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日本語学習に古典をとり入れる意義と可能性
― 文法・文字教育の試み ―

伊東朱美・松田みゆき

【キーワード】･ 古典日本語学習、学習指導要領、古典文法、書写、毛筆

1．はじめに
　本稿は、日本語学習のなかに、古文や古典、文語文法を取り込むことの有意性
とそこから広がる学習の可能性を述べるものである。
　国費学部進学留学生予備教育プログラム（以下、1 年コース）の日本語学習では、
日本の大学に入学することを前提としており、留学生たちは、日本人の同級生と
共に勉学活動をする際に、支障のない程度の知識、すなわち、日本の高校卒業レ
ベルとほぼ同等の知識を身につけておくことが求められる。留学生たちにとって
古典は予備教育として学んでおくべき事柄である。
　まず、2 章で古典を学ぶ意義について議論し、3 章で文法、4 章で文字の分野
について、古典学習の可能性を考えていきたい。

2．古典を学ぶ意義とは
2．1　日本語学習の目的
　日本語を学習している人の数は、国際交流基金･（2013）･の 2012 年度調査によ
ると、約 400 万人に迫るという。過去 33 年間で学習者数は 31.3 倍に増え、独習
している学習者を含めると、この数を大きく上回るらしい。日本語学習の目的に
ついて、学習者約 399 万人からの複数選択回答によると、1 位が日本語そのもの
への興味（62.2 ％）、2 位が日本語でのコミュニケーション（55.5 ％）、3 位がマンガ・
アニメ・J-POP 等が好きだから（54.0 ％）、4 位が歴史・文学等への関心（49.7 ％）、
5 位が将来の就職（42.3 ％）である。つまり、実利的な目的よりも日本語について
の知識面での興味が上回る結果となっている。
　筆者らは、1 年コースにおいて古典教育を取り入れて来た。その背景には、数
年前から超既習者の存在が目立ってきたことがあげられる。2017 年度は全 6 ク
ラス中、超既習者クラスは 2 クラスある。この超既修者クラスで、知っている古
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語を聞いてみたところ、「いとをかし」や漫画・アニメ・時代劇で知ったという「拙
者」「奉る」などが挙げられた。また、日本国憲法の原文を読ませた折に「従ふ」を

「したごう」と読めるなど、古典語への意識をうかがわせる。将来的に、日本語・
日本文学専攻に限らず、法律、経済、工学や医学等においても、日本の古い文献
に当たることがあるかもしれない。一次資料が読めるように古典語を学ぶことは、
充分に意味のあることである。
　古典文学の購読や古典文法などの高等教育機関における古典日本語教育や日本
研究を行う研究者への専門日本語教育の一環として実践される文語文教育は、近
年、国内外において実態調査が行われつつあり（春口（2010），串田･（2016）･等）、
教育の内容や問題点が明らかになっている。一方、現代日本語を初歩から学習し、
学習が進んでいくなかで書き言葉として現れる文語の扱い方等については、あま
り議論されない。留学生が学ぶ古典は、日本の学校で日本人学生が習う古典とは
違うのか。素材は同じはずである。そこで、日本の学校の「学習指導要領」から
古典を学ぶ意義を探っていくことにする。

2．2　学習指導要領の古典
　学校教育の大綱的な基準である「中学校学習指導要領」には、平成 28 年 12 月の
時点で、国語の内容として「知識及び技能」及び「思考力、判断力、表現力等」と
ある 1。「知識及び技能」の中の「我が国の言語文化に関する事項」には、以下の 4
項目がある。すなわち、「伝統的な言語文化」、「言語の由来や変化」、「書写」、「読書」
である。このうち、本稿では、「伝統的な言語文化」である古典、文字文化に関す
る知識と技能を育成する「書写」、そして、それらの歴史的な変遷に関する「言語
の由来や変化」に関して述べる。
　高等学校の学習指導要領によると、生徒は、古典を読むのに必要な言葉のきま
りの基礎的な事項については既に中学校で学習しているという。現在、高校で
は、古典 A と古典 B があり、文章読解中心か文法中心の授業が行われることが
多いようである。目標として「言語文化の特質や我が国の文化と外国の文化との
関係について気付き、伝統的な言語文化への興味・関心を広げること」とある。『高
等学校学習指導要領解説･国語編』（2010）･によると、「日本の文化を理解するに当
たって，中国など外国の文化との関係が重要となる。日本は、中国の文化の受容

1･ 以前は、「話すこと・聞くこと」「書くこと」及び「読むこと」であった。
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とその変容とを繰り返しつつ独自の文化を築き上げてきた」ことと「近世以前に
おいても、南蛮渡来といわれたヨーロッパの文化の影響もある」ことを踏まえた
指導目標だという。これらは留学生の古典学習にも当てはまる。1 年コースの留
学生の視点からとらえ直すと、日本人がどのようなことを学んできているかを知
るということだろう。そのことによって、言語文化における相互理解や自文化と
照らし合わせることが可能となる。

3．古典文法から広がる日本語学習
　古典とは、簡単に言うと、現代よりも古い時代に書かれたもののことである。
古文あるいは文語文は、明治期まで文学作品や公文書などに広く用いられ、言文
一致運動 2で口語文が主流となることによって見られなくなった。文語文法とは、
平安時代、特に、11 世紀初めごろの物語や和歌に使われた言語を中心としてま
とめられた文法であり、古典語の文法 3である。

3．1　中級から現れる古典的表現
　日本語の学習を進めていくと、中級後半あたりから文語表現が現れる。「ざる
をえない」「のみならず」「やむを得ず」等である（表 1 参照のこと）。これらは、ふ

2		 書き言葉を話し言葉に近づけようとする明治時代から大正時代にかけて行われた運動。
小説では「です調」「だ調」「である調」の新文体が試みられた。

3･･教科書文法における平安時代の文法と普通文（明治以後の標準的文語文）の文法との混合
文法であるとも言われる。･

表1　『中級日本語』の文語表現
課 文型・語句 文法項目 文語表現の内容
15 文型･12

語句･ 1
語句･ 8

V ざるをえない（～ならざるをえない）
V ぬ（思いもつかぬ）
V ねばならない（行かねばならない）

否定の助動詞「ず」
ず・ぬ・ね･／･ざら・ざり・
ざる・ざれ

16 文型･ 4
文型･ 8

V ずにはいられない（恐れずにはいられない）
～のみならず（成績のみならず態度も）

否定「ず」
断定「なり」＋否定「ず」

18 文型･ 3 それにもかかわらず／－にもかかわらず 否定「ず」
19 語句･ 1

語句･ 7
語句･13
語句･14

いかなる（いかなる生物にも）
ほかならぬ N（ほかならぬあなたの頼み）
主たる（主たる原因）
単なる（単なる運動不足）

（連体詞）←いか（如何）
（＝どう）・他・主・単･＋
断定･なり・たり･（＝である）

（＋否定･ぬ（ず））
20 文型･ 6 やむをえない／やむをえず 否定「ず」
21 語句･ 2 なみなみならぬ（なみなみならぬ関心） 並々なり＋ぬ（ず）
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つう、新しい文型・語句として、まとまったフレーズで導入される。どのような
形に接続するか、後ろにくる語によってどのように形を変えるか等が説明される
だろう。表 1 は、1 年コースで使用されている教科書『中級日本語』に出てくる文
語表現をまとめたものである。これらは、書き言葉であることと共に、その文法
的内容にも言及し、口語表現と関連づけながらそれが文語表現であることを意識
させるとよい。
　表 2 の問題 1 に示すようなものでも、現代日本語のなかの古典的表現を学ぶこ
とができる。現代語の「ある」「ない」は、古典語では「あり」「なし」となる。否定
の助動詞「ず」は「ぬ」「ね」「ざる」と語形変化する。「なし」は形容詞で、現代語の「な
い」に当たるが、助動詞には「ない」ではなく「ず」を用いる。また、形容詞の活用･

（語形変化）･には「～から（ず）」「～き N」等の形がある。このような古典文法の入
門的な事柄が学べる。
　なお、『上級日本語』に出てくる文語表現には、「（x と y と）を問わず」（三課文型
一）、「Vdic･べからざる／ず」（六課文型五）、「N をして V せしむ」（十課語句）等があ
る。「現代仮名遣いと歴史的仮名遣いの違い」も記載されている 4。

4･･七課（p.･128）･に〈文語の表記〉が記載されている。また、第二部では和歌等により古典が
学べる。

表2　古典文法を理解するための問題
問題 1･ 下線部をわかりやすく言いかえましょう。
　　　①･私には、せねばならぬことがある。
　　　②･かさを持たずに出かけました。
　　　③･あり得ぬことが起こったと言わざるを得ない。
　　　④･先生に、「欠席なし。遅刻あり」と報告した。
　　　⑤･暑からず寒からず、過ごしやすい季節になりましたね。
　　　⑥･ご心配なきようお願いいたします。
問題 2･ 現代語「サ変動詞」の未然形が「さ・し・せ」と三つあるのはなぜですか。
　　･ 未然形がどのような言葉に続くのか考えてみましょう。
　　･ 「する」→さ＋　　　　　　　し＋　　　　　　　せ＋　　　　　　　.
問題 3･ テ形（音便形）について、それぞれ「もとの形（＝動詞のマス形＋て）」を作ってみましょう。
　　　･ また、動詞のウ音便の例を考えましょう。
問題 4･ 下線部の助動詞を現代語に直しましょう。
　　　（1）･近況を友に知らす。　　　　　（2）･人々を感動せしむる物語なり。
　　　（3）･観客三万を越すべし。　　　　（4）･桜花、雪のごとく散る。
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3．2　現代語の活用から古典文法へ
　文語文教育において、解釈のための文語文教育が望ましいか、または、古典
文法の体系的学習が優先されるべきかという議論が渡辺（1955）等古くからある。
文語文法の指導は、暗記に偏ることなく、読むことの学習に即して行うことだと
大滝（2014）は述べている。確かに、言葉の学習は「はじめに文法ありき」ではな
いのだが、外国語としての日本語学習がある程度進んだ段階では、文法という形
での理解がしやすいのではないかと思う。現代日本語文法という体系に、古典文
法を関連させるという学習のやり方が可能だと考える。鈴木･（2014）･は、古典と
母語の共通点がどちらも日本語の文法体系に則っていることであり、共通点も多
く、現代文法の枠で読み解けることも多く存在することを指摘している。つまり、
古典文法の独自性は、現代文法との差異を重点的に学習すればよいのである。
　ここでは、現代日本語文法の項目を中級まで学んだ段階において、「学校文法」
の視点から、これまで学んできた文法事項を復習するとともに、その延長上に古
典文法を見据え、最初から体系的な視点でもって古典文法を学んでいくというこ
とを考えてみたい。実際、1 年コースの第三学期に、選択日本語として現代日本
語文法の復習を実施した。その際、口語文法（学校文法）と関連させる形で、古
典文法も学ぶことの可能性を感じることができた。
　日本語学習者は、所謂「学校文法」ではなく、日本語教育の文法を学んでいる。
動詞・形容詞の活用語尾、形容動詞、助動詞などの捉え方はふつうしない。文法
の復習というと退屈になりがちだが、新しく学校文法の枠組を示し、日本の高校
生が学んできた文法だと言うと、留学生たちは存外興味を持つようである。また、
これは学校古典文法を学ぶのに都合がよい。
　現代語の動詞活用表には、活用の種類として、五段・上一段・下一段・カ行変
格・サ行変格があり、活用形には、未然・連用・終止・連体・仮定・命令がある。
一方、古典語では、四段・上二・下二・ナ変・ラ変という活用の種類や仮定形の
代わりに已然形が現れる。現代語と古典語の動詞活用表を比較することや表 2 の
問題 2・3 のような問題を考えることによって、動詞の活用が意識できる。
　表 2 の問題 2 で「せず」に気づくことや問題 3 の音便形を意識することは、古典
語を学ぶきっかけとなる。日本語学習最初の関門と言われる動詞のテ形だが、こ
の形は、イ音便、促音便、撥音便といった音便形である。音便とは、語が連接す
るとき発音しやすい別の音に変わる現象で、次のようにまとめられる。
　●立つ，思う･→･って･（促音便）･･･●読む，遊ぶ，死ぬ･➡･んで（撥音便）
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　●書く･→･いて･／･泳ぐ･→･いで･（イ音便）
　音便でない「立ちて」等の形は古典語である。問題 3 のウ音便は、「問うて」や関
西方言の「買うて」の他に、「おはよう／ありがとうございます」などに見られる。
　また、古典語の形容詞や形容動詞の活用（語形変化）を考えることによって、
現代語の「うれしかろう」「うれしかった」等の形の確認もできる。形容詞の活用は、

「〈ク活用〉よし（= よい）:･よからず・よかりけり・よく・よし・よき時…と〈シク
活用〉うれし :･うれしからず・うれしかりけり・うれしく…うれしき時…」である。

「かろう」の部分は「く・ある・だろう」であること、「からず」「かりけり」と変化
するから現代語では「かった」となり、「うれしいだった」とはならないこと、さら
に、昔のシク活用は、感情形容詞であり、現代語ではうれしい・悲しいのように「～
しい」の形になっていること等を説明するのは、学習者の日本語そのものに関す
る知識を深めることにもなるだろう。
　古典語の助動詞には、それぞれ活用があるが、その活用形を全部示さずとも、
現代語ではどの助動詞に当たるかだけでも意味を把握できる。たとえば、「す・
さす・しむ」は使役の意味で現代語では「せる・させる」に当たるとか、「べし」は
推量で「だろう」、「ごとし」は比喩（たとえ）で「ようだ」のように提示した上で、
表 2 の問題 4 をする。古典語の「べし」を出すことは、現代語の「べきだ」と「はず
だ」の文法的振舞いの違いを説明するのにも役立つ。
　常に現代語と関連づけることによって、古典語は現代語とつながっていると意
識し、元の形や意味、語形変化などを示すことによって、日本語そのものへの興
味も刺激されるのではないかと考える。
　現代語と異なっている点に着目すると、次のように、古文の基礎が示せる 5。
①かなづかいが違う　　　　　例：･思ひつる･･➡･思いつる（= 思っていた）
②口語では使われない単語がある･ はべり･ぬ･➡･まし･た
③活用（語形変化）が違う･　　　･･ 書き･たる･➡･書い･た
④省略が多い　　　　　　　　･ 思ひつること（を）果たしはべりぬ
⑤係り結びの法則がある　　　･ たふとくこそおはしけれ･･（例は『徒然草』より）
　また、採り上げる古文に関しても、代表的な古典作品にこだわらず、現代の考
え方と共鳴できるようなものがよいと考える。基礎的な文法がわかるだけで、千
年以上も前の文が読めることを学生たちは実感することだろう。

5･･基礎的な学習項目には、他に、形容動詞（タリ・ナリ活用）の活用 ,･仮定・確定条件（未然・
已然形＋ば）,･助詞 ,･古語（現代語との違い）などがある。
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4．筆記用具の古典「毛筆」を使用した文字教育
　留学生の文字教育と言えば、一般に漢字学習を効率よく自律的にさせることに
重点が置かれ、どのような時にどのような文字をどのような速さでいかに書くの
かという書写の観点から議論されることは少なかったのではないだろうか。ここ
では、超既習クラスで実施した、古典的な筆記用具である毛筆を使用した、書写
指導を中心とする文字教育の試みを報告し、文字教育に毛筆使用が資する点を述
べる。
　
4．1　「文字書法」授業の目的
　1 年コース超既習クラス（A クラス）では、2008 年度より第一学期前半に週 1 回、
書写を含む文字に関する授業が実施されており、2017 年度は全 8 回実施された。
既習者である学生の字形を確認し、文字・表記に関する学習事項の欠けた部分が
あれば補おうという目的で設けられた授業である。文字の成り立ちの歴史や日本
語の書記に関する知識に加え、漢字語彙の学習も含めた授業を行った。2008 ～
2010 年度は授業名を「文字表記」としていたが、特に、書写指導による、文字の
点画の書き方、字形の整え方に注意を払わせようとの意図で、2011 年度より授
業名が「文字書法」に変更になった。指導の際には毛筆を使用した。2017 年 11 月
現在、毛筆の準備は 30 本以上あるが、2008 年度の本授業開始時点では、毛筆の
用意が全くなかったため、新たに購入した。
　シラバスには、「文字（仮名・漢字）を『正しく・わかりやすく』書く練習を中心
とした授業」と記されている。「正しく・わかりやすく」とは、文字を読む相手を
意識した表現である。授業目的には、技能の訓練はもちろんのこと、文字の何を
以て「正しい・わかりやすい」と判断されているのか、という観点や、巷で目に
する多様な文字が持つ表現を読み取るリテラシーを持たせることまで含む。そし
て、最終的には、学生一人一人に、本人の表現意図に合致した、日本語の文字言
語のコミュニケーションツールを獲得させることを目指す。

4．2　留学生の学習歴からみる「文字書法」授業の意義
　超既習クラスの学生の日本語能力は、2017 年度の A クラスの学生 8 名を例に
挙げると、日本語能力試験 N1 合格者が 7 名、N2 合格者が 1 名（日本の中学・高
校での学習歴あり）であり、1 年コース入学時点で、日本語能力に関しては全員
が既に大学入学可能なレベルと言っても良い。彼らの学習歴・日本滞在歴は各々
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異なるが、中でも独学経験者が 2 名いることに注目したい。彼らは、本国に於い
て、まず、日本文化や日本の友人とアクセスし、その興味関心を充足させ関係を
深めながら日本語能力を高める、というスタイルで学習してきた。近年、イン
ターネットや書籍等の日本語学習ツールが整ってきたため、可能となった学習法
である。このように、各々長期間の学習歴を有する彼らは、多量の日本語の文字
を目にするうちに文字のイメージを自ずと構築し、各自が個性ある字形で文字を
書いている。この学習過程が、日本語母語話者と異なる点は、インプットする文
字の質に違いがあることだろう。留学生の中には、手書き文字からのインプット
がほとんどないまま、専ら特定の活字の書体から受ける特徴的なデザインを文字
のイメージとして形成し、時には、一般的な手書き文字とは異なる字形を自分の
文字として定着させている場合もある。筆者（松田）が過去に出会ったケースでは、
明朝体の横画収筆の三角状ウロコ部分を手書きで表現しようとしていた留学生が
おり、当然であるが、文字を書くことに苦手意識を持っていた。このように不適
切な字形の定着がみられる場合は、是非とも改善を促したい。学習歴の長い超既
習レベルの学生は、癖や思い込みによって改善すべき点が習慣化し気付きにくく
なっていることが多いため、教師からの具体的な指摘が必要である。さらに、日
本の学校教育における書写教育の概要も知らせる。学生にとっては、日本語の文
字について知識を深めつつ、大学入学前に自らの文字を再点検する時間となる。

4．3　日本語の文字の現状と毛筆
　現在、日本人が日常生活で読む文章のほとんどがデジタルに打ち出された活字
であり、文を書く際にも、コンピュータやスマートフォンなどのデジタル文房具
が欠かせない。手書きする際に使用するアナログ文房具には、主に、鉛筆・シャー
プペンシル・ボールペンなどの硬筆が使用され、毛筆は熨斗袋に名前を書く等の
特殊な場面でしか使用されていないのが現状である。
　筆記用具の歴史を顧みると、デジタル文房具は 20 世紀後半から使用されるよ
うになった。20 世紀初頭に硬筆が使われるようになるまでは、紀元前より、専
ら毛筆が使用されてきたことを考えると、その歴史は浅いと言えよう。現在使用
している文字の書体は、毛筆を使用した手書きの、自然な筆法や習慣の積み重ね
によって生み出されて来たのである。漢字の楷書体は、手書きの書体であった行
書体を整えたものに由来しており、その楷書体に基づいて活字の明朝体が作られ
た。仮名も毛筆による縦書きの筆法によって現在の形が成立した。したがって、
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毛筆で書かれた文字の持つ形が、我々日本語母語話者の文字に対する規範意識に
与えている影響は大きい。そして、その規範意識に従い、ある文字が正しく書け
ているか否か、美しいかどうかの評価が下されている。
　文化庁（2012）の世論調査によると、ふだん手で文字を書く人の割合が 2004 年
度調査と比較して全体で 1 割以上減少している一方、手紙に関しては、伝統的
な手紙の書法を守るべきだという人が若年層を中心に増加し、「今後もなるべく
手書きで手紙を書くようにすべきである」という 16 歳～ 19 歳の割合は 6 割強で、
すべての年代を通じて最も高かったとのことである。この年代が、まさに現在
1 年コースで学習している学生とほぼ同年代である点は注目すべき情報である。
2013 年には、美しい文字という意味の「美文字」という新語が、「『現代用語の基礎
知識』選ユーキャン新語・流行語大賞候補語」に選ばれた。文字のデジタル化が
急速に進む中、逆にペン習字が注目された結果である。日本では「書は人なり」
と言われるように、文字によって人柄や教養を判断する文化があり、履歴書など
の重要書類は手書きが求められること、また、数多くの通信手段の選択肢の中で、
手紙が持つアナログの魅力を若年層が感じていることを学生に知らせる必要があ
るだろう。手書きの字形は書く人の癖の数だけ存在し、学生が街中で目にする文
字も多様で実に個性的である。そして、それら全ての文字の根幹は、毛筆で書い
た文字の影響を受けた意識が支えているのである。

4．4　国語教育の「書写・書道」と日本語教育の「文字書法」の毛筆使用
　日本の国語教育では、小・中学校の「国語」教科に「書写」科目があり、文字に
関する知識・技能を教授する。光村図書（2015）の小学 1 年生の書写の教科書では、
硬筆の手本として毛筆で書かれた書体が使用されており、学習単元には、字を書
く姿勢、鉛筆の持ち方、書き順、止め・はらい・曲がり・折れ・反り・結び・跳
ね等の点画の書き方が挙げられている。毛筆の実技は小学 3 年生から始まる。高
等学校では「書写」科目はなくなり、「芸術」教科の科目として「書道」が設けられ
ている。文部科学省（2017）『中学校学習指導要領解説国語編』には、毛筆の使用は、

「硬筆による書写の能力の基礎を養うよう指導すること」とあり、あくまでも硬
筆で文字を書く際の規範を学ぶための手段として毛筆が位置づけられている。「文
字書法」の授業もこれに倣い、硬筆の書写能力を養うことを念頭に置いて毛筆を
使用することとした。ただし、学生に国語教育と同等の毛筆の運筆法を身に付け
させるには反復練習が必要である。そのための実習の時間はないと判断し、技能
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の実習は限定的に行うこととした。筆者が実際に毛筆を学生に持たせたのは、基
本の線および点画の書き方の実習と、好きな文字を一文字書く活動という、計 2
又は 3 回である。むしろ、日本の書写の授業でどのような情報・知識が提供され
ているかを紹介した上で、筆者が毛筆を扱って書写するところを見せ、文字のイ
メージを作らせ、それを、空書によって確認させた。空書は、現実の毛筆の物理
的な動きにとらわれることなく文字のイメージを形成することができる、書道の
古典的学習法である。

4．5　毛筆による具体的な指導とその効果
　毛筆を使用して行った主な指導とその効果の解説を以下に箇条書する。
（1）	紙を身体に正対して置かせ、姿勢を正して座らせ、毛筆を垂直に持たせる
〈解説〉紙を斜に傾けて書く習慣のある学生は、縦画が曲がっていることがある。

紙に正対させ、筆を紙の中央に置き、臍目掛けて線を引かせる。この実践に
よって縦画を書く際の意識を芽生えさせることができる。縦画の意識が欠如
している学生の中には、カタカナの「レ」をチェック記号「✔」と同様と思い
込んで書いていた学生がいたが、これらを矯正できる。硬筆の持ち方は毛筆
と異なるので、指の添え方や持つ角度は鉛筆に持ちかえさせて指導する。

（2）	基本点画の書き方を指導する
①･基本点画を毛筆で書かせて、硬筆の手書き文字や活字との相違点に気付かせる
〈解説〉毛筆を初めて使う学生が基本点画を書こうとすると、力の入れ方で線の

太さが変わり、そのコントロールが必要であることに気付く。一本の線にも
起筆・送筆・収筆があること、基本点画が毛筆の向きや力の入れ方の調節に
よって書かれていることを実感させる。オノマトペを活用するのも効果的で
ある。オノマトペは、漫画で多用され、学生にも馴染み深く、イメージをつ
かませやすい。例えば、図 1 のように、跳ねを書く際、
起筆を「タ」、運筆を「タァー」跳ねを「タッ」と言いなが
ら力の入れ方を説明する。さらに、活字はデザインされ
た特有の書体を持っているが、この活字のデザインが毛
筆由来であることを知らせる。例えば、毛筆楷書体「一」
の収筆が、明朝体活字では、「一」のようにウロコとなっ
ている。また、毛筆「八」の 2 画目の起筆「筆押さえ」を
デザイン化して活字では「八」となっていることがある。

ー

図１．オノマトペ
を活用した基本
点画指導例
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このように例を挙げて指導することによって、活
字のデザインのリテラシーが身に付き、硬筆で実
際に書く際、適切に書けるようになる。

②･書いた文字の点画を裏からチェックする
〈解説〉「書道」は、文字の線の流れのスピード感や美

しさを鑑賞する芸術である。したがって、文字を
書く時間の流れを分断し線の美を損なう、線の二
度書きを戒めている。教師は、
二度書きしたかどうか、また正
しく点画が書けているかどう
か、墨痕を確認し、時に半紙を
裏返しては不自然な墨溜まりを見つけて指摘する、という教授法を採る。「文
字書法」の時間では、毛筆を使用するとは言っても墨を使用せず、いわゆる「水
書き習字セット」を使用した。そのため、紙を裏返す手法はとれない。しかし、
この古典的手法に倣って、サインペンと通常のコピー用紙を使用すれば、図
2 のように、点画の点検が容易である。

③･留意して書く箇所に印をつけさせる
〈解説〉漢字の点画の種類毎にマーカーで色を決め、印をつけさせる。跳ねは赤、

払いは青など、色分けして印をつけさせることによって意識的に字体の骨
格と細部を覚えさせることができる。しんにょう「⻌」こざとへん「阝」等は、
苦手意識を持っている学生が多い部首だが、これらも毛筆で細部の書き方を
説明し、練習させてから印をつけさせる。ある程度まとまった数の漢字につ
いてこの作業をさせると、他の漢字との比較もでき、効果的である。試験対
策にも有効である。

（3）	縦書きによって字形の解説をする
①･毛筆で縦書きの文字を書いて見せることによって、不適切な字形を矯正する
〈解説〉「ら」「や」の点を最後に書く、「ま」「よ」「ほ」

の最後の線が右へ流れる、「あ」「の」の最後の線
が短く右へ流れる等、平仮名の書き順や字形に
変化が見られる。これは、日本人にも見られる
傾向であることから、日本語の文字が縦書きか
ら横書きに書かれるようになったことによる過

図２．	払い・跳ねが不適切な「永」（上段）
	 	 払い・跳ねを適切に書いた「永」（下段）

（それぞれ右が裏から見た文字。矢印部分に
注目すると力の入れ方が一目瞭然である。）

図３．「らりる」と「やゆよ」
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渡的な変化であると考えられる。そして、この横書きによる書き順と字形の
変化は、読みにくさの原因となっている。図 3 のように、問題のある文字を
縦書きにして見せたり、『高野切第三種』など仮名の名筆を鑑賞させ、縦書き
文化と字形への理解を促す。また、図 4 のように使用できそうな連綿体を教
えることによって興味を持たせる。

②･平仮名・片仮名の元となる漢字を示す
〈解説〉特に、書き順が字形に影響を与える「ら（良）」「や（也）」「シ

（之）」「ツ（川）」などについて、元の漢字から現在の形に変
化し成立する過程を毛筆で見せると、字形に関心を持たせ
ることができる。「シ / ツ」は書き分けに苦労する学生が多
いが、平仮名「し / つ」と元の漢字は同じなので、毛筆で
各々の成立過程を見せれば印象に残り、字形を整えさせる
ことができる。「『安』から『あ』が、『女』から『め』が出来た。では『奴』からは？」
のようなクイズを出すのも楽しい活動となる。

（4）	書き順の大切さ、意味を知らせる
①･基本的な書き順ルールの確認をする
〈解説〉基本的な書き順には、運筆の経済性に加え、読み手にとって「分かりやす

い文字」を安定的に書くための要領がある。左から右、上から下という原則
と「口」の書き順は、確実に身に付けさせたい。書き上がった文字が判読で
きさえすれば良いのではなく、書き順が極端に奇異な場合、無教養と受け取
られかねないことも知らせる。

②･書き順が筆脈を生むことを知らせ、行書体を紹介し練習させる
〈解説〉行書体では、点画の丸み、連続（筆脈の連続・直接連続）、形・方向の変化、

省略、筆順の変化などの特徴が見られる。これを紹介することで、手書き文
字を読み取る力を養い、書けるようにする。一般に日本語教師は、漢字試験
の際、一点一画も疎かにせずゆっくり丁寧に楷書体を書くように指示する。
一方、聴解では、ある程度のスピードでメモを取ることを要求する。速く書
くには楷書体では不可能であり、文字は目的に応じた字体で書く必要がある
のだが、速く書くための指導はあまり意識的に行われていないのではないだ
ろうか。国語教育では、光村図書（2015）の小学 5 年生の教科書で、「すばや
く書き留めるために」という単元で、書く速さを意識させる情報を取り上げ
ている。また、東京書籍（2012）の中学 1 年の教科書では、楷書と行書を書

図４．連綿体の例
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く時間と筆圧を測定し、科学的に行書が普段の手書きに向いていることを説
明するなど、行書の指導を行っている。読みやすい行書は、まず楷書が書け
ることが必須で、その筆脈を理解してこそ書けるようになる。そして、筆脈
を説明するには毛筆により表現される線が適している。行書の指導と合わせ
て、漢字とひらがなの大きさのバランスにも気をつけさせるとよい。

（5）	書道の基本である、臨書について紹介する
　･手本に忠実に書くのが臨書である。忠実に書こうとすると、手本を書いた人
と、墨の分量、筆圧、運筆のスピード、息づかい等を自ずと等しくすることとな
り、いにしえの人とシンクロしたような気分になれる。これは、自分の個性を殺
して、「書に臨む」からこそ得られる感覚であり。「型を学んでこそ『型破り』が真の
個性として意味を持ち輝く」と考える日本の古典芸能・芸術に共通する文化的側
面でもある。『九成宮醴泉銘』、『孔子廟堂碑』などから好きな文字を選んで臨書を
経験させるのも良い。
（6）	漢字試験の採点基準について説明する
　文化審議会国語分科会（2016）『常用漢字表の字体・字形に関する指針（報告）』
では、常用漢字表の 2,136 字種の漢字について、それぞれ通用字体とともに複数
の印刷文字と手書き文字の字形の例を示し、漢字の「正しい字形」は一つだけで
はないとしている。しかし、漢字を教える際、どの字形でも良いから好きにせよ
と学生に言えば混乱が生じるだろう。初めに見せる字体は、教育漢字「学年別漢
字配当表」に示された「標準」字体が最もふさわしいと考える。国語教育では、書
き取りテストの際「標準」の字体を正解とし「許容」の書き方も認めるという基準
で実施することが多い。時に、「標準」以外を認めないというような極端に硬直化
した規範意識の強要が問題となるが、この点に留意さえすれば、これが日本人
児童が通って来た道であると考えると、予備教育の性格上この採点基準を掲げ
た試験を経験させることは意味があるだろう。徳弘（2016）は、漢字圏の学生が
書く漢字について「その字と判断できる範囲で多少日本の字体と違う漢字も、多
様な同価値の字形として扱い、バツをつけない指導をすること」を提案している
が、1 年コースでは漢字圏の学生か非漢字圏の学生かで指導も評価も変えてはい
ない。漢字圏の学生は既に毛筆で書かれた漢字に親しんでおり、母語の漢字との
相違について理解が容易である。かつて、漢字に和語の読みを訓読みとしてあて
たり、漢文の白文に訓点をつけて読んだりした日本の先人の知恵や、二種の仮名
誕生の経緯とその使用など、漢字圏の学生ならではの深い興味を示す学生がいる。
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これらの日本語の歴史を知ることによって、日本語における漢字をより正しく学
びたいと願う学生も少なくない。文字を正確に書こうとする態度は、日本語とそ
の使い手を尊重する心の表出でもある。もちろん、中には、少し違うだけなら母
語の漢字で済ませたいと考える漢字圏の学生もいるが、教師が予断を持って、漢
字圏か否かで指導や採点の基準を考慮すると、より標準的な文字を書きたいと考
える学生の学習の機会を逃すことにもなるのではないかと考える。

4．6　留学生が自分の文字を獲得するために 
　現在、日本語の文字は横書きされることによって、変化の時を迎えている。4.5

（3）①で述べた手書き文字の変化に伴い、既に一部のデジタル活字の手書き風字
体の中には、「ね」の収筆が右上を向くなどの字形の変化がみられる。毛筆でも左
から右に横書きされることが増え、それに伴う筆順の変化も見られる。今後、非
日本語母語話者が各々の母語の干渉による字形で書いた、様々な文字を目にする
機会が増えてくるだろう。先述の漢字圏の学生の字体・字形もその一つである。
もちろん、実社会においては、たとえ文字が多少間違っていても、コミュニケー
ションがとれるということが、最も大切であることは言うまでもない。多様な文
字を読みとり、読み手に伝わる分かりすい文字を書くには、文字の根幹を捉える
力が益々必要となるはずである。学生に、その力を醸成させ、自らを表現する文
字を獲得させたい。そのための文字教育には、文字の規範意識を形成した毛筆に
よる指導が有効だと考える。

5．おわりに
　これまで、外国語としての日本語学習ということを活かし、古典文法や文字・
書写を学ぶ可能性を考えてきた。留学生には、古典は、現代語や現代の物事と関
連しているのだという連続性を常に意識させ、現代日本語につながる面白さを感
じてもらいたい。
　2 章で述べたように、日本語学習の目的に関する調査のなかで、留学生の日本
語そのものへの興味が高いことが明らかになっている。古典教育により、日本に
ついての知識面での興味を満たし、日本への理解を深めることにつながるにちが
いない。
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This study explores the significance of adopting classics into Japanese learning 
and	expected	possibilities	of	the	learning,	especially	in	the	field	of	grammar	and	letters.	
According to a survey, there are many Japanese learners whose interest in Japanese 
itself is the purpose of learning Japanese. Japanese language learning of pre-university 
education is premised on entering university in Japan, and the students are required to 
acquire knowledge which does not hinder trouble in studying activities with Japanese 
classmates.

It is pointed out that learning should be done while keeping awareness of the 
continuity that classics are related to modern languages and modern things. With classical 
education, Japanese language learners will be able to satisfy the knowledge-related 
interests of Japan and deepen their understanding of Japan.

 “Shosya”,	education	for	skills	and	knowledge	of	characters,	 is	among	important	
educational items for foreign students. Japanese characters have been so formed, 
historically by Japanese culture, as to write them in vertical direction using brushes. 
Therefore,	it	is	effective	to	guide	students	as	to	use	brushes,	which	have	been	traditional	
tools. Student can learn not only techniques for writing well balanced characters, but also 
Japanese traditional background.




