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修士論文（概要） 

「年少者 JSL教育による児童生徒の統合的適応支援の可能性 

―日本語指導におけるスキャフォールディグの試み―」 

齋藤 恵 

第１章 問題の所在 
本論文は、学業不振や不登校など、様々な「不適応」に陥っているとされる JSL 児童生

徒の適応を支えるために、日本語指導者は何ができるのか、何を考え、どんな実践をすべ

きか、年少者日本語教育の理念と実践のあり方を明らかにすることを目的とする。 

本章では、本論文が JSL児童生徒の適応を論じる観点として、「統合的適応」の観点を提

示した。「統合的」という言葉を通じて筆者が意図するのは、JSL児童生徒の〈主体的な〉

「統合」である。 

さらに、年少者日本語教育の動向や、社会学における年少者日本語教育批判を検討し、 

• 日本語指導実践のあり方を捉え直し、短期的｢教育成果｣のみにとらわれず長期的な視

野から JSL児童生徒の学びと成長を支援する日本語教育を展開する必要性 

• 学校における日本語指導を通じて、従来の日本語教育研究における「初期指導」問題、

「教科指導」問題、「適応」問題等の枠を越えて、子どもたちの自己表現や周囲の環

境への参加を支援することを目指した JSL教育実践を考え、実践する必要性 

を指摘し、本論文の研究課題として、以下の課題を設定した。 

年少者 JSL 教育実践は、どのように JSL 児童生徒が学校生活・学習活動に参加し、自己

表現をしながら、参加した場で学び成長する「統合的適応」を支援できるのか。 

 

第２章 児童・生徒の統合的適応とは何か 
本章では、第二言語で学ぶ児童生徒の「統合的適応」について理論的考察を行った。そ

のために、オーストラリアの学校における ESL生徒たちの社会的アイデンティティや自己

表象と、ESL教育のあり方について論じたMiller（2003b）、正統的周辺参加論を論じたレ

イヴ＆ウェンガー（1993)を参照した。とくに、相手に｢耳を傾けられる力｣「理解され、受

けとめられる力」を意味する「audibility」の概念、及び、集団の成員としての｢容認可能性｣

を示す「正統性」の概念が、第二言語で学ぶ児童生徒の統合的適応の様相を左右するとい

うMiller（2003b）に依拠して、統合的適応の諸相を捉える理論的枠組みを構築した。統合

的適応の様相は、児童生徒の「行為主体性」を形作る要素と、環境･他者との関わりあいと
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いう二種類の要素が相互作用的に連関することによって決定される。 

■児童生徒の「行為主体性」を形づくり、「audibility」「正統性」に影響を与える三要素 

（１） 「言語能力」「言語学習ストラテジー」「言語行為へのアクセス」 

（２） 「社会的ネットワーク」 

（３） アイデンティティ、とくに「自信」を後押しする「資本」 

■ 上記３要素から成る「資本」を持った JSL児童生徒が、学校や社会で他の成員から「正

統な成員」と認められ、存在に耳を傾けられ、理解される「audible」な存在であるか。 

 

第３章 年少者第二言語教育による統合的適応支援とは何か： 

オーストラリアの年少者 ESL教育実践をもとに 
本章では、オーストラリアの学校での ESL 教育実践を分析し、「統合的適応を支援する

年少者第二言語教育」のあり方について考察した。オーストラリアは、日本に先駆けて、

優勢言語を第一言語としない子どもたちの学校への受け入れ、言語教育に関する「失敗」

を経験し、それを乗り越えるための議論・実践を展開してきた。それを参照することで、

日本国内の年少者日本語教育を振り返り、実践展開の方向性を見出すことができると考え、

現地でのフィールドワークを実施した。具体的な方法は、豪州クィーンズランド州の小学

校、ハイスクールに設置された ESL教室での参与観察や教師へのインタビューである。 

ESL教室での実践を分析した結果、オーストラリアにおける年少者 ESL教育は、スキャ

フォールディングを基本理念として、実践を通じて、児童生徒の「audibility」を保障し有

機的な学習を展開することによって、児童生徒の「行為主体性」を育てていることが見え

てきた。換言すれば、ESL 教室が、児童生徒が第二言語教室（ESL、JSL）の内外を問わ

ず、学び成長するための｢足場(scaffold)｣となっていると考えられるのである。 

 

第４章 実践研究：JSL生徒 Kの適応過程と日本語支援におけるスキャフォー

ルディングの分析 
本章では、筆者が「早稲田日本語教育ボランティア」として日本の中学校で行った日本

語指導実践と、対象生徒の適応過程を分析・記述した。 

実践の対象となった生徒 Kは、中学 2年の女子生徒である。Kは、2003年 7月に中国か

ら来日し、同年 9月に A中学校の 1年生に編入した。中国語を第一言語とする。生徒 Kは、

A 中学校に編入した直後から、継続して日本語支援の対象となっており、筆者は、K が来
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日後 6ヶ月経過した 2004年 1月より、前任者を引き継ぐ形で Kの支援を始めた。実践は、

週 1回午前中の 2時間ずつ、筆者が中学校を訪問して行った。 

データ収集方法としては、筆者自身が「日本語教育実践者」として関与する「完全参与」

型の参与観察を行い、データを収集する方法をとった。データの種類は、フィールドノー

ツ、指導時の録音データ（学校から承諾を得て録音を実施）、支援時に用いたメモ、教材、

学習の成果物、筆者と生徒 Kとの間でかわした「こうかんノート」、Eメールである。 

〈実践の経過〉 

生徒 K を対象に日本語支援では、筆者が学習支援の主導権を握るマクロ・スキャフォー

ルディングを重視する支援から、K が日本語支援に求めること、つまり K の｢行為主体性｣

を注視して実践をする支援へと、実践方針が変更された。実践の経過分析の結果、日本語

支援の機能が、次の１から２、２から３へと変容していったことが明らかになった。 

１． 精神的に不安定なときに在籍クラス等でのプレッシャーから離れ、安心して自己表

象できる「避難場所」 

２． 興味･関心に応じて対話を重ねながら日本語を学ぶ、状況的学習の場 

３． 対話を通じて、支援者と共同で課題を構成する場 

〈生徒 Kの適応過程〉 

第２章で提示した枠組みに基づき、生徒 K の適応過程を、①学校生活状況および対人ネ

ットワーク、②日本語能力、日本語でのコミュニケーション、③アイデンティティ、とく

に自信を後押しする｢資本｣、④「audibility」と「正統性」の変容、⑤「行為主体性」のあ

り方 という 5つの観点から分析・記述した。 

〈実践の分析〉 

 日本語支援の場が、上記３つの機能を果たしながら変容したことに注目し、①日本語支

援における｢audibility｣の保障、②有機的な学習、③生徒の｢行為主体性｣との連関という 3

つの観点から、実践事例を分析した。 

 

第５章 考察 
本章では、第 4章での分析結果に基づいて、考察を行った。 

5.1 「避難場所」としての日本語支援、統合的適応の｢足場｣としての日本語支援 

日本語支援の一つ目の機能は、在籍クラスや勉強のプレッシャーから離れて、自己表象

ができる｢避難場所｣である。JSL 生徒にとって、このような「避難場所」は必要である。
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しかし、統合的適応を進めるためには、日本語支援の場が｢避難場所｣から別の機能のもの

へと変容しなければならない。なぜなら、「避難場所」での言語行為は、認知的要求が低く、

文脈依存度の高いコミュニケーションに偏り、学びが静態的なものに留まるからである。

統合的適応支援としての年少者 JSL 教育は、そこでの言語行為における認知的要求、文脈

への依存度のバリエーションを伴って、JSL 児童生徒の学びを動かす共同的な言語行為の

場でなければならない。生徒 Kのケースから、日本語支援が、状況的学習の場、あるいは、

課題の共同構成の場としての機能を果たしていることが見出された。筆者は、これら二つ

の機能を併せ持つ JSL教育こそ、「避難場所」を越えて、「統合的適応の『足場』」となると

考える。 

5.2 統合的適応支援としての年少者 JSL教育に必要な観点 

日本語支援の場が JSL児童生徒の適応の「足場」となり、JSL生徒の「行為主体｣化を後

押しするために、児童生徒の「audibility」を保障することが重要である。また、生徒 Kの

ケースでは、生徒 K が「行為主体」化するにつれて、活動が教師主導のマクロ・スキャフ

ォールディングから、JSL 教育実践者と生徒が対等に共同行為に携わる状況的学習へと移

行することが確認された。つまり、年少者 JSL教育の実践において、「教授」行為の存在を

前提とするスキャフォールディングと、「教授｣行為の存在を前提としない正統的周辺参加

は、児童生徒の「audibility」と「行為主体性」のあり方を中心軸として、密接な連携関係

にある。日本語支援の場が「audibility」の守られた共同的実践の場となると、JSL生徒自

らが、在籍クラスや日常生活での「audibility」「正統性」を志向した有形無形の課題を持参

し、JSL 教育実践者との言語行為を通じて、問題解決のための「調整」の手立てを引き出

したり、新たに見聞きした日本語を、筆者を相手に試して支援者の反応を見るなど、自律

的な学びを進めるようになるのである。 

一方、生徒 Kのケースにおいて、Kが JSL教室に持参する課題の質は、在籍クラスでの

｢audibility｣「正統性」の状況によって大きく変動した。JSL児童生徒の日本語支援での学

びを深めるためには、日本語支援者と在籍クラスの担任教師との連携を通じて、在籍クラ

スでの生徒 Kの居場所が作られるよう働きかける必要がある。 

また、JSL 教育の場が共同的実践の場となった後も、生徒が日本語支援に持ち込む課題

によって、そこでの営みは、状況的学習と教師主導のスキャフォールディングとの間を行

き来する。K のケースでは、教科学習以外の日本語でのコミュニケーションや友人関係な

どについて話すときは、筆者が K の日本語の誤用を訂正するなど明示的な「教授」を拒ん
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だのに対し、国語の作文課題等、独力ではできない、筆者の支援が必要と判断して持参し

たものについては、対話を通じた明確な「教授」を求めた。 

5.3 統合的適応支援のための年少者 JSL教育における教科学習支援の考え方 

 生徒 Kのケースでは、在籍クラスでの｢audibility｣「正統性」が安定してくると、自ら教

科学習に関する課題を持参するようになった。K が日本語支援に持参した課題の多くは、

クラスでの口頭発表の原稿など、言葉を用いて自己表象をすることにつながる課題であっ

た。このことからも、JSL生徒の在籍クラスでの｢audibility｣の重要性が確認できる。 

また、統合的適応支援としての JSL 教育における教科支援では、生徒の「行為主体性」

との対話・協働を前提とした「合意形成としてのマクロ・スキャフォールディング」を意

識しなければならない。 

 

第６章 結論 
統合的適応とは、「行為主体」である児童生徒が「さらなる自己表象」、「さらなる言語習

得」、「アイデンティティ交渉」を行う成長の過程である。JSL 教育は、JSL 児童生徒の

「audibility」を保障することによって、その場が、在籍クラスでの緊張から開放されて安

心できる静態的な｢避難場所｣から、学校での統合的適応の「足場」へと変容する可能性が

拓かれる。そのため、JSL 教育実践者の側にも、「行為主体性」が求められる。なぜなら、

統合的適応の「足場」となる JSL教育は動態的なものであり、JSL教育実践者は、JSL児

童生徒とともにそれを動かしていく存在であるからである。言語学習、学習支援の側面だ

けでなく、対象児童生徒に対する全人的な理解を深め、周囲と連携しながら JSL 児童生徒

が必要とする支援を行う「行為主体性」、また、日々の実践と内省との往還を通じて、対象

とする JSL 児童生徒の日本語能力や適応の状況を動態的に把握・理解し、それに合致する

支援を日々創造する「行為主体性」を高めることが、年少者 JSL 教育に携わる者にとって

の最大の課題である。 

〈本研究の問題点と今後の課題〉 

本研究を通じて、これまで年少者日本語教育で触れられてこなかった適応やアイデンテ

ィティの側面から、児童生徒の JSL 教育を捉える視座を提示することができた。しかしな

がら、次のような問題点や今後追究すべき課題が残された。 

（１） 本研究は、JSL生徒 Kを対象とするケーススタディである。適応過程は、JSL児童

生徒の持つ「資本」や在籍する学校や社会の環境と連関するため、きわめて「個別
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性｣が高い。今後、さらに多くの JSL 児童生徒を対象にケーススタディを重ねて、

統合的適応を支援する年少者 JSL教育を検討する必要がある。 

（２） 本研究では、1 年未満の縦断研究であり、生徒Ｋの教科学習がどのように動いたの

か、その過程を分析するに十分なデータが得られなかった。さらに長期の縦断研究

を行い、統合的適応支援を通じて、JSL生徒の学習言語能力の育成につながる学び

の萌芽がどのように開花するのかを明らかにする必要がある。 

（３） 本研究では、実践を通じて得られたいくつかのデータから生徒Ｋの適応過程を分析

したが、Kの主観にさらに迫り得るフォローアップインタビューについては、その

必要性を認識しながらも実施を見合わせた。それは、思春期年齢の生徒 Kが、公式

なインタビューの対象となることにより態度を硬化させることを危惧したためであ

るが、今後、データ収集の方法についても検討する必要がある。 

以上の課題を視野に入れて、さらに適応過程と JSL 教育の相関を調査し、スキャフォー

ルディングを基調とする、統合的適応支援としての年少者 JSL 教育モデルを構築していき

たい。 
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