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* 1.⽇日本の中国語教育におけるCLILの現状
* 2.  植村2018「中国語教育におけるCLIL活
⽤用の可能性―中国留留守児童を題材に―」
* 3.  今後の課題
* 4.  おわりに

	

本日のアウトライン  



 　中国語教育学会、⽇日本中国語学会等で、
 　CLILを扱った⼝口頭発表や論論⽂文、実践報告は、
発表者が本年年3⽉月に投稿した
「中国語教育におけるCLIL活⽤用の可能性
―中国留留守児童を題材に―」  
 　 　 　 　 　 　 　 　（『中国語教育』第16号）のみ。

日本の中国語教育におけるCCLLIILLの現状  



* 国会図書館の蔵書▶「中国語 　CLIL」で検索索
すると 　
* 张彤2017「内容⾔言語統合型学習(CLIL)」を取り
⼊入れた中国語授業の試み」	
と
* 上述の拙稿(植村2018)の２点のみ  

日本の中国語教育におけるCCLLIILLの現状  



 　しかし、個別の授業実践の中にはCLILの理理念念に
 　 　通じるものもあるように⾒見見受けられる。

* 孫德坤2017の実践報告（『中国語教育』第15号）

　变革：从语言教学到综合能力培养― 

「原語特殊講義（中国事情）」教学报告―　　　　　　　

日本の中国語教育におけるCCLLIILLの現状  



2016年年（半期15週）愛知県⽴立立⼤大学中国学科の授業の1つ
*  最初の4週：テキストで中国における様々な社会問題[例例：“房

奴”（住宅ローンで借金地獄に陥った人）“人口老龄化”（高齢

化）]について【読む】
*  5週⽬目からは学⽣生が2⼈人1組でテーマを選び、調べたことをプレゼン
【話す】、教師のコメントを【聞く】。

 　  授業後のふりかえりや他のペアへのコメントを中国語で【書く】。

 　 　➡⼀一連の活動は中国語で⾏行行われている。   　 　 　　　	

孫德坤2017の実践報告



*  “裸婚”（挙式せず届けだけの結婚）
*  少子高齢化
*  交通事情
*  貧富の格差
*  方言
*  “黑孩子”（戸籍のない子供）
*  環境問題（水不足や大気汚染）
*  台湾の独立と中台関係
*  バイクの制限
*  爆買い
*  2020に中国が直面する3つの課
題（労働力不足・結婚が難しい・
介護の人手不足）

*  教育格差（大学受験の為に	  
　　引っ越しする人々）
*  少数民族の暴動
*  中日両国の相互印象
*  動物(パンダ等)の保護
*  “外卖”(出前・テイクアウト)
*  “钓鱼岛”（尖閣諸島問題）
*  “微信”（中国のLINE）
*  “飞车党”（暴走族）
*  “中国的假冒”（ニセモノ）
*  中国茶
*  ネット制限
　　　　　	

孫德坤2017で扱われたテーマ



*  砂岡2017：11（WINPEC 　Working  Paper  Series）
「中国語のクラス授業と教室運営―開かれた教育システムに向けて」

早稲⽥田⼤大学：中国語で12名の教員によるオムニバス講義
「中国の社会」 　
「華⼈人社会に関する政治、外交、経済、法律律、環境、科学
技術、報道、国際⽂文化、歴史、宗教、⾔言語など、多⾯面にわ
たる。中国語で専⾨門科⽬目を学習するCLILに分類できよ
う」
 　講師は専⾨門も国籍も異異なる。北北京、上海、台北北と結ぶ遠
隔講義。受講⽣生も理理系を含む全学から集まり、華⼈人圏から
の留留学⽣生と留留学経験者からなる混成クラス。　　　　　　

日本の中国語教育におけるCCLLIILLの現状  



⼀一⽅方、⾼高校中国語教育は…
(公財)国際⽂文化フォーラム編2013

『外国語学習のめやす』 　
 

 　 　実践サポートめやすWeb
http://www.tjf.or.jp/meyasu/support/index.html	  

日本の中国語教育が参照しているガイドライン  



10	  

キーコンセプトは３×３+３スリーバイスリー	  プラススリー　　　	  

* ３領域　言語・文化・グローバル社会	  
* ３能力　わかる・できる・つながる	  
* ３連繋　	  

• 学習者の関心・意欲・態度	  

• 他教科の学習内容や既習内容	  

• 教室外の人・モノ・情報	  



自他の言語	  
がわかる	  

自他の文化	  
がわかる	  

グローバル社会
の特徴や	  
課題がわかる	  

学習対象言語	  
を運用できる	  

多様な文化	  
を運用できる	  

21世紀型スキル	  
を運用できる	  

学習対象言語を	  
使って	  
他者とつながる	  

多様な文化的背景	  
を持つ人と	  
つながる	  

グローバル社会	  
とつながる	  
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全国⾼高等学校中国語教育研究会編 　 　 　 　 　 　
1999
『⾼高校中国語教育のめやす 　

 　 　 　 　 　 　 　 　平成11年年度度版』 　
http://www.tjf.or.jp/meyasu/support/docs/

Topics_chinese_guidelinelink.pdf 

 　 　

日本の中国語教育が参照しているガイドライン  



『中国語初級段階学習指導
ガイドライン』 　　　

中国語教育学会学⼒力力基準プロジェクト
委員会編2007

⼤大学における第⼆二外国語で毎週２回(１回は  
90  分)、２年年間を通じて学んだ場合の、合計  
240  時間の課程を想定。⽂文法項⽬目の⼀一覧と常
⽤用語彙1000語を⽰示すが拘束⼒力力はなく、あく
まで⼀一つの指針のため、実際はテキストごと
に扱う⽂文法項⽬目や語彙は異異なる。

⼀一⽅方、⼤大学の「⼆二外」中国語教育は…



中国で出されているガイドライン  

国际汉语教学通用课程大纲 　　　
国家汉语国际推⼴广领导⼩小组办公室2008



中国語翻訳法Ⅱ(中国語専攻3、4年年次選択必修科⽬目)  
* 料料理理のレシピや⾷食品パッケージ等、各種レアリア
を教材としている。

*  2012年年より“留留守⼉儿童”(親が出稼ぎに⾏行行き、祖⽗父
⺟母等に育てられている⼦子供。以下、「留留守児童」
と表記)が親に宛てた⼿手紙も取り上げている。

* 後期は「翻訳を通して中国理理解を広げよう」プロ
ジェクトも。　

  
  植村22001188「中国語教育におけるCCLLIILL活用の  

可能性—中国留守児童を題材に—」  
  



* グリーティングカード	  
　　(誕生日・クリスマス・年賀状)	  

* 招待状、	  
* 写真や図版のキャプション	  

* 看板、案内表示、通知	  

* 広告（新聞や雑誌の企業広告等）	  
* 料理のレシピ	  

* 医薬品や食品のパッケージ	  

* 電化製品のマニュアル、	  
* 観光地・名所旧跡等のパンフレット
（上海万博や東京タワー）	  

* 掌編小説	  

* 故事成語・笑い話	  

* 女性雑誌のファッション紹介	  

* 十二星座占い	  

* 毛丹青先生のブログ	  

* 日本の漫画（サザエさん、ドラえもん
等の中文版を原作の日本語と比較）	  

* 新聞（ニュース記事、スポーツ・芸能
欄、社会面・投稿欄	  

* 映画の字幕翻訳	  

*  インタビュー記事	  

* エッセイ（谢冰心）	  

* 手紙（巴金が日本の友人に出した手
紙）　　　　　　

  
  「中国語翻訳法Ⅱ（中→︎日翻訳）の授業で  

これまでに取り上げたレアリア」  



* 中国の留留守児童は 　
* 2011年年11⽉月6⽇日朝⽇日新聞の記事では5800万⼈人。
* 2013年年には6100万⼈人に。
* 2015年年6⽉月貴州省省畢節市で両親ともに出稼ぎで不不
在だった5〜～14歳の兄妹4⼈人が農薬を飲んで⾃自殺す
るという痛ましい事件も報道された。

  
  植村22001188「中国語教育におけるCCLLIILL活用の  

可能性—中国留守児童を題材に—」  
  



*  実施クラス・実施時期・使⽤用教材等

*  科⽬目名：中国語翻訳法Ⅱ(中国語専攻3、4年年次選択必修科⽬目)
*  履履修者数：2017年年度度前期19名(台湾からの交換留留学⽣生2名含む)  
*  実施時期：
 　2017年年度度前期全15回の授業のうち、第11、12、14回⽬目の3回(6⽉月23、
30⽇日、7⽉月14⽇日)。
*  翻訳素材：
 　安徽省省太湖県に住む14歳の⼥女女の⼦子が⽗父親に宛てた⼿手紙(2008年年6⽉月5⽇日
付)叶敬忠・吴惠芳2010《爸爸妈妈，你们知道吗？—农村留守儿童书信

集》:25頁 

  植村22001188「中国語教育におけるCCLLIILL活用の可能性  
—中国留守児童を題材に—」（『中国語教育』第1166号所収）  





4年年⽬目(2015年年)~∼東京⼤大学CoREF知識識構成型ジグソー法を参考にした

ジグソー・リーディング
*  ⼿手紙の冒頭と最後の各1⾏行行を除く部分を4つの段落落に分割し、順番を
並べ替えてA〜～Dの4つのパートに分け提⽰示。

*  授業前半はA〜～Dの4パートに分かれ、それぞれのチームでより⾃自然
でわかりやすい⽇日本語訳に整える。

*  その後、A〜～Dから各1⼈人合計4⼈人で1グループを作り、先ほどパート
ごとに作った訳⽂文をシェアする。

*  グループで話し合い、A〜～Dの⽂文章を正しい順番に並べ替える。通
して読んだ時に不不⾃自然なところはないか、訳語の統⼀一が必要なとこ
ろがないかを確認して修正する。

*  各グループが考えたA〜～Dの順を発表し、正解と訳⽂文を確認。

  
  植村22001188「中国語教育におけるCCLLIILL活用の可能性  

—中国留守児童を題材に—」  
  



  
  植村22001188「中国語教育におけるCCLLIILL活用の可能性  

—中国留守児童を題材に—」  
  



 　正しい順番に並べ替えるために、各⾃自が
⼿手紙の各段落落を繰り返し読み、グループで
ディスカッション。
 　その際、なぜその順だと考えたのか、理理
由も含めて話す必要があるので、CLILの4C
の中のCognition(思考⼒力力)の中でも「分析」
「評価」といった⾼高次思考⼒力力を⽤用いる。 　 　

  
  植村22001188「中国語教育におけるCCLLIILL活用の可能性  

—中国留守児童を題材に—」  
  



⾼高次思考⼒力力の養成をめざして
・スキミング(skimming)：4分割されたA〜～Dの各パー
トの⼤大意を取る
・スキャニング(scanning)：正しい順番に並べ替える
ための情報を掴みとる
・パラグラフ・リーディング：段落落間の関係を考えなが
ら読む
・critical  thinking：正解を導くまで何度度もクリティカ
ルに考える   　　

  
  植村22001188「中国語教育におけるCCLLIILL活用の可能性  

—中国留守児童を題材に—」  
  



学習者のコメント
・いろいろな案が出て楽しかった
・今⽇日の授業のやり⽅方がとてもおもしろかったです
・訳はわかっても、順番にするとなると難しかった
・⼿手紙は個⼈人の感情が⼊入っているので順番に並べ替えるの
は難しかった

正しい順に並べられたのは5グループ中、1グループだけ
（今年年度度は4グループ中、2グループ）。 　　

  
  植村22001188「中国語教育におけるCCLLIILL活用の可能性  

—中国留守児童を題材に—」  
  



  
  植村22001188「中国語教育におけるCCLLIILL活用の可能性  

—中国留守児童を題材に—」  
  



　　　　　　　

  
  植村22001188「中国語教育におけるCCLLIILL活用の可能性  

—中国留守児童を題材に—」  
  



Content（内容）
*  CLILでは「⼿手続き的知識識」にまで踏み込むことが重視
されているので、最後にグループで解決(改善)⽅方法を
考えて発表。

Communication（⾔言語）
*  translanguaging(⺟母語の活⽤用)：話し合いは⽇日本語で。

  
  植村22001188「中国語教育におけるCCLLIILL活用の可能性  

—中国留守児童を題材に—」  
  



  
  植村22001188「中国語教育におけるCCLLIILL活用の可能性  

—中国留守児童を題材に—」  
  

Communication（⾔言語）
CLILの授業では、指⽰示や活動を学習対象⾔言語で⾏行行うのが基本であ
るのに対し、本実践は、教員の指⽰示も学⽣生の表現も⽇日本語であるこ
とから、厳密には「翻訳の授業にCLIL的⽅方法を取り⼊入れた実践」
である。「翻訳法」という科⽬目ゆえに、訳すことがメインの活動に
なるため、学習者がまな板の上に乗せて議論論しているのは主に⽇日本
語の表現をどうするか、ということである。
 　中国語の語句句や表現を理理解語彙（⾒見見てわかる、聞いてわかる）と
してだけでなく、使⽤用語彙（話せる、書ける）として習得させるた
め、本年年度度は、昨年年の反省省を活かし、使⽤用語彙と理理解語彙に分けて
ワークシートにまとめる作業も組み⼊入れた。    



Cognition(思考)
①留留守児童の⼼心理理を想像しながら⼿手紙の翻訳
②2つの新聞記事を⽐比較して読む（今回は⽇日本語で）  

③関連する様々なデータを読み、傾向や要因を考察
④プレゼン資料料としての効果的なまとめ⽅方を考える
★CLILの10⼤大原則の(8)「⽂文字だけでなく、⾳音声、数字、
視覚(図版や映像)による情報を与える」ことの重要性
←学習者19名中6名が「データの翻訳を通してより詳し
く知ることができた」とコメント。

植村22001188「中国語教育におけるCCLLIILL活用の可能性  
—中国留守児童を題材に—」



 　この授業はふだんからピア・リーディングを基本として
いる。毎回の課題を個⼈人で予習してきた上で、授業ではペ
アでお互いの訳⽂文を突き合わせ、意⾒見見交換しながら1つに整
えていく。
 　本学は⼊入学時にiPadの購⼊入が義務付けられているので、
ペアで整えた訳⽂文をGoogle  Document共有機能を使って、
教員に送る。授業では前⽅方のスクリーンにその訳⽂文を映し
ながら、クラス全体で討論論し、より⾃自然でわかりやすい⽇日
本語に直していく。

  
  植村22001188「中国語教育におけるCCLLIILL活用の可能性  

—中国留守児童を題材に—」  
  

Culture/Community（協学）



　　　　　　　

  
  植村22001188「中国語教育におけるCCLLIILL活用の可能性  

—中国留守児童を題材に—」  
  

学習者の翻訳についての考察：“您、爸爸、爸”を
どう訳すか
学習者はデータをどう分析したかについての考察



学習者はCLIL的アプローチをどう受け⽌止めたか  
* 「留留守児童のことは知っていましたが、⼿手紙やデー
タを学び、とても深刻なことが分かったので、この
ようなテーマだと、中国語の翻訳の勉強だけでなく、
社会の事も学べるので良良いと思いました」  

* また別の履履修者は翌年年（＝今年年度度）、発表者の担当
する中⽇日翻訳ゼミでの「卒業制作」のテーマに、楊
元松編『中国留留守児童⽇日記』の翻訳を選んだ。  

  
  植村22001188「中国語教育におけるCCLLIILL活用の可能性  

—中国留守児童を題材に—」  
  



  
  中国語教育にCCLLIILLを導入�する際の課題  

  

⾃自分⾃自⾝身の今後の課題：

1、２年年次への導⼊入
 　本学の中国語専攻では、1年年次は総合・作⽂文・会話、
２年年次はさらにLL中国語が加わり、複数の教員がリレー
講義をしたり、クラスごとに進度度がずれないような配慮
や統⼀一試験などがある中で、いかにCLILを展開していく
か
→他の教員との⼗十分な話し合い、コンセンサスをとるこ
とが必要不不可⽋欠となる。



  
  中国語教育にCCLLIILLを導入�する際の課題  

  

３、４年年次への導⼊入
 　選択必修科⽬目は「表現法・翻訳法・討論論スピーチ・時
事中国語・⽂文学講読」の５分野から４分野以上選択。
それぞれの科⽬目の⽬目標があり、発表者が担当している
「翻訳法（中⽇日翻訳）」では⽇日本語を介在せざるを得な
いので、その枠組みの中で今後もCLIL活⽤用を試みるしか
ない。学⽣生⾃自⾝身が内容以前に翻訳のスキル向上を望む声
もあることを考慮しなくてはならない。



  
  中国語教育にCCLLIILLを導入�する際の課題  

  

３、４年年次への導⼊入
　⼀一番⼤大変だったのは、教材の準備。←しかし、発表者
⾃自⾝身が扱いたいと強く感じたテーマであったことが、教
材づくりのモティベーションにつながった。  
 　通常の語学の授業の中で、⼀一つのテーマにかけられる
時間なども考慮した場合、今回のように広く深く扱える
かどうか。



  
  中国語教育にCCLLIILLを導入�する際の課題  

  

 　テーマや素材を教員が提供するのではなく、学習者⾃自⾝身
に考えさせ、データの収集、分析、考察、プレゼンなどを
課し、プロジェクト型学習に発展させたい。
 　今回は、translanguagingという新しい概念念を援⽤用して、
翻訳の授業をCLIL的アプローチでおこなったが、「学習の
ための⾔言語」としての中国語をもっと活⽤用して学ぶ⽅方法を
検討する必要がある。



  
  中国語教育にCCLLIILLを導入�する際の課題  

  

聞こえてきそうな不不安：

⑴初級段階でどのような「内容」を扱えるのか。たとえ、
扱ったとしても、「宣⾔言的知識識」（＝「わかる知識識」）
レベルにとどまり、「⼿手続き的知識識」（＝「できる知
識識」）まで持っていくことは難しいのではないか。（逆
に⾔言えば、「内容」のない授業などあるのか）

⑵CLILでは⽬目標⾔言語を⽤用いた学習が前提となるが、初級
はもちろん中級以上でも、⽬目標⾔言語で「話す・書く」と
いったアウトプットは難しいのではないか。



  
  中国語教育にCCLLIILLを導入�する際の課題  

  

⑶中国語教育にペアワークやグループワークを取り⼊入れ
ているのは、多くは「会話」の授業。
→しかし、テキストの会話⽂文の⾳音読練習と暗唱、それを
応⽤用したスキットの作成と発表がほとんど。

CLILの4CのCognition(思考)やCommunity/
Culture（協学）をより意識識した、深い学びにするには、
教員⾃自⾝身がその価値や必要性を意識識することが必要では
ないか。



  
  中国語教育にCCLLIILLを導入�する際の課題  

  

⑷現状では、⽂文法シラバスで作られたテキストで語彙
や表現を学び、それを⽤用いた練習問題を解き、実際に
使⽤用する場⾯面に即したアクティビティーを通して定着
を図る、いわゆるPPP(Presentation-‐‑‒Practice-‐‑‒
Production)での授業が多い（⽂文法中⼼心で最後の
Productionがない場合も多い）が、内容中⼼心の逆向き
設計をすることで⽂文法・語彙がどこまでカバーできる
のか→中国語検定や各種試験などへの対応は？



  
  中国語教育にCCLLIILLを導入�する際の課題  

  

⑸⼤大学では「内容」を教える教員・科⽬目があるのに、
語学トレーニング科⽬目担当の教員がどこまで踏み込ん
でよいのか（あるいは踏み込むだけの知識識があるのか、
その必要があるのか）

⑹「内容重視」を意識識するなら、⽬目標⾔言語よりも⺟母語
で討論論したり、考察したほうが深い学びになるので
は？



  　　おわりに  

 　奥野ほか2018:5（『⽇日本語教師のためのCLIL⼊入⾨門』によれば、
CLILの根底にはCEFR同様、「複⾔言語・複⽂文化主義」があり、
CLILは、⾔言語を通して平和な社会の実現に必要な汎⽤用的
能⼒力力を育成することを⽬目指すヨーロッパの⽂文脈から⽣生まれた
アプローチであるという。
 　しかし、CCBI(CBIとクリティカルアプローチを融合させた内容
重視の批判的⾔言語教育)に⽐比べて、現状のCLIL授業には「よりよい
社会の実現を⽬目指す」視点は弱いように感じる。

 　何を「内容」として扱うのか、「内容」の決定に学
習者がどう主体的に関わるのか、よりよい社会を創る
⾔言語教育とは？  …まだまだ考えるべきことは多い。



渡部良良典・池⽥田真・和泉伸⼀一2011.『CLIL(内容⾔言語統合型学習)上智⼤大学外国語教育の新
たなる挑戦  第1巻  原理理と⽅方法』1-‐‑‒29⾴頁。東京：上智⼤大学出版
和泉伸⼀一・池⽥田真・渡部良良典2012.『CLIL(内容⾔言語統合型学習)上智⼤大学外国語教育の新
たなる挑戦  第2巻  実践と応⽤用』第1章：1-‐‑‒14⾴頁。東京：上智⼤大学出版
池⽥田真・渡部良良典・和泉伸⼀一2016.『CLIL(内容⾔言語統合型学習)上智⼤大学外国語教育の新
たなる挑戦  第3巻  授業と教材』第1章：1-‐‑‒26⾴頁。東京：上智⼤大学出版
池⽥田真2017.  CLILにおけるトランスラングエッジング活⽤用のモデル構築，『英⽂文学と英
語学＝English  literature  and  Language』53：1-‐‑‒12⾴頁。東京：上智⼤大学英⽂文学科
和泉伸⼀一2016.『フォーカス・オン・フォームと  CLILの英語授業』：1-‐‑‒17⾴頁。東京：ア
ルク
武吉次朗2007.『⽇日中中⽇日翻訳必携』：21,  38-‐‑‒40⾴頁。東京：⽇日本僑報社
張彤2017.「内容⾔言語統合型学習(CLIL)」を取り⼊入れた中国語授業の試み，『Lingua』
27：161-‐‑‒170⾴頁。東京：上智⼤大学⾔言語教育センター
奥野由紀⼦子編著2018『⽇日本語教師のためのCLIL⼊入⾨門』東京：凡⼈人社
佐藤慎司・⾼高⾒見見智⼦子・神吉宇⼀一・熊⾕谷由理理編2015『未来を創ることばの教育をめざして 　
内容重視の批判的⾔言語教育(Criticai  Content-‐‑‒Based  Instruction)
の理理論論と実践』東京：ココ出版
刘⽩白明2015.《留留守⼉儿童社会制度度研究》。⻓长春∶吉林林⼤大学出版社
Ana  Llinares.,Tom  Morton.&  Rachel  Whittaker.  2012.  The  Roles  of  Language  in  
CLIL.Berkeley:  Cambridge  University  Press.  2-‐‑‒20.  
  

参考文献  



朝日新聞「成長の陰　留守児童5800万人」2011年11月6日付
朝刊,14(8)
朝日新聞「孤独な『留守児童』命絶つ」2015年7月3日付朝
刊,13(10)	  
Asia	  Insight「中国“留守児童”の夏休み」2015年11月30日
(NHK	  BS1)午前4:00〜4:30(30分)	  
	  
南方周末编2016.《在一起 中国留守儿童报告》
∶264-265, 288-292页。北京∶中信出版社	  
叶敬忠・吴惠芳2010.《爸爸妈妈，你们知道吗？—农村
留守儿童书信集》∶25, 124-125页。北京∶中信出版社 
 

新聞記事・テレビ番組(授業教材として用いたもの)
	  



  
  
  
  
  
  

ご静聴ありがとうございました。  
  

谢谢大家。 
　　　　　　　


