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1 ．はじめに
近年，留学生大量受け入れ時代に伴い，本学でも短

期交換留学生を中心に留学生が増加し，加えて留学生

のニーズも多様化している．従来のアカデミック・ジャ

パニーズはもちろんのこと，就職活動も視野に入れ，

「日本語能力試験（Japanese Language Proficiency 

Test．以下，JLPT）」合格に対する留学生のニーズも

一層の高まりを見せている．日本政府の方針による留

学生定着のためにもJLPT対策は必要性を増してお

り，それと同時に留学生自身からの関心も高い．

現在，本学では留学生数の増加とともに，漢字クラ

スの受講を希望する学生数が拡大しており，それに合

わせて，漢字到達目標やニーズも多様化してきている．

留学生のニーズとレディネスに応じた日本語教育を展

開するために，レベルとニーズに対応した漢字指導が

望まれる．

留学生のニーズに合わせたレベル別漢字リストを開

発するためには，その大学の独自のレベル分けや，留

学生の特徴や留学プログラムの特色などに合わせた調

査研究が不可欠である．留学生のニーズや到達目標は

「留学生の研究領域」「留学生の身分」「留学のプログ

ラム」の差異によって異なっている．

「留学生の研究領域」の差異でいえば，研究活動に高

度でかつアカデミックな漢字力が必要な文系の学生と，

研究活動に必要なのは主として英語であり，アカデミッ

クな漢字力はさほど必要ではない理系の学生とでは，到

達目標も異なる．また，「留学生の身分」の差異でいえば，

理系の学生でも，学部生は講義聴講やレポート作成に

は日本語が必要な場合が多いが，大学院生は英語で研

究活動が可能である場合が多い．さらに，「留学のプロ

グラム」の差異でいえば，日本での滞在後に本国に帰

国することが確定している交換留学生や国費留学生と，

卒業・修了後に日本での就職を希望する留学生とでは

ニーズや到達目標が異なってくる．

留学生のニーズとレディネスに合わせて効果的に日

本語教育を実施していくためには，学習者を適切にレベ

ル分けする必要がある．本学では現在，筑波大学が開

発した「SPOT（Simple Performance-Oriented Test）」

をプレースメントテストとして利用しているが，今後永

続的かつ安定的に無償で使用できる保証はなく，将来

的に本学で独自に開発するための準備が必要である．

東北大学独自のプレースメントテストの基準を構築する
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本稿は東北大学日本語教育プログラムにおける「レベル別漢字リスト」開発のために，現在漢字クラスで指導さ
れている「単漢字」と「読み方」のレベルと，「旧日本語能力試験（JLPT）出題基準」のレベルとの関係を中心に調
査を行い，その分析結果を提示したものである．
1. 各レベルでどの「単漢字」と「読み方」がどのような提出順でどれくらい指導されているかを明らかにした．
2. 当該単漢字と読み方は旧JLPT出題基準のどのレベルに該当するかを調査した．
3. 漢字レベル 1～ 4修了時に未習の単漢字と読み方は，旧JLPT出題基準の各レベルでどれくらいあるかを明らかに
した．

　本調査の結果は，以下の点で，より良い漢字教育のために有意義なものといえる．
1. 「レベル別漢字リスト」は東北大学独自の漢字のプレースメントテストの開発に活用できる．
2. 本学指導漢字のレベルとJLPTのレベルの対照結果はJLPT受験希望の学生指導に活かせる．
3. 漢字レベル 4までの未習漢字のリストは，漢字レベル 5クラスの教材開発のために活用できる．
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ためには，各レベルでどのような文法・語彙・漢字を習

得しているか，あるいは，習得すべきかのレベル別リス

トが必要不可欠である．2017年度は「教育開発推進経費」

の助成を受けて「レベル別語彙リスト」を作成し報告し

た（林（2019））．

しかし，日本語のレベルと漢字のレベルは一致する

とは限らないため，日本語力の基盤となる語彙力とは

別に漢字の力を測る必要がある．そのため，レベル別

語彙リストだけでは不十分であり，本学独自の「レベ

ル別漢字リスト」を作成する必要がある．そこで，

2018年度に再度「教育開発推進経費」の助成を受け，

本学で指導している漢字テキストを基に調査研究を実

施することで，本学独自の「レベル別漢字リスト」を

開発することが本研究の第一の目的である．

　

加えて，留学生の中には，アカデミック・ジャパニー

ズに必要な漢字の学習と同時にJLPTの受験を希望する

もの，理系の学生のように研究には日本語が不要だが就

職のためにJLPTの受験を希望するもの，大学院の修了

要件の一つとしてJLPTの合格が必要な学生もいると聞

く．しかし，本学で使用している漢字テキストの難易度

とJLPTのレベルの対応関係は不明瞭である．

学習した漢字がJLPTのどのレベルをどれくらいカ

バーしているのかは学習者が関心を寄せている情報で

あるが，本学使用のテキストと対応したそのようなデー

タはない．そのため，JLPT受験希望の学生は，本学の

漢字クラスで使用したテキストとは別に，新たにJLPT

対策テキストを購入して勉強しなければならない．

本学の漢字クラスで学んだ漢字はJLPTのどのレベ

ルかという情報とともに，あるレベルの合格に備えて

独学で学ぶ場合，本学漢字クラスの受講後にどの漢字

が未習なのか，ということも学習者にとって有益な情

報となる．

そこで，本学の漢字クラスの各レベルで使用されて

いる教材の単漢字を提出順にリスト化し，当該単漢字

を「旧日本語能力試験出題基準（以下，旧JLPT出題

基準）」のレベルと照合する調査を行うことで，本学

指導漢字レベルとJLPTレベルとの対応関係を明らか

にすることが本研究の第二の目的である．

さらに言えば，「漢字レベル 5」は本学では現在定

まったテキストがないため，当該レベルで指導すべき

「単漢字」を選定する必要がある．そのためにも漢字

レベル 5に至るまでに本学ではどのような「単漢字」

を指導しているのかを調べることが不可欠である．そ

こで，本学漢字レベル 4までに指導されている漢字の

リストとJLPTのN1までの出題基準漢字リストを照

合することで，逆に漢字レベル 4までに指導されてい

ない漢字を抽出し，漢字レベル 5クラスの教材開発の

ための基礎資料を作成することが本研究の第三の目的

である．

以上，本稿の 3つの目的を，主として「単漢字」に

ついて述べた．しかし，各レベルで指導している「単

漢字」のみならず，各レベルで指導している「音読み・

訓読み」についての調査も必要である．なぜなら，日

本語教育においては，常用漢字表のすべての音読み・

訓読みを指導するのではなく，各レベルに合わせて精

選して指導しているからである．よって，指導されて

いない読み方は学習者自身で学ばなければならない．

しかし，本学の漢字クラスを受講後に，既習単漢字の

どの読み方が未習であるのかのデータは一切存在しな

い．そのため，どの音読み・訓読みが既習であり，ど

れが未習であるのかを調べる必要がある．そこで，「レ

ベル別指導単漢字調査」とは別に「レベル別指導読み

方調査」についても先の 3つの目的に合わせて実施す

ることとする．

以上に述べた背景から，本研究において明らかにし

たいリサーチ・クエスチョンを「単漢字調査」と「読み

方調査」別に，1～ 3の研究目的に対応させて提示する．

「レベル別指導単漢字調査について」

1． 各レベルでどの「単漢字」がどのような提出順

でどれくらい指導されているか．

2． 当該「単漢字」は「旧JLPT出題基準」のどの

レベルに該当するか．

3． 漢字レベル 1～ 4の学習を終えた段階で，未習

の「単漢字」は旧JLPT出題基準の各レベルで

どれくらいあるか．
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「レベル別指導読み方調査について」

1． 単漢字を指導する際に，各レベルでどの「音読み・

訓読み」をどれくらい指導しているか．

2． 当該の「音読み・訓読み」は「旧JLPT出題基準」

のどのレベルに該当するか．

3． 漢字レベル 1～ 4の学習を終えた段階で，未習

の「音読み・訓読み」は旧JLPT出題基準の各

レベルでどれくらいあるか．

　

なお，漢字教材は各大学や留学プログラムの特色，

時代や社会の変化に応じた留学生のニーズに合わせて

開発されているのであり，この研究は教材に対して批

判するために行うのではないということは強く強調し

ておきたい．また，この調査の目的は本学の教材の変

更の必要性を唱えるためのものでもないことは断って

おく必要がある．重要なのは，本調査の結果を用いて，

東北大学日本語教育プログラムの漢字指導をより良く

することなのである．

2 ．先行研究
2.1　レベル別漢字リストについて
漢字の難易度を考慮したレベル別漢字リストについ

ては，「旧JLPT出題基準」が広く知られている．日本

語教材にも極めて広範囲に渡って利用されており，最も

知名度の高い基準の一つといえる．また，学習者の関心

の高いレベル判定の基準でもある．以前はレベル別に語

彙・文法・漢字が記載された『日本語能力試験出題基準』

が公開されており（国際交流基金・日本国際教育協会

編（2002）など），市販の対策テキストの多くがその出

題基準を基に作られていた．2010年の新試験への移行

とともに『日本語能力試験出題基準』は出版されなくなっ

たが，いまだ多くの対策テキストの基礎資料として活用

されている．よって，本研究でも新JLPTのレベルの判

断材料として，「旧JLPT出題基準」を用いて，現在漢

字クラスで指導されている「単漢字」および「音読み・

訓読み」とのレベルの関係の調査を行う．

2.2　漢字の提出順位について
漢字の提出順位の先行研究としては，徳弘（2008），

徳弘（2014）などがある．徳弘（2008）は，「頻度」

と「親密度」について調査し，漢字の提出順位を提案

している．徳弘（2014）は，改訂後の常用漢字を加え，

さらにインターネットの調査を考慮して新たな「提出

順位」を提案している．これには，旧JLPT出題基準

のレベルの他に，教育漢字の学習学年，漢字検定の級

数などの情報も付与されている．

これらの先行研究が示しているのは，漢字の提出順

位を検討することは重要であるということである．し

かし，本学の漢字レベル 5以上の指導漢字の提出順位

については，まだ十分には検討されていない．そこで

本研究では，本学使用のテキストで指導されていない

単漢字を調査し，今後の漢字レベル 5における指導漢

字の提出順位を提案するための基礎資料とする．

3 ．調査研究の前提
3.1　東北大学の漢字教育について
東北大学日本語教育プログラムでは，ゼロ初級以外

の留学生は全員がプレースメントテストを受けるが，各

レベルの目安の一つとして「ヨーロッパ言語共通参照枠

（Common European Framework of Reference for 

Languages：CEFR）」の他に，JLPTのレベルを活用し

ている．例えば，レベル 4は授業開始時にN3合格者相

当の日本語能力を持ち，授業修了時にはN2合格者相当

の日本語能力の到達を目指す．

プレースメントテストには，SPOTを利用している．

日本語レベルにはSPOT90を，漢字レベルには漢字

SPOTを用いて，それぞれ別々のレベル分けを行って

いる．そのため，日本語レベルは 3だが，漢字レベル

は 5と判定された学生は，日本語のレベルにかかわら

ず「漢字レベル 5」のクラスの履修が可能である．逆

に日本語レベルは 4だが，漢字レベルは 2と判定され

た学生は「漢字レベル 2」を履修するか， 1つ上か 1

つ下のレベルの履修が可能であるが，日本語レベルに

合わせて「漢字レベル 4」を履修することはできない．

なお，漢字レベル 1と 2には，非漢字圏の学生用の

クラスの他に漢字圏用のクラスも設けている．ただし，

今回の調査では非漢字圏学生対象クラスで使用してい

るテキストのみを対象とした．

「日本語レベル」の場合，プレースメントテストの結

果によって通知されたレベルよりも上のレベルの受講
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を希望する場合は，各プログラムコーディネーターの

許可が必要である．一方，「漢字レベル」の場合，プレー

スメントテストの結果によって通知されたレベルの上

下 1つのレベルであれば，担当教員が許可すれば受講

が可能という制度になっている．そして，1つのレベ

ルを選ばなければならず，漢字レベル 4と 5など，レ

ベルをまたがって同時に受講することはできない．

また，漢字レベル 1～ 4は週に 2回，漢字レベル 5

は週に 1回開講されている．週に 2回以上ある科目は，

すべての回に出なければならない． 1つの授業が専門

科目などと重なって受講が不可能な場合は，その学期

の漢字の履修を諦めるか，上下 1つレベルを変えて受

講するかのどちらかとなる．

そのため，漢字レベル 5のクラスには，N1合格を

目指すレベルの学生と，N2合格を目指すレベルの学

生，すなわち開始時にN3合格レベルの学生が混在す

ることになる．そのことが円滑なクラス運営に支障を

来たしている．

3.2　東北大学の漢字テキストについて
以下に東北大学日本語教育プログラムで通常使用さ

れているテキストを挙げ，合わせてテキストと漢字レ

ベルの略称を記載する．

1．漢字レベル 1（以下，K1）

　  加納 千恵子・清水 百合・谷部 弘子・石井 恵理

子（2015）『（新版）BASIC KANJI BOOK－基

本漢字500－VOL.1』凡人社．（以下，BKB1）

2．漢字レベル 2（以下，K2）

　  加納 千恵子・清水 百合・谷部 弘子・石井 恵理

子（2015）『（新版）BASIC KANJI BOOK－基

本漢字500－VOL.2』凡人社．（以下，BKB2）

3．漢字レベル 3（以下，K3）

　  稲村 真理子著　アカデミック・ジャパニーズ研

究会 監修（2007）『大学・大学院 留学生の日本

語⑤漢字・語彙編』アルク．第 1課～第20課（以

下，留日 1）

4．漢字レベル 4（以下，K4）

　  稲村 真理子著　アカデミック・ジャパニーズ研

究会 監修（2007）『大学・大学院 留学生の日本

語⑤漢字・語彙編』アルク．第21課～第40課（以

下，留日 2）

5．漢字レベル 5（以下，K5）

　  東北大学として定まっているテキストはない．

担当者の自作教材や，担当者が選定したテキス

ト等を使用している．

4 ．研究方法
4.1　調査対象
調査対象は，東北大学のK1～ K4クラスで使用して

いる前掲テキストである．先述のように，本学指導漢

字の難易度がどれくらいかを調べるため，日本語レベ

ル判定の判断基準の一つの資料として旧JLPT出題基

準を用いて分析する．

旧JLPT出題基準の漢字の難易度は 1級～ 4級まで

4つのレベルに分かれている．一方，新試験はN1～

N5の 5 つのレベルに分けられている．旧試験と新試

験のレベルの対応関係は，旧試験 1級は新試験のN1

レベルに，旧 3級はN4に，旧 4級はN5に相当すると

されている．新試験では旧 2級と旧 3級の間にN3レ

ベルが新設されたため，旧 2級漢字はN2・N3レベル

に相当すると考えることができる．ただし，新試験か

らは『JLPT出題基準』が公開されていないため，旧

2級漢字のうちどの漢字がN2レベルでどの漢字がN3

レベルかは定かではない．

以上をまとめると表 1のようになる．

4.2　調査方法
本学で使用されている前掲のテキストと「旧JLPT

出題基準」のレベルの対照を含め，「1．はじめに」で

述べた点について以下の手順で調査を行う.

表 1．漢字クラスのレベルとJLPTレベルの対照表
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まず，各レベル（K1～ K4）で指導している単漢字

をリスト化する．その際に，各レベルのどれくらいの

段階で指導しているかを明らかにするために，どの課

で指導しているのかの情報も付与する．

次に，一つの単漢字に対してどのような「読み方」

を指導しているか，「音読み・訓読み」に分けてリスト

化する．「BKB1・2」はすべて目視で採取して手で入

力した．「留日」については稲村真理子氏にご提供いた

だいたデータを一部活用してデータベース化し，BKB

との重複を照合した．ただし，改訂の際に増補されて

いるものも複数あるため，データをそのまま活用する

のではなく，すべて目視により一つ一つの「単漢字」「音

読み・訓読み」「指導課数」を確認し，追加修正等を行っ

た．なお，「留日」のコラムの漢字を指導するかどうか

は担当者によるため，調査の対象外とした．

その上で，作成したデータベースを常用漢字表の音

訓表と対照した．BKBでは，「々」「きます」「こない」

なども指導しているため，常用漢字以外の単漢字や音

読み・訓読みもデータベース化した．

さらに，それぞれの単漢字が旧JLPT出題基準のど

のレベルに相当するかについてデータベース化した．

その際，徳弘（2008）の添付データを活用した．そして，

K4修了後にもまだ指導されていない単漢字を抽出した．

加えて，常用漢字表の音読み・訓読みリストと上記

手順によりリスト化された東北大学のK1～ K4で指導

されている音読み・訓読みのリストを照合した．そし

て，K4修了後にもまだ指導されていない常用漢字表

の音読み・訓読みを抽出した．その上で，それが

JLPTのどのレベルに相当するかも調べた．

5 ．結果と考察
5.1　調査の結果
本調査の結果を以下に示す．表 2は，本学レベル別

指導単漢字と旧JLPT出題基準のレベルとの対照を示

表 3．本学レベル別指導音読み・訓読みと旧JLPT出題基準のレベルとの対照表

 

表 2．本学レベル別指導単漢字と旧JLPT出題基準のレベルとの対照表
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したものである．表 3は，本学レベル別指導音読み・

訓読みと旧JLPT出題基準のレベルとを対照したもの

である．

5.2　レベル別指導単漢字調査
5.2.1　漢字レベル4までに指導されている単漢字について

1. 漢字レベル 1について

JLPT出題基準を尺度にするとK 1で目指すN5の99

字の他に， 1つ上のレベルのN4漢字94字，さらに 2

つ上のレベルのN2・N3漢字58字が入っていることが

分かった．すなわち，到達目標以上の漢字が全体の 6

割を占めている．このことを指導する側は認識してお

く必要があると考える．このクラスはひらがな・カタ

カナから始めるゼロ初級のクラスであり，同時に学習

する総合日本語クラスのテキストは多くの学生にとっ

て『みんなの日本語初級 1』『初級日本語げんき 1』

である．このレベルの学生に，約250字の単漢字の語

形認識，音読み281個，訓読み260個の暗記に加え，単

漢字を用いた漢字語彙を覚えさせるのは非常に負担が

大きいのではないだろうか．指導者側が，どの漢字の

難易度が高いのかを認識しておくためにも今回の調査

結果とデータは有益であるといえるであろう．

2. 漢字レベル 2について

このレベルの到達目標であるN4漢字75字だけでな

く， 1つ上のレベルのN2・N3漢字が166字あり，さ

らには 2つ上のN1レベルの漢字も含まれていた．す

なわち，到達目標以上の漢字が全体の 7割近くも占め

ていることが明らかとなった．

3. 漢字レベル 3・ 4について

今回の調査の結果，K3レベルのN2・N3漢字は141字，

N1漢字は50字であり，一方，K4レベルのN2・N3漢

字は131字，N1漢字は55字であった．よって，K3と

K4の間にJLPTにおけるレベルの差はほとんどないこ

とが明らかとなった．

5.2.2　漢字レベル 4までに指導されていない単漢字に

ついて

表 2で示したように，K4修了段階でのJLPTの未習

漢字はN1で903字，N2・N3で244字，N4で 8字，合計

1155字であった．K1～ K4までに指導されている単漢

字は 4レベル合計で880字であるのに対して，N1合格

を目指すために学習する漢字はK5の 1つのレベルで

1155字もあることが明らかとなった．このレベルには

本学において定まった漢字テキストがないため，今後

開発していく必要がある．

K5の初回の授業で学習者のニーズを調査したとこ

ろ，JLPTのN1合格を目指している学生が非常に多

かった．もしこのレベルでN1を目指すとなると， 4

か月で単漢字1000字以上を学ばなければならない．し

かも，K5はK1～ K4と異なり，週 1回しか授業がない．

週 2回授業があるK1～ K4の総指導漢字数が約180～

250字であることを考えると，同じペースで指導すれ

ばその半分の90～125字程度となってしまう．よって，

K5クラスでN1漢字の指導に専念するためには，指導

時間確保のために，未習の「N2・N3・N4単漢字」の

計252字はK5クラスの指導対象から外してもよいと考

える．ただし，N1合格にはN2までの指導漢字が学習

済みであることが前提である．よって本調査のデータ

を活用して，未習のN2以下の漢字をリスト化して配

布し自習を促すことで，指導対象はN1漢字の903字に

絞ることが可能となる．

この調査を実施する前は，K4までにどのN1漢字が

既習なのか不明瞭であったため，N1漢字の全体から

選択して指導していた．本調査によって，K4までに

指導されているN1漢字がどれか明らかになったため，

K5で指導するN1漢字リストから，K4までに既習の

「N1単漢字」の合計108字を外すことが可能となった．

ただし，K4までを未履修の学生もいる．そのような

学生に未習漢字をリスト化して配布し，自習を促すた

めに本調査のデータを活用することが可能である．

さらには，本学漢字クラスではレベル上下 1つは移

動が可能なため，週 2回の受講が不可能だが漢字を学

習したいという学生や，理系の学生で研究では漢字が

必要ないが，就職のためにJLPTに合格したいという

K4の学生などがK5の学生に混ざって一緒に履修して

いる．K4とは，開始時にJLPTN3レベルの学生である．

そのような学生には，K4で指導されている漢字のリ

ストを配布し自習を義務化し，K5履修の必須条件と
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する方法が考えられる．そのために本調査で作成した

レベル別漢字リストは非常に有益であるといえる．

5.3　レベル別指導読み方調査
5.3.1　漢字レベル 4までに指導されている読み方につ

いて

本調査の重要な点は，単漢字リストのみならず，音

読み・訓読みもすべてデータベース化したことである．

多くの漢字のデータベースは単漢字を基準にしたもの

か，熟語を基準としたものが主であるが，本調査では

読み方を一つ一つ「レコード」としてデータベース化

した．

このことは，学習者が各レベルで，各単漢字に対し

てどの読み方を学んでいるのかを明らかにすることが

できるということにとどまらない．まず，各レベルで

学習する読み方の総数がわかり，学習者にどのくらい

負担がかかっているかがわかる．

本調査において各レベルで指導する単漢字の数は

200弱から250前後ということが分かった．それに対し

て，指導している読み方の「音訓の合計」は各レベル

の単漢字の約 2倍であった．日本語教育において常用

漢字表の読み方すべてを指導するわけではなく，その

レベルに必要な読み方を精選して指導している．それ

でもなお，各レベルにおいて単漢字の約 2倍の読み方

を指導していることが，本調査から明らかとなった．

これは学習者にとっては非常に大きな負担であると

考えられる．たとえば中国語を学ぶ場合は，一つの漢

字につき，読み方を一つ覚えるだけでいい場合が多い．

しかし，日本語を学ぶ場合は，一つの漢字につき，多

くの場合読み方を 2つ以上覚えなければならない．漢

字圏の学習者にはある程度推測可能なようであるが，

非漢字圏の学習者にとっては「音読み」と「訓読み」

というまったく似ていない別の音をそれぞれ覚えなけ

ればならないのである．さらには，「形」「意味」「用

法（品詞性・サ変動詞・ナ形容詞になるか否かなど）」

「文脈における適切性」など学ぶべきことは多数ある．

5.3.2　漢字レベル 4までに指導されていない読み方に

ついて

本調査の価値は，K1～ K4を履修し終えた後に「指

導されていない読み方」についても明らかにすること

ができた点である．常用漢字表の中でどの読み方が未

習なのか，そしていくつの読み方が未習なのかについ

ても明らかにすることができた．

K1～ K4までに指導されている読み方の音訓の 4つ

のレベルでの合計は1777個あるのに対して，N1合格

を目指すには未習の読み方の音訓合計はK5の1つのレ

ベルでも2381個もあることが明らかとなった．

　

表 2から明らかなように，「単漢字」だけで考えると，

N5漢字は，K1で99字とほぼ指導が終わり，K2ですで

に 4字のみ，K3，K4では 0である．しかし，「読み方」

に焦点を当てて考えると，N5漢字でさえも，K4まで

に未習のものは，音読みで27個，訓読みで66個もある．

たとえば，「口」という漢字はBKB1の 1 課で学習す

るが，その際指導するのは音読みが「コウ」，訓読み

が「くち」である．音読み「ク」を知らなければ「口

調」を「コウチョウ」と読むか，湯桶読みをして「く

ちチョウ」と読むことになり，「クチョウ」と読むこ

とができない．これなどは，難読語としてN1の対策

テキストにも挙げられており，N1レベルでは読める

ようになることが求められている（「ク」と読むのは「異

口同音」なども同様である）．

このような難しい読み方は，各レベルでその単漢字

が初めて指導された際に一緒に教えるべきであると主

張したいわけではない．むしろ，そのレベルでは難易

度が高い読み方を同時に教えるのは，学習者にかなり

の負担をかけることになるので避けるべきであると考

える．まして，そのレベルで日本語学習をやめて本国

に帰る短期交換留学生もいることを考えるとなおさら

である．

本調査の結果，K4までに指導されていないN2以下

の漢字が252字であるのに対して，N2～ N5の既習漢

字の未習の読み方は942個もあり， 4倍近くあること

がわかった．

これらの「指導されていない読み方」をリストにし

て学習者に配布し，自習を促すことが可能である．学

習者はN5漢字のような難易度の低い既習漢字の未習

の読み方について自分からわざわざ時間を割いて復習

しないことも考えられる．本調査によって得られた「既
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習漢字の未習読み方リスト」を各レベルで配布するこ

とは，難しい読み方に敢えて眼を向けさせることにつ

ながる．そしてそれは，本調査結果の有効な活用方法

となるといえる．

6 ．おわりに
本研究は，東北大学日本語教育プログラムにおける

漢字クラスのより良い指導のために，以下の 3つの点

を明らかにすることを目的として行われた．

　

1） 本学で指導している漢字テキストを基に調査研究

を実施することで，本学独自のレベル別漢字リス

トを開発すること．

2） 本学の漢字クラスの各レベルで使用されている教

材の単漢字を提出順にリスト化し，当該単漢字の

「旧JLPT出題基準」のレベルと照合する調査を

行うことで，本学指導漢字レベルとJLPTレベル

との対応関係を明らかにすること．

3） 本学漢字レベル 4までに指導されている漢字のリ

ストとJLPTのN1までの出題基準漢字リストを

照合することで，逆に漢字レベル 4までに指導さ

れていない漢字を抽出し，漢字レベル 5クラスの

教材開発のための基礎資料を作成すること．

　

本研究では，本学漢字クラスで指導されている漢字

と「旧JLPT出題基準」のレベルの関係を中心に「単

漢字」と「読み方」に分けて調査し，以下の点を明ら

かにした． 

　

「レベル別指導単漢字調査について」（表 2参照）

1． 各レベルでどの「単漢字」がどのような提出順で

どれくらい指導されているかを明らかにした．

2． 当該「単漢字」は「旧JLPT出題基準」のどのレ

ベルに該当するかを調査した．

3． 漢字レベル 1～ 4の学習を終えた段階で，未習の「単

漢字」は旧JLPT出題基準の各レベルでどれくら

いあるかを明らかにした．

「レベル別指導読み方調査について」（表 3参照）

1． 単漢字を指導する際に，各レベルでどの「音読み・

訓読み」をどれくらい指導しているかを明らかに

した．

2． 当該の「音読み・訓読み」は「旧JLPT出題基準」

のどのレベルに該当するかを調査した．

3． 漢字レベル 1～ 4の学習を終えた段階で，未習の「音

読み・訓読み」は旧JLPT出題基準の各レベルで

どれくらいあるかを明らかにした．

本研究では，以下の点が明らかになった．

「レベル別指導単漢字調査について」

●漢字レベル 1・ 2では，到達目標よりレベルの高い

漢字が多く指導されていることが分かった．漢字レ

ベル 1で全体の 6割，漢字レベル 2では全体の 7割

近くが到達目標以上のレベルの漢字であった．

●漢字レベル 3・ 4では，旧JLPT基準におけるレベ

ルの差異がさほど見られなかった．

●漢字レベル 1～ 4までに指導されている単漢字は 4

レベル合計で880字であるのに対して，N1合格を目

指すには未習漢字が漢字レベル 5の 1つのレベルで

も1155字もあることが明らかとなった．

「レベル別指導読み方調査について」

●各レベルで指導されている読み方は，精選されてい

てもなお単漢字の約 2倍もあることがわかった．

●漢字レベル 1～ 4までに指導されている読み方の音

訓の 4つのレベルでの合計は1777個あるのに対し

て，N1合格を目指すには未習の読み方の音訓合計

は漢字レベル 5の 1つのレベルでも2381個もあるこ

とが明らかとなった．

●漢字レベル 4までに指導されていないN2以下の漢

字が252字であるのに対して，N2～ N5の既習漢字

の未習の読み方は942個もあり， 4倍近くあること

がわかった．

本調査の結果は，上述の 3つの研究目的に対応して，

以下の 3つの点においてより良い「漢字教育」のため

に有意義なものといえる．

1） レベル別指導単漢字と読み方リストが完成し，そ

れはそのまま東北大学独自の漢字のプレースメン
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トテストの開発に活用することができる．

2） 本学で指導されている漢字のレベルと，JLPTの

レベルとを対照した結果は，指導する際にどの漢

字が難しいかを把握することができるだけでな

く，JLPT受験希望の学生の指導にも活かすこと

ができる．

3） 本学漢字レベル 4までに指導されている漢字のリ

ストの作成とともに漢字レベル 4までに指導され

ていないJLPT漢字のリストを作成できたため，

漢字レベル 5クラスの教材開発のための基礎資料

が得られた．今後このレベルの指導漢字の選定に

本研究のデータを活用することができる．

　

さらには，本調査で得られた「レベル別漢字リスト」

は以下の点において学生の「自主学習」のために応用

できるものと期待される．

●漢字レベル 5クラスでN1漢字の指導に専念するた

めに未習の「N2・N3・N4単漢字」の計252字をリ

スト化して配布し自習を促すことで，指導対象は

N1漢字の903字に絞ることが可能となる．

●漢字レベル 5で指導するN1漢字リストから，漢字

レベル 4までに既習の「N1単漢字」の合計108字を

外すために，漢字レベル 4までを未履修の学生に未

習漢字をリスト化して配布し，自習を促すことが可

能となる．

●漢字レベル 4で指導されている漢字のリストを配布

し自習を義務化し，漢字レベル 5履修の必須条件と

することで，レベル 1つ上への移動の学生の問題も

改善される．

●「既習漢字の未習読み方リスト」を学生に配布して

自習を促すことで難しい読み方に敢えて眼を向けさ

せることが可能となる．

　

これら以外にも今回の調査研究で得られたデータや

調査結果は様々なことに応用することが可能であると

考えられる．今後は，学習者のニーズも分析しつつ，

さらなる実践を重ね，本学独自の漢字レベル 5の教材

を開発していきたい．
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