中検フォーラム

第 17 号
2019 年 9 月

2019 年 8 月 3 日（土）に関西大学（千里山キャンパス）以文館 4 階セミナースペースにて「中検フォーラム」を開催し
ました。

プログラム

〇挨拶

（理事長

上野 惠司）

〇中国語検定試験と国際的評価基準をめぐって
中検と CEFR

（副理事長 張

勤）

〇ICT を活用した中国語学習
中国語教育における ICT リソースの利用

（大阪府立大学 清原 文代）

中国語検定学習への ICT 活用を考える

（目白大学 氷野 善寛）

〇フリートーキング これからの中検に望むこと

（司会・副理事長 内田 慶市）

挨拶
日本中国語検定協会 理事長 上野 惠司
文字通りの酷暑の中をお集まりいただきありがとうございます。昨年は東京でやはりこの時期に開催いたしましたが，
その際にも同じようなご挨拶を致しました。“好了疮疤忘了痛”というわけではありませんが，諸般の事情で結局今年も
この暑い時期になってしまいました。ご了承ください。
中検フォーラムは 2008 年 11 月に発足し，只今のところ 220 余名の先生方にご参加いただき，日頃から協会の運営につ
いて何かとお力添えを頂いておりますが，こうして一堂に会してご意見を頂く機会はなかなか得られませんので，本日は
張勤，清原文代，氷野善寛，三先生のご発表を伺うとともに，協会の運営や検定試験のあり方について，是非とも皆様方
のお声を聴かせていただきたいと存じます。
おしまいになりましたが，本日の開催に当たり関西大学の関係者の方々に大変お世話になりました。厚くお礼申し上げ
ます。
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中国語検定試験と国際的評価基準をめぐって

中検と CEFR

1

日本中国語検定協会 副理事長 張 勤

1 中検の歩みと CEFR
1.1 日本中国語検定協会主催の中国語検定試験（中検）は発足してすでに 40 年ほどの歳月が経ち，今年度で 100 回目の
検定試験を迎えることになる。日本の中国語教育によって育てられてきた中検は，日本で唯一，日本語のネイティブスピ
ーカーの中国語運用能力を四技能［リスニング，（通訳も兼ねる）スピーキング，リーディング，（翻訳も兼ねる）ライ
ティング］より測る検定試験である。日本の中国語教育に根ざした中検は，長年の研究開発，確実且つ丁寧な問題作りと
運用によって的確に日本語のネイティブスピーカーの中国語運用能力を測る試験システムが出来上がっており，日本の中
国語教育において大きな役割を果たしている。

1.2 上に記したようにすでに成熟の域に達した中検が CEFR の基準とのマッチングを考える必要があるのであろうか。答
えはもちろん「ある」のである。まず，次で見るように CEFR は具体的な文法事項や言語形式ではなく，外国語の運用能
力を測る基準として開発されるものであり，言わば汎用的なものである。汎用的なゆえに EU 圏のみならず，日本の外国
語教育の分野においてもレベルを示す基準として用いられつつある。中検も各級がグローバル的に即時にどのようなレベ
ルか認知してもらうために CEFR との対応を整理すべきである。
そして中検は成熟の域に達しているが，大いに進化していく余地がある。主に外国語運用能力を測る基準として開発さ
れた CEFR は中検を検証し，より良いものにする道具になりうると考えられる。
以下，まず CEFR とは何かを見た上で，中検との関係を考えてみることにする。

2 CEFR とは
2.1 CEFR は日本語では「セファール」
と読み，John Trim, Brian North, Daniel Coste 諸氏による Common European Framework

of Reference for Languages : Learning, teaching, assessment 2 の略で，日本語は「外国語の学習・教授・評価のため
のヨーロッパ言語共通参照枠」3 が一般的な訳となる。中国大陸では「欧洲语言共同参考框架:学习，教学，评估」4 と称
し，台湾では「歐洲語言學習，教學，評量共同參考架構（歐洲共同語文參考架構）」5 と称している。Common European Framework

of Reference for Languages : Learning, teaching, assessment の日本語版は 2004 年に朝日出版社より「外国語教育」
の一冊として『外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』（吉島茂他訳）というタイトルで出版され，
2014 年に追補版が出版された。台湾では 2007 年に多媒体英語学会より《歐洲共同語文參考架構》として中国語訳が出版
され，大陸では 2008 年に外语教学与研究出版社より《欧洲语言共同参考框架：学习，教学，评估》（刘骏他訳）6 という
訳題で中国語版が出版された。

2.2 CEFR においては外国語の運用能力を測る基準が規定されている。次の図 7 のように全部で「A1・A2・B1・B2・C1・
C2」の 6 等級（2001 年版）に設定され，「A2・B1・B2」は更に「A2＋・B1＋・B2＋」にも細分
される。また 2018 年に出版された補遺版では，
「PreA1（A0）
」
「AboveC2」の 2 等級が追加され，
全部で 11 レベルとなる。8
それぞれの等級の基準（＝レベル）は付録表１参照。
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3 CEFR の制定と背景
3.1 次は CEFR 開発の簡単な年表 9 である。
1991.11

欧州評議会 10，スイス連邦当局と，スイス州教育部長会議（EDK）
，ユーロセンター財団，Migros クラブスクール，
大学間応用言語学委員会（CILA）との共催により，ヨーロッパにおける言語学習の透明性と一貫性に関するシンポ
ジウム「目的，評価，認証」が開催され，CEFR の出発点となる（Rüschlikon, Switzerland, 10-16 November 1991）
。

1995.12

『枠組提案ドラフト 1』が公表される。

1996

全加盟国の機関や専門家に 3,000 通以上のコピーが送付された。数百の評価アンケートが回収され，分析される。
（こ
の時点ではインターネットも電子メールも一般的には使用されておらず，通信手段は郵便のみだった。
）

1997.4

『枠組提案ドラフト 2』が新欧州言語学習会議の審議に提出される（Strasbourg,15-18 April 1997）
。

1998

修正後の『ドラフト 2』はユーザーガイド（一般ガイドとその他 10 点）とともに印刷され，試用に配布される。

1999～

外部出版社との出版への最終的な改訂と準備（英語版は Cambridge University Press，フランス語版は Edition

2000

Didier）
。

2001

欧州言語年の初めに CEFR が公式スタート。

2018

CEFR Companion Volume with New Descriptor が出版される。

1992 年，マーストリヒト条約により欧州連合（EU）が誕生した。主に欧州経済共同体（EEC）
，欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）
，
欧州原子力共同体（EURATOM）の 3 つの集合共同体，欧州共同体（EC）を核に構成される EU は EU 圏内において外交，安
全保障，経済・通貨，社会の各分野の統合により，域内取引の障壁を撤廃し，貿易の自由化を実現するとともに，2002
年には単一通貨ユーロが発足し，アメリカに次ぐ一大経済圏が形成された。
EU は各国の権限を認めながら，経済政策，外交政策，司法協力の 3 つを柱として加盟国間で協調し調和ある発展の実
現を目指すが，それにともなって EU 域内のヒト・モノ・カネの動きの活発化がもたらされ，特にコミュニケーションが
以前に増して重要なポイントとなった。また，EU 域内の相互理解や相互交流のためにも，母語以外の言葉の能力を必要
なレベルで身につけることが EU 域内の人々に求められるようになった。1989 年から 1996 年にかけて欧州評議会が「ヨ
ーロッパ市民のための言語学習」プロジェクトを推進し，その際ヨーロッパのすべての言語に適用できるような学習状況
の評価や指導といったことにおける方法を提供することを目的とする CEFR が中心的な役割となった。上記の年表からも
わかるように，CEFR は EU の発展に合わせた形で開発・制定されたものだと言えよう。

3.2 周知のように，ヨーロッパでは多数の言語が存在しているので，CEFR は，多言語環境において外国語運用能力を測
るための基準を提供するものとなる。EU のような言語環境では，具体的なコミュニケーションの場合において，一つの
外国語だけではなく，いくつかの外国語が必要となることがある。しかし必要となる外国語に対し，すべて同じレベルの
運用能力を必要としないし，また不可能である。時々観光客が訪れるフランスのレストランが求人する場合，「フランス
語はこのレベルが必要」
「英語はこのレベルでいい」
「ポーランド語はこのレベル」というように，要求をするであろうが，
統一した基準がなければ，この場合の個別言語のレベルも目安がなくなるのである。CEFR は，この際，異なる言語を測
る統一基準を提供しているというものであり，また学習者の外国語習得目標を立てる目安となり，教育関係者のカリキュ
ラム編成などの参考ともなるものである。
plurilingualism（複言語主義）ということばは CEFR の造語で，複言語主義という重要な考え方が示されている。複言
語主義という考えのもとでは，言語は孤立した学習の対象として見られるのではなく，個人の言語体験に位置づけられて，
その中で考えられる。個人が身についている，また学習している言語がその個人の中において個別の言語として存在して
いるものではなく，今までの個人の言語知識と社会経験のすべてと相互に作用しながら，相互補完的な役割を果たしてい
ると考えられている。実際の言語使用は，単一の言語ではなく，状況に合わせて複数の言語知識が動員される形となると
いう。複言語主義に対して，多言語主義という考えは社会における言語の存在に着目しているものである。
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上にも見てきたようにヨーロッパが統合される流れに合わせて制定され，言語の側面から EU 域内のヒト・モノ・カネ
の動きの活発化の一助としてヨーロッパ言語の多様性を守り，多様な価値観，ヨーロッパ間の相互理解を高める役割を果
たしている CEFR が複言語主義と複文化主義（pluriculturalism）を提唱し，言語を学ぶことはどういうことなのか，言
語を学ぶことで何を目指すのかを問題にするのも首肯ける。

4 CEFR の外国語運用能力の測り方とその運用
4.1 CEFR は外国語運用能力について行動を中心にその測り方を決めているので，CEFR の基準はいわば外国語を用いてで
きることをリストにまとめたようなものであるとも言えよう。付録表２参照。
外国語運用能力は，初期において四技能（読む，聞く，話す，書く）に分けられていたが，CEFR Companion Volume with

New Descriptor では，「話す」「書く」がそれぞれ発表型と双方向型に二分類され，さらに，Mediation（仲介）が加えら
れ，以下の七技能（スキル判定）となった。11
Listening comprehension（リスニング理解）
Reading comprehension（読解力）
Spoken interaction （やりとりしながら話すこと）
Written interaction（応答返信，メール，SNS）
Spoken production（発表形式，プレゼンテーション）
Written production（topic 作文, essay）
Mediation （仲介，複数話者，複数言語者との対話）

4.２ CEFR において行動中心の考え方のもとでまとめられる「Can-do」は，言語知識の量や言語構造に合わせた学習のロ
ードマップではなく，
「何ができるか」
「どの程度できるか」のように習得状況を判定する形となっているので，すべての
言語に共通して使用できる枠組みである。また同じ枠組みで，同一人物の異なる言語能力を判定し，比較することができ
る。更に教育側の者と学習者の両方が使える枠組みともなっている。しかし，本来は，民主的な市民性を育て，コミュニ
ケーションを促進する，という根本的な目的のもとで開発されたはずの CEFR が就職や移民受け入れにおいて人を選別す
るといった目的以外に利用される弊害も指摘されている。
汎用的な基準を示す CEFR は言語教育において大いに利用されており，特にアメリカやヨーロッパでは CEFR をカリキュ
ラム設計時のレベル設定の目安や語学教育のレベルの目安にされることはほぼ一般的である。日本でも CEFR が研究され，
教育現場で入学試験や科目レベル設定の目安としても用いられつつあり，また NHK の外国語講座も CEFR の基準で講座の
レベルの目安を示すのに利用している。
日本の英語検定試験等は CEFR をいち早く基準として導入しており，さらに文科省の「大学入学共通テスト」もそれを
導入し，CEFR を基準に新テストの整備が進められており 12，議論が更に活発となった。

5 中検と CEFR
5.1 周知のように，中検はさまざまな修正と変化を辿りながらも，基本的に日本語のネイティブスピーカーに合わせた伝
統的な中国語教育の展開のレベルに従い，現在，準４級・４級・３級・２級・準１級・１級と六つの級が設定されており，
さらにそれぞれのレベルにおいて四技能［リスニング，（通訳も兼ねる）スピーキング，リーディング，（翻訳も兼ねる）
ライティング］が測れる試験問題が用意されている。13 このような中検と，行動を中心に外国語運用能力を測る基準を示
す CEFR はそれぞれ異なる発想で作られているものと考えられる。しかし発想は異なるものの，中検は，四技能に分類さ
れるコミュニケーションの力，すなわち外国語運用能力を測るのにほぼすべての面をカバーしているので，中検が CEFR
に対応していると言える。
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5.2 以下は筆者が考えている中検と CEFR の概ねの対応関係である。
CEFR

A1

中検

準４級

A2
４級

B1

B2

３級

２級

C1

C2

準１級

１級

中検と CEFR の対応関係を精確に確定させるためには以下の課題をクリアする必要があるのであろう。
１）専門家によって，CEFR に立脚し，中検の試験問題に対して地道な検証を行う。
２）１）の結果に従い，2018 年に出版された補遺版に示される 11 レベルを視野に中検と CEFR の対応関係を確認する。
３）２）の結果を踏まえて，場合によっては中検の試験問題を調整する。

表１

共通参照レベル：全体的な尺度
A1

具体的な欲求を満足させるための，よく使われる日常的表現と基本的な言い回しは理解し，用いることもできる。

基礎段階の言語使用者

自分や他人を紹介することができ，どこに住んでいるか，誰と知り合いか，持ち物などの個人的情報について，質問
をしたり，答えたりできる。
もし，相手がゆっくり，はっきりと話して，助け船を出してくれるなら簡単なやり取りをすることができる。
A2

ごく基本的な個人的情報や家族情報，買い物，近所，仕事など，直接的関係がある領域に関する，よく使われる文や
表現が理解できる。
簡単で日常的な範囲なら，身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる。
自分の背景や身の回りの状況や，直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。

B1

仕事，学校，娯楽で普段出会うような身近な話題について，標準的な話し方であれば主要点を理解できる。

自立した言語使用者

その言葉が話されている地域を旅行しているときに起こりそうな，たいていの事態に対処することができる。
身近で個人的にも関心のある話題について，単純な方法で結びつけられた，脈絡のあるテクストを作ることができる。
経験，出来事，夢，希望，野心を説明し，意見や計画の理由，説明を短く述べることができる。
B2

自分の専門分野の技術的な議論も含めて，抽象的かつ具体的な話題の複雑なテクストの主要な内容を理解できる。
お互いに緊張しないで母語話者とやり取りができるくらい流暢かつ自然である。
かなり広汎な範囲の話題について，明確で詳細なテクストを作ることができ，さまざまな選択肢について長所や短所
を示しながら自己の視点を説明できる。

C1

いろいろな種類の高度な内容のかなり長いテクストを理解することができ，含意を把握できる。

熟達した言語使用者

言葉を探しているという印象を与えずに，流暢に，また自然に自己表現ができる。
社会的，学問的，職業上の目的に応じた，柔軟な，しかも効果的な言葉遣いができる。
複雑な話題について明確で，しっかりとした構成の，詳細なテクストを作ることができる。その際テクストを構成す
る字句や接続表現，結束表現の用法をマスターしていることがうかがえる。
C2

聞いたり，読んだりしたほぼ全てのものを容易に理解することができる。
いろいろな話し言葉や書き言葉から得た情報をまとめ，根拠も論点も一貫した方法で再構成できる。自然に，流暢か
つ正確に自己表現ができ，非常に複雑な状況でも細かい意味の違い，区別を表現できる。
『外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』追補版（吉島茂他訳）朝日出版社 2014

- 5 -

表２

共通参照レベル：自己評価表
理解すること

話すこと
読むこと

やり取り

表現

はっきりとゆっくりと話しても
らえれば，自分，家族，す
ぐ周りの具体的なものに関
する聞き慣れた語やごく基
本的な表現を聞き取れる。

例えば，掲示やポスター，
カタログの中のよく知って
いる名前，単語，単純な文
を理解できる。

どこに住んでいるか，また，
知っている人たちについ
て，簡単な語句や文を使っ
て表現できる。

新年の挨拶など短い簡単
な葉書を書くことができる。
例えばホテルの宿帳に名
前，国籍や住所といった個
人のデータを書き込むこと
ができる。

（ごく基本的な個人や家族
の情報，買い物，近所，仕
事などの）直接自分に関連
した領域で最も頻繁に使わ
れる語彙や表現を理解す
ることができる。
短い，はっきりとした簡単な
メッセージやアナウンスの
要点を聞き取れる。
仕事，学校，娯楽で普段出
会うような身近な話題につ
いて，明瞭で標準的な話し
方の会話なら要点を理解
することができる。
話し方が比較的ゆっくり，
はっきりとしているなら，時
事問題や，個人的もしくは
仕事上の話題についても，
ラジオやテレビ番組の要点
を理解することができる。
長い会話や講義を理解す
ることができる。また，もし話
題がある程度身近な範囲で
あれば，議論の流れが複雑
であっても理解できる。
たいていのテレビのニュー
スや時事問題の番組も分
かる。
標準語の映画なら，大部分
は理解できる。

ごく短い簡単なテクストなら
理解できる。
広告や内容紹介のパンフ
レット，メニュー，予定表の
ようなものの中から日常の
単純な具体的に予測がつ
く情報を取り出せる。
簡単で短い個人的な手紙
は理解できる。
非常によく使われる日常言
語や，自分の仕事関連の
言葉で書かれたテクストな
ら理解できる。
起こったこと，感情，希望が
表現されている私信を理解
できる。

相手がゆっくり話し，繰り返
したり，言い換えたりしてく
れて，また自分が言いたい
ことを表現するのに助け船
を出してくれるなら，簡単な
やり取り をするこ とができ
る。
直接必要なことやごく身近
な話題についての簡単な
質問なら，聞いたり答えたり
できる。
単純な日常の仕事の中
で，情報の直接のやり取り
が必要ならば，身近な話題
や活動について話し合い
ができる。
通常は会話を続けていくだ
けの理解力はないのだが，
短い社交的なやり取りをす
ることはできる。
当該言語圏の旅行中に最
も起こりやすいたいていの
状況に対処することができ
る。
例えば ，家族や趣味，仕
事，旅行，最近の出来事な
ど，日常生活に直接関係
のあることや個人的な関心
事について，準備なしで会
話に入ることができる。

家族，周囲の人々，居住条
件，学歴，職歴を簡単な言
葉で一連の語句や文を使
って説明できる。

直接必要のある領域での
事柄なら簡単に短いメモや
メッセージを書くことができ
る。
短い個人的な手紙なら書く
ことができる：例えば礼状な
ど。

身近で個人的に関心のあ
る話題について，つながり
のあるテクストを書くことが
できる。私信で経験や印象
を書くことができる。

筆者の姿勢や視点が出て
いる現代の問題について
の記事や報告が読める。
現代文学の散文は読める。

流暢に自然に会話をするこ
とができ，母語話者と普通
にやり取りができる。
身近なコンテクストの議論に
積極的に参加し，自分の意
見を説明し，弁明できる。

簡単な方法で語句をつな
いで，自分の経験や出来
事，夢や希望，野心を語る
ことができる。
意見や計画に対する理由
や説明を簡潔に示すことが
できる。
物語を語ったり，本や映画
のあらすじを話し，またそ
れに対する感想・考えを表
現できる。
自分の興味関心のある分
野に関連する限り，幅広い
話題について，明瞭で詳
細な説明をすることができ
る。
時事問題について，いろい
ろな可能性の長所，短所を
示して自己の見方を説明
できる。

たとえ構成がはっきりしなく
て，関係性が暗示されてい
るにすぎず，明示的でない
場合でも，長い話が理解で
きる。
特別の努力なしにテレビ番
組や映画を理解できる。

長い複雑な事実に基づく
テクストや文学テクストを，
文体の違いを認識しながら
理解できる。
自分の関連外の分野での
専門的記事も長い，技術的
説明書も理解できる。

生であれ，放送されたもの
であれ，母語話者の速いス
ピードで話されても，その
話し方の癖に慣れる時間
の余裕があれば，どんな種
類の話し言葉も，難無く理
解できる。

抽象的で，構造的にも言語
的にも複雑な，例えばマニ
ュアルや専門的記事，文学
作品のテクストなど，事実
上あらゆる形式で書かれた
言葉を容易に読むことがで
きる。

言葉をことさら探さずに流
暢に自然に自己表現がで
きる。
社会上，仕事上の目的に
合った言葉遣いが，意のま
まに効果的にできる。
自分の考えや意見を精確
に表現でき，自分の発言を
上手に他の話し手の発言
にあわせることができる。
慣用表現，口語体表現をよ
く知っていて，いかなる会
話や議論でも努力しないで
加わることができる。
自分を流暢に表現し，詳細
に細かい意味のニュアンス
を伝えることができる。
表現上の困難に出会って
も，周りの人がそれにほとん
ど気がつかないほどに修正
し，うまく繕うことができる。

A1

A2

B1

B2

C1

C2

書くこと

聞くこと

複雑な話題を，派生的問
題にも立ち入って，詳しく
論ずることができ，一定の
観点を展開しながら，適切
な結論でまとめ上げること
ができる。

状況にあった文体で，はっ
きりとすらすらと流暢に記述
や論述ができる。効果的な
論理構成によって聞き手に
重要点を把握させ，記憶に
とどめさせることができる。

興味関心のある分野内な
ら，幅広くいろいろな話題
について，明瞭で詳細な説
明文を書くことができる。
エッセイやレポートで情報
を伝え，一定の視点に対す
る支持や反対の理由を書く
ことができる。
手紙の中で，事件や体験に
ついて自分にとっての意義
を中心に書くことができる。
適当な長さでいくつかの視
点を示して，明瞭な構成で
自己表現ができる。
自分が重要だと思う点を強
調しながら，手紙やエッセ
イ，レポートで複雑な主題
を扱うことができる。
読者を念頭に置いて適切
な文体を選択できる。
明瞭な，流暢な文章を適切
な文体で書くことができる。
効果的な論理構造で事情
を説明し，その重要点を読
み手に気づかせ，記憶にと
どめさせるように，複雑な内
容の手紙，レポート，記事
を書くことができる。
仕事や文学作品の概要や
評を書くことができる。

『外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』追補版（吉島茂他訳）朝日出版社 2014
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この原稿は 2019 年 8 月 3 日に関西大学で行われた中検フォーラムにおいて発表した内容を修正したものである。
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
3 https://rm.coe.int/1680459f97
4 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806d8893
5 http://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL036216
6 https://book.douban.com/subject/3421631/
7 https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
8 https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989
9 https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/history. 一部編集.
10 欧州評議会（Council of Europe）は，1949 年に設立されたヨーロッパの統合に取り組む国際機関。欧州評議会は法定基準，人権，民主主
義の発展，法の支配，文化的協力についてとくに重点を置く。47 の国が加盟する欧州評議会は加盟国数が 27 の欧州連合とは異なる組織であ
るが，両者は旗など，共通のシンボルを使用する。
11 https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989
12 https://www.dnc.ac.jp/albums/abm.php?f=abm00033013.pdf&n=07_各資格・検定試験と CEFR との対照表.pdf
13 ただし，２級以下については現在のところ面接試験の用意がされていない。
1
2

ICT を活用した中国語学習

中国語教育における ICT リソースの利用
大阪府立大学 高等教育推進機構 清原 文代

1 スマートフォン：掌の中のコンピュータとネット
スマートフォンは電話という形態を取っているが，実質的にはインターネットに繋がるコンピュータであると言ってよ
い。特に若い世代での利用率は圧倒的で，内閣府の『平成 30 年度青少年のインターネット利用環境実態調査』によれば，
青少年（満 0～満 17 歳まで）の 93.2％がインターネットを利用していると回答し，インターネットを使用する際の機器
は，スマートフォンが 62.8％を占める。高校生に限って言えば，99％がインターネットを利用し，高校生の 94.3％がス
マートフォンを使用している。一方シニア世代においては，総務省『平成 30 年版情報通信白書』によれば，60 歳代のイ
ンターネット利用率は 73.9％，70 歳代のインターネット利用率は 46.7％で，パソコンからインターネットに接続する割
合が高く，ネット接続におけるスマートフォン利用率は 60 歳代で 46.7％，70 歳代で 37.0％となり，若い世代に比べれ
ばスマートフォンの利用率は相当低くなるとはいえ，スマートフォンの利用者は一定数存在することがわかる。現在は掌
の中にコンピュータとインターネットがあり，それをどこへでも持ち運べる時代である。本稿では特に中国語検定試験準
４級から３級レベルの授業を対象に，スマートフォンで使用できる ICT リソースを中心に紹介する。

2 合成音声付き単語カードセット
単語は実際の用例や場面の中で習得するものだが，音声と文字と意味を一致させる最初の段階ではどうしても繰り返し
練習が必要である。特に中国語検定試験の準４級～３級で出題される pinyin 問題の正解率を上げるには繰り返し練習は
不可欠である。繰り返し練習は単調になりがちだが，Quizlet はその最初の段階を支援する Web サービスである。パソコ
ンの Web ブラウザ，スマートフォンの Web ブラウザで使用でき，スマートフォン用の専用アプリもあり，常に持ち歩いて
いるスマートフォンを使って，隙間時間に活用して単語学習を行うことができる。
https://quizlet.com/
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2.1 Quizlet で何ができるか？
合成音声付き単語カード

音声を聞いて入力する

自動生成のテスト

カードの表と裏のマッチングゲーム

単語カード作成者が公開モードにしているものは，Quizlet のアカウントがなくても，単語カードセットの URL がわか
れば使用できる。以下は筆者が作成した中国語入門～初級レベルの単語カードセットの一覧である。
https://quizlet.com/kiyohara/folders

2.2 教員から見た Quizlet の機能
Quizlet は一言で言えば単語カードの多機能デジタル版であり，これから ICT 利活用を始めようとする教員にも理解し
やすく，操作も比較的容易である。

2.2.1 オリジナルのカードセットを作成する
上述のように公開されているカードセットを使用するだけであれば，Quizlet のアカウントは必要ないが，オリジナル
のカードセットを作るのであれば，アカウントが必要である。
カードセットを作るのは簡単で，カードの表に表記する単語やフレーズ，カードの裏に表記する訳語，必要に応じて（

）

で囲った注記などを入れて，合成音声による読み上げ用の言語（中国語簡体字・中国語ピンイン・日本語）を指定する。
Excel や Word のファイルにあらかじめ入力したものを貼り付けることも可能である。
Quizlet のアカウントは無料で取得でき，基本的な機能は無料で使えるが，有料の Teacher アカウントになれば，合成
音声の代わりに自分の声をカードに録音することができたり，カードに添える画像をアップロードできたりするようになる。

2.2.2 教室でグループ対抗戦のゲームを行う
Quizlet は個人で単語学習をするシステムとして始まったが，後にグループ学習を支援する機能が追加された。既存の
カードセットを使って，グループ対抗戦を行う Quizlet Live である。学習者は自動で 1 グループ 3～4 名のグループに分
けられる。選択肢の中から正解を選ぶゲームであるが，正解の選択肢はグループ内の 1 人にしか表示されないため，グル
ープ内での協力や教えあいが自然と発生する。
Quizlet Live を実施するには，ゲームを主催する教員には Quizlet のアカウントが必要であるが，ゲームに参加する
学習者には Quizlet のアカウントは不要で，教員が示すコード（6 桁の数字）を入力すればゲームに参加できる。

3 無料で使える Web 教材とスマートフォンアプリ
無料で使える中国語学習 Web 教材や中国語学習スマートフォンアプリは多数存在するが，日本語母語話者を対象にした
教材の中から 3 種を選んで紹介する。

3.1 東京外大言語モジュール中国語
東京外国語大学は 27 言語に及ぶ入門～初級レベルの Web 教材を提供しており，中国語の教材は発音・会話・文法・語
彙の 4 つのモジュールがある総合教材である。会話教材では標準的な普通话に加えて，北京，蘇州，台湾など各地の方言
の影響を受けた普通话の会話教材も用意されている。文法は 3 つのレベルに分けられており，解説や音声付きの例文に加
えて，練習問題もある。
http://www.coelang.tufs.ac.jp/mt/zh/
文法モジュールでは第二外国語の 1 年次用教科書で登場する語法項目を項目別に指定できるため，筆者は教科書の進行
に合わせて勤務校の Learning Management System（学習管理システム）に文法モジュールの各項目へのリンクを登録し，
予習復習のための自習教材，欠席時の補習教材として学生に紹介している。
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3.2 NHK ゴガクル中国語
NHK の E テレや NHK ラジオで放送された外国語学習番組で使用された例文を蓄積した Web 教材である。中国語の例文は，
簡体字・pinyin・中国語音声・日本語訳と簡単な文法解説付きで提供され，テスト機能もある。
https://gogakuru.com/chinese/
キーワードで例文を検索することができ，好きなテーマで歴代の中国語学習番組の例文を集めることができる。分厚い
学習書は途中で挫折してしまいそうだが，興味のあるテーマの例文なら見てみたいという学習者にとってはありがたい機
能だ。アカウント無しでも使用できるが，アカウント（無料）を取得すると，お気に入りの例文集を記録しておくことが
できる。教員にとっては，例文一つ一つが固有の URL を持っているので，授業でも紹介しやすい。

3.3 NHK ゴガク（声調確認くん）
NHK E テレ及び NHK ラジオで放送中の外国語学習番組のためのスマートフォン用アプリである。
https://www2.nhk.or.jp/gogaku/app/
中国語については，番組以外に「声調確認くん」という機能がある。お手本の中国語母語話者の音声を再生しながら実
際の声の高低を図示し，更に学習者の発音を録音してお手本の声調に重ねて，学習者の声調を図示することができる。学
習者の声調をお手本の声調に合わせて矯正して再生する機能もある。入門～初級レベルにおいて声調の習得は難関の一つ
で，声調に苦手感があり，自分の声の高低を耳でうまく捉えられない学習者にとって，お手本の音声と自分の音声を耳で
聞き比べることに加え，視覚でも確認できることは声調の習得の助けとなるだろう。「声調確認くん」で使用される例文
は NHK E テレ及び NHK ラジオの中国語学習番組で使用中のもので，番組の進行に合わせて逐次更新されていく。
https://www2.nhk.or.jp/gogaku/hatsuon/

4 合成音声の利用
入門～初級レベルの教科書には通常 pinyin と音声がついている。朗読のお手本がある文はよいのだが，入門～初級レ
ベルの文で pinyin がついていても，音声のお手本がない文章を朗読しようと思うと途方にくれてしまう学習者がいる。
合成音声は現時点では儿化の発音が不自然になる場合があるなど，人間のナレーターの朗読には及ばないが，身近に中国
語教員や中国語母語話者がおらず，すぐに音声を聞きたい場合には有用である。筆者は授業で学習者にテーマに沿った作
文をしてもらい，その内容を添削した後，学生に朗読してもらう活動をしているが，数十人分のそれぞれ異なる内容の音
声を筆者が録音することは難しく，合成音声を利用している。

4.1 Microsoft イマーシブリーダー
合成音声の読み上げと同期して，テキストがハイライトされるので，どこを朗読しているかが一目瞭然である。元々デ
ィスレクシアなど読むことに困難がある人のための機能だが，外国語学習にも役立つ。イマーシブリーダー機能は
Microsoft 社の OneNote や Word で使用できるが，対応しているバージョンや OS については制限がある。詳しくは下記の
Web ページでご確認いただきたい。
https://www.onenote.com/learningtools?omkt=ja-JP
イマーシブリーダー対応している OneNote や Word を所有していなくても，上記の Web ページの中程の「自分の読書用
資料でイマーシブリーダーをお試しください」というコーナーで，Web ブラウザ上でイマーシブリーダー機能のお試しが
できる。読み上げさせたい文章を入れて，言語を指定して使用する。
なお，近年 Microsoft 社はアクセシビリティ機能に力を入れているが，関連文章が Web 上に散在しているので，筆者は
リンクを集め，簡単な説明を加えた記事を公開している。
https://qingyuan.sakura.ne.jp/wp/?p=3774
- 9 -

4.2 iOS のアクセシビリティ機能による読み上げ
スマートフォンやタブレットの操作は視覚に大きく依存している。視覚にハンディキャップを持つ人のためにアクセシ
ビリティの機能の一つとして画面にあるものを合成音声で読み上げる機能が iOS（iPhone・iPad）も Android にもあり，
中国語の文章を読み上げることができる。Android では機種や OS のバージョンによる相違が大きいため，本稿では iOS
（iOS12）の操作法を紹介する。下記の通り設定を行った後は，Web ページ，メール，メモに入力された文章などを合成
音声で読み上げることが可能になる。
１．
「設定」→「一般」→「アクセシビリティ」→「スピーチ」
２．
「選択項目の読み上げ」を ON にする。
３．
「画面の読み上げ」を ON にする。

4.3 百度汉语で pinyin 付きで合成音声を聞く
中国の子供のためのスマートフォン用中国語学習アプリで，多くの学習機能を持っているが，その機能の 1 つである
“拍照朗读”ではスマートフォンで写真を撮って文字認識し，pinyin を振って，合成音声で読み上げることができる。
https://dict.baidu.com/download

5 Google 翻訳アプリを使った発音練習
Google 翻訳については，日本語←→英語，中国語←→英語のように，一方の言語が英語である場合は以前より精度が
向上したと言われているが，それでも当然のことながら翻訳間違いはあり，日本語←→中国語の翻訳品質は更に一段と低
い。ここで提案するのはスマートフォン用の Google 翻訳アプリを利用した発音練習である。Google 翻訳アプリはアプリ
内部に画像による文字認識，手書き入力，音声入力を備えており，スマートフォンの設定を変更することなく，アプリ内
部で練習を完結することができる。また，入力された中国語の文に pinyin を振る機能も持っている。これらを利用して，
中国語の文章を合成音声で聞く→その文を読み上げて音声入力をするという練習が可能である。
１．
「カメラ入力」（撮影した画像から文字認識）または「手書き入力」で中国語の文を入力する。
２．Google 翻訳アプリによって pinyin がふられる。
３．スピーカーのアイコンをタップして中国語の文を合成音声で読み上げて聞く。
４．
「×」をクリックして一旦翻訳画面を閉じる。
５．
「声」アイコンをタップして，今度は中国語の文を自分の声で「音声入力」してみる。
音声が文字という形ですぐにフィードバックされるので，練習を続けるモチベーションを維持するのに役立つ。教室で
は学生に朗読課題を出して Google 翻訳アプリで個人練習をしてもらっている間に，教員は机間巡回をしながら特に困難
を抱えていると思われる学生を個別指導することができる。
なお，Google 翻訳に限らず，音声入力は単語の前後のつながりを聞いて最大限認識しようとするため，音声入力が成
功したと言って，完全に正しい発音をしていると保証できるわけではない。この練習のポイントは「発音を何度も聞く→
何度も発音する」というサイクルを回すことにある。

6 紙はなくならないが，ICT があることを前提に考える
上述のような ICT リソースがあるからといって，従来からある紙の教材が不要になるわけではない。紙ほど簡便で堅牢
な“载体”はない。紙の教材は電気がなくてもどこでも使用でき，OS や機器の変遷で再生できなくなる可能性のある ICT
機器に比べれば紙の教材は保存性も高い。ただ，今後の中国語教育を考えていく上で ICT を無視することはできない。
例えば，教員が教室で出していた典型的な宿題の一つ，pinyin のない中国語の文章を配布して学習者に pinyin を調べ
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させるという宿題は，現在は辞書を引かなくてもスマートフォンがあれば上述の百度汉语や Google 翻訳アプリの文字認
識によって簡単に pinyin を調べられ，更に合成音声による読み上げも聞ける。pinyin を調べる過程で何度も辞書を引く
ことが語彙習得に役立つだろうという教員のもくろみは通用しないことになる。
日本語の文を中国語に訳しなさいといった宿題を出せば，学生が翻訳アプリを使用することは想像に難くない。Google
翻訳の日本語←→中国語の翻訳品質は現時点では良いとはいえないが，機械翻訳は他にもあり，中国発のものとしては“百
度翻译”や“有道翻译”
，日本発のものとしては「VoiceTra」や「みらい翻訳」等がある。
“百度翻译”
“有道翻译”
「VoiceTra」
はスマートフォン用の無料アプリがあり，
「みらい翻訳」は本来業務用の有料サービスだが，スマートフォンの Web ブラ
ウザ上で無料で試用できる。多くの学生がスマートフォンに入れているメッセンジャーアプリ LINE には「LINE 中国語通
訳」という機械翻訳アカウントがあり，これを使って日文中訳の宿題をしている学生も存在するに違いない。これらの機
械翻訳は中国語検定試験３級で出題されるような単文レベルの日文中訳問題であれば，全問を完全に正解はできなくても
それなりに使えるレベルにあると言ってよいだろう。以下に第 98 回中国語検定試験３級の日文中訳問題を機械翻訳にさ
せてみた例を示す。

問題文

わたしは週に 2 日アルバイトをしています。

この文を中国語に訳してください。

解答例

我一个星期打两天工。

请把这句话翻译成中文。

Google 翻訳

我每周工作 2 天。

请把这句话翻译成中文。

Microsoft Translator

我每周两天兼职。

请把这个句子翻译成中文。

有道翻译

我一周打工两天。

请把这句句子翻译成汉语。

百度翻译

我一周打工两天。

请把这句话翻译成中文。

VoiceTra

我每周做二天的兼职。

请把这个句子翻译成中文。

みらい翻訳（お試し翻訳） 我每周打两天工。

请把这个句子翻译成中文。

LINE 中国語通訳

我每周打工两次。

请把这篇文章译成中文。

問題文

午後あなたにメールをします。

東京の冬は北海道ほど寒くありません。

解答例

下午我给你发邮件。

东京的冬天没有北海道冷。

Google 翻訳

我会在下午给你发电子邮件。

东京的冬天并不像北海道那么寒冷。

Microsoft Translator

今天下午我给你发电子邮件。

东京的冬天不像北海道那么冷。

有道翻译

我下午给你发邮件。

东京的冬天没有北海道那么冷。

百度翻译

下午给你发邮件。

东京的冬天没有北海道冷。

VoiceTra

下午给你发邮件。

东京的冬天不像北海道那么冷。

みらい翻訳（お試し翻訳） 下午给你发邮件。

东京的冬天没有北海道那么冷。

LINE 中国語通訳

我下午给你发邮件。

东京的冬天不比北海道冷。

問題文

もし雨が降れば，わたしは参加しないことにします。

解答例

要是下雨，我就不参加了。

Google 翻訳

如果下雨，我不会参加。

Microsoft Translator

如果下雨，我就不参加。

有道翻译

如果下雨的话，我就不参加了。

百度翻译

如果下雨，我就不参加了。

VoiceTra

如果下雨的话，我就不参加了。

みらい翻訳（お試し翻訳） 如果下雨，我就不参加了。
LINE 中国語通訳

要是下雨的话，我就不参加了。
- 11 -

学生にスマートフォンを宿題に使うなと禁止しても実効性はない。となれば教員は ICT があることを前提に授業するし
かない。ICT は学習に有用であると同時に，授業案に変革をもたらすだろう。ICT を有効に利用しつつ，学習者が自ら学
び続けたいと思うだけの授業ができるか？そのためにはどうすればいいのか？わたしは試行錯誤をしながら授業を続け
ている。
本稿は JSPS 科研費 JP17K02933 の助成を受けたものである。

ICT を活用した中国語学習

中国語検定学習への ICT 活用を考える
目白大学 中国語学科 氷野 善寛

8 月 3 日に開催された中検フォーラムで，中国語の学習における ICT の活用についての話をする機会をいただいた。こ
れまでも機会があるたびに中国語教育と ICT を絡めた話をしているが，今回は特に教員にとっての ICT の活用という視点
で報告を行った。

1 教員としての ICT 活用
今回紹介する教員として利用できる ICT の使いどころは，次のようなものである。
１．教材に使用する素材の検証
２．教材の作成の前処理
３．教材や練習問題の作成と配布
１は使用する素材，分かりやすく言えば授業の際に使用する「中国語のテキスト」に含まれる語彙の難易度の検証，２は
初級段階の学習者向けの中国語のテキストに対する分かち書きの処理やピンインの付与，３は準備した中国語を教材とし
て作り上げ配布する段階である。今回のフォーラムではそれぞれの段階で使えるツールとして，CTA，YubiTeki，Google
フォーム，QR コードの使い方を具体的に紹介した。

2 CTA を使った素材の検証と教材の作成
CTA は現在開発を進めている形態素解析を利用した中国語の分析，ピ
ンイン変換を行うウェブサービスである。詳細については『漢字文献情
報処理研究』第 18 号に掲載した「形態素解析の中国語教育への応用」に
詳しい。
2019 年 8 月時点でリリース済みの CTA の機能としては，以下の 7 点で
ある。
１．形態素解析に基づく中国語の分かち書き
２．簡体字中国語のピンインへの変換
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３．分かち書き，ピンイン変換結果の出力
４．特定のルールに基づく分かち書き処理の追加処理
５．解析した中国語の語彙数の集計と各種語彙リストとの照合
６．単語ワークシートの生成
７．単語，例文データベースへの接続

利用手順は次の通りである。
［１］CTA（https://www.ch-station.org/cta/）にアクセスし，簡体字
中国語で書かれたテキストを入力欄に貼り付ける。
［２］テキストを入力/添付した状態で「分割」ボタンをクリックすると，分割結果が下に表示される。同時に「のべ語
数」と「異なり語数」の集計が行われ，「異なり語数」をクリックすると解析したテキストの中で使用されている単語の
一覧が出現数順に表示される。分割結果は「漢字とピンイン」
「漢字のみ」
「ピンインのみ」の 3 つの形式に切り替えて表
示することができる。
［３］分割結果に間違いがある場合や微調整を行いたい場合は「分割修正」機能を利用する。「表示切替」ボタンのとな
りにある「分割修正」ボタンをクリックすると開く「分割修正ウィンドウ」で，単語の区切りの「／」をクリックすると
前後の文字を繋ぎ，分割したい箇所の前の文字をクリックすると分割することができる。修正後「Apply」ボタンをクリッ
クすると結果が反映される。また試験的ではあるが形態素解析と教育上の分かち書きとは若干ルールが異なるところがある
ため，
「私案処理」というボタンで，特定のルールに基づいた再分割を行う
機能も実装している。
［４］多読字や変調の可能性があるピンインについては「漢字とピンイン」
モードで，青字で表示される。この青字で表示されているピンインについ
てはクリックすることで，別のピンインや声調に変更することができる。
多読字については基本的には形態素解析による結果で区別して提示される
が，間違って出力される場所や，変調についてはこの方法で微調整できる。
［５］分割結果とピンイン変換の結果は「エクスポート」で改行場所など
を指定したうえで，
「中国語→ピンイン」
「ピンイン→中国語」の順など任
意の順番で出力することができる。

その他，教材となるテキストを検証するうえで，あるいは教材を作成するうえで便利な機能をいくつか紹介する。
一つ目は「各種語彙リストとの比較」機能である。分割された単語は，各種単語リストと照合し，使用されている単語
の有無や，レベルを視覚化することができる。現在入門段階で覚えるべき単語は赤や黄色などの暖色系で，中級以上で学
ぶ単語は緑や青色などの寒色系で，語彙リストに収録されていない単語は黒色で表示されるように設定しており，テキス
ト全体が明るい色合いであれば難易度が低く，テキスト全体が暗い色合いであれば難易度が高い単語レベルと判断するこ
とができる。この機能は各レベルの教材を作成する際に使用する中国語の中に含まれる単語の難易度評価に役立つ。将来
的にこれまでの中国語検定試験で出題された過去問データから級別に単語を抽出して，級別に単語をレベル分けし，CTA
に組み込むことができれば，中国語検定試験対策の教材を作成する際に，一つのチェック機能として利用することができ
ると考える。
二つ目は「単語学習用のワークシートの出力」機能である。これは，テキストに含まれる「異なり語」の一覧をワーク
シート形式で PDF 出力する機能である。印刷した PDF は授業の準備段階で学生に配布するなどして，使うことができるほ
か，真ん中で折ることで，簡易な暗記シートとしても使用することもできる。
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3 YubiTeki を使ったリスニング強化
YubiTeki（正式名：Yubiquitous Text）については『東方』404 号と『高校学校中国語教育研究会会報』第 25 号でも
紹介したことがあるので，詳細はそちらもご覧いただきたい。

タッチした箇所か音声を再生

コンテンツの作成は自由自在

このアプリは，iPad/iPhone で利用できる外国語学習に特化した無料アプリで，音声あるいは映像データとテキストデ
ータさえあれば，音声を再生しながら文字列をタッチすることで，「音」と「テキスト」が連動した教材を作成すること
ができ，作成後，アプリ上で表示されたテキストをタッチすると，そのタッチされた行の音声が再生されるというシンプ
ルなものである。CD やカセットテープとは異なり，自在に再生したい箇所のテキストをタッチするという直感的な操作
で音声を再生することができる。また再生速度の調整やシャドーイング練習やリピート練習などをしやすいように音声を
遅らせて再生したりするなど音声を細かくコントロールすることができるため，教材を学生に配布することで，学生個人
の発話練習等に利用することができる。このアプリは教室等で中国語検定試験のリスニング対策を実施する際に，同じ問
題を繰り返し聞かせたい場合に効果を発揮する。
このアプリの最大の特徴は，テキストデータと音声/映像データ（MP3/MP4 でも端末を利用して録音/録画したデータで
も）さえあれば簡単にテキストと音声を連動した教材を作れる点にある。つまり，著作権に留意する必要はあるものの，
基本的にいかなる中国語の教材であっても，このアプリを使ってコンテンツ化することが可能である。
また作成したデータは txt と mp3 形式のファイルで構成されるため，この 2 つをウェブ上にアップロードすることで，
配布することもできる。
この特徴を利用して筆者が管理するウェブページ（https://www.chlang.org/contents/yubiteki/）では，著者や出版
社の許諾を得て掲載しているデータを公開している。このウェブページでは各教材の YubiTeki ボタンをクリックすると，
サンプルデータをダウンロードして使うことができる。また同時に表示される「ClickText」というボタンをクリックす
ることで，アプリではなく，ウェブブラウザで利用できるページを表示することもできる。

以下，YubiTeki の使い方について簡単に解説する。
①文字をタップして再生，長押しでその行をリピート
②音声再生
③全体のリピート
④3 つの Play mode
Normal：通常再生

Repeat：各行後に同じ長さのポーズ

Shadow：各行後に 1～3 秒のポーズ
Dictation：特定の文字を括弧に置換
⑤速度の調整
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YubiTeki で利用できるファイルの作成は，テキストと音声を準備すれば，次の 3STEP でできる。

STEP1：テキストの入力

STEP2：音声・映像の選択
ファイルを準備するか音声をその場で録音

STEP3：音声を再生させながら再生された箇所の

全ての行のタッチが終わったら完成！

テキストをタッチ

4 Google フォームのテスト機能を使った WEB テストの作成
次に紹介するのは，Google フォームを使った WEB テストの作成方法である。
Google フォーム自体は誰でも簡単にウェブ上でアンケートを作ることができる
ウェブサービスであり，作成したアンケートフォームは PC のブラウザだけでは
なく，スマホにも対応しているため利便性も非常に高い。この Google フォーム
はアンケート機能だけではなく，テストを作成し，採点をすることができる機能
がある。選択問題などの一部の質問形式では，正解に基づいて点数が自動的に加
算され，自動で採点することができる。そのため，ウェブ上で作成したテストを
学生に受験させ，すぐにその結果を集計することができる。また，受験した学生
それぞれの受験結果や，全体の解答の統計データを作成者は確認することができ
る。このテストの出題形式としては，ラジオボタン・プルダウン（単一選択），
チェックボックス（複数選択）
，記述式（記述/入力問題）があり，中国語検定試
験で必要とする出題形式は基本的に網羅している。そのため，授業後や授業中に
学生のスマホから作成した問題にアクセスさせ，授業の理解度を確認するための
小テストを実施したり，間違いの多い箇所を分析したりすることができる。ただ
し 2019 年 8 月現在，音声の埋め込みには対応しておらず，リスニング形式の問
題を提示したい場合は，YouTube に音声を動画としてアップしたうえで使用するといったひと手間が必要となる。
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利用手順は次の通りである。
［１］ウェブから「Google フォーム」を検索して，アクセスし「設定」から「テストモード」を選択する。
［２］
「問題集」と「解答集」の編集をする。ここでは，質問形式を選び，問題を作成する。
「解答集を作成」から解答番
号の選択，必要に応じて解説などを書き加える。得点を決めるフィールドがあるので，得点を入力する。

［３］すべての問題，解答の作成ができたら，「送信」ボタンから「フォームを送信」ウィンドウを開き，リンクを取得
し，このリンクを学生に配布する。このリンク先について，下記で紹介する QR コードによる配布を行えば学生は容易に
問題にアクセスすることができる。

5 教材配布としての QR コードの活用
ICT 関係の教材を配布する場合，便利なのが QR コードである。デー
タをファイルの預かりサービスや Dropbox などのストレージサービス
などを使ってファイルやリンク先を配布する場合，配布する URL は長く
なりがちである。この長い URL を学生に入力させると入力に時間がかか
るだけではなく，間違いが生じることが多い。そこで筆者は QR コード
を多用して授業中に教材やテストを配布している。今の学生はそのほと
んどがスマホを持っており，配布プリントやパワーポイント，教科書な
どに QR コードを埋め込むことで，学生は自身が持つスマホから容易に
アクセスすることができる。QR コードの作成は，非常に簡単で，
「QR コ
ード作成」と検索すれば，いろいろなサービスが提示される。中でもお
すすめなのが，
「QR のススメ」（https://qr.quel.jp/）で，
「QR コード
で URL を作る」ボタンから先のページに進み，入力フォームに URL を入
力し「作成する」というボタンをクリックするだけで画面に QR コード
が表示される。表示された画像を保存して印刷するなどして配布するこ
とができる。
今回右の画像の QR コードに「中検フォーラム」当日に利用した資料
や今回紹介している内容をまとめたウェブページのアドレスを埋め込
んでいる。ぜひお手持ちのスマホで読み取ってアクセスしていただきたい。

※本研究の CTA に関する部の一部は JSPS 科研費 16K16839 の助成を受けたものです。
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