
 

様式 C-19 

科学研究費補助金研究成果報告書 

 

平成 22 年 4 月 17 日現在 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

研究成果の概要： 三浦が 2004 年 7 月に国際フランス語教授連合 FIPF アジア太平洋委員会

委員長になったのを契機に申請した研究課題である。台湾、インドネシア、ヴェトナムの同僚

を研究協力者に、日本、タイ、台湾、パリ,などで開かれる国際学会で研究交流を積み重ねた。

かつてフランスの植民地だったヴェトナムやインド洋のレユニオン、モーリシャス、南太平洋

のニューカレドニアを旅行しフランス語の使用状況について調査した。研究成果は研究課題に

直接間接にかかわる多くの論文にまとめて発表した。 

 
 

交付額 

                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

2005 年度 1,100,000 0 1,100,000 

2006 年度 800,000 0 800,000 

2007 年度 800,000 240,000 1,040,000 

2008 年度 800,000 240,000 1,040,000 

  年度    

総 計 3,500,000 480,000 3,980,000 

 

 

研究分野：外国語教育 

科研費の分科・細目：  言語学・外国語教育 

キーワード： フランコフォニー、非仏語圏、アジア地域、フランス語教育、言語政策、比較

文化論 

 
 
１． 研究開始当初の背景 

三浦が 2004 年夏に国際フランス語教授
連合 FIPF アジア太平洋委員会委員長にな
ったことを契機に「アジアの地域協力によ
る非仏語圏におけるフランス語教育振興
策の研究」を思い立った。 

 

 

２．研究の目的 

  アジアの非仏語圏諸国においてフラン
ス語教育を振興するにはどうすればいい
か。これは日本とアジアの他の国々と共通
の課題だと考え、研究交流しようと考えた。
フランス語を母語ないし公用語とする地
域、第二言語とする地域と、まったくの外
国語とする地域とでは、アプローチが違っ
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て当然である。非仏語圏のフランス語学習
には、直接職業に直接結び付く効用的動機
づけが弱く、文化的動機づけと知的動機づ
けが重要なファクターになる。したがって
「いかに教えるか」の教育技術だけではな
く「なぜフランス語を学ぶのか」の知的根
拠づけを教師自身がもち、それを説得的に
説明できなければならない。 

 

 

３．研究の方法 

  フランス中心ではなく、仏語圏のペリフ
ェリー（周辺）であるアジア諸国にみあっ
たフランス語振興策を模索するために、研
究交流を進める。フランス語で積極的に発
信する機会をつくらなければならないが、
フランス語で発信するにはコンテンツと
メッセージがなければならない。コミュニ
ケーションする中味はテーマ的に多岐に
わたるから学際的な知識が必要になるし、
たえず文化の比較、文化の対話、文化の翻
訳を意識しなければならない。フランス語
教育学と人文社会科学を結び付けること
と、フランス語を学ぶだけではなく、フラ
ンス語で何かを研究し表現することが求
められる。 

 

 

４．研究成果 
 (1) 以上のことを自ら実践することを心が
けたので、フランス語で学会発表しフラン
ス語で論文を書く機会が増えた。扱ったテ
ーマはフランス語教育だけでなく、地域語
や移民問題やライシテなどフランス研究に
かかわるものから、日本の近代史、神風特
攻隊の記憶、日本の食文化などをフランス
との比較の視点から論じるものが多い。フ
ランス研究からフランコフォニー研究、日
仏比較文化論に研究領域が拡大する結果に
なった。 

(2) 研究協力者の三人（台湾・インドネシ
ア・ヴェトナム）はいずれも FIPF のアジア
太平洋委員会のコアメンバーであり、2006

年 5 月に台北で開く第 1 回アジア太平洋地
域のフランス語教育学会を準備するために、
2005 年の日本フランス語教育学会に招聘し
てラウンドテーブルを開き、アジア・レベ
ルでの協力の気運を盛り上げた。2010 年に
は第 2 回アジア太平洋地域学会があり、フ
ランス教育振興のための地域協力は進んで
いる。 
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