
仮名文字の規則性に注目した仮名指導の試み

袴田麻里 (静岡大学留学生センター)

0.はじめに

日本語教育においては､学習開始時に､ひらがなから学び始め､カタカナ､t漢字-と学習を進めるこ

とが多い｡漢字学習に困難を感 じている学習者は多いが､仮名文字の学習にも困難を感じる学習者は少

な<ない,]漢字由来の蟹名文字は､段､列に発音上の共通点はあって号う､その形には共通点がなく､ま

た､濁音や鰯音もあり数が非常に多いためである｡

しかし､日本語の仮名文字は原則としてJi字がIL音節を哀し描白に相当する｡仮名の習得によって､

日本語の拍感覚が身に付き､正しい発音ができるようになると指摘されており､音声教育とも直結して

いる (二木村 1982､小堀 1989)O

文字学習の第一歩である仮名学習において､最も注意すべきは ｢文字学習が嫌いな学習者を作らない

こと 仲 西 額茅野 1991pp且87)｣であるr,特に､伊藤 偏 9日 や中西 ¢茅野 J托弾も)が指摘Lている通

り､漢字圏 学習者 より非漢字簡学習者のほうが文字C:'tj習得に舞楽を伴う′そこで､漢字になじみのない

成 人の非 日本語母語 話 者が∴すでに習得している母語の文字体系の知識を利男引ーJながら .できるだけ小

さい二鮎巨で仮名をL習得できるような教材の作成を試みたこ.

て 受講者の属性､二･･-ズ

河原崎 (1989)は ｢外国ノÅJに片仮名を指導する必要があるかどうかは､その学習者ljlニ …ゝ--ズ に よ る ｣

と述べているが､学習者のニ--一一ズ把握は､カタカナに限らないC静岡大学浜松キャンパ ス (iljで は ､全学

日本語補講コ-スとして､初級前半 (使周教材は 『みんなの日本語 初級 喜』)､初級後半 (同 『みんな

の日本語 初級Ⅲ』)､中級前半 (教材は期ごとに変更)の3レベルのクラスを開講してい る D仮剰 ま初

級前半クラス (90分×4日×15週)で導入する｡

施 1:受講者出身と研究に使用する署語
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図2 初級クラス受講者の学習希望 (A)

初級前半クラスでは､漢字圏出身者 (韓国を含む)も非漢字圏出身者も受講しており､その研究言語

は日本語または英語である｡どの学期も､非漢字圏出身で英語で研究する受講者 (罪 .英)が相当の割

合を占めている (図1)O漢字圏出身は､研究言語が英語である場合 (漠 8英)も日本語である場合 (漢 ･

日)もある｡全体の傾向として､英語で研究を進める受講者が多く､非漢字圏出身で研究言語が日本語
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の受講者 (非 ｡日)はいないことが分かるOこれは､受講者の多くが､英語での研究が可能であれば日

本語能力を不問とする理工学系の研究科に在籍中､または進学を希望しているためである｡

一方､留学生センターが設置された 2001年 10月期より実施している受講前アンケートより､初級前

半クラス受講開始時の ｢何を学びたいか｣(複数回答)を集計したところ､全体的に､まず ｢話す｣｢日

常語｣､次いで ｢読む｣､そして ｢書く｣-の希望が多いことが分かった (図2)｡

以上より､受講者は､出身や研究言語にかかわらず､r日常生活で話す､読む､書く｣ことができる

ようになりたいと希望し､初級前半クラスを受講していると言える｡つまり､受講者は､会話だけでな

く､文字学習にも興味を持っており､学習には意欲的だと考えられる｡

2.受講者の母語の文字体系

日本語の仮名文字は､ハングルやタイ文字など組織的に作られた文字と異なり,漢字を崩したり,そ

の一部を借 りたりして成立したものであるo一方､組織的に作られた文字では､｢初めに母音符 (また

は子音符)の読み書き,次に子音符 (または母音符)の読み書き､その後子音符と母音符を組み合わせ

た音節表記の読み書きをへて､単語の読み書きに至る (伊藤 1991 p.34)｣｡

初級前半クラスは､2001年 10月期以来､多くの留学生が受講している｡その中には､アルファベッ

トとは異なる独自の文字を持つ言語を母語とする受講者もいる (中国語､ベンガリ語､シンハラ語､ヒ

ンディ-語､ネバレル語､タイ語､韓国語)O中国語を除いて､どの言語の文字も､母音の体系と子音

の体系を持つ組織的に作られた文字であり､単独､またはそれぞれの組み合わせで1音節が表記されるO

言語によって母音を先に学習するか子音を先に学習するかは異なるが､いずれの言語においても､母音

(符)､または子音(符)を発音上､表記上､共有する文字群が形成される｡

つまり､組織的に作られた文字を母語に持つ受講者は､(1)基になる文字や記号を単独で､または組

み合わせて音節が形成される､また(2)発音と表記に共有される要素によってグ/レ-プ化されるという

文字体系を､日本語学習を開始する以前に持っていると考えてよい｡アルファベットで表記する言語の

場合も､実際に使用する際には母音と子音を区別し,規則的にそれらを組み合わせて音節を作るDただ､

独自の文字を持つ言語のように一覧表にはなっていない｡

浮田｡賀集 (1997)によると､我々が何かを覚えようとする時､何らかの関連や構造性を兄いだし､

項目をまとめ､体制化 (organization)､すなわち ｢覚えようとする項目をすでにある知識体系の中に

取り込(p.78)｣もうとし､たとえ､それが未知のものであっても､既に知っているものと関係付けよう

とする｡日本語の仮名学習においても､基になる文字を学習し､それらを単独で､または体系的に組み

合わせて使用するという方策が応用できると思われるC

3.これまでの仮名教育

国語教育においては､カタカナよりひらがなのほうが社会に広く用いられているという理由により､

ひらがなから導入するが､日本語教育においても､特に日本国内では同様の導入順が採用されている (国

際交流基金 1975､日本語教育学会 1982)o一般に､五十音図を基に､(1)順に1文字ずつ指導し全体を

把握させた後,単語の読み書きに移る方法と､(2)いくつかの行に区分けして､その範囲内で使える単

語とともに学習する方法があるが､(2)のほうが好ましい (小堀 1989､伊藤 i991)とされているO

原則として1字が1音節を表す仮名は､発音指導に適している｡それぞれの文字を発音と対応させな

がら､柏の感覚とともに練習する (木村 1982､小堀 i991､中西 o茅野 i991､高木 1996､)｡

『教師用日本語教育ハンドブック② 表記』(国際交流基金 i975)､『日本語教育-ンドブック』 (日本
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語教育学会 1982)によれば､仮名の導入は､擬音を含む直音を導入した後で､濁音､長音､促音､半

濁音､物音､助詞 ｢は｣｢へ｣｢を｣の順である｡小堀は (1989)､助詞 ｢は｣｢へ｣｢を｣の指導は､該

当する文型が提示された時点で､動詞と関連させれば効果的に導入ができると述べている｡

一方､現在出版されている主な仮名教材をみると､前述の通り､初めに直音を､最後に助詞を導入し

ている｡しかし､半濁音を濁音に続けて導入したり､長音､促音,擬音の導入順序も教材によって異な

っていたりする (表1)｡ただし､物音は発音が難しく､学習者が習得しにくいとされており､話し方,

書き方に十分慣れた後に導入したほうが効果的 (国際交流基金 1975)という理由からか､導入が遅い

碗香南ブ1三森スL-､◆.11

表1て教材別の導入順

導入順 【

①日本語の基礎<かな練習帳>

②日本語かな入門 窟音 E半/濁音 ｢嘉妄~~~こ-"-T-SIエコこE∃ 揚雷 i助詞

FEjRBLrS首PELIPは かなり--タブッJ? 書直音 げ 偶 音 E劫音 …養喜 蔓助詞
二m - T TT ----･-- ｢ = T 二 つ ニ ーー - i 竺 十 ---

また､各行の直音指導に続いて､その行の濁音 さ半濁音を同時に導入する教材 (④ 海外技術者研修

協会 2000)や､物音と助詞以外は各行の指導時に導入してしまう教材 (⑤ アレクアカデミー教材作成

委員会 199封 も出版されている｡

濁音 d半濁音は､発音では注意が必要だが､表記の上では直音に記号 ド ｣｢ロ｣を付加するだけで

ある｡教材④⑤において､各行の直音導入後､対応する行の濁音 由半濁音を導入する方法では､表記と

発音の共通点が提示され､系統立てて仮名文字を学習することができると患われる｡また､促音を ｢た

行｣導入後に学習することで､早期から促音の練習が可能になり､拍感覚を身に付ける上で役立っと思

われるO長音も､ひらがなの場合､表記と発音が異なる場合があり､繰り返し練習が必要となるDその

ため､後からまとめて導入 B練習するより､早期から導入し､その都度確認しながら練習を進めるほう

がよいと思われるOまた､カタカナの長音は記号さえ覚えてしまえば､ひらがなのような発音と表記の

異なりがないため､より容易に練習が可能である｡

以上より､直音をすべて導入してから濁音 D半濁音をまとめて導入するよりも､各行の直音導入に続

けて､その行に対応する濁音 ･半濁音を導入したほうが､表記と発音に共通点を持つ文字群が形成され､

受講者の既得の文字体系と関連づけられる｡また､各行の直音導入に続けて長音を練習､｢た行｣導入

後に促音を導入したほうが､早期から多様な練習が可能となるため､受講者の仮名学習に有効だと思わ

れる｡

4.受講者の既得の文字体系に関する知識を考慮した仮名指導の試み

以上､これまでの仮名指導を踏まえた上で､受講者の属性 ･ニーズを考慮し､初級前半クラス受講者
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が既得の文字体系の知識を利用しながら､できるだけ小さい負担で仮名を習得するためには､以下の提

示順が適当だと考える｡

表2:導入順試案

授業回 項 目

(1) ①五十音図

(2) ②母音 ③半母音 ④軽音

(3) ⑤力行直音､ガ行(濁音) ⑥長音 ⑦キヤ行(幼者)､ギヤ行く濁音の軸音)

(4) ⑧サ行直音､ザ行(濁音)､シャ行(幼者)､ジヤ行(濁音の物音)

(5) ⑨タ行直音､ダ行(濁音)､チャ行(拙者)

(6) ⑩促音

(7) ⑪ナ行直音､ニヤ行(抽音)

(8) ⑫ハ行直音､バ行(濁音)､パ行(半濁音)､ヒヤ行(拙音)､ビヤ行(濁音の物音)､ビヤ行(半濁音の拗音)

(9) ⑬マ行直音､ミヤ行(拙者)

(iO) ⑭ラ行直音､リヤ行(拙者)

4.1.これまでの指導を踏襲する点

指導は基本的に五十音図を基にし､いくつかの行に区分けして導入する｡後に動詞の活用を学習する

際の負担を軽くするため､あいうえお順に導入する (石田 1988)｡その後､その範囲内で使える身近な

単語とともに練習し定着を図る (伊藤 1991)｡特に､原語が受講者に共通して理解されるコンピュータ

ー用語などを単語練習に用いて､発音と表記の対芯に注意を促すようにしたo

日本語音声の特徴である柏の習得は､理解可能な発話に重要な要素である｡身近な単語や文を用いた

仮名の読み練習では､柏を意識させながら読ませるようにする (中西 書茅野 19991)｡

｢ぢ｣｢づ｣は特定の単語 (地名など)で導入し､それ以外では使用が少ないことを説明､また ｢ヂ｣

｢ヅ｣｢ヲ｣は日常生活ではほとんど用いられないため､導入しない (国際交流基金編 1975)｡助詞 ｢は｣

｢-｣｢を｣の特例は､文中で使用される場合にのみ生じる発音であるため､該当する文型の学習が終

わってから文型の確認を兼ねて導入する (小堀 1989､日本語教育学会 1990)｡

アークアカデミー教材作成委員会 (1994)､海外技術者研修協会 (2000)のように､各行の直音導入

に続けて､その行に対応する濁音 ･半濁音を導入する｡その結果､表記と発音に共通点を持つ文字群が

形成され､受講者の既得の文字体系と関連づけられ､規則性のある仮名文字の体系に気づくことができ

る｡また､拍感覚の習得が難しいため多様な練習が必要な長音は各行の直音導入後に毎回練習し､促音

は ｢た行｣に続けて導入する0

4. 2.これまでの指導とは異なる点

初級前半クラスは日本国内での学習だが､海外で試みられているように､ひらがなよりもカタカナを

先に導入する｡大学生活において受講者は､名前や国籍を書いたり､自国の説明をしたりする機会が多

いと予想されるDこのような場合､非漢字圏出身者にはカタカナが必要であるoまた､受講者は理系の

学生が多く､カタカナ表記､漢字表記の多いコンピューターや実験機械､試薬などを使用して研究を進

めるため､漢字の一部を借りて作られたカタカナの習得は研究生活において有用と思われる｡しかし､
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日本語で文章を読んだり害いたりしなければならない機会は少ないことから､まず､カタカナから指導

するほうが受講者のニ-ズに合 うと思われる｡また､カタカナ先習にすることで､進度が緩やかな初級

前半クラスにおいて､助詞表記の導入を文型導入後に設定することも可能になるO

指導には五十音図を利用するが､行の導入順を変えるO五十音図は､特に辞書の見出し語の配列に用

いられる (E3本語教育学会 i982)が､ほとんどの受講者は電子辞書を利属してお り､行を変更しても

辞書使用の妨げにはならないと思われる｡

具体的には､母音導入後､半母音を導入する｡｢や｣ ｢ゆ｣｢よ｣を直音として導入後､力行の直音を

導入するが､その時に､濁音記号 ｢ナ｣とともに､｢キ｣｢削 ｢よ｣を文字から借りた拙音を搾る記を

(木村 1982)として提示 し､濁音､擬音を導入する｡この操作を､各行の直音導入後に繰 り返すうち

に､すでに母語の発音体系､文字体系を習得している受講者はその規則性に気づき､新 しい行の直音を

導入すると､自分でその行の濁音ラ穎音を作ることができるDまた､発音も推測できると思われる｡

物音は受講者の母語によっては発音が難しい上に､2文字で表記されるため拍感覚の習得が難しいが､

早期に導入することによって継続 して繰 り返 し練習することができる｡このように､各行の直音等其後

にその行に対応する濁音 を半濁音､擾音を導Åすることで､発音と表記を共有する文字群を形成できるu

その結果ー受講者の既得の文字体系との常連柚 ブが促進され､記憶の保持に有効だと思われ る｡

ま た ､ 母音導入後に異音を搾り擬音を導入する｡ 苧くか ら導入することで､発音と表 記 の 異 な 机 =慣

れ る こ とが で きる一

献 詔.,受講者鈴到達状況

このような指導方法で､仮名を導入した結果､力行で記号 ド ｣｢や｣｢ゆ｣rよ｣ を導其 した後は､

受講者はそれぞれの行の直音導入後に､自分で濁音､物音を容易に表記できた｡発音も､濁音､擬音と

も受講者にはある程度推測が可能でも実際に発音できてもいたが､行によっては正確でないことがあっ

た｡特に､ハ行の濁音は､ハ行の直音の子音と発音上の関連がないため､発音の推測が困難だった｡濁

音では､｢r｣など濁音のなら～､行で ｢､∵｣を付加した受講者もいたが､対応する晋がないことを理解した

後は､濠乱 しなかったO また､母語にはあるが日本語にはない子音や母音が日本語でどのように表されノ

るかに関しては､言語によって異なるため一律に進められなかった｡

このように既習の知識を利用して未習の事項を推測し,教室内で受講者自らが発音､表記を試みる過

程は､SwainH985,)が文法習得における outpILitの役割の一つとして挙げる意味交渉の中での仮説の検

証と類似 している｡検証の結果が正解であることが､受講者に自信を与え､さらに習得を促進すると考

えられる｡

また､コース終了時に､発音と表記の認識の聞き取りテストを行った結果､段の間違いより行の間違いが

多かった｡つまり､ア段の文字だと認識できても､どの行かで迷っているということである｡聞き取りにお

いては､子音の後に発音される母音のほうが明瞭に聞き取れること､母音を手がかりにすれば5パターンだ

が､子音を手がかりにさせると､そのパターンが多くなるためだと思われる｡

5.まとめと今後の課題

大学でそれほど日本語能力が必要でないとされる研究留学生が文字学習を嫌わないよう､できるだけ

少ない負担で覚えやすい指導方法を探った結果､①母音に続けて半母音と墳音を導入､②濁音､半濁音

記号 (｢寸｣｢0｣)同様､｢や｣｢ゆ｣｢よ｣を妙音記号として紹介､③各行の直音導入後､一気に濁音 (辛
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濁音)､観音まで指導する方法を試みた｡その結果､やや問題があったが､受講者は直音が分かれば濁

音､観音を自ら推測 して表記､発音できるようになった｡

しかし､規則を理解 しても､やはりひらがな 46字､カタカナ 43辛 (｢ヂ｣｢ヅ｣｢ヲ｣を除 く)は覚

えなければならない｡今までのところは､書写で練習 しているが､発音 と表記を一致させやす くす る教

材を開発する必要があり､現在､キーボー ド入力による練習教材を試作中である｡

また､初めて 日本語の文字に触れる受講者には､印刷字体の小書きの ｢や｣｢ゆ｣｢よ｣｢つ｣が､直

音の ｢や｣｢ゆ｣｢よ｣｢つ｣と変わらないように見えるようである｡対比できるよう､もっと小 さく記

述 し認識 しやすく工夫 したい｡同時に､ 1柏であることを強調するため､練習問題でも1柏を表す文字

は1枠に入れるなど､今後は拍感覚を習得する面でも改良を加えたい｡

(1)静岡大学は､静岡キャンパスに人文学弧 人文社会学研究科､教育学部､教育学研究科､理学部理工学研究科 (理系)㌔

農学部､農学研究科が､浜松キャンパスに工学部､理工学研究科､情報学部､情報学研究科､電子科学研究科､電子

工学研究所が設置されている｡留学生は静岡6:浜松4の割合で在籍しているo
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