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１．はじめに 
日本語学習者（特に非漢字圏の学習者）にとって、日本語を習得する上で最も

難しいことの一つが漢字であるが、一体、学習者自身、漢字の何が難しいと感じ

ているのであろうか。2009年秋学期に筆者が担当した初級クラスの学習者、16人
（漢字圏5人、非漢字圏11人）を対象に調査を行ったところ、最も多く指摘され

た点は「覚えてもすぐ忘れる」（回答者の88％）であった。更に、漢字の学習方

法について尋ねたところ、「何回も書く」（81％）に加え、「練習方法がよく分

からない」（62％）との答えが返ってきた（複数回答）。この調査で、学生は反

復練習の重要性は認識しているものの、具体的にどのような練習をしたらいいの

か分からないでいるという現実が浮き彫りにされた。 
そこで、2009 年秋学期より、65 分授業のうちの最初の 10 分を毎回、漢字学習

のための時間に充て、筆者が子供の頃よく用いた、昔ながらの漢字の学習法を導

入してみることにした。「故きを温ねて新しきを知る。先人の知恵に学ぶ」とい

うわけで、これを「温故知新・漢字学習法」と呼ぶこととした。以下はその内容

である。 
1)空書き  2)指書き  3)言い書き  4)なぞり書き  5)写し書き 6)一人書き   
7)友書き  8)水書き 9)筆ペン書き 10)筋書き 11)体書き 12)手書き 
13)試し書き 14)縦書き 
本稿においては、「温故知新・漢字学習法」の手法を一つ一つ紹介するとと

もに、この学習法の導入により得られた効果について述べたい。 
 
２．「温故知新・漢字学習法」の前提となっているもの 
「覚えてもすぐ忘れる。」 これは筆者が担当した初級クラスの学習者のほと

んどが漢字学習の問題点として指摘した事項である。しかし、覚えていたはずの

ことを忘れてしまうのは、異常なことではない。むしろ脳にとっては、非常に重

要なことなのである。日々、脳には膨大な量の情報が入ってきている。それら全

てを漏れなく脳が記憶したとすると、脳は 5 分で限界になり、使えなくなってし

まうという（TOSS 加賀：2004）。そうならないために、脳は入ってきた情報を

ほとんど消しているわけである。すなわち、忘れることは、脳を正常に働かすた

めに欠かせないことなのである。従って、どんなにていねいに指導しても、次々

に新しい漢字を習っていけば、忘れていくのが普通だということである。大切な

のは「人は忘れるものだ」ということを前提に漢字の指導をすることである。筆

者が提唱する「温故知新・漢字学習法」とはこの忘れやすい脳に何とか覚えても

らうための昔ながらの方法である。 
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３．温故知新・漢字学習法：「空
そら

書き」と「言い書き」 
では、温故知新の学習内容を細かく見ていくことにする。まずは、空書きであ

る。これは、筆順を声に出しながら指を動かし、空中に字をイメージして書くと

いう手法である（向山 2002）。この利点は、すぐにできて、ノートや筆箱を出

す手間がかからないこと。そして、教師の側で学生全員の書き順を容易にチェッ

クできることである。以下は、筆者のクラスでの「空書き」実践例である。 
まず、翌日提出予定になっている漢字シートを学生に持ってこさせる。例えば、

漢字の「山」が翌日提出予定の漢字シート内の漢字だとしよう。初めに、これを

黒板に書く。「先生がなぞりますから、よく見てください」と言い、「山」をチ

ョークで「イチ、二、サン」と言いながら、なぞる。（画数の多い漢字だったら、

何回かやってみせる。）学生にも書き順を言わせながら、「空書き」をする。こ

の時大切なのは「イチ、二、サン」と書き順を必ず言わせることである。つまり、

「言い書き」させることである。 
漢字を覚える際には、手（触覚）、口・耳（聴覚）、目（視覚）を使って覚え

ると最も効果的である。脳の仕組みからみて、感覚を統合して学習すると記憶し

やすいとされている。特に聴覚は視覚より強く残りやすいので、書き順は必ず声

に出して唱えさる。（椿原 2008；TOSS 加賀 2004）また、教師は鏡文字になる

ように空書きする必要がある。教師が鏡文字で「空書き」するのは、漢字が苦手

な学生のためで、教師のまねをしながらやるとやりやすいという学生がクラスに

何人かはいるからである。  
 
４．「指書き」 
空書きの後は、机の上に「指書き」をさせる。指先には、神経がたくさん集ま

っている。神経というのは、体のいろいろなところと脳をつなぐ、とても重要な

役割を果たしている。指先で何かに触ると、それが神経を通って脳に伝わり、脳

の働きがよくなる。脳が働くと、物事が覚えやすくなる。つまり、「指書き」を

するということは、脳の働きを活発にして漢字を覚えやすくすることだと言える

（佐々木 1983,1987;TOSS 加賀 2004）。この「指書き」はいつでもどこでも誰と

でも繰り返すことができる。漢字のお手本の書き順を見ながら、人差し指で机の

上に書く。「イーチ、ニーイ、サーン・・・」と画数を言いながら書く。また、

画数を言わせる時には、その画の長さや、終筆の種類によって「イチ、ニ、サ

ン」と短くしたり、「イーチ、ニー、サーン」と伸ばしたりする。これによって、

漢字全体の形を捉えることができ、覚えやすくなるのである。この「指書き」に

関しては、守るべき点が三つある。 
（１）空中ではなく机の上に指で書く。（２）画数を言いながら書く。 
（３）見なくても書けるようになるまで書く。 
この指書きを行えば、学生たちは新出漢字をほとんど覚える。が、一方で覚え

る代わりに、どんどん忘れてもいく。従って、ことあるごとに思い出させてやら

なければ、脳に刻み込まれない。そこで、例えば、「駅」という字を書きなさい

と指示する。もし、紙を用意して配って筆箱を出させ、鉛筆を持たせるとすると、

これは非常に時間がかかる。しかし、ここで、「『駅』という字を隣の人の机に
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指書きしてください」とすれば、何の準備も要らず、即座に始めることができる

のである。 
 
５．筆順の重要性  
ここまで筆者は書き順を言うことの重要性を強調してきたが、なぜ、それほど

書き順が大切なのであろうか。まず、漢字の書き順には、ある程度の原則がある。

例えば、上から下へ、左から右へ、外側から中側へなどである。私たち日本人は

こうしたことを特別意識しなくても、正しい書き順で書いていることがほとんど

である。しかし、日本語学習者はどうであろうか。書き順を教えないで、放って

おくとデタラメに書く。つまり、教えないと学生は間違った書き順を覚えるので

ある。従って、初級の段階から正しい書き順をきちんと指導しなくてはならない。

書き順の原則が自然に身につくと、新出漢字を全くデタラメに書くことは少なく

なる（TOSS 加賀 2004）。 
 
６．「なぞり書き」 
漢字シートに書いてある文字を鉛筆でなぞる。この時も書き順を言いながらな

ぞる。ここでは一ミリもずれないようになぞり書きさせることを徹底させる（椿

原 2008）。また、学習道具である鉛筆にも気を配る必要がある。筆者が勧める

のは４B の鉛筆である。４B は芯が柔らかく、無駄な力を入れずに書くことがで

きるからである。そして、濃い字というのは、上手に見えることも事実である 
 
７．「写し書き」と「一人書き」 
「なぞり書き」が終わったら、「写し書き」、「一人書き」である。こちらは

時間の関係でクラス内ではできないので、宿題として家でやってくるよう指示し

ている。まず、「写し書き」をする際には、以下の点に注意する必要がある。 
（１） お手本とそっくりの字を書く。（２）マスからはみ出さない

ように書く。 
（３） マスの中心に書く。 

「一人書き」とは、最後のマスは自分で覚えたかどうか確認するために、お手

本を隠して、一人で書く手法である。許容範囲でない、正しく、美しい字を書く

ことに留意したい。 
 
８．「友書き」 
一人で漢字を練習し続けるのはまさに孤独であり、また、飽きが来る作業であ

る。時には「友書き」が必要になってくる。「友書き」とは友達と一緒に漢字を

習得することである。 
「友書き」の一方法としては、漢字が得意な学生が先生になり他の学生を指導

したり、クラスメートの漢字テストの採点をさせたりするとよい。クラスメート

の漢字テストの採点にあっては、「友達のために厳しく見てやってください」と

告げる。また、クラスでできる様々な漢字ゲームなども用いるとよい。筆者のク

ラスで、最も人気があったゲームは、その日までに習った漢字を偏と旁（または、
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上と下の部分）に切ってバラバラにして学生に渡し、漢字が組み立てられたら黒

板に書き、早く終わった人が勝ちというものであった。 
 
９．「水書き」 
次に、水書きを紹介しよう。これは筆に水を付けて黒板に漢字を書くという方

法である。墨だと汚れるし、墨をするのに時間がかかる。このやり方を用いると、

お金をかけずして、はね、とめ、はらいといった細部の練習が、何度でもできる。

特に、非漢字圏の学生にとっては、はね、とめ、はらいは非常に難しい技法であ

るが、これを習得すると、間違いなく文字全体がきれいになる。ただし、この手

法にはただ一つ難点がある。それは、一人の学生の指導に手間どったりしている

と、他の学生が書いた漢字がもう消えてしまっていることである。従って、指導

は迅速に行わなければならない。 
 
１０．「筆ペン書き」 
次は、筆ペン書きに移りたいと思う。まず、図１の「永」という字を見ていた

だきたい。「永」には書道でよく使われる基本点画が八つ（点、横、縦、はね、

右上へ、左払い、左下へ、右払い）入っているため、 書道の勉強法としてよく

用いられ、「永字八法」と呼ばれている。この「永」を完全にマスターすれば、

美しい字が書けるようになる。    図１ 「永字八法」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学生には学期始めに筆ペンを支給し、この基本八点画が完全に書けるようにな

るまでクラスで練習した。後に、家で好きな時に筆を使って漢字を練習するよう

指示した。図２と図３は、学生の作品である。 
 
図２ 筆ペンで書いてみました（１）  図３ 筆ペンで書いてみました（２） 
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すでにお気づきかと思うが、この漢字シートで書くべき漢字は「歌」「意」

「味」「天」「考」の五つである。本来なら、この五つの漢字だけを練習して提

出すれば、学生は宿題を完了したことになる。しかし、なぜ、下三段を空白のま

まにしてシートを提出する必要があるのであろうか。これは、非常にもったいな

い。資源の無駄である。ここで筆者は学生に言った。「皆さんはひとマスひとマ

ス買っているわけですから、皆さんが練習したい漢字、漢字テストでできなかっ

た漢字、何でもいいですから、書いて出してください。」最初は、なぜ余計に練

習しなければならないのかといった不満の声もあったが、「最終的には、非常に

有効な練習方法であった」とは学生の弁である。 
 
１１．「筋書き」 
次に紹介したいのは「筋書き」である。これは、漢字シートを提出させるごと

に、その日の課題となっている漢字から一つ選んで、その漢字を覚えるための筋、

つまり、メモリーエイドのためのストーリーを書いてくるというものである。こ

れまでは、筆者の側が学生にメモリーエイドを与えてきたのであるが、ネタもそ

ろそろ切れてきたため、今回は学生自らに考えさせ、また、調べさせて、漢字学

習の時間にクラスで発表してもらった。学生の視点からみた独創性に富んだ筋が

多く、非常におもしろかった。以下は学生が考えてきた筋書きの例である。 

 

 

 

 
 
１２．「体書き」 
「体書き」は体を使って漢字を書くことであり、遊び心も入れて、楽しく漢字

を覚えるための手法である。まず、教師の側で書かせる漢字を用意する。漢字を

書く学生は体を使ってそれを書き、クラスメートはその学生がどんな漢字を書い

たかを当てるというものである。「小さい」「大きい」など、簡単な字の場合は

手を伸ばしたり、足を広げたりして表現していたのだが、漢字が複雑になってい

くと更なる工夫が必要になってきた。図４は学生が考え出した、体を使っての

漢字書きの一場面である。 
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図４ 「体書き」実演 

 
 
１３．「手書き」 
宿題を出した教師の責任として、自ら、シート一枚一枚、漢字一つ一つ丹念に

見、「手書き」でフィードバックを与えた。これは膨大な時間がかかる作業であ

るが、学生一人一人の問題を把握できたとともに自分自身の漢字ティーチングの

弱点を知ることができ、非常に有益であった。学生が筆ペンで書いてきた時には、

こちらも筆ペンでフィードバックを与えるなどの配慮をした（図５参照。） 
 
       図５ 手書きによるフィードバックの例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１４．「試し書き」 
充分に練習したところで、本当に学生がその漢字を習得したのかどうか試して

みる機会が必要になってくる。その場を提供するものとして漢字のテストがある。

筆者は今学期一回 3 分程度の「試し書き」の場を 46 回提供した。漢字テストは

学生にとっても教師にとっても、どの漢字が問題となっているのかを知り得る唯

一のものである。46 回にも及ぶ漢字テストは、学生をかなり苦しめる原因とな

っていたのではないかと懸念していたのだが。実は、全ての学生が最も効果があ

ると認めた学習法だったのである。（詳細は「１８．おわりに」の章で述べ

る。） 
 
１５．「縦書き」 
5000 曲以上の作詞を手掛けたという阿久悠(2003)は著書『ただ時の過ぎ行かぬ

ように』の中でこう語っている。「縦書きはうなずきながら読んでいく。横書き
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だったら全部首を横に振って否定しながら読んでいく。どっちがいいか言うまで

もないでしょう。」考えさせられる言葉である。 
ワープロやＥメールの普及により、今日、書字方向は横書きが圧倒的に優勢で

ある。現在我が校の初級クラスで使用している教科書も、宿題も、そして、試験

の様式もまた全て横書きである。従って、あえてこちらで縦書きをする環境を作

り出さなければ、学生は縦書きに触れる機会がまったくない。そこで、筆者は、

板書の際には、出来る限り縦書きにし、学生に漢字シートを使って練習させる場

合にも「縦書き」を推奨してきた。 
以下は、現在、我が校で使用している漢字シートのサンプルであるが、 
このシートを用いて、学生が横に漢字を書いていくと、次のような現象が

往々にして起こる。 
 （１）「聞」などは

門構えの左と右が非常

に離れてしまう。 
（２）「読」などは

あたかも、「言」と

「売」の二字であるか

のようになってしまう。 
（３）「書」から

「読」ぐらいまでは丹

念に練習したものの途

中で時間切れになって

しまって「見」と 
「話」はまったく練習せずして、クラスにくる。これらを防ぐ方法は、ただ一つ。

縦に書かせることである。つまり、まず始めに、お手本をよく見て「書」を書く。

次は、「聞」、そして「読」、「見」と、縦に一字ずつ書く。最後の「話」まで

来たら、二行目に移り、また「書」「聞」「読」「見」「話」という風に縦に進

めていく。この手法を用いれば、例え、途中で時間切れになっても、その日に書

くべき全ての漢字を少なくとも、何回かは書いていることになる。このやり方を

用いると一字一字集中し、注意を払いながら書かねばならないため、ある部分を

書き忘れるといったような単純な間違いも生じにくくなる。 
 
１６．「温故知新：漢字学習法」の評価はいかに 
以上、見てきたような 14 項目からなる「温故知新・漢字学習法」を 2009 年秋

学期、2010 年春学期と二学期間にわたり導入してきたのであるが、果たして、

この学習法は学生に浸透しているのであろうか。春学期が終了する一週間前に、

学生に聞いてみた。 
教師：皆さんは毎日どうやって漢字を勉強していますか。 
学生 1：鉛筆で何度も書きます。 
学生 2：私は筆ペンを使って何回も書きます。 
学生 3:メモリーエイドを自分で作って漢字を覚えます。 
学生 4：体を使って書きます。 
学生 5: 部屋の壁に指で何回も書きます。 
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学生 6：手で書きます。 
学生 7：口で言いながら、何度も書きます。 

 
以上から、学生は筆者が紹介してきた方法を、クラス外でも実践しているとい

うことが分かった。また、2010 年春学期の最終日に 17 人の学生（2009 年秋学期

の構成人員とは異なる）を対象に漢字に関するアンケートを実施した。 
表１（次頁）は、その集計結果である（学生には英語のアンケートを配布し

た。アンケートの詳細については本稿末参考資料１を参照のこと。） 
「漢字の何が難しいか」（質問１）との問いに対する答えとして、昨年同様

の「覚えてもすぐ忘れる」（7 人：41％）に加え、今回は「似通った漢字が次々

にでてくる」が新たに加わった（12 人：71%）。（複数回答）これは先学期よ

り、漢字数が増した上に、「使」「作」「便」など似通った漢字が多数出てきた

ためであろう。 
「一週間に何時間ぐらい漢字の勉強に費やしましたか」（質問 2）という質問

に対しては、3 時間が 6 人(35％)、2 時間が 4 人（24％）であった。すなわち、こ

れは過半数（59％）の学生が一日平均 20 分から 25 分ぐらいを漢字の勉強に費や

したという計算になるが、実は、これは筆者にとっては驚くべき結果であった。

それは、常日頃、学生が「漢字は難しい。一日にかなりの時間を使っているがな

かなか覚えられない」と言っているため、筆者としては一日何「時間」単位で漢

字を勉強しているものと考えていたからである。しかし、実際には、学生は 20
分から 25 分しか漢字学習に時間を割いていなかったのである。 
アンケートの質問３から質問 17 までは「温故知新・漢字学習法」に対する学

生の評価であるが、概ね好評であったことがみてとれる。特に、「空書き」は 17
人中 16 人までが有益な漢字学習法だったと答えている。また、学生にとって負

担になりはしないかと危惧していた 46 回に及ぶ漢字テストにあっては、17 人中

17 人が「役に立った」と答えており、それは筆者を驚かせるのに充分であった。

また、質問 17 の「原稿用紙を用いて縦書きに作文を書くことは、漢字学習に役

に立ちましたか」の問いに対しては、17 人中 16 人までが「はい」と答えており、

「もっと頻繁に原稿用紙を使いたかった。」「原稿用紙を使って書くのは非常に新

鮮に感じた」とのコメントもあった。作文や漢字練習にワープロを用いる教師も

いる昨今、筆者自身、非常に古いやり方だと考えていたため、こうした学生から

のコメントは意表をつくものであった。 
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表１ 漢字アンケート（2010 年 5 月 3 日実施）  回答者 17 人  
1 

漢字の勉強で一番難しかったことは何ですか。 
似通った漢字がたくさんある（12 人: 
71%）。覚えてもすぐ忘れる（7 人: 
41%）。 

2 
一週間に何時間ぐらい漢字の勉強に費やしましたか。 

7 時間(1 人: 6%）3 時間(6 人: 35%) 
5 時間(3 人: 18%)2 時間(4 人: 24%） 
4 時間(1 人: 6%) 1 時間(2 人: 12%） 

 はい いいえ
3 220 漢字は一年生の学生が一年で勉強するのに妥当な数

だと思いますか。 15 人(88%) 2 人(12%) 
4 空書き（指で空中に漢字を書く）という練習方法は役に

立ちましたか。 16 人(94%) 1 人(6%) 
5 指書き（鉛筆を持たず指で机の上に書く）は漢字を覚え

るのに役に立ちましたか。 14 人(82%) 3 人(18%) 
6 体書きは漢字を覚えるのに役に立ちましたか。 12 人(71%) 5 人(29%)
7 漢字のクイズ（46 回）は漢字を覚えるのに役に立ちまし

たか。 17 人(100%) 0 人(0%) 
8 筆ペンによる漢字の練習は役に立ちましたか。 14 人(82%) 3 人(18%)
9 宿題の漢字シートに対するフィードバックは役に立ちま

したか。 15 人(88%) 2 人(12%) 
10 漢字シートの余白にも漢字を練習することは役に立ちま

したか。 14 人(82%) 3 人(18%) 
11 筆に水をつけて黒板に書く練習法は役に立ちましたか。 13 人(76%) 4 人(24%)
12 習字による漢字練習方法は役に立ちましたか。 14 人(82%) 3 人(18%)
13 クラスで導入したゲームは漢字を覚えるのに役に立ちま

したか。 13 人(76%) 4 人(24%) 
14 漢字を導入した時にその漢字を使った熟語も一緒に紹介

したのは役に立ちましたか。 15 人(88%) 2 人(12%) 
15 一つの漢字を紹介した時に、同じ偏や旁を使った他の漢

字も紹介したのは役に立ちましたか。 14 人(82%) 3 人(18%) 
16 空書き、指書きをする時に一緒に画数も言うのは役立ち

ましたか。 13 人(76%) 4 人(24%) 
17 原稿用紙を用いて縦書きに作文を書くことは、漢字学習

に役に立ちましたか。 16 人(94%) 1 人(6%) 
 
1７．「温故知新：漢字学習法」の効果について 
今回実施した漢字に関するアンケートでは「○○学習法は漢字学習に役に立ち

ましたか--はい、いいえ」に加え、「はい」の場合にはどういう点で役にたった

か。また、「いいえ」の場合にはどういう点で役に立たなかったかも述べてもら

った。表２はそうした学生の意見をまとめたものである。この学習法を導入す

ることにより 1)漢字に対する興味の増大 2)定着率の向上 3)正確な筆順、バラ

ンスのよい字形習得の助長 4)漢字学習の効率性向上 5)漢字の意味や使い方の

理解助長  6)反復練習に伴う退屈さの軽減  7)語彙の増加 ８）日本文化に対する理

解助長 が可能となった。 
特に「空書き」「指書き」「言い書き」は、1)定着率の向上 2)正確な筆順、

バランスのよい字形習得の助長 3)漢字学習の効率性向上といった三つの分野に

寄与しており、最も効果的な漢字練習法であることが分かった。ここで、注意を

喚起したいのは、今回の導入でこれらの手法を初めて知った学生も多く、「効果
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があってこんなに簡単にできる方法をいままでどうしてやらなかったのか」との

コメントがあったということだ。しかし、この三つの手法だけでは限界がある。

１４項目にわたる学習法をバランスよく導入してはじめて、より効果的な総合漢

字学習が実現できるのである。 
 

表２ 温故知新・漢字学習法の導入により得られた効果 
 

学習法 効果 
⑧水書き  ⑨筆ペン書き   漢字に対する興味の増大 
①空書き  ②指書き  ③言い書き
⑬試し書き  ⑦筋書    

定着率の向上  

①空書き  ②指書き  ③言い書き  
④なぞり書き  ⑤写し書き  ⑥一人書き

正確な筆順、バランスのよい字
形習得の助長

①空書き  ②指書き  ③言い書き 漢字学習の効率性向上  
⑦筋書  ⑬試し書き 漢字の意味や使い方の理解助長  
⑩体書き  ⑪友書き    反復練習に伴う退屈さの軽減
③言い書き  ⑫試し書き 語彙の増加
⑨筆ペン書き ⑭縦書き  日本文化に対する理解助長 
 
1８．おわりに 
本稿で紹介した漢字学習法は、実は、なんら新しいところはない。読者の皆さ

んがすでにクラスで実践している、なじみの深いものである。しかし、ここで、

ちょっと視点を変えてみようではないか。 
我々、日本語教師にとっては古いと思われるもの、それは日本語学習者にとっ

てはまったく新しいものになり得るということである。古いからもう使えないの

ではない。古いからこそ、そこには学ぶべきものが数多くあるのである。古いか

らこそ、そこには新しいものがあるのである。「温故知新：漢字学習法」はまさ

にその実践である。 
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参考資料１ 

Japanese KANJI Survey (Conducted on May 3, 2010) 
1)  What was the most difficult thing about studying kanji? 
2)  How many hours per week did you spend studying kanji? 
3)  Do you think 220 kanji is a suitable amount of kanji to study for first-year Japanese 
students? 
 Yes                            No --> How many kanji is a suitable amount? 
4)  Was “sora-gaki” (using your finger in the air) a good practice for learning the 
kanji? 
Yes --> What part of it was beneficial? No --> Why was it not beneficial?  
5)  Was “yubi-gaki” (using your finger on the desk) a good way for learning the kanji? 
Yes --> What part of it was beneficial? No --> Why was it not beneficial?  
6)  Was body-writing a good way for learning the kanji? 
Yes --> What part of it was beneficial? No --> Why was it not beneficial?  
7)  Were the 46 Kanji Mini Tests (Quizzes) helpful for learning them? 
Yes --> What part of it was beneficial? No --> Why was it not beneficial? 
8)  Was using the brush-pen helpful for learning the kanji?   
Yes --> What part of it was beneficial? No --> Why was it not beneficial?  
9)  Were the feedbacks on the homework kanji-sheets helpful for learning them?  
Yes --> What part of it was beneficial? No --> Why was it not beneficial?  
10)  Was practicing in the empty boxes of the kanji sheets helpful for learning them? 
Yes --> What part of it was beneficial? No --> Why was it not beneficial?  
11)  Was using the brush with water and writing on the blackboard helpful for learning 
them? 
Yes --> What part of it was beneficial? No --> Why was it not beneficial?  
12)  Was the kanji calligraphy practice method helpful for learning them?   
Yes --> What part of it was beneficial? No --> Why was it not beneficial?  
13)  Were the games that were played in class helpful for learning them? 
Yes --> What part of it was beneficial? No --> Why was it not beneficial?  
14)  When learning a new kanji, was the method of introducing other kanji that can be 
combined to make words helpful for learning them? 
Yes --> What part of it was beneficial? No --> Why was it not beneficial?  
15)  When introducing one kanji, was introducing different kanji with some of the 
same parts (hen, tsukuri, etc.) helpful for learning them? 
Yes --> What part of it was beneficial? No --> Why was it not beneficial?  
16)  For “sora-gaki” and “yubi-gaki,” was counting the strokes “1, 2, 3...” outloud 
helpful for learning the kanji?   
Yes --> What part of it was beneficial? No --> Why was it not beneficial?  
17)  Was writing papers on the boxed-sheets vertically and by hand (genkoo-yooshi) a 
good way to improve your kanji knowledge? 
Yes --> What part of it was beneficial? No --> Why was it not beneficial?  


