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定のビジネスの専門知識をあまり必要としない。私
がアメリカのニューヨーク州にあるシラキュース大
学大学院で学んでいたとき、

から派遣されてき

た私と同年輩の駐在員と親しくなったが、彼はある
大学の経営学部の卒業で、

国際コミュニケーション学部

塚

本

鋭

司

は確か

点ぐ

らいだったと言っていたのを記憶している。彼は現
在もアメリカのダラスで仕事をしているが、国際舞

英語の習熟度を測るのに検定試験は役に立つ。ま
たある級の合格を目指すのは学習の励みとなる。こ

点ぐらいの

台の一線で活躍するには、やはり
英語力が必要だ。

こではどのような英語の検定試験があるのか、それ
アメリカやカナダへの留学を考えている人なら、

らの検定試験の傾向はどのようなものなのか、また

（

日頃の学習とそれらの検定試験とをどのように関連

）
は

を受ける必要がある。

づけて学習すればよいのかを述べたい。

が実施している。歴史は
まず、もっとも多くの人が受験する英語検定試験
は、日本英語検定協会が主催する実用英語技能検定
である。実用英語とは

日常の社会生活に必要な英

は

方が古く、実は

と同じく
より

の

を元にビジネス英

語を測る試験として新しく開発されたものである。
と

それはさておき、

語 で、この検定試験は 聞く・話す・読む・書く

の大きな違いは、

はアメリカ、カナダの大学、大学院で学習

の四技能を、基礎知識から運用能力まで総合的に測

するのに必要な英語力を測るテストなので、内容は

るように構成されている。級は初級の 級から上級

学術に関するものがほとんどで、全体的に

の

り難易度が高い。またアメリカの文化の知識がある

級まであるが、大学生としては、準 級、もし

くは

級の合格を目指したい。

問、文法問題

される。出題形式はリスニング

（

対して受験を課している試験として、

）がある。
この試験の特徴は、

問中、

問がリスニ

ング問題ということだ。その他
問は文法問題、

問のうち

問、長文読解問題

できないが、日本英語検定協会のホームページ上の

点が準 級、

点が英検

はアメリカのニュージャージー州にある
（

）が実施している

テストで、国際ビジネスで広く使われている英語の

年

月からコ

（

ンピュータ版

）

も受験できるようになった。注意すべき点は、今ま
と

での

で は 配 点 や 合 計 点 が 違 う。

のパンフレットによれば、
は

では

点、

点
点は

点である。実用英語検定と比較すると、

級、

点が 級程度と記載されている。

問で、すべてマークシート

形式である。また日本では

問は読解問題で、すべてマーク

シート方式である。単純に実用英語検定との比較は

資料によると、

では出題

程度ないと解けないような問題が

近年受験者が増え、また企業などでも新入社員に

よ

点、準

級は

点、

級は

級は

点相当である。

それから時事英語の力を試したい人なら、国連英
検を私は勧めたい。国連英検には英検や

、

にない特徴がいくつかある。まず第一に、

コミュニケーション能力を測るために開発された試

国連に関する質問が全体の

験である。設問の内容は、日常のビジネス場面でよ

その対策としては

く使われる英語がたくさん含まれているが、ある特

という

％ぐらい出される。

ページほどの英語で書かれた本
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を事前に読んでおく必要がある。第二に 級以上は

たいなら実用英検と

リスニングがないが、時事問題に関する英作文が課

り込んだ方がよい。目標を定めたら過去問題集を一

級の英作文と違い、時事問

つ買い、その試験の傾向を理解することが大切であ

題に関して自分の意見を英語で述べる問題である。

る。大きな書店なら、英検、国連英検の問題集は売っ

第三に二次試験の面接では時事問題に関して自分の

ているから、自分でやれそうなものを一つ選べばい

意見を述べるという形式で、実用英語検定の二次試

い。また

験に比べて会話能力が試されるのではないかと思う。

版社からでているものを使用するのもよいと思う。

また一通り最近の世界情勢に関する事を頭に入れて

私は

おけば、確実に面接で高得点が見込めるのも、国連

いた。

される。実用英語検定

というように、目標を絞

や

に関してはアメリカの出

社からでている

の問題集を使って

英検の特徴といえる。国連英検の級は特 級、 級、
級、 級、 級、 級とあり、 級が英検
が準

級、 級

級、 級が 級、特 級が 級以上というのが、

英検との比較である。

各検定試験については問題集を解くことによって
対応できるが、基本となる読み、書く、聞く、話す
の英語力をつけることはとても重要である。この基
本的な英語力が向上しなければ、各種検定の傾向を

また通訳に興味がある人は、通訳ガイド試験や通

頭に入れても高得点や合格は難しいであろう。では

級、準 級、 級を目指すのも

どうすればよいか。常日頃から自分でちょっと難し

よいだろう。これらの試験はプロの通訳を目指す人

いかなと思うような英文を毎日少しでもよいから読

訳技能検定試験の

のもので、英検

級程度の実力でないと合格は非常

に難しいが、ボランティア通訳検定 級や 級なら

む 習 慣 を つ け る 必 要 が あ る。 大 学 生 な ら
や各新聞社が出している英字新聞、また週刊
あたりが適当ではないかと思う。

大学生でも十分合格可能である。ボランティア通訳

誌なら

検定は、国際交流において自分の通訳能力を役立て

私自身、大学生の頃はその当時駅の売店で買えた

たい人のために行われている。ボランティア通訳検

を読んでいた。これら雑誌や

級は英検 級程度、試験は語彙、読解を問う筆

英字新聞を読む場合、見出しをみて、自分にとって

記試験とリスニングテストである。また 級は英検

興味がありそうな記事に目を通せばよい。最初に読

級程度で、 次試験は語彙、英文和訳、和文英

むときは辞書を使わずに、だいたいの内容を理解す

訳、
読解を試す筆記試験で、 次試験は英語のスピー

るようにし、二度目に読むときはわからない単語を

チの部分通訳と概略説明である。

調べて、自分の単語帳にその単語と意味を書いてお

定

準

く。そうすることにより、同じ記事を一回目に速読、
いままで各種の英語検定試験について述べてきた

二回目に精読することとなり、二通りの読み方が実

が、次に私の体験を交えながら、どのような対策を

践できる。私は単語とその単語の意味をエクセルに

したらよいか、書こうと思う。私は英検準 級と

入力し、ソート機能を使ってアルファベット順に並

級、国連英検 級と 級に合格、それに

を留

べて、プリントアウトしたものを覚えるようにして

学する前に何度もうけたけことがあるが、一番大切

いた。そうしていると、たまに以前調べた単語を再

なのは、日頃からどのようなレベルの英語が自分に

度入力することがあり、自分の覚えた単語の定着率

必要なのかをしっかりと自覚する事である。私は以

が直感的にわかり、勉強の励みになった。

前高校で英語を教えていたので、英検 級と国連英
検

合格を目標に勉強していた。ビジネスの場面で

のテレビ、ラジオ

、留学を将来考え

講座が大学生には向いていると思う。特にラジオで

、時事英語をしっかりやりたい

はビジネス英会話、英会話レッツスピーク、テレビ

の英語力の向上を望むなら
ているなら

リスニングについては、

のなら国連英検、就職で自分の英語力をアピールし

では英会話トーク

トークは内容も面白く、また英

（

）
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語のレベルも大学生にふさわしいので、是非活用し
てほしい。リスニングを向上させるにはただ漫然と
英語を聞くのではなく、集中して会話の内容を理解
する必要がある。会話を聞くときは、あとで自分で
使えそうな表現をメモしておいて、それを暗記する

経済学部

とか、レクチャー形式の英語を聞くときには、自分

大

島

隆

雄

で英語でメモを取る練習をすれば、必ずリスニング
力は向上する。
長年ドイツ経済史を研究してきた者として、私は
英作文は、大学での英作文の授業を有効に活用す

自分の専門領域以外に、ツールとして用いてきたド

るのが一番よいと思う。それ以外に英語を書く場面

イツ語や英語についても、その能力を確認し、でき

は、普通の大学生にはあまりなく、せいぜい海外に

ればそれを少しでも伸ばしたいと思ってきた。その

ペンフレンドや知り合いがいれば、英語で電子メー

ため、若い学生諸君に交って気恥かしい限りであっ

ルを書くぐらいだろうから、英語を書く授業に真剣

たが、数年前まず独検に挑戦した経験をもっている。

に取り組んでほしい。しゃべることについても、英

それは、

会話の授業中に、間違えることを恐れずに、積極的
にしゃべるようにしてほしい。そして、自分が得意
とする表現をいくつか習得し、それを有効に使って

るアメリカ人の教授は［

］という表現

をよく使っていたし、あるアメリカ人の大学院生は、
何か思いつきで自分の考えを述べる時に［
］という表現をよく使っていた。こ
れはほんの一例だが、それぞれの状況に応じて、自

級から始めて満点で合格し、同年秋期には寝

まず

不足のまま、無謀にも午前に 級、午後に 級を受
けて、

ほしい。日本語でもそうだが、英語でも人それぞれ
得意とする表現がある。たとえば私のよく知ってい

年春、春期には ・ 級がないため、

級は通ったが、 級は不合格となり、結局

級の二次には合格し、
く

年秋期になってようや

級の一・二次とも突破するという経過をたどっ

た。
このように、学生諸君とは動機と出発点がいささ
か異なるが、ドイツ語を習得しようという気持とそ
の受験準備をするといった点では基本的に同じであ

分の言いやすい表現を習得することが、会話の上達

り、そのためここに独検の概要を紹介して、その意

につながると思う。

義について考えてみたい。

最後に英語を通して自分は何をしたいのかをしっ
かりと考えてほしい。私にとって、英語は日本語で

独検の場合は、 級から 級まで 段階ある英検
級の 段階しかない。春期（

は得られない情報を提供してくれる情報の媒体であ

とは異なり、

り、また国際情勢やアメリカの教育や社会を理解す

月下旬）は ・ 級の筆記試験・聞き取り試験のみ

るのに非常に有効な言語である。皆さんにとって英

であり、この地方では名古屋大学で行なわれている。

語はどのような役割をするのか、またどのように英

秋期（

語を活用したいのかをよく考えてほしい。英語に興

試験）と

味を持つということはある意味で、異文化や国際社

南山大学で実施され、 ・ 級の一次合格者の二次

会に興味を持つということで、その異文化や国際社

試験（口述）は、翌年

会にどのように関わりを持つのか、またどのように
英語を活かしていくのか、是非考えてほしい。そう
すれば、ここで紹介した英語の各種検定に対して、
より前向きに取り組めるようになると思う。

月下旬）には、 ・ 級（筆記・聞き取り
・ 級の一次試験（筆記・聞き取り）が、

われている。この

月下旬、東京や大阪で行な

・ 級の一次合格者は、よほど

成績の良い者を除いて、英検のように自動的に 年
間、二次の受験資格を保持できるということはない。
以下、各級の要旨を紹介するが、その場合、問題

年 月

ニュース
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級の検定基準は、

の構成や性格、配点等については、年度により、ま
た春・秋によって多少異なっていること、また配点
は全級とも素点では

点以上になるが、それは

点満点に換算されて判定され、通知されることを予
め指摘しておきたい。この紹介の基礎になっている
のは、おもに自分自身の体験と

年度の試験内容

及びそのデータである。

（約

のドイツ語授業を週二回

分）からなり、その配点は時によりすこし違

分

時間）受講して
年

以上の学生が多く受けていたように思う。
年度の全国的な結果は、次のよ

参考までに、

うになっている。春期

秋期

受験者

、合格者

％、合格最低点
受験者

合格最低点

うが、ほぼ前者 ％、後者 ％である。
筆記試験は

週（

一回

人となっているが、私の知る限り、

いる

合格率

これは、筆記試験（ 分）と聞き取り試験

級の倍で、

、合格者
、平均点

、平均点
、合格率

、
、
％、

。

第一次試験の時間が、 ・ 級に比べて長

問から構成され、アクセントの位置

くなり、筆記試験（

分）
、聞き取り試験（約 分）
％、後者が約 ％と変わ

や基本動詞の現在変化形といった初歩的な文法、そ

となる。配点も前者が約

れに簡単な独文の読み取りなどを内容とし、また聞

る。そしてこの第一次試験の合格者のみが、第二次

き取り試験は 部からなり、いずれも短いドイツ語

試験（口述試験）に進むことができる。

を聞き、質問に応じた正しい答えを 択の形で選択

級の筆記試験は、 問から構成されているが、

したり、簡単な単語や数字を聞き取って書いたり、

いずれも相当な量である。分離動詞や派生語（動詞

また聞かされる独文の内容に対応する絵を選ぶと

名詞化）といった文法的な問題も出題されている

級の検定基準としては、公式的には 対象は、
分のドイツ語授業を週二回約 週（約 時間）

一回

》等の

が、その比重は下がり、かわって《

いったものである。

雑誌論文などにもとづく長文読解が前面にでてきて、
そのなかにはグラフや統計をも参照して回答する問

受講しているか、これと同じ程度の学習経験のある

題が含まれている。これらにまごつかず対処するた

とあるが、これは独文や国コミの学生が真面目

めには、日頃からそのような雑誌論文や新聞記事に

人

に勉強していれば、 年次にはかならず合格できる

慣れておく必要がある。聞き取り試験は

水準である。

なっている。そのいずれも、内容は比較的やさしい
年度の全国的な統計数値をあげれば、

因みに

以下の通り。春期 受験者

、合格者

％、合格最低点

率

受験者
最低点

、合格者

、合格率

、平均点

、合格
。秋期

択の形で回答を選ぶものとなっている。これには
かなり高いリスニング力が要求される。

％、合格

。

こうして第一次通過者が、第二次の口述試験にの
ぞむが、それはドイツ語を母国語とする人と日本人
からなる 名の試験委員が、受験者と個別面接を行

級同様、前者が約 ％、後

なう形で実施される。質問される内容は、家族、勉

％である。

学、仕事、趣味等の日常的な話題で、それほど難し

筆記試験は、毎回 問出題されており、それは時
により若干異なるが、

年度には、アクセントの

くなく、ほぼスムーズに答えられれば問題はない。
試験時間は全部で 分程度で終る。
級の検定基準は、

位置や発音、動詞の変化（現在完了・過去・命令形
を含む）
、再帰動詞、前置詞等やや高度な文法問題、
他は

度読まれ、それに関して質問されて、

筆記試験（ 分）と聞き取り試験（約 分）
からなり、その配点は
者が約

、平均点

が長い文が

部から

級よりやや難しい種々の読解問題から構成さ

回

級のさらに

倍、

分のドイツ語授業を週 回約 週（約

受講した

一
時間）

人とあり、ドイツ語専攻者ならば、

れている。聞き取り試験は 部構成で、 部では独

早ければ 年以上ならば受験可能である。しかし私

文での質問に正しい答えを

の知る限り、 級合格者はよくて夏期講座などに参

択で選び、 部では独

文を聞いて簡単な単語や数字を書き取ることになる。

加した短期留学者か、普通は 年以上の長期留学者

（

）

ニュース

年 月

に限られている。
級になると格段と難しくなり、それ

この歳で、独検に挑戦した自分の経験をふり返っ

は以下の全国的な数値にもあらわれている。第一次

て、私は若い学生諸君は決定的に有利な立場に立っ

このように

受験者

、合格者

、合格率

、平均点

低点

。第二次

、合格率

格者

％、合格最
受験者

、合

超えた者にとっては、むかし覚えたことを思い出す

％、 対 一 次 受 験 者 合 格 率

のが精一杯であって、衰え行く記憶力や理解力と戦

％。

いながら、さらに能力を伸すのは非常な苦労をとも
級の第一次試験はさらに長くなり、筆記

試験（

分）と聞き取り試験（約

分）である。

なっていた。とくにリスニング力は、若い時ほどよ
く伸ばせるので、ぜひ君たちの年令で鍛えておいて

級同様、前者約 ％、後者約 ％。これに

配点は

ていることを、まず指摘したい。私のように 歳を

合格した者のみが、二次の口述試験を受けることが

ほしい。まさに
生の宝

若い頃に習得した知識や能力は一

となろう。

次に、目標をもって勉強することの大切さである。

できる。
第一次の筆記試験の構成は年によって異なるが、
問からなっている。

それはかならずしも思い通りには、達成されないか

年度のそれをみ

も知れない。しかし逆に目標がなければ、なにごと

れば、非常に難しい慣用句、動詞の慣用的用法、専

も実現されない。その意味で、ドイツ語を学び、マ

門家とジャーナリストとの対話文の欠落部分に適切

スターしたいと思う人々にとって、独検は非常によ

な文章をあてはめる問題─通常これがいちばん難し

い恰好の舞台となる。私は 年生には 級を、 年

い─、一部和訳をともなった長文読解、そして長く

生には

てややこしい日本文の独訳、等からなっている。

の夏期講座に参加した人には 級を推奨したい。し

まず毎年

級と同じく、ドイツ語を

第二次の口述試験は、
母国語とする人と日本人の

人からなる試験委員に

級を、そして 年以上の人でドイツなどで

かしいずれにせよ、語学教育研究室の
は、独検が発足した

自習室に

年以来の 独検全問題集

よって、受験者に対して個別的に行なわれる。まず

が揃っているので、一度それを検討すれば、かなら

主に現在の日本事情に関して書かれた つのテーマ

ず自分の水準にあった級を発見できるはずである。

つを選択、 分間自

こうして、各級を一段、一段と合格しながら、自

分

分の語学能力が上達したという達成感を味わってほ

間でそれを展開し、その後さらにそれをめぐって質

しい。若い頃にはいうまでもなく、ほかの喜びもい

分程度である。

ろいろあるだろう。しかし語学検定によって、自己

年度のテーマは、（ ）トップ・スポーツ

の知的能力の成長を実感できることは、またかけが

が示され、受験者はそのうち

分の考えをまとめる時間が与えられた後、

疑応答が行なわれる。全体で
因みに

選手の外国チームへの移籍、
（ ）食習慣の変化、（ ）
コンピュータ・ゲーム、
（ ）髪を染めること、であった。
級の検定基準は、

数年以上にわたって恒常

的にドイツ語に接し、十分な運用能力を有する人
とあるように、少なくとも 年くらいは留学した人
でないとなかなか通らないほど難しい。
そのため、

年度の全国的な結果も、極めて限

られた範囲のものとなっている。第一次 受験者
合格者
点

、合格率
。第二次

％、合格最低点
受験者

、合格者

％、対一次受験者合格率
態である。

、

、平均
、合格率

％、といった状

えのない喜びとなるはずである。

年 月

ニュース

（ ）

フランス語を暗唱するのが効果的である。各級の内
容とレベルは以下の通りである。
日常生活や普通の職場で必要なフランス語を
理解し、特に口頭で表現できるレベル。想定学習時
文学部

中

時間以上 （

間は

尾

浩

年制大学のフランス語専

年程度で、読む力ばかりでなく、聞き、話

門課程

し、ある程度書く力も要求される）
。
基本的なフランス語を理解し、簡単なフラン

検定試験を受ける動機にはいくつか考えられる。
自分の実力がどの程度向上しているかを確かめる腕

ス語を聞き、話し、読み、書くことができるレベル。

試しという動機があるだろうし、その検定試験にお

想定学習時間は

いて所定の級なりスコアを得ることによってそれが

程度）
。

時間以上 （大学の

年終了

基本的なフランス語を理解し、平易なフラン

資格として就職活動やキャリアアップに役立つとい
う側面もある。中には検定試験を受けることそのも

ス語を聞き、話し、読み、書くことができるレベル。

のが好きだという人もいるかもしれない。どのよう

想定学習時間は

な動機であれ、合格するためには勉強が必要であり、

時間以上（大学の 年終了程度）。

なお、豊橋校舎ではここ数年、春・秋とも仏検の

一般に検定試験は日本全国や全世界で共通の試験が

準会場として開放している。通いなれた校舎で受験

されているので、単に大学の授業の単位が取れたと

できるのでぜひ活用していただきたい。

いうのとは違う達成感も得られるので、ぜひ積極的
）フランス文部省認定

に挑戦して欲しい。

フランス語資格試験

残念ながらフランス語には英語ほど多種多様な検
定試験はないが、 つの主要な検定試験がある。そ
れぞれを簡単に紹介していこう。いずれも詳しくは
それぞれのホームページを参照していただきたい。
フランス文部省が世界各国のフランス語学習者の
）文部科学省認定

実用フランス語技能検定試験

ホームページ

水準の統一を図るために

年から始めた世界規模

の検定試験である。日本では
いて、全世界では

年から実施されて

以上の国で実施されている。

日本でフランス語検定試験といえばこの試験が最

フランス本国のみならず、フランス語圏においても

仏検（ふつけん） と呼ば

留学や就労ビザ取得のためのパスポートとなってい

も代表的である。通称
れている。

年に始まり、既に 年以上の歴史が

る。

ある。現在は

級

力評価試験を免除してもらえたり、就労ビザ取得に

ベルで試験が春（

級、準 級、
月末）と秋（

級の

つのレ

月末）の年

回おこなわれている。ただし、準 級は春のみ、
級は秋のみ実施されている。
フランス語が第一外国語の学生なら卒業までに

に合格すれば留学に当たってフランス語

も有効と言われている。日本国内の大学の中でもフ
ランス語圏への留学の条件の一つとして

や

の受験を課すところが増えてきたようだ。こ
の試験の難点は受験機会が少なく（

は年

回

級、第二外国語の学生なら 級合格を目指そう。

だが、

は 回）受験会場も限られていること

級までは大学の授業をまじめに受けていれば合格で

と（東海地方では名古屋のアリアンス・フランセー

きる。 級はそれだけでは不十分だ。特に聞き取り

ズのみ）
、受験方法がいささか込み入っている点で

と書き取りに毎年苦労するので、たくさんフランス

ある。とはいえ、仏検に較べると世界規模で通用す

語を聞くことが重要だが、面接対策も含めて多くの

る資格である点は最大の魅力である。

（

）

ニュース

）パリ商工会議所

年 月

フランス語能力認定試験

（テフと発音する）はパリ商工会議所が実施

国際コミュニケーション学部

しているだけあって、実践的であることが最大の特

塩

徴である。仏検

山

正

純

級くらいのレベルだと言われてい

るが、即答を要求される問題が多いので、合格する
ためにはかなり入念な準備が必要である。試験終了
後

ヶ月ほどで成績証明書が送られてきて、フラン

中国語は大学に入ってからはじめて本格的に勉強
するというのが多くの皆さんにとって実情です。

ス語能力の公的な証明書として利用可能なので、特

年生なら入門や基礎中国語を セメ勉強して、やや

にフランスで働きたい場合には有効な資格である。

感じもつかめたことでしょう。未修外国語は、英語

受験生の声から判断すると、おおむね仏検の 級程

のように中高の

度の難易度のようである。この試験は年に三回実施

けではありませんから、クラスの仲間で競争もでき

されているが、三回とも実施されているのは東京会

ますし、いまから勉強した分だけ力が伸びるのも実

学院と名古屋

感しやすいと思います。上位年次の皆さんなら、い

年度では 月に既に実

ままでに習ったテキストの本文だけでも相当な量に

場だけで、東海地方では名古屋
外国語大学を会場にして

年間で絶望的な差がついているわ

なります。ちょっと勉強をして、 腕に覚え

施済みである。

ある

ようになると、自分がどれくらいの力をつけたのか、
何かと英語ばかりが注目されがちだが、いまや英
語は出来て当たり前で就職活動で語学力をアピール
したいのであれば、

や

アと同時に、フランス語検定も

でのハイスコ
級を持っていま

試してみたくなるものです。 じゃあ、検定でも受
けてみるか

ということになるのですが、実際に皆

さんが受験できる検定試験にはどんなものがあるで
しょうか。

す！と胸を張れるようにがんばろう！

いま、日本国内にいて受験できる中国語の検定試
験で、皆さんにとって最もなじみのあると思われる
つの検定試験について紹介しましょう。
まずは中国語検定。略して中検は年に 回、 月、
月、 月に試験があります（但し、 級は 月のみ）
。
英検や仏検，独検と同様、級別に分かれて受験しま
す。ある程度、自分の力量を見定めてから、たとえ
ば 級から 級へと順順に挑戦するというスタイルで
す。
中国語コミュニケーション能力検定試験、略して
は、
と冬の年

点満点のスコア式で、試験は夏
回です。級別ではなくて、スコア形式で

すから色んなレベルの問題が含まれます。短時間で、
問題をどんどん解いていく感じで、いわゆる中国語
の瞬発力を必要とする試験だと言えるでしょう。

年 月

ニュース

は漢語水平考試（

（ ）

）の

海外で活躍

頭文字から名づけられたものです。中国の教育部（日

仕事で使える

本の文部科学省に相当）による中国語を母国語とし

簡単な日常会話

ない学習者のための中国語能力国家試験です。ヒア

挨拶レベルから卒業

リング、文法、読解、総合問題からなり、

と

はじめの一歩
もスコア形式で易しい順に

同じくスコア形式です。発音表記を問う問題があり

級から

級、詳

中国語で読めないけれども、

細は違いますが、基本的には同じようなスタイルで

書けるし意味もなんとなく分かる 日本人にとって

す。詳しくは、それぞれのホームページや案内で確

は、スコアの面では西洋人に比べて非常に有利です。

かめてみましょう。

ませんから、漢字を

言い換えると、日本人の受験者は、厳密には自分の
実力を測りにくい面もあるといえます。
各検定にはホームページがあり、いろいろな情報
を提供しています。試験日時や、検定料、過去問の
では、それぞれ検定は各級にどんな能力を要求し

解答や解説、試験対策本や関連図書の紹介など、必

ているのでしょうか。
まずは、中検を易しい順にざっ

要な最新情報はほとんどここから得ることができま

と見てみましょう。 級からはヒアリング試験があ

す。まずはちょっと暇があるときに情報センターや

ります。

図書館のパソコンでのぞいて見ましょう。アドレス

大学の 年生前期修了程度

はそれぞれ以下の通りです。

大学の 年生修了程度

中検（中国語検定）

大学の 年生修了程度
ここまでが基本段階で、ふだんの授業と予習復習

（中国語コミュニケーション能力検定試験）

で何とか間に合います。ここからさきが上級です。
（漢語水平考試）
常用語

以上を完全マスター。やや高度の中国語

を読み、 級程度の文章を書ける。一般的な文章の
翻訳、日常的話題で中国語の会話ができる。

また、案内本や対策本などからも情報は得られま
す。

教室や図書館、書店の棚にもたくさん並ん

でいますから、パソコン嫌いの人は、ぜひ手にとっ
中国語文法の全般的事項をマスターし、社会生活に

てざっとながめてみましょう。

必要な中国語を基本的に習得。新聞・雑誌・文学作
品・実用文の中国語訳、日本語訳、簡単な通訳がで
年生になると就職活動のとき、履歴書に 何級

きる。

と書きたいひともいます。各検定のレベルで紹介し
日中両国語を自在に操れるレベルで、超難関。

たように、書くとしたら、やはり中検なら準 級、
なら

つぎに、

で測定する能力は、 コミュニケー

ションをおこなう際に、中国語をつかっていかに意

レベル、

なら 級くらいでしょ

うか。留学帰りの人ならもう少し上の方が格好良い
かもしれません。

思疎通ができるか、実践的な中国語の運用能力 の

留学を予定しているひとは、中国滞在中に必ず

点満点で、 つのレ

に挑戦しましょう。日本で受けるより手軽で、

レベルです。スコアは
ベルに分けています。

毎日勉強しているのも中国語、そして何より、どっ
専門家レベル

ぷりと中国語の世界に漬かって生活しているのでヒ

（

）

ニュース

年 月

アリングが断然有利、よりよいスコアが期待できま
す。そして、 もうお腹いっぱい

というくらい勉

強して帰国したら、つぎは満腹感の消えないうちに、
中検の

級や、

経済学部

を受験することです。中国語

清

の余韻が残っているうちがベスト。時間が経ってし
まうと力を維持するのが大変です。

水

伸

子

ロシア語関係の試験というと、国土交通省が実施
している通訳案内業試験（ガイド試験）と、東京ロ

中検なら、 年生の秋学期に 級、 年生なら、
ちょっと背伸びして

級を目標にしましょう。発音

シア語学院が実施しているロシア語能力検定試験
（ 級

通訳案内業試験（ガイド試験）とは、各都道府県

問題の割合も大きいので、日ごろからピンインの暗
記はくれぐれも疎かにしてはいけません。 文法問
題はできたのに

なんて人もたくさんいます。準

級）がある。

知事から通訳免許の発行を受けるために必ず受けな
ければならない試験であり、ロシア語以外の カ国

級や 級は、ちょっと、いや、かなり難しくなり、

語についても行われている。試験は

次試験から

教科書や過去問だけで太刀打ちはできません。図書

次試験までに分かれており、 次試験が当該外国語

館にある中国語の新聞記事を、短いものでいいから

の筆記試験、

次試験が当該外国語による口述試験、

次試験は日本地理・歴史・政治・経済・文化に関

毎日少しずつコピーや手書きして、読んでいくとか、
小説を 冊決めて読みきるとか。試験を受けるまで

する一般常識を問う試験となっている。ガイド試験

には、やはり普段からのコツコツ勉強、何かしらの

の合格率は、各言語によってばらつきがあるが例年

まとまった学習が必須でしょう。ヒアリングもあな

％

％程度である。難易度の点からいって、大

どれません。
とくに準 級からは、より自然なスピー

学生がいきなり目指す試験とは言いがたいが、語学

教室のテー

好きの人はガイド試験を最終目標において勉強を続

プやビデオを活用すべし、です。筆者が担当してい

けていくことも励みとなって良いかも知れない。
（詳

る授業では、とくに検定対策はしませんが、皆さん

しくは、

が過去問などを自習して、分からないところがあれ

い。
）

ドになりますから、
慣れが必要です。

ば、遠慮なく質問に来てください。中国語担当の先
生方も、快く質問に応じてくださるでしょう。
もちろん、試験にはそれぞれクセというか特徴が
ありますから、慣れておくのが大事です。受験勉強
を思い出してみてください。大学受験のときも、赤
本なんかで、自分の行きたい大学の過去問を一所懸
命に解いたでしょう。これと同じことで、直前には
こういった対策はかなり効果的です。もちろん、対
策本ばかりで普段から勉強していたのでは本当の力
はつかないでしょうが。

を見てくださ

ロシア語能力検定試験を実施しているのは、東京
ロシア語学院という日本で唯一のロシア語教育専門
学校であり、学院自体は本科（昼間部
部

年生、夜間

年生）や通信教育科などのカリキュラムを持っ

たコースを開設し、ロシア語教育には長年の実績が
ある。年に一度の検定試験も

年度で既に 回を

数えている。数年前からロシア語検定試験の過去の
問題、解答、講評を公開しているが、各レベルの試
験はそれぞれ非常に良く考えられた問題を作成して
いる。
まず、ロシア語検定試験の大きな特徴としては、

級によっては、合格すると図書券で祝ってくれま
す。なにより、合格は次への大きな励みになります。
思い立ったが吉日 さあ、今日から目標を決めて、
合格目指してがんばりましょう。

級から 級に至る全てのレベルの試験で必ず口述
を課すという点が挙げられる。日本で行われる他の
語学の検定試験は、とかく初歩のレベルの試験では、
ヒアリング試験を課しながらも、
基本的にはペーパー

年 月

ニュース

試験の形式で学習到達度をはかる試験が多い。ロシ
ア語検定試験

級ではアクセント記号を付けたテク

（ ）

ていないと聞き取れないし、文法事項を正確に把握
していないと正しく聞き取れないからである。

ストを朗読させ、 級ではアクセント記号の無いテ

以上述べてきたもの以外に文法問題が出題される。

クストを朗読させる。 級と 級ではテーマを与え

級では名詞の性の区別、複数形の作り方、名詞と

てのスピーチを課している。（

級、

級、

級で

形容詞の格変化（選択肢）
、動詞の規則変化と 住む

はヒヤリング試験も別途課される。）これは、語学

望む などの基本的な不規則変化動詞の活用をお

とはスポーツと同じく、頭で理解するだけでは不十

さえておかなければならない。 級では、名詞と形

分であり、実際に使用することができ、かつその際

容詞を自分で正しく変化させられるレベルを要求さ

の発音や文法の正確さも見るという総合的な力を計

れ、かつ、関係代名詞、比較表現、用法や活用に気

る出題形式である。見れば意味は理解できる簡単な

をつけなければならない運動や移動を表す動詞、命

テクストであっても、いざ朗読となるとリズム良く

令形、数詞に関する事項についての出題がある。

読めないものである。学院の試験の講評にも、文法

級では、長文問題という形で出題することにより、

問題の正解率は高くても口述の出来は良くないとの

級・ 級レベルの文法理解度や語彙数などから総

指摘がある。学習したテクストは絶えず音読をする

合的なロシア語の力を判断しつつ、形容詞短語尾、

とか、ラジオ講座を聞きながらテクストを見ずに繰

動詞の体の選択についての出題が課される。最も難

り返すといった練習をすると効果的である。

しい

ロシア語作文や和文ロシア語訳については、 級
は自己紹介や日常表現を中心とする決り文句を中心
とする出題で、

級は、動詞の体についての 級よりも細かい

事項や形動詞について出題されている。（試験につ
いての詳しい情報は、

級は大学 年生の後期に読む程度

を見てください。
）

のテクスト訳や作文の出題である。対策としては、

ロシア語検定試験を実施している東京ロシア学院

年生で使うテクストの音読やディクテーショ

は過去の問題と共にかなり詳しい講評を公開してい

大学

号館

自習室には

年度からの過去の問

ンなどが効果的である。教材付属のテープを使って

る。

一度学習したテクストのディクテーションを行う方

題があるので、過去数年分の問題を解いてから検定

法は、作文練習には効果がある。単語や文型を覚え

試験に臨むことをお勧めする。

（

）

ニュース

年 月

を分析するまでは明らかではない。

【三】

以上から分かるように、愛大生の諸君にす

すめたいのは 級
法 学 部

常

石

希

望

級である。まず 級を韓国・

朝鮮語受講中の

年次に受け、講義を終えて 級を、

さらに勉強して

年次の秋に 級を 目標 として

掲げて欲しい。大学生のうちに合格できる最高段階
【一】 ハングル能力検定試験
された。今年ですでに
検定試験が第

は

年秋に開始

年目をむかえ、本年 月の

回目に当った。現在は 月と 月、

級だと思って、やってみて欲しい（ただし姉妹

は

校、中央大学校交替留学経験者は、当然準 級、
級が目標となる）
。

回実施されており、全国 ヵ所に試験会場が設

参考のため、最近の 級の問題を下に示してみた

けられ、中部地域では名古屋市で受験できる（例え

い。おそらくは、韓国の幼稚園の子供達でも正解し

、今回・同朋大）。すで

うるレベルなので、恐れず是非チャレンジしてみた

年

ば、前回・名古屋

に愛知大学からも、準 級、 級、 級、 級に多

い。

数の合格者を輩出している。

【二】前回第

回目までの各 級わけ とその概要

をとりまとめると、以下のごとくなるであろう。
……きわめて難解。合格者は毎回 名以内程で、
特殊な言語環境を経ている者が多い。つまり合格者
の多くはいわゆるバイリンガリスト環境を早くから
体験。出題者の先生でも 自分は受からないだろう
と公言する程のレベル。
……留学経験者でも、その後かなりの準備と学
習を加えないと難しい。
準 級……留学経験者が多少の準備をして合格でき
るレベル。あるいは留学未経験者でも、

年間

のかなりの集中学習者なら合格可。

【四】 語研 （ 号館、 階）に行けば、いわゆる

……大学での韓国・朝鮮語を 年間熱心に学習
したのち、半年

年間準備して合格できるレベル。

……大学での 年間の勉強に加え、独学で多少
の構文・単語を補って合格可。

過去問〟分析を行って合格可。

く

回目（

てほしい。正式名称

ハングル能力検定試験、問

題と解答 ハングル能力検定協会刊
ただし注意していただきたいのは

…… 年間の大学講義の途中でも、いわゆる〝

ところが、今回第

過去問 を揃えているので、これを十分に分析し

検定試験

と

能力

能力検定試験 を混同しない

こと。一般に英検や独検などと並んで、日本で社会
、 月）からは新し

準 級 が追加された。上述のごとく

級

的に認定されるのは、前者

能力検定試験

の方であり、こちらを受験して欲しい。後者は韓国

が余りにも難しいのが、その理由だと思われる。こ

で主催・制作されているものであって、残念ながら

のために、従来の 級や準 級のランクが影響を受

これに合格しても日本社会での一般的認定が得られ

けて易しくなるのか否かについては、近々公刊され

るまでには至っていない。

る

第 回、ハングル能力検定試験、問題と解答

年 月

ニュース

（ ）

【 級】日常会話および新聞や雑誌の一般記事（特
に専門用語を含まないもの）などの大意をつかむの
に必要な文法・語彙を有しており、正しい発音がで
国際コミュニケーション学部

加

きること。常用単語の読み書き、および文章の聴き

納

寛

取り、組み立てができること。

【 級】一般的文法を理解し表現できること。基本
せっかく一生懸命勉強したなら、大学外でも使え
る資格をとっておきたいよね。そこでお勧めするの

単語の読み、およびごく初歩的な会話・文章の聴き

タイ語検定 。ここでは、日本国内の試験を中

単語参考書として

心に紹介し、少しタイでの試験にもふれておきたい

技術振興協会 編）

が

程度。

取りができること。語彙数

実用タイ語会話

（泰日経済

と思います。
【

級】基本的文法を理解し、表現できること。初

級単語の読み、およびごく初歩的な会話・文章の聴
き取りができること。語彙数約
日本国内のタイ語検定を運営しているのが、日タ
イ経済協力協会（

）です。日本における民間

文法・単語参考書として

。

エクスプレス・タイ

語 （白水社）

タイ語教育では、輝かしい歴史をもつ定評のある法
人です。本学にも一時ご出講いただいた水野潔先生

年に始まり、年間 回（

月、 月）
、現在までに 回実施されています。
試験会場はそれほど多くないのですが（恒常的な
会場は

。タイ

語検定自体が新しいので、現在活躍中のタイ語教員

が主任講師をつとめていらっしゃいます。
のタイ語検定は

級保持者はまだ出現していないとか

ヶ所のみ）
、何と（ ）名古屋会場も毎回開

や通訳者・翻訳者のほとんどはタイ語検定を受験し
ていないのです。でも、現在学習中の皆さんには、
目に見える学習成果の指標として、ぜひ受験して
いってもらいたいと思います。

設されるので、愛大生にとっては有利です（東京ま

級は、試験が 年 回しか実施されません。大

で行かなくてよい ）。名古屋会場は、名古屋駅前で

量のタイ文をナチュラルなスピードで読解していく

すから、交通も至便です。

能力が必要になります。

試験のレベルは、 級から 級まであります。そ

級を取得すれば、就職などでもかなり認められ

タイ語

るでしょう。本学でタイ語を学習する皆さんには、

れぞれの認定基準は次のとおりです（
検定試験案内より抜粋）
。

ぜひこの 級を目標にがんばっていただきたいもの
です。本学の 学年までの授業で、 級の認定基準

級】極めて高度なタイ語運用能力を有し、新聞

まではカバーしているつもりです。授業に積極的に

の政治・経済面、一般文献なども読みこなし、会議

取り組み、予習・復習を怠りなくすれば、 級は自

通訳、一般翻訳などができること。

然に射程圏内に入ってくると思います（ま、射程圏

【

内と合格圏内とは違うんだけどね

。単語も授業

【 級】社会生活に必要なタイ語を正確な発音で使

外の学習で増やしておく必要があるし、大学図書館

いこなすことができる。新聞や雑誌の社会面を読み、

で購読している新聞や雑誌にも日常的に目を通す習

訳すことができること。一般通訳、翻訳に不自由し

慣をつけるとよいでしょう）
。

ないこと。

級は、実務でタイ語を使用したい場合には、最
低限もっていたいレベルです。 学年時の秋に取得

（

）

ニュース

するのを目標にしてほしいと思います（「目標」です
からね

。達成できなかったら

学年時の春でも

年 月

年修了者と同程度のタイ語能力を持つ、と認定さ
れます。

秋でもいいんですよ。とにかく努力を続けることが

公的資格が大好きな日本人に人気で、受験者のほと

重要です。できれば就職活動を始める前までに取得

んどが日本人であるということです。もちろん、バ

したいですね）
。

ンコクにある日本人学校（タイ国内では 私立学校

級は、 学年時の春の取得を目指してほしいも

扱い）の先生には、この試験に合格することが義務

のです。そしてさらに上級を狙うステップにしてほ

付けられています。日本社会での実用性から言えば、

しいものです。ま、 級でも、就職活動時に資格欄

レベルの面から見ても

に書いておけば、きっと輝くはず。面接時の話題く
らいには使えるかもね（ 第
したなら、

外国語

として勉強

級以上を目指してほしいものですが）。

試験前の対策ですが、まずは過去問を手に入れる
のが早道です。出題の傾向を把握することができる

ポー・ホック

試験より

タイ語検定試験を目指した方がよいと思いま
すが、機会があれば両方取得しておくのもよいで
しょう（資格をもっていても邪魔にはならないで
しょう。
機会があれば、ですが）
。
、 ）
試験の内容は、 ）朗読、 ）記述（作文）

からです。過去問は、語学自習室で閲覧可能です。

聴解・読解、

語学自習室には聴解問題練習用のテープも備え付け

うですが、要は試験対策用の勉強です。タイにある

てありますが、実際の検定試験ではもっと速いス

民間語学学校では、この試験に向けての講座を数多

ピードで読まれるようですから、テープの勉強だけ

く用意しているので、そうした講座で試験対策をす

で安心してはいけません。

れば、それほど苦労なく合格するでしょう。本学で

単語については、水野潔先生の タイ語基本単語
（語研、

）をお勧めします。何といって

も暗記するのに手頃な単語数ですし、タイ語検定で

）手紙記述です。一見すると難しそ

年も勉強して基礎を身に付けておれば、あとはこ
うした講座にでも行けば難なく突破できると思いま
す。留学希望の学生には簡単すぎるでしょう。

出題される単語も、網羅されています。 級レベル
では、まずタイ語を見てすぐに対応する日本語を口
にする練習をするとよいでしょう。

級レベルでは、

さて、以上、タイ語検定試験について概観してき
ました。ヤルキが湧いてきたかな？

最後に言って

日本語を見てタイ語を口にする練習を、 級レベル

おきたいのは、 検定のためのカネを惜しむな

では日本語を見てタイ語を書き取る練習をするとよ

す。 こ れ は タ イ 語 だ け の 話 で は あ り ま せ ん。

いと思います。 週間

サイクルで練習し、

サイ

クルも勉強すれば、すごく自信がつきます。

受けたいけどおカネがチョットネ

で

な

んて言っている学生さんをよく見ます。そんなこと

この他、本学
「タイ研究会」では、検定試験前に毎

を言っていては、いつまでたってもスタート・ライ
まだ実力がないから

回学習会を開いています。こうした機会を積極的に

ンにすらつけませんよ

利用するとよいでしょう。

というのも同じです。思い切れ

飛び込め

まず

は試験を受けてみることです
ニュース今号には、見事
優美学生の
タイ国内のタイ語検定としては、 ポー・ホック
と呼ばれるタイ国文部省実施の試験があります。タ
イの 私立学校法 に基づき、タイ国内の私立学校
の教員になりたい外国人のために作られている試験
です。 ポー・ホック

とは、タイ語で小学

年生

を意味します。この試験に合格すれば、タイの小学

級に合格した脇谷

タイ語検定試験に挑戦 も掲載されて

います。参考にしてね

年 月

ニュース

（ ）
表
構

級

時間

配点

文字 語彙
聴
解
読解 文法

分
分
分

点
点
点

計

分

文字 語彙
聴
解
読解 文法

分
分
分

経済学部

田

中

衞

子

はじめに

成

類別

計

分

文字 語彙
聴
解
読解 文法

分
分
分

日本語試験は、日本語が母語ではない人が、外国
語として受けるものはあるが、英語やその他の外国
語のような
くつかの
的な試験は

検定試験 と呼ばれるものはなく、い

分
分
分
分

計

分

能力試験 と呼ばれるものがある。代表

定

基

準

高度の文法・漢字（
文字程度）
語彙（
語程度）を習得し、社会
生活をする上で必要であるとともに、
大学における学習・研究の基礎とし
ても役立つような、総合的な日本語
能力（日本語を
時間程度学習し
点 たレベル）
点 やや高度の文法・漢字（
字程
語程度）を習得し、
点 度）語彙（
一般的なことがらについて、会話が
点
でき、読み書きできる能力（日本語
を
時間程度学習し、中級日本語
点 コースを修了したレベル）
点 基本的な文法・漢字（ 字程度）語
語程度）を習得し、日常生
点 彙（
活に役立つ会話ができ、簡単な文章
点
が読み書きできる能力（日本語を
時間程度学習し、初級日本語コース
点 を修了したレベル）
点 初歩的な文法・漢字（ 時程度）語
語程度）を習得し、簡単な会
点 彙（
話ができ、平易な文、又は短い文章
点
が読み書きできる能力（日本語を
時間程度学習し、初級日本語コース
点 前半を修了したレベル）

日本語能力試験 である。これよりレ

ベルの高いものには、 ジェトロビジネス日本語能
力テスト

計
文字 語彙
聴
解
読解 文法

認

がある。このほかに、平成 年度から正

式に実施される

日本留学試験 があるが、これは

力認定書 が交付される。判定基準は、 級は合計
得点の

％以上、 級以下は ％以上得点すれば合

格としている。

日本の大学に入学を希望する人たちが、事前に受け
るものなので、ここでは取り上げない。
上記の試験は日本語学習者を対象にしたものだが、

． ジェトロビジネス日本語能力テスト
この試験も、日本語を母語としない人を対象とし
年から実施されている。名称が示す通

これらのほかに、日本語を外国語として教えること、

ており、

つまり 日本語教育 を志す人たちを対象にした 日

り、ジェトロつまり日本貿易振興会が主催し、関連

本語教育能力検定試験

がある。

個々については、以下に詳しく記す。

の政府機関が協力や後援をしているものである。
テストは

聴読解テスト （

）と

ラル・コミュニケーション・テスト （
． 日本語能力試験

に分けられている。レベルは、

これが日本語関連試験の中の代表的なものだとい

あり、難しい順にレベル

うことは前述した。これは、

年に中曽根内閣が

留学生 万人受け入れ計画 を発表した翌年、

ある。
、

オー
）

には 段階

、レベル 、レベル で

には、レベルが 段階ある。

、

、 、 、 である。

年度から実施された最初の 日本語試験 である。

は、与えられたビジネス上の課題を処理

以来、日本語を母語としない人を対象に、日本国内

する総合的な技能を測るテストで、文法の知識や語

だけでなく国外においても実施され、日本語能力を

彙の多少を測るのが目的ではない。主に日本語の聞

測定し、認定してきている。

き取りと読解能力を測定・評価するのである。この

試験は

級から 級に分けられていて、そのうち、

級と 級は、日本の大学の私費留学生の入学選考

テストのレベル の合格者だけが、次のオーラル・
コミュニケーション・テストを受験することができる。
は、質疑応答とロールプレイによって、

に利用されている。
試験の構成と認定基準は、表
の通りである。
合否は各級毎に判定され、合格者には 日本語能

口頭による話す能力を測定・評価する。
これでは レ
ベル

を 通常のビジネスや仕事の場面において、

（

）

ニュース

日本語によるコミュニケーション能力を持つ

と規

分、 聴解試験

定して、認定の基準としている。
合格者および

年 月
分である。

なお、この試験は
認定者には、それ

年度から開始されたものだ

が、当初の目的の一つに、日本語を母語とする人な

ぞれ日本貿易振興会（ジェトロ）の公式 認定書

らだれでも日本語が教えられるわけではないことを

が与えられる。なお、

知らしめるということがあった。日本人が特には考

定された人は、

の レベル

と認

年の第 回のテスト以来、

年の認定者を含めて

名である。

えずに表現していることを、すべて論理的に説明で
きなければならないのである。日本語や日本語教育
に対する、深く広い知識が必要とされるわけだ。

． 日本語教育能力検定試験

れは

前述したように、この検定試験に合格しても、日

．と ．が 能力試験 であるのに対して、こ

本語教師としての免許が得られるのではないが、合

能力検定試験 である。この試験は、日本語

格することが、日本語教育の専門家になるための第

教師になるために学習している人や、現に日本語教

一歩を記すという意義がある検定試験である。

師として教育に携っている人たちを対象としていて、
それぞれの知識や能力が、日本語教育（国語教育で

．試験実施機関など

はない）の専門家として必要とされる水準に達して

） 日本語能力試験
国内

いるかどうかを検定することを目的にしている。合

財団法人日本国際教育協会事業部試験課

格すれば免許が与えられるというものではない。
受験資格は、試験実施年度の 月 日の年齢が満

東京都目黒区駒場

歳以上であることで、学歴は問われない。試験の
内容と水準は 表

電話

の通りで、つまり、日本語教

国外

師として最低限必要な専門的知識・能力を習得させ

国際交流基金日本研究部企画開発課

ることを目的とする大学の学部における日本語教員

（現地機関の協力を得て実施する。
）
） ジェトロビジネス日本語能力テスト

養成副専攻課程と同等程度としている。
試験時間は、 筆記試験

分、 筆記試験

日本貿易振興会国際交流部ジェトロテスト事務局
東京都港区虎ノ門

表

電話
） 日本語教育能力検定試験

時間

単位

単位

時間

単位

単位

時間

単位

単位

時間

単位

時間

単位

単位

財団法人日本国際教育協会

単位

日本語教育能力検

定試験係
単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

東京都目黒区駒場
電話

おわりに
本稿では、標題の 外国語としての日本語関連試
験

の中の代表的なものを 種取り上げて記した。

つまり、これらは、挑戦するのに価するものである。
合格すればそれぞれ、別の立場から日本語の学習に
とり組んでいる外国人、日本人の将来の飛躍に、直
接結びつく意義深いものである。
学習者の人たちの挑戦を期待している。

年 月

ニュース

（ ）

受験者の間で交わされていた。昼食時に、 級の合
格を確信していたのでよほどビールでも飲もうかと
思ったが、さすがに午後の準

級受験のことを考え

て、
それはやめた。
飲むとトイレが近くなるので……。

田

川

光

照

サッカー・ワールドカップでの韓国チームの活躍
は、おおかたの予想を覆す目覚ましいものであった。
昨日の第

級が筆記 点
（ 問間違えた ）
、聞き取

結果は、

経営学部

位決定戦ではロスタイムに得点し、最後

り

点の計 点で合格、準 級が筆記 点、聞き取

り

点の計

点で不合格（合格点に

点不足 ）

であった。
約

年半前に韓国語を勉強しはじめた時に立てた

基本方針は、パソコンを最大限利用するということ

の粘りを見せた。また、サッカーを通しての韓国国

であった。そのために、ポータブル

プレーヤー

民の熱狂ぶり、そのナショナリズムにはついていけ

を購入した。音声教材（カセット、

）をいった

ない部分があるものの、あのエネルギーには驚嘆さ

んパソコンに取り込み、それを

せられる。

レーヤーにダウンロードする。そして、それを持ち

その第 位決定戦の前日、つまり一昨日、 月

に変換してプ

歩き、通勤時などに繰り返し聞くことにしたのであ

日に初めて受検した ハングル 能力検定試験の成

る。ポータブル

績通知票が届いた。結果は予想通りの 勝 敗、

るが、

級は合格、準 級は不合格であった。予想通りとい

ること、ディスクを回転させてデータを読み取るの

うのは、受験の 週間前に過去の問題をやってみて、

ではなくメモリから読み取るために振動に強く、音

級は確実に合格できると確信する一方で、準 級

飛びすることはまずないということ、また音声教材

の受検については、 しまった、受験料

プレーヤーでもよかったのであ

プレーヤーを選んだのは、小型軽量であ

円を捨

をいったんパソコンに取り込むため、編集が簡単で

てたも同然だ。もっと前に過去問をやっていたら、

あること（とくにカセットの場合に有効で、取り込

と後悔したからで

んだデータを単元ごとに分割したファイルを作り、

受験申し込みをしなかったのに

ある。とうてい合格できる点数ではない。とはいえ、
ハングル 能力検定は今回から大幅に手直しされ
たので、 もしかすると準

級も

という甘い期待

をもって受験したのであった。
その手直しというのは、準
準

級が従来の筆記

満点で合格点
計

がその理由である。
また、勉強が進むにつれて、インターネット経由
で韓国の

級が新設されたうえ、
点の計

た。ただし、ライブでいくら聞いても分かるように
はならない。そこで最近はじめたのは、オンデマン

点から、筆記 点、聞き取り 点の

ドで提供されている放送後のクリップを視聴するこ

点の計

点、聞き取り

放送のテレビやラジオを視聴しはじめ

点

点満点で合格点

点、聞き取り

タイトルを付けることで勉強しやすくなる）、など

点に、 級が従来の筆記
点満点で合格点

内訳と満点は変わらないものの合格点が

点から、
点に変更

とである。

放送では、テレビのニュース番組を

話題ごとに分割したクリップ（一つのクリップは
分前後）とともに、そのスクリプトも

ページ上

されたことである。この手直しは合格者増を狙った

で公開している。私は、スクリプトを印刷し、クリッ

ものと見た。韓国・朝鮮語の学習者の増加傾向に

プを再生してハードディスクに録音したうえで上述

ワールドカップの影響から拍車がかかると予想され

の

ることなどから、従来難しい目であった検定内容を

直すという勉強方法をとっている。もうひとつ、

変更して、合格者を出しやすくするための手直しで
あろうと推測したのである。実際、午前中にあった
級の試験後には、 やさしかった

という言葉が

プレーヤーに入れて、何度も音読しては聞き

放送でおもしろいのは、 ラジオ読書室
うラジオドラマ番組（

回約

とい

分）の放送済みのク

リップをシナリオとともに公開していることである。

（

）

これも

ニュース

年 月

プレーヤーに入れているが、さすがにこ

れは難しい。シナリオを読むこと自体が、ニュース
のスクリプトを読むよりもはるかに難しいのである。
しかし、今後はこれに本気でとりかかろうと思って

国際コミュニケーション学部

田

いる。この場合、聞くこともさることながら、むし

年

村

香

澄

ろ読解力の養成に役立つと思う。ラジオドラマには、
ニュースには現れない比喩表現など多様な表現や語
彙が登場し、また正確に読む必要があるからである。

大学へ入学して以来、特に力をいれて取り組んだ
英語の試験として、

があります。留学しよ

ともかく、韓国語を勉強しはじめての約 年半、

うと考えている方は聞いたことのある試験だと思い

聞くことに重点を置いてきた。韓国語は、私が教え

ますが、アメリカの大学へ入るためには、この試験

ているフランス語に比べても音の変化がはるかに多

で最低

様で激しい。そもそも韓国語がおもしろいと思った

います。大学の提携校であるアメリカの

点（

への留学を希望していたこと

のは、この点であった。そこで、聞くことと発音（発
音できなければ聞き取れない）に勉強の少なくとも
％は割いてきた。それで 級の 点、準 級の

）を取ることが必要とされて

がきっかけで、私は、

の勉強を始めました。

での目標点数を達成した時期には、単

また、

点は寂しい。ようは単語力の問題であると思う。こ

語力やリーディング、リスニングにもある程度の自

れは筆記についても同様であり、たとえば、準 級

信が付いていたので

の問題で

たまごは 分程度茹でて、冷水につけて

私の場合は

や英検も受験しました。
の た め の 勉 強 を し て お り、

から皮を剥きます の下線部を韓国・朝鮮語に訳せ

や英検の為の勉強はしませんでしたが、

というのがあった。（たまごの）皮 をどういうの

での勉強を他のテストにも生かすことがで

か、 剥く をどういうのか、皆目見当もつかなかっ

きました。それぞれのテストでのコツなど、多少違

た。単語集を使って勉強するといったやり方もあろ

いはありますが、共通した点が多くあると思うので、

うが、私としては検定を自己目的化した勉強はする

留学に必要な

気がしないので、とくに検定を意識するのではなく、

を力が付いている同時期に受験することも良いと思

なるべくたくさんの文章を読み、その中で徐々に単

います。幅広い単語力とある程度のスピードの英語

語力を増強していくつもりである。時間はかかるが、

を聞き取ることを要求されるこのテストで目標の点

確実に身に付ける方法はこれしかないと思っている。

数をクリアするには、それなりの時間をその勉強に

いずれにしても、準
がはっきりした。次回（
だ

や就職に有利な

、英検

級にはあと 歩であること

費やす必要がありますが、私がこれらの検定試験を

月 日）には準 級突破

受験して感じたことや、その勉強方法を少し紹介し

！

たいと思います。
（

年 月 日記）
過去問題集を初めとして、数多くの問題集が出版
されているので、それらの問題をできるだけ多く解
いて、問題に慣れることが大切です。どのテストも
毎年同じ形式で問題が出題されるので、その問題形
式を把握でき、時間配分を上手くすることに役立ち
ます。私の場合は、リスニングセクションが苦手だ
と気づいていたので集中的にその範囲を勉強しまし
た。できるだけたくさんのリスニング問題を聞くた
めに数ヶ月間大学内の

自習室に通いました。そ

年 月

ニュース

（ ）

こには、検定用の問題集が多くあり、市販の問題集

容が頭に入ってこない状況に初めて

を買う必要はありませんでした。たくさんの問題集

した時、私は陥ってしまったのですが、そういう事

を購入するには、とてもお金がかかってしまうので、

にならない為には、上記でも述べたように、ある程

大学にある教材はとても役立ちました。特に、私が

度のスピードに慣れておくことが大切だと感じまし

使っていた問題集は

の

ニュー ス を 日 頃 か ら 流 し た り、

た。 私 は、
や
、

などです。中でも、

を受験

や深夜に放送されている海外のドラマをビデ
の
は

オにとって観たりもしていました。初めはほとんど
や

分からなくてもだんだんその速さにも慣れ、途切れ

を行っているテスト機関なので最後の総まと

途切れでも何を言ってるのかが分かってくると思い

めとして本番のように時間を計ってテスト直前に

ます。テレビなら、ひたすらカセットテープに耳を

使っていました。上記の物は、全て日本の出版社か

傾けているより楽しく続けられるかもしれません。

ら出ているものではないので、解説など全てが英語

最後に全体を通して感じたことは、地道に勉強を

で書かれています。英語の理解力とテストに対する

継続すること、基礎をしっかり作ることが大切だと

意識を上げる意味でも役立ったと思います。

いうことです。

授業の空き時間や授業が始まる前に 時間など短
時間でも毎日、ある程度速いスピードの英語を聞く
ように心がけていました。それぞれの問題は一度解
いてしまうと、答えを覚えてしまうので、できるだ

国際コミュニケーション学部

鳥

け多くの新しい問題を解くことをお勧めします。

年

居

潤

しかし、もちろん過去に解いた問題で間違えたもの
や、分からない単語、フレーズがあったら完璧に覚

アメリカ、海外旅行、映画、そして外国人とのコ
ミュニケーションが好きな僕にとって英語のスキル

えていきます。

アップは楽しいことです。そしていつかアメリカで
何か分からない単語に出会った時は、その品詞、

生活することやアメリカ人のジョークが理解できる

意味、例文に目を通し、さらに、その単語に出会っ

ようになることを夢見て英語学習に励んでいます。

た場面での意味だけではなく、他にどんな意味があ
るのか調べたり派生語に目を通したりしていました。
普段よく使っている簡単な単語でも意外な意味があ
ることがあります。また、一つの単語でも品詞が変
わることで意味が大きく異なることもあるので、辞
書を引く時はじっくりと読むようにしています。ま
た、更に英語に慣れる為に英英辞典を引く事もいい
と思います。

よく 英語は体力と同じ と言われます。いつも英
語を使って生活していれば上達するし、使っていな
ければどんどんと英語力は低下します。僕もそのよ
うないろいろな挫折を経験してきましたが、英語を
一緒に勉強する友達がいたおかげで、いろいろと励
まされ今も英語修得の目標目指して頑張っています。
周りにそのような刺激し合える人達がいることは大
切なことだと思います。またどのように勉強をすれ
ば英語をものにできるかを調べました。いろいろな

地道に分からない単語やフレーズを調べることで

本を読んだところ、まず話せるようになるためには

語彙力を伸ばしていきました。語彙力やリーディン

音読がたいへん重要だということが分かりました。

グ力を上げる材料としては、英字新聞を読んだり、

そこで僕は

のラジオ講座のスキットを声に出

し一日 回

回読むことにしました。覚えるので

の雑誌を読んだりしました。

はなく、口を馴らすためにやることが大切だそうで
テスト中、ただでさえ緊張しているのに、リスニ

す。ネイティブの人が話すのと同時にリピートする

ングのスピードに圧倒され頭の中が真っ白、全く内

シャドウーウィングもやりました。これらをするこ

（

）

ニュース

年

とによって自然と口から英語が出てくるようになり
ました。この方法の成果はとても大きく今も続けて
います。しかし英語を話せるようになるにはそれだ
けでは足りません。その練習に加え、実践して使う

文学部

ことが大切です。だから僕は学校にいるアメリカ人

年

杉

山

ひろみ

の先生のオフィスに会話をするために行きます。こ
れ も 会 話 力 を つ け る た め に は 重 要 な こ と で す。
です。また僕は英語独
特の表現や諺を覚えることが好きです。スラングな
ども覚えて、使うように心掛けています。スラング
などを覚えるには映画で得ることができます。英会
話を勉強する上では、映画やアメリカのドラマなど
がたいへん重宝します。また最近ではリスニング力
をつけるために衛星放送で

を毎日見ています。

英語もそうですが、今アメリカで何が起きているか
を知ることができるので、いつも楽しんで見ていま
す。そこで知らない単語があれば辞書で調べヴォ

私がドイツ語技能検定試験、 独検
のは大学
の

を受験した

年の秋でした。独検は 級から 級まで

段階に分かれており、それぞれの級におよその

学習時間のめやすが示されています。まだドイツ語
を始めて半年ほどだった私は、まず 級に挑戦する
ことにしました。
私はドイツ文学専攻ですので、毎日ドイツ語を勉
強していました。けれど大学の授業は単位制で、試
験の答案もほとんど返却されないため自分がどの程
度理解でき、どこを間違えたのかよく分かりません

キャブラリーを増やすことに努めています。またイ

でした。そこで、自分がどの位理解できているのか

ンターネットを利用してアメリカのサイトで映画、

知りたかったのです。
級の基準としては、 ドイツ語授業を約

音楽、スポーツなどの記事を英文で読むようにして

時間

います。このようにして出来る限り様々な物を使っ

受講しているか、これと同じ程度の学習経験がある

て英語の環境をつくるように努力しています。

こと

これらの努力の成果を試すために英語検定準一級
取得を目指して頑張っています。準一級ともなると
英字新聞や英語放送などの情報が的確に把握ができ、

とあります。文法と会話の授業を合わせて、

週 コマのドイツ語の授業を受けていた私は充分こ
れを満たしていました。
当たり前ですが、学習時間の基準に一応達してい

一応の通訳や電話の応対ができ、文章も書けなけれ

たからといって浮かれているわけにはいきません。

ばいけません、また専門的なことに関してもある程

せっかく受験するなら、しっかり準備して合格しな

度こなせる力が必要です。だから、より多くの単語

くてはなりません。それまで毎回の授業の予習しか

と違い日本だ

していなかった私は焦りました。 級といっても基

けの英語力を評価する資格ですが、就職活動の時に

本的な文法などは確実にする必要があります。何か

は、英語を使えることを前面に出していきたいと

ら勉強したら良いか分からなかったので、私はまず

思っているので是非取っておきたい資格の一つです。

過去の問題を解くことから始めました。

や熟語が要求されます。英検は

もちろん、

にも挑戦して、ハイスコアを取り

独検は

時間の筆記試験の後、 分間の聞き取り

たいと思っています。しかし僕にとっては資格を取

試験が行われます。また、

ることは大切なことではありますが、一番大事なこ

合格した場合、

とはコミュニケーションをとることのできる英語を

接があります。

級と 級は 次試験に

次試験といってドイツ語による面

身につけることだと思います。その過程に資格があ

筆記試験は設問によって、アクセントや短い文章

ると思っています。英語を話せるということは自分

の読解、文中に正しい単語を補う問題などに分かれ

にとって、視野が広がり、いろいろな国々のことも

ています。私は特に単語を補う問題が苦手で、接続

知ることができるので、これからも英語力のアップ

詞や前置詞を 枚の紙にまとめて何度も読み返しま

を目指して、

に頑張っていきたいです。

した。また、普段の授業では習っていない単語も多

年 月
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く、何度も問題を解くうちによく使われる単語を書

そりゃそうだ。それだけかい？

き出して覚えていきました。

あと自分がどこまでできるか試したかったと

しかし
は週に

番できなかったのは聞き取りでした。私

いうのもあります。

度の会話の授業でドイツ人の先生に会う時

女の子はどうかな？

自分がどの位フランスを勉強したのかを測

以外、あまりドイツ語を聞く機会がなかったので、
ラジオのドイツ語講座を聞くことにしました。また、

りたかったので受験しました。

自習室に通い過去の聞き取り問題を古いものか
ら順番にくり返し聞き、声に出して読みました。
聞き取りの試験では、もちろんテープの音だけで
内容を理解しなくてはいけません。これは話す人へ

さんの受験動機は？

だいたい、力試しという動機が多いようだね。
若いうちはどんどんチャレンジしてください。とは
いえ、せっかく高い受験料を払うんだから、みんな
ちゃんと準備はしたよね。 さんはどう？

の口や表情などを見ながら話す時より難しいと思い

私はフランスセミナーに参加した数ヵ月後

ます。そのため、何度も過去の問題を解くことは、

に仏検を受けました。セミナーのおかげでフランス

出題の傾向に慣れるだけでなく、テープのドイツ語

語に耳が慣れていたため、リスニングは過去問を

に耳を慣らすことにも役立ちました。

やったぐらいでそれほど勉強せずにすみました。で

初めて受けた独検は、
とても緊張しましたが、しっ

もフランス語に慣れていないとリスニングはとても

かり準備ができたためか無事合格し、自分の自信に

不安だと思うので、テレビやラジオなどでなるべく

なりました。

多くのフランス語を聞くようにして、仏検を受ける

どの検定を受けるにも準備が必要です。そしてそ

までに少しでもフランス語に慣れておくようにする

の準備のために、他の時間を削らなくてはなりませ

といいと思います。文法は動詞の活用などをしっか

ん。それでも独検に限らず、全ての検定は、自分で

り覚えなおし、問題集を一通りやってから苦手なと

勉強を進めることが必要とされる大学生には、定期

ころを何回かやりなおしました。
さすが さんだね。準備万端で大変よろしい。

的な良い目標になると思います。

フランスセミナー（
（

月）に参加した後の仏検

月下旬）だと ヶ月程度のインターバルだから、

一番のチャンスだね。 さんと さんは？
参考書を買って勉強し、過去問題をやった
文学部

中

りしました。

尾

浩

とりあえずいままでの復習と

級の問題集

と過去問をしました。
（この記事は仏検の 級または 級に合格した学生

そうそう。二人とも僕の研究室（研究館 階

たちから寄せられた合格体験記を中尾浩が座談会風

室）に過去問を取りに来たね。だいたい過去

に再構成したものです）
今日はみんなにフランス語検定試験の合格の
秘訣などを後輩に紹介してほしいと思います。まず
は 君。受験しようと思った理由は？
力試しっす。やっぱ世界にはばたくためには
全国レベルの試験を受けないとダメかな、と。

年分ほどの問題はあるので、誰でも気軽に取りに
来てください。世界にはばたく 君は？
単語力が乏しかったので単語の勉強に時間を
ほとんど費やしたっす。過去問は問題形式がどんな
感じか、見た程度っす。
元気だけでなく、用意周到な点も大変よろし

相変わらず元気があってよろしい。 君は？

い
（笑）
。語学の試験の場合、語彙力は合格に大きく

なんか先生が

影響してくるから、普段からきちんと単語帳を作る

級までは取っておいた方がい

いとか言ってたから。

などして備えておくと大吉です。 君は？

（

）
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仏検対策の問題集と単語集といままで受けて
きた授業の内容をやってきました。
級までは普段の授業をまじめに受けて、き
ちんと理解できていれば大丈夫というお手本だね。

文学部

年

清

さて、この段階でそろそろ依頼された枚数をオー

水

多

恵

バーしそうなんだが
（笑）、後輩諸君へのアドバイス
私が検定を受けようと思ったのは、就職活動の時

をお願いできるかな？
問題集、単語集をやって、授業で習ったこと

に、何か資格で書くものがあれば良いと思ったから

をちゃんと把握していれば簡単に合格できると思い

です。自分が大学で中国語を習っていたという事を、

ます。がんばってください。

証明できるものがあれば良いと思い、受けてみるこ

そうです。毎日の授業をきちんと理解するこ

中国語をやっていたと言っても中国語の会話は、

とから全ては始まるのです。
一日目は
目の

単語。二日目は

とにしました。

単語プラス一日

単語つまり 単語。どんどん増やした。つま

はっきり言って全然自信がありません。なので、ヒ
アリングの試験が心配でした。よく 耳を慣らす

り継続は力なり。最近さぼってる私が偉そうなこと

と言いますが、どうやったら耳が慣れるのか、よく

はいえないが……

わかりませんでした。でも一つだけ、私が検定を受

わはは
（笑）。でもアドバイスとしてはとても
よいです。単語量は常に増やしてください。
皆さんならきっと大丈夫だと思うので、頑
張って下さい！

試験の少し前に中国に行ったということです。学校
でやっている短期セミナーに参加していたというこ
とが、苦手なヒアリングをカバーしてくれたと思い

何事も己を信じることから始まるのだ。
毎日ちょっとずつでいいから頑張って勉強
しましょう！頑張ってね！！
継続は力なりだね。
ヒヤリングの練習もたくさんして問題をた
くさん解いて頑張ってください。
不合格になる人はたいてい、聞き取りで点数
が伸びていないので、準備を怠りなく！
英検はみんなもってるから仏検もとってみ
んなに差をつけると良いです。がんばってください。
その通り！

けるときにラッキーだったことがあります。それは、

英語とフランス語の両方が出来

ます。
試験は、筆記とヒアリングです。どちらかが得意
であれば、試験勉強も苦手な方に絞れて良いのです
が、私は両方とも得意とは言えません。ヒアリング
だけでなく、筆記でも不安なことがありました。単
語の声調とピンインです。いつもの授業では、声調
もピンインも適当なことが多かったので、問題集を
やってみても、半分もできませんでした。有気音と
普段から発音練習をしっ
無気音、 と の違いなど、
かりやっておけば良かったと思いました。マーク式
の四択なので、よけい迷ってしまいます。それに、

て、初めて国際人の仲間入りだ。それでは、君たち

問題集の問題がそのまま試験に出るとは限りません。

も次はもう一つ上の級の合格を目指してがんばって

私は授業の予習をすることで、試験勉強ができると

ください！

いう事に気が付きました。知らない単語や、今まで
曖昧なままになっていた単語は、予習をしながら覚
えていくようにしました。文法の問題は、問題集を
やりながら覚えていきました。教科書に出てくる文
と似ているものが多かったと思います。
検定を受ける前と後で変わったことは、普段の授
業の取組み方だと思います。それまでは、予習をし

年 月
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て、授業中ずっと集中して聞いている、ということ

計って試験時間と同じ時間で全てを解くということ

はありませんでした。テスト勉強も直前に出てきそ

でした。 回目から計ってやることで 回目 回目に

うなところを暗記したり、ほとんど勘でやっていて、

自分が解くスピードが変化していくのが分かるし、

とてもいい加減なやり方だったと思います。でも検

ある程度緊張感を持って取り組めるからです。最初

定を受けると決めてからは、自分なりのポイントが

はほとんど解けませんでした。 回目を解き終わっ

絞れたので、予習も授業もそれまでより集中してで

た後は自分の

きました。テスト勉強もそんなに大変ではなくなり

を痛感しました。しかし過去問を 度解いてみるだ

ました。

けでも、試験問題にはある程度

試験に対する力 のなさというもの

パターン がある

検定を受けることで心配することも多かったけれ

ということが分かりました。そこで何度も出てきた

ど、結果的に受けてみて良かったと思います。これ

単語や繰り返し出てきた文法をノートに書きだして

まで自分が勉強してきたことの、まとめになったと

みました。
そしてその後で 回目を解きました。覚えたつも

思います。
高校までとは違い、大学では勉強する気持ちが無

りでいてもミスしてしまいました。うやむやに覚え

ければあまりやらないと思います。私も、大学に入っ

たものはもちろん自信を持って答えを書けませんで

て特にやりたい事があるわけではありませんでした。

した。だから、間違えた問題はもう 度ノートにと

でも何か目標を立ててやればいいと思います。特に

りました。さらに持っている単語帳にチェックし覚

大学に入ってから、だらけた生活をしていると思っ

えようとしました。しかし 度やって覚えたつもり

ている人は、なるべく早く目標を見つけた方がいい

でいたものが出来ないのでこのあたりで嫌気がさし

と思います。勉強の事でなく、貯金するとか、旅行

てきました。はっきりいってつまらないのです。し

に行くとか、何でもいいと思います。何か目標があっ

かしここでやめたら落ちると思い、 回目に突入！

た方が楽しい生活になると思います。（中国語検定

だいぶ自分の中で記憶しているのでミスは少なくな

級合格）

りました。それでも分からない問題はあります。 分
からない

というのはなぜこの選択肢になるのか分

からないということです。
そこで頼りになるのが先生だと思いました。語学
国際コミュニケーション学部

脇

谷

年

の先生はなんでも答えてくれます。どんなに小さな

優

美

質問でもわかりやすく教えてくれます。だから辞書
や文法書を使っても分からなかったら必ず先生に聞

私は 月にタイ語検定 級を受験し、ぎりぎりでは

いて分かるようにすることが大切だなあと思いまし

ありますが、なんとか合格することが出来ました。

た。これは前回私が 級を受けて落ちた時にはしな

実は私は前の試験で 級を受験しましたが、落ちた

かったことでした。

という苦い経験もあり、今回はもう 度 級を受ける
か迷いましたが、私は春休みを利用して ヶ月間タ

今年はタイからの留学生が愛大にくるという大変

イに滞在していたということもあり、一つ上の 級

嬉しい年で、その子にお願いして受験する子たちと

に挑戦しようと決心しました。私なりの勉強法を以

一緒に生のタイ語を聞いて練習するという機会をも

下に述べたいと思います。

うけました。あとは

教室に入っているカセット

をダビングしてこれも 回どおり解きました。リス
まず、ヶ月くらい前に過去問題をすべてコピーし、

ニングは 回に限らず何回も何回も聞く必要がある

週間のうちに一通り解いてみました。大事だ

と思います。それは試験問題に限らず、タイ語であ

なあと思ったことはとりあえず 回目から時間を

ればなんでもいいと思いました。とにかく聞き続け

（

）
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ることで耳は自然に慣れていくと思います。わたし
はあまり聞いていなかったのでリスニングでは点数
が取れず、あと 問ミスしていたら不合格でした。
これは自分でも反省材料だと思いました。

経済学部

自分では自分なりにやったと思ってもぎりぎりで

葛

合格ということで、やはり後で反省してみると、本
当に勉強を頑張ったと思えたのは試験 日前だった

谷

登

明治の文豪森 外は和、漢、洋の言語に通じた言
語豪 でもありました。同じく文豪と称せら

なあということでした。

わば

やはり勉強は早く取り掛かって早すぎるということ

れた漱石も和、漢、英の語に通じていましたが、

は決してないと思います。

外は洋は独、仏、英、羅語に（恐らく希語にも）精

語学試験というものは自分のやっている語学の語

通し、さすがに漱石も後塵を拝せざるを得ません。

学力を試すいい機会だと思います。特に私はタイ語

漢学の素養も相当なものがあり、中国の言わゆる

ということで、普段なかなか使う機会もありません。

文、史、哲の三分野にその造詣はわたっていたので

なにか目標があったほうが勉強もはかどると思いま

ないでしょうか。と言って、中国を素材とした 外

す。私は語学試験に向かって勉強することでわたし

の作品となると、わずかに

なりに充実感を得ることもできました。そして自己

の二つしか思い浮かびませんが、この二作は短編な

満足を得られました。合格通知が届いた時には思わ

がら、充分に 外の漢学への造詣のほどをうかがわ

ず友人に電話をかけてしまうほど嬉しかったです。

せる奥行きのある作品です。中国語を学ぶ者にとっ

しかし、私が思うに試験結果も大切ですが、一番

てもその教養の滋養となるものであって、中国語学

大切なことはまず語学試験に挑戦してみる、という

習のかたがた、是非手に取って読んでいただきたい

ことではないでしょうか。

ものです。

魚玄機 、 寒山拾得

さて、本題に入り、語豪 外の文机から中国語の
単語の覚え方につき、その妙諦を探ってみましょう。
外の明治四十二年の作品に、 ヰタ・セクスア
リス

というものがあり、これは性という側面から

外自身の青春を描いた特異な自伝小説です。 白
面の書生

である現役の大学生には性科学の書とし

ても読み甲斐があると思います。この作品は医学者
の眼をもって真面目に書いたものでありながら、明
治の御世では発禁となったいわくつきの小説です。
その一節に、
寄宿舎では、其日の講義のうちにあった術語文
を、希臘拉甸の語源を調べて、赤インキでペエ
ジの縁に注して置く。教場の外での為事は殆ど
それ切である。人が術語が覚えにくくて困ると
いふと、僕は可笑しくて溜まらない。何故語原
を調べずに、器械的に覚えようとするのだと云
ひたくなる。
（傍点筆者）
とあります。西洋の言語の単語を覚えるには、遠回
りのように見えても、語源を押えるのが第一だと
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外は言うのです。
これを中国語に置き換えるとどういうことになる
でしょうか。中国語は声調言語ですから、単語を覚
えるときには声調、それも声調の組み合わせを意識
して覚えることが大切であるのは言うまでもありま

非常勤講師（中国語担当）

せん。もう一つ気をつけたいのは中国語は単音節の

鈴

言葉だということです。一つ一つの音節に意味があ

木

常 勝

り、その意味を表示した漢字があります。（一つの
音節）（一つの意味）（一つの漢字）です。
現代中国語の単語は大体二音節から出来ています。

声づくり

と

体づくり

が、中国語学習に

つながる。

それでまあ一つの意味を表わしているわけですが、

中国語は高低のアクセントが、日本人にとっては

それを構成する二音節、つまり二つの漢字のそれぞ

極端に思えるほど、強調される。この高低アクセン

れの意味に着目することです。一つの単語を形作っ

トは、 高

ている漢字一字一字の意味をさかのぼって確かめる

と言う。同音でも、 四声

作業をしてみるのです。迂遠な作業のようですが、

ので、 四声

中国語の単語の特質というか、本質に触れることの

最も大切である。

出来る遊びの要素を持った楽しい作業でもあるのです。
もう一つ、中国語の単語を覚えるためにも、 こ

昇

低

降 の四種があり、 四声
の違いで意味が変わる

をマスターすることが、入門期には、

現代日本人の日本語は、口先だけでモゴモゴと発
音する傾向がある。その上、今どきの学生は、教室

れは誰にも勧められるというものではありませんが

の中では目立つことを嫌うのか（ でしゃばるな

、 外のようにいろいろな言葉に触れてみること

という周囲の目と、本人の 発言するのは面倒だ

です。 外の言語観が詳しく現れている作品に大正

という消極性が、相互作用をなしているようだ）
、

四年の 二人の友 があります。この作品には 二

授業中の発言が少なく、発言させても聞こえないほ

つの語を浅く知るよりは、
一つの語を深く知りたい

どの小声である。

独語狂の青年（福間博。一高教授。芥川龍之介のド

このような今どきの学生に対して、私は上半身全

イツ語の師。
）が登場します。 役人をして、旁フラ

体を使って、中国語を発音するように指導している。

ンス語を稽古して暮す ドイツ語にも通じた小倉第
十二師団軍医部長

外とは対照的な位置にあります。

外はこの青年に、 亦一説だね
返しますが、

と言って切り

外の考えるところは 一つの言語を

深く知るには、一つの言語にとどまっていてはだめ
だ

というあたりではないかと推察されます。要は、

高

の音は頭のてっぺんに響かせる、 低

の音

は胸に響かせる、というように。この指導で、 高
低

のアクセントのイメージが明確になり、 体

中を響かせて声を出す

中国人の発声に近づくこと

ができる。
緊張してあがっている時は、声が上ずってしまう。

言葉への道が違うということでしょうが、凡人のわ

おなか（実際は臍下丹田）から声を出すと、余裕を

たしたちは岐に哭すしかありませんね。

感じさせる。 体全体からの発声 のためには、 上

最早、紙幅が尽きました。最後に 外の明治四十

虚下実 （上半身は軽やかで、下半身がどっしりし

當流比較言語学 の冒頭の一節を紹介し

ている）の体づくりが必要だ。そのため、私は中国

二年の作

て稿を終えましょう。請うご一読！！

語の授業に太極拳の練習を取り入れている。

或る国民には或る詞が闕けてゐる。
何故闕けてゐるかと思って、よくよく
考へて見ると、それは或る感情が闕けて
ゐるからである。

反復練習により 量質転化 をはかる。
外国語はくり返し練習でマスターする という
のは、誰もが納得する法則だろう。水泳や自転車乗

（

）

ニュース

りをマスターするのと同じことである。反復練習を

年 月

点を求めた結果である。

いかに興味づけるのかが、教員の工夫のしどころで
コミュニケーション力は、 入門期 にこそ。

ある。

半年の中国語学習の成果で、留学生と話ができ

私の授業は、始めに、中国語の歌（中国人なら誰
もが知っている、テレサ・テンの中国語流行歌、中
国語歌詞の

鉄腕アトムの歌

デイ・トゥ・ユー
中国映画

…

ハッピー・バース

学生に 中国語で会話ができる という自信を持

など）を歌う。それに加えて、

たせ、これからの学習課題を自覚させるため、六月

初恋の来た道 から抜き出した、劇中の

小学生の朗読文

る

人、世に在りては、志、有るべし

を、朗読する。

に、 留学生との会話

を課題としている。自分で

留学生を見つけ、会話の相手になってもらう。毎回、
この体験は、日本人学生、留学生双方に、深い印象

この実践は、耳から中国語の発音に慣れるととも

を残している。

に、学生に大きな声で中国語を発音させるためであ

留学生に私の中国語が通じた！

る。おとなしい彼らに声を出させる 仕掛け が、

自分の発音や文法の誤りが、よくわかった

授業活性化の第一歩である。

アルバイトで忙しい留学生が、にこやかに会話

学生からは、 授業が終わってからも、歌のメロ
ディが頭の中に響いている

中国人の誕生日に、

中国語で《ハッピー・バースデイ》を歌ったら、す
ごく喜ばれた

中国人留学生といっしょにテレサ・

テンの歌をうたって盛り上がった

おじさん世代

（日本人）に中国語で鉄腕アトムを歌って、拍手喝
采をあびた

などの体験談が寄せられている。

さらに、
もうひとつの素材は、マクドナルド会話
である。マニュアル社会の典型であるマクドナルド
は、接客会話もマニュアル化されている。日本も中
国、台湾も基本的に同じである。そこで、学生たち

相手になってくれた
留学生の故郷の町に興味を持った
日本語の上手な留学生に、外国語学習のコツを
きいてみたい
留学生から日本語について質問を受けた
いろんな思いがわきおこったことが、学生の体験
談からうかがえる。
私は学生たちに問う。
留学生から、助詞の《は》と《が》の違いをき
かれたら、どう答える？ 喫茶店で注文する時に、
《私はコーヒーです》
とは言えるのに、
《私がコーヒー

の耳の慣れた、この会話を、 いらっしゃいませ

です》と言えないのは、なぜか？

から またお越しくださいませ まで、中国語で反

あるところに、おじいさんとおばあさんは、いまし

復練習させる。この試みも、現代社会と中国語の接

た。おじいさんが山へ、おばあさんが川へ…。川の

《むかしむかし、

年 月

ニュース

（ ）

上流から、桃はドンブラコと流れてきました。…》
この《は》と《が》の使い方をおかしいと感じ
るのは、どうしてか？
日本人学生と留学生が教え合い、母語に対する認
識を深めるのも、外国語教育のひとつの目的である。
それは、外国語の翻訳能力の基礎になる。
もうひとつの試みは、中国語紙芝居である。
簡単なストーリーをやさしい中国語で、中国の子
どもたちに語る。中国の街角で演じる度胸、紙芝居
という日本独自の文化の紹介、中国の子どもたちと
いっしょに笑い合う楽しさ…中国の街頭での紙芝居
を、私は学生たちにすすめている。 見る旅 から 交
わる旅

への、発想の切り換えである。

おまけに、お客の子どもたちから、中国語を学べ
る。絵の中の名詞がわからない時は、それを指さし
て、 これは何？

達目標を問うアンケートをしている。そして期末に、
目標達成ができたかどうか、本人に振り返らせる。
このやり方で、学生に自分の学習計画を改善し、 段
取り力

をつける自覚を促す。

と問えばいいし、動詞を忘れた

時は、 この人は何してる？

ときけばよい。中国

の子どもたちは得意になって答えてくれるだろうし、

大学の外国語教育で何をするか
声づくり と 体づくり

子どもたちがストーリーに入ってくることによって、

反復練習をやりとげる力

その場はいっそう盛り上がる。街頭で子どもたちか

コミュニケーション力

ら中国語を学ぶやり方は、私の留学時代の体験にも

段取り力

とづく。

私が述べた、これらの力を手に入れれば、その人

ブタがぶった のストーリーを紹介しよう。

の一生の財産になる。 大学での外国語教育の目的

ブタがブタをぶった。

を明確化は、学生の学習意欲を高めることになるし、

ブタがブタにぶたれた。

外国語担当教員の役割の重要性の認識にもなる。

ぶたれたブタもぶったブタをぶったので…

関西の某マンモス大学では、外国語教育を外部の

ぶたれたブタもぶったブタも…

専門学校に委託しようとする動きがある。もし実現

ぶったおれた。アイヤー（中国語の感嘆詞 あら

すれば、大学教育の中で、外国語はますます専門科

まあ！ ）

目との有機的関連が薄れ、外国語担当教員は削減さ

日本語の言葉遊び ブタがブタをぶった。ぶたれ

れるだろう。大学に限らず、 学校教育でどんな力
が問われている現在、外国語担当教員

たブタがぶったブタをぶったので、ぶたれたブタも

を付けるか

ぶったブタも、ぶったおれた を、五枚の紙芝居に

は、その問いに答える授業をすべきであろう。

したものだが、日本語で演じれば、中国の子どもも
ブタがブタをぶった という日本語をおぼえるし、
中国語で語れば、 ぶたれた

という受身文の言い

方をマスターできる。

この小文は、 声に出して読む日本語

でベスト

セラー現象を起こした齋藤孝（明治大学助教授。教
育学・身体論）の

学校は何をする場所か──

世紀に求められる三つの力 （雑誌 世界

年 月

号）に触発されて書いたものである。

力

外国語学習の目標と学習計画を立てる 段取り

私の中国語授業実践と学生の感想文については、

をつける。

愛知大学一般教育論集

私は初回の授業で、学生に中国語学習の目的と到

号 （ 年 月）所収の

《中文授業書》の試み をお読みください。

（

）

ニュース

年 月

の状態でした。しかし、そんな状態でもとても楽し
い毎日でした。とにかくみんながおもしろかったの
です。本当に。夕食の時などみんなでしゃべる時は
本当に楽しくて。何が楽しかったか、話す事、やる
文学部

松

事、起きる事、きっとここで具体的なことを述べる

年

本

友

紀

とくだらない事だと思うのですが、その時はおもし
ろくて仕方なく、常に笑っていた気がします。お互

年の夏、以前から海外ボランティアとヨー

いの言葉にみんな目を丸くしていて、そしてなぜ自

ロッパに興味があり、主にフランスやイタリアなど

分達の言葉に目を丸くしているのか分からないのが

西欧と呼ばれる国々にとても夢中になっていた私は、

またおもしろいといったことの連続でした。いつも

約一ヶ月フランスへ行き、その間の約 週間、 ワー

は、英語が飛び交っていますが、同じ国同士で話し

クキャンプ

出すと急に不思議なリズムと音が聞こえてきて、み

に参加しました。それによって私はか

なりの影響を受けて帰ってきました。

んな静かになって聞き入っていました。そしてその

ワークキャンプとは実は、私もなんと説明すれば

後にあ だこ だと言い合うのです。英語の語学力

よいのかわかりませんが、簡単に言えば、食料と宿

のなさも、必死に伝えようとするその表現の仕方、

泊場所が無料提供され、そこで世界中から集まった

言葉の選び方も逆におもしろく、皆でお互いに大笑

週間一緒に生活しながら地域の人と一

いしたこともしばしばで、自分の言葉が機械的では

緒に仕事（ボランティア）をするというものです。

なく、気持ちのこもったものになったような気がし

人達と

参加したワークキャンプのプログラムは、

ました。そして、簡単な挨拶や、数字なども教えて

（ナイス）という所に紹介してもらいました。そこ

もらいました。だんだんお互いの事も知り、各国や

へ参加希望の手紙を書くときは、行きたい気持ちば

その歴史についていろいろ話し、時折、とても今ま

かりが焦っていたのですが、いざ決まって七月の半

でに私が考えた事もなく、言葉が出てこなくなって

ば、準備をしなければならなくなった時から、私の

しまうような鋭い事をしかも深い所を聞かれました。

心情はとても複雑でした。不安と期待が、ずうっと

みんな賢いなぁと思い、今までは考えもしなかった

葛藤していました。しかし、飛行機に乗り込んでし

自分の国についてのいろいろな事にも関心を持つよ

まうと、もうやるしかないと開き直り、何故かこれ
からだというのに、かなり気が楽になっていました。
そして、何とかフランスの目的地に着き、これか
ら一緒に過ごしていく人達と合流しました。そこで
は、日本（私以外）
、カナダ、スロヴァキア、トルコ、
フランス、ベルギー、チェコというさまざまな国の
人に出会うことができました。最初は、自分の語学
力など、いろいろなことについてとても不安でたま
りませんでしたし、何をやるにもいっぱいいっぱい

年 月

ニュース

うになりました。例えば、西暦と年号。なぜ二つも

（ ）

思い出すと恋しくなります。

あるのか？どうやって使い分けているのか？日本語

私は、このワークキャンプでいろいろな人に出

種類もあるのか？どうやって使い

逢ってその人柄に惹かれ、その人に興味を持ち、好

分けるのか？日本は第二次世界大戦中に原爆を落と

きになりました。そしてその事によってその人々の

されたが、日本人はアメリカ人を憎んでいるのか？

国にも大きな関心を持つようになりました。それら

などなどです。私は、みんなの質問にきちんと答え

の国を好きになった理由、きっかけは単純ですが、

られない自分に愕然としましたし、自分の知識の乏

今では、なぜそれまでこうした国々のおもしろさに

しさと頭の狭さに肩と頭を落としました。しかし、

気がつかなかったのだろうと不思議に思います。私

結果としては、それは自分にとってとてもいい刺激

が経験し、そして感じたことはわずかしか書けませ

になったと思います。

んが、本当にあのワークキャンプに参加して良かっ

の文字も、なぜ

私達は、かつて農家であったところに宿泊しまし

たという以上の想いが今も心に残っています。

た。そこは山々に囲まれていて、まるで印象派の画

ワークキャンプには様々な国での様々なプログラ

家の絵（ゴッホのような）の中にいるようで、初め

ムがあります。私は、また是非、今度は違う国の別

てこのような景色を見た私はものすごく感動しまし

のワークキャンプ・プログラムに参加したいと思っ

た。そして、夜になると、たくさんの星がすごく近

ています。

くにあって、流れ星がたった

分間の間にもいく

つも見られました。仕事は、古くてもう使っていな

（ナイス 日本国際ワークキャンプセンター）

い土や草でいっぱいの小さな水路をきれいにして、
＠

またもう一度水を通すという事と、そこにある建物
の一つの天井に手を加えよりよいものにするという

─

東京都新宿区新宿 ─ ─ ─

事の二つでした。私は、主に水路の仕事をしていま
したが、そこが山の中であるがために距離はなくて
も、結構急な斜面を移動するのには体力が要りまし
た。
ワークキャンプ中には、楽しい事もたくさんあり
ましたがトラブル、辛い事、戸惑う事、いやな事も
ありました。例えば、考え方の違いから個人的に対
立してしまい、一週間目にカナダ人の二人はそこか
ら去ってしまいました。そして、トルコの子ももっ
と観光がしたいとその翌週、去ってしまいました。
そして、私は、疲れと、語学力のない耳に毎日聞か
なければならない言葉のストレス。早く日本に帰っ
て湯船につかりたいと日本人の子に毎日のように言
うようになっていました。
ところが、日本に帰って来て家族四人で食事をし
ていると、とても不思議な感覚に捕らわれたのです。
それは、何かが欠けている という感覚でした。たっ
た 週間でしたが、フランスでのいつも

人を越

えたみんなとの食事が頭の中で普通になっていたよ
うで、しばらくの間その感覚は続きました。今でも

（月 金

）

（

）

ニュース

年 月

語学教育研究室では外国語検定試験合格者
に奨励金
（図書券）
を贈る自主学習支援の制度
を設けています。昨年度は延べ 名の学生に
奨励金が贈られました。
今年度も下記により受付しますので合格者
は申し出てください。

記

愛知大学豊橋校舎学生及び短大生（大学
院生、オープンカレッジ生、科目等履修
生、研究生は除く）

追って教務課および

自習室の掲示板

に示します。

年 月 日

月 日

学生証および合格通知書を

号館

自

習室カウンターまで持参し、申し出る。

年

月

年

月の間に合格し

た分に限る。

自習室を利用される皆さんからの投稿
をお待ちしています。
次号の原稿締切は 月です。

カット……豊橋語学教育研究室
事務室

