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研究成果の概要（和文）：  第一期でレアリアの中国語教育における可能性について検討した。今期はレアリア
の特徴を分析し、中国語教育における価値、実践例を提示した。
　研究会は1年目と3年目に開催した。多くの中国語教育従事者、中国語学習者が参加した。多くの参加者にレア
リアの良さを伝えることができた。2年目は冊子『中国語教育のためのレアリア読本』の執筆にいそしんだ。結
果、2018年3月に当該書籍は完成した。完成後、約200名の中国語教育従事者、学習者に配布した。第一期、今期
とレアリアの可能性やレアリアの良さを伝えることを研究会や、冊子配布という手段で実現した。計画通り、や
るべきことは行い、本プロジェクトは成功したと言える。

研究成果の概要（英文）：We discussed the potentials of Chinese "Realia" in Chinese language teaching
 in the previous phase. Based on the results of the previous phase,we analyzed the characteristics 
of "Realia",discovered the value of "Realia"in Chinese language teaching, and demonstrated the ways 
of using Chinese "Realia"in classrooms with examples in this second phase. 
  We held a workshop on “Realia”in both the first year and the third year.Many Chinese language 
teachers and learners attended the workshops. We introduced the benefits and functions of Chinese "
Realia" in Chinese language teaching to them. In the second year , we worked hard to compile the 
booklet "Chinese'Realia'Teaching Method Reader". The booklet has now been sent to teachers and 
learners. From the previous phase to this phase, we discussed the teaching characteristics and the 
benefits of "Realia"in Chinese language teaching, held workshops, compiled and distributed the 
booklet. The research project was therefore successfully completed.

研究分野： 中国語学、中国語教育
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　中国語のレアリア（中国人が生活の中で目にする文字資料）は、教科書で学ぶ中国語とは異なり、書面語表現
が強く、また、口語表現とも混じりあって、学習者にとって、非常に難しいと感じてしまう。しかし、これをう
まく乗り越えられるように我々中国語教育従事者が導いていくしかないのである。それに対して、個々が取り組
み、レアリアにどのような特徴があり、授業の中でどのように実践できるかを毎回の研究会、学会発表で紹介し
てきた。
　また、2年目の最後に250部配布した『中国語教育のためのレアリア読本』は、レアリアを使って教育すること
の意義、その効果などを広く伝えることができ、また、巻末の資料では、情報提供ができた。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
2013-2016 基盤研究(C)「中国語教育におけるレアリアの効果的活用」（研究課題/領域番号

25370639）から引き続いて、中国語のレアリア（実物素材）について、取り組んだものである。
中国語のレアリアは現行の中国語教育ではなかなか学ぶことが難しい書面語が多くあらわれる
特徴がある。また、特殊な言い回しなどもあり、初級、中級の学習者には非常に難しい。そこ
で、中国語のレアリアにはどのような特徴があるのか、中国語学習として、どのような学びが
あるのかについて、追求、実践を行ってきた。この 3年間でさらにレアリアの特徴について明
らかにし、中国語教育従事者、中国語学習者への還元を行っていきたいと考えた。 
 
２．研究の目的 
 上述の通り、中国語のレアリアは、中国語教育においてなかなか、行き渡らない部分である。
現行の中国語教育では口語重視で、少し上のレベルになったところで、学ぶチャンスになかな
か恵まれない。しかし、ひとたび中国語圏へ行けば、学習者はレアリアと向き合うことになる。 
以上を踏まえて、以下の 2つを主な目的とした。①学習者の書面語への抵抗を少しでも少な

くするべく、中国語のレアリアの特徴を明らかにすること。②学びのスタイルを提案すること
で、教授法や学びのポイントを提案すること。 
 
３．研究の方法 
 メンバー個々の分野を決め、例えば、私たちは、次の 5つの項目に分かれてそれぞれ作業を
行った。①街中の中国語情報からみられるものと現行の中国語教育で学ぶ内容とにどのような
開きがあるかを特に文体に注意して、検討する。②チラシなどのレアリアはどのような形で授
業に使えるか検討する。③日中翻訳論のレベルから日本の漫画の中国語に訳される場合の起こ
りうる異文化ギャップにどのようなものがあるかを検討する。④中国のメディア媒体や小説な
どからみえる中国文化はどういった形で現れるかを語彙、文法、言い回しの面から検討する。
⑤日常みるレシピ、食品の表示には、どのような着眼点と学びのポイントがあるかを検討する。 
 この作業のために、それぞれがフィールドに赴き資料を収集したり、ネイティブスピーカー
からの意見を集約したり、また資料を分析、データ化したり、また、授業での実践方法を考え
るなどし、年一回の研究会や冊子『中国語教育のためのレアリア読本』の作成を行った。 
 また、メンバー内での議論、研究会でのフロアーとの意見交換などをして、個々の研究成果
のレベルアップをはかった。 
 
４．研究成果 
 わたしたちは、中国語のレアリア“realia”の中国語教育における援用の価値、その特徴に
ついて検討してきた。メンバーそれぞれが毎年、資料収集、そして、分析を行い、論文発表お
よび学会発表を通して、このことをみせてきた。また、年に 1回研究会やワークショップを行
い、一般の学習者や中国語教育従事者に向けて、レアリアとは何か、レアリアの特徴を紹介し、
中国語教育でどのように援用できるか、援用することが、これからの中国語教育にどういう意
味をもつのかについて、利点を述べ、明確な示唆を与えることができた。 
 そして、2 年目の最後には、これらをまとめた冊子『中国語教育のためのレアリア読本』を
執筆、編集、完成をさせた。本冊子は、レアリアの特徴、何が難しくさせているのかというこ
とを書いた「理論編」、レアリアを使った中国語教育実践例を示した「実践編」、日本の漫画の
中国語タイトルやスーパーのチラシなどに頻出する語彙をリストにした、「リスト編」の 3つに
大きくわけられる。本冊子は、主に中国語教育従事者に配布をした。また、本冊子に対して、
中国語教育従事者から意見をもらう機会もあり、この先の研究へとつなぐことができた。 
 中国語のレアリアは、教科書で学ぶ中国語とは異なり、書面語表現が強く、また、口語表現
とも混じりあって、学習者にとって、非常に難しいと感じてしまう。しかし、これをうまく乗
り越えられるように我々が導いていくしかないのである。そのことに対して、個々が取り組み、
どのような特徴があり、授業の中でどのように取り組むべきか、毎回の研究会、学会発表で新
しい見方を紹介し、その具体的事例もやってみせて示してきた。 
 メンバーそれぞれが限られた時間の中で、計画通りに、やるべきことはやりとげた。そして、
次なるステップまで探して行けた点からみれば、本プロジェクトは目標以上に達成したと言え
る。 
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中心に～」『中国語教育のためのレアリア読本』配布版,査読無,PP145-154 
⑫ 干野真一 2018「中国語 CMのレアリアとしての可能性」『中国語教育のためのレアリア読本』

配布版, 査読無,PP25-47 
⑬ 塩山正純 2017 中国語学習におけるレアリアとしての“口述実録（インタビュー）”活用に

ついて,『言語と文化』36号,査読無,PP169-186 
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④ 植村麻紀子 2019「目標からのバックワードデザインとその評価 中国語教育における実践
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アのチカラ～レアリアで学ぶ、教える中国語のために～第 5弾』 
⑪ 明木茂夫 2018「中国語翻訳版日本漫画に見る「よい翻訳」と「わるい翻訳」―過去の例と
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アで学ぶ、教える中国語のために～第 5弾』 
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〔その他〕 
ホームページ等 
・中国語教育学会 2018 年度第２回研究会『レアリアのツボ、レアリアのチカラ～レアリアで学
ぶ、教える中国語のために～第 5弾』 
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ボ、レアリアのちから～レアリアで学ぶ、教える中国語のために～第 4弾』 
http://www.jacle.org/meeting-20161218/ 
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