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要旨 

本研究は、なぜラトビア大学の 2 年生が書いて覚える以外の漢字学習ストラテジーを使

わないのか、また書いて覚えるストラテジーが定着している 2年生が様々な漢字学習スト

ラテジーを用いた授業を受けた後、他のストラテジーも使用しようとするのかを探る調査

である。対象者は 2年生 40 名で、2017年と 2018 年の漢字クラスで行い、学期末にアンケ

ート調査を行った。さらに、ラトビア人講師に漢字クラスを見学させてもらい、インタビ

ュー調査も行った。結果、1 年生の時は 2 週間に一度小テストがあるので、書いて覚える

ストラテジーでないとテストに間に合わないと考えていた。2 年生は書いて覚えるストラ

テジーが既に定着し、他の漢字学習ストラテジーは使いたくないと回答した。そして、6

割の 2年生が大学 1年生が終わった頃（約 240字）に漢字学習を難しく感じ、理由として、

画数が多い（10～20画）漢字が増え、書いて覚える方法では難しくなってきたと答えた。 

 

【キーワード】 SILK、アンケート調査、インタビュー、画数、小テスト 

Keywords:  strategy inventory for learning kanji, questionnaire, interview, number of strokes, quiz 

 

 

1 研究の背景と目的 

 

1.1 ラトビア大学における漢字クラスの現状 

ラトビア大学はラトビアで日本語が学べる唯一の大学であり、1997年から日本語が教え

られている。そして、現在、日本語講師 1名（筆者）とラトビア人講師 1名が、約 80 名の

学生に対して日本語を教えている。漢字クラスに関しては、ラトビア人講師が大学 1年生

の漢字（『げんき 2』の 17課：224 字まで）を担当し、その後、筆者が大学 2年生からの漢

字（『げんき 2』の 18課：225字から）を担当している。漢字クラスの最終目標は、3年の

大学卒業時に、『げんき 1・2』と『ストーリーで覚える漢字 2  301-500』にある漢字（約

500字）を読めて書けるようになることである。また、一般日本語コースでは、『げんき』

の後のメイン教材として、『中級へ行こう』、次に『上級へのとびら』を使用している。こ

のコースでは、それらの中に書かれている漢字は読めて意味が分かればよいというのを目

標にしている。漢字クラスの時間数・教科書は下記のとおりである。 

 

大学 1年生：45 時間 漢字約 220 字 『げんき』17 課まで 

大学 2年生：30 時間 漢字約 180 字 『げんき』18 課～23課、『ストーリーで覚える漢字   

                  2  301-500』17課～20課 

大学 3年生：18 時間 漢字約 120 字『ストーリーで覚える漢字 2  301-500』21課～26 課 
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筆者は 2017 年の秋学期に、初めて 2 年生の漢字クラスを担当した。そして、最初のク

ラスで、様々な漢字学習ストラテジーを使い漢字を教えたが、ほとんどの学生が興味を示

さず、ひたすら書いて覚えようとしていたことを不思議に思い、調査を行った。ラトビア

国内におけるラトビア人日本語学習者の漢字学習ストラテジーに関する調査は、管見の限

り、この調査が初めてである。 

 

1.2 本研究の目的 

 本研究の目的は 3 つある。1 つめは、なぜラトビア大学の 2 年生は繰り返し書いて覚え

るストラテジーだけを使用しているのか理由を明らかにすること。2 つめは、書いて覚え

るストラテジーが定着している 2 年生が他の漢字学習ストラテジーを用いた授業を受ける

ことにより、その後、他の漢字学習ストラテジーも使用しようとするのか調査すること。3

つめは、ラトビア人講師が行う漢字クラスの現状を把握し、どのように母語話者講師が協

力できるか探ることである。 

 

2 先行研究 

 

 海外の非漢字圏の高等教育機関における漢字学習ストラテジーに関する先行研究は、す

べて SILLもしくは SILKに基づき、漢字学習に関する要素を加えたアンケート調査を実施

している（大北 1995; Gamage 2003; ウラムバヤル 2005; ヴェントゥ―ラ2007; マテラ 2013; 

谷口 2016）。SILL（Strategy Inventory for Language Learning）とは、オックスフォード（1990）

が開発した言語学習のためのストラテジー一覧表のことで、言語学習ストラテジーを直接

ストラテジーと間接ストラテジーに分類し、前者をさらに記憶、認知、補償ストラテジー

に分類、後者をメタ認知、情意的、社会的ストラテジーに分類している。次に SILK（Strategy 

Inventory for Learning Kanji）とは、Bourke（1996）が開発した非漢字系学習者に特化した漢

字学習のためのストラテジー一覧表である。SILKはオックスフォード（1990）の SILLを

もとに作成された質問紙であり、漢字学習ストラテジーを大きく直接ストラテジーと間接

ストラテジーの 2つに分類している点では共通する。しかし、その下位分類の点では異な

り、SILKでは直接ストラテジーを、連想、ストーリー、部首、度数、経験、視覚化、自己

モニター、補償、連続・文脈、肉体・感情の反応、音声、筆順の 12 項目に下位分類し、

間接ストラテジーを学習の計画、学習の評価、他との協力の 3 項目に下位分類している（バ

ーク・秋山 2013）。 

 大北（1995）はハワイの大学にて 84 名を対象に、Gamage（2003）はオーストラリアの

大学にて 116 名を対象に、ウラムバヤル（2005）はモンゴルの大学にて 135名を対象に、

ヴェントゥ―ラ（2007）はフィリピンの大学や他の教育機関にて 209 名を対象に、マテラ

（2013）はチェコの大学にて 113 名を対象に、谷口（2016）はマレーシアの大学にて 100

名を対象に調査している。しかし、いずれの先行研究も非漢字系日本語学習者がどのよう

な漢字学習ストラテジーを使用しているのかを探る調査であり、本研究とは目的が少し違

う。本研究は、繰り返し書いて覚える漢字学習ストラテジーのみが既に定着している初級

非漢字系学習者（既習漢字 300字以下）に、他の漢字学習ストラテジーを用いた授業を行

い、その後の漢字学習ストラテジーに対する学習者の考えが変化したかどうかを調査する

ものである。 
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3 調査概要 

 

3.1 漢字クラスの概要 

 筆者は、2017 年秋学期（2コマ目から）と 2018 年秋学期（1コマ目から）に、ラトビア

大学 2年生の漢字クラスで調査を行った。対象となるのは、2年生のラトビア人学習者 40

名（2017 年：18 名・2018年：22名）である。2017 年のクラスでは、ロシア人学習者 2 名・

イタリア人とチェコ人の留学生が各 1 名、また 2018 年のクラスではロシア人学習者が 2

名いたが、今回の調査の対象からは外した。理由は、まず留学生は既に 1年間ほど母国の

大学のやり方で漢字を学習しているので、当校の学習者とは漢字学習ストラテジーが大き

く異なることが考えられる。次に、ロシア人学習者はキリル文字のロシア語を使用し、ラ

トビア人学習者のラテン文字のラトビア語とは異なり、漢字学習の際に何かしらの母語の

影響があるかもしれないので、対象から外した。そして、学期末にアンケート調査を行っ

た。 

 1学期間（秋学期）に行った漢字クラスの内容は、『げんき』18 課から 23課の漢字を、

様々な漢字学習ストラテジー（部首・イメージ・由来・豆知識）を使い、19.5時間（13 コ

マ）で教えた。これらのストラテジーは、2章で述べた SILKの直接ストラテジーの、①連

想（イメージ）②部首（部首）③肉体・感情の反応（由来・豆知識）である。SILK では、

直接ストラテジーは 12 項目あるが、授業時間は限られているので、筆者が主観的に特に

効果がありそうなものを選んだ。 

 クラスの進め方としては、2コマで 1課進み（1コマ 90分）、19.5時間で漢字 93 字を教

えた。1コマ目は 1 課の漢字を 10 個ほど導入し、げんきのワークブックで練習させ、可能

な場合は、その新出漢字に関連する活動を行った。2 コマ目は 1 課の残りの漢字 5 個ほど

導入し、同様にワークブックで練習させた。その後、活動も行い、教科書にある読解問題

を行った。時間内にできなかった読解問題は宿題にし、次回のクラスの最初に答えを確認

した。また、漢字の小テストは各課が終わった次のクラスの最初の 10分で行い（3コマ目・

5 コマ目・7 コマ目・9 コマ目・11コマ目・13コマ目）、13コマ目は漢字の小テストと復習

のみを行った。 

 

3.2 漢字学習ストラテジー（部首・イメージ・由来・豆知識） 

 ここでは、部首・イメージ・由来・豆知識などを使い、実際にどのように漢字を教えた

のか（活動も含む）、いくつかの例を下記に示す。 

 

授（げんき 18課）【部首・イメージ】 

教え方：この漢字は左側に手（部首：てへん）があって、右側に受け取る（＝もらう）と

いう漢字がありますね。だから、この漢字を使った「教授」という意味は、教授は学生に

教えますが（教）、学生から受け取る（授）、つまり、教授も学生から学んでいるという意

味です。 

 

業（げんき 18課）【部首・イメージ】 

教え方：この漢字は business という意味だと教科書に書いていますね。だから、この漢字

を使った「授業」という意味は、知識を手で受け取る（授）ビジネス（業）です。授業で

は集中して手で受け取って下さい。 
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貸（げんき 18課）【部首・由来】 

教え方：昔の人はお金の代わりに貝を使っていたので、お金に関係する漢字には貝の漢字

が入っていますね。（例：貸・買・貯） 

 

 

 

 

 

 

図 1 象形文字（貝）（https://www.hermioni.com/entry/takaragai-money  2019.12.30） 

 

活動：次の①と②の漢字は、まだ勉強していないですが、部首や漢字の一部などから漢字

の意味をペアで考えてください。 

 

①海賊 ②貧しい 

 

→答えですが、①は（かいぞく：pirate）です。海（sea）と貝（money）から意味がわかり

ますね。皆さんが好きなアニメ「ワンピース」は海賊のアニメですね。この漢字を使いま

す。そして、②は（まずしい：poor）です。お金がないという意味です。貝（money）を

分ける（divide）と貧しくなりますね。 

 

犬（げんき 21課）【部首・イメージ】 

教え方：この漢字は「人」と「一」と「`」で作られていますね。人が一番飼っているペッ

トは犬と覚えましょう。「`」は犬のしっぽみたいですね。 

活動：次の①と②の漢字は、まだ勉強していないですが、部首や漢字の一部などから漢字

の意味をペアで考えてください。 

 

①吠える ②嗅ぐ 

 

→答えですが、①は（ほえる：bark）です。口（mouth）と犬（dog）から意味がわかりま

すね。そして、②は（かぐ：sniff）です。自分（自）が知らないものを犬（犬）は口（口）

で嗅ぎますね。  

 

信（げんき 21課）【部首・イメージ・豆知識】 

教え方：この漢字は人（部首：にんべん）が言う事は信じましょうと覚えると覚えやすい

ですね。 

活動：教科書にこの漢字を使った「信号」という言葉がありますね。日本の信号は左から

青・黄色・赤ですが、どうしてだと思いますか。ペアで考えてください。 

 

→答えは、街路樹の枝が伸びて信号機にかかっても、右にある一番大事な赤が影響されに

くいからです。 
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幸（げんき 21課）【イメージ】 

教え方：この漢字「幸」の意味は happinessですね。似ている漢字で「辛」という漢字もあ

ります。意味は hardや painfulです。「辛」に線を 1 本引くと「幸」になりますね。大変な

時は、もう少し（one step）頑張ったら、幸せになれるという意味ですね。 

 

台（げんき 21課）・風（げんき 21課）【イメージ・豆知識】 

教え方：これらの漢字を使う言葉に「台風」がありますね。台の意味は stand で風の意味

はwind だから、風がずっとその場所で立っている（Wind is standing）ので、台風みたいで

覚えやすいですね。 

活動：次の①～③をペアで考えてください。 

 

①台風は何月ぐらいに多いでしょうか。 

②台風は右側と左側とどちらが風が強いでしょうか。 

③台風・ハリケーン・サイクロン・トルネードは、何が違うでしょうか。 

 

→答えですが、①は 7 月～10月です。②は右側です。③全部は風ですが、どこの海の上で

作られたかによって違います。トルネードは海に関係なく作られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図 2 台風に関する知識  （https://hp.otenki.com/2270/  2019.12.30） 

 

銀（げんき 22課）【由来】 

教え方：銀行（bank）という言葉は、どうして「金行」ではないと思いますか。銀行はお

金がある所だから、お金の漢字を使う「金行」のほうが、正しいと思いませんか。理由は、

中国語で店を意味する「行」を用い、語呂のよい「きんこう」ではなく「ぎんこう」とい

う説や、当時の貨幣制度が銀本位であったからだと言われています。  

 

3.3 授業見学・インタビュー調査 

 2017 年の秋学期に、ラトビア人講師が行う 1 年生の漢字クラスの授業見学を 3 回（『げ

んき』3課・4課・9課）させてもらい、また最後の授業見学の日の授業後に、30 分のイン

タビュー調査も実施した。ここで、今回の調査に協力してくれたラトビア人講師の経歴を

紹介しておく。この講師は、ラトビア大学で日本語を勉強し、修士課程に進み、2019年に

博士課程を修了した。教授歴は 5年ほどで（当校のみ）、日本語の教授法などは勉強したこ

とはなく、日本への留学経験もない。日本語能力は日本語能力試験で例えるならば N2 ぐ

らいである。当校で、1 年生の漢字クラスと文法クラスを担当し、また大学外で講師以外

の仕事もしている。 
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4 結果と考察 

 

4.1 アンケート 

 実施したアンケートの内容を下記に示す（実際は英語表記だが、ここでは日本語に訳し

たものを記載する）。 

 

①1年生の時の漢字クラスと比べて、何が違いましたか。 

②今期、様々な漢字ストラテジーを用いた授業でしたが、どう思いましたか。 

③今後、書いて覚えるストラテジー以外のストラテジーも使い漢字を覚えようと思います 

か。それとも、書いて覚えるのみが良いと思いますか。理由も教えてください。 

④新出漢字導入後に、それらの漢字に関連する活動がありましたが、どう思いましたか。 

⑤いつから漢字を覚えるのが難しいと感じるようになりましたか。  

 100字ぐらいから（1年生の秋学期終了時） 

150字ぐらいから（『げんき 1』終了時） 

240字ぐらいから（1年生の春学期終了時） 

あまり思わない 

 

上記のアンケートの各質問の主な回答は次のとおりである。（学生は英語で記入したが、こ

こでは日本語に訳したものを記載する）。 

 

①に対する回答 

・1年生の時は 1コマに漢字を 15 個ほど習い、2年生の時は 1 コマ 10個ほどで、この違い

は大きかった。毎回 15個も覚えられないし、このせいで漢字が嫌いになった。 

・1年生の時は、1 コマに漢字を 15個ほど習い、翌週に漢字の小テストがあったので、書

いて覚えるストラテジーでないと間に合わなかった。 

・1年生の時のような漢字クラスだと、授業ではワークブックで練習するだけなので、小 

テストがない日は家で自分で勉強でき、授業に行く必要性が感じられなかった。 

・1年生の時は、書いて覚えるだけで、授業がつまらなかったけど、今期の授業は面白か 

った。 

②③④に対する回答 

・40 名全員が書いて覚える以外のストラテジー（部首・イメージ・由来・豆知識）も使い、  

 漢字を学習するのは面白かったと答えた。 

・40 名中 28名は部首やイメージを使い漢字を覚えることに肯定的で、今まで以上に漢字  

 に興味がわいたと回答したが、一方、12 名は否定的で書いて覚えるストラテジー以外使 

 いたくないと答えた。理由として、書いて覚えるストラテジーが定着していること、全 

 ての漢字に対して、部首やイメージが分かりやすくリンクするわけではないと答えた。 

⑤に対する回答 

・40名中 3名が 100字ぐらいから、40名中 11名が 150字ぐらいから、40名中 26 名が 240 

字ぐらいからと答えた。この 26 名の中で、漢字を覚えるのが難しいと感じる理由とし

て多く挙げられていたのは、画数が 10～20 画の漢字が多くなってきて、書いて覚える

ストラテジーでは難しくなってきたという答えだった。 
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アンケート結果から、筆者は次のように考える。まず、学生全員が書いて覚える以外の

ストラテジーを使い漢字を学習するのは面白かったと感じているのは、1 年生の時に漢字

の構造を深く考える授業を受けてきておらず、テストのためにひたすら書いて覚えてきた

からだと考える。1 年生の時に、漢字を書いて覚えるのはもちろん大切なのだが、今回の

ような学生の知的好奇心を刺激するようなストラテジーを使い、1 年生の時から漢字を教

えることが、結果的に、2 年生以降の漢字学習の困難さやモチベーションに大きく影響し

てくるといえる。これは、海外の非漢字圏の大学における漢字クラスにおいて、重要なこ

とであると思われる。また、事実、ラトビア大学では毎年 2年生の秋学期が始まる時には、

入学時の 2 割～3 割の学生が日本語の学習を断念し大学をやめている。その多くの学生達

（筆者がラトビア大学で働き始めた 2017年～）からは、漢字学習が困難になってきたとい

う声をよく聞いた。2 年生から漢字学習ストラテジーを変えることは少し難しいので、や

はり 1年生の時から、書かせて覚えさせるだけではない漢字の授業を行うことが大切であ

る。また全ての漢字に、部首・イメージが分かりやすくリンクするわけではなく、分かり

やすい由来や豆知識もないので、それらの漢字をどのように教えるかは今後の課題である

といえる。 

 

4.2 授業見学・インタビュー調査 

 授業見学の結果、様々なことが明らかになった。まず、1 年生のクラスには短期留学生

がいたので、ラトビア人講師は英語とラトビア語を使い、漢字クラスの授業を進めていた。

次に、授業の進め方だが、2 コマ（1 コマ 90 分）で 1 課進み、1 コマ目に 1 課の漢字を全

て導入し（15 個ほど）、翌週の 2 コマ目に漢字の小テストと教科書にある読解問題をさせ

ていた。そして、1 コマ目で新しい漢字を導入する際には、教科書に書いてある漢字の読

み方・意味・筆順・その漢字を使った言葉を教えていたが、部首・イメージ・由来・豆知

識などで漢字の形を覚えさせたり考えさせたりはせず、ひたすら書いて覚えさせる方法が

とられていた。また、3 課と 4 課の 1コマ目を授業見学した際には、学生はラトビア人講

師の漢字の説明（教科書に書いてある読み方・意味・筆順・その漢字を使った言葉）を聞

いていたが、9 課の 1 コマ目を見学した際には、学生はラトビア人講師の漢字の説明を聞

かず、まだ説明していない次の漢字をワークブックに書いて練習していた。 
 

次にインタビュー調査の結果を下記に示す。 

Q1. 漢字を教えるのは簡単ですか。それとも難しいですか。どう思いますか。 

 A. 文法を教えるより難しくないです。文法を教えるときは、難しい質問をされますが、   

  漢字のクラスではそういう質問はありませんから。 

Q2. 漢字クラスで困っていることは、ありますか。 

 A. 理由は分かりせんが、学生の出席率が悪いことですね。 

Q3. どうして 1コマ目に 1 課の漢字を全て（15個ほど）教えているんですか。 

 A. 私が学部生の時、このやり方で日本人の先生が教えてくれました。 

Q4. どうして書かせて覚えさせる方法だけを使っていますか。 

 A. これも同じで、私が学部生の時の日本人の先生がこのやり方でした。だから、このや   

  り方が正しいと思っています。 

Q5. 部首・イメージ・由来・豆知識などを使い、漢字を教えることについて、どう思いま 

  すか。 
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 A. いいと思いますけど、私はそれらの調べ方が分からないです。あと、準備に時間がか  

  かるのも問題ですね。 

Q6. 漢字の教え方や日本語の教え方のセミナーなどがあったら、参加したいですか。 

 A. はい。でもお金がないです。あとお金を出してもらえても、大学外の他の仕事もして 

  いるので、国外のセミナーだと難しいかもしれません。それに、いつまでこの仕事を  

  続けるかもわかりません。 

Q7. 最後に、何か質問や聞きたいことはありますか。 

 A. 私の漢字の教え方は大丈夫ですか。何か変ですか。 

 

 授業見学・インタビュー調査の結果から、筆者は次のように考える。まず、ラトビア人

講師は自身が学生の時に受けた漢字クラスのやり方以外は見たことがないので、学生の時

に日本人の先生がしていた漢字を書かせて覚えさせるというやり方が正しい方法であると

考えているといえる。この考え方は、セミナーに参加したり、筆者と漢字の教え方を話す

ことで変わるかもしれないが、ラトビア人講師も教師以外の仕事があり、またこの仕事を

どこまで続けようと考えているかにもよるので、コミュニケーションをとりながら、一番

良い方法をみつけていく必要がある。次に、ラトビア人講師が部首・イメージ・由来・豆

知識なども使い漢字を教えることに関してだが、やはり通常、それらを日本語で、非日本

語母語話者教師（日本語能力や専門にもよるが）が辞典やインターネットで調べることは

難しいので、母語話者教師の協力が必要になるといえる。海外の大学では、非日本語母語

話者教師が大学 1年生の漢字を担当することが比較的多いと思うが、任せっきりにするの

ではなく、母語話者教師ができる協力は積極的に行い、より良い漢字クラスを作ることが

重要であるといえる。 

 

5 まとめ 

 

本研究では、ラトビア大学 2年生のラトビア人日本語学習者の漢字学習ストラテジーを

調査し、なぜ彼らは繰り返し書いて覚える以外の漢字学習ストラテジーをあまり使わない

のか、また書いて覚えるストラテジーが定着している 2年生が他の漢字学習ストラテジー

を用いた授業を受けた後に他の漢字学習ストラテジーも使用しようとするのか、そしてラ

トビア人講師の漢字クラスに対して母語話者講師がどのように協力できるか、考察した。

以下、明らかになった重要であると考える 3点を述べる。 

 （1）学生は 1年生の時に、繰り返し書いて覚えるストラテジーのみを使用する授業を受

けていた。そして、1年生の時は漢字のテストが 2 週間に一度あるので、学生は書いて覚

えるストラテジーがつまらないと感じていても、どんどん書いて覚えないとテストに間に

合わないと考えていた。 

 （2）2年生の時には繰り返し書いて覚えるストラテジーが既に定着し、また全ての漢字

に対して部首やイメージが分かりやすくリンクするわけではないので、3割の学生は 2 年

生から他の漢字学習ストラテジー（部首・イメージ・由来・豆知識）も使い漢字を覚える

ことに否定的であった。また、6割の 2 年生が 1 年生が終わった頃（約 240字）に漢字学

習を難しく感じており、理由として、画数が多い（10～20画）漢字が増え、書いて覚える

ストラテジーだけでは漢字学習が難しくなってきたと回答した。 

 （3）ラトビア人講師も部首・イメージ・由来・豆知識なども使い漢字を教えることに肯
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定的であったが、通常、多くの非日本語母語話者講師が日本語で辞典やインターネットを

使い、それらを調べることは難しいので、母語話者講師が上手くサポートする必要がある。

一般的に、海外の大学では、非母語話者講師が大学 1年生の漢字を担当することが比較的

多いが、任せっきりにするのではなく、母語話者講師が非母語話者講師に積極的にコミュ

ニケーションをとり、より良い漢字クラスを一緒に作っていくことが重要であるといえる。 

 以上のことをから、教育現場における提案としては、1 年生の漢字クラスを非母語話者

講師と母語話者講師が協力し、書いて覚えるストラテジーだけではなく、他のストラテジ

ーも使いながら教えることが重要で、これが 2年生からの漢字学習に大きく影響し、さら

には、漢字が原因で日本語学習を断念する学生を減らすことにもつながると思われる。 

今後の課題としては、今回は SILKの直接ストラテジーの 12項目から、筆者が主観的に

効果がありそうな 3項目を選び使用したが、果たして残りの 9項目はラトビア人日本語学

習者に対して、効果的があるのかどうか調査する必要がある。 
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