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１．問題と目的

数多くの大学では中国語履修者が入学者の 20％～70％を占め、フランス

語・ドイツ語を追い越し英語に次ぐ学習人口を有している（輿水、2000）。履

修者数の増加、履修目的の多様化に連れ、日本の大学では、外国語としての中

国語の学習環境は大きく変化している。まず、大学の新設や学部学科増で、外

国語学部・国際学部などに中国語学科や中国語コースを設置する例が多くなっ

た。また、大学の中国語教育のための教科書が驚くほど多く出版されている。

その中には、会話やコミュニケーション能力の養成に重点をおいたり、文法の

基礎をしっかり身につけさせたりなど、いろいろな特色を持つものがある。さ

らに、中国語の学力或いは実力判定のテスト（例えば、中国語検定試験・中国

語ミュニケーション能力検定・ビジネス中国語検定・HSK――●●水平考●、

など）が大学の中国語教育に影響を与えて、それらのテストに対応する科目を

設置する大学もある。

特に、中国語及び中国語教育の研究と中国語教育の普及発展を図ることを目

的とする『中国語教育学会』の誕生（中国語教育学会、2003）、及び2003年の

同学会誌の創刊と全国大会の開催等々、中国語の教育方法の研究も全国的組織

的に行われるようになった。

そのような学習環境の変化は、中国語学習のニーズにマッチしたものと考え

られるが、学習環境をよりよく改善し、学習効果をより高めるには、学習の主

体者である履修者が、いかなる目的を持って中国語を選択するのか、どのよう

な希望を抱いて中国語の学習に取り組むのか、どのような授業を求めているの
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か、つまり中国語学習において履修者がどのような目的、意識、要望を持って

いるのかを知る必要がある。

学習者の中国語の学習動機に関する先行研究がいくつか報告されているが、

それらの結論からは、この種の研究にはまだまだ検証の余地があると言わざる

をえない。例えば、東京都内及び東北地方の９つの国立、私立大学の学生771

人を対象とした調査結果では、「中国語は日本語と同じように漢字を使うので、

覚えやすい」ことが最大の学習動機として取り上げられている（劉、1999）。

しかし、１つの大学の 100人あまりの学生を対象とした別の調査結果では、

「中国或いは中国語に興味を持っている」ことが第一動機として指摘されてい

る（廖、1996；水原、1997）。前者は、一種の安易な学習態度とつながり、ネ

ガティブな動機と見なせるが、後者は積極的な学習態度とつながり、ポジティ

ブな動機に当たると考えられる。これらの調査の結果が一致していないことは、

時流を反映していたためか、それとも、単に対象者の選択傾向の違いによって

もたらされた差違であるのか。

そこで、本研究では、中国語履修を希望した大学生を対象とし、質問紙調査

を行い、彼らの中国語学習の動機や要望などの学習意識に関するデータを収集

し、先行研究の結果と照らしながら分析することによって、今後の中国語教育

における一定の指針を提供することを目的とする。

２．調査方法

（１）調査対象

首都圏内にある６つの大学の中国語初級クラスの履修者を対象とし、授業の

始まる前にアンケート調査を行う。各大学の対象者数の違いによる回答結果の

偏りを回避するため、大学毎からランダムに26人を選び、計156人を分析対象

とする。

（２）調査事項

アンケート調査の問題は、以下の４項目により構成される。
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①学習動機を調べるために、中国語を選択した理由についての質問項目を設

ける。「中国に興味があり、中国のことをもっと知りたいから」・「中国はと

なりの国で付き合いが増えているから」というポジティブな動機を２つ、及び

「英仏独語などの横文字に弱いから」・「漢字を使うので、楽そうだから」と

いうネガティブな動機を２つ設定し、それぞれ「いいえ」・「どちらかという

といいえ」・「どちらでもない」・「どちらかというとはい」・「はい」とい

う５段階レベルで選択させる。

②学習目標を確認するために、中国語の授業に対する要望についての質問項

目を設ける。「会話より読解に重点をおいてほしい」・「文法より会話に重点

をおいてほしい」・「検定や試験をパスできるような指導をしてほしい」・

「少なくとも最低限の基礎を確実に身につけさせてほしい」・「中国語だけで

なく、中国のことも紹介してほしい」・「板書はわかりやすく書いてほし

い」・「授業後に質問したり相談したりする機会を設けてほしい」というプラ

ス志向のものを７つ、及び「授業は遅めに始め、早めに終わってほしい」・

「宿題をなるべく少なめにしてほしい」・「小テストは少なめにしてほし

い」・「テストを易しくしてほしい」・「出席にあまりこだわらないでほし

い」・「テストの結果が悪くても出席を最大限に重視してほしい」・「あまり

指さないでほしい」というマイナス志向の要望を７つ設置し、重点順に５つを

選ばせる。

③一種の学習レディネスとしての背景知識を調べるために、中国のことを知

っているのかについての自己評価項目を設ける。「中国の歴史・地理などは中

学校・高校の時に勉強したことがあるので、多少知っている」・「中国の時事

などは新聞・テレビなどによく出るので、多少知っている」・「普段中国の映

画を観たり、音楽を聴いたり、文学作品を読んだりしているので、中国人の生

活や文化などを多少知っている」という設問に対し、それぞれ「いいえ」・

「どちらかというといいえ」・「どちらでもない」・「どちらかというとは

い」・「はい」という５段階レベルで選択させる。

④学習の心理的レディネスを調べるために、中国語に関するイメージについ

大学の中国語履修者の学習意識についての実態調査

－99－



ての質問項目を設ける。「中国語は漢字があり、日本人にとって学習しやす

い」・「中国の漢字の書き方や意味は日本語のそれと違っている場合も多いら

しい、日本人にとってはかえって難しい」・「中国語には日本語にない発音が

多いらしく、日本人にとっては難しい」・「中国語の文法は日本語と違ってい

るらしく、日本人にとっては難しい」という設問に対し、それぞれ「いい

え」・「どちらかというといいえ」・「どちらでもない」・「どちらかという

とはい」・「はい」という５段階レベルで選択させる。

３．調査結果

（１）学習動機についての調査結果

学習者の各学習動機に対する評定を集計し、それぞれの動機の被験者全体に

占める割合を表１に示す。

表１から、ネガティブな動機に関しては、（a）「ほかの外国語に弱いので、

中国語を選択した」者（「はい」、「どちらかというと「はい」」の合計、以下同

様）は全体の32％を占め、（b）「中国語は漢字があって、勉強しやすいから、

中国語を選択した」者は全体の32％を占めるが、ポジティブな動機に関して

は、（c）「中国はとなりの国なので、付き合いが増えているから、中国語を選

択した」者は全体の66％を占め、（d）「中国に興味があり、もっと中国のこと

を知りたいから、中国語を選択した」者は全体の74％を占める、ということ

がわかる。つまり、本調査の対象者においては、約７割の学習者がポジティブ

な学習動機を持っているものと言える。

さらに、「いいえ」を１点、「どちらかというといいえ」を２点、「どちらで
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表１　各学習動機の占める割合（％）

評定 どちらかとい どちらでも どちらかとい
動機

「はい」
うと「はい」 ない うと「いいえ」

「いいえ」

(a)ほかの外国語に弱い 9.0 21.8 24.4 12.8 32.1
(b)勉強しやすい 7.7 23.7 21.2 16.0 31.4
(c)付き合いが増えている 29.5 35.9 18.6 6.4 9.6
(d)中国に興味がある 29.5 44.3 18.6 3.8 3.8



もない」を３点、「どちらかというとはい」を４点、「はい」を５点という具合

に各評定を点数化し、表２で各動機の評定の平均得点を示す。

表２の全般から見れば、（d）「中国に興味があり、もっと知りたい」という

動機の得点が3.9と最も高く、「どちらかというとはい」のところに当てはまる。

このことは、中国或いは中国語に対する興味が学習の最大の動機になっている

ことを意味する。その次に得点が高いのは（c）「中国はとなりの国で、付き合

いが増えている」という動機であった。これらの結果は、「中国或いは中国語

に興味を持っている」ことが学習の最大の動機であると指摘した先行研究の結

果を証明している。

また、（b）「中国語に漢字があり、勉強しやすい」という動機の得点が2.6と

最も低く、「どちらかというといいえ」及び「どちらでもない」の間に当ては

まる。この結果は、「中国語は日本語と同じように漢字を使うので、覚えやす

い」ということを最大の動機として取り上げた先行研究の結果と反している。

（２）授業への要望

学習者が何を学びたいか、どんな目的を抱いているか、どのような学習過程

を望んでいるかなどの学習目標に対する意識が異なると、授業に対する要望も

違うと考えられる。ここでは、まず14項目の要望を、選択した学習者数の多

い順に表３に示す。

全般から見ると、選択者数の多い順で上位５項目には、プラス志向の要望が

２つ、マイナス志向の要望が３つあった。また、前節の結果と照らして分析す

ると、「中国に興味がある」から中国語を選択した学習者であるため、当然彼
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表２　各動機の評定の平均得点

動　　機 平均得点

(a)ほかの外国語に弱い 2.7
(b)漢字があって、勉強しやすい 2.6
(c)付き合いが増えている 3.7
(d)中国に興味がある 3.9



らは中国語の基礎や中国文化を知りたくなるのである。したがって、「少なく

とも最低限の基礎を確実に身につけさせてほしい」や「中国語だけではなく、

中国のことも紹介してもらいたい」というプラス志向の要望を持つ学習者はそ

れぞれ第１、２位に多い。しかし、「単位の取得」は学生にとって学習の成否

胡　　玉　　華

－102－

表３　選択者数の多い要望ランキング

ランク 要　望　内　容 選択者数（人）（％）

第１位 少なくとも最低限の基礎を確実に身につけさせてほしい 101 64.7
第２位 中国語だけではなく、中国のことも紹介してもらいたい 93 59.6
第３位 テストを易しくしてほしい 90 57.7
第４位 テストの結果が悪くても、出席を最大限に重視してほしい 88 56.4
第５位 宿題をなるべく少なめにしてほしい 80 51.3
第６位 文法より会話に重点をおいてほしい 75 48.1
第７位 板書はわかりやすく書いてほしい 60 38.5
第８位 あまり指さないでほしい 52 33.3
第９位 小テストを少なめにしてほしい 45 28.8
第10位 授業後に質問したり相談したりする機会を設けてほしい 22 14.1
第11位 授業は遅めに始め、早めに終わってほしい 20 12.8
第12位 会話より読解に重点をおいてほしい 20 12.8
第13位 出席にあまりこだわらないでほしい 18 11.5
第14位 検定や試験をパスできるような指導をしてほしい 16 10.3

表４　得点の多い要望ランキング

ランク 要　望　内　容 得点

第１位 少なくとも最低限の基礎を確実に身につけさせてほしい 3.7
第２位 文法より会話に重点をおいてほしい 3.5
第３位 中国語だけではなく、中国のことも紹介してもらいたい 3.4
第４位 テストを易しくしてほしい 3.2
第５位 会話より読解に重点をおいてほしい 3.1
第６位 テストの結果が悪くても、出席を最大限に重視してほしい 3.1
第７位 板書はわかりやすく書いてほしい 2.8
第８位 小テストを少なめにしてほしい 2.7
第９位 あまり指さないでほしい 2.6
第10位 宿題をなるべく少なめにしてほしい 2.5
第11位 出席にあまりこだわらないでほしい 2.5
第12位 検定や試験をパスできるような指導をしてほしい 2.5
第13位 授業は遅めに始め、早めに終わってほしい 2.0
第14位 授業後に質問したり相談したりする機会を設けてほしい 2.0



を評定するための重要な指標であるため、「テストを易しくしてほしい」や

「テストの結果が悪くても、出席を最大限に重視してほしい」というマイナス

志向の要望も第３、４位と上位になっている。

次に、選択された５つの要望を、重要順にそれぞれ５点から１点を与えて点

数化し、表４で各要望の平均得点を示す。

全般から見ると、重要性の順で上位５項目には、プラス志向の要望が４つ、

マイナス志向の要望が１つあった。また、表３に見られた選択者数の多い項目、

例えば、第４位の「テストの結果が悪くても、出席を最大限に重視してほしい」

と第５位の「宿題をなるべく少なめにしてほしい」は、表４では、それぞれ第

６位と第10位になった。それらのことは、「単位」や「宿題」を気にする学習

者は多いのだが、その重要性は「勉強」そのものには及ばないという認識を持

っていることを意味している。この点は、前節で確認できたように、中国語学

習に対してポジティブな動機を持っているという結果にも裏付けられる。

（３）学習のための背景知識

学習者の中国に対する知識は、中国或いは中国語に対する興味の源となり、

また、語学学習における背景知識として、学習効果にも影響を与えるものであ

る。そこで、中国語履修者の中国に対する背景知識に関する自己評定を収集し、

「いいえ」を１点、「どちらかというといいえ」を２点、「どちらでもない」を

３点、「どちらかというとはい」を４点、「はい」を５点というように点数化し、

表５で各背景知識の評定の平均得点を示す。

表５からわかるように、高校までの「学校教育から得た中国の歴史・地理に

関する知識」についての得点が最も高い（3.2）が、それでも５段階評定上では

大学の中国語履修者の学習意識についての実態調査
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表５　各背景知識の評定の平均得点

知　識　項　目 平均得点

学校教育から得た中国の歴史・地理に関する知識 3.2
テレビ・新聞から得た中国の時事に関する知識 1.2
日常生活から得た中国の文化・生活などに関する知識 1.9



「どちらでもない」のところにしか当たらない。つまり、世界史や世界地理な

どの学校教育を受けたにもかかわらず、中国の歴史や地理に関する知識を持っ

ているとは言えないという自己評定である。また、「中国の時事」や「文化・

生活など」に関する知識については、得点はいずれも２以下であり、「いいえ」

のところに当たる。つまり、「テレビや新聞、或いは日常生活から得た中国の

時事・文化・生活に関する知識」に関しては、学習者自身が完全に「持ってい

ない」という否定的な自己評価をしている。

まとめると、学習者が中国語学習ための背景知識を持っていないという自己

認識がある、また、学習者自身の評定は絶対的なものとは言えないものの、あ

る程度学習者自身の背景知識の現実を反映していると推察できる。

（４）学習のための心理的レディネス

これから勉強しようとする言語に対して、学習者がどんなイメージを持って

いるのかということは彼らの学習のための心理的レディネスとなる。そこで、

学習者に中国語を母語の日本語と対照させながら、中国語の難易度についての

回答を収集し、「いいえ」を１点、「どちらかというといいえ」を２点、「どち

らでもない」を３点、「どちらかというとはい」を４点、「はい」を５点という

ように点数化し、表６で各比較項目の評定の平均得点を示す。

表６からわかるように、「漢字があるから、学習しやすい」と「日本語の漢

字の書き方や意味と違うから、難しい」という比較項目の得点は同じ3.3であ

り、「どちらでもない」のところに近い。つまり、学習者は、同じ漢字がある

ため勉強しやすい分と、漢字の書き方や意味の違いから生じた難しい分を両方
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表６　各比較項目の評定の平均得点

比　較　項　目 平均得点

漢字があるから、学習しやすい 3.3
日本語の漢字の書き方や意味と違うから、難しい 3.3
日本語にない発音があるから、難しい 4.2
日本語の文法と違うから、難しい 3.5



認識しているため、勉強しやすいか勉強しにくいかが断定できないという認識

を持っている。しかし、文字の特徴に起因する容易なイメージとは違って、中

国語の発音や文法に関しては、難しいと断言している学習者が多い。特に、発

音の難しさについて、その得点は4.2と高い。

まとめると、中国語履修者は学習する前にすでに「中国語は発音が難しい」

という心理的レディネスを持っていると考えられる。

４．調査結果の考察

（１）中国語履修者の学習動機についての考察

外国語教育において学習動機はどのような位置づけにあるか、つまり、学習

動機は外国語教育の成否に対してどれぐらいの割合を占めているか、どの程度

の重要な情意的要因であるか、これらの問題を課題とした研究はたくさん行わ

れている。ここでは、その中の１つである堀野らの研究結果を引用する。

堀野ら（堀野・市川、1997）は、英語学習を課題とした研究を通じて、学習

動機を６種類に分類した。すなわち、①知的好奇心や向上心のために学習する

という「充実志向」、②知力を鍛えるために行うという「訓練志向」、③仕事や

生活に役立つ知識や技能を得たいからという「実用志向」、④ほかの生徒や先

生につられて学習するという「関係志向」、⑤他者に誉められることを目的と
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表７　学習動機の２要因モデル

学　　　大

習　（重　視） 充実志向　　　　　　　　 訓練志向　　　　　　　 実用志向

内　　　　　　　（学習自体が面白い） （頭を鍛えるため） （仕事や生活に活かす）

容

の

重　　　　　　　 関係志向　　　　　　　　 賞賛志向　　　　　　　 報酬志向

要　　　小　　　 （他者につられて） （誉められたいから） （報酬を得る手段として）

性　（軽　視）

小（間接的） 大（直接的）

賞 罰 の 直 接 性



した「賞賛志向」、⑥成績に伴う物質的報酬や学歴、出世などを期待する「報

酬志向」である。これらの動機は、表７に示したように、学習内容の重要性と

賞罰の直接性という２要因によって構造化される。

本研究で見られた中国語履修者の学習動機の第一は、「中国に興味を持って

いるので、もっと中国のことを知りたい」というものであるので、これは表７

の「充実志向」に当たると言えよう。さらに、表７からわかるように、「充実

志向」の動機による学習は、賞罰の直接性が低く、報酬として直接に随伴して

いると意識されて学習行動をとっているわけではないが、学習内容の重要性と

深く関わり、学習する内容自体を大切なものと考えているものである。その点

は、学習者の授業への要望に関する調査に、「少なくとも最低限の基礎を確実

に身につけさせてほしい」、及び「中国語だけではなく、中国のことも紹介し

てもらいたい」という学習内容に関する要望が上位になっている、という結果

にも裏付けられる。

また、本研究で見られた中国語履修者の学習動機の第二は、「中国はとなり

の国なので、付き合いが増えているから」というものであり、これは表７の

「実用志向」に当たると言えよう。表７からわかるように、「実用志向」の動機

による学習は、学習内容の重要性と深く関わるだけでなく、賞罰とも直接関わ

るのである。したがって、彼らは学習する内容を大切なものと考えているほか、

その学習の効果も重視している。例えば、授業中に習った中国語を使って中国

人の友達と挨拶して通じた時や、中国の映画のセリフを聞き取れた時の喜びは

彼らにとって大きな励みになる。

しかし、学習者が中国に対して高い興味を持つ一方、中国のことについては

ほとんど「知らない」というのが、今回の調査結果である。そこには、十分な

学習動機と不十分な学習レディネスの間の矛盾が見られる。つまり、中国語履

修者の中国に対する興味は、中国に関する知識や理解に基づいた理性的なもの

というよりは、むしろ周囲の中国ブーム（特に、近年中国に関するニュースが

マスコミに登場する頻度はますます高まっており、新聞や週刊誌だけでなく、

テレビやラジオの中国に関するスペシャル番組の放映、中華料理やお茶の流行、
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等々）に引きずられた感情的なものだと考えられる。

要するに、そのような理性的な土台のない学習動機（中国に対する単なる

「好奇心」或いは「趣味」といった程度のもの）は、極めてデリケートなもの

で、実際の学習過程においては、学習活動が順調に進んでいるうちは、その

「好奇心」はいっそう高まるだろうが、いったん学習内容と自分の予想したも

のとの間にずれが生じた時、或いは学習内容につまずいた時、熱い「趣味」は

すぐ冷めてしまうものであることは想像に難くない。例えば、中国のことをも

っと知りたくて、興味津々で中国語を選択した学習者の中に、発音練習ばかり

の授業に挫折感を覚えたり、退屈と感じたりして、授業初期でやめてしまう者

を、毎年度しばしば見かける。

また、十分な学習動機と不十分な学習レディネスの間の矛盾は、これから学

ぼうとする学習内容が学習者の実際の生活と乖離していることも意味する。そ

のような生活と関連のない学習では失敗を招く恐れが高いということが従来の

研究によって指摘されている。例えば、外国語学習不振者（underachievers）

を調査対象とした研究では、外国語学習不振者とそうでない者を区別する要因

は、動機が実用的な目的であれ、楽しみのためであれ、外国語学習と自己の生

活との関連性を実感することができなかったことである（縫部、2001）。

したがって、中国語履修者がポジティブな学習動機を持っているとはいえ、

その高い動機は必ずしもよい学習効果につながるとは限らない。教育者にとっ

て、学習者の高い学習動機を活かすための学習指導の工夫が重要である。

近年、中国語教育の研究の重視に伴って、「楽しく学ぼう」という理念に基

づいた指導方法の工夫が盛んに行われている。例えば、教科書の漫画化や、本

文に恋愛場面を設定するなど。しかし、このような「楽しい形式を設ければ、

楽しい勉強ができて、学習効果を高められる」という「発想」には学習心理学

的根拠があるのか、また、学習者にとってこれらの形式は本当に楽しいものな

のかはまだ議論の余地がある。つまり、そういった学習形式上の検討や工夫は

大切だが、それよりも重要なのは、学習内容の検討や工夫ではなかろうか。例

えば、現状の教科書の編集について、「中国人が各課の本文を書き下ろし、日
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本人が説明や例題を執筆する方式が多いが、ネイティブ・スピーカーの文章は

どうしても内容本位となり、本文項目の出現や語彙の選択に無理が出やすい」

（輿水、1999）という指摘がある。これなども、「本文本位」ではなく、学習者

の充実志向・実用志向の学習意欲を満たせるために、初級中国語の教科書にど

れぐらいの語彙や構文規則が必要かを、まず検討すべきであろう。

（２）中国語履修者の心理的レディネスについての考察

中国語履修者が学習する前に「中国語は難しい」という心理的レディネスを

持っていることが今回の調査でわかった。その心理的レディネスは今後の学習

にどのような影響を与えるのか、ここで分析してみたい。

まず、学習者の学習内容に対する心理的レディネスは彼らの学習結果に対す

る予想につながると考えられる。これから学習しようとする内容が難しいと予

想するほど、学習結果への不安が大きい。このことは、学習者の授業への要望

に、「テストを易しくしてほしい」及び「テストの結果が悪くても、出席を最

大限に重視してほしい」というものが上位になっているという調査結果にも裏

付けられる。

また、学習者の学習内容に対する心理的レディネスは彼らの学習結果の原因

分析、すなわち、学習成否の原因帰属につながると考えられる。Weiner

（1972）の理論によると、成功や失敗の原因を表８に示したように分析するこ

とができる。

つまり、「原因が内的なものか、外的なものか」という要因と、「安定（不可

変）なものか不安定（可変的）なものか」という要因によって分類する。その中

に、学習の成功や失敗を内的で可変的な要因である「努力」に帰属することが
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表８　学習成否の帰属の２次元の分類

安定性 安　定 不安定

原因の所在 （不可変） （可　変）

内　　　的 能　力 努　力

外　　　的 課題の難しさ 運



一番推奨される。つまり、成功しても、失敗しても、それは努力したから或い

は努力しなかったからと学習者が認識すれば、「次は頑張れば成果が出る」と

いうことでやる気が喚起される。

しかし、「学習内容が難しい」と予想した中国語履修者は学習の失敗を、外

的で不可変的な要因である「課題の難しさ」に帰属しがちであろう。このよう

に、失敗に恐れるが失敗原因を自分の努力に帰属しようとしない学習者に対し

て、学習動機を喚起させるためにはどのような指導を心がけるべきであろう

か。

この問題を解明するには、近年、教育心理学で提唱された「成功焦点型評価」

（村山、2003）が参考になると思われる。つまり、学習のフィードバックとし

て、同じ意味内容の評価が、成功焦点型にも失敗焦点型にもなり得る。例えば、

10問の課題に３問正解したが、７問を間違えた学習者に評価する場合には、

「君は７問も間違ったね」や「今度間違いを７問以下にしてね」などのコメン

トは「失敗焦点型評価」、つまり、失敗やネガティブな結果に焦点に当てたフ

ィードバックになる；「君は３問正解したね」・「今度正解を３問以上にして

ね」などのコメントは「成功焦点型評価」、つまり、成功やポジティブな結果

に焦点に当てたフィードバックになる。「成功焦点型評価」は学習者の動機づ

けを促進することが教育心理学上ですでに検証されている。すなわち、評価者

のわずかな言葉遣いや配慮で、学習者の意欲が高まる可能性を示唆している。

このような理論の実践は中国語学習の現場に対しては意義が大きいと考えら

れる。例えば、学習を始める前のガイダンスの際や、授業を進める前に、結果

への不安を抱いている中国語履修者の興味と努力を喚起させるためだからとい

って、不用意に「難しいので、努力しなさい」或いは「難しいので、努力をし

ないと失敗するぞ」などの教示は避けるべきであろう。そのような場合には

「難しいが、努力すれば成果が出る」というような励ましの言葉をかけてやる

ことが大事なのである。
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