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岐阜大学地域科学部研究報告第 47号： 1 – 7 （2020） 

最小中国語テスト(The Minimal Chinese Test (MCT))の
新バージョン開発: 高等教育機関 A における調査  

 

牧秀樹・松尾幸忠・呉文亮・靳暁雨  
 

（2020年5月25日受理） 
 

Development of New Versions of the Minimal Chinese Test: A Survey 
at the A Institution of Higher Education  

 
Hideki MAKI, Yukitada MATSUO, Wen-Liang WU and Xiao-Yu JIN 

 
Abstract 

 
     Maki et al (2019) originally created what is called the Minimal Chinese Test (MCT), 
and showed that the scores on the MCT they created had a statistically significant 
correlation with the scores on a term test for CFL learners who have studied Chinese for 
one year or more. However, the MCT was created on the basis of copyright protected 
textbooks, so that it was not freely used by any Chinese as a Foreign Language (CFL) 
instructors or learners. Therefore, we created new versions of the MCT, and examined 
whether the scores on them have statistically significant correlations with the scores on a 
term test for CFL learners. The result shows that there were statistically significant 
correlations between them, which indicates that the new versions of the MCT can function 
as predictions tests for more comprehensive tests such as a term test.  
 
1. はじめに 
 
 牧ほか (2019)は、牧 (2018)の最小英語テスト (Minimal English Test = MET)を参考にし、

課程教材研究所 (2006a, b, 2008, 2012)による中国語テキストと音声を基に、最小中国語

テスト (Minimal Chinese Test = MCT)を作成した。もちろん、作成前に、課程教材研究

所より、作成とそれに続く実験についての許可を得た。牧ほか (2019)は、MCT を二つ

作成し、そのうち、一つの得点と、1年間か、それ以上中国語を学習した大学生に対し

て実施された大学内期末試験得点との間に相関があることを発見した。 
 しかしながら、牧ほか (2019)が作成した MCT は、著作権で保護された中国語テキス

トと音声を基に作成されているため、他の機関で調査をするためには、毎回許可を得

る必要があり、簡易テストを作成したものの、実験に入る前に、一定の煩雑な手順を

踏まねばならないため、本調査では、新たに、牧 (2019)の中学生版最小英語テスト 
(junior Minimal English Test = jMET)の作成技法を利用し、新バージョンの MCT を作成

した。この MCT に使用される中国語文は、日本の中学 1 年から 3 年までに習う英語例

文を中国語に翻訳したもので、文レベルは、初級に抑えられている。本調査では、日

本のある高等教育機関Aにおいて、1年間中国語を学習した大学生で、そのクラスの中

国語期末試験を受けている学生に、新たに作成した二つのバージョンのMCT（MCT 01
と MCT 02）を実施した。その結果、二つの MCT の得点と期末試験得点との間に相関

があることが判明した。 
 本稿の構成は、以下である。2 節で、この調査の方法を述べる。3 節で、調査結果を

提示し、4 節で、それに基づいた議論を行う。5節で、本調査の結果を要約する。 
 



2 

牧 秀樹、松尾 幸忠、呉 文亮、靳 暁雨 

 

 

2. 方法 
 
 日本の大学で中国語を外国語として履修した学生で、1 年間中国語を学習した学生

20 名に対し、その年のクラスの中国語期末試験とともに、MCT 01と MCT 02 を実施し

た。MCTは、2019年 12月に実施され、期末試験は、2020年 2月に実施された。まず、

MCT 01 と MCT 02 は、牧 (2019)の中学生レベルの英語例文を中国語に翻訳した例文を

使用し、音声は、著者の一人である呉文亮が録音した。実験参加者は、音声を聞き、

A4 用紙一枚に係れた中国語文の中に設けられた空所に、聞こえた通りの漢字を書くと

いう作業を行う。各 MCT とも、約 3 分ほどの長さである。漢字を聞いてすぐ書くとい

う作業の速度を考慮し、ターゲットとなる漢字の画数は、最大で 7 画とし、また、固

有名詞（人名・地名）と同音異字である第三人称を除き、7画以下の漢字だけを選び、

その 7 画以下の漢字に関して、前から数えて 8 つ目となる漢字をターゲットとして、

空所にしている。以下に、両テストを示す。 
 
(1)  MCT 01 
 
CD を聞きながら、空いている（       ）の中に漢字を書き入れて下さい。 
 
1. 请读这本书。哪趟公共汽车(          )1镇上？ 
2. 你周日有空吗？我们(          )2准备一顿户外野餐。我能开门吗？ 
3. (          )3能帮帮我们吗？抱歉，我们不能帮你。 
4. (          )4从加拿大来吗？不，我不是。你是杨(          )5士吗？是的，我是。 
5. 我们可以(          )6这个吗？不，不可以。 
6. (          )7们今天可以看到那只(          )8物。 
7. 我们今天看不到那只猫。 
8. (          )9们什么时候能看到那条狗？ 
9. 你昨(          )10学了科学吗？ 
10. 我没有学过数学。 
11. 我昨(          )11穿过了那道大门。 
12. 我昨天(          )12了那家商店。他是我的弟弟。 
13. 那是一所学校(          )13？那是一家图书馆。 
14. 她是我们的阿姨。那是(          )14叔叔。 
15. 这是我的房间。你弹吉他吗？ 
16. (          )15没有自行车。我喜欢鱼。 
17. (          )16拉小提琴。这个故事很有趣。 
18. 汉语不简单。他们(          )17用功学习。 
19. 这是一个苹果。你放学(          )18做什么？ 
20. 这是什么？你有(          )19少顶帽子？ 
21. 我们吃晚饭吧。请(          )20这支铅笔。 
22. 她喜欢冰淇淋吗？ 
23. 陈强不说法语。 
24. 刘静喜欢(          )21本料理。现在几点了？ 
25. 这个男的是谁？(          )22认识那个女孩吗？ 
26. 你(          )23识那个男孩吗？这是她的。 
27. 我的(          )24提包在哪里？这是谁的小轿车？ 
28. 别(          )25这里游泳。他在学习英语吗？ 
29. 陈强现在在睡觉。李勇(          )26做什么？ 
30. 他在跑步。 
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(2)  MCT 02 
 
CD を聞きながら、空いている（       ）の中に漢字を書き入れて下さい。 
 
1. 我叫王芳。你从加拿大来的吗？ 
2. 是的，我(          )1加拿大来。他是张伟。 
3. 这是张伟的家。这是一只兔子。这是(          )2只动物。 
4. 这是你的书吗？不，(          )3不是我的书。 
5. 我的房间很旧。 
6. 这是(          )4么？这是手提包。这不是狗。 
7. 我(          )5一张地图。这是一支铅笔。 
8. 我喜(          )6棒球。你打网球吗？ 
9. 是的，我打。你(          )7里拿了什么？我手里拿(          )8照相机。 
10. 我没去过那家商店。你看(          )9了几个男孩？ 
11. 我曾住在波士顿。(          )10喜欢这部电影吗？是的，我喜欢。 
12. 我的叔叔(          )11个月去了波士顿。 
13. 我的阿姨不懂英语。 
14. (          )12要哪个，自行车还是小轿车？ 
15. 杨(          )13士对我很好。我们非常高兴。 
16. (          )14在看书。 
17. 当她来我家时，我(          )15在做作业。 
18. 你怎样使用这台(          )16器？ 
19. 他们明天来这里。他们会(          )17乡下吗？ 
20. 是的，他们会。这些动物(          )18法生存。 
21. 这些标志可以在城(          )19里找到。这是每天都吃的食物吗？ 
22. 是的，(          )20是每天都吃的食物。我自从去(          )21开始住在这个村里。 
23. 张伟(          )22这座城里待了八年。 
24. 我们很高(          )23与你交谈。 
25. 你学这门语言很(          )24了吗？ 
26. 不，我没有。你(          )25网球多久了？ 
27. 我刚吃(          )26午饭。 
28. 我还没读过这(          )27书。 
29. 你打扫了这间房(          )28？是的，我打扫过了。 
30. 我见(          )29那个人一次。 
 
MCT 01 と MCT 02 の解答の一部は、以下に示される。 
 
(3)  MCT 01 解答（部分） 
 
1. 请读这本书．哪趟公共汽车(去)1镇上？ 
2. 你周日有空吗？我们(正)2准备一顿户外野餐．我能开门吗？ 
3. (你)3能帮帮我们吗？抱歉，我们不能帮你． 
4. (你)4从加拿大来吗？不，我不是．你是杨(女)5士吗？是的，我是． 
 
(4)  MCT 02 解答（部分） 
 
1. 我叫王芳．你从加拿大来的吗？ 
2. 是的，我(从)1加拿大来．他是张伟． 
3. 这是张伟的家．这是一只兔子．这是(一)2只动物． 
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4. 这是你的书吗？不，(这)3不是我的书． 
 
 中国語のクラスの期末試験は、(5)に示すように、4 種類の設問からなる試験となっ

ている。 
 
(5)  中国語期末試験の構成（100 点満点） 
 
問 1:  聞き取り試験 
   簡体字で書き取る。 
   A, B の対話 1 題（4 点）× 6 題（計 24点） 
問 2:  中文日訳 
   中国語の基本的な接続詞、副詞等を正確に訳出できているかを見る。 
   （計 12 点） 
問 3:  穴埋め問題 
   中国語の基本的な前置詞、助動詞等を、空欄を含んだ中国語の文の文末に示さ

   れた日本語をヒントに記入する。 
   空欄 1 つ（2 点）× 12 題（計 24 点） 
問 4:  日文中訳 
   中国語の重要な文法事項を含む文、例えば動態助詞や各種補語表現等を正確に

   記述できているかを見る。これは同時に会話にも役立つ能力である。 
   1 題（5 点）× 8 題（計 40 点） 
 
以上、主に「聞く」、「読む」、「書く」の 3 種の能力について、その理解度を測る

試験となっている。因みに、「話す」については、普段授業中に常にその能力を測る

学習をしているため平常点として考慮し、今回の試験には加えていない。試験時間は

60 分、辞書の持ち込みは不可、採点方法は部分点を考慮した。 
 
3. 結果 
 
 MCT 01 得点/ MCT 02得点と期末試験得点の間に、相関があるかどうか調査するため

に、単回帰分析（相関分析）を行った。相関係数 (=r)の概略を表 1に示す。表 1は、次

のことを示している。2 者の相関係数 r が .4 < r の場合、その 2 者には、相関があると

いうことである。 
 
表 1  相関係数とその性質（柳井 (1988)） 

相関係数 性質 
0 < r < |.2| ほとんど相関がない 

|.2| < r < |.4| やや相関がある 
|.4| < r < |.7| 相関がある 
|.7| < r < |.9| 強い相関がある 

|.9| < r < |1.0| 極めて強い相関がある 
 
分析の結果は、表 2 と表 3 で示される。 
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表 2  MCT 01 得点と期末試験得点との相関 

回帰統計 

重相関 R .58 

重決定 R2 .34 

補正 R2 .30 

標準誤差 8.83 

観測数 20 

p 値 p < .001 
 
表 3  MCT 02 得点と期末試験得点との相関 

回帰統計 

重相関 R .52 

重決定 R2 .28 

補正 R2 .24 

標準誤差 9.22 

観測数 20 

p 値 p < .02 
 
MCT 01 得点と期末試験得点との間の相関係数は、r = .58 であり、MCT 02 得点と期末

試験得点との間の相関係数は、r = .52 であった。この結果、MCT 01 得点と期末試験得

点との間に、また、MCT 02得点と期末試験得点との間に、相関があることがわかった。 
 表 2 と表 3 の結果は、それぞれ、図 1 と図 2 によって視覚的に示される。 
 
図 1  MCT 01 得点と期末試験得点との相関 
 

 
 
図 1 は、MCT 01 得点が上昇れば、期末試験得点も上昇していることをおおよそ示して

いる。 
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図 2  MCT 02 得点と期末試験得点との相関 
 

 
 
図 2 も、MCT 02 得点が上昇れば、期末試験得点も上昇していることをおおよそ示して

いる。 
 
4. 議論 
 
 上記の分析結果は、以下のことを明示的に示している。中国語版 MET、すなわち、

MCT は、新たな材料を使用しても、短時間で「期末試験得点」で測定される学習者の

中国語能力をおおむね予測できることが明らかになったことである。上述したように、

MCTの材料は、jMETにおける中学 1年から 3年にかけて習うレベルの英文に対応する

中国語文であり、このレベルの難度を持つ例文を中国語文として使用すれば、MCT を

2 バージョン作成しても、そのどちらも、おおよそ大学において 1 年程度中国語を学習

した学生の中国語習得レベルを測定できるのである。 
 

5. 終わりに 
 
 本稿では、牧 (2019)の中学生版最小英語テスト (junior Minimal English Test = jMET)の
作成技法を利用し、新バージョンの MCTを二つ作成した（MCT 01と MCT 02）。そし

て、1年間中国語を学習した大学生で、そのクラスの中国語期末試験を受けている学生

に、二つのバージョンの MCT を実施した。その結果、これらの二つの MCT の得点と

期末試験得点との間に相関があることが明らかになった。 
 今後の課題は、MCT が真に中国語習得レベルを測定していることを実証するために、

期末試験得点とともに、HSK 試験（漢語水平考試）や日本中国語検定協会による中国

語検定試験の得点も得ながら、より精密な MCT を開発していくことである。 
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