
1 はじめに

今年、完成年度を迎える中国語中国関係学科は、実

践的な中国語能力の習得と、人文・社会科学分野から

世界の中での中国理解をすすめることを教育目標とし

ている。中国語中国関係学科は、国際関係学部に属し

ていることを最大限活かすため、単なる外国語学科で

はない教育目標とカリキュラム構成を持っている。ま

たこのような語学学習を行いつつ、それをグローバル

な問題や海外の各地域の理解に活かすという視点は、

本学に限らず多くの国際系学部が持っている目標であ

るだろう。近年では、各地の外国語大学において「国

際教養」が提唱され、これは現地の文化や社会の理解

にとどまらず、国際問題の理解も重視するという方向

性をもっている。こうなると、語学学習とその語学の

通用する地域の理解や、国際関係を合わせて考えると

いう点で、本学科とこれらの大学は実はほとんど同じ

目標を持っていることになる。

ただこのような目標を実現することはそれほど容易

ではないように思われる。語学学習とその言語を使用

する地域の理解を有機的に結び付けることは、これま

での筆者の経験に照らしても難しい。なかなか「言葉

を学ぶほどその地域に関心が増し、地域の理解が深ま

るほどその言語に関心が高まる」というような相乗効

果は簡単には起こらない。これはおそらくこれまで日

本の多くの国際系大学、あるいは学部が抱えてきた悩

みと共通である。

「語学だけではダメ」ということは、外国語系学部

や国際系学部では、ほぼ共通理解となっているものの、

どのようなカリキュラムを組み、どのように教授する

のかについては、学生の意欲や知識の程度もあり、十

分に合意しうるような手法はないように思われる。

本報告では、このような認識のもとに、中国語と中

国という地域に関する学習を軸とした中国語中国関係

学科において実施された、語学学習と中国理解を結び

つける試みについて報告したい。

2 中国語中国関係学科カリキュラムにみる語

学学習と中国研究

中国語中国関係学科では、中国語能力習得と中国理

解が教育内容の２つの軸になっており、カリキュラム

自体もそのようになっている。

前者の軸は「中国語コミュニケーション科目」群で、

「中国語Ⅰ～Ⅷ」「ビジネス中国語Ａ・Ｂ」「資格中国

語Ａ・Ｂ」などの科目が配置されている。また「学外

実践科目」群にも、１年次の中国語学研修に対応した

必修の「留学中国語」科目がある。

後者は「中国研究科目」群で、中国を理解するため

に、「中国政治論」「中国経済論」などの社会科学系ア

プローチをする科目、「中国歴史研究」「中国思想比較

研究」などのような人文科学的アプローチを行う科目

が配置される。これら２つの科目群は、本学科のコア

ともいえるだろう。それ以外にも本学科には、中国語

教員資格用の「中国言語研究科目」なども存在する。

このようなカリキュラムは、中国語と中国理解を軸

に、日本の中国関連企業で中国担当として活躍できる

人材や、中国語圏に長期滞在して働くことのできる人

材、中国語教員など、それなりの人材像に対応して作

られている。

このような方針があるものの、本学科の低学年生は

多くの場合、「中国語」に関心が集中しがちである。

また長期留学をした学生は、ふつう中国そのものに関

心が深まるが、全員がそうとは限らない。また上記の

カリキュラム上では、両者を結ぶための科目は想定し

ておらず、１～４年まで各学期に開講する演習科目を

使う以外にはないと思われる。本学科では、このよう

な中国語と中国理解の両者を結ぶ必要性が認識される

ようになり、この演習科目を用いて、両者の架け橋を

作るべく、いくつかの試みが行われた。

3 １年夏期語学研修における観察調査と演習

科目における課題作成

本学科では、１年次の夏季休暇中に全員必修の語学

研修を課している。この研修では、本学の協定校であ

る北京市に所在する中国外交学院において、集中的に

中国語を学習することに目的がある。

とりわけ、①早い時期に正確な発音・声調に接し、

これを身につけることで「使える」中国語の基礎を作

り上げること、②この基礎をもとに２年次以降に中国

語検定、ＨＳＫなど中国語資格取得などを目指す契機

とすることなどが主たるねらいである。
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しかしそれだけではなく、 現地で数週間の日常生

活を送ることで、中国の（あるいは北京の）生活感覚

を体得して中国という地域に慣れるとともに、日々自

分の目でとらえた中国の日常の姿を通じて、学生の中

国イメージを広げ、「中国研究」に入る準備をさせる

という意図も持っている。

研修期間中に、学生から「予想以上に中国（北京）

が発展している」「貧富の格差をさまざまな側面で目

撃した」「物価の安さと場所（店の種類など）による

価格差」「日本企業や日本製品の進出の多さ」などの

感想を聞くことも多く、海外での生活で重要な、他国

を観察することを通じて日本という国や社会を相対的

にみる視点が育成されつつあると言えるだろう。

本学科では、このような側面をとらえ、学生自身が、

中国語学習だけではなく中国研究（中国理解）の双方

をしていることに気付かせるため、研修中に簡単な観

察調査を行わせている。その結果を研修中の活動報告

会、帰国後の演習科目「基礎演習Ｂ」で学生に報告さ

せ、これを土台に大学祭での展示のためのパネル作成

を課している。

観察調査では、北京研修中に学生各自が関心を持っ

た「現代の中国（北京）」や「中国の文化・社会」「ビ

ジネス」「日中関係」などに関する主題で写真撮影を

させている。これを研修中に１－２回実施する活動報

告会で各自発表させ、主題を次第に明確にする。

その上で、帰国後には演習科目である基礎演習Ｂに

おいて、パワーポイントなどを用いて発表させる（写

真１）。さらにこれをもとに、大学祭において展示す

るパネルを作成することとしている（写真２）。

これまで学生は、さまざまなテーマを選択し、発表

しており、そのレベルもさまざまである。しかしなが

ら、「中国語だけでなく中国そのものについても学ば

なければならない」と考えさせる契機になっているも

のと考える。特に、もともと中国文化や中国でのビジ

ネスに関心をもって入学した学生は、この課題に熱心

に取り組む傾向がある。

これに加えて、さらなる中国理解を進めるために、

春学期に実施した入門科目である「中国研究入門Ａ」

などにおいて教授した内容と関連させた課題を学生に

課している。

帰国後初めての基礎演習Ｂの授業において、表１に

示すような、「夏期語学研修から帰国したみなさんに

考えて、調べてみてほしいこと」と題する宿題を課し

ている。これは、研修で学生が見聞きした事柄に関連

させた内容の質問を投げかけ、それについて回答する

ように指示したものである。たとえば以下のような質

問は、中国の政治体制や経済に関する基本的な理解を

問うものである。

「現在の中国は、みなさんも見たとおり、経済的に豊

かな人と豊かでない人の格差が大きい国です。①みな

さんはどのようなところでそれを感じましたか？また、

もともと中国はそういう国ではありませんでした。②

今のようになったのは何故なのでしょうか？」

中国を理解するうえで、社会主義国であること、そ

れが市場経済化したことは、きわめて基本的な事実で

あるが、高校で日本史だけを履修した学生などは、こ

のような基本的な理解が十分でない場合もある。

次の質問は、かつての中国の社会制度である「単位」

に関するものである。

「みなさんが過ごした外交学院の敷地には、なぜか

団地のような建物が建っていて、おじいさんやおばあ

さんなど、一見大学とは関係ない人がたくさん住んで

いたのに気がつきましたか？①これは何故でしょうか？

②またこの人たちはどういう人たちなのでしょうか？」

「単位」については１年春学期の「中国研究入門Ａ」

でも触れる内容であり、この質問も、やはり学生に、
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写真１ 基礎演習Ｂにおけるテーマ発表会

写真２ 大学祭の学科パネル展示



見たものと講義で学習したものがつながることを示す

意図がある。このように、１年次での全員参加の語学

研修という機会をとらえ、「言葉だけではない」点を

理解させながら、基本的な知識を身につけさせようと

する試みを行っている。

4「研究入門Ａ」における中国語資料の翻訳

中国語学習と中国研究（理解）を結びつけるために、

上述のような「言葉だけではない」ことへの認識を喚

起するのではなく、「習った言葉をどう使うのか」を

示すための試みも行われつつある。

２年生の演習科目である「研究入門Ａ」の一部クラ

スにおいては、「中国語を用いて情報を得る」訓練を

施している。本学科の研究入門Ａは、主として人文科

学系を中心として、中国を研究する手法や初歩的な概

念、キーワードを教授するものとなっている。昨年度

より、これを中国語の資料を読解し、そのような内容

を考える方法を取っている。

具体的には、中国で刊行された『図説中国』（中国・

五州伝播出版社）を受講生に翻訳させ、その内容を理

解・考察させるという方法を取っている。『図説中国』

は、中国語で書かれており、中国の基本情報やさまざ

まな人文・社会的指標（人口、福祉、医療、教育、民

族、生活環境）などに関する短い説明文と、図表から

構成されている。中国語表現も平易で、２年生が中国

という国のアウトラインをおおよそ理解するのによい

内容である。また、文章量がさほど多くなく、図やグ

ラフがその理解を助けている。

図１は図とグラフが示されたページを示したもので

ある。文章だけのページに比べ、情報量が少ないうえ

に、絵や数値からその内容を類推しやすい。ここでた

とえば、「峰値」が「ピーク（値）」であるなど、基本

的な単語が理解できていれば、より早く翻訳できる。

さらに言うならば中国の人口についておおよその理解
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図１ 教材『図説中国』掲載のグラフ

質問内容 キーワード

Ｑ１：あなたが，今回中国に４週間滞在してみて，行く前に持っていたイメージと比べ，違っていたこ
とは何でしょうか？最も違っていたと思うことを１つだけあげて，どのように違っていたのか詳しく説
明してください。

―

Ｑ２：みなさんが過ごした外交学院の敷地には，なぜか団地のような建物が建っていて，おじいさんや
おばあさんなど，一見大学とは関係ない人がたくさん住んでいたのに気がつきましたか？①これは何故
でしょうか？②またこの人たちはどういう人たちなのでしょうか？

単位

Ｑ３：現在の中国は，みなさんも見たとおり，経済的に豊かな人と豊かでない人の格差が大きい国です。
①みなさんはどのようなところでそれを感じましたか？また，もともと中国はそういう国ではありませ
んでした。②今のようになったのは何故なのでしょうか？

社会主義体制，先富論，
市場経済化など

Ｑ４：外交学院の宿舎は２人部屋でエアコンがついており，シャワーの出が悪い部屋もありましたが，
みなさんにとって，おおよそ快適だったと思います。ところで，同じ敷地の中にあった中国人学生用宿
舎は８名１室でエアコンもシャワーもありません。また彼らの中には海外に研修に行く資金がない人も
います。みなさんと交流した学生さんの中にもそういう人は多いと思います。①このことを，あなたは
どう考え，どうしたらよいと思いますか？また，②日本と中国の経済格差はどのくらいのものなのか，
何らかの数値で示してみてください。

経済格差，一人当たり
ＧＮＩなど

Ｑ５：みなさんがお世話になった外交学院は，少し特殊な目的をもった大学です。①ここはどのような
大学なのでしょうか？そして，この大学と中部大学は姉妹提携校の協定を結んでいます。②現在両校は
どのような交流をしているでしょうか？また今後どのような交流をしたらよいと思いますか？

―

Ｑ６：みなさんは北京で，多くの日本企業が進出していたり，日本製品が販売されていたりするのを目
にしたことと思います。①どのような企業が進出していて，どのような製品が売られていたでしょうか？
目にしたものをいくつか挙げて下さい。②その会社や製品はどのような特徴があるでしょうか？調べて
みてください。もしかして，みなさんは将来，この学科を卒業してそのような企業に就職したり，取引
関係を持ったりすることになるかもしれません。

日本企業のアジア進出，
合弁企業，経済特区

表１ 「夏期語学研修から帰国したみなさんに考えて、調べてみてほしいこと」質問例



があれば、さらに理解しやすくなる。「中国語を用い

て情報を得る」作業からは、逆に「中国のことを知っ

ていると、早く読み取れる」という点も示される。

授業では、『図説中国』を基本的には全訳させてい

るが、その際の参考資料として日本語で中国の紹介が

されている『中国』（中国・外文出版社）を学生に渡

している。これは翻訳の際に参考となるとともに、

「自分の語学力だけではなく、参考資料を用いること

で理解がより進む」ということを学生に伝えるために

行っている。どの語学の授業でも学生に「全訳」を指

示すると、とりあえず辞書で冒頭に出た訳語のみをつ

ないで文章を作ろうとする学生が現れる。しかし実際

のところ、翻訳をする際には、原文の内容を予測する

とか、何らかの資料を傍らに置くなどして大筋を押さ

えながら翻訳を進めるのが効率的であるだろう。

このように、本学科の大多数の学生は、『図説中国』

の大部分を翻訳するという体験をしている。本年度、

中国政府による中国能力試験であるＨＳＫ５級（上級

レベル、最上級は６級）に３年春という早い時期に合

格した学生の一人は、合格の理由の一つをこの授業の

長文読解であるとしている。中国語の資格試験の上級

レベルにおいては、長文の読解が課せられるケースが

多いが、学生はなかなか「外国語の長文」を読みなれ

ておらず、苦手にする傾向がある。これは本来の目的

にはなかったものであるが、このような効果も報告さ

れている。

5「演習Ａ・Ｂ」、「卒業研究」における「中

国研究」の方向性

本学科のカリキュラムでは、３・４年生にいずれも

演習科目があり、４年生の卒業研究においては、卒業

論文を作成・提出する。国際関係学部の他の学科にお

いても同様のカリキュラムとなっている。このような

構造になっている理由の一つは、ディシプリンを超え

た講義科目と、複数の語学科目がある中で、学生が各

自でこれらの学習内容を選択しながら、高学年の演習

や卒業研究で、学んだものを総合するというような方

向性があるためであると考える。

本学科の高学年の演習科目においては、担当者によっ

ても差があるが、基本的に「中国ビジネス研究」など、

演習で扱うテーマや方針、あるいは分野を決めた上で、

「中国研究」を行っている。ある意味では、ここまで

に身につけた中国語能力を活かして資料を読解しなが

ら、各自のテーマを持って卒業研究を行い、卒業論文

を作成するという意味付けがある。

10月に実施した卒業論文の中間発表においても、

「日中の結婚式の流れと特徴」「赤・紅・朱―中国と日

本の「あか」への意識比較研究」「上海に進出する日

本企業」などのテーマがあった。中国に関するテーマ

を持ち、人文科学的、あるいは社会科学的アプローチ

で卒業研究を進めているということである。また「中

国語の発音教育に関する音声学研究」で発表した４年

生もいるが、中国社会の研究ではないものの、「中国

語への翻訳」等ではなく、中国語音声学という分析視

点をもった研究である。この点は、外国語だけをする

学部ではない国際関係学部に属している本学科の特徴

であるともいえるだろう。

なお、３年次の演習Ａ・Ｂでは、卒業研究に結び付

けるべく、ゼミ単位の海外研修や調査実習を活発に行っ

てきている。ほとんどのゼミで、研究テーマに合わせ

た研修を実施している。たとえば中国ビジネスをテー

マとしたゼミでは、上海において夏季休暇に日本の中

国進出に対する企業インタビューを実施している。

また筆者が担当する東アジアの文化・交流ゼミにお

いては、韓国、台湾への海外研修に加え、日本国内の

研究も実施している。例えば台湾からのツアー客が多

く訪れている岐阜県高山市でのインバウンド観光に関

する調査実習や、中韓からの新規来住者の移動と関係

する、東京のコリアンタウン（新大久保）・チャイナ

タウン（池袋）の見学を実施しており、国内において

も中国や中国を含むアジアに関連する地域は、これら

演習科目や卒業研究の研究対象となる。

卒業論文や、ゼミにおける研修活動は、前述の基礎

演習Ｂにおける「中国研究」への注意喚起、研究入門

Ａの試みのような「中国語を用いて（中国の）情報を

得る」といった取り組みの先にある目標であるといえ

るだろう。また逆に３、４年次にこのような演習と活

動があり、卒業論文を出す必要があることを低学年の

学生に伝えることで、中国語学習と中国研究の双方が

本学科の教育目標であることが理解されるものと考え

る。

6 まとめ

本稿においては、中国語中国関係学科という、地域

研究を中心とする学科において、語学学習と海外地域

理解の両者の橋渡しをする試みについて、おおよそ３

つの例を挙げて報告してきた。

これらの試みを通じて理解されるのは、本学科では、

学科での学習が「中国語学習だけではないこと」と、

「学んだ中国語で情報を得る」を示しながら、その上

で最終的なアウトプットが「中国研究」であることを

意識させるという手法をとっているということである。

また実際のところ、このような作業を行っているの

は１年生から４年生まで毎期開講している演習科目だ

けである。このことから専門科目のうち、この部分だ

けが中国語学習と中国理解のジョイントになっている
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ことも理解される。両者を結ぶための講義科目なども

本来必要であるのかもしれない。

ところで、このような内容を教授される立場である

学生の反応はどうであろうか。実際のところ低学年の

学生は、やはりなかなか「中国語以外」に目が向かず、

３、４年生の演習クラス分けの時期（２年秋）になっ

て、ようやく気づく傾向がある。しかしながら長期派

遣留学をした学生は,おそらくはその体験から、中国

理解の必要を早く感じるようになるようである。留学

など実体験は、地域情報の習得、地域理解を深めよう

とする意識を強めるともいえる。

中国語中国関係学科が最終的に輩出する人材を考え

た場合、そのレベルはさまざまであろうが、何よりも

「中国語を使って何らかの業務ができる」ことが重要

であるだろう。このような最終的な目標を見据えなが

ら、さらなる方法を模索したい。
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