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l．はじめに   

筑波大学の留学生教育センターでは，現在Aコースとして，関東甲信越の国立大学に配置される  

文部省の研究留学生のために半年間の集中日本語数育を行っている。当コースでは，学生のほとん  

どが各自の専門分野の大学院での研究活動を目的に来日しているため，コースの到達目標を，日常  

生活に必要な日本語会話力の上に，日本語で専門の講義が開ける，辞書を使って専門書が読める等，  

配置先の大学での研究活動に必要な日本語能力を養成すること，としている。日本語の授業時間数  

は，約500時間で，そのほぼ4分の1が文字および読解教育に当てられている。学生は，コースの  

前半に，初級日本語教科書ほそにほんごかいわ』を使用，そこに出てくる漢字約500字の読み書  

きを学習し，後半は，各自の専門分野の読み教材から必要な漢字語彙の読みを学習することになっ  

ている。   

さて，このような短期間で日本語の読解力をつけるためには，効率的な漢字の学習が不可欠であ  

るが，従来の日本語教育においては，教育の中心は文型・文法や会話の練習に置かれ，湊字の習得  

は個々の学習者の努力に委ねられるのが常であったように思う。近来，文法や会話に関しては，体  

系的・効果的な指導法や教材の開発が盛んに研究されるようになったが，漢字の指導法に関しては  

未だ旧態依然であるのではないだろうか。そのため，非漠字系の学習者への負担が極度に大きく，  

初級の間は何とか授業で要求される漢字数をこなすことができても，専門の研究に入ると，出てく  

る漢字の数の多さと難しさを理由に日本語の習得を途中で断念する者も多い。このような状況を考  

えると，ただ教科書に使われている一定数の基本漠字（何が基本漢字か，ということすら明らかで  

はないのが現状であるが）を碇示していくという現在の初級漢字教育のあり方を再検討し，学習者  

が将来必要となるであろう漢字力の基礎を作るような体系的・効率的漢字教育を考えていかなけれ  

ばならないのではないだろうか。また，現在の藻字教育では，読みと書きを同時に指導するのが普  

通であるが，読める必要がある漢字と書けなければならない漢字とは，果して同じなのか，という  

問題もあろう。   

そこで，我々は，外固人にとってどのような漠字学習のあり方が効果的なのか，漢字をより体系  

的にしかも面白く指導していくにはどのような教材および方法が考えられるか，等を研究するとい  

う趣旨で，1986年4月に「漢字学習研究グループ」を作り，さまざまな取り組みをしてきた。その  

うちの一つに，パーソナル・コンピュータを使った漠字学習プログラムがある。パーソナル・コン  

ピュータを利用した日本語教育の実践に関しては，名古屋大学の総合言語センターの報告（参考文  
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献の5－7と13を参照）があるが，漢字教育については，まだ十分な研究がなされているとはいえ  

ないように思う。本稿は，筑波大学留学生教育センターにおける1986年度Aコースでのパーソナル  

・コンピュータを使った漢字学習プログラムの研究および実践報告である。表題となっている「漢  

字CAI」という用語については，2節に述べてある。本箱の5，6，7の各節は，それぞれの漢  

字学習プログラムのデザイン担当者（5節：加納，6節：竹中，7節：清水）が分担して執筆し，  

その他，全体の内容については，漢字学習研究グループの定例会での話し合いをもとに加納がまと  

めた。プログラミング（記述言語はBASICである）は，すべて大坪一夫が担当した。また，11  

月からは，フランスからの文部省研究留学生マリアニ・ミッシェル（コンピュータによる漢字教育  

専攻）もグループに加わり，PASCALを使ったプログラミングの可能性を模索したり，外国人  

の立場から貴重な意見ヤアイデアを出したりしてくれた。Aコース担当の諸先生方からも漢字プロ  

グラムを使った感想や教材への注文などいろいろな形でご協力いただいた。また，筑波大学心理学  

系の海保博之助教授から貴重なコメントを頂いたことを感謝している。  

2．漢字CAlのねらい   

2．1 なぜCAlか   

教育の理想は，一人一人の学習者の問題点を知り，一人→人に適切な指導をして，その能力を最  

大限に伸ばすことであろう。最近，特にこの「個別指導」という観点からコンピュータを使った教  

育がクローズアップされてきた。すでにコンピュータは，成績処理や教務管理からデータバンクの  

ようなものまでいろいろな形で教育の場に持ち込まれているが，その中でも，「コンピュータを使  

って教育をする」というコンピュータ利用の仕方を表す言葉として，CAl（＝ComputerAssISted  

InstructlOn：コンピュータ支援授業），CAL（ComputerAssistedLearning：コンピュータ支援学  

習），CMI（ComputerManagedInstruCtion：コンピュータ利用教師支援システム）がある。1）   

CAI，CALは，コンピュータが直積に学習者と対話しながら教育および学習を進めていくシ  

ステムであるのに対して，CMIは，教師の仕事を支援する，すなわち個々の学習者の進歩状況を  

モニターするとか，教師のしなければならない仕事（テストの採点や偏差値の計算など）を助ける，  

といった目的でコンピュータを利用するシステムであるといわれている。2）我々が本稿で扱うのは，  

前者の方である。中山和彦／他（1986）3〉の説明によれば，1950年代の終わり頃からアメリカで使わ  

れ始めたCAlという言葉に対して，のちにイギリス・ヨーロッパを中心にCALという言葉が使  

われ出したのは，「コンピュータが人間の教師になりかわって数えるシステム」という考え方から  

「コンピュータが学習者の自発的学習を支援するシステム」という考え方への発想の転換を象徴す  

るもので，「教授」か「学習」かというのは，一枚の紙を両面から見るようなものとのことである。  

そして，現状においては，両者の遠いはほとんどないという。   

そこで，我々も，両者を一つとしてとらえる立場をとるが，用語としては，広く使われている  

「CAI」の方を使うことにする。また便宜上，学習者がコンピュータと直接に対話しながら漢字  
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学習を進めていく方式を「漢字CAI」と呼ぷ。   

さて，CAIの利点としては，（D「個人のペースに合わせて学習できること」のほかに，②「学  

習項目が明確であり，そのチェック項目に関しては，人間より正確に厳しく判断できること」，③  

「その場で学習者の問題点が明らかにできること」，（む「各自の問題点に合わせて適切な指導が即  

座にできること」，⑤「検索機能等により過去の学習項目を正確に把墟できること」などがあるが，  

これらの点は漢字の一斉指導方式の授業で教師が一番苦労するところであろう。また，漢字を習得  

するためには，学習者各自が絶えず繰り返し練習を続けることが必要であるが，コンピュータはこ  

の単調で孤独な練習作業に刺激を与えることができ，しかも人間と違っていくら同じことを繰り返  

しても疲れたり飽きたりすることがない。このように考えると，個別指導，正確なチェック，速い  

フィードバック，などの点で，CAIは漢字教育にはまさにうってつけではないかと思われる。   

従来の漢字の一斉指導方式の授業では，漢字とその読み方，書き方を与えられた時間内に覚える  

ことが出来る学生と出来ない学生との差がどうしても出てくる。その差がだんだん大きくなってい  

くと，授業の照準レベルをどこにおくかによって，出来る者は待たされて退屈したり，出来ない者  

はわからないまま進まれて無為に時間を過ごしたり，といったロスが多くなる。また，個人によっ  

て弱いところ，強いところが大きく違う場合，クラスで一人一人に適切な指導をするのには時間が  

かかりすぎる。また，各学生の漢字力の達成度は，テストなどで見ることができるが，そこに至る  

までの過程，つまり，各学生がどのような学習方法をしてそうなっているのか，学生が授業中正し  

く練習できているのかどうか，等を把握するのは非常に乾しい。さらに，授業中教師が一人一人の  

学生に本当に適切な指導をしているかどうかになると，正確に把握するのはますます困難であろう。   

コンピュータを使えば，学生は他人に邪魔されることなく個人のスピードに応じて練習ができ，  

一人一人が考える機会が多くなって，ロスが少ない。出来る学生はその力に応じてさらにチャレン  

ジもできるし，出来ない者は出来るまで何度でも繰り返し練習できる。また，どこが出来ないかと  

いう自分の問題点を速く正確に知り，あとで復習する際の課題を明らかにすることもできる。興味  

や関心が異なる学生には，別のやり方で漢字を練習させることもできるかもしれない。以上のよう  

な理由から，CAlによる漢字教育（漢字CAI）を試みることになったわけであるが，当センタ  

ーのAコースの場合，理科・工科系の学生が多く，コンピュータに親しみを持っていたため，コン  

ピュータを使うことによって「楽しく」学習できる，という利点もあったようである。   

さらに，実際に授業でコンピュータを利用してみて良かったことは，上記の利点以外に，教師が  

一人一人の学生の学習法を観察し，問題点を分析できるということであった。CAlのクラスでは，  

教師は主導的に教えることから開放され 学生の質問に答えたりしながら個々の学生の練習ぶりを  

客戟的に観察でき，今まで漠然と理解していた漢字学習者の問題点，すなわち，学習者はどのよう  

にして漢字を習得していくのか，その習得方法には人によってどのようなタイプがあるのか，漢字  

のどこが難しいのか，覚えるためにはどんな知識が有効なのか，使えるようになるためには知識の  

どのような体系化・統合化が必要なのか，というような点がしだいに見え始めてきたことである。  
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しかし，CAlとは，もちろんただコンピュータを使えばいいというものではなく，体系的にし  

かもきめ細かくデザインされた良いソフトがかナれば，本当の意味で一人一人の学習者に適切な指  

導をすることができないことは言うまでもない。また，それを使うにあたって，人間である教師と  

コンピュータとの役割分担がうまくいくことも大切な要因であろう。漢字CAlの実践を通して，  

良いCAlソフト，良い湊字CAlのあり方を研究するとともに，日本語学習者の藻字学習の過程  

を探り，より効果的な指導法を経験的に学んでいこう，というのが我々の考えである。   

2．2 漢字CAlの設計概念   

CAlで学習させる際にどのような教授方法を中心にするかで，いろいろな分け方や名称がある  

が，大きく分けて次の4種の様式があると考えられる4）。  

（むチエートIノアル（個別教授）様式：コンピュータが先生の代わりに学習項目の要点を提示し  

説明する。   

②ドリル（練習）様式：コンピュータが練習問題を出し，学習者の答に対して正誤の判定をす  

る。  

（勤問い合わせ様式：学習者がコンピュータの問題に関連した説明（ヒント）を要求したり，質  

問したりしながら学習を進める。   

④ゲーム・シミュレーション様式：学習者がコンピュータに制御されたゲームあるいはシミュ  

レーション環境と対話しながら，問題解決をすることにより  

学習する。   

日本では語学教育に④の様式を使うことはまだあまりないようであり，実際には，①と②，②と  

（乱①と（塾，等のように組み合わせて使っているこセが多い。漢字のCAlをくDや（むの様式でする  

には，設備の問題もあり，技術的な準備も必要であるため，我々も当面は（宣）3の様式を考えること  

にした。   

ここで，我々の考える漢字CAIの内容がどういうものであるかを明らかにしておく必要があろ  

う。漢字の学習を大きく次のような5つの側面に分けて考える。  

（1）漢字の弁別・識別（それが他の漢字とは異なるある特定の漢字であるとわかること）  

（2）その漢字の読み方を覚えること  

（3）その漢字および漢字語の意味を覚えること  

（4）その漠字の字形を覚える（書けるようになる）こと  

（5）その漢字の使い方（話中および文中）を覚えること  

一般には．（2X3）を「読み∴（3X4）を「書き」として，初歩の段階では，基本的な漠字または漠字語  

の読み方，書き方，意味を一つ一つ学習するのではないだろうか。しかし，見過ごされがちだが，  

漢字の学習において，（1）と（5）の側面もかなり重要なのではないかと思われる。  
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認知心理学および情報処理心理学5）では，人間の情報処理のシステムをデータ駆動型と概念駆動  

型とに分けて考えている。データ駆動型というのは，情報を個々の成分に分析し，その弁別的・示  

唆的特徴成分を識別することにより全体が何であるかを解釈していく方法である。それに対して，  

概念駆動型というのは，その情報が何であるかについて一般的知識や他の情報に基づいて仮説をた  

て，その仮説と照合する形で解釈していく方法である。有名な例を使って説明すれば6），アルファ  

ベットの「A」を認知するのに，一つ一つの線の角度や長さ，それらの組み合わせの特徴からそれ  

と解釈するのがデータ駆動型の処理方法である。概念駆動型では，その前後の文字などからそれが  

何であるかの仮説をたてる。例えば，我々は「A」という形を「CAT」という環境では「A」と  

識別するが，同じ形を「T几E」という環境では「H」と識別することができる。これは，我々が  

すでに〔cAT〕や〔TnE〕などという単語が英語に存在することを知っているためであり，そ  

のような環境に現れる文字が「A」あるいは「Ⅰりであるとの仮説を立てて，その文字を解釈して  

いるからだと考えられる。しかし，そこに現れる文字が「D」のような似ても似つかない字形の文  

字だったら，もちろん我々はそれを「A」あるいは「H」とは識別しないであろう。ということは，  

我々ほデータ駆動型の処理方法と概念駆動型の処理方法とを両方うまく使ってより効率的な認知を  

しているといえるのではないだろうか。   

これを漢字の場合に当てはめてみると，その漢字の総画や特徴成分である部首などを覚えていて，  

そこから識別および弁別するのがデータ駆動型であり，その漢字の使われる環境，文脈などから推  

測して読むのが概念駆動型といえるのではないだろうか。この2つの処理方法は，どちらも大切で  

あり，両方が互いに補い合って情報を処理していると考えられるが，今までの漢字教育は前者にの  

み重点を置いていたように思う。後者の方法をうまく使えば，例えばその漢字の字形をそれほど正  

確に覚えていなくても，文脈からそれが何であるかを推測できる可能性があり，そのことによって  

湊字の認識がかなり能率的に行われそうである。学生が渓字を読まなければならないのは，テスト  

などの特殊な状況を除いては，常にある文脈においてだからである。7）   

例えば，文の構成からその漢字語が名詞か形容詞か動詞かというようなことが分かることによっ  

て，その漢字を識別する際の選択の範囲は狭くなるのではないだろうか。また，それがどんな種類  

の形容詞であり，動詞であるのか，というようなことも，いっしょに使われている言葉の意味から  

類推できることがある。逆に，動詞や形容詞の意味からその主語あるいは補語となっている名詞が  

人の名前なのか，場所の名前なのか，物の名前なのか，などが分かる時もある。漢字が複合漢語の  

中に使われている時には，漢語の語構成のルールなども役に立つだろう。このように，漢字認識の  

際にその漢字以外の情報から類推するという方法は，日本語を母語とする人間の認識方法に近いも  

のであり，より効率的な方法として試してみる価値があるのではないかと思う。   

具体的な漢字CAIプログラムとしては，まず読み練習用プログラムを考え，ドリル様式に問い  

合わせ様式を組み込んで，練習の際にヒントとしてその漢字が使われる文脈を参照できるような形  

にした。このヒントによって学習者の概念駆動型の処理方法を助けるためである。（詳しくは，4  

71   



節を参照のこと）   

また，データ駆動型の認識方法で使われる弁別的示唆的特徴成分でも，部首などに関する情報は，  

早い時期から導入すれば，漢字とはどういうものであるかという概念を知るためにも有効であろう  

と思われる。そこで，学習された漢字数が増えたところで，部首を認識させる練習（〔資料2〕参  

照）や似ている字形の漢字を見分けさせる練習（6節）などを考えた。さらに，漢字の用法に関す  

る知識を体系化するために漢語の語構成の練習（7節），そして文法やその他の知識との組み合わ  

せによる練習（5節）なども考えてみた。   

従来の，個々の漢字の字形・書き方・読み方・意味などを一つ一つ覚えさせていくというような  

知識の積み上げとしての漢字学習ももちろん必要であるが，それだけではなく，上に述べてきたよ  

うな，「漢字とはどのようなものか」，「［］本譜の請および文構造の中で漠字はどのような働きを  

しているのか」などを理解することにより，文法ヤ語彙に関する情報から文中の漢字を推測したり，  

漢字を拾うことで文の意味を速く把握できたりする，という，いわば「漢字的思考」を学習させる  

方法を考えれば，もっと効果的に漢字運用能力を高めることができるのではないか，というのが我  

々の漢字CAlの基本的設計概念である。   

しかし，現実のCAIでは，設備の問題や技術的問題も無視することはできない。当初，留学生  

教育センターにはNECのパーソナルコンピュータPC－9801Fが5台あったので，スタンドアロ  

ン型8）のCAlで1台を2－3人の学生がいっしょに使うということでスタートした。スタンドア  

ロン型は，いわゆるファイルサーバー型9）に比べると，クラス全体のデータが一度に処理できない，  

フロッピーの数が多く強要で管理が大変である，学習者の現時点での反応しか対象にできず，それ  

までの学習経過をプ匂グラムの進行に反映できない，などの点が開毘であるといわれている。しか  

し，今まで当センターのAコースの学生は，比較的少人数であったため，フロッピーの数の問題は  

それほど大きくなかったし，また当面はコンピュータではデータをとらず，数人の教師が学生たち  

の反応を観察するという方法をとったので，この間認はある程度カバーできたのではないかと思う。  

結果論ではあるが，使い始めの時期には，スタンドアロン型のほうが良かったといえるかもしれな  

い。語学教育にLLが導入された初期のころを考えてみると，教師がホスト機の扱いに慣れておら  

ず，また機械の操作に忙しくて，学生との応対が十分にできないというようなことがよくあったと  

開くが，ファイルサーバー型のCAIでも同様のこむが起こったかもしれないからである。しかし，  

長期的に見れば，今後の体系的な漢字学習プログラムのためには，スタンドアロン型では限界もあ  

ろう。   

また，CAIの様式も，書き方の練習のためには，チュートリアル様式を考えなければならない  

だろうし，漢字のゲームなどもシミュレーション様式で出来るかもしれない。しかし，それには，  

グラフィックを使って画面に大きく漢字の書き帳を出すとか，漢字のいろいろな情報（画数・字源  

・意味・音訓読み・その漢字を使った単語・間違えヤすい点など）が入れてあるデータベースのよ  

うなものを作り，必要に応じて画面で参照できるようにするとか，学生が書いた字を読み取って，  
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間違いを指摘するとか，様々な横龍が必要になってくる。現時点では，設備と技術の面からできる  

範囲で効率的・体系的な漢字学習のプログラムを考えていこうと思う。  

3．1986年度活動嘱告   

3．1前期（1986年4月～9月）   

漢字学習のうち，Aコースの当面の目標である読みの練習にまず力を入れることとし，教科書と  

して使用している ほそにほんごかいわ」に出てくる漢字の言葉の読み練習用にドリル・問い合わ  

せ様式のCAIプログラム（プログラム名：KANJI）を試作した。プログラムデザインおよび  

各課のデータの打ち込みは，加納千恵子，清水百合，／竹中弘子，石井恵理子の4名で分担した。  

（詳細は4節参照）   

Aコースの日本語の授業は，1日4コマ（1コマは75分）でFきそにほんごかいわ」の1課を終  

えることになっており，1課に約10－20の新出漢字（特に意図的な提出順序になっているわけでは  

ない）があって，漢字を語単位で導入し，課を追うごとに読みかえが増えていく方式の漢字教材が  

できている。   

漢字CAIが日本語の授業全体の中で占める位置は下図のようになっていた。  

＜学習の流れ1＞  

学習者の自習  ：クラスで書き方を練習した漢字の復習。書〈練習と読み方を  

覚えてくる。（宿題）  

文法C AI  ：漢字まじり文で，新しい課の文法のドリル。＝湊字まじり文  

の読み練習にもなる。  

1コマ目  

：前日の漢字の言葉の読み練習（復習）。宿題を集めてチェッ  

クする。  

漢字 C AI  

2コマ目  

：主に口頭練習。漢字は，板書に使われることがある程度。  

3コマ目  

読み書き練習  ：宿題・CAIでチェックしたことを注意。漢字教材を使って，  

その課の漢字の導入。  

4コマ目  
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学習者の自習  ：復習・宿題   

上記の流れのように，はじめの漢字CAIプログラムは復習用に使われていた。したがって，渓  

字の書き順ヤ書き方の導入，漢字語の意味や用法の説明などは，すべて4コマ日のクラスで教師に  

よってなされ，コンピュータを使ってやるのは，あくまで定着・確認のためのドリルのみであった。  

これは，コース開始後2－3日でひらがなを導入したあとすぐ教科書の1課に入るため，この段階  

で漢字の書き方まで予習させるのは無理ではないか，との配慮からであった。また，4コマ目のク  

ラスでは，5課に1回の割合で「漢字の話」と遺して「象形文字の話」，「指事文字の話」，「会  

意文字の話」，「形声文字の話」．「部首の話」などの教材を作成し，漢字とはどういうものであ  

るかを説明したのが好評であったが，その結果，教科書の進度より漢字の進度が2”3課遅れる形  

になってしまい，教科書の本文が読めなかったり，文法用CAIプログラムにその課で出てくる漢  

字が使えなかったり，という混乱があった。この進度の問題は，ほそにほんごかいわ」の27課で  

中間試験をやったところで調整され，以後は予習塑（その課に出てくる漢字語は，前［＝こ学生に予  

習きせ，当日の朝のCAIクラスでその練習をしてから，文法の練習に入る）に変わった。   

また，漢字CAIプログラムとしては，復習用に5諌分の漠字語をまとめてアトランダムに練習  

させるもの（ⅩAN】llり，漢字に弱い学生用に正解が見られるプログラム（KANJIB），さ  

らに文中の漢字語の読みを練習させるもの（ⅩANJ】S）もできた。   

ほそにほんごかいわj の後は，アメリかカナダ十一大学連合日本研究センターのFBASIC  

JAPANES E－A RevleW Textiを教科書として使用したので，その各課に出てくる漢字語の  

読み練習プログラム（KANJIRT）も作られた。   

コースの途中で，学生にCAIに関して意見を聞いたが，その結果は概して好評であった。が，  

漢字の練習は，形式が単調であるとか，始めのころは文法練習の後に漢字の練習をさせていたため，  

漢字を十分に練習する時間がなかったというような感想もあった。また，「きそにほんごかいわ」  

を終えた時点で，学生の総合的な漢字力（漢字1字の意味がとれるか，漢字語の文中での用法がわ  

かるか，複合漢字の語構成や意味構造がわかるか，同音異義の漢字の中から適当なものが選ペるか  

など）をみるためのクイズ（【資料1〕を参照）を行ったが，その結果を見ると，ヤはり出来ない  
学生は主に漢字語の文中での用法に関する知識や漢語の語構成がわかっていないのではないかと思  

われた。さらに，FReview Teltj の後で専門書の読解演習に入るために漢和辞典を引く練習をし  

た際，やはり漢字に弱い学生は部首引きが使えないということもわかった。そこで，次の課題とし  

ては，漢字語の用法，詩情成．部首などを練習するプログラムを試作することを決め，前期を終了  

した。  
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3．2 後期（1聞6年10月～1987年3月）   

後期の漢字CAIは，はじめから予習型でスタートした。下図のような学習の流れの中で，学習  

者の漠字の予習が十分かつ適切であったかどうかをチェックし，文の読み練習につなげるというの  

がCAIクラスの方針となった。  

く学習の流れZ＞  

：漢字教材を使って書き方を予習（宿恕）し，読み方もおぼえ  

てくる。  

学習者の自習  

漢字C AI  ：漢字の言葉の読みを確かめる。宿題を集めて，字形などをチ   

ェックする。  

1コマ目  

文法C AI  ：漢字まじり文で，文法事項のドリル。＝漢字まじり文の読み  

練習にもなる。  

2コマ日  

：主に口頭練習。濃字は，板書に使われることがある程度。  

3コマ目  

読み書き練習  ：宿題・CAIでチェブタしたことを練習。ディクテーション  

・文章の読解練習など。・   

4コマ目  

予習チェック用のCAIということで，プログラムKANJIを再検許し，学生が答えるまでに  

かかる秒致を表示して漢字認識のスピードを計ったり，全問が終ったところで正答率を表示するよ  

うにしたり，予習が十分でない学生のためには正答も見られるようにしたり，という改良を行った。  

また，復習用のプログラムには，漢字語の下の入力域に読みがなの数だけ下線を表示していたのを  

やめるなどした。（詳細は4節参照）さらに，これらのプログラムの学習記録をとることについて  

も検討されたが，1台を複数の学生が使っている現状から，この件はもう少し先に延ばすこととな  

った。   

今期作られた新しいプログラムは，   

①形容詞・動詞の漢字の用法練習（5節を参照）   

（診漢語の語構成と意味の練習（6節を参照）  
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（∋似ている字形の漢字の識別練習（7節を参照）   

④漢字の部首の認識練習（〔資料2〕を参照）  

の4つで，①は1月初め，②は1月末に出来上がった。◎㊨もプログラムのデザインとデータの選  

択が終わり，近日中に完成予定である。  

11月からは，新しく研究グループに参加したマリアニ・ミッシェルの指導によるPASCAL言  

語の勉強会が始まり，さまざまな漢字CAIプログラムの可能性や市販のソフトの検討など定例会  

での議論も活発になってきた。教科書に出てくる漢字だけでなく，日常よく見る漢字の読み練習  

（読み方よりも意味を取る練習）も必要であるとか，ワードプロセッサーの横能を使って同音異義  

語の中から適当なものを選ばせる練習や漢字まじり文を作らせる練習がよいとか，いろいろなアイ  

デアが出された。そして，課外にワープロ教室を開いたり，漢字クラスでスライドを使って漢字の  

看板や掲示の意味取りをさせてみたりした結果，好評であったので，次期はそのような方法もプロ  

グラムに取り入れられるかもしれないとの感想を持った。また，漢字の「読み」から「書き」へ，  

マウスやタブレットを使ってのチュートリアル様式の漢字CAlへの期待も高まってきた。  

1月末には，漢字CAIに関するアンケート調査（〔資料3〕参照）を実施し，CAlが漢字学  

習にかなりの効果をあげているという感触を得た。と同時に，漢字の用法を練習するプログラムが  

もっとほしいという声もあり，プログラムを体系化する必要をも感じさせられた。今期は，「きそ  

にほんごかいわ1を終了した後，クラスでは rReYeiw Textj を使わず，すぐに読解練習教材（14  

コマ分）を経て専門書講読に入るというスケジュールにしたが，この段階で，複合漢語の語構成の  

巌頭辞・接尾辞に使われている漢字の練習，漢語の用法練習などのプログラムを強化していく必要  

性を強く感じた。漢字・漢字語の読み練習プログラムから読解練習プログラムへという方向にも進  

展しそうである。  

4．漢字語の読み練習プログラム   

4．1 前期のKANJlプログラム   

このプログラムは，漢字語の下によみがなの数だけ下線があり，そこにローマ字人力でひらがな  

を入れていくと，コンピュータが正誤の判定をする，というものである。この下線の数が，例えば，  

小さい「っ」があるかないか，などのヒントになっている。答えを入れると，正しいひらがなの下  

には○，間違ったところには×が表示され，どこが聞達っているのかがわかるような仕組みになっ  

ている。そして，正しい答えを入れるまで次の間題に進むことはできない。   

ヒントのほしい学習者は，“」”キーを押すたびに，（Dその漢字語の意味が推測できるような基  

本的な文，②教科書に出てくる，その漢字語を使った文，③その漢字語の英訳の3つのヒントを次  

々と見ることができる。   

この①のヒントは，学習者の概念駆動型の処理方法を助けるためのものであるが，既習の言葉だ  

けを使ってその漢字語の認識に役立つような文脈を考えるのに苦労した。その漢字語が形容詞や動  
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詞などの時は，考えやすい。例えば，「日曜日には，日本語を■■しません。」の■■は，漢字2  

つで「勉強（する）」という言葉だとすぐわかるだろう。「■いですから，まどをしめてください。」  

の■は形容詞で，多分「寒」だろう。名詞でも，「■■■でおおさかへ行きました。」の■■■は  

交通手段であるから，漢字3つのものとしては，「飛行機」，「新幹線」などが考えられる。そこ  

で，その仮説に基づいて推測することができるわけである。しかし，地名や人名の漢字は，たとえ  

文脈からそれが地名・人名と分かっても，日本にどんな地名があり，人名があるのかを知らなけれ  

ば，推測するのはむずかしい。このようなものについては，一般的知識として教える必要があろう。   

②のヒントを考えたのは，このコースの学習者は，前もって教科書の課の会話と文型練習のテー  

プを渡されており，クラスの前にテープを聞いて練習してくることになっているからである。教科  

書の文をそのまま出せば，会話の内容を理解している学生は，耳でその言葉の読みを覚えているか  

もしれない。文があまり長い場合は，ヒントとしては本筋だけ残した単文にした。   

③のヒントでは，学習者がその語彙そのものを覚えているかどうかをチェックできる。ただし，  

語彙を覚えていても，音が不正確だと，正しい答えは入れられないが，この練習は，クラスで学習  

したことの復習なので，正しい答えは見せないことにしたっ   

そして，学習者が答えを間違えると，その漢字語はあとでもうー産出題され，繰り返し練習でき  

るようになっている。インストラクションは，すべて英語で出し，正誤のメッセージも英語で表示  

した。   

4．2 KANJlプログラムの改良   

大きな改訂としては，学習者が正答を見られるようにしたことである。学習者各自の予習の確認  

として使われるようになったため，十分に予習できなかった学生がその場で教科書やノートを調べ  

たりする時間のロスを考慮してである。ヒントも旧プログラムでは，決められた順序に出てきたが，  

新プログラムではどのヒントを見るか，学習者が一つ一つ選べるようになった。その藻字語の文脈  

となる基本文を見たければ，“1”のキー，教科書の文を見たければ，“2”のキー，英訳が見た  

ければ，“3”のキー，そして，正答を見たければ，“4”のキーを押せばよい。   

学生の湊字認識のスピードを計るために，各間を表示してから学生が答えを打ち始めるまでの時  

間を画面下に表示した。学生が間違えたり，ヒントや答えを見た問題は，後でもう一度出題して練  

習させる。1課が終ったところで，一間中一間正解，正答率－％というメッセージを出す。このプ  

ログラムの画面は，次のようなものである。  
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Presslfor a basic sentence using the Katliiword，  

2for a senteneein the textbook，3forits English  

translation amd 4 for the answer．  

OKlVery Good！  

lt took you O：56seconds．   

Presslfor a basic sentence uslng the Kanjiword．  

2for a sentenceirlthe textbook，3forits English  

tra11Slation aIld 4 for the answer．  

2． 読 む  

聖 堂  

×（⊃  

日本語の本を読む。  

この漢字を読んでください。  

to read   

よむ  

“1’●キー →  

“2”キー →  

“3”キー・→  

“4”キー・→  

Wrong！Try agai爪！  

ほかに，次のようなプログラムがある。  

ⅩAIヾJIR：KAlヾJlと同じ形式で5課分の漢字語がランダムに出る練習。メニューで，  

1＝Llto L5，2＝L610LlO，等のように選べる。入力域に下線は出ない。  

ヒントは3つだけで，答えは見られない。  

KANJIS：文中の漢字諦を読む練習。ヒントとして，問題文の中の他の漢字の読みと英訳  

が見られる。  
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Read the fo11owing underlined word  

1．図書館で教育学の論文を読んだ。  

としょかん   

○（⊃○（⊃（⊃  

OKlVery Good！  

図書館で教育学のろんぶんを読んだ。  

図書館できょういくがくのろんぷんを読んだ。  

11brary  

ヒント1・・→   

ヒント2→   

ヒント3→  

KANJIRT：FRevelWText」に出て〈る各課の漢字語の読み練習。形式は，KANJl  

と同じ。  

5．形容詞・動詞の漢字♯晋プログラム   

教科書の各課に出てくる漢字語の読み練習が終ったら，今度は文法の知識などと結びつけて，漢  

字語を整理して覚える必要があろう。漢字の整理の方法としては，音による分類，意味による分類，  

人名・地名・専門のような実用的分類，等いろいろ考えられるが，まずは日本語の文を読むために  

一番基本的だと思われる文法的分類を考え，使用頻度の高い形容詞の漢字と動詞の漢字という二つ  

のプログラムを作ることにした。単に，既習漢字の読みを復習させるためでなく，新しい漢字も読  

み方と意味とともに提示し，自習で覚えられるように，また反対語や活用形・助詞などの用法の知  

識も増やせるように，という意図でデザインした。インストラクションは，できるだけ日本語で与  

え，わかりにくいものにだけ英語をつけた。   

5．1形容詞の漢字プログラム   

基本的と思われる使用頻度の高い形容詞（い形容詞のみ）を54語選び，それらの①読み，②意味，  

③使い方，④反対語，⑤文中での適切な用法，⑥1字で漢語の造語成分となる時の用法を整理して  

学習させることを目的とする。   

形式としては，まずメニュー画面で好きな練習を選ばせる。  
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〔メニュー〕好きな練習をえらびなさい。  

1．形容詞の読み（Readingof KanJIAdjectives）  

2．反対語えらび（Choose the Opposite Adjeetives）  

3．文中の形容詞えらび（Choosethe proper AdjirlaSentenCe）  

4．語中の形容詞えらび（Choosethe properKanjiin aword）  

1－4の各練習ごとに正答率を出し，そのあと間違えたものだけ繰り返し練習させる。各練習が終  

ったら，自動的にメニュー画面にもどる。  

1．の「形容詞の読み練習」では，形容詞54間の読みをローマ字入力させる。ヒントとして，そ  

の英訳（“1’’キー）と例文（“2”キー）を見ることができる。正答の場合でも，いちおう確認  

のため英訳と例文を見せて次の間へ進み，誤答の（または答えが分からない）場合は，英訳と例文  

と正しい答えを見せてからもう一度入力させて次に進むので，自習用にも使える。全開終った後で  

繰り返すのは，学習者が間違った問題のみで，ヒントはいくら見てもかまわない。  

1をおすと，英訳（English translation），2をおすと，例文  

（Examplese山ence）を見ることができます。  

1． 冷たい  

ちがいます。  

英訳は：cold（ねr things）  

使い方は：この水は，冷たいです。   

正解は：つめたい  

ヒント1→   

ヒント2・・→  

誤  答→  
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2．の「反対語えらび」では，反対の意味の形容詞を1．2．3の中から選ばせる。ヒントは，  

なし。誤答の場合は，正解を出して次へ行かせる。したがって，形容詞をまだよく覚えていない学  

生は，1．の練習をしてから2．をやったほうがよい。  

次の形容詞の反対語を下からえらびなさい。  

1． 明るい  

1．古い  2．暗い  3．黒い  

3 －→ ちがいます。  

答は，2です。   

3．の「文中の形容詞えらび」では，形容詞の文中での用法を学習させる。ヒントは，なし。誤  

答の場合は，正解を出して次へ行かせるので，やはり1．の練習のあとにやったほうがよい。  

次の  に適当な形容詞をえらびなさい。  

1．今年の冬は  から，ストープがいらない。  

1．温かい  2．暖かい  3．暑い  

2 →  そうです。  

よくできました。  
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4．の「語中の漢字えらび」では，漢字の造語成分としての形容詞の漢字の用法を学習させる。  

ヒントなし。正答なら，読みと英訳のみを出し，誤答なら，正解も出して，次へ行かせるので，自  

習用に使える。  

次の  に適当な漢字をえらびなさい。  

1．この水の  度は，何度ですか。  

1．高  2．軌  3．温  

読みは：おんど  

意味は：temperature  

2 → ちがいます。  

答は，3です。  

この形容詞の漢字のプログラムは，各練習とも出題順が決まっており，何回もやっていると学生が  

順番を覚えてしまうので，ランダムに出題できるように改良することを計画している。また，漢語  

形容詞（＝形容動詞）の練習も必要であろう。   

5．2 動詞の漢字プログラム   

基本動詞の読みと意味，活用，用法，どのような格助詞をとるか，などを整理して次のようなメ  

ニューで練習させる。  

メニュー：下の中から好きな練習をえらびなさい。  

1．動詞の読み（ReadingofIくanjiVerbs）  

2．動詞の活用（Verb Conjugation）  

3．動詞と助詞（Verbs and Particles）  

1．の「動詞の読み」練習では，基本動詞150語を次のような3つのレベルに分け，学生に自分  

に合ったレベルを選ばせて，その読み方をローマ字人力させる。  

レベル1：Fきそにほんごかいわ』のL20程度までの動詞 60間  

レベル2：Fきそにほんごかいわj ＋使用頻度の高い動詞 50間  

レベル3：その他，使用頻度が高いと思われる動詞  40聞  

出患順は，アトランダムである。動詞は辞書形で出寂し，ヒントとして，英訳，動詞のます形（グ  
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ループ分けと活用の説明），例文が見られる。正答でも，英訳・ます形・例文を出し，誤答なら，  

正解も出すので，自習用に使える。  

次の動詞の読み方を書きなさい。  

1． 会う   

意味は：匝meet（SOmeOne）  

ます形は：会います〔グループ1‥ ．〕  

使い方は： きのう駅で友だちに会った。   

2．の「活用」練習は，動詞のていねい体の形トます形・一ません形・－ました形・－ませんで  

した形）4つを出し，そのていねいでない†、辞書形・－ない形・－た形・－なかった形）を入れ  

させる問患ZO問。1グループの動詞では，始めの2形を間違えたら，下のG♯の情報（1グループ  

動詞の活用の説明）を出し，た形を間違えたら，G♯♯の情報を出す。［グループの動詞で活用  

を聞違えたら，B♯の情報を出す。それらの情報を見ても，できない場合は，正解を出して先に進  

む。  

（negative form）  

（polite form）  

（dietionary form）  

（conditionalform）  

（volitionalform）   

G♯ グループⅠの動詞は，5TEM－a＋ない  

STEM・l＋ます  

STEM・u  

STEM・e＋ば，  

STEM・0＋う  
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G♯♯ グループⅠの動詞の－た形には，  

dlCtionary form  

う／る／一つ  

－む／－ぬ／－ぶ  

－く  

－ぐ  

－す  

次の5つのタイプがある。  

た form   

→  一つた  

→   んだ   

→  －いた   

→  －いだ   

・→   －した  

B♯ グループⅡの動詞は，活用の時，STEMがかわりません。  

STEM＋ない （negative form）  

STEM＋ます （polite form）  

STEM＋る  （dictionary form）  

STEM十れば，（COnditionalform）  

STEN＋よう （volitionalform）   

3．の「動詞と助詞」の練習では，助詞の穴埋め問題をやらせながら，ある格助詞のフレームを  

とる動詞群を整理して示す。予想される誤答の場合は，正しい答えと注意メッセージが出る。それ  

以外の誤答なら，同じ格助詞のフレームをとる動詞群をリストアップする。  

次の（）に適当な助詞を入れなさい。  

1．タクシー（を）乗ったほうがいい。 →ちがいます。  

注意→  In English the verb“ride”takes Object．InJappnese，  

however∵乗る”doesn’t take the particle“を”but“に”．  

1．タクシー（が）乗ったほうがいい。 →ちがいます。  

「に乗る」（“get on the vehicle”）  

入る（“enter’’）e．g．部屋に入る。  

上がる（■■go up”）e．g．二階に上がる。  

登る（“climb汁）e．g．LLFに登る。  

助詞の枠組→  

同タイプの   

動詞群→  
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他に，動詞の文中での用法や自動詞と他動詞の使い分け，漢語動詞など，さらに動詞に関する知識  

を整理するプログラムが必要であろう。  

6．漢語の語構成の♯習プログラム   

漢字語彙については，単純な語単位の読みを練習するプログラムを各課ごとに行ってきた。5課  

ごとの復習用プログラムを併用するなど，繰り返し練習することによって，既習漢字の読み能力を  

一定レベルに保つことはできる。が，専門書読みの段階に至って，学習者がまず直面する問題は，  

圧倒的な漢字語彙の量である。それに対処するためには，漢和辞典を引くという作業と平行して，  

いくつかの漢字読み取り能力が求められよう。   

一つには，語単位で辞書を引かなくても漢字から意味を推測する能力である。rきそにほんごか  

いわJでは，会話文に出てくる語単位で読み書き練習を行っているため，日常生活で当然漢字が使  

用される語をひらがなまじりの不自然な形で提出することはないが，音読みで出てきた熟語につい  

て，その訓や意味をとりたてて説明することはあまりしていない。そのためか，「先生」を「生先」，  

「伝言」を「言伝」としたり，といった誤りも時々見られる。やはり，読解の段階では，個々の漢  

字の意味にたちかえる必要があるように思う。それがある程度知識として身についていれば，少な  

くとも既習漢字の組み合わせの語嚢については，意味を推測することが可能になるはずである。ま  

た，基本的な接頭辞・荏尾辞を学習することによって，数多くの派生語にも対処できよう。   

もう一つには，4字，5字あるいはそれ以上の複合語が出てきた時の対■処の仕方があげられる。  

まず，辞書引きの前段階として，意味の切れ目を見つけることが必要である。学習者がそれまで学  

習してきた漢字語彙を考えれば，ほとんどが漢字2字あるいは3字で形成されていることに気づく  

はずである。未習漢字が並んだ時も，漢字熟語が基本的にどのように構成されているかをバターン  

として理解していれば，応用がきくわけである。野村雅昭（1977）10）によれば，漢語の場合，複合  

名詞の構成は以下の6つのバターンで全体の95％を占めてるという。  

① 体言類 ＋ 体言頼  信）用言類 十 用言類   

② 体言類 ＋ 用言類  （9 相言類 ＋ 体言類   

③ 用言類 ＋ 体言類  ⑥ 体言類 ＋ 相言類  

そして，この6つのパターンのうち，①”④の組み合わせが80％であるという。①は多様な意味関  

係を包含しているものの，②と⑥は格関係を，①は連用修飾関係を，③と⑤は連体修飾関係を表す。  

このようにパターン化して初出の複合語に対応していくことが必要なのではないかと考える。   

以上のようなことから，専門書読みへの準備段階の一つとして，漢語複合名詞の基本的な構造，  

および意味関係を理解することを目的としたCAlプログラムを試作した。意味関係を表す助詞や  

活用語尾の主なバターンとしては，つぎのようなものを教える。   

1）NノN ：私立大学 → 私立（の）大学  

2）NヲⅤスル：健康管理 → 健康（を）管理（する）  
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3）ⅤスルN ：提出者類 → 提出（する）書類  

4）NガA   ：物価高  → 物価（が）高（い）  

5）Aイ／ナN：古新聞  → 古（い）新開  

有名大学 → 有名（な）大学  

6）Ad，＋Ⅴスル：自由参加 → 自由（に）参加（する）  

7）その他   ：大学院進学→ 大学院（に）進学（する）   

6．1練習の形式   

使用漢字は，ほそにほんごかいわ』の既習漢字。これらを組み合わせて，3字，4字，5字の  

複合語をつくる。（40間）したがって，語彙そのものは既習であるとは限らない。   

練習の画面は，次のようになっている。  

（1）複合漢語を表示し，意味の切れ目を見つけさせる。  

次の言葉の意味の切れ目はどこか。数字をタイプしなさい。  

1． 工 場 見 学  

1 2  3  

2 → そうです。よくできました。  

Hit any key！  

（2）読み方を打ち込ませる。  

（言葉は未習でも，複合漠語はふつう〔音読み十音読み〕で読むことを知っていれば，推  
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測は可能。）  

（3）意味関係を考えて，切れ目に適当な助詞や活用語尾などを入れさせる。  

次の（）に適当な言葉を入れなさい。  

1． 工場（を）見学（する）。  

そうです。よくできました。   

Hit any key！  

7．似ている漢字の練習プログラム   

非漢字系の学生が漠字を学習する際のプロセスには，漢字を見慣れている日本人教師が想像でき  

ないようなところもある。そして，その一つに字形が似た漢字のグループ分けということがある。  

例えば，「語」，「読」，「話」のように同じへんでつくりの違う漢字は，もちろん混同しやすいし，  

「間」，「聞」，「間」など同じかまえ「門」の中に何が入るかを忘れてしまったりするのは，想像  

どおりである。けれども，それに加えて，いわゆる漢和辞典の分け方とは全く異なった独自のグル  

ープ分けを学習過程において発展させていくようである。   

そのような似ている漢字のグループ分けにはどのようなものがあるか，学生の協力を得てリスト  

アップしてみた（〔資料4〕参照）。それぞれのグループは，全部が互いによく似ている字の集ま  

りというより，一つ一つの漢字の一部が大変よく似ている，あるいは共通しているので，その部分  

の印象に引きずられて似ていると判定されがちな字の集まりであるといえよう。   

一例をあげると，「正」，「止」，「上」，「走」，「足」がある。一見してこれらに共通して  

いるのは，「卜」の2画だけである。なるほど「正」と「止」とは同じ部首であるし，「上」と  

「止」と「正」は1画ずつ90度に線が加えられていくという点では共通である。しかし，「走」ある  

いは「足」と前の3つが紛らわしいと想像するのは，容易ではない。教師の目から見れば，識別す  

るための弁別的特徴はいくつもあるように思われるのではないだろうか。しかし，このグループ分  

けをした学生によれば，これらは全部「卜」という形を中心にしてその周辺にどのような画がどの  

ような角度で加えられているか思い出しにくいということである。この，一見あまり常識的でない，  

どちらかといえばかなりグラフィック的なグループ分けを使って，似ている漢字の練習プログラム  

を作ってみた。目指すところは，漢字の識別能力を高めることである。  
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7．1 練習の形式   

第1画面では，誤字を見いだす能力を見た。前記の学生のように漢字の一部を見て，その上下左  

右に画を加えてい〈という覚え方をしているとか，漢字の形をぽんやりと覚えているとかいう場合  

には，誤字を発見するのは難しいだろう。弁別的な特徴を正しく覚えていないと，誤字を見つける  

ことはできない。   

第2画面では，似ている字の集まりを表示し，その中から正しいものを見分ける能力を見る。似  

た字を見比べることにより，弁別的特徴を発見できる。例えば，「入」の湊字の2画は，ついている  

べきなのか，離れているべきなのか，2画の長さはどちらが長いのか，などに目を配るようになる。   

第3画面では，漢字語の正しい読みを書かせる。字の識別はできるし英語で意味も分かるが，正  

しく読めない学生も多い。   

第4画面では，それまで見比べた似ている漢字の入っている漢字語とその読み方を見せて学習さ  

せる。   

プログラム全体の画面の流れは，次のようになる。  

〔第1画面〕  

どこが間遠っているか。  

ちがいます。  

「人院」が間違っています。  1．病気 で 入院した。  

1  2  

12  

〔第2画面〕l  

2
・
3
 
↓
 
↑
 
 

正しい字を選びなさい。  

右
 
軋
 
 

豆
 
 
 

ー
∨
 
 
－
∨
 
 

が
 
し
 
ち
 
正
 
 

「入院」です。  1．入院  

1．病気で 2．人院 した。  

3．八院  

11  
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〔第3画面〕l  

読み方を書きなさい。  

ちがいます。  

読み方は，「にゅういん」  1．病気で 基堕 した。  

にゅういん  

00000  

l正答  

〔第4画面〕l  

おぼえましょう。  

①皇院（昼旦iいん）：to enter a hospital  

②日本△（にほん旦左）：Japanese座  

③△時（旦生じ）  ：ei如to’clock  

8．漢字CAlの問題点   

さて，以上見てきたように，約1年間の漢字CAIの実践から様々の問題点が明らかになってき  

たが，大きく分けると，次の六つにまとめられるように思う。  

1）漢字CAIのコース全体に占める位置・割合の問題  

2）漢字CAIの型・使い方の問題  

3）漢字教材の問題  

4）cAlプログラムの様式・形式・入力方法などの問題  

5）学習記録・評価の問題  

6）プログラムの体系化の問題  

1）の問題は，日本語のコース全体の中で漢字CAIは，どこで，どのように，どのくらい使わ  

れるべきか，ということである。その前に，まず本当に漢字学習にコンピュータを使った方がいい  

のか，使う必要があるのか，という疑問もあるかもしれない。  
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後期のAコースの学生（18名）に行ったアンケート調査（〔資料3〕参照）の結果から，漢字C  

Alに対する学生の主な反応を拾ってみると，次のようになる。「コンピュータを使うと，自分が  

正しくおぼえているかどうか，すぐチエノクできるから，よい。」（15名），「コンピュータは，漢字  

の読みがわからない時，すぐ答えや意味を数えてくれるから，その場で覚えることができて，便利  

だ。」（15名）のほかに，「クラスでは，先生のベースで進むが，コンピュータを使えば，自分のベ  

ースで練習できるからよい。」（6名），「コンピュータは，できないと，先に進まないから，よく  

予習するようになる。」（4名），「コンピュータは学生が何度間違っても，怒ったりあきれたりし  

ないからよい。」（3名）など肯定的なものが多かった。また，コースの途中で行う日本語のテスト  

の結果などからみても，コンゼユータを使っていなかった時期の学生に比べて，使うようになって  

からの学生の漢字および読みの力は総じて伸びており，漢字学習にコンピュータを使うことの妥当  

性は，ある桂皮証明されたように思う。しかし，少数ではあったが，「コンピュータの漢字は，形  

が見にくいし，教科書の字と違うから，あまりよくない。」（4名），「コンビュ岬夕は，やってい  

る時は面白いが，終るとす〈、1忘れる。」（1名），「コンピュータは，はじめは面白かったが慣れれ  

ば，単調でつまらない。」（1名），「コンピュータは，キーを打つのが難しくて時間がかかるから，  

好きではない。」（1名）という意見もあった。   

次に，現在の漢字CAIプログラムは．1日の8分の1（1コマの半分），予習のチェック用に  

使われることを想定して作られている（実際にはテスト前の復習用としても使われている）が，こ  

の時間数は多すぎるのか，少なすぎるのか。また，予習用と復習用とどちらが効果的な使い方なの  

か，あるいはそれ以外にも使い方があるのか。学習者の漢字学習の過程の中で，コンピュータにま  

かせられる，あるいはコンピュータの方がうまくできる部分，教師の手助けが必要な部分，学習者  

自身が一人でしなければならない部分，というのは，どうなっているのか。その際，教師の役割と  

はどういうものなのか，というような問題が考えられるだろう。しかし，これらは他の2）－6）  

の問題がどう解決されていくかによっても変わってくる可能性があり，そう簡単に結論は出せない  

だろう。CAlクラスでの学生たちの反応を見ていると，現在の位置づけにほほ滴足しているよう  

ではあるが，前述のアンケート調査では，2，3の学生から「もっとCAIの時間を増やしてほし  

い」，「漢字CAIは復習用のほうがいい」などの意見も出ている。   

2）の問題には，ファイルサーバー型か，スタンドアロン型か，という議論もあるが，スタンド  

アロン型でも，個人学習か，グループ学習かという間嵩がある。CAIは，個人学習用，というの  

が教育界では常識であるようだが，アンケート調査では，個人学習派（8名）に対して，2－3人  

のグループ学習派（4名），はじめはグループ，あとで個人学習がよい（6名），という結果になっ  

た。その理由としては，個人学習派は，「自分がどこがわからなかったか，はっきりわかる」（11名），  

「一人のほうが自分のペースでゆっくり考えられる」（9名），「自分の好きな練習ができる」（5名），  

「いっしょにやっている友だちにじゃまされる」（3名），「一人のほうがどんどん進める」（2名）  

としている。一方，グループ学習派は，「友だちと話すと，いろいろな漠字の使い方や覚え方など  
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の情報がわかる」（7名）が一番大切な点であるという意見や「みんなで相談しながら練習すると，  

おぼえやすい」（5名），「わからない時，友だちに敢えてもらえる」（4名），「友だちと競争して  

おぼえられるから楽しい」（3名），「いつも一人で勉強するのはさびしい」（1名）などとしてい  

た。   

3）は，CAIそのものの問題ではないが，CAIのコースウェアを作っていく上で，避けて通  

れない問題である。現在の漢字CAIプログラムは，まだ教科書の漢字提出順に縛られているため，  

「各課の新出湊字数にムラがある」，「漢字の提示法が，漢字単位ではなく語単位であるため，一つ  

の漢字の音読み・訓読みがバラバラに出てくる」，「教科書に提示されている漢字は，すべて書けな  

ければならない漢字なのか，読めればいい漢字なのか，が明らかではない」，等の教材の欠点をそ  

のまま引き継いでいる。学生からのアンケートの回答にもその点が指摘されていた。また，教科書  

が会話力の養成を目指しているものである場合，そこに出てくる語彙がはたして漢字語として，読  

んだり書いたりする際に必要な語であるのか，という問題もある。もし，ここで，CAIで漢字を  

学習させる，という方針を決めるのであれば，そのための新しい視点から漢字教材の方を見直し，  

作り直していかなければならないのではないか。これは，最も根本的でしかも周到な準備，計画が  

必要な問題であろう。   

4）の聞損のうち，CAlの様式に関しては，2節の2．2に詳しく述べたので，ここでは繰り  

返さないが，もっといろいろな様式，形式を試してみることは，CAIの可能性を探る上でも，学  

生の関心を高める上でも，ぜひ必要なことであろうと思われる。   

そして，入力方法の問題もある。現在は，ローマ字入力をさせているが，タイプライターを使え  

ない学生や日本式ローマ字に憤れていない学生には多少の困難がある。だが，キーボードでかな人  

力をさせようとすると，キーの配列が問題になる。JISの配列を覚えさせたほうがいいのか，あ  

るいは，あいうえお順の配列のキーボードを作るべきか，というのは，難しい問題である。いっそ  

マウスやタブレットなどによる手書き入力の方式にするか，というのは，予算と技術の問題でもあ  

る。   

学生から寄せられる漢字CAIプログラムへのコメントを見ると，新しい形式のプログラムを希  

望する声とともに，個々の学習者に合ったきめ細かな対処やKR情報11）を求めていることが分か  

る。アンケート調査によれば，漢字語の読みプログラムのヒントを「あまり使わない」と答えたの  

は，数名だけであり，他の学生は，英訳・基本文・答・教科看の文の順で参照しているようであり，  

「漢字ばかりでなくその言葉を覚えるのに役に立つ」，「言葉の使い方が分かってよい」と，好評で  

あった。ほかにも，「似ている字形の漢字が参照できるとよい」，「その漢字の読みかえが全部参照  

できるとよい」，など関連情報を求める意見が多かった。そのためには，学生の漢字学習の過程で，  

どのような認識および記憶方法がとられているのか研究し，学生の予想応答を的確につかんでCA  

Iのコースウェアを設計する必要があろう。今回のアンケートでは，形容詞・動詞の漢字練習プロ  

グラムを利用したことのある学生は半数程度だったが，かなり評判が良かった。漢字の字形・意味  
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・用法などをまとめて練習できるもの，漢字を既習のいろいろな文法や語彙の知識と結びつけて練  

習できるもの，などが求められているようである。   

5）の学習記録，および評価の問題は，結局，今年度は手がつけられなかった。学生からのコメ  

ントにも，「自分がやった練習を耗に打ち出してほしかった」，「自分が聞違えた漢字だけでも，プ  

リントアウトしてほしい」，「どのくらい進歩しているのか，学習記録が見られるとよい」などの意  

見があった。教師側からも，「CAIプログラムが充実してくると，学生がコンピュータに頼りす  

ぎる傾向も出てくる。学習は本来自分でやるもの，という基本を忘れ，コンピュータを使ってさえ  

いれば勉強をやっているような結党に陥って，やりっばなしで終ると，すぐに忘れて，あとに残ら  

ないという結果にもなりかねない」との感想が出ている。CAIプログラムが，単なる「動く練習  

帳」，あるいは「動く参考書」で終るかどうかは，やはり学習記録をしっかりとり，それによって  

学生一人一人の聞題点を明確にして解決策を与えられるかどうかにかかっている。また，それは今  

後のCAIプログラム開発・改善の資料としても重要なものとなろう。   

6）のプログラムの体系化の必要性は，4）でも触れた。漢字そのものの字形，読み，意味，用  

法だけでも体系的に学習させるプログラムを考えるのは，大仕事である。しかし，日本語習得のた  

めには，そのような漢字力をさらに語彙力・文法力・読解力・作文力などと結びつけることが絶対  

に必要である。現時点での体系化の可能性としては，漢字学習から語彙さらに文法へつなげる方向  

と，漠字力と密接な関係にある読解力とを結ぶ方向が考えられるのではないだろうか。  

詫た角琴力  
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9．今後の課題と展望   

さて，前述のような問題点をどのように解決していくかが，今後の課題であるが，CAIによる  

漢字クラスの位置づけは，さらに教育実践を重ねる中から経験的に解決される問題であろう。   

使い方の問題は，我々が使うことの出来る設備にも関わってくる。コンピュータの台数は，この  

2月から学生用が5台増えたが，同時に学生数も増える予定なので，やはり授業で使う場合には，  

1台に2－3名ということになろう。となると，個人の学習記録をとることが難しくなってくる。  

当面，クラスでは，そのグループが間違えた問題を打ち出し，その日の課題とするような方法を考  

え，個々人の学習状況は，教師の観察をさらにきめ細かくしてカルテのようなものをつけるなどす  

るしかないだろう。しかし，できれば，過1回程度コンピュータによる小テストを実施し，その際  

には一人ずつ記録をとって，過ごとの進度状況および問題点を把握できるような形にしたいと思っ  

ている。有効な記録のとり方，データの処理の仕方に関しては，評価研究のグループとの共同作業  

になろう。   

漢字教材の改訂に関しては，3月にコースが終ったら，早速作業を始める予定である。まず，現  

在提示されている漢字語の妥当性を検討し，それらを「読めればいい漢字および漢字語」，「書けな  

ければいけない漢字および漢字語」とに分ける。各課はその2つの部分から構成されることとし，  

「読めればいい漢字語」としては，教科書に出てくる漢字語のほかに，日常生活に必要な掲示や広  

告，書類など，読む必要のある漢字語を使われる場面別にまとめたりして入れる。「書けなければ  

いけない1莫字」の方は，提出順を部首による車理などがしやすいように再検討する。教材の途中か  

らは，語単位の読みと意味だけでなく，漢字単位の読み・意味・用法を提示するようにする。また，  

漢字の成立ちや部首，似ている漢字，同音異義語などに関する知識のほか，語構成のルールや接辞  

の用法，略語なども紹介していき，最後に使いやすい索引をつける。途中，息抜きに漢字のクロス  

ワードパズルやゲーム，クイズなどを挿入する。専門ごとに，使用頻度の高い漢字語の調査も必要  

であろう。以上のような作業を夏休みごろまでに終え，1987年度後期からは，使えるようにしたい  

と思っている。当然，それに伴ってCAlプログラムの方も改訂していかなければなるまい。   

漢字CAIプログラムの内容については，さらに知識の体系化を心がけ，できるだけいろいろな  

形式・様式のものを試作してみたい。学生から指摘のあった，画面上の漢字の見にくさや字の大き  

さなどの間遠は，早速検討する必要があろう。手書き人力方式も計画中である。それによって，漢  

字を書く方の練習もできれば，と思っている。CAIによる文法練習との連携，読解練習への橋渡  

しもしていかなければならない。そして，そのために重要なことは，CAIコースウェアの作り方  

に関する技術的な可能性を学んでいくとともに，学習者の分析や学習方法の観察などを通じて，外  

国人学習者が漢字を学習してい〈過程（認知・記憶・再生）に関する研究を続けていくことではな  

いかと思っている。  
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注1）中山和彦／他『マイコン・クラスルーム未来の教室一CAI教育への挑戦rJpp．39－42  

他に，草薙（1984）のように，コンピュータで学習者の評価をする方式CAT（Computer   

Assisted Testing）を区別する立場もある。   

2）この説明は，Fマイコン・クラスルーム未来の教室』p51   

3）この説明は，Fマイコン・クラスルーム未来の教室j pp．87－96   

4）「マイコン・クラスルーム未来の教室j（pp．134－136）では，この四つに「問題解決様式」   

を加えているが，これは，「学習者が会話型プログラム言語を用いて，問題解決過程に至る思   

考過程を自分でプログラムに組み，それをコンピュータに実行させ，結果を得ながら聞題解決   

を進めていく様式」というもので，少々特殊ではないかと判断し，削った。ルース・K・ラン   

ダの rCAIコースウェアの作り方jでは，（Dチュートリアル（個別指導式）②ドリル＆プラ   

クティス（繰り返しと実践練習）⑨シミュレーション（模擬演習）④教育的なゲームの4種類  

をあげている。   

5）リンゼイ／ノーマン＝共著，中諸事実／箱田祐司／近藤倫明＝共訳「情報処理心理学入門Ⅱj   

（1984）pp．2425にデータ駆動型と概念駆動型の説明がある。   

6）この例は，U．ナイサー著，大羽秦訳F認知心理学」（1981）のpp，58－59による。   

7）掲示や貼り紙のように漢字や漢字語が単独で使われているものもあるが，そのような場合に  

は，掲示ヤ貼り紙のある環境（場所ヤ回りの状況など）そのものが，それがどのような意味内   

容の漢字であるはずかを推測させる文脈に相当するものとして働いていると考えられる。   

8）パーソナルコンピュータを1台ずつ独立した形で使う方式をスタンドアロン型のCAIとい  

う。   

9）LAN（LocalArea Network）のように，各コンピュータを中央のホスト機と接続して相互   

の情報交換やコミュニケーションができるような方式をファイルサーバー型のCAIという。  

10）野村のいう体言類，相言類，用言類，副言類とは，いわゆる名詞，形容・形容動詞，動詞，   

副詞に相当する。  

11）学習者とコンピュータとの対話は，学習者の答えを予想してあらかじめ用意されたいくつか   

の応答用の言葉によって行われる。これをKR（Knowledge oiRes山t）情報という。  
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〔資料1〕漢字クイズ（1986年7月11日と1987年1月30日の2回実施）  

名前（   

これは，テストではありません。みなさんの漠字を分析する（analyze）力を調べるためのもので  

す。どれぐらいできるか，やってみてください。  

1．下の（  ）の中から，反対の意味の漢字のペアを作りなさい。  

例： 出■－→ 入  

1
 
4
 
7
 
1
0
 
 

入
 
 
 

い
．
．
r
 
 
 

小
広
 
 
 

軌
 
軋
 
 
 

乳
良
 
 
 

乳
 
乱
 
 
 

軌
 
も
 
 

（大， 初， 中， ■乳 明， 南， 外，  

女， 短， 古， 暗， 少， 内， 夜，  

2．次の（  ）の中から，反対の吉葉を選びなさい。  

（遺草， 出車，  

（車道， 走道，  

（通庸， 末席，  

（出学， 退学，  

（楽心， 遊心，  

乗
 
通
 
庸
 
業
 
心
 
車
 
止
 
走
 
卒
 
静
 
 

車
 
道
 
席
 
業
 
心
 
 

降
 
人
 
出
 
終
 
安
 
 

1．乗車  ←→  

2．歩道  －→  

3．欠席  ←・・一→  

4．入学 ・－・→  

5．心配 ・一・→  

3．次の質問を読んで，a～dから適当な言葉を選びなさい。  

1．あたまがいたいとき，なにをのみますか。   

a．顔痛医  b．頭痛医  C．顔疲薬  d．頚痛薬  

2．ホテルやりょかんをさがしたいとき，どこへいきますか。   

a，観光案内所 b．観光研究所 C．旅行研究所 d．旅行用品店  

3．しんぷんやテレビのニュースで，なにがわかりますか。   

a．最大情報 b．新入予報 C．最新情報 d．最高予報  

96－   



4．ベットのおいてあるヘヤをなんといいますか。   

a．寝館  b．寝屋  C．寝室  d．寝家  

4．次の（  ）の中から，前の言葉といっしょに使えないものを選びなさい。  

1．－する  （a．勉強  b．言語  C．練習）  

2．－な  （a．病気  b．親切  C．元気）  

3．一会  （a．送別  b．結婚  C．音楽）  

4．一鮨  （a．図書  b．映画  C．研究）  

5．一代  （a．切手  b．授業  c．部屋）  

5．例のように文にしなさい。  

例：電話予約  

長電話  

電話で予約する  

長く電話する  

1．東京案内 ＝  

2．国内研修 ＝  

3．有名大学 ＝  

4．学生宿舎 ＝  

5．提出書類 ＝  

6．大 家 族 ＝  

7．自転車通学 ＝  

8．自由参加 ＝  

9．歴史学専攻 ＝  

10．新 空 港 ＝  

6・次の（  ）の中から適当な漢字を琴びなさい。  

例：自ぜん公園に行きました。 （前，仝，然，専）  

1．友だちをパーティーに』う待した。（指，紹，将，招）  

2．食事の呈i意をする。（容，用，要，予）  

3．電話で塾生給する。（連，運，練，転）  

4．新些線で京都へ行った。（乾，軌幹，間）  

5．新しいピルを建せつ中です。 （説，設，接，切）  
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6．論文の旦王左稿はどこですか。（元，現，言，原）  

7・木村さんは，上左切な先生です。（紳，進，新，親）  

8・工学を専ニュしています。（交，攻，公，校）  

9・スポーツは，吐左道が好きです。（険，験，剣，駅）  

10．車を修理したから，もうだい丈夫です。 （代，第，台，大）  

7．次の言葉の意味をよく考えて，例のように分け，意味も書きなさい。   

例： 国立大学 → 国立  ／大学  

natlOnal uniYerSlty  

外国人  → 外国  ／人  

forelgn perSOn  

l．生物学 →  

2．日本語 →  

3．肉屋  →  

4．交流課 →  

5．指定券 －→  

6．高速道路 →  

7．明治時代 →  

8．教育研究科 一→  

9．旅行代理店 －→  

10．運転免許証 →  
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〔責料2〕字形・部首認識の練習プログラム（デザイン担当者：石井）  

◆ねらい：漢字の字形を把握し，字形によるグループ分け，さらに部首の知識と結びつけて，  

漢和辞典の部首索引を引く作業につなげられるようにする。  

◆内 容：単純な字形によるグループ分け（レベル1）と，「心」と「情」，「刀」と「別」の  

ように部首の知識によるグループ分け（レベル2）との2段階に分け，選択問題を作  

る。  

◆形 式：1．次の3つの漢字に共通する部分があるか。→Y e S／No  

例1） 昼・映・春 →Yが正解  

例2） 人・合・住 →Nが正解  

2．（Ye Sの場合）前の3つと同じグループに入るのは，次のどれか。  

a．夜  b．寒  C．早  

－」・Cが正解  

→間遠ったら，正解と「日」が共通する部分であることを示す。  

3，（Noの場合）この3つの中で，同じグループでないものは，どれか。  

a．人  b．合  C．住  

→bが正解  

→間違ったら，正解とその理由（「人」は，部首になると「イ」になり，「仕」，  

「作」，「使」などと同じグループ。「合う」の上の部分は，「人」と形は似てい  

るが，違う部首である。）を示す。  

・流れ：［→Yes→］a・b・C   

□a．b．。  
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〔黄料3〕漢字CAlアンケート（1987年1月30t］実施）  

漢字のCAlくコンピュータを使った練習）について  

（1）コンピュータを使った漠字の練習について  

J（anjipractlCe uSlng COmputer  

1－1 漢字の練習は，  

For Karliipractice  

l）一人ずつやったほうがいい。  

itis better doing a10tle，  

2）2－3人でやったほうがいい。  

itis better doirLgin a group ot20r3persQtlS．  

3）3～4人でやったほうがいい。  

itis better doingitla grOup Of30t－4persons．  

4）はじめはグループで，あとではひとりでやったほうがいい。  

itis better doing firstitt且grOup，later alone＿  

5）その他 Othercommenls  

1－2 1－1について－ どうしてそう思うのですか。（いくつでも選んでください。）  

Why do you think so aboutl1？（You can choose as many aASWerS aS yOulike．）  

、1）一人のほうが自分のペースでゆっくり考えられるから。  

Because one can praetice with one’s own speed．  

2）一人のほうがどんどん進めるから。  

Because one can practice faster by oneself，  

3）いっしょにやっている友だちにじゃまをされるから。  

Because one can be disturbed by one’s friends sometimes，  

4）自分の好きな練習ができるから。  

Beeause one can practice what hellkes，  

5）自分がどこがわからなかったか，はっきりわかるから。  

Because one can recognize clearly which KanJihe hasIlOt memOrized yet．  

6）漢字をおぼえていないと，はずかしいから。  

Beca11Se One may feelbad or ashamedif he does not remember the KaJlji．  
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7）自分でわからない時，友達に敢えてもらえるから。  

Beca11Se One Can get his friends’help．  

8）みんなで相談しながら練習すると，おぼえやすいから。  

Because one can memorize the KanJlreading better when he practices with  

his friends，  

9）友だちと競争（き上うそう）しておぼえられるから，楽しい。  

Because one can compete with his friends and enjoy the competition．  

10）いつも一人で勉強するのは，さびしいから。  

Because studying along allthe timeislonesome．  

11）友だちと話すと，いろいろな漢字の使い方やおぼえ方などの  

情報がわかるから。  

Beca11Se One Can get mOreinformation about Kan」1uSageS and way oflearnL   

ITlg thro11ghthe discussion with his friends．  

12）その他 Othercomments  

1－3 コンピュータを使って漢字を勉強することについてどう思いますか。いくつでも選んで  

ください。 What do you think about the Kanjipractiee usingcomputer？You can choose  

as many answers as youlike．  

1）あとで何度も見てチェックできるから，本ヤプリントを使って練習したほう  

がいい。  

1tis better uslng a book or printed materials for practice than using  

eomputer beeause we can see and check our results many timeslater．  

2）コンピュータは，やっている時は面白いが，終るとすぐ忘れる。  

Practice uslng COmPuterisinterestlng When we are doing，but we can  

forget the results fast．  

3）コンピュータは，はじめは面白かったが，慣れれば，単調でつまらない。  

Using eomputeris very excitlng andinteresting at first．b11tlaterit  

becomes borlng becauselt’s monotonous．  

4）コンピュータは，キーを打つのが難しくて時間がかかるから，好きではない。  

1doIl’tlike11SITlg COmp11ter because typlnglS difficult and takes time．  

5）コンピュータの漢字は，形が見にくいし，教科書の字と違うから，あまりよ  

くない。  
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Using computeris not so good because the shapes of Kanjion the screen  

are often difficult to recognize and look different from the letters in 

the text book，  

6）コンピュータを使うと，自分が正しくおぼえているかどうか，すぐチェック  

できるから，よい。  

Using computeris good because we can check quickly whether we remember  

Kanjicorrectly or not．  

7）コンピュータは，できない，先に進まないから，よく予習するようになる。  

Wlth computer we cannot go aheadif we don’t remember the Kanji，SO We  

prepare for thelessons．  

8）コンピュータは，漢字の読みがわからない時，すぐ答えや意味を数えてくれ  

るから，その場で覚えることができて，便利だ。  

Using comp11teris helpfulbecauseit shows the right answer，the meanlng．  

etc quickly when we don’t know the answer．so we can memorizelt at  

that moment．  

9）クラスでは，先生のペースで進むが，コンピュータを使えば，自分のベース  

で練習できるからよい。  

In the class everything goeswith a teacher’s way and speed，but we can do  

PraCtice with our own way and sp6ed by uslng COmputer．  

10）コンピュータは，学生が何度間違っても，怒ったりあきれたりしないからよい。  

Using computer for praciceis good becauseit’s different from a teacher  

and never gets angry or disgllSted at students no matter how many times  

th町make mistakes．  

11）コンピュータの漢字練習は，クラスの後で復習のために使ったほうがよい。  

We had better use computer notin the class but after the class for a  

review．  

12）その他，あなたの意見を書いてください。  

Please write your other commeI】tS．  

（2）各課の漢字読みプログラムについて  

The Kanjireading program for eachlesson  

2－1各課の問題数は，  

Numbers of Kanjiwordin eachlesson are；  
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1）ちょうどよい just right  

2）少なすぎる  too few  

3）多すぎる  toomany  

4）その他  other comments  

2－2 上の問題で2）か3）と答えた人は，各課の問題数はいくつぐらいがいいと思いますか。  

The orle Who answered2）or3）to the question above．how many numbers do you thinkis  

approprlate？  

1）50ぐらい  

2）40ぐらい  

3）30ぐらい  

4）20ぐらい  

5）10ぐらい  

6）その他  

2－3 インストラクションは，  

ItsinstrllCtions  

l）英語でわかりやすい。  

are easy to understand beca11Seit’sin English．  

2）はじめは，よ〈わからないが，やってみるとわかる。  

are difficult to understand at first but after practieing we can getit．  

3）わかりにくかった。  

are very difficult to understand．  

4）日本語になれるために，日本語のiきうがよい。  

must beinJapaneseln Order to get used toit，  

5）その他 Other comments  

2▼4 このプログラムでは，4つのヒントが使えますが，あなたはどのヒントを一番よく使い  

ますか。どのヒントも使う人は，順番を書いてください。We have4hints for thlS  

program．Which do you use most often？Put the numbersin order，  

1）ヒント1：その漢語の意味を考えるために役に立ちそうな基本文  

Hintl：The basic sentence whichlS helpfulfor guesslng the meaning  

Of the Kanjiwordin q11eStion．  

2）ヒント2：教科書に出てくるその漢語を使った文  

Jlint2 ：The sentencewith the Kanjiword，Whichis usedin the textbook  
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3）ヒント3：その漢語の英訳  

Hint3 ：English translation of the Kalljiword．  

4）ヒント4：その漢語の読み方（答）  

Hint4 ：Reading of the Kanjiword（Answer）  

5）どのヒントもあまり使わない。  

Idon’t use any of them  

2－5 ヒント1を見ると，  

Wlth the tlintl．  

1）その漢語の読み方がよくわかる。  

Ioften can guessits reading of the Kanjiword easily，  

2）ときどきわかるが，わからない時もある。  

Isometimes can guessits readirlg but sometimes cannot  

3）あまりよくわからないので，意味がない。  

Icannot guessltS meaning very wellso Hintlis useless  

4）ヒントの文を見ると，その漢語の使い方がわかるので，役に立つ。  

Ican see the usage of thatIくanjiword，SOit’s tlSeful．  

5）その他  Othercomments  

2－6 ヒント2を見ると，  

With the Hint2、  

1）その漢語の読み方がよ〈わかる。  

loiten can卯eSS the reading oithe Kanjiword easily．  

2）ときどきわかるが，わからない時もある。  

Isometimes can gtleSSit5readLng but sometimes cannot．  

3）あまりよくわからないので，意味がない。  

Icannot guessltS meaning very wellso Hint2is useless．  

4）ヒントの文を見ると，教科書の詰を思い出すので，役に立つ。  

Ican recallthe passagein the text book，SOitls useful．  

5）その他  Othercomments  

2－7 ヒント3を見ると，  

With the Hint3，  

1）その漢語の読み方がよくわかる。  

loften can guess the reading of the Kanjiword easily．  
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2）ときどきわかるが，わからない時もある。   

Isometimes can guess LtS reading but sometimes cannot，  

3）あまりよくわからないので，意味がない。   

Icannot guessits meaning very we11so Hlnt3is useless．  

4）ヒントを見ると，その漢語の意味がおぼえられるので，役に立つ。   

Iean remember the meaning of the Kanjiword．soit’s useful．  

5）その他 Othercomments  

2－8 ヒント4を見ると，  

With the Hint4，  

1）正しい読み方がおぼえられてよい。  

Ican remember the correct reading，SOit’s useful，  

2）すぐわかってしまって，よくない。答は自分でさがしたほうがよくおばえら  

れる。  

the answer ean be found too easily，SOitis not good．Students have to  

find out the answer by themselves，thenit willbe keptin their mind  

more certainly，  

3）学生は予習しなくなるから，答はみせないほうがいい。  

Students may go ahead without preparlng for thelesson，SOit’s better  

not to show the answer．  

4）その他  Othercomments  

2－9 ほかに，どんなヒントがあるといいと思いますか勺  

Besides these above，What kind of hint may be helpful？  

Please write your suggestions toimprove this program．  

例：はじめのひらがなを出す  to show the first Hiraganaofits KaIljireading  

音を出す  togiveits promuneiatiorl  

2－10 答を入れるとき，下の線（  ＝ひらがなの数）は，  

When yo11Write the answer，the underlines showing the numbers of Hiragana are  

l）あったほうがいい。  

helpflll．  

2）なくてもいい。  

not necessary．  
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3）ないほうがいい。  

better not to be shown．  

4）その他  仇hercoTnmentS  

2－11漢語が表示されてから学生が答を書き始めるまでの時間が，画面の左下に表示されます。  

At theleftbottom of the sereen we can see how many secondsit took from the time  

when the Kanjiwordis shown on the sereenlユntilthe time when the student starts  

to write the answer．  

1）よく見て，気にしている。  

Ialways seeit and care aboutit．  

2）時々見るが，あまり気にしない。  

Isometimes seeit but donlt care aboutit much．  

3）全然見ない。  

Inever seeit，  

4）気になるので，ないほうがいい。  

Ibecome nervous aboutit，SOlt■s better not to be shown．  

5）その他  Other eomments  

2－12 答を書くための時間制限は，  

The timelimit Eor answerlng  

l）あったほうがよい。  

is necessary．  

2）ないほうがよい。  

is not necessary．  

3）時々あったほうが，面白い。  

isinteresting sometimes for a challeIlge．  

4）その他  Othercom∬1entS  

2－13 各課の終りの正答率は，  

The perceIltage Of your right answer aLter eachlesson  

l）よく見て，気にしている。  

Ialways seeit and care abo11tit．  

2）時々見るが，あまり気にしない。  

Isometimes seeit but don’t care aboutit much．  
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3）全然見ない。   

111eVer Seeit．  

4）気になるので，ないほうがいい。   

Ibecome nervous abotltit，SOit’s better not to be shown．  

5）あったほうが面白い。   

1en）Oy Cha11enging，SOitls better to be shown．  

6）その他  Othercomments  

2－14 答を間違えたり，ヒントを見たりすると，その漢語があとでもう一度出ますが，これに  

ついてどう思いますか。  

Computer wi））show the same KanjlWOrd againif you make mistake or see a hint for the  

血swer，What do you think aboutlt？  

1）何度も見ると，おぼえるのでよい。  

It’s good becauseif one see the Kanjiover and o■Ver．he wi11rememberit  

2）時間がかかるので，よくない。  

It’s not very good beeauseit takes time．  

3）いいと思うが，やりたくない。  

1thinkit’5a gOOdidea b11t Sti111don’t want to d（〉it．  

4）やる必要がないと思う。  

Idon’t thinkit’s neeessary．  

5）その他  Other comments  

（3）形容詞・動詞の漢字プログラムについて  

Program of Kanji for Adjectlves and tor Verbs 

3－1形容詞の漢字プログラムを  

Program of Kanjifor Adiectives  

l）やったことがある  

2）やったことがない  

3）その他  

3－2 上で1）と答えた人は，何がよかったですか。理由も書いてください。  

For the one who answeredl）ln the above，What do you findinteresting？Give  

the reason too，if posslble．  

1）形容詞の読み  

Readlng Of Adjectives  
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理由：  

Reason  

2）反対語えらび   

Choose the Opposite AdjectlVeS   

理由二  

Reason  

3）文中の形容詞えらび   

Choose the proper Adjectivesin a sentence   

理由：  

Reason  

4）語中の形容詞えらび  

Choose the proper Kanjiin a word   

理由：  

Reason  

5）その他   

Other comments or suggestigns for thlS prOgram  

3－3 動詞の漢字プログラムを  

Program of Kanjifor Verbs  

l）やったことがある  

2）やったことがない  

3）その他  

34 上で1）と答えた人は，何がよかったですか。理由も書いてください。  

For the one who answeredl）in the above，What do you findinteresting？GIVe  

the reason too，if possibie．  

1）動詞の読み  

Readlng Of Verbs  

理由：  

Reason  

2）動詞の活用   

Verb conJ11gation   

理由：  

Reason  
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3）動詞と助詞  

Verbs and Particles   

理由：  

Reason  

4）その他  Other comments or suggestions for thi5prOgram  

（4）今後の漢字CAIについて   

J（anjiCAIln fut11re  

4－1 どんなプログラムがほしいですか。  

What klnd of program do yotlthinkis useful？  

1）文を読む練習  

Program of reading sentences  

2）漢字の形を見分ける練習  

Program of recognizlngthe shapes of Kanji  

3）部首を見つける練習  

Program of finding the Radicals of KanJi  

4）漢語の意味を分析する練習  

Program of arLatyZittg Kattiiwordinto the mearlingfuluttit  

5）動詞の漠字・形容詞の漢字・地名の漢字・人名の漢字などのようなグループ  

ごとの練習  

Program of reading Kanjiof the same gro11p，SuCh as Kanjifor verbs，l（anji  

for Adjectives，Kanjifor place names，Kanjlfor personalnames and so on，  

6）その他，あなたのアイデアを書いてください。  

Please write yourldeaa．  

ご協力ありがとうございました。  

Thank you very much for your cooperation．  

一109－   



〔資料4）似ている字形の漢字リスト く作成者：清水／マリアニ・ミッシェル）  

私，和，知，味  

東．車，軍，連，運，練  

大，太，木，水，不，本  

学，字，子，宇，宅  

金，全  

人，入，火，水  

日，月，目，自，耳，用，再，角  

語，話，読  

何，向，司，伺，可，荷  

半，羊，平，来，米  

土，工，士，十，丁  

間，間，聞，門，開，閉  

買，員，貝，見  

料，科  

作，昨  

手，毛  

今，会．絵，合，分，舎  

電，雷，雪，雲  

古，舌，吉，占  

新，親，部，顔，意，暗，音  

小．少，川  

村，材  

体，休  

気，汽  

足，走，是，走，上，止，正  

室，量，書，事  

度，席，渡，病，広，波，痛，店，岸  

肉，内  

待，侍，持，特，時，得  

友，反，坂，仮  

九 九，力，刀  

十，千，干  

漠，難，勤，雉  

軌 動，男，切，務，方，万，旅，遊  

乱 国，囲，図，困，因，四，西，配  

究，空，突  

夫，夫，元，末，末  

午，牛，未  

冬，尽  

計，討  

飲，飯，館，銀  

色，免  

乗，垂  

簾，族  

着，看  

税，説  

真上積，頴  

荒，流  

案，安  

息，意  

梅，海  

赦，組，耗，絵，給，終  

築．筑  

兄，光，元，先  

倍，供，共，位，立  

真，具，直，億，植  

砂，秒  

芸，雲，会，去，伝，云  

類，数，教  

毎，海  

健，建  

険，検，験，剣  

深，探  

綴，読  
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牛，午，年，天，半，来，妹，末，元，降  持，時，侍，寺，待，特，得  

池，地，他  

困，困，囚  

住，往  

屋，室  

北，比  

夕，久，及，吸  

名，各，客，格  

末，未  

心，必  

論，輸，倫，輪，論  

文，文，交，父  

帰，婦  

官，宮，営，管  

質，資  

田，甲，申，軋 抽，男，思，番  

経，径  

剤，済  

実，害  

花，化，代，仁  

幹，乾，朝，期，転  

嫁，棉，練，絵，組  

思，恵，恩，億  

楽，薬  

便，便  

石，右，左  

央，史  

圏，園，遠，固，個，国  

債，稲  

坂，板，阪，飯  

桜，楼  

役，投，段，殺  

成，威  

次，吹   

枚，牧  

仕，任  

徒，従，促，捉，足  

若，苦  

悪，意，息  

著，者  

王，玉，宝  

中，仲，虫，忠，神  

南，商  

英，映，央  

泳，永  

遅，送  

順，願，顔，頭，短  

痛，遠  

野，理，課，町  

塩，温  

思，悪，恩  

仮，返  

勉，晩  

貸，貨，質  

技，支，枝  

乱 織，職  

島，烏  

清，晴，精，情，静  

記，信  

民，氏  

点，店  

茶，余，途  
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