
学学学学びびびび手手手手とととと教教教教ええええ手手手手、、、、人人人人ととととシステムシステムシステムシステムがががが拓拓拓拓くくくく中国語教育中国語教育中国語教育中国語教育のののの新新新新たなたなたなたな試試試試みみみみ
e- learning活用、基礎力活用型

中国語教育プラン “游游游游 ”成蹊大学現代成蹊大学現代成蹊大学現代成蹊大学現代ＧＰＧＰＧＰＧＰ“游游游游”取組実施本部取組実施本部取組実施本部取組実施本部湯山湯山湯山湯山トミトミトミトミ子子子子・・・・武田紀子武田紀子武田紀子武田紀子
現代現代現代現代ＧＰＧＰＧＰＧＰ取組事業取組事業取組事業取組事業“游游游游”成果報告会成果報告会成果報告会成果報告会＆＆＆＆シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム「「「「世界世界世界世界からのまなざしからのまなざしからのまなざしからのまなざし、、、、世界世界世界世界へのまなざしへのまなざしへのまなざしへのまなざし」」」」 （（（（２００９２００９２００９２００９．．．．９９９９．．．．２６２６２６２６） 報告概要Ⅰ 現代現代現代現代ＧＰＧＰＧＰＧＰ取組事業取組事業取組事業取組事業としてのとしてのとしてのとしての“游游游游” （（（（湯山湯山湯山湯山））））ⅡⅡⅡⅡ eeee----LearningLearningLearningLearning活用活用活用活用、、、、基礎力活用型基礎力活用型基礎力活用型基礎力活用型中国語教育中国語教育中国語教育中国語教育プランプランプランプラン ““““游游游游 ”””” （（（（湯山湯山湯山湯山））））ⅢⅢⅢⅢ “游游游游” 第第第第４４４４部部部部 学習学習学習学習プログラムプログラムプログラムプログラム演習問題演習問題演習問題演習問題についてについてについてについて（（（（武田武田武田武田））））

Ⅰ 現代現代現代現代ＧＰＧＰＧＰＧＰ取組事業取組事業取組事業取組事業としてのとしてのとしてのとしての“游游游游”現代現代現代現代ＧＰＧＰＧＰＧＰ とはとはとはとは ：：：：文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省のののの推進推進推進推進するするするする大学等高等教育大学等高等教育大学等高等教育大学等高等教育のののの質的向上質的向上質的向上質的向上をををを目指目指目指目指すすすす事業事業事業事業のののの一一一一つつつつ （ＧＰ＝（ＧＰ＝（ＧＰ＝（ＧＰ＝GoodGoodGoodGood PracticePracticePracticePractice 優優優優れたれたれたれた取組取組取組取組））））→→→→現代的教育現代的教育現代的教育現代的教育ニーズニーズニーズニーズ取組支援取組支援取組支援取組支援プログラムプログラムプログラムプログラム＊＊＊＊他に特色GP、教育GP等・内容内容内容内容： 各種審議会各種審議会各種審議会各種審議会からのからのからのからの提言等提言等提言等提言等、、、、社会的要請社会的要請社会的要請社会的要請のののの強強強強いいいい政策課題政策課題政策課題政策課題にににに対応対応対応対応したしたしたしたテーマテーマテーマテーマのののの選定選定選定選定、、、、公示公示公示公示→→→→各大学各大学各大学各大学、、、、短期大学短期大学短期大学短期大学、、、、高等専門学校等高等専門学校等高等専門学校等高等専門学校等がががが応募応募応募応募→→→→特特特特にににに優優優優れたとれたとれたとれたと評価評価評価評価されたされたされたされた取組事業取組事業取組事業取組事業にににに対対対対してしてしてして財政支援財政支援財政支援財政支援がががが行行行行われるわれるわれるわれる。。。。⇒⇒⇒⇒競争的環境競争的環境競争的環境競争的環境によるによるによるによる教育教育教育教育のののの充実充実充実充実、、、、向上向上向上向上個性個性個性個性・・・・特性特性特性特性のののの明確化明確化明確化明確化、、、、人材育成機能人材育成機能人材育成機能人材育成機能のののの強化強化強化強化・・・・求求求求められるめられるめられるめられる役割役割役割役割： 取組取組取組取組のののの実現実現実現実現、、、、社会社会社会社会にににに広広広広くくくく情報提供情報提供情報提供情報提供、、、、大学教育大学教育大学教育大学教育のののの活性化活性化活性化活性化をををを促促促促すすすす教育改革教育改革教育改革教育改革ののののモデルモデルモデルモデル校校校校大学大学大学大学のののの評価評価評価評価、、、、教育力評価教育力評価教育力評価教育力評価としてとしてとしてとして機能機能機能機能

現代現代現代現代ＧＰＧＰＧＰＧＰのののの申請申請申請申請とととと審査審査審査審査国公私国公私国公私国公私をををを通通通通じたじたじたじた競争的環境競争的環境競争的環境競争的環境 （（（（私立大学私立大学私立大学私立大学のののの申請申請申請申請がががが多多多多いいいい、、、、採択率採択率採択率採択率はははは激戦激戦激戦激戦））））第三者第三者第三者第三者によるによるによるによる公正公正公正公正なななな審査審査審査審査 （（（（テーマテーマテーマテーマ別審査部会別審査部会別審査部会別審査部会＋＋＋＋総合評価総合評価総合評価総合評価））））有識者有識者有識者有識者・・・・専門家専門家専門家専門家・・・・ペーパーレフリーペーパーレフリーペーパーレフリーペーパーレフリー意見聴取意見聴取意見聴取意見聴取書類審査書類審査書類審査書類審査＋＋＋＋面接審査面接審査面接審査面接審査⇒⇒⇒⇒平成平成平成平成１６１６１６１６年度年度年度年度～～～～平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度 ４４４４年間年間年間年間 （（（（６６６６つのつのつのつのテーマテーマテーマテーマ））））現代現代現代現代ＧＰＧＰＧＰＧＰ 全体全体全体全体 申請申請申請申請 ２２２３２２２３２２２３２２２３／／／／ ４０１４０１４０１４０１件件件件 採択採択採択採択（（（（１８１８１８１８．．．．００００％％％％のののの採択率採択率採択率採択率））））大学単独大学単独大学単独大学単独 申請申請申請申請１７２３１７２３１７２３１７２３ ／／／／ ３２３３２３３２３３２３件件件件 採択採択採択採択（（（（２０２０２０２０．．．．１１１１％％％％のののの採択率採択率採択率採択率 ））））私立大学単独私立大学単独私立大学単独私立大学単独 申請申請申請申請 ９８５９８５９８５９８５／／／／ １６３１６３１６３１６３ 件件件件 採択採択採択採択（（（（１８１８１８１８．．．．２２２２％％％％のののの採択率採択率採択率採択率））））テーマテーマテーマテーマ６６６６（（（（平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度テーマテーマテーマテーマ６６６６ ）））） 国公私国公私国公私国公私 申請申請申請申請５８５８５８５８／／／／１１１１１１１１件件件件採択採択採択採択（（（（１９１９１９１９．．．．１１１１％％％％のののの採択率採択率採択率採択率 ））））私立大学私立大学私立大学私立大学 申請申請申請申請３０３０３０３０／／／／ ５５５５ 採択採択採択採択（（（（１６１６１６１６．．．．７７７７％％％％のののの採択率採択率採択率採択率））））「「「「通通通通るのもるのもるのもるのも大変大変大変大変、、、、通通通通ってからもってからもってからもってからも大変大変大変大変」」」」独自性独自性独自性独自性のあるのあるのあるのある取組取組取組取組・・・・モデルモデルモデルモデルとしてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割・・・・運用後運用後運用後運用後のののの成果成果成果成果・・・・持続性持続性持続性持続性
成蹊大学現代成蹊大学現代成蹊大学現代成蹊大学現代ＧＰＧＰＧＰＧＰ取組事業取組事業取組事業取組事業 “游游游游”⇒ 平成平成平成平成１８１８１８１８年度現代年度現代年度現代年度現代ＧＰＧＰＧＰＧＰ部門部門部門部門６６６６ 「「「「ニーズニーズニーズニーズにににに基基基基づくづくづくづく人材育成人材育成人材育成人材育成をををを目指目指目指目指したしたしたしたe-Learning Programのののの開発開発開発開発」」」」「「「「進化進化進化進化するするするする教養教育教養教育教養教育教養教育とととと国際化国際化国際化国際化新人材新人材新人材新人材のののの育成育成育成育成――――――――基礎力活用基礎力活用基礎力活用基礎力活用によるによるによるによる中国語中国語中国語中国語コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション能力育成展開能力育成展開能力育成展開能力育成展開プランプランプランプラン“游游游游”」」」」

http://gp-you.seikei.ac.jp内容内容内容内容 （（（（平成平成平成平成１８１８１８１８．．．．９９９９～～～～平成平成平成平成２１２１２１２１．．．．３３３３、、、、 成蹊大学成蹊大学成蹊大学成蹊大学 法法法法・・・・文文文文・・・・経済経済経済経済 文系文系文系文系３３３３学部学部学部学部））））・・・・教養課程教養課程教養課程教養課程におけるにおけるにおけるにおける初修外国語教育改善初修外国語教育改善初修外国語教育改善初修外国語教育改善プランプランプランプラン基礎力活用型中国語教育基礎力活用型中国語教育基礎力活用型中国語教育基礎力活用型中国語教育のののの実現実現実現実現・・・・ 総合的中国語総合的中国語総合的中国語総合的中国語 e-Learning教育教育教育教育システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築とととと運用運用運用運用・・・・成蹊大学成蹊大学成蹊大学成蹊大学がががが平成平成平成平成１２１２１２１２年度年度年度年度からからからから試試試試みてきたみてきたみてきたみてきたＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴによるによるによるによる中国語教育中国語教育中国語教育中国語教育のののの展開展開展開展開
*ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ(情報教育技術情報教育技術情報教育技術情報教育技術））））

【【【【参考参考参考参考】】】】 成蹊大学成蹊大学成蹊大学成蹊大学のののの中国語中国語中国語中国語ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ教育教育教育教育へのへのへのへの取組取組取組取組・・・・平成平成平成平成12年年年年～～～～平成平成平成平成16年年年年中国語音声教育中国語音声教育中国語音声教育中国語音声教育DBシステムシステムシステムシステム制作制作制作制作日本学術振興会科学研究費補助金日本学術振興会科学研究費補助金日本学術振興会科学研究費補助金日本学術振興会科学研究費補助金（（（（平成平成平成平成12年年年年～～～～16年度年度年度年度、、、、単年度申請単年度申請単年度申請単年度申請））））＊＊＊＊成蹊大学特別予算成蹊大学特別予算成蹊大学特別予算成蹊大学特別予算（（（（平成平成平成平成14年度年度年度年度 ））））〔〔〔〔特色特色特色特色〕〕〕〕 10万語万語万語万語のののの語彙語彙語彙語彙データデータデータデータ、、、、30万語万語万語万語のののの音声音声音声音声データデータデータデータ（（（（速度別録音速度別録音速度別録音速度別録音））））豊富多彩豊富多彩豊富多彩豊富多彩なななな語彙語彙語彙語彙とととと検索機能検索機能検索機能検索機能（（（（検定試験用基礎単語検定試験用基礎単語検定試験用基礎単語検定試験用基礎単語、、、、ことわざことわざことわざことわざ、、、、しゃれことばしゃれことばしゃれことばしゃれことば、、、、なぞなぞなぞなぞなぞなぞなぞなぞ））））中国語発音教育中国語発音教育中国語発音教育中国語発音教育のののの要要要要 声調波形表示機能声調波形表示機能声調波形表示機能声調波形表示機能（（（（発音発音発音発音のののの自己矯正自己矯正自己矯正自己矯正））））専門家専門家専門家専門家（（（（中国語教師中国語教師中国語教師中国語教師、、、、音声学音声学音声学音声学、、、、言語学者言語学者言語学者言語学者））））とととと学習者対象学習者対象学習者対象学習者対象
16年度年度年度年度 簡易入門版制作簡易入門版制作簡易入門版制作簡易入門版制作・・・・平成平成平成平成16年年年年 中国語音声教育中国語音声教育中国語音声教育中国語音声教育DBにににに初級学習者向初級学習者向初級学習者向初級学習者向けけけけ入門編入門編入門編入門編をををを分岐制作開始分岐制作開始分岐制作開始分岐制作開始教教教教えるためのえるためのえるためのえるためのツールツールツールツールからからからから学学学学ぶためのぶためのぶためのぶためのツールツールツールツールにににに展開展開展開展開発音発音発音発音、、、、文法文法文法文法のののの為為為為ののののDVD制作制作制作制作のののの継続継続継続継続・・・・平成平成平成平成18年年年年 授業授業授業授業でのでのでのでの使用開始使用開始使用開始使用開始マルマルマルマルチメチメチメチメデデデディアピクチャィアピクチャィアピクチャィアピクチャーデーデーデーディクィクィクィクショショショショナナナナリーリーリーリー制作制作制作制作開始開始開始開始初中級単語初中級単語初中級単語初中級単語ななななどどどど3000語語語語、、、、絵画素絵画素絵画素絵画素材材材材によるによるによるによる単語力単語力単語力単語力のののの効効効効果的果的果的果的増強増強増強増強＊＊＊＊声調言語声調言語声調言語声調言語ででででありありありあり、、、、表意文表意文表意文表意文字字字字をををを用用用用いるいるいるいる中国語学習中国語学習中国語学習中国語学習ににににおおおおけるけるけるける語彙語彙語彙語彙数数数数のののの増加増加増加増加をををを補助補助補助補助するするするする役割役割役割役割現代現代現代現代GP採択採択採択採択によるによるによるによる本本本本格格格格的的的的支援支援支援支援システムシステムシステムシステムのののの開発開発開発開発、、、、教育教育教育教育構想構想構想構想“游游游游”のののの着手着手着手着手



取組事業取組事業取組事業取組事業・・・・教育改革教育改革教育改革教育改革のののの背景背景背景背景（（（（現状現状現状現状）））） 社会的社会的社会的社会的ニーズニーズニーズニーズ、、、、日本日本日本日本のののの課題課題課題課題・・・・グローバルグローバルグローバルグローバル化化化化のののの進進進進むむむむ国際社会国際社会国際社会国際社会 中国語中国語中国語中国語、、、、中国語人材中国語人材中国語人材中国語人材のののの需要増大需要増大需要増大需要増大・・・・英中両言語英中両言語英中両言語英中両言語をををを使使使使えるえるえるえる人材人材人材人材 世界世界世界世界、、、、アジアアジアアジアアジアにににに多多多多いがいがいがいが、、、、日本日本日本日本にはにはにはには少少少少ないないないない・・・・非専門分野非専門分野非専門分野非専門分野におけるにおけるにおけるにおける中国語人材中国語人材中国語人材中国語人材のののの必要性必要性必要性必要性とととと不足不足不足不足大学教育大学教育大学教育大学教育とととと中国語中国語中国語中国語・・・・日本日本日本日本でもっともでもっともでもっともでもっとも多多多多くのくのくのくの人材人材人材人材がががが中国語中国語中国語中国語をををを学学学学ぶぶぶぶ場場場場としてのとしてのとしてのとしての大学第二外国語大学第二外国語大学第二外国語大学第二外国語・・・・入学者入学者入学者入学者のののの３３３３割割割割～～～～4割割割割がががが求求求求めるめるめるめる中国語学習中国語学習中国語学習中国語学習・・・・使使使使えるえるえるえる言語言語言語言語、、、、コミュコミュコミュコミュ二二二二ケーションケーションケーションケーション言語言語言語言語（（（（話話話話しししし聞聞聞聞けるけるけるける））））のののの習得要望習得要望習得要望習得要望
(課題課題課題課題）））） 短期間短期間短期間短期間にににに初中級初中級初中級初中級をををを学学学学ぶぶぶぶ教養中国語教育教養中国語教育教養中国語教育教養中国語教育のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題へのへのへのへの対応対応対応対応・・・・大量大量大量大量のののの学生学生学生学生がががが学学学学びながらびながらびながらびながら中国語中国語中国語中国語をををを運用運用運用運用できるできるできるできる人材人材人材人材がががが育成育成育成育成されていないされていないされていないされていない・・・・授業時間数授業時間数授業時間数授業時間数のののの制約制約制約制約とととと中国語言語学的特徴中国語言語学的特徴中国語言語学的特徴中国語言語学的特徴、、、、音音音音声声声声教育教育教育教育のののの重重重重要性要性要性要性

本取組事業本取組事業本取組事業本取組事業ののののキーワードキーワードキーワードキーワード⇒⇒⇒⇒・・・・ 教養教育教養教育教養教育教養教育のののの改善改善改善改善 ・・・・人材育成人材育成人材育成人材育成・・・・初修外国語教育初修外国語教育初修外国語教育初修外国語教育のののの改善改善改善改善・・・・中国語教育中国語教育中国語教育中国語教育のののの改善改善改善改善・・・・eeee----LearningLearningLearningLearningシステムシステムシステムシステム、ＩＣＴ、ＩＣＴ、ＩＣＴ、ＩＣＴ活用教育活用教育活用教育活用教育⇒⇒⇒⇒・・・・初修外国語単独科目初修外国語単独科目初修外国語単独科目初修外国語単独科目、、、、教養中国語単独科目教養中国語単独科目教養中国語単独科目教養中国語単独科目としてはとしてはとしてはとしては唯一唯一唯一唯一ののののＧＰＧＰＧＰＧＰ取取取取りりりり組組組組みみみみ・・・・学科解説学科解説学科解説学科解説、、、、カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム改革改革改革改革などのなどのなどのなどの制度改革制度改革制度改革制度改革（（（（トップダウントップダウントップダウントップダウン型型型型））））とととと異異異異なるなるなるなる教育現場教育現場教育現場教育現場からのからのからのからの教育法改善教育法改善教育法改善教育法改善によるによるによるによる教育改革事業教育改革事業教育改革事業教育改革事業（（（（ボボボボトムアップトムアップトムアップトムアップ型型型型）、）、）、）、 小規模体制小規模体制小規模体制小規模体制
（（（（改善改善改善改善）））） 大学教養課程大学教養課程大学教養課程大学教養課程におけるにおけるにおけるにおける中国語教育中国語教育中国語教育中国語教育のののの改善改善改善改善・・・・基礎教育基礎教育基礎教育基礎教育でででで、、、、短期短期短期短期間間間間にににに、、、、確確確確実実実実にににに、、、、質質質質のののの高高高高いいいい音声教育音声教育音声教育音声教育をををを行行行行いいいい、、、、単語力単語力単語力単語力をををを増強増強増強増強しししし、、、、平易平易平易平易なななな表現表現表現表現でででで対対対対話話話話ででででききききるるるる基礎力活用基礎力活用基礎力活用基礎力活用型型型型中国語教育中国語教育中国語教育中国語教育をををを行行行行いいいい、、、、人材人材人材人材をををを育成育成育成育成することによすることによすることによすることによりりりり、、、、社社社社会会会会とととと学学学学生生生生ののののニーズニーズニーズニーズにににに応応応応えるえるえるえる。。。。・・・・有有有有効効効効なななな補助補助補助補助手段手段手段手段としとしとしとしててててののののe-Learningのののの活用活用活用活用
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実実実実施体施体施体施体制制制制
成蹊大学成蹊大学成蹊大学成蹊大学現代現代現代現代ＧＰＧＰＧＰＧＰ取組実取組実取組実取組実施施施施本部本部本部本部

[取組担当者取組担当者取組担当者取組担当者・・・・関係部署職員関係部署職員関係部署職員関係部署職員]

“游游游游”開発開発開発開発プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト〔〔〔〔取組担当者取組担当者取組担当者取組担当者・・・・開発要員開発要員開発要員開発要員〕〕〕〕
成蹊大学成蹊大学成蹊大学成蹊大学現代現代現代現代ＧＰＧＰＧＰＧＰ推進推進推進推進統括委員統括委員統括委員統括委員会会会会〔〔〔〔学長学長学長学長・・・・学長補佐学長補佐学長補佐学長補佐・・・・学部長学部長学部長学部長〕〕〕〕 カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム策定各種委員会策定各種委員会策定各種委員会策定各種委員会情報図書館情報図書館情報図書館情報図書館学園情報学園情報学園情報学園情報センターセンターセンターセンター国際教育国際教育国際教育国際教育ンターンターンターンター卒業生組織成蹊会卒業生組織成蹊会卒業生組織成蹊会卒業生組織成蹊会成蹊大学友好交流機関成蹊大学友好交流機関成蹊大学友好交流機関成蹊大学友好交流機関学外学外学外学外学内学内学内学内成蹊大学成蹊大学成蹊大学成蹊大学現代現代現代現代GP運運運運営委員営委員営委員営委員会会会会〔〔〔〔取組担当者取組担当者取組担当者取組担当者・・・・法学部長法学部長法学部長法学部長・・・・関連部署職員関連部署職員関連部署職員関連部署職員〕〕〕〕 サポートサポートサポートサポート組織組織組織組織

小規模体制中国語専任教員１名・システム担当者１名非常勤講師の方の協力
発音練習 取組取組取組取組にににに期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果とととと意義意義意義意義非専門分野非専門分野非専門分野非専門分野におけるにおけるにおけるにおける中国語人材教育中国語人材教育中国語人材教育中国語人材教育⇒⇒⇒⇒ 他他他他ののののアジアアジアアジアアジア諸諸諸諸国国国国とのとのとのとの協調協調協調協調がががが求求求求められるめられるめられるめられる日本日本日本日本のののの国際化国際化国際化国際化にににに有益有益有益有益かつかつかつかつ重重重重要要要要国際社会国際社会国際社会国際社会におけるにおけるにおけるにおける人的人的人的人的交流交流交流交流のののの深深深深化化化化、、、、発発発発展展展展にににに大大大大きなきなきなきな効果効果効果効果教養教育教養教育教養教育教養教育のののの改善改善改善改善とととと基礎力活用型教育基礎力活用型教育基礎力活用型教育基礎力活用型教育のののの展開展開展開展開⇒⇒⇒⇒ 21世世世世紀紀紀紀のののの国際社会国際社会国際社会国際社会にににに有有有有用用用用なななな国際化国際化国際化国際化新新新新人材人材人材人材をををを育成育成育成育成しししし、、、、教養語学教育教養語学教育教養語学教育教養語学教育のののの新新新新たなたなたなたな可可可可能性能性能性能性をををを切切切切りりりり開開開開くくくく、、、、新新新新時代時代時代時代のののの中国語教育中国語教育中国語教育中国語教育のののの実実実実践践践践汎汎汎汎用性用性用性用性のののの高高高高いいいい能能能能動動動動型型型型e-Learning システムシステムシステムシステムのののの可可可可能性能性能性能性、、、、教育教育教育教育のののの質的質的質的質的転換転換転換転換⇒⇒⇒⇒ 教教教教師師師師、、、、学生学生学生学生ともにともにともにともに気気気気づづづづかなかったかなかったかなかったかなかった双方双方双方双方のののの潜在潜在潜在潜在的要求的要求的要求的要求、、、、発想発想発想発想ななななどどどどのののの発見発見発見発見によによによによりりりり教教教教えるえるえるえる側側側側、、、、学学学学ぶぶぶぶ側側側側がともにがともにがともにがともに教育教育教育教育創造創造創造創造のののの主体主体主体主体となれるとなれるとなれるとなれる教育教育教育教育のののの実現実現実現実現学習学学習学学習学学習学をををを重視重視重視重視するするするする教育教育教育教育のののの創造創造創造創造他他他他のののの言語教育言語教育言語教育言語教育へのへのへのへの転転転転用性用性用性用性⇒⇒⇒⇒ タイタイタイタイ語語語語、、、、ビビビビルマルマルマルマ語語語語ななななどどどど、、、、他他他他のののの声調声調声調声調言語言語言語言語（（（（声調波形表声調波形表声調波形表声調波形表示機能示機能示機能示機能））））にににに転転転転用用用用可可可可能能能能

ⅡⅡⅡⅡ eeee----LearningLearningLearningLearning活用活用活用活用、、、、 基礎力活用型基礎力活用型基礎力活用型基礎力活用型中国語教育中国語教育中国語教育中国語教育プランプランプランプラン “游游游游”１１１１ “游游游游” とはとはとはとは ーーーー 教育教育教育教育プランプランプランプラン“游游游游” とシステム“游游游游” のののの概要概要概要概要２２２２ eeee----LearningLearningLearningLearning活用活用活用活用 ―――― 基礎力活用型教育基礎力活用型教育基礎力活用型教育基礎力活用型教育“游游游游” のののの展開展開展開展開３３３３ “游游游游” のののの教育効果教育効果教育効果教育効果とととと課題課題課題課題
“游游游游” とはとはとはとは ・・・・中国語中国語中国語中国語ののののコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション世界世界世界世界でででで、、、、学習者学習者学習者学習者がががが自由自由自由自由にににに遊遊遊遊びびびび、、、、学学学学ぶぶぶぶ意味意味意味意味（（（（yóu）））） ・・・・中国語読中国語読中国語読中国語読みみみみののののローマローマローマローマ字表記字表記字表記字表記“you”＝＝＝＝英語英語英語英語「「「「あなたあなたあなたあなた」、」、」、」、学学学学ぶぶぶぶ主体主体主体主体であるであるであるである学生学生学生学生をををを象徴象徴象徴象徴・・・・プランプランプランプラン名名名名・・・・システムシステムシステムシステム名名名名技能技能技能技能とととと人格人格人格人格のののの涵養涵養涵養涵養をををを図図図図るるるる教育教育教育教育プランプランプランプラン内容内容内容内容 ：：：： コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションできるできるできるできる語学的技能語学的技能語学的技能語学的技能のののの習得習得習得習得運用運用運用運用するするするする人間人間人間人間としてのとしてのとしてのとしての内的涵養内的涵養内的涵養内的涵養人人人人とととと社会社会社会社会にににに語語語語りかけりかけりかけりかけ、、、、人人人人とととと社会社会社会社会のののの声声声声にににに耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けるけるけるけることのできることのできることのできることのできる人人人人のののの育成育成育成育成構成構成構成構成 ：：：： 汎用性汎用性汎用性汎用性のののの高高高高いいいいe－－－－Learningシステムシステムシステムシステムのののの複合利用複合利用複合利用複合利用オーラルインタビューオーラルインタビューオーラルインタビューオーラルインタビュー方式方式方式方式によるによるによるによる独自独自独自独自のののの対面式正課授業対面式正課授業対面式正課授業対面式正課授業＊＊＊＊オーラルインタビューオーラルインタビューオーラルインタビューオーラルインタビュー方式方式方式方式（（（（口述史口述史口述史口述史のののの方法論方法論方法論方法論のののの援用援用援用援用））））・・・・反射神経反射神経反射神経反射神経とととと速度速度速度速度をををを要請要請要請要請するするするする日常会話能力日常会話能力日常会話能力日常会話能力とはとはとはとは異異異異なるなるなるなる口語教育口語教育口語教育口語教育のののの実践実践実践実践・・・・コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションのののの為為為為のののの語学的技能語学的技能語学的技能語学的技能とととと人人人人とととと社会社会社会社会にににに対対対対するするするする理解力理解力理解力理解力、、、、知的関心知的関心知的関心知的関心のののの養成養成養成養成



能動型能動型能動型能動型
e-Learning自習支援自習支援自習支援自習支援システムシステムシステムシステム 対面式対面式対面式対面式正課授業正課授業正課授業正課授業学習学習学習学習プログラムプログラムプログラムプログラム 学生学生学生学生 教師教師教師教師自動応答自動応答自動応答自動応答問題作成問題作成問題作成問題作成カスタマイズカスタマイズカスタマイズカスタマイズレベルレベルレベルレベル認定認定認定認定 オーラルインタビューオーラルインタビューオーラルインタビューオーラルインタビュー方式方式方式方式人人人人とととと社会社会社会社会へのへのへのへの関心関心関心関心人人人人とととと社会社会社会社会にににに語語語語りかけりかけりかけりかけ人人人人とととと社会社会社会社会のののの声声声声にににに耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けるけるけるける問題提示問題提示問題提示問題提示自動応答自動応答自動応答自動応答フィードバックフィードバックフィードバックフィードバック回答返信回答返信回答返信回答返信新情報新情報新情報新情報

技能技能技能技能とととと人間性双方人間性双方人間性双方人間性双方をををを満満満満たすたすたすたす人材人材人材人材“游游游游”の基本構想基本構想基本構想基本構想
学習用学習用学習用学習用コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ（（（（授業完全対応授業完全対応授業完全対応授業完全対応練習問題練習問題練習問題練習問題）））） 授業用教材授業用教材授業用教材授業用教材コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ（（（（発音発音発音発音・・・・基本文法基本文法基本文法基本文法・・・・講読講読講読講読・・・・会話等会話等会話等会話等のののの授業完全対応教材授業完全対応教材授業完全対応教材授業完全対応教材））））応用応用応用応用・・・・語彙拡充語彙拡充語彙拡充語彙拡充・・・・中検対応中検対応中検対応中検対応練習問題練習問題練習問題練習問題

語彙語彙語彙語彙データベースデータベースデータベースデータベース 音声音声音声音声データベースデータベースデータベースデータベースシステムシステムシステムシステム“游游游游（（（（yóu））））”のののの概要概要概要概要
youシステムシステムシステムシステム“游游游游”基礎基礎基礎基礎

活用活用活用活用 発音発音発音発音・・・・文法文法文法文法・・・・会話会話会話会話講読用教材等講読用教材等講読用教材等講読用教材等授業準拠教材授業準拠教材授業準拠教材授業準拠教材コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ（（（（補助教材補助教材補助教材補助教材））））
二段階二段階二段階二段階【【【【基礎基礎基礎基礎・・・・応用応用応用応用】】】】三系統三系統三系統三系統【【【【授業用授業用授業用授業用・・・・授業準拠用授業準拠用授業準拠用授業準拠用コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ・・・・学習学習学習学習プログラムプログラムプログラムプログラム】】】】

“游游游游” 方式方式方式方式によるによるによるによる連係連係連係連係、、、、積積積積みみみみ上上上上げげげげ学習学習学習学習・・・・教材教材教材教材コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ（（（（H12～～～～20））））授業用教材授業用教材授業用教材授業用教材:・・・・発発発発音音音音 「「「「中国語中国語中国語中国語のののの発発発発音音音音――――――――基礎基礎基礎基礎編編編編」」」」・・・・発発発発音音音音とととと語法学習語法学習語法学習語法学習のののの連係連係連係連係 「「「「発発発発音音音音とととと語法語法語法語法のののの基礎基礎基礎基礎」」」」・・・・語語語語彙彙彙彙力増強力増強力増強力増強「「「「マルマルマルマルチメチメチメチメデデデディィィィアアアアピクチャピクチャピクチャピクチャーデーデーデーディクィクィクィクショショショショナリナリナリナリーーーー」」」」授業授業授業授業準拠準拠準拠準拠用教材用教材用教材用教材：：：：会話会話会話会話、、、、講読講読講読講読、、、、作作作作文文文文（（（（話話話話すすすす・・・・読読読読むむむむ・・・・書書書書くくくく））））ななななどどどど・・・・学習学習学習学習プログラムプログラムプログラムプログラム（（（（H18～～～～20））））・・・・多多多多様様様様なななな教材教材教材教材のののの提供提供提供提供・・・・多多多多様様様様なななな演演演演習習習習問問問問題題題題のののの提示提示提示提示とととと自動採点自動採点自動採点自動採点・・・・学習状学習状学習状学習状況況況況のののの履歴履歴履歴履歴のののの取得取得取得取得・・・・多様多様多様多様なななな語彙学習語彙学習語彙学習語彙学習データバンクデータバンクデータバンクデータバンク・・・・「「「「中国語音中国語音中国語音中国語音声声声声教育教育教育教育ＤＢＤＢＤＢＤＢシステムシステムシステムシステム」」」」 （（（（H18～～～～20））））（（（（語彙数語彙数語彙数語彙数11万万万万、、、、音声数音声数音声数音声数30万万万万、、、、多様多様多様多様なななな検索機能検索機能検索機能検索機能 汎用版汎用版汎用版汎用版とととと簡易入門版簡易入門版簡易入門版簡易入門版 ））））・・・・補補補補語語語語、、、、類義類義類義類義語等語等語等語等デーデーデーデータタタタとととと用用用用例例例例・・・・自然自然自然自然言語言語言語言語処理処理処理処理によるによるによるによるデーデーデーデータタタタ辞書作辞書作辞書作辞書作成成成成
“游游游游” 方式方式方式方式によるによるによるによる積積積積みみみみ上上上上げげげげ学習学習学習学習第二言語習得第二言語習得第二言語習得第二言語習得、、、、認知脳科学認知脳科学認知脳科学認知脳科学などによるなどによるなどによるなどによる学習活動学習活動学習活動学習活動、、、、記憶記憶記憶記憶メカニズムメカニズムメカニズムメカニズムにににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした学習法学習法学習法学習法のののの構築構築構築構築

e-Learningのののの補助補助補助補助、、、、活用活用活用活用短期間短期間短期間短期間にににに、、、、確実確実確実確実にににに、、、、質質質質のののの高高高高いいいい音声教育音声教育音声教育音声教育をををを行行行行いいいい基礎力基礎力基礎力基礎力をををを活用活用活用活用するするするする学習学習学習学習のののの実現実現実現実現効果的効果的効果的効果的・・・・効率的効率的効率的効率的なななな学習学習学習学習

特色特色特色特色 ：：：：学習者学習者学習者学習者のののの個別状況個別状況個別状況個別状況（（（（意欲意欲意欲意欲、、、、関心関心関心関心、、、、レベルレベルレベルレベル））））へへへへのののの呼応呼応呼応呼応エンドユーザエンドユーザエンドユーザエンドユーザ能動型学習機能能動型学習機能能動型学習機能能動型学習機能 （（（（自主性自主性自主性自主性とととと創造性創造性創造性創造性のののの喚起喚起喚起喚起））））学習者学習者学習者学習者によるによるによるによる学習情報学習情報学習情報学習情報のののの発信発信発信発信学習者主体学習者主体学習者主体学習者主体のののの教育教育教育教育のののの実現実現実現実現学学学学びびびび手手手手とととと教教教教ええええ手手手手をををを創造主体創造主体創造主体創造主体とするとするとするとする教育教育教育教育のののの実現実現実現実現
e-Learning教育教育教育教育システムシステムシステムシステムのののの活用活用活用活用によるによるによるによる教育教育教育教育功率的功率的功率的功率的・・・・効果的効果的効果的効果的＋＋＋＋教育教育教育教育のののの質的変化質的変化質的変化質的変化“游游游游” システムシステムシステムシステム

２２２２．．．． eeee----LearningLearningLearningLearning活用活用活用活用

基礎力活用型教育基礎力活用型教育基礎力活用型教育基礎力活用型教育“游游游游”のののの展開展開展開展開第一部第一部第一部第一部～～～～第三部第三部第三部第三部授業用基本授業用基本授業用基本授業用基本コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ（（（（発音発音発音発音、、、、語法語法語法語法、、、、語彙語彙語彙語彙））））



初修外国語教育制度初修外国語教育制度初修外国語教育制度初修外国語教育制度とととと中国語教育中国語教育中国語教育中国語教育新新新新制大学外国語教育制大学外国語教育制大学外国語教育制大学外国語教育・・・・方針方針方針方針・・・・理念理念理念理念：：：： 戦前戦前戦前戦前のののの旧制高校旧制高校旧制高校旧制高校におけるにおけるにおけるにおける外国語教育理念外国語教育理念外国語教育理念外国語教育理念のののの継承継承継承継承欧米志向型欧米志向型欧米志向型欧米志向型（（（（科学技術科学技術科学技術科学技術、、、、文化吸収文化吸収文化吸収文化吸収のののの為為為為のののの外国語教育外国語教育外国語教育外国語教育））））少数少数少数少数のののの記憶力記憶力記憶力記憶力にににに優優優優れたれたれたれた学生学生学生学生にににに対対対対するするするする集中的集中的集中的集中的なななな語学教育語学教育語学教育語学教育・・・・性格性格性格性格：：：：専門研究専門研究専門研究専門研究にににに必要必要必要必要なななな学問補助語学問補助語学問補助語学問補助語 書面語重視書面語重視書面語重視書面語重視・・・・制度制度制度制度：：：：二言語選択制度二言語選択制度二言語選択制度二言語選択制度（（（（多多多多くはくはくはくは第一言語英語第一言語英語第一言語英語第一言語英語とととと初修第二外国語制度初修第二外国語制度初修第二外国語制度初修第二外国語制度））））・・・・実施体制実施体制実施体制実施体制：：：：アメリカアメリカアメリカアメリカののののリベラルアーツリベラルアーツリベラルアーツリベラルアーツ型教育型教育型教育型教育モデルモデルモデルモデル幅広幅広幅広幅広いいいい教養科目教養科目教養科目教養科目のののの習得習得習得習得をををを前提前提前提前提（（（（大幅大幅大幅大幅なななな言語教育時間言語教育時間言語教育時間言語教育時間のののの削減削減削減削減））））戦前360時間（年）の半分80年代大綱化以降120時間（一部90時間）高高高高いいいい語学運用力語学運用力語学運用力語学運用力をををを求求求求めるめるめるめる目的目的目的目的 ⇒⇒⇒⇒相反相反相反相反するするするする時間数時間数時間数時間数 構造矛盾構造矛盾構造矛盾構造矛盾効果効果効果効果のないのないのないのない無駄無駄無駄無駄なななな外国語教育外国語教育外国語教育外国語教育とのとのとのとの外的評価外的評価外的評価外的評価、、、、教育教育教育教育するするするする側側側側のののの教育教育教育教育にににに対対対対するするするする消極性消極性消極性消極性
初修外国語教育制度初修外国語教育制度初修外国語教育制度初修外国語教育制度におけるにおけるにおけるにおける中国語教中国語教中国語教中国語教育教育方法と中国語教育・・・・需要変化需要変化需要変化需要変化：：：： グローバル化の進む国際社会、英語に次ぐ第二の国際言語中国語の需要の増大、コミュニケーション言語習得の要望の増大大学初修外国語教育の基本型（読解型教育） 教育改革聞き話せるコミュニケーション言語の習得を実現する教育方法と研究必要性の認識、学術領域での成果と蓄積 不十分中国語の言語学特色：三要素（音声・文字・語法）の複合母語たる日本語、既習外国語たる英語、欧米言語と異なる特色言語学、教育言語学（欧米言語を中心に発展、展開）中国語の解明を尽くし切れない。近年注目される第二言語習得論に基く学習理論、教育法の進化、発展中国語教育中国語教育中国語教育中国語教育についてはについてはについてはについては、、、、十分十分十分十分にににに展開展開展開展開しえずしえずしえずしえず、、、、立立立立ちちちち遅遅遅遅れのれのれのれの状況状況状況状況

教育内容と初修中国語学習・・・・二言語制度二言語制度二言語制度二言語制度下下下下のののの初修中国語教育初修中国語教育初修中国語教育初修中国語教育・学習主体： 中国語選択の動機多様、強固ではない習得意欲の強さ 特定の積極的な学習者・学習内容 ：声調など音声学習 意欲、習得度に個人差が大きい。クラス単位の学習、全体の習得度の平均的な向上困難・学習時間 ：一年間の習得課題（基本発音と基本文法）の消化教員が音声習得の為の丹念な教育指導の実現に精力を傾けにくい学習者学習者学習者学習者・・・・学習内容学習内容学習内容学習内容・・・・教教教教えるえるえるえる側側側側のののの状況状況状況状況・・・・制約制約制約制約・音声情報の役割： 音声情報は発話の如何に限らず、音声情報として内声化される記憶にとどまり、必要により引き出され、言語として蓄積される声調学習：語彙力を増強し、語法理解を高め、効果的、効率的に運用力を獲得する基盤、動力基礎学習基礎学習基礎学習基礎学習におけるにおけるにおけるにおける音声教育音声教育音声教育音声教育のののの積積積積みみみみ残残残残しししし、、、、発音発音発音発音のののの未習得未習得未習得未習得にあらずにあらずにあらずにあらずそのそのそのその後後後後のののの中国語学習中国語学習中国語学習中国語学習のののの如何如何如何如何をををを左右左右左右左右するするするする重要重要重要重要なななな学習課題学習課題学習課題学習課題となるとなるとなるとなる。。。。
“游游游游” ： 教養課程教養課程教養課程教養課程でのでのでのでの中国語教育中国語教育中国語教育中国語教育のののの改善改善改善改善中国語中国語中国語中国語のののの言語学的特徴言語学的特徴言語学的特徴言語学的特徴とととと教養教育教養教育教養教育教養教育のののの時間的制約時間的制約時間的制約時間的制約にににに対応対応対応対応

e-Learning教育教育教育教育システムシステムシステムシステムのののの有効利有効利有効利有効利用用用用とととと活用法活用法活用法活用法学習者学習者学習者学習者のののの負担負担負担負担をををを軽減軽減軽減軽減しつつしつつしつつしつつ、、、、短期間短期間短期間短期間にににに確実確実確実確実なななな運用力運用力運用力運用力をををを習得習得習得習得できるできるできるできる教育教育教育教育方方方方法法法法のののの創出創出創出創出中国語中国語中国語中国語のののの言語学的特徴言語学的特徴言語学的特徴言語学的特徴にににに即即即即したしたしたした系系系系統統統統的的的的、、、、有有有有機的機的機的機的、、、、効効効効率率率率的的的的なななな学習法学習法学習法学習法、、、、教授法教授法教授法教授法基礎力活用型中国語教育基礎力活用型中国語教育基礎力活用型中国語教育基礎力活用型中国語教育
（（（（声調学習声調学習声調学習声調学習のののの効率的効率的効率的効率的、、、、効果的効果的効果的効果的なななな教育法教育法教育法教育法）））） （（（（教養課程教養課程教養課程教養課程のののの授業時間授業時間授業時間授業時間数数数数のののの有効活用有効活用有効活用有効活用））））

中国語中国語中国語中国語とととと e-Learningシステムシステムシステムシステム（（（（有用性有用性有用性有用性）：）：）：）：・・・・紙媒体紙媒体紙媒体紙媒体のののの教材教材教材教材ではではではでは得得得得られないられないられないられない多様多様多様多様なななな視覚情報視覚情報視覚情報視覚情報をもつをもつをもつをもつマルチメディアマルチメディアマルチメディアマルチメディア教材教材教材教材をををを随時随時随時随時、、、、学習者学習者学習者学習者にににに提供提供提供提供しししし、、、、学習効果学習効果学習効果学習効果のののの高高高高いいいい教育教育教育教育をををを実現実現実現実現できるできるできるできる。。。。（（（（適合性適合性適合性適合性）：）：）：）：中国語教育中国語教育中国語教育中国語教育とのとのとのとの適合性適合性適合性適合性がががが高高高高いいいい発音発音発音発音、、、、 文字文字文字文字、、、、 語法語法語法語法のののの特徴特徴特徴特徴にににに即即即即したしたしたした利用利用利用利用がががが可能可能可能可能中国語中国語中国語中国語（（（（ChinaChinaChinaChina----Tibet Tibet Tibet Tibet 語族語族語族語族）：）：）：）：単音節孤立語単音節孤立語単音節孤立語単音節孤立語 （（（（monosyllable isolated monosyllable isolated monosyllable isolated monosyllable isolated languagelanguagelanguagelanguage））））声調言語声調言語声調言語声調言語（（（（tone languagetone languagetone languagetone language））））＋＋＋＋表義文字表義文字表義文字表義文字（（（（漢字漢字漢字漢字））））⇒⇒⇒⇒表義文字表義文字表義文字表義文字のののの音声音声音声音声をををを表音化表音化表音化表音化＊＊＊＊世界世界世界世界のののの言語体系言語体系言語体系言語体系（（（（表音文字表音文字表音文字表音文字））））とととと異異異異なるなるなるなる固有固有固有固有のののの学習課題学習課題学習課題学習課題、、、、固有固有固有固有のののの教育方法教育方法教育方法教育方法がががが必要必要必要必要
中国語中国語中国語中国語のののの言語学的特徴言語学的特徴言語学的特徴言語学的特徴とととと学習者学習者学習者学習者のののの負担負担負担負担単単単単音音音音節孤立節孤立節孤立節孤立語語語語： ⇒１音節音節音節音節のののの発音重要発音重要発音重要発音重要 精精精精度度度度 「一字・一音・一義」の原則聞き話せるせるコミュニケーション言語能力重要声調声調声調声調言語言語言語言語：⇒ 母語母語母語母語（（（（非声調言語非声調言語非声調言語非声調言語、、、、音声的特徴音声的特徴音声的特徴音声的特徴））））のののの干渉干渉干渉干渉 難難難難しいしいしいしい最終的な意味の弁別を担う声調習得不可欠表義表義表義表義文文文文字字字字：⇒情報量情報量情報量情報量がががが多多多多いいいい 大変大変大変大変 １音節、１文字の記憶、習得⇒文字・意味・音声・音声表記法ピンイン（（（（ローマローマローマローマ字綴字綴字綴字綴りりりり＋＋＋＋声調符号声調符号声調符号声調符号＝＝＝＝複合表記複合表記複合表記複合表記））））中国語⇒音声習得音声習得音声習得音声習得がががが重要重要重要重要学習者学習者学習者学習者のののの習得習得習得習得、、、、記憶記憶記憶記憶すべきすべきすべきすべき言語情報言語情報言語情報言語情報がががが多多多多いいいい学習者学習者学習者学習者のののの負担負担負担負担、、、、負荷負荷負荷負荷がががが大大大大きいきいきいきい軽減軽減軽減軽減しししし、、、、効果的効果的効果的効果的、、、、効率的効率的効率的効率的なななな学習学習学習学習をををを実現実現実現実現するするするする



音声、文字、語法、他の言語体系とは異なるそれぞれの特徴、学習者の負荷⇒ ＩＴシステムのもつ主な利便性、効用①音声（声調言語tone language）：瞬時に音声情報を視覚表示できる声調波形表示声調波形表示声調波形表示声調波形表示機能機能機能機能によるによるによるによる矯正機能矯正機能矯正機能矯正機能。。。。②文字（表義文字）：表音化による情報量の増加 に対する言語情報言語情報言語情報言語情報のののの取捨選択提取捨選択提取捨選択提取捨選択提示示示示によるによるによるによる記憶効果記憶効果記憶効果記憶効果のののの促進促進促進促進。意味、文字（漢字）、表音表記法（ローマ字綴り＋声調符号）、正しい音声化で一セットとなる。③語法（語順、語用による文法機能、単音節孤立語monosyllable isolated language）：形態的、系列的特徴を有さない語法学習に対する習得指標の提示と語彙語彙語彙語彙のののの用法用法用法用法・・・・パターンパターンパターンパターン学習学習学習学習のののの補助補助補助補助
eeee----LearningLearningLearningLearningによるによるによるによる教育補助機能教育補助機能教育補助機能教育補助機能

声調感覚声調感覚声調感覚声調感覚のののの習得習得習得習得 ＝＝＝＝ 正正正正しいしいしいしい声調声調声調声調をををを自動的自動的自動的自動的にににに音声化音声化音声化音声化できるできるできるできる力力力力のののの習得習得習得習得（（（（基盤基盤基盤基盤））））韻韻韻韻母母母母、、、、声母声母声母声母をををを追加追加追加追加、、、、意味意味意味意味、、、、漢字漢字漢字漢字とととと結結結結合合合合（（（（単単単単語語語語練練練練習習習習））））単単単単語語語語レレレレベルベルベルベルかかかかららららフレフレフレフレーーーーズズズズ、、、、文文文文章章章章レレレレベルベルベルベルにににに展開展開展開展開語法語法語法語法のののの理理理理解解解解をををを深深深深めめめめ、、、、語彙力語彙力語彙力語彙力をををを拡充拡充拡充拡充声調学習声調学習声調学習声調学習をををを基盤基盤基盤基盤にににに構構構構築築築築さささされるれるれるれる中国語初中国語初中国語初中国語初級級級級学習学習学習学習
“游游游游” 方式方式方式方式によるによるによるによる基礎教育基礎教育基礎教育基礎教育（（（（yóu）））） e-Learningのののの活用活用活用活用によるによるによるによる、、、、声調教育声調教育声調教育声調教育をををを土台土台土台土台とするとするとするとする音声教育重視音声教育重視音声教育重視音声教育重視のののの初級教育初級教育初級教育初級教育最終的な意味の弁別を担う高低アクセント「声調」の習得が重要中国語の習得には欠かせない 【【【【言語的言語的言語的言語的にににに重要重要重要重要】】】】声調感覚声調感覚声調感覚声調感覚のののの養養養養成成成成、、、、習得習得習得習得はははは、、、、韻韻韻韻母母母母、、、、声母声母声母声母のののの発音発音発音発音をををを習得習得習得習得しししし、、、、語彙語彙語彙語彙、、、、文文文文章章章章学習学習学習学習等等等等、、、、言語情報言語情報言語情報言語情報をををを記憶記憶記憶記憶しししし運用運用運用運用していくしていくしていくしていく為為為為のののの土台土台土台土台となるとなるとなるとなる 【【【【言語習得言語習得言語習得言語習得上上上上重要重要重要重要】】】】

母語母語母語母語のののの干渉干渉干渉干渉〔〔〔〔非非非非声声声声調調調調言語言語言語言語、、、、日日日日本語本語本語本語のののの音声的特徴音声的特徴音声的特徴音声的特徴〕〕〕〕日本語日本語日本語日本語を母語とする日本人学習者・原則原則原則原則としてとしてとしてとして声調声調声調声調といといといというううう音声現音声現音声現音声現象象象象にににに対対対対するするするする感覚感覚感覚感覚ををををもっもっもっもっていないていないていないていない聴解、発話、記憶における認知能力が高くない声調情報が脱落しやすい（聞く・話す・覚える）・・・・日本日本日本日本語語語語とととと中国語中国語中国語中国語のののの音声的特徴音声的特徴音声的特徴音声的特徴のののの相相相相違違違違中国語の音声的特徴になじみにくい
“游游游游” 方式方式方式方式とととと声調学習声調学習声調学習声調学習「「「「発音発音発音発音よければよければよければよければ半半半半ばよしばよしばよしばよし、、、、声調声調声調声調よければよければよければよければ発音半発音半発音半発音半ばよしばよしばよしばよし」」」」（（（（yóu）））） 中国語学習 「「「「発音発音発音発音よければよければよければよければ半半半半ばよしばよしばよしばよし、、、、声調声調声調声調よければよければよければよければ発音半発音半発音半発音半ばよしばよしばよしばよし」」」」最終的な意味の弁別を担う高低アクセント「声調」の習得が重要中国語の習得には欠かせない 【【【【言語的言語的言語的言語的にににに重要重要重要重要】】】】声調感覚声調感覚声調感覚声調感覚のののの養養養養成成成成、、、、習得習得習得習得はははは、、、、韻韻韻韻母母母母、、、、声母声母声母声母のののの発音発音発音発音をををを習得習得習得習得しししし、、、、語彙語彙語彙語彙、、、、文文文文章章章章学習学習学習学習等等等等、、、、言語情報言語情報言語情報言語情報をををを記憶記憶記憶記憶しししし運用運用運用運用していくしていくしていくしていく為為為為のののの土台土台土台土台となるとなるとなるとなる 【【【【言語習得言語習得言語習得言語習得上上上上重要重要重要重要】】】】“游游游游” 方式方式方式方式とととと声調学習声調学習声調学習声調学習

母母母母語語語語のののの干渉干渉干渉干渉・・・・非声調言語非声調言語非声調言語非声調言語であるであるであるである日本日本日本日本語語語語を母語とする日本人学習者・原則原則原則原則としてとしてとしてとして声調声調声調声調といといといというううう音声現音声現音声現音声現象象象象にににに対対対対するするするする感覚感覚感覚感覚ををををもっもっもっもっていないていないていないていない聴解、発話、記憶における認知能力が高くない声調情報が脱落しやすい（聞く・話す・覚える）・・・・日本日本日本日本語語語語とととと中国語中国語中国語中国語のののの音声的特徴音声的特徴音声的特徴音声的特徴のののの相相相相違違違違中国語の音声的特徴になじみにくい
日本語日本語日本語日本語をををを母語母語母語母語とするとするとするとする学習者学習者学習者学習者のののの声調習得声調習得声調習得声調習得・非非非非声調声調声調声調言語言語言語言語：：：：声調声調声調声調にににに対対対対するするするする認知認知認知認知能力能力能力能力のののの弱弱弱弱ささささ・・・・使用音使用音使用音使用音域域域域：：：：中国語：使用音域 幅広 ６段階段階段階段階 ドドドド～～～～ララララ日本語：使用音域が狭く ２２２２段階段階段階段階 ドドドド・・・・ミミミミ （（（（相対音相対音相対音相対音階階階階））））・高高高高低低低低アアアアクセクセクセクセンンンントトトト：中国語 １１１１音音音音節内節内節内節内でのでのでのでの急速急速急速急速、、、、曲線曲線曲線曲線的的的的なななな変変変変化化化化日本語 段階段階段階段階型型型型 起伏起伏起伏起伏のののの乏乏乏乏しいしいしいしい平平平平板板板板なななな音音音音声連続声連続声連続声連続箸を～＝高低低ミドド、橋を～＝低高低ドミド、端を～＝低高高ドミミ⇒ ともすれば声調間の区別が不明瞭な一本一本一本一本調子調子調子調子のののの音音音音声声声声になりがち声声声声調調調調学習学習学習学習のののの効率的効率的効率的効率的、、、、効果的効果的効果的効果的なななな学習学習学習学習、、、、教育法教育法教育法教育法がががが必必必必要要要要

中国語と日本語の音声的相違
使用音域： 狭い 広い高低アクセント： 段階型（複数音節間） 急激、曲線的な変化（一音節内）起伏の乏しい平板な音声連続 起伏が大きい高音部を多く使う



四声の図
四四四四声声声声のののの全全全全体的体的体的体的なななな特特特特徴徴徴徴はははは高音高音高音高音域域域域をををを使使使使用用用用すすすするるるる声調声調声調声調がががが多多多多いいいい “山山山山あああありりりり谷谷谷谷あああありりりり”のののの中国語中国語中国語中国語のののの声調声調声調声調中国語の音声が連続する音節間音節間音節間音節間のののの高高高高低差低差低差低差（前置音節の終了点と後置音節の起点）により構成されている 「「「「山山山山ありありありあり谷谷谷谷ありありありあり」」」」のののの中国語中国語中国語中国語意識的にコントロールする力短期間に、確実に習得し、運用していく音声の視覚化による学習法

オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル声調波形表示機能声調波形表示機能声調波形表示機能声調波形表示機能声調の音声的特徴強弱（色の濃淡）、高低（縦軸）、緩急（横軸）学習者学習者学習者学習者がががが模範模範模範模範音音音音声声声声とととと自己自己自己自己のののの音音音音声声声声のののの相違相違相違相違をををを瞬瞬瞬瞬時時時時にににに視覚視覚視覚視覚的的的的にににに認識認識認識認識できるできるできるできる。

授業用基本授業用基本授業用基本授業用基本コンテンコンテンコンテンコンテンツツツツ 〔〔〔〔発発発発音音音音〕〕〕〕 〔〔〔〔対象対象対象対象〕〕〕〕・・・・初級教育初級教育初級教育初級教育のののの最初最初最初最初のののの発音発音発音発音教育素材教育素材教育素材教育素材・・・・学習段階学習段階学習段階学習段階にににに応応応応じてじてじてじて、、、、初級初級初級初級～～～～中上級中上級中上級中上級までまでまでまで対対対対応応応応〔〔〔〔機能機能機能機能〕〕〕〕・・・・声調波形表示機能声調波形表示機能声調波形表示機能声調波形表示機能（（（（ユーザユーザユーザユーザとととと模範音声模範音声模範音声模範音声とのとのとのとの比較機能比較機能比較機能比較機能））））・・・・音声音声音声音声とととと同期同期同期同期するするするするカラーカラーカラーカラー遷移遷移遷移遷移矢印矢印矢印矢印・・・・漢字漢字漢字漢字、、、、ピンインピンインピンインピンイン、、、、意味意味意味意味、、、、選択選択選択選択表示機能表示機能表示機能表示機能・・・・全画面全画面全画面全画面ににににプロアナウンサープロアナウンサープロアナウンサープロアナウンサーによるによるによるによるナレーションナレーションナレーションナレーション解説解説解説解説（（（（文文文文字情報付字情報付字情報付字情報付））））視覚情報視覚情報視覚情報視覚情報とととと音声情報音声情報音声情報音声情報のののの複合活用複合活用複合活用複合活用声調学習声調学習声調学習声調学習をををを土台土台土台土台とするとするとするとする発音学習発音学習発音学習発音学習
【【【【構成構成構成構成】】】】中国語中国語中国語中国語とはとはとはとは：：：：中国語中国語中国語中国語ガイダガイダガイダガイダンスンスンスンス・・・・ⅠⅠⅠⅠ声調声調声調声調基本基本基本基本練練練練習習習習：：：：ma のののの練練練練習習習習・・・・ⅡⅡⅡⅡ基本基本基本基本発発発発音音音音とととと声調声調声調声調：：：：韻母韻母韻母韻母・・・・声母声母声母声母のののの発発発発音音音音・・・・ⅢⅢⅢⅢ組合組合組合組合せせせせ基礎基礎基礎基礎練練練練習習習習：：：：単単単単音音音音節節節節 区別区別区別区別しにくいしにくいしにくいしにくい発発発発音音音音・・・・ⅣⅣⅣⅣ組合組合組合組合せせせせ応用応用応用応用練練練練習習習習：：：：多音多音多音多音節節節節 区別区別区別区別しにくいしにくいしにくいしにくい発発発発音音音音・・・・ⅤⅤⅤⅤ リリリリズムズムズムズム・・・・イイイインンンントネトネトネトネーションーションーションーション練練練練習習習習：：：：早口早口早口早口言言言言葉葉葉葉・・・・常常常常用会話用会話用会話用会話付録付録付録付録音音音音節表節表節表節表、、、、音音音音節表練節表練節表練節表練習習習習（（（（間間間間違違違違ええええややややすいすいすいすい発発発発音組合音組合音組合音組合せせせせをををを特化特化特化特化したしたしたした練練練練習習習習））））【【【【構成構成構成構成軸軸軸軸】】】】 “点点点点からからからから線線線線”へへへへ 起起起起伏伏伏伏のあるのあるのあるのある山山山山ありありありあり谷谷谷谷ありありありあり型型型型基基基基盤盤盤盤：：：：単単単単音音音音節節節節のののの単純練単純練単純練単純練習習習習maによるによるによるによる声調感覚声調感覚声調感覚声調感覚のののの養成養成養成養成をををを声調声調声調声調ををををコンコンコンコントトトトロールロールロールロール力力力力展開展開展開展開：：：：正正正正しいしいしいしい韻母韻母韻母韻母・・・・声母声母声母声母のののの発発発発音音音音のののの習得習得習得習得四声四声四声四声・・・・韻母韻母韻母韻母・・・・声母声母声母声母単単単単音音音音節練節練節練節練習習習習からからからから多音多音多音多音節節節節へへへへフレフレフレフレーズーズーズーズからからからから文文文文章練章練章練章練習習習習へへへへ⇒⇒⇒⇒１１１１音音音音節節節節のののの“点点点点”⇒⇒⇒⇒“点点点点”のののの連連連連ななななりりりりによるによるによるによるラララライイイインンンン

“点点点点”とととと“点点点点”のののの間間間間にはにはにはには高高高高低差低差低差低差ががががああああるるるる ××××平平平平らならならならなラインラインラインラインにににに非非非非らずらずらずらず
声調符号自動音声化声調符号を見れば自動的に相応する声調を発話する最も単純化された音声ＭＡを用いて視覚情報としてとらえた声調符号を自動的に正しく音声化する訓練、多大な注意を注がずとも楽に機械的に声調符号を音声化できる単純なだけに容易に惰性化する傾向も生まれる。視覚情報（声調波形表示機能）が有効（教師による指導を加えればより効果的）高音域を使用する四声の特徴を喚起し、音節間の終点と続く音節の起点により生まれる高低差への注意を促し、上昇力を回復する

声調学習声調学習声調学習声調学習日日日日本人学習者本人学習者本人学習者本人学習者のののの声声声声調調調調習得要習得要習得要習得要件件件件１１１１．高音高音高音高音域域域域をををを使使使使用用用用するするするする感感感感覚覚覚覚とととと上上上上昇昇昇昇力力力力をををを養養養養うううう２２２２．．．．音音音音節節節節間間間間のののの音程音程音程音程差差差差（（（（終点終点終点終点とととと続続続続くくくく音音音音節節節節のののの起起起起点点点点））））ののののコントロールコントロールコントロールコントロール力力力力⇒⇒⇒⇒声声声声調感調感調感調感覚覚覚覚のののの習得習得習得習得【【【【方方方方法法法法】】】】 声声声声調符号調符号調符号調符号自動音声自動音声自動音声自動音声化化化化
“ma”の単純練習により蓄積された声調の記憶の引き出し⇒自動的に再生（注意力を奪われない）⇒声調基盤にローマ字綴りの要請する音声をのせやすい多大多大多大多大なななな注意注意注意注意をををを注注注注がずとがずとがずとがずともももも楽楽楽楽にににに機機機機械械械械的的的的にににに声調声調声調声調符号符号符号符号をををを音声化音声化音声化音声化できるできるできるできる。。。。声調声調声調声調符号符号符号符号のののの自動音声化自動音声化自動音声化自動音声化がががが容容容容易易易易にできるにできるにできるにできる学生学生学生学生ほどほどほどほど、、、、正正正正しいしいしいしい韻韻韻韻母母母母・・・・声母声母声母声母のののの発音発音発音発音にににに注注注注意意意意をををを向向向向けけけけ、、、、正正正正しいしいしいしい発音発音発音発音のののの習得習得習得習得にににに進進進進むこむこむこむことができるとができるとができるとができる。。。。



見見見見てててて分分分分かるかるかるかる！！！！ 自自自自分分分分でででで直直直直せせせせるるるる発音発音発音発音！！！！ 声声声声調波形調波形調波形調波形音音音音のののの高高高高低低低低、、、、強弱強弱強弱強弱、、、、リリリリズズズズムムムムをををを瞬瞬瞬瞬時時時時にににに提示提示提示提示しししし、、、、視覚的視覚的視覚的視覚的にににに発音発音発音発音をををを認識認識認識認識しししし、、、、自自自自己己己己矯正矯正矯正矯正できるできるできるできる

声調波形表示機能声調波形表示機能声調波形表示機能声調波形表示機能のののの効果効果効果効果内容内容内容内容：：：：模範模範模範模範音音音音声声声声とととと学習者学習者学習者学習者のののの発発発発音状音状音状音状況況況況のののの視覚視覚視覚視覚的的的的にににに対対対対比比比比（（（（高高高高低低低低・・・・強強強強弱弱弱弱・・・・緩急緩急緩急緩急））））＊＊＊＊カラーカラーカラーカラー遷移遷移遷移遷移によるによるによるによるカラオケカラオケカラオケカラオケ式矢印視覚的刺激強式矢印視覚的刺激強式矢印視覚的刺激強式矢印視覚的刺激強いいいいがががが自己自己自己自己のののの音声状況音声状況音声状況音声状況のののの高低変化示高低変化示高低変化示高低変化示せないせないせないせない効果効果効果効果：：：：学習者学習者学習者学習者がががが自己自己自己自己のののの発発発発音音音音をををを認知認知認知認知しししし、、、、欠陥欠陥欠陥欠陥をををを自自自自力力力力でででで矯正矯正矯正矯正できるできるできるできる。。。。声調声調声調声調学習学習学習学習⇒⇒⇒⇒個人個人個人個人のののの使用音使用音使用音使用音域域域域とととと習得度習得度習得度習得度にににに差差差差がががが大大大大きいきいきいきい個個個個々々々々のののの発発発発音特徴音特徴音特徴音特徴をををを視覚視覚視覚視覚的的的的にににに認知認知認知認知しししし、、、、個個個個別別別別にににに矯正矯正矯正矯正できるできるできるできる効果効果効果効果教授者教授者教授者教授者がいるがいるがいるがいる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、学習者学習者学習者学習者のののの発発発発音特徴音特徴音特徴音特徴をををを言言言言葉葉葉葉によるによるによるによる伝達伝達伝達伝達のののの制制制制約約約約をををを受受受受けけけけずずずずにににに学習者学習者学習者学習者とととと習得状習得状習得状習得状況況況況をををを共有共有共有共有できるできるできるできる利点利点利点利点ももももああああるるるる。。。。＊＊＊＊・・・・発音状況発音状況発音状況発音状況はははは必必必必ずしずしずしずしもももも学習者学習者学習者学習者にににに共共共共有有有有さささされれれれ、、、、的的的的確確確確にににに伝達伝達伝達伝達さささされているとれているとれているとれているともももも限限限限らないらないらないらない・・・・教教教教師師師師によるによるによるによる発音発音発音発音のののの欠陥欠陥欠陥欠陥のののの指摘指摘指摘指摘、、、、教教教教師師師師側側側側ののののももももつつつつ感覚感覚感覚感覚のののの視覚化視覚化視覚化視覚化によによによによりりりり、、、、自自自自己己己己のののの発音特発音特発音特発音特徴徴徴徴をををを学習者学習者学習者学習者がががが認知認知認知認知しししし、、、、効果的効果的効果的効果的、、、、効率的効率的効率的効率的にににに矯正矯正矯正矯正可可可可能能能能学習者学習者学習者学習者、、、、教教教教員員員員がががが学習状況学習状況学習状況学習状況をををを対対対対象象象象化化化化するするするするこここことによとによとによとによりりりり、、、、客観客観客観客観的的的的にににに学習学習学習学習行行行行為為為為をををを認知認知認知認知するするするする視視視視点点点点をををを得得得得、、、、分分分分析析析析的的的的にににに学習学習学習学習しししし、、、、教育教育教育教育するするするする視視視視点点点点をををを得得得得られるられるられるられる。。。。
日本人学習者日本人学習者日本人学習者日本人学習者におけるにおけるにおけるにおける基本発音基本発音基本発音基本発音（（（（韻母韻母韻母韻母・・・・声母声母声母声母））））のののの学習課題学習課題学習課題学習課題【【【【韻母韻母韻母韻母】】】】中国語中国語中国語中国語 日本語日本語日本語日本語よよよよりりりり種種種種類類類類とととと数数数数がががが多多多多くくくく、口形口形口形口形ではではではでは開開開開口口口口度度度度がががが大大大大きくきくきくきく、、、、円唇円唇円唇円唇性性性性もももも強強強強いいいい＊＊＊＊日本日本日本日本語語語語のののの母音母音母音母音：：：：５５５５中国語中国語中国語中国語韻韻韻韻母母母母：：：：36（（（（単単単単母音母音母音母音、、、、複合母音複合母音複合母音複合母音、、、、鼻鼻鼻鼻音音音音付付付付母音母音母音母音、、、、特特特特殊殊殊殊母音母音母音母音））））声母声母声母声母（（（（頭子頭子頭子頭子音音音音））））21、、、、414のののの音節音節音節音節それそれそれそれぞぞぞぞれにれにれにれに四四四四声声声声があるがあるがあるがある。。。。＊＊＊＊円唇円唇円唇円唇性性性性のののの強強強強いいいい“u” 、、、、開開開開口口口口度度度度のののの大大大大きなきなきなきな“a” がががが正正正正しくしくしくしく発音発音発音発音さささされにくいれにくいれにくいれにくい。。。。声母声母声母声母をををを伴伴伴伴っっっったときにたときにたときにたときに“a” とととと口口口口のののの開開開開きのきのきのきの少少少少ないないないない奥奥奥奥よよよよりりりりのののの“e”、、、、

“I” とととと“u” 、、、、“ou”とととと“uo”ななななどどどどのののの区別区別区別区別ができにくくなるができにくくなるができにくくなるができにくくなる。。。。【【【【声母声母声母声母】】】】 日本語日本語日本語日本語にないにないにないにない 有気有気有気有気音音音音無気無気無気無気音音音音のののの対対対対立立立立、、、、そりそりそりそり舌舌舌舌音音音音日本語日本語日本語日本語よよよよりりりりもももも奥奥奥奥よよよよりりりりのののの発発発発音音音音されるされるされるされる舌根舌根舌根舌根音音音音⇒⇒⇒⇒日本語日本語日本語日本語とととと異異異異なるなるなるなる舌舌舌舌とととと口口口口、、、、唇唇唇唇のののの動動動動きのきのきのきの習得習得習得習得韻韻韻韻母母母母・・・・声母声母声母声母・・・・声声声声調調調調のののの組合組合組合組合せせせせによりによりによりにより生生生生じじじじるるるる音声変音声変音声変音声変化化化化、、、、表表表表音音音音化化化化によるによるによるによる表記表記表記表記文字文字文字文字（（（（ピピピピンンンンイイイインンンン））））とととと音声音声音声音声ののののずずずずれれれれ
音声音声音声音声をををを聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら、、、、ネイティブスピーカーネイティブスピーカーネイティブスピーカーネイティブスピーカーのののの模範口形模範口形模範口形模範口形ををををビデオビデオビデオビデオでででで理解理解理解理解しししし、、、、舌舌舌舌のののの位置位置位置位置とととと唇唇唇唇のののの動動動動きをきをきをきを動画動画動画動画でででで確認確認確認確認しながらしながらしながらしながら、、、、声調声調声調声調とととと正正正正しいしいしいしい発音発音発音発音のののの口形練習口形練習口形練習口形練習をををを行行行行いいいい、、、、声調波声調波声調波声調波形形形形でででで確認確認確認確認複合母音「uai」 の発音



『発音と語法の基礎』・『マルチメディアピクチャーディクショナー』（ゼロ課）

授業用基授業用基授業用基授業用基本本本本コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ：：：：発音発音発音発音とととと語法語法語法語法のののの連係連係連係連係 授業授業授業授業完全同期完全同期完全同期完全同期型型型型WEB教材教材教材教材 語法学習語法学習語法学習語法学習とととと教育指導教育指導教育指導教育指導((((発音発音発音発音とととと語法語法語法語法のののの連系学習連系学習連系学習連系学習))))基本教材：紙媒体、WEB化した授業完全同期型マルチメディア教材テキスト『発音と語法の基礎』〔発音編、本編１課～20課〕運用：CALL教室の設備状況、日本日本日本日本人教人教人教人教師師師師のみがのみがのみがのみが授業授業授業授業完全同期完全同期完全同期完全同期型教材型教材型教材型教材をををを併併併併用用用用、、、、ネイティブの音声と画像、動画日本人講師の語法学習授業実質的に授業内でペア授業体制が一定程度成立。構成：『発音と語法の基礎』発音編で集中的な発音学習、後に文法学習に移行学習形態を改善、一年間の学習課程全体⇒音声学習と文法学習を行う視覚視覚視覚視覚情報情報情報情報とととと音音音音声声声声情報情報情報情報のののの相乗効果相乗効果相乗効果相乗効果によるによるによるによる発発発発音音音音とととと語法語法語法語法のののの連連連連系学習系学習系学習系学習初級学習初級学習初級学習初級学習過過過過程程程程全体全体全体全体でででで一一一一貫貫貫貫してしてしてして実実実実施施施施。。。。
【【【【構成内容構成内容構成内容構成内容】】】】 紙媒体紙媒体紙媒体紙媒体ののののテキストテキストテキストテキストののののＷＥＢＷＥＢＷＥＢＷＥＢ化化化化（声調波形、遷移矢印）・「「「「課文課文課文課文」」」」、、、、「「「「単単単単語語語語」」」」 「「「「語法語法語法語法説説説説明明明明」」」」・・・・「「「「リリリリズムズムズムズム・・・・イイイインンンントネトネトネトネーションーションーションーション練練練練習習習習」」」」：：：： 単語⇒フレーズ⇒文章への展開練習語彙の増加により展開する中国語の文生成の特色に呼応した練習法・「「「「発発発発音音音音クリクリクリクリニニニニックックックック」」」」：間違えやすい発音、区別しにくい発音の為のピピピピンンンンイイイインンンン練練練練習習習習発発発発音音音音表記表記表記表記とととと音音音音声声声声のののの連係連係連係連係・「「「「練練練練習習習習」」」」：１.スキット（ロールプレイ、一部ビデオ映像付）２.中文和訳（正解音声のみ提示 ヒアリング）＊一部の課には「早口言葉」＊画面上での非表示選択により、音声情報と漢字情報、漢字情報と意味情報、遷移矢印のみによる単純声調練習など、自己の必要に応じて選定音音音音声声声声とととと複複複複数数数数のののの文文文文字字字字情報情報情報情報をををを自由自由自由自由にににに組合組合組合組合せせせせてててて練練練練習習習習ができるができるができるができる。。。。

機能：ネイティブプロアナウンサーによる模範音声（男女。一部動画付）学習者との比較ができる声調波形表示機能、音声学習の為のカラー遷移矢印、意味、ピンイン、漢字などの文字、視覚情報、表示項目の選択⇒自己の必要に応じて選定【表示と非表示】を組合せる初学者に負担の大きい習得情報の動的利用を実現。紙媒体のみによる教育方法との相違随時学習者が、個的状況により習得情報を取捨し、記憶を活性化系列的、形態的特徴をもたず、語順と語の用法により形成される中国語の語法学習において、音声学習と連系した反復練習文型パターンを記憶に蓄積し、基本形として運用する基礎作りを実現



リリリリズムズムズムズム・・・・イイイインンンントネトネトネトネーションーションーションーション練練練練習習習習：語彙の増加により展開する中国語の文生成の特色（単語⇒フレーズ⇒文章）に呼応した練習法音声音声音声音声とととと視覚視覚視覚視覚によによによによりりりり語彙語彙語彙語彙のののの生生生生みみみみ重重重重ねねねねをををを体得体得体得体得しながらしながらしながらしながら発音発音発音発音とととと文法構造文法構造文法構造文法構造をををを有機的有機的有機的有機的にににに連連連連係係係係してしてしてして学学学学ぶぶぶぶ効果効果効果効果をををを目目目目指指指指すすすす・WEB画面による語法教材の提示は、音声学習音声学習音声学習音声学習とととと語法理語法理語法理語法理解解解解をををを直接直接直接直接的的的的にににに結結結結びびびびつけるつけるつけるつける・限られた授業時間に教員が講義し、学生が拝聴する受動的学習形態から抜け出し、授業時間において記憶し習得する動的な学習を実現する具体的手立て・日常生活において使用機会の少ない言語の習得対対対対象象象象言語言語言語言語をををを構構構構成成成成するするするする知識知識知識知識――――――――発音発音発音発音、、、、単単単単語語語語、、、、文法文法文法文法知識知識知識知識についてについてについてについて、、、、文文文文字字字字情報情報情報情報とととと音声情報音声情報音声情報音声情報をををを教教教教室空室空室空室空間間間間のなのなのなのなかかかかでででで理理理理解解解解しししし、、、、記憶化記憶化記憶化記憶化するするするする習得効果習得効果習得効果習得効果をををを高高高高めるめるめるめる。。。。・内容的：教師による個別的な解釈論を回避、系統性をもった語法情報を提供する手立てとなる。
WEB教材を利用したe-Learning教育教教教教師師師師のののの手腕手腕手腕手腕やややや意欲意欲意欲意欲にににに左右左右左右左右さささされないれないれないれない教育教育教育教育レレレレベルベルベルベルをををを得得得得るるるる為為為為のののの教授法教授法教授法教授法のののの実現実現実現実現がががが可可可可能能能能

視覚情報視覚情報視覚情報視覚情報（（（（イラスイラスイラスイラストトトトイメーイメーイメーイメージジジジ・・・・動動動動画画画画のののの活用活用活用活用によるによるによるによる語彙力語彙力語彙力語彙力増強増強増強増強）））） （（（（語語語語/語語語語句句句句）））） 語彙力増強語彙力増強語彙力増強語彙力増強視覚情報視覚情報視覚情報視覚情報（（（（イイイイラストラストラストラスト・・・・図像図像図像図像・・・・動動動動画画画画））））とととと単語学習単語学習単語学習単語学習中国語学習中国語学習中国語学習中国語学習：：：：多種多種多種多種類類類類のののの情報情報情報情報をををを理解理解理解理解しししし、、、、記憶記憶記憶記憶しししし、、、、引引引引きききき出出出出すすすす漢字漢字漢字漢字、、、、意味意味意味意味、、、、 「「「「ローマローマローマローマ字綴字綴字綴字綴りりりり＋＋＋＋声調符号声調符号声調符号声調符号」」」」 、、、、音音音音声声声声イメイメイメイメージージージージ伝達伝達伝達伝達性性性性のののの強強強強いいいいイイイイラスラスラスラストトトト、、、、動画動画動画動画 ＋＋＋＋ 音音音音声声声声、、、、文文文文字字字字情報情報情報情報をををを連係連係連係連係ささささせせせせるるるる文文文文字字字字情報情報情報情報のののの過過過過多多多多によるによるによるによる負荷軽減負荷軽減負荷軽減負荷軽減しししし、、、、単単単単語学習語学習語学習語学習をををを促進促進促進促進しししし、、、、学習者学習者学習者学習者がががが楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら語語語語彙彙彙彙力力力力をををを強化強化強化強化しししし、、、、コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション力力力力をををを発発発発展展展展ささささせせせせるるるるマルマルマルマルチメチメチメチメデデデディィィィアアアアピクチャピクチャピクチャピクチャーデーデーデーディクィクィクィクショショショショナリナリナリナリーーーー（（（（語語語語彙彙彙彙・・・・短文短文短文短文ななななどどどど3000））））・・・・初学者初学者初学者初学者のののの語語語語彙彙彙彙力力力力のののの増強増強増強増強・・・・漢字漢字漢字漢字のもつのもつのもつのもつ意味意味意味意味にににに頼頼頼頼りりりり、、、、音音音音声声声声ややややピピピピンンンンイイイインンンンをおをおをおをおろそろそろそろそかにするかにするかにするかにする傾傾傾傾向向向向
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２２２２ eeee----LearningLearningLearningLearning活用活用活用活用

基礎力活用型教育基礎力活用型教育基礎力活用型教育基礎力活用型教育“游游游游”のののの展開展開展開展開第四部第四部第四部第四部学習学習学習学習プログラムプログラムプログラムプログラム「「「「力力力力をつけようをつけようをつけようをつけよう！」！」！」！」（（（（授業準拠授業準拠授業準拠授業準拠・・・・応用学習応用学習応用学習応用学習））））
学習学習学習学習プログラムプログラムプログラムプログラム（（（（基礎力基礎力基礎力基礎力のののの活用活用活用活用とととと応用応用応用応用、、、、発発発発展展展展・・・・展開展開展開展開）））） 活用活用活用活用・・・・応用力応用力応用力応用力のののの習得習得習得習得１１１１ 教材学習教材学習教材学習教材学習（（（（演演演演習習習習問題付問題付問題付問題付きききき授業対応教材授業対応教材授業対応教材授業対応教材））））・・・・会話会話会話会話：：：：『『『『発発発発音音音音とととと語法語法語法語法のののの基礎基礎基礎基礎』』』』をををを学学学学ぶぶぶぶ基本基本基本基本テテテテキキキキスススストトトトにににに呼呼呼呼応応応応したしたしたした会話会話会話会話テテテテキキキキスススストトトトによによによによるるるる基礎学習基礎学習基礎学習基礎学習のののの活性化活性化活性化活性化、、、、語語語語彙彙彙彙量増量増量増量増加加加加をはかるをはかるをはかるをはかる『『『『マルマルマルマルチメチメチメチメデデデディィィィアアアアピチャピチャピチャピチャーーーーデデデディクィクィクィクショショショショナリナリナリナリーーーー』』』』にににに呼呼呼呼応応応応したしたしたした会話学習会話学習会話学習会話学習によるによるによるによる語語語語彙彙彙彙習得習得習得習得のののの強化強化強化強化とととと会話会話会話会話力力力力のののの向上向上向上向上、、、、ビビビビジジジジネネネネスススス界界界界をををを模擬体験模擬体験模擬体験模擬体験しながらしながらしながらしながら学学学学ぶぶぶぶ「「「「ビビビビジジジジネネネネスススス型会話型会話型会話型会話」」」」・・・・講読講読講読講読：：：：文文文文章章章章構構構構造造造造へのへのへのへの理解理解理解理解をををを深深深深めるめるめるめる講読講読講読講読教材教材教材教材によるによるによるによる「「「「時時時時空空空空間間間間をををを越越越越えたえたえたえたコミュニコミュニコミュニコミュニケーションケーションケーションケーション力力力力」」」」のののの養成養成養成養成によによによによりりりり、、、、異異異異文化文化文化文化、、、、他他他他者者者者理解理解理解理解をををを深深深深めるめるめるめる個性個性個性個性ああああるるるる人人人人物物物物伝伝伝伝、、、、思想思想思想思想、、、、社会社会社会社会をををを学学学学ぶぶぶぶ「「「「名名名名人人人人名伝名伝名伝名伝」」」」、、、、現現現現在在在在にににに生生生生きるきるきるきる人人人人とととと社会社会社会社会をををを知知知知るるるる時事時事時事時事問問問問題題題題・・・・作作作作文文文文：：：：基礎基礎基礎基礎演演演演習習習習 （（（（作作作作文学習文学習文学習文学習とととと口頭口頭口頭口頭発発発発表表表表、、、、発信型学習発信型学習発信型学習発信型学習））））

２２２２ 演演演演習習習習問題問題問題問題型型型型・・・・学習情報取得型学習情報取得型学習情報取得型学習情報取得型・・・・授業準拠学習授業準拠学習授業準拠学習授業準拠学習（（（（授業用基本教材授業用基本教材授業用基本教材授業用基本教材完全完全完全完全対応対応対応対応演演演演習習習習問題問題問題問題））））『『『『発音発音発音発音とととと語法語法語法語法のののの基礎基礎基礎基礎』』』』対応対応対応対応演演演演習習習習問題問題問題問題・・・・検定試験検定試験検定試験検定試験対対対対策策策策（（（（準準準準４４４４級級級級～～～～２２２２級級級級））））・・・・語彙力語彙力語彙力語彙力増強増強増強増強：：：：補補補補語語語語、、、、誤誤誤誤用学習用学習用学習用学習、、、、類義類義類義類義語学習語学習語学習語学習、、、、同形異同形異同形異同形異議語議語議語議語ななななどどどどのののの教材教材教材教材によによによによるるるる語語語語彙彙彙彙力力力力のののの拡拡拡拡充充充充とととと用法学習用法学習用法学習用法学習。。。。＊＊＊＊語語語語彙彙彙彙量量量量のののの増増増増加加加加（（（（ＡＡＡＡ））））：：：： 視覚情報視覚情報視覚情報視覚情報をををを活用活用活用活用したしたしたした『『『『ママママルルルルチチチチメデメデメデメディィィィアアアアピクチャピクチャピクチャピクチャーデーデーデーディクィクィクィクショショショショナナナナリーリーリーリー』』』』によるによるによるによる基基基基本本本本語彙語彙語彙語彙のののの増強増強増強増強 （（（（“游游游游” 第三部第三部第三部第三部））））



第四部第四部第四部第四部 学習学習学習学習プログラムプログラムプログラムプログラム：：：：・・・・エエエエンンンンドユドユドユドユーーーーザザザザ能能能能動動動動型学習機能型学習機能型学習機能型学習機能・・・・自動自動自動自動応応応応答答答答機能機能機能機能・・・・正誤判正誤判正誤判正誤判定定定定・・・・弱点弱点弱点弱点・・・・弱点克服弱点克服弱点克服弱点克服のののの問問問問題提示題提示題提示題提示特特特特長長長長 ・・・・演演演演習習習習問問問問題題題題のののの自動採点自動採点自動採点自動採点・・・・各学習者各学習者各学習者各学習者のののの学習学習学習学習履歴履歴履歴履歴によによによによりりりり、、、、各各各各自自自自のののの弱点弱点弱点弱点をををを提示提示提示提示・・・・弱点克服弱点克服弱点克服弱点克服のののの為為為為ののののアアアアドドドドババババイイイイスススス、、、、演演演演習習習習問問問問題題題題のののの提示提示提示提示・・・・ここここののののアアアアドドドドババババイイイイススススをををを参考参考参考参考にににに、、、、学習者学習者学習者学習者はははは、、、、学習学習学習学習プログラムプログラムプログラムプログラムをををを選選選選択択択択、、、、指定指定指定指定対対対対象象象象・・・・基本基本基本基本テテテテキキキキスススストトトト『『『『発発発発音音音音とととと語法語法語法語法のののの基礎基礎基礎基礎』』』』準拠準拠準拠準拠学習学習学習学習プログラムプログラムプログラムプログラム・・・・各種授業教材各種授業教材各種授業教材各種授業教材（（（（講読講読講読講読、、、、会話会話会話会話、、、、時事時事時事時事））））準拠準拠準拠準拠学習学習学習学習プログラムプログラムプログラムプログラム・・・・応用学習応用学習応用学習応用学習（（（（類義類義類義類義語語語語・・・・誤誤誤誤用用用用例例例例・・・・日中日中日中日中同形異義同形異義同形異義同形異義語語語語ななななどどどど））））中国語中国語中国語中国語検検検検定試定試定試定試験験験験対策対策対策対策プログラムプログラムプログラムプログラム

『『『『発音発音発音発音とととと語法語法語法語法のののの基礎基礎基礎基礎』』』』対対対対応会話応会話応会話応会話テテテテキキキキスススストトトト ⇒⇒⇒⇒ 基礎学習基礎学習基礎学習基礎学習のののの活性化活性化活性化活性化



語彙力語彙力語彙力語彙力のののの増強増強増強増強単語一つを習得するにも語彙情報が多い中国語イメージ情報を駆使した『マルチメディアピクチャーディクショナリー』語彙学習の効果は大きい。・・・・いつでいつでいつでいつでもどこかもどこかもどこかもどこからでらでらでらでもももも始始始始められめられめられめられ、、、、見見見見たたたた目目目目ににににもももも楽楽楽楽しいしいしいしい語彙学習語彙学習語彙学習語彙学習系統系統系統系統性性性性にににに欠欠欠欠けけけけ、、、、散漫散漫散漫散漫なななな学習学習学習学習になになになになりやりやりやりやすいすいすいすい・『マルチメディアピクチャーディクショナリー』による単語学習連系連系連系連系したしたしたした会話会話会話会話教材教材教材教材⇒⇒⇒⇒最最最最初初初初にににに単単単単語情報語情報語情報語情報をををを習得習得習得習得、、、、それをそれをそれをそれを基基基基にににに会話会話会話会話をををを系統系統系統系統的的的的にににに学学学学ぶぶぶぶ・日常生活で使用する機会がない第二言語、増強の難しい単語力を視覚情報と音声情報の組合せ既知既知既知既知情報情報情報情報としてとしてとしてとして取得取得取得取得、、、、ネネネネイテイテイテイティブィブィブィブ教教教教師師師師とのとのとのとの対対対対話練話練話練話練習習習習のののの誘導誘導誘導誘導系統系統系統系統的的的的にににに場場場場面学習面学習面学習面学習とととと連係連係連係連係させさせさせさせるるるる教材教材教材教材ととととシステムシステムシステムシステムののののももももつつつつ効果効果効果効果をををを倍増倍増倍増倍増。 『マルチメディアピクチャアディクシヨナリー』 職業に関する単語学習準拠会話教材 「第13課 私は弁護士になりたい。」
授業準拠教材：『マルチメディアピクチャアディクシヨナリー』と準拠会話教材





３３３３．．．． “游游游游” のののの教育効果教育効果教育効果教育効果とととと課題課題課題課題

e-Learningシステムシステムシステムシステムのののの有用性有用性有用性有用性（（（（有用性有用性有用性有用性）：）：）：）：・・・・紙媒体紙媒体紙媒体紙媒体のののの教材教材教材教材ではではではでは得得得得られないられないられないられない多様多様多様多様なななな視覚情報視覚情報視覚情報視覚情報をもつをもつをもつをもつマルチメディアマルチメディアマルチメディアマルチメディア教材教材教材教材をををを随時随時随時随時、、、、学習者学習者学習者学習者にににに提供提供提供提供しししし、、、、学習効果学習効果学習効果学習効果のののの高高高高いいいい教育教育教育教育をををを実現実現実現実現できるできるできるできる。。。。・・・・いつでもいつでもいつでもいつでも、、、、どどどどここここでもでもでもでも、、、、誰誰誰誰でもでもでもでも使使使使用用用用できるできるできるできる？！？！？！？！ （（（（課課課課題題題題））））実実実実際際際際はははは必必必必ずしずしずしずしもももも字義字義字義字義どどどどおおおおりりりりにはにはにはには機能機能機能機能していないしていないしていないしていない。。。。使使使使用用用用してしてしてしてほほほほしいしいしいしい学習者学習者学習者学習者がががが使使使使用用用用するとするとするとするともももも限限限限らずらずらずらず、、、、必要必要必要必要なときになときになときになときに適切適切適切適切にににに使使使使用用用用してしてしてしてももももらえるとらえるとらえるとらえるともももも限限限限らないらないらないらない。。。。⇒⇒⇒⇒学習者学習者学習者学習者のののの利用率利用率利用率利用率をををを高高高高めるにはめるにはめるにはめるには？？？？多多多多彩彩彩彩でででで豊豊豊豊かなかなかなかな教材教材教材教材をををを活用活用活用活用しししし、、、、効果的効果的効果的効果的なななな学習法学習法学習法学習法をををを提提提提示示示示しししし、、、、学習者自学習者自学習者自学習者自身身身身がががが成果成果成果成果をををを体得体得体得体得できるできるできるできる契契契契機機機機をつをつをつをつくくくくるるるる有有有有用用用用かつかつかつかつ有効有効有効有効なななな方方方方法法法法授業授業授業授業完全同完全同完全同完全同期型期型期型期型ののののWEB教材教材教材教材によるによるによるによる教育教育教育教育方方方方法法法法



【【【【使用使用使用使用】】】】 授業内授業内授業内授業内使使使使用用用用 ⇒⇒⇒⇒ 自習利用自習利用自習利用自習利用・・・・視覚視覚視覚視覚情報情報情報情報とととと音音音音声声声声情報情報情報情報のののの相乗効果相乗効果相乗効果相乗効果をををを生生生生みみみみ出出出出せせせせるるるるWEB教材教材教材教材教育教育教育教育内容内容内容内容をををを熟知熟知熟知熟知したしたしたした教教教教員員員員のののの指指指指導導導導のののの下下下下でででで使用使用使用使用するするするする・・・・学習者学習者学習者学習者のののの習得習得習得習得速速速速度度度度、、、、習得度習得度習得度習得度をををを向上向上向上向上ささささせせせせ、、、、自自自自習習習習利利利利用用用用をををを促進促進促進促進するするするする方方方方法法法法【【【【成成成成果果果果のののの体体体体得得得得】】】】 具具具具体的体的体的体的なななな学習補助効果学習補助効果学習補助効果学習補助効果⇒⇒⇒⇒意欲意欲意欲意欲のののの喚起喚起喚起喚起、、、、個個個個人人人人指導指導指導指導とととと集合集合集合集合練練練練習習習習・・・・授業授業授業授業完全同完全同完全同完全同期型期型期型期型 ⇒⇒⇒⇒ 授業授業授業授業のののの予予予予習習習習、、、、復復復復習習習習にににに役立役立役立役立つつつつ直接直接直接直接大学大学大学大学でのでのでのでの成成成成績績績績評価評価評価評価をををを高高高高めるめるめるめる力力力力となるとなるとなるとなる・・・・学生学生学生学生にとってにとってにとってにとって利点利点利点利点がががが大大大大きいきいきいきい、、、、顕著顕著顕著顕著なななな学習成学習成学習成学習成果果果果をををを確確確確認認認認できできできでき、、、、学習学習学習学習意意意意欲欲欲欲をををを喚喚喚喚起起起起しししし、、、、主体主体主体主体的的的的でででで、、、、意意意意欲欲欲欲的的的的なななな学習者学習者学習者学習者となるとなるとなるとなる契契契契機機機機をををを作作作作るるるるこここことができるとができるとができるとができる。。。。・・・・授業授業授業授業内内内内：：：：CALL機機機機器器器器のののの使用使用使用使用⇒⇒⇒⇒ 集集集集合学習合学習合学習合学習とのとのとのとの歩歩歩歩調調調調をををを軸軸軸軸個個個個々々々々人人人人のののの学学学学習状習状習状習状況況況況（（（（レレレレベベベベルルルル・・・・特徴特徴特徴特徴））））尊尊尊尊重重重重⇒⇒⇒⇒“学学学学ぶぶぶぶ主体主体主体主体”のためののためののためののための教育教育教育教育ツツツツールールールールとしてのとしてのとしてのとしての有有有有用性用性用性用性

授業授業授業授業完全同完全同完全同完全同期型期型期型期型ののののWEB教材教材教材教材によるによるによるによる教育教育教育教育方方方方法法法法のののの展開展開展開展開 授業完全同期型の使用効果・・・・音声音声音声音声とととと視覚視覚視覚視覚によによによによりりりり語彙語彙語彙語彙のののの積積積積みみみみ重重重重ねねねねをををを体得体得体得体得しながらしながらしながらしながら発音発音発音発音とととと文法構造文法構造文法構造文法構造をををを有機的有機的有機的有機的にににに連連連連係係係係してしてしてして学学学学ぶぶぶぶ効果効果効果効果をををを目目目目指指指指せせせせるるるる。。。。・WEB画面による語法教材の提示は、音声学習音声学習音声学習音声学習とととと語法理語法理語法理語法理解解解解をををを直接直接直接直接的的的的にににに結結結結びびびびつけるつけるつけるつける・限られた授業時間に教員が講義し、学生が拝聴する受動的学習形態から抜け出し、授業時間において記憶し習得する動的な学習を実現する具体的手立て・日常生活において使用機会の少ない言語の習得対対対対象象象象言語言語言語言語をををを構構構構成成成成するするするする知識知識知識知識――――――――発音発音発音発音、、、、単単単単語語語語、、、、文法文法文法文法知識知識知識知識についてについてについてについて、、、、文文文文字字字字情報情報情報情報とととと音声情報音声情報音声情報音声情報をををを教教教教室空室空室空室空間間間間のなのなのなのなかかかかでででで理理理理解解解解しししし、、、、記憶化記憶化記憶化記憶化するするするする習得効果習得効果習得効果習得効果をををを高高高高めるめるめるめる。。。。・内容的：WEB教材を利用したe-Learning教育教教教教師師師師のののの手腕手腕手腕手腕やややや意欲意欲意欲意欲にににに左右左右左右左右さささされないれないれないれない教育教育教育教育レレレレベルベルベルベルをををを得得得得るるるる為為為為のののの教授法教授法教授法教授法のののの実現実現実現実現がががが可可可可能能能能
システムシステムシステムシステム・・・・コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツのののの使用使用使用使用①①①①学習者学習者学習者学習者のののの負担負担負担負担をををを軽減軽減軽減軽減しししし、、、、声調声調声調声調、、、、基基基基本本本本発音発音発音発音のののの効率的効率的効率的効率的、、、、効果的効果的効果的効果的なななな習得習得習得習得をををを実現実現実現実現。。。。②②②②授業授業授業授業同期同期同期同期型型型型コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツによるによるによるによる自習自習自習自習支援支援支援支援率率率率のののの急増急増急増急増によるによるによるによる習得率習得率習得率習得率のののの向向向向上上上上。。。。（（（（予予予予習習習習・・・・復復復復習習習習にににに役役役役立立立立つつつつ。。。。成績成績成績成績にににに直結直結直結直結⇒⇒⇒⇒授業授業授業授業同期同期同期同期型型型型））））③③③③学習者学習者学習者学習者のののの学習学習学習学習到達到達到達到達度度度度、、、、学習学習学習学習意欲意欲意欲意欲のののの向向向向上上上上によによによによりりりり教教教教師師師師のののの教育教育教育教育意欲意欲意欲意欲がががが刺激刺激刺激刺激さささされれれれ、、、、良良良良性性性性のののの教教教教育育育育循環循環循環循環がががが生生生生ままままれるれるれるれる。。。。④④④④CALL機能機能機能機能によるによるによるによる個個個個人人人人指導指導指導指導とととと机机机机間間間間巡巡巡巡視視視視によるによるによるによる集集集集団練団練団練団練習習習習のののの組組組組合合合合せせせせ効果効果効果効果、、、、机机机机間間間間巡巡巡巡視視視視のののの際際際際にににに１１１１ ～～～～２２２２秒秒秒秒でででで個別個別個別個別アアアアドバドバドバドバイスイスイスイスをををを与与与与えるえるえるえる⇒⇒⇒⇒記憶記憶記憶記憶のののの蓄蓄蓄蓄積積積積とととと活用活用活用活用。。。。⇒⇒⇒⇒ブレブレブレブレンデンデンデンディッドィッドィッドィッド型型型型、、、、個個個個人人人人練練練練習習習習とととと集合集合集合集合練練練練習習習習のよきのよきのよきのよき効果効果効果効果⑤⑤⑤⑤個別指導個別指導個別指導個別指導がががが与与与与えるえるえるえる学習者学習者学習者学習者とととと教教教教師師師師のののの間間間間にににに親密親密親密親密感感感感とととと信頼信頼信頼信頼感感感感がががが生生生生ままままれるれるれるれる⑥⑥⑥⑥システムシステムシステムシステムをををを通通通通じじじじてててて学生学生学生学生がががが常常常常時自時自時自時自己己己己のののの学習学習学習学習をををを視覚的視覚的視覚的視覚的にににに認知認知認知認知するするするする学習者学習者学習者学習者がががが自自自自己己己己のののの学習学習学習学習をををを客観客観客観客観的的的的、、、、分分分分析析析析的的的的にににに見見見見つめてつめてつめてつめて意欲意欲意欲意欲的的的的になれるになれるになれるになれる

実践実践実践実践とととと効果効果効果効果発音基礎学習発音基礎学習発音基礎学習発音基礎学習のののの実践実践実践実践によるによるによるによる成果成果成果成果（（（（教育方法教育方法教育方法教育方法））））①①①①声調感覚声調感覚声調感覚声調感覚をををを確立確立確立確立しししし、、、、そのそのそのその基盤基盤基盤基盤にににに正正正正しいしいしいしい口形口形口形口形、、、、舌舌舌舌のののの位置位置位置位置をををを明示明示明示明示するするするする韻母韻母韻母韻母、、、、声母学習声母学習声母学習声母学習をををを展開展開展開展開することによりすることによりすることによりすることにより、、、、声調声調声調声調、、、、韻母韻母韻母韻母、、、、声母声母声母声母をををを有機的有機的有機的有機的にににに連係連係連係連係するするするする質質質質のののの高高高高いいいい音声教育音声教育音声教育音声教育のののの基礎基礎基礎基礎をををを確立確立確立確立できるできるできるできる。。。。②②②②文字情報文字情報文字情報文字情報（（（（声調声調声調声調・・・・韻母韻母韻母韻母・・・・声母声母声母声母））））をををを正正正正しくしくしくしく音声化音声化音声化音声化できるできるできるできる力力力力をををを養成養成養成養成したしたしたした後後後後にににに、、、、漢字漢字漢字漢字、、、、意味意味意味意味をををを伴伴伴伴うううう単語学習単語学習単語学習単語学習にににに進進進進みみみみ、、、、さらにさらにさらにさらにイラストイラストイラストイラスト、、、、図像図像図像図像、、、、動画動画動画動画をををを核核核核にににに文字情報文字情報文字情報文字情報とととと音声音声音声音声情報情報情報情報をををを結合結合結合結合させさせさせさせ、、、、語彙力語彙力語彙力語彙力のののの強化強化強化強化をををを図図図図れるれるれるれる。。。。③③③③発音発音発音発音とととと語法教育語法教育語法教育語法教育のののの連係連係連係連係によりによりによりにより、、、、平易平易平易平易なななな表現表現表現表現ででででコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションできるできるできるできる基礎力活基礎力活基礎力活基礎力活用型教育用型教育用型教育用型教育をををを実現実現実現実現できるできるできるできる。。。。音声教育音声教育音声教育音声教育をををを重視重視重視重視したしたしたした有機的有機的有機的有機的、、、、総合的総合的総合的総合的なななな基礎教育法基礎教育法基礎教育法基礎教育法がががが生生生生みみみみ出出出出されるされるされるされる。。。。mamamamaによるによるによるによる単純単純単純単純なななな声調練習声調練習声調練習声調練習によるによるによるによる声調符号声調符号声調符号声調符号のののの自動音声化自動音声化自動音声化自動音声化 MA のののの威威威威力力力力非声調言語非声調言語非声調言語非声調言語をををを母国語母国語母国語母国語とするとするとするとする学習者学習者学習者学習者のののの声調習得声調習得声調習得声調習得にににに大大大大きなきなきなきな役割役割役割役割声調情報声調情報声調情報声調情報のののの脱落脱落脱落脱落へのへのへのへの対応対応対応対応
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〔〔〔〔CALL使用効果使用効果使用効果使用効果〕〕〕〕・・・・CALL機能機能機能機能とととと机机机机間間間間巡巡巡巡視視視視、、、、教教教教師師師師とととと学習者学習者学習者学習者のののの個別個別個別個別ココココミミミミュュュュニケニケニケニケーシーシーシーショョョョンンンン⇒⇒⇒⇒学習者学習者学習者学習者のののの意欲意欲意欲意欲をををを増増増増しししし、、、、親密感親密感親密感親密感をををを増増増増すすすす。。。。習得状況習得状況習得状況習得状況のののの個人個人個人個人差差差差へのきめへのきめへのきめへのきめ細細細細かいかいかいかい対応対応対応対応がががが可能可能可能可能・・・・個人個人個人個人差差差差のののの大大大大きなきなきなきな語学学習語学学習語学学習語学学習にににに対対対対するするするする対応対応対応対応【【【【習得内容習得内容習得内容習得内容・・・・習得度習得度習得度習得度のののの差差差差】】】】・システムシステムシステムシステムをををを通通通通じじじじてててて学学学学生生生生がががが常常常常時自時自時自時自己己己己のののの学習学習学習学習をををを視覚的視覚的視覚的視覚的にににに認知認知認知認知するするするする⇒⇒⇒⇒自自自自己己己己のののの学習学習学習学習をををを客観客観客観客観的的的的、、、、理知理知理知理知的的的的にににに認識認識認識認識しししし、、、、目目目目標標標標をををを達達達達成成成成するするするする学習学習学習学習姿勢姿勢姿勢姿勢をををを育成育成育成育成人人人人だけだけだけだけ、、、、システムシステムシステムシステム自習自習自習自習だけだけだけだけではではではでは得得得得られないられないられないられない教育活動教育活動教育活動教育活動
非専門分野非専門分野非専門分野非専門分野におけるにおけるにおけるにおける 語学的技能語学的技能語学的技能語学的技能のののの習得習得習得習得⇒⇒⇒⇒限限限限られたられたられたられた授業時間授業時間授業時間授業時間数数数数のなかでのなかでのなかでのなかで、、、、確確確確かなかなかなかな基礎力基礎力基礎力基礎力をををを習得習得習得習得しししし、、、、活用活用活用活用するするするするココココミミミミュュュュニケニケニケニケーシーシーシーショョョョンンンン力力力力のののの獲獲獲獲得得得得学習者学習者学習者学習者のののの達達達達成成成成感感感感のののの充足充足充足充足、、、、学習学習学習学習モチベーシモチベーシモチベーシモチベーショョョョンンンンのののの強化強化強化強化学学学学びびびび手手手手がががが自力自力自力自力でででで意欲的意欲的意欲的意欲的なななな学習主体学習主体学習主体学習主体にににに変変変変化化化化ししししううううるるるる契契契契機機機機のののの創創創創出出出出



教授法の進化とシステムの授業運用教授法教授法教授法教授法のののの進化進化進化進化とととと改善改善改善改善
WEB化された教材を授業内で使用する教育方法、教員側の教授法の変化と進化？①講義に依拠しがちな教員主体の授業運営から学習者の主体的学習を軸に展開する 実実実実践践践践的的的的・・・・能能能能動動動動的的的的なななな教育教育教育教育方方方方法法法法へのへのへのへの転換転換転換転換②視覚情報と音声情報を同時に提供できるWEB教材の効率的、効果的な利用法を提示し 第二言語第二言語第二言語第二言語としてのとしてのとしてのとしての限限限限られたられたられたられた教育教育教育教育方方方方法法法法をををを拡拡拡拡充充充充、、、、③教員と学習者がともに学習成果を視覚的、客観的に認知し、分析的に学習を進めることによる科学的教育法科学的教育法科学的教育法科学的教育法のののの展開展開展開展開

④③により学習者の学習内容に的確な指示と情報を提供し、学習者の自律的学習能力を高める自己発音矯正力の習得⑤習得度に相違が大きい語学学習において、集合練習を母体としながら、個別練習を取り込み、「個人対教師」のワンライン学習とこれに基く集合練習形態により個人練習と集合合練習の相乗効果を生み出す教育方法の創出。⑥発音習得度の向上によるシステムの自習使用率の増加、高次の学習への意欲、語法学習への積極性の喚起により、教育的な相互刺激を生み出す
教授法の進化と改善

履歴履歴履歴履歴のののの活用活用活用活用採点履歴採点履歴採点履歴採点履歴をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、学習者学習者学習者学習者のののの状状状状況況況況をををを把握把握把握把握誤答誤答誤答誤答したしたしたした問問問問題題題題をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし提示提示提示提示するするするするこここことによとによとによとによりりりり、、、、学習学習学習学習をををを定定定定着着着着化化化化ささささせせせせるるるる【【【【学習者学習者学習者学習者】】】】・・・・間間間間違違違違えたえたえたえた問題問題問題問題がががが繰繰繰繰りりりり返返返返しししし提示提示提示提示さささされるれるれるれるこここことでとでとでとで、、、、弱点弱点弱点弱点をををを克服克服克服克服するするするする・・・・学習学習学習学習履歴履歴履歴履歴によによによによりりりり、、、、自分自分自分自分のののの弱点弱点弱点弱点をををを把握把握把握把握しししし、、、、克服克服克服克服のためののためののためののための問題問題問題問題をををを選択選択選択選択するするするする例例例例））））韻韻韻韻母母母母・・・・声母声母声母声母のののの聞聞聞聞きききき分分分分けがけがけがけが不不不不十分十分十分十分韻韻韻韻母母母母・・・・声母声母声母声母のののの聞聞聞聞きききき分分分分けけけけ問題問題問題問題をををを練練練練習習習習・・・・学習学習学習学習意欲意欲意欲意欲のののの向向向向上上上上にににに役役役役立立立立つつつつ例例例例））））中国語検中国語検中国語検中国語検定定定定対対対対策策策策問題問題問題問題のののの学習学習学習学習結結結結果果果果によによによによりりりり、、、、実実実実際際際際のののの検検検検定試験定試験定試験定試験のののの受験受験受験受験意欲意欲意欲意欲がががが増増増増すすすす。。。。合格合格合格合格すれすれすれすればばばば、、、、更更更更にににに上上上上のののの級級級級をををを目目目目指指指指すためのすためのすためのすための学習学習学習学習意欲意欲意欲意欲もももも起起起起ここここるるるる【【【【教教教教師師師師】】】】・・・・学習学習学習学習履歴履歴履歴履歴によによによによりりりり、、、、学習者学習者学習者学習者のののの欠点欠点欠点欠点（（（（全全全全体体体体、、、、個個個個人人人人））））がががが分分分分かりかりかりかり、、、、教育教育教育教育にににに反反反反映映映映できるできるできるできる・・・・学習状況学習状況学習状況学習状況のののの把握把握把握把握によによによによりりりり、、、、学習者学習者学習者学習者のののの学習学習学習学習意欲意欲意欲意欲がががが把握把握把握把握できるできるできるできる
学学学学ぶぶぶぶ主体主体主体主体からのからのからのからの情報発信情報発信情報発信情報発信学学学学ぶぶぶぶ主体主体主体主体としてのとしてのとしてのとしての学習者学習者学習者学習者学習情報学習情報学習情報学習情報のののの受受受受けけけけ手手手手（（（（返返返返信信信信・・・・回答回答回答回答者者者者））））＋＋＋＋学習学習学習学習のののの創造者創造者創造者創造者＋＋＋＋主体的主体的主体的主体的にににに創造創造創造創造したしたしたした学習情報学習情報学習情報学習情報のののの発信者発信者発信者発信者教育内容教育内容教育内容教育内容をををを進化進化進化進化、、、、発展発展発展発展させさせさせさせるるるる学学学学ぶぶぶぶ側側側側とととと教教教教えるえるえるえる側側側側がともにがともにがともにがともに創造主体創造主体創造主体創造主体となれるとなれるとなれるとなれる教育教育教育教育のののの実現実現実現実現



5．まとめと課題・ WEB教材を用いたe-Learning教育旧来型の対面授業だけでは得られない教育、学習効果⇒学学学学びびびび手手手手とととと教教教教ええええ手手手手のののの双双双双方性教育方性教育方性教育方性教育教教教教員員員員のののの相相相相違違違違によるによるによるによる教育内教育内教育内教育内容容容容のののの不統不統不統不統一一一一、、、、ばばばばらつきをらつきをらつきをらつきを是是是是正正正正しししし、、、、一一一一定定定定のののの系統系統系統系統的的的的成成成成果果果果・一年間の試用と運用調査、年度年教育年度年教育年度年教育年度年教育懇談懇談懇談懇談会会会会・積極的な使用成使用成使用成使用成果果果果をををを上上上上げげげげたたたた講師講師講師講師にににに依依依依頼頼頼頼しししし、、、、授業授業授業授業デモンスデモンスデモンスデモンストレトレトレトレーションーションーションーション、 他講師の関心喚起し、システム使用と授業運営に啓発と刺激する教育に従事する教教教教員員員員間間間間のののの教育教育教育教育探探探探求求求求とととと連連連連帯帯帯帯間間間間のののの創出創出創出創出e-Learningシステシステシステシステムムムム活用教育活用教育活用教育活用教育のののの推進力推進力推進力推進力をををを生生生生みみみみ出出出出すすすす源源源源
終わりに今後の運用：発音・語法の習得、語彙力増強の為の学習タスク、閲読、会話、検定試験多くの学習プログラムとその学習履歴蓄積システム⇒学習者の学習活動、教員の役割、教授法の一層の深化が果たされる履歴情報：各学習者の意欲、進捗状況、理解度が、数字として得られる学習者、教え手が自己の教育活動をより客観的、理知的に認識できる。⇒学習者学習者学習者学習者とととと教教教教師師師師がががが相相相相互互互互にににに触触触触発発発発しあしあしあしあうううう創創創創造的造的造的造的なななな教育教育教育教育のののの更更更更なるなるなるなる可可可可能性能性能性能性がより高められる⇒システムシステムシステムシステムをををを活用活用活用活用したしたしたした教育教育教育教育はははは、、、、教授法教授法教授法教授法ととととここここれをれをれをれを担担担担うううう教教教教師師師師のののの役役役役割割割割をををを大大大大きくきくきくきく変変変変化化化化⇒既知既知既知既知のののの知識知識知識知識のののの伝達伝達伝達伝達者者者者かかかからららら、、、、学習課題学習課題学習課題学習課題とととと学習法学習法学習法学習法のののの優優優優れたれたれたれた導導導導きききき手手手手、、、、コーデコーデコーデコーディネィネィネィネーターーターーターーターへへへへ役割役割役割役割転換転換転換転換学学学学ぶぶぶぶ者者者者とととと教教教教えるえるえるえる者者者者がともにがともにがともにがともに発見発見発見発見者者者者となるとなるとなるとなる新新新新しいしいしいしい時代時代時代時代のののの教育教育教育教育にににに向向向向かかかかうううう大大大大きなきなきなきな転換点転換点転換点転換点中国語教育中国語教育中国語教育中国語教育とととと外国語教育外国語教育外国語教育外国語教育のののの新新新新たなるたなるたなるたなる、、、、そそそそしてしてしてして更更更更なるなるなるなる可可可可能性能性能性能性とととと課題課題課題課題がががが展望展望展望展望されるされるされるされる。。。。

運用と課題・機械を使うよりも人による教育、対面教育が優れているという主張、・ITシステム使用の教員の不安、教員役割の変化に対する危惧、さまざまな状況や問題・教員間の授業参観、相互啓発、相互評価などの教育法の探求を行う活動の実施十分に普及しておらず、軋轢も生じないわけではない。・学習効果の高いシステムも運用する教師のあり方、資質により、運用度に差異が生じ、成果も左右されやすい使いやすく、効果を具体的に提示できるシステムを開発する努力、教員自身が積極的にシステムを利用、活用する教育準備、その為のFD活動を十全に行えるようにする必要がある 全学共通基礎教育経済学部経済学部経済学部経済学部 法学部法学部法学部法学部 文学部文学部文学部文学部選択演習選択演習選択演習選択演習基礎力活用型人材基礎力活用型人材基礎力活用型人材基礎力活用型人材コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション能力能力能力能力のののの習得習得習得習得発展発展発展発展・・・・展開展開展開展開・・・・応用応用応用応用
基礎基礎基礎基礎（（（（確確確確かなかなかなかな基礎力基礎力基礎力基礎力））））活用活用活用活用（（（（基礎力活用基礎力活用基礎力活用基礎力活用））））１１１１年年年年２２２２年年年年 読読読読むむむむ：：：：総合演習総合演習総合演習総合演習書書書書くくくく：：：：基礎演習基礎演習基礎演習基礎演習聞聞聞聞くくくく：：：：特殊演習特殊演習特殊演習特殊演習話話話話すすすす：：：：会話演習会話演習会話演習会話演習文化文化文化文化：：：：文化演習文化演習文化演習文化演習 上級会話上級会話上級会話上級会話中級会話中級会話中級会話中級会話初級会話初級会話初級会話初級会話
４４４４年年年年３３３３年年年年

“游游游游”のののの実施体制実施体制実施体制実施体制 ２０１０２０１０２０１０２０１０年以降年以降年以降年以降 教育課程教育課程教育課程教育課程（（（（e-Learningコースコースコースコース）・・・・一般教養課程一般教養課程一般教養課程一般教養課程 卒業必修科目卒業必修科目卒業必修科目卒業必修科目としてのとしてのとしてのとしてのコースコースコースコースはははは設定設定設定設定しないしないしないしない・・・・基礎教育基礎教育基礎教育基礎教育とととと選択科目選択科目選択科目選択科目をををを対象対象対象対象にににに、、、、基礎力基礎力基礎力基礎力のののの習得習得習得習得、、、、活用活用活用活用、、、、展開展開展開展開のののの三段階三段階三段階三段階によりによりによりにより実施実施実施実施・・・・エンドユーザエンドユーザエンドユーザエンドユーザ能動型能動型能動型能動型e-Learning自習支援自習支援自習支援自習支援システムシステムシステムシステム外国語習得外国語習得外国語習得外国語習得のののの為為為為のののの四技能四技能四技能四技能《《《《読読読読むむむむ・・・・書書書書くくくく・・・・聞聞聞聞くくくく・・・・話話話話すすすす》》》》にににに対応対応対応対応・・・・義務義務義務義務（（（（授業用予習授業用予習授業用予習授業用予習・・・・復習復習復習復習））））とととと自主利用自主利用自主利用自主利用のののの２２２２方法方法方法方法をををを通通通通じてじてじてじて使用使用使用使用



１．湯山トミ子・武田紀子：「“游”的教育構想与e-Learning系統」；第9回世界漢語教学国際検討会（2008）２．湯山トミ子・武田紀子：WEB教材の複合利用による授業効果：日本e-Learning学会2008年秋季学術講演会予稿集（2008）３．湯山トミ子：「中国語コミュニケーション能力育成展開プラン“游”」成蹊大学法学部創立40周年記念冊子４．湯山トミ子・武田紀子：視覚情報を用いた発音基礎教育：日本中国語学会第58回全国大会予稿集,pp35-39（2008）５．湯山トミ子・武田紀子：中国語基礎教育におけるe-Learningシステムの活用――発音習得における声調波形表示機能の仕様と教育課題―：日本e-Learning学会2008年春季学術講演会予稿集（2008）６．湯山トミ子・武田紀子：中国語e-Learningシステム“游”(Yóu)―構想と開発について―；日本e-Learning学会論文誌,Vol8,pp99-106(2008)７．湯山トミ子・武田紀子：中国語e-Learningシステム“游”（Yóu）；日本e-Learning学会2007年度秋季学術講演会予稿集（2007）＊日本e-Learning学会2007年度秋季学術講演会審査員特別賞受賞８．湯山トミ子・武田紀子：“游”（Yóu）進化する教養教育と国際化新人材の育成：e-Learning  World 2007９．湯山トミ子・武田紀子：進化する教養教育と国際化新人材の育成――基礎力活用によるコミュニケーション能力育成展開プラン“游”（Yóu）；文部科学省平成18年度大学教育改革プログラム合同フォーラム、
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