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1. はじめに
急激な社会の変化・IT 化に伴い、最近の日本語学習者はスマホアプリで手軽
に使える辞書を利用するなど、学習法にも変化が見られる。その変化に応じて教

材も学習者のニーズに呼応していく必要がある。当大学の日本語コースでは、上

級コースの終了時に 1000 字の漢字導入を目標に、独自のオンライン教材に準じ
た「漢字リスト」を開発し 2013 年から使用、その後改善を重ねている（矢吹ソ
ウ・犬塚、2014）が、さらに漢字教材を教室外で自習する上での有用性という観
点からも見直すこととした。

2. 背景
「デジタルネイティブ世代」と言われる日本語学習者が利用する辞書について

の調査をした鈴木（2012）は、書籍タイプの辞書はほとんど使われず、電子辞書
や辞書アプリ、ウェブ上のオンライン辞書がよく使用されていると報告している。

その後、辞書ツールと学習者の産出する文を比較分析した鈴木（2017）は辞書等
のツールは、その利便性に対し、学習者が産出する言語表現の正確さや適切さに

ついて、教師は留意する必要があると述べている。鈴木は、辞書を使用しても動

詞やヴォイスの使用に加え構文全体のとらえ方につまずきがあることを指摘し、

学習者にとって、ツールで得られた検索結果について吟味し「考える」プロセス

（既有の知識に照らし文脈に適切になるよう形を整えたり、ツールの特性を見抜

きそれを補う工夫をする等）が必要であるとしている。鈴木の調査対象とした学

習者は日本国内で日本語を学ぶ JSL 学習者であったが、教室以外に日本語に接
する機会が限られている JFL 学習者の場合、よりオンラインでアクセスできる
ツールに頼る傾向が強いだろうと予想される。そこで本研究では、JFL 学習者が
どのように授業で提供されている教材を評価しているかを調査し、オンラインの

無料で利用できる日本語教材はどれぐらい利用されているかの使用状況も調査す

ることにした。

3. 調査の概要
JFL の学習者たちの教材の使用状況、それに対してどう考えているかの実態を

調査するために、本研究では以下の３点を研究課題とした。	

（1）学習者たちはどのように「漢字リスト」を使って学習し、リストを
どう評価しているか
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（2）学習者たちは教室で提供されている教材のほかにどのような教材を
自主的に併用しているか。またその有用性をどう評価しているか	

（3）「漢字リスト」および併用されているオンライン教材の使用は学習
者の産出する文の正確さに寄与しているか	

 
まず無記名によるオンラインでのアンケートを英語で行なった。設問は表 1に
ある通り、設問 4以外は学習者が自由に回答を書き込めるようになっている。中
上級のクラスがほぼ終了した時点でアンケートへの協力を募った。回答が得られ

たのは中上級の日本語学習者 13名である。 
 
表 1	 漢字教材使用実態アンケート調査の設問 

 
About JP2000/JP3000 Kanji Lists 

 
1. Please list the things that you find useful about the JP2000/JP3000 Kanji Lists. 
2. Please list the things that you find inconvenient about the JP2000/JP3000 Kanji Lists.  
	

About	Online	material	

3. Do you use any online site(s) that would help you learn Kanji/Kanji words?  If so, 
which site(s)?  

4. Why do you normally use the site(s)? Check all that are applicable.  
a) to know how to write certain Kanji/Kanji words 
b) to know how to read certain Kanji/Kanji words 
c) to find out the meanings of certain Kanji/Kanji words 
d) to know how certain Kanji words are used in exemplar sentences. 

5. Please list the things that you find useful about the site(s). 
6. Please list the things, if any, that you find inconvenient about the site(s)? 
7. Do you use any other online site(s) that would help you learn the Japanese language in 

general? If so, which site(s)? 
 

 
調査の結果、設問 1、2への回答で得られた現在授業で使用している「漢字リ
スト」への評価は以下の通りである（回答は英語であったがここでは日本語訳で

表示）。 
 
表 2	 「漢字リスト」アンケート調査結果 
役立っている点 不満な点 
「役に立つ・よく使う漢字語彙」  
• よく使う漢字が選ばれている 
• 大体の言葉は役に立つ 
「授業への関連性・同時に導入され

る漢字への関連性」  

「使わない・役に立たない漢字語

彙」  
• 授業や読解で使わない言葉がある 
• 必要のないものがある 
「量が多すぎる」  
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• よく構成されて授業でカバーする内
容にも合わせてある 

• 関連のある例語があって覚えやすい 
「例文の有用性」  
• 例文が役に立つ 
「意味のわかりやすさ」  
• 意味がコンパクトである 
• もともとの意味が表示してある 
• Core wordsと Useful wordsが分けて
あるのがよい* 

 
 

• Core wordsが多すぎる 
• カバーする漢字の言葉が多すぎる 
「例文がないもの」  
• 例文がない言葉は意味がわかりにく
い 

「書式・機能に対する不満」  
• PDFファイルで直接ダウンロードで
きない 

• フォントがそろっていない 
• 二ページにまたがって表示されてい
るものがある 

• 訓読み・音読みをハイライトすべき 
• サーチ機能や教材へのリンクが欲し
い 

• 英訳が間違っている 
*	 後頁で詳しく述べるが、漢字語彙の導入は授業内で是非覚えてほしい例語  core words と、今後の学習に有用であ

るため出来るだけ覚えて欲しい例語 useful words の二つに分けてある。 

 
回答からわかるように学習者は、現在の「漢字リスト」は個々の漢字の例語がわ

かりやすく例文が役に立つと思っている反面、例語の数が多すぎたり例文のない

言葉は使い方がわからないと感じていることが明らかになった。また彼らが考え

る「よく使う漢字語彙」でないものが紹介されていることには不満があることも

判明した。 
次に設問 3のオンライン教材についての回答については、まずよく使う漢字教
材として、Jisho (jisho.org)、Tagaini jisho (tagaini.net)、Kanji Study (app)、quizlet 
(quizlet.com) 、WordReference.com (wordreference.com)、goo辞書 
(dictionary.goo.net.jp) 、Weblio 英和・和英辞典（ejje.weblio.jp）、Kanji alive 
(kanjialive.com) が挙げられていた。また「漢字リスト」しか使わないという回答
もあった。これらのオンライン教材を使う主な理由としては、「漢字の読み書き

を知るため」「漢字の意味を調べるため」「漢字が例文中でどのように使われて

いるかを知るため」にほぼ同数の回答があった。設問 7で聞いたよく使うその他
の教材としては、Googleを活用したり主に文法を確認するため任意のサイトを
使うなどの回答があった。 

 
表 3	 オンライン教材アンケート調査結果 
役立っている点 不満な点 
「利便性」  
• 持ち運びに便利、正確である 
• 部首などでも検索できる 
「例や例文がよい」  
• 例がよい 
• 作文でどの言葉を使うか知るのに役

「機能に不満な点」  
• 指でなくペンで書く練習ができると
いい 

• flashcardsは情報を全部入れる必要が
ある 
「類似の意味を持つ漢字」  

2018 CAJLE Annual Conference Proceedings

319



立つ 
「機能性」  
• 携帯で漢字が “draw”できる 
• いろいろな覚え方ができる 
「漢字語彙の説明が豊富」  
• 口語体・スラング・文語体などの説
明がある 

 
 

• 同じ意味の漢字が多い 
• 似た意味を持つ漢字の使い方がわか
らない 
「例や例文の説明が不十分」  
• 例文、例語が不充分・不適切 
• あまり頻繁に使われない言葉の例が
得られない 
「欲しい情報をみつける難しさ」  
• 説明も日本語なので自分に必要な言
葉を見つけるのが難しい 

• どのサイトも自分が探しているぴっ
たりの言葉がみつからず結局時間の

無駄と思うことがある 
 
表 3から明らかなように、学習者はオンライン教材に関し、その利便性と機能性
を高く評価している。彼らは個々の漢字の情報にすぐ到達できたり意味などが正

確であると評価する一方、自分が必要な漢字の使い方がわからなかったり例文が

足りないと感じていることがわかった。検索の仕方がうまくわからず、「結局時

間の無駄と思う」というコメントにある通り、学習者の日本語能力では表示され

ている例を弁別することが困難で、オンライン教材を活用することの難しさも物

語っている。授業で使っている教材においてもオンライン教材においても共通し

て例語や例文の有用性を重んじていることが明らかになった。 
次に、学習者がよく使っていると報告のあったオンライン教材 jisho.orgおよ
び Kanji aliveの内容を、現在コースで使用中の「漢字リスト」と比較した。中級
で導入されるいくつかの漢字を選び、その漢字の情報がそれぞれの教材でどのよ

うに表示されるかを、検索の利便性に加え、内容が学習者にとって適当な量・質

であるかを調査した。基本的な内容として、「漢字リスト」が当大学のコースの

授業になるべく沿って漢字・漢字語彙・用法を紹介する教材なのに対し、

jisho.orgは一般語彙の意味と用法を調べる辞書、kanji aliveは漢字・漢字語彙・
用法の紹介が主な目的で部首などからも調べられる学習ツールである。 
検索例として選んだ漢字のうち、「始」に関しての情報は以下の通りである。 

 

 
図 1	 「漢字リスト」の「始」の表 
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「漢字リスト」での漢字の導入は、使用頻度や難易度に加え、なるべくコースの

テキストで使われる字に基づいた順序にしてあり、図 1に見られる通り「始」の
字は 333番目である。例語・例文は、動詞・名詞や音読み・訓読みの用法を考慮
した上、数を最小限にし（基本的に Core Words が二つ、Useful Words が二つ）、
例文は極力短く、なるべくテキストから引用したもの（L29R は「29 課の読み物」
の意）を使用している。書き順アニメ（MS Wordファイルにリンク）・全体の
表（オンライン教材のサイトにリンク）・自習用副教材（PPTスライド）なども
ある。ただし、リストは数種類のフォントを表示する目的で主に PDFファイル
で保存されているため、検索等はできない。 
 

 
図 2	 Kanji aliveの「始」の画面 

 
図 2はオンライン教材 Kanji aliveの「始」の画面である。まずホームから検索の
ページに辿り着くまで時間がかかることがわかった。漢字一文字もしくは意味か

らの検索が可能だが、何度もリンクをクリックする必要がある。検索ボックスに

は漢字もしくは平仮名で入力するようになっているが、「始める」のように送り

仮名をつけてしまうと正しい漢字に辿り着かないこともある。漢字一文字だけで

入力すればその問題は起こらない。検索結果画面には、書き順・音読み・訓読

み・部首・導入学年・例単語（「始」の場合は 6語）などの漢字の情報が一ペー
ジに簡潔に表示されている。例として出されている単語はどれも使用頻度が高く、

学習者が知っておくべき単語であると言える。スピーカアイコンをクリックする

ことで発音の再生、Advance searchを使えばローマ字や主要な日本語の教科書に
導入されている順での検索も可能である。ただし、漢字を使った例文は表示され

ない。リンクをたどって辞書サイトに飛ぶことは可能だが、日本語母語話者向け

の辞書（『ルミナス英和・和英辞典』）のため例文が大量に表示されており、学

習者の日本語能力によっては難易度の高い例文も多く紹介されている。すなわち

今回のアンケートに回答した学習者が望んでいる適切なレベルの例文の紹介と言

う点においては不十分であると言えよう。 
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図 3	 jisho.orgの「始」の画面 

 
図 3は jisho.orgの「始」の画面を示す。検索は日本語・英語・ローマ字等での
入力が可能である。その他、漢字を自分で書いたり、部首や音で入力することも

できる。漢字一字「始」で検索すると、「始め」「初めて」「始まり」「始終」

「始発」のように例単語が 20語出てくる。スクロールしていくと「始」の意味
と訓読み・音読みが表示されている。20語のうち、例文が出てくるものと出て
こないものがある。例語や例文の量が膨大で、例文は tatoebaというオープンの
ウェブ上のリソースから取られているため、正確性に疑問があることもある（例

えば、「始まる」の例文中の「三十分」の読みが「さんじゅうふん」になってい

る）。また、用法が多岐にわたって紹介されているため、学習者にとってはどれ

が現在日常的に使われているものか判断しづらい可能性があることがわかった。

他に調査したいくつかの字に関しても、「漢字リスト」に対し Kanji aliveと
jiho.orgの比較には同様の結果が見られた。 
	 調査の結果をまとめると、「漢字リスト」に関しては、コースの教材に準拠し

ているため、当大学で学ぶ学習者にとっては一番手軽で単純な漢字教材であると

言える。ただテクノロジーを駆使しているわけではないため検索機能等には欠け

ており、学習者にとっては機能が不十分に感じられるところもある。また使い易

さや漢字テストの準備等の負担を考慮し情報量を限定してあるので、学習者が自

分で作文等を書きたい時には十分な情報が得られない可能性もある。オンライン

教材 Kanji aliveについては、検索の仕方等、少し慣れが必要であるが、漢字一文
字についての情報がコンパクトにまとまっている。例単語の内容も適切なものを

選択してあるので非常に有用な教材であると言える。ただ、熟語での検索が出来

ないなど、語彙レベルではなく文字レベルなので、実際の読み書きの時に使用す

るというより、文字ごとの漢字学習の情報を得る上でより役に立つであろう。

jisho.orgでは、手軽に語彙レベルで調べることが可能である。ただ例語や例文の
量が膨大なため、そこから必要な情報だけ取捨選択することが必要であるが、学

習者の能力では判断が難しいであろう情報も多く含まれている。基本的な情報が

得られる「漢字リスト」に対し、今回調査した二つのオンライン教材は、どちら

も漢字や例語の意味や使い方などの豊富な情報が包括的に提示されている反面、
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情報が多すぎるため学習者が必要な要素を得るのが困難な可能性があることがわ

かった。 
	 最後に、アンケートの事後インタビューとして、一名の学習者には漢字語彙の

誤用が見られた作文を前に、なぜその表現を使ったかの理由を尋ねてみた。この

学習者が産出した作文には、「私は･･･様々な外国の映画も観る。楽しくて言語

の練習に手伝ってくれるばかりか、批評家のように考える方法を教えてくれて、

私に新たな経験を見せてくれる。」という表現が見られた。文法等の間違いに加

え、下線の部分で「経験」という語彙が「見せる」と共に不自然な使われ方をし

ている。「経験」という名詞と共に使われるべき動詞が正しく使用されていない

例である。インタビューの際、この引用の最後の部分で意図した表現を尋ねたと

ころ、 “watching foreign movies introduces me to new experience”という意味のこと
を言いたかったが、「経験」という言葉を「紹介する」と共に使うのは適切では

ないと判断し、「見せる」を選んだとの回答であった。参考までに、コースの授

業で導入された「経験」を含む表現には、「経験する」（「漢字リスト」の

Core Word）・「経験がある」（23課の読解「学生時代にトラックの運転手をし
ていた経験もある」）・「経験を積む」（31課の読解「社会に出て実際の経験
を積んで、自分で生活ができるようになりたい」）がある。教室では「経験」と

共に使用される用例の基本的なものが導入してあるが、今回この学習者はその用

法では自分の意図が表現できないと感じたようだ。そして自分の意図しているこ

とが正しく伝わるかどうかをオンラインで得られるリソースからは得ることがで

きなかったようである。学習者が授業で導入された用法以外の使い方を調べたい

場合、現存のオンライン教材で補完できるような指導を加える必要があることが

わかる。 
 
4.	 まとめと考察	
4.1.	 教材使用の実態	
	 本調査により、学習者が授業で提供されている漢字教材に求めているものは、

読解教材への関連性や導入される漢字相互の関連性、彼らが思う「よく使う、役

に立つ」漢字が選択されていること、また数が多すぎないことであることがわか

った。彼らは漢字を理解する上で、例語や例文が非常に重要だと感じていること

も明らかになった。さらに、学習者の使用するオンライン教材の調査の結果、学

習者の大半は授業で提供される漢字教材だけでなくオンラインにあるリソースを

補助教材として積極的に使用していることが判明した。学習者がオンライン教材

に求めている特性として挙がったのは、機能性（検索機能や漢字を実際に書いて

みることができる機能）、例文の有用性、および特に類似の意味を持つ漢字の意

味の違いの明瞭な説明である。 
	 オンライン教材を分析した結果、これらの教材にはコースで提供している教材

にない機能や利便性を備えているものもあることがわかった。ただ、すべての教

材が日本語学習者を念頭に作られたものではないので、学習者自身の日本語能力

によってはあまり有効に使いこなせないものがあることも明らかになった。JFL
の学習者にとってはオンラインの教材は授業以外で日本語に触れる貴重な機会で
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あることを考慮すると、学習者がこれらの教材をより効果的に使いこなしていけ

るよう教師が積極的に指導することで、より彼らの自律学習が促進されると考え

られる。 
 
4.2.	 オンライン教材使用の指導 
	 現存のオンライン教材で補完できるような指導を考えた場合、まず「読み」に

関しては、授業で使う教材以外の読み物を読む際にオンライン教材が役立つ方法

を模索することが重要である。普段の授業で目にしない新出漢字や熟語をオンラ

インで簡単に調べることができるが、その際に熟語の構成漢字を一文字ずつ勉強

することで、より漢字への理解が深まると言える。「書き」に関しては、作文指

導につなげるためには現存の「漢字リスト」により助けとなる情報（単語の品詞

と各使用法の例文）を加えることがより有用になるであろうと考えられるため、

今後もリストの改善に努める一方、学習者には作文などを書く際に役立つ方法と

して、オンライン教材で表示される例文を参考に自分で文を作ってみることを推

進することも一案であろう。ただ、その際に共起表現等にも注意を促す必要があ

る。 
オンラインの教材は知りたい情報を素早く調べることができ、現在の日本語学

習者たちにとっては欠かせないツールとなっている。ただ、その正確性や内容の

的確性が不明瞭なことも多いため、学習者にはツールの使い方に関しての指導が

必要である。一つだけのツールが万能だと思わず複数のツールを使用してみるこ

と、また鈴木（2017）が指摘する通りツールで得た検索結果を吟味し「考える」
プロセスを推進する等の工夫が必要であろう。 

 
4.3.	 今後の課題	
	 テクノロジーの発展とともに、今後も学習者を取り巻く状況は日々変化してい

くことが予想できる。教師も教室内だけの指導にとどまるのではなく、学習者が

教室外でどのようなオンライン教材を使用し、その使用にどのような困難を感じ

ているかを把握しておくことも重要になるであろう。オンライン教材での使用言

語が学習者に適切であるかを判断し、自分の求める情報をどのように得られるか

などの指導も必要になってくると考えられる。本研究では参加者が非常に少数だ

ったため、学習者の実態を正しく捉えられたとは言い難いが、今後もさらなる調

査を積み重ねていくことが必要だと思われる。また、オンライン教材から得た情

報をどのように学習者の産出につなげていけるかも検討すべき課題である。 
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