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はじめに

本書は非漢字圏の日本語学習者を対象にした、初～中級レベルの漢字教材です。漢字

を習っているけれどもうと楽しく勉強したい人、漢字について全 く知らないけれど漢字

の勉強を始めたいと思っている人のために作 りました。

日本語学習者にとって漢字習得は一朝一夕にいかないものです。「漢字が苦手」「覚

えられない」「覚えてもすぐ忘れてしまう」と感じてしまう人も多いでしょう。本書は

このような学生と向き合っている教師5人が、日々の漢字指導で生み出したアイデイア

を集め、検討 。改良を重ねて作ったものです。学習者が楽しく学べるように、512字す

べての漢字をイラス トで表し、覚えやすくするためにス トーリーを付けましたしこの教

材を手にした学習者が、楽しみながら少しでも多 くの漢字を学んでくれることを望み

ます。また、漢字指導に携わる先生方にも、漢字を教える際の参考にしていただければ

幸いです。

この本の完成には構想から5年余りの時間を要しました。本の出版にあたり、編集に

労を注いでくださらたジャパンタイムズ出版編集部の関戸千明さん、イラス トを描いて

くださった宇田川のり子さんに、著者‐同心より感謝いたします。また、教材作成に協

力してくださった大野裕さん、この教材を作るきっかけを与えてくれた学生たちに、心

よりおネLを 申し上げます。

2009年 4月

著者一同
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Preface

This book is a begillning¨ to interlnediatc―level kanJi textbook for Japancsc-language

leamers from cultures that do not use Chinese characters.It is designed for basically神 o

types ofstudents those who have alreadybegun to leam ktti but Wantto hⅣe more fm

in their studies,andthOSe without anybackground in kalゴ i WhO Walltto Startleaming these

characters.

Katti callnOtbe mastcrcd ovemight,and many leamers ind thc characters to be illtimi―

dating,tricky to memorize,and easy to forget.We,the authors ofthis book,have frequently

worked with such leamers in our roles as Japanese… language instructors,so we deCided to

pooltogether ideas from our daily teaching experiences to create atool forhclping students

to tacklc kanJi.By caremlly sclccting and rcflning our idcas,we came up with a book that

makes kaゴ 1lCaming hl■ and casy through illustrations and llmemonic hints for each ofthe

5 12 characters prescnted.We hope that this book will enable students to e珂 Oyあly leam

many kanJi and that it will serve as a handy reference for Japanese-language instrllctors

when they teach kanJi.

We wish to express our dcep appreciation to cveryone who assisted us during the flvc

years it took to bring this book to completiono We espccially thank Chiaki Sckido of the

Japan Tilnes Publications Department for painstakingly editillg our work,No五 ko Udagawa

for drawing the illustrations,Yutaka Ono for aiding our developmellt ofthe lnate五 al,and

our students for inspiring us to crcate this book.

Apri1 2009

The Authors


