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はじめに 

 

本報告書は早稲田大学大学院日本語教育研究科の『日本語教育実践研究（3）』（2011 年度秋学

期）の実践レポート集である。 

 

この報告書は、2003 年度春学期に発刊した『年少者日本語教育実践研究 No.１』から続く

18 冊目の報告書である。この報告書の目的は、早稲田大学大学院日本語教育研究科の特徴とな

っている「年少者日本語教育実践研究」の実践研究の記録を残すとともに、「実践の理論化」を

進めることにある。今回は、第一部「実践理論編」に３本のレポートを配した。自らの実践を踏

まえた実践の理論化を深めようとしている。続く第二部の「実践研究編」には５本のレポートが

掲載されている。それぞれの実践を振り返り、考察を加えた実践レポートである。この報告書に

掲載されるレポート以外にも、日本語教育ボランティアとして指導を行いつつ、修士論文、博士

論文研究を続けている院生も、今期中にいたことを記しておきたい。 

早稲田大学大学院日本語教育研究科は、理論と実践を一体化させるところに特徴がある。年少

者日本語教育の場合も同様であるが、地域の学校と教育委員会と大学という３者を結ぶ実践研究

教育モデル、「早稲田モデル」を継続していきたいと思っている。このモデルは、単なるボラン

ティア派遣システムではない。日本語教育実践を通じて、参加者の実践力と研究力を深めると同

時に、協働的実践研究共同体を形成し、教育者としての資質を向上させる教員養成システムとし

て機能している。 

今回の『年少者日本語教育実践研究』には、東京都内の多様な子どもたちを対象にした実践が

含まれているが、このような子どもたちの課題が全国的な課題であることを改めて実感する。ま

た、このように実践研究ができるのは、関係の教育委員会、区立小中学校の先生方、関係者のご

協力とご理解があるからである。ここに改めて感謝を申し上げる。また、われわれの拙い実践研

究につきあってくれる子どもたちにも感謝したいと思う。「わにっ子クラブ」の活動もあわせて、

年少者日本語教育学の構築へ向けて今後も努力を重ねていきたいと思う。 

これまでの実践研究にもとづく研究成果は川上郁雄編（2006）『「移動する子どもたち」と日

本語教育―日本語を母語としない子どもへのことばの教育を考える―』（明石書店）をはじめ、

「移動する子ども」シリーズ（2009、2009、2010、2011、2012）で刊行している（詳しくは

川上郁雄研究室の HP（http://www.gsjal.jp/kawakami/）をご覧ください）。本実践レポート集

と合わせてご覧いただき、忌憚のないご意見、ご教示を賜れば幸いである。 

 

２０１２年３月 

早稲田大学大学院日本語教育研究科   

川上 郁雄 
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年少者日本語教育における読み書き支援をデザインする視点 

－「他者」への意識とことばの学びの関わり－ 

 

大森 麻紀 

 

 

1．はじめに 

「話せるけれど、読み書きが大変」 (池上・小川 2006)。筆者がこれまでに出会った

JSL(Japanese as a Second Language)の子どもの多くが、抱えていた課題である。 

JSL の子どもたちの背景が年々「多様化」する一方で、子どもたちのおかれている状況は「深

刻化」していると言われる(尾関 2006)。中でも、学校現場では在籍学級の授業への参加の難し

さや学力不振への危機感から、教科学習に参加するための日本語の力として、特に読み書きの力

の育成を求める声が多く、さらに読み書きは認知的能力の発達との結びつきも強いことから、年

少者日本語教育においても、その重要性が唱えられてきている。このような背景から、読み書き

に焦点を当てた研究はこれまでに数多く行なわれ、支援に関する実践報告がなされているが、一

方で、日本語である程度の書字能力を身につけた子どもたちの読み書きの力の伸び悩みが指摘さ

れている。 

筆者もこのような JSL の子どもたちへの支援を考え、実践する支援者の 1 人であるが、読み

書きを苦手とする子どもたちへの支援の難しさは、読み書きは、自然に習得されることがほとん

どなく、組織的で意識的な学習が必要な技能である(池上・小川 2006)にもかかわらず、子ども

たちの苦手意識が強く、主体的な学びになりにくいという点にあった。 

実際の子どもたちの学校生活を覗いてみると、読み書きは、在籍学級の授業への参加にはもち

ろん不可欠であるが、それ以上に、友達との手紙交換や、学級新聞、係活動など、子どもが、そ

れをする意味を感じることのできる文脈において、主体的に行なわれている言語活動であるよう

に思う。よって、読み書きの支援では、技能を身に付けることよりも先に、「読みたい」「書きた

い」という気持ちを育て、読むこと、書くことの意味を知ることから始める必要があるのではな

いかと考える。また、取り出し支援という形態について触れると、それぞれの子どもに応じた支

援ができるなどの利点や有用性がある一方で、支援者と子どもの一対一の場における活動をいか

に広げていくかといった、場の閉鎖性の問題が指摘されている(相浦 2011)。目の前にいる支援

者との 2 人きりの場におけるやりとりは、話したり聞いたりすることで十分に成し得るため、

子どもが読み書きを行なう意味を見出すことは難しいように思われる。このことから、子どもが

読み書きへ主体的に取り組むためには、子どもの目の前にいる支援者以外の誰か、つまり「他者」

の存在を意識し、その「他者」とやりとりをするという文脈を作ることによって、読むこと、書

くことへの意味を感じ、動機づけとすることができるのではないかと考える。 

以上のことから、筆者は、「他者」という視点を取り入れることによって、読み書きへの動機

づけ、文脈作りができ、取り出し支援という支援者と子どもの 2 人きりの場においても、主体

的な読み書きへの取り組みにつなげることができるのではないかという考えから、日本語教育実

践を行なった。本稿では、「他者」を意識することとことばの学びの関わりを明らかにした上で、
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年少者日本語教育における読み書き支援をデザインする視点として、「他者」を意識することの

重要性を指摘する。さらに、「他者」をより広く捉えることによることばの学びの可能性を述べ

る。 

 

2．先行研究 

では、これまでの年少者日本語教育における「読む」「書く」それぞれに焦点を当てた研究や

実践において、「他者」はどのように扱われてきたか。本章では先行研究を振り返る。 

 

2‐1．「読む」に焦点を当てた研究・実践に見る「他者」の存在 

これまでの「読む」に焦点を当てた研究を概観すると、教科学習で必要な語彙、文型、構文の

分析や調査、および実践への応用が進められ、さらに教科書から重要度の高い語彙を取り出し学

んでも、読解や作文など論理的な表現力の発達は望めないという考えから、教科書を読解するた

めのスキルやストラテジーの研究へと注目が移っていることがわかる(中尾・森下 2001、逢坂

2009 など)。 

しかし石井(2009a)は、年少者日本語教育において読解力を考えるとき、学校での教科学習と

いう大きな課題を意識すると、教科書に書かれたことを正しく理解するための「言語面での知識」

と「内容の理解」に力がそそがれ、「体験・探求・発信」¹の枠組みの学びとは一線を画したもの

と捉えられがちになると指摘した上で、主体的にことばの意味を解釈し、産出する力は、それぞ

れに主体的存在である他者との間で交わされる動的なことばのやりとりによって獲得されるこ

とを強調する。また Gibbons(2002)も、思考力の発達において外的な対話の重要性を指摘した上

で、有効な読む前の活動、読みの途中の活動、読みの後の活動それぞれの中で、他者と話すこと、

あるいは他者と協働で何かを成し遂げることを含む活動を多く挙げている。 

つまり、教科学習で必要な語彙、文型、構文や、教科書を読解するためのスキル、ストラテジ

ーの育成に着目する「読む」に焦点を当てた研究においては、対象はテキストや子ども個人であ

り、学びは個人の中にあるものと捉えられ、そこに「他者」という視点はない。しかし、ことば

は他者との間で学ばれるものであるとし、やりとりを重視した研究においては、支援者など、活

動を共有する「他者」の存在が意識されていると言えるだろう。 

では、具体的な実践の中では、「他者」はどのように捉えられ、意識されているのか。小林(2007)

は、支援者とのやりとりが、子どもの、テキストの包括的理解のみならず、自己モニタリングの

促進、さらには自己表現へ結びついたとして、他者との関わりによって子どもの中に新たな学び

が起こると主張する。さらに、森沢(2006)は、支援者の対話によるスキャフォールディングの有

効性を示していることから、これらの実践においては、子どもとやりとりすることによって学び

を支える「支援者」が「他者」として認識され、実践においてその存在が意識されていると言え

る。これに加え、複数の JSL の子どもを対象とした実践では、子どもたち同士が対話をし、協

働学習を通して学んだり(籔本 2006)、その対話が、子どもの「求めている言葉や答えを見つけ

出す言語習得のプロセス」(国府田 2009)となっていることも指摘され、やりとりすることの効

果が明らかになっていると同時に、支援者以外の、活動を共有し、学び合う「他者」の存在が認

識されていると言える。 
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以上のことから、これまでの「読む」に焦点を当てた研究、実践においては、その場に居合わ

せ、子どもとやりとりをし、活動を共有して学びを支える支援者や子ども同士が「他者」と認識

され、その「他者」の存在が学びに有効であるとされていると言える。しかし、「他者」とはそ

の場にいる者に限るのだろうか。「書く」に焦点を当てた研究、実践における「他者」を見るこ

とで、「他者」をより広く捉えることを試みたいと思う。 

 

2‐2．「書く」に焦点を当てた研究・実践に見る「他者」の存在 

書くことにおいて、技能の習得が重視されやすいことが指摘されているが、河上(2006)は、ま

ずは書くことの役割や意味に気づかせることが必要であると述べる。書くことの意味への着目は

他の多くの実践にも見られ、池上・小川(2006)では、子どもに「書きたい」という気持ちを起こ

させるための試みとして、書くことによって何かができる、何か得るものがあるという体験をさ

せる課題を組み、さらに、書くという行為が起こるためには、読み手に対して、書き手として「伝

えたい内容」が不可欠であることを指摘する。また、子どもが「書きたい」と思える理由には、

書くことを通して、“このこと”を伝えたい相手がいることや、書く過程を共有したい相手がい

ることが重要であるという考えから、支援者を含めた周囲との関係性に着目する実践もある(角

屋 2011)。角屋は、対象生徒 H が自分にとって重要な「誰か」に向けて、「伝えたい」という思

いを持ち、その気持ちにことばを追いつかせようとする中で、ことばが学ばれたことを主張し、

書いたものの読み手との関係性、書く内容に含まれる「人」との関係性、支援者と対象生徒 H

の関係性がいかに H のことばの学びを支えたかについて述べている。 

つまり、「書く」実践において捉えられてきた「他者」は、実践の場で直接子どもとやりとり

をし、活動を共有して学びを支える支援者や子ども同士に限らない。誰に向けて書くのか、誰の

ことを書くのかという「誰か」、つまり子どもの「書く」過程に直接的には関わらないが情意面

で子どもの学びを支えるという存在を含む、実践の場に居合わせない「他者」として、より広い

意味で捉えられていることがわかる。 

 

2‐1、2‐2 から、これまでの「読む」「書く」に焦点を当てた研究、実践において、どのよう

に「他者」が捉えられ、意識されてきたかが明らかになった。まとめると、「読む」では、その

場に居合わせ、子どもと直接やりとりをし、活動を共有して学びを支える支援者や子ども同士が

「他者」と認識され、「書く」ではそれに加えて、その場に居合わせず、子どもの「書く」過程

に直接的には関わらないが、情意面で子どもの学びを支える存在を含む、より広い意味で「他者」

が認識されていると言える。 

しかし、特に「読む」において「他者」を意識することが、子どもの学びにどのように関わる

かについては十分に議論がなされているとは言えず、また筆者は、「読む」においても、「書く」

で見られたような、より広い意味で「他者」を捉える必要があると考える。以上のことから、本

稿では、筆者の行なった「他者」を意識した読み書き支援を振り返り、特に「読む」において、

どのような「他者」を認識し、さらにそれを意識することが、どのような子どものことばの学び

につながったのかを明らかにする。 
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3．「他者」を意識した読み書き支援に向けて 

本稿で取り上げるのは、JSL の子ども R と K の日本語支援である。本章では、R と K それぞ

れのプロフィールと、ことばの力について示し、筆者が、「他者」を意識した読み書き支援をデ

ザインするに至った経緯を述べる。なお、R と K の日本語支援はそれぞれ個別支援であり、2

人は違う小学校に通っている上、面識もないことを先に述べておく。 

 

3‐1．R のプロフィールとことばの力 

R は、都内の公立小学校に通う、3 年生の女子である。幼少期に来日した子どもであり、筆者

による支援を開始した 2011 年 7 月の時点で在日期間は 7 年に及んでいた。家庭内言語はスリラ

ンカ語と日本語であるが、筆者が聞く限りでは、R 自身はスリランカ語によるやりとりはほとん

どできず、母親のスリランカ語を聞いて一部理解できる程度であるという。R は小学 1 年時の

2009 年 8 月より、R の通う小学校にて、教育委員会派遣の日本語指導員による日本語支援を受

けており、2011 年 7 月から 10 月までの全 12 回を筆者が担当した。支援形態は週 1 回(90 分)

の取り出し支援であり、支援開始当初の R の日本語能力を「JSL バンドスケール」に基づいて

筆者が測定した結果は以下の通りである。 

 

測定日 聞く 話す 読む 書く 

H23．7．1 4-5 3-4 2 2 

 

R は活発で、自分ができることを認められたい、伝えたいという気持ちの強い、おしゃべり好

きな子どもだった。R の日本語支援は 3・4 時間目であり、その前が休み時間だったこともあっ

て、毎回休み時間から日本語支援の教室に来ては、筆者に、1 週間の出来事や楽しかったこと、

友達のことやおすすめのテレビ情報など、様々なことを話してくれた。話す内容に一貫性がなく

対話者に伝わらないことがあるなど課題はあるものの、幼少期より日本語に囲まれて成長してき

た経験を生かし、日常的な場面でのやりとりをこなしていた。一方、音読の際にはひらがな、カ

タカナともに拗音に困難が見られ、文字としても完全に定着しているとは言えず、また語彙が少

ないために、ことばの切れ目がわからず内容が理解できないなど、読み書きが苦手であったこと

から、R の日本語支援では、R の好きな「怖い話」を題材に、読み書きの力の育成に焦点を当て

た活動がデザインされた。 

 

3‐2．K のプロフィールとことばの力 

K は、都内の公立小学校に通う、3 年生の女子である。家庭内言語はフィリピン語で、今のと

ころ、両親との母語でのやりとりに困難を抱えている様子は見られない。2009 年 5 月、小学 1

年生の時に来日し、その年の 9 月より他の小学校の国際学級へ通級していたが、家庭の事情に

よって通級が難しくなったことから、2011 年 10 月より、教育委員会派遣の日本語指導員とし

て、K の通う小学校にて、筆者が支援を担当している。筆者による K の日本語支援は今後も継

続する予定だが、本稿執筆にあたっては、第 13 回目支援までを振り返りの対象とする。支援の
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形態は週 1 回(90 分)の取り出し支援である。支援開始当初の K の日本語能力を「JSL バンドス

ケール」に基づいて筆者が測定した結果は以下の通りである。 

 

測定日 聞く 話す 読む 書く 

H23．11．7 4 3-4 2 2-3 

 

 支援開始当初から K は明るくおしゃべり好きな様子を見せ、K のよく知っている事柄や K 自

身についての情報を、言葉を切らずに話すことができていた。語彙が限られているために言いた

いことを的確に伝えられず、ジェスチャーを交えたり、聞き返すことも多いが、対話者の配慮が

あれば情報や気持ちを伝え合うことができた。一方、読み書きに関しては、ひらがな・カタカナ

が完全には定着しておらず、文字としては読めるがことばとしては認識できなかったり、短い文

を書くことはできるが表記に誤りが見られたりと、課題が多く見られた。このような筆者が捉え

た K のことばの力、そして教育委員会のコーディネーターによる見立てもあり、K の日本語支

援では読み書きの力の育成に焦点を当てた活動がデザインされた。 

 

3‐3．R と K の読み書きへの意欲と取り組み 

本稿冒頭で述べたように、筆者が「他者」という視点に着目したきっかけは、日本語支援の場

では読み書きに苦手意識を持ち、主体的に取り組めなかった子どもたちだが、読むこと、書くこ

とに意味を感じることのできる文脈においては、主体的に取り組む姿が見られたからであった。

ここでは、日本語支援における読み書き活動に「他者」という視点を取り入れる以前の R と K

の読み書きへの取り組みの様子に触れ、筆者が「他者」を意識した読み書き支援をデザインする

に至った経緯を述べておきたい。 

まず R は、自分ができることを認められたいという気持ちが強いため、「わかんない」²「で

きない」ことへの抵抗が強く、特に苦手な読み書きの活動では、すぐに話題をそらして、得意な

おしゃべりで別の活動に逃げようとする様子が見られていた。それは、R が自ら提案したり希望

した活動であっても同様で、「わかんない」ことを前にすると、一瞬にして「やりたい」気持ち

が消えてしまっていた。 

一方 K はというと、支援開始当初から、読み書きに対してあまり抵抗することはなかった。

周囲から促されれば「やりたい」と思えない活動にも取り組めたし、間違いを指摘されれば素直

に訂正できた。しかし、この K の取り組みは、決して主体的なものだったとは言えない。形だ

けの「学習」であり、筆者は、これでは K に気付きを与え、学びを起こすことができていない

のではないかと悩んでいた。 

以上のような子どもの様子があった一方で、仲の良い友達とお手紙交換をするといった読み書

きには主体的に取り組む様子が見られたり、支援者である筆者だけでなく、それ以外の、教育委

員会のコーディネーターや学校の先生が日本語支援の場に居合わせている場合に、より張り切っ

て活動に取り組む様子が見られたことから、筆者自身が、子どもの学びにおける「他者」の存在

やその効果を意識し始めた。R と K のそれぞれの読み書き支援において「他者」という視点を
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取り入れた活動を重ねていく中で、「他者」を意識することの重要性を強く感じるようになって

いったのである。 

次章では、実践の概要および活動を通して見られた R と K のことばの学びについて詳しく述

べていく。 

 

 

4．「他者」を意識した読み書き支援の試み 

本章では、「他者」という視点を取り入れた読み書き支援、つまり「他者」を意識して読み書

きに取り組むことで、ことばの力を育てようとした支援として、「怖い話を読む」実践、「招待状

を用いた」実践、そして「お菓子のレシピを用いた」実践を紹介する。初めに指導記録、フィー

ルドノートの抜粋によりそれぞれの活動の概要を述べ、続いて「他者」を意識したことで、どの

ようなことばの学びがあったのかについて述べる。 

 

4‐1．R の日本語支援：「怖い話を読む」実践 

「怖い話を読む」実践は、第 9 回～第 12 回支援において行なったものである。ここでは、特

に第 12 回支援での、「怖い話を音読して聞かせる」活動を紹介したい。 

第 9 回支援以降、『学校のコワイうわさ 花子さんがきた!! 3』を用いて、R と筆者の 2 人で

読むという活動を行なっていたことから、第 12 回支援では、その延長として、R が 1 人で音読

し、聞かせるという活動をデザインした。その背景には、筆者の後任の日本語指導員 M が見学

に来るという文脈があり、M に対して、R の「できること」を知ってもらう機会になることか

ら、「読む」意味を持たせ、意欲をかき立てることができるのではないかという考えがあったた

めである。具体的な活動の流れ、活動内容、R の様子を以下の表 1 にまとめた。 

 

 

表 1 「怖い話を読む」実践・活動の流れ 

活動 活動内容 R の様子 

①怖い話を読む 

(第 9 回～第 11 回支

援) 

短編集・『学校のコワイうわさ 花子

さんがきた!! 3』の中から、どの話を

読むか相談し、選んで読む。基本的

には 1冊の本をRと筆者の 2人で見、

交互に音読をした。 

R 自身が持ち込んだ本であることから、意

欲的に取り組んでいた。音読がたどたど

しいこともあるが、話の展開に対して「そ

う言っちゃやばい。そしたら(おばけ)来る

ぅー！」など意見を言っている様子から、

大意を読み取れていることがうかがえ

る。また、「怖いから先生と読む！」と言

って隣に座ってきたり、どの話を読むか

決める際には筆者にも意見を求めるな

ど、筆者と一緒に読むことを意識し、好

んでくれている様子。 
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②怖い話を音読して

聞かせる 

(第 12 回支援) 

いつも読んでいる本を、新しい指導

員 M に音読して聞かせる。 

普段の日本語支援では 2 人きりであり、

隣に座って一緒に本を読んでいたため見

られなかったが、今回は真向かいに座る

M に対し読み聞かせるという状況だった

ため、挿絵のあるページでは本を M の方

に向け、自分は逆さに文字を読んだり、

また「聞かせる」ことを意識して、聞き

取りやすい読み方をしたりする様子が見

られた。効果音の読み方などは工夫して

おどろおどろしく読んでいた。 

(下線部は、R が「他者」を意識していることがうかがえる部分である。) 

 

4‐2．K の日本語支援：「招待状を用いた」実践 

 「招待状を用いた」実践は第 5 回支援において行なったものである。それまでの支援の中で、

K は「すごろくゲームを作る」という活動を行なっており、K が一生懸命作ったすごろくゲー

ムを行なうにあたり、これまで日本語支援での K の様子を気にかけ、校内でもよく話しかけて

くださっていた副校長先生にも参加してもらったらどうかと筆者が提案したことをきっかけに

始まった。この活動をデザインした背景には、副校長先生に実際に「招待状を渡して誘う」とい

う文脈があること、そしてその後のゲームを一緒に行なうという別の活動につながることで、K

に読むこと、書くことへの意味を持たせることができるのではないかという考えがあった。具体

的な活動の流れ、活動内容、K の様子を以下の表 2 にまとめた。 

 

表 2 「招待状を用いた」実践・活動の流れ 

活動 活動内容 K の様子 

①招待状に関する絵

本を読む 

K が「招待状」を知らなかったため、

招待状とは何か、何を書くものなの

かを知るために、筆者が絵本『ダン

デライオン』を持っていき、読み聞

かせた。 

読む前に「招待状」に注目するように指

示し、読む目的を伝えたつもりだったが、

「(絵が)キモい！」と言い、招待状そのも

のにはあまり注目できず、「読み」に意欲

的に取り組むことはできなかった。しか

し、お話の大意は掴めている様子。 
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②招待状を書く 実際に招待状を書く。絵本の招待状

にはどんなことが書かれているかを

読み直したり、筆者と話し合いなが

ら、自分の招待状の内容や表現を考

えて書き進めた。 

初めは面倒臭そうに「“副校長先生へ！ひ

まわりルームに行ってください！K より”

でいい!?」と言い放つ。絵本の招待状には

何が書かれているのか見るよう促すと、

絵本を参考にして考え始める。「なんて言

えばいいかな」「“ゲ”ってなに？」と筆

者と話したり、絵本を 1 人で真剣に読み

直す様子も見られた。清書する際には、

時間をかけて丁寧に書いており、「もらっ

たらうれしいからかわいくするね」とい

う発言も見られた。 

③招待状を渡す 副校長先生に招待状を渡しに行く。 筆者に付き添われ副校長先生のところま

で行き、モジモジしながら渡す。副校長

先生が K の書いた招待状を読み、返事を

くれると、K は満足気に笑い、ぴょんぴ

ょん跳ねながら教室へ戻った。 

(下線部は、K が「他者」を意識していることがうかがえる部分や、「他者」への 

意識の有無によって活動への意欲や取り組みに変化が見られた部分である。) 

 

4‐3．K の日本語支援：「お菓子のレシピを用いた」実践 

 続いて、第 8 回目支援において行なった、「お菓子のレシピを用いた」実践を取り上げたい。

K は、お菓子作りが好きで、家庭でも子ども用のレシピ本を見るなどしてよく作っていると話

しており、クッキーの作り方について得意気に話す姿も見られていた。そのため、筆者の母が作

るケーキのレシピを読み、そのお返しに、筆者の母に K の得意なクッキーのレシピを書いてプ

レゼントするという一連の活動を考えた。この活動をデザインした背景には、K の興味を生か

すだけでなく、筆者の母という「他者」に教わり、教えるという文脈を作ることで、K に読む

こと、書くことへの意味を持たせるという考えがあった。さらに言えば、“話せるが書けない”

ということばの力に関する課題をもつ K にとって、自分の得意なことを、読み書きを通して、

目の前にいる相手だけでないより広い意味での「他者」に伝える力をつけることは、今後の自信

につながるのではないかとも考えていた。具体的な活動の流れ、活動内容、K の様子を以下の

表 3 にまとめた。 

 

表 3 「お菓子のレシピを用いた」実践・活動の流れ 

活動 活動内容 K の様子 

①ケーキの作り方を

読む 

K がお菓子作りに強い興味を示して

いたことから、筆者が「ケーキの作

り方」を持ち込み、読む。写真は完

「えっ見せて！知りたーい」と反応し、

進んで音読を始めた。普段見ているレシ

ピ本は、1 つ 1 つの工程に写真が付いてお
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成図の 1 枚しかなく、作る工程は文

章から読み取るしかなかったが、わ

からないことばについては筆者に聞

き、また写真を見ながらどうやって

作るのか意見を出して話し合い、理

解を深めた。 

り、説明はあまり読んでいないようで、

クッキー作りで使っているだろう調理器

具や材料も、ことばで見ると理解できな

い様子だったが、何度も読み返していた。

完成の写真を見て、クリームはどこで買

うのか、スポンジの間のクリームはどう

やって入れたのかなど質問をしていて、

実際に作ろうと考えていることがうかが

えた。レシピは大事そうに持ち帰った。 

②クッキーの作り方

を書く 

ケーキの作り方を教えてもらったお

礼に、K の得意なクッキーの作り方

を書く。文章の書き方は、ケーキの

作り方をモデル文として参考にし

た。 

材料の語彙や接続詞など、ケーキのレシ

ピを見て確認しながら、自分がクッキー

を作った時の手順を一生懸命思い出して

書いていた。また、書き終えた後に自分

で音読をし、気に入らない部分や読みに

くい字を直していた。「これ、わかるかな」

「こうしたらもっといいよね」などの発

言も見られ、色鉛筆も使って丁寧に書い

ていた。 

(下線部は、K が「他者」を意識していることがうかがえる部分や、「他者」への 

意識の有無によって活動への意欲や取り組みに変化が見られた部分である。) 

 

4‐4．「他者」への意識とことばの学び 

上記 3 つの実践を通して見られた、R と K のことばの学びについて見ていく。「読む」におい

て「他者」を意識することが、どのようなことばの学びにつながったのかという観点から、考察

を行う。 

 

 

1）読み方への工夫 

4‐1 に示した「怖い話を音読して聞かせる」活動では、表 1 にもあるように、挿絵のあるペ

ージでは、本を新しい指導員 M の方に向けて自分は逆さに文字を読んだり、聞き取りやすい読

み方を心がけたり、効果音をうまく使って臨場感たっぷりに読むなど、さまざまな工夫が見られ

た。本活動以前にも、筆者と 2 人で「怖い話を読む」という活動は行なっており、そこでも意

欲的に取り組んではいたが、本の向きや音量などの工夫は見られなかった。つまり、これらの読

み方の工夫は、M という、目の前で R の音読の聞き手となる「他者」がいたこと、R がその存

在を意識して活動に取り組んだことで起こった、ことばの学びであるといえよう。 

 

2）読むことに対する意欲の高まり 

4‐2 に示した「招待状に関する絵本を読む」活動では、「招待状」に注目するようにと指示
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があり、読む目的が伝えられていたにもかかわらず、注意力散漫で、「読み」に意欲的に取り組

むことはできなかった。しかし、その後、実際に「招待状を書く」活動に移ると、何を伝えなけ

ればならないか、どう書けば副校長先生を「すごろくゲーム」に誘うことができるかを考え、真

剣に絵本を読み直す様子が見られた。この絵本がモデル文の役割を果たしていたことから仕方

なく読んだ、とも見えるかもしれないが、K の「もらったらうれしいからかわいくするね」と

いう発言があることから、読む気にならなかった絵本を真剣に読むようになった K の意欲の高

まり、取り組みの変化には、副校長先生という「他者」への意識が関わっていたと言えるだろう。

また、この発言は、ここで読んだ絵本に、友達から招待状をもらい、大喜びでおしゃれをし、

プレゼントを買い、誘われたパーティーへ向かう主人公の行動が描かれていたことを受けての

ものと見られ、招待状を書く相手である副校長先生が喜んでくれるように、という K の思いが

うかがえるものであった。 

 

3）自己訂正をする 

これまでの K には、自分が書いたものを読み直し、訂正をするといった様子は見られなかっ

た。いつも書いたら終わりで、それを読み直し、訂正することにはおそらく意味を感じられな

かったのだろう。しかし、4‐3 の「クッキーの作り方を書く」活動では、ただ書くのではなく、

ケーキの作り方を教えてくれたお礼として、筆者の母に渡すという目的があった。そのため書

き終えた後、自分で書いたものを読み直し、気に入らない部分や読みにくい字を訂正すること

ができていた。また、活動の中では、「これ、わかるかな」「こうしたらもっといいよね」とい

った発言や、色鉛筆を使ってカラフルに仕上げ、書き手である自分の名前を記していたこと等

から、K の中にはしっかりと、クッキーの作り方を教える相手である筆者の母という「他者」

への意識があることがうかがえた。本実践だけで、自分の学びを客観的に捉え直し、自己訂正

を加える力をつけることができたと言い切ることはできないが、自己訂正をする必要性を認識

できた点は大きな学びだといえるのではないか。 

 

以上に見てきたように、R と K の読み書き支援から、「読む」において「他者」を意識するこ

とが、1）読み方への工夫、2）読むことに対する意欲の高まり、3）自己訂正をする、といった

ことばの学びにつながることが明らかになった。 

ここで意識された「他者」とは、実践の場に居合わせる他者であったり、実践の場には居合わ

せないが、子どもにとって比較的身近な他者であったり、あるいは実践の場に居合わせず、かつ

子どもにとって一度も会ったことのない他者であったりと、多様であったが、一言で言えば、実

在する「具体的な他者」だったということができるだろう。筆者は、「他者」を意識した読み書

き支援をデザインし始めた当初から、「他者」を、子どもの学びを支える“人”と捉えていたこ

とから、それは“実在する誰か”という範囲を超えることはなかった。しかし、筆者の意図しな

いところで、子どもが「他者」を意識していた事例から、「他者」をさらに広く捉え直すことに

なった。以下にその実践を紹介し、「他者」をより広く捉えることによることばの学びの可能性

を示すこととする。 
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5．「他者」の捉え方の広がり 

ここでは「チョコレート作りについての作文を書く」実践を取り上げたい。この実践は、前述

した通り、筆者が意図的に「他者」という視点を取り入れ、デザインしたものではなかったが、

活動の中で、K が筆者の意図しないところで「他者」を認識し、意識して読み書きに取り組ん

でいることがわかったものである。そして、この「他者」というのが「誰とは言えない他者」、

すなわち、「具体的な他者」のような“特定の誰か”ではない、広い意味での「他者」であり、

これを認識できることは、さらなる学びへの可能性を持つと考えられる点で重要である。以下で

は、まず指導記録、フィールドノートの抜粋により活動の概要について述べ、続いて、この「誰

とは言えない他者」を認識できること、意識できることが、どのようなことばの学びにつながる

のかについて考察を述べる。 

 

5‐1．K の日本語支援：「チョコレート作りについての作文を書く」実践 

 「チョコレート作りについての作文を書く」実践は第 12 回支援において行なったものである。

自分自身の体験をもとに作文を書くという目標で、宿題として、K が書いてきたチョコレート

作りについての作文をもとに、さらに訂正と補足を加えるという活動であった。この活動をデザ

インした背景には、K が 1 人で書いた作文には促音や長音の脱落など表記の誤りが多く、一緒

に読んで、誤りへの気づきを促す必要があるのではないかという考え、さらに、書いてきた作文

の内容について質問をすると、“書きたいけど書けなかった”エピソードや思いがどんどん溢れ

出てきたため、これを書く試みによって、K の読み書きの力を伸ばすことができるのではない

かという考えがあった。具体的な活動の流れ、活動内容、K の様子を以下の表 4 にまとめた。 

 

表 4 「チョコレート作りについての作文を書く」実践・活動の流れ 

活動 活動内容 K の様子 

①宿題となっていた、

チョコレート作りに

ついての作文の内容

をもとに話す 

作文に書かれた内容について話し、

筆者の質問に K が答えたり、それを

きっかけに作文には書かれていな

い、K のチョコレート作りの体験に

ついての話を聞く。 

チョコを作る過程の絵を 5 つほど描き、

それに説明を加えて話してくれた。こと

ばが出てこないこともあるが、ジェスチ

ャーなどを交え、筆者からことばを引き

出す等して説明を補っていた。作文には

作る手順や簡単な感想しか書かれていな

いが、口頭ではより詳しい説明をしてお

り、また「白いチョコと茶色いチョコを

まぜたらおいしいんだよ。」とお菓子作り

が得意な K ならではの、おいしく作るコ

ツを教えてくれたりした。 

②作文の訂正・補足を

する 

初めに、筆者と共に作文を頭から読

み、表記の間違いを訂正し、その後

でわかりにくい部分に補足をする。

筆者がわかりにくい部分について質問す

ると、「あ、これはねー」とまず口頭で説

明した後で、書いていた。ことばが思い
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主に筆者が「どうやってチョコを溶

かしますか？」などとわかりにくい

部分について質問をし、それに答え

る形で、詳しい説明を加えていく。 

出せない時には、「チョコを…こうやっ

て」と動いてみせ、筆者からことばを引

き出していた。教えてくれた「白いチョ

コと茶色いチョコを混ぜるとおいしい」

というコツも書いたらどうかと提案する

と、「やだ！まねすんだもん、だれか読ん

だら。」「ひみつ！」と誰にも教えたくな

いから書きたくないと主張した。 

(下線部は、K が「誰とは言えない他者」を意識していることがうかがえる部分である。) 

 

5‐2．認識できる「他者」の広がりとことばの学び 

表 4 の下線部分にあるように、チョコレート作りについての作文に訂正・補足をする活動に

おいて、「白いチョコと茶色いチョコを混ぜるとおいしい」というコツも書いたらどうかと筆者

が提案すると、「やだ！まねすんだもん、だれか読んだら。」「ひみつ！」と答え、誰にも教え

たくないから書きたくないと主張した。 

この K の発言の中にある「だれか」こそ、ここで言う「誰とは言えない他者」である。つま

り、作文の内容をもとに話す活動の中で、このコツを既に教えてもらっている筆者は、ここで

いう「だれか」には当てはまらないし、この作文を宿題にしたとき、誰かに見せるという「具体

的な他者」の存在を示してもいなかった。また、この発言の後で、筆者が「“だれか”って？」

と聞くと、K は「えーわかんないけど！」と答えた。K が意識したこの「他者」は、K 自身に

も誰と言うことのできない「他者」だったのである。つまり、K は作文を書き、また読み直し

て訂正・補足を書き加えるというこの読み書き活動において、「誰とは言えない他者」を認識し、

その存在を意識していたと言える。 

では、このような「誰とは言えない他者」を認識し、意識することは、どのようなことばの学

びの可能性を持つのか。筆者は、このことが、より抽象的で複雑な内容の読み書きへとつなが

るのではないかと考える。これまでの「具体的な他者」を意識した読み書き活動では、自分の体

験した出来事、手順をそのまま並べるなど、どうしても認知的な負担の少ない単純な内容にな

ってしまうことが多かった。しかし、学習指導要領によれば、小学校中学年以上になると、

“相手や目的に応じて”読み書きすることが求められる。本活動で見られたように、「誰とは言

えない他者」を意識した上で、自分の意思で書く内容を考え、選択することは、延いては意見文

や批判文など、より広い「他者」へ向けて発信する力や、より広い「他者」へ向けられた発信を

受け止める力へとつながっていくのではないだろうか。RもKももうすぐ小学 4年生になる。4

年生以降、抽象的な学習が多くなる(北見 2008)という指摘があることからも、「誰とは言えな

い他者」を認識し、意識して読み書きに取り組むことが、今後必要とされることばの力を育てる

ことにおいて重要であるといえるのではないだろうか。 
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6．おわりに 

本稿では、「他者」を意識した読み書き支援を振り返り、「読む」において「具体的な他者」を

意識することは、1）読み方への工夫、2）読むことに対する意欲の高まり、3）自己訂正をする、

といったことばの学びにつながることを明らかにし、さらに、「他者」を「誰とは言えない他者」

というより広い意味で認識することによることばの学びの可能性を示すことにより、年少者日本

語教育における読み書き支援をデザインする際の視点として、「他者」を意識することの重要性

を指摘した。本稿冒頭で、取り出し支援という支援形態の閉鎖性について触れたが、筆者は、本

稿で示したこの「他者」という視点が、支援者と子どもの一対一の場における活動を広げていけ

るのではないかと考えている。また、その閉鎖性を強める原因ともなっている、支援者への丸投

げや日本語支援への理解のなさといった状況を越えて、学校の教師や在籍学級の子どもたちとい

う存在を「具体的な他者」として文脈に取り入れていくこと、そのために連携をとっていくこと

が、JSL の子どもたちが読み書きという大きな課題に取り組むための「読みたい」「書きたい」

気持ちを育てることにつながるのではないだろうか。 

今回、R と K の日本語支援を振り返ったことにより、支援者が教え、子どもが教わるという

一方向的な関係ではなく、支援者も子どもも、新しい気づきを得て、ともに学び合う関係である

ことの重要性を改めて感じた。子どもの学びを引き上げるカリキュラムとは、あらかじめ支援者

側から一方的に設定できるようなものではない(森沢 2006)という指摘があるように、子どもが

ことばを学ぶのは、子ども自身がそれに意味を感じ、主体的に取り組むときである。子どもの学

びにおいて支援者にできることは、文脈を提示し、環境を整備することに留まるのであって、そ

こでことばを学ぶかどうかは子ども次第なのではないか。だからこそ、対峙する子どもをしっか

りと見つめて、その子どもがどのような支援、どのようなことばの力を必要としているのかを見

極め、学びを支えていくことが重要だと言える。今後は、子どもの主体的な学びにつなげる試み

を続けていくとともに、「誰とは言えない他者」を意識することによることばの学びの広がりを

明らかにしていきたいと考えている。 

 

 

注 

1 石井は、「JSL カリキュラム・トピック型」の基本構造として、具体物や直接体験を通 

した取り組みを、他の子どもたちや教師とともに行ない探求を進め、その成果を日本語 

で発信するという活動に参加することを通して、「(日本語で)学ぶ力」を身につけるとい 

う枠組みを提示している。さらに、この枠組みは、子どもが他者との主体性の相互作用 

を通した学びの中で、ことばの学習と学び方の学習を追究したものであるという。(石井 

2009a、2009b) 

2  R の実際の発言の引用である。R は筆者との日本語支援において、この「わかんない」 

をよく使い、活動を止めたり、得意な活動へ逃げようとする様子を見せていた。この R の

「わかんない」に着目した実践の詳細は大森(2011)を参照されたい。 
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目標言語社会の一員としての意識を支える日本語教育実践とは 

―「2 対 2の実践」を通して― 

 

金丸 巧・マルケス ペドロ 

1. はじめに 

本稿が取り上げる日本語教育実践は、生徒 2名、支援者 2名という独特な実践の形態で進んで

いった。そして、この形態は、生徒らの日本語の学びや、支援者らの実践観に大きな影響を与え

た。まず、このような形態が形作られた経緯から述べよう。 

本実践は、2011 年 9 月より開始された。当初は、筆者の一人である金丸が、双子の生徒であ

る Fと Gに対して支援を行っていた。その後、10 月になって、「見学実習生」としてマルケスが

加わり、「2 対 2 の実践」という形態が生まれた。筆者らは、この実践が開始されるにあたり、

事前に話し合いを行った。金丸は、マルケスに対して、「見学実習生」としてただ教室の片隅で

見学をするのではなく、実践に参加する、F と G と関わりを持ち活発に関係性を作ろうとする、

もう一人の先生になってもらいたいという期待があった。そして、マルケスもまた同じ考えを持

っていた。このようにして、筆者らは、F と G にとって、「日本語指導員」と「実習生」がいる

日本語教室ではなく、先生が 2人いる日本語教室に挑んでいった。 

この「2 対 2 の実践」が始まる前、金丸は、初期指導の段階にあった F と G に対して、「自分

のことを相手に伝える力」と「相手のことを理解できる力」の育成を目指した実践をデザインし

ていた。そして、定住予定のない 2人が、限られた日本での生活や、日本語学習の機会を通して、

一つでも多くのことを経験し、それが、母国での生活にもつながっていけば良いと考えていた。

しかし、実際は、Fと Gにとっての日本語学習とは、ただ日本語を学習するという単純なもので

はなく、そこには、2人がこの日本での滞在に対してあらゆる感情を抱き、その中で懸命にもが

く姿が強く反映されていた。具体的には、母国と日本の学校生活の違いによる戸惑い、将来に対

する不安、日本語を学ぶことで将来の選択肢が広がるのではないかという期待、日本で生活する

ことへの不満、母国を恋しく思う気持ちの高まりなどであった。 

とは言うものの、支援開始当初、金丸は、このようなかれらの姿に気づくことはできなかった。

そして、その姿が印象的に立ち現れ、実践の形が大きく変化していくきっかけとなったのが、ま

さに、この「2対 2の実践」であった。 

そこで、本稿では、この「2対 2の実践」という構造が、どのような意味を持っていたのかを

明らかにしたい。それは、この実践の内実を明らかにするということである。具体的な関心は、

「2対 2の実践」が、Fと Gの日本語の学びにどのような意味を持っていたのか、さらに、筆者

らの実践観にどのような影響を与えたのかということである。 

 

2. 生徒のプロフィール 

上述の通り、この実践は、2011 年 9 月より開始された。双子である F と G は、父親の仕事の

関係で来日した。それは、実践が始まる 1年前の 2010 年 9 月のことである。そして、翌年 1月

に都内の中学校 1 年生に編入した。日本の公立中学で学ぶことに対して、F と G は、「将来のた

めに、日本語は役立つのかもしれない」という積極的な考えを持っていた。このようにして、中
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学校での 2 人の日本語の学習は始まったが、2 ヶ月後の 3 月 11 日に発生した東日本大震災の影

響で一時帰国をすることになった。2 人が再び日本に来たのは、その年の 7 月である。そして、

中学校の後期が始まった 9月よりこの実践が開始された。 

来日まで、2人は、ずっと同じ小学校に通っていた。そこでは、ロシア語と英語が必須科目で

あったという。また、来日後も一時期、ロシア語で学ぶ学校に通っていた。2人は、これらの言

語学習体験を基に、「新しいもう一つのことば」を学ぶことに興味を持っており、日本語学習に

対してもトラブルのようなものとして捉えている様子は一度も見られなかった。また、発達段階

としては、2人とも思考するための母語が確立されているように見え、それだけでなく、英語と

ロシア語でも自分の思っていることをある程度自由に表現することができるように感じられた。

つまり、4 象限1のあらゆるレベルでも、ウズベク語、ロシア語、英語を使用して話ができると

いう、言語能力の非常に高い生徒である。さらに、母国や他国の経済状況、文化などにも興味を

持ち、それらを批判的に捉える様子も窺えた。 

JSL バンドスケール（2004）を使用した、Fと Gの日本語能力に対する筆者らの見立ては次の

ようになる。 

 

F の日本語能力の見立て 

測定日 聞く 話す 読む 書く 

H23．9．30  2 1 1 1 

H24．2．17 3 2 2 2～3 

G の日本語能力の見立て 

測定日 聞く 話す 読む 書く 

H23．9．30 2 1～2 1 1～2 

H24．2．17 3 2～3 2 2 

後に、Fと Gは、今後、日本に定住する予定はない。高校進学についても母国でする予定だ

という。よって、2人にとって、日本語学習、そして日本での学校生活は、全て一時的なもので

あり、ここで 2人が直面するいくつもの困難に対して、かれらが深刻に捉えている様子はあまり

見られなかった。つまり、日本語が分からないために教科学習についていけないのも、在籍学級

で友達があまり作れないのも、ある程度にしか問題化しておらず、日本の学校に在学しているが、

まるで在学していないかのような状況だと言える。しかも、その「周辺化」、あるいは「外的意

識」は、学校側からの取り組みが足りないということによるものではなく、2人の意識によるも

のなのである。 

                                                  
1 一般的な X・Yグラフを想像して説明してみると、X 軸は、文脈依存度を表し、左から右へ、その

程度が「高→低」となる。また、Y軸は、認知力要求度を表し、上から下へ、その程度が「低→高」

となる。要するに、このグラフの 4つの部分が 4象限を表している。左上から A象限、B象限で、左

下からC象限とD象限である。この4つの象限うち、A は も認知力要求度が低く、文脈依存度が高

い。友達と遊ぶ、買い物をするなどの生活言語能力で行う活動がここにあてはまる。一方、D は、

も認知力要求度が高く、文脈依存度が低い象限で、教室での教科学習など学習言語能力を使用す

る活動があてはまる。(Cummins, 2001) 
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以上が、F と G のプロフィールである。2 人が置かれたこれらの状況を踏まえながら、本稿が

取り上げる実践は計画された。 

 

3. 実践の報告 

 以上のような生徒らの状況を踏まえながら計画された約半年間の実践は、大きく 2期に分ける

ことができる。1 期目は、金丸が、F と G への実践を開始し、途中、マルケスも加わり、実践の

あり方について模索した末に、2対2という小さなコミュニティーの存在に気づいた時期である。

2期目は、「2対 2の実践」が形作られていった時期である。ここでは、まず、1期目の模索の過

程を、いくつかの活動に参加する F と Gの様子から明らかにする。次に、2期目の「2対 2の実

践」が形作られていった過程を、マルケスが計画した活動である「カタカナ英語を覚えましょう」

と、金丸が計画した活動である「手紙」を通して明らかにする。 

 尚、ここでは、金丸が毎回の実践後に記録し、Fと Gが在学する中学校に提出している「指導

記録」と、個人的に気づきを書いた「メモ」、及び、マルケスが毎回の実践後に記録した「見学

実習報告書」を分析のデータとして用いる。 

 

3-1.１期目―２対２という小さなコミュニティーへの気づき― 

 実践開始時に設定した F と Gへの実践の目標は、「自分のことを相手に伝える力」と「相手の

ことを理解できる力」の育成であった。そして、具体的な活動として、「一日の出来事を話す活

動」や「形容詞を使った活動」、「将来の夢について話す活動」などを行った。これらの活動で留

意したことは、2人が考えをまとめ、話をしやすい状況を作り出すためにワークシートの使用す

ることと、ただ話をするだけではなく、文章を書いてまとめる活動につなげることであった。し

かし、活動を進めていく中で、これらの活動は、金丸が想定していた方向とは異なる方向へと進

んでいった。 

例えば、「一日の出来事を話す活動」を行っていた時の話である。この活動は、時計が描かれ

たワークシートに、前日の行動を書き、その内容について話すというものだった。Fも Gも、知

っている日本語の動詞や英語を使用しながら、その日の行動を説明することができた。しかし、

2人がこの活動の中で も活発にことばを使用したのは、活動の本来の目的である一日の流れを

説明している時ではなく、そこから派生した話題の時であった。そのことを表しているのが、活

動に参加する Fと Gの以下の様子である。 

 

今日の指導では、生徒から説明をしたり、質問をしたりすることが多かった。例えば、

生徒の両親のことについて、日本語指導員の仕事について、好きなブランドのお店の場

所について、住んでいる場所について、結婚についてなど、生徒がその時話したいと思

ったことを英語と日本語を交えて話すことができた。          

 （2011 年 9 月 29 日金丸の指導記録より） 

 

F と G が、家族のことや、好きなブランドのことなどを話す姿は、それまでの一日の流れを説

明する時とは比較にならないほど積極的であった。身振り手振りを使い、分からない言葉は辞書
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を使用して調べ、覚えた言葉をノートに書き留めていた。 

このように、2人は、活動に参加しながらも、金丸が想定した本来の目的とは異なるところに

ことばを使用する文脈を見出していた。また、それだけでなく、活動自体が Fと Gに無視される

ということもしばしばあった。例えば、「将来の夢について話す活動」をしていた時のことであ

る。 

 

今日は、二人ともあまり勉強をする態勢になれなかった（二人は、「疲れた」と話して

いた。）が、話すことには積極的だった。部活の話、体育係の話、自宅のインターネッ

トの値段の話、日本語指導員が住んでいる町の話などを英語で説明した。 

（2011 年 10 月 20 日金丸の指導記録より） 

 

この活動を行った背景としては、F と G とのそれまでの会話から、2 人とも、将来の「こうあ

りたい自分像」に対して、確固とした考えを持っていることが分かっていたということがあった。

しかし、2人は、この活動にほとんど関心を示すことなく、一方で、自宅のインターネットの値

段に対する不満や、一般的なインターネットの値段の質問などを必死で行った。何度か活動の流

れを戻そうとしたが、すぐに話題は 2人が関心のある、それも、現状をどうにかしたいという強

い思いが込められた話題へと戻っていた。さらに、この活動以外にも、「形容詞リスト」を準備

して、2人に基本的な形容詞を紹介し、その後、形容詞からイメージする物・事を書く作業とい

う、「自分の言いたいこと」を可能にする活動を行った時も、2 人の言いたいことはそこにはな

く、マルケスの母国の話や、金丸に日本人の習慣を問うなどという三国の比較に関する話題で盛

り上がった。 

ところで、支援開始時からの毎回の活動のパターンは、以下の通りであった。 

 

 

活動の流れ 

（1） 挨拶・フリートーク：先週の出来事、分からなかったこと・ことば、今週中にす

る予定のことなどについての話し合い（英語と日本語） 

（2） 日本語のパターンを紹介する（形容詞・テ形・過去形・自己紹介など）。そして、

それを使った活動を 4人で行う 

（3） 余った時間で、自由に 4人で話す（話題は自由だが、主に文化の違い、スポーツ、

将来の夢、他国の経済状況など） 

 

しかし、上述の Fと Gの様子を見れば明らかなように、生徒の主体性を尊重し、（2）の活動と

して、「出来事を話す」「将来の夢を話す」といった、2人に主導権を握らせる活動をやっていて

も、Fと Gは、それに深く関わろうとはせず、今、かれらが不満に思っていること、疑問に思っ

ていることなどを話し始める傾向があった。筆者らは、このような実践の状況に対して、それが、

悪いことだとは考えていなかったが、毎回、4人のおしゃべりのような状態で実践が終わってい
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く中で、実践のあり方を模索する日々は続いた。 

その一方で、（3）の活動が盛り上がることによって、筆者らは、F、G と様々な話をし、個人

情報を交換し、お互いのことを段々と深く知り合うことができた。そして、Fと Gは、（3）で出

来ていた空間を、（2）のように、2人の主体性を尊重していたとしても、支援者から用意された

活動に縛られる空間とは違い、もっと自由に、大好きなものについては、それらへの深い愛着を、

納得のいかないことについては、それらへの強い不満や怒りを、ただ話すというよりも、溜まっ

ていたものを発散することができ、その中で、知りたい単語や表現を知り、覚えられる空間とし

て認識しているように感じられた。それは、例えば、4人で日本人男性のファッションについて

話している時に、日本人のファッションに対して批判的にコメントを述べる姿や、その会話に出

てくる、2人の知らない単語に関しては興味深く筆者らに尋ね、意味が分かったら必死にノート

に書き留める姿勢が頻繁に見られたからである。 

このような状況の中で、筆者らは、実践を行う中で、Fと Gにとって日本語教室の一番面白く

て良いところは、4 人で何かについて話し合う時であり、そこには、2 対 2 という小さなコミュ

ニティーが出来つつあることに気が付いた。そして、普通の授業とは違う空間、言い換えると、

2人にとって「意味のある場面」を持つ 4人の関係をベースにした支援が、より効果的なのでは

ないかと判断した。 

 

3-2. ２期目―「２対２の実践」の形成― 

 このように、Fと Gにとって「意味のある場面」となった、2対 2という小さなコミュニティ

ーの存在に気づいた筆者らの次なる課題は、その場面を、ただのおしゃべりで終わらせるのでは

なく、いかに日本語支援に活かしていけるかということになった。それは、つまり、この空間を、

どのようにして日本語の学びとつなげるかということである。ここからは、2対 2の空間が、日

本語の学びにつながっていった例として、2つの活動を見ていきたい。一つは、マルケスが計画

した活動「カタカナ英語を覚えましょう」、もう一つは、金丸が計画した活動「手紙」である。 

 まず、「カタカナ英語を覚えましょう」は、マルケスが、日本語教室に来る途中の電車の中で

見つけた広告に書かれていた「私のマイホーム」という文章を、2人に紹介したことから始まっ

た。Fも Gも、この文章の意味を理解するなり、大笑いし、何度も繰り返し読んだ。この様子か

ら、筆者らは、2 人は、カタカナ英語に興味を持っており、それらを紹介することは、2 人の語

彙が増すことにつながり、また、英語の学習にもつながると考えた。「私のマイホーム」を紹介

したその日から、数週間、マルケスは、いくつかのカタカナ英語をリストアップし、それらを紹

介した。その時の 2人の様子は、次のようであった。 

 

帰国を目の前にする二人の生徒にとって、英語の力も必要と判断し、実習生が英語と日

本語が重なっている部分を考え、面白い和製英語を紹介しようと思ったので、上記のリ

ストのことばをみんなで読み、日本語、そして英語での意味を確認した。F・G 二人と

もかなり興奮して、大爆笑しながら「おかしい」「おもしろい」と言いながら、楽しく

学んだ。     
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（2011 年 11 月 21 日マルケスの見学実習報告書より） 

 

2 人は、終始大笑いしながら、マルケスがリストアップしたカタカナ英語（例えば、オートバ

イ、オープンカー、コンセント、サラリーマン等）をノートに書き留めていった。さらに、金丸

が印象的だったのは、次のような 4人のやりとりであった。 

 

マルケスが、「コンセント」を紹介した時、日本語が表わすものと、本来の英語の意味

が異なることから、「なぜ、日本語は英語と意味が違うのか」といった質問をマルケス、

F、G から受けた。私は、教室の中で一人、日本の代表のような感覚だった。マルケス

が私にそのような質問をすると、Fと Gも同じような内容の質問をしたり、さらに、質

問を付け加えたりしていた。                   

（2011 年 11 月 21 日金丸のメモより） 

 

この活動で印象的だったのは、上記のような、カタカナ英語を必死でノートに書き留める 2

人の様子と、このメモから分かるように、マルケスが金丸に質問をするのを見て、Fと Gも同じ

ように質問を真似したり、マルケスの質問からさらに質問の内容を付け加えたりする姿であった。

2人は、質問の仕方を教えられたり、質問の中で使用する言葉を教えられたりしたわけではなく

とも、マルケスが金丸に質問をする姿を見て、同じように質問に挑戦し、その中で新たな言葉を

学んでいった。これまでのコミュニケーションの方向性は、筆者らから Fと Gに向けて、または、

その逆というものだったが、この空間では、筆者同士のやりとりとそれに加わる F と G という、

新たなコミュニケーションの方向性が生まれたと言える。 

 次に、もう一つの例として、「手紙」の活動を紹介したい。それまで、4人で様々な会話をし、

個人情報を交換し、お互いのことに興味を持ち始めていた。その中でFとGが興味を持ったのが、

筆者らの日本人の友達であった。教室の中でも何度か友達の話をし、Fと Gも 2人にとっての大

切な友達の話をした。そして、筆者らにインタビューをするという別の活動の中で、2人が、筆

者らの友達にもインタビューをしたいと言い始めた。 

 こうして始まった、F、G と筆者らの友達をつなぐ「手紙」の活動は、筆者らが配達者として

仲介する形で進んでいった。活動の流れは以下の通りである。 

 

 「手紙」の活動の流れ 

回数 月日 活動の内容 

第 1回 2011.11.11 ・手紙の相手を決める 

・相手を想像して、質問内容を考える 

第 2回 2011.11.18 ・質問を書く 

・手紙を書く 

第 3回 2011.11.24 ・相手からの手紙を読む 

・手紙の返事を書く 



 27 

第 4回 2011.12.2 ・手紙の返事を読む 

第 5回 2011.12.8 ・手紙の返事を読む 

・手紙の返事を書く 

 

この活動は、2人が筆者らの友達に手紙を書き、それを筆者らが友達に届け、友達が書いた返

事を教室に届け、それを読んで内容について話し合い、さらに返事を書くという流れで進んだ。

数回やりとりされた手紙の主な内容は、相手への質問とその答えであった。この活動に参加する

2人の具体的な様子をいくつかあげよう。 

 

質問に加えて、自分の自己紹介も書き、手紙を作成した。Gは、インタビュー相手の好

みの色を日本語指導員に尋ねたり、Fに「きれいに書かなければいけない（英語で発話）」

と注意したりと、相手のことを考えながら手紙を書いていた。  

（2011 年 11 月 18 日金丸の指導記録より） 

 

日本語指導員が教室に着くと、「先生。」と言いながら手紙の形を指で示す。インタビュ

ー相手からの手紙を楽しみにしていたらしい。手紙の文面については、インタビュー相

手からもらった手紙の表現を真似しながら書いていた。（例えば、「こんにちは。お手紙

どうもありがとうございます。」）                         

（2011 年 11 月 24 日金丸の指導記録より） 

 

これらの様子から分かるように、Fと Gは、日本人との初めての手紙のやりとりを楽しんでい

る様子だった。2人にとって、この活動が始まるまでは、知ることもなかったある日本人が、手

紙のやりとりを通して、名前を交換し、写真を交換し、いくつかの個人情報を交換し、会ったこ

とはなくとも「知っている日本人」となっていた。この活動の中で、様々な表現を学び、「自分

のことを相手に伝える力」「相手のことを理解できる力」の育成という実践の目標も達成してい

った。 

さらに、筆者らは、この活動が、2人の目標言語話者との接触を応援することができたと考え

ている。それは、2人が、この活動を終えた後も、ふと、この友達のことを思い出して、 近の

様子を質問したり、筆者らの友達も、ふと、Fと Gのことを思い出して筆者らに近況を尋ねたり

するといった様子が見られたからである。一度も出会ったことはなかったが、確かに、Fと Gと

筆者らの友達は手紙を通してつながった。 

 このようにして、次第に目標言語社会とのつながりを持ち始めた F と G であるが、もちろん、

2 人にとっての困難は、まだいくつも解決されずに残っている。それは、例えば、2 人にとって

も身近な、学校という一つの目標言語社会での困難である。 

ここで一つの例をあげよう。Fと Gの学校では、都内を班ごとに分かれて散策する行事が春に

行われる。ある日の日本語教室では、その行事の準備を行ったことを 2人が話し始めた。その内

容は以下の通りであった。 
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2 人は別々の班だという。行事では、班ごとに行きたい場所を選び、自分たちでコース

を決めるという。F も、G も「東京タワー」と「サッカーミュージアム」に行きたいと

言っていた。G は、班の話し合いの中で「東京タワーに行きたい。」と言い、その希望

が通ったという。一方で、Fは、自分の希望が伝えられず、行きたいところに行けない

と言っていた。「どうして言わなかったの？」と聞くと、「ok」とあきらめたように一言

言った。（2012 年 2 月 17 日金丸の指導記録より） 

 

班の仲間に自分の意思を伝え、働きかけることができた Gとは対照的に、表現としては言える

にも関わらず、言わなかった Fは、 初から意思を伝えることをあきらめているように感じられ

た。また、日々、2 人の様子を見ている担任の先生の話によれば、F は、班の活動が始まると、

話し合いに参加することなく、一人本を読み始めてしまうこともあるという。そこには、Fと他

の生徒との間にある壁を感じる。このように、日本語教室の活動の中では、目標言語話者とのつ

ながりを持ち始め、生き生きとことばを使用する 2人であったが、それとは対照的な姿が、在籍

学級という社会の中では見られた。 

 

4. 考察 

以上のように、Fと Gへの実践では、2対 2という小さなコミュニティーへの気づきから、「2

対 2の実践」が次第に形作られていった。では、この「2対 2の実践」とはどのような意味を持

っていたのだろうか。 

上述した「カタカナ英語を覚えましょう」と「手紙」の活動を始めとする実践では、Fと Gが、

目標言語話者同士のやり取りに参加していることを味わえ、自分自身も目標言語話者と実際に関

係を持つことができた。つまり、日本語教室という環境は、目標言語社会を代表する小さなコミ

ュニティーに過ぎなくても、Fと Gは、この環境においては目標言語社会と実際に関わりをもつ

一員であった。詳しく言うと、「カタカナ英語を覚えましょう」の活動は、筆者らの関係、つま

り目標言語話者同士が話している場面を視聴できる（単に聞くだけでなく、自分もその会話の一

員であるか、その会話の一員と感じる）という、学習者にとって貴重な機会を与えた。また、「手

紙」の活動では、生徒たち自身が目標言語話者に働きかけ、関係を持ちながらインターアクショ

ンをすることができた。 

このように、「2 対 2 の実践」の意味というのは、学習者が、目標言語社会の一員としての意

識を持つことができる環境を提供したということであった。つまり、ここで大切なのは人数では

なく、それよりも、目標言語社会を代表する支援者が、いかにこのような環境を提供できるかと

いうことであろう。 

先行研究においても、第二言語学習が成功するためには、第二言語学習者と目標言語社会との

関係が大切であると主張する研究がある。例えば、Miller（2003）は、オーストラリアにおけ

る ESL の子どもの言語学習を、力関係、具体的かつ象徴的なリソースへのアクセスや目標言語社

会からの周辺化の視点（Bourdieu, 1999）から考え、子どもの「audibility」が、言語学習に大

きな影響を与えていると指摘している。また、年少者とは別ではあるが, Norton（2000）も、
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社会的な地位、力関係、ジェンダー、リソースへのアクセスなどの社会的な要因が、個人の目標

言語への投資に影響しており、学習機会を増やし、または、減らしていると指摘している。その

他に、日本語教育研究としては、高橋（2009）による中国帰国者の子どもが、どういった学校

生活を送っているかという、子どものケーススタディーを事例にして、かれらの言語学習だけで

なく、かれらを制限する・かれらに新たな可能性を与える環境の影響を詳細に述べている。さら

に、尾関（2007）を引用して川上（2011:164）は、「子どもが置かれた環境で様々な働きかけを

しているが、それらが正当に評価されることによって自信をもって子どもは社会に参加し自己表

現をしていく」と主張している。これらの研究と一致して、本実践でも第二言語学習者である子

どもと、目標言語社会との関係によって言語学習が左右することが分かった。 

確かに、本実践の 2対 2の空間と、それが提供した「認められている気持ち」と「目標言語社

会に繋がっている感覚」によって、その後、Gは、学校のサッカー部に参加するようになったり、

Fは、都内の道場で柔道を練習するようになったりしたことと関係しているとも言える。その結

果、目標言語話者との接触も増えたし、目標言語話者から、ある意味で自分たちの働きかけが正

当に認められていると言えよう。しかし、かれらがこのようにして社会に対する働きかけを増や

そうとする勇気が湧いてきたのも、まず本実践で正当に評価されたからであるということも言え

る。 

しかし、その一方で、F が、「学校は面白くない」という否定的な発言を未だにしていること

や、担任の先生が、様々な工夫をしてかれらにクラスメイトと一緒になってもらうように、友達

を作るための努力をしているが、F と G が壁を作っているようだと述べていることを考えれば、

まだまだ課題がいくつか残っていることが分かる。上記の先行研究を視野に入れると、目標言語

社会を代表する目標言語話者（支援者を含む）が、第二言語学習者を認めるかどうか、学習者の

声を聞くかどうか、学習者を周辺化するかどうか、将来の選択肢を制限するかどうかによって、

言語学習だけでなく、子どもの生活全般が大きく変容することに着目しているが、学習者本人が、

目標言語社会と目標言語話者に対してどのような意識を持つかによって学習や生活が変容する

かどうかに関する考察は少ない。つまり、先行研究ではあまり着目されてこなかった、学習者が、

目標言語社会を正当に評価するかどうかという課題が本実践では見られる。Fと Gの目標言語社

会に対する意識は、かれらの日本語学習に大きく影響している。そして、場合によっては、目標

言語社会が目標言語話者を認めるだけでは足りないということが本実践によって分かった。 

移動せざるを得ないとはいえ、異文化間・異言語間で暮さなければならない学習者のその拒否

的な意識を変えることも支援者の一つの役割なのかもしれない。よって、今後の課題として、子

どもが、目標言語社会から受け入れられ、子ども自身も、目標言語社会を受け入れる意識を持つ

ことに加えて、短期であっても目標言語社会で暮らす自分を受け入れる意識を育てることが重要

であると言える。 
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「主体性の言語学習実践」を支えることばの支援とは何か 

―「移動する子どもたち」のことばの意味付けをともに考える支援の可能性― 

 

本間 祥子 

 

 

1. 問題の所在 

国境や国家にとらわれない生き方をする人々が増加する現代、大人たちにともなわれ、複数の

言語や文化の間を行き来しながら成長する「移動する子どもたち」（川上、2011）が急増してい

る。このトランスナショナルな時代背景とともに、子どもたちの抱えることばの問題は深刻化し

ていき、従来の単一言語・単一文化といった既存の限定的な枠組みのなかでは、移動する子ども

たちに対することばの教育のあり方を議論することができないと考えられるようになった。年少

者日本語教育の分野でも、日本語を学ぶ子どもたちのことばの力をいかに育んでいくのかが長年

議論されている。 

近年、日本語を学ぶ子どもたちに対することばの教育は、従来の日本語母語話者の子どもを到

達目標として想定したことばの教育のあり方を見直し、子ども自身が自分のことばの力をどう認

識し評価しているのかという「主体性の言語学習実践」（川上、2011：27）となることばの教育

を目指す、というように教育パラダイムが転換してきている。つまり、子どもたちに対する日本

語教育実践は、その子どもにとって意味のある「主観的な日本語能力」（同）の育成を、教育実

践者が子どもとのやり取りを通して育むことを目指しているのである。 

多様な背景をもつ移動する子どもたちの主観的な日本語能力を育む言語教育実践では、一人一

人の個別的なことばの実態を丁寧に把握することが重要とされている。その子どもならではのこ

とばの実態を詳しく捉えることは、子どもたちが主体的にことばを学ぶ力を獲得するための支援

に結び付くからである。このような先行研究の流れは、子ども自身がどのように主体的な学びを

実現していくのかを、支援者の視点からだけではなく、子ども自身の視点からその内実を明らか

にする試みへと展開していった。とくに、子ども自身は言語学習をどう意味付けているのかとい

う子ども個人の意識に焦点が当てられ、その意識変容の過程や様相が明らかにされてきた（山口

2007、井口 2011、尾関 2011、など）。このような先行研究の成果により、子どもたちは周囲の他

者との関係性の間で自分なりに意味を感じられることばの学びを獲得していくことがわかって

きた。 

このように子ども個人の言語学習意識が注目される一方で、家族、友達、教師といった子ども

の周囲にいる他者の意識と、子ども個人の言語学習意識はどう関わっているのかということは、

これまで十分に議論されてきたとは言えない。子どもは他者とのやり取りを通して自らの言語学

習を意味付けていく。それゆえ、ことばの教育が子どもたちにとって主体性の言語学習実践とし

て発展していくためには、子どもたちの周囲の環境に目を向け、子どもたちが主体的なことばの

学びを獲得していく過程を、より深く理解していく必要があるといえるだろう。 

そこで本稿では、子どもたちにとっての主体性の言語学習実践を支えることばの支援を実現し

ていくために、周囲の他者との関わりを通して子どもたちがことばを意味付けていく過程を追う
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なかで、子どもたちのことばの学びを支える支援のあり方を探っていきたい。以下では、筆者が

行った、ある移動する子どもに対する日本語教育実践を事例として分析していく。 

 

2. 子どものプロフィールと実践の概要 

実践の対象は、小学校二年生の児童Ｙ（以下、Ｙ）である。Ｙは、日本生まれの移動する子ど

もであり、日本の幼稚園を卒園し現在は都内の公立小学校に通っている。英語話者の両親と兄妹

をもち、家庭では英語、学校では日本語を使用している。筆者は、Ｙが小学校一年生であった

2010 年 10 月から 2012 年 2 月現在にいたるまで、在籍クラスでの入り込み支援（国語）と放課

後の個別支援をそれぞれ週に一度ずつ継続して行っている。以下は、JSL バンドスケール（小学

校低学年）にもとづき、Ｙの日本語の力の変容をまとめたものである。 

 

【Ｙの日本語の力】 

測定日 聞く 話す 読む 書く 

2010. 07. 02 4-5 4-5 2-3 3 

2011. 02. 07 5 4-5 3-4 3-4 

2011. 07. 19 5-6 5 4 4 

2011. 09. 28  5 5 4 4 

2012. 02. 15  5 5-6 5-6 5 

 

 

3. 主体性の言語学習実践を支えることばの支援 

 ここでは、筆者が、Ｙにとっての主体性の言語学習実践となることばの教育を目指して行った

支援について振り返る。まず、家庭環境の大きな変化を契機に日本語学習に意味を感じられずに

いたＹに対して、「ことばの意味付けをともに考える支援」を行うことにした経緯について述べ

る。次に、「ことばの意味付けをともに考える支援」としてデザインした、「在籍クラスの友達に

プレゼントを作る活動」の実践を取り上げ、Ｙが自分なりにことばを意味付けていく過程で、ど

のようなことばの学びが見られたのかを具体的なエピソードを通して探っていく。 

 

3-1．主体性の言語学習実践を支えるもの―ことばの意味付けに注目する 

 筆者がＹへの日本語支援を開始したのは、Ｙが小学校一年生の夏休みを終えた頃である。日本

生まれで日本の幼稚園を卒園しているＹは、日常生活において日本語に困難を抱えている様子は

ほとんど見られなかった。しかし、小学校に入学して半年ほどが経つと、在籍クラスでの教科学

習（主に国語）に僅かながらも困難が見られるようになった。例えば、担任の先生がクラス全体

に向けて話をするときに指示が聞き取れない、他の児童と比較すると文字の習得がやや遅れてい

る、などのことである。その一方で、Ｙはもち前の明るい性格もあって、友達に手伝ってもらう、

わからないことはすぐに先生に確認する、などの習慣を身に付けており、自分の力で何とか在籍

クラスの活動に取り組むことができていた。それでもＹへの日本語支援が開始された背景には、
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Ｙの両親が日本語支援を強く希望していたということがあった。Ｙの母親によると、家庭で宿題

を見てあげるには限界があること、Ｙの国語力がきちんと成長するかに不安があること、Ｙに自

分は劣等生だと感じて欲しくないこと、というのが日本語支援を希望していた主な理由であった。

Ｙの両親は、Ｙは生活場面において日本語にほぼ問題がないと感じていたが、自分たちの主言語

が日本語ではないために、Ｙが日本語を使って幅広く学習に参加していくことができるかどうか

ということを危惧していたのであった。 

在籍クラスでの入り込み支援が始まると、Ｙは学習に対して非常に意欲的な様子を見せた。Ｙ

の在籍クラスでは、手を挙げて発表することや、先生が出した問題を誰が一番に解き終えるのか

が、常に注目の的となっていた。Ｙのクラスメイトたちは、担任の先生が「誰かわかる人？」と

質問をすると我先にとばかりに手を挙げ、「出来た人からもって来てね」という先生の呼びかけ

には、自分が一番にもって行こうと熱心に課題に取り組んでいた。このような雰囲気のなかで、

筆者は、指示が 後まで聞き取れないＹに、先生のことばをゆっくりはっきり繰り返し伝える、

Ｙの考えていることに当てはまることばを一緒に探して発表できるようにする、などのサポート

を行った。すると、手を挙げて発表する、皆と同じ時間内に問題を解き終える、などのクラス内

の主要な流れに、Ｙは少しずつ参加できるようになった。おそらく、支援が開始される前は、熱

心に課題に取り組む周囲の友達を横目に、自分が思うように授業に参加できずに歯がゆい思いを

することもあったのだろう。発表をしたり課題を達成したりするたびに嬉しそうな表情を見せる

Ｙの様子からは、積極的に学習に取り組もうとする気持ちがうかがえた。 

その一方で、放課後の個別支援においても、筆者は、在籍クラスでの授業にＹが支援なしで参

加できるようになることを 終的な目標としていた。それゆえ、Ｙの興味関心に合った教材を使

用しながらも、支援のなかでＹに求める日本語のレベルは少しずつではあるが、確実に高いもの

になっていった。例えば、Ｙが二年生に進級した春から夏にかけては、作文活動では細部まで丁

寧に言及することを求めたり、読み手を意識したうえでの推敲活動を行ったりしていた。もちろ

ん、小学校低学年というＹの発達段階を考慮していたし、それらの内容は実際に在籍クラスの国

語の授業で求められていることであった。その結果、小学校二年生の夏休み前までに、Ｙの日本

語力は目に見えて向上し、「ねえねえ今日は何をするの」と個別支援をいつも楽しみにしている

Ｙの様子からも、活動の細かい設定に試行錯誤しながらではあるが、在籍クラスでの授業に支援

なしで参加できるようになるという支援の方向性は、Ｙにとって意味のあるものであるように感

じられた。 

しかし、二年生の夏休みを終えた頃、Ｙの態度に大きな変化が見られるようになった。入り込

み支援では、以前のように積極的な態度が見られず、筆者が「一緒に考えようか」と呼びかけて

も、「いい、やりたくない」「なんでこんなことしなきゃいけないの」という返事が返ってくるだ

けで、手を挙げて発表しようとも課題を一番に解き終えようともしなくなったのである。相変わ

らず他のクラスメイトたちは熱心に挙手し発言をしたくてうずうずする様子を見せることが多

く、在籍クラスでのステータスが変わったようにも感じられなかった。学習内容が難しすぎるの

かもしれないと思い、Ｙがつまずいている部分を探ろうと、筆者は何度もＹとのやり取りを丁寧

に繰り返した。しかし、Ｙはなかなか授業に集中して取り組もうとせず、下を向いたまま授業の

時間が終わってしまうこともあった。放課後の個別支援においても、以前は、自分から活動内容
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を提案するほど意欲的な態度を見せていたのとは反対に、「今日は日本語やりたくない」と言っ

たこともあった。このようなＹを目の前に、筆者は支援の方向性を見失った気がしていた。 

Ｙの急激な態度の変化は、担任の先生だけでなく、Ｙの親も実感していることであった。そこ

でＹの母親と担任の先生と話し合いをすると、Ｙの父親の出身国に家族で本帰国することが決定

したことが、Ｙの変化の原因として浮かび上がって来た。Ｙの母親によると、一時帰国をしたと

きに、Ｙは転校先である現地校に体験入学し、そこでの環境がとても気に入ったために早期の転

校を望んでいるが、その一方で、仕事の都合で本帰国の具体的な日取りが決まらずにＹも不安定

な心境にあるとのことであった。また、Ｙの両親も、これから英語を主言語として生きていくＹ

にとって、日本語を学ぶことはもう十分だと考えているようであった。それでもＹを日本の学校

に通わせ日本語支援を継続している理由は、集団生活のなかで人と関係を築くことを学び、心を

豊かにすることは世界中どこへ行っても同じだから、というＹの両親の願いが反映された結果な

のであった。 

 このようなＹと向き合いながら、筆者は、自分の置かれている状況が大きく変化していく渦中

にいるＹが、日本語の支援を受けたり放課後に一人だけ居残りをして日本語を学んだりすること

に意味を見出せずにいるのではないかと考えた。学習場面にクラスメイトと同じように参加する

ことに意味を感じていたＹにとっては、日本語を学ぶことは自己実現のために必要不可欠なもの

であり、大きな意味のあることであった。しかし、本帰国後に現地校に通うことを楽しみにして

いるＹには、日本の学校で学習することはあまり意味の感じられないものへと変わっていったの

ではないだろうか。その結果、筆者の設定していた、授業にＹが支援なしで参加できるようにな

ることを目指した日本語支援のあり方は、Ｙの主体的な学びには結び付かなくなっていったので

ある。 

 そこで筆者は、日本語教育実践を通して、Ｙが自分なりに日本語を使うことや日本語を学ぶこ

とを意味付けられることを目指した支援を行うことにした。つまり、Ｙにとってのことばの意味

付けをともに考えていく支援を展開しようとしたのである。この支援を通して、Ｙが自らのこと

ばに対して自分なりの意味を見出していくことがＹの主体的なことばの学びを支えることに繋

がると考えたのである。以下では、「在籍クラスの友達にプレゼントを作る活動」という実践を

振り返り、Ｙがことばを学びながら自分なりにことばを意味付けていく過程を見ていく。 

 

3-2．「在籍クラスの友達にプレゼントを作る活動」の実践 

 

3-2-1．実践の概要 

 「在籍クラスの友達にプレゼントを作る活動」の実践は、2011 年 10 月から行われている活

動であり、2012 年 2 月現在も継続中である。ここでは、2012 年 2 月中旬までの成果をもとに

記述していく。筆者は、Ｙとのやり取りを重ねていくうちに、Ｙは本帰国を心待ちにしている一

方で、やがて離ればなれになる日本の友達を忘れたくないという強い思いをもっていることに気

が付いた。そこで筆者が、個別支援の時間を使って日本の友達のために何かしようかと提案する

と、Ｙは「それが良いと思う」と言いぱっと明るい表情を見せた。この活動を行うことにしたの

は、日本の友達を忘れたくないというＹには、友達と繋がりをもつために日本語を使うことが、
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日本語学習に対して自分なりの意味を感じることに結び付くのではないかと考えたからである。

以下の表は、具体的な活動の流れをまとめたものである。 

 

【活動の流れ】 

支援日 活動内容 

①（2011/10/05） ・日本語教室で何をしたいかを話し合う。 

②（2011/10/09） ・活動の具体的な内容を話し合う。 

③（2011/10/26） ・指導員が持参したサンプルをもとに、さらに詳細を話し合う。 

④（2011/11/09） ・ワークシートを使い、今後の計画と話し合いの内容を整理しまとめる。

⑤（2011/11/30） ・ワークシートを完成させ、修正や改良を加える。 

⑥（2011/12/07） ・プレゼント用の紙ひこうきを作る。 

⑦（2012/01/18） ・プレゼント用の紙ひこうきを作る。 

⑧（2012/01/25） ・プレゼント用の紙ひこうきを作る。 

⑨（2012/02/08） ・封筒に宛名書きをする。 

⑩（2012/02/15） ・手紙にどのような内容を書きたいかを話し合う。 

・手紙を書いて、デコレーションを加える。 

⑪（2012/02/22） ・手紙を書いて、デコレーションを加える。 

 （現在も継続中） 

 

 

3-2-2．実践を通して育まれたことばの力 

（1）学びに対する主体的な動機付けをする力 

Ｙが日本語を使うことに意味を見出せるようになることを目的としていたため、筆者は、Ｙと

の話し合いの時間を多く設けたり、活動内容の大きな流れの 終決定権をＹにゆだねるように心

がけたりしていた。Ｙの積極的な意見や考えを多く引き出し活動の流れに乗せていくことが、Ｙ

が主体的に学びに関わることを可能にするのではないかと考えたからである。以下のエピソード

は、そのような支援の一例である。 

 

個別支援において何をするかを話し合っている。前回Ｙは、自分が日本の友達を忘れない

ようにと皆から何か思い出に残るものを集めたいと話していた。どのように具体的な活動

を進めるかの詳細を話し合おうとすると、Ｙは「皆の写真を撮ろうかな。皆にＹの好きな

ところを紙に書いてもらおうかな」とあれこれ考えている。「うんうん、いいじゃない」と

言いながら、私はＹの発言をメモしていく。メモを見ながらＹは、ああでもないこうでも

ないと言っている。すると、Ｙは突然「ねえねえ、いいこと考えた」と言い、メモをとる

私の手を止めようとする。「なになに」と聞くと、「やっぱり皆にあげるの作りたい」と言

う。「皆から集めるんじゃないの」と聞くと、「ううん、Ｙがあげるの」と言う。「皆に何を

あげるの」と聞くと、「紙ひこうきを 29 個（クラスの人数）、違う色で、違う形のやつで作
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るのが良い」と言う。「どうして紙ひこうきなの」と聞くと、「だってＹ、皆に“紙ひこう

き博士”って呼ばれてるんだよ。200 個知ってるから（200 通りの作り方を知っているから）」

と言う。「ほんと？すごいね。いいアイディアだと思う。じゃあ、そうしようか」と言うと、

Ｙは嬉しそうにしている。話し合いを進め、クラス全員に違う形の紙ひこうきを作り手紙

を付けてプレゼントすることになる。「Ｉくんには、あれかなあ」と言いにこにこしている。

「あれってなに」と聞くと、「来週教えてあげる。Ｙが折り紙もってくるからね。いい？」

と言う。 

（2011/10/19 放課後の個別支援）

  

筆者とのやり取りを通して、Ｙは自分なりに日本語を使ってしたいことを考え、それをことば

で表現しながら少しずつ明確にしていることがわかる。自分でことばにして伝えるだけではなく、

筆者がメモした自分自身の意見をもう一度見つめ活動内容に修正や改良を加えようとしている。

そのように考えた理由を筆者が問うと、クラスで自分が「紙ひこうき博士」と呼ばれているとい

うエピソードを語り、活動がさらに意味のあるものとして深まりを見せている。また、やり取り

を通して明確になり深まっていったＹの考えが、自らの主導権のもとに目に見える形で進行して

いくことが、Ｙがことばと向き合い学びに主体的に取り組むことの大きな動機付けとなっている

ようである。 

 

（2）学びを主体的に展開させる力 

 このような放課後の個別支援での取り組みから、日本語学習に対する自分なりの動機付けをす

る様子を見せたＹは、さらに、自らの学びを展開させていく。ここでいう学びとは、語彙や文法

などの知識のことを指すのではなく、Ｙの認知的な学びに注目したものである。以下のエピソー

ドは、そのようなＹの学びの一例である。 

 

この日は、プレゼントの紙ひこうき作りの続きをすることになっている。個別支援の時間

になり、私がＹの隣の席に座ると、Ｙは「これね」と言う。見ると、その日使用するぶん

の折り紙の色と枚数をきっちりと揃えてもってきている。私が驚く顔を見てＹは「すごい

でしょ」と得意げな顔で、朝家を出る前にきちんと確認してきたのだと言う。活動を始め

ようとすると、Ｙは筆者の腕時計をのぞき込みながら「今日は（プレゼントを） 後まで

作るからね」「一番 後に事務所に A4 の紙をもらいに行かないといけないんだけど。黄色

いやつ。いい？」「あとねえ。それが終わったら、ええと、（支援の終了が）三時まででし

ょ？何が出来るかな。どうしよう…」と次々に、次の活動の流れを考えている。 

（2012/01/25 放課後の個別支援）

 

この活動が始まった当初から、筆者はＹと話し合いをする時間を多く設けるように心がけてい

た。活動内容などの細部を話し合うときには、Ｙの考えを引きだそうと「どうして」「どうしよ

うか」などの問いかけを筆者からすることが多かった。これは、上記（1）のエピソードからも、

筆者がＹに働きかけている様子が見て取れる。しかし、ここでは、筆者からの問いかけや働きか
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けがなくても、Ｙ自らが活動全体の流れを見通しながら次に何をするべきなのか細かく考え、Ｙ

の方から筆者に対して働きかけをしている。このように、筆者から促されるだけではなく、Ｙ自

らが主体的に学びを展開させていることがわかる。 

 

（3）総合的な日本語力の向上 

 日本語学習に対する動機付け、自らの働きかけによる学びの展開といったことばの学びが見ら

れたのと同時に、筆者は、Ｙの総合的な日本語の力も緩やかに向上していくことを感じていた。

以下のエピソードは、Ｙが自分の考えていることを伝えるための新たなことばの獲得が見られた

場面の一例である。 

 

プレゼントの紙ひこうき作りをしている。Ｙは「次これ作りたいんだ」と、机のなかから

一つの紙ひこうきを取り出す。「これはね“glider”っていう名前のひこうき。Ｙが発明し

たの」と言う。「え、なに」と私が聞き返すと、Ｙは「glide, glide, glide…日本語で何

て言うの？」と言う。「上手い言葉がわからないんだけど、こう、スムーズに飛ぶことだよ

ね」と私が手を動かしながら言うと、Ｙは「なんでこの（glider という）名前になったか

見ればわかるよ」と言い、少し離れたところまで走って行く。「見ててね」と言うと、慎重

な手つきで紙ひこうきを飛ばす。大きな円を描きながら滑らかに飛ぶ紙ひこうきを指して、

「ほらほらほら、これが glide」とＹは嬉しそうな声を出している。「スーッと飛んだね」

と私が言うと、Ｙは「そう、スーッと飛んだの」と満面の笑顔を見せる。 

（2011/12/07 放課後の個別支援）

 

 大切なのは、英語で言えることを日本語でも言えるようになったという事実ではなく、英語で

は既に知っている「glide」ということばを、筆者とのやり取りを通して、Ｙが「スーッと飛ぶ」

という自分なりに納得のいく表現で伝えることができたということである。「glide」とは日本語

に直訳すると「滑空する」というやや難易度の高い語彙であるが、そのような表現を単に覚える

のではなく、既に知っている英語のことばに改めて日本語を通して向き合い、実際に紙ひこうき

を飛ばしてその様子を見せるというＹからの働きかけや筆者とのやり取りを通して、Ｙは自分の

イメージを表現することばを獲得している。この活動を通して、二年生の夏休み後に一時期は後

退したかに感じられたＹの日本語の力は再び緩やかに伸長にしていった。（Ｙの日本語の力の変

容過程は、前掲の一覧表を参照。） 

 

4. 考察―主体性の言語学習実践を支えることばの支援 

 ここでは、ことばの意味付けをともに考えていく支援がどのようにその子どもにとっての主体

性の言語学習実践に繋がっていたのか、さらにそのことを通して見えたことを考察していく。 

 

4-1．実践を通して見えた主体性の言語学習実践 

 ことばの意味付けをともに考えていく支援を通して、Ｙは、日本語学習に対する主体的な動機

付け、自らの働きかけによる学びの展開、総合的な日本語の力の伸長といった様々なことばの力
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を獲得していった。そして、この一連のことばの学びのプロセスに寄り添っていたのは、日本語

学習に意味を感じられずにいたＹが、日本語学習に自分なりの新たな意味付けをしていく過程で

あった。具体的にいうと、Ｙにとっての日本語は当初のクラスメイトと同じように学びに参加し

ていくためのものから、やがて離ればなれになる日本の友達との繋がりを感じるためのものへ。

その一方で、Ｙにとっての英語は家族とやり取りをするためのものから、これから生きていくう

えでの軸になることばへと少しずつ変容していった。実際には、ことばの意味付けとはこのよう

に明確に二分されるものではないが、筆者がＹとのやり取りを繰り返した結果、このようなＹの

ことばの意味付けが立ち現われてきたのである。以上のことをまとめると、支援を通してＹはこ

とばに対する自分なりの意味付けをしていくことが可能になり、さらにＹは新たなことばの力を

獲得していった。このことばの学びの過程こそが、Ｙにとっての主体的な言語学習実践の過程な

のではないだろうか。 

 

4-2．ことばの意味付けに影響を与えた他者の意識 

Ｙの主体性の言語学習実践を可能にしたものとは、Ｙがことばを使うことに新たな意味を見出

していく過程であった。次に注目したいのは、Ｙがことばを意味付けていく過程には、実際に実

践の場にはいない両親や在籍クラスの友人といったＹを取り巻く周囲の人々との関係性が結び

付いていたということである。とりわけ、日本語学習に対するＹの態度が急激に変化した時期が、

家族の本帰国が決定するという大きな環境の変化があった時期と重なることや、筆者とＹの母親

とのやり取りの内容から、親との関係からの影響が大きいと考えられる。例えば、転校先の現地

校に体験入学をさせるといった親の教育戦略や、日本語を学ぶことはもう十分だという親による

ことばの意味付けが、Ｙのことばの意味付けにも反映されているのである。振り返ってみると、

Ｙへの日本語支援が行われるようになったきっかけも、家庭で宿題を見てあげるには限界がある、

Ｙの国語力がきちんと成長するかに不安がある、Ｙに自分は劣等生だと感じて欲しくないという

親の願いによるものであった。このことから、本帰国が決定する以前のＹが学習内容を理解しク

ラスメイトと同じように学びに参加していくことに意欲的な様子を見せていたということにも、

Ｙの親が日本語学習をどう捉えていたのかが反映されていることがうかがえる。 

これまで、子どもたちの主体的なことばの学びを実現していくためには、その子どもがことば

を使うことに意味を感じられることが重要であるとされてきた（齋藤 2006、尾関 2009、川上

2009、など）。そのことが、子どもの主体的な自己実現に繋がってゆくからである。それゆえ、

先行研究では、子ども自身がことばの学びに主体的に参加していくためにはどのような支援が必

要なのか、あるいは、子ども自身はことばおよびことばの学びをどう意味付けているのかが議論

され、子ども個人の意識としてその様相やプロセスが明らかにされてきた。一方で、筆者がＹに

対して行ったことばの意味付けをともに考えていく支援を通して、子ども自身がことばの学びを

意味付けていく過程には、実際に支援の場にはいない子どもを取り巻く周囲の人々の意識が反映

されているということが見えてきた。とりわけ、子どもの親によることばの意味付けは、それを

感じとる子どものことばの意味付けに色濃く反映されていたといえるだろう。既に先行研究で言

われているように子どもの主体的な自己実現のためには、子ども自身の主体的なことばの学びを

育むことが必要不可欠であるから、子ども個人の意識の変容過程を追うことは重要である。しか
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し、そこに留まるのではなく、子どもを取り巻く周囲の人々が子どものことばの意味付けにどう

影響しているのか、とりわけ、子どもの成長を一番近くで見守る親によることばの意味付けと子

どもにとってのことばの意味付けがどう関連しているのかを問うことは、重要であると考えられ

る。 

 

4-3．実践のデザインへの影響をどう捉えるか 

さらに、実践者のデザインする実践の観点から考察をしていく。Ｙに対するこの一連の日本語

教育実践を通して、Ｙのことばの意味付けは、筆者のデザインする実践にも大きく反映されてい

る様相が明らかになったといえる。3-1 では、本帰国が決定する以前のＹが、学習内容を理解し

クラスメイトと同じように在籍クラスでの学びに参加していくことを目指した支援に意欲的に

取り組む様子を記述した。そこには、4-2 で述べたようにＹの両親の願いが大きく反映されてい

ることがわかったが、そのような支援を筆者が継続して行っていた理由はＹ自身がそこでの学び

に意味を感じていると考えていたからである。それゆえ、3-2 では、3-1 で行われていたような

支援に意味を感じられなくなったＹが、新たに意味を感じられることばの支援とは何かを探って

いくことになった。やがてＹは、離ればなれになる日本の友達との繋がりを感じるということに

日本語学習の意味を見出していくことになるが、このような支援を継続していた理由も、Ｙの新

たな主体的なことばの学びの芽生えを感じていたからである。つまり、Ｙの主体的な学びを可能

にしているＹなりのことばの意味付けと、筆者がデザインする実践は常に結び付いているという

ことがわかる。また、Ｙのことばの意味付けを左右しているのは、親をはじめとする周囲の人々

の意識であることを考えると、筆者のデザインする実践にも親をはじめとする周囲の人々が影響

を与えていたと考えることができるだろう。この一連の実践からは、とくに親の影響が大きいこ

とが見えてきた。このことから、実際には実践の場には存在しない親の教育戦略やことばの意味

付けは、子どもの様子を通して実践者のデザインする実践にも反映されていたのである。この様

相が明らかになったという点でも、本実践には意義があったと考えられる。 

 

5. まとめと今後の課題 

本稿では、子どもたちにとっての主体性の言語学習実践を支えることばの支援を実現していく

ために、周囲の他者との関わりを通して子どもたちがことばを意味付けていく過程を追うなかで、

子どもたちのことばの学びを支える支援のあり方を探った。考察の結果、子どもにとってのこと

ばの意味付けをともに考えることばの支援を通して、様々なことばの力を獲得していく過程で、

子どもは自分なりのことばの意味付けを見出していく様子が明らかになった。そして、子どもの

ことばの意味付けには、子どもを取り巻く周囲の人々によることばの意味付けが反映されていた。

とくに、子どもの親の言語意識は大きな影響を与えていた。また、実際の実践の場にはいない親

の言語意識は、実践者のデザインする実践にも反映されていることが見えてきた。このことから、

子どもたちにとっての主体性の言語学習実践を支えることばの支援を実現していくためには、子

どものことばの意味付けには、子どもの周囲にいる他者（とくに親）のことばの意味付けが反映

されているという視点をもち、その他者との関わりのなかで子どもたちがいかに自分にとって意

味のあることばの学びを見出していくのかを支えていくことばの支援が重要だといえるだろう。 
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その一方で、本稿では、子どもによることばの意味付けは、周囲の他者のことばの意味付けに

どのように影響しているかを記述することができなかった。子どもと他者との関係性は、それぞ

れを個々の主体として捉える必要がある。それゆえ、他者から子どもへという一方向的な作用が

働いているのではなく、子どもから他者へといった相互作用の様相やプロセスを、今後さらに検

討していく必要があるだろう。移動する子どもたちのことばの意味付けのあり様は、今後さらに

多様化していくと考えられる。個々の子どもたちが主体的な言語学習実践を実現していくために、

他者との相互的なやり取りのなかで揺さ振られ葛藤する子どもたちの主体的なことばの学びを

いかに育んでいくのかを、今後さらに検討する必要があるだろう。 

 

 

参考文献 

井口翔子（2011）「子どもにとっての日本滞在・日本語学習の意味を考える―短期滞在の JSL 中

学生に対する日本語支援実践での試み」『ジャーナル「移動する子どもたち」―ことばの教

育を創発する』2、pp.26-43．http://www.gsjal.jp/children/journal_02.html 

尾関史（2008）「「意味創り」を目指したことばの支援の可能性―移動する子どもたちが主体的

に学習に参加するために」『早稲田日本語教育学』3、pp.11-24． 

尾関史（2011）「日本語を学ぶ子どもは自らの日本語学習をどのように捉えているのか―子

ども自身の語りから探る日本語学習」『小出記念日本語教育研究会』19、 pp.57-71. 

川上郁雄（2011）『「移動する子どもたち」のことばの教育学』くろしお出版 

川上郁雄編（2009）『「移動する子どもたち」の考える力とリテラシー―主体性の年少者日本語

教育学』明石書店. 

齋藤恵（2006）「適応支援としての年少者日本語教育の役割と課題―JSL 児童生徒の『行為主体

性』をどう捉えるか」『早稲田大学日本語教育研究』8、pp.37-50. 

山口悠希子（2007）「ドイツで育った日本人青年たちの日本語学習経験―海外に暮らしながら日

本語を学ぶ意味」『阪大日本語研究』19、pp.129-159. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践研究編 

―実践をどう行うかー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

日本語支援の中で見えてきた B の「声」の広がり 

―B 自身の中での広がりと日本語教室を越えた他者への広がり― 

 

 原 絵莉子 

 

1．はじめに 

1-1. 前期での Bの様子と筆者の実践（年少者日本語教育実践研究 No.17 より） 

 児童 B への支援は B の発音を他の児童が聞きにくくしている、との学校側の指摘を受けて開

始された。そこで、筆者は「いかに B の発音を良くするか」を第一の目標にしていた。しかし、

支援を重ねるにつれ自分の支援の目標に疑問を感じ、問い直しを繰り返す中で、「いかに B の発

音を良くするか」という支援から、「B の声に耳を傾ける支援」へと支援のあり方が変容してい

ったのである。「B の声に耳を傾ける支援」を行うことができたのは、5 回の実践を通して「筆

者から B」という固定的であった関係が、筆者が B にとって「耳を傾けてくれる存在」となり、

固定的な関係でなくなっていったからである。支援を重ね、筆者と B との間に信頼関係が構築

され、B にとって筆者が「決定的な意味を持つ」(鷲田 1999:67)相手になっていったのではない

かと考えられる。 

 「児童の声に耳を傾ける支援」とは、児童に関わる中で児童が発する「声」を「受け止め」、

そして児童にとって何が必要なのかを見極めて行う支援であると考える。この支援は、実践者一

人で出来る支援ではない。そこには、児童の存在、児童の「声」が不可欠である。実践者が「耳

を傾けてくれる存在」となり、児童の「声」を受け止め、そして児童と児童を取り巻く状況の変

化を把握しながら、児童と実践者が一緒に創っていく支援こそ、「児童の声に耳を傾ける支援」

であると言えるであろう。 

 

1-2. 前期の支援から見えてきた課題と、後期の支援の目標 

 前期の支援において、1-1 で述べたように筆者と B との間では、B は「声」を発しその「声」

を筆者が受け止め支援をするという関係が構築されていた。しかし、この関係は筆者と B の間

だけにとどまっており、それ以上に広がりを見せていなかった。 

 そこで後期の支援では、B が伝える「声」に広がりを持たせることを目標として支援を開始す

ることにした。 

 

2.実践の概要 

2-1. 研究対象 

2-1-1. B の背景 

 B は小学校 1 年生の女児で、日本で生まれ日本で育った。父親は日本人、母親が中国人の家

庭で育ち、家庭内・学校内ともに日本語を使用して生活をしている。ただ、母親と挨拶や簡単な

単語などは中国語を使って話すことがあるという。また、母親と母親の友人が中国語で話す様子

を耳にすることもあるようである。 

 普段の B はとても明るく、日本語支援の中では休みの日の出来事や教室での出来事を積極的
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に話している。また、在籍学級は友達の活動に興味を持ち、友達のそばに行き何をしているのか

をじっと見る様子も見られる。このように、少人数の前では積極的に活動に参加しているが、人

前で発表することに関しては、恥ずかしがる様子を見せることもある。しかし、 近は「やりた

い」や「できる」と自分から言うことが多くなっている。また、支援の中で自分の出来ること、

やりたいことを指導員に積極的に示す姿が見られる。 

 

2-1-2. B のことばの力 

 家庭内・学校内での日本語に触れる経験や日本語支援を経て、日常会話・教科学習活動におい

て、「聞く」「話す」に関しては十分な力が定着しつつある。徐々にではあるが、在籍学級の大勢

の前でも発言できるようになってきている。一方で、B は誰かの前で「話す」ことが「できない」

「好きじゃない」と話すこともあり、自分自身で「話す」ことに抵抗を感じている様子が伺える。

「読む」に関しては、内容の読み取りは出来るが、登場人物の気持ちなどを推測することが苦手

なようである。しかし、日本語教室では自分から積極的に文章を読む様子が見られる。また、詩

を好み、在籍学級で扱った詩を体でリズムを感じながら読んだり、筆者に読んで聞かせたりする

こともある。「書く」ことについては、促音や長音などの表記の間違いは依然として見られるが、

書く活動に積極的に取り組んでいる。 

日常生活ではほとんど日本語を使用しており、全体的に日本語の力が伸びている。前期の支援

で見られた中国語らしき発音の影響もほとんど見られず、本人も徐々に自信を持って活動に参加

できるようになってきている。一方で、B 自身が苦手とするところを自覚し、表現するようにな

ってきており、「できない」「好きじゃない」と言って、活動を嫌がる様子を見せることもある。 

 以下に、JSL バンドスケールの測定結果を示す。 

 

 

 

 

 

2-2. 研究方法 

筆者は、B に対して 2011 年 6 月から週 1 回月曜日の 1-2 時間目に、個別日本語支援を行って

いる。本実践報告は、夏休み明けの後期が始まった 2011 年 9 月 12 日から 2012 年 2 月 6 日に

かけての、日本語支援の報告と振り返り、そして日本語支援を通して見えた B の変化をまとめ

た実践報告である。 

使用するデータは、以下の 3 つとする。1 つ目は、2011 年 9 月 12 日から 2012 年 2 月 6 日ま

での計 12 回の日本語支援で筆者が書きとめたフィールドノートである。2 つ目は、フィールド

ノートをもとに作成した指導記録である。3 つ目は、在籍学級の担任教師との連絡ノートである。

この連絡ノートとは、毎回の支援後に筆者は気が付いたことや児童の様子を書き込み、担任教師

は筆者の書きこんだ内容への返事や在籍学級で見せる B の様子を書き込んだ日本語支援と在籍

学級とを繋いでいるノートである。 

 本実践報告では、上記のデータをもとに日本語支援と在籍学級での B の様子、また筆者の B

測定日 聞く 話す 読む 書く 

2011/09/05 5 4-5 4 4 

2012/02/06 5-6 5 4-5 4-5 
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に対する支援や意識がどのように変化していったのかを考察する。この際に、2011 年 9 月から

2012 年 2 月だけの変化の様子だけでなく、前期との違いも考察の対象とする。 

 

3. 研究結果 

 後期の支援では、B が伝える「声」に広がりを持たせることを目標として支援を開始した。本

実践報告では、より強く B が「声」を伝えようとしていた様子が見られた実践を 3 つ取り上げ

る。その 3 つとは、「おはなしづくり 1」「おはなしづくり 2」「カルタ」の 3 つの実践である。

以下で、3 つの実践の概要と実践の中で B がどのように「声」を伝えていたのかを振り返る。 

 

3-1. おはなしづくり 1 

3-1-1. 実践の概要 

 「おはなしづくり 1」は 2011 年 10 月 31 日と 11 月 28 日の 2 回行った。この実践は、B が以

前から「やりたい。」と希望していた活動であった。また、この実践を行ったときの B の JSL

バンドスケールの「話す」はレベル 4-5、「書く」はレベル 4 であり、次のレベルへ進むのに必

要な力（接続詞を的確に使うことが出来る：「話す」レベル 5、いろいろな言葉を試しながら、

よりなめらかな文章を書けるようになる：「書く」レベル 5）を伸ばそうと考えて取り入れるこ

とにした。 

「おはなしづくり 1」は、順番に並んだ 4 つの絵に、それぞれストーリーを考えておはなしを

作るという活動である。以下に活動日、活動内容を示す。 

1 回目の活動(2011/10/31)： 初に 4 枚の絵を見て、筆者と B でどのような展開か話し合う活動

をした。話し合いの後、題名とそれぞれにあうストーリーの下書きを行った。 

2 回目の活動(2011/11/28)：まず 1 回目に書いた B の文を読み返した後、文を書き直したりまた

新たに文を作るなどして推敲を行った。推敲を行った後、画用紙に色を塗った絵を貼り、絵の下

に推敲した文の清書をした。そして、書き終えたおはなしを、筆者の前で発表を行った。 

 

3-1-2. B が伝えていた「声」 

 本節では、「おはなしづくり１」を通して B がどのような「声」を伝えていたのかについて述

べる。「おはなしづくり 1」の活動から、B が 3 つの「声」を伝えていたことが分かった。その

3 つとは、(1)筆者から始まったやりとりを通じて立ち現れた B の「声」、(2)B が自分自身とのや

りとりを通じて立ち現れた B の「声」、(3)B から始まったやりとり通じて立ち現れた B の「声」、

である。以下で、それぞれの「声」について詳細を記述する。 

 

 (1)筆者から始まったやりとりを通じて立ち現れた B の「声」 

ストーリーを書く前に、筆者と B で絵を見てストーリーの流れの確認をした。B は、登場人

物の気持ちや様子を考え表現することが苦手であった。そのため、ストーリーを考える足掛かり

として、筆者から質問をしてやりとりを始めていた。以下の記述はストーリーを考え始めた 初

のやりとりである。（今後、H は筆者、B は児童の発言とする。） 
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H「これどんなおはなしかなー。」 

B「ねこがさかなつりして、あーって。」 

H「なんであーなの？」 

B「だって、魚じゃなくて缶だったでしょ。」 

       (2011/10/31 フィールドノートより) 

 

また、主人公の気持ちを考える場面では、以下のようなやりとりをした。 

 

「このとき、ミキ（B が付けた主人公の名前）はどう思ったかな？」と主人公の気持ちを確認す

るような質問をするが、「わかんない。」と言う。「ミキは、缶しか釣れなかったよね？このとき

ミキはどう思ったんだろう。」と言い、紙に「うれしい」「かなしい」「おこる」「さみしい」をあ

らわす絵を描き、どの絵がふさわしいか選んでもらう。すると B は「かなしい、かな。」といっ

て、「かなしい」を表す絵を選ぶ。そして、「そうだ、かなしいだ。」とさっきよりも自信をもっ

たように話した。      (2011/11/28 フィールドノートより) 

 

これらのやりとりは B から始まったものではなく、筆者から質問をして始まったやりとりであ

る。しかし、筆者とのやりとりを繰り返すうちに、B は徐々に自分の答えに自信を持ってやりと

りをすることが出来るようになっている。それは、「だって、～でしょ。」や「そうだ、かなしい

だ。」などの B の発言にみられるように、はっきりと言い切るような発言に表れている。このよ

うに、B は筆者とのやりとりを通じて自分の言いたいことを明確にするなかで、B 自身の「声」

で筆者に伝えようとしていたのである。 

 

(2)B が自分自身とのやりとりを通じて立ち現れた B の「声」 

活動が進んでいくにつれて、筆者と B のやりとりに加えて B が一人で考える姿が多く見られ

るようになった。以下の記述は、自分で書いた文を読み返し、間違いに気が付いた場面の B の

様子である。 

 

（B は）「みきはまだかなとそのときかんのなかにさかながはいてたやた」と書く。「1 個のさか

な・・・」と言っていたので、「魚ってどうやって数えるんだっけ？学校で勉強した？」と聞く

と「うん。わすれたー。」と答える。「動物と一緒だよ。」と教えると「そっか、ひき？ぴき？だ。」

と言って、「１ひきげとだやた」と書く。自分で書いた文を読み直し、「ひき？ん？・・・ぴきだ。」

と自分で言って、「１ぴき」に文を直す。(2011/10/31 フィールドノートより) 

ここでは、B は筆者とのやりとりを通して、魚を 1 匹、2 匹と数えることを思い出している。そ

の後、B は自分自身のなかでわいた疑問を「声」に出し、自分自身に問いかけをしている。そし

て、自分でその問いかけに「声」を出して答える様子が見られた。 

 

(3)B から始まったやりとり通じて立ち現れた B の「声」 
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 おはなしづくりの活動にも慣れ、より積極的に B が活動に参加するようになってくる様子が

見られるようになった。そして、筆者からではなく B から始まるやりとりが多くなっていった

のである。以下の記述は、下書きをしたストーリーを画用紙に清書する場面でのやりとりである。 

 

「今日は、前書いたおはなしをこの紙（画用紙）に書くって言ってたの覚えてる？」と聞くと、

「うん。ここに書くから、色塗りたい。」と言って、絵に色を塗ろうと提案する。4 枚絵がある

のを見て、「ここを半分にすると、こっち B で、こっち先生塗ればいいんじゃない？」と 2 人で

色塗りしようと提案する。私が「ここ何色にするー？」と B ちゃんに確認しながら、塗り進め

ていく。私が空の色を薄く塗っているのを見て、「すごいー。薄い色できれい。」などと私がぬっ

ているのを見ながら塗り進めていく様子が見られた。 

(2011/11/28 フィールドノートより。) 

 

ここでは、 初に筆者が下書きをしようと B に提案をした。しかし、B は筆者が提案した下書

きではなく自ら色塗りがしたいと提案し、色塗りをすることになった。また、単に色塗りをする

という提案だけでなく、具体的な分担や塗る色の指定も B が行い、筆者に指示をしていた。

後には、筆者が色を塗る様子を見てほめる姿も見られた。ここでは、筆者と B の間の「支援者

（支える人）－児童（支えられる人）」という関係ではなく、B が支える人となり、主体的に活

動に参加するようになってきている様子が見てとれる。 

 

3-2. おはなしづくり 2 

3-2-1. 実践の概要 

 「おはなしづくり 2」は 2011 年 12 月 5 日と 12 月 12 日、12 月 19 日の 3 回にかけて行った。

この活動は、おはなしづくり 1 の活動が終わったときに、B が「今度は絵も自分で考えたりと

か、紙芝居がしたい。」と提案したことから始まった。また、12 月の支援に日本語コーディネー

ターが来室するとの連絡があり、今までは筆者と B の間だけで行われていた B が「声」を伝え

る経験に広がりを持たせることが出来るのではないかと思い、活動を行うことにした。 

 「おはなしづくり 2」は、連続していない 4 枚の絵に、それぞれストーリーを考えておはなし

を作るという活動である。以下に活動日、活動内容を示す。 

1 回目の活動(2011/12/05)： 初に 4 枚の絵を見て、絵の順番を考え、その順番のように考えた

理由を話し合った。その後、絵に合うようにストーリーを考え、ストーリーの下書きを行った。 

2 回目の活動(2011/12/12)：1 回目に書いた文を読み返し、文を書き直したり書き加えたりして

推敲を行った。推敲を行った後、絵に色を塗り、絵の後ろに推敲した文章の清書をした。 

3 回目の活動(2011/12/19、日本語コーディネーター来室)： 初に書き終えたおはなしに題名を

付ける活動をした。その後、日本語コーディネーターが来室する前に、数回読む練習を行った。

そして、日本語コーディネーターが来室し、筆者と日本語コーディネーターの前で発表を行った。 

 

おはなしづくり 1 との違いは、以下の 3 点である。1 つ目は、おはなしづくり 2 では、連続し

ていない絵を用いた点である。絵の順番を考える活動から始まるため、おはなしづくり 1 より
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も難しさが増すが、B がより自由に考え話す活動も増したと考える。2 つ目は、おはなしづくり

2 では、紙芝居形式にした点である。おはなしづくり 1 では絵の下に直接ストーリーを書いてい

たが、おはなしづくり 2 の活動では画用紙の後ろ側にストーリーを書き、紙芝居の形式にした。

3 つ目は、聞き手の存在である。通常の日本語支援では筆者と B の 2 人の間で話し聞く活動が

行われているが、おはなしづくり 2 では日本語コーディネーターという聞き手が増え、その聞

き手の存在も B に何らかの影響を与えたのではないかと推測される。 

 

3-2-2. B が伝えていた「声」 

本節では、「おはなしづくり 2」を通して B がどのような「声」を伝えていたのかについて述

べる。「おはなしづくり 2」の活動から、B が 2 つの「声」を伝えていたことが分かった。その

2 つとは、(1)日本語コーディネーターの存在を意識することで立ち現れた B の「声」、(2)日本語

コーディネーターへの発表を通じて立ち現れた B の「声」である。以下で、それぞれの「声」

について詳細を記述する。 

 

(1)日本語コーディネーターの存在を意識することで立ち現れた B の「声」 

 筆者は「おはなしづくり 2」の活動を始める前に、日本語コーディネーターが日本語支援を見

に来ることを B に伝えていた。そのため、本活動では B が日本語コーディネーターの存在を意

識して「声」を伝える様子が多く見られた。以下は、「おはなしづくり 2」の活動を始める前の

筆者と B のやりとりである。 

 

 

日本語コーディネーターが来ることを伝え、なにか作って発表会をやろうと提案する。今までは、

誰かがくる、と言っただけでとても不安そうな表情を見せていたのだが、今日の支援では「そう

だね。それがいいー。」ととても積極的な様子を見せた。「来週来るから、今日がんばって作らな

いとね。」と言うと、「そう。終わらせないと。」と言い、すぐに活動に取り掛かり始めた。       

(2011/12/05 フィールドノートより) 

 

前期までは、日本語支援の場に筆者以外の人が入るのを嫌がることが多かった。しかし、この日

の支援では日本語コーディネーターが日本語支援に来ることを前向きに受け取りっていた。また、

日本語コーディネーターが来る日までに「終わらせないと。」と、日本語コーディネーターが来

る日までにどれくらいの時間があるのかを考え、自分がやるべきことを「声」に出して伝える姿

が見られた。 

 また、以下の記述は紙芝居形式で活動を進めようと、B が提案してきたときの発言である。 

 

絵を順番に並べ、厚紙に貼る。前にやったおはなしづくりでは、絵の下に直接文を書いていた。

しかし、今回は「見せるなら、こういう風にしたほうがいいよね。」といって、紙芝居のように

紙の裏に文を書くことを提案してきた。  (2011/12/05 フィールドノートより) 
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ここでは、B が日本語コーディネーターに「見せる」ことを意識して、紙芝居にしようと提案し

てきた様子が見てとれる。B は今までに紙芝居の読み聞かせをしてもらったことがあるが、その

時は聞き手であったという。今度は紙芝居をする側の立場になり、自分が紙芝居をしてもらった

経験が本活動につながっていると考えられる。自分の経験から他者の立場に立ち、他者に「見せ

る」にはどうすればよいかを考える中で B が自分でやるべきことを「声」で伝えようとしてい

た場面であった。 

 

(2)日本語コーディネーターへの発表を通じて立ち現れた B の「声」 

 (1)では、紙芝居を作る中で立ち現れた B の「声」について述べてきた。(2)では、紙芝居を作

り終えた後の紙芝居を発表する準備、そして実際に発表をする際の B の「声」について記述す

る。以下は、日本語コーディネーターが来室する前に行った練習で見られた B の様子である。 

 

「じゃあ、先生が来る前に練習しようか？」というと、自分で紙芝居を持ち、読み始める。題名

から、丁寧に読んでいく。途中で指で文字を追いながら読む箇所もあったが、自然にそのような

仕草はなくなり、紙芝居を持って読んでいた。1 回読み終わると、もう一度 初に戻り、自分か

ら読み始める。2 回目は、登場人物のせりふの部分になると、少し声を変えるような様子も見ら

れた。2 回目を読み終わり、「もっと練習する？」と尋ねると、「もう、大丈夫。」と言う。         

(2011/12/19 フィールドノートより) 

 

ここでは、日本語コーディネーター「へ」読むことを意識して、紙芝居を持って読む練習を行う

B の姿が見られた。また 1 回の練習で満足することなく、自分で 2 回目の読む練習を始めてい

た。ここでは、発表の練習と言う自然の文脈の中で、日本語コーディネーターという他者を意識

した B の「声」が立ち現れていたのではないだろうか。 

以下の記述は、実際に日本語コーディネーターが来室し、発表を行った際の B の様子である。 

 

日本語コーディネーターが来ると、少し声のトーンが低くなる。後ろのほうにいて、はずかしそ

うな様子を見せる。（中略）日本語コーディネーターがいすに座っており、その前に B ちゃんも

座り、紙芝居を始める。 初は、「先生も読んで。」など、小さな声で言うこともあったが、いざ

読むときになると、ひとりで紙芝居を持ち、読み始めようとしていた。紙芝居を読み始める。

初は小さな声であったが、読んでいるうちに声も出るようになり、 後までしっかりと読みきる

ことができた。読み終わり、日本語コーディネーターがから「上手だねー。ひとりで考えたの？」

と言われると、とても嬉しそうに「うん。」と答えた。                         

(2011/12/19 フィールドノートより) 

 

日本語コーディネーターが来室したときはとても恥ずかしそうにしていた B であったが、発表

の段階になるとしっかりと大きな声で発表をしていたこの時の B の声は、普段筆者と B の間で

のやりとりの時の声よりも大きな声であり、日本語コーディネーターという他者を強く意識した

ものであったと考えられる。 
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3-3. カルタ 

3-3-1. 実践の概要 

 「カルタ」は 2012 年 1 月 30 日と 2 月 6 日、2 月 27 日の 3 回行った。在籍学級でカルタづく

りをした B が、在籍学級でカルタの感想を書く際に「とくいわざ」の所に「よむときに大きい

こえでよむ。」と書いてあったのを筆者が見つけた。今まで B 自身は「大きい声で」読んだり話

したりすることに抵抗を示していたため、B が書いた感想を見て筆者は嬉しさを覚えた。そこで、

更に B が「大きな声」を出すことに自信を持たせたいと思い、「カルタ」の活動を設定した。 

「カルタ」は、読み札の文と取札の絵を考え、カルタを作成し、その後カルタ取りをするとい

う活動である。カルタの活動は B だけが行うのではなく、筆者も B の隣で一緒にカルタを作っ

ていった。以下に活動日、活動内容を示す。 

1,2 回目の活動(2012/01/30,2012/02/06)：好きなひらがなを用いて、読み札を作る。書く内容は、

B が一人で考えたり筆者と話し合ったりしながら書いていった。取札は、読み札に合う絵を考え、

自由に書いていった。 

3 回目の活動(2012/02/27)：2 回目までの活動で作ったカルタを並べ、カルタ取りをしていく。

読み手は B と筆者が交代で担当し、読み手もカルタ取りには参加して、常に 2 人でカルタ取り

を行った。 

 

3-3-2. B が伝えていた「声」 

本節では、「カルタ」を通して B がどのような「声」を伝えていたのかについて述べる。「カル

タ」の活動から、B が在籍学級の活動と日本語支援の活動を結びつける中で立ち現れた B の「声」

を伝えていたことが分かった。以下で、B がカルタの活動の中で伝えていた「声」について詳細

を記述する。 

 

(1)在籍学級の活動と日本語支援の活動を結びつける中で立ち現れた B の「声」 

 カルタ取りの活動は、在籍学級でも行なわれた活動であった。その時に、B は在籍学級での経

験を日本語支援の中でも生かそうとしていた。以下は、B が在籍学級での経験を日本語支援に生

かそうとしていた場面である。 

 

B「かけた？」とこちらを見て確認する。 

H「絵は描けたよ。」 

B「うすだいだいある？うすだいだいは黒に負けるよ。じゃあ、先生みたいに○○先生（在籍学

級の担任教師）みたいに書こう。怖い口にしようかな。・・・普通の口にしよう。こうやって。」 

 (2012/01/30 フィールドノートより) 

 

B は在籍学級での経験を日本語支援の中に取り入れている。そしてその経験をどこにどのように

いかしているのかを、B の「声」で筆者に伝える様子が見てとれる。 

 また、B は 2 回目のカルタの活動（2012/02/06）の際に「いっぱい作って遊んだら、教室持
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って行ってもいい？」と筆者に提案していた。以下の記述は、その発言を覚えていた B と筆者

の 3 回目のカルタ活動でのやりとりである。 

 

H「カルタもっとつくる？」 

M「うん、つくるよ。」 

H「そうだね。『お』が 2 つになっちゃった。先生間違えて『お』2 つ作っちゃった。」 

M「そうだねー。『お』いらないかなーって思ったけど、2 つでもいいんじゃない？みんなにも

言えばいいんじゃない？」          (2012/02/27 フィールドノートより) 

 

 

後の B の発言の「みんな」とは在籍学級の「みんな」を指している。このやりとりから、B

は在籍学級へ日本語支援で作ったカルタを持っていくことを意識して活動を行っていることが

見て取れる。「みんな」に見せるためにカルタを多く作り、また作ったカルタについて「みんな」

に説明してはどうか、と筆者に提案しているのである。また、担任教師によると、B は作ったカ

ルタを教室に持っていき、担任教師に「カルタづくりしたんだよ。」ととてもうれしそうに話し

たのである。(2012/02/27 連絡ノートより)このように、カルタの活動の中での B の「声」は、

日本語支援の場を越えて、日本語支援と在籍学級とを結びつけるものとなっていたと考えられる。 

 

4．考察 

 前節では、B がより自分の「声」を伝えようとしていた様子が見られた実践を 3 つ取り上げ

た。その中でも本論文では特に 6 つの B の「声」に注目して、B がどのように自分の「声」を

伝えていたのかを見てきた。本節では、筆者が後期の支援の目標に挙げた「B が伝える『声』に

広がりを持たせること」に着目して、B の「声」の広がりについて述べていく。 

 

4-1. B の「声」の広がり―B 自身の中での広がり― 

 B の B 自身の中での「声」の広がりは、特に 3-1 のおはなしづくり 1 の活動の中で見られた。

おはなしづくり 1 の活動での B の「声」は、「筆者から始まったやりとり」「B の自分自身との

やりとり」「B から始まったやりとり」を通して立ち現れた 3 つの「声」が見え隠れするもので

あった。この活動は、 初のやりとりのほとんどは筆者から始まっていた。しかし、やりとりを

繰り返すうちにやりとりが B 自身の中に落ちていく様子が見て取れた。やりとりが B 自身の中

に落ちる、つまり B が自分自身とのやりとりを行うようになっていたのである。そして、自分

自身とのやりとりをする中で、自分でやりたいことを提案したり、筆者のことをほめたりするな

ど、B からはじまるやりとりがみられるようになっていった。ここから見えてきたのは、B の「声」

がB自身の中で広がっていく様子であった。自分の外にあるものとして捉えていた筆者の声を、

やりとりを通して B 自身の「声」として表すようになっていった。そして B 自身の「声」を、

自分自身の外の筆者に伝えようとする姿が見られた。つまり、初めは自分の外にあった「声」を

自分自身のものとして表していく過程で、その「声」が B 自身の中で広がりを持つようになっ

ていったのである。 
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 では、なぜ B の外にあった「声」が B 自身の中で広がりを持つようになったのであろうか。

筆者は、その理由はこの活動が B のことばの力、認知発達レベルにあった活動であったためと

推測する。この活動を始める際に、筆者は B の日本語の力だけではなく、B が使用している教

科書や在籍学級の授業などを参考にして活動を組み立てた。そのため、この活動では「学習の『文

脈化』」(川上、2006：31)が生まれていたと考えられる。つまり、在籍学級と日本語支援の学び

を分断されることなく、両者の学びがつながっていたのである。そのため、初めは自分のものと

して捉えられなかった活動を自分自身の「文脈」に落とすことで、徐々に主体的に活動に参加す

るようになり、B の「声」が広がりを持つようになっていたのではないだろうか。また、ことば

の力、認知発達レベルにあった活動というものは、ヴィゴツキー(2001)が提唱する「発達の 近

接領域」の考えにつながる。子どもが一人の力で解決することができる問題と、共同によって解

決することが出来る問題との間の相違が「発達の 近接領域」を決定するという。子どもにとっ

て必要なことはあらかじめ決まっているのではなく、状況により変化する。この変化は、B の場

合は「声」の広がりによって明らかになっていった。このように、児童が見せる何らかの変化を

把握しながら、支援者が児童の「発達の 近接領域」を見極めて、支援を行うことが求められる

のではないだろうか。 

 

4-2. B の「声」の広がり―日本語教室を越えた他者への広がり― 

B の日本語教室を越えた他者への「声」の広がりは、3-2 のおはなしづくり 2、そして 3-3 の

カルタの活動の中で見られた。おはなしづくり 2 の活動での B の「声」は、「日本語コーディネ

ーターの存在」を通して立ち現れた B の「声」であった。この活動の中では、B はいつも日本

語支援にはいない他者である日本語コーディネーターを意識して、自分がやるべきことに対して

期限を設定したり、見せることを意識して紙芝居にしようと提案したりする様子が見られた。そ

して、発表の際には、普段の日本語支援での声よりも大きな声で発表をしていたのである。また、

カルタの活動での B の「声」は、「在籍学級の担任教師やクラスメイトの存在」を通して立ち現

れた B の「声」であった。この活動では、在籍学級での経験と日本語支援での学びを結びつけ、

出来ることを筆者に見せようとしたり、在籍学級へカルタを持っていくために自分が何をすべき

かを筆者に伝えたりしていた。この 2 つの活動に共通する点は、両者が日本語教室を越えた他

者との関わりの中で存在しているという点である。おはなしづくり 2 では日本語コーディネー

ターという他者、カルタでは在籍学級の担任教師やクラスメイトという他者が存在していた。一

方で、両者には相違点もある。それは、カルタの活動での他者、つまり在籍学級の担任教師やク

ラスメイトは、B が自分自身で日本語支援の中に持ち込んだ他者である点である。つまり、B の

目の前にいない他者の存在を意識して活動を行っていたのである。 

では、なぜ B の「声」が日本語教室を越えた他者にまで広がっていったのであろうか。その

理由として、これまでの日本語支援の中で、B が「声」を伝える経験を積み重ねてきたことが影

響していると考える。B は人前で話すことを苦手としていたため、今学期の活動では発表したり

声に出して読んだりする活動を多く取り入れた。毎回の日本語支援の中での「声」を伝える時間

は決して多くはなかったが、「声」を出す経験を繰り返すことで、その経験が B の中に積み重な

っていったのである。そして、その積み重なった経験が B の自信へとつながり、日本語教室を
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越えた他者にまで「声」を伝えるようになっていったのではないだろうか。小さな積み重ねが B

の中で大きな自信となっていき、B の「声」の広がりをもたらしたと言えるのではないだろうか。 

 

5．おわりに―今後の課題― 

 本実践報告では B の「声」の広がりに着目して、そこから見える B の様子や筆者とのやりと

りなどを記述してきた。そこから見えてきたのは、B 自身の中で「声」の広がり、そして日本語

教室を越えた他者への「声」広がりであった。そして、このような B の「声」の広がりととも

に、それぞれの場所（日本語支援、在籍学級など）への B の参加の仕方も変化してきている様

子が見て取れた。 

 本実践報告では、B の「声」の広がりに着目してきたので、B の「参加」と言う観点からは考

察することが出来なかった。今後は B の「声」がどのように変化するのかを見ていくのに加え

て、B がそれぞれの場所へどのように参加していくようになるのか、また参加をすることと「声」

との間の関係についても見ていきたい。 
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JSL 児童にとっての意味のある活動とは何か 

―実践者の考える活動の意味と児童の考える活動の意味の違いから― 

 

 内畑 愛美 

名前 I 
在籍学年 小学校 2 年 
指導開始時の在日期間 7 年 
関わりのある国 台湾・日本 
言語環境 台湾語・日本語・北京語 

家庭内言語 台湾語・日本語 
言語使用状況 父親は日本人で、母親は台湾人。そのため、父親とは日本語で話

し、母親とは台湾語で話す。 

 

日本語 
[JSL バンドスケール] 

 
測定日 聞く 話す 読む 書く 
2012/11/15 4-5 4 3 3 
2012/1/31 4-5 4 3 3 

 
【聞く】 
指導員の指示も理解することが出来、クラスの活動にも問題なく

参加出来ている。 
 
【話す】 
話すことがとても好きである。 初話す順番がしっかりしていな

かったりしたが、指導員の補助によって、順序立てて、話が出来、

抽象的なことも話せるようになってきている。 
 
【読む】 
在籍クラスでも、音読をする機会もあり、日本語教室でも、毎週

音読をするため、あまりつかえずに読めるようになった。しかし、

近読めない漢字が増えてきたため、漢字の部分での、つまずき

がみられる。 
 
【書く】 
音声と表記の結びつきに関して、課題がある。「トミカ」を「と

みか」と書いてしまったり、「プラレール」を「プラレル」と書

いてしまったり、「だ」を「た」と書いてしまう、「っ」を忘れる、

「は」と書くところを「わ」と書くなど細かなミスがまだある。 
子どもの様子 【日本語教室での様子】 

話すことが好きで、よく話をする。興味があり、わからないこと

があると、指導員に聞いて確認することも出きる。 
 
【在籍学級での様子】 
日本語教室での姿とは対照的に、非常に物静か、担任の言ってい

ることなどは、理解できるようだが、自分から積極的に発言しよ

うという姿勢は見られない。 
クラスメイトとの関係は良好のようである。 

今までの支援の有無 ある なし 
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１．はじめに 

 本レポートは筆者が行った見学実習と、指導員の都合により、筆者が行った一か月の実践をも

とにまとめたものである。筆者は、この実践に携わる前、地域の子ども支援に約 1年半携わって

いた。その教室は週に 1回、小学校 1年生から中学校 3年生までの第二言語としての日本語を学

ぶ子どもたち(以下、JSL 児童と記す。)が 2時間、日本語支援、もしくは、学校学習を助ける学

習支援を受けるという場であった。そこで、活動して筆者が悩んでいたのは、活動に繋がりがな

く、支援がその場その場になってしまい、JSL 児童の力に本当になっているのであろうか。とい

うことであった。 

 今回、筆者はこの「実践研究(3)年少者日本語教育実践」を受講し、実践に携わるのと同時に、

「年少者日本語教育研究」という理論科目を受講し、年少者日本語教育について専門的に学ぶ中、

筆者の中に、言語教育観というものがなかったため、筆者の今までデザインしてきた実践には、

一貫性がなかったのではないか、という結論に至った。川上(2011)は、「「ことばの力の捉え方が

言語教育の在り方を決定する」とは、言語教育の実践者(あるいは授業設計者)がことばの力をど

のようにとらえるかが言語教育の実践を形づける」と述べている。また、「ことばの力の捉え方

は、言語教育で育成すべきことばの力とは何かだけではなく、言語教育のあり方そのものと密接

に関係しつつ変化してきたということである」と述べた。 

これらの川上(2011)の論は、学校の教科書を使い、年少者用に作られた日本語教育の教科書を

使って、支援を行えば、子どもたちの日本語の力は伸びると信じ、支援を行っていた、私の実践

への取り組み方を大きく変えた。 

以上のように、この児童 I（以下、Iと記す。)に対する見学実習、実践を行っている間に筆者

自身の考え方、言語教育観は大きく変容した。その点も、この見学実習、実践を振り返るうえで、

非常に重要な点であると、私は考えている。 

 

2. 見学実習 

2-1．見学実習の概要 

 見学実習とは、早稲田大学大学院日本語教育研究科の設置する「実践研究(3)年少者日本語教

育実践」を受講する学生が、実践に入る前段階として、指導員の実践を見学し、自らの学びとす

るというような、教師養成の意味合いを持ったものである。 

筆者の見学実習は日本語指導代講前の 11 月 15 日(火)、11 月 22 日(火)、また、日本語指導代

講後の 1月 17 日(火)、1月 31 日(火)、計 4回行った。 

日本語指導代講前の見学実習では、見学実習の後、日本語指導の代講を行うことを常に考え、

Iの性格、興味を示すもの、課題点など、筆者が指導を行う上で参考になると考えられるものを

把握しようと心掛けた。また、良い日本語指導が出来るよう、児童 I との良好な関係づくりの

ため、指導員の実践を邪魔しない程度に、活動に参加し、話しかけるよう心掛けた。さらに、指

導員が一連の活動を通して、Iのことばの力をどのように捉えていて、Iのどのような力を伸ば

そうと考えているのかを把握することに努めた。 

日本語指導代講後の見学実習では、見学実習前に、指導員が休んでいた間、Iがどのような様

子であったか、また、筆者は在籍クラスの見学も行ったので、在籍クラスでの Iの様子、在籍ク
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ラスの雰囲気、担任の先生から聞いた Iの様子など、今後の実践に役立つのではないかと、考え

られる情報を伝えた。その上で、指導員と筆者の Iとの関わり方の違いはあるのか、指導員と筆

者の実践の行い方に違いはあるのか、また、指導員が行っている実践をもし仮に筆者が行うなら

どのように行うかなど、自分に引き付けて考えた。 

2.2 見学実習時の筆者から見た I 

 日本語指導前の見学実習時に、筆者から見た Iは、とても話好きで、好奇心旺盛で活動に熱心

に取り組む様子が見られた。一方で、活動に飽きやすく、飽きてしまうと、I から「疲れた。」、

「めんどくさい。」という言葉が出てくるようになり、活動にあまり参加をしなくなってしまう

一面が見られた。指導員が展開する活動の中で、Iの活動に参加している姿をみると、書く力に

課題があると感じられた。清濁の区別、片仮名と平仮名の使用の混在、長音、促音、拗音などの

書き間違えが多くみられ、「私は」の「は」を「わ」で書いてしまうなど、JSL バンドスケール

書くレベル３に書かれている、 

 

 話し言葉、とくに JSL 児童の特徴が、文にも影響している。 

 例：「きゃ」「きゅ」「きょ」や「っ」などが上手く書けない、等。 

 

と言った特徴がみられた。この Iの誤用は、筆者が書くことの実践を行っていく中でも、大きな

課題となった。 

 日本語指導代講後の見学実習時には、それ以前の Iを見る目は、大きく変わらなかったが、I

が飽きたことによってうまくいかなくなったと感じていた活動は、そもそも Iがあまり意味を感

じられていなかった活動なのではないかと考えるようになった。指導員の持ってきた活動の材料

が、自分の身近な世界のものから、遠く離れている際、Iの興味はあまり向いておらず、 初は

仕方なくやっているが、だんだんと Iの中で、なぜこのことをやるのかという、活動に対する意

味が見いだせず、活動が滞ってしまうように感じた。 

 

3. I に対する実践 

指導員の都合により、筆者は指導員の代わりに、Iに対し、実践を行うことになった。1回目

指導は 11 月 29 日(火)5・6 校時、2回目指導は 12 月 6 日(火)5・6 校時、3回目指導は、12 月 13

日(火)5・6 校時、4回目指導は 12 月 20 日(火)5・6 校時の計４回である。 

筆者が指導を行うに当たって、注意した点は、 

(1) 年少者日本語教育研究で学んだ理論をもとに指導を行う。 

(2) 指導員の指導方針を受け継ぐ。 

(3) 1 か月で出来ることをやる。 

以上 3点である。 

(1)に関しては、上述したが、筆者は実践を行いながら、年少者日本語教育研究の講義で、理

論も同時に学んでいた。そのような背景から、今回の実践を理論に基づき、また、実践に基づい

た理論を展開する実践を行いたいと考えていたからである。 

(2)(3)に関しては、筆者が指導員の代わりに実践を行うのは、 初から 1か月と決まっていた
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ため、その期間でやりきれない活動を始めてしまうと、指導員の活動にも支障が出てしまうとい

うことから、1か月の間で出来る活動を考え、さらに、事前に指導員と話をし、見学実習の際に

把握していた、指導員が Iの課題点であると考えていた、書くことを重点的に実践で行っていこ

うと考えたからである。 

 

 

4. 実践内容 

4-1. 日記を使った活動 

(1)背景 

 指導員は I の書く力に課題点を感じており、また、筆者自身も見学実習を行った際に、I の書

く力に課題があるということを感じていた。その書くことへの苦手意識は書く機会の少なさから

生じていると考えた。そこで、自分が他者に向けて書いたものを、他者に見せ、認められるとい

う、書くことに喜びを感じさせることが、まず、大事なのではないかと筆者は考えた。そのため、

筆者は日記を書き、その日記をまとめ、新聞のように書き、1 か月休んでいる指導員が教室に戻

ってきた際に、Iが 1か月どのように過ごしていたかを、指導員に発表するという活動を考えた。

一連の活動で書くことに自信をつけて欲しいと考えたのである。また、筆者のことばの力の捉え

方である「自分のことを語れる力」を I につけて欲しいとの思いから、その第一歩として、1 週

間どのようなことがあって、I がどのように感じたのかなどを表現してもらおうと、日記の活動

を考えた。 

 

(2)活動内容 

 初に、一週間どんなことがあったか聞き、日本語教室で今後絵日記を作成し、1 か月後に新

聞記事のようにして、指導員の復帰後に発表を一緒にするという活動の一連の流れと趣旨を説明

した。I は友人の家族と遊園地に行ったことを話し、子ども用のジェットコースターに乗ったな

ど、楽しそうに語った。趣旨を説明するまでは、なぜ絵日記を書かなくてはいけないのか、また、

なぜ新聞記事のようなものを今度作るのかと、しきりに聞いてきた。理由を説明したら納得した

様子であった。 

次に、筆者の見本[友人の誕生日パーティー]を提示し、I に実際に絵日記を書かせた。I は筆者

に対し、「どうしてパーティーに行ったの？」「ケーキは何のケーキなの？」と質問をした。 初、

「絵がめんどくさいな～」というが、文は自ら進んで書いていた。しかし、「っ」が抜けてしま

ったり、「おとうさん」が「おとさん」になってしまったりもしていた。これもＪSL バンドス

ケールに記述がある、JSL 児童の特徴である。 

途中、筆者に「ジェットコースターってなんて書くんだったっけ？」と聞くなど、片仮名はま

だ少し苦手な様子を見せた。 

後に、お互いに書いたものを発表し、質問をしあった。はっきりと自分の書いたものを音読

することが出来、筆者の質問にもしっかりと答えられていた。 

 

(3)活動振り返り 
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 モデルを提示し、筆者がこの活動の趣旨を説明したことから、I は一応納得をして、活動に参

加していたが、筆者に言われたため、しょうがなくこの活動を行っているという様子が見て取れ

た。そのような I の様子を見て、筆者はこの日記の活動を続けることも可能だが、このまま無理

やり続けて、I の書く力は伸びるのか、また、筆者の考えることばの力を伸ばす実践となるのか

という疑問が生じ、この活動から、別の活動を考えることとなった。 

 この活動に対する反省から、筆者が意味のある活動だと考えていても、I にとって意味のある

活動でなければ、活動はうまく展開しないということが分かった。 

 

4-2. グリーティングカードを使った活動 

 (1)背景 

グリーティングカードを使った活動は、第 3回指導と第 4回指導の 2回の指導に渡って行った

活動である。この活動は実践開始前筆者の考えていた授業案にはなく、日記の活動が上手くいか

なくなったことにより、日記に代わる何か書く活動はないかと筆者が考えていた際、児童 Iへの

実践での中でのやりとりを通して出てきた活動である。 

当初の予定では、今度勉強する予定の国語教科書 pp.39-41「おもちゃの作り方」を音読し、

物の作り方をどのように書くかを学び、筆者と一緒に折った折り紙の作り方を書くという活動で

終わる予定だったが、在籍クラスの国語で勉強している国語の教科書 pp.34-37「しかけカード

の作り方」と関連し、しかけカードを作りたいとの、Iの提案から、筆者が「今冬だから、冬に

関係するグリーティングカードでも作ろうか」と問いかけ、Iが「やりたい」と答えたところか

ら、この活動はスタートした。 

 

(2)活動内容 

 初に、筆者がプリントアウトしてきたグリーティングカードの作り方をまず音読し、意味の

分からない部分はないか、確認した。それから、誰に向けて書くのかを相談し、必要な道具を揃

えた。誰に向けて書くかの話では、友人の名前が何人か出てきたが、Iが「いつもぼくに親切に

してくれる Kくんに書きたい。」といい、その子に向けて書くことになった。 

次に、グリーティングカードを作るために画用紙を定規で測って切り、貼り付け、モミの木が

飛び出してくるグリーティングカードを作成した。Iは「これむずかしいよ。」と言いながらも、

ほとんど自分の力で作成した。 

そして、実際にグリーティングカードにメッセ―ジを書いていった。筆者が 初の「～へ」「～

より」もきちんと書くように指示すると、Iから「この『へ』は『え』じゃなくて、『へ』だよ

ね」という発言が出て、自分が間違いやすいところに自ら気付き、書くことが出来ていた。自分

の間違いに自ら気付くことが出来たのは、私が Iと関わり始めてから、初めてのことである。 

 後に、筆者の持ってきていたシールや色鉛筆でカードをデコレーションし、完成させた。 

 

(3)活動振り返り 

このグリーティングカードを書く活動に対して、Iは終始熱心に取り組んでおり、飽きてしま

うことがなかった。また、周りの友人がとても親切にしてくれているなど、日頃友人たちがして
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くれていることに非常に感謝しているということも分かった。また、「いつも友達に手紙書くと

きはきれいにするんだよ。」と Iは発言し、指導員が、よく手紙を友人に書くのか、と質問する

と、よく書くと言っており、書くこと自体が嫌いという訳ではないということが分かった。 

この活動では、自分が間違いやすいところに自ら気付き、書くことが出来たなど、Iの書く力

を伸ばす活動に繋げられ、また、Iの自分のことを語れる力を伸ばすことが出来たとも考えてい

る。 

 

5. 考察 

 I は日記を使った活動には興味を示すどころか、抵抗を示した。一方で、グリーティングカー

ドを使った活動に対しては積極的な態度を示した。この 2つの活動はどちらも Iが日本語教室の

活動であまり好んでいない書くことが中心の活動だが、一方には興味を示さず、一方には興味を

示した。これはなぜか、という点を考えたい。 

これは、指導員の考える活動の意味と Iの活動の意味が合致していなかったということが考え

られると、筆者は活動を振り返り考えている。筆者は日記を書き、その日記をまとめ、新聞のよ

うに書き、1か月休んでいる指導員に Iが 1か月どのように過ごしていたかを知らせるという活

動は他者に向けて書くことになるし、また自分自身のことばの力の捉え方から意味がある活動と

みなしたが、Iにとっては、クリスマスカードを作り、日頃よく面倒を見てくれるクラスメイト

にお礼の気持ちを伝えるということの方が、意味のある活動だったのだ。他者に向けて書くとい

うことも、ただ他者に向けて書くということが意味のあることではなく、どの他者に向けて書く

のかが、重要だということである。角屋(2011)は「子どもたちの書く活動への興味関心があるか

どうかによって、子どもが書きたいと思うかどうかは変わってくる」とし、さらに「子どもが「書

きたい」と思った理由は、「書く活動が楽しいから」という活動だけが問題になるのではない。

むしろ、書くことを通して、「このこと」を伝えたい相手がいることや、書く過程を共有したい

相手がいるという子ども自身の「気持」が重要になるのではないだろうか。」と述べた。活動を

組み立てるとき、やはり、一番重要なのは、子どもにとっての活動の意味を考えることであろう。 

初に考えた日記の活動は、筆者のみが考えた活動で、Iにとっては、ことばを使いたくなる

ような活動ではなかった。しかし、グリーティングカードの活動は筆者と Iがともに活動を行っ

ていく中で出てきた活動であり、Iと筆者がともに考えた活動と言っても過言ではない。この点

が、2つの活動の違いを生じさせたのであろう。 

  

6. おわりに 

今回の実践で、支援者側が考えた意味のある活動が必ずしも、子どもにとって意味のある活動

ではなく、双方にとって意味のある活動でなければ、活動はうまく展開されていかないというこ

とが分かり、活動の文脈化が非常に重要である、ということが分かった。しかし、この文脈化の

観点も非常に重要だが、実際に実践を行っていく上で、川上(2011)に「支援者はことばの技能的

なものの伸長だけに着目するのではなく、むしろ、様々な背景を持つ子ども一人ひとりと向き合

い、子ども一人ひとりの発達段階に配慮した指導を設計し、支援者自身も一緒に学ぶ相互作用的

な学びの中でのことばの学習を目指す必要がある。」と述べられているような、子どもたちと支
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援者の間に生まれる相互主体的な関係など、支援者と子どもの関係に着目することも非常に重要

であると考えられる。 

今後実践を行っていく上で、今回気付いた点を生かしていくことはもちろんだが、筆者の実践

の根幹である、筆者の考えることばの力を自らの実践にどのように反映させていくかについても、

考えていかなくてはならないということも感じている。 
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子どもにとって見学実習生はどのような存在であったのか 

―指導員・子ども・見学実習生がともに創る空間の意義をめぐって― 

 

千花子 

 

1. はじめに 

 筆者は、2011 年 10 月 24 日から 2012 年 1 月 23 日まで、計 7 回の日本語支援と見学実習を行

った。 

筆者が実際に行った日本語支援は 2 回であり、支援対象は小学校 2 年生の児童 A であった。

児童 A への支援で、初回は日本語能力の把握に焦点を当てながら、子どもの関係性を構築する

ことに力を入れた。2 回目からは在籍学級での進度に順調に適応できるよう、教科(国語)支援を

主にすることを目標とした。2 回目の支援では、子どもとのやり取りを通して、教科(主に国語)

に対する子どもの意識を観察することをねらいとして支援を行った。しかし、スケジュールの調

整などの状況上、ここで児童 A への支援は終わりとなった。計 2 回の日本語支援は今後の支援

のための導入段階であったため、実質上児童 A の状況に合わせた本格的な支援は行われていな

かった。 

そして、2011 年 12 月 5 日からは、計 5 回の見学実習を行った。筆者の見学実習は、児童 K

を対象とした日本語支援(取り出し支援)活動に参加したものである。見学実習というのは、指導

員が子どもに支援を行うところに入り、その支援の邪魔にならないよう、周辺から観察するのが

ほとんどであった。しかし、筆者の場合は従来とは異なった形で見学実習行った。指導員と子ど

ものやりとりを、支援と離れたところで観察するのではなく、指導員・子ども・見学実習生(筆

者)といった形で支援が行われ、筆者は見学実習生という立場にありながら支援の場に参加した。 

筆者は、ボランティアとして地域の JSL 児童に日本語支援を行ったことがある。場合によっ

ては、支援者二人が、子ども一人を対象にした、2 対 1 の支援もあった。見学実習と同じく 3 人

体制ではあったが、指導プラン作成から振り返りまで支援者二人がともに創っていた。しかし、

筆者が行った見学実習においては、指導員がデザインした支援プランの中に参加するという形だ

ったので、筆者としてはどういう存在として支援の場にいるべきであるかということでかなりの

葛藤をした。しかし、支援の回数を重ねるごとに、指導員・子ども・見学実習生の間の関係性も

形成され、その関係性の形成が子どもにも影響を与えていることに気付いた。そこで、子どもに

とって見学実習生としての筆者はどういう存在であったのか、そして筆者の存在が子どもにどの

ような役割を果たしたのかという問題意識をもつようになった。 

そこで本レポートでは、K への 5 回の見学実習を振り返りつつ、見学実習生の存在が子ども

と指導員に与える影響、そして支援の場に与える影響を述べることで、子どもにとって見学実習

生はどのような存在であったのかを捉えようとする。そして、指導員・子ども・見学実習生とい

う 3 人で行われる支援においての関係性をも考察する。 

 

2. 見学実習の概要 

2-1. 児童 K の様子 
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・名前：K 

・学年：小学校 3年生(平成 21 年 5 月来日) 

・言語環境：日本語・フィリピン語 

・日本語(2011 年 11 月、【JSL バンドスケール】、以下は指導員の判定によるもの) 

 

 

 

・筆者からみた子どもの様子： 

 性格面：初対面の時には、恥ずかしがったりすることもあるが、活発で明るい様子が窺 

える。話すことが好きで、したいことがあるときには自ら話題を出したりもす 

る。 

 学習面：興味をもっていることに対しては積極的に参加するが、長時間同じ活動が続い 

たり、長めの文章を読んだりすると、途中で集中力が下がり、たまにはほかの 

活動を求めたこともある。 

 

2-2. 見学実習の概要 

 筆者は、2011 年 12 月 5 日から 2012 年 1 月 23 日まで計 5回の見学実習を行った。児童 Kへの

支援は毎週月曜日 3・4 校時目に、週 1 回の取り出し支援の形で行われていた。筆者の見学実習

が始まったのは、指導員による 6回目の支援の時だった。そして、筆者は 3，4 校時目のうちの

3校時のみ参加した。 

 

3. 子どもにとって見学実習生はどういう存在であったのか 

本項では、計 5回行った見学実習を、活動の内容・活動のねらい・子どもの様子をもとに振り

返る。ここでは、実際の活動の中での指導員・子ども・見学実習生のやりとりを中心に、特に見

学実習生の変容が子どもにどのような影響を与えたのかを振り返る。なお、本稿で使用するデー

タは、見学実習生と指導員が支援後提出した報告書、見学実習生(筆者)の見学時にメモしたフィ

ールドノートを参考にする。 

 

3-1.「見学実習生としてどういう立場で支援に臨むべきか」―自分の立場への不明確さ 

1 回目の見学実習は、2011 年 12 月 5 日に行われ、児童 Kとは初対面だった。1回目の見学実

習では、「相手に伝わるように話す」というねらいのもとで活動が行われた。主な活動としては、

①昨日の出来事について話す、②絵カード、③すごろくゲーム、の３つであった。筆者が「おは

よう」と声をかけると、ほとんど聞こえないような小さな声で「おはようございます」と答え、

恥ずかしそうにしていた。活動が進むにつれて、見学実習生にも話しかけたりした。児童が作っ

たすごろくのゲームを実行するために、副校長先生を招待し、見学実習生を含め 4 人で行なっ

た。すごろくゲームを始める際には、見学者に「これどこ（全部で二枚）からスタートしたい？」

と聞き、答えたら「当たった」と言った。すごろくゲームをやる中では、順番を決める際に筆者

に優先権を与えるなど配慮する様子が窺えた。その中で、子どもと自然に関係性が作られ、筆者

聞く 話す 読む 書く 

4  3-4 2  2-3  
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が先に帰ることを伝えたら、「いやだ」と反応した。帰るときには送ると言い、ドアの前まで出

てきた。 

 筆者は支援後の報告書に、「初回の見学なので、どのように子どもと接していけばいいか、悩

んでいました」と書いてある。書いてある通り、「見学実習生としてどういう立場で支援に臨む

べきか」が明確になっていない時期だった。おそらく、指導員であろうが、見学実習生であろう

が、子どもにとっては特に異なった立場ではないかもしれない。ただ、筆者が見学実習に入った

時には、すでに支援が 5回行われている状況だったので、指導員とは関係性がある程度形成され

ていたと言える。そのような点からみると、指導員と子どもだけで行われた支援の場に筆者が参

加したのであり、筆者は子どもにとって「新しい」存在であっただろう。1回目の支援には副校

長先生も参加したが、筆者も副校長先生も、支援の場の｢そと｣の人、つまり他者であったと考え

る。それは、筆者にとっても同じである。筆者は自分の明確な立場を捉えていないまま、見学実

習に参加したため、初回から完全にその場の一員になることができなかったからである。つまり、

筆者はその場において受身的な参加者だったのである。 

指導員と二人しかいなかった支援の場に入った筆者を、子どもは他者として捉えたかもしれな

いが、その場においての見学実習生の役割はなんだったのだろうか。子どもは、たまに指導員の

質問に答えようとせず、集中していない様子を見せたりもした。そこで、筆者が指導員の代わり

に同じ質問をすると、その質問には嫌な様子を見せず、積極的によく答えてくれた。ここから見

るには、子どもにとって筆者は「新しい」存在ではあったが、この新しさが支援の場に、そして、

子どもに影響を与えたのは間違いない。 

 

3-2. 支援の場の他者から支援の一員への変容  

2 回目の見学実習では、「絵本の内容を理解し、それを踏まえて自分の考えを話す」というね

らいで、『クリスマスにはとおまわり』(長崎夏海作、小倉正巳絵)というテキストを使った活動

が行われた。活動は、①4 つの絵(絵本をコピーしたもの)を見て、絵本の話の内容を考える、②

指導員が読み聞かせをし、③内容についてクイズを出す、という流れで行われた。子どもには初

対面の時の恥ずかしがっている姿は見えず、普通に挨拶をして、席に座った。 初、4 枚の絵を

出した時、｢つまらない。｣など絵本にあまり興味をもっていない様子であった。しかし、そう言

いながらも、絵を見ながら思いついたことを話し始めた。まずは絵を見て話し、絵で分からない

場合には文字情報も活用していた。 

テキストのタイトルを説明しようとしたら、｢とおまわり｣という語彙については分からない様

子であった。しかし、意味のチェックをしようともせず、指導員が説明してあげるといっても聞

こうとしなかった。そこで、指導員が｢XX 先生(見学実習生)に説明してもらおう｣と提案した。

筆者は、「指導員⇔子ども」という、指導員と子どもとのやりとりが重要である支援のパターン

を崩したくなかった。そして、「見学実習生⇒子ども」へと変わることで、指導員の存在がその

説明から消えてしまうことを避けようと考えた。そこで、まずは指導員が見学実習生に説明をし、

そして見学実習生が子どもに説明を行うことを提案した。さらに、子どもに説明してもらった「と

おまわり」の意味を今度は指導員に説明するようにした。子どもも、その状況が楽しかったのか、

正確にその意味を説明していた。つまり、指導員⇒見学者⇒子ども⇒指導員の順番で、｢とおま
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わり｣の説明を行い、理解を促した。テキストを読み聞かせて、その内容を確認する際にも、筆

者は補助役として支援に臨んだ。 

以上の状況からみると、筆者は 1 回目の時とは異なる役割をしていることが窺える。自分の

立場をどうとらえればいいか分からなかった立場から、支援の場を補助する立場へと変容したの

である。1 回目は、指導員と子どもが主人公である支援の場において、筆者はその場にいながら

も、その場から少し離れている他者であった。しかし、「とおまわり」の意味の確認をきっかけ

として、「指導員⇔見学者⇔子ども」というように、支援の場の一員へと一歩近づいたのだ。し

たがって筆者は、筆者にとってその支援の場はただの見学実習を行う場ではなく、自分もその中

の一員になり始めたということを認識するようにもなった。 

 

3-3. 見学実習生の背景が子どもに与えた影響 

 2 回の見学実習を通して、筆者は「見学実習生」という立場において、自分の存在の意味と役

割が大きく変わった。立場への不明確な認識から、支援に筆者ならではの役割を果たそうとする

ようになった。それは、3 回目、4 回目の支援でも、指導員の支援をもとに、ところどころ補助

をする形で現れた。4 回目の支援では、「正月に関する言葉を学ぶ」活動が行われたが、指導員

が子どもに正月の出来事を聞いた後、筆者にもその質問を繰り返した。そこで、アルバイト先の

店長に頼まれて仕事をしたという話が出た。子どもは、その状況よりは、「店長って何？」と聞

き、意味の説明を求めてきた。そこで、「店の一番偉い人」と説明したが、子どもがよく分から

ない様子だったので、「学校では校長先生みたい」と説明するとすぐに分かった。 

 以上のように、指導員が見学実習生の日常生活について聞くことをきっかけに、子どもは、学

校では接することのない、そして支援の場でも容易に出てこない「店長」という語彙の意味に触

れることができたのである。これは、支援者として 初から意図したことではないが、3 人によ

る自然な会話の中で生まれた学びであると言えるだろう。 

 そして、見学実習としては 終回である 5 回目の実践では、「節分についての紹介文を読む」

活動を行ったが、その回においては今までとは異なる気付きが生まれた。活動は、①プリントを

児童が音読し、②質問を通して、内容を詳しく見、③恵方に関連して、方角を確認する、との流

れであった。 終回であることを子どもも知っていたので、支援が始まる前に筆者に手紙を渡し

てくれた。見学者の嬉しそうな顔を見て、子どもも笑い、得意気な顔を見せていた。普段筆者の

名前を呼ぶときには必ず名札を確認してから読んでいたが、手紙には間違いなく書いていたし、

手紙の形式も理解していることがうかがえたしかし、学校を字校と書く、漢字の誤用が見られた。  

節分に関する紹介文を読む際、まずは、指導員が用意した節分の紹介文を子どもに読んでもら

った。半分くらい読むと、「次は先生が読んで！」といった。そこで、なるべく子どもに読んで

もらうために、いろいろ提案をしていたら、「じゃ、私が読む。」と言い、読み続けた。読む中で、

「３日(みっか)」を「さんにち」と読んでいた。内容理解のため、質問をしながら内容を確認し

ていたら、キーワードとなる語彙は理解していた。しかし、テキストから抜き出せるような質問

をしたが、うまく答えられなかった。そうすると、子どもはテキストに戻って、文章を読んでい

た。読み返してもその部分を抜き出すのは難しいようだった。見学者と繰り返し読む中で答えら

れるようになった。 
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 活動の中で、筆者がメモしていることを見、「なんて書いてあるか読めない」と反応したので、

中国語と日本語両方使っていることを伝えたら、中国語に興味を見せた。そこで、子どもに自分

の名前を中国語で書くことを頼まれたので、子どもの名前を中国語発音で表記して見せた。それ

を見て、「中国人？」と子どもが聞いた。子どもが「中国語」と「中国人」の区別を認識してい

ないことが見られた。そして、後には子どもは見学者がメモすることをまねして、自分も指導員

の質問への答えをメモし始めた。指導員と見学実習生が意図していなかったところで、子どもに

影響を与えたことであった。 

 ところが、筆者が中国人であることを知ったのがきっかけになったのか、筆者がいなくなった

時、子どもは自分の母国であるフィリピンの話をし始めたそうだ。国の話だけではなく、フィリ

ピン語が話せるから指導員にフィリピン語を教えてあげるという積極的な態度を見せたようで

ある。 

 計5回の見学実習の中で、子ども自ら母国・母語の話を出したことはなかった。常に日本語を

使っている状況に置かれており、自分の母国・母語を意識することができなかったのであると考

える。そして、「どんな支援が子どもの日本語の力の育成にいいのか」という点だけを考えてい

たことの偏りに気付いた。 

JSL 児童生徒の多くは、家庭を中心に使用している母語と学校や社会で使用する日本語という

二つの言語を併用する社会の中で生活していることが少なくない。が、多言語環境にある子ども

の日本語の力のみに注目しただけで、母語と第二言語である日本語の関係については扱っていな

かったのである。 

児童Kは、日本で生活しながら、日本語を生活用語として使う場面が多いわけである。たまに、

フィリピン語を使ってはいたとしても、日本語の力が伸びるにつれて、母語を忘れてしまうのは

現実的な問題となっている。だからといって、母語が完全に消えるのではなく、日本語で理解し

たことが母語へと転移し、日本語と母語の間で行き来するということになる。 

 

4. 終わりに 

以上、計５回の見学実習を振り返りながら、見学実習生としての立場に対する筆者の意識の変

容および、子どもへの影響、支援への影響について考察した。 

見学実習に参加し始めた時筆者は、その支援の場において完全な参加者でもなく、完全な第三

者でもない特別なポジションにいることに困惑を感じていた。つまり、一歩離れたところで、支

援の様子を観察し、その状況に合わせて、あるいは指導員の要求に応じて、支援に参加する、受

身的な参加者であった。そして、支援の流れや内容をデザインするのは指導員であるので、それ

をうまく受け止めて支援に望むという姿勢で参加するのが重要であると考えていた。しかし、支

援を重ねるごとに自分の立場への意識が明確になり、それが子どもの支援にも役割を果たしてい

ることにも気づくようになる。指導員がデザインしたプランに受身に合わせるだけではなく、支

援を補助しようという意識へと変わり、支援の一員として役割を果たすに至ったのである。 

本見学実習を通して筆者は、 初どういう立場で支援の場に参加するべきか迷いつつあったこ

とから、3 人で支援の場をともに創っていく中で、自分の立場を認識し始めるようになった。つ

まり、受身的な参加者から、支援の場の一員として積極的に臨みたいという意識へと変容したの
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である。したがって、その意識の変容が子どもの学びにもつながったと考える。また、「見学実

習生として、今後は指導員としてその立場をどう認識して、支援に臨むべきか」ということを気

付かせるきっかけともなった。そして、JSL 児童支援において、子どもの母語と日本語との関

係性を念頭に置き、支援に臨むべきだということが分かった。 

 今学期は見学実習が大きな比重になっており、実際の支援が少なかったが、この見学実習での

気付きをもとに、今後の支援に活かしていきたいと考えている。 
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川上郁雄(2011)『「移動する子どもたち」のことばの教育学』くろしお出版. 
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年少者日本語教育実践研究がもたらす日本語教育観の更新と「ことばの学び」 

―帰国予定のある子どもへの指導から考える― 

 

松本 裕典 

 

名前 R 

在籍学年 小学校 3年生 

指導開始時の在日期間 7 年 4 ヶ月 

言語環境 スリランカ語（シンハラ語、タミル語）、日本語 

家庭内言語 スリランカ語（シンハラ語、タミル語）、日本語 

言語使用状況 家庭ではスリランカ語と日本語、学校では日本語を使用 

 

日本語 

[JSL バンドスケール] 

 

判定日 聞く 話す 読む 書く 

2011/07/01 4～5 3～4 2 2 

2011/09/02 4～5 3～4 2～3 3 

2011/12/12 4～5 3～4 3～4 3～4 

 

興味や関心のある分野の物語であれば、自発的に読み始めた

り、書き始めたりする。出来事を順を追って話すことに困難は

あるが、話したい、伝えたいという気持ちは強く、一対一の会

話であれば、滑らかに参加することができる。幼少期に来日し

ているため、日常会話はほぼ問題なく行える。しかし、滞日期

間は長いが、家庭内で日本語を使う機会が少なく、中学年にな

り教科学習も難しくなってきたため、語彙の不足や教科学習の

遅れが見られる。 

子どもの様子 【性格面】 

非常に明るく人懐っこい性格である。伝えたいことを見つけて

きては、自発的に話をしてくれる。学習内容や話題内容の定着

速度が緩やかであるため、ときどき既習事項や前の指導で出し

ておいた指示を忘れてしまうこともある。 

 

【学習面】 

苦手なことは避けようとする傾向がある。学習に向かう態度と

遊ぶ態度をうまく切り替えられないこともある。得意なことや

知っていることは楽しそうに教えてくれる。 

今までの指導の有無  ある なし 

2009 年 8 月～2010 年 3 月（教育委員会派遣日本語指導員） 
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2010 年 6 月～2011 年 3 月（教育委員会派遣日本語指導員） 

2011 年 7 月～2011 年 10 月（教育委員会派遣日本語指導員） 

 

実践の概要 

期間 2011 年 10 月 24 日～2011 年 12 月 19 日（全 6 回） 

時間 週 1 回 90 分（月曜日 3・4 校時） 

形態 取り出し指導 

 

1. はじめに 

 筆者は、2011 年 10 月 24 日から 2011 年 12 月 19 日までの約 2 ヶ月間、全 6 回（うち 1 回の

見学実習を含む）の児童 R（以下、R）に対する取り出し指導による日本語指導実践を行った。

本稿の目的は、R に対する日本語指導の記録を残し、振り返りを行うことで、筆者の日本語教育

観を問い直し、今後の実践に活かすための課題を明らかにすることである。そこで、本稿では、

全 6 回の R に対する日本語指導実践の概要を述べ、特徴的な活動の振り返りと振り返りを元に

考察を加えた報告をする。 

 R は、幼少期に来日しており、幼稚園および小学校 1 年生から小学校にも在籍していたため、

日常会話については、ほとんど問題なく交わすことができる。初対面の時には、緊張した素振り

を見せていたが、だんだんと筆者に慣れてくると、積極的、自発的に挨拶や話をしてくれるよう

になっていった。指導の開始前から、R の 2012 年 3 月での帰国が決まっていたため、指導開始

にあたって、帰国予定のある子どもへの日本語指導をどのように行うべきなのかを考えながらの

実践を心掛けた。実践を重ねる中で、子どもの興味や関心のある事柄を取り入れた指導を行いな

がら、子どもの「ことばの力」を伸ばしていくことに意味があるのではないかと考えるようにな

った。まさに、鯨岡（2006）や川上（2011）が指摘するような「主体性」の重要性に気づき、

主体的な学びの中で「ことばの学び」が起こり、主体的な学びは意味のある活動の中で生まれる

ということを実感したのである。 

 R への指導は、前任の指導員が 2011 年 7 月から 2011 年 10 月まで指導を行っていたが、スケ

ジュール等の都合により担当を外れることとなり、学期の途中からではあるが、筆者がそれを引

き継ぐ形で開始された。指導の開始にあたっては前任の指導員と基本的な指導の方針などについ

て簡単な引き継ぎを行ったが、実際の指導の計画は、筆者が改めて立て直して指導に臨んだ。前

任の指導員の実践は大森（2011、2012）を参照されたい。 

 なお、本稿の執筆にあたっては、筆者が毎週の実践後に記録した「見学実習報告書」、「指導記

録」を中心に、「日本語教室個別指導計画書」、「日本語教室個別指導報告書」をデータとして利

用する。 

 

 

2. 実践の概要 

 実践は、早稲田大学大学院日本語教育研究科の「日本語教育実践研究」科目の一つである「日
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本語教育実践研究（3）」（通称、「年少者日本語教育実践研究」。以下、「年少実践」）の一環とし

て行った。「年少実践」では、東京都内の小中学校で日本語を第二言語として学ぶ子どもたちへ

の日本語指導を実践の場としており、「年少実践」の受講生や修了生が日本語指導員として活躍

する機会を提供している。筆者は、「年少実践」の受講生として R への指導に携わる実践の機会

を得た。 

本実践は、2011 年 10 月 24 日から 2011 年 12 月 19 日までの期間で行った。ただし、10 月

24 日は前任の指導員の見学実習という形で指導に同席し、R とかかわった。なお指導は 2012

年 3 月まで継続して行う予定だったが、R が 2012 年 1 月に急遽本国へ帰国することになったた

め、12 月 19 日（実質は 12 月 12 日）で終了している。以下に実践の全体像を示す。 

 

指導日 内容 備考 

2011/10/24 

見学実習 

自作の「怖い話」を推敲・発表する、 

「怖い話」を読む、折り紙を折る 

 

2011/10/31 

第 1 回 

自己紹介、 

「怖い話」を読む、「怖い話」を作る 

 

2011/11/07 

第 2 回 

「怖い話」を読む、 

折り紙を折る 

 

2011/11/14 

指導なし 

 学校行事の振替休日 

2011/11/21 

指導なし 

 筆者体調不良 

2011/11/28 

第 3 回 

折り紙を折る、妖怪すごろく、 

テレビドラマについて順を追って話す 

 

2011/12/05 

第 4 回 

小数の計算、 

テレビドラマについて順を追って話す 

 

2011/12/12 

第 5 回 

棒グラフの書き方、 

妖怪すごろく、説明文を読む 

 

2011/12/19 

指導なし 

 R 欠席 

 

 日本語指導の目標として、「物語を読んで、内容を共有することができる」、「伝えたいことが

伝えられる力を伸ばす」、「語彙を増やし、文章を書く力をより支える」、「時計を正確に読むこと

ができる」ようになることを設定した。これらの目標を設定したのは、R のバンドスケールの判

定値の中で「読む」、「書く」が「聞く」、「話す」に比べて低かったため、「読む」、「書く」の力

を伸ばす活動を中心的に行う必要があると判断したためである。 

具体的には、バンドスケールのレベル 4 を念頭に置き、次のような小学校中・高学年のバン

ドスケール記述の特徴に沿った指導を想定した。「読む」では、「文化的情報を多く含んでいない、
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簡単な構成の物語を楽しみながら読むことができる。日本語で読んだ物語を口頭で再現すること

ができる。」（川上編 2004：60）、「書く」では、「教師とともに読んだものをモデルに、物語文

や説明文などの簡単な文章を書くことができる。しかし、JSL 児童の特徴的誤用は依然見られ

る。」（川上編 2004：70）という特徴である。 

本稿の報告では、「物語を読んで、内容を共有することができる」、「伝えたいことが伝えられ

る力を伸ばす」という二つの目標を達成するための指導を中心に振り返りを行う。 

 

3. 実践の振り返り 

 ここでは、「物語を読んで、内容を共有することができる」、「伝えたいことが伝えられる力を

伸ばす」という二つの目標を達成するために行った指導の中から特徴的な活動を取り上げ、活動

の背景、活動の様子、活動の振り返りに分けて記述する。筆者の実践において特徴的な活動は主

に次の二つの観点から捉えられる。「子どもの興味・関心に着目した活動」と「子どもの帰国予

定を意識した活動」という観点である。以下では、それぞれについてこの二つの観点から実践の

振り返りを行う。 

 

3-1. 子どもの興味・関心に着目した活動 

指導開始前に、前任の指導員から R は「怖い話」が好きであるということを聞いていた。偶

然にも、筆者も「怖い話」が好きだったため、「怖い話」を利用した継続的な指導ができないか

と考えた。つまり、子どもの興味・関心のある事柄に着目した指導案の模索である。なお、ここ

で言う「怖い話」は、ショッキングなホラーなどではなく、幽霊や妖怪に関する話である。 

 

3-1-1. 「怖い話」を利用した活動 

（1）活動の背景 

 「怖い話」を利用した活動は見学実習の際にも前任の指導員が行っており、筆者が見学者とし

て参加することで、「文脈化」（川上 2011：40）がなされ、R は自分で創作した「怖い話」をと

ても楽しそうに読み聞かせてくれた。見学実習での経験を活かし、そのまま引き継ぐという形で

はなかったが、「怖い話」を利用した活動を取り入れることとした。実際に「怖い話」を利用し

た活動を行ったのは、主に実践の前半の 10 月 31 日、11 月 7 日の指導である。 

 「怖い話」を利用した活動は、「読む」力を伸ばすための「怖い話」を読む活動と「書く」力

を伸ばすための「怖い話」を作る活動から構成した。「怖い話」を読む活動では、まずは読んだ

ことのある「怖い話」の中から、R が気に入っている物語を選んで読んでもらうことから始めて、

まだ読んだことのない物語へと進んでいくように計画を立てた。その後、読んだ物語をモデル文

として R 自らが「怖い話」を作る活動に発展させた。 

（2）活動の様子 

 「怖い話」を読む活動における R の反応として、実践第 1 回目である 10 月 31 日の指導では

読んだことのある話を取り上げてしまったので、「それはもういい」という否定的な反応が見ら

れた。粘って読むように促すと、読み始め、すらすらと読むことができていた。途中、つまずく

場面もあったが、きちんと自分で気が付き、読み直していた。 
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11 月 7 日の指導でまだ読んだことのない物語を読んだときには、すでに読んだことのある物

語に比べ、読みの速さや流暢さは劣るものの、自分の指で文字を追ったり、自分で間違いに気付

いたりするなど、自分の力で 後まで読み切ろうとする様子が見られた。 

 「怖い話」を作る活動における R の反応として、10 月 31 日の指導では、R が「怖い話を考

えました」と立ち上がって黒板に絵を書いたり、その説明を書いたりしてくれた。しかし、書き

上がったところで音読するように指示すると、区切れが分からなくなってしまう場面も見られた。

漢字の間違いは、指摘しても、「あれ、どうかな」と首を傾げるだけだったが、少し書いてヒン

トを与えると「あっ、そうだ、そうだ」と思い出していた。黒板に書くとスペースも限られてい

るうえ、字のバランスを意識しないので、その後用意しておいた原稿用紙に書いてもらった。原

稿用紙は 1 年生用のものを使用したが、きちんとマス内に書くことができ、合わせて絵も書い

ていた。 

 原稿用紙に書いた「怖い話」の作文では、表現を「ある日」ではなく「ある土ようび」とする

など言葉の選び方にもこだわりを持っている様子だった。一度書いた漢字を再び書くときに、分

からなくなると、先に書いた部分を探して「ああ、そうだ」と言って思い出すということが見ら

れた。 

（3）活動の振り返り 

「怖い話」を利用した活動では、R の「怖い話」への興味・関心の高さを窺い知ることができ

た。当初、筆者は、「怖い話」を読む活動で読んだ物語をモデル文として「怖い話」を作る活動

に移ろうと考えていたが、第 1 回の 10 月 31 日の指導の時点ですでに R は進んで「怖い話」を

作る活動を行っていた。 

また、11 月 28 日の指導では、「先生、あの本持ってますか」と、いつも読んでいる「怖い話」

の本を持っているかを尋ねてくれた。本を渡すと、「一番怖かったのはこの話」と言って、内容

を伝えようとしてくれた。それまでの指導では、筆者の方から読むことを指示していたのだが、

二回の「怖い話」を読む活動を経て、R の中に自然と伝えたい、読みたいという気持ちが湧き起

ったのではないかと考えられる。 

では、「怖い話」を利用した活動を内容の共有という面から捉えてみたい。読んだことのある

物語と読んだことのない物語とでは、読む力に差が見られた。しかし、分からない単語は、筆者

に確認し、話の途中でも、筆者と内容を理解できているかを確認し合っていた。初めて読む物語

でも、話の大意はつかめており、筆者と内容を共有することができた。 

以上の点から考えると、この活動を通して「物語を読んで、内容を共有することができる」、

「伝えたいことが伝えられる力を伸ばす」という二つの目標は到達できたように思える。 

 

3-1-2. テレビドラマについて順を追って話す活動 

（1）活動の背景 

 「怖い話」を利用した活動を行っていると、R から知っている「怖い話」をしてくれることが

あり、11 月 28 日の指導では、突然、「あ、そうだ、先生にこの話してない」と言って、黒板に
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「妖怪人間ベム」2の絵を描き始めるということがあった。黒板に何かを書くことが好きなよう

で、それまでもすぐに黒板の前に行くことが何度かあった。 

前回までは、こちらが持参した「怖い話」を R が読むという活動を行っていたが、この日の

指導では、R から偶然、「妖怪人間ベム」の話が出たので、そのまま指導に活かすことを考えた。

理由は、R が関心を持って毎週視聴しており、自発的に話をしてくれるため、継続して扱いやす

いと思ったからである。そのため、次回も筆者に説明ができるようにドラマを見て来てほしいと

いうことを伝えた。筆者はストーリーを知らず、背景知識も全くないため、話している内容の真

偽を確かめることはできないが、テレビドラマについて順を追って話す活動を通して R が順を

追ってストーリーを話すことを意識できるような指導をしていきたいと考えたのである。実際に

この活動を行ったのは、主に実践の半ばの 11 月 28 日、12 月 5 日の指導である。 

（2）活動の様子 

R が黒板に「妖怪人間ベム」の絵を描き始めたことがきっかけでテレビドラマについて順を追

って話す活動が始まった。しかし、筆者は「妖怪人間ベム」を見ておらず、ドラマの内容が分か

らなかったので、R に質問をすると、とても意欲的に答えてくれ、登場人物や配役だけではなく、

主題歌も教えてくれた。主題歌を教えてくれるときには、棒を使って「はい、先生読んでくださ

い」と言って、筆者に R が書いた歌詞を読ませる場面もあった。 

 12 月 5 日の指導では、R から「先生、見ましたか」と言って前回薦めてくれた「妖怪人間ベ

ム」の話を進んでしてくれた。「見ていないので、どんなお話だったのか教えてください」と言

うと、座るのも忘れて楽しそうに語ってくれた。まだ話が前後してしまう様子が見られるが、非

常に丁寧にストーリーの細部を話すことができていた。一通り話し終わると立ちあがって、黒板

に妖怪人間の絵を描き始めた。 

（3）活動の振り返り 

目の前にはないが、見たことのある事柄や体験した出来事について伝えるということがテレビ

ドラマについて順を追って話す活動のポイントである。このような活動は以前から少しずつ取り

入れていく必要性を感じていた。たとえば、10 月 31 日の指導では、指導日がハロウィン当日だ

ったので、ハロウィンをするのかを尋ねると、すでに週末にハロウィンパーティーに行ってきた

ということを教えてくれたが、まだうまく時系列に並べて話すことはできていなかったというこ

とがあった。 

「妖怪人間ベム」を利用したテレビドラマについて順を追って話す活動は、筆者からの働きか

けによるものではなく、当初の計画にも組み込まれていなかったものである。しかし、R からの

自発的な発言を重視し、活動の一つに据えることとした。この活動が成立したのは、ドラマの内

容が R の興味・関心に合うものであり、R が進んで話をしたい、伝えたいと思えるものであっ

たからであると考えられる。 

この活動を通して、筆者は R から「妖怪人間ベム」について学ぶことができ、背景知識のな

い状態からでも、ストーリーを推測することができるようになった。推測したストーリーを元に

                                                  
2 日本テレビ系列で毎週土曜日夜 9時から放送されていたテレビドラマのことである。2011年 10月

22日から同年 12月 24日まで放送されており、Rは毎週欠かさず見ていた。1968年に放送された

同名のテレビアニメを実写ドラマ化したものである。 
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R に質問をするなど展開を確認し合ったことで、ドラマの内容を共有することができ、R の伝え

たいことは筆者に伝わった。 

以上の点から考えると、この活動を通して「物語を読んで、内容を共有することができる」、

「伝えたいことが伝えられる力を伸ばす」という二つの目標は到達できたように思える。 

 

3-1-3. 「妖怪すごろく」を使用した活動 

（1）活動の背景 

それまで読んでいた「怖い話」の本は、だいたい読み終えてしまったので、次の読みの教材と

して、妖怪について書かれた本を使うことを考えた。さらに、それをただ単に読むだけではなく、

R の興味を引き付けるために、ゲームと組み合わせて読む活動を行いたいと考えた。「ゲゲゲの

鬼太郎」3のキャラクターをパッケージにあしらった菓子折りの包装紙を元に筆者が作成した「妖

怪すごろく」を使用した活動である。「妖怪すごろく」は筆者が考案した、止まったマスに描か

れている妖怪について書かれた説明文を読むというすごろくゲームである。説明文は妖怪につい

て書かれた本からリライトしたものを用意した。実際に「妖怪すごろく」を使用した活動を行っ

たのは、主に実践の後半の 11 月 28 日、12 月 12 日の指導である。 

（2）活動の様子 

11 月 28 日の指導では、筆者が用意した妖怪のコマ、さいころ、すごろくシートを使って、「妖

怪すごろく」を行った。R は筆者がすごろくを取り出したときから非常に興味を示していた。「妖

怪すごろく」は短いすごろくだが、ゴールすると「もう一回やりましょう」と言って何度も何度

も繰り返しやりたがった。何度目かには、R が自らオリジナルのルールを考える場面が見られた。

この日の指導ではまずはすごろくゲームに慣れることを目的としたために、読みの活動まではい

かなかった。しかし、R が非常に興味を持ってくれ、「次回もまたやりたい」と言っていたため、

「次回はお話も読みましょう」と提案した。ところが、12 月 5 日の指導では時間の関係ですご

ろくができなくなってしまい、非常に残念がる様子を見せていた。 

 後の指導となった 12 月 12 日の指導では、R から「妖怪すごろく」がやりたいという発言

があった。前回すごろくをした 11 月 28 日のときには言えなかった「ゲゲゲの鬼太郎」という

キャラクターの名前もきちんと覚えていた。この回の指導ではすごろくの活動に加えて、本来想

定していた活動である、コマが止まったマスに描かれている妖怪についての簡単な説明文を読む

という活動を行った。説明文は市販の本の挿絵と記述を元に筆者がリライトしたものを使用した。 

説明文を読む際には、はじめはゲームだけに集中したがっており、あまり興味を持ってもらえ

なかった。そこで、筆者がモデルとなり、先に自分のコマが止まったマスに描かれている妖怪に

ついての説明文を「これはどういう妖怪かな」と R に声を掛けながら読み上げることで、説明

文にも注意を向けてもらうようにした。さらに、R のコマが止まったマスに描かれている妖怪に

ついての説明文も R と一緒に読むことで、次第に興味を持ち始めてくれたようだった。 後は

                                                  
3 水木しげる原作の漫画作品のことである。妖怪のキャラクターが数多く登場する。シリーズ化さ

れており、長年親しまれている作品であるため、作品にちなんださまざまな商品も発売されてい

る。本稿で取り上げる「妖怪すごろく」では、作品のキャラクターがパッケージに印刷された市販

の菓子折りの包装紙を利用している。 
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「次回も読みたい」と言っていたので、説明文にも興味を持ってもらうことはできた。説明文を

読んだ妖怪についての感想もぽつりと言うことがあった。 

（3）活動の振り返り 

「妖怪すごろく」を使用した活動は、R の好きな妖怪を取り入れ、ゲーム感覚で楽しめ、妖怪

についても理解を深める説明文も同時に読むという活動である。ただし、当初想定していたより

も早く R が帰国することになったため、実践の全体像の中での位置付けはそれほど高くなくな

ってしまったのが反省点としてあげられる。 

 「妖怪すごろく」で使用した説明文は市販の妖怪の本からリライトした。それまでの「怖い話」

の本を使用していたときに、R の語彙のレベルを考えると難しい言葉も出てきており、リライト

の必要性を感じていたからである。リライトしたことにより、R のレベルに合った平易な説明文

となり、筆者と妖怪の特徴についての内容を共有することが可能となった。また、妖怪について

の感想や好みを伝えるためにも、説明文の理解が役立っていた。 

以上の点から考えると、この活動を通して「物語を読んで、内容を共有することができる」、

「伝えたいことが伝えられる力を伸ばす」という二つの目標は到達できたように思える。 

 

3-2. 子どもの帰国予定を意識した活動 

 筆者は、実践開始当初、子どもの帰国予定を意識した活動を行いたいと考えていた。R は指導

開始の段階でいずれは帰国することが決まっており、帰国をすれば基本的には日本に戻ってこな

いということだった。日本に戻らず、本国でも日本語を使用する機会がないのであれば、R が日

本語指導で学んだ日本語を使用するのは、残りの日本滞在期間だけということになる。だとすれ

ば、R にとっての日本語指導にどのような意味を見出すことができるのかを考えなければならな

かった。 

 指導開始の時点では、帰国予定が 2012 年 3 月だったこともあり、5 ヶ月程度の実践期間が見

込まれていた。そのため、5 ヶ月の実践の中で、日本語指導を R にとって意味のある場と時間

としてデザインしたいと思っていたのである。ところが、急遽、R が 2012 年 1 月で帰国するこ

とになってしまい、筆者のデザインした実践は当初予定していた活動まで行えなかった。予想外

の転入あるいは転出という事態は、「移動する子ども」（川上 2011）にとってよくあることでは

あるが、用意していた活動に取り組めなかったことは悔やまれる。 

 用意していた活動の中で取り組めなかったものは、帰国前の文集作りの活動である。文集の内

容は、R の作った「怖い話」などの成果物、筆者や在籍学級からのメッセージを集めた寄せ書き

を予定していた。帰国するときに記念に持って帰れるようにとの思いから考えた活動だが、同時

に形に残る日本語指導の意味という側面を持っていた。R にとっての日本語指導の意味の中に形

に残る何かを想定していた。 

 しかし、形に残るものという点では、 後の指導予定日であった 12 月 19 日の指導がなくな

ってしまった代わりに、後日、カードを送るというフォローを行った。日本語教育コーディネー

ター4を介してのやり取りであったが、R からのお礼の言葉は忘れられないものとなった。形に

                                                  
4 「年少者日本語教育の訓練を受け、その専門的知識と実践経験があり、日本語指導への助言や研修



 74 

残るものを通して、これまで行ってきた形には残らない指導の意味を自ら実感することができた。

これまで「子どもの興味・関心に着目した活動」として見てきた指導を、「子どもの帰国予定を

意識した活動」という観点から捉えなおせば、R と筆者との間に物語を共有したり、すごろくを

楽しんだりする中で形作られた関係性があり、その関係性こそが、R にとっても筆者にとっても

かけがえのないものだということである。かけがえのない関係性を築けたことに日本語指導の意

味を見出せるのではないだろうか。 

 

4. 考察 

 以上が R への実践の報告である。以下では、ここまで報告してきた実践を元に、筆者の日本

語教育観の更新を示すことで、「ことばの学び」とはどのようなものなのかを考察する。 

 筆者は、学部生時代に中学 2 年生の生徒への学習支援を担当していたことがある。充分な「専

門性」5を持たぬままに支援に入ったこともあり、学習支援と言ってもまず何をしたらよいのか

も分からず、R への実践とは環境や状況も全く異なっていた。けれども、その当時の筆者なりに

できる限りのことをしようと、目の前の子どもが必要としている支援や学校側が求めている支援

はどのようなものなのかを考えながら毎回の支援に臨んだ。それでも、教科書を使いながら、子

どもに寄り添って教えるという姿勢が精いっぱいだった。 

しかし、その当時の実践を自分でも納得のいく実践ではなかったと感じていた。なぜなら、週

1 回 1 時限分の限られた時間の中で、どう優先順位を立てて、どう効率よく教えることができる

かばかりを考えてしまい、毎回の支援がこなすもののようになってしまったからである。高校受

験を控えていたこともあり、どうしても教科学習を優先せざるを得ず、日本語の支援は拙い英語

を介しての翻訳作業のようになってしまう場面もあった。それは、誰がやっても同じようなもの

であると感じ、筆者がここで子どもと向き合って支援をしている意味は何なのかを考えるきっか

けとなった。 

誰がやっても同じだと感じていた理由は、当時の実践を支援者から子どもへの一方的な「支援」

だと捉えていたからである。教科学習も日本語学習も一方的な支援であるならば、それは効率的

にできるだけ多くのことを教えるべきものだと信じていたのである。それが当時の筆者の「実践

観」であり、「日本語教育観」であった。 

ところが、大学院に入り、理論を学び実践を行いながら「専門性」を徐々に身に着けていくう

ちに、実践とは一方的な支援ではなさそうであるということに気付き始めたのである。ゆえに、

実践者としての自らの日本語教育観を見直すことを目的として、「年少実践」を受講することに

決めた。 

 「年少実践」では、教室での議論と学校現場での実践が一体となっていた。学校現場での実践

をまずは家に帰って「指導記録」を書くことで自省する。次に「指導記録」を元にして教室で仲

間の受講生と一緒に議論をすることで振り返る。教室での議論を踏まえて次の実践を考える。そ

                                                                                                                                                         
を行うことができる人材」のことである（川上 2011：130）。 

5 年少者日本語教育に関する専門的な知識や技能のことである。たとえば、バンドスケールを使用

した日本語能力の判定やそれに基づく子どもに合った指導ができる能力などを指す。ここではそ

うした能力を便宜的に「専門性」という言葉を用いて表現することとする。 
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のようにして、これまでの学部生時代の実践で足りなかったものは何だったのかを模索しながら、

R への指導に携わっていった。 

本稿で報告したような R への実践の中で、R との関係性の中に筆者の日本語教育観の揺らぎ

を感じた。その理由の一つは、バンドスケールによる日本語能力の判定を行い、それに基づいた

指導計画を立てることができるようになったからである。バンドスケールによる「ことばの力の

捉え方」は「極めて流動性のあるものであり、形が定まらない、常に変化し続けるもの」（川上

2011：67）であるが、おおよその現在の日本語能力を一時的に捉えることができる。現在の日

本語能力が把握できれば、次の指導はどのような日本語能力を育てるためにどのように行うべき

かが見えるようになる。しかし、そのためには、子どもが一人でできることや支援があればでき

ることを動態的に捉える必要があり、子どもをよく観察せねばならない。けれども、ただ観察す

るだけでは充分なものではなく、必ず実践者の指導の中で観察するものなのである。このような

観察を必要とするバンドスケールを使用することで、一方的な支援では見えて来ないような関係

性の中に立ち現われる日本語能力すなわち「ことばの力」があるのだと気が付いたのである。 

筆者が R にどのような姿勢でかかわるか、R が筆者のかかわり方をどのように捉えて反応を

示すか、といった動態的な R と筆者の関係性の中に「ことばの力」があるのだとすれば、一方

的ではない双方向的なやり取りを意識した実践を形作っていく必要がある。「ことばの力の捉え

方」は、実践そのものの在り方にも影響するのである。実践への影響は筆者の日本語教育観の揺

らぎであるとも言える。なぜなら、一方的な支援による効率的な日本語教育を行うにはどうした

らいいのかを考えていたはずの筆者が、子どもとの間のやり取りを重視する日本語教育を行うに

はどうしたらいいのかを考えるようになったからである。 

子どもとの間のやり取りを重視するために、「物語を読んで、内容を共有することができる」、

「伝えたいことが伝えられる力を伸ばす」という目標を単なる一方的に到達すべき目標とするの

ではなく、ともに創り上げていく目標と考えるようになった。それゆえに、偶然 R から出た「妖

怪人間ベム」の話を指導に活かしてみたり、「怖い話」を読んでいたときは粘って読むように促

していたものを、「妖怪すごろく」の説明文を読むときには自ら率先して読んでみることを試み

てみたりしたのではないだろうか。筆者の実践への心構えが変わってきたことで、R の「ことば

の力」も伸びてきたように感じる。 

 「年少実践」の受講を終えて考えることは、筆者が実践の目標としてきた「物語を読んで、内

容を共有することができる」、「伝えたいことが伝えられる力を伸ばす」といったことが筆者の日

本語教育観の表れであったということである。はじめは、その目標も一方的に到達すべきものだ

と考えていたが、徐々にともに創り上げていくものだと考えるようになったということは、日本

語教育観が移り変わっていったということである。すなわち、実践の中で R と向き合うことで

日本語教育観の更新が起こっていたのである。ゆえに、日本語教育観の更新と「ことばの学び」

とは同時多発的に起こるものであると言える。「ことばの学び」とは、実践者と子どもが対峙し

ながら交わすやり取りそのものなのである。 
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5. おわりに 

岩本（2006）は「子どもの興味・関心を生かした日本語の支援」を通じて、子どもは「自分

がやりたいと思える活動の中で、（中略）主体的に学習するようになる」と考察している（岩本

2006：53-54）。その点は、本実践の「子どもの興味・関心に着目した活動」にも通底する点で

ある。「自分がやりたいと思える活動」というのは、それぞれにとって異なっており、実践者と

の関係性によっても変わってくるはずである。その点が見えた活動が実は「子どもの帰国予定を

意識した活動」だったのではないかと思う。 

「子どもの帰国予定を意識した活動」では、想定していたような指導はできなかったものの、

実践は必ずしもデザイン通りに進むはずがないという自明の事実を身を以て確認することがで

きた。それだけではなく、日本語指導の意味というものは「子どもの帰国予定を意識した活動」

として取り立てて形に残るような何かを計画しなくても、子どもを実践の中でよく観察し、子ど

もの「ことばの力」を把握し、子どもに合った指導を計画し、活動をしていく中で自然と立ち現

われてくるものなのであると実感することができた。 

帰国予定のある子どもへの指導は、どのようなものがふさわしいのかを考え続けてきたが、そ

の答えはおそらくどこにもあってどこにもない。すなわち、答えはその実践者と子どもの間にの

み立ち現われるのであって、実践者と子どもの関係性を無視しては語ることができないのである。

そのことに気が付いたとき、実践者の日本語教育観の更新が起こっているのではないかと感じて

いる。本実践で立ち現われた「ことばの学び」は実践の関係者が変われば変容していくはずであ

り、元となる日本語教育観も同様にしてこれからも更新され続けていくだろう。 

R と筆者との間には、「確かにここでこの人とともに日本語を学んだ」という事実があり、こ

こでこの人に伝えたいことを伝えたり、引き出そうとしたりしていた。たとえ、帰国して二度と

日本語を使うことがないとしても、その事実はお互いの心の中に残るはずである。R が日本のこ

とを思い出すとき、筆者が別の実践に向かうとき、その記憶は呼び起され、誰かに伝えたくなる

こともあるだろう。そこに新たな関係性が生まれ、「ことばの学び」が生まれる。そのとき、改

めて「確かにここでこの人とともに日本語を学んだ」ことの意味が浮かび上がってくるはずであ

る。 
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タイトル：JSL 生徒の「書く力」を伸ばす実践 

ー作文指導における指導者の変容を通してー 

 
稲垣 みどり 

 

名前 C 

在籍学年 中学１年 

指導開始時の在日期間 約２か月間 

言語環境 英語、日本語 

家庭内言語 日本語、英語 

言語使用状況 父親とは英語、母親とは日本語を使用 

 

日本語 

[JSL バンドスケール] 

 

測定日 聞く 話す 読む 書く 

H23/9/15 5-6   5   4-5  

H23/12/20  5-6   6    5  3-4 

子どもの様子 大変まじめで、礼儀正しい生徒である。口数はや

や少なく、大人しい雰囲気であるが、好きなこと

（数学）に対する情熱は人一倍ある。初回の指導

時には来日間もないこともあり、日本の学校全般

に馴染めない様子だったが、日本での生活に慣れ

るにしたがって日本語での授業に対する苦手意

識も軽減してきたようである。指導開始時の１０

月には、在籍学級での授業について「よくわから

ない」と悲観的だったのが、昨年１２月２０日の

時点では「かなりわかるようになってきた」と自

信をつけてきた様子であった。 

今までの支援の有無  なし 

 

実践の概要 

期間 2011 年 10 月 18 日 ～  2011 年 12 月 20 日 （全 10 回） 

時間 火曜日 ２、３校時（９時４０分～１１時４０分） 

形態 取り出し指導 
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1. はじめに 

 筆者は２０１１年１０月１８日から現在までの間、計１０回、生徒 Cに対して取り出し日本語支援

を行った。本実践報告は、筆者が Cに対して行った日本語支援の報告と、それに対する振り返りであ

る。 

来日して間もない第１回目の指導の頃は、日本の学校生活そのものに馴染んでいない様子であり、

授業についていくのが大変難しい様子であったが、この生徒は母親が日本人であり、イギリスでも補

習校や塾に通っていたことから、もともとかなり高いレベルの日本語の力を持っていた。１３才まで

に培った母語である英語の力および学習能力も一定のレベルに達していたので、全１０回の実践を通

して、筆者は（１）本人がもともと持っている力（＝学力）を発揮するための日本語の力の育成を

主眼において指導してきた。「本人が持っている力」とはすなわち、人格的なすべての面を包含する

「自己を表現する力」であり、またその中には「学力」も含まれる、と筆者は捉える。また、この生

徒にとってもっとも大切なことは、１３才という思春期の入り口の も自我意識の張り詰めた時期に

新たな環境に入っていくにあたって、（２）自分自身にある程度の自信を持って他者と関わっていく

力を「日本語の学び」を通して身につけさせることである、と筆者は考え、実践のプログラムを考

えた。本稿において、上の二つの目標を主眼においた実践の内容を特に「書く力の育成」に焦点を絞

って報告する。 

 

2. 実践の内容 

本人がもともと持っている力（＝学力）を発揮するための日本語の力の育成～漢字指導、教科指導 

 C は１３才までイギリスで育ったことから、母語の英語の力、および学力は一定のレベルに達して

いることがうかがえた。きちんと「測定」したわけではないが、折に触れての指導員との英語での会

話、また英語の本の音読などを通して垣間見えた Cの英語の力は概して高く、読解の速さ、ボキャブ

ラリーの豊富さなどにおいて、日本語の力を優に上回ることがうかがわれた。カミンズ（1984）の「２

言語相互依存の法則」によれば、バイリンガルの子どもは頭の中に「思考タンク」ともいうべき言葉

の深層面での共有面を持ち、表層面の言語が２つのまったく違う言語である場合も、２つの言語はお

互いに影響し合うという。筆者が生徒 Cの支援においてまず考えたことは、Cが今まで母語である英

語を通して培ってきた「ことばの力」を日本語に「転移」するにはどうしたらよいか、ということで

あった。 

第一回目の支援の際の Cへの聞き取りの場面で、在籍学級での授業についていくのが難しい、と言

った C に対して筆者が「何が問題だと思うか。」と問うたところ、C が 初に述べたことは「漢字が

分からない」ことであった。 

実際に、国語や理科、社会などの教科書を素材に C の日本語の力を推し量ってみた結果、「漢字が

読めない」ことが、読解のつまずきとなり、国語以外の教科学習においても概念としての知識を得る

ための障壁となっていることが見てとれた。 

 

 そこで、本人の「漢字」に対する苦手意識（こだわり）を克服する一助として、おもに”Remembering 
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the kanji :A complete course on How Not to Forget the Meaning and Writing”(J.W.Heising ,6th 

Edition 2011  

)における連想法による漢字学習法を中心として、毎回の指導の中で継続的に漢字学習を行った。ま

た、教科学習の中で、本人がもともと母語の知識として知っている概念を、日本語に転移するにはど

のようにしたらよいかという点を念頭におき、本人がすでに英語として持っている知識を「日本語に

よるラベルに張り替える」（＝転移）という作業を実践していった。 

 

3. 作文指導    

3-1. なぜ「作文指導」なのか 

 初になぜ Cに対して作文の指導か、という問題について述べる。「はじめに」で述べた筆者の実

践の主な目的の一つは「自分自身にある程度自信を持って他者と関わっていく力を日本語の力を通し

て身に着けること」であった。ではどのような「力」を持てば、子どもは「自分に自信が持て」、そ

れはどのような言葉の教育によって実現可能なのか。 

 どんな年齢の子ども達にとっても（あるいは大人にも）、「自信」につながる「自意識」とは、「自

分が他者からどう見られているか」という他者からの視線の意識に基づくと筆者は考える。これは必

ずしも他者からの実際の評価には関係しない。あくまで、自意識の中で他者視線をどのように捉えて

いるか、という問題である。 

 筆者と接する中で垣間見えた Cの性格は、比較的口数が少なく、自分から積極的に他者に働きかけ

ていくというタイプではない。余暇の過ごし方について聞いても、読書やゲームなどやや内向的な趣

味にひたりがちな様子である。ただ、「文章」を書くことについてはイギリスの学校でエッセイや創

作などの「書くこと」の指導を受けてきた体験があり、その中で自分の書いた“フィクション”の短

編が学校のコンクールに入賞した、と嬉しそうに筆者に報告したことがある。そのような様子を見て、

筆者は Cの持っている内面世界を表出させる方法として、日本語で、日本の身近な他者に向かって「書

く」ことにより、Cが自分自身を他者の視線に少しずつ触れさせていくことが今の段階では有効なの

ではないかと考えた。また単に無防備に己れを「見せる」のではなく、ことばによって思考し、武装

することによって、「見せたい自分」を意図的に（戦略的に）発信することは、とくに大人世界の入

り口に立つ思春期の若者にとっては大切で基本的な人生戦略の一つであると筆者は考える。以上の理

由から、筆者は生徒 Cに対しての作文指導を実践全体のメインの活動として位置付け、実践してきた。 

  

3-2. 作文指導の目標 

 筆者が本実践の主眼とした作文指導について述べる。作文指導の実践において筆者が目標としたの

は以下の事柄である。 

①伝えたいことを順序立てて正確に書く力 

②話し言葉と書き言葉の違いを意識して書く力  

③目の前にないこと、抽象的な事柄を相手に分かるように書く力 
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以下、生徒 Cの作文指導の実践について、具体的に活動内容を追ってみていく。 

 

3-3. 作文実践例 

（１） 身近なトピックで書く ：出来事作文 

[テーマ設定の狙い] 

 初に Cに作文を書かせたのは第１回目の指導（２０１１年１０月１８日）においてであった。指

導開始前に JSL バンドスケールにおける「書く力」が未測定ということであったので、指導の 後の

１５分ぐらいの時間を用いて作文を書かせることにした。タイトルは Cと話し合った結果、身近で書

きやすい話題として「友達」を設定し、A4 サイズの罫線なしの白紙に手書きで書いてもらった。 

 

[作文例①（２０１１年１０月１８日）] 

 「友達」 

 ぼくの一番いい友達イラン人の〇〇（注：カタカナ人名）君です。 

 イギリスでは、同じ学校行ってて近所だからすぐ遊びに来ることも多かったです。 

    また近所の××（注：日本人名）もいました。 

    △△（注：日本人名）もいました。ぼくと週待（ママ）でたっきゅうを〇〇君の庭で練習し

ていました。ぼくの家に来て wii を遊んでいました。 

     アルバニア人の□□（注；カタカナ人名）君とよく学校に行きました。いっしょに公園い

ってコーラ 

     とあめを混ぜて、ばくはつするのを、ケイタイにうつすとかやっていました。 

                                                    

[作文の分析] 

この回は作文を書いている途中に、あえて筆者はまったく支援をせず、全て Cに自力で書かせた。 

見て分かるとおり、まず 

①助詞の用法が不正確（例：ぼくの一番いい友達、週待でたっきゅうを、いっしょに公園いって） 

②接続詞が使用されていない。 

③話し言葉と書き言葉があまり区別されていない。（例：同じ学校行ってて、とか） 

④漢字の表記ミス（例：週待） 

 

この作文から C の書く力を推し量ったところ、JSL バンドスケールでいえば、「書く力」のレベル

３あたりに位置すると筆者は考えた。内容的には身近な話題を人に伝えるというごく基本的な「出来

事作文」のレベルにとどまっており、１３才という年齢相当の洞察や考察を示す内容ではない。筆者

の見るところ、慣れない日本語で考えながらやっとまとめた、という形式の作文であり、生徒 Cが母

語の英語でなら表現し得るもっと高度な内容からはほど遠いレベルであるような印象を受けた。 

[推敲] 

 次回１０月２５日の指導の日、この作文を持参し、C に音読させた。C は読みながら①の助詞の間
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違いについては自ら気づき、筆者に確認しながら訂正した③話し言葉と書き言葉、④の漢字表記ミス

については筆者が指摘し、訂正する。②の接続詞に関しては、基本的な接続詞の用法を説明する。 

（２）好きな映画を紹介し、感想を書く ：感想文 

[テーマ設定の狙い] 

 作文実践例①を受けて、筆者が生徒 Cの「日本語で書く力」を引き出すために考えた実践のプログ

ラムの留意点は以下の２点である。 

１）生活言語から学習言語への移行 

 ２）身近な話題から抽象的な話題へ、出来事作文から自分の意見を述べる意見文へ。 

 

この二つの目標を目指すため、作文②のテーマとして、「好きな映画について紹介文および感想を書

く」を実践した。このテーマの狙いとしては次の２点を設定した。 

１）日常生活から離れた複雑な映画のプロットを、それを知らない人に分かるように記述する。 

２）その映画について、自分がどう思うか、感想を述べる。 

 

 また、前回の実践例①で目の前で生徒に作文を手書きで書かせたところ、漢字の書きで立ち止まり、

なかなか滑らかに筆が進まないことがわかった。そこで、将来 Cにとっては現実世界でもっとも頻繁

に使用するであろう「パソコン入力を使用した筆記」で作文指導を開始することにした。漢字を書く

力が育たない、などのマイナスの側面はあるにせよ、「パソコン入力」による作文指導には以下のよ

うなメリットがあると考えられる。 

 １）ゲームやメール作成などを通して Cにとっては馴染深い入力方式であるので、速く書ける。 

 ２）「ローマ字入力→ひらがな→漢字変換」の入力方法を通して日本語の表記法を自律的に学べる。

特に漢字変換については、複数の同音異義語のリストの中から文脈に沿った漢字をその都度選んでい

く練習となり、機械的に漢字を何度も繰り返して書くような反復ドリル型漢字学習よりもよほど有効

な漢字学習になると筆者は考える。 

 

[作文実践例②] 

実践例②「私の好きな映画」） 

１） 作文例① 筆者によるヘルプがほぼない状態で書いたもの（第３回 １１月１日） 

    「私の好きな映画」 

   〇〇 〇（生徒名） 

   この映画は面白いゾンビの映画は２００５年に作られました。俳優はサイモン・ペッグとニッ

ク・フロストです。映画でサイモン・ペッグの名前は、ショーンです。ショーンは、テレビ局で

働いています。士ョーンの友達は、エッド[ニック・フロスト]です。エッドは、仕事がなくてシ

ョーンのアパートで住んでいます。エッドは、ショーンが働いている時、エッドはひまなので、

アパートでゲームを毎日遊んでいます。そして、ショーンが仕事からバスに乗って帰ってくる時、

バスに乗っている人が、せきをしたりくしゃみをしたりして、病気がうつりました。 
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上の作文例は C が日本語教室の指導時間内に、筆者の面前でパソコン入力によって書いた文であ

る。正味１５分ほど書いた時点で指導時間が終了となったので、次回続きを書くことにして、この

日の指導は終了した。上の作文を書く際、筆者は敢えてヒントを与えようとせず、基本的に傍観し

ていたが、C は漢字変換のたびに選んだ漢字が合っているかどうか筆者に確認を求めたため、誤っ

た漢字に変換した場合には誤っていることを伝えた。 

 

[作文②の分析] 

 作文例②には以下のような誤用が見られる。 

①主語の繰り返し  例）「この映画は面白いゾンビの映画は」「エッドは、ショーンが働いている

時、エッドはひまなので」 

②助詞の誤用    例）「アパートで住んでいます。」 

③接続詞が使用されていない 

 

次回の指導（１１月２２日）において、上の作文を Cに音読させながらともに推敲した。 

以下が前回の指導時に書いた作文を訂正し、さらに書き足した部分である。 

[作文実践例③] 

作文例③（２０１１年１１月２２日） 

 

 「私の好きな映画」 

 〇〇〇（生徒名） 

 この映画は面白いゾンビの映画で、２００５年に作られました。俳優は、サイモン・ペッグと

ニック・フロストです。映画でサイモン・ペッグの名前は、ショーンです。ショーンは、テレ

ビ局で働いています。ショーンの友達は、エッド（ニック・フロスト）です。エッドは、ショ

ーンのアパートに住んでいて、仕事がありません。ショーンが働いている時、エッドはひまな

ので、アパートでゲームを毎日やっています。そして、ショーンが仕事からバス乗って帰って

くる時、ショーンの周りのバスの乗客が、せきをしたりくしゃみをしたりして、ゾンビになる

病気が、ショーン以外の人にうつりました。僕が、一番面白いと思ったことはショーンとエッ

ドが後ろ向いていた女の人が庭で立っているのを発見して、女の人に話しかけたら、女の人が

前を向き、ショーンとエッドの方向にゾンビみたいに歩いて近づいてきました。ショーンは、

「だれ？」とエッドに聞いたらエッドは「わからないけど、すごい酔っぱらっているね。」と

ショーンに答えました。そして女の人がショーンに近づいてショーンを倒しました。ショーン

が「早く助けてよー！」と言ったら、エッドが「ちょっと待ってて。」と答えました。エッド

がカメラを持ってきて、「はい、チーズ！」と言って写真を撮りました。 

 

[作文例③の分析～推敲] 

作文例②における「主語の繰り返し」は訂正され、「助詞の誤用」も直された。 
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推敲の過程は以下の通りである。 

１）Cに前回書いた作文を音読させ、自己モニターによって Cに訂正させる。 

→助詞の誤用「ショーンのアパートで住んでいて」の「で」を「に」に自分で気づいて訂正 

→「ゲームを毎日 1人で遊んでいます」を「ゲームを毎日やっています。」に自分で気づいて訂正。 

２）主語の「繰り返し」に対しては Cの「気づき」はなかったので、筆者が指摘し、文中の行為が誰

の行為なのか、ということを映画のストーリーを整理しながら Cと筆者の対話によって推敲をしてい

った。 

  [作文実践例②の振り返り] 

この作文作成の狙いは、前に述べたとおり 

１）日常生活から離れた複雑な映画のプロットを、それを知らない人に分かるように記述する。 

２）その映画について、自分がどう思うか、感想を述べる。 

であった。生徒が自宅での宿題という形で作文を完成させることを嫌がった事、また中間考査の準備

のための教科指導を生徒が望んだことから、作文を完成させることなく中途で終わってしまったこと

から、上の二つの狙いは達成できたとはいえない。また、選択した映画のプロットを生徒 Cが途中で

思い出せなくなり、もう一度映画を観ようにも DVD も手近にない、という状況で、このままこのテー

マで作文を作成することは困難であると筆者は判断し、中間考査後には別のテーマ設定で作文を書か

せることにした。反省点としては、「好きな映画」で作文を書かせる場合は、事前にその映画を観て、

記憶の新しいうちに書かせるべきだ、という点が挙げられる。今後同じテーマで作文指導を実施する

時には留意したい。 

 

（３）歴史的な出来事について、自分の見解を述べる： 意見文 

[テーマ設定の狙い] 

次の作文のテーマとして「太平洋戦争における日本への原子爆弾投下について」を設定した。この

テーマの設定のきっかけは、中間考査対策の国語の試験範囲に戦争教材である「大人になれなかった

弟たちへ」（中学国語 光村図書 pp８４－pp９３ ）であった。この教材の読解の過程で C と第二次

世界大戦について話す機会が多くなり、日本の学校教育における「戦争教育」とイギリスの学校教育

における「戦争教育」のあり方などが話題になった。Cの中に「戦争」やそれを引き起こす政治的な

ダイナミクスについての興味があることがうかがわれ、「はじめに」で述べた 

（１）本人がもともと持っている力（＝学力）を発揮するための日本語の力の育成 

（２）自分自身にある程度の自信を持って他者と関わっていく力を「日本語の学び」を通して身につ

けさせることの２つの実践の目標に、以下の理由から合致すると考えられたからである。 

（１）について、Cはイギリスの学校において歴史の授業を受けてきており、第二次世界大戦につい

ても一通りの知識を有している。それらの英語での蓄積を日本語での表現に「転移」させることを通

して日本語の力を育てたいと筆者が考えたこと。 

（２）Cは歴史教育を第二次世界大戦においては日本と相反する立場にあったイギリスで受けてきた。 

日本での学校教育における「日本への原爆投下」の捉え方と、Cがイギリスで受けてきた学校教育
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における「日本への原爆投下」の捉え方には違いがあることから、日本で学ぶ生徒とは違う視点で自

分の意見を述べることが予想された。イギリスで培った自分の体験・知識に基づいて意見を述べる、

という行為を日本語で試みることにより、自信を持って「イギリスにルーツのある自分」を表明でき

る機会が得られるのでは、と筆者は考えた。 

 

[作文例④]   

 

太平洋戦争における日本への原爆投下について 

 

  僕は、原子爆弾を落としたのは正しいと思います。なぜなら、日本は、 初の爆弾が落とされ

た後、降伏
こ う ふ く

したらよかったと思います。降伏するまで日本に原子爆弾を落とすとアメリカが言っ

ていました。 

日本の天皇［裕仁］が、特攻
と っ こ う

隊員
た い い ん

をアメリカに送りました。日本の人は、裕仁が生きている神様

と言っていました。僕は、信じられませんでした。裕仁が世界で一番大きい船を作りました。で

もアメリカが、戦争中に銃を使って船を凸凹
で こ ぼ こ

にし、船が沈みました。乗っていた人数は、合計一

万二千人です。 

日本は、ドイツの友達（同盟
ど う め い

国
こ く

）になりました。日本は、その後ロシアと戦いました。日本は、

北方
ほ っ ぽ う

領土
り ょ う ど

を守っていたが、ロシアの人数が、多くて日本は負けました。 

戦争で一番忘れられない戦いは、ドイツ対イギリス、アメリカ、ロシアです。なぜなら、ポー

ランドがイギリス、ロシアとアメリカから守られていました。 

そして、ドイツがポーランドを侵略
しんりゃく

しました。イギリス、ロシアとアメリカが、ポーランドを守

ってドイツを攻撃
こ う げ き

しました。ドイツのリーダー（アドルフ・ヒットラー）が、戦争に負けるのが

知っていたから、後で自殺したところが一番忘れられなかった。 

 

※ルビのある語彙は筆者と Cが話し合いながら適切な語彙を選んだ結果の語彙。Cにとっては 

 新たに使用した語彙であるため、自分からルビを振っていた。 

 

[作文④の分析～推敲] 

 今回は前２回の作文指導の反省として、Cに事前準備をさせてから作文を書かせた。作文をパソコ

ン入力で書かせるため、毎回筆者のパソコンを持参していたため、指導中にインターネットも使用で

きたので、おもにインターネットのサイトの閲覧を通して第２次世界大戦について、また原子爆 弾

投下についての記事や言説を日本語、英語両方で筆者とともに読み、それについて対話を重ねた。 

まず、広島・長崎への原子爆弾投下をどう捉えるか、という質問を筆者が C にしたところ、「正しい

選択だったのでは」という答えだったので、「なぜそう考えるのか」と筆者が問いを重ねていくこと

で Cなりの考えを深めていった。 

作文を書く際も、今度は筆者がその都度 Cの質問に答えつつ、漢字や語彙など一緒に適切な表現を
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考えていった。上の短い作文を書くまで、実に１時間近い時間を費やしたが、その間「原子爆弾」「特

攻隊」「天皇」「北方領土」「ドイツによるポーランド侵略」などの語彙、事項について筆者と C はイ

ンターネットでの資料閲覧を駆使しつつ、さまざまなことを話し合った。Cが英語で表現した内容を

日本語にするにはどうすればいいかと、ともに考えたことも多い。つまり、作文例④は作文例①～③

とは違い、筆者と Cの対話から生まれた共作ともいうべき作文なのである。 

 

[作文例④の振り返り] 

 C と筆者が共同で調べながら、対話しながら書いていくという形で実践したため、産出量も少なく、 

 「テーマ設定の狙い」で述べた 

（１）本人がもともと持っている力（＝学力）を発揮するための日本語の力の育成 

（２）自分自身にある程度の自信を持って他者と関わっていく力を「日本語の学び」を通して身につ

けさせることの目標にはまだまだ遠いが、日常言語とは違う語彙を使用して、なんとか自分の持って

いる知識を日本語で表現しようという意欲を Cにもたらすことには成功したといえる。 

 

4. 考察  

 [生徒 C の書く力を伸ばす作文指導とは] 

 作文実践例①から③の３段階における作文指導を振り返ってみて、もっとも変容したのは、筆者の

作文指導のあり方、具体的にいえばスキャフォールディングのやり方であった。筆者にとっては日本

においての、取り出し支援という形での JSL 生徒の日本語指導は初めてということもあり、 初は作

文の指導をどうしていったらいいのか試行錯誤であり、「とりあえず、自分で書かせる」そして「書

かせた後に間違いを指摘、一緒に推敲」といういわゆる国語科的な作文指導をしていた。しかし、１

３才までイギリスで育ち、母語である英語の力が日本語の力に比べてかなり優位にある Cのような生

徒に対して、そのような指導法では立ち行かなくなってきたことが作文実践例②までの振り返りでわ

かった。Cの持つ英語による知識や思考力をうまく日本語の表現として引き出すには、事前の準備（資

料や情報の収集）、筆者との対話が不可欠であった。筆者との対話から生まれた思いつきや思考によ

り、Cはやや複雑な語彙も用いて、なんとか自分の意見を表明しようと意欲を発揮して作文作成に取

り組んでいった。 

 繰り返しになるが、筆者が 初に目標とした: 

（１）本人がもともと持っている力（＝学力）を発揮するための日本語の力の育成   

（２）自分自身にある程度の自信を持って他者と関わっていく力を「日本語の学び」を通して身に

つけさせること 

 

は実は表裏一体であり、生徒 Cの指導においてはそのキーとなるのは筆者との対話による思考その 

ものであったようだ。また、その対話の際に C と筆者の間に確かに在ったものとして「お互いに共

有しているものがあること」の親和性であることも大きい。昨年８月に親に連れられてイギリスか

ら日本へやってきた「子ども」の立場の Cと、同じ時期にアイルランドから日本へ、「親」の立場で
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子ども達を連れて帰国した筆者は、ともに日本での生活をセットアップしなければならない課題に

直面しており、共有できる悩みも多かった。 

だからといって C にとって筆者が「意味ある相手」になり得たかどうかはまだ分からないが、今

後も対話を中心としたスキャフォールディングによって、C の「書く力」の育成の一助ができれば

と考えている。 

 

5. おわりに 

 作文例④を見ても分かるとおり、この作文はまだ完結してはおらず、まとまったものになるために

はまだまだ時間が必要である。１２月２０日の昨年 後の指導の後、２０１２年の指導は現時点（２

０１２年２月１０日）でまだ始まっていない。３月末までの残り少ない指導で、作文④をまとまった

形に仕上げることができるかどうかわからない。今の C にとって必要な日本語の支援とは何なのか、

あらためて考えるところから始めていきたい。 
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