを［分類

案 2］とする。 
 
［事例案 2］ 
A レベル → 「1.1  自然地理学 ／ 1.2. 住民 ／ 1.3. 政府と政治 ／  

1.4. 領土編成と行政機構」の各 3 つの Fases を扱う 
B レベル →「1.5  経済と産業 ／ 1.6. 医療・衛生 ／ 1.7. 教育 ／ 

1.8.  マスコミ ／ 1.9. 交通機関 ／ 1.10. 宗教」の 
各 3 つの Fases を扱う 

C レベル → 残ったもの、すなわち「1.11. 言語政策 ／ 2. 昨今の出来事と 
主要人物 ／ 3. 文化的産物や創造」の各 3 つの Fases を扱う 

 
別の分類例として以下のような提案もされている。［分類案 3］とする。 

 
［分類案 3］ 
A レベル → 「1.1. 自然地理学 ／ 1.2. 住民」の Fase de aproximación,  

Fase de profundidad を扱う 
B レベル → 「1.1. 自然地理学 ／ 1.2. 住民」の Fase de consolidación を 

扱う 
 

García Santa-Cecilia の提案では C レベルについての言及はないが、C1 や C2
レベルの教育で取り扱う内容は教育機関や学習者のニーズによって相当多様化し
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てくることが予想されるので、B レベルで十分取り上げられなかった項目を C レ

ベルで扱うという方法が考えられる。筆者は García Santa-Cecilia 氏によるセル

バンテス協会主催のカリキュラム関係の講座を受講した経験を持つが、同氏の提

案例にも折衷的な分類案が提示されている。すなわち、A, B, C レベルと 3 つの

Fases を並行させたり、あるレベルで 3 つ全部の Fases を扱ったりするなど、項

目ごとに扱いを変えている。当然、できあがるカリキュラムに示される項目は一

見複雑に見えるが、入門レベルから上級レベルまでのスペイン語教育を実施する

教育機関にこそこのようなカリキュラム編成案が必要とされるはずである。 
 

5. まとめに代えて 
本稿では PCIC 第 10 章「文化的指示対象」の目録やこのような目録案を作成す

るに至ったセルバンテス協会の文化的要素の取り扱い方についてその詳細につい

てまとめ、日本のスペイン語教育、特に入門レベル以上の教育をおこなう教育機

関において PCIC の文化次元の提案を現実の教育やカリキュラムに応用する可能

性について考察した。第 10 章で取り扱われている各項目を概観する限り、またそ

れぞれの項目の中で挙げられている諸例を見る限り、PCIC は 1 年か 2 年でその

教育を終えてしまう日本の第二外国語としてのスペイン語教育よりは、むしろ在

学中に学生の留学も視野に入れた教育をおこなう専攻教育の指針を考える上で有

効な資料であることが明らかとなった。 
今回扱った問題は、ヨーロッパ共通参照枠のなかで「言語学習と言語教育」に

ついて扱った章、特に 6.1.3.の「複言語能力と複文化能力」に深く関わる。 
一般的に学習者は複言語能力と複文化能力が一致しないのが普通の状態であり、

また両方の能力とも本質的に変化すること、しかし、そのような不均衡や変化は

けっしてマイナスの意味を持たず、「大多数の場合、むしろそれは、アイデンティ

ティーに対する意識を高めることに貢献しているのである」13 というポジティブ

な解釈が共通参照枠によって与えられていることに注目すべきであろう。 
それ以外にもヨーロッパ共通参照枠は、言語をひとつだけ学習して、ひとつの

外国文化とだけ接触すると、ステレオタイプや先入観は弱まるよりかえって強化

されることが珍しくないという考え方のもとに複数の言語を知る必要性を説き、

複数の言語や文化に接して学習者が多様な経験を積むことで学習能力は豊かにな

ると評している。14 

外国語教育の中で文化を取り扱うための方法に関する研究や参考にするための

事例集はまだまだ不足している。筆者自身もヨーロッパ共通参照枠の概要を知っ

たことでこのテーマへの関心を深めてはいるが実践不足は否めない。しかしなが

ら、2014 年 4 月より 9 月まで週 3 回担当した NHK ラジオ講座入門編においてヨ

ーロッパ共通参照枠 A1.1 レベルに相当する講座計画案を練るにあたり、毎月発行

された講座テキストにはその週に扱う文化項目を必ず入れることにした。当初各

放送ごとに文化テーマを設定することを試みたが、機能的なキーフレーズ中心の

入門講座ではその日のフレーズやスキットと合致したものを入れ込むことは難し

く、週単位での文化テーマ設定に変更した。以下、4 月号テキストの内容を例とし
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て出すが、ここで扱った文化はスペイン語のあいさつのことばやスペイン語圏の

人の名前のような入門レベルらしい内容のものもあれば、スキットの内容に合わ

せたので、ボランティア通訳や仕事上の人間関係など通常入門レベルで扱うこと

が予想されないものもある。この講座ではスキットの舞台を日本に設定したため、

扱った文化には異文化理解に関わる内容のものも含まれることになった。15 

 

 
 

このようなささやかな実践ではあるが、現在多くのスペイン発行の ELE 教材で

おこなわれているように、文化的要素をスペイン語教育のシラバスの中で明示的

にあらわすことには意義があると筆者は考えている。 
本稿の考察の中心は PCIC 第 10 章に限定したが、続く第 11 章以降の各章の研

究も早急に進め、 PCIC の文化次元についての理解を深めていきたい。 
 
 

注 
1)  科学研究費助成事業・基盤研究(C) 課題番号 25370640  「スペイン語の自律

学習支援の研究－中上級スペイン語教育の指針づくり」(研究代表者 江澤照

美)  
2)  PCIC 第 1 巻(A1-A2 レベル) pp.67-70。 
3) 江澤(2010)のうち特に pp.216-218, p.220, pp.223-225.を参照。 
4)  García Santa-Cecilia (2007) pp.43-44. 
5)  訳は筆者による。個々の具体的用例は割愛した。 
6)  PCIC 第 1 巻(A1-A2 レベル) p.365。以下、本稿 3.では PCIC 第 10 章のイン

トロダクションを参考にしている。PCIC では 3 巻とも第 10 章は文章が同一

内容であるが、各巻のページ数が異なるため、第 2 巻、第 3 巻の第 10 章の該

当ページは異なることをお断りしておく。PCIC のテキストは Centro Virtual 
Cervantes にも存在するがネット版の PDF ファイルなのでこれにはページの
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学習支援の研究－中上級スペイン語教育の指針づくり」(研究代表者 江澤照

美)  
2)  PCIC 第 1 巻(A1-A2 レベル) pp.67-70。 
3) 江澤(2010)のうち特に pp.216-218, p.220, pp.223-225.を参照。 
4)  García Santa-Cecilia (2007) pp.43-44. 
5)  訳は筆者による。個々の具体的用例は割愛した。 
6)  PCIC 第 1 巻(A1-A2 レベル) p.365。以下、本稿 3.では PCIC 第 10 章のイン

トロダクションを参考にしている。PCIC では 3 巻とも第 10 章は文章が同一

内容であるが、各巻のページ数が異なるため、第 2 巻、第 3 巻の第 10 章の該

当ページは異なることをお断りしておく。PCIC のテキストは Centro Virtual 
Cervantes にも存在するがネット版の PDF ファイルなのでこれにはページの

記載がない。 
7)  PCIC 第 1 巻(A1-A2 レベル) p.366。 
8)  PCIC 第 1 巻(A1-A2 レベル) p.366。 
9)  PCIC 第 1 巻(A1-A2 レベル) p.367。 
10) PCIC 第 1 巻(A1-A2 レベル) p.368。 
11) PCIC 第 1 巻(A1-A2 レベル) p.368。 
12) García Santa-Cecilia (2007)  pp.42-43. 
13) 吉島・大橋他(2004)  p.147 からの引用。 
14) 吉島・大橋他(2004)  p.148. 
15) 表は江澤(2014) pp.70-71 「「みんなのスペイン語」キーフレーズ」のうち 

4 月放送分を抜粋。 
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※ FA = Fase de aproximación (近接段階) 
FP = Fase de profundización (深化段階) 
FC = Fase de consolidación (統合段階) 

※ 具体的な例はすべて割愛した。 
 

 
 
1. スペイン語圏の一般的知識 

1.1. 自然地理学 
1.1.1  気候 [FA  季節、度数の使用 ／ FP  祝日と祝祭 ／ FC  スペ

イン語圏の気候帯] 
1.1.2. 地理的な特徴 [FA  土地の起伏、スペイン語圏の人々にとっての 

川の概念の違い、スペイン語圏の人々にとっての平野の概念の違い ／ 
FP  土地の起伏(川、湖、氷河、滝、湾、岬、小湾、火山、平野、 
台地、砂漠、山脈、海峡 ／ FC  山頂、山、滝、デルタ地帯と河口、 
地峡、高原、マングローブ林）] 

1.1.3. 動物相と植物相 ［FA  なし／FP  スペイン語圏諸国の動物相（スペ

イン語圏諸国･地方・都市の象徴的な動物相、スペイン語圏諸国の植物相、

スペイン語圏諸国・地方・都市の象徴的な植物相 ／ FC 絶滅危機種や 
保護対象動物、長所や欠点を言うために動物名を代称として使うこと、 
聖像画や民間伝承への動物の反映］ 

1.2.  住民 [FA エスニック少数集団、インディヘナの重要性 ／ インディヘナ民

族の典型的な服装 ／ FC 先コロンブス期の諸文明、スペイン語圏諸国

の 20 世紀・21 世紀の民族移動] 
1.3.  政府と政治 

1.3.1.  国家権力と制度 ［FA 政治システム、国家権力や制度のシンボル 
／ FP 社会・政治生活において議会の議論が占める重要性と位置づけ ／ 
FC スペイン語圏諸国の憲法、国家の中での分権(行政権・立法権・司法権)、 
伝統の存続］ 

1.3.2.  権利や自由、保証 ［FA なし ／ FP 市民の権利と保障(憲法が定

める権利、人権や自由侵害に対する社会の態度ふるまい ／ FC スペイ

ン語圏諸国の民族マイノリティの権利保障、民族・消費者・読者の権利

擁護者の姿、労働法、組合運動］ 
1.3.3.  政党と選挙 ［FC 選挙キャンペーンとプログラム、再選の概念、 

市町村選・自治州選、立法期、政党とイデオロギー（ロゴタイプや略号）］

1.4.  領土編成と行政機構 
1.4.1.  領土・行政区画 ［FA  管轄内の典型的な料理、管轄内の民族的な 

祝祭 ／ FP  スペイン語圏諸国の領土に関する制度、政府機関と末端 
組織、文化的な気質、管轄内の典型的な飲み物、原産地証明表示 ／ FC 
スペインの自治州政府機構と末端組織（スペインの自治州憲法)、連邦州 
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※ FA = Fase de aproximación (近接段階) 
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FC スペイン語圏諸国の憲法、国家の中での分権(行政権・立法権・司法権)、 
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1.3.2.  権利や自由、保証 ［FA なし ／ FP 市民の権利と保障(憲法が定

める権利、人権や自由侵害に対する社会の態度ふるまい ／ FC スペイ
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市町村選・自治州選、立法期、政党とイデオロギー（ロゴタイプや略号）］

1.4.  領土編成と行政機構 
1.4.1.  領土・行政区画 ［FA  管轄内の典型的な料理、管轄内の民族的な 

祝祭 ／ FP  スペイン語圏諸国の領土に関する制度、政府機関と末端 
組織、文化的な気質、管轄内の典型的な飲み物、原産地証明表示 ／ FC 
スペインの自治州政府機構と末端組織（スペインの自治州憲法)、連邦州 

(イスパノアメリカの連邦州憲法)、領土区画上の首都、ナショナリスト運

動－歴史的ルーツ)] 
1.4.2.  首都、市町村 [ FA スペイン語圏の国の首都（代表的な場所）国際的

に認知された都市（歴史・芸術または文化的に興味深い場所、傑出した出

来事）／ FP スペイン語圏諸国の重要な都市、ユネスコ世界遺産指定 
都市 ／ FC スペイン語圏諸国の首都（首都であることとむすびつけら

れた考え方やステレオタイプ)、首都の概念の違い(県の概念とむすびつけ

られた考え方やステレオタイプ)、県の概念と県であること] 
1.5．経済と産業  [FA  スペイン語圏諸国の度量衡システム、スペイン語圏の 

国々の貨幣 ／ FP  スペイン語圏諸国の主要な経済資源(主要な工業地

帯、主要な農業牧畜生産地帯 ／ FC  商法と自由貿易協定（財政システ

ムと税のタイプ、スペイン語圏諸国の主要な企業組織(重要な指導者と企業

家)、主要なサービス会社(光熱、電気、水道)、ロゴタイプと略号] 
1.6.  医療・衛生 [FA  衛生システム ／ FP 国際的に認知されたスペイ 

ン語圏諸国の医師、スペイン語圏諸国で生理学と医学でのノーベル賞 
受賞者 ／ FC  スペインやイスパノアメリカの公衆衛生と民間衛生（ス

ペイン語圏の主要な病院や診療所、民間保険や相互保険、衛生システムと 
関係がある機関の略号)、代替医療と補完医療、診療補助、スペイン語圏で

の医療関係の主な出来事]
1.7.  教育  [FA  教育制度、教育サイクル、スペイン語圏諸国の代表的な大 

学（ロゴタイプと略号）／ FP スペインやイスパノアメリカでの大学入試、 
語学教育（現代社会において言語の知識に与えられる意味)、学位(社会に 
おいて学位が占める重要性や位置づけ、大学院の課程と学位)、大学生活 
と関係するシンボル、異文化教育に与えられる意味 ／ FC  通信制大学 
における教育(現在の社会において通信教育が占める重要性と位置づけ)、
特殊支援教育(特殊支援教育機関)、移民教育、外国での教育(スペイン語圏

の他の大学との交流協定)、奨学金(研究調査のための奨学金、民間団体の 
奨学金、外国留学用奨学金)、単位認定と認可(国や教育機関間での証明の 
やりとり)、スペイン語圏諸国にある研究機関] 

1.8.  マスコミ 
  1.8.1.  印刷物  [FA  スペイン語圏諸国の主要な新聞 ／ FP スペイン語

圏諸国の新聞によくあるコーナーや付録、国際的に認知されている有名な

新聞 ／ FC 自治州や地方ローカルで一般的な情報が得られる新聞、

スペイン語圏諸国で経済や商業について知名度がある専門分野の新聞、ス

ペイン語圏諸国で科学・医学・地理学・建築・経済について知名度がある

専門雑誌、スペイン語圏諸国で人気があるゴシップ誌、人気があるコラム

執筆者、主要なマスコミ団体] 
1.8.2.  テレビとラジオ [FA 多くの視聴者を持つテレビチャンネル(ロゴタ

イプと略号)、多くのリスナーを持つラジオ局 ／ FP  歴史のあるテレビ 
番組 ／ FC  スペインとイスパノアメリカのラジオ・テレビ・新聞の 
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宣伝広告(宣伝広告フェスティバル)、著名なテレビやラジオのジャーナリ

スト]
1.9.  交通機関 

1.9.1.  長距離輸送：飛行機・列車・船 
空路輸送 [FA  重要な国内空港と国際空港、航空会社(ロゴタイプと略

号)  ／ FP 重要なチャーター便航空会社]  
鉄道網   [FA  スペイン語圏諸国の鉄道網(ロゴタイプと略号)／ FP  

長距離列車、国内の鉄道と高速鉄道、代表的な鉄道駅 ／FC 地方列

車と近郊列車] 
水上輸送・海上輸送 [FA  スペイン語圏諸国の代表的な港、重要な航 

路 ／ FP  中米でパナマ運河が占める重要性と位置づけ、共通の 
アイデンティティを形成するものとしての海に与えられる意味、通過

する場所のアイデンティティや特殊性の形成において川が占める重要

性や位置づけ ／ FC  主要な航路、港町の概念とむすびつく意味、

ヨットハーバー、船の建造：重要な造船所、海や川での大惨事]  
1.9.2.  都市交通および都市間交通 [FA  都市交通網(大量輸送、街によって

異なる地下鉄のアイコン) ／ FP 代表的なバス駅 ／ FC 主要な

バス会社] 
1.9.3.  自動車専用道路による輸送 [ FA 高速道路網(アメリカ大陸の西半球

の諸国をつなぐパンアメリカン高速道路網が占める重要性と位置づ

け) ／ FP 国道、高速道路、自動車専用道路、交通安全 ／ FC  高
速道路網の資金調達：通行料、高速道路網の管理統制機関]

1.10. 宗教  [FA  メジャーな宗教 ／ FP 信仰に与えられる意味：スペイン語

圏諸国における社会的な含み ／ FC  宗教上・えせ宗教の示威行

進、先コロンブス期の宗教や神(先コロンブス期の神々の表象)、 
民族宗教上の聖像彫刻、祈禱師の表象と神] 

1.11.  言語政策 [FA  公用語と準公用語、言語の保護と推進を目的とする公

的機関や組織、言語と文化の普及のための公的機関や組織 ／ FP 
公用語と準公用語の使用範囲、スペイン語会議、メジャーな言語と 
マイナーな言語 ／ FC  言語政策に関する政府や公的機関の行

動、スペインの二言語併用自治州における教育政策、言語と領土に

関するアイデンティティの関係]
 

2.   昨今の出来事と主要人物

  2.1．歴史・伝説上の出来事や人物 
          スペイン語圏の歴史上の画期的な出来事  

[FA  スペイン語圏諸国の歴史上の時期に主として関わるもの 
(スペイン語圏諸国の歴史上の時期に主として関わる文化・芸術

的ことがら)、歴史や伝説上の有名人] 
          20 世紀と 21 世紀のスペイン語圏の歴史上の画期的な出来事 
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宣伝広告(宣伝広告フェスティバル)、著名なテレビやラジオのジャーナリ

スト]
1.9.  交通機関 

1.9.1.  長距離輸送：飛行機・列車・船 
空路輸送 [FA  重要な国内空港と国際空港、航空会社(ロゴタイプと略

号)  ／ FP 重要なチャーター便航空会社]  
鉄道網   [FA  スペイン語圏諸国の鉄道網(ロゴタイプと略号)／ FP  

長距離列車、国内の鉄道と高速鉄道、代表的な鉄道駅 ／FC 地方列

車と近郊列車] 
水上輸送・海上輸送 [FA  スペイン語圏諸国の代表的な港、重要な航 

路 ／ FP  中米でパナマ運河が占める重要性と位置づけ、共通の 
アイデンティティを形成するものとしての海に与えられる意味、通過

する場所のアイデンティティや特殊性の形成において川が占める重要

性や位置づけ ／ FC  主要な航路、港町の概念とむすびつく意味、

ヨットハーバー、船の建造：重要な造船所、海や川での大惨事]  
1.9.2.  都市交通および都市間交通 [FA  都市交通網(大量輸送、街によって

異なる地下鉄のアイコン) ／ FP 代表的なバス駅 ／ FC 主要な

バス会社] 
1.9.3.  自動車専用道路による輸送 [ FA 高速道路網(アメリカ大陸の西半球

の諸国をつなぐパンアメリカン高速道路網が占める重要性と位置づ

け) ／ FP 国道、高速道路、自動車専用道路、交通安全 ／ FC  高
速道路網の資金調達：通行料、高速道路網の管理統制機関]

1.10. 宗教  [FA  メジャーな宗教 ／ FP 信仰に与えられる意味：スペイン語

圏諸国における社会的な含み ／ FC  宗教上・えせ宗教の示威行

進、先コロンブス期の宗教や神(先コロンブス期の神々の表象)、 
民族宗教上の聖像彫刻、祈禱師の表象と神] 

1.11.  言語政策 [FA  公用語と準公用語、言語の保護と推進を目的とする公

的機関や組織、言語と文化の普及のための公的機関や組織 ／ FP 
公用語と準公用語の使用範囲、スペイン語会議、メジャーな言語と 
マイナーな言語 ／ FC  言語政策に関する政府や公的機関の行

動、スペインの二言語併用自治州における教育政策、言語と領土に

関するアイデンティティの関係]
 

2.   昨今の出来事と主要人物

  2.1．歴史・伝説上の出来事や人物 
          スペイン語圏の歴史上の画期的な出来事  

[FA  スペイン語圏諸国の歴史上の時期に主として関わるもの 
(スペイン語圏諸国の歴史上の時期に主として関わる文化・芸術

的ことがら)、歴史や伝説上の有名人] 
          20 世紀と 21 世紀のスペイン語圏の歴史上の画期的な出来事 

 [FP プリモ･デ･リベラの独裁とスペインの第二共和制、スペイン市

民戦争(「二つのスペイン」の概念)、フランコ時代、スペイン

の民政移管(特筆すべき人物や出来事、スペイン民政移管におい

てフアン･カルロス国王の存在が占める重要性や位置づけ)、ス

ペインの民主主義政府(首相、傑出した人物、社会において君主

制やその役割にスペイン国民が与える意味)、イスパノアメリカ

における革命(イスパノアメリカの革命にまつわる人物)、20 世

紀後半におけるイスパノアメリカでの独裁や民主主義、イスパ

ノアメリカにおける現代のゲリラ運動(イスパノアメリカのい

くつかの国の社会の中で起こったゲリラ運動が占める重要性と

位置づけ] 
          20 世紀までのスペイン語圏の歴史上の画期的な出来事 

 [FC イベリア半島における最初の民族定住(イベリアの民族の文化

芸術に関するもの)、ローマ帝国のイスパニア文化への貢献が占

める重要性と位置づけ(スペインにおけるローマ帝国に関する 
もの)、イベリア半島におけるイスラム教徒支配の時代(イスラム

支配の時代に関するもの、スペインにおけるイスラム支配の時

代の歴史伝説上の人物)、中世スペイン(レコンキスタの時代の人

物)、先コロンブス期(スペイン支配前の文化に関するもの、スペ

イン支配前文化と関わる人物、イスパノアメリカ諸国の現代社

会文化の中にあるスペイン支配前の文化のなごり)、コロンブス

のアメリカ到着、イスパノアメリカにおける植民地時代：副王

領、スペイン帝国：拡張主義(スペイン帝国の時代の人物)、スペ

イン史におけるアストゥリアス王家とブルボン王家、ヨーロッ

パにおけるスペインの覇権の凋落：フェリーペ 4 世とカルロス

2 世の統治、独立戦争と 1812 年憲法、フェルナンド 7 世の絶対

主義とカルリスタ戦争、イサベル 2 世の統治、イスパノアメリ

カの独立(イスパノアメリカにおける有名な人物)、スペインにお

ける 98 年の危機と植民地喪失] 
2.2．社会文化的出来事と社会文化生活上の人物 [FA  スペイン語圏諸国におけ 

る社会と社会生活にとって重要なことがら、スペイン語圏諸国における 
文化的に重要なできごと、文化や科学、スポーツ分野で国際的に認知 
された有名人、スペイン語圏諸国において現代社会生活上人気がある 
人物 ／ FP   スペイン語圏諸国の文化・科学・スポーツにおいて有名 
な人々、スポーツ分野での出来事、スペインにおける文学や芸術方面で 
の受賞、イスパノアメリカにおける文学や芸術方面での受賞、映画フェ 
スティバル、イスパノアメリカ諸国におけるノーベル賞受賞(医学生理 
学、文学、平和、化学)、アストゥリアス皇太子賞 ／ FC  知識階級の 
亡命、演劇フェスティバル、音楽フェスティバル、マスコミの有名人、 
フェリアとビエナル、編集者と出版社、文化センター、科学技術研究機 
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関] 
 

3．文化的産物や創造

3.1．文学・思想  [FA  国際的に認知された文豪や文学作品、世界文学史に 
おけるセルバンテスとドン･キホーテの重要性、文化における文学 
有名な人物や作品の価値やインパクト：ドン・キホーテという特例、 
スペイン語で書かれた偉大な文学作品が象徴的に意味するもの／ 
F`P  スペインとイスパノアメリカにおける有名作家、文学作品内に 
おける歴史的な事件の反映(歴史の証しとしての文学作品の価値)、ス 
ペイン語圏の文学における登場人物や空間、伝説、文学賞(スペイン語 
圏におけるノーベル文学賞受賞者、スペイン語で執筆する作家に与え 
られるアストゥリアス皇太子賞、セルバンテス賞、カサ･デ･アメリカ 
賞、ロムロ・ガリェゴ賞 ／ FC  スペイン文学史の年表(発生年、 
大きな動きや傾向)、すなわち『わがシッドの歌』からポストモダン 
文学まで、イスパノアメリカにおける文学史の年表(発生年、大きな動 
きや傾向)、すなわち『インディアス年代記』からイスパノアメリカ文 
学のポスト「ブーム」まで、スペインやイスパノアメリカの小説：騎 
士道小説から「ブーム」まで、現代のスペインの小説：新しい説話か 
ら若手作家まで、現代のイスパノアメリカ小説：ポスト「ブーム」と 
若手作家、スペインとイスパノアメリカの物語、スペインとイスパノ 
アメリカの文学における随筆、スペインやイスパノアメリカの詩：ハ 
ルチャから 20 世紀前半まで、20 世紀後半のスペインの詩、20 世紀後 
半のイスパノアメリカの詩、20 世紀までのスペインとイスパノアメリ 
カの演劇、20 世紀におけるスペインとイスパノアメリカの演劇、さら

にその後のスペインとイスパノアメリカの演劇、他のジャンル、イス 
パノアメリカ文学におけるスペイン文学の影響とスペイン文学におけ 
るイスパノアメリカ文学の影響、文学における女性の視点とフェミニ 
スト、文芸界と編集マーケット] 

3.2.  音楽 
3.2.1.  クラシック音楽  [FA  国際的に認知された音楽家と作品、国際的に 

認知されたクラッシック音楽の演奏家、国際的に認知されたオペラ 
歌手 ／ FP スペインやイスパノアメリカで有名な作品やアーチスト 

／ FC スペイン音楽史やイスパノアメリカ音楽史の年表(主な出来 
事と傾向)：アルフォンソ 10 世の『カンティガス』から電子音楽まで、 
オペラ(作品、代表的なオペラ劇)、サルスエラ(サルスエラの概念、有 
名なサルスエラ)、スペインやイスパノアメリカのジャズ(文化マーケ 
ットの中でのジャズの統合や大衆化、現地の音楽ジャンルとジャズの 
フュージョン)、音楽フェスティバル] 

3.2.2.  ポピュラー音楽と伝統音楽  [ FA  国際的に認知されたスペイン語

圏の国の歌手や音楽グループ ／ FP スペイン語圏の有名な歌手や
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関] 
 

3．文化的産物や創造

3.1．文学・思想  [FA  国際的に認知された文豪や文学作品、世界文学史に 
おけるセルバンテスとドン･キホーテの重要性、文化における文学 
有名な人物や作品の価値やインパクト：ドン・キホーテという特例、 
スペイン語で書かれた偉大な文学作品が象徴的に意味するもの／ 
F`P  スペインとイスパノアメリカにおける有名作家、文学作品内に 
おける歴史的な事件の反映(歴史の証しとしての文学作品の価値)、ス 
ペイン語圏の文学における登場人物や空間、伝説、文学賞(スペイン語 
圏におけるノーベル文学賞受賞者、スペイン語で執筆する作家に与え 
られるアストゥリアス皇太子賞、セルバンテス賞、カサ･デ･アメリカ 
賞、ロムロ・ガリェゴ賞 ／ FC  スペイン文学史の年表(発生年、 
大きな動きや傾向)、すなわち『わがシッドの歌』からポストモダン 
文学まで、イスパノアメリカにおける文学史の年表(発生年、大きな動 
きや傾向)、すなわち『インディアス年代記』からイスパノアメリカ文 
学のポスト「ブーム」まで、スペインやイスパノアメリカの小説：騎 
士道小説から「ブーム」まで、現代のスペインの小説：新しい説話か 
ら若手作家まで、現代のイスパノアメリカ小説：ポスト「ブーム」と 
若手作家、スペインとイスパノアメリカの物語、スペインとイスパノ 
アメリカの文学における随筆、スペインやイスパノアメリカの詩：ハ 
ルチャから 20 世紀前半まで、20 世紀後半のスペインの詩、20 世紀後 
半のイスパノアメリカの詩、20 世紀までのスペインとイスパノアメリ 
カの演劇、20 世紀におけるスペインとイスパノアメリカの演劇、さら

にその後のスペインとイスパノアメリカの演劇、他のジャンル、イス 
パノアメリカ文学におけるスペイン文学の影響とスペイン文学におけ 
るイスパノアメリカ文学の影響、文学における女性の視点とフェミニ 
スト、文芸界と編集マーケット] 

3.2.  音楽 
3.2.1.  クラシック音楽  [FA  国際的に認知された音楽家と作品、国際的に 

認知されたクラッシック音楽の演奏家、国際的に認知されたオペラ 
歌手 ／ FP スペインやイスパノアメリカで有名な作品やアーチスト 

／ FC スペイン音楽史やイスパノアメリカ音楽史の年表(主な出来 
事と傾向)：アルフォンソ 10 世の『カンティガス』から電子音楽まで、 
オペラ(作品、代表的なオペラ劇)、サルスエラ(サルスエラの概念、有 
名なサルスエラ)、スペインやイスパノアメリカのジャズ(文化マーケ 
ットの中でのジャズの統合や大衆化、現地の音楽ジャンルとジャズの 
フュージョン)、音楽フェスティバル] 

3.2.2.  ポピュラー音楽と伝統音楽  [ FA  国際的に認知されたスペイン語

圏の国の歌手や音楽グループ ／ FP スペイン語圏の有名な歌手や

音楽グループ、ポピュラー音楽や伝統音楽のジャンル ／ FC スペイ

ン語圏の国の民族音楽、フラメンコ(フラメンコの伝統的なリズム、フ

ラメンコの代表的なアーチスト)、シンガーソングライターや反体制

歌、スペインの 80 年代の「モビーダ」と音楽グループの熱狂的人気(体
制移行期のスペイン音楽の展望が刷新される中で「モビーダ」と共に

生まれた音楽グループの重要性)、著作権協会、音楽フェスティバル]
3.3．映画・舞台芸術 

3.3.1.  映画 [FA 国際的に認知されたスペイン語圏の国の映画、国際的に 
認知されたスペイン語圏の国の映画監督、国際的に認知されたスペイ 
ン語圏の国の男優と女優、世界の映画史におけるルイス･ブニュエル 
と彼の作品の重要性 ／ FP スペイン語圏の現代の映画、スペイン 
語圏諸国の映画史で重要な映画作品、スペイン語圏諸国の代表的な映 
画監督や俳優、スペイン語圏諸国の映画史の中で傑出しているジャン 
ル、映画の賞、フェスティバル ／ FC スペイン語圏諸国の映画の 
起源、スペイン語圏諸国の映画史の各時期と傾向、スペイン語圏諸国 
の映画産業(老舗の映画製作会社やスタジオ、国内映画の興業の成功)、 
ワースト映画と監督が脚本にも関わっている映画、ドキュメント映 
画、短編映画、スペイン語圏諸国の代表的な映画関係者、映画協会] 

3.3.2.  演劇  [FA 国際的に認知された劇作家や演劇作品 ／ FP  スペイン 
イスパノアメリカの有名な舞台監督や舞台俳優、スペインやイスパノ 
アメリカの演劇、主要劇場 ／ FC 演劇発展に寄与する作品発表のた

めのスペースとその影響、文学作品、ビジネス、ショー 
としての演劇の意味、スペインとイスパノアメリカでの演劇の傾向、 
演劇フェスティバル] 

3.3.3.  ダンス  [FA  国際的に認知されたスペインとイスパノアメリカの 
ダンスカンパニー、国際的に認知されたスペイン語圏諸国の代表的 
ダンス ／ FP 国際的に認知されたスペイン語圏諸国の振付師と 
ダンサー、スペイン語圏諸国の代表的なその国らしさをあらわすリズ 
ムやダンス ／ FC なし] 

3.4.  建築  [ FA  国際的に認知されたスペイン語圏諸国の建築作品や建築家  
／ FP  スペインやイスパノアメリカの一般建築、スペインやイスパノ

アメリカの宗教的建築物、世界の建築が発展発達する中でのスペインや

イスパノアメリカの有名な建築家が占める重要性や位置づけ ／  FC 
スペインにおけるイスラム・スペインの建築(スペイン史の中でイスラ

ム・スペイン建築に与えられる意味)、先コロンブス期の建築(イスパノ

アメリカのアイデンティティの印としての先コロンブス建築に与えら

れる意味)、現代建築のムーブメント、スペインとイスパノアメリカの都

市計画、伝統的な家屋]
3.5.  造形芸術 

3.5.1.  絵画  [ FA 世界の絵画の歴史の中でスペイン語圏の世界の主要な絵 
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画作品が占める重要性と位置づけ(世界の美術の中でのベラスケスの重 
要性、20 世紀の世界の美術の中でのピカソの重要性)、世界的に有名な 
国内の美術館 ／ FP  時代別および芸術運動別の代表的な作者や作 
品、社会生活の中での美術の存在 ／ FC スペインやイスパノアメリカ 
の美術史年表(重要な運動や傾向): ロマネスク様式の絵画から近年の芸 
術傾向まで、スペインにおけるバロック絵画(スペイン史の中でのある歴 
史芸術的な期間の全盛期の反映としてのバロック絵画に与えられる意 
味、20 世紀スペイン絵画の分野で重要かつ代表的な人物としてのゴヤが 
占める重要性と位置づけ)、イスパノアメリカにおける文化的伝統の回復 
と再評価の運動としてのインディへニスモとナショナリズムの重要性、

絵画作品の中での政治的社会的な運動の反映、フェリアと展覧会] 
3.5.2.  彫刻  [FA  国際的に認知されたスペイン語圏の彫刻家と彫刻作品

／ FP 時代別および芸術運動別の代表的な彫刻作家や作品、都市環境の

中での彫刻 ／ FC 先コロンブス期の彫刻、宗教的彫刻、20 世紀の彫刻

のリアリズム] 
3.5.3.  写真 [FA 国際的に認知されたスペイン語圏の写真家と写真作品 ／ 

スペインやイスパノアメリカの有名な写真家、写真の展示や写真関係の

賞 ／ FC スペイン語圏諸国の写真の傾向、スペイン語圏諸国の写真史

の重要な出来事、代表的な写真誌] 
3.5.4.  陶芸と金銀細工 [FA なし ／FP 代表的な民衆の陶芸、先コロンブ

ス期の陶芸、スペインとイスパノアメリカのタイル製造 ／  FC  民衆

の陶芸と窯元、スペインとイスパノアメリカの芸術的な陶芸、金銀細工、

陶芸や金銀細工、タイル製造についての代表的な博物館] 
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賞 ／ FC スペイン語圏諸国の写真の傾向、スペイン語圏諸国の写真史

の重要な出来事、代表的な写真誌] 
3.5.4.  陶芸と金銀細工 [FA なし ／FP 代表的な民衆の陶芸、先コロンブ

ス期の陶芸、スペインとイスパノアメリカのタイル製造 ／  FC  民衆
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専攻言語・第 2外国語における外国語到達目標と

Can-do リスト作成に向けて
 

国際関係学科 宮谷 敦美 
ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻 江澤 照美

国際関係学科  髙阪 香津美
グローバル人材育成推進室  坂本 ファーン

本稿は 2013 年よりグローバル人材育成推進室内で発足した「e-portfolio ワーキンググル
ープ」の活動のひとつである、外国語学習の目標設定のための外国語到達目標記述と

Can-do リスト作成に関する中間的な報告である。 

1.  ヨーロッパ共通参照枠 (CEFR)の理念と概要 
CEFR は 2001 年に欧州評議会が策定した、外国語教育のシラバス、カリキュラム、教科

書・試験作成、能力評価時の共通基準である。「複言語主義」と「行動中心主義」という二つ

の言語教育観のもと、CEFR は欧州域内の諸言語教育の世界の中で言語熟達度をあらわ

す客観的な基準を提示するための有益な指針としての役割を果たしてきた。これにより、欧

州各言語の熟達度試験の基準の見直しが行われてきた。CEFRの導入により言語運用能力
の認定が容易になり、雇用者は従来よりも的確に言語運用能力が問われる職への応募者の

能力を判断できるようになる。それは欧州域内の労働市場の活性化を促進する。 
欧州域内のすべての構成員は母語以外の言語習得が一生の課題となるが、複言語主義

に裏打ちされたCEFRにヒントを得て再構築された新しい言語教育においては、部分的な言
語能力も積極的に評価される。母語話者並みの語学能力習得が外国語学習の唯一の目標

ではなくなったことも CEFR以降の言語教育の大きな特徴のひとつである。 
言語熟達度については CEFR以前から 6つのレベルが想定され、特に現在の B1レベル

に相当する Threshold Level は外国でその国の人とコミュニケーションを図るために最低限
到達が必要とされているレベルである。CEFR の導入後、教育現場では各レベルをさらに

A1.1, A1.2.などに分割した上での教育実践やその研究が進行中である。 
日本語版が 2002年に翻訳出版されて以来、CEFRは日本の外国語教育にも影響を与え

てきた。CEFR に準拠した英語能力到達度指標 CEFR-J や JF 日本語教育スタンダードなど
のほか、英語以外の外国語教育でもCEFRに準拠した教育や到達目標の指針づくりが進め
られている１）。 
 
2.  2013年からの e-portfolio WGの取り組み 

e-portfolio WGの活動目標は、主として本学のグローバル人材育成推進事業の中で外国
語学部が定めた各語学検定試験の到達目標を技能別に提示することや学生用の Can-do 
リスト作成、学生が利用可能な自律学習ツールを e-portfolio システム manaba に整備するこ
となどである。2013 年度の活動の成果としてまとめたものが愛知県立大学グローバル人
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材育成推進室 (2014)である。これは本学外国語学部の学生および留学生が学ぶ言語のう
ち、英語・スペイン語・中国語・日本語・ポルトガル語についての到達目標試案である。 
同試案においては言語活動を ①受容（聞く） ②受容（読む） ③やりとり ④産出（話す） 
⑤産出（書く） の 5 つに下位区分した。これは、従来の「受容と産出」「文字言語と音声言
語」という 2 点から分類されるのが常であった言語活動に「一方向的と双方向的」という観点
を加えた CEFRの分類に準じている。 
また、同試案では到達目標を能力記述文として提示した。CEFRの尺度としての能力記述

文については「個々の異なるコンテクストで一般化された結果を配慮する必要から、コンテク

ストの制約を受けないことが望ましい。」と吉島他（2004：21）は述べている。しかし、本学の外
国語学習者向けの指針づくりを目指す本WGは、客観性や透明性を保ちつつも、教師や学
生がそれを見て具体的な目標をイメージしやすい「愛知県立大学外国語学部版能力記述

文」作成を最終目標としている。 
次章にて、到達目標試案を作成するにあたって出てきた議論について述べる。な

お、グローバル人材育成推進事業に関する本学の言語到達目標は以下の通りである。 

［愛知県立大学グローバル人材育成推進事業の言語到達目標］  
A. 専攻外国語  

 
B. 第2外国語  

 
3.  到達目標試案の作成過程における議論 
本章では、到達目標試案を作成するにあたり生じた議論について述べておきた

い。CEFR では、学習者の言語熟達度を A1 から C2 の 6 段階にレベル分けをしてい

言語  到達目標  CEFR 対応レベル  

英語  TOEIC 800点以上  B2 – C1 

フランス語  実用フランス語技能検定試験準 1級  B2 

スペイン語  DELE B1 ※2013年度に B2から変更  B1 

ドイツ語  ドイツ語技能検定試験2級  B2 

中国語  中国語検定試験2級  －  

言語  到達目標  CEFR 対応レベル  

英語  TOEIC 730点以上  B1 

フランス語  実用フランス語技能検定試験 3級  A1 

スペイン語  DELE A1 A1 

ドイツ語  ドイツ語技能検定試験4級  A1－A2 

中国語  中国語検定試験3級  －  

ポルトガル語  外国語としてのポルトガル語検定試験CIPLE A2 

ロシア語  ロシア語能力検定試験 4級  －  

韓国朝鮮語  ハングル能力検定試験 3級、韓国語能力試験3級  －  

日本語  日本語能力検定試験N1 C1 
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るが、たとえば、同じ A1 の学習者がある一つのタスクに取り組む際、学習者が誰の

助けも借りず、自分の力だけでそのタスクが達成できる場合と、「相手がゆっくり話せ

ば」、あるいは、「あらかじめ準備をしておけば」など、周囲の助けや準備があって初め

てそのタスクが達成できる場合とがあり、同じ言語熟達度内の学習者であっても、そ

れぞれの言語能力には差があり、「できること」に幅があることは言うまでもないことで

ある。本 WG では、この「学習者の言語能力の幅」に加えて、同じ言語熟達度内で

課されるタスクであっても、タスクの難易度に幅が存在するという「タスク難易度の幅」

と、あるタスクを達成する上で、単に達成することと適切に達成することとは達成度に

幅があるという「タスク達成度の幅」という二つの「幅」の存在について議論し、これら 3
つの「幅」という考え方をどのように到達目標試案に反映すれば学習者の言語能力

を正しく評価できるかという観点から、各言語の到達目標試案に「問題なくできるこ

と」と「制限があるができること」を設定した。「問題なくできること」と「制限があるができ

ること」の線引きについては今後も引き続き議論が必要であるが、この「幅」という視点

は、学習者に目標言語で何ができるようになってほしいかという到達目標を掲げ、レ

ベル別による単なる輪切りではない、学習者の言語能力を適切に捉えた、より具体

的な Can-do リストの作成をする上で有意義に作用するものといえよう。 
 
4.  Can-do リスト作成と教育への応用に向けて 
本WGは、2013年度に5言語の到達目標案を作成した。現在、3章での議論もふ

まえ、e-portfolioに教育ツールとして整備するCan-doリストの作成に取り組んでいる。
Can-doリスト作成の際に検討すべき点として、以下の5つが挙げられる。  
 
4.1.  学習者の個別性への配慮  
グローバル人材育成推進事業構想調書で設定した外国語運用能力の目標値を

踏まえ、外国語を用いて具体的に「できること」として評価可能な到達目標試案を設

定した。この後、教育に活用できるより詳細な Can-do リストを作成することが次の目
標である。学生と教員が利用でき、かつ有益な Can-do リストを作成するためにはま
ず学生個人のニーズと社会的ニーズの両方を考える必要がある。  
学生によって外国語学習の目標はそれぞれ異なるが、学習言語を用いてコミュ

ニケーションできるようになることを第 1 の目標として考えている学生が多いと考えら
れる。一方で、就職活動に活かすために、TOEIC 等の外国語検定試験で高い得

点を取ることを目標にしている学生もいるようである。以上のように学生の外国語学

習の目標や動機は異なると考えられるが、本 WG の活動は、グローバル人材育成

推進事業の一部であるため、学生の個人的なニーズだけでなく、事業が掲げる社

会的ニーズも視野に入れなければならない。社会的ニーズも含めて考えると、最も

包括的な目標は「コミュニケーション」になると言えるだろう。  
次に、学生のさまざまな言語能力への対応が必要になるだろう。ゼロから言語を学

習する学生の能力はある程度予想できるが、英語の場合はより複雑である。まず、日

本の大学では中学校（あるいは小学校）から英語を学習している学生がほとんどであ

る。入学試験の結果を通して、学生の英語に関する知識と運用能力の一部の把握
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は可能であるが、そこから学生の 5 技能のコミュニケーション能力を把握することはでき
ない。ある技能では B1 レベルに達していても他の技能では A2 レベルであるようなケ
ースも少なくない。それゆえ、Can-do リストを作成するときには、初習外国語だけでな

く、英語においても全技能において A1レベルから（初習外国語は B2レベルまで、英
語と日本語については、C1 まで）設定する必要がある。ただし、Can-do リストの項目

数が多くなりすぎると使いにくいため、適切なバランスをとる必要があるだろう。  
 
4.2.  言語使用場面の設定 
外国語学習の目標として、学習言語を母語とする者とのコミュニケーションができ

るようになることをイメージする人が多いだろう。しかし、「グローバル共通言語」の役割

も有する英語の場合、母語話者とのコミュニケーションを目標と考えるだけでは不十

分である。英語学習者が今後英語を使用する状況は、大変流動的な言語環境にお

いてである。学生が将来、どのような状況で、誰とコミュニケーションすることになるかは

分からないが、その相手が母語話者ではない可能性は決して低くないだろう。このよ

うな状況を想定した場合、学生が学ぶべき英語とはどのようなものだろうか。  
本学のグローバル人材育成推進事業では、言語のスキルのみならず、より包括的な

コミュニケーション能力の育成を目指している。欧州評議会もまた、今日の世界における

言語教育の目標は、単に１つまたはそれ以上の外国語を習得することではなく、さま

ざまな言語的、文化的な状況や場面において、だれとでも積極的なコミュニケーション

がとれるようになることだと言う。このことは、特に英語の場合に当てはまる。例えば、

日本語のように比較的狭い地域で使用されている言語の場合、当該言語の使用対

象とする特定の文化、“target culture”を学習すれば、ある程度のコミュニケーションがと
れるだろう。しかし、英語の場合、target cultureを特定するのは困難である。それゆえ、
グローバル言語としての英語コミュニケーション能力を身につけるならば、複雑かつ、よ

り幅広い英語使用場面における対応力を身につけることが必要である。  
もちろん、全ての英語場面や必要な表現を提示することは不可能である。したがっ

て、従来目指されてきた言語知識の修得よりもさまざまなコミュニケーション・ストラテ

ジーや柔軟性、積極性などの態度、問題解決能力、クリティカル・シンキングを身に

つけることのほうが重要となってくる。到達目標そして Can-do リストを活用すること
で、従来の知識を測るテストを補完して、コミュニケーション能力を具体的に測定でき

る。もちろん、Can-do リストによって測定可能なコミュニケーション能力が、リスト作成

者の設定する活動領域内に限定されてしまう可能性があることには留意すべきであ

る。その場合、学生が未知の場面や状況において、学習言語を用いて適切に対応

する能力の評価もまた限定されるだろう。  
英語以外の外国語として、初習外国語のポルトガル語を例にとると、その言語使

用場面は国内と国外に分けられる。国内では主に学校や病院などといった、日本に

暮らすブラジル人住民との接触場面において、また、国外ではブラジルやポルトガル

といったポルトガル語圏における留学先での生活でポルトガル語が使用される。表現

や語彙について、言語使用場面ごとに異なるものもあるが、国内、国外にかかわら

ず、どのようなニーズを持つ学習者にも共通する項目をピックアップし、すべての学習
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者に知っておいてほしい事柄として学習した後、学習者の個別のニーズに対しては、

各自がポルトガル語を学習する目的と照らし合わせ、Can-do リストを効果的に活用

することで、現在の到達点と将来に向けて今後すべき項目を常に確認しながら、必

要な語彙や表現を主体的に身につけることが求められよう。  
 
4.3.  大学生として必要な外国語運用時の知識・能力 

CEFR では、言語使用の領域を「私的領域、公的領域、職業領域、教育領域」の

4 つに分けて提示している。Can-do リスト作成時には、それぞれの領域において、学
生が日常生活で外国語話者と接する機会や留学中に遭遇すると考えられる使用場

面をリストアップし、使用頻度と学生のニーズを考慮した上で代表的なものを抽出す

る、という手順をとる。  
4.2 では、それぞれの外国語で想定されるコミュニケーション場面（ポルトガル語や

スペイン語のような外国籍住民と接する際に用いる機会が多い言語と、留学時や旅

行など国外でのコミュニケーションが想定される言語）と、コミュニケーションの相手

（母語話者か、あるいは第 2 言語話者か）に関して配慮すべき点を指摘した。これに
加えて、大学生として必要となるスキルについても Can-do リスト作成時に考慮する必
要がある。CEFRには、言語使用の領域として「教育領域=ある教育制度の中で組織
だった教育を受ける場合」が挙げられており、これには「教師に質問をする」だけでな

く、「辞書を引く」「レポートを書く」などといったいわゆる「アカデミック・タスク」が含まれ

る。本 WG が作成する Can-do リストには、大学生として必要なアカデミック・タスクも
含まれる。ここでは、留学時と卒業後のキャリアとの関連について言及する。  
学生は、留学時に目標言語が話される社会の制度や文化等の知識だけでなく、

日本の文化や社会について説明する場面に遭遇することが多い。そのため目標言

語に関連した内容だけでなく、自分が属する社会や文化について説明できることが

必要である。さらに、「日本と目標言語が話されている地域」の二項対立ステレオタイ

プ的な知識とそれに基づいた言語運用ではなく、コミュニケーションの相手が属して

いる文化に関わるできごとや問題に柔軟に対応し、コミュニケーション活動を通してそ

れぞれの場面で適切なルールを探し出す能力が必要である。このような能力を意識

的化できる項目を Can-do リストに加えるべきであろう。  
さらに、入学から卒業までの継続的な外国語学習を促すためにも、職業場面で必

要となるタスクのうち、卒業までに身につけておくべきこと（例えば、履歴書やビジネス

メールの書き方）を吟味し、Can-do リストに加えるべきか検討する必要がある。  
以上のような、アカデミックな場面での言語運用だけに留まらない知識や能力に関

する項目を、Can-do リストに取り入れるかどうか、今後検討を重ねる必要がある。  
 
4.4.  コミュニケーション・ストラテジーに関する項目  
コミュニケーション・ストラテジーとは、外国語学習者がコミュニケーション能力の不

足を補うために用いるものであり、コミュニケーションがうまくいかなくなった際に自分

や相手の発話等をコントロールしたり、修復する能力である。これには、言い換えや

直訳だけでなく、「相手の援助を求める（例：もう少しゆっくり話してください）」ことや



102

「自分の理解度を確認する（例：A は、～ということですか）」ことなど、相手へ働きかけ

るものも含まれる。実際のコミュニケーションでは、言語能力が低い段階ほど、コミュニ

ケーション・ストラテジーの使用が効果的であり、言語能力が上がるほど、コミュニケー

ション・ストラテジーの使用を減らしていくことが望ましい。このことから、コミュニケーシ

ョン・ストラテジーに関する項目については、難易度順の Can-do リストとは別に学生

に提示することで、ストラテジーの使用を学生に意識化させることができるのではない

かと考えられる。  
 

4.5.  自律学習能力育成のためのチェックリスト 
e-portfolio と Can-do リスト導入の最大の目的は、学習記録をつけ、自身の学習をふりかえ

り、再度計画を立てそれを実行する「自律学習能力」の養成にある。そのため、Can-do リストは
作成時に、その使用により学生が自ら学びとる能力を高めるのに効果的であるように考慮され

なければならない。この「自ら学びとること」の意識化を検討する際のポイントとして、「学習スト

ラテジー」と「メタ知識運用能力」を挙げる。 
e-portfolioで自律学習能力を養成するためには、学生が自身の学習に意識を向

けることが必須である。この能力養成には、「学習ストラテジー」の意識化が効果的で

はないかと考える。すでに、2013年度と2014年度入学生に対して、入学時ガイダンス
で学習ストラテジーの解説とSILL（Strategy Inventory of Language Learning）を
実施し2）、e-portfolioに記録しているが、今後、Can-doリストとあわせて、学生が用い
ている学習ストラテジーについて記録できる欄を設けることを検討したい。  
「メタ知識」とは、「知識に関する知識」であり、大学での学修、とりわけ外国語学習

には必須の知識である。メタ知識運用能力を有する外国語学習者は、外国語で書

かれた資料などから当該のトピックに関する知識を得るだけでなく、どのような論理構

造で書けばよいか理解し、自身の外国語運用に活かすことができる。また、必要な知

識や能力を得るためのリソースをうまく探すことができる。この能力は、言語コミュニケ

ーション能力と並べて提示することができるものではないが、大学生にとって重要な

能力であるため、e-portfolioと合わせて提示する方法も検討課題である。  

5.  まとめ 

本稿は、2013年度にe-portfolio WGが実施したCEFRに基づく英語・スペイン語・
中国語・日本語・ポルトガル語の外国語到達目標試案の記述からうかびあがったCa
n-doリスト作成に向けての課題を示したものである。本WGの最終的な目標は、「愛知
県立大学外国語学部版能力記述文」の作成にあるが、このたびの到達目標試案の

記述から、Can-doリストを作成する上で、学習者の個別ニーズへの対応、言語使用
場面の設定、大学生として必要な外国語運用時の知識・能力、コミュニケーション・

ストラテジーに関する項目、自律学習能力育成という5項目について検討すべきこと
が明らかになった。これを踏まえ、今後は学生が主体的に外国語を学ぶ道具としてリ

ストを活用するために、「読む」、「書く」、「話す」、「聴く」、「やりとりする」の5技能以
外の知識や能力の記述を含め、Can-doリストに一体「何を」、そして、「どこまで」載せ
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るべきかを見極めていく必要があろう。  
 

［注］

1）財団法人国際文化フォーラム（2013）。 
2）Oxford, R. L.（1990）所収。  

※ 本稿の執筆分担は以下の通りである。

第 1 章、第 2 章 江澤 
第 3 章 髙阪  
第 4 章 1 節 坂本  
第 4 章 2 節 坂本、髙阪  
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フランス語を知る、ことばを考える―語彙の諸相2―
 

フランス語圏専攻 石野好一

『ことばの世界 第 6 号』に続き，語彙の面からフランス語の特質について考える．今回は，
主に歴史面からみる． 
ガリア地方のラテン語は，まずそれ以前に話されていたケルト語（ガリア語）1から基層として

影響を受け，その後ここに侵攻して支配者となったゲルマン民族の言語から上層として影響を

受けた（石野 2007, 2010）．こうしてフランス語が成立した．そのため， ケルト語とゲルマン語
の語彙がフランス語に少なからず含まれていることは想像できよう． 
 
ケルト語由来の語

 
現代フランス語に残るケルト語起源の語はあまり多くない．専門家によって数にかなりの差

があり，全部でやっと50語ほどとも，ラテン語時代の借用も含めても100語たらずとも言われる
が，それ以上を挙げる研究者もいる2．それでも，同様にケルト語の影響を受けた英語と比べる

と，フランス語の方がガリア語の痕跡が現代語に多く残っているという(Walter, 2001, p.31)． 
フランス語に入ったケルト語の大部分は名詞で，田園や田舎の生活，森林に関するものが

多く，衣服名・動植物・技術・尺度計量・階級官職名・地名（殊に河名）・人名を主とする3． 
「ほとんど専ら野暮臭い，土臭くさえある語であって，農耕畜産，土壌，風景，粗末な衣服に

関係している．抽象語の欠けているのが目立つ」（リカード, 1995, 伊藤他訳, p.14）といわれる
一方で，「自然，植物，動物，ある種の技術（戦争関係，その他）などにおいては，ローマよりも

進んでいたかもしれない」 (Hamon, 1992, p. 11)という指摘もある． 
例を挙げよう4． 

 
フランス語  ガリア語 

balaiほうき   < *banalto, *balatno 
blé 麦   < *blato 
mouton羊   < *multo 
caillou小石  < *calios, *cal （石，岩） 
boue泥土  < *baua, *bawa （汚れ） 

 

                                                  
1 ガリア地域（ほぼ今のフランス）のケルト語をとくにガリア語（ゴール語）という．本稿では，適宜ケ
ルト語，ガリア語を使用する． 
2 順に，Dauzat (1942), p.91．Grevisse et al. (2011), p.160．堀井(2013)． 
3 Bárdosi & Pálfy (1983), p.158. Walter (同上)．山田(1981, p.8)．前島(1986), p.5． 
4 以下，語源とその古形は Dauzat (1942), Dauzat & al.(1971), Grand Robert (GR), Hamon 
(1992), Walter (2001), 山田(1981), 堀井(2013), 『仏和大辞典』（仏大）などを参考にした．*は
推定形．ガリア語の意味は，分かる範囲で，現代語と異なる意味の場合に限り記した． 
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また，ケルト系の語の多くは，ラテン語の段階で借用され，フランス語の形成期においては

すでに用いられていた（堀井2013, p. 97）5。そういうものは自然・農耕に関するものが多い（髭

ほか2008, p.40）．たとえば，次のようなものである． 
 
フランス語   ラテン語  ガリア語 

sapin樅の木   < sappinus   < *sappus  
chêne コナラ属（樫・柏・楢）  < *cassanus  < *cassanos 

 
ラテン語（ラ）の段階で借用された語は，フランス語（仏）やスペイン語（西），イタリア語（伊）

などロマン諸語全体に残存しているものも多く，その事実が共通ラテン語ですでに借用されて

いたことを示す根拠となっている(Grevisse et al., 2011, p.160)．たとえば，フランス語
changerがそれである． 
 

仏changer，西cambiare，伊cambiar，… <  ラ．cambiare 
 

同様のものに仏語char（荷車・馬車）がある．（→§1.1.） 
さらに，ガリア語とガリアのラテン語を通じて，それ以前に話されていた言語の語だと思わ

れるものも維持されてきた．たとえば，次のようなものが挙げられる(Grevisse et al., 同上)． 
 
ajonc ハリエニシダ  < ajou, agon 
motte 土塊  < *mutta 
pot 壺・瓶   < *pottus, potus 
roche 岩   < *rocca  

 
1.1.ガリアの馬車 char とその豊富な子孫6 
ローマ人は，ガリア人が武器や荷物を積んで移動に使っていた大型四輪馬車を知らなかっ

たため，ガリア語から借用して，次のような語を作った． 
carpentum 二輪馬車   
carrus 四輪馬車  

このラテン語がフランス語に移行すると，carrusがcharとなり，それをもとに多くの派生語を
生んだ． 

charrette 二輪荷車・荷馬車 
charretée 荷車一台分（たくさん） 
charretier 荷（馬）車引き 
charreton 人力車 « voiture à bras (GR) » 
charron 車大工 （ガリア人は優秀な車大工だった7．） 

                                                  
5 堀井（同書，p. 94-95）に 60語ほどが提示されている． 
6 この節は，Walter, H. 2001. Honni soit qui mal y pense. pp. 31-33. を参考にした． 
7 Martin (2002), p147. 
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また，ケルト系の語の多くは，ラテン語の段階で借用され，フランス語の形成期においては

すでに用いられていた（堀井2013, p. 97）5。そういうものは自然・農耕に関するものが多い（髭

ほか2008, p.40）．たとえば，次のようなものである． 
 
フランス語   ラテン語  ガリア語 

sapin樅の木   < sappinus   < *sappus  
chêne コナラ属（樫・柏・楢）  < *cassanus  < *cassanos 

 
ラテン語（ラ）の段階で借用された語は，フランス語（仏）やスペイン語（西），イタリア語（伊）

などロマン諸語全体に残存しているものも多く，その事実が共通ラテン語ですでに借用されて

いたことを示す根拠となっている(Grevisse et al., 2011, p.160)．たとえば，フランス語
changerがそれである． 
 

仏changer，西cambiare，伊cambiar，… <  ラ．cambiare 
 

同様のものに仏語char（荷車・馬車）がある．（→§1.1.） 
さらに，ガリア語とガリアのラテン語を通じて，それ以前に話されていた言語の語だと思わ

れるものも維持されてきた．たとえば，次のようなものが挙げられる(Grevisse et al., 同上)． 
 
ajonc ハリエニシダ  < ajou, agon 
motte 土塊  < *mutta 
pot 壺・瓶   < *pottus, potus 
roche 岩   < *rocca  

 
1.1.ガリアの馬車 char とその豊富な子孫6 
ローマ人は，ガリア人が武器や荷物を積んで移動に使っていた大型四輪馬車を知らなかっ

たため，ガリア語から借用して，次のような語を作った． 
carpentum 二輪馬車   
carrus 四輪馬車  

このラテン語がフランス語に移行すると，carrusがcharとなり，それをもとに多くの派生語を
生んだ． 

charrette 二輪荷車・荷馬車 
charretée 荷車一台分（たくさん） 
charretier 荷（馬）車引き 
charreton 人力車 « voiture à bras (GR) » 
charron 車大工 （ガリア人は優秀な車大工だった7．） 

                                                  
5 堀井（同書，p. 94-95）に 60語ほどが提示されている． 
6 この節は，Walter, H. 2001. Honni soit qui mal y pense. pp. 31-33. を参考にした． 
7 Martin (2002), p147. 

charroi 荷車運搬 
charrier 荷車で運ぶ 

この同じ語基（語根）から，ラテン語ではcarrucaが創られ，そこからフランス語

charrue犂（すき）ができる．これは，前輪付きの犂のことで，ローマの車輪のない原

初的な犂aratrum（フランス語araire）に比べて，いわば「贅沢な」犂だった． 
実は，動詞charger（担わせる）も，後期ラテン語bas latinの*caricareを介して，同

じ語根に遡ることができる． 
また英語の動詞carry（運ぶ）もこれらと同根だが，北仏ノルマンディー地方の方言

だったノルマン語carrierの形で借用された．そのため，語頭がchar-でなくcar-となっ

た．フランス語形はcharrier（運ぶ）だった．  
さらにこの語根は後世になっても次のような派生語を提供する． 
carriole「荷馬車」：ガリア語charは，のちに再び， 16世紀にイタリア語carrozza

からcarrosse屋根付き四輪馬車として，また同じく16世紀に，古プロヴァンス語から

carriole8（荷馬車）として現れる． 
caricature「戯画」：動詞caricare « charger »由来のイタリア語caricaturaから18世

紀に借用し，仏語caricatureができる．これは人物の特徴を誇張した絵によって，アピ

ールしたり笑わせたりするものである． 
carrière「職業」：ガリア語charから古プロヴァンス語carriera（車道）が派生し，

それをフランス語が借用した．後期ラテン語via carraria（仏訳voie carrossable車の通

れる道）に由来する． 
car：19世紀に英語から借用した．英語は中世ノルマン語に由来する． 
cargo：英語cargo boatの省略形abréviation．英語自身はスペイン語から借用した． 
このように，ケルト語からフランス語への直接の借用語は多くは残っていないものの，

派生語という形で，さまざまな分野に語彙を残していることが分かる． 

ケルト語由来の語（リスト）

現代フランス語に残るケルト語起源の語と言われるものの中から，主なものを以下に分野別

に列挙する．（右欄にケルト語（ガリア語）の推定形．ただし，不明の場合はラテン語形（＝ラ）

や知られている最古形を挙げたものもある．） 
 

ケルト語由来の語（リスト）

フランス語 古形（ケルト語〔ガリア語〕，または遡れる最古形． 
俗ラ＝俗ラテン語，後ラ＝後期ラテン語） 

植物名 
bouleau 樺 *betullos 
bruyère ヒース *bruko 
chêne コナラ属（樫・柏・楢） *cassanos 
sapin 樅の木 *sappus 
                                                  
8 carrioleの接尾辞-oleは，現代俗語のbagnole（車）にも見られる．このbagnoleは，ガリアの四輪
馬車benneが数世紀を経てくだけた言語となり，19世紀にbagnoleという形になったものである． 
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blé 麦 *blato 
bogue （栗の）いが *bulga  

※現代語ではコンピュータ用語の「バグ」の意も． 
動物名 
家畜・禽獣 
bouc 雄ヤギ *bucco ※chèvre「雌ヤギ」はラcapraより 
cheval 馬 ラ caballus 

※古典ラテン語ではequusが「馬」を表していたが，ガ
リア語から来た「駄馬」を意味するcaballusに地位を奪
われた． 

mouton 羊 *multo 
chat  猫 ラcattus 
blaireau アナグマ 古仏bler, blair 

※形容詞blair「白い」，bler「斑点がある｣．頭に白い
斑点があるところからか． 

鳥関係 
alouette ヒバリ alauda 
bec 鳥のクチバシ beccos 
虫 
charançon ゾウムシ *kariantionos「小鹿｣, kar- ｢鹿｣ 
魚名 
saumon サケ ラsalmo, salmonis 
bécard / beccard  
老いたサケ，メスのサケ 

bec 

lot(t)e かわめんたい *lotta 
limande カレイ lem- ｢板｣ 
loche ドジョウ *leuka 「白さ」 ※白い魚体から． 
alose ニシンダマシ 後ラalauza 
※英語beaver beber ビーバー，海狸 

※フランス語はcastorに代わられた． 
飲食物関係 
crème クリーム ラcrama，chrisma 
cervoise 大麦ビール cervesia 

※スペイン語に入って cervesa「ビール」となった． 
※フランス語bière「（普通の）ビール｣は，オランダ語
bierから． 

衣服名 
chemise シャツ ラcamisia 
drap シーツ，ウール 後ラdrappus 
manteau マント mantus 
化粧・美容 
savon 石鹸 sapo （ゲルマン語*saiponもある) 
技術 
charpente （建物・人体の）骨組

み・骨格・背丈 
古仏charpent 
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bogue （栗の）いが *bulga  
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鳥関係 
alouette ヒバリ alauda 
bec 鳥のクチバシ beccos 
虫 
charançon ゾウムシ *kariantionos「小鹿｣, kar- ｢鹿｣ 
魚名 
saumon サケ ラsalmo, salmonis 
bécard / beccard  
老いたサケ，メスのサケ 

bec 

lot(t)e かわめんたい *lotta 
limande カレイ lem- ｢板｣ 
loche ドジョウ *leuka 「白さ」 ※白い魚体から． 
alose ニシンダマシ 後ラalauza 
※英語beaver beber ビーバー，海狸 

※フランス語はcastorに代わられた． 
飲食物関係 
crème クリーム ラcrama，chrisma 
cervoise 大麦ビール cervesia 

※スペイン語に入って cervesa「ビール」となった． 
※フランス語bière「（普通の）ビール｣は，オランダ語
bierから． 

衣服名 
chemise シャツ ラcamisia 
drap シーツ，ウール 後ラdrappus 
manteau マント mantus 
化粧・美容 
savon 石鹸 sapo （ゲルマン語*saiponもある) 
技術 
charpente （建物・人体の）骨組

み・骨格・背丈 
古仏charpent 

jante 外輪 *cambita *cambo「曲がった」から 
道具・器具 
balai ほうき *banalto, *balatno 
cloche 鐘 後ラclocca 
hâche 斧 bascauda （フランク語*hâppiaからかも） 
broc 水さし broccos 
pot 壺・瓶 俗ラ*pottus, potus，前ケルト語語基pot-「丸み」 
乗物 
char 荷車，馬車・戦車 carros 
banne 運搬車 
benne トロッコ 

benne ※始めは「荷馬車」の意． 
  二輪で柳の枝で車体ができている馬車． 

luge そり 後ラsludia「すべる」またはラlubricare「すべる」，
lubrica「滑りやすい」．※前者は英語slideと同語源 

尺度計量・寸法 
lieue 里（約4km） leuga  

※一里（り）（昔の距離の単位で約4km）．ガリア人の旅
程（堀井） 

tonne トン・樽 後ラtunna, tonna 
※ガリア語で「皮・肌」→「革袋」「樽」 

tonneau 樽 （同上） 
軍事関係 
lance 投げ槍 ラlancea 
matras 投げ槍 ラmatara (＝materies) 
階級官職名 ※ローマ人の知らない社会関係を表す語 (Martin,2002,p147) 
ambassade(ur) 大使 *ambactos 

※amb- = « aller » 使者，従僕，奉公人のことだっ
た． 

vassal 臣下・諸侯 vassus仕える者 
社会階層 
gaillard 好漢 ガロ・ロマン語*galia「力」，ケルト語幹gal-「勇敢」 
galant 色男 （上と同じ語幹から） 
田園生活 （→cf. 動物，植物） 
berceau 揺りかご ラ*bertium 
bassin 泉水・貯水槽 俗ラbaccinus  < *baccus 
農耕 
charrue 犂〔鍬〕（すき） carruca［牛が引く］犂 < 初め「荷車」 

※フランス語charrue ←ゲルマン語charruh ←ガリア
語carrucaから 

vouge 鉈鎌（なたかま） ラ*vidubium 
raie 畝（うね）， 土手 < roie 後ラ riga < ガ *rica 

→ウェールズ語rhych，古ブルトン語rec，アイルランド
語rechに残る．いずれも「畝」の意 

sillon 畝 < silier 「土を移す」 俗ラ seliare < ガ語根 selj- 
レト=ロマン語 saglia「刈り取られた草地の細い筋のこ
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と．その上に草を横たえる」 
barre 棒 俗ラ*barra，中世ラ barra「策」 

※vara「枕木，横木」< varus 「反対側」 
cf. フ barrer →barrière柵 

土地 
borne 境界（石） ラ bodina, butina，俗ラ bodina, botina「境界」 
chemin 道 俗ラ camminus 
grève 浜 *grava ※俗ラ*gravaは「砂利」を意味していた 
lande 荒野 landa  

※ケルト語からゲルマン語，ロマン諸語へ移行した．中

世ラ，古ガスコーニュ語では一般に「土，土地」を表

した．cf. ブルトン語 lann 
quai 波止場 caio  

※中世ラ caiagiumは，ノルマン・ピカール語quayage
の写し calque．cf. ケルト語 cai, cal, 「家，垣根」 

鉱物名 
mine 鉱山 ガロ・ロマン語*mina またはラ minuere「減ずる，細か

くする」 
caillou 小石 *calios, *cal「石，岩」 
caillouteux 
小石の多い，砂利だらけの 

*caljávo, *caliavo 

roche 岩 俗ラ*rocca 
boue 泥土 *baua, *bawa 「汚さ」 
bourbe 泥土 borvo  cf. Borvoはガリアの温泉水の神 
glaise 粘土 gliso marga「白い泥土」に遡る 
motte 土塊 *mutta 盛土・堤防の意から 
marne 泥灰土   俗ラ*margila 
その他 
pièce一個、かけら pettia 

※ウェールズ語 peth｢もの｣, ブルトン語 pez. 
cf. 中世ラ pecia, petia. 

形容詞 
dru 丈夫な、元気な  ラ druidae    cf. druide ドルイド僧 
creux 空洞・くぼみ（の） ラ crosus 
riche 金持ちの rix (= roi王) ※フランク語*rikki も同源． 
動詞 
barrer ふさぐ  (上記 barre, barrière参照) 
battre 戦う ラ battuere「殴る」>battere「負かす」 
changer 変わる・変える 後ラ cambiare，ラ cambire変える，取り替える 
charger 負わせる 後ラ*car(r)icare「積む｣ < carrus. cf. Char 
craindre 恐れる 
 

俗ラ cremere < remere「震える」→「恐れる」． 
ガ語根 crit-の影響．cf. アイルランド語 crith「揺れ」 

briser 砕く  俗ラ*brisiare, 後ラ*brisare「（足で踏んで）ブドウを
つぶす」＜古ラ brisa「ブドウの搾りかす」（仏大） 
※アイルランド語 brissim « je brise » 
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の写し calque．cf. ケルト語 cai, cal, 「家，垣根」 
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mine 鉱山 ガロ・ロマン語*mina またはラ minuere「減ずる，細か

くする」 
caillou 小石 *calios, *cal「石，岩」 
caillouteux 
小石の多い，砂利だらけの 

*caljávo, *caliavo 

roche 岩 俗ラ*rocca 
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bourbe 泥土 borvo  cf. Borvoはガリアの温泉水の神 
glaise 粘土 gliso marga「白い泥土」に遡る 
motte 土塊 *mutta 盛土・堤防の意から 
marne 泥灰土   俗ラ*margila 
その他 
pièce一個、かけら pettia 

※ウェールズ語 peth｢もの｣, ブルトン語 pez. 
cf. 中世ラ pecia, petia. 

形容詞 
dru 丈夫な、元気な  ラ druidae    cf. druide ドルイド僧 
creux 空洞・くぼみ（の） ラ crosus 
riche 金持ちの rix (= roi王) ※フランク語*rikki も同源． 
動詞 
barrer ふさぐ  (上記 barre, barrière参照) 
battre 戦う ラ battuere「殴る」>battere「負かす」 
changer 変わる・変える 後ラ cambiare，ラ cambire変える，取り替える 
charger 負わせる 後ラ*car(r)icare「積む｣ < carrus. cf. Char 
craindre 恐れる 
 

俗ラ cremere < remere「震える」→「恐れる」． 
ガ語根 crit-の影響．cf. アイルランド語 crith「揺れ」 

briser 砕く  俗ラ*brisiare, 後ラ*brisare「（足で踏んで）ブドウを
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※アイルランド語 brissim « je brise » 

bercer 静かに揺する    古仏 bers, berz. → フ ber（古）, berceauゆりかご 
glaner 落穂を拾う  後ラ glenare（6世紀）．ガ語根*glenn- 
braire (> brailler) （ロバが）鳴く 俗ラ*bragere (> *bragulare) 
brasser （ビールを）醸造する 俗ラ*braciare < braces < 古仏 brais「モルト」 

※「かき混ぜる」の意から．bras「腕」から比喩として派
生した動詞 

 
ケルト語由来の地名

ローマ人は，基本的にゴール語の地名をそのまま引き継いだ．その中には現代も残ってい

るものがある．ゴール後の地名の多くは，部族名からなっており，それにラテン語の格変化（奪

格や位格〔処格〕）をつけた9．-s, -x, -zで終わる地名がよく見られるのは，その名残である．そ
の例としてParisなどが挙げられる． 
以下に，主なフランス地名とそのケルト名（部族名）を列挙する10． 
 

フランス地名 ケルト部族名 
Amiens   <  Ambiani   
Angers   <  Andecavi  
Arras   <  Atrebates  
Beauvais   <  Bellovaques, Bellovacos  
Bourges   <  Bituriges  
Cahors   <  Cadurci  
Châlons   <  Catuvellauni  
Chantilly   <  Cantiliacum  
Chartres   <  Carnutes  
Dreux   <  Durocasses  
Évreux   <  Eburovices  
Limoges   <  Lemovices   
Lisieux   <  Lexovii  
Lyon   <  Lugdunum  
Meaux   <  Meldi  
Metz   <  Mediomatrici  
Nantes   <  Namnetes  
Paris   <  Parisii  
Périgueux   <  Petrocorii  
Poitiers   <  Pictavi 
R(h)eims   <  Remi  
Rennes   <  Redones  

                                                  
9 Hamon (1992) p.170，前島(1986) p.5，リカード(1995) p.14. 
10 Bárdosi & al. (1983) p.158，Hamon (1992) p.15，山田(1981)，リカード(1995) p.14によ
る． 
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Rodez   <  Ruteni  
Senlis   <  Silvanectes  
Saintes   <  Santones  
Sens   <  Senones  
Soissons   <  Suessiories  
Tours   <  Turones  
Troyes   <  Tricassi  
Vannes   <  Veneti  
Verdun   <  Virodunum  
Vitry   <  Victoriacum  

 
地名には，地形などの意味が盛り込まれているものがある． 
Lyonの古名Lugdunumなどに見られる-dunumは，ケルト語dunonがラテン語化して

dunumとなったもので，「囲い地，人の住む場所（平地か高地）」を表し，そこから「丘」，次に
「砦・城塞」の意となった（前島，Hamon, p.13）．上のVerdunの他，Autun, Châteaudun, 
Dun, Issoudun, Laon, Loudunなどがある11． (Hamon) 
このLug-dunon, Lug-dunumは，Lyonだけでなく, Laon, Loudunの古形でもある．その

前半のLugは「光」（ケルトの偉大な神）のことであり，全体として「神の住まい」という意味となる．
(Hamon, p.13) 
このように，ガリア起源の同じ地名が，現代のフランス各地で，さまざまな形になっている場

合がある（堀井, p.104）．たとえば： 
ガNoviomagus  >  Nijon, Noyon, Novion 
ガNoviodunum  >  Nouan, Nion (Suisse) 
ガIcciodurum  >  Yzeures, Yzeure, Izeure, Issoire 

Argenteuil, Auteuil, Limeuil, Mareuil, Nanteuil, Valeuil, Vendeuil, Verneuilなど
の地名に見られる語尾-euil (< iaos)は「林間の空地」を意味する．したがって，次のように解
釈できる地名がある．(Hamon, p.13)   

Mareuil「大きな空地」 
Nanteuil「谷間の空き地」 
Valeuil「ジャガイモの空地」  

BièvresやBibracteという地名は，ガリア語のbeber「ビーバー」に由来する．la Bièvreは
「ビーバーの川」ということになる．(Hamon, p.13) 

Brive (< briva)は「橋」を意味する．(Hamon, p.14) 
Condé (< condate)は「合流点」を表す．日本語では「落合」というところか．(Hamon, p.14) 

(前島) 
Meillant（＜Mediolanum）は，イタリアの Milan（ミラノ）と同様，「中原」の意味である．(前

                                                  
11 これはオランダの地名 Leydenなどにも含まれ，英語では down「丘」となった (前島 p.5) ．さら
にイベリア半島の Coimbra (< Coimbriga), Munébriga (< Mundobriga)の-briga も dunum
「要塞」の意味であり，これもケルト語の影響による．（堀井, p.104） 
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Vannes   <  Veneti  
Verdun   <  Virodunum  
Vitry   <  Victoriacum  

 
地名には，地形などの意味が盛り込まれているものがある． 
Lyonの古名Lugdunumなどに見られる-dunumは，ケルト語dunonがラテン語化して

dunumとなったもので，「囲い地，人の住む場所（平地か高地）」を表し，そこから「丘」，次に
「砦・城塞」の意となった（前島，Hamon, p.13）．上のVerdunの他，Autun, Châteaudun, 
Dun, Issoudun, Laon, Loudunなどがある11． (Hamon) 
このLug-dunon, Lug-dunumは，Lyonだけでなく, Laon, Loudunの古形でもある．その

前半のLugは「光」（ケルトの偉大な神）のことであり，全体として「神の住まい」という意味となる．
(Hamon, p.13) 
このように，ガリア起源の同じ地名が，現代のフランス各地で，さまざまな形になっている場

合がある（堀井, p.104）．たとえば： 
ガNoviomagus  >  Nijon, Noyon, Novion 
ガNoviodunum  >  Nouan, Nion (Suisse) 
ガIcciodurum  >  Yzeures, Yzeure, Izeure, Issoire 

Argenteuil, Auteuil, Limeuil, Mareuil, Nanteuil, Valeuil, Vendeuil, Verneuilなど
の地名に見られる語尾-euil (< iaos)は「林間の空地」を意味する．したがって，次のように解
釈できる地名がある．(Hamon, p.13)   

Mareuil「大きな空地」 
Nanteuil「谷間の空き地」 
Valeuil「ジャガイモの空地」  

BièvresやBibracteという地名は，ガリア語のbeber「ビーバー」に由来する．la Bièvreは
「ビーバーの川」ということになる．(Hamon, p.13) 

Brive (< briva)は「橋」を意味する．(Hamon, p.14) 
Condé (< condate)は「合流点」を表す．日本語では「落合」というところか．(Hamon, p.14) 

(前島) 
Meillant（＜Mediolanum）は，イタリアの Milan（ミラノ）と同様，「中原」の意味である．(前

                                                  
11 これはオランダの地名 Leydenなどにも含まれ，英語では down「丘」となった (前島 p.5) ．さら
にイベリア半島の Coimbra (< Coimbriga), Munébriga (< Mundobriga)の-briga も dunum
「要塞」の意味であり，これもケルト語の影響による．（堀井, p.104） 

島 p.5) 
ガリア語(o)ritumは「浅瀬le gué」のことで，昔は大変重要な語だった．現代語では-ord, 

-ortという語尾になっている12． (Hamon, p.14，堀井) 
Chambord  <  Camb-o-ritum  
Niort  <  Novi-o-ritum 

語尾に地域性が見られるものがある．たとえば南仏では-ac，北仏では-aiや-i (y)になったも
のがある．Juillac と Juilly, Savignac と Savignyで，ともに前者が南，後者が北にある13． 
ついでながら，ヨーロッパの各国に見られるケルト起源の都市名をいくつか挙げてみよう

(Hamon, p.14)． 
 

イギリス：  Londres  < Londinion,  
   York   < Eburacon, Eburacum 
  スイス：  Genève  < Geneva 
  ドイツ：  Innstadt  < Blodurum,  

   Kempten  < Cambodunum 
  オーストリア： Vienne   < Vindobona 
  チェコスロバキア： Brno (ドイツ語Brünn)  < Eburodunum 
  オランダ：  Leyde   < Lugdunum 
  ユーゴスラビア： Belgrade  < Singidunum 
  イベリア半島： Segovie  < Segovia 

   Madrid  < Mageto-ritum 
  イタリア北部： Bergame  < Bergomon 

Bologne  < Bononia 
Vérone   < Verona 

 
ゲルマン語由来の語

 
ゲルマン語14起源の語は，ケルト語起源に比べればだいぶ多い．『フランス語語源大辞典』

(FEW 15 )全 25 巻において， 3 巻（ 15-17 巻）がゲルマン起源の語を扱っている

(Martin,2002,p.147)ということからも，その比率の高さがうかがえよう． 
しかしながら，フランク族の制度の後退と，とくにローマの権利の回復によって，かなりのフラ

ンク起源の語が消えた．また，ケルト起源の語の算出の際と同様に，フランク語のもたらしたも

                                                  
12 語尾は，Hamonは-ritum とし，堀井は-oritum としている．この語尾はイギリス Oxfordなどに
も見られる．スペインMadrid もMagetoritumからである．(Hamon, p.14) 
13 Madame de Sévignéの姓も同系である．(堀井) 
14 以下，ゲルマン語とフランク語という言い方をほぼ同様の意味で用いる．フランク族はゲルマン
民族の一部であり，フランク語 franciqueはゲルマン語germaniqueの一部である．しかしながら，
以下の論では厳密に区別せず，参考にした文献が用いている言い方を踏襲することとする．  
15 Wartburg, W. v. 1928-. Französisches Etymologisches Wörterbuch (Dictionnaire 
étymologique du français), Basel, Zbinden (1953以降), 25 volumes.  
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のと，侵略以前にラテン語が受けていた，ローマ軍におけるゲルマン戦士の存在に起因する

ゲルマン語の影響とを区別することは難しい． 
というわけで，その語彙数が確定されているわけではない．数世紀の間にガリアに与えた語

は約 520 だが，古フランス語に伝わらなかった語彙や地名に含まれるものを加えれば約 700
語を数えるという（前島）．しかしながら，現代フランス語における古ゲルマン語の残り（フランク

語起源の語または侵略以前の借用）をすべてまとめると結局 400 語ぐらいのようだ(Grevisse 
et al.,p.160)． 

１ ゲルマン語由来の語の形式的特徴

ゲルマン語彙の代表的な特徴として，次の 2点が挙げられる． 
１．有音の†h（h aspiré）：ゲルマン語では h を発音した．h を発音しないラテン語では16，こ

の音の聞こえるゲルマン語を借用する際に，これを区別するようになった．すなわち，発音はし

ないが，語頭では「有音の†h」として子音扱いにする．  
その結果，ゲルマン語からの借用語は，原則として，エリズィオンやリエゾンをしない． 

la hache斧 (×l’hache) , le harengにしん, je haïs憎む (×j’haïs),   
nous haïssons [nu ais] 私達は憎む, など17． 

それに対し，ラテン語語彙の語頭の hは「無音の h」として後の母音で始まるものと同じ扱い
にする．したがって，エリズィオンやリエゾンをする． 

l’heure時刻    les hommes [lezɔm] 人（複数形） 
２．w →g：ゲルマン語の語頭の wの音がラテン語では g, guの音〔文字〕に変化して借用さ

れた．これはwのもつ強い[u]の発音がラテン語になかったため，借用に際して[ɡ]を充てたこと
による18． 

*wantu「手袋」 > guant > フ gant 
werra「戦争」 > guerre 
warda「番兵」 > garde 

    wactu「見張る」 > ラ wactare > 古仏 guaiter > フ guetter「見張る」 
（※英語では watchや wait となった．） 

                                                  
16 「Hはラテン語においてすでに視覚のための文字だった．」« H est par excellence une lettre 
pour l'oeil. Elle l'était déjà en latin. » (Yaguello, 1990, Histoire des lettres. p.33) すなわ
ち，ギリシア語の気音を示すマークだった． 

17  例外がある：le héros（英雄）はラテン系の語彙で，女性形は l’héroïne となる．これは，ゲル
マン系の le héraut [lə ero]（先駆者・伝令）との類似による影響や，les héros をリエゾンして
[lezero]と発音したときの否定的な印象を与える響き（「ゼロ（無）」）の回避などで説明される． 

le haut（高い所），la hauteur（高さ）が有音なのは，ラ alto とゲ hohの融合語であるためだと言
われる．（森本 p.54） 
その他，ゲルマン起源でも無音の h のものがある．heberge（宿泊），hallier（カスミ網（補鳥網)），

haussière（曳き網），など．後者 2語は allier，aussièreの綴りもある．allierは後から hが加わっ
たが，aussièreは hがある方が古い． 
18 前島 p. 13，森本 p. 133などによる． 
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のと，侵略以前にラテン語が受けていた，ローマ軍におけるゲルマン戦士の存在に起因する

ゲルマン語の影響とを区別することは難しい． 
というわけで，その語彙数が確定されているわけではない．数世紀の間にガリアに与えた語

は約 520 だが，古フランス語に伝わらなかった語彙や地名に含まれるものを加えれば約 700
語を数えるという（前島）．しかしながら，現代フランス語における古ゲルマン語の残り（フランク

語起源の語または侵略以前の借用）をすべてまとめると結局 400 語ぐらいのようだ(Grevisse 
et al.,p.160)． 

１ ゲルマン語由来の語の形式的特徴

ゲルマン語彙の代表的な特徴として，次の 2点が挙げられる． 
１．有音の†h（h aspiré）：ゲルマン語では h を発音した．h を発音しないラテン語では16，こ

の音の聞こえるゲルマン語を借用する際に，これを区別するようになった．すなわち，発音はし

ないが，語頭では「有音の†h」として子音扱いにする．  
その結果，ゲルマン語からの借用語は，原則として，エリズィオンやリエゾンをしない． 

la hache斧 (×l’hache) , le harengにしん, je haïs憎む (×j’haïs),   
nous haïssons [nu ais] 私達は憎む, など17． 

それに対し，ラテン語語彙の語頭の hは「無音の h」として後の母音で始まるものと同じ扱い
にする．したがって，エリズィオンやリエゾンをする． 

l’heure時刻    les hommes [lezɔm] 人（複数形） 
２．w →g：ゲルマン語の語頭の wの音がラテン語では g, guの音〔文字〕に変化して借用さ

れた．これはwのもつ強い[u]の発音がラテン語になかったため，借用に際して[ɡ]を充てたこと
による18． 

*wantu「手袋」 > guant > フ gant 
werra「戦争」 > guerre 
warda「番兵」 > garde 

    wactu「見張る」 > ラ wactare > 古仏 guaiter > フ guetter「見張る」 
（※英語では watchや wait となった．） 

                                                  
16 「Hはラテン語においてすでに視覚のための文字だった．」« H est par excellence une lettre 
pour l'oeil. Elle l'était déjà en latin. » (Yaguello, 1990, Histoire des lettres. p.33) すなわ
ち，ギリシア語の気音を示すマークだった． 

17  例外がある：le héros（英雄）はラテン系の語彙で，女性形は l’héroïne となる．これは，ゲル
マン系の le héraut [lə ero]（先駆者・伝令）との類似による影響や，les héros をリエゾンして
[lezero]と発音したときの否定的な印象を与える響き（「ゼロ（無）」）の回避などで説明される． 

le haut（高い所），la hauteur（高さ）が有音なのは，ラ alto とゲ hohの融合語であるためだと言
われる．（森本 p.54） 
その他，ゲルマン起源でも無音の h のものがある．heberge（宿泊），hallier（カスミ網（補鳥網)），

haussière（曳き網），など．後者 2語は allier，aussièreの綴りもある．allierは後から hが加わっ
たが，aussièreは hがある方が古い． 
18 前島 p. 13，森本 p. 133などによる． 

*wafel「蜜蜂の棚」 ＞ 「ワッフル」 ＞ フ gaufre「ゴーフル」 
（※英語 wafer「ウェファース」） 

ゲルマン語由来の語（リスト）

フランク語起源の語はさまざまな分野に関っている．公共生活や，国家組織，行政，軍事関

係，とくに武器の名称，建築，農業，田園生活，日常生活の語にわたる．また動植物・身体の

部分の名などにも多い．さらに名詞だけでなく，形容詞，動詞にも見られる．彼らは都会生活

や座食を好まず，戦争・狩猟・農業・牧蓄を好んだ．剣は生きものとして武士の魂と感じたらし

い19． 
 
戦争・軍事関係 

フランス語 
※ † ＝h aspiré（有音のh） 

古形（ゲルマン語〔フランク語〕） 
※ラ＝ラテン語 

guerre 戦争 *werra ※ラ bellum を駆逐した． 
trêve 休戦, 停戦；休戦条約 *treuwa「契約，条約」 
ban 布告・召集 *ban「宣言」 →動詞 bannir 
trappe 落とし穴, 罠 

cf. attraper（→動詞） 
*trappa「ひも，罠」 
traper 「踏みつぶす」< *trappon 

meurtre 殺人・殺害 murtre 動詞 murtrir「殺す」 
武器：武器は生き物として武士の魂と感じられた（前島）． 

†hache 斧  *hâppia ※ケルト語からという説も（前出）． 
lance 槍  lankja  + ラ lancea ※ケルト語+フランク語 
épée 剣 ラ spatha 「両側に刃のある大剣」 
canif ナイフ *knif「小刀」 ※英語 knife 
flèche 矢 *fliukka「逃げていくもの」，fliugika「矢」 
gonfalon 軍旗 gundfano「軍旗」 < *gund「戦闘」＋*fano「旗」 
†heaume 兜 *helm「帽子」 

身分・役職・軍人 
garde 番兵 
※→garder 守る，regarder 見守る 

*ward 
 

baron 男爵 *baro「自由な人」 
champion 勝者，チャンピオン *kampjo「戦う人」< *kamp「戦場」 

※もとは古ラ campus「戦場« champ de 
bataille »」からの借用．（ラ→ゲ→仏） 

maréchal 元帥・軍曹 
 

*marhskalk「馬の世話をする召使」 
< marh「馬」+ skalk「召使」 
※前半はケルト語から借用  

cf. ブルトン語marc'h「馬の頭，鼻づら」 
échevin 市［町，村］の助役 skapin「判事」 

制度・組織 
bourg 町・市場町 *burg「要塞都市」→中世ラ burgus「小都市」 

                                                  
19 Bárdosi & al., Grevisse et al., Hamon, 前島，森本，Walterなどによる． 
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fief （封建時代の）封土, 領地 
 

*fehu「家畜」 ※→後ラ feudum, feodum 
(→ féodal 大地主・封建制の) 

gage 抵当・保証 *waddi ※独語 Wette「賭け，無謀な行為｣ 
garant 保証（人） *warjan「本物であることを保証すること｣ 
†hameau 小集落 *haim ※独 Heim，英 home「家庭」 
rang 列・並び・順位・階級 *hrinq「輪・円」 ※独・英 ring 

建築 
beffroi 見張り塔・塔車 *bergfripu 
donjon 天守閣 *dungjo「殿様の塔」より． 
salle 部屋．ホール *sal 
tuyau 管 *thuta ※thut「鳴らす」（擬音語動詞） 
loge 小屋，守衛室 *laubja「葉型飾りのある（建築様式）」 
maçon 石工 *makjo ※→ラ machio「作る」 
†haie 垣根  *hagja 
jardin 庭 *gart, *gardo ※英 garden「庭」 
parc 公園 ラ parricus, parcus ゲルマン起源(GR) 

土地・地形 
falaise 断崖 *falisa 
marais 沼地 *marisk 語幹*mari-「海，沼｣ 
mare 池・沼 *mara ※marais と関係 
fange 泥水 *fanga 

日常生活 
fauteuil 肘掛椅子 *faldist「折り畳み椅子｣ 
banc ベンチ・長椅子 *bank 
flacon 小瓶 flaska 
†hanche 腰 *hanka ※中期オランダ語 hanke｢腰｣ 
†hanap 大杯 *hnap 
†housse 家具・衣服のカバー *hulftia, *hultia 
†huche 長櫃（ながびつ） 古高地ドイツ語*hutta「避難させる場所」 
chaton 指輪の爪・石  *kasto 

飲食物・料理関係 
beignet 揚げ物 beigne「こぶ」と形の類推から． 
soupe スープ *suppa < ゴート語 supôn「味をつける」  

※または形容詞 suppus < supinus「横たえた，

返された」から．パン切れをスープに浸したこ

とから(Guiraud)． 
bacon ベーコン *bakko「ベーコン」 
gigot 羊腿肉 *gibbicare, giber「手足を揺り動かす」，*gibe

「脚，腿」（→ Gibecière 革袋・獲物袋; guibole
脚, guinguer, regimber 足で蹴って逆らう） 

bière ビール  中世高地独語または中世オランダ語 bier 
gâteau ケーキ・菓子  *wastil「食糧｣ 

※ガロ・ロマン語*vasitare « faire une pâte » 
gaufre ゴーフル *wafel「蜜蜂の棚」 

rôtir 焼く，あぶる *raustjan （独 rösten，英 roast) 
※ラ rustum「（火にかけて供する）木苺の山

盛り」からという説(Guiraud)も． 
衣服 

robe 服・ドレス *rauba「戦利品・獲物」→「脱がせた服」 
gant 手袋 *want 
écharpe マフラー，懸章 *skirpa「イグサの籠（かご）」，*excapere「引

き裂く」（→繊維を裂いてできる帯） 
poche ポケット *pokka ←ガロ・ロマン語 popp-「小カバン」 
coiffe 帽子 *kufia「帽子」« casque » 
guêtre レッグ・ウォーマー *wrist「足の甲」(Bloch) 
blouse ブラウス 古形不明．おそらくゲルマン語(Dauzat et al. 

1971, p.93)． 
娯楽 

danser 踊る *dintjan「あちこち動き回る｣ 
gigue ジグ（舞踊楽曲） *giga「バイオリン」(前島) 

※「腿，脚」< gigot「腿肉」(GR) 
anche （管楽器の）リード，舌 *ankja「骨髄腔｣→「樋｣「のど・首」 
joli 美しい，可愛い jolif「陽気な，快活な」 

jeohl 「クリスマス」(前島)   
古スカンジナビア語 jôl「真冬の大きな祭り」

(GR) 
色の名 ※色名はゲルマン起源のものが多い（松原)． 

blanc 白い  *blank「輝くような｣(GR)「空白｣（松原) 
bleu 青い  *blao 
blond 金髪の *blund 
brun 茶色の brūn ※ラ brunus，独 braun，英 brown 
gris 灰色の *gris ※独 greis 
fauve 黄褐色の *falw ※「猛獣｣の意味も 

感情 
émoi 感動・興奮 *magan「できる」 

※→「魔術師」→「力を奪う」→「動揺させる」 
gai 陽気な ゴート語 gâheis「素早い，活発な」 
orgueil 倣慢(な)  *urgoli「自慢・誇り｣ 
†haine 憎しみ 語根*hat- →俗ラ*hatīna 

※haïr < *hatjan < ゲルマン語*atōjan 
†hâte 性急，急ぎ 
†hâter 急ぐ 

*harst「網焼き・焦燥｣＋ラ hasta「槍｣ 
※→英 haste  

†honte 恥 *haunipa, *haunita「軽べつ（する）」 
†honnir 軽蔑する （同上） 
†hardi 大胆な 
s'enhardir 自信がつく 

*hardjan「固くする」，形容詞*hart「固い」 

moue ふくれ面 *mauwa ※「口」を表すオノマトペ(GR) 
動物 
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fief （封建時代の）封土, 領地 
 

*fehu「家畜」 ※→後ラ feudum, feodum 
(→ féodal 大地主・封建制の) 

gage 抵当・保証 *waddi ※独語 Wette「賭け，無謀な行為｣ 
garant 保証（人） *warjan「本物であることを保証すること｣ 
†hameau 小集落 *haim ※独 Heim，英 home「家庭」 
rang 列・並び・順位・階級 *hrinq「輪・円」 ※独・英 ring 

建築 
beffroi 見張り塔・塔車 *bergfripu 
donjon 天守閣 *dungjo「殿様の塔」より． 
salle 部屋．ホール *sal 
tuyau 管 *thuta ※thut「鳴らす」（擬音語動詞） 
loge 小屋，守衛室 *laubja「葉型飾りのある（建築様式）」 
maçon 石工 *makjo ※→ラ machio「作る」 
†haie 垣根  *hagja 
jardin 庭 *gart, *gardo ※英 garden「庭」 
parc 公園 ラ parricus, parcus ゲルマン起源(GR) 

土地・地形 
falaise 断崖 *falisa 
marais 沼地 *marisk 語幹*mari-「海，沼｣ 
mare 池・沼 *mara ※marais と関係 
fange 泥水 *fanga 

日常生活 
fauteuil 肘掛椅子 *faldist「折り畳み椅子｣ 
banc ベンチ・長椅子 *bank 
flacon 小瓶 flaska 
†hanche 腰 *hanka ※中期オランダ語 hanke｢腰｣ 
†hanap 大杯 *hnap 
†housse 家具・衣服のカバー *hulftia, *hultia 
†huche 長櫃（ながびつ） 古高地ドイツ語*hutta「避難させる場所」 
chaton 指輪の爪・石  *kasto 

飲食物・料理関係 
beignet 揚げ物 beigne「こぶ」と形の類推から． 
soupe スープ *suppa < ゴート語 supôn「味をつける」  

※または形容詞 suppus < supinus「横たえた，

返された」から．パン切れをスープに浸したこ

とから(Guiraud)． 
bacon ベーコン *bakko「ベーコン」 
gigot 羊腿肉 *gibbicare, giber「手足を揺り動かす」，*gibe

「脚，腿」（→ Gibecière 革袋・獲物袋; guibole
脚, guinguer, regimber 足で蹴って逆らう） 

bière ビール  中世高地独語または中世オランダ語 bier 
gâteau ケーキ・菓子  *wastil「食糧｣ 

※ガロ・ロマン語*vasitare « faire une pâte » 
gaufre ゴーフル *wafel「蜜蜂の棚」 

rôtir 焼く，あぶる *raustjan （独 rösten，英 roast) 
※ラ rustum「（火にかけて供する）木苺の山

盛り」からという説(Guiraud)も． 
衣服 

robe 服・ドレス *rauba「戦利品・獲物」→「脱がせた服」 
gant 手袋 *want 
écharpe マフラー，懸章 *skirpa「イグサの籠（かご）」，*excapere「引

き裂く」（→繊維を裂いてできる帯） 
poche ポケット *pokka ←ガロ・ロマン語 popp-「小カバン」 
coiffe 帽子 *kufia「帽子」« casque » 
guêtre レッグ・ウォーマー *wrist「足の甲」(Bloch) 
blouse ブラウス 古形不明．おそらくゲルマン語(Dauzat et al. 

1971, p.93)． 
娯楽 

danser 踊る *dintjan「あちこち動き回る｣ 
gigue ジグ（舞踊楽曲） *giga「バイオリン」(前島) 

※「腿，脚」< gigot「腿肉」(GR) 
anche （管楽器の）リード，舌 *ankja「骨髄腔｣→「樋｣「のど・首」 
joli 美しい，可愛い jolif「陽気な，快活な」 

jeohl 「クリスマス」(前島)   
古スカンジナビア語 jôl「真冬の大きな祭り」

(GR) 
色の名 ※色名はゲルマン起源のものが多い（松原)． 

blanc 白い  *blank「輝くような｣(GR)「空白｣（松原) 
bleu 青い  *blao 
blond 金髪の *blund 
brun 茶色の brūn ※ラ brunus，独 braun，英 brown 
gris 灰色の *gris ※独 greis 
fauve 黄褐色の *falw ※「猛獣｣の意味も 

感情 
émoi 感動・興奮 *magan「できる」 

※→「魔術師」→「力を奪う」→「動揺させる」 
gai 陽気な ゴート語 gâheis「素早い，活発な」 
orgueil 倣慢(な)  *urgoli「自慢・誇り｣ 
†haine 憎しみ 語根*hat- →俗ラ*hatīna 

※haïr < *hatjan < ゲルマン語*atōjan 
†hâte 性急，急ぎ 
†hâter 急ぐ 

*harst「網焼き・焦燥｣＋ラ hasta「槍｣ 
※→英 haste  

†honte 恥 *haunipa, *haunita「軽べつ（する）」 
†honnir 軽蔑する （同上） 
†hardi 大胆な 
s'enhardir 自信がつく 

*hardjan「固くする」，形容詞*hart「固い」 

moue ふくれ面 *mauwa ※「口」を表すオノマトペ(GR) 
動物 
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étalon 種馬    *stal(l)o < stal｢馬小屋・厩舎｣ 
renard キツネ 固有名詞 Reginhart (=*ragin「助言 conseil｣＋

*hart「強い fort｣) ※｢狐物語｣の主人公の名前

が，それまでの goupil を淘汰した． 
†hase ウサギ 独 Hase「野ウサギ lièvre」 
chouette フクロウ *kawa 
†héron アオサギ  *haigro 
épervier 鷹の一種 *sparwâri ※後ラ sparvarius 
gerfaut シロハヤブサ girfalko ※gir「ハゲワシ」＋falk, fauc「ハ

ヤブサ」（faucon の主格） 
alérion 鷲 *adalaro 
freux ミヤマガラス hrôk  ※高地ドイツ語 hruoh 
mésange シジュウウカラ *meisinga 
crapaud ヒキガエル *krappa「 鉤・フック」，*krappon 
†hanneton 黄金虫  *hano「雄鶏 coq」 

※ ゲルマン諸語においては，いくつかの虫の

名前がこの語根に由来する(GR)． 
(loup-)garou 狼男 wariwulf「人狼」 

※loup は強調のために追加された冗語(GR)． 
魚介 

†hareng ニシン  haring 
esturgeon チョウザメ *sturjo 
écrevisse ザリガニ  *krebitja 
crabe カニ 中世オランダ語 krabe または古ノルド語 krabbi 

植物 
bois 木，森 *bosk「やぶ，茂み」 
blé 小麦 *blād「殻物」 ※ガリア語*blato「小麦」 
†hêtre ブナ *haistr, hester ※*haisi「やぶ」から． 
†houx ヒイラギ  *hulis 
gerbe 麦などの束・花束 *garba「殻物の束」 
cresson クレソン  *kresso 
bûche 薪 *buskum 
grappe 房  *krappa 
framboise キイチゴ  *brambasia「熟した」 

※fraise「苺」の影響で語頭がfになった． 
roseau 葦  *raus 
mousse 苔・泡 *mosa 

身体 
échine 脊椎 *skina「木の棒」→「針，長い骨」→「脊柱」 
giron 膝・ふところ *gêro「先の尖った素材｣  
†hanche 腰 *hanka ※中世オランダ語 hanke｢腰｣ 
lippe 厚い下唇   中世オランダ語lippe「唇」 ※独Lippe. 
téton 乳房  tétine 

動詞 
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étalon 種馬    *stal(l)o < stal｢馬小屋・厩舎｣ 
renard キツネ 固有名詞 Reginhart (=*ragin「助言 conseil｣＋

*hart「強い fort｣) ※｢狐物語｣の主人公の名前

が，それまでの goupil を淘汰した． 
†hase ウサギ 独 Hase「野ウサギ lièvre」 
chouette フクロウ *kawa 
†héron アオサギ  *haigro 
épervier 鷹の一種 *sparwâri ※後ラ sparvarius 
gerfaut シロハヤブサ girfalko ※gir「ハゲワシ」＋falk, fauc「ハ

ヤブサ」（faucon の主格） 
alérion 鷲 *adalaro 
freux ミヤマガラス hrôk  ※高地ドイツ語 hruoh 
mésange シジュウウカラ *meisinga 
crapaud ヒキガエル *krappa「 鉤・フック」，*krappon 
†hanneton 黄金虫  *hano「雄鶏 coq」 

※ ゲルマン諸語においては，いくつかの虫の

名前がこの語根に由来する(GR)． 
(loup-)garou 狼男 wariwulf「人狼」 

※loup は強調のために追加された冗語(GR)． 
魚介 

†hareng ニシン  haring 
esturgeon チョウザメ *sturjo 
écrevisse ザリガニ  *krebitja 
crabe カニ 中世オランダ語 krabe または古ノルド語 krabbi 

植物 
bois 木，森 *bosk「やぶ，茂み」 
blé 小麦 *blād「殻物」 ※ガリア語*blato「小麦」 
†hêtre ブナ *haistr, hester ※*haisi「やぶ」から． 
†houx ヒイラギ  *hulis 
gerbe 麦などの束・花束 *garba「殻物の束」 
cresson クレソン  *kresso 
bûche 薪 *buskum 
grappe 房  *krappa 
framboise キイチゴ  *brambasia「熟した」 

※fraise「苺」の影響で語頭がfになった． 
roseau 葦  *raus 
mousse 苔・泡 *mosa 

身体 
échine 脊椎 *skina「木の棒」→「針，長い骨」→「脊柱」 
giron 膝・ふところ *gêro「先の尖った素材｣  
†hanche 腰 *hanka ※中世オランダ語 hanke｢腰｣ 
lippe 厚い下唇   中世オランダ語lippe「唇」 ※独Lippe. 
téton 乳房  tétine 

動詞 

attraper捕える 
< a + trappe（↑）  

*trappa「ひも，罠」 
traper 「踏みつぶす」< *trappon 

blesser 傷つける *blettiare, *blettjan「傷つける」 
haïr 憎む *hatjan < ゲルマン語*atōjan ※英hate 
garder 守る，regarder 見守る *ward 
gagner もうける，得る・稼ぐ 
regain 回復 

*waidanjan「食糧，戦利品・獲物を手に入れる」  

marcher 歩く  *mark「歩をしるす」 
galoper （人・馬が）駆ける *wala-hlaupan < *hlaupan「跳ねる，走る」 
gravir よじ登る *kraujan「引っ掻く」 < *krawa「爪」 
gratter ひっかく *kratt 
taper［手で］打つ tappon ※またはオノマトペ 
frapper たたく *hrappan 
épeler 綴りを言う  *spell「語る」 
guérir 治す・回復する *warjan「抑制する，防御する」 
choisir 選択する  kausjan「試す，味わう」 
tomber 落ちる，倒れる  *tûmon 
soigner 世話をする *sunnj「世話をする・面倒をみる」 
éblouir目をくらませる・驚嘆させ

る   
blaudi「弱い」 

héberger 泊める ※無音のh *heriberg 
  < *heri, *hari「軍隊」＋*bergan「防護する」 

gauchir ゆがむ・反る・ねじれる 
→gauche 曲がった，不器用な 

*wenkjan「揺れる」*walkan「押しつぶす」 
※ガロ・ロマン語*valgicare，ラvalgus「曲が

った・不安定な脚」からという説も． 
（その他の動詞） 
broder刺繍する，  broyer砕く・つぶす， fourbir磨く・研ぐ， 
grogner鳴く・うなる， lécherなめる， lorgner欲しがる， 
rechigner渋る・嫌がる， téter吸う， trébucherつまづく， 
trépigner足を踏み鳴らす， trotter小走りする， など． 

形容詞 
franc 正直な  Frank「フランク族」 
frais 新鮮な・ひんやりした  *frisk 
laid 醜い *laip 
riche 豊かな  
 

*rikki  < ガリア語rix「王」 
※cf. ケルト語起源の語 

sur 酸っぱい *sur  cf. 独Sauer 
（その他の形容詞） 
blafard 生気のない，  déluré 機転のきく・抜け目のない， 
félon 不実な， fourbe 狡猾な，  
†hardi（↑上述），  †hâve やつれた，  
madré 狡猾な， taquin からかい好きな，  
revêche とっつきにくい・つっけんどんな， など． 

副詞 
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guère あまり（…ない） *waigaro「たくさん」 
maint 多くの ゲルマン語*manigipô「大量」 

またはガリア語mantî ※→英many 
trop 過剰に cf. §1.2.2 *throp「村，一群，密集」 

«  »について
tropという語の歴史は変化の連続である20．Walterによれば，その起源はフランク語thorp

「村」に遡る．これは次のような地名の中に容易に見出せる． 
 

Le Torp-Mesnil (Seine-Maritime), Le Torpt (Eure)  
 
その他にも，やや分かりにくいがTostes (Eure, Calvados), Tôtes (Seine-Maritime, 

Calvados)などの地名にも隠れているという． 
形は，thorp → throp → tropというように変化した．ここには音位転換(métathèse)が見ら
れるが，この現象はそれほど珍しいものではない．たとえば同様の例には，formaticum → 
fromage（チーズ），berbix → brebis（雌羊）などがある．  
意味は，「村」→「村の全住民」→「一緒に歩む人の一団」という変化を経て，「大量」の意と

なり，さらに「過剰」となった．また文法範疇も名詞から副詞になった． 
古い「村」という意味は，ドイツ語Dorfとして地名Düsseldorfなどに残っている．フランス語

では，「一団」の意味から名詞troupe（部隊）とその派生語troupeau（群れ）が作られた． 
最近では，若者の使い方において「過剰」のもつ悪い語感が薄れ，むしろ好ましい意味で

形容詞として用いられている． 
 

Lui, il est trop. = « il est impressionnant » (Walter)「彼はすばらしい」 

ゲルマン語由来の地名・人名

フランスの地名の多くがゲルマン語形で，とくに北部，東部，ノルマンディー地方に多い．ピ

カルディーの地名の大部分はゲルマン系だという．対して，Oise-Aisne県以南ではゲルマン
系地名ははるか少ない21 ． 
地名の中のゲルマン語要素をいくつか紹介してみよう． 
 

bah「小川(ruisseau)」．変異形-bais (baix), -bach,-bec22． 
例：Bolbec, Caudebec, Forbach, Roubaixなど． 
（ドイツ人名Bachもこれである．cf. 音楽家Jean-Sébastien Bach) 

ham「村(village)」． 
例：Ouistreham（=「西の村」le village de l'Ouest）  

budh「避難所(abri)」．-boeuf, rbeufに変換されることもある． 
                                                  
20 Walter, H. 2001. Honni soit qui mal y pense. p. 56 
21 本節の内容，データは，主に Hamon, 前島，森本による． 
22 ガリア語起源のle becとは別．混同しないように．(Hamon,p.22) 
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guère あまり（…ない） *waigaro「たくさん」 
maint 多くの ゲルマン語*manigipô「大量」 

またはガリア語mantî ※→英many 
trop 過剰に cf. §1.2.2 *throp「村，一群，密集」 

«  »について
tropという語の歴史は変化の連続である20．Walterによれば，その起源はフランク語thorp

「村」に遡る．これは次のような地名の中に容易に見出せる． 
 

Le Torp-Mesnil (Seine-Maritime), Le Torpt (Eure)  
 
その他にも，やや分かりにくいがTostes (Eure, Calvados), Tôtes (Seine-Maritime, 

Calvados)などの地名にも隠れているという． 
形は，thorp → throp → tropというように変化した．ここには音位転換(métathèse)が見ら
れるが，この現象はそれほど珍しいものではない．たとえば同様の例には，formaticum → 
fromage（チーズ），berbix → brebis（雌羊）などがある．  
意味は，「村」→「村の全住民」→「一緒に歩む人の一団」という変化を経て，「大量」の意と

なり，さらに「過剰」となった．また文法範疇も名詞から副詞になった． 
古い「村」という意味は，ドイツ語Dorfとして地名Düsseldorfなどに残っている．フランス語

では，「一団」の意味から名詞troupe（部隊）とその派生語troupeau（群れ）が作られた． 
最近では，若者の使い方において「過剰」のもつ悪い語感が薄れ，むしろ好ましい意味で

形容詞として用いられている． 
 

Lui, il est trop. = « il est impressionnant » (Walter)「彼はすばらしい」 

ゲルマン語由来の地名・人名

フランスの地名の多くがゲルマン語形で，とくに北部，東部，ノルマンディー地方に多い．ピ

カルディーの地名の大部分はゲルマン系だという．対して，Oise-Aisne県以南ではゲルマン
系地名ははるか少ない21 ． 
地名の中のゲルマン語要素をいくつか紹介してみよう． 
 

bah「小川(ruisseau)」．変異形-bais (baix), -bach,-bec22． 
例：Bolbec, Caudebec, Forbach, Roubaixなど． 
（ドイツ人名Bachもこれである．cf. 音楽家Jean-Sébastien Bach) 

ham「村(village)」． 
例：Ouistreham（=「西の村」le village de l'Ouest）  

budh「避難所(abri)」．-boeuf, rbeufに変換されることもある． 
                                                  
20 Walter, H. 2001. Honni soit qui mal y pense. p. 56 
21 本節の内容，データは，主に Hamon, 前島，森本による． 
22 ガリア語起源のle becとは別．混同しないように．(Hamon,p.22) 

例：Cricqueboeuf, Elbeuf, Quillebeufなど． 
dieppe「深いprofond」形容詞．（→英語deep） 
例：Dieppedalle（=「深い谷」vallée profonde） 
 

また，古いガリア語系都市名には，ゲルマン系の名におきかえられたものがある．たとえば，

ゲルマン名Strasbourgは「道の町」(le bourg de la route)という意味だが，もとはガリア名
Argantorate（＝「銀の砦｣la forteresse de l'argent）だった． 
フランス人名（姓，名）にもゲルマン起源が多い．たとえば次のような名前はゲルマン語から

意味が説明できる． 
 

 Adolphe (adal「高貴なnoble」+wolf「狼loup」＝「高貴な狼」noble-loup)  
Bernard (bern「熊ours」+hard「強いfort」=「熊のように強い」fort comme l’ours)  
Edouard (ed「財産biens」+ward「番人gardien」=「財産の番人」gardien des biens)  
Hubert (hug「知性intelligence」+bert「優秀なbrillant」) 
Wolfgang (wolf ｢狼loup｣+gang「歩きallure, pas」) 
Renard (< Reginhart =*ragin「助言conseil｣＋*hart「強いfort｣)23 

 
この最後の例Wolfgangは，その敷き写し(calque)としてフランス名Pasdeloupも作られてい
る．以下，ゲルマン系の人名を列挙する．（分かる範囲でカッコ内に古形を記す．） 

 
Adolphe, Albert, Alfred, Amaury, Armand, Arnaud, Arnoul, Augier (Audgair), 
Aymard, Baudouin, Baudry (Baldrik), Béranger (Beringair), Bernard 
(Berinhard), Berthe, Bertram (Berhtramn), Bertrand, Charies (Carl), Conrad, 
Diderot (Diether), Edgar, Edouard, Ernoul (Arnulf), Ferry, Frédéric, Fréry 
(Fridurik), Friedmann, Garnier (Warinhari), Garnies, Gautier, Gaultier 
(Walthari), Geoffroy (Gaufrid), Gérard (Gairhard), Gilbert (Gislberht), 
Godefroy (Godafrid), Guillaume (Wilihelm), Hardouin, Henri, Hermand 
(Hariman), Herriot (Haimrīk), Leger (Leodgair), Louis (Ludwig, *Hlōdwīg), 
Mathilde, Odier (Audhari), Odile, Philibert, Raoul, Renard (Reginhard), 
Renaud (Raginwald), Richard (Rikhard), Robert (Hrōþberht), Rodrigue, Roger 
(Hrōþgair), Roland, Siegfried, Thibaud, Thierry, Tierry (þeodrīk), Thiers 
(þeodhari), Walter, Wolfgang，など． 

 
なおフランク（ゲルマン）系の名はイタリア人 Garibaldi，(Dante) Alighieri，スペイン人

Alfonso (Alafuns), Roderigo (Roderich)などにも入っている． 
 
ラテン語由来の語

                                                  
23 この Renardの例のみ GRによる． 
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ガリア語，ゲルマン語の影響を受けているというものの，基本はラテン語であるため，ラテン

語起源の語がもっともフランス語に多い．

民衆語と学識語

ラテン語起源の語彙はしばしば 2 種に区別される．すなわち，民衆語 mots populaires と
学識語〔学者語〕mots savantsである． 
民衆語は，非常に古くから現在まで使用され続けているラテン語である．日常ラテン語，俗

ラテン語，後期ラテン語 bas latinから途絶えることなく使われ続けており，基本語彙の根幹を
なす．Hamon(1992, p.47)は次のような例を挙げている： 

 
形容詞 : chaud, droit, faux, froid, rouge, vert, vrai ;  
名詞 : boeuf, bonté, chèvre, dame, douleur, feu, fille, fils, frère, île, joie, jour, 

liesse歓喜, lieu, maire, mère, nuit, père, peur, sire, soeur, vache, veau ;  
動詞 : aller, boire, dire, écrire, faire, lire, manger ;  
代名詞 : il, je, nul, on, personne, qui, rien, tu ; 
不変化語（副詞，接続詞，前置詞）: comme, en, et, où, pour, quand, si, sur, tant. 

 
学識語は，主に16世紀ごろのラテン主義の流行の結果，知識人や専門家たちが古典ラテン
語や文筆家のラテン語を敷き写したり，真似て作ったりした語である．たとえば次のようなもの

がそれである（同上書）： 
 
形容詞 : absurde不合理な, exact正確な, facile, fécond, prudent, tardif ;  
名詞 : admiration感嘆・称賛, argument論拠, créature創造〔被造〕物, abnégation

放棄, doctrine, domicile, édifice, faveur, grâce, instrument, justice, 
opinion, patience, religion, vérité ;  

動詞 : agiter揺り動かす, condamner, exercer, habiter, tempérer. 
 
民衆語と学識語の特徴

形態面では，民衆語は民衆の古くからの形成，すなわち言語の規則的な音声変化に対応

する民衆の自然発生的な形成によるもので，一般的な音声変化を受けている．しばしば非常

に変形され，短くなっている．（いわゆる言語の経済性の法則によるものである．） 
他方，学識語は後世の学者や識者の学術的な作成であり，しばしば直接写し取られている

ため，民衆語より遅くできたものであるにもかかわらず，よりラテン語に近い24． 
Bárdosi & al. (1983, p.221)は，具体的に，次のような基本的特徴を指摘している．  

 
民衆語 学識語 

1 ラテン語にあった音節上の強勢アクセ

ントの維持 
1 ラテン語の強勢アクセントの移動 

                                                  
24 Bárdosi & al. (1983. pp.221-222), Hamon (1992, pp. 47-48). 
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ガリア語，ゲルマン語の影響を受けているというものの，基本はラテン語であるため，ラテン

語起源の語がもっともフランス語に多い．

民衆語と学識語

ラテン語起源の語彙はしばしば 2 種に区別される．すなわち，民衆語 mots populaires と
学識語〔学者語〕mots savantsである． 
民衆語は，非常に古くから現在まで使用され続けているラテン語である．日常ラテン語，俗

ラテン語，後期ラテン語 bas latinから途絶えることなく使われ続けており，基本語彙の根幹を
なす．Hamon(1992, p.47)は次のような例を挙げている： 

 
形容詞 : chaud, droit, faux, froid, rouge, vert, vrai ;  
名詞 : boeuf, bonté, chèvre, dame, douleur, feu, fille, fils, frère, île, joie, jour, 

liesse歓喜, lieu, maire, mère, nuit, père, peur, sire, soeur, vache, veau ;  
動詞 : aller, boire, dire, écrire, faire, lire, manger ;  
代名詞 : il, je, nul, on, personne, qui, rien, tu ; 
不変化語（副詞，接続詞，前置詞）: comme, en, et, où, pour, quand, si, sur, tant. 

 
学識語は，主に16世紀ごろのラテン主義の流行の結果，知識人や専門家たちが古典ラテン
語や文筆家のラテン語を敷き写したり，真似て作ったりした語である．たとえば次のようなもの

がそれである（同上書）： 
 
形容詞 : absurde不合理な, exact正確な, facile, fécond, prudent, tardif ;  
名詞 : admiration感嘆・称賛, argument論拠, créature創造〔被造〕物, abnégation

放棄, doctrine, domicile, édifice, faveur, grâce, instrument, justice, 
opinion, patience, religion, vérité ;  

動詞 : agiter揺り動かす, condamner, exercer, habiter, tempérer. 
 
民衆語と学識語の特徴

形態面では，民衆語は民衆の古くからの形成，すなわち言語の規則的な音声変化に対応

する民衆の自然発生的な形成によるもので，一般的な音声変化を受けている．しばしば非常

に変形され，短くなっている．（いわゆる言語の経済性の法則によるものである．） 
他方，学識語は後世の学者や識者の学術的な作成であり，しばしば直接写し取られている

ため，民衆語より遅くできたものであるにもかかわらず，よりラテン語に近い24． 
Bárdosi & al. (1983, p.221)は，具体的に，次のような基本的特徴を指摘している．  

 
民衆語 学識語 

1 ラテン語にあった音節上の強勢アクセ

ントの維持 
1 ラテン語の強勢アクセントの移動 

                                                  
24 Bárdosi & al. (1983. pp.221-222), Hamon (1992, pp. 47-48). 

2 主強勢音前後の弱母音の削除 2 主強勢音前後の弱母音の維持 
3 母音間子音の消滅 3 母音間子音の維持 

 
要するに，民衆語は，長い年月の間にラテン語語彙の強い音が残り，弱い音が消え，「母音

＋子音＋母音」は子音が消えて「母音＋母音」（さらに「単母音」）となるなどの変化を受けた結

果をしばしば示している．それに対し，学識語では，ラテン語語彙の形をあまり変えずに採用

し，それをフランス語風に発音しているのである． 
学識語は，一般に，語末だけがフランス語化しているという指摘もある(Tomassonne, 2001, 

p.132)． 
また，民衆語は語頭の c が｢口蓋化｣しているのに対し，学識語ではそうなっていないという

(Martin, 2002, pp. 139-140)．たとえば： 
 
    民衆語：chair（肉体），charcutier（豚肉屋），charnel（肉体的な），s’acharner（熱中す

る），など． 
学識語：carnivore（肉食性の），carné（肉の），incarnation（化身），s’incarner（具現化

する），など． 
 
意味の面から言えば，民衆語は時代を通じて用いられてきた，日常的で気取らない言い方

であり，具体的な内容をもつものが多い．それに対し，学識語は新しい時代や社会の流れに

対応するために取り入れた専門用語や抽象的な内容をもつものが多い． 
 
二重語

さらに，フランス語では，この民衆語と学識語という 2 種類のラテン語彙の間に，「二重語」と
いう特殊な関係が生じることがある． 
二重語doubletは「同じラテン語彙から出た異なる結果であり，一方は自然な変化によって，

他方は元のラテン語形を後になってから借用することによってできたものである．｣(Walter, 
2001, p. 58) 
「同語源の一対の語で，一方はその言語の他の語から帰納できるような音声法則の働きの

結果であり，他方はその親言語langue mère（ラテン語）の語をもとにつくられた直接の敷き写
しcalqueで，最少の適応操作しか受けていないものであるようなペア25」(Dubois et al., 1973, 
p.168)をいう． 
すなわち，同語源のラテン語彙からできた民衆語と学識語のペアのことである．例えば，

livrer（配達する）とlibérer（解放する）がそれである．どちらもラテン語liberareに由来する．
前者livrerはラテン語liberareが少しずつ変化してできた民衆語である．母音eが落ち，破裂
音・両唇音« b »が摩擦音・歯唇音« v »になり弱くなっている．一方，後者libérerはliberareを

                                                  
25 「ただし，F. de Saussureは，二重語doubletという表現を不適切だと考える．2語のうちの一方
だけが正常な音声変化を受けており，他方は原語以来凝固したままの形式だからだ．」(同書) ※
本来，doubletには｢模造品，重複しているもの，ぞろ目｣といった意味があるが，二重語は形式の
似ていないものも多い． 



126

復活させて後から作った学識語である．ほとんどラテン語と同形で，母音，子音がほぼ維持さ

れているが，語末が現代フランス語-er動詞と同様の形式になっている． 
二重語のペアは800以上あるという(Grevisse et al., 2011, p.155)． 
ただし，この例からもわかるように，それぞれの二重語の学者語と民衆語は，同義語ではな

く，全く異なる意味をもつことが多い． (Walter, 同上)． 
稀には，民衆語frêle「弱々しい・はかない」 – 学識語fragile「もろい・弱い」（ラテン語

fragilem, fragilis）のように，ほぼ同じ意味をもつこともある．しかし，少なくとも意味的，文体
的なニュアンスの違いがある．すなわち，一般的に民衆語に比べて学識語が冷静で厳密であ

る．(Bárdosi & al. 上掲書, p.222) 
同じ意味だったため，学識語に取って代わられた民衆語もある（同上）．すなわち，下の例で

は，カッコ内の民衆語は現代に残らなかった．  
 

(民衆語) 学識語    ラテン語 
(ameor)  amateur  愛好者  amator 
(avorir)  abhorrer  嫌悪する abhorrere 
(brief)  bref  短い  brevis 
(colloite) collecte  募集・収集 collecta 
(detteur)  débiteur  債務者  debitor 
(enterver)  interroger 質問する interrogare 
(lëun)  légume  野菜  legumen 
(soutil)  subtil  精緻な・微妙な subtilis 
(utle)  utile  役立つ   utilis 
(vitaille) victuaille  食糧の蓄え  victualia 

 
同じ意味でも両方が残った非常に稀な例もないわけではない．roideとraide「硬い」である．

前者の古形に対し後者の新形ができたが，古形も新形とともに残った．(Grevisse et al., 上
掲書, p.156) 
名詞と形容詞のペアも多い．例えば： 
 
民衆語   学識語    ラテン語 
cœur 心・心臓  cordial   心からの・心のこもった cordis 
mer  海           marin     海の   mare   
peuple  民衆          populaire 庶民の・人気のある  populus  
vie   生活・一生    vital    生命の  vita 
voix    声      vocal   声の   vox,vocis 

 
このほか，二重語という現象によって，さまざまな文法現象や語源を説明できることがある． 

形態的二重語

同じラテン語彙の 2 つの形態からできた二重語がある．(Bárdosi & al., pp.223-225., 
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復活させて後から作った学識語である．ほとんどラテン語と同形で，母音，子音がほぼ維持さ

れているが，語末が現代フランス語-er動詞と同様の形式になっている． 
二重語のペアは800以上あるという(Grevisse et al., 2011, p.155)． 
ただし，この例からもわかるように，それぞれの二重語の学者語と民衆語は，同義語ではな

く，全く異なる意味をもつことが多い． (Walter, 同上)． 
稀には，民衆語frêle「弱々しい・はかない」 – 学識語fragile「もろい・弱い」（ラテン語

fragilem, fragilis）のように，ほぼ同じ意味をもつこともある．しかし，少なくとも意味的，文体
的なニュアンスの違いがある．すなわち，一般的に民衆語に比べて学識語が冷静で厳密であ

る．(Bárdosi & al. 上掲書, p.222) 
同じ意味だったため，学識語に取って代わられた民衆語もある（同上）．すなわち，下の例で

は，カッコ内の民衆語は現代に残らなかった．  
 

(民衆語) 学識語    ラテン語 
(ameor)  amateur  愛好者  amator 
(avorir)  abhorrer  嫌悪する abhorrere 
(brief)  bref  短い  brevis 
(colloite) collecte  募集・収集 collecta 
(detteur)  débiteur  債務者  debitor 
(enterver)  interroger 質問する interrogare 
(lëun)  légume  野菜  legumen 
(soutil)  subtil  精緻な・微妙な subtilis 
(utle)  utile  役立つ   utilis 
(vitaille) victuaille  食糧の蓄え  victualia 

 
同じ意味でも両方が残った非常に稀な例もないわけではない．roideとraide「硬い」である．

前者の古形に対し後者の新形ができたが，古形も新形とともに残った．(Grevisse et al., 上
掲書, p.156) 
名詞と形容詞のペアも多い．例えば： 
 
民衆語   学識語    ラテン語 
cœur 心・心臓  cordial   心からの・心のこもった cordis 
mer  海           marin     海の   mare   
peuple  民衆          populaire 庶民の・人気のある  populus  
vie   生活・一生    vital    生命の  vita 
voix    声      vocal   声の   vox,vocis 

 
このほか，二重語という現象によって，さまざまな文法現象や語源を説明できることがある． 

形態的二重語

同じラテン語彙の 2 つの形態からできた二重語がある．(Bárdosi & al., pp.223-225., 

Grevisse et al., p.156) 

主格 vs対格 
ラテン語の主格nominatif（古仏語主格cas sujet）と対格accusatif（古仏語制辞格cas 

régime）がそれぞれ異なる語となったものがある． 
onとhomme： 
ラテン語主格homoがフランス語主語代名詞onとなり，対格hominem ( > ome)が普通名
詞hommeとなった． 

pâtreとpasteur： 
ラテン語主格pastorがフランス語名詞pâtre（羊飼い）となり，対格pastoremが名詞
pasteur（牧師）となった．sの維持に，学識語としての特徴が現れている．  

copainとcompagnon： 
ラテン語主格companioがフランス語名詞copain（友達，仲間）となり，対格
companionemが名詞compagnon（仲間，連れ合い）となった．前者はくだけた言い方で，
後者は普通，またはややあらたまった言い方というように，文体的なニュアンスにも民衆語

と学識語の違いが現れている． 

単数形 vs 複数形 → 男性形 vs 女性形 
ラテン語中性名詞からフランス語に移行した際に，単数形が男性名詞に，複数形が（-a が女
性単数形と取られ）女性名詞となり，それぞれ異なる名詞となったものがある． 

bras と brasse： 
ラテン語中性単数形 bracchiumからフランス語 le bras（腕）ができ，複数形 bracchiaか
ら la brasse（平泳ぎ）ができた． 

cor と corne： 
ラテン語中性単数形cornuがフランス語le cor（角笛）となり，複数形cornuaがla corne
（つの）となった． 

grain と graine： 
ラテン語中性単数形granumはフランス語le grain（粒）となり，複数形granaはla graine
（種）となった． 

tourment と tourmente： 
ラテン語中性単数形tormentumからフランス語le tourment（悩み），複数形tormenta 
からla tourmente（動乱） ができた． 

vaisseau と vaisselle： 
ラテン語中性単数形vascellumからフランス語le vaisseau（船），複数形vascellaからla 
vaisselle（食器（洗い））ができた． 

 
フランス語になってから生じた形態変化によってできた二重語もある． 
たとえば，古仏語制辞格cas régime単数形colとその複数形cousから，それぞれcol（襟）と
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cou（首）ができた．同様にして，martel（槌（古）26）とmarteau（ハンマー）や，appel（呼び声，
呼びかけ）とappeau（鳥笛，おとり）などがある27． 

無強勢形 強勢形

いくつかのラテン語の代名詞と形容詞は，強勢の有無によって，フランス語に2つの異なる
形式を作った．(Bárdosi & al., pp.224-225) 

 
無強勢形atone 強勢形tonique 

me  moi 
te  toi 
se  soi 
que  quoi 
mon  mien 
ma  mienne 

 
動詞不定形の二重語

-oir動詞のいくつかは，並立形として-reまたは-irをもっていたが，のちに消えた．(Bárdosi 
& al., p.224) 

 
ラテン語 （民衆語→消滅） 学識語 
concipere  → (*conçoivre)  concevoir 
percipem  → (*perçoivre)  percevoir 
recipere  → (*reçoivre)  recevoir 
movere  → (*muevre)  mouvoir 

 
courreとcourir（走る） 

courreはその二重語courirができたため，中世末期に消えた．それでも現代語では，ま
だ狩猟用語の中で不定法でのみ用いられている．（同上） 

courre le cerf（鹿えを狩る）  
laisser courre les chiens（犬を狩りに走らせておく）  
courre un cheval（馬を走らせて狩りをする） 
une chasse à courre（猟犬を使い騎馬で行う狩猟） 

fleurirとflorir（比喩的意味）： 
前者は「花を咲かせる」，後者は比喩的な意味である．(Hamon, 1992) 

Les vergers fleurissaient à saison. 果樹園は季節の花で一杯だった． 
Les arts florissaient à cette brillante époque. 

                                                  
26 現代語では se mettre martel en tête「気をもむ」でのみ使用． 
27 同様の形態の対応は，一部の形容詞の形態変異にも見られる．たとえば，vieux-vieil, 
beau-bel, etc. (Grevisse et al., p.156) 
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cou（首）ができた．同様にして，martel（槌（古）26）とmarteau（ハンマー）や，appel（呼び声，
呼びかけ）とappeau（鳥笛，おとり）などがある27． 

無強勢形 強勢形

いくつかのラテン語の代名詞と形容詞は，強勢の有無によって，フランス語に2つの異なる
形式を作った．(Bárdosi & al., pp.224-225) 

 
無強勢形atone 強勢形tonique 

me  moi 
te  toi 
se  soi 
que  quoi 
mon  mien 
ma  mienne 

 
動詞不定形の二重語

-oir動詞のいくつかは，並立形として-reまたは-irをもっていたが，のちに消えた．(Bárdosi 
& al., p.224) 

 
ラテン語 （民衆語→消滅） 学識語 
concipere  → (*conçoivre)  concevoir 
percipem  → (*perçoivre)  percevoir 
recipere  → (*reçoivre)  recevoir 
movere  → (*muevre)  mouvoir 

 
courreとcourir（走る） 

courreはその二重語courirができたため，中世末期に消えた．それでも現代語では，ま
だ狩猟用語の中で不定法でのみ用いられている．（同上） 

courre le cerf（鹿えを狩る）  
laisser courre les chiens（犬を狩りに走らせておく）  
courre un cheval（馬を走らせて狩りをする） 
une chasse à courre（猟犬を使い騎馬で行う狩猟） 

fleurirとflorir（比喩的意味）： 
前者は「花を咲かせる」，後者は比喩的な意味である．(Hamon, 1992) 

Les vergers fleurissaient à saison. 果樹園は季節の花で一杯だった． 
Les arts florissaient à cette brillante époque. 

                                                  
26 現代語では se mettre martel en tête「気をもむ」でのみ使用． 
27 同様の形態の対応は，一部の形容詞の形態変異にも見られる．たとえば，vieux-vieil, 
beau-bel, etc. (Grevisse et al., p.156) 

この輝かしい時代に芸術が花開いていた． 
plaisirとplaire： 

plaisirは名詞となり，不定法はplaireに代わった．(Grevisse et al., p.156) 
béer（唖然とする）とbayer： 
同じ動詞から並行して2つの変化形ができ，それが二重語になった．（同上） 
擬音語からできたラテン語動詞batare→古仏語béerとbaer→現代語béerとbayer． 
さらにbayerからbaîller（あくびをする）ができた． 

conter（語る）とcompter（数える）： 
ラテン語computareからconterができたが，のちに語源的な綴りを取り入れたcompterが
作られた．（同上） 

動詞活用形と二重語

同じ動詞が2種の活用をもつものがある．これらは二重語が原因となっていることが多い． 
たとえば，balayerやpayerなど-ayerで終わる動詞の現在形，未来形，条件法現在形に見

られる．(Hamon, pp. 197-202) 
je balaieとje balaye 
je paierai(s)とje payerais  

asseoir（座らせる）（現在形，半過去形，未来形，命令形）も同様に 2種の活用を持つ． 
j'assieds / j'assois ;   j'asseyais / j'assoyais ;  
j'assiérai / j'assoirai ;   j'assiérais / j'assoirais ;  
assieds-toi / assois-toi ;  
asseyons-nous / assoyons-nous ;  
asseyez-vous / assoyez-vous 

第1群(-er)動詞と第2群(-ir)動詞ができたものがある． 
forcer（強いる．il force）  forcir（たくましくなる．il forcit）  
calmer（なだめる．il calme）  calmir（静まる，凪ぐ．il calmit）  
tousser（咳をする．il tousse）  古形toussir（il toussit） 

第3群動詞と第2群動詞になったものがある． 
ressortir de（外に出る．il ressort） ressortir à（属する．il ressortit） 

Il ressortait du pré. 草地から外に出る． 
Cela ressortissait au juge des enfants.それは子供たちの判断の問題だ． 

現在分詞と形容詞・名詞

分詞形-ant (-ent)の二重語の多くは，一方はラテン語分詞の変化から，他方はフランス語
分詞接尾辞から説明される (Bárdosi & al., p.224) ．同じ動詞から並行して2つの変化形が
できていったものが多い(Grevisse et al.,p.156)．  

 
現在分詞（学識語）と形容詞（民衆語）のペア 28： 

                                                  
28 Grevisse et al.,p.156 ., Hamon, pp. 197-202., Bárdosi & al., p.224. 
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négligeant（おろそかにする）  négligent(e)（怠慢な）   
pouvant（できる）   puissant(e)（強い）  
précédant（先行する）   précédent(e)（前の，先立つ）  
sachant（知っている）   savant(e)（学識のある）  
suffoquant（息苦しくさせる）  suffocant(e)（息苦しくさせる（ような））  
valant（~する価値のある）  vaillant(e)（仕事熱心な）   
vaquant（休む）   vacant(e)（空いている）  
bayant（ぽかんと開けている）  béant(e)（大きく開いた） 
seyant（似合う）    séant(e)（ふさわしい，適切な）  

現在分詞と名詞のペア (Bárdosi & al.)： 
aimant（愛している）29   l’amant（愛人） 
pondant（産む）    le ponant（西，西風） 
sachant（知っている）   le savant（学者） 
servant （役立つ）   le sergent（伍長）；le servant（ミサの侍者）  

la servante（女中，家政婦） 
過去分詞と形容詞のペア(Hamon, pp. 197-202)：  

absous （過ちを許す）   absolu（絶対の）  
béni(e) （祝福された）   bénit(e)（祝別された） 

※pain bénit祝別されたパン, eau bénite聖水   
dissous〔dissoute〕（溶けた）  dissolu（放縦な，放埓な）  
résous〔résoute〕（解決した）  résolu（断固・毅然とした） 

 
ラテン語 外国語・方言

フランス語ではなく，外国語や方言の導入によって二重語をつくるものがある30．ただし，こ

の場合も，次のように，もとはすべてラテン語であることが多い． 
 
民衆語    学識語  
chaire（教壇） ← ラcathedra  chaise（椅子）← シャンパーニュ方言chaise   
châsse（聖遺物箱）← ラcapsam caisse（ケース，箱）← オック語caissa   
chef（長）← *cápum ←ラcáput  cap（岬）← プロヴァンス語cap   
dame（婦人） ←ラ dóminam  duègne（付添女）← 西duena   

madone（聖母）← madonna ←伊donna   
(r)échapper（逃れる）   rescapé（生存者） 

← 俗ラ*excappáre   ←rescaper ← ピカール方言escaper   
échelle（はしご，階層） ←ラscálam escale（寄港）← 伊scala   
équerre（直角定規）←俗ラ*exquádra escadre（艦隊）← 伊squadra，西escuadra   
noir（黒） ← ラnigrum  nègre（黒人）← 西，ポnegro   

                                                  
29 aimantには「情のある，優しい」という形容詞と，「磁石」という意味の名詞もある． 
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の場合も，次のように，もとはすべてラテン語であることが多い． 
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chaire（教壇） ← ラcathedra  chaise（椅子）← シャンパーニュ方言chaise   
châsse（聖遺物箱）← ラcapsam caisse（ケース，箱）← オック語caissa   
chef（長）← *cápum ←ラcáput  cap（岬）← プロヴァンス語cap   
dame（婦人） ←ラ dóminam  duègne（付添女）← 西duena   

madone（聖母）← madonna ←伊donna   
(r)échapper（逃れる）   rescapé（生存者） 

← 俗ラ*excappáre   ←rescaper ← ピカール方言escaper   
échelle（はしご，階層） ←ラscálam escale（寄港）← 伊scala   
équerre（直角定規）←俗ラ*exquádra escadre（艦隊）← 伊squadra，西escuadra   
noir（黒） ← ラnigrum  nègre（黒人）← 西，ポnegro   

                                                  
29 aimantには「情のある，優しい」という形容詞と，「磁石」という意味の名詞もある． 
 

 
二重語と語源

二重語のリストを眺めていると，そこに意外な語と語の関係が浮かび上がると同時に，語源を

知る手がかりが見えてくることがある．いくつかの例を挙げてみよう31． 
 
sanglier（イノシシ）と singulier（単数） 
前者が民衆語，後者が学識語である．野生の豚 porc であるイノシシは，山中を単独で行動
するため，ラテン語では porcus singularis（単独の豚）と言われていた．そこから porcusが
落ちて，「単独の」の部分だけでイノシシを表すようになった．そのため，のちに，「単数」を表

す singulierが作られた． 
 
oignon（玉ねぎ）と union（結合） 
民衆語と学識語のペアである．「単独のまとまり」を表すラテン語 uninemから「玉ねぎ」の名

前となった．玉ねぎが一個の球根として生えることによる．発音は×「オワニョン」[waɲ]では
なく「オニョン」[ɔɲ]である．union との類推からかと思うと，そうではない．oi-の-i-は gnの付
属品としてかつては常に gn の前におかれていた．したがって oi-gnon ではなく，本来は

o-ignonであり，初めから「オ・ニョン」だった． 
 
grimoire（魔術書）と grammaire（文法） 
中世のころ，文法家は，字の読めない大衆の間では魔法使いだと思われていた．魔術師や

魔法使いの書を表す grimoireになぞらえて，文法を意味する学識語 grammaireがつくら
れた．英語では，そこから「魅力」を表す glamour が作られた．つまり，「魔術の書」と「魅力
ある」グラマーと「文法」のグラマーは同語源である． 

 
二重語の例（リスト）

二重語の例（名詞・形容詞と動詞）をまとめておく32． 
 
二重語リスト 

---------------------------------- 
名詞・形容詞 
民衆語   学識語    ラテン語 
abricot あんず，アプリコット précoce 早生（早生），早熟な praecox  
agrégé 教授資格者  agrégat 集合体，凝集  agregatus 
aigre 酸っぱい  âcre 味のきつい，からい  acris 

                                                                                                                                                  
30 Grevisse et al. , p.156., Bárdosi & al., p.225. 
31 Hamon, 森本などによる． 
 
32 Bárdosi & al., Berlion, Grevisse et al., Hamon, Martin, 森本, Tomassonne, Walter, 
山田などを参考に作成した．ラテン語の語形は，各文献に出てきたものをそのまま採用したため，

格は統一されていない． 
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aimant 磁石  diamant ダイヤモンド  a(d)amantem 
amande アーモンド  amygdale 扁桃腺  amygdal 
ange 天使   angélus お告げの祈り  angelus 
arc 弓，アーチ  arche アーチ   argus  
août 8月   auguste 道化師・おごそかな augustus 
aube夜明け・発端  albumアルバム   alba  

    autre 別の   altération 変化・変質  alter他方         
avenir 将来   advenir 起こる   advenire 
avoué 代訴人  avocat 弁護士   advocatus 
béton コンクリート  bitume アスファルト  bitumen 
boule タマ   bulle 泡   bulla 
cancre, chancre   cancer 癌   cancer 
イチョウガニ，劣等生，害毒 

    chaleur 熱・暑さ       caléfaction（chaufferの名詞） calor            
challenge 挑戦  calomnie 誹謗中傷  calumni  
chance 機会・チャンス  cadenceリズム，テンポ，調子，スピードcadentia 
charité 慈悲  caritatif  慈善の   caritatem 
chef シェフ           capital主要な   caput頭(head) 
chétif 虚弱な  captif 捕虜の   captivus 
cheville くるぶし  clavicule 鎖骨   claviculam 

  chose もの            cause, causal原因（の）  causa理由・ 
        守るべきもの 

close 閉ざされた  clause 条項   clausa   
clown ピエロ   colon 入植者   colonus  
cœur 心・心臓         cordial 心からの・心のこもった cordis  
coi (coite) じっと，黙っている quiet (quiète) 静かな，穏やかな quietus 
［いずれも古語］ 

comté 伯爵領・選挙区 comité 委員会   comitatus  
confiance 信頼  confidence 内密の話  confidentia 
cour 中庭・宮廷・法廷  cohorte 歩兵隊   cohortem 
créance 債権，信用  croyance 信じること，信仰  credentia 
cueillette 摘み取り  collecte 募金，収集  collecta 
délié 解かれた  délicat 細い，繊細な  delicátum,  
        delicatus 
dîme 十分の一税，ピンはね décime 十分の一税，付加税 decem  

    doigt 指                digital 指の・ディジタルの  digitus 
つかむ・指・爪先  

    droit まっすぐな，正しい direct まっすぐな，直接の  directus 
    eau 水              aquatique [akwatik] 水生の  aqua       

écolier 生徒   scolaire 学校の   scholaris 
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    entier 全体の，完全な intègre 潔白な，公明正大な integer  
            手つかず・全体の 

envers 裏   inverse 逆・反対（の）  inversus 
épice 香辛料・スパイス espèce 種類   species 
essaimミツバチの群れ，分封 examen 試験   examen 秤の針 
étier 導水路，  estuaire （大）河口  aestuarium 
 小運河，小河口（古） 

    étroit狭い   strict厳密な   strictum(-us) 
狭い・接近した 

évêque 司教   épiscopat史教職, épiscopal司教の episcopum 
évier 流し, aiguière 水差し aquarium 水槽，水族館  aquarium 
façon 方法・態度  faction 見張り，過激派  factiónem  

    fait 事実                facture 請求書   factum行為     
fantasque 気まぐれな  fantastique 空想上の・幻想的な phantasticus 
fierté 自慢・誇り  férocité 獰猛性   ferox 
fièvre 熱   fébrilité  興奮   febris  
fléau 災い   flagelle ふらつく（動詞）  flagellum 
foire 見本市・フェア  férié 祝祭日   feriae  
formé 形作られた・成長した format 様式   formatus. 
foison 多量，大量  fusion 融解，溶解   fusionem 
forge 鍛冶(かじ)屋・炉   fabrique 製造所,   fablicam  

    fabriquer, fabrication 
    frêle 弱々しい・はかない fragile もろい・弱い fragilem, fragilis 
    froid 寒い・冷たい        frigide冷感症・不感症の   frigidus 

［cf. frigidaire］ 
grimoire 魔術書  grammaire 文法   grammatika 
heur 幸運   augure 前兆，縁起  augurium 

    hôtelホテル   hôpital病院, hospitalité歓待  hospitalem 
    lait ミルク・牛乳    lacté ミルクの,    lactem   

lactation授乳, lactique乳の   
    loi法         légal法律の・合法的な  legem, lex, legis  
    loyal誠実な         légal法律上の   legalis   
    loisir 暇・レジャー       licence 学士号・ライセンス  licere 

自由（にする）・放つ  
maire 市長・宰相  major准尉・少佐, majeur人差し指 major   

    mâle (< masle) 雄の    masculin 男性の   masculus  
mer 海                  marin 海の   mare   
métier 職業   ministère 内閣   ministerium  
meuble 家具・動産  mobile 動かせる   mobilis   
mistral 風（南仏の）  magistral 見事な，教師然とした magister 師 
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moment 瞬間，時期  mouvement 動き，変化  movimentum 
    naïf 素朴な              natif 生まれ（つき）の  nativum   
    Noël クリスマス・降誕祭 natal 生まれた（ところの）  natalem  

noise いさかい  nausée 吐き気，嫌悪感  nausea 船酔い 
nombre 数   numéro 番号   numerus  

    œil目・眼                oculaire目・眼の   oculus    
oeuf 卵   ove 卵型装飾   ovum  
oignon 玉ねぎ  union 結合   unionem 
oreille耳            auriculaire耳の   auricula  
orteil 足指   article 品物   articulus 
papier 紙   papyrus  パピルス（植物）・古文書 papyrus  
parcelle 小片，少量，  particule 粒子，小辞  particula 

 土地の区画 
parole 言葉   parabole たとえ話  parabola 
paume 手のひら  palme ヤシの葉   palma   

    pavillon 旗・一戸建て・別館  papillon 蝶々   papilio(nem) 
蝶・蛾・テント 

peuple民衆              populaire 庶民の・人気のある  populus   
pitié 憐れみ   piété 信心，敬虔   pietatem  

    poison 毒   potion 水薬   potionem 
飲物・毒・薬  

poitrail （馬などの）胸先  pectoral 胸（筋）（の）  pectus, -toris 
porche ポーチ，玄関口 portique 横木，梁，柱廊  porticus  
poulpe タコ   polype ポリープ   polypus  
prêcheur お説教屋  prédicateur 説教師  praedicatórem  
premier 最初の  primaire 初等の   primarium  
prison刑務所  préhension 把握・捕捉  prehensiónem  
prudence 慎重さ  providence 摂理   providentia,  
        providere予知する 
raide かたい  rigide 厳格な，厳しい  rigidus  

    raison理由・理性・比率 ration割当て量   rationem         
rançon 身代金  rédemption 贖罪，償い  redemptiónem  
rentier 年金生活者  intègre 潔白な，公明正大な integer 

→entier 全体の，完全な(↑)     手つかず・全体の 
   ronde 輪舞   rotonde 円形建物  rotonda  

royal 王の   régale 王水(eau ～)  regalis   
sanglier イノシシ  singulier 奇妙な，独特の，単数の singularis 
seiche コウイカ  sépia 墨汁，セピア  sepia  
senestre 左の  sinistre 不吉な   sinistra  
serment 宣誓，誓い  sacrement 秘跡，聖礼典  sacramentum 
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moment 瞬間，時期  mouvement 動き，変化  movimentum 
    naïf 素朴な              natif 生まれ（つき）の  nativum   
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parcelle 小片，少量，  particule 粒子，小辞  particula 

 土地の区画 
parole 言葉   parabole たとえ話  parabola 
paume 手のひら  palme ヤシの葉   palma   

    pavillon 旗・一戸建て・別館  papillon 蝶々   papilio(nem) 
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飲物・毒・薬  

poitrail （馬などの）胸先  pectoral 胸（筋）（の）  pectus, -toris 
porche ポーチ，玄関口 portique 横木，梁，柱廊  porticus  
poulpe タコ   polype ポリープ   polypus  
prêcheur お説教屋  prédicateur 説教師  praedicatórem  
premier 最初の  primaire 初等の   primarium  
prison刑務所  préhension 把握・捕捉  prehensiónem  
prudence 慎重さ  providence 摂理   providentia,  
        providere予知する 
raide かたい  rigide 厳格な，厳しい  rigidus  

    raison理由・理性・比率 ration割当て量   rationem         
rançon 身代金  rédemption 贖罪，償い  redemptiónem  
rentier 年金生活者  intègre 潔白な，公明正大な integer 

→entier 全体の，完全な(↑)     手つかず・全体の 
   ronde 輪舞   rotonde 円形建物  rotonda  

royal 王の   régale 王水(eau ～)  regalis   
sanglier イノシシ  singulier 奇妙な，独特の，単数の singularis 
seiche コウイカ  sépia 墨汁，セピア  sepia  
senestre 左の  sinistre 不吉な   sinistra  
serment 宣誓，誓い  sacrement 秘跡，聖礼典  sacramentum 

soupçon 疑い，憶測  suspicion 疑惑   suspictionem 
sûr(eté) 確か（さ）     sécurité 安全・安心  securus,  

securitatem安全 
terroir 農産地，郷土  territoire 領土   territorium 
timbre 太古の裏皮  tympan 鼓膜   tympanum 
tôle 板金   table テーブル，食卓  tabula   
trahison 裏切り，歪曲 tradition 伝統，伝承  traditio 引渡し 
usine 工場   officine 本拠地，薬局  officínam  
veille 前日，徹夜  vigile 前夜，前日   vigilia  
vie 生活・一生            vital 生命の   vita     
voeu 願い   vote 投票   votum 
voix 声                   vocal 声の   vox,vocis  
voyelle 母音   vocal 声・歌の   vocalis  
voyage 旅行   viatique 旅費，布施  viaticum 
voyer (agent voyer)  vicaire 助任司祭，代理  vicarium 

 道路管理官 
動詞 

affaiter   affecter    affectare 
（古）飼い慣らす・仕込む 割り当てる・整える  

apprendre習う，知る  appréhender 心配する，把握する apprehendere 
assener 一撃を加える  assigner 割り当てる，指定する assignare 
béer   bayer 唖然とする   batare ←擬音語 
唖然とする，裂け目が口を開けている  

cailler    coaguler   coagulare 
凍える，凝固，凝結する 凝固，凝結する〔させる〕 

combler 埋める  cumuler 兼務する，累積する  cumulare 
conter 語る   compter 数える   computare 

※表記上の二重語(Grevisse) 
coucher 横たえる  colloquer 置く，厄介払いする collocare 
dessiner 描く  désigner 指し示す  designare 
dîner 夕食（をとる）  déjeuner 昼食（をとる）  jejunus断食する 

    douer授ける，恵む  doter持参金を与える，支給する dotare  
écouter 聴く   ausculter 聴診・調査する  auscultáre  
employer 使う  impliquer 巻き添えにする  implicare 
faillir   falloir 必要とする  fallere だます 
危うくしそうになる←犯す  

fuir逃げる             fugitif逃亡した・はかない  fugere, fugire   
geindre うめく，こぼす  gémir うめく，嘆く，風がうなる gemere 
livrer引渡す  libérer自由にする  liberare  
mâcher 噛む，反芻する mastiquer 咀嚼する  masticáre  
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nager泳ぐ   naviguer航海する  navigare 
ouvrer (oeuvrer)  opérer    operari 従事する 
開ける，働く   実行する，作用する，手術する opus 仕事，作品 

peser 重さをはかる  penser 考える   pensare  
rayer 線を引いて消す  radier 削除・抹消する    ratis 
recouvrer 取り戻す  récupérer 回収する  recuperare 
relâcher ゆるめる  relaxer くつろがせる  relaxare  
ruser 策を弄する  refuser (ou récuser) 異議を申し立てる recusare 
sevrer 離乳させる，奪う séparer 分ける   separare 
soucier (se) 気にかける solliciter 願い出る，懇願する sollicitare 
souder 溶接する，接合する solder 俸給を支払う，雇う，特売する solvere  
souvenir (se) 思い出す subvenir 供する，援助する subvenire 
tâcher 努める  taxer 課税する   taxare  
toucher 触る  toquer 軽くたたく   toccare,  

擬音語tokk- 
tremper 浸す  tempérer（寒暖を）和らげる temperare 

フランス語における学識語の特殊性

民衆語と学識語という区別は，多くの言語において多かれ少なかれ見られる現象であ

る．

たとえば日本語においては，和語（大和言葉）と漢語という形で現れる．和語が民衆

語であり，漢語が学識語である．「時（とき）」に対して「時間」，「雨降り」に対して「降

雨」というように，前者は日常語であり，後者は公のあらたまった場面や専門的な話な

どで用いられる傾向がある．また，前者は古くから用いられてきたのに対し，後者はし

ばしば成立の時期が比較的新しい．さらに，後者の漢語は基本的に中国語からの借用語

と考えられる ．

それに対して，フランス語についてはどうだろうか．

使用域の違いについては，日本語における関係とよく似ている．

形式については，継承的な語（民衆語）はあまりにすり減ったため見違えるほどにな

ってしまったが，後から借用された学識語はラテン語によく似ている．一般に，語末だ

けがフランス語化しているが ，全体として固い音の印象をもつ．この形式的な対比関

係も日本語と似ている．

しかしながら決定的な違いがある．それは，ラテン語はフランス語から見れば，親にあたる言

                                                  
33 もちろん，日本で作られた漢語も少なくないが，その場合は漢語のまねをして作られたと言えな
いこともない． 
34 Les mots héréditaires sont si usés qu'ils sont devenus méconnaissables, les mots 
empruntés ressemblent beaucoup au latin. En général, seule leur fin est francisée. 
(Tomassonne, 2001, p.132) 
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それに対して，フランス語についてはどうだろうか．
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けがフランス語化しているが ，全体として固い音の印象をもつ．この形式的な対比関

係も日本語と似ている．

しかしながら決定的な違いがある．それは，ラテン語はフランス語から見れば，親にあたる言

                                                  
33 もちろん，日本で作られた漢語も少なくないが，その場合は漢語のまねをして作られたと言えな
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語(langue mère35)だということである．全く異なる言語から借用してきた語が借用語ということ
なら，親言語から語彙を再生・復活させるのは，一般的な借用とは異なる． 
このようなやり方は，日本語のような親言語（祖語）の不明な言語ではもちろん，ゲルマン語

を親言語とする英語でもほとんど見られないと思われる．そういう言語では，一般に外国語から

学識語を得るのが普通である．日本語では主に中国語からの借用語（漢語）であり，英語では，

ラテン語やフランス語からの借用語が学識語として使われている．この点において，フランス語

の（特にラテン語系の）学識語は一般的な意味での借用とは異なるものであると言わざるを得

ない．これはフランス語の語彙の特殊な事情によるものだと言えよう36．  
 
．まとめ

 
本論では，フランス語の語彙を，歴史的に影響の大きかった 3 つの言語，すなわちケルト語
〔ガリア語〕，ゲルマン語，ラテン語由来のものについて考察した． 
そこには，それぞれの言語文化が多かれ少なかれ反映されている．しかしながら，前 2 者の
残した語はそれほど多くない．最も多いのはラテン系語彙だが，ラテン系語彙の特徴はその多

さだけではない．そこにはフランス語の特殊な事情があった．すなわち，それらの語彙は必ず

しもすべてが一元的に形成されたものではなく，異なる形成時期が原因となって，民衆語と学

識語という，異なる形式特徴と使用レベルをもつ同語源語ペア，二重語という構造が生じてい

た．我々はここにフランス語の語彙の持つ特殊性を見た．  
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Bárdosi V. & M. Pálfy. Précis de lexicologie française I. (Budapest : 

Tankonyvkiadó, 1983) 
Berlion, D. Connaissez-vous bien la langue française ? (Paris : Larousse, 2011) 
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が明確ではなく，一般に意識されにくいと思われる． 
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Aichi Prefectural University commenced its Global Human Resource Development (GHRD) 
Project in 2012 with the fundamental goal of cultivating global citizens. At the core of the 
project lay the 2013 launch of a new multilingual learning centre (iCoToBa), and the 
implementation of a range of extra-curricular iCoToBa classes. 

These classes target not only linguistic goals, but also international cultivation, presentation 
skills, information literacy, communication skills, adaptability to other cultures, problem-finding 
& solving skills, and management abilities; as stipulated in the GHRD Project guidelines. 
Effective communication on a global stage requires more than simply linguistic ability and 
iCoToBa classes aim to help students to build the intercultural competence necessary for 
successful cross-cultural communication.  

“Global” English & Intercultural Competence
It has long been acknowledged that cultural understanding plays an important role in effective 
cross-cultural communication, and that the teaching of culture should be incorporated in some 
way into language instruction. In the context of English-language education today however, this 
approach is of limited value. Communication in English is no longer limited to interactions with 
or between native speakers. Nowadays we see an increasing number of English-language 
interactions taking place between nonnative speakers of the language (Graddol, 1997). This 
gives rise to a virtually endless list of possible interlocuters with whom our students may wish 
or need to use their English in the future. The domains in which language may be used are 
similarly numerous and impossible to predict. 

How then, can we possibly hope to equip our students with enough knowledge to ensure success 
in their future English interactions? Communication today is a process of negotiation across 
linguistic and conceptual divides. Friedrich (2012) says that “it is the more deeply rooted beliefs 
and values, the ones we are not even aware that we hold, that really make lingua franca 
interactions complex” (p.46). In addition to teaching linguistic and cultural knowledge then, we 
need to help students to identify their own cultural backgrounds, and consider how those operate 
as cultural filters to shape their values, beliefs and language. 

J-Ambassador Course  
The J-Ambassador course seeks to address both linguistic and intercultural goals, developing 
students’ intercultural competence to enable them to overcome communication barriers 
whatever the cultural divide. The course is in its second year, with two concurrent courses 
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running every semester and intensive summer courses offered in both 2013 and 2014. One 
hundred and twenty-six students have joined the course to-date. 

The course focuses on communication across a wide range of cultures and contexts rather than 
with one “target culture”. The aim is to equip students with tools to help them adapt and 
communicate in any cultural situation. The J-Ambassador course takes an “inside-out” 
approach; challenging students to first examine their own culture. As they practice
communicating their ideas, students gain the linguistic knowledge and skills to more effectively 
communicate details about themselves, whilst gaining a better understanding of their own 
cultural filters and thus achieving greater awareness of other perspectives and approaches to 
communication. 

J-Ambassador classes guide students through discussions on a range of topics linked to the 
central theme of “Japanese culture”. The course culminates in a group project to give students 
the opportunity to consolidate what they have learned, as they consider in greater depth one 
element of culture that is of interest to them. In 2013, the group project took the form of a class 
website in first semester and an in-class presentation in second semester. All students fulfilled 
the project requirements, but many displayed a lack of genuine engagement, and effort tended to 
be desultory rather than enthusiastic. In its second year the course has endeavoured to 
incorporate projects that are more effective in motivating students and encouraging them to 
utilise skills and strategies acquired through the course. 

Real-World Projects 
Authentic materials and activities have been widely praised for the learner benefits they provide 
in the language classroom. Scholars hold that activities that bring the outside world into the 
classroom have beneficial effects on student motivation, as they have a high utility value, and 
are more interesting for the students (Dornyei, 2001). Authentic activities are also seen as useful 
in allowing students to contextualise their language learning and in reinforcing the direct 
relationship between the classroom and the outside world (Oura, n.d.).  

Project-based learning is gaining acclaim in language classrooms as an effective way to allow 
students to engage with language authentically. Bell explains that project-based learning is 
valuable for students in all classrooms, allowing them to acquire technology skills, become 
better communicators, and improve their problem solving skills (Bell, 2010). It offers the further 
benefit of promoting exchange and reflection on different views and can be a great motivator in 
the language classroom, as it allows students to operate with greater autonomy, fosters group 
cohesiveness, and creates a higher expectancy of success (Dornyei, 2001).  

The 2014 J-Ambassador courses have attempted to embrace both authentic-material use and 
project-based learning. Each course aims to incorporate collaborative projects allowing students 
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to utilise their language skills in genuine real-world communication. Three real-world projects 
implemented in 2014 are outlined below. 

1. JICA Subculture Workshop
The general admission J-Ambassador course offered in the first semester of 2014 incorporated a 
workshop project. The lecturer coordinated with JICA Chubu to facilitate a 90-minute workshop 
for J-Ambassador students and JICA trainees. A group of twelve Mexican trainees undergoing 
professional training at JICA Chubu expressed interest in “Japanese subculture” and it was 
decided that the university students would plan and implement a workshop on the topic.  

Students decided that small group discussion would be the most effective way to implement the 
workshop. The class divided into six groups, and group members worked together to gather 
background information related to their chosen topic, and put together discussion questions to 
stimulate discussion with the trainees. Two groups took on the additional responsibility of 
beginning and ending the session. 

Students and trainees engaged in small group discussions related to gokon, cosplay, sumo, idol 
groups, yurukyara and festivals, with the trainees moving to a new group after fifteen minutes 
of discussion. This system meant the J-Ambassador students led multiple discussions on the 
same topic and were able to alter and improve their moderation and leadership techniques each 
time. 

Aichi Prefectural University students and JICA trainees at JICA Chubu. 

2. UEA Cultural Exchange Sessions
A second J-Ambassador course was implemented in the first semester for students joining a 
summer program at the University of East Anglia (UEA). Four cultural exchange sessions 
(involving students from both universities) were incorporated into the summer program 
schedule. Preparation for these sessions became the main project for the J-Ambassador (UEA) 
students. Student groups were each made responsible for the planning and implementation of 
one session, with the lecturer acting as mediator between the students and the UK Program 
Coordinator. Students decided the theme, style and (where possible) practical details such as 
time and location of their sessions, and were encouraged to be creative in finding ways to 
promote mutual exchange with UK students rather than limiting themselves to unidirectional 



144

presentation-style events.  
The four cultural exchange sessions comprised an introductory session, a discussion related to 
historical buildings and traditional architecture, a food-culture exchange and a cultural- 
exchange festival. J-Ambassador students prepared discussion prompts, games, crafts, 
presentations, foods and a range of hands-on activities to facilitate exchange with UEA students 
and staff. 

3. UNESCO ESD Booklet
An intensive version of the 2014 J-Ambassador course was offered during the summer vacation, 
with students completing two “classes” each day to accelerate their speed through the course. 
The timing of this course coincided with preparations for the UNESCO ESD Conference held in 
Nagoya in November this year. For their group project, summer J-Ambassador students worked 
together to prepare a small Nagoya guidebook for use by conference participants. The aim of the 
guidebook was to introduce aspects of “real” Japanese culture and daily life from a student 
perspective. Students wrote simple concise introductions to places, foods, etiquette, souvenirs 
etc. that they wanted to recommend, with a focus on using English that would be accessible and 
understandable from a wide range of cultural backgrounds. The resulting 23-page booklet 
(available online at http://www.for.aichi-pu.ac.jp/icotoba/news/2014/001199.html) was made 
available to conference participants at the conference venue, Chubu International Airport, and 
major hotels in Nagoya, and was featured in reports in local and national newspapers. 

    Chunichi Shinbun November 8th

            Nikkei Shinbun November 5th 

Closing Remarks 
The real-world projects challenged students to draw on both intercultural and linguistic tools to 
achieve appropriate communication and accomplish a genuine communicative goal. The 2014 
projects appeared to achieve a greater degree of student engagement and enjoyment than the 
more class-centred projects implemented in 2013, with students reporting that although they 
found the real-world projects difficult, they enjoyed them, and felt rewarded by the end result of 
their efforts.  
In the workshop and cultural exchange sessions in particular, many students said that they 
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projects appeared to achieve a greater degree of student engagement and enjoyment than the 
more class-centred projects implemented in 2013, with students reporting that although they 
found the real-world projects difficult, they enjoyed them, and felt rewarded by the end result of 
their efforts.  
In the workshop and cultural exchange sessions in particular, many students said that they 

discovered difficulties and challenges that they had not expected or planned for. Such 
experiences are valuable opportunities for students to learn and adapt in order to be 
better-prepared in future real-world interactions. These two-way exchanges had the further 
benefit of allowing students to gain explicit information about the culture of the participants, 
whilst also finding ways to clearly explain their own. 

Real-world projects are a valuable teaching tool. Finding an appropriate source of such 
opportunities however, and working them into the relatively rigid timeframe of an academic 
semester, is challenging. One way to address this could be in the establishment of more 
long-term projects, spanning multiple semesters and student groups (eg. an ongoing video-letter 
exchange with students at an overseas university). Such long-term projects require careful 
planning and continued commitment by all parties concerned, but if successful could, together 
with short-term local projects, provide an ongoing source of real-world projects for use in the 
J-Ambassador course. 
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講演会・研究会開催報告 
中国学科 月田 尚美 

 
平成 26年度、高等言語研究所主催により実施した講演会並びに研究会は以下のとおりである。 

 
1. 平成 26年度講演会 
日時 ：2014年 11月 3日（月）16:10-17:40（5限） 

会場 ：S201教室 

演題 ：日本語の発話単位をめぐって 

講師 ：定延 利之 

講演概要 ：英語が文（主部+述部）単位で発話されがちな一方、日本語がしばしば文節単位

で発話されることはよく知られている。しかし、これまでのところ、日本語の研究・

教育は文に集中しており、文節は橋本文法以来、忘れ去られた状況にある。本講演

では日本語の発話単位として文字・イントネーション・文・文節の 4 つを紹介し、

さまざまな言語現象の成否が発話単位によって異なることを示した上で、特に文節

単位の発話法を日本語教育に活かす方途を具体的に検討するものである。 

参加者数 ：227名 
 
2. 言語教育研究会 
2-1. 第 16回 

日時 ：8月 7日 

会場 ：H201 

司会 ：月田 尚美 

参加者数 ：23名 

発表者および発表タイトル： 

(1) 市川 浩代（国際文化研究科国際文化専攻後期博士課程一年） 

「美術用語，造形用語の理解  ―スペインのデッサン指導書における研究―」 

(2) Sergio LANDEROS NERI（iCoToBa 教員） 

「Teaching Language and Culture in the Global Era」 

(3) 明木 茂夫（本学非常勤講師，中京大学国際教養学部） 

「大興安嶺は『だいこうあんれい』か『ターシンアンリン』か

―学校地図帳中国地名カタカナ表記余論」 

(4) ダレン モルガン（iCoToBa 教員） 

「Multilingualism and multiculturalism in Japan : perspectives and challenges /  

日本における多言語主義と多文化主義：その将来と課題」 

(5) 宮谷 敦美（外国語学部国際関係学科） 

江澤 照美（外国語学部ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻） 
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髙阪 香津美（外国語学部国際関係学科） 

 エデボールズ ファーン（グローバル人材育成推進室） 

「専攻言語・第 2外国語における外国語到達目標と Can-doリスト作成に向けて -外国語学

習の動機づけと自律学習能力養成のために-」 
 
2-2. 第 17回 

日時 ：2月 17日 

会場 ：H201 

司会 ：月田尚美 

参加者数 ：32名 

発表者および発表タイトル 

(1) Brett Hack（iCoToBa 教員） 

「Teaching (with) Visuals: Some Thoughts on Images and the EFL Classroom.」 

(2) Brett Cumming（外国語学部英米学科） 

「The Current Climate of English Language Teaching in Japan – Perspectives and Challenges」 

(3) 横山友里（本学非常勤講師） 

「第 2外国語としてのスペイン語授業における学習者要因」 

(4) サラ リディア（外国語学部ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻） 

「Uso de diccionarios electrónicos portátiles entre los estudiantes de español de la Universidad 

Provincial de Aichi.」 
 

【退職記念講演】 
(5) 堀田英夫（外国語学部ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻） 

「憲法条文におけるスペイン語、英語、日本語の叙法 ―アメリカ合衆国憲法と日本

国憲法―」

(6) 宮谷敦美（外国語学部国際関係学科） 

「大阪大学日本語日本文化教育センター(CJLE)との日本語教育連携‐日本語教員養成の観

点から‐」 

(7) 平田彩花（英米学科 4年）・木元茜（国際関係学科 3年）・南澤幸矢（国際関係学科 3年） 

「海外日本語教育実習での学び －インターネット・ポートフォリオを活用したピア・ラー

ニング－」（高等言語研究所からの助成に関する報告） 

(8) 秋田貴美子 

「日本の英語教育の課題：日本人の英語コンプレックス」 

(9) 東弘子 

「学生の海外体験学習とグローバル人材育成にかかわる研究大会」（研究所派遣出張報告，

東洋大学） 



151

髙阪 香津美（外国語学部国際関係学科） 

 エデボールズ ファーン（グローバル人材育成推進室） 

「専攻言語・第 2外国語における外国語到達目標と Can-doリスト作成に向けて -外国語学

習の動機づけと自律学習能力養成のために-」 
 
2-2. 第 17回 

日時 ：2月 17日 

会場 ：H201 

司会 ：月田尚美 

参加者数 ：32名 

発表者および発表タイトル 

(1) Brett Hack（iCoToBa 教員） 

「Teaching (with) Visuals: Some Thoughts on Images and the EFL Classroom.」 

(2) Brett Cumming（外国語学部英米学科） 

「The Current Climate of English Language Teaching in Japan – Perspectives and Challenges」 

(3) 横山友里（本学非常勤講師） 

「第 2外国語としてのスペイン語授業における学習者要因」 

(4) サラ リディア（外国語学部ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻） 

「Uso de diccionarios electrónicos portátiles entre los estudiantes de español de la Universidad 

Provincial de Aichi.」 
 

【退職記念講演】 
(5) 堀田英夫（外国語学部ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻） 

「憲法条文におけるスペイン語、英語、日本語の叙法 ―アメリカ合衆国憲法と日本

国憲法―」

(6) 宮谷敦美（外国語学部国際関係学科） 

「大阪大学日本語日本文化教育センター(CJLE)との日本語教育連携‐日本語教員養成の観

点から‐」 

(7) 平田彩花（英米学科 4年）・木元茜（国際関係学科 3年）・南澤幸矢（国際関係学科 3年） 

「海外日本語教育実習での学び －インターネット・ポートフォリオを活用したピア・ラー

ニング－」（高等言語研究所からの助成に関する報告） 

(8) 秋田貴美子 

「日本の英語教育の課題：日本人の英語コンプレックス」 

(9) 東弘子 

「学生の海外体験学習とグローバル人材育成にかかわる研究大会」（研究所派遣出張報告，

東洋大学） 

第 回多言語競演レシテーション大会

英米学科 森田 久司

国際関係学科 高橋 慶治

「多言語競演レシテーション大会」は、本学が独立行政法人化した 年に開催され、その後、本学にお

ける外国語教育活動の成果を披露する場の一つとして、毎年学祭中に開催されてきた。

本年も、 月 日（土）に 教室で催された。この催しは、学生が本学で学習中の外国語（留学生の

場合は日本語）で文学作品などの一部を暗唱し、学習年数により 部に分かれてパフォーマンスを競い合い、

聴衆による投票、および審査委員会による協議で優秀者が選ばれる。今年度は、第 部（学習 年目の履修

者）に 組、第 部（学習 年目以上の履修者）に 組、計 組が参加した。当日は、午前 時半に吉池

孝一外国語学部長の挨拶で幕が開き、開会直前に行われたくじ引きにより以下の順でレシテーションが披露

された。

【第 部】

中国語 澤木 奈津予、鈴木 邑 （中国学科 年）

演題 「水調歌頭」

カタルーニャ語 山口 涼里、久保 美咲 （スペイン語圏専攻３年）

演題 「 （安定した２人の歌）」

ポルトガル語 小原 芽惟 （スペイン語圏専攻 年）

演題 「 （ ）」

スペイン語 鈴木 將之 （スペイン語圏専攻 年）

演題 「 お金こそ権力を持つ紳士 」

ドイツ語 水野 星来、川井 映穂、中島 愛菜 （ドイツ語圏専攻 年）

演題 「 （アルプスの少女ハイジ）」

【第 部】

ドイツ語 神谷 なつみ （ドイツ語圏専攻４年）

演題 「

壁崩壊後の 名誉議長ヴィリー・ブラントの演説 ベルリン、 年 月

日 」

英語 上手 結有希、鈴木 萌水（国際関係学科 年）

演題 「 」

英語 須賀 綾子 （英米学科 年）

演題 「 （三匹の子ぶたの真実）」

スペイン語 祝 優綺、新實 俊樹、峯田 真由 （スペイン語圏専攻 年）

演題 「México independiente （メキシコの独立）」

英語 平野 有紗、梅村 百代、奥村 春美、河合 晴香、冨田 美帆、若林 亜弥（英米学科 年）

演題 「 （おやゆび姫）」

ロシア語 那須 茉波 （国語国文学科 年）

演題 「Красная шапочка（赤ずきん）」

以上の演技に引き続き投票が行われた。第 部で 名、第 部で 名の投票があり、以下のとおり最優
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秀賞と優秀賞が決定した。

【受賞者】

第 部 ■最優秀賞 ポルトガル語 小原 芽惟 （スペイン語圏専攻 年）

■優秀賞 スペイン語 鈴木 將之 （スペイン語圏専攻 年）

第 部 ■最優秀賞 スペイン語 祝 優綺、新實 俊樹、峯田 真由 （スペイン語圏専攻 年）

■優秀賞 ドイツ語 神谷 なつみ （ドイツ語圏専攻４年）

さらに、審査委員による協議の結果、以下のとおり特別賞が決定した。

■学長賞 英語 上手 結有希、鈴木 萌水（国際関係 年）

■学部長賞 中国語 澤木 奈津予、鈴木 邑

結果発表と表彰のあと、鎌倉やよい副学長から講評をいただき、今大会もつつがなく終了した。以下、受賞

した皆さんの喜びの声を紹介する。

第 部

■最優秀賞 ポルトガル語

小原 芽惟

この度は第一部最優秀賞を頂き、大変嬉しい限りです。こ

のレシテーション大会の参加を通じて、より言語学習への意

欲が高まりを感じられました。また、同級生や先輩方の発表

は自分にとって非常にいい刺激となりました。

私は今回、ディズニー映画「アナと雪の女王」の「

」をポルトガル語で挑戦するにあたり、発音や声の大きさ

はもちろん、作品のキャラクターの気持ちも意識しながら練

習しました。発音等に苦労しながらも、とても楽しく取り組

むことができました。

指導して下さった先生、文章の翻訳に協力頂いた先輩方、そして応援して下さった多くの皆さんに心から

感謝しています。本当にありがとうございました。

■優秀賞 スペイン語

鈴木 將之

この度は愛知県立大学第７回レシテーション大会第一部に

て、優秀賞という素晴らしい評価を授けて頂き誠にありがと

うございました。

関係者の皆様、私を評価してくださった方々、そして私を

指導してくださった先生方に心よりお礼を申し上げます。

今回のレシテーション大会、私はスペインの詩の朗読で出

場させていただきましたが、本番当日は他の出場者の方々の

すばらしい発表を聞いた後だったというのもあり緊張してし

まいましたが、ネイティブの先生と練習した時に言われたこ

とを思い出し、またそれをしっかりとできたのでよかったで

す。

今後も今回の経験を生かし、よりはっきりとした発音で、より感情を込めたスペイン語を習得できるよう

に精一杯スペイン語を学んでいきたいと思います。
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関係者の皆様、私を評価してくださった方々、そして私を

指導してくださった先生方に心よりお礼を申し上げます。

今回のレシテーション大会、私はスペインの詩の朗読で出

場させていただきましたが、本番当日は他の出場者の方々の

すばらしい発表を聞いた後だったというのもあり緊張してし

まいましたが、ネイティブの先生と練習した時に言われたこ

とを思い出し、またそれをしっかりとできたのでよかったで

す。

今後も今回の経験を生かし、よりはっきりとした発音で、より感情を込めたスペイン語を習得できるよう

に精一杯スペイン語を学んでいきたいと思います。

第 部

■最優秀賞 スペイン語

祝 優綺、新實 俊樹、峯田 真由

今回、沢山の方のサポートと応援無しには、この賞を受賞す

ることはできませんでした。

夏休み前からの作品決めや、発表に至るまでの指導をしてく

ださった先生方。練習に付き合い、ずっと応援してくれた同学

科の友達。この場を借りて、心からの感謝を伝えたいと思いま

す。本当にありがとうございました。

練習の際には、レシテーションということで、人と会話をす

ることとは違う、伝えることや表現することの独特の難しさに

苦戦したのを覚えています。

また、この発表を通じて、言語やその国の文化・歴史等の広い分野において興味を深め、知識を広げるこ

とが出来ました。

私たちの発表を聞いて、スペイン語に興味を深めてくれた方が１人でもいることを願っています。

■優秀賞 ドイツ語

神谷 なつみ

この度は優秀賞を頂くことができ、大変嬉しく思います。私

がヴィリー・ブラントの演説をテーマに選んだのは、 年が

ベルリンの壁崩壊から 周年という節目の年であったという

ことと、自分の卒業論文のテーマがベルリンの壁に関すること

だったからです。発表当日は緊張もしましたが、思いきった発

表ができ、それ以上に楽しむことができました。この大会で自

分の研究内容への理解を深めることができましたし、ドイツ語

で伝えたいことを表現する力や、人前で話す度胸を身につける

ことができました。この大会に参加することができて本当によ

かったです！ありがとうございました。

■学長賞 英語

鈴木 萌水、上手 結有希

私たちはこのレシテーション大会での題材を選ぶにあたって、

先生からのアドバイスを受け、マララ・ユスフザイさんの国連

演説を選びました。

演説に込められた、女性の権利と子どもたちの教育を訴える

力強さを、日本の大学生である私たちの立場でいかに表現でき

るかという点に注意して練習を重ねました。

人前で英語のスピーチをしたことは私たちにとって大きな経

験となりました。そのうえで賞をいただき、さらに大きな自信

につながりました。

また、もし私たちが大会に参加することがなければ他の方の発表を見ることはなかったと思います。さま

ざまな言語の発表は母語の日本語や触れる機会の増えた英語以外の言語への興味、そして発表された内容に

含まれる文化や歴史にふれることができました。
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■学部長賞 中国語

澤木 奈津予、鈴木 邑

今回は、当日までの本当に多くの方の支えのおかげでこのよう

な賞をいただき、光栄です。中国の詩を暗唱する貴重な体験を通

して、その国の文化、歴史などにも触れることが、できました

ありがとうございました。 澤木

私がレシテーションに参加してみようと決心した理由は、何か

新しいことに挑戦してみようと思ったからです。練習を始めたの

が遅かったこともあり、短期間で覚えなければならないことが辛

かったです。

しかし、中国語の発音も良くなり、中国語詩への理解を深める

ことができてとてもよい経験になりました。 鈴木

今大会も多くの参加者と参観者がいらっしゃり、熱気あふれる大会となった。今後も多くの学生が参加し、

レシテーション大会がより盛んになることを願う。

今回も大会資料の準備や受け付け、司会進行、記録映像の撮影などの作業に学生スタッフの協力があり、

円滑な大会運営に資するところがあった。この学生スタッフは、高等言語教育研究所が活動支援している学

生自主勉強会のメンバーである。ここにお名前を記して感謝の意を表したい。

後藤 嘉子 （ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻）

榊原 敦也 （ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻）

田中 愛 （ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻）

梅澤 美萌里（国際関係学科）

美濃羽 智子（国際関係学科）

最後に、本大会開催に向けご協力、ご支援をくださった方々にお礼を申し上げたい。ありがとうございま

した。

多言語競演レシテーション大会実施要領の概要

 暗唱者は、今年度、本学の外国語の授業（全学共通・外国語科目および外国語学部専門科目）を受

講し、その言語を学習している学生とする。

 第 部と第 部に分けて出場者を募る。第 部には当該言語を学習 年目で当該言語圏に ヶ月以

上滞在したことがない学生が、第 部には学習 年目以上の学生が参加できる。英語と日本語は第

部のみの募集とする。第 部についてはレシテーション、ショートドラマなどから選べる。ただ

し、歌唱や楽器演奏等は除く。

 歌唱などを伴う演目の上演を希望する場合は、昨年度から導入された『自由演目』にエントリーす

ること。

 第 部と第 部、それぞれ 言語 件を担当教員が選抜する。ただし、英語は 〜 件とする。規定

時間内で 名以上が一つの作品を演じる場合、 件として参加できる。

 件につき暗唱時間は 分（移動、準備、片付けを含め 分）とする。その間、関連する写真等を

投影する。

 聴衆には暗唱内容の和訳と背景等を書いた印刷物を配布する。

 暗唱度、表現力、映像・印刷物の準備度、仲間力等を総合的に評価し、審査する。

（以上、本年度の出場希望者募集用ポスター等に基づく）
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本学英語教育体系化に向けて 
 

英米学科 宮浦 国江 
 
平成 26 年度は、本学の英語学習/教育環境の充実が際だった年であった。一つには、グロ
ーバル人材育成推進事業が 2 年目の活動に入り、iCoToBa (多言語学習支援センター)はす
っかり本学の見慣れた景色としてとけ込み、外国語学部の学生の姿がいつも見られるようにな

った。そして、教養英語教育については、教養教育センター所属のネイティブ教員 4名が加わ
り、教養英語におけるネイティブ教員担当率は、前年の 4 倍強となった。数量的変化だけでな
く、質的な変化ももたらされた。 
今年、教養教育センターに所属するネイティブ教員 4 名が、教養英語の全時間枠でクラスを
担当し、学生の状況、授業運営、課外学習などについて情報共有、意見交換が日常的に行

われるようになった。4 名が英語教育のプロとして、優れた教育技術と親身な指導で、学生の
主体的な学びを促し、まさにチームとして本学の英語教育を推進している。また教養教育セン

ター長及びセンター長補佐(教養英語担当)が彼らと定期的にミーティングをもつことにより、教
養教育センターとして、教養英語の授業状況や学生の英語学習状況の把握や、今後の方策

を検討する場ができ、その中から多読を取り入れた意欲的な取り組みが試行され、体系化に

向かう準備が整っていった。 
以下、今年度の状況を概観し、今後の展望を述べる。 

 
I. カリキュラム内 
(1) 平成 26 年度より、新・教養教育カリキュラムがスタートした。英語に関しては、上記で触れ
たとおり、ネイティブ教員担当率が飛躍的に上昇した。 

 全学/教養英語クラス数(「英
語 I」「英語 II」「英語 III」) 

うち、ネイティブ教

員担当クラス数 
ネイティブ

教員担当率 

平成 25年度 146 22 15% 

平成 26年度 156 95 61% 

※ネイティブ教員(英米学科所属外国人教員、非常勤講師、新規採用ネイティブ教員) 

学生の授業アンケートからも、英語学習への意欲の向上、リスニング力やスピーキング力向

上を感じている学生が増えたことが伺えた。 
また、今年度からの教養科目では、英語で行う教養科目として、従来の「英語連続セミナー」

に加え、「Japan Seen from Outside」という科目が始まった。この科目では、留学生も加わって
毎回様々なテーマについて熱心にディスカッションがなされた。 
(2) CASECによる英語統一テストは、例年通り実施された。4月 4日(金)に新入生全員受験、
1月 7日(水)、14日(水)に 2年生、1年生が受験した。昨度より「英語 IB」「英語 IIB」の成績評
価における CASEC評点の割合は、30%となっている。 
本稿末尾に、今年度開示した平成 25 年度 1 月期、26 年度 4 月期の統一テストの結果を載
せる。 
(3) 「グローバルな視野とコミュニケーションのための英語連続セミナー」は 8年目となった。今



156

年度から、教養教育時間枠での実施となり、後期月曜 4 限に開講された。履修登録者が 100
余名であった。プログラムは以下の通りで、多様な分野からゲストスピーカーを迎えた。昨年度

のアンケートでネイティブだけでなく、日本人スピーカーの話を聞きたい、という声があったの

で、今年度は、意識して様々な分野の日本人スピーカーにお願いした。全体を見ても、ホテル、

音楽、健康スポーツ、英語落語、国際会議担当県職員、名古屋港管理組合など、初の分野が

多かった。 
 Date Lecturer Title of the Talk 
1 10/6 Coordinators Introduction 
2 10/13 

(12/24) 
太田光春 文部科学省視学官 In Order to Foster a Zest for Life 

among Students:  Help Students 
Become Autonomous Learners 

3 10/20 服部紀子 (English Factory代表) What if I Don’t Speak English? 
4 10/27 Matt Fraser (在名古屋カナダ領事

館・領事兼通商代表) 
Canada and Japan: Partners 
Across the Pacific 

5 11/3 山本良一 (関西大学高等部) English Lessons Based on the 
Integration of the Four Skills 

6 11/10 Brian Cullen (名古屋工業大学准
教授) 

Music from the Emerald 
Isle---Ireland 

7 11/17 Stephen G. Kovacsics (在名古屋
米国領事館首席領事) 

U.S.-Japan Relations 

8 11/24 Christian Otchia (名古屋大学大学
院生) 

Smartphone Apps for Improving 
Your English Skills 

9 12/1 三津田順子 (名古屋港管理組合港
営部誘致推進課) 

Working for the Port of Nagoya: A 
Perspective on Life after 
Graduating from APU 

10 12/8 望月理絵 (京王プラザホテル) Welcome to Our World of 
OMOTENASHI 

11 12/15 喜餅 (英語落語家) English RAKUGO Brings Me to 
Life 

12 12/22 Gregory Affolter (LNS Yoshida, 
Synergy manager) 

Living and Working in a 
Multicultural Environment 

13 1/5 川 義満 (愛知県環境部環境政策
課) 

See the World through Large-scale 
International Conferences: COP10 
and ESD 

14 1/19 今井美香 (プライマリーケア  シス代
表・ヘルスケアコンサルタント) 

Phuket Marathon Ambassador 
Speaks on a Natural Active Life 

15 1/26 Coordinators Discussion 
今年度は 10 月 6 日、13 日と最初の 2 週間連続で台風のため休校となってしまった。ゲストス
ピーカーに依頼している関係上、予定をずらすわけにいかず、Introduction については、配付
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年度から、教養教育時間枠での実施となり、後期月曜 4 限に開講された。履修登録者が 100
余名であった。プログラムは以下の通りで、多様な分野からゲストスピーカーを迎えた。昨年度

のアンケートでネイティブだけでなく、日本人スピーカーの話を聞きたい、という声があったの

で、今年度は、意識して様々な分野の日本人スピーカーにお願いした。全体を見ても、ホテル、

音楽、健康スポーツ、英語落語、国際会議担当県職員、名古屋港管理組合など、初の分野が

多かった。 
 Date Lecturer Title of the Talk 
1 10/6 Coordinators Introduction 
2 10/13 

(12/24) 
太田光春 文部科学省視学官 In Order to Foster a Zest for Life 

among Students:  Help Students 
Become Autonomous Learners 

3 10/20 服部紀子 (English Factory代表) What if I Don’t Speak English? 
4 10/27 Matt Fraser (在名古屋カナダ領事

館・領事兼通商代表) 
Canada and Japan: Partners 
Across the Pacific 

5 11/3 山本良一 (関西大学高等部) English Lessons Based on the 
Integration of the Four Skills 

6 11/10 Brian Cullen (名古屋工業大学准
教授) 

Music from the Emerald 
Isle---Ireland 

7 11/17 Stephen G. Kovacsics (在名古屋
米国領事館首席領事) 

U.S.-Japan Relations 

8 11/24 Christian Otchia (名古屋大学大学
院生) 

Smartphone Apps for Improving 
Your English Skills 

9 12/1 三津田順子 (名古屋港管理組合港
営部誘致推進課) 

Working for the Port of Nagoya: A 
Perspective on Life after 
Graduating from APU 

10 12/8 望月理絵 (京王プラザホテル) Welcome to Our World of 
OMOTENASHI 

11 12/15 喜餅 (英語落語家) English RAKUGO Brings Me to 
Life 

12 12/22 Gregory Affolter (LNS Yoshida, 
Synergy manager) 

Living and Working in a 
Multicultural Environment 

13 1/5 川 義満 (愛知県環境部環境政策
課) 

See the World through Large-scale 
International Conferences: COP10 
and ESD 

14 1/19 今井美香 (プライマリーケア  シス代
表・ヘルスケアコンサルタント) 

Phuket Marathon Ambassador 
Speaks on a Natural Active Life 

15 1/26 Coordinators Discussion 
今年度は 10 月 6 日、13 日と最初の 2 週間連続で台風のため休校となってしまった。ゲストス
ピーカーに依頼している関係上、予定をずらすわけにいかず、Introduction については、配付

予定の資料を学務課で配付し、実質初回となった授業の冒頭で、重要事項の伝達を行った。

10月 13日に予定していた太田光春先生には、補講日の 12月 24日にご講演頂いた。 
今年度も、毎回学生からの積極的な質問が相次ぎ、トークが比較的短時間で終わったある

回では、英語での質疑応答が 60分近く続いた。エッセイにも真摯な聴講態度が反映されてお
り、深く受けとめている様子が窺えた。今回のゲスト陣のうち、3 名が本学卒業生であった。
様々な分野からの人選と相まって、本セミナーはキャリア教育としても機能している。 
 
II. カリキュラム外 
(1) 図書館の多読用図書コーナーの充実 
従来からの何人かの先生に加え、教養英語担当ネイティブ教員が多読を積極的に授業に取

り入れ、学生たちに読書を促している。学術研究情報センターからの報告によれば、現在、図

書館の洋書貸出冊数の 95%は多読用図書である。また、利用率が高いので多読用図書の傷
みも激しく、買換も必要とのことであった。 
(2) CASEC自主受験 
教養英語担当の先生方の協力や、グローバル人材育成推進事業の影響もあり、CASEC 自

主受験数が増加している。 
また、今年度CASEC + Readingテストについて検討を行った。教養教育センター、関連学科
の教員計 9 名で試験的に受験し、英語統一テストへの導入の可能性を検討した。良問が多い
が、全体を通すと試験時間も伸び、学生への負担も大きいことから、今後自主受験時に従来

の 4セクションに加えて、Readingの受験も勧めることとした。 
(3) レシテーションコンテストの実施(本所報の当該報告参照) 
(4) グローバル人材育成推進事業では、e-Learning、iCoToBaでのクラス開講、TOEIC受験な
ど精力的に外国語力の強化に取り組んでいる。(詳細はグローバル人材育成推進プログラム
の報告書参照) 
 
III. 今後の展望 
昨年度の活動報告に記した通り、平成 29 年度以降を見据えれば、グローバル人材育成推
進事業による外国語学部生を主対象としたさまざまな取組と、教養教育センターによる全学部

学生を対象にした英語教育の体系化を連携させ、貴重なリソースを活かしつつ iCoToBa を本
学の外国語学習支援の基地として機能させることが何より重要であろう。その布石という意味

あいも込め、教養英語担当教員のオフィスアワー分として、iCoToBaで週に 90分(45分×2回)
英語学習支援の時間をもってもらった。学生目線で考えれば、外国語の力をもっと付けたいと

思ったら、授業にしっかり取り組むことと、iCoToBa に出向く、というシンプルな形が良い。それ
ぞれの持ち場で、学生の英語力を高める取組を続けていきたい。教養教育センターでは、学

生がパソコン、タブレット型 PC、スマートフォンでも多読用図書が読めるバーチャル図書館の
利用と、全学生に多読用図書の 2 年生終了時までの到達目標を設定して英語授業にも様々
な形で取り込むような体系化の一つの柱について検討し、計画を立案した。試行期間を経て、

本格実施が実現すれば、本学に入学した学生は、教養英語を履修する 2 年間で多読用図書
を 8 万語から 24 万語を読むことになる。もちろんオーディオブックの活用も可能であり、リスニ
ング力向上にも期待できる。授業でも読んだ本の内容について英語でディスカッションしたり、
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推薦図書のプレゼンテーションを行うなどの展開も今後検討されよう。これまで進めてきたこと

の土台の上に、今、本学の英語教育が体系化に向かう時期を迎えた。 
 
 
資料 1: 平成 26年 1月 1年生英語統一テスト 結果 
資料 2: 平成 26年 1月 2年生英語統一テスト 結果 
資料 3: 平成 26年 4月 1年生英語統一テスト 結果 
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〔資料 1〕平成 26年 1月 1年生英語統一テスト　結果
■愛知県立大学　2014年1月実施（1年生）

受験対象者 英米学科 受験対象者 ヨーロッパ学科フランス語圏専攻

学年 1年 学年 1年

受験者総数 109名 受験者総数 50名

平均点 678.4点 平均点 613.7点

最高点 910点 最高点 707点

受験対象者 ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻 受験対象者 ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻
学年 1年 学年 1年
受験者総数 55名 受験者総数 54名
平均点 627.1点 平均点 604.9点
最高点 761点 最高点 709点

受験対象者 中国学科 受験対象者 国際関係学科
学年 1年 学年 1年
受験者総数 56名 受験者総数 41名
平均点 596.3点 平均点 648.9点
最高点 776点 最高点 932点

推薦図書のプレゼンテーションを行うなどの展開も今後検討されよう。これまで進めてきたこと

の土台の上に、今、本学の英語教育が体系化に向かう時期を迎えた。 
 
 
資料 1: 平成 26年 1月 1年生英語統一テスト 結果 
資料 2: 平成 26年 1月 2年生英語統一テスト 結果 
資料 3: 平成 26年 4月 1年生英語統一テスト 結果 
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受験対象者 国語国文学科 受験対象者 歴史文化学科
学年 1年 学年 1年
受験者総数 53名 受験者総数 47名
平均点 559.6点 平均点 546.7点
最高点 669点 最高点 742点

受験対象者 教育発達学科 受験対象者 社会福祉学科
学年 1年 学年 1年
受験者総数 39名 受験者総数 51名
平均点 560.6点 平均点 559点
最高点 664点 最高点 706点

受験対象者 情報科学科 受験対象者 看護学科
学年 1年 学年 1年
受験者総数 90名 受験者総数 88名
平均点 496.2点 平均点 534.6点
最高点 646点 最高点 661点
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〔資料２〕平成26年 1月 2年生英語統一テスト　結果
■愛知県立大学　2014年1月実施（2年生）

受験対象者 英米学科 受験対象者 ヨーロッパ学科フランス語圏専攻

学年 2年 学年 2年

受験者総数 98名 受験者総数 46名

平均点 667.5点 平均点 630.2点

最高点 854点 最高点 734点

受験対象者 ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻 受験対象者 ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻
学年 2年 学年 2年
受験者総数 44名 受験者総数 41名
平均点 649.8点 平均点 614.3点
最高点 741点 最高点 757点

受験対象者 中国学科 受験対象者 国際関係学科
学年 2年 学年 2年
受験者総数 55名 受験者総数 38名
平均点 599.5点 平均点 636.7点
最高点 761点 最高点 780点
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受験対象者 国語国文学科 受験対象者 歴史文化学科
学年 2年 学年 2年
受験者総数 49名 受験者総数 35名
平均点 553.6点 平均点 563.9点
最高点 740点 最高点 678点

受験対象者 教育発達学科 受験対象者 社会福祉学科
学年 2年 学年 2年
受験者総数 38名 受験者総数 44名
平均点 551.6点 平均点 551.7点
最高点 635点 最高点 663点

受験対象者 情報科学科
学年 2年
受験者総数 83名
平均点 506.2点
最高点 660点
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〔資料３〕平成26年 4月 1年生英語統一テスト　結果
■愛知県立大学　2014年4月実施（1年生）

受験対象者 英米学科

学年 1年

受験者総数 99名

平均点 651.5点

最高点 920点

受験対象者 ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻
学年 1年
受験者総数 50名
平均点 631.2点
最高点 815点

受験対象者 中国学科
学年 1年
受験者総数 52名
平均点 594.8点
最高点 772点
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受験対象者 国語国文学科
学年 1年
受験者総数 52名
平均点 557.2点
最高点 803点

受験対象者 教育発達学科
学年 1年
受験者総数 43名
平均点 565.6点
最高点 879点

受験対象者 看護学科
学年 1年
受験者総数 91名
平均点 529.6点
最高点 881点
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スペイン語リーディングの授業について 

― 多読活動とグループ学習 ― 
 

ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻 江澤 照美 
 
スペイン語多読について報告者が今年度おこなった活動について報告する。  
今年度も研究所予算にてスペイン語多読図書の充実のための図書購入を実施し、

アルバイト学生を雇用して新規購入図書のワード数を計測・記録した。  
昨年度後半から今年度前半にかけて、自らの個人的な仕事の遂行のために、平

成 22 年度から筆者が本研究所のバックアップのもとに企画・実施してきたスペイン語
多読活動は、その進行ペースに大きなブレーキがかかってしまったことは否定できな

い。幸いにも昨年度からインターネット・ポートフォリオシステム manaba を利用した多
読課題提出システムを使って、スペイン語圏専攻 2 年生必修科目「スペイン語ＩＩ（講
読）」の受講生に半期に 1 度の課題提出を課すことができたので、今年度も前期・後
期ともに manaba 経由でのスペイン語多読課題を 2 年生全員に与えた。昨年度と同
じく、2 年生 a クラスの担当者である岡見友里江先生にご協力をいただいたので、今
年度も筆者担当のｂクラスと両方で同じ課題を出すことができた。  
前期履修登録者 a,b クラス合わせて 56 名のうち、課題未提出者はわずか 3 名だ

けであった。今年度の評価提出が評価の 10％に相当するのは昨年度と同様である
が、それにしても 67名中 52名が課題を提出した前年度前期と比べると驚くべき数字
である。現在の 2 年生はグローバル人材育成推進事業の恩恵を入学時から受けて

いる学年であるが、この結果も自律的な外国語学習に慣れた学生たちだからなしえ

たことなのだろうか。もちろん、このような半期分の結果だけで結論を出すのは早計で

あり、今後も学生の課題提出状況やその内容について調査と考察を継続したい。  
課題提出用の多読図書として位置づけていないので語数やレベル表示をしてい

ないが、昨年度に続いて今年度も日本のアニメのスペイン語版を少数ながら購入し

た。これはスペイン語版に限らず、どの言語のものでも図書館の多読コーナーに置い

てほしいという学生の要望は高いようである。スペイン語版ももう少し蔵書数を増やし

たいのだが、一冊あたりの価格が高いため実現できずにいる。  
さて、今年度筆者は後期の講読の授業においてもう一つ新しい活動を試みた。グ

ループ学習の導入である。これを始めるきっかけとなったのは前期の講読の授業用

に選んだテキストの難易度がやや高かったことである。1 年次に学習した文法事項が
しっかり身についている学生の実力を伸ばすには非常によいテキストであったが、文

法をしっかりと覚えていない学生にとってはかなりの難物となったようである。  
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に、ちょっとした言い回しなどがわからないために文の解釈に頭を悩ませている学生

の疑問を解消する方法として、グループ学習の導入を決定し、後期から試験的に筆

者担当の b クラスにて実施を試みた。  
後期は 28 名の学生が履修登録したので、出席者の数に合わせて 4 つまたは 5 つ

のグループを作り、毎回進度があらかじめ定められているページについて難しく感じ

た個所や文法的解釈について各グループ内で相談によって解決を図らせた。  
グループ内での相談にもかかわらず解決できなかった問題についてのみ、各グル

ープのまとめ役の学生に簡単な報告をしてもらい、授業の後半は筆者が各グループ

から寄せられた問題点を紹介し、必要に応じて解説をした。グループ学習としては比

較的単純なものであるが、テキストの中で少し難易度が高いと思われる構文について

は複数のグループがそれを報告するので、多くの学生にとって難しいと思われる個所

について教員と受講生全員が確認できた。  
また、教師が特定の学生に指名するよりも前に、グループ内で話し合うというスタイ

ルは学生にとっても気楽に質問しやすい雰囲気があるようで、前期は黙りこくってい

たことの多かった学生たちがグループ学習では熱心に話し合いをして難しい個所の

確認をしあっているのが印象的であった。  
本稿は後期試験実施前に執筆しているため、この活動の試みが受講生の成績に

与える影響については残念ながら報告することができないが、クラス全体の成績のか

さ上げにつながることを期待したい。  
グループ学習で扱う題材はあまり易しすぎないほうがいいと考えられている。講読

の授業でも、複数の学生が知恵を寄せ合うことでささいな疑問点はすぐに解決される

し、多少難易度が高い文でも彼らの力で読み取ることができるかもしれない。実際、こ

れまでの 10 数回の授業の中で、複数のグループが特定の構文の難しさをレポートし
てきたことは何度もあったが、4つないしは 5つのグループ全部がこれはよくわからない
文であると指摘した文章はなかった。講読の授業でのグループ学習導入は、与えら

れた課題を皆で力を合わせて解決し、その過程で語学力を向上させていく行動中

心主義的な外国語学習の効果的な実践となりうると筆者は考えている。特にその大

多数が短期長期の留学を経験し、3 年次からはスペイン語の原書を読むゼミを履修

し、また卒業時までに CEFR の B レベル以上の語学力獲得が望まれる本学のスペイ
ン語専攻学生には、多少難易度が高い文章にもひるまずチャレンジする精神を培っ

てもらう必要がある。グループ学習の進め方についてはまだ試行錯誤しているが、多

読活動と合わせてより多くの効果が期待される講読の授業を今後も模索していきた

い。  
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留学生を対象とした日本語指導の現状と課題 
 

国際関係学科 東 弘子 
 

2014 年度より教養科目全般が改定され、教養科目の初習外国語科目についてはこれまで

の 3 段階（I～III）から、一律 2 段階（I,II）に変更となった。日本語についても同様であるが、昨
年度までは学部留学生対象の｢日本語｣の科目名を利用し、クラス分けという形で便宜上短期

留学生のレベルに割り当てていたところを、本年度より新しく協定大学交換留学生対象の科目

群が正式に設置され、交換留学生の多様なレベルに対応できる体制作りを始めることとなった。

同時に、文部科学省グローバル人材育成推進事業の取り組みの成果による協定大学の急増

に伴い、交換留学生数が増加しレベルも多様化する中、2014 年度後期から、本格的に「学術

交流協定大学留学生プログラム」が実施されることになった。新しいプログラムの開始にあたり、

受け入れや履修指導に際しての課題も多く見つかった。 
本報告では、2014 年度の学部留学生対象の日本語科目と、学術交流協定大学交換留学

生対象のプログラムについて、現状と課題を簡単に報告する。 
 
1. 2014 年度前期 留学生対象科目 
前期に開講された留学生対象の科目は以下の表 1 の通りである。  

［表 ： 年度前期 留学生対象科目（日本語科目以外も含む）］ 

 
★は一般の学部生対象科目だが，留学生にも履修を勧めている科目 ＊は非常勤講師  

昨年度までの入学生の入学時カリキュラムは保証されているため、学部留学生用の科目は

日本語 I、II、IIIと用意されている。それぞれ対象学年が 1年次から 3年次であり、レベルは全
て上級（Ｎ１相当）である。 

科目名 開講時限 対象 レベル 担当者 内容

日本語Ｉ 月１限 学部1年 上級 服部亜衣子＊ パラグラフ・ライティング

日本語Ｉ 木2限 学部1年 上級 中道一世＊
大学生活に必要な口頭表現能

力養成

日本語ＩＩ 月2限 学部2年 上級 服部亜衣子＊
論文・レポート作成等アカデ

ミックライティング

日本語ＩＩ 木1限 学部2年 上級 中道一世＊ 発表討論能力養成

日本語ＩＩＩ 木3限 学部3・4年 上級 黒野敦子＊ 読解と要約技術

日本の文化 月3限 学部留学生 上級 伊藤伸江 日本の韻文・文化（文学）

多文化社会とコ

ミュニケーション
月4限 学部生★ 中上級～上級 あべ　やすし

教養教育科目（多文化の内実

を問いなおす）

総合日本語II 月2限 交換 初中級～中級 馬場典子＊ 口頭による説明能力養成

漢字・語彙Ｂ 月4限 交換 中級～上級 山口和代＊
日常生活で必要とされる語彙

や漢字表現表現

火2限 交換 中級～上級 加藤淳＊

金2限 交換 中級～上級 苅谷太佳子＊

総合日本語III 火3限 交換 中上級 加藤淳＊ 総合的な日本語能力養成

総合日本語II 木2限 交換 初中級～中級 米勢治子＊ 総合的な日本語能力養成

トピックディスカッ

ションB
金3限 交換 初中級～中上級 中道一世＊

日本の文化・社会に関する読

解と討論

プロジェクトワー

クＢ

プロジェクト型学習による発表

能力養成
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交換留学生は前期 16 名（韓国 7 名、ドイツ 3 名、フランス、メキシコ各 2 名、スペイン、中国
各 1名）であった。交換留学生のうち上級者であれば、学部生対象の科目を履修できるのも昨
年度までと同様である。前期は、科目名が新しい交換留学生対象のものに改定されたものの、

交換留学生の科目履修の方法については昨年度までと同様、プレイスメントテストに基づき在

籍する学生にできるだけ適合したレベルの授業にそれぞれが参加するよう、国際交流室によ

る指導をおこなうという形であった。 
 
２．2014 年度後期 留学生対象科目 
後期に開講された留学生対象の科目は次ページの表 2の通りである。短期受け入れプログ

ラムのコースとして開講された交換留学生の科目を大幅に増加した。そのほか、下記の正規

履修科目以外に、特に初中級の学生を対象として、月 1 限、水 1 限、金 1 限に Active 
Communication という学習時間帯を設け、宮谷教員と本学日本語教員課程の日本語教育実
習履修学生による学習サポートを実施した。 
また、従来、交換留学生の受入に関しては協定大学や地域毎の部会と国際交流室が中心

となって実務をおこない、受入実態の把握や議論を国際交流推進委員会がおこなってきたが、

それに加え、本年度から交換留学生受入プログラムの科目に関わる教務上の事項について

議論する「学術交流協定大学留学生対象科目小委員会」が教育研究支援センターの下に組

織され、科目の開講や交換留学生の単位認定の所掌を明確化することとなった。 
後期からの交換留学生は 24 名となった。国の内訳はメキシコ 6 名、ドイツ 5 名、スペイン 3

名、フランス、ブラジル、韓国、中国各 2 名、ペルー、台湾各 1 名である。 
後期からは、「学術交流協定大学留学生プログラム」として、初中級、中級、中上級、上級の

4 つのコースを設置し、それぞれに用意された科目をコースとしてまとめて履修するよう指導す
る予定であったが、コースコーディネイトの段取りの中で、責任者の交代等もあり指導が徹底で

きず、授業開始後の学生からの申し出などにより、科目履修が数週間にわたり決定しないなど

の混乱が生じてしまった。授業内の活動において、学生に役割を与えチームでプロジェクトを

実施する科目なども多く、学生の履修が定まらない中、各授業の運営においてかなり支障が

出たようである。 
また、本学のコースでは、入門や初級は用意されていないが、初中級のレベルのクラスを履

修する日本語レベルに達していない留学生にとっては、授業での学習に困難な点が多くあっ

たと思われる。 
日本語レベルが上級である留学生が日本語も含め、学部生対象の授業に積極的に参加す

ることで、多くの学生と交流を持てることには大変意義があるが、学生のレベルに合わせたきめ

細かい指導によって、半年もしくは 1 年の留学期間のうちに、より有意義な学習成果を得ること
ができるよう、今年度の課題を踏まえ、次年度以降、先方大学のスタッフと受入前のより綿密な

打ち合わせや留学後のカウンセリング、コースコーディネイトといったコース運営に一層力を注

ぐことが望まれる。 
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［表 ： 年度後期 留学生対象科目（日本語科目以外も含む）］ 

 
★は一般の学部生対象科目だが，留学生にも履修を勧めている科目 ＊は非常勤講師  

科目名 開講時限 対象 レベル 担当者 内容

日本語Ｉ 月１限 学部1年 上級 鷲見幸美＊ パラグラフ・ライティング

日本語Ｉ 木2限 学部1年 上級 中道一世＊
大学生活に必要な口頭表現能

力養成

日本語ＩＩ 月2限 学部2年 上級 鷲見幸美＊ 論文・レポート作成

日本語ＩＩ 木1限 学部2年 上級 中道一世＊
アカデミック場面での口頭表現

能力養成

日本語ＩＩＩ 木3限 学部3・4年 上級 黒野敦子＊ 読解と要約技術

月3限 学部生★ 英語による授業 マツイ&ヤング
教養教育科目（Let's Talk and

Think about Japan! ）

日本の社会 月3限 学部留学生 指定なし 樋口浩造 現代日本社会事情

英語連続セミ

ナー
月4限 学部生★ 英語による授業 宮浦国江ほか

教養教育科目（さまざまな分野

からのゲストスピーカーによる

英語講演）

多文化社会とコ

ミュニケーション
月4限 学部生★ 中上級～上級 亀井伸孝

教養教育科目(世界の手話を

含む多様なコミュニケーション）

月2限 交換 初中級 苅谷太佳子＊

火2限 交換 初中級 苅谷太佳子＊

木3限 交換 初中級 加藤淳＊

金2限 交換 初中級 馬場典子＊

実践日本語A 木1限 交換 初中級 宮谷敦美
日本人学生とともにおこなう実

践的な会話練習

木4限 交換 初中級～中級 吉川雅博ほか
英語による日本紹介とフィール

ドワーク

月2限 交換 中級 馬場典子＊

水2限 交換 中級 米勢治子＊

火3限 交換 中上級 加藤淳＊

木3限 交換 中上級 馬場典子＊

日本語文章表現 木2限 交換 中上級 馬場典子＊
馬場：パラグラフライティングの

基礎

語彙・漢字A 木4限 交換 中級～上級 加藤淳＊
日常生活で必要とされる語彙

や漢字表現

火2限 交換 中級～上級 加藤淳＊

金2限 交換 中級～上級 苅谷太佳子＊

トピックディスカッ

ションA
金3限 交換 中級～上級 中道一世＊

日本の文化・社会に関する読

解と討論

フィールド演習 火4限 交換 中級～上級 吉川雅博ほか 日本紹介とフィールドワーク

総合日本語II
総合的な日本語能力養成

テキスト『できる日本語初中級』

総合日本語III
総合的な日本語能力養成

テキスト『できる日本語中級』

プロジェクトワー

クA

プロジェクト型学習による発表

能力養成

総合日本語I

総合的な日本語能力養成

テキスト『できる日本語初級』

『漢字たまご初級』
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ICT活用による言語教育支援展望 
 

英米学科  大森 裕實 
 
高等言語教育研究所に「CALL/ICT部門」が設立されて本年度で 6年目を迎えたが、本学の 

外国語教育に対して、Computer Assisted Language Learning（以下CALL）と Information 
Communication Technology（以下ICT）を活用した学習支援がどの程度まで可能となるのか、 
また、そのためのツールには何が必要なのかについて継続的に検討を加え、諸活動を行なった。

特に、外国語学部で本格始動した「グローバル人材育成推進事業」の中核となる多言語学習セ

ンター iCoToBa の活動も軌道に乗り、特に英語資格/検定支援活動と情報交換及び協調関係
を保ちながら、本学における今後の「CALL/ICT部門」の方向性を考究する 1年になったと総括
することができる。 
 
1．CALL & ICT教室の整備計画――本学学務課及び多言語学習センターとの連携 
本学が設置する CALL 機能を備えたデジタル方式多目的メディア教室の整備は昨年度には

一応完結したが、本年度は学術情報課が主導する形で、ネットワークの管理一元化を図った。ま

た、H204 / H205教室の PC及びシステムの老朽化に伴なう不具合が増加している現状に鑑み、
来年度の更新に向けて助言を行ない、汎用性の高い CALL&ICT教室の実現を目指す。 
① G202教室（旧 LL30人教室）：PC29台（Win.7）と簡易型CALL“Wingnet”（コンピュー 

タウィング社製）の整備（平成 23年度改修）。 
② G205教室（旧 LL30人教室）：PC29台（Win.7）と簡易型CALL“Wingnet”［同上］ 
③ H205教室（旧 LL50人教室）：PC50台（Win.7）と PC@LL（内田洋行製CALL）の整備 

（平成 18年度及び平成 22年度改修）。音声分析ソフト Audacity全卓完備。 
④ H204教室（旧 LL50人教室）：PC50台（Win.VISTA）と PC@LL（内田洋行製CALL） 

の整備（平成 21年度改修）。音声分析ソフト Praat全卓完備。 
⑤ G204教室（旧 LL30人教室）：PC29台（Win.VISTA）と簡易型CALL“Wingnet”（コン 

ピュータウィング社製）の整備（平成 20年度改修）。対応年数から本年度末に改修 
⑥ iCoToBa（多言語学習センター）：PC14台（Win.7）/ 貸出し Laptop PC 5台（Win.7）/  

iPAD 10台と ALC NetAcademy及び Rosetta World（Rosetta Stone社製）の整備 
グローバル人材育成推進事業 

上掲①～⑤の CALL 教室 5 室の管理・運営に関しては、学務課担当者と本部門との緊密な
意見交換のもと、円滑に行なわれている。また、⑥に記載した多言語学習センターは別運用であ

るため、iCoToBaと連携した自律的外国語学習活動については協調関係を維持して、実施計画
を立案する必要がある。 
 
2．ICT活性化の観点からの研究発表及びワークショップ――関連学会との連携と社会的貢献 
本部門は過去 4ヶ年度（2009‐2012）にわたり、大学英語教育学会（JACET）の ICT調

査特別委員会の活動と連携して、本研究所員である Pope 教授、Watts 准教授、Cumming
准教授、Robinson講師がいずれも本報告者と共同で研究発表を行なってきた実績があるが、
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本年度は本報告者が担当責任者を務める「JACET第2回英語教育セミナー」（2014.12.6）にお
いて、Panasonic 社及び HOYA 社と連携して、CALL 最新機種を利用したワークショップを企
画・実施した――これらは本部門の学界及び一般社会に対する社会的貢献の一環として位置づ

けられる。 
 
3. CALL教室を利用した学生自主学習のススメ――語学試験対策としてのH205教室の運営 
本年度は、iCoToBa（多言語学習センター）の活動が軌道に乗ったため、従来本部門が専一

に担ってきた「語学試験（TOEFL/TOEIC/IELTS）受験のための学生自主学習」は iCoToBa
の活動に譲った。ただし、本報告者は外国語学部の TOEIC 成績データを分析し、愛知県立大

学外国語学部英語教育 FD において「TOEIC®成績の現状と課題 2014」という報告を行なった
（2014.12.24）。 
 
4. 本学学生のニーズに適合した視聴覚教材の開発――音声学実験実習室との連携 
本学部が所管する「音声学実験実習室」では“スピーチ・クリニック”を開設して、外国語（特に

英語）の発音の不得意な学生やNative Speakerの自然な発音に近づきたい学生を対象とする
発音矯正を課程外教育として実施している――これは科研費基盤研究(C)「コンピュータ利用の
視覚認知型英語音声聴覚イメージの獲得に関する研究」と密接に関連する。 
本年度は、学長特別枠教育用資器材経費助成を受給して、PC 5台（Win.8対応）を入れ替え

るとともに、音声分析Multi Speech Model 3700→5298及びGlobalVoice CALL（HOYA音
声ソリューション事業部製）を Version Up再導入した――後者ソフトの特徴は、従来型の開発メ
ーカー既製の例文ではなく、自由なコンテンツを即応的に加工できる tailor-made programに

あり、音声波形、口形、口腔内図、発音評価（アクセント・イントネーション・タイミング）を利用して、

自律的学習を促すことができる点にある。今後いっそう有意義な活用が期待される。 
 
5. 今後の展望 
(1) 言語教育支援に寄与する ICTツールの新たな導入 
本学の（広義の）言語教育に貢献できる 3 つの ICT ツールを新たに導入し、来年度から本研

究所員にその利用を促していく予定である。これは、本研究所が本来果たすべき「言語教育に対

するシンクタンク」としての役割の一端を具現化する試みであり、同時に、本部門のあるべき将来

像を示唆するものである。 
① 論文剽窃チェックソフト「コピペルナーV3」（アンク社製） 
学部生及び院生がレポート・報告書・論文を作成する際に、インターネット上の資料からコピー 

ペーストする「剽窃行為」が本学においても看過できない問題となってきた。本ソフトは日本語に 
も英語にも対応可能であるため、国際文化研究科の修士論文や外国語学部の卒業論文の指導 
に有益であると考えられる。不正行為者を割出す目的で利用するというよりは、指導生がみずか 
ら考え、みずから表現する能力を涵養するという教育的視点から、本ツールの活用が期待され 
る。 
なお、早稲田大学及び名古屋大学では現在 iThenticate という世界最大規模の論文チェッ 

クソフトが導入されている。 
② 翻訳支援ソフト SDL Trados Studio （SDL社製） 
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あり、音声波形、口形、口腔内図、発音評価（アクセント・イントネーション・タイミング）を利用して、

自律的学習を促すことができる点にある。今後いっそう有意義な活用が期待される。 
 
5. 今後の展望 
(1) 言語教育支援に寄与する ICTツールの新たな導入 
本学の（広義の）言語教育に貢献できる 3 つの ICT ツールを新たに導入し、来年度から本研

究所員にその利用を促していく予定である。これは、本研究所が本来果たすべき「言語教育に対

するシンクタンク」としての役割の一端を具現化する試みであり、同時に、本部門のあるべき将来

像を示唆するものである。 
① 論文剽窃チェックソフト「コピペルナーV3」（アンク社製） 
学部生及び院生がレポート・報告書・論文を作成する際に、インターネット上の資料からコピー 

ペーストする「剽窃行為」が本学においても看過できない問題となってきた。本ソフトは日本語に 
も英語にも対応可能であるため、国際文化研究科の修士論文や外国語学部の卒業論文の指導 
に有益であると考えられる。不正行為者を割出す目的で利用するというよりは、指導生がみずか 
ら考え、みずから表現する能力を涵養するという教育的視点から、本ツールの活用が期待され 
る。 
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② 翻訳支援ソフト SDL Trados Studio （SDL社製） 

外国語学部英米学科に 2014年度から新設された EIC (English for Intercultural Com- 
munication) コース、国際文化研究科国際文化専攻に 2015 年度から新設される英語高度専 
門職業人コースでは、通訳研究・演習の充実したカリキュラムをその特徴の一つとするが、そこで 
意図する Interpreting は実務通訳である。企業や公的機関が求める翻訳能力を涵養する実務 
演習を支援する。 
本ツールは自動翻訳ソフトではない。データ蓄積型で、翻訳者自身の翻訳パターンを構築す

るためのツールである。実務翻訳においては、それぞれの業界・分野で要求される特定の表現

語彙・表現パターンが存在するが、それに習熟するためには不可欠のツールである。これは、近

い将来に構想される「通訳翻訳研究所」に継承する知的財産となろう。

③ 音声認識可視化ソフト AmiVoice SP2 （アドバンスト・メディア社製） 
高等教育レベル（大学教育）において、広範な教養教育 (Liberal Arts) の充実が標榜され

て久しいが、その観点から、学外から講師を招聘して行なう講義及び講演の種類も数量も増加す

る傾向にある。そうした講義及び講演を知的リソースとして一過性のものにしないためにも、可視

化して、広く活用することが求められるが、本ツールは、日本語による音声をかなりの精度で認識

し、それを文字化することに効力を発揮する。 
本ツールの活用により、本研究所が開催する特別講演会や言語教育研究会の内容も、on 

timeかつ real timeで、知的リソース化が可能となる。 
 
(2) 言海に漕ぎ出すためのオンライン辞書の活用 

  最近の ICT 教育の一環に、オンライン辞書をいかに有効活用するかという問題がある。米国

の辞書編纂家 Erin McKean（1971 年生れ、8 歳の時、OED 補遺の編纂者であった Robert 
Burchfield の記事に感化され、自分の辞書を作りたいとの思いを募らせ、The New Oxford 
American Dictionaryを編纂）他が創作したWordnikは最近のオンライン辞書の典型であろう。
一つの単語を検索すると、左ページに American Heritage や Century 等の数種の辞書に掲
載された定義が現われ、右ページにはその用例を確かめることができる。紙媒体辞書でそうであ

ったと同女史がいう serendipity（偶察力）を感じることは、検索速度の向上とは裏腹に、オンライ
ン辞書でも可能となろう。良し悪しにかかわらず、あたかも漁師のように、ことばの海（大槻文彦で

あれば「言海」）の生物をすっかり収容するには、容量に制限のない電子媒体が適していることに

なるが、だからといって、S. Johnsonや J. Murrayの伝統に根ざす紙媒体辞書が無用になるわ
けではない。形が違うだけである。 
こうした動向は ICT教育と異言語教育の将来を考えるうえでも極めて示唆的であり、旧来の教

室環境で利用する閉鎖型 CALLから、学生が on demandで自由に活用できる開放型 CALL
への移行――NBLT（Network-Based Language Teaching）の推進が急務であることは、重
ねて強調しておかねばならない。 
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1. スペイン語科目担当者会議 
ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻 江澤照美 

 
本会の参加者は①本学のスペイン語圏専攻専門科目のうち1年生および2年生の専攻言語科
目(ネイティブ教員担当科目については 3 年生科目も含む)の担当教員、もしくは②全学共通科
目スペイン語 の担当教員である。①②共に本学の専任教員および非常勤講師で構成されてい

る。例年と同じく、12 月に非常勤講師の方々への開催予告をおこない、後期の授業が終了した
翌年 2月 10日(火)の午前中(10:00-12:00)に①専門科目スペイン語の会合を、午後(13:00-15:00)
に②全学共通科目スペイン語の会合を持った。 
どちらの会においても今年度各教員が実施した授業についての報告がおこなわれ、問題点や

改善を要する点、学生の状況や評価、使用テキストの内容などについて意見交換をおこなった。 
今年度と同様に、来年度もカリキュラムの移行期にあたり、開講科目の形態や担当者が変更され

る科目もあるため、非常勤の先生方にはより一層のご理解とご協力を要請した。 
 
2. 英米学科専攻英語科目担当者の集い 

英米学科 森田久司 
 
日時： 2015年 2月 12日（木）10:00～12:00 
場所： E304会議室 
内容： 専攻言語科目としての英語を担当する専任教員および非常勤講師が参集し、会話・作
文・読解の授業、すなわち Communicative English, Grammar & Basic Writing, Academic Writing、 
Research & Discussion, 研究講読等における問題点など、さまざまな面について意見交換を行
った。 
 
・全学英語担当者の集い 
日時： 2015年 2月 12日（木）13:30～15:30 
場所： E304会議室 
内容： 英語Ⅰ、英語Ⅱなど外国語科目としての英語を担当する専任教員および非常勤講師が
一堂に会し、場合によっては分科会に分かれ、使用テキストや授業上の工夫を紹介したり、また

指導上の問題点について議論するなどして、自由な意見交換を行った。 
 
3. 国際関係学科 英語担当者意見交換会 

国際関係学科 福岡 千珠 
 
日時：2014年 12月 23日（火）17:10~19:10 
場所：国際関係学科共同研究室（E302） 
出席者： 
非常勤講師 6名 
国際関係学科 4名 
話し合いの内容： 
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・新カリキュラムについて 
・グローバル人材育成推進事業に伴う変化とその内容 
・e-Learningについて 
・授業内容や使用するテキストについて 
 
4. 日本語科目担当者授業改善研修会 

国際関係学科 東 弘子 
 
日時：2015年 2月 27日（金）10:30～12:30 
場所：iCoToBa AS 
参加者：非常勤講師 黒野敦子、加藤淳、苅谷太佳子、馬場典子、鎌田美保、田辺淳子 

国際関係学科 宮谷敦美、東弘子 
国際交流室 吉川雅博（室長） 

 
［話し合いの内容］ 
1) 2014年度日本語科目について 
学部留学生対象の「日本語」と、交換留学生対象のプログラム「学術交流協定大学留学生プロ

グラム」の授業について、授業の進め方や履修学生の学習状況に関する情報交換の後、留学生

（特に交換留学生）に来日時ガイダンスで周知してほしい点など、履修指導に関する課題につい

て話し合った。また、レベル差や個性の異なる学習者に対する指導方法に関するノウハウについ

て情報交換をおこなった。 
2) 2015年度日本語開講科目と「交換留学生受け入れプログラム」について  

2014 年度後期からスタートした「交換留学生受け入れプログラム」における課題を整理し、継続
の講師と新規講師との間で情報交換をおこなった。 
 
 



177

・新カリキュラムについて 
・グローバル人材育成推進事業に伴う変化とその内容 
・e-Learningについて 
・授業内容や使用するテキストについて 
 
4. 日本語科目担当者授業改善研修会 

国際関係学科 東 弘子 
 
日時：2015年 2月 27日（金）10:30～12:30 
場所：iCoToBa AS 
参加者：非常勤講師 黒野敦子、加藤淳、苅谷太佳子、馬場典子、鎌田美保、田辺淳子 

国際関係学科 宮谷敦美、東弘子 
国際交流室 吉川雅博（室長） 

 
［話し合いの内容］ 
1) 2014年度日本語科目について 
学部留学生対象の「日本語」と、交換留学生対象のプログラム「学術交流協定大学留学生プロ

グラム」の授業について、授業の進め方や履修学生の学習状況に関する情報交換の後、留学生

（特に交換留学生）に来日時ガイダンスで周知してほしい点など、履修指導に関する課題につい

て話し合った。また、レベル差や個性の異なる学習者に対する指導方法に関するノウハウについ

て情報交換をおこなった。 
2) 2015年度日本語開講科目と「交換留学生受け入れプログラム」について  

2014 年度後期からスタートした「交換留学生受け入れプログラム」における課題を整理し、継続
の講師と新規講師との間で情報交換をおこなった。 
 
 

学生自主学習支援 
 

ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻 平井 守 
 
高等言語教育研究所が 2012 年度より開始した学生による自主的な言語に関する勉強会、研究
会の援助を目的とする本事業は、2014年度においても継続された。今年度は、6グループが支援
対象となった。以下、各グループより提出された活動報告書を掲載する。〔なお 1 グループ（「県大
手話の会」）より、活動の休止が報告された。〕 
 

英文法研究会活動報告 
英米学科 岡本直樹 

英文法研究会は、英文法や英語（言語）学に興味を持つ学生が、自分たちの専門性を高め合う

ことを目的として発足した会です。現在、毎週木曜日の 3 限目の時間に、図書館のグループ研究
室を利用して活動しています。メンバーは 3年生 3人です。 
テキストはラーセン・フリーマンらのThe Grammar Bookを使っています。この本は副題にある通り、
「英語教師のための文法書」ですが、メンバーは必ずしも教員志望ではなく、その専門も英語史

（英語の歴史・歴史言語学）から情報構造、音声学・音韻論（音に焦点を当てた言語学）まで様々

です。そういった異なるアプローチを取る学生が集うことで、毎回英文法についての有意義な討論

が行われています。 
毎週テキストを 1 章ずつ読み進める形を取っていますが、メンバーが他の授業で発表した事柄
や、自分で調べたことなどを会で共有することもあります。2014 年度の後期に討論した内容は、
「英語の格（case）について（格文法（case grammar）では、SVO to（名詞）の名詞を「与格」、SVO 
for（名詞）の名詞を「受益者」とするが、それはなぜ？二重目的語構文と与格構文の意味的な違
いは？）」や「英語の文型について（5 文型では分類できない文は？また英語学習者にとって最も
有益な文型はなにか？）」、「命令文について（命令文の主語はいつでも you？そもそも、命令文と
いう名称は妥当？）」、「英語の比喩表現（メタファー・メトニミー・シネクドキー）について」などで

す。 
今後も、毎週研究会を実施していくと共に、Biber et al.の Longman Grammar of Spoken and 

Written English も読んでいき、メンバー各自が卒業論文のテーマを見つけ、各々研究を進められ
るようにしていきます。また、言語学系のゼミに参加している学生や、英文法を専門的に勉強して

みたいという学生に広く開かれた会にしていけるようにします。 
 
 

ドイツ語研究会活動報告書 
国際関係学科 美濃羽智子 

 はじめに 
ドイツ語研究会は、2014 年の 7 月から活動を開始した。毎週月曜日のランチタイムに、自習室で
活動している。12 月に入ってからは、ドイツ語を学んでいない学生と、月曜日の 3 時間目にアイコ
トバで、会話の練習をしている。以下は、7月から、月ごとに活動内容を記してある。 
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 7月~9月 
7 月中は、教科書の選定や、期末テストで、ほとんど活動が出来なかった。しかし、夏休みの間に
ドイツ語から離れてしまうことを恐れ、週に一度、単語 10 個と簡単なドイツ語の作文をマナバを通
して、メンバーと共有した。だが、メンバーの誰も、マナバを見なかったため、打ち切り。 
 10月 
台風によって、活動は限られたものになった。 
自分の夏休みについて、順番にスピーチを行った。スピーチの前に、スピーチの中で使われてい

る新出単語や、キーワードを黒板に書き、ある程度内容を理解してからスピーチをした。しかし、自

分でドイツ語を書くことが嫌だというメンバーの意見を受けて、打ち切り。 
 11月～12月 
ドイツの各都市と祭りについて、レジュメを順番に作成して、発表した。また、レジュメ内の重要単

語を、翌週テストした。この活動は、研究会の中にドイツ留学を望むメンバーが多いことを知って始

めた。彼女らにとって、ドイツの様子を少しでも知ることが、留学先を選ぶ際、プラスになると思った

からだ。祭りをテーマにした理由は、祭りがその土地の文化を形作る大きな一片であり、ドイツの文

化理解につながると考えたからだ。 
 11月 26日 
ドイツ語で書かれたレシピを基に、ドイツの本格的なソーセージ作りを行った。 
 さいごに 
色々と自分だけで決断することが多く、私の能力を超えており、少々苦しい一年だった。 
 
 

学吧☆ 教科書外の“中国”との出会い

中国学科 石川愛純

私たち、「学吧☆」は当初中国語学習を主とした活動をしていました。しかし、ただ中国語を学ぶ

だけでなく、中国学科の学生、中国人留学生や中国人講師、さらには他学科の学生と、異文化理

解を通して交流できる機会をつくりたいという結論に至り、現在は「橋梁会（桥梁会、日本語では

“懸け橋”という意味）」という日中交流会企画サークルと活動を共にしています。この自主学習で

は、中国文化や慣習、留学生や留学経験者との交流を通して中国語学習を行いました。

◆活動記録

 勉強会

当初は主に、毎週水曜日の午後、集まれるメンバーのみで活動しました。内容は様々で、

一人がその日の進行役を務め、学習する内容を決めました。興味深いニュース記事をメンバ

ーと一緒に読み、その中でいくつかの単語をピックアップして書面体と口語体との区別をしま

した。その後、橋梁会と活動を共にし、企画した「談話会（谈话会）」という学習会では、中国

人留学生を交え、身近にあるものや、会話の中でよく使うフレーズなどを習得しました。また、

中国のお菓子を持ち寄り、中国人留学生と日中両国の食文化の違いについて中国語で討

論しました。また、日常会話で使用する中国語だけでなく、学習会では、実際のニュース記事

を読むことによってフォーマルな中国語にも触れ、討論を通して異文化理解もすることができ

ました。中国人留学生や先生、中国留学経験者から得た知識は、授業でも得られないことだ

ったので、とても有用なものでした。（写真下左）
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 交流会

交流会では、これまでに「日中餃子交流会」、そして 中国人講師の顾先生を交え

た「明治村探索」を企画しました。探索中はすべて中国語で交流し、留学経験者たちも、「留

学の頃に戻ったようだ」と大変有意義な時間を過ごせたようです。本来、明治村探索は、主に

中国人学生が日本についての理解を深め、交流できる機会を作ろうという主旨で企画しまし

た。しかし、開催日程や、交通手段が不便ということもあり、期待していた参加人数に至りませ

んでした。この結果から、交流会を企画するには、自分たちが良いと思うものではなく、参加し

て い た だ く 相 手 方 が 何 を 望 ん で い る か に 重 点 を 置 く こ と が 最 も 重

要なのだと学びました。日中餃子交流会では、日本式の餃子と中国式の餃子の二種類を作

りました。企画メンバーによる、中国では大みそかに餃子を食べるという慣習紹介や、中国人

の先生や留学生が率先して、中国式の餃子の作り方を日本人学生に教えるという過程を通し

て、参加者全員が楽しく交流をすることのできる機会となりました。（写真下右）

 

フィンランド語学習会活動報告書：反復の場

国際関係学科 猪狩春樹

2014年度は愛知県立大学でフィンランド語の授業が開講された。このことはフィンランド語学習
会にとってとてもありがたいことになった。2012年5月から、独学でフィンランド語を学習してきたた
め、フィンランド語の文法を体系的に教えてくれる先生が週一回愛知県立大学に来てくれたことは

とても学習会にとって有益だった。ひたすら覚えるしかないと思っていた文法事項を整理すること

ができ、覚えることの負担が軽減された。特にフィンランド語は語の語形変化が豊富であり、それ

ぞれの語形に対しての語幹のパターンを覚えるのが非常に煩雑である。こうした文法事項を授業

の中でまとめることができたことは学習会での内容を反復することにもなった。 
フィンランド語の授業では、文法をしっかりと叩き込まれるので、学習会では文法を控えめにして、

インプットよりアウトプットに重点を置くことにした。その言語の体系がどのようになっているかを知る

ために文法はとても重要だが、その体系をしっかりと身に着けるために反復もまた必須になる。そ

のため、今回の学習会は、山下亜古（ ）『ニューエクスプレス フィンランド語』白水社 を最初

の第一課から順番に学習することにした。ニューエクスプレスシリーズは文法よりも会話のための
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表現に比重を置いているので、実際に話そうとするときに役に立つ表現を増やしていくことを目標

にした。そこで取り上げられているテキストは即使えるものが多く、まさに暗記してしまうべき文章ば

かりである。文法事項を気にしないで、口からすぐに出てくるように何度も反復することを学習会で

は狙いとしてきた。 
主に外国語を上達させるためには、反復がどうしても必要だが、個人で反復学習を継続してい

くことは難しい。学習会という環境を作ることでフィンランド語に触れ続けられるようにしたい。 
 
 

ポルトガル語研究会活動報告 
国際関係学科 木戸志緒子 

2年目の活動を振り返って 
本年度はスペイン語専攻の４年生が卒業し、日系３世のブラジル人の学生が２名、母親がブラ

ジル国籍の学生が１名参加したので、昨年度とは全く違った内容になりました。活動場所は昨年

度と同じ iCoToBaで、毎週金曜日のお昼休みに行いました。セルジオ先生、モルガン先生にご協
力いただき iCoToBaでのDVDの視聴が可能となったため、教材を有効に利用することができまし
た。具体的には、‘what i like about you ’ というコメディドラマの字幕を活動日の前に抜粋して印
刷しておき、その字幕と実際に使われている表現との違いなどをブラジル人の学生たちと話し合

いました。 
学外活動として、７月６日にフェスタ・ジュニーナというブラジル人学校のお祭りに６名で訪れ、ブ

ラジルのダンスを見たり高校生たちが模擬店で販売しているシュハスコやケーキを食べたりしてブ

ラジル文化を体験しました。昨年好評だったブラジル料理店の訪問については、台風のため中止

になったことが残念でした。 
フェスタ・ジュニーナの後、７月１７日には同じブラジル人学校の高校生が県大を訪問し、多文

化共生の講義で学生たちと交流する機会がありました。ワークショップの時は、話し合いのグルー

プに一名ずつ分かれて参加し、会話の援助ができるように配慮しました。また、毎週の活動の他に、

ロゼッタストーンを自主学習に利用しています。 
本年度の後期はメンバーのスケジュールが合わず、参加が少なかったのですが、いろいろな機

会に恵まれていたので、その点で有意義でした。学年や学科の違いを超えて活動することは難し

いこともありますが、継続できて良かったと思います。今後は DVD をより活用して実践的な会話や
読み物にも挑戦していきたいと思います。高等言語研究会に一年間ご支援いただきありがとうござ

いました。 
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「学生の海外体験学習とグローバル人材育成に関

わる研究大会」 参加報告 
 

国際関係学科 東 弘子 
 
高等言語教育研究所からの派遣により，「学生の海外体験学習とグローバル人材育成に関

わる研究大会～多様化する海外体験学習と質保証～」に参加した。研究大会では二日間に

わたり，基調講演，パネルディスカッション，ワークショップ，学生による学習成果発表などがあ

り，多種多様な海外学習体験の事例やプログラム運営に関する知見を得ることができた。 
以下、本報告では研究大会の内容と，本学における筆者の教育実践に照らした際の評価

および教育活動の運営に関する課題について述べる1。 
 
１．研究大会概要 
「学生の海外体験学習とグローバル人材育成に関わる研究大会～多様化する海外体験学

習と質保証～」は，文部科学省・日本学術振興会「グローバル人材育成推進事業タイプ B
（特色型）」採択校である東洋大学の主催による研究大会2であり，東洋大学（白山キャンパス）

で開催された。プログラムは以下の通りである。 
 
●2014年 11月 22日(土) ，  

Session1：全体会 10:00-11:50 
挨拶および基調講演「多様化する海外学習機会とグローバル人材育成の質保証」 

Session2：パネルディスカッション 13:00-14:10 
「グローバル教育とＥポートフォリオ～ポートフォリオを活用した学習成果分析の実例から～」 

Session3：分科会(学生による学習成果発表会) 14:20-16:00  
1. 「Role of Writing Centers at Japanese Universities」 
2. 「海外インターンシップの新しい試み」 
3. 「日本文化・日本語教育を通じた海外学習体験」 
4. 「実践型海外学習とフィールドリサーチ」 
5. 「高校生セッション：現地フィールド・スタディーの意味」 
6. 「グローバル・リーダー教育と入学前研修」 

Session4：ワークショップ 16:10-17:30  
「グローバル人材と世代間交流～メンター・コーチ・ロールモデル～」 

●2014年 11月 23日(日)  
Session5：全体会（JOELIN主催） 10:00-12:00 
「海外体験学習におけるプログラミング」 

                                                  
1 本派遣報告の内容の一部は「第 回言語教育研究会」（ ）においても発表している。 
2 その他 共催：大学教育における「海外体験学習」研究会 ，「グローバル人材 プロジェクト」運営委

員会 後援：特定非営利活動法人 国際教育交流協議会
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Session6：分科会(学生による学習成果発表会) 13:00-14:20 
7. 「海外体験学習をとおした学生の学びと帰国後の展開 Part 1」 
8. 「海外体験学習におけるプログラミング」（Session5の内容を受けて） 
9. 「PBL(Project Based Learning)型教育・協働教育・専門家養成教育」 
10. 「国連ユースボランティア」 

Session7：分科会(学生による学習成果発表会) 14:30-15:50  
11. 「海外体験学習をとおした学生の学びと帰国後の展開 Part 2」 
12.「現場主義と多様性」 

Session8：全体会 16:00-16:30  
総括 

 
分科会の学習成果発表会には，愛知県立大学も含め大学 23校と高校 2校が参加した。研

究大会は盛況で，各セッションにおいて活発に意見交換がなされており，大学や高校の教育

関係者，大学生や高校生など 450名ほどの参加があった3。 
二日間にわたる研究大会では，海外での学生の学びの具体的事例や，その学びを大学組

織がどのようにサポートし次のステップにつなげ，その成果を可視化する取り組みをしているの

かなど多くの情報を得ることができた。まずは,参加したセッションの内容や議論を報告する。 
 
２．参加したセッションの内容紹介 
Session1：全体会 基調講演 

Session１は，異文化適応能力の評価，海外学習に関わるアセスメント4研究の第一人者であ

る Dr.Darla K. Deardorff （デューク大学）による基調講演「多様化する海外学習機会とグロー
バル人材育成の質保証」がなされた。学習者の達成度の評価だけではなく，学習プログラムの

あり方への評価の重要性・必要性について，WhyそしてHowという問いかけをフロアに投げか
けながら，実際のアセスメントに関する研究リサーチの結果を提示し，特に海外学習における

アセスメントの課題について丁寧に説明された。海外学習について従来信じられてきた｢神話

（海外に行けば自動的に異文化適応能力が得られる，外国語を話す教員は自動的に異文化

適応能力を持っている，唯一のベストな評価ツールがある，・・・など）｣を否定し，学習者によっ

て産出されたテストなどのスコアのみを評価するのではなく，学習コース全体を通して，学習者

とスタッフが協働してクリエイティブなアセスメントをしていくことの重要性が述べられた。 
 

Session2：パネルディスカッション 
「グローバル教育と Eポートフォリオ～ポートフォリオを活用した学習成果分析の実例から～」 
芦沢真五(東洋大学)のコーディネイトにより，グローバル教育において実践されている E ポ

                                                  
3 東洋大学グローバル人材育成プログラム
参照（ ）。研究大会の詳細は，東洋大学の研究大会事務局より公開されている。報告書「学生の海外体

験学習とグローバル人材育成にかかわる研究大会」

一般にはあまりなじみがないが，教育学において「教師が教室内で用いている評価など，学習者のパフォーマン

ス，達成を評価する様々な方法」（ ）という広義の｢評価｣に関して，｢アセスメント｣という用語があてら

れている。 佐藤・熊谷
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ートフォリオの活用事例と課題について，3大学から報告があった。 
・東洋大学（荒巻俊也）：副専攻コースで導入している「国際交流ポイント制度」の紹介。3 割
程度の学生が参加し自主的にポイントとなる活動を入力。留学や英語テストのスコアなど

の記録により統計処理が可能となること，スタッフが情報共有できることが強み。 
・立命館アジア太平洋大学（カッティング美紀）：米国のセントエドワーズ大学との協働教育

プログラムGLUE（Global Collaborative University Education）)プロジェクト（全体で6000名が参加）
における活用事例報告。特に，事後のふり返りレポートへのフィードバックやピアラーニン

グの実践における効果の紹介。 
・愛知県立大学（宮谷敦美）：グローバル人材育成プログラムにおける事例紹介。学習の動

機付けや学習目標の意識化のための E ポートフォリオ利用の指導や，コミュニケーション
機能による留学中の学生の指導などの事例の紹介と，学習成果の可視化への取り組み。 

こうした事例紹介から，学習成果の把握(語学スコア、留学歴、ポイント数、授業の履修数)
という Output 的評価はしやすいが，Outcome 的な成果（コミュニケーション力、異文化適応能
力など）は長期的に獲得されるものであり，どのように評価できるか，また，学生の利用率や学

学内理解，認知度などのアップの必要性が課題として出された。 
Session 3：分科会 
参加した「日本文化・日本語教育を通じた海外学習体験」の部では，3大学の学生から報告

があった。 
・早稲田大学：SEND（Student Exchange Nippon Discovery）日本語教育海外プログラムの成果 
・立命館アジア太平洋大学：タイでの教育インターンシップに参加して 
・愛知県立大学：海外日本語教育実習での学び 
いずれも２～３週間の短期間の海外学習期間ではあるが，事前と事後の学びや学生相互の

コミュニケーションの中で実践を通して学んだ体験 
が生き生きと報告されていた。 

Session 4：ワークショップ 
「グローバル人材 5000 プロジェクト」による海外留学キャリアインパクト調査にもとづき，留学

経験者と若い世代との世代間交流を促し，日本のグローバル人材育成を支援する事業に関

する報告があった。具体的には，一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト(GiFT)，アン
ザスインターナショナル社などによって提供されるオンライン・プラットフォーム｢留学のすす

め.jp｣5を通じて，海外留学経験を持つ現役社会人と若い世代をつなげることで，人材育成の

連関をつくっていくプロジェクトである。東洋大学では，正規授業において「海外体験を持つ社

会人へのインタビュー」という課題をこのサイトを通じて実施する活動を始めている。 
ワークショップでは，フロアメンバーが全員参加し，海外在住経験者と非経験者がペアを組

んで海外での学びや異文化体験を共有する活動も行われた。 
Session 5：発表報告：海外体験学習におけるプログラミング 
｢海外スタディツアーにおけるプログラム作り｣として，東洋大学の箕曲在弘の具体的な教育

実践の事例が紹介された6。ラオス農村で実施している 9 日間のスタディツアーについて，カリ
                                                  
5一般社団法人 持続可能な国際教育推進のための研究コンソーシアム ｢留学のすすめ.jp｣ 

http://ryugaku-susume.jp/ 
6 東洋大学社会学部社会文化システム学科編 に詳しい。
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キュラムとしての目的や，事前事後の学習の仕掛け，実施プログラムの留意点など，詳細な発

表があった。それに対して国際理解教育の専門家として藤原隆章(同志社女子大学)からのコ
メントがなされた。海外での体験学習を実施する大学間の情報共有をする会である

JOELN(Japan Overseas Experienctial Learning Network)の主催するセッションであった。 
Session 6，7：分科会 
参加した「PBL(Project Based Learning)型教育・協働教育・専門家養成教育」の部では 3 大

学の学生より報告があった。いずれも，大学内の枠組みの学習プログラムにおいて，具体的な

テーマに基づいて国内外問わず国際場面の中で継続的に活動する中で，自身の学びと成長

を獲得していった様子が，それぞれの経験と成果をあわせ発表されていた。 
・立命館アジア太平洋大学：GLUEプログラム－繋がる過去、今、未来 

・国際教養大学：移民と地域社会のあり方について考えた UCバークレーとの PBL 
・神戸大学大学院：私のキャリアデザインにおけるキャンパスアジア・プログラム 

日本で経験するもう一つのグローバル社会 
筆者は，後半のセッションの時間は「海外体験学習におけるプログラミング」に合流し，海外

教育プログラムを実施しているスタッフ間での，さまざまな課題や情報共有をおこなった。実習

型学習における評価指標の基準の事例の紹介が，Session5 のコメンテーター藤原隆章によっ
て提示され，その活用方法についても議論した。 
Session 8：全体会 総括 
各分科会のセッションからのまとめが紹介された。海外体験学習をキャリア支援につなげて

いくためにも，多様なプログラムのあり方の中で，ボトムアップ的な自由な評価へ変化していく

ことが必要ではないかと議論がしめくくられた。 
 
３．体験型学習におけるアセスメントの重要性とプログラミング 
これらの発表や議論から，大会の副題にあるキーワード「質保証」のために必要なアセスメン

トのあり方に関する課題と，「グローバル人材」育成につながる学びに欠かせない学生のモチ

ベーションとフォローの観点から，大会参加を通じて学んだことについてまとめておきたい。 
筆者は，本学の授業｢基礎演習Ｉ｣や「日本語教育実習」などにおいて体験学習型の授業を

他教員との協力で実施しており7，2015 年度からは新しいカリキュラムで「プロジェクト型演習」
を担当する予定でもある。これら授業実践において同じ科目を担当する教員との間で授業活

動の質の向上のために議論することはあったものの，総合的なアセスメントとして学生の学び

に対する評価を学習者と協働しプログラム自体を変容させていくという考え方は全く目新しい

ものであった。基調講演者に対する質問者の発言の中で｢学習契約｣という概念を知った。学

習者個別にカスタマイズされたコース設定にもとづき，学習者ごとの能力ベースで評価をする

ことが，学びを有意義にしていくというものである。学習者それぞれが持っている力に違いがあ

ったとしても，アウトプットされた結果をもって評価してきている自らの常識を考え直す大きな機

会にはなったが，実際にはその実践は容易ではないと感じている。 
また，多くの体験型学習の実践がカリキュラム全体の中でどのような位置づけであるのか，カ

スタマイズされたプログラムをどの範囲の学生に提供できるのかといった点について，いくつか

                                                  
7 東弘子･亀井伸孝 参照（ ） 
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ものであった。基調講演者に対する質問者の発言の中で｢学習契約｣という概念を知った。学

習者個別にカスタマイズされたコース設定にもとづき，学習者ごとの能力ベースで評価をする

ことが，学びを有意義にしていくというものである。学習者それぞれが持っている力に違いがあ

ったとしても，アウトプットされた結果をもって評価してきている自らの常識を考え直す大きな機

会にはなったが，実際にはその実践は容易ではないと感じている。 
また，多くの体験型学習の実践がカリキュラム全体の中でどのような位置づけであるのか，カ
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7 東弘子･亀井伸孝 参照（ ） 

の事例対して質問し確認したところ，体験学習型のプロジェクトは，いくつかの演習のうちの選

択肢の一つであるケースが多いようであった。基調講演では，全ての学生に対して異文化学

習の機会を保証するトレンドが紹介されたが，多様な学生の現状を考えればモチベーションに

合わせた「選択」も重要なポイントであろう。 
こうした多様な事例の課題を共有する本報告が，本学における教育プログラムの質の向上

に少しでも寄与できれば幸いである。  
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