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フランス語で見るアフリカ I
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フランス語のメディア媒体を使う

阿毛 香絵 (あもう かえ)



本日の
講義内容

① フランス語のメディア媒体を使う （方法論）

➁ 練習 見出し・リードを読む

今週のアフリカに関するトップニュース３の見出しとリード
を読もう

③ スクラッチブックの作り方と、来週（アクティブラーニン
グ）の課題

④ 今週の音楽



① フランス語のメディア媒体を使う （方法論）

(1) 携帯、スマホ、パソコンを活用してアフリカに関する仏語メディアを見る。

(2) フランス語のネット記事を読む。

(3) 携帯、ネットで視聴できるラジオ、テレビで時事を聞く。



新聞や雑誌を読むときの基本単語（１）

• La une（トップページ） = 1er page d’un journal

ニュースなどでよく使われる表現 « à la une de ce journal… »

「本日のトップニュース(トップ記事)は・・・」

• Le chapeau （見出し、リード）= un texte court qui précède un article en 

le résumant

• La colonne （コロン「柱」の意味）= la division verticale d‘une page de 

journal

• La rubrique （新聞などの欄）= la matière d’un ou de plusieurs articles

• L’article（記事）= un texte qui donne une information dans un journal



１ まずは見出し・リードを理解しよう。

新聞の構造

• 要約部分 (見出し, リード)

• 本文部分 (事実, 解説)

記事は5W1H、つまり、いつ (when)、どこで (where)、誰が (who)、何を (what)、

どうやって (how)、どうして (why)したのかが、書かれている。そして、まず、事

件の概要を書いて、そのあとに経過や説明を行うという形式で書かれる。

→ 見出し、リードを理解できれば、記事全体の趣旨が分かる。

Quand Où Qui Quoi

Comment Pourquoi



2 今週のアフリカに関するトップニュース３

TOP3 Algérie : Au cœur de la révolte (l’OBS) 

アルジェリア 大統領を辞任に追いやった市民社会の抗議

TOP2 Massacre de plus de 130 civils peuls à Ogossagou: le Mali sous le choc 

(Jeaune Afrique) 

マリ中央部のプル民族村の虐殺事件

TOP1 Le Rwanda se recueille pour le 25e anniversaire du génocide des Tutsis (RFI)

ルワンダ ツチ族に対する虐殺の25周年記念で追悼が行われた





ALGÉRIE : AU 
CŒUR DE LA 
RÉVOLTE
(L’OBS) 

タイトルと見出し記事を読もう



リードを読む
« C’EST MAINTENANT OU JAMAIS »: EN ALGÉRIE, AU 
CŒUR DE LA RÉVOLTE

Depuis le 22 février, le peuple est dans la rue, tous âges, toutes classes sociales 

confondues. 

Opposés à la perspective d'un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, les Algériens 

sont décidés à écrire pacifiquement une nouvelle page de l’histoire de leur 

pays. Reportage.

Quand Qui

Où

Pourquoi

Quoi

Comment

22日以降、様々な年齢、そして社会的階層の市民たちが路上に繰り出した。
アブデルアジーズ＝ブーフテリカ大統領の5度目の任期更新（という見通し）に反対して、
アルジェリア人たちは、平和的に新たな歴史の一ページを書くことを決断した。現場からの報告。

Où



記事の背景について考える

• この記事がフランスのジャーナル紙でトップ記事の理由

＞＞＞アルジェリアとフランスの特殊な関わり（植民地の歴史）

• アフリカにおける民主主義の問題点と独裁政権について

• アラブ地域や世界各地で起こる近年の市民運動とソーシャルメディアの活用

（アラブの春以降広がる流暢）



MASSACRE DE PLUS 
DE 130 CIVILS PEULS 
À OGOSSAGOU: 
LE MALI SOUS LE 
CHOC
(JEAUNE AFRIQUE) 



リードを読む
MASSACRE DE PLUS DE 130 CIVILS PEULS À OGOSSAGOU: 
LE MALI SOUS LE CHOC

Au moins 134 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été massacrées 

dans un village peul, dans le centre du pays. Le gouvernement a décidé de 

limoger plusieurs haut-gradés de l'armée et de dissoudre la milice dogon Dan 

Na Ambassagou, accusée d'avoir mené cette attaque, la plus meurtrière depuis 

le début de la crise au Mali, en 2012.

Qui

Où

女性や子供を含む少なくとも134人の人々が、国の中央部に位置するプル族の村で虐殺された。政府は
複数の軍の高官を役職から外すと同時に2012年のマリ危機以来最大であるこの虐殺を指揮したとされる
ドゴン（族主導の）ダン・ナ・アンバサグ市民軍を解散させることを決定した。

Où

Quoi



記事の背景について考える

• 何故アフリカでは民族間闘争が多いのか？

• 歴史的背景

• 政府や政治との関わり

• アフリカでの暴力やテロに関する記事の海外での紹介のされ方



①タイトルの訳

➁リードの訳

③分からなかった
単語の訳

④ 要約

⑤ 感想、問題意識など



本日の音楽

Alpha Blondy « LES INBECILES »

アルファ・ブロンディ 「愚か者たち」

プロフィール

1953年コートジボワールに生まれる。世界的

に知られるレゲエシンガー。

主な曲は母語のジュラ語、英語、フランス語。

辛辣な政治批判。




