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0.はじめに

漢字は日本籍にとって重要+J:尊貴であることは､広 く謎められているところである｡ しかし､時間的制

約､教師不足､自学自習ができる､などの理由によって漢字教官は端に追いやられているのか現状ではな

いf:pろうかO最近体系的tJ:漢字単軌 こも焦点が当てられるようにfd･ったが､織れ 特に海外の樵関では､

教科書の課に出てくる漢字を簡単に教官で紹介 して､自宅学習をさせ､テストで定着を回るのか一般的+i:

パターンでは+J:いだろうか.SOASも例外ではなく､私が着任 Lf=6年前 i992年は､主教材はすでに

SituationaiFunctionalJapanese(以後 SFJと略)であったが.エリー ト学生を相手にしているという

思い込みもあっt=だろうが､漢字学割 土学習者の自苑的意欲に任せ､特に漢字グラスは設けていなかっt=

そう,+:O着任後最初の年は､hiqFJの中から適当に漢字を選出してプリントで配布 し､自学自習をさせた｡2
年目は､凡人杜の ｢Ba.sicKanji500｣が以前に注文Lf:まま使われていな く､使わ+J:ければ+i:らrJ:いと

いうことで使用 したOが､学生の経済的負担 もさることながら､SFJとの併用は藷東･文型との調節が困

難で､学生の負担が大きすぎ､効果的では+i:かっt=Oそのころ､英国において高等教官の大衆化が始 まり､

学生数の倍増という事態もあり､早急に学生にあった漢字教官をはじめ､日本籍か )キュラム全体の見直

しの必要性に迫 られ､周囲の理解を少しずつ求め現在の司引こ改首Lてきたo

I. ｢初級El本籍｣概略

簡単に筆者がコース貴任者を務めている 1年生心魂の｢初級日本語｣コースについて述べる｡いまある｢初

級日本語｣が確立 Lf=のは､Iqq6年度である｡というのは､それまで L年の3学期目を日本で過 ごしてい

f:のが､l年目はすべてSOASでし､2年目に日本へ留学することに+J:つたからだ.

衷l｢初級日本語｣

lコマ 50分､週 は コマで､火曜日から新 い ､レッスンに入り､月曜日の複習テストでその課が終わるよ

うに+dTっている0年間 24通､約 300時間で主教材 SFJ全3巻を終える｡SOASの日本籍学科は､そもそも

日本学研究者の育成昔日婚 しているもので､伝統的に読み書き､南訳を重視 している｡主教材 g=Jをそれ

らの点で補うt=めに自主作成の削教封をふんt=+んに使っている｡副教材には､文法と朝訳練習のWorkbookI
&2､作文教材､読解教材,後習クイズ､それからKanjiWorkbookL&2がある｡

=∴実字指導の基本的信念

日本語を勉強 しか ､と希望 してくる人の中には､漢字に魅せられた者がいる.また,漢字が覚えきれず
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脱落Lていく学生 もいる｡ 良くも悪くも漢字は日本語学習にとっては要になるといっていいO まt=､漢字

力は､他の披能に彩管を及ぼすことも縫線きれているので∴ 実字力を養成することは必須であると考える｡

漢字指導に限 らず,筆者の もつE3奉語教育の借念は､｢己本籍は楽 しい｣F日本語ほやさい ､(,｣ と､弓 こ

とだ,,教える側が,難 い ､と思っていてはいけないと信 J.:ているO漢字 も同嶺に ｢漢字は面白い｣､｢漢字

は易い ､｣ とも､う感度で向かっているO漢字が書手で､疎いであるという畏い込みを学生が韓つ三とは_.

絶対に避けか ､ところだO

漢字教育の目的は､第-に学習者の漢字学習の自立を促すことであるO次に_,漢字力の基礎 となるカは≒
読み方の嬢推力､意味の頼経カだという考えをもとlこ､漢字力を養い､諸費の東充を計 県 読解力および

作文カへとつなげるここであるo漢字教育 と譜尭教育ほ連結 しているピ考えるo

F=∴実字ワークブックの農本的枠組み

このような7-グブックを作る=とは､とても-人のカでできることではなく､E粥5尊から 耶 草の 2

年間同僚の柏木美和子 と二人で作ってきたものであるOワ-グプッグの概要だが､SFJに緩まきれ,7L=語農

を分析､研究 上 各課での奮なり､使用頻度などを配慮 して2各課に配列､針 685字の習碑を目的 とし

てある.)ワークブック各課の構成は､新 Lい漢字の擾泰､綾品替えの漢字の硯示､練習問題,褒虫用漢字

練習シ- 卜､吸出凋練習間腰解答欄敗か£凍 っている｡

】巨 7--ダブッグの特赦

a_野｣ にある諸費を教育漢字､常弼漢字の範囲で∴ 異字化すべきも"I,ZlJはLQHrまぼ全 部 漢 字 花 L 7､ 無

理なi書けるようにシスサマディッ//7に碑戚 されている｡なおかつ日本語能力鱗験 ヨ級､ 鳥貌の

漢字を網羅 ヒている｡
』.漢字の読み替え紺勇次給い出Lてあるため､既出の鏡品と登わなから尊べるo

cゥSFJの語糞 と蜜ねてあるので㌔語農の二重負担が避けられるO学習vm,孝助けとなるようfニ語薬はSFJ
で既出語であるかt.これから学習するのかを_uv坤をつけて区別 Fjt:いるO またL,L志し誉吾がか

りにSFjの索引を使い､語の意味魯予習することができる｡

乱 18課からは､筆者作成の読解散財 も範囲としているため､高等教官機蘭での学習者に不可朱で

あるが､SFJではか く-されていない､組合科学系の諸費 も学べる｡

e,練習問題はその謀の新出漢字､涜A,替え漢字のすべてを網羅 工 なおかつ､既習漢字､音訓の奮

ね､差異 を意織 させるように構成されている｡要するに複習 Lなが ら体系化できるようにエ爽さ

れているc

f.練習間葛は既習の文法を有効に使い言 実字仮名混 じりで書 くにふさわ しい文 レベルを恵鼓した文

章 となっているO短文や余話文ではなく､少 しずっ既習語鼻..文法を使った長い文に親 しむこと

ができるようL:凍成されているo

g｡各課の練習問題最後の設問は､ひらがな文を漢字仮名混 じり文に直 し､縦書 き原稿用紙に書 (総

合的flL問題であるC縦書きにも慣れ,まt:､文意から漢字を選択することも学べるo

h.文字は､教科曹体を用いて表示 してある,+:め､そのままモデルとLてまねることができる｡筆記

体 と活字体の通いも練習問題の一つとfJ:っている.

l. 漢字練習および練習間確解答周航の碇出用用紙を設けることによって._宿題 とLて出すことがで

き､学習度を確実に教師が杷撞できる｡

2)漢字抽出基準

SFJ各課の ドリルの新出語集､ ドリルで使用されている詩集+tL･どから選んt=lt｡ I8課からは読解教材.

SFJの会話 ドリルやタスク等からも抽出しt=ng=Jではひらがな表記だが､漢字表言己が妥当t=+と考え

られるものも含めた｡(例 :今 変える/変わる､簡単､初めて､聞適える) また､関連語としていっ

しょに入れるのか妥当fJ:ものも含めt=O (例 :秋､西)
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3)漢字経由基準は､

+A:るべ く新出籍兵として出てくる課で碇出し,既出語は文法 ドリルで使われているものを優先 しt=D

できるf=+け体系的に習得できる順序で浸出するよう配慮 Lt:つもりである｡

4)語例提出基準

その課の新出籍を優先 Lたo未出語は､SFJの後の課で出てくる語と SFJにtJ:いが､基礎語 と考えら

れるもの(例 :英国､月､考え)を含む｡

IV. 漢字クラスの基本的枠組み

目 漢字の導入時期 :授業開始前のオリエンテーション期間中の2日間でひらが+J:音導入する.そ してヰ受

業開始第 暮週目にひらが+Jを定着させ､カタカナの導入定着を図る｡漢字は第 2主項目から始めるo第

2課から第 6課 までは毎週 25字の新出漢字を習うが､それ以降は毎週30字 とfJ:る0

2)漢字グラス l:前週の漢字テストと新出漢字の導入を行 う｡特に､目新 しい方法を用いてはいないO

漢字の記憶を助けるf=めに,教師ができる範囲で連想法､イラスト､唱え言葉+A:どを使い ､筆順 を示

し､漢字の構成を説明する｡偏や費の部首の説明は早い時期にするoまた語源･字源等を説明 し､漢

字同士を関連付け､興味を特たせることもする｡漢字練習シヒートは翌臥 水曜E3. I0時 までの暗鬼

となるO教師はこれをその日の4時までに目を通 し､学生に返却することに+J:っているO これは､漢

字練習問題に入る前に字形の間送えや､プロポーションなど新出漢字が正確に再生されているかをチ

ェッグするためである｡

3)漢字クラス2:まず､最初に漢字グラス lでは時間吋にできない読み替え漢字の導入をするO特に筆

順を穐示 Lたりする必要は+1･いので､簡単に見ていくだけだ｡その後は､毎回詩集の拡充や､漢字の

読A d漢字の意味の類推力育成を計るべ く様々+J:タスクをするO また､語兵としての使い方や､その

課の文型を用い,漢字教官が漢字を書 くだけで終わらないように文のレベルまで持って行 くことを心

がけている｡具体的には､形 ･音 ･意味から漢字を見ることを学び､さらに言葉として漢字の使用法

を考えながら韓菜の拡充盲目婚すO例を挙げrJ:がらSOASでの漢字教育を紹介 していきたいo (課が表

示されているものは練習問題からの例､+A:いものは授業中のタスクの例)

a.漢字横成要素を中心とLf=練習

同 じ部首の漢字集め q課 【諸 l<=+i;;去 バ憲 培 ､ にもEj票 つ

lo課 イ･･にんべん :ア ( む)､( う)､( りる)､ ( 所)

やす つか か じゅう

似ている漢字を見る 6課 <勉､晩> ご飯を食べましたOそれカ､ら- 強 しまLt=O

<近､所> これは私の住 です｡大学の くです｡

16課 lア イ 2ア イ

くるま ひが し きゅうりょう かが く

b.音の要素を中心 とLf=練習

音読み訓読み 5課 右側 あざがわ= k + "K__ 電話 でんわ-一 十 ____

読み替え 8課 旦す 由る 塵かける 旦盛

( )( ) ( ) ( )
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同音異字

I6諌 塵盤 塵迦 並鍵 盤 坐の国 坐旦
( )( )E j ( )( )E I

!Lq凍 上去 南 (I ,1 ( )号 ( )配 ( )聞 写 ( )

23課 おきます : 何時に___ か｡ どこに

さて : ここに .. くださいO これを くl+:さ､
おもい : かばんが叫 です｡ そう恥 ますQ

C .意味の要素を中心tとした練習

反悪籍

仲間集め

和語-漢語

鷺韓からの境品

形容乳 形容動詞く偲鮒 -不便上 敷開 く開ける-閉める上 名網 は 席-欠席)

食べ物､動物､自然､家族等をテ-マに漢字で啓ける藷塵を集める

22課 国へ盈三豊-遭遇した 粥 -Ⅶ

かえった しらペる

合恥二重___ _ 一.__- _.._Lー _一一_I_し†:drQ易ypILr
23採 車 用の三豊に邸展をかわ-3桑C,帝物 音運ぶ幻に=ニ頃コかか 一班 詣

外見だけでは鮎 か分からないO 兄弟は鮎 ですれ)

a.使用法を通 して藷廉の拡充を或る練習

活用//送 り俵名

自動詞 ｡旭勅詞

助詞

短文作 り

既出漢字での涜み

既出漢字での意車

r!課 かく小 量⊥二王 -iiさる増 . fiL'i ろ -チ

日課 皐が辻肌仙 /鼻を止 まどが閉 /意ピ音間仙 山

( )入る/座る/立つ ( )出る/降 りる

習った漢字の緒鼻音使いながら ｢にある 申いる｣ の文を藩 i

受け身形/授受動詞を用い､漢字 を使 って短文を尊 く

入学 then:howdoyousay 'toenteraroomF人室

数蜜.研究官､コピー室 翫 …hat:相客普 く読めないが､意剰 ま分かる)

熟語の成 り立 ちの藷 作文 (下から上へ意味がつながる) 近所 (上からで)

頼頭辞の芸舌 不 非 無 未

漢字 グラスの授業その ものは､果敢 をぞんぷんに使い､学生に参加 させなが ら行 っているo諌確を与 え､

教師は教宴 を巡回 し､質問に答えrl･がら､個別始等の時間ともなっているo答えは､農奴に学生に書かせ,

皆で確認するO また､漢字練習閏確は金曜 日の朝線虫することに+d･っているO
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V.SOASにおける漢字教官の成果

海外での漢字教官t:して､この漢字ワークブックを使掲Lf=漢字教育は効果を上げていると考えるo

1)繰り返 し練習することにより､より確実に定着を回っているO単fJ:る積み上げ方式ではな く､スパ イ

ラル方式で､何度 も習得漢字を練習することによって,可能fごと考えるC

2)字の単位ではfJ:く､語東､さらに文､文章 レベルでの練習をすることにより､語真として使 えるよう

にfJ:っている0

3)練習問題解答用紙だけ切 り離すので､漢字牧示部分が残L上 辞書がわリに使っている学生が多い0

41)漢字の字形練習､漢字練習問題､漢字クイズと毎週運び､軌漣に乗るよう指導 し､遅れを取 らfJ:いよ

う､常に教師が見ていられる｡

5)漢字の読み書きの速度が早いことがあげられるO 漢字試験の量をみると､2月の段階で(学習開始後

5カ月)で､ほぼ全鼻､漢字の読み書き的200個が40分でできた｡

6)漢字グラス 2の授業は､全体のコースの中で貴重J'J:時間t:fJ:っf=と言えるO単に漢字を学習するだけ

で+d･く､文型､語廉+i･どにも触れ､また､日本語について､日本文化についても触れる横合 と+A:つt=

からf='｡ この時間f=.けは､学生にプレッシャーがfJ:く､予習も準備 も要 ら+J:(､また､媒介語である

英語の使用が許されていt=からでもある,+=Jろうが,非常に雰囲気がよく.活力にあふれていf=｡学生

同士､相談 して､確裟し合い,教師と語らえる時間であったと思う｡ このようfJ:環境が功を奏 してか､

漢字が嫌t=rと言っている学生は､今のところいない｡

この漢字ワークブックが皆様にお役に立てf=らと思い､いずれ学外の方にもご利用いf=だける形に Lt=い

と考えているO助言､示唆､ご意見など是非お聞かせいた7Tければ辛いである｡
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億号

<SOAS作成読解教材について>

SFJにある読み物 といえばモデル会話を鉄述文にLf=｢レポー ト｣という部分があるt='けである｡従って､

読み書きを重視するSOASにおいては､不十分であり､補助教材州 乍成された｡第 l課から 15課 までは場

面をロンドンに し､登場人物を決め､各課の結集･文型を使った文章を書き下ろした｡欽述文･日記文･

手紙文･会話文+J:ビ変化を持たせ､また､ていねい体･普通休そして敬語を使い様々Tl･文章ができたO理

解力の問題は､まるばつ形式､Q&A､穴埋め､絵や地図を書 くなど工夫してある｡17課から 22課 までは

E3本事情についての文を書き下ろし､内容 もさるこt:FJ:がら､社会学糸の語臭及び漢字の拡充を回った｡

か く- した内容は ｢日本の国土｣｢日本の気候｣｢日本の経済｣｢天皇｣｢日本の教育｣｢日本語｣である｡文法･

文型面では既習のものLか使 っていないにもかかわらず､知的 レベルの高い文章に+J:L上 初級後 半でもこ

れ畑 ナのものが読めるt:いう自信をつけるのに役立っているO
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