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漢字習得

はじめに

一般には理解活動も表現居動も漢字

現代の国語の表記が漢字かなまじり文を本
体とし︑

を媒介として行なわれている以上︑国語の学
力の基礎をなすものとして︑漢字の習得に心
がけねばならないことはいうまでもない︒

ぎく三つに分けることがでぎる︒

年卒業時には︑教育漢字の全数読み書き調

査を実施した︒︵結果←国立国語研究所報

同17﹃高学年の読

同14﹃中

告10﹃低学年の読み書き能力﹄

国語学力・言語能力調査の一環としての

一

義務教育終了者としての中学生の漢字習

漢字力の研究
二

昭和36年

中学生の言語能力の概観

同26総合編﹃小学生の言語

学年の読み書き能力﹄

み書き能力﹄
一の㈲

能力の発達﹄︶

昭和39年〜43年﹁中学生の漢字習得

に関する研究﹂を実施︒︵後述︶

二のω

も発達状況を中心に調べた︒．

文部省・国立教育 調査を実施︒ 一〜三年生の漢字力について

漢字の使用力および習熟度を中心とした

得に関する研究
三

昭和26年〜29年

研究所実施の学力水準調査の国語科関係を

一のω

研究

もの目常の文字生活で︑どのような︑またど

担当︒この中で︑児童・生徒の口紅の力も

しかし︑おびただしい漢字群の中から私ど
れくらいの野釣が必要であるか︑さらに︑学

調査した︒︵結果←国立教育研究所報告

年報﹄16・17・18︒19・20

︵結果←昭和39年〜43年﹃国立国語研究所

が習得可能かというようなことは︑重要な問

習者の能力︑学習負担からみて︑どれくらい

﹃全国小．中学校児童生徒

同報告書36

一次中間報告昭和27年度︶〜同︵第三次中

学力水準調査﹄第

間報告

29年度︶

とりあげられてきたのも︑そのためである︒

題であって︑長い間︑国語問題の課題として

の習得力を調査した︒︵結果←﹃国立国語

読み書きできなかった漢字について高校生

ωの調査で︑中学生．が

の発達に関する研究﹂を実施︒その．一環調

研究所年報﹄21︶

昭和44年

﹃中学生の漢字習得に関する研究﹄︶

査として︑入学時から卒業時までの同一児

一の②

国立国語研究所国語教育研究室の歩みを︑

童の漢字能力の発達について研究した︒六

昭和28年〜34年﹁小学生の言語能力二の︵付︶

漢字に関する研究という観点でし肖ると︑大

A 研究室と漢字調査

81

、

三のω 昭和39年

中学一〜三年生の作文に

おける漢字使．用の実態を調査した︒︵後述︶
︵結果←﹃国立国語研究所年報﹄．17︶．

和39年度ら︑義務教育終了者としての中学生
この研究をとりあげた理由

の．漢字習得に関する研究に着手した︒

一

ここ数年来︑学生・生徒・児童の漢字力

を対象に︑国語の教科書一︑三五六字につ

4 漢字刀の低下をいわれているが︑戦前の
漢字を書く調査︵昭和！0年︑小学校六年生

いて岡崎常太郎氏が実施した調査︶と︑小

学校六年卒業生を対象に教育漢字を書く調

1

査︵昭和34年︑国立国語研究所実施︶と比

高校生の漢字使用の習熟

の低下が教育上の問題の一つとされている

三の② 昭和44年
度をみるために﹁かな書き文章の漢字かな

ので︑その実態と原因をたしかめたい︒

べて︑調査の上では学習した文字数に対す

まじり文章化テスト﹂を実施した︒

漢字の学習負担の軽減と︑いう立場をも考

る成績は︑むしろ︑現在のほうがよいとい

2

慮した当用漢字表の制定から20年に近く︑

漢字の使用力の基礎とな

う現象がある︒

三の㈹ 昭和46年

当用漢字による漢字教育︑文字生活も一応

・︵結果←﹃言語生活﹄︿45年9月号﹀︶

の普及徹底をみているはずで︑その程度を

した教育漢字全数の読みの成績は︑平均正

になった︒しかし読み書きともに習得する

する漢字の数も当用漢字を対象とすること

が︑義務教育の年限が延長し︑期間中に学習

中学生が義務教育を終了するまでに︑どれ

二

読の要因について知りたい︒

としてルビが使用されていない︑現在の誤

いとする関係老がおり︑昔に比べて︑原則

答率が相当高いのに︑大学卒業生の就職試

いっぽう︑私どもが︑小学六年生に実施

って考察しようとして︑中学三年生に備考

る書字力の習熟め度合い．を︑提出語形によ
しらべたい︒

5

漢字獅字について調べた︒︵後述︶

験でも誤読が多い︒昔のほうが読む力が高

ことを要請されている漢字は︑教育漢字

か︑中学三年問にわたり︑事例的に︑特定個

くらいの漢字を︑どのようにして習得する

調査の目的・規模・内容
︵正しくは当用漢字別表の漢字︒ここでは︑

便宜上︑教育漢字と呼ぶ︒なお︑別表正当幽

人についての漢字習得状況を量的・質的に継

82

︵結果←国立国甑哨研究所論垢集﹃ことばの研

3 漢字の学習負担への配慮から︑義務教育
で学ぶ漢字数は三一︑三〇〇字であった

究﹄4に報告の予定︶

B．中潜生の漢字習得に関する研究
昭和43年来︑学習指導要領の改訂に伴い︑

で︑今後の児童・生徒の漢字習得の向上充実

小・中・高校の漢字の学習指導計画が変ったの

が期待される︒この研究は改訂前の実態であ

続調査し︑中学生の漢字習得の可能な量︑習

用漢字も教育外当用漢字と呼ぶ︒︶⁝⁝字で

ある︒︵昭和44年改訂の中学校学習指導要

るが︑習得上の本質的な問題をもっているこ

領では︑読み一︑八五〇字︑書き一︑○○

を追究して国語教育および国語問題に資そう

得漢字の字種︑習得要因︑および問題点など

と︑将来︑改訂の成果の比較資料にもなろう

○字を目標とするようになった︶

と︑報告することにした︒

二のω中学生の漢字習得に関する研究

義務教育年限の延長に伴う漢字習得量につ

とするこの調査の目的を達するために︑次の
いてみたい︒

︽隆．﹂．蓉

国語教育研究室では︑それまでに実施した

︑︑

Aの漢字に関する調査結果をふまえて︑昭
．一

鳳耳

ような規模・内容・方法で実施した︒

・炉鵡

1当用漢字全数一︑八五〇字の読み書きの
一二二

．力を調べる︒読みについては当用漢字音
訓表︵改訂前︶による全音訓三︑
の読みの力を調べる︒

習得の可能な量︑習得経路等を推測する
ために表外字の読む力をも調べる︒
査する︒

2同一の被調査者についてくり返し継続調

6一②教材の側0要因資料︵小学校・中学
校の全教科書の漢字出現状況を調
査する︶
6一㈹指導の側の情報の把握・記録
7中学校の漢字学習指導の実態に関する質
握する︶

問紙調査︵全国的規模で指導の実態を把

当用漢字全数読み書き調査︵年間前・

昭和39年4月一昭和42年3月

調査の実施

8漢字習得に関する実態調査の文献収集
三

1

期間

後期2回︑通算6回目
5 問題点の解明・検証テスト︵39年〜42
年3月︑年間1回︶
記録は42年卒業時︒

6−ω・6−㈲期間中随時︒
6−㈲

42〜43年

東京都北区−中学校生

︑7

当人

3年東京︵2︶大阪︵3︶名古屋︵2校︶

︵各2学級分︶
当用漢字全数読み書き調査の方法

読み・書きの調査方法を別にする

五

︵読み︶カードによる一対一方式︵個人調査︶

教育漢字﹁通﹂︵一音二訓の文字ツウ／と

の音と訓が出るような語形を添えたカードを︑

おる・かよう︶見出し漢字のほか︑その文字

用意し︑それを読ませ︑反応を個人別に反応

︵この方法は卒業ま近の6年生に

集計表に詳しく記入する︒

出やすい︑習得の度合いが判断で

実験の結果考案︒音・訓の反応が

︵書き︶

原則として生徒に

きる︑所要時間が早い︒︶

親しいほうの音・訓の語形で

調べる︒問題用紙に記入させ

る集団調査方式︒文字の意味がよくわかるよ
つう

とお

道を□る︒︵﹁かよう﹂は出

に把握できるようにした︒

．共同用︶をつくり︑各調査時の反応が正確

︵文字別．個人別︶︑調査漢字整理表︵文字別

結果の整理のために︑個人用整理カード

さない︶

﹁通﹂←交□︒

配布から回収まで41年12月〜42年2
う月
な文脈や語句に位置づけて問題を出す︒

6−②

7

調査の対象
当用漢字全数調査

四

徒8人︵男4・女4︶
問題点解明・検証テスト

一年東京1校︵7学級︶隼人
2年 東京5校︵各2学校級︶華人

83

通う

通る

31．2の調査法による量的負担を考え︑
調査の実施・処理に消却方式をとる︒
︵全数調査後︑習得が安定したと認めら

れた場合はその文字を調査対象文字から
はずす方法︶
4調査の量的負担︵文字及び時間数︶が多
いので︑少数の特定生徒︵学級の平均的

生徒8人︶にしぼり︑くわしく調べる︒
5特定生徒になる調査結果の検証・補充の

ために︑各学年の中学生集団︵二年踊
人︑三年姫人︶に同種の問題によるテス
トを実施する︒

6習得の要因資料の収集・整備
学力．読書力などを調査する︶

61ω生徒の側の要因資料︵知能・性格・
︸

交通
通

六 結果の概要
る︒

ないから集中度は少ないが︑かなり読めてい

個人としての文字量

954

e習得文字量はどのくらいか
1

881

入学時と卒業時の習得文字量︵累積の結果︶

8人の生徒は平均的中学生として選出され﹁

940

をみると︑︵読みの成績は︑音訓観点をはず

たが︑やはり個人差があり︑卒業時の習得文

863

粥字︵m＋踊︶

㎜字︵脚＋㎜︶

踊字︵脳＋粥︶

鵬字︵膿＋腹︶

書き

字量にも︑あらわれている︒この調査方式

881

して読めていれば正答文字とする︒平均正答

881

字数を上段︑㎜％正答の字数を下段に示す︶

881

認められる︒

881

・義務教育終了までに相当の漢字習得の伸びが
ことに︑教育漢字の読みでは︑音訓観点を
ほずせばくり返し学習されているだけに謝字
の到達度に達している︒入学時⁝⁝字．⁝⁝字←

字字綴字み
十十十十
＋＋＋＋表
64336．200515外
字黒字二字

などは︑中学三年間の習得文字量の大体を示

読み一︑八一二字＋鰯字︑書き一︑五〇〇字

惇
46

lA踊字
音訓からも完全に
読めるもの

−c記事

IB謝字
どちらかの音訓で
は完全に読めるも

すものと思われる︒

2 習得文字量に段階がある

②大量調査の負担を惑けて︑

この全数読み書き調査は︑ω文字の読みに

二回続けて正答できた文字は習得が完了した

音訓を加えた

ものとみなし︑消去する方法をとったが︑前

方式の累積の整理法にしたがって得たもので

述の文字量はω音訓によらない整理②消却

しかし︑読みの整理に︑音訓観点を加︑κて

ある︒

みた場合︑ある音ではよく読めても︑訓では

つくして読めなければ︑習得完了とは認めな︑

読めないという音訓上の問題があり︑音訓を

い︑さらに続けて正答できなければ習得完了

とは認めない︑読み書きともにできなければ

因園三悪和
出生川石赤

安置国道︑話

委意点曜貝

い観点で扱った場合は︑習得文字量はそれぞ

習得完了とは認めないのように習得をきびし

一音又は一訓の文字︒

々7

の漢字も含まれている︒

どれかの音訓では読めても︑他
の音または訓では正しく読めな
い︒やさしい音訓・むずかしい
音訓が混在している︒低学年用

る︒

音訓のある字で︑音も訓も読め

教育漢字を書く力は︑鵬・踊字←脚・褐字

ている︒

それに比べると︑当時書くことまでは要求

揃・17字←脚・踊字で︑中に︑相当数の書け

されていなかった教育外当用漢字の書字では

る漢字がある︒

学習の直接の対象ではない表外字を読む力

も一応あって︑一︑000字中平均正答率30

︑

％強が習得されている︒計画的な学習文字で

h層

の

84

卒業時謝字・印字︒

教育外当用漢字の読みは鵬・華字←脚．鵬

1744182117621845読

︵累積結果︶を認めるとすれぽ︑8人平均の

答％二人低高

で目標にまで達し得ず︑脚字近い文字を残し

字で︑一人あたり90％近く︵鵬字︶は読める
ようになるが︑全数までには至らない︒

正10b平8最：最：

・両・

︵教育漢字︶

9．・

時の︑各自が．問題を残した文字数は︑次のよ

れ減少するαこれに従ウて整理すると︑卒業

入学時の読みの結果を具体的に音訓観点を

入学時の成績

1

うに多いことがわかる︒

入れて字種についてみると次のようになる︒

文字としてみた場合は︑全員が読めた字

︵読み書きと

は︑鵬字であったが︑音訓の観点から読みの

90

ζ．︑

麟

めることとば．満塁へだたりがあることが認

蹴字を学年配当漢字との関係でみると

められる︒

霧用翠︵髪転用學︵38％︶

三年用B︵14︶咽年用66︵詑︶

音訓関係からは︑小学校低学年用の漢字に

五年用お︵24︶肇用舗︵％︶

は︑高学年用の配当漢字︵現行以前の学年別

キ

基／もとい
ゆう

浅／セン

タ／セキ

卒業時の成績

では翌翌読める︒

︐

音訓観点からしてもどちらかの音訓の読み

文字としては脚字読める︒

2

を保ち︒がたい︒

いると︑小・中越の漢字学習の上で︑ 一貫性

られるから︑このような実態を把握しないで

の学習は︑多く新出の教育外当用漢字に向け

て看過されがちであり︑中学校の漢字の読み

し︑書けもするので︑完全に読める文字とし

漢字配当表によるもの︒以下同じ︶が多く
がわかる︒

︵大半は六年用︶︑習得が定着していないこと

の文字が㈹字もあるから︑厳密にはこの段階
．では習得完了ということはありえない︒︵教

徒の音訓反応によってみると︑読める音訓の

ジ

いくゆくおこなう

各／おのおの．字／あざ
あさい

みに抵抗があって︑教育漢字はかなり読めて

ると︑ある音訓では読めても︑他の音訓の読

みられた問題のある音や訓の中には︑依然と

読めない字を㈹字残しており︑入学時調査で

なりの発達をみた︒しかし音訓をつくしては

教育漢字の読みの力は入学後三年間で︑か

音訓をつくして読める字は㎜字となる︒

いるようでも︑音訓をつくしてその文字が読

雨音以上の複数音訓︑多音多訓のものにな

貸／タイ

かす

ウ87％ギョウ62％︶

︵訓優位の字︶訓㎜％／音0一行／アン︵コ

カク

下裳についてどちらの読み方が優位かを生

育漢字に合わせて整理した結果である︒︶こ

としてみなければならない︒

でも問題がある理由︵音訓関係︶を示す数字

こと︑比較的やさしい教育漢字に︑読みの上

得過程の上でみられる正答のゆれ現象がある

も︑次のテストでは書き誤るという︑漢字習

い︑また︑あるテスト時では正し沸く書けて

字で︑ある時点では読めてもそれが定着しな

にも未学習音訓がある︒その上︑学習した文

の問題はむしろ教育漢字にあるが︑教育漢字

不均衡が且立つ︒
ノコノ
︵音優位の字︶一音㎜％／訓0一因／よる

文字であり︑卒業時までに国語教科書未提出

問題があること︑ある読み方ではよく読める

6︶ 珈字︵3﹂慢9〜117︶ 珊％は正答できなかった習得度の低い86字に

成績をみると︑書字が珊％正答文字となる︒

も︶

33

魏字︵呂
̀﹂■1

噤i−〜68︶ 噤i21〜㎜︶

︵書き︶

箏拳野

もっとも︑教育外当用漢字は学習過程中の

駕灘

⇔ どんな字が習得できたか

読み
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字用外教漢教
漢当育字育

．

7人←

殺︵サ
6人←
基︵も

して読めない音訓が持ちこされている︒

4人以上が読めなかった音訓例
8人が読め な い

衆︵シュ︶

因︵よる→読めない音または訓︶

イ︶ 社︵やしろ︶

貸．︵タイ︶

三人1・轟難平
文字としてみた場合︑全員が正読できた．字
は鵬字︑音訓観点からみても㈱字︵二割弱︶︑

七人が読めた単字も入れると︑かなり読めて
漢字習得の機会と能力のあることが示されて

いることになり︑小学校段階での教育外当用

行︵アン︶ 夕
4人←
回︵エ︶ 字︵あ

までの国語学習の影響の有無を調べたが︑

いる︒この調査は六月に着手したので︑それ

潔︵い

災︵わざわい︶

供︵ク︶

各︵おのおの︶

眼

とい︶ 政︵まつりごと︶ 天︵あめ︶
5人←
由︵よし︶ 功︵ク︶
︵セキ︶

ざ︶ 統︵すべる︶
興︵おこる︶
説︵ゼイ︶

︵まなご︶ 期︵ゴ︶
さぎよい︶
精︵ショウ︶

成度が高く︑使用度が高い︑日常生活・学校

認めら．れるが︑それ以上に︑教育漢字との構

生活に関係がある︑読書・テレビなどのマス

なく全員読めた字燭字︶国語学習との関連は

︵学習文字で全員読めた字54字︑学習と関係

済︵すむ︶
宗︵ソウ︶

文字が︑三年では︑順次読めるようになった

メディアの刺激を受ける機会の多い文字とし

A 姐字 西欧乾径気随窒胞扱沖但峠矢

B 謝字 偉映冠降松縦騒窓渡忍藪下離

C 引引 依皆泣驚裁若充酔井野苗優涙

読めなかった字鳳m字あるが︑その中で︑

読みの抵抗度の高いものには︑次のような字
6人←

がある︒︵数字は読めた人数︶

3人←

2人←

該緩糾諮囚貞逓崩某庸擁抑濫吏廉陥既筆癖
5人←
嚇渇予選拘升嘱畝逐迭篤頒匁
4人←

賜詔喪陵漏

子下粛朕匿窯賄弔 寡衷奔璽遷 家事款
1人←
遵嫡 勺

これらの文字をみてもわかるように︑教育

外当用漢字では︑一音又は一訓の字に︑読め

この読めない字に一音または一訓の字が

読めない字の特徴

しては獅音皿訓となる︒︶

ない字が︵85字︶多い︒︵読めない音訓数と

3

86

難︵かたい︶

なお︑入学時には読めなかった高学年用の

舌︵ゼッ︶

ために︑三年での問題のある音訓の学年別配．

て自然に習得されることが認められた︒

多いということは︑文字として読めないとい

ω

未学習文字である

読めない文字はまた︑国語の教科書未提

うことで︑教育漢字と対照的である︒

②

るようなこの種の字に一音又は一訓の字が多

．から読めないわけだが︑未学習文字として残

出の文字に多い︵69字︶︒

いともいえる︒︵諸氏の国語の教科書調査に

卒業時の成績

全員が正答でぎた字は文字として躍字︑音

よる本文三三拙漢字の共通性塾局い︶

謎 ．

と習得が著しい︒

・凝．

訓観点からしても踊字で︑入学時から比べる

2

おりた︑備考漢字当字とかなり共通性がある︒︶．

た︒また︑・学習指導要領の改訂で新しく小学校に

能性がみられたが︑この調査結果で確かめられ

べた場合︑ある程度の教育外当用漢字の読める可

︵小学生の言語能力調査で︑高学年の漢字力を調

当漢字は︑高学年用のものがふえてきている︒
︵教育外当用漢字︶

一訓の文字段蓄班二野

口腔

．

字刷総蠣映冠机諜
一C3
い

︑

・離蝶蝿松井忍笑優

どれかの音

−B7も読める

字轄騨擁江津城規準

89

．lA字一音または宇菓巨劇咲

1︑入学時の成績

一︑
の読も音
め完訓
る全か
もにら

の読はのど
め全音ち
る員訓ら
もがでか

耐 当用漢字補正案で削る候補の字︵ゴチッ
ク体の字︶と共通性があるQ

曽︐︑

ョウ︶

弟︵ダイ︶

貧乏

過去

井︵ショウ

ている︒しかし︑特殊音でありながら兄︵キ
昔︵シャク︶のようにむしろよく
昔日・昔年︶のほ

井︵セイ

曽F

のものも生徒によって相当見うけられる︒

①文章語的な訓

②訓不振のもの

不振の傾向にある︒

旨むね←主旨

で︑文字の意味を知る手がかりとなる訓の機

同意の漢語では㎜％読めるが訓では読めない

悔くいる←

省かえりみる←反

現在の話しことばではあまり使用されない

読める︑かえって︑ふつうの音

む漢語のほうが一般に使用されている訓は︑

文章語的な訓で︑むしろ同意のその文字を含

天井︶

し︑低学年用のやさしい文字も含まれている
市井

教育漢字では︑音訓上抵抗のある文字を残
のに対し︑教育外当用漢字では︑むずかしい

うが読めない︒用語の親近性の有無・程度が

昔︵セキ

文字そのものが残るというところに︑両者の

強く作用していることが認められる︒

商あきなう←商売する
省する

油井︶

習得上の特徴があり︑漢字指導上の留意点と
してあげられる︒

後悔する

募つのる←募集する

範囲の狭く限られたものも例にはいる︒

特殊音ではないが︑風袋︵タイ︶ 種苗・
育苗︵ビョウ︶︐曲浦︵ホ︶など︑使用語彙
②やさしい話しことば︑和語に代用されて

文字そのものだけでなく︑教育外当用漢字

4 読みにおける問題点
にも︑音訓上の不均衡がある︒C置字も音不

いる漢語の音

能を失っている現象がある︒この両者の関係
朝夕︵チョウセキ←あさゆう︶

セイジユウホルイカイジン

振︵76音︶︑訓不振︵79訓︶という状況である︒

河川︵カ

雷魚浦涙皆尋

セン←かわ︶

②自分に親しい訓で読む

認された︒

は︑中学生集団に検証調査をした結果でも確

あてるむねつのるつむめす

音不振︵訓では㎜％読める︶
．充聖岳毒中

滞

︵セイ︶はひとりも読めない︒

なお︑当用漢字の音訓表内の訓では読めな

婿︵むご︶は全員が読めても

訓不振︵音では㎜％読める︶

③語彙力の未熟から

いで︑一部世間に行なわれている別訓・俗訓

とどこおる

教育漢字も含めて︑読みの上で抵抗のある

①②も語彙力と関係するが︑日常社会で使

音訓の特徴には次の例があげられる︒

を

辛︵からい←つらい︶

被︵こ

巡︵めぐる←

政︵まつりごと←ま

などで反応する例もある︒

魚︵うお←さかな︶

力の未熟さからくるものである︒

皆︵カイ︶が読めないのは︑一般に使用さ

用されている普通の語で不振な場合は︑語彙

①特殊音のもの

①音不振のもの

読めない音には︑呉音など︑仏教や特殊な

皆既食

さ︶怒︵いかる←おこる︶

皆済

まわる︶

皆無

れている語

うむる←かぶる・きる︶

皆勤

用語に用いる音で︑当用漢字の音訓表で特殊

異なるものであるが︑生徒に親しい語を選ん

懸念︒教育漢字に

知らないからである︒提出語形で正答反応が
帰依

習得の要因

漢字の習得要因は︑教材・指導・学習者・

5

音訓として扱われているものに多い︒︑久遠

遊説 衆生 虚空

はこの特殊音訓が多く︵謝字中60字62音訓／ で︑調査したので抵抗音訓の多くは傾向的に
鮒字中21字21音訓︶読めない音の首位を占め 特殊なものに現われたが︑この段階の読字力
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魯

が︑中学生の漢字学習は教科書の新出漢字を．

社会の文字環境等から考．えなければならない．

出分拠字を︑補充していることになる︒

庭︿女子﹀︶は︑追出漢字44字で︑国語の未

・英語・音楽・美術・体育・技術ハ男子﹀・家

字︑他の八教科の教科書︵社会・数学︒理科

心度︑その文字に接した時の心理的緊張度︑

文字︵語彙−背景にある事象︶への興味・関

このほか︑実際には漢字の使用度数︑その

読みの成績の関係をみると

査結果︑読み書きとも習得の安定した漏字を

科の学習を通して習得される文字であること

り︑しかも78字をみると︑︵亜抗本邦硫︶教

度の少ない︵八度以下︶教育外当用漢字は守

立国語研究所報告書︶の調査によると︑使用

漢字表﹄︵国

除いた文字について調べた︶であるから︑未

．冷

藷．．

文字の使用度に比べて︑非常に低いことがわ

のあった音または訓の使用度をみると︑その

たが︑文字としては読めても︑音訓上に問題

教育漢字は︑卒業時に読めない音訓を残し

②音訓

りの漢字もほとんど使用度十度前後である︒

漢字の大部分が︑この中にはいっており︑残

5・硫4教科︶のように数教科で学習される 旧あるが︑卒業時に読めなかった教育外当用
わけで︑教育外当用漢字の成績が予想外によ

が認められる︒文字によっては︵抗尺6堅靱．

る︒生徒が使用した国語教科書の漢字の提出

かったことの一要因として︑他教科の教科書

の文字提出を反映しているとみることもでき
状況と読めなかった音訓との関係を字種につ

漢字提出が作用するからではなかろうか︒

書未習の字との対応が少ないのは︑他教科の

との関係は対応するが︑読める字と国語教科

読めない字︵音訓︶と国語教科書未出の字

の漢字提出︑他教科の学習があげられる︒

習二文字︑．未習得音訓を残したことは教科書

﹃現代雑誌九十種の用語用字

①文字

︵69字︶よりも︑成績のよい字︵96字︶の方社会の使用状況との関係も深い︒

係がみられたように︑これらの文字﹂音訓は

読めない文字や音訓に鴇国語教科書との関

習得していることが認められる︒

習︑生徒をとりまぐ文字環境によって漢字を

文字学習を通してだけでなく︑他教科の学

この段階になると︑単に国語の教科書による

補って習傳されていくのであり︑中学生も︑

印象の鮮明度などさまざまな要因が相助け相

とりあげてみる︒

踊字

国語教科書に出なかった鵬字と︑卒業時の．

中心に行なわれるので︑教科書の側の要因を

ω国語教科書との関係
三年卒業時の読みの習得状況として︑

86訓

26字

㈹社会の使用状況との関係

出科
ので

18字

教育漢字としては全数が読めるが︑未習得音訓
94音

78字

がある
1

国語教科書に未出で︑成績のよくない字

績
良
の

教育外当用漢字では文字としても読めないもの
鵬字

があり︵m字︶さらに未習得音訓を残す 葉音
魍訓

いっぽう中学校の国語教科書の漢字の未提

96字
のけ国
字に語
金科
出だ

1
た抗読
字のみ
あに
つ抵
69字
のけ国
字に語
未科
出だ
43字
字も他
回教
i
字成

が多いが︑それは他教科で78字提出されてお
教育漢字113字59音29訓︒︵ただし︑一年．時調

出状況は︑教育外当用漢字腫燭字騰音59訓︑

165字

いて具体的にみると︑このことが認められ
る︒

② 他教科の教科書との関係

教育外当用漢字について︑他教科の使用状

靱﹁

況を調べた結果︑国語の教科書は未出漢字而

亨

88

の書国
字に語
未教
出科

5ゆ

ト．

読みの習得率がかなり高く︑読みと書きの成

．

は謝辞︵40％︶と少ない︒半数以下が書けな

︷

かる︒教育費当用漢字にもこれと同じ傾向が

語能力の調査で︑卒業直前の児童に劉字全数

字は低・中学年用漢字に多く︑高学年用漢字

た︑書けない漢字の字種についてみても︑39

調査をした場合も同傾向を示している︒ま

N調査の50％以下の文字と比較すると︑皿

年調査で正答50％以下︵4人以下︶の文字と

ので当然であるが︑読みに比べると︑書くこ

字中22字を除いて︑難易の差に多少の出入が

卒業時の成績

れた字はm字︵12％︶残ることになり︑完全

かをみると︑8人正答字数はm字となり︑約

均禁訓系潔券兼限

悪遺壱下鞍僧事拡

初招称勝仁是制績宣

減厳固護孝候康黄講

刊幹増熱規程旗逆境

低濾出程敵産典展徒

酸氏下直児識謝借越

専論蔵息損貸単貯

号穀妻聖祭際策察

3年卒業時に書けない字として残った字︐

らすると︑⁝⁝字にふえる︒

には習得しきれないことがわかる︒なお︑m

二倍の発達をみたが︑完全正答圏内からはず

字は累積の成績であって︑習得完了の観点か

卒業までの学習によってどれだけ到達できる

入学時の︑書字の成績は低かったがこれが

2

との習得の度合いがいかに低いかがわかる︒

読み書ぎの比率

あっても︑共通性が認められた︒

早く提出され︑くり返し学習する機会も多い

字形のもの︑生活的なやさしいものがあり︑騙

は非常に少ない︒低・中学年用漢字に︑基本

結果でも同様である︒昭和34年︑小学生の言

績が開いているという結果は︑今までの調査

．よ

入学時の書きの成績と学年別漢字配当表の

かった字は拠字ある︒

記イ

漢字との関係をみると︑皆が正しく書ける漢

認められ︑音訓の読みの成績不振の要因がわ

2

説214
〃

いたので︑入学時には読みと同程度の習得が

524字

就拾祝宿述悪妻処

89

典

〃

0

略

る

回409

については︑義務教育終了段階を目標として

695字（78劣）

し

1人

期待されてはいないし︑また︑従来の調査結

（39年）

ユ

もとい0

よ

基133

シ

〃

かる︒

書き

因

入学時の成績

︵教育漢字︶

〃

この調査実施当時は︑教育漢字を書くこと

1

由239

果でも︑読みに比べて低い︒平均正答字数腸

198字
〃
862字

遊説（1）

〃

92

34
843字
〃
書き

最低842字
最高880字
読み

870字（98劣）
平均正答字数
読み

〃
書き

最低477字
最高879字
読み

〃
書き

806字（91％）
平均正答字数
読み

577字（65％）
・
書き

音訓をかっこに入れれば︑小学校段階での

（34年）

因る（1）

2

衆105

字であるが︑全員が共通に正しく書けた字数

〈研究所調査〉

由（1）

10

衆生〔P
3

0人

例

用

農議トの妻竃憂耀鮮

姿飼争議四三斜尺

孔甲江好露語紅項

若三三樹秀巡召床玄

綱刻骨砂鉱酢錯咲枝

度も少なく︑両者の相乗関係がみられる︒
︵教育外当用漢字︶

︵m字︶

鼻氷下垂武画嚢陛補

年忌層操束紅藍滝探

翁振針診薪刃垂井征

湯難弐破拝版飯肥

沼笑将女帝障鐘城

これらの書けない字と学年別配当漢字との︑

暴満遠耳預欲率臨
入学時の成績

段古義畜仲兆頂彫

牲古昔洗染扇鮮訴

1

関係は︑3年遅←4字︑4年用←15字︑5年平均正答字数としてはm字であるが︑文字

テスト実施の関係上︑書字テストは六月か

％︶で︑半数以上のものが書けた字は価字︑

盲唯雄優羊溶踊雷﹁

宝訪亡忘肪棒紡凡

舶箱班晩秘尾匹姫

頼乱離隆硫涼鈴劣郎

枚埋又密妙眠霧娘模

漂浜浮幅沸丙四壁浦

義務教育終了までに正しく書けるように要

程度は17字中8字︑励中中51字である︒他の 3．予想外に書けた理由

ら行われ︑学習漢字がはいってくるが︑その

ひとりも書けなかった古字︵52％︶である︒

︵1％︶7人←22字︵2％︶6人←29字豆
︵唐
3桃透稲糖虫送 軟乳業粘濃言誤梅拍

潮澄庁毛管血餅途渡

用←34字︑6年用←57字と依然として高学年 の側からみると︑八人全員が書けた字は17字

3書けない理由

用の漢字の習得率の低いことを示している︒

ω字形が正しく再生できない

これらの文字が正しく書けない原因とし

書けた字は︑学校生活︑読書︑その他マスメ

したのに比べ︑書くことを義務づけられてい

望されている教育漢字が︑卒業時にm字を残

て︑個別的には︑それぞれあげられるが︑正
っ︒小学校時代からくり返し学習する機会が

しく字形が再生できないための誤りが目立

の段階の漢字習得経路の拡大が認められる︒

ディアからと思われる字であり︑すでに︑こ

鵬字と共通する字種が多い︶

すると必然性が認められる︒︵なお︑備考漢字

うことは予想外であるが︑書けた文字を検討

ない教育外当用漢字が踊字正しく書けた糾い

多い字であるから︑見当外れの誤りは少ない

卒業時の成績

読みの学習を中心とする教育外当用漢字

2

が︑正しく字形がとりにくいのである︒

②教科書および社会の使用状況︐
書けない字の教科書での使用度をみると︑

文字を中心としてみた場合︑全員が正答で

は︑卒業時までにどのくらい書けるか︒

早く提出される字

ω使用教科書の漢字提出

︵例11穀弐壱三孝︶傾向があり︑学習の機会

成績不振のものはやはり出現回数も少ない

㎜字︵77％︶で︑．書くことを特に義務づけら

きた字は踊字︑半数以上のものが書けた字は

一年用←㎜字︑二年

は︑七人が書けたものが多い︒しかし︑出現

も少ないことになる︒出現回数の多い字に

亜心裡映影堂鼻炎

警穴日程玄謹撰互悟

儀犠脚弓丘泣恐胸暁

鉛押沖乙菓介灰皆悔

全員が正しく書けた字

が︑習熟の条件にかなうであろうし︑教科書

く提出され︑くり返し見る機会のあるほう

ると︑全体の六割は一年提出漢字である︒早

鵬字の生徒使用の国語教科書提出状況をみ

用←45字︑三年用←22字︑野心←9字

も︑完全正答になれなかったのは︑正しい字

較汗巻企極性皆目

れない文字としては︑かなり書ける︒

形が再生できないためである︒

菌筋垂耳径茎卒園

回数の非常に多かった字︵単出典など︶で

弐壱陛孝俵など成績不振の字は︑教科書の

俳．

出現度数が少ないだけでなく︑社会での使用

ド︾

90

湾

踊字と

編集の側からも︑一年から先に︑比較的やさ
しい字種が配当されている︒

多教科にわたって使用される字

ξ

教育外当用漢字の中にも︑日常生活上︑学習
上︑習得能力上︑書ける文字のあることは︑
教育漢字外に習得すべき漢字を考える場合︑

表外字の読みの力と習得経路

一つの参考になろう︒

六

生徒が三年間に使用した九教科の教科書の漢
字出現状況を調べると︑どの教科書にも出な
表外字を読む力

直接に漢字の学習指導の対象にはならない

e

書字では教科書の使用文字︵使用度数・提出

が︑児童・生徒の現実の文字生活には表外字

し一

協⁝稲を刈るの稲

⁝水稲・陸稲
⁝社会で習った

1 読めた表外字

逐次増加し︑三年で一︑ ○○○字としたo

テスト時
入学時
期

2 年
3 年

前

卒業時

数上

かった文字は﹁悔﹂＝子で︑読字に比べて︑

教科書数︶との関係がいっそう深いこと︑学

生はどのくらいの量の表外字をどのように習

︵当用漢字表外の字︶が実在している︒中学

四刻途︵国語＋8教科︶段呼押優鉛較︵8

得しているか︑その実態を知るために︑表外

字姦皇

数以上が読める表外字はかなりの数にのぼっ

の数は︑学習漢字でないために少ないが︑半

右表のように︑全員が等しく読める表外字
みと︑その習得経路を内省記入させる方法を

した18字を加えた数︶

鷹字の調査語は︑生徒に親しい語形とし

伊彦汁潟枕来書呂

4回正答←

猿靴鶴殻崎肌桂宏須誰

3回←

堺亀堀吾岡弘杉柿智塚亭藤壷瞳皿馬立鹿

初期の調査で2回続けて正答←

6回の調査で全員が読めた字と正答回数

文字群もある︒

または読めないのごとく反応の固定している

るように︑字種によっては︑いつも読める︑

ている︒また︑全員正答の魏字の例にみられ

レ

案出した︒︵この方法はでたらめ読みを防ぐ

ヨ

て︑︐訓の語で70字︑残りを熟語で調べたが︑

接近の範囲︑習得経路などがわかるように︑

︵＊1〜3回の調査で全員が2回とも正答

・垂1）159撃難
調査方法として問題には文字のみを記し︑読

ありのままに表外字を読む力︑表外字への

ρ

字諮

318

字平

13946

（336）

習との関係が深いことが認められる︒

．印の字は国語では使用度0︶窓片晩模机

潮恐重事︵4︶

針︵7︶姿盛浮活路︵6︶湿映肩郊亜︵5︶ 字一︑〇一入字の読みの調査を実施した︒
②教育漢字との組み合せの熟語で多く使わ

字姦査

のに役立った︶調査文字は第一回入学時から

れる字

稲

そのうちの鵬語は︑教育漢字＋教育外当用漢

2云

階段ゴチック体の

7岡

比較

1頃

字︵映＋画 鉛筆

…
u
．

字は教育漢字︒右肩の数字は配当学年を示す︶の

13藤
8崎

組み合せの熟語である︒これらの教育外当用
る場合が普遍的であり︑生徒も日常生活で使

漢字は教育漢字との組み合せの熟語で使われ
用していたからであろう︒

当時書くことまでは義務づけられていない

6僕

91

A

322100文調

1000

読全

（64）3116

46

7025 答全
字 三里
二季

317

例

《・

仙栃梶引明菱淋

1回←

咽韓雲州聴診心計宋宝灯

z回←
阿嘩峨菅磯鳩書

駒一頃圭冠嵯埼三遍塾篠庄昌洲厨芹蝶椿辻

釣幡扉熊鯉口︵龍︶純一
奈罵胚柏漠播磐糞菩蜜李栗燐

ロ

ロ

読める表外字には次のような字種がある︒
ロ

ム

ム

人名用漢字が目だつ︵崎岡阪藤弘彦など︒

固有名詞︵人名・地名︶に多用される字︒
・は人名用漢字別表の字を示す︶︒
ム

日常生活でも多用され︑当用漢字の補正漢
字どして掲げられている字︵靴扉口遊堀亭
汁泥灯︑△は補正漢字を示す︶︒

ム ム ム

宇画が多かったり︑昔からむずかしいとさ

人名用漢字でも︑現在あまり命名されない

るものというような違いもあるが︑それも観

を地名からとするもの︑社会科学習からとす

応が著しい︒中には︑︐生徒によって︑同じ字

であり︑この結果の検証のために︑よく読め

の習得経路をかなりまで跡づけることが可能

合が多い︒中学生の段階では︑読めた表外字

点の差︑印象の差で︑実質的には同経路の場

字︵胤瑞馨惣など︶

表外字を読む力の発達

れて炉る字︵髭顎叢繋叢叢毒堰駁毛など︶

3

6回の調査を通してみた読みの成績は︑正
答率では伸びが認められないが︑これは調査

に同じ調査法で調査したところ︑習得経路の

た50字を︑同学年の中学生集団︵踊．娚人︶

ロ

へ

認識させられた︒︵例11錦←錦之助

栃錦

う

いものは︑ほとんどこの経路であることを再

は予想されたが︑固有名詞として普遍的でな

関係者の名が︑習得上のマーケットであると

人名のうち︑知名度の高い芸能．スポーツ

−表外字と自然習得

法と結果に信頼性が見られた︒

岬︶というように判然とし︑習得経路の調査

名からの字︵潟一一︶︑学習からの字︵枕禄

反応が︑量的にも集中し︑文字によって︑地

文字が使用度順位によって提出され︑文字数
と3年卒業時に共通に調査した文字︵当字︶

も順次ふえたからである︒しかし︑2年前期
についてみると︑同じ読めた字に︑音訓反応
の深化︵藤をトウとだけ読めるよりふじも読
めたほうが習得度は深い︶が認められる︒

2年前期
3年卒業時

に受け入れられるからか︑テレビ・映画．歌

興味・関心のあることを︑視覚的﹂聴覚的

梶←梶光夫︶

謡曲などの題名や歌詞から覚えるとして読め

◎ 表外字の習得経路
習得の内省記入によって習得経路と文字と
一般の読書活

の関連性が明らかにされた︒習得の経路とし

た拳設置讐諜焔狗鍵唇瞼逢唄盃串槍などの文

て︑人名︑地名︑教科の学習︑

字は︑

瞬

塾．棚

一種のかたよりが感じられるが︑強烈

等があげられ︑読めたそれぞれの文字との対

動︑テレビ・映画・音楽・看板．広告．宣伝

・β︐﹂沸

92

教科の学習関係の字︵殻日当宋溝など︶︒

読書語彙関係の字︵三笠瞳一肌罵など︶︒

動植物名の漢字︵鹿熊猿狼猫鶴鳩召電蛍蝶
杉栗柿梨桂回忌藤蓮一一など︒半数以上正
学習漢字に比べて︑習得経路・領域が個人

答を入れるとさらに多い︶︒

っていることがわかる︒

的である表外字も習得要因として共通性をも

2 読めない表外字
常に全員とも読めない固定した文字群があ

答文
163字120字数字
53％39％
正

現在はほとんど使用されていない字︵糎貰

かながき︑書きかえ︑略字などが徹底して

り︑次ぎのような字である︒

93字66字答訓
30％21％数正

忽恰遽尤亦戟漫吟藍など︶

㌻プ

77字59字母音
25％19％数正

べi

な印象のものが残るからであろう︒

︵．

一般の読書からとした文字群は固有名詞や
形容詞など︑より広い語彙範囲からの習得は

教科書等で使用されない︑普通名詞や動詞・

しい︒︵憧嬉嘘嫌噂淋叱頑妖匂眉瞳肌︶

認められるが︑興味中心の感覚的な性格が著
このように読めた文字と経路との関係をみ
てくると︑計画的な学習による文字習得のほ
かに︑自然習得による文字が多いということ
がわかる︒

中学三年間の各教科書に使用された表外字

漢字の習得について

あることを示している︒

七

漢字教育の課程では︑読みと書きの到達目
標が異なっている︒読み書きそれぞれの観点
から習得状況を見てきたが︑この調査結果か
・ら︑漢字習得上の問題点として︑

・7・

︑．

︽

この数字は︑習得という場合︑ある文字に

らに首肯される︒

ついてある音︵または訓︶で読める←その文

字の音も訓もつくして読める←正しく書ける

←正しく読めるだけでなく正しく書ける←あ

でも︶正しく読め正しく書けて正答反応が固

るテスト時だけでなく︑どのテスト時︵いつ

定している︵この調査での習得の完了︶←必

しく読め︑正しく使用できる︵使用力︶←特

要に応じて実際の読み書きの場でいつでも正

累積の成績と完了の成績とによる正答字数のゆれ

ゆれ

ノ

正答反応が早く確実に定着するか︑浮動する

続調査によって示されたわけである︒なお︑

はみられない習得上の問題が︑同じ生徒の継

程をとることが認められ︑一回だけの調査で

上昇的な習得過程をとらず︑螺旋的な習得過

ら︑それが真の習得に達するまでに︑直線的

いると思われる︒ある時点での正答反応か

点を置いた︶という段階があることを示して

︵応用力︒後述のCの調査ではこの問題に視

定の語句でなく︑語句の範囲が拡大できる

読みにおける音訓の観点の有無による正答字数の

卒業時の教育漢字の習得について改めてみ

があることに注目されよう︒

ると︑

ノ

m字

A 文字中心︒累積の結果の観点からの成績

読み學書き學饗

B 音訓および習得完了の観点からの成績
ノ

審城島完了照完了
＊の数字は︑ ゆれ現象︵習得完了と認めた後に︑

答無答のあるものをいう︶ を除いたきびしい観点か

ことも示された︒

かは︑文字により︑また生徒によって異なる

A 読み鵬字

書き鵬字 読み書き踊字

教育外当用漢字の場合は︑

穿

完了8443

完了撒76

＊

B 完了捌

93

2 教科の学習と表外字
の字種総数は鵬字で︑その多くは教科内容に
関する固有名詞︵四五︶や普通名詞である︒

中にはいくつかの教科にわたって用いられて
いる使用度の高いものもあり︑意外なほど読
読めた字の成績と教科書での使用文字との

めた表外字との関連がみられる︒

関係をみると︑各教科書で使用された漢字で
成績のよいものと︑教科書には未使用でも成

と︑整理の観点によって︑

成績一習得文字

も︑教科書関係からの文字は固有名詞や普通

量に︑大きな差︑ 習得段階があることを示し

らのもの︒

名詞系統のもの︑教科書以外からの文字は︑

えないが︑ 字種に即してみるとこのことがさ

ている︒紙面の都合で︑ 詳しく具体例はあげ

績のよいものと︑二つに分れる︒しかも字種

590
「、

日常生活や読書・娯楽による一種の性格をも
った系統のものという判然とした二つの型が

誤＊5呂4

中学で学習しばじめた文字であるだけにv

ABの差はいっそう開いていることがわか
なお︑漢字習得については︑習得過程や問

る︒

学年一クラスずつ二年生44名 二年生
昭和39年12月

ｼ 三年生40名計撚名︶

⇔︑調査時期
⑳︑結果の概要

本文全体の文字数︵文
﹂

︑︒などの

1

ように︑配当年次の早いものほど使用率

3

4

ドD

6

る傾向が明瞭に認められる︒六学年配当

が高く︑おそいものほど使用率が低くな

漢字では︑33％にすぎない︒

2

によって︑とにかく使われている︒これ

も高い︒使用された表外字の傾向として
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たい︒︵なお︑本研究の教科書関係の調査は
おける漢字の出現状況に関する研究﹂︶
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調査字のすべてについて報

に思われる︒

を例としてのべる︒問題は︑便宜上︑

㈲結果の概要
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の番号を付して示してあるが︑実際には14
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されたよみである︒．この調査の実施時点

誤用例

目当ての字を正確に記入したもののみを

②

正答とした︒正答以外の反応には誤字の

場合と︑他の字を当てた誤用の場合とが
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ある︒誤用の場合の比較的多かった反応
お
を掲げる︒○の数字は反応数を示す︒
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ここにあげたのは︑塒名中4名以上の
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老によって誤用された例である︒これら

にも近い漢字を当てたもの②読みは同じ
ぶんたん

⑥負□金︒

③意味的に共通する部分のあ

以上︑﹁担﹂についての概略を紹介してみ
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⑧荷物を□ぐ︒
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三の㈲ 中学生の漢字使用に関する調査
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一﹁備考漢字﹂︵卍字︶の使用力−
e︑調査内容

校におろされることとなった﹁備考漢字﹂
についての︑崩字の音・訓をつくしての︑
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料として供したい︒
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以上の二つの系統の調査結果を通して︑e

どが結果としてあげられる︒

で︑だれが誤りを訂正してくれるかという隠

人の詳しい実態も調べ︑その上に立った︑教

題も含めて︑協力が得られれば︑大学生や成

育関係からの文字政策への発言が必要である

漢字の習得をいうとき︑習得の基盤となる
らないが︑その指導法も︑習得の実態や問題

適切︑効果的な学習指導法もあげなけれぽな

と思うからである︒

らない︒いろいろあるが︑次の二つは︑早い．

字習得に必要な基礎的な研究をしなければな

とが示されたが︑漢字習得についての研究を

と表現︑語彙習得の問題につながっているこ

合単に文字としての問題でなく︑語彙の理解

◎漢字習得の過程の中で習熟度を調べた場

点をふまえることによって前進する︒その意

時期に着手すべきであると思っている︒

味で︑これまでの調査結果の上に立って︑漢

下一ことに書字力について一の原因の実

大学生や社会人の誤読現象が多いという読字
．力の問題点の所在︵音訓関係︶ ⇔漢字力低

態 ㊧中学生の漢字習得は︑国語科における

が不可欠となる︒語彙と漢字の調査は︑国語

深めるためには生徒の語彙力の面からの研究

校・大学生などについて︑中学生で得た結果

の側︑使用者の側からも︑この問題をとりあ

研究所の一つの研究テ︑ーマであるが﹂学習者

e義務教育段階での習得状況に引続き︑高

して︑また文字環境による自然習得によって

がその後どう展開し︑完了するか︑習得の実

計画的な漢字学習以外に︑他教科の学習を通
︐㈱読み書きできる文字は社

げることによってさらに漢字習得についての

補強されている

い︒中学で問題を残した文字︵音・訓︶につ

質的な面が解明されると思うからである︒

態・問題点を把握しておかなければならな
いて︑卒業直前の高校生に調べたところ︑未

会におけるその文字の使用状況を反映する

習得文字︵音・訓︶が残されたこと︑ルビ使

㈲継続調査が実施できたために︑正答文字の
と︑習得完了結果による現実の習得状況に近

累積結果による習得可能な文字量︵字種︶

なわれていた昔とちがって︑教育の場以外

用という形で︑一種の社会的な文字指導が行
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