
漢字ポートフォリオの
導入による

学習プロセスの評価

漢字ポートフォリオの
導入による

学習プロセスの評価

University of Edinburgh
Yoko Matsumoto-Sturt



漢字ポートフォリオ評価
導入の背景

（エディンバラ大学１年生のコースアンケートの結果から）

• 「漢字が読めない・書けない」と考えている
• 「漢字の学習方法が分からない」と思っている
• 「テストのための漢字学習」をしている

– テストの点数が悪い → 漢字を見るのが嫌になる

• 大グループによる学習環境の問題点
– 上位と下位グループの間で学習者の格差が生じる

• 同じ学習項目が「やさしすぎる」、「難しすぎる」という指摘を受ける

– 個別対応が難しい
• クラス時間内に働くＴＡの増員などで対応するには限界がある



漢字ポートフォリオ開発の目的

（教師の観点からみた問題点）

• 学生数は増加の一途なのに教師数が比例しない

• 漢字学習を「楽しく」する方法はあるのか

• 「テスト」に頼らずに学習到達度を測定できるのか

• 学習目標（基本漢字５００字）を「全員」が達成するには
– 「落ちこぼれ」をださない方法は？

– 大グループによる学習環境の中で「個別学習」を
促進する方法は？



漢字ポートフォリオ開発の目的

問題点の解決に向けて

「評価」に対する 大グループの学習環境の中で
視点を変える 「自律学習」の促進を試みる
（‘product’ → ‘process’）

学習プロセス評価の「代替的評価方法」を導入する

自律学習促進のための「スキル」や「学習方略」指導を取り
入れたパフォーマンス評価の「漢字ポートフォリオ」を開発する



先行研究
1. ポートフォリオ評価：

1) 定義：
本来は芸術家が作品や文書を入れておくファイル・作品集を指す。

2) 言語教育分野を含む教育全般への応用：
– 学習者は目的に沿って学習成果（evidence of learning）を長期的に収集。
– 学習プロセスにおける「振り返り」や「自己評価」で可視化された努力、学習過

程、進歩などが評価の対象となる。

（Gardner 1991、Herman 1992; 1996）
（井之川2006、當作1999、松本2009、横溝1999）

– テストによる評価法との違い：評価活動を「学習プロセス」と成果の両面から
行なう「オーセンティック（真正）」なアセスメント

3) 日本語教育での実践例：
– 作文（川村2005）、会話（舟橋2005、松本2005）



先行研究

2. 漢字の難しさとは：

• 字形の複雑さ
• 数の多さ
• 表意性・表語性
• 日本語の表記システムの複合性
• 多読性・多義性などの特性

（Kano et.al 1 990）



先行研究

3. 漢字学習の難しさとは：
（英語を母語とする学習者の場合）

• 漢字形を書くこと
• 漢字の読み
• 漢字の意味
• 漢字熟語中の単漢字の組み合わせ
• 書き順
• 漢字の覚え方 （石田 1984）



書き言葉の基本
「文字力」とは

平仮名・カタカナにかかわる知識 ローマ字にかかわる知識

●字形の認識 ●ヘボン式 ●訓令式

●発音

●表記

漢字にかかわる知識 語構成にかかわる知識

●構造 ●意味

●発音 ●表記
出典：『日本語教師のためのテスト作成マニュアル』（アルク）p.62

文字力



先行研究
4. 漢字の視覚的認知と読みの方略：

（英語を母語とする学習者の場合）

1) 漢字認知のスキルに問題がある（字形の知覚力）
• e.g. 妹・姉

2) 心的辞書内の熟語や連語の結束が弱い
• e.g. 前語か後語しか思い出せない

3) 未知語に対する読みの方略が日本人と異なる
• e.g. 高速

4) 繰り返し「書字学習」をすることの重要性（手続き的知識の形
成）

（Matsumoto-Sturt 2004）



（Matsumoto-Sturt 2004）

日本人
（異なる構成要素で弁別）

姉 ・ 妹

（弁別用の構成要素を識別できない）

Ｌ２学習者



先行研究
4. 漢字の視覚的認知と読みの方略：

（英語を母語とする学習者の場合）

1) 漢字認知のスキルに問題がある（字形の知覚力）
• e.g. 妹・姉

2) 心的辞書内の熟語や連語の結束が弱い
• e.g. 前語か後語しか思い出せない

3) 未知語に対する読みの方略が日本人と異なる
• e.g. 高速

4) 繰り返し「書字学習」をすることの重要性（手続き的知識の形成）

（Matsumoto-Sturt 2004）



「高速」 - 読みの方略
• 前語：高 「コウ」 「たか（い）」
• 後語：速 「ソク」 「はや（い）」

誤読例
1) こうぞく、こうたか、こうはや
2) こうおそい
3) こうしゅう、こうどう
4) こういす

（Matsumoto-Sturt 2004）



先行研究

5. 学習方略・指導法・漢字の読み書き・認知に関する
研究：

1) 漢字の学習方略・指導法：大北（１９９５）、加納（１９８８）,
中村（１９９７）、 など

2) 漢字の読み：加納（１９９５）、Koda (1990),                       
Mori (2003), Matsunaga (1995)

3) 漢字の認知および教育：Flaherty (1993)、酒井（１９９４）、
海保・野村（１９８３）、Kess & Miyamoto (1999)

など

4) 漢字書字および漢字の誤記：Hatta et.al (1997), 
Matsumoto-Sturt (2003), Naka & Naoi (1995)



ポートフォリオ導入前の
初級漢字クラス

• Very traditional teacher-centred weekly 
classroom teaching with four formal kanji 
tests
– 漢字学習時間： １週１講義
– 習得目標数：Basic Kanji Book Vol.1 (500)
– クラス規模：６０-７０人

• ２クラス → １クラス

– 教員数：１～４名
– 評価法：漢字テストｘ４回（Ｊ１コースの２０％）



漢字シラバスの書き換え
（２００３/０４）

• 教師主体の伝統的なクラス運営を保持する

• コース開始後、いきなり漢字を教えない
– 漢字の勉強方法を紹介 → 学習者主体に移行する

– 漢字の自律学習に必要な「基本スキル」を導入する

• テストの数を半分に減らし、評価ツールとして「漢字
ポートフォリオ」を導入する



漢字ポートフォリオの基本概念

学習者の自律促進を目指す

内省型（振り返り・reflection）の学習方略と自己評価を組み込む

学習者それぞれが異なる能力を示せる個別学習の機会を提供

学生との協働：授業とポートフォリオを関連させる

o 学習ストラテジーを授業の１つとして導入し、気づきを促す

ルーブリック（ポートフォリオにおける評価基準）の設定と記述

評価法の１つとしての解釈

o テストとポートフォリオの組み合わせで両面から評価する

o 締め切りを設け、ポートフォリオ（学習プロセス）を評価する



漢字ポートフォリオ

コンテンツ：

Introduction
Table of contents
Portfolio entries
Dates
Reflections
Conclusion



漢字ポートフォリオ

エントリー：

• Core (items you must include)
– Your kanji diary or practice logs
– Includes all the listed J1 kanji items

• Options (items of your choice)
• Dates

– Each entry has to be dated so that your 
progress can be monitored



漢字ポートフォリオ

振り返り（reflection）:

Your self-assessment (e.g. comments)
– What did I learn from it?
– What do I want to improve?
– How do I feel about my performance?
– What were the problem areas?



漢字ポートフォリオ
学習者支援：

• Class-time 
– All class activities aim to develop essential 

reading and writing skills in Japanese
– Introduction of new words in kanji
– Individual/group kanｊi workshop

• Office-hours (Wed.10-11am)
– Just pop in to Yoko’s office for individual 

meetings!



漢字ポートフォリオ

評価：

• Weight
– Worth 10% of Japanese 1

• Grades:A (max 10),  B (5-7), C (max 4) 
– It’s a performance-based assessment, 

so everyone can potentially get grade-A!



漢字ポートフォリオ

ルーブリック例（グレードＡ）：

• To reach a high level of kanji formation skill in 
handwriting

• To demonstrate good knowledge of kanji 
compound (word) pronunciation 
– i.e. Your ability to write accurate furigana as listed in a 

dictionary 
• To show evidence of excellent visual recognition 

(reading) skills
• To reflect awareness of own vocabulary building 

strategy over time 























漢字ポートフォリオ

新漢字シラバス導入・試行後の調査：

• 81.2% students completed portfolio assignment 
(Average mark=67.3%)

• Questionnaire results
– Learned ‘how to learn kanji’ (kanji learning strategy) from 

portfolio 
• Yes (60%); don’t know (15%); No (25%)

– ‘Portfolio motivated me to learn kanji’
• Yes (70%); don’t know (15%); No (15%)

– ‘kanji can be learnt by self-study’
• Yes (85%); don’t know (10%); No (5%)



漢字ポートフォリオ
新漢字シラバス導入・試行後学習者の反応：

• ‘I became an independent & active learner’
– Yes (50%); don’t know (25%); No (25%)

• Kanji class activities helped my kanji folio
– Yes (50%); don’t know (30%); No (20%)

• ‘I can see my progress over a period of time through my 
folio’
– Yes (50%); don’t know (30%); No (20%)

• Kanji portfolio should be used in the future course
– Yes (85%); don’t know (10%); No (5%)



エディンバラ大学における
漢字ポートフォリオの発展

2004/05 (year2)

• ２００４・５年より本発表の漢字ポートフォリオに
よる評価が、引き続き2年生レベルのコース
（J2B、英人講師担当）に導入された。

• ポートフォリオ2年目：
– クラス時間内にプレゼンテーション（漢字を効果的に
学習する方法について）を設定。

– 学習者間の「協働学習」を目指す。



エディンバラ大学における
漢字ポートフォリオの発展

2008～2010 

• 2005年以降の大学内の学習環境の変化
→ Ｊ１漢字コースシラバスを再検討

• 2009・10に改訂版の漢字コースシラバス
を試行 → 結果は概ね良好



Thank you!Thank you!

お問い合わせは

Yoko.Matsumoto-Sturt@ed.ac.uk
まで





漢字学習上の問題
（アンケートからの示唆）

• I can’t read and write kanji
• I don’t know how to study kanji
• I hate kanji tests!!
• Learning kanji is boring

– because learning kanji is too 
difficult for me

– because I already know most of 
the J1 kanji 


