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0.は じめに

非漠字系学習者にとって､蔑字学習の蕉 しきはまず第-にその ｢文字｣としての異質性

(意味性､数､字形認識､造軍法､造語性､複数の読み)､第二にその結果として迫 られ

る膨大な量の記憶とその保持､襲化という形で意識される｡ これに ｢海外で｣という条件

が加わると､実際の使用場面が与えて くれる動横付けも学習の横会も期待できなくなる上､

教える例は､国内に比べて漢字指導に割ける時間が少ないという- ンディを古色:)ことに

なる｡ ド-つ覚えると一つ忘れて しまう｣といった学習者か らの訴えはけして珍 しいもの

ではあるまい｡ しか し､こうした訴え自体が漢字指導の誤 りを反映 しているのだと気付い

たのはモスクワ大学の方法論に触れた時だった｡

目標とする浸芋力の目安は常用添字､最初の1年半で900字強を電えなければならT.i-い

モスクワ大学の学生たちはも日本語学習上の園発として ｢漢字｣を真 っ先に挙げる娃ま缶が､

一方で漢字に対する態度は非常に肯定的で､[･l本語に突かせないものと考えている(,教授

陣の確固たる信念が影響 Lて のことではあろうが.､この注字必須論がただのお1'_t着せでは

ないことは､学生たちが意味解釈のス トラテジー一一として漢字知識を用いていることからも

明らかである.2年生の フ=jスで既に､耳慣れない語葉があれば添字による板書を教師に

求めるし､3年生の葡訳では菜普の読めない語でも使われている漢字から意味を推 し量 っ

て訳す方略を身に付けている｡涙字寓か ら来た学習者にとっては当たり前のス トラテジー

だが､これを使いこなせるという点で､モスクワ大学の珪字指導は非漢字圏の ものとして

は成功の部類に入 ると考え られる｡本発表ではモスクワ大学の畳字指導の特色を紹介 し､

そこから､非漠字系学習者にとって有効な添字指導とはどういうものかを考えていきたい｡

1. モスクワ大学における漢字指導

1ー1. コースと学生の特色

4年制で､公式の場やビジネス場面で適周する通訳 ｡葡訳能力の育成を旨とする専攻コー

スである｡ ソ連時代からの伝紋の中で形成されてきた独自の方法論､教材は修正を加えら

れ､形を変えなが ら今 も受け継がれている｡学生は基本的に優秀で暗記力があるが､その

日本語には時に漢語の濫用による変な堅さが見られる｡

1.2_ 羨字指導の基本理念

体系論に基づく言語教育観から､蔑字 もまた1つの体系を成す ものとして捉えられるが､

これを文字体系の枠組みに収めず､む しろ語嚢体系の一翼を担 うものとして位置付けるG

1.a 漢字指導のカ リキュラム

1.3.1. 導入の時期 ひらがな ･カタカナ同時導入注2のあと､第 4題目から0

1.3.2. 時間数 (適当たりの湊字指導 コマ数/日本語法習総 コマ数､-コマ-80分)

1年前期 ‥2/8､1年後期 :1/8､2年 :1/7､3年 :1/60

海外の他機関と比べて (- [資料 2】)恵まれていると言える｡蔑字指導は語
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嚢指導だという共通認識があるからこそこれだけの時間が割ける｡

1.3.3, 漢字量 (学期別学習漠字数/累積数)

1年前期 :184字/184字 1年後期 :334字/518字 2年前期 :390字/908芋

2年後期 :177字/1085字 3年前期 :190字/1275字 3年後期～4年 /1945芋

1.4 漢字の選定基準

提出版と組合せは文法と会話のための教科書 (下記参照)の トピックに沿い､漢字知識

体系化のための配慮は薄いCその他の日本語教科書､新聞なども担当教師が適宜援用 し､

必要と思われる漢字､羨語語嚢があれば加えていく｡量的コン トロールは甘い｡

1年-2年前期 ｢E]本語教科書 Ⅰ～Ⅱ｣ (モスクワ大学開発)注3

2年後期､3年前期 ｢中級読解副読本 2年生用､3年生用｣ (同上)

3年後期～ ｢常用漢字表｣

1.5. 学習内容

(1)字形､(2)音訓読み (同時)､(3)意味､(4)部首､(5)教科書に出て くる語嚢は暗記するこ

とが求められる.かつては添字字典検索用の部首番号 も暗記項目だった｡筆順､画数､字

形バランスについては最初の学期で念入りに指導される｡また､教室では､造語性の確認

を兼ねて､音と意味と字形を推測によって結びつける語嚢拡大練習が行われる｡E71.6ー3_

1.6. 指導方法

1.6.1. 導入 漠字体系については教科書で順を追 って解説される｡ (g [資料 1-1])

個々の羨字については課毎に新出漠字の意味､書き方､音訓の読み､構成要素

-の分割､覚えのヒントなどを紹介す る｡教師による板書中心｡

1.6.2. 自宅学習 意味､読みの暗記と書き練習｡1年前期用に､縦書きで一画ごとの筆

版を示 した書 き方練習帳がある｡覚え方は個人に任されている｡

1.6.3. 練習 [資料 1-2]は ｢日本語教科書 Ⅰ～Ⅱ｣記載の漠字練習問題の代表例を

集めたもので､伝統的な羨字教育観を反映 したものと考え られる｡実際の教室

場面では筆願や画数は学生が黒板に出て書 くという作業の中に解消されており､

現在では [資料 1-3】のような練習が増えてきている｡

教室練習は知識の暗記程度を試す場ではなく応用する場である｡一般的な練習

の仕方 としては､学生を急坂に出 して語や文の書き取 り (ロシア語で意味を与

えて/ 日本語で音を与えて)をさせ､使われる羨字の字形､書字法､意味､音

訓をチェックするという形がよく取 られるが､その場合､未習語 も課題 として

頻繁に用いられる｡例えば､最初に習 う12字の中には ｢先生｣の ｢生｣と ｢あ

の人｣の ｢人｣が含まれている｡これを利用 して教師は1 日 Il ' (人生の意)

にはどの浸字が用いられるかを推測させる｡更に音で ｢ジンセイ｣というヒン

トを与えれば､音訓双方の読みを知 る学習者にとって漢字でどう書 くかの推測

は易 しい｡ このようにして初期か ら意味推測､語嚢拡大の訓練が為される｡

1.7.評価 漢字については隔週で書き取り小テス トがあり､期末試験 もあるが､他科目､

例えば文法の試験であっても解答に既習漢字を使わないことは減点対象となる｡

2_ 非漢字系学習者に対する漢字指導を効果的に進めるために

非浸字系学習者の浸字の捉え方については､(1)ま字を個々に､独立 した記号のようなも

且1



のとして記憶 しているらしいこと (石田1986)､(2)視覚的把握 (字形認識 と意味符号化)

に弱 く､音声情報に頼 る傾向があること (例えば宮城1991)が指摘されている｡(1ほ､らは

くa億 字知毒の捧系能の工夫の､(2ほ､らはfb)字形認識と(Cき意味性把握の訓練の必要性が導き

出され､更に利用で きる強みとしてlJ d)聴覚的把握と記憶の良さが浮かび上が って くる｡

｢一つ覚えるとた くさん覚えやす くなる｣と思わせるのが成功の鍵であるO (a)と(C)につ

いては､羨字体系を語嚢体系と関連づければ､構成要素の分析と続合 という手法､字源や

意符 昏音符についての知識が､グループ分類や推軌による語嚢拡大練習の浜綜的に推表 し

たり帰納的に発見 したりする過程で､体系を秩序だてる法則を確かめるために活用される｡

この種の訓練を数百字の漢字知識を前提として中級以降の ものとす る意見 もあるが､モス

クワ大学の例をみるように初期から可能であるし､知的刺激に富むが故に能動的な学習を

促すO ま,た､(b)では構成要素分割と扶合J)手法 (モスクr}大学､ トリニi992等)が字形の

再認にも再生にも効果を発揮するo Lか し､再生には加えて感覚運動記憶が必要になるO

葦艦や画数の指導の意義は整形や検索以前にこの記憶の強化に認め られようO留意すべき

は､この記憶像が完成された静止像ではなく過程像であるという点であるo 学生が交替で

常時慧板の前に立ち､課題を書いていくというや り方は漢字が出来上が ってい く過程をで

は r意味が分かって も読みがわからIiいと不安｣という学任の声 i､人北1995)もあるく-せ一一･一

か くの蛍みを活かすには音訓同時導入が望まLいO また､音符知識利用の方略 も早期導入

が望ましく､そのためには ｢形声カルタj (伊 束 .宮下)のアイデアが示唆に富むL,

['海外｣という環境では上記に加え添字の ｢文脈化｣ (川口i996)への配慮の必要性が

倍加するが､一方で基本湊字の選定については国内はど使用頻度や学生のサバ イバルニー

ズに気を遭わな くて もよい｡藻草導入専周の教材を文法や会話とは別建てで開発 し､構成

要素か ら構成物へと体系化の工夫を凝 らす余地はむ しろ海外に残されているはずであるo

注 1‥1994年9月にモスクワ大学の 3､4年生39名を対象に行ったアンケー トによるO

注2:70年代には(1)カタカナ(2)ひらがなの順で導入 していたが､80年代には(1)ひらがな(2)

カタカナに柁自序が逆転 し､更に80年代の終わり頃から同時導入が試み られ定著 したO

注3:この教科書は､同 レベルの他資料と比べ漢字語嚢の比率が高い｡ (稲垣(1994))

参考文献 : (紙幅が取 られるため(6さの文献 リス ト(pp308-314)記載の ものは除 く)
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壬2)伊棄信夫､宮下久夫(1994)F浸字はみんなカルタで学べるj太郎次郎社
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教育セ ンター紀要j4
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語教育j5 国際交流基金 日本語国際セ ンター

(5)海保博之(1990)｢外国人の漠字学習の認知心理学的諸問題｣ F日本語学jvol｡9

(6川旧 義-､加納千恵子､酒井順子(1996)F漢字指導アイデアブックj創拓社
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[資料 1-1】 : ｢日本語教科書｣ Ⅰ､Ⅱの 漢字体系に関する解説項 目の内答 リス ト

は表記における湊字の用法､字源､葦画法 (Ⅰ一概説)

(2)構成要素分割のルール (I-6諌)

(3)構成要素の配列とバランス (I-7課)

(4)単体字が構成要素として用いられる場合の変形例 (I-8課)

(513つ以上の構成要素に分割される添字の例 (I-9課)

(6)かまえ､しんにゅう､たれ (王-1O課)

(7)部首の意味と部首番号 リス ト (Ⅱ- 1課)

[資料 1-2] :｢日本語教科書｣上～Ⅱの湊字練習問題例

(筆順 ･画) ●次の漢字の葦版を示せ｡●次の漢字は何画か｡

(字形認識) ●次の漢字を構成要素に分解せよ｡ ●次の漢字の構成要素のバランスとデフォ

ルメの仕方について説明せよ｡

(意符 ･音符) ●次の添字の意符はどれか｡ ●構成要素に分割 し意符､音符を指摘せよ｡

●次の漢字の部首は何か示せ｡

(グループ分類) ●次の漢字の共通要素を明 らかにせよ｡ (字形) ●次の漢字を以下の方

法で分類せよ｡(1)縦分割型(2)横分割型(3)混合型 ●同 じ部首の漢字を挙

げよ｡

(書き取 り) ●次の文 (ロシア文字で発音表記された日本文)を漢字かな交 じりで書け｡

●次の言葉 (ロシア文字で発音表記された用言)を送 りがな付 きで書け｡

●次の (ロシア語の)文/語を日本語に直 し漢字かな交 じりで書け｡

(意味の推測) ●次の漢字語の意味を述べ､どうしてそう考えたか説明せよ｡

(読み) ●次の羨字の音読み､訓読みを述べよ｡

[資料 1-3] :開発中の日本語教科書●)の漢字練習問題例

(字形認識) ●どんな漢字ができますか｡ 人+直- 思 一心 +カ ニ

(意味と読み) ●同 じ漢字を使って文を完成 しなさい｡ ( )室で ( )る｡申 ｢寝｣

(分類) ●グル-プ内の共通項 (読み/構成要素/部首)を言いなさい｡

(読みの推測) ●次の語 (語集束習､湊字既習)は何と読みますか｡

(I)羨語 :事前､寝食､思考､etc.(2)和語 :出来事､早寝､思い出､etc_

(意味の推測) ●右のE]本語/文/ことわざ等の意味を左のロシア語の中か ら選びなさい.

(日本語の中の漢字を手がか りに意味を推測する)

串'モスクワ大学のス トロゴワ､シェフテ レピッチ両助教授が開発中の中等教育初級

教科書より｡
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