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第６章 フランス共和国調査報告 
 

調査者：根本  彰（東京大学大学院教育学研究科教授） 

     足立 幸子（新潟大学教育学部准教授）     

 

１．フランス教育の理念、制度、教育課程の概要（根本 彰） 
（１）フランス教育の理念 

   フランスは革命によって共和制を選択したときに、国民一人一人が国の主役である

という考えが支配し、そのためこの国では学校を卒業するときまでに、学習者自らが

他者に対してわかりやすく自分の考えを説明し、互いにそれを交換して議論すること

ができる能力を身につけることが最大の教育目標となっている。これは、啓蒙思想に

基づく理性主義的な公教育論であり、紆余曲折はあるにしても、現在に至るまで継承

されている。 

 
（２）教育制度 

 いちじるしく中央集権的でかつ社会民主主義的な公教育制度をもつ。初等中等教育

は、全土を 29 の大学区に分け大学区庁が管下のリセ（lycée, 日本の高等学校に相当）、

コレージュ（collège, 同中学校に相当）、小学校の教育行政に責任をもち、管下の教

育行政について国の視学官制度があって監督につとめることになっている。教育財政

についても国家主体でつくられており、公立学校の教職員は国家公務員であり、学校

に関わって教育課程にかかわる部分については国家が負担することになっている。な

お、地方も教育にはかかわており県はコレージュの、市町村は小学校の土地・建物や

設備のような物的な要素を中心に負担するという分担がある。 

   学校は、小学校→コレージュ→リセ→大学と続く。義務教育はコレージュまでだが、

リセにはほぼ 100％の子どもが通う。リセの最後にバカロレア（baccalauréat）と呼

ばれる高校卒業資格試験に合格すれば大学に入学する資格を得ることができる。バカ

ロレアはかなり長文の論述させる問題が出ることが特徴であり、ここにおいて読んで

書くことの基本ができるのかどうかが問われていることがわかる。 
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図 6.1 諸外国の教育行政制度（文部科学省資料）より 

 

出典：www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo1/003/.../002.pdf 

 

（３）教育課程と教育方法 

 国民教育省は全国的な教育課程の基準として， 学習指導要領（programme）を定め

ている。このあたりは日本に似ており（というよりも明治期に日本がフランスを手本

にして制度をつくったというべきだろう）、学ぶ内容の基準は国家によって与えられる。

また、リセの最終学年で「哲学」を学ぶことを除くと、教科についてもほぼ類似して

いる。 

   しかしながら、学ぶ行為が私的なものとされているところが大きく異なる。まず教

科書出版は自由とされ、教科書検定制度のようなものはない。また、教科書の採択は

学校ごとに教員集団によって行われ、個々の教員の教科書使用義務はない。基本的に

教科書は各学校が備えるもので、児童生徒に対しては貸与制をとっているので年度末

に学校に戻されることになる。 

   以上のことは、学校での学習は教員に委ねられており、学習指導要領に沿っている

としても内容的にはかなり自由であることを示している。教科書はどちらかというと

日本の学校における資料集や教材に近いものとして扱われる。ただしこのことは、フ

ランスに限らず欧米においてはほぼ共通していると思われる。 
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２．カリキュラムにおける読書（足立 幸子） 
（１）教科と共通コンピテンシーズ 

   前述のように、フランスでは学習指導要領（programme）によって、教科の学習内容

が規定されている。 

   小学校では、フランス語、数学、体育、外国語、理科（実験科学・技術）、人文文化

（地理史と芸術実践）、歴史・地理、実用芸術と芸術史、ICT 活用技術、道徳・公民教

育の 11 教科が設置されている。コレージュ（中学校）では、体育、芸術教育、フラン

ス語、芸術史、歴史・地理・公民教育、古典言語・文化、外国語、数学、物理・化学、

地理、技術の 11 教科が設置されている。リセ（高校）では、タイプによってまた学年

によって多少異なり、文学、哲学、光学、経済学などが加わる。 

   これらの教科とは別に共通コンピテンシーズというものがある。これは、校種にか

かわらず、次の 7 本の柱が設置されている。 

 コンピテンス 1 フランス語のマスター 

 コンピテンス 2 外国語の実践 

 コンピテンス 3 数学の主要素と科学・技術文化 

 コンピテンス 4 ICT のマスター 

 コンピテンス 5 人文文化 

 コンピテンス 6 社会・公民コンピテンス 

 コンピテンス 7 自律性・自発性 

   コンピテンシーズは一見教科と重なるところもあるように思えるのであるが、完全

に教科に対応してはいない。例えば、MAGNARD 社のコレージュ 4 年生のフランス語教

科書のガイドブックには、このフランス語教科書のどのページが、どのコンピテンス

に対応しているかの一覧が載っている。例えば、フランス語の教科書であるにもかか

わらず、コンピテンス 1「フランス語のマスター」だけではなく、コンピテンス 4「ICT

活用」、コンピテンス 5「人文文化」、コンピテンス 7「自律性・自発性」にかかわるこ

とにもページが割かれていることが分かる。筆者（足立）は、同様のコンピテンシー

ズをスペインの調査でも見たことがある。教科は昔からあった学習内容を組織する単

位でいわゆる学問分野をもとに作られたものであり、コンピテンスの方は比較的新し

く 21 世紀になってから登場したもので、児童・生徒の現代生活を考える上で必要な能

力として設定されているものであり、DeSeCo のキー・コンピテンシー、義務教育を終

了した生徒が社会で必要とされる能力の発想とある程度関連があるのではないかと想

像する。すなわち、出口でどのような力が身についているかという発想である。CRDP

（後述）で、教科指導の中で教師が使用する評価用のコンピュータ・ツールを見た。

その中では、教師は教科目標（評価基準）を設置すると同様に、指導内容がどのコン

ピテンスのどのような項目に対応するかを書き込むようになっていた。これらからも、

教科は伝統的な教科概念であり、コンピテンスは児童・生徒が身につけておくべき基

礎能力として考えられていることが分かる。 
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（２）教科「フランス語」と読書教育 

   小学校のフランス語は、1 口頭言語、2 読むこと・書くこと、3 フランス語研究（語

彙・文法）の 3 領域からなっている。コレージュのフランス語は、1 言語研究（文法・

正書法・語彙）、2 読むこと、3 文字表現、4 口頭表現、5 芸術史、6ICT の 6 領域から

なり、学習時間は週に 4 時間である。リセでは、校種によってフランス語（4 時間 30

分）だけでなく文学（2 時間）という別教科を設置している場合があるが、概ね 17 世

紀から現代までの文学が中心教材となっている。先のコンピテンスと関連させて考え

ると、このような教科を履修した児童・生徒が、やはりコンピテンスを身につけた児

童・生徒になっている必要がある。 

   読むこと（lecture）は読書（lecture）と同じ語なので、読書についてはこの「読

むこと」の領域を中心に教育されていると言える。教科書の扱いが日本と違うので、

単純に用いているのが教科書か本かだけで、読書であるかどうかを判断するのは難し

い。ただ、フランスのフランス語の教科書を見ると、筆者の研究経験のあるスペイン

の教科書と非常に似ており、文学・芸術・演劇・コンピュータ上の画面など多様なも

のを読む機会を提供していることがうかがえる。インタビューの中でポワティエ大学

区庁の学校制度担当の視学官は、いわゆる文字を読むこと（lecture）はフランス語の

授業で扱っているが、読書推進はフランス語のカリキュラムには含まれないのではな

いかと述べていた。今回、学校図書館を運営するドキュマンタリスト教員の様々な取

組も聞いたが、読書推進として挙げられた本のコンクール（どの本が一番好きか／良

い本かを議論したり投票したりする）ことや、作家を招いてのワークショップなどは、

特定の必修教科の学習内容ではなく、希望者のみが参加するという形態であった。し

たがって、カリキュラムと読書の関係を見て行くときには、各授業の中で、どのよう

にして実際に読んだり書いたりしているかを見ていく必要がある。一方インタビュー

に参加してくれたポワティエ大学の大学院生は、自分の経験から、「読書の喜びはフラ

ンス語の先生から教わった。学校図書館のドキュマンタリスト教員は、図書館にいる

人という印象しかなかった」とも述べており、興味深い。 

   小学校教諭へのインタビューによると、小学校の「フランス語」のカリキュラムは、

一通り文字が読め、新聞や本などが読めるようになることが目指されているという。

日本では、小学校で習得した漢字だけでは、完全に新聞や本を読みこなすことは不可

能であるから、日本のペースよりはやや早いと理解した。コレージュでは、卒業試験

（Brevet）がある。その過去の問題例を見ると、ある小説の一節について、分析的に

読む（いわゆる読解）だけでなく、視点・時制を変えた書き換え、書き取り（読み上

げられたものを書き写す）、作文（地の文、描写、会話を含む）があり、フランス語を

駆使して何かを表現することについて、正確に理解することを重視する日本の高校入

試よりも高度であると感じた。リセでは、最終学年の文学の授業において扱うべき必

修作品リストというものが国民教育省の通達の形で発表されている。この通達による

と、リセの授業で、映像作品との比較や、関連する批評なども取り上げられて授業を

行うことが想定されており、リセでは学習者がこれらの文学作品・映像作品・批評を
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読みこなしつつ、自分なりに分析・批評ができるようになることが目標となっている

ことが窺える。 

 
（３）ICT 教育と TPE 

   最近フランスが力を入れ始めたものに、ICT 教育がある。これは、そのようなコン

ピテンスが設置されているのみならず、教科も設定されていること、加えて、やはり

出口のところで中等教育卒業試験 Brevet の 1 つとして情報活用能力認定証（B2i: 

Brevet informatique et internet）が有ることからも明らかである。TPE（Traveaux 

Personnels encadrés）は、リセで行われる探究的な学習である。これらは、学校図書

館とは強い関連があり、読書の教育という面においても強い影響力を持っていること

が想像される。 

 
   以上、フランス語の教育がどのような出口を想定しているかに着目することで、フ

ランスのカリキュラムに読書がどのように扱われているかを述べてきた。今回カリキ

ュラムのどの局面で読書を行っているかを具体的に視察することはできなかったが、

試験や通達などの出口を見ることで、様々な文献や作品を実際に読み、分析し、探究

したり批評したりするような授業が行われていることを、ある程度明らかにすること

はできたと考えている。後述のように学校図書館を運営するドキュマンタリスト教員

や、教材の開発・普及を目指す CRDP・CNDP がこのカリキュラムを様々な形でサポート

している。 

 
３．学校図書館 CDI とドキュマンタリスト教員（根本 彰） 
（１）はじめに 

   フランスの学校図書館の整備は日本と似たところがある。それは第一に第二次大戦

後にアメリカの影響で始まったところであり、第二に図書館員系列職員ではなく、教

員系列の職員が配置されていることである。このあたり、両国の教育体制が国家行政

主導であり、図書館員の制度化が遅れていたことがかかわっていると思われるが今後

の検討課題としておく。 

  
（２）当該大学庁における学校図書館とドキュマンタリスト教員の制度の概要 

    期 日：2012 年 9 月 17 日午前 10:00～12:00 

  機 関：Rectorate de Académie en Poitiers（ポワチエ地区大学区庁） 

応対者：Madame Annick Baillou, Inspectorice d'Académie（学校制度担当の視

学官。小学校の教員、校長を歴任）の話し 

   
 まず、Académie というのは大学区で、全国で 29 あるうちのひとつ。中央集権的な

国で学区も上から制定されているが、財政的には義務教育の小学校とコレージュ（中

学校）は自治体との分担になっている。 
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ここではこの地域の学校図書館 CDI（Centre de documentation et d'information）

とドキュマンタリスト教員（Profésseure documentaliste：日本流に言えば司書教諭

ということになる）についての説明を聞いた。 

コレージュとリセにドキュマンタリスト教諭が配置され、小学校に配置されていな

いのは、小学校は学級担任制であるのに対し、中高は教科担任制であることが大きい。

ドキュマンタリスト教員の養成は現在は教職大学院において教科（disciplines）の一

つとして行われているからである。その役割は①図書館のオーガナイズ、②利用者（生

徒・教員）への指導・アドバイス、③関連の研究調査活動、④他校との渉外、⑥Projet

（課題）である。これは、ほぼ、アメリカのスクールライブラリアンとも対応してい

るように思われる。養成は現在は修士課程で行われ、専門の資格 CAPES をとったあと

インターンを行い取得する。 

   ドキュマンタリスト教諭は 1986 年以来配置されてきたもので、この大学区に 239

の中高があるが、そこに 1～2 名が配置され、さらに私立学校を入れて 300 人ほどがい

る。うち CAPES をもたない約 50 人は契約によって配置されている。全国では 185 人ほ

どの新しい CAPES 取得者がいて、うち 145 人は新しい外部からの取得者、45 人は他教

科からの移行などの内部取得者である。給与等はほかの教諭と変わらない。年齢的に

は他から回る人がいるので少し高いかもしれない。 

   最後に私見でよいのでといって、この制度についての評価をうかがった。「まずこれ

はきわめてフランス的な制度でほかの国にはないのではないか。また、システムとし

ておもしろい。とくに教科を超えたところの横断的な学びをつくるための支援として

機能している。」というプラス評価であった。 

 
（３）リセ（高校）の図書館とドキュマンタリスト教員 

期 日：2012 年 9 月 17 日午後 2:00～4:00 

機 関：Lycée Victor Hugo（ヴィクトール・ユゴー高校） 

応対者：Madame Lise-Maud Paris, Profésseure documentaliste 

 

   近くの Lycée Victor Hugo に行って、実際の司書教諭の仕事を見る。この学校は生

徒が 1350 人ほどである。図書室 CDI は奥の方に入っていったところの中心的部分にあ

った。そのドキュマンタリスト教員 Madamme Lise-Maud Paris によると、この図書館

は近年整備されたものであり、それには作家の Alberto Manguel（著述家。『図書館 愛

書家の楽園』『読書の歴史』など）が近くに住んでおり、その支援（年に一回は講演の

作家を呼んでくれたり、珍しい本の寄贈をしてくれたり）によるところが大きい。図

書室は他よりも大きいといっていたが、思ったほどではなかった。また、蔵書 3 万冊

ということだが、書架と書架とのあいだには空白がかなりあり、それほど蔵書が多い

ようにも見えなかった。[つまり、TPE に対応するような専門的な調査がこの蔵書でで

きるのかという疑問が残った]Paris 氏はかなりの年齢のようで、数年に一度異動があ

るのですでに 10 か所くらいの学校を担当したという話である。最初から教員であった
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のではなく、ほかの職についたあとこの職の初期の段階のものに就いたということ。 

バカロレアのなかで文系フランス語試験では読むべき本が官報で指定され、それを

事前に読むことが必要になる。TPE（個人課題別学習）は高校において必修で、3 人ほ

どのグループで 9 月から 1 月くらいまで調査を行い最終的に論文と口頭発表を行う。

テーマは官報で分野ごとに与えられているが、2 つの教科にまたがることを原則とし、

それぞれの教科教員の指導を受けるものである。図書館が重要な研究の場であり、PD

は研究支援を行う立場である。これもまたバカロレアにおいて選択することができ、

チームでペーパーを提出し、口述試験を受けることになる。 

PD パリスさんは、教師というより図書館員の雰囲気がぴったりの人だった。つまり

PD というのがもっと教員的なものかと思ったがそうではないということである。また、

図書館もそれほど大きくはなく普通の図書館だったことも意外だった点の二つ目であ

る。DDC で分類された本、フィクションは別の棚、また雑誌と視聴覚資料は別にある。

それ以外に、この学校以外の教科書コレクションと職業別のパンフレットコレクショ

ンがほかにないものか。データベースも導入されているということだったが、詳しい

ことは分からなかった。古い本も一室に置かれていて昔の教養的な図書館のイメージ

が残っていた。 

 

  
写真 6.1 リセの図書室とパリス教諭     写真 6.2 リセ図書室の書架 

 

（４）コレージュ（中学校）の図書館とドキュマンタリスト教員 

期 日：2012 年 9 月 18 日午前 10:00～12:00 

機 関：Collège Théophraste Renaudot（テオフラスト・ルノドー中学校） 

応対者：M. Patick Bozetto, Profésseure documentaliste 

    

このコレージュはポワティエ近郊の Saint Benoit という小さな町にある。校舎も鉄

筋コンクリ―ト 4 階建てで日本の学校とあまり変わらない。図書室はコンパクトでよ

く整備されているという印象だった。日本の職員体制が整ってしっかり運営している

学校図書館とほぼ同じような規模で蔵書なども近いものがある。違いがどこにあるの

か。一つは教員用の資料が置かれているということで教育雑誌などが置かれていた。

ただ、教員の利用が多くないと話していた。とはいえ、インタビューの最中にも美術



90 

の教員が来て、これから図書館で行う美術関連の展示の相談をしようとしていた。教

科と図書館がさまざまに結びついている様子がわかる。（附属資料参照） 

   ドキュマンタリスト教員のボゼット氏に少し踏み込んだ個人的インタビューを試み

た。 

 

 小学校教員になったが、仕事が重く、家での仕事が多いなどたいへんということ

があったので、2005 年に PD になって 7 年がすぎた。読むのが好きだったことが大き

い。1989 年からこの職種が教員としてできたが、教員(professeur)といいながら、

教えることができずこの職は中途半端ではないかと思うこともすくなくない。かた

やデジタル化が進んで生徒のなかで紙メディアの位置づけが小さくなっているなか

で、PD がこちらにもっと進むべきという議論がある。自分自身は歴史出身で途中で

転職したので、マスターコースで学んでいないが、一般的に CAPES のレベルは高い

ので、若手の PD は十分デジタル技術も教えられるはずだ。ただ、教員としての認知

度が低い。このまま続けられるかどうかは不安がある。ポルトガル語をやっている

のでブラジルに行ってフランス語教師になることも考えている。 

 

日本でも 1950 年代から 60 年代にかけて愛知県や東京都で専任司書教諭の制度があ

ったがうまくいかないとされることが多かった。その理由の一つに「教諭」でありな

がら教室で教えることがないことに対する不満が挙げられたが、それと共通すると思

われる。この方の場合はもともと教員だったためにその点の不満があると思われる。

しかしながら、カリキュラムは当時の日本の高校が習得型のがっちりしたものとなっ

ていたのと比べると、この中学校でのカリキュラムは資料や情報に基づく調査を重視

するものになっている点で大きく異なっている。また、彼自身が述べているように、

若いドキュマンタリスト教員は教職大学院で情報や資料に基づく調査や教育について

学んでおり、基礎的な知識や技術の知識の違いもあるのではないかと思われた。 

 

  
写真 6.3 コレージュ図書室のカウンター 写真 6.4 コレージュ図書室での学習風景 
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 写真 6.5 ボゼット教諭 

 
（５）小学校の図書室と読書環境 

期 日：2012 年 9 月 19 日午前 10:30～12:00 

機 関：Ecole primaire Paul Bert（ポール・ベール小学校） 

応対者：M. Jean-Francois Michelle, Directeur（校長） 

 

ここはポワティエ市内の中心街にある小学校。古い建物であり、スポーツができる

校庭のようなものはなく、真ん中の空き地は舗装されていてでバスケットボールがで

きる程度のスペースしかない。門はロックされていて、小学校に関してはセキュリテ

ィが厳しいことがわかる。ちょうど水曜日だったが、フランスの小中学校は一般に休

みか半日で終わりで教会に通う日となっている。これは革命後の宗教分離によるもの

だそうだ。12 時には親が多数迎えに来ていた。 

ここの図書室は教室とは別室の狭い部屋二つを使っていて、入ると小学校 1 年生が

10 数人そこにいた。クラスの半分がここにきて、自由に本を読んだり、親のボランテ

ィアが二名来ていて、読み聞かせをしたりしている。専門職はおらず、ここにある本

は親からの寄贈や教員による購入（PTA 会費から）による。子どもたちは水曜日の午

前中にここにくる（水曜日午後は休みなのはフランスの学校全体で決まっている）。本

の貸し出しを行い全員が 1 週間借りる。本を読むことを振興しているのは、その後の

校長との話し合いでもわかった。PC もあったが使っておらず、ノートに児童名と書名

を書いていた。 
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写真 6.6 小学校図書室とボランティア 
 

４．メディア環境の変化と教育支援（根本 彰） 

（１）CRDP と CNDP 

期 日：2012 年 9 月 17 日午後 16:00～17:30 

機 関：CRDP 

応対者：Mme Martine Ferré, directeur, Mme Christelle Fillonneau, in charge 

of the documentation services. 

期 日：2012 年 9 月 18 日午後 14:00～16:00 

機 関：CNDP 

応対者：Mme Mônica Macedo-Rouet 

  

  CNDP（Centre national de documentation pédagogique）は国立教育ドキュメンテ

ーションセンターであり、CRDP（Centre de ressources et de documentations 

pédagogiques）は 31 ある支部の一つでこの大学区を担当する教育ドキュメンテーショ

ン資源センターである。CNDP はフランス全体に一つしかないセンターで、これがポワ

ティエ郊外にあるのはパリからの政府機関の分散化政策があり、それによってこちら

に移転してきたと聞いた。CRDP はそれ以前からポワティエにあったものである。 

   教育ドキュメンテーション（documentation pédagogique）という概念は少々理解し

難いが、もともとは学校教育に関する教材や教育資料の制作と流通を行うための組織

であったが、近年の ICT 導入により学校におけるソフトウェア開発、教材コンテンツ、

教員向けのソフトウェア、さらにネットワーク整備までを扱うものになっている。日

本の教育委員会にも教育資料（情報）センター等の名称をもった組織がつくられてい

る場合があるが、これが全国組織として整備されたものと考えられる。 

   ポワティエ地区の CRDP はナショナル・センターが近くにあることが影響して、他の

地区の CRDP とやや違った性格をもっている。それは、とくにデジタルコンテンツとソ

フトウェア開発に力を入れているということで、そこでとくに紹介されたのは全仏の

学校図書館で使われている学校図書館の管理ソフト（資料の整理や検索、貸出しのた

めのもの）を開発しているということで、学校での検索に対応して本の内容を目録で

示したり、新刊書の内容紹介を行ったりといったことを容易にするものだということ

である。 
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   CNDP については、教育省の出版部門としての役割、教育に関する広報センターの役

割、教育資源への全国レベルでのアクセス平等を果たす役割、教育情報関係のイノベ

ーション開発の役割がある。教育関係インターネットサイトの作成、教育関係のビデ

オ等の教材をつくる仕事をしている。300 人のドキュメンタリストがいる。ヨーロッ

パでもこういうナショナル・センターがあるのはフランスが唯一と思われ、1980 年代

からある。 

   ドキュメンテーション関係のところについてとくに詳細に話しを聞いた。①CDI 支

援、PD への支援、②ドキュメントのネットワーク・データベース支援、③調査・統計

の提供、④教材を保存管理し、再活用できるようにする。CRDP の役割である地元密着

型の教員が利用しやすい場所を提供することに、全国レベルで貢献することであり、

CDI が今後ラーニングセンター、展示場、研修の場なるのに貢献している。CRDP の図

書館 médiathèque は教員用の資料や教材が置いてあるが、そのなかでおすすめ図書の

セットと教員用ガイドを一緒にした「読書セット」はよく利用されている。また、PD

を 支 援 す る た め の サ イ ト を 用 意 し て い る 。（ Savoir CDI （「 CDI を 知 る 」）

http://www.cndp.fr/savoirscdi/）  

 
（２）公立図書館（Médiathèque François-Mitterrand） 

期 日：2012 年 9 月 19 日午後 14:30～16:30 

機 関：Médiathèque François-Mitterrand, Poiers 

応対者：Mme Martine Pelletier, person in charge of the youth department 

 

 最後に、ポワティエ市立図書館中央館（フランソワ＝ミッテラン・メディアテーク）

を訪問した。フランスの公立図書館というと、古い歴史的資料をアカデミックな利用

者に提供するところというイメージがあったが、20 世紀末から 21 世紀にかけてその

あたりの考え方も随分変わったようだ。パリの国立図書館(Bibliothèque nationale)

はセーヌ左岸の新開発地区に移転し、フランス国立図書館（Bibliothèque nationale de 

France)という斬新な建築デザインの大図書館になっている。その立役者はルーブルの

改革なども含めて 20 世紀末にパリの大改革をしかけたフランソワ・ミッテラン元大統

領である。ポワティエの中央館の名称にミッテランの名前が入っているのは、この改

革の一環に位置づけられて新しくつくられたものだからである。ほかにも同名の図書

館はフランス各地にある。 

   これはポワティエ市の中心部にあり、隣にはロマネスク様式の大聖堂として世界的

にも有名なサンピエール大聖堂がある。ポワティエは 5 館体制で図書館サービスを行

なっており、現在 6 館目を建てているということであった。この図書館は 8000 ㎡の面

積に 60 万点の資料があるということで、かなり大規模な図書館といってよい。実際、

児童室を中心に見たがゆったりしたスペースに資料と家具が配置されていた。資料は

児童サービス担当の専門司書が担当して選書や整理・排架を行なっているし、さまざ

まな行事をやったり展示会をやったりしている点でも同様であった。日本のコミック
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はフランスではどの書店でも売られているが、この図書館でもひとつのコーナーで集

められていた。先に述べように学校や教員向けの資料は CRDP が専門に担当することに

なっているので、こちらは直接子どもたちの利用を中心にしているようだった。 

 メディアテークと言っているようにマルチメディアの資料に力を入れようという姿

勢はあるようだったが、全体としてこれまでの図書館の概念と大きく違っていると感

じられるところはあまりなかった。アルトテーク(Artothèque)と呼ばれる美術図書館

に絵画や版画などの作品が置かれて 60 日の貸出しをしていることや、CD や DVD など

がかなりよく揃っていることなどに特徴が見られる。また、既成のデータベースを導

入し提供するだけでなく、こちらの地域情報のデータベースの提供も行われていた。 

 そのなかでこちらの最大の特徴は中世以来の古文書・古文献を豊富に所蔵し、世界

中の研究者を集めているということだろう。フランス革命で貴族や教会から押収した

そうした資料は図書館に集まり、それを管理することが図書館の役割とされてきたか

らである。また、フランスの法定納本制度(dépôt légal)があって、この地方の出版物

の出版者は必ず 1 部をこの図書館に納入しなければならないので、自ずと地域資料が

豊富に収集できる仕組みになっている。 

 

  
写真 6.7 ポワティエ市立メディアテーク入口  写真 6.8 メディアテーク児童室 

 

 
写真 6.9 どこかで見た本が… 
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５．おわりに（根本 彰） 

  以上、フランスにおける読書教育とドキュマンタリスト教員による学習支援について

見てきた。おおざっぱにいえば、小学校ではクラス担任を中心として読み書き能力を身

につけ、フランス語教育に基づく読書の習慣化が試みられている。学級文庫やボランテ

ィアによる学校図書館サービス、公立図書館を中心とした読み物の提供が行われている

が、それほど組織的なものではない。これが、コレージュ、リセと上がるにつれて、読

書環境をサポートするだけでなく、伝統的な教科に基づくカリキュラムと、教科とは別

に設定された共通コンピテンシーズに基づく教科横断的なカリキュラムに対応すること

が要求される。このときには学習者が自ら発見して学ぶための学習資源や情報が必要と

なり、各学校にドキュマンタリスト教員が配置されて、教科教員と連携しながらそうし

た探究調査型の学習に対する組織的支援体制が組まれている。リセの個人別課題研究

（TPE）はその総決算である。これは教育評価の方法と関わり、コレージュの最終卒業試

験 Brevet やリセの卒業資格試験 Baccalauréat においては、じっくり考えさせるような

出題がなされ、このタイプの学習経験が重要な役割を果たすことが指摘されている。 

  ドキュマンタリスト教員の養成は現在教員養成系大学院において、教科教員の一つに

位置づけて行われている。英米系の国では大学院における図書館員の養成課程のなかに

位置づけられるのが普通であるが、フランスは教員養成系の課程で養成されていること

が最大の特徴である。 

 
＜参考文献＞ 

 フランス教育学会『フランス教育の伝統と革新』大学教育出版、 2009. 

 全国学校図書館協議会フランス学校図書館研究視察団『フランスに見る学校図書館専門職

員：ドキュマンタリスト教員の活動』全国学校図書館協議会 2012 

  Francoise Leblond、 Les nouveaux documentalistes、 Ellipses、 1994.  
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＜フランスの読書関係資料＞ 

 
【資料１】Brevetの過去問題集の問題例 

 

次のテキスト及び設問は、コレージュの学校図書館に所蔵されていた中学校卒業試験

Brevet の対策問題集（2008 年版）に掲載された問題例である。この問題集の序文には過去

数年間に実際に出題された問題を用いていることが述べられており、次に示すのは西部地

区で実施された「長編・短編小説」ジャンルの問題例である。 

 

テキスト 

 

中国文化大革命下（1966～1976 年）、語り手（17 才の男子生徒）はある田舎の村に送られ、

労働による再教育を受けさせられる。そこでは娯楽が一切禁止されている。ある日、彼は

バルザックの小説『ユルシュール・ミルエ』の中国語訳本をこっそり手に入れるが、その

本を返却すべき時がくる。 

 

 突然、ぼくは自分が何をしたいのかを理解した。 

ぼくは『ユルシュール・ミルエ』のお気に入りの一節を一字一句書き写すことに決めた。

本を書き写したい、なんて思ったのは生まれて初めてのことだった。ぼくは紙を求めて部

屋中を探し回ったが、出てきたのはぼくらの両親に手紙を書くための便箋数枚だけだった。 

そこでぼくは羊皮の上着に直接文章を書き写すことにした。この上着はここに到着した時

村人がぼくにくれたもので、表側は長さの不揃いな羊毛、裸皮の裏地になっている。皮は

ところどころ傷んでひび割れ、書き込めるスペースがあまりなかったので、ぼくはじっく

り時間をかけて文章を選んだ。そしてユルシュールが夢うつつで旅する場面を書き写した。

ぼくも彼女のようになりたかった――自分のベッドでまどろみながら、ここから 500 キロ

も離れた実家のアパートで母がしている家事を眺め、両親の夕食風景を間近に見て、二人

の様子や食事のメニュー、料理が盛られた皿の色を観察し、料理のいい匂いを吸い込み、

両親の会話に耳を傾ける…。もっといいのはユルシュールのように、一度も行ったことの

ない場所をまどろみながらこの目で見ることだ…。 

 山に住む老いた羊の皮にペンで文字を書くのはたやすいことではなかった。皮はくすん

でざらざらしていたし、できるだけたくさんの文章を書き写すためには極度に小さい文字

で書き込まねばならず、これには並々ならぬ集中力を要した。両袖の部分に至る皮地の全

面をすっかり文字で埋め尽くしてしまうと、ほとんど骨折したかと思うほど指が痛んだ。

そしてぼくは眠りについた。 

 

戴思杰（ダイ・シージエ）『バルザックと小さな中国のお針子』©ガリマール出版社、2000

年 
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設問 

 

第 I 部．演習 1 設問（15 点） 

I．辛い日常生活（5.5 点） 

1．どのような語りの視点が用いられていますか。解答の理由も述べなさい。（1.5 点） 

2．語り手が困難な条件下で暮らしていることを示す箇所を挙げなさい（必ず 2 か所挙

げること）。（1 点） 

3．語り手が誰かと同じ部屋で一緒に暮らしていることを示す手がかりを、テキストの

中から抜き出しなさい。（0.5 点） 

4．語り手の上着に関する描写の中で、どのようなところから彼が貧しいことがわかり

ますか。（1.5 点） 

5．この辛い生活が以前の生活と対照的なものであることを示しなさい。（1 点） 

II．逃走の可能性（6 点） 

6．a）「somnambule（夢うつつの）」（11 行目）の単語を 2 つの異なる語基に分解しなさ

い。（0.5 点） 

b）これら各語基のグループに属する単語を 1 つずつ挙げなさい。（0.5 点） 

7．テキスト全体から睡眠に関連する語彙群を抜き出しなさい。こうした睡眠に対する

愛着はどのように解釈できますか。（1.5 点） 

8．「ぼくも彼女のように～見ることだ……」（1.11～17 行目） 

a）条件法過去形の動詞を 2 つ抜き出し、その使用法について説明しなさい。（0.5 点） 

b）テキストを参照しながら、どのような感覚器官が語りの中に用いられているか説

明しなさい。（1 点） 

9．a）ユルシュール・ミルエと自分を重ねて、語り手が実現を望む 2 つの願いとは何で

すか。各解答には根拠となるテキストを引用すること。（1 点） 

b）2 つの願いのうち、彼はどちらをより強く望んでいますか。（0.5 点） 

c）この選択は彼のどのような欲求を表わしていますか。（0.5 点） 

III．書き写す努力（3.5 点） 

10．次の各文章から、語り手の性格についてどのようなことがわかりますか。「ぼくは

『ユルシュール・ミルエ』のお気に入りの一節を一字一句書き写すことに決めた（2

行目）」「ぼくはじっくり時間をかけて文章を選んだ（9 行目）」（1 点） 

11．語源または同じグループの単語を使用しながら、「極度に小さい文字（une écriture 

minimaliste）」（20 行目）とは何か説明しなさい。（1 点） 

12．結果を表わす従属節をはっきりさせて、文章「皮はくすんでざらざらしていたし、

できるだけたくさんの文章を書き写すためには極度に小さい文字で書き込まねば

ならず」を書き換えなさい。（0.5 点） 

13．テキストの最後の文章が短い理由を書きなさい。語り手は自分の企てが成功した喜

びにゆっくりと浸っていますか。またそれはなぜですか。（1 点） 
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設問（続き） 

 

第 I 部．演習 2 書き換え（5 点） 

第二段落（「ぼくは」から「数枚だけだった」まで）について、単数形の語り手を対応

する複数形に置き換えて直説法現在形で書き換えなさい。 

 

第 I 部．演習 3 書き取り（5 点） 

書物は記号の森のようなものだ。ただしこれは熱帯の森ではなく、手懐けられ整備され

た森、ある種の遊園地であり、目と鼻の先にある楽園なのである。そもそも本を読む時、

本の「ページをめくる＝feuilleter」と言いはしないだろうか。ということは、本にも

木と同じ「葉っぱ＝feuille」があるのかもしれない。木々の枝に囲まれて読んだ、森

について語る本は忘れ難いものとなる。だから海について語る本は水の中でも読めるよ

うにしなければならないし、毎晩私たちに星の話をしてくれる本はきらきら輝いていな

ければならない。いや、そんなのはもちろん夢物語なのだが。 

ジャック・ラキャリエール 

 

第 II 部．作文（15 点） 

若き主人公のルームメイトであるルオがひょいとやってきて、バルザックの文章を書き

取っている彼に、なぜそんなことをしているのかと理由を尋ねます。その様子を詳しく

物語りなさい。 

指示： 

作文には、地の文、描写および論拠ある対話が含まれていなければなりません。これら

各要素は順に整然と記述してもよく、また各要素が混在するような形で物語ることも可

能です。 

評価にあたっては、文章および綴りの正確さが考慮されます。 
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【資料２】国民教育省通達 

 高等学校最終学年文系クラスの文学カリキュラムに組み込まれる必須学習作品リスト 

 

MENE1204047N-国民教育省 

 

ホーム＞公報＞公報＞2012 年＞2012 年 3 月 15 日付第 11 号＞初等・中等教育 

 

初等・中等教育 

高等学校最終学年文系クラス 

 

2012～2013 年度文学カリキュラム 

NOR：MENE1204047N 

2012 年 2 月 20 日付業務通達第 2012-026 号 

MEN（国民教育省） – DGESCO（学校教育総局）A3-1 

 

文書宛先：大学区長、イルドフランス学力試験・入学試験大学区間連携課長、大学区視学

官／地域圏文系教育視学官、各学校長、各文学教師。 

参照：2011 年 7 月 12 日付アレテ（省令)（2011 年 9 月 20 日付官報および 2011 年 10 月 13

日付国民教育特別公報第 8 号にて公示） 

 

2012～2013 年度の高等学校最終学年文系クラスの文学カリキュラムに組み込まれる必須

学習作品のリストは、以下のとおりである。 

 

A．学習分野「文学と映像の言語」 

作品 

『地下鉄のザジ』レイモン・クノー著（使用図書は教師が選択） 

『地下鉄のザジ』ルイ・マル監督 

各学校においては、オーディオビジュアル放送アトリエ（Adav：所在地：41 rue des 

Envierges, 75020 Paris［contact@adav-assoc.com］）よりこの映画の DVD（リファレンス

番号 No. 63694）を入手すること。 

高等学校最終学年文系クラスの文学教育カリキュラム（2011 年 10 月 13 日付国民教育特別

公報第 8 号にて公示された 2011 年 7 月 12 日付アレテ）には、「文学と映像の言語」分野に

関する演習の目的が「異なる芸術的表現形式間の関係および交流について、生徒に具体的

な学びの機会を与えること」である旨明記されている。ここでは限定的カリキュラムとし

てレイモン・クノーの小説『地下鉄のザジ』（1959 年）とルイ・マル監督による同小説の

映画化作品（1960 年）を取り上げ、文学とオーディオビジュアル表現（この場合は映画）

との間の関係性を明らかにしていく。レイモン・クノーのテクストとルイ・マルの映画の

間には、原作とその脚色という関係をはっきりと見て取ることができる。それぞれに適切
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な分析ツールを用いつつ両者を比較し、これら創造的表現手段の類似性と個性を明らかに

することがここでの狙いである。具体的には、2 つの作品に見られる明確な現代性、顕著

に内省的かつ因習打破的な側面から、各芸術コードの境界、各々がカバーする領域、各コ

ードの典型性等に関する批評的な問題提起を行う。ここでは単なる説明に終わるのではな

く、芸術形式の転換、さらには小説作品のもたらす経験を拡大するような事例を、映画を

見ながら学んでいく。ルイ・マルはクノーが勝ち取った表現上の自由を自らの映画作品に

取り入れて育むことで、映画にもこれと似た新しい手法――すなわち統辞法、ジャンル、

語りのトーン、引用方法、喜劇的形式といった各要素に対し、異化や言語の脱構築・再構

築などの詩的操作を施すこと――を持ち込もうとしているのである。 

 

教師のための参考資料 

―レイモン・クノー『全集 第 III 巻－長編小説』および『第 II 巻』、ガリマール社、プ

レイヤード叢書、編纂責任者アンリ・ゴダールによる解説文『地下鉄のザジ注釈』。 

―ロラン・バルト『ザジと文学』、『批評』誌 1959 年 8～9 月第 147－148 号、P.675～681；

選集『エッセ・クリティック』、スイユ出版社、ポワン―エッセ叢書に再掲。 

―ミシェル・ビゴ『レイモン・クノーの地下鉄のザジ』、ガリマール社、フォリオテック叢

書。 

―アンヌ＝マリー・ジャトン『クノー：笑いを誘う能力』、アンフォリオ社。 

―フィリップ・フレンチ『ルイ・マルとの対話』、ドノエル社。 

―ピエール・ビヤール『ルイ・マル――孤独な反逆者』、プロン社。 

 

B．学習分野「読む、書く、発表する」 

作品 

『ロレンザッチョ』ミュッセ著 

高等学校最終学年文系クラスの文学教育カリキュラムでは、「読む、書く、発表する――と

いう一連の言葉を、各段階が互いに作用し合って相互的に確立されていくひとつの連続体

を指すものとして理解すべきである」としているが、「カリキュラムに組み込まれる作品の

内容から、教師が重点的に教授すべき観点が決まる」とも明記している。『ロレンザッチョ』

はもともと豊かな間テクスト性を呈するが、とりわけ受容（「書く、発表する」）に重きを

置きつつこの作品を味わうことが肝要である。こうした観点から見た場合、『ロレンザッチ

ョ』を特徴付けるのは以下に示す 3 重の「ズレ」である。 

―上演されないことを前提とし、さらにはそれを理論化することにより書物という形式（肘

掛け椅子の中で見る芝居）で発表された戯曲の「ズレ」。 

―1830 年以降のフランスに向けてまさにフランスのことを語るにあたり、婉曲的にイタリ

ア・ルネッサンス時代をテーマに選んだ作者の「ズレ」。 

―演劇としての上演がかなり後になってから（1896 年）実現した戯曲の「ズレ」。舞台芸

術としての「創作」がこのように遅れたことは、本作品の意味を必然的に変えることにな

った。以降、本作品は繰り返し再演され、演出のたびに新たな再文脈化が行われている。
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これらの中から教師が最も代表的だと思うものを選択することも可能であろう。 

ここでのポイントはあらゆる上演や解釈を網羅的に知ることではなく、ある作品について

学びながらその発表媒体、受容の範囲および背景に応じた意味論的変化や作品の豊かさを

理解することである。 

こうした観点から、カリキュラムに記載される「習得すべき能力」および「目標」を参照

する。 

このために、教師は自ら選択した使用図書を生徒に提示する。各社から文庫本が出版され

ており、それぞれ付属資料として作品の誕生や受容に関する資料、舞台上演の紹介または

批評などを併録している。また必要に応じ、自らの教案に役立つ各種テクストや文書（ミ

ュッセ自身の発言、19 世紀または 20 世紀の批評的言説、演出家の言葉、一部上演作品の

ビデオなど）によりこれを補うのも教師の裁量に任せられる。 

 

教師のための参考資料 

―上演・発表に関する問題について：フローレンス・ノーグレット『ロマン派演劇――歴

史、エクリチュール、演出』、スイユ出版社、ポワン―エッセ叢書。 

―歴史・政治に関する問題について：ポール・ベニシュー『幻滅の学校』、ガリマール社、

『ミュッセ』の章。 

―シモン・ジュンヌ編纂によるガリマール社プレイヤード叢書、ミュッセの『戯曲全集』

の付属資料には、研究ノートおよびその他の有用文献が掲載されている。 

―関連ウェブサイト、参考文献、批評、演劇アーカイブへのリンクを紹介する「ミュッセ

作『ロレンザッチョ』のためのウェブ上電子文献目録」が、ウェブサイト「Eduscol」の「演

劇」ページにて利用可能。 

―『ロレンザッチョ』のカリキュラム組み込みには、授業におけるウェブサイト

「Antigone-enligne（アンチゴネ―オンライン）」（http://www.cndp.fr/antigone/）の使

用によるオンライン教材（複数の演出例の比較対照用抜粋および他の関連文書）の併用が

想定されている。 

 

国民教育・青少年・市民生活大臣の代理として、 

委任により 

学校教育総局長 

ジャン＝ミシェル・ブランケ 
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国語（フランス語）-1 年目（Classe de seconde）のための資料-Éduscol 

 

国民教育省 

 

éduscol 

教育者向け国営サイト 

 

ホーム＞参考資料＞国語（フランス語） 

国語（フランス語） 

 

高等学校（普通科・職業科）1 年目（Classe de seconde）のための資料 

 

高等学校（普通科・職業科）における国語（フランス語）および文学のカリキュラム実施

を補足する目的で、本サイト édusol では教師向けの各種参考資料を学年別、学習目標別に

用意しています。これらの資料は現在も作成作業中で、1 年目（Classe de seconde）、2

年目（classe de première）および最終学年の授業用に、順次更新していく予定です。 

 

19 世紀の長編・短編小説：リアリズムと自然主義 

参考資料：19 世紀の長編・短編小説：紹介／学習の進め方（学習対象の明確化／現実から

小説へ――コンセプト構築の各段階／短編小説と長編小説――開拓すべきフィクションの

領域／文壇の人々／文学と人文科学）／芸術の歴史：視覚芸術／言語学習／メディア教育。 

 

17 世紀の悲劇と喜劇：古典主義 

 

19 世紀～20 世紀の詩：ロマン主義からシュールレアリスムへ 

19 世紀～20 世紀の詩：紹介 

19 世紀～20 世紀の詩：学習の進め方：詩と詩法／詩は単独で存在するのではない――詩と

視覚芸術／夢の幻想的領域／都市の慣行、現代の詩法／詩と音楽／詩と舞台芸術／どう名

付けるか？ ――現代におけるテーマの危機と叙情性／韻文の危機？ ――韻律構成、脚

韻、条理／反逆としての詩。 

19 世紀の詩：芸術の歴史：カリキュラム実施上の推奨事項／ロマン主義的熱情／象徴主義

をめぐって／シュールレアリスムにおける欲望と狂気／横断的アプローチのために。 

19 世紀～20 世紀の詩：言語学習のために 

19 世紀～20 世紀の詩：メディア教育のために 

 

論証のジャンルと形式：17 世紀および 18 世紀 

教授方法の自由の原則 

学校の未来のための基本計画法（2005 年 4 月 23 日付法律第 2005-380 号）の適用により、
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「教員による教授法選択の自由は、国民教育担当大臣の定めるカリキュラムおよび指導要

領を遵守し、また学校監督機関によるアドバイスおよびチェックを伴う学校・教育機関毎

の教育計画に関する枠組みの範囲内において認められ」ます。 

したがって、カリキュラムは教師にとって唯一の規則化された指標ということになります。

教員に提示される資料および文書はこの原則を保証するものであり、担当するカリキュラ

ムを十分理解し、生徒による学習の内容を組み立て、目標に応じて最適と思われる教授方

法を選択するのは各教員の役割です。 

DGESCO が提示する授業用参考資料は支援ツールに過ぎず、その利用はあくまで教師の自由

な選択に委ねられています。 

2011 年度より以下のカリキュラムが施行されています。 

・研究科目「文学と社会」カリキュラム 

・1 年目（普通科・職業科）向け国語（フランス語）カリキュラム 

・普通科 2 年目向け国語（フランス語）カリキュラムおよび文系 2 年目向け文学カリキュ

ラム 

・職業科 2 年目向け国語（フランス語）カリキュラム 

新規 文系最終学年向け文学カリキュラムは 2012 年度より施行されます。 

 

2012 年 7 月 26 日更新 

 

国民教育省－学校教育総局－一部無断複写・転載を禁ずる 
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【資料３】ドキュメンテーション情報センター（CDI）の活動総括（2011/2012 年度） 

 

パトリック・ボゼット 

テオフラスト・ルノドー中学校 

ドキュマンタリスト教諭 

 

 本格的な文献検索ポータルサイト「ESIDOC」の開設により、CDIは昨年度来ネット上にお

けるその存在感を強めている。2011/2012年度には、生徒の間でもESIDOCに対する認知度が

徐々に高まってきた。この文献検索ポータルの利用率が最も高いのは第6学年・第5学年の

生徒であるが、本ポータルは向こう一年間を目処に新たなデジタル学習空間（ICAR）の中

に組み込まれることになっており、あらゆる学校関係者の文献検索作業において身近に利

用されていくものと思われる。 

 

蔵書 

 蔵書については、国語（フランス語）教師が購入した一連の図書すべてが文献データベ

ースに組み入れられたこともあり、2010/2011年度の6,673冊から2011/2012年度の7,352冊

へと大幅な増加（＋679冊）をみた。 

一方、CDI（より正確にはドキュメンテ−ション情報センター）は新規に300冊の図書を購入、

その内訳はフィクション220冊（長編小説、バンド・デシネ、漫画、説話等）、ドキュメン

タリー80冊となっている。 

 定期購読に関しては、新たな刊行物1件（『Histoire junior〔歴史―ジュニア版〕』誌）

が追加され、従来からの2件についてその購読を取りやめた（『InterCDI』誌、『le Monde 

dossiers et documents〔ル・モンド－話題のテーマと資料〕』誌）。 

 

新規図書等購入に際しての基本指針： 

 

• 読書の楽しみを伝える。 

- 生徒、教職員らによる購入希望ノート。

- カレントアウェアネス。 

- 文学賞：クロノス文学賞、ポワチエ市歴

史小説賞。 

 

• 図書に関する生徒の要望にしっかりと応えられるよう、（教科担当教師との連携により）

学習カリキュラムの内容およびその変化に即した図書等を購入する。 

例えば今年は芸術およびその歴史に関連する図書、ならびにスペイン語辞書類（第6学年英

西2か国語クラスの開設）を重点的に補充した。 

 

• 教科プロジェクトとの関係強化 

 例：6Aクラス生徒の「変身」をテーマとした読書チャレンジ用に、長編小説、ドキュメ

ンタリー、写真集、バンド・デシネおよび説話各6冊ずつを新規購入した。 
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デジタルリソース： 

 2012/2013年度におけるESIDOCのICARへの統合により、学校関係者（生徒、教職員およ

び生徒保護者）はウェブサイト「lesite.TV」、「メモエレクトル・プリュス（Memoélectre 

plus：図書検索サービス）」へのアクセスが可能となる。後者へのアクセスについては、

これまでドキュマンタリスト教諭に限定されていた。 

 

註：ルノドー中学校の各関係者は、無料でポワチエ地域圏教育資料センター（CRDP）への

登録が可能（中学校による費用負担）となっており、これによりユーロプレス

（Europresse：定期刊行物1,500種を完全版で閲覧可能）などのデジタルリソースにアク

セスできる。 

 

利用頻度 

 全体として、生徒の自由時間、また時間割の空き時間（例えばM1は火曜の朝）などによ

く利用されている。年度始めにあたる9月の利用は今ひとつだったが、13時～14時の時間帯

に限れば、この月を除く1年を通じてほぼ満席状態を維持した。 

 

貸し出しに関しては顕著に増加しており、トータル2,366件のうち2,172件が生徒によるも

のとなっている。こうした傾向は、基本的にCDIを通じてフランス語図書のシリーズものを

借りるというパターン（以前にはあまり見られなかったケース）によるものと考えられる。

シリーズものの貸し出しにより、かなりの数の生徒がCDIを細々ながらも利用し続けている

ことになる。 

 これは非常に重要なことだと思われる。 

 2011/2012年度にCDIで図書等を借りた生徒の数：498名（2010/2011年度実績は357名） 

同教師の数：18名（2010/2011年度実績は21名） 

 

ポータルサイトの利用促進： 

 最新情報紹介ページの定期的更新、および生徒にESIDOCサイトを定期的に閲覧させるた

めの「クイズ」ページの設置。 

 

各種展示物 

- シンケル先生が担任する第5学年生徒の読書カード。 

- 「説話の中のクリスマス」実施時の写真。 

- マソール・ドリオン先生が担任する第4学年生徒による「自由」。 

- 6Cクラス生徒のカリグラム。 

- 3Gクラス生徒による欧州議会見学。 

- 第4学年でドイツ語を選択した生徒によるフランツ・マルクの作品紹介（関連する音声

資料含む）。 

- デシャン先生の指導による第4学年生徒の科学に関する考察。 
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- Ulis（インクルージョン教育特定ユニット）生徒による郵便物仕分けセンター見学。 

- ハラスメント。 

- 誰が誰？第6学年でドイツ語を選択した生徒によるドイツ語での自己紹介。 

- デュセール先生が担任する第6学年生徒が製作したバンド・デシネ。 

- ドイツ語を選択した第3学年生徒によるドイツのザールルイとの交流。 

- ラテン語を選択した第3学年生徒による古代ドイツの紹介。 

- 英国・フランスの報道機関概要（報道週間）。 

 

教育活動 

• 第6学年の研修 

 前期期間を通じて2週間に1回（各回1時間）のペースで、クラスの生徒半数を対象に実

施される文献検索入門研修。情報収集および文献利用に関する基礎的知識を身に付けさせ

るためにも、中学校新入生を対象としたこの研修は重要な意味を持つものと考えられる。

本研修の目的は「CDIの中で迷わないようにする」ことであるとよく言われるが、実際の

内容や目的はそれのみに限定されず、もっと広い範囲をカバーするものとなっている。 

 

本研修の各ステップ 

- 文献資料センターの利用（迷わないために／各種文献／文献管理・検索ソフトの使用）。 

- 文献検索ポータルサイトESIDOCとその機能の紹介。 

- 読解：各種辞書から必要な情報をピックアップする。 

- インターネット上での文献検索。 

 →オオカミをテーマとする演習。シャミナード先生の担任するクラスで、オオカミを

テーマとしたゲームを実施。 

 

• CM2（小学校最終学年）から第6学年への橋渡し：CM2の生徒グループを1時間CDIに招き、

各種文献に触れる機会を提供しながら、蔵書の配置等を確認してもらう。また探し物ゲー

ムなどを行う。 

 

• 教科担当との協力 

報道週間（2012年3月）：歴史・地理教師（マソール先生・パトリエ先生）および英語教師

（ベンドグンヌ先生）の協力により、そのつてを通じてジャーナリスト2名（「7 à Poitiers」

紙編集長のニコラ・ブルシエ氏、「Centre presse」紙記者ブリュノ・ドリオン氏）を招

聘。 

 

数学：クラス半数1グループ単位での文献検索。 

物理科学：クラス半数1グループ単位での文献検索。 

地球生命科学：1クラス単位での文献検索。 

歴史・地理：1クラス単位での文献検索。 
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ラテン語：1クラスおよびクラス半数1グループ単位での文献検索。 

 

読書の奨励 

今年度も、蔵書の有効活用および特定図書のPRを目的とした企画展示を継続的に実施した。 

 

文学賞：クロノス文学賞、歴史小説賞 

 生徒有志が読書の冒険に挑戦。第5学年生徒（登録者18名、投票者16名）は長編小説4作

品、第4学年（登録者20名、投票者19名）については長編小説5作品を読むことが投票権を

得るための条件となっている。 

 今年これら2つの文学賞選考に登録した生徒はいずれも精力的に会合に出席し、ほぼ全員

が対象作品を読み終えた。第4学年生徒のTAP（ポワチエ市公会堂）におけるジェローム・

ノワレとの対話の機会は、この著者が持つユーモアと懐の深さも手伝って、生徒たちに大

変好評であった。 

 

 シャミナード先生企画による読書チャレンジプログラムへの参加（ルノドー中学校の第6

学年1クラスと、フランス・ブロッシュ・セラザン中学校の同学年1クラス）。 

 

説話の中のクリスマス：複数教育分野をまたぐプロジェクト。第6学年の生徒が自ら選ん

だ説話を仲間たちに読み聞かせ、SEGPA（適応教育部門普通科・職業科）の衛生・サービス

部門に通う第4・第3学年生徒（バロン先生）から「プレジール・シュクレ」を供される、

というもの。「説話の中のクリスマス」は、単なる読書の推奨策にとどまらず、SEGPAの衛

生・サービス部門に所属する生徒にとってはその仕事の価値を理解してもらうためのよい

機会となる。 

 

2012/2013年度事業計画 

 

ラテン／古代：蔵書を充実、古代をテーマとする企画展示およびクイズの実施。 

 

造形美術／文献検索入門／CM2から第6学年への橋渡し：第6学年の生徒とともに、情報通

信または中学校での生活に関する情報・コンセプトを簡単に紹介するしおりを作成する。

第6学年の生徒は、5月／6月に実施される学校訪問時にこのしおりをCM2の生徒に配布する。

このプロジェクトでは、しおりの作成にあたる印刷所の訪問なども想定される。 

 

 文章の書き方もしくは学校新聞をテーマとする実践講座、または書くことに関心のある

生徒を集め、これら生徒を支援することを目的としたその他行事の実施。 
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