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は じ め に

　今日大学は高等教育機関としての役割を果たすのみ
でなく，地域の知の拠点として，教育・研究成果の還
元や他機関との連携による地域活性化の責務も求めら
れている。そのような中，同じく地域の文化・教育的
拠点である施設と協力関係を結ぶことは，大学が地域
に果たす役割の遂行のために有効な手段となるだろ
う。もちろん，そのメリットは大学だけでなく，当該
施設ひいては当然市民にも及ぶことになる。
　こうした社会的要請が強まる中，2009年４月，福島
大学地域創造支援センター登録研究会として，「美術
館とまちづくり研究会」が発足した。福島県立美術館
への支援・協力や，市民への文化的生活の提案とその
研究・実践を行うことを目的とする研究会である１。
この目的の下，発足以来研究会では様々な企画が行わ
れてきた。本稿で報告する「美術館でフランス語」の
企画は，その延長線上に位置する。この企画は，福島
県立美術館の協力を得て，大学での語学学習の教室外
での疑似体験授業の試みとして行われたものである。
教室内ではともすれば受動的学習に終始しがちな外国
語授業を，教室外それも外国文化が疑似的に体験でき

る場で行うことでの高い効果を想定し，企図した。
　したがって，本企画は大きく二つ，すなわち，大学
と地域文化施設との協力・連携，そして，効果的な外
国語学習，それぞれの実践という目的を持ったもので
ある。こうした企図の下，2016年10月15日㈯，福島県
立美術館において，「美術館でフランス語」企画を「美
術館とまちづくり研究会」主催（福島大学産官学連携
事業２）で行った。以下では，この企画に至った経緯
と当日の実施の様子を報告し，今後の展望と課題につ
いて考察する。

１．経　　　緯

⑴　美術館とまちづくり研究会の活動
　今回の企画の実施には，以下に記す経緯がある。
企画の出発点となったのは先述の「美術館とまちづ
くり研究会」の発足（2009年）とその活動である。
研究会は福島大学行政政策学類教授であった辻みど
り氏（2015年逝去）が発起人・初代代表となり，発
足された。
　福島市に福島県立美術館が開館したのは1984年で
ある。福島大学の郊外移転跡地に建設されたため，
はじめから大学と美術館は離れて位置することに
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なった。立地に関して言い添えれば，大学はもちろ
ん，美術館も，福島市内繁華街からは少し距離のあ
る場所にある。文教地区によく見られる姿ともいえ
るが，教育機関である大学と文化施設である美術館，
美術館に来館することが見込まれる大学生を含む市
民と美術館が，離れて存在し，それが物理的距離と
ともに心的距離を生むことは，残念ではあるが特段
不思議なことでもなかろう。研究会活動に至る問題
の源はそもそもそこにあったとも思われる。2007年
より福島県立美術館運営協議会委員を務めた辻は，

「地域の文化をリードしてしかるべき大学生が美術
館を訪れる回数が少ない」３ことに疑問を感じたと
述べている。こうしたことから，大学教育と地域の
文化施設が双方に利益のある形で連携できるよう，
研究会が大学と美術館両者の関係を取り持とうと考
えたのである。
　大学同様美術館も，従来の役割である作品所蔵と
美術教育の普及，作品研究や芸術論のみに関わる場
としてあるのでなく，文化政策の中に位置づけら
れ，変革や進化を迫られている，というのが現在の
世界の趨勢である。日本においても，文化行政全
般，とりわけ地域振興との関連で語られる場面が多
くなっている。美術館を地域の観光資源としてとら
えたり，住民とのつながりを醸成する文化的求心力
を持った場であるべきだという認識が生まれ，実際
その実践を強く意識する美術館も生まれてきてい 
る４。美術館に展示される作品もハイ・アートに限
定されず，民芸文化財５からマンガ６などのサブカ
ルチャーに属する作品にまで広がっている。こうし
た美術館の変容や地域との関わりについての辻の問
題意識を共有した田村奈保子が加わり，研究会は美
術館と文化的生活に関する調査研究と実践，教育，
地域貢献を一体化させた活動を開始した。

⑵　≪English Art Bus≫
　企画着想のもうひとつの源は，研究会活動の趣旨
と重なる形で行われた2010年度福島大学外国語外国
文化学系プロジェクト研究７における福島県立美術
館での教育実践活動であった。研究会活動と同時進
行で，大学教育に美術館を利用しようという企画
が立ち上がったのである。それが2010年度福島大
学外国語外国文化学系プロジェクト研究における 
≪English Art Bus≫８である。同学系に所属する真
歩仁しょうんが，「英語コミュニケーション」の授
業で2009年度より「美術のタイトルや解説のつけ方

を活用する教材開発」として実践していたプログラ
ムを，プロジェクト研究として，実際に福島県立美
術館で行ったのである。このプログラムで真歩仁が
想定した効果は主に次の三点，すなわち，海外に出
かけることなく非日常的でバーチャルな外国文化環
境の中で外国語学習ができること，美術館における
美術教育以外の教育プログラムとその効果を美術館
の文化施設としての新しい価値も含めて発信し，そ
れに協力する大学の地域貢献事業となりうること，
そして，大学生が美術館を訪れるきっかけや機会を
作ること，である９。
　≪English Art Bus≫とあるとおり，参加者は大
学よりバスで出発し美術館へ向かった。バスの中か
ら共通言語である英語での会話を開始，ペアを組み
美術館内では観光客役とガイド役となり，１時間（途
中で役割交代）の実習を行うものとした。当日は12

人の参加者があり，実施後のアンケートから参加者
それぞれが有意義であったと感じていたことがうか
がわれた 10。
　真歩仁も指摘するとおり，この方法は他の外国語
教育，たとえば大学での英語以外の外国語授業にも
応用できる。しかし，大学で英語以外の学習を始め
た外国語では，すでにある程度の能力を身に着けて
いる英語学習者が行うほどの効果が得られるだろう
か。同大学で共通教育フランス語を担当する田村に
はそんな疑問が残った。

⑶　フランス語教科書『フランス語で≪ようこそ≫』
　≪English Art Bus≫に参加した田村は，英語以
外の言語で同様の企画が行えないか，と考えるよう
になった。しかし，英語と異なり大学で初習となる
言語で，いきなり美術館で会話をするようにと言わ
れても，特に初級の学生には無理があるにちがいな
い。そこでまず，その企画を念頭においたフランス
語初級教科書を作成することとした。着想と作成準
備にあたっていたのは，おりしも東京オリンピック
招致が決まり日本中に「おもてなし」の機運が高まっ
ていた最中で，一方，東日本大震災直後に減少して
いた外国人旅行者数が再び増加しつつあった頃でも
あった。外国から訪れた旅行者に英語だけでなくそ
れぞれの使用言語で対応できれば素晴らしいおもて
なしになるだろうし，外国語学習者は自らが学ぶ言
語を話す機会が得られれば，大変な励みになるだろ
う。そうした時宜にかなった形で外国人の案内を疑
似体験できる内容の教材を作成したいという意識に
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もつながった。執筆協力を田村弘行（流通科学大学
共通教育フランス語担当）に依頼し，フランス語初
級教科書『フランス語で≪ようこそ≫ Bienvenue en 
français』11が完成した。
　「美術館でガイドをするストーリー」を念頭にお
いたが，同書は基本的には一般の初級向け教科書で
あり，フランス語の文法と会話表現を学ぶことを目
的に作られている。「美術館で」という設定は，日
本を訪れたフランス人と案内役の日本人との美術館
での会話という状況に限定し（各課会話練習部分），
初級で学ぶ文法事項の順番に配慮し，その応用例が
含まれるように会話を作成した。ただ，著者は会話
が行われる場所の多くを福島県立美術館からイメー
ジしている。会話部分で扱う作品や休憩室，売店
コーナーは，写真も含めて同美術館を舞台としたと
いって過言ではない。しかし，もちろん，一般的な
初級フランス語学習要素は網羅されており，さらに
はフランスを訪れた時にも役に立つ表現（たとえば
チケットの買い方，カフェやレストランでの会話な
ど）を内容に含める工夫もした。フランス文化にふ
れるコラムも設けた。
　著者二人はそれぞれの勤務大学で同教科書を2015

年度に１年間使用し，一般的な初級向け教科書とし
て，基本事項の習得のしやすさや学生の興味を引く
内容などの点での一定の教育効果を確認した。そし
て，次は美術館での実践が待たれるという状況に
至っていた。

２．美術館での企画実践

　福島県立美術館での疑似体験学習実践も視野に入
れ，2016年度も初級フランス語の担当クラスで同教科
書を使用することにし，年度中の企画の実施を計画し
た。そして，福島県立美術館の協力の下，同館の企画
展がない期間に日程を組み，疑似体験学習を2016年10

月15日㈯の午後に行うことにした。なお，事前学習と
して，教科書以外に役に立つ表現を教科書から抜粋，
また上級者向けに美術作品に関する単語・表現をまと
めたプリントを用意した。上級者は同教科書を使用し
ていない。また，上級者のフランス語力は仏検２級程
度である。
　実施当日，参加者は上級者２名（福島大学公開授業
上級クラス受講社会人），初級者２名（福島大学１年
生フランス語初級受講者，申込者３名のところ欠席者
１名）、講師は３名（教科書著者２名，福島大学非常

勤講師長谷川明子氏）が担当した。なお，福島県立美
術館学芸員１名（坂本篤史氏）にご協力，ご同行をい
ただいた。当日のスケジュールは，以下のとおりである。

　14：00　集合，挨拶，説明
　14：10　実習開始（２階常設展会場）
　15：10　実習終了，アンケート記入
　15：30　終了，解散

　参加者が揃ったところでスケジュールその他の説明
を行った。講師はフランス人役を務めたわけだが，そ
れぞれフランス人の名前を用意，互いに友人同士であ
り，日本文化に興味があり，日本語を単語程度ならば
少し知っている（困ったときに不自然なく日本語で会
話をつなぐことが出来るため）と設定した。上級者と
初級者の２グループに分け，講師は概ね30分で交代す
ることとした。説明の後，フランス語での会話に切り
替え，展示室に向かった。以下，フランス語で交わさ
れた主な会話を順を追って報告する。
　福島県立美術館の常設展示室は二階にある。それ
ぞれ≪Au premier étage? 二階ですか？≫≪Oui, on 
y va. はい，行きましょう。≫などと声を掛け，展示
室に向かった。この途中で自己紹介をした。どこに
住んでいるか，大学にはどのような交通手段で通っ
ているかなども話した。この後も，この時多用した 
≪habiter à ～　に住んでいる≫，≪ne（é） à ～ で生
まれる≫（初級者には未習文法事項）を何度か用いる
こととなった。
　最初の展示室Ａは日本画の展示室で，屏風や掛け軸
があった。教科書５課にもプリントにもある≪C’est 
la salle d’art japonais.　日本画の部屋です。≫を言い
ながら，作品の鑑賞と会話を始めた。展示室に入って
すぐにあった屏風『雪に埋もれつつ正月を行く』（酒
井三良）には正面に猫が描かれていたため，初級・上
級グループともに，≪Vous aimez les chats? 猫は好
きですか？≫と質問し，それに答える会話をした。冠
詞の間違い（誤：le→正：les）があったので訂正し，
他の例も用いながら説明をした。隣に並んでいた他の
作品にも牛，いたち，猿が描かれていたので，それぞ
れ≪En français, c’est un “bœuf”. フランス語でこれ
は“牛”です≫などと動物の名前を確認した。この後
も≪en français フランス語で≫，≪en japonais 日本
語で≫，≪en anglais 英語で≫の表現を多用すること
になった。
　次のコーナーの『ターブルの上』（安井曾太郎）は
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野菜と果物が描かれた静物画であった。画中に安井
の署名と並んで≪à Paris　パリで≫の書き込みが
あったので，≪habiter à ～　～に住んでいる≫の表
現を使い，≪Yasui habitait à Paris.　安井はパリに
住んでいた。≫と言ってみた。初級者たちは半過去形 
habitait は未習であったが、福島以外が出身地であっ
たため，≪A. habitait à Kanazawa.　Ａさんは金沢
に住んでいた。≫などと言い，その状況から意味を理
解することができたように思う。上級グループでは

『ターブルの上』がセザンヌに作風が似ていることに
話題が及んだ。隣に『自画像』が二作あった。英語のキャ
プションで≪Self portrait≫とあり，≪En francais, 

“autoportrait”　フランス語では“autoportrait”≫と
言ったところ，理解できたようだった。この後はしば
らく，絵に描かれていた子供，少女，花，牛，橋，家
などをフランス語でどういうか単語をあげることが主
となった。特に牛が描かれた作品が数作あり，繰り返
したことで，講師が話す前に単語を知らなかった初級
者の口から“bœuf”の語が先に出る，ということもあった。
　同展示室にあった『姉弟』（関根正二）は，真歩仁
が英語コミュニケーションの授業で教材として取り上
げた作品である 12。少女が小さな子供をおぶっている
のだが，少女とおぶわれている子供の関係は絵からは
容易にわからず，また子供が弟妹どちらかも区別がつ
きかねる。講師からその点を尋ねながら，兄弟姉妹，
また「少年，少女，子供」などの単語を確認した。合
わせて，参加者に兄弟姉妹がいるかを尋ね，彼らはど
こに住んでいるかなど会話を発展させた。少女にさみ
しそうな雰囲気もあったので、≪Elle a l’air triste.　
彼女は悲しそうだ。≫とも言ってみた。
　展示室Ｂにはフランスの画家の作品があった。教科
書11課でもふれているが，フランス美術，特に印象派
絵画は日本で好まれるジャンルの一つである。実際，
参加者から≪J’aime la peinture européenne.　私は
ヨーロッパ絵画が好きです。≫，≪J’aime la peinture 
française.　私はフランス絵画が好きです。≫などと
いう声が聞かれた。この展示室には作品の原題として
フランス語のキャプションがあったので，上級者はそ
れを題材に会話を行った。たとえば，『ブルターニュ
の子供』（ポール・ゴーギャン）の原題は≪L’enfance 
de Bretagne≫とあるため，描かれているのが子ども
たちであることが示されているわけだが，実際には大
人のように見える≪Ils ont l’air plus grands.≫とか，
またブルターニュbretagneの形容詞がbretonである
などに話題が及んだ。上級者として参加した２人は絵

画に関する知識が豊富であり，特にこの展示室Ｂでは
会話が弾んだ。
　また，次に続いた小磯良平の絵画数作品では，タイ
トルの仏訳や描かれている人物の服装（着物，コート，
帽子，リボンなど）の表現の仕方などの質問が上級者
からあり，確認した。上級者とは画中の女性の職業や
嗜好について詳しく話すことが出来た。
　展示室Ｃには日本画家の洋画が並べられていた。こ
こでも，タイトルや画中のもの，色などをフランス語
で確認した。特に初級者には，たとえば『聖母』（小
山田二郎）から≪sainte Marie≫や≪Notre Dame≫，

『カフェーオリエント』（長谷川利行）から≪café≫，
画中に描かれたテーブル，椅子などもフランス語でど
ういうかを確認していった。生活に身近な事物が画中
にあると役に立つと感じた。
　常設展の最後は版画のコーナーだった。そのコー
ナーに移る通路には，美術館裏側の竹林とその後方
に山が見える休憩スペースがある。当日は晴天に恵
まれ緑が美しかったので，教科書８課冒頭の表現， 
≪Louis, regarde. Que c’est beau ! ルイ，見て。な
んてきれいなの！≫を使い，さらに「竹，山，庭」な
どの単語を付け加えて会話をした。初級者はそれらの
語を繰り返して発音していた。版画のコーナーでは主
に斎藤清の作品から，講師が初級者に，季節や果物，
風景（木，山，家など）に関する単語をあげていった。
上級者は主に「新東京百景」としてまとめられた作品
群を題材に，背景に描かれているものや場所，時代な
どについて話した。そして，ここで時間となった。フ
ランス語での会話が１時間もつのだろうかと考えてい
たが，実際にはあっという間に時間が過ぎた，と言う
のが正直な感想である。名残惜しい気持ちで展示室で
の実習を終了し，アンケート（結果は文末に別掲）を
記入してもらい，解散した。
　ここまで時間軸に沿って会話例を記してきたが，全
体を振り返り，主要な点を整理してまとめたい。
　まず，美術館での会話実践に関して，確認された効
果や留意点もしくは課題について三点にまとめる。こ
れはどの外国語教育にも共通する点である。
　一点目は，真歩仁も実践した美術作品のタイトルか
らの会話の有効性が再確認されたことである。キャプ
ションが日・英・仏語のどれで施されているかは作品
によって違ったが，どれであっても，そこから会話が
広がる。また，タイトルを話す際には「～語で en ～」
の表現を繰り返すことになる。これによって，特に初
級者には，各語間への翻訳・変換に際しての表現を定
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着させる効果があることもわかった。このことは，当
日の展示作品のタイトル表記について出来る限り講師
側が準備をしておくことが望ましいという課題にもつ
ながる。
　二点目に，絵に描かれた対象，特に身近な事物や動
物，家族関係を題材に，既習の単語・事項の確認・定
着のみならず，新しい単語・事項の習得がなされた点
にふれたい。何度も同様の表現が繰り返される中で，
知らない単語や表現を状況から理解していく効果が
あったということである。辞書を引いたり訳したりし
て単語や文の意味を知るのみではなく，文脈やその場
の状況から表現を理解し習得することは，外国語学習
において重要でありながら、なかなかその機会を得る
ことは難しい。絵画や彫刻などの作品が目の前にあれ
ば，その題材や形状を媒介に，それを行うことが容易
になることが実感された。また，作品について語る際
に特徴的な色や形に関する単語，感想の述べ方などの
表現を学ぶことができた一方，描かれた対象を話題に
して初級者にも理解可能な身近な日常会話（たとえば

「～が好き」「～に住んでいる」「兄弟姉妹がいる」など）
に話題を発展させられることも実感できた。講師側は
こうした会話への話題転換の有効性をあらかじめ理解
し，会話のきっかけや行き詰った時などに活用するよ
う留意しておけばよい。
　三点目は，外国語学習の場としての美術館の優位性
である。学びの場を教室から他空間へ移動させること
には，それだけで学習意欲を上げる効果があるだろう。
教室外で実践的な学びを行えば，単純に場所が変化し
たことにより刺激が生まれ，学習者の気持ちの高揚に
つながりうるからだ。そして，外国語教育に関してい
えば，学習の場所を変え，語る対象を目の前にするこ
とは，話したいという動機をもつことを容易にさせる。
場所を変えて何かを話す，と言うだけであれば，たと
えば街中での買い物も教室外の学びの場として選択で
きるだろう。しかし，必要な用件を遂行することより，

「何かについて語る」という発話形態は外国語習得に
おいて次元の高い学習である。では，教室内でも語る
対象を求めるならば、映画や小説，その他の社会現象
をテーマにしてもよいし，絵画についてなら教室に複
製画や何か作品を持ってきてもよい。こうすればわざ
わざ美術館に出かける必要はないと感じられるかもし
れない。しかし環境全体が外国文化を有する非日常的
空間である美術館は，学習者に「外国に（近い場に）
いる」との感覚を覚えやすくさせ，外国語学習に効果
的な疑似体験の場になるのだ。語る対象が非日常的な，

しかも優れた芸術作品であるという点も，学習者の意
欲の高揚につながるだろう。教室でよく行われている
教科書を使っての学習は，音声や映像などさまざまな
工夫を凝らしても臨場感には限りがある。特に自身が
真に言いたい内容を考えて絞り出す，という体験を行
わせることは難しい。教室での学びではその効果が限
定的で終わる可能性がある。これに対して、今回のよ
うな試みの中では、疑似体験でありながら，場が醸し
出す雰囲気と設定によって，実践的で高次な会話を行
うことが出来たと感じる。こうした理由から，美術館
は外国語学習に利用価値が高い場であるといえる。も
ちろん教室での学習は基礎的な言語力の習得のために
重要であることはいうまでもない。それに加えて教室外
の活動の機会を持つことは大きな効果を生むのである。
　また，別の視点から今回の企画の特徴と工夫につい
て一点述べたい。美術館という外国語教育に適した場
に学習の場を求め，作品を前に発話したいという意欲
を学習者に持たせ学ぶ体験をさせられた点は先述し
た。今回はさらにここに，日本語が十分でないフラン
ス人の案内という状況を設定した。フランス語で話し
かけられ，何とか理解したい，返答したい，コミュニ
ケーションを図りたい，加えて絵についての感想も話
したいという気持ちが，疑似体験とはいえ，相手の会
話の理解と自らが話したい内容の発話に取り組む意欲
につながったように思われる。単純に考えて，黙り込
めば気まずいものだ。講師はフランス人役を務めたが，
そのフランス人たちは単語程度なら日本語を知ってい
る，としたのも工夫のひとつである。フランス人から
も理解しようとする歩み寄りがあることで，完全な沈
黙を生むのを避けるための設定であった。応用すれば，
フランス人に日本語を教える，というシチュエーショ
ンでの会話にも利用できるかもしれない。
　こうして，今回の試みは意義あるものとして終了し
た。しかし，もちろん反省点もある。
　一点目は，講師側，参加者側双方における準備のむ
ずかしさである。常設展にある作品について前もって
どの程度準備しておくかが一番の課題であった。美術
館ホームページで情報を得ておき，当日に作品リスト
をいただき簡単な下見をしたが，十分とは言えなかっ
た。そのような中で，前述したとおり，想定される一
般的な会話例をいくつか考えておくことは最低限必要
だろう。ただ，これと矛盾するが，実践的学びにおいて
は準備しても準備通りにいかないという悩ましい問題が
ある。最終的には，準備に加えて講師の話題の展開に
多くが託されることは，当然であるが重要な点である。
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　二点目は，時間配分である。時間内にすべての作品
を万遍なく鑑賞しながら会話を行うことは至難の業で
ある。参加者の興味・嗜好や，その場での会話の弾み
方によって，立ち止まる作品と通り過ぎざるを得ない
作品が生まれた。この点は講師の教育的な思惑通りに
いかない部分であった。同様の理由で，教科書や準備
したプリント通りに進めることもできず，特に初級者
は戸惑ったかもしれない。しかし，これらは実践の場
に起こりがちなことで，臨機応変に対応することを含
めての疑似体験学習だと考えるべきでもある。
　三点目は，場所の占有の問題である。≪English 
Art Bus≫実施時も同様であったが，当日は美術館の
ご厚意と実施日の工夫（常設展のみの期間に実施）で
展示室内での会話を許可していただいた。通常館内で
の会話は低い声にとどめるべきであるが，実習の目的
が会話であったため，また，外国語を話すことはエネ
ルギーが必要なのか次第に声のボリュームが増し，周
りに迷惑になったかもしれない。数は少なかったもの
の一般観覧者がいた。これは教室外に学習の場を求め
る場合にはどこでも起こりうる問題であるので，参加
者にその旨を周知し，周囲に配慮しながら行う必要を
感じた。
　最後に，参加者とその人数に関する課題にふれてお
きたい。≪English Art Bus≫では，参加者が英語で
話せる能力を持っていたため，参加者同士でペアを組
んで会話を進めることが出来ていた。しかし，英語以
外の大学で初めて習い始めた言語では，そのレベルに
達することはなかなか難しい。そのため，各フランス
人（役の講師）１人に対し２～３人のグループが限度
と考える。今回は少人数での催行であったが、講師人
数から考えれば適切な人数であっただろう。また，す
でに見たように，初級・上級どちらのレベルでも，少
人数で講師と会話をすることで，そのレベルなりの成
果が得られることが確認された。
　以上，様々な反省点はあるが，それらを考慮しても，
実りの多い企画であったと考えられる。

【 当日の様子 】
初級グループ

（展示室Ｃ、日本画家
の洋画の前で）

上級グループ
（「東京百景」の前で）

３．今後の課題と展望

　こうして，地域貢献としての大学と近隣文化施設と
の連携，そして効果的な外国語教育，という二つの目
的を融合させた実践を行った。アンケート結果から参
加者からの満足を確認でき，また県立美術館からも有
意義な企画と捉えていただいたことから，一定の成果
があったと考えてよいだろう。
　今後の課題としては，まずこうした連携企画の継続
である。もちろん大学と美術館の連携は，当研究会の
みが両者を取り持つ組織ではない。美術館の要望にも
応じて，今後もさまざまな形での連携が望まれるし，
実現されていくべきだろう 13。
　とりわけ，外国語教育の立場から，こうした実践を
行う意義に異論はないだろう。大学での初習言語で同
様の企画の実施が行われればよいが，その際，今回の
ような着想から教科書作りを経ての実施と準備は必ず
しも必要はないと考えて差し支えない。今回の企画は
更なる実践のための試行である。教科書の内容や本稿
を参考にしていただき，準備していただければ幸いで
ある。また，美術館に収蔵されている作品は英語圏，
フランス語圏のもののみではない。展示の企画や時期
を選べば，より多くの言語圏の作品に触れることがで
きる。また学習言語圏の作品でなくとも，その言語を
話す外国人を案内するという設定で美術館での学習を
行うこともできるだろう。大学に在籍する留学生を実
際に案内してもよいと思う。ただ，大きな障壁となる
のは，大学と美術館との距離的な隔たりである。この
ため，通常の授業時間内に行うことは困難だ。今回は
授業時間外（土曜日の午後）に任意の参加者を募って
行ったが，希望しながらも都合により参加できなかっ
た学生もいた。≪English Art Bus≫実施時のような
交通手段とそれを可能にする予算の確保によって，授
業時間内もしくはこうした企画の複数開催が可能にな
ればよいが，見通しは厳しいだろう。昨今，大学教育
へのアクティブラーニングの重要性が取り上げられて
いる。本企画はそれにあたる。教育プログラムへの組
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み込みの検討がなされてもよい事案とも考える。
　最後にもう一度繰り返すが、もちろん美術館への配
慮を忘れてはならない。貸切にしない限り，落ち着い
て作品の鑑賞しようと来館している一般観覧者に迷惑
をかけることは，美術館にも迷惑をかけることになる。
しかし，筆者らはフランスで，教員に引率されて美術
館を訪れ説明を受けていた子どもたちのグループをし
ばしば目にしたことを思い出す。子どもたちは学芸員
と楽しげに伸び伸びと質疑を交わしていた。美術館が
作品と静かに向き合う鑑賞の場であると同時に，楽し
く生き生きとした学びの場にもなれば，と望むことは
無理なことだろうか。海外の美術館は日本ほど静穏が
保たれてはいない 14。この点も今後の日本での美術館
の在り方を考察する上で，考慮にいれるべき点ではな
いだろうか。

お わ り に

　以上，大学と地域文化施設との協力・連携，そし
て，効果的な外国語学習，それぞれの実践という目的
で行った企画について，報告と考察を行った。この試
みを参考に，教室では実現しにくい外国語実践の場と
して美術館を利用していく機会が増えれば，本企画の
意義はさらに大きなものになる。今後，こうした連携
の実践が多く行われることに本稿が資するならば幸い
である。

※本企画の準備段階から日程調整などご協力いただい
た福島県立美術館学芸課長の伊藤匡氏，当日ご同行
いただいた同館学芸員の坂本篤史氏，参加者の皆さ
んに心より感謝いたします。また，美術館とまちづ
くり研究会の初代代表の辻みどり氏（2015年12月２
日逝去）に哀悼の意を表します。

【 アンケート結果 】
１．どのくらい話せましたか？
□思ったより話せた
□思うように話せた
■思ったほど話せなかった（上級２名）
■ほとんど話せなかった（初級２名）

２．授業で習ったことは役に立ちましたか？
■とても役に立った（初級１名）
■役に立った（初級１名、上級２名）
□あまり役に立たなかった

□ほとんど役に立たなかった

３．教室を離れての学習はどうでしたか？
　　（複数回答可）
■楽しかった（初級２名、上級２名）
■場所が変わったことで刺激があった（初級２名）
■美術館という場所がよかった（初級１名、上級２名）
□特別な違いはなかった

４．美術館に来たのは何回目でしたか？
□初めて
■２回目（初級１名）
□３～５回目
■６回以上（初級１名、上級２名）

５．福島県立美術館に来たのは何回目でしたか？
■初めて（初級２名）
□２回目
□３～５回目
■６回以上（上級２名）

６．今回の企画の全体的な感想を教えてください。
　　（自由記述）
初級Ａ感想
　なかなか言葉が出てこなくて大変だったけれど、作
品を見る中でたくさんのフランス語ともふれあえてと
ても刺激的でよかった。
　またこのような機会があれば、ぜひ参加したいと
思った。また、もっとフランス語に親しみ深くなりた
いと思った。

初級Ｂ感想
　美術品が好きなので、授業で習ったこともあまり話
せなかったけれど（思い出せなくて）、とても楽しかっ
たです。フランスに行きたくなりました。フランス語
に囲まれた環境で勉強したいです。
　教科書を忘れてしまったので、あればもっとしゃべ
れたかなと思いました。ありがとうございました。

上級Ａ感想
　とても楽しかった。最初はどうなるかと思いました
が、フランス人に助けてもらえたので、とても勉強に
なりました。又このような機会が持てたら嬉しいです。



福島大学地域創造　第28巻　第２号　2017.2（8408）

―　　―26

上級Ｂ感想
　とても楽しく学習できました。
　次回はもっと話せる様に努力したいと思います。

１　発足の経緯と初期の活動に関しては以下に詳しく
記されている。辻みどり・田村奈保子・真歩仁しょ
うん，『文化資産としての美術館利用　地域の教育・
文化的生活に資する方法研究と実践』，「福島大学
ブックレット『21世紀の市民講座』」公人の友社，
2012,pp.3-13．
　なお，現代表は田村奈保子である。
２　本企画は福島大学地域創造支援センター産官学連

携事業に採択され，実施に際しての補助をいただい
た。
３　前掲書，p.5.
４　公立の施設では，山口情報芸術センター，金沢21

世紀美術館，青森県立美術館（暮沢剛巳，『美術館
の政治学』，青弓社，2007，pp.168-189.），横浜美
術館（清水裕之・菊池誠，『アーツ・マネジメント』、
放送大学教育振興会，2006，p.59.）などが成功例
として注目され、考察・研究の対象となっている。
５　暮沢剛巳，前掲書，pp.46-68.
６　個別作家の記念館以外にも，京都国際マンガ

ミュージアム、川崎市市民ミュージアム（表智之・
金澤韻・村田麻理子，『マンガとミュージアムが出
会うとき』，臨川書店，2009．）などがあり，注目さ
れている。
　また，「ルーヴル美術館特別展　LOUVRE 漫画　
９番目の芸術」展が2016年７月から2017年５月まで
東京・名古屋・大阪・福岡で開催されている。
７　2010年度外国語外国文化系プロジェクトは辻みど

りを代表とし，真歩仁しょうん，田村奈保子の３名
で構成されていた。
８　≪English Art Bus≫は，上掲学系プロジェクト

研究経費によって実施された。実施当日（2011年１
月14日㈮　13：00～16：00）は，翌日のセンター試
験準備のため授業が休講になっており，授業外の時
間に希望者を募り，行ったものである。この企画に
至る経緯と実施の様子は以下で報告されている。真
歩仁しょうん「美術館との連携による英語学習と教
材開発」，辻・田村・真歩仁，前掲書，p.16-28.

９　真歩仁，前掲書，p.18.
10　同書，p.23-28.
11　田村弘行・田村奈保子『フランス語で≪ようこ

そ≫ Bienvenue en français』，三修社，2015。同著
者は同じく共著で『旅するフランス語 Voyage en 
français』（三修社，2010）も執筆している。同書は
フランス旅行を想定し，旅程や旅行中の様々な場面
で想定される会話表現に合わせて文法事項を配置
し，初級フランス語を学べるように作成されている。
つまり，日本に旅行に来たフランス人を案内する『フ
ランス語で≪ようこそ≫ Bienvenue en français』と
同じく，想定される状況を疑似体験しながらフラン
ス語を学ぶ形式になっている。場面に応じた表現習
得によってコミュニケーション能力の獲得を目指す
という同様の形式と目的で編集したものである。執
筆は，両教科書とも，概ね田村弘行が文法事項，田
村奈保子が会話部分を分担担当している。

12　辻・田村・真歩仁，前掲書，pp.18-19．
13　これまでにも福島大学を通して福島大学生が要請
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