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1｡背景

1.i.出発点
この発表は､ ｢学生が漢字の読み書きに四苦八苦 L､理想的には漢字が語嚢拡充

の武器になるべきなのに､実際には重荷になっている｣とい う問題意識が起点にを
っている｡この間題を軽減する道のひとつは祝のことであろう｡

- 読み書きに使 う時間をおさえる｡-･ 漢字の字形の識別､認識訓練､部首や形
声文字の ｢声 ｣の部分の活用により読み書きの指導 中学習の効率を上げる､読
み書きの現実的を目標を設定することなどを通 してO ただ し､時間さえあれ
ば問題は解決するかとい うと､そうではないOこれは､外国人学習者に比べて
何倍 も漢字に時間を費や してきたE3本人学習者が､読みはともかくとして､ぬ書
くことや漢字語嚢の健闘では不消化と力不足に悩まされているとい う状況が指
摘 している沌ut油 旦998bh

(m L 席しくニ"｢′盲jLL一
二 語菜構成要素 として碍漢字の役割を強調するO- ある 漢 字 が 同 じ 構 成で払拭

つも漢語を摩るとき､その事薫を指摘する､既習の漢語 に 太 っ て 転､i･る 漢 字貫き知
識を未習gL_IE漢字の学習に役立てることなどにより,,

三 漢字を食むことば も韓に漢語 タの使い方を積極的に 教 え る｡

-の検討は別の機会に譲 り､ こ こ ではこと三について考えたいQ

且｡呈.詰責研究一般から

語菜の指導の実践と研究についてはも胤 HapameseastheSecondLanguage)より
英語を中心としたSLA(SecondLa鴨u粥 eAcquisition)の分野の方がはるかに歴史が
長 く､参考になる研究成果が多くある｡これらの成果を鵜呑みにするのは危険だが､
漢字の特性を念頭に置きつつ注意深く使うことはできる.

日本語に限 らず､一般的に語薫の指導を考えるとき､次のようを点は留意する価
値があると考えられる｡

(a)そのことばが必須であればあるほど(Brown､i995の言 う ミsa且iency戸上 そのこ
とばの処理に学習者が深く関われば関わるほど(Natti_n.ger､1988が引用 してい
る c̀ognitivedepth')､ことばの定着はよくなるO

(b)語嚢学習 と ｢読み｣の学習は持ちつ持たれつの関係にあるO(Stoller良Grabe,
1995)覚えるべき語嚢の膨大な数を考えると､教室内の指導だけでは不十分で､
広範な ｢読み｣の活動が必要 となる.キーワー ドが繰 り返 し出てくる点でも,
登場することばが十分な文脈の中で使われて いる点でも､読みを通 しての語嚢
学習は貴重である.ただ し､文法､基礎詰責などの基本が しっか りしていない
と､文意をとらえることすらままならない､獲得目標である新語の意味を間違
って理解するなどの不都合を生 じる｡

また､だれの説を引くまでもなく､常識として了解されていることだが､
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(C)辞書で与 えられたことばの意味を知っているだけでは､その ことばを使えるこ
とにな らない｡正 しい文脈の中で適切に使 えなければな らない｡

1.3.語嚢構成要素 としての漢字

一方､漢語 を語嚢 として教えるとき､漢語の数ある特徴の中で､特に次のような
点に注 目す るべきであろう｡

日 )接辞になる漢字以外にも､接辞並に多 くの漢語 を作 る漢字があるoSampson(19
85)は中国語について､英語ならki鴨 ,royal,regalな どは互いに語形に関連の
ない一連のことばにすぎないが､これ らに該当す る中国語では共通要素 を表す
漢字がすべてに入 っていると述べているが､これは 日本語にも当てはまると思

われ る｡中で も同 じ構造で多 くの漢語 を作 る漢字は注 目に値す る｡ Å丑 ､ム
茎の ｢入 ｣､豊臣_盃 ､艶釜の ｢即 ｣など｡

(2)単漢字が語､または語の一部を表すmorphograph(形態素文字)であるため ,そ
れが連なってできた漢語は一語のことも､形容詞句や名詞句のこともある｡
鑑三 ､鑑盛は前者の､最適､艶重は後者の例o 何 を一語 とす るか ｢一語 ｣の
定義は畷味だが､少なくとも英語や分か りやすい 日本語に言い換えた ときは､

(3)同音の漢字が多いため ､ 書き手にと って新 語の場合は､ 音がわ かって もほ とん
ど書 く助けにはな らな い｡特に同音 語が二 つ以上ある場 合は､ 語の意味がわか
って初めて構成字が規 定できる｡

日 )と(2)は漢語 を分析 して教えることの無意味を唱える種々の主張 (Gutch,
1998a,b)にもかかわ らず､漢語の分析に意味がある場合が多いことを示 してい ると
思われる｡ (3)の場合 も､ただがむ しゃらに書いて覚 える､場当た り的に覚 える

ことの不毛 を示唆 している｡逝監盛の ｢幹 ｣は書けて も監盛や退藍の ｢幹 ｣は書 け
ない とい う知識の無駄 をなくすためにも､音 と意味を結びつけた構成字の分析が必
要 となろ うo

もちろん様 々な構造 を持つ漢語を十把ひ と絡げには教 えられないか ら､教師の側
としては もちろん､いつ分析が効果的か､いっそうでないかの 目安 を作 り (Gutch

1998b)､め りは りの利いた指導をするべきだが､冒頭の二を考 えると､ (1)-(3)
は学生に向かって強調す るべき点であろうO

且044漢語の構造理解の諸段階

漢語は構造が多様なだけでなく､同じ漢語で も学習者の知識によって､その理解
の しかたに違いが出て くるCちなみに漢語の約80%を占める 2字漢語がオ ックス フ

チ- ド大学の平均的な 2､3年生の削 こどう映っているかを分類す ると､下記の よ
うになる｡

くあ) ふたつの漢字の意味 と語構成がわかる｡例口最大､新車｡

(い) ふたつの漢字の意味はわかるが､語構成がわか らない｡例一勉強､会社 o

(ラ) ひ とつの漢字の意味だけわかる.例-･洪水､輩出O
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(え) 漢字の意味も語構成 もわからない.例一挨拶､賄賂｡

外国人学習者だけでなく日本人 も､塾生且などの単漢字漢語や塩.むなどの比較的
莞しい訓読みの衰退による単漢字の知識の弱体化 (宮島､1977,L 語源の消失など
により (五畳の語源を教えられた学習者にとってほこれは (め)だが､教えられな
ければ (え)になる)､漢語の理解は全体として (あ)から (え)に向かって動い
ていると思われるeしか し (め)にはまだ膨大な数の漢語が入っているO

冒頭の二を具体的にどうするかについては､(め)の類を系統立てて教えることで
語義力は飛躍的につくはずである｡̀そしてこういう漢語の導入､練習には Basic

Kanjiなどの優れた学習書がすでにある0
十 LILI_A ･ヽん▲-~十Ll′■･I-～

--月 . まとの笑等入することがむずか LrJい (いき- t.i-"12は最下の例のように実

際に使 うことが定着の助けになろうOただ し､導入時に (ち)で学生が藍盛を ｢水
と関係がある｣､窒畠 を ｢出るみたいを意味｣ととらえるだけでも記憶の助けにを
るはずである｡また (い )､ (え)で語源がある場合､それを教えることで意味が
学生の頚に焼 きつけられることもある持ut｡わ､i998両 ｡以下の教室活動に出てく
る漢語の うち､既習の もので,こうした語構成の説明に意味があると思われるもの
は､それを紹介時にすでにしてあるo
r.r-

またCで言ったように､ Fiあきの耳も実際に 使 っ てみて勧 め て語義 として定着L
たことにをる｡

2.語嚢の拡充と産着をはかる教室活動

いくつか例を挙げて内容とそのタスクのねらいを簡単に記 したo
( )内はこれ らの活動が業際に行なわれているやあるいは効果的だ と思われる
牙 ッグスフ牙- ド太での学年｡

Z｡呈.五分間スピーチ くi年後期-3年)

学生が宿題として準備 したスピーチをしているとき､教師は新出語を監塵鮎 板書
する｡ 2週間後にその語裏表を見せ､スピーチの内容をたどりながら各語の意味を
学生達に思い出させる｡

す一一lLl.＼吋dr_ノY1
*話すときで もまとまったことを言おうとするとかな りの漢語を使わなければいけ
ないことを学生に気づかせる｡

*各語の意味を物語に沿って思い出すことで､羅列された語菜を覚えるより覚えや
す くする｡

2.2.漢語カー ド (2､3年 )

学習 した漢語を 1語ずつ書き込んだカーtFlを50枚ほど大きいテーブル,の上に広げ､
読み､品詞､和語 との対応､目的語､動詞との共起関係､使い方 (｢アイルランド
問題のニュースに出て来そうなのほどのことばか｣､ ｢カー ドを使って一人ずつ順
番に文を作 り､ ｢XXさんの 1日｣という話を仕上げなさい｣)を練習する｡

ねらい

*特につなが りのない50あまりの漢語をまとめて､読み､文法､使い方など様々の
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角度か ら復習することで定着をはかる｡

*取りたい一心で学生は非常に集中してカードを見ているO字形､音と字形のつなが り
が普段以上に印象づけられる可能性があるO

2.3.漢字の音に慣れ親 しむ練習 (2､3年)

ある音読みを持つ漢字 (たとえばショウ)を3分間で思いつくだけ学生に書かせる
その後､ ｢正月の正｣ ｢証人の証｣というように､代表的な漢語を挙げながら､学
生に答えを言わせる｡もれていた漢字は同様のや り方で教師が補 う｡次に漢字の意
味が如実に漢語に反映されている例を選んで (上記 (め)(い)(う)にあたる例)あら
かじめ作っておいた練習問題をするOこの中には新出語菜も故意に含めてあり､英
訳と漢字の意味から正 しいショウを探すO

練習問題の例- [ショウ]拠-proof Eショウ]利一victory

ねらい
*訓の知識の衰退とは逆に､ある種の音読みのことば､つまり漢語はメデ ィアな ど
の強い影響のもとに日常生活に深く入り込んでいる｡上述のように単漢字の音だ
けでは何も意味をなさないが､漢語をたくさん作る漢字の音読みには敏感になる
必要がある｡言い換えれば､音と字形とその字義 (あるいはその字が典型的な意
味で使われている漢語の語義)のつなが りが密になるようにし向けなければいけ
ない｡これはその一助｡
まず､その漢字の意味を表す代表的な漢語をひとつ覚え､その語感と知識を使 っ
てさらに語嚢を増や していく｡

2.4.短編小説を読む (2年後期-4年)

文法と語嚢の注釈を十分つけた作品を読むことを長期休暇の宿題として課す｡翻訳
はあえてつけない｡

ねらい
*｢日本語ではいつまでたっても楽しみのための読書をするレベルに到達できない ｣

という学生のあせ り､寂しさ(日 を軽減する.

*文法と語嚢の注釈によって辞書なしでも原文が正しく解釈できるようにし､新出
文脈を理解 した上で､新しい漢字詰責の意味が文脈から正 しくくみ取れるように
するO
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