
修士論文（概要） 

「日本語指導を必要とする小学校高学年在籍児童の日本語指導法試案 

―クラス担任と日本語指導者との連携による教科学習指導を通して―」 

                          間橋 理加 

修士論文概要 

1． 本論文の目的 

本論文の目的は、年少者に対する日本語教育でのさまざまな課題の中から、日常会話

には問題が見られないが、教科学習を理解するためには日本語指導を必要とする、日

本語を第一言語としない児童の問題に焦点を絞り、実践活動を通じてその解決方法を

探ることとする。 

 本論文における「日本語指導を必要とする子ども」とは、国籍による規定ではなく、生

活言語としての日本語は習得されているが、学習言語を理解することが困難な、日本語を

母語としない児童生徒すべてを含み、以下 JSL児童生徒と呼ぶ。 

 

2． 研究の背景 

2.1 年少者日本語教育の問題点 

 公立小学校・中学校・高等学校を対象とした日本語指導実態調査と、筆者が行なった、

ボランティアによる日本語指導までも含めた調査結果から、以下のような JSL児童生徒に

対する日本語教育の問題点が明らかになった。 

＜JSL児童生徒に対する日本語教育の問題＞ 

1．教師歴が長く、日本語指導経験が浅い教員が日本語指導にあたっている 

2．日本語指導の中心が、初期指導に置かれている 

3．初期指導が在籍クラスから取り出されている 

4．使用教材として、国語の教科書がよく使われている 

5．社会や理科の指導が行われていない 

6．日本語教育経験が長い、日本語指導者が多い 

7．日本語指導者が自らの外国語習得経験から得た第二言語習得法を、年少者日本語教育

にも適用できると考えている日本語指導者がいる 

 また、教科学習と日本語教育の統合に関する齋藤、光元らの先行研究では以下のような 

問題点が見つかった。 
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1． 日本語教育と教科の統合を目指していても、指導教案では教科の補習が中心である 

2． 日本語教育と教科の統合実践が、中国帰国者定着促進センターという特定の集団を対

象としたものである 

3． すべての学校が「開かれた学校」ではない現状では、日本語指導者とクラス担任の協

働はむつかしい 

これらの問題点を解決し、これからの年少者日本語教育で必要と考えられる視点、指 

導法は次の通りである。 

2.2 これからの年少者日本語教育で必要と考えられる視点と指導法 

 必要と考えられる視点は次の 2点である。  

・コミュニケーション能力の育成と、自分の考えを表現できる力の育成 

・ 多文化社会で生きていくための、異文化適応能力の育成 

これら二つに共通する視点は、JSL児童生徒の長期的視野に立った日本語教育という 

概念である。そして、必要と考えられる指導法は以下の通りである。 

・ 初期指導の段階から、在籍クラスで使用している教科書を使った日本語指導を行う。 

・ JSL 児童生徒の母語による学習経験、日本語力、来日時の年齢と経緯などを考慮した

個別の指導法が必要である。 

・ 教科指導では、単に在籍クラスの授業が理解出来、参加出来ることを指導目標とした

補習を行うのではなく、JSL 児童生徒の長期的視野に立った日本語指導を目指すべき

である。 

・ 教科指導を行うためには、日本語指導者とクラス担任の連携による日本語指導が必要

である。 

・ 読み書き指導は、意図的に行う必要があり、この指導を行う場合でも、在籍クラスで

の学習とリンクさせる必要がある。 

・ 指導法は、教科指導経験の乏しい日本語指導者でも指導できるものである必要がある。 

・ クラス担任との連携では、現状で可能な連携は何かという観点から捉える必要がある。 

以上を、これからの年少者日本語教育における指導法での仮説とし、仮説検証のため 

に実践指導を行い、分析、考察を通して、年少者日本語指導法を提案する。 

 

3. 日本語指導者とクラス担任が連携する意味を考える 

本研究では、日本語指導者とクラス担任が連携して JSL児童の教科指導にあたること 
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が必要だという仮設を立てた。そこで、まず日本語指導者の立場からクラス担任との連携

の意味を考察する。 

3.1日本語指導者の立場から、クラス担任との連携の意味を考察する 

新宿区内 O小学校 3年生の L、T小学校 5年生の Cと Hを対象とした実践を考察する。 

考察結果を以下に記す。 

・ 日本語指導者とクラス担任の情報交換が、児童の学習意欲の向上を生む 

・ 在籍クラスの授業に参加することは、学習意欲の向上に繋がる 

・ 年少者の日本語指導法に関する知識の乏しいクラス担任に、児童の日本語能力に合っ

た指導方法を、日本語教育面からアドバイスをすることが出来る 

・ 授業参観による在籍クラスとの連携の結果、在籍クラスでの指導内容・指導方法がわ

かり、児童が必要としている日本語指導が明らかになった 

・ 在籍クラスで通常の授業をクラス担任が行なうことがむつかしい場合、日本語指導は

授業の補習としての役わりを果たすことが出来る 

・ 日本語指導では、JSL児童が個別に有する知識や経験を利用しながら、スモールステ

ップから指導を行うことで、教科学習に対する苦手意識を克服することが出来る 

・ 日本語指導者とクラス担任との連携が密になった結果、在籍クラスでの授業の進め方

及び JSL児童への態度に変化が見られるようになった 

・ 日本語指導者とクラス担任が面談を行い、情報交換することで、互いに不足している

点を補うことが出来る 

・ 日本語指導者とクラス担任との連携は、クラス担任に JSL児童への正しい評価と新た

な見方をもたらす 

・ クラス担任との連携が密に行われるようになると、在籍クラスの日本人母語話者児童

の JSL児童に対する意識を変えさせることが出来る 

このように、日本語指導者の立場からクラス担任との連携は有効であることがわかる。

次に、JSL児童の立場から、JSL児童が必要とする日本語指導実践を通じて、クラス 

担任との連携の意味を考察する。そして仮説検証も行なう。 

3.2 JSL児童が必要とする日本語指導という観点から、連携の意味を考察する 

 対象児童は、新宿区内 T小学校 5年生の Cと H、調布市内 F小学校 5年生 Kである。 

本実践では、国語と社会を指導対象とした。C、H の場合には日本語指導以外に、国語と

社会の授業参観も実施した。 
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 本実践の結果、JSL児童が習得することができたことを分析し、仮説は正しいことが証

明出来た。そして実践を通じて、新たな視点が得ることが出来た。「連携」という場合、日

本語指導者とクラス担任との事務的な情報交換ではない。日本語指導者が在籍クラスの日

本人母語話者児童とも実質的な関わりを持ち、日本語指導者との連携が密になることで、

クラス担任の意識が変化し、クラス全体が JSL児童を受け入れることが出来るようになる。

つまり日本語指導は、JSL児童に対する日本語指導だけでなく、JSL児童と在籍クラスの

日本人母語話者児童とを結びつける役わりを果たすことも本実践から明らかになった。 

 

4．実践で見られた個別の問題 

 しかしながら、本実践では年少者日本語教育で考慮すべき個別の問題も現われた。個別

の問題とは、学習意欲の問題、JSL児童を取り巻く学習環境の問題、学習能力の問題であ

る。 

 学習意欲の問題を解決するためには、JSL児童の興味や特性に注目した指導が必要であ

る。家庭環境に問題がある場合には、クラス担任・両親・地域を巻き込んだ支援が必要で

ある。学習環境の問題解決では、日本語指導者とクラス担任が連携して JSL児童の学習を

支援し、日本語指導者が在籍クラスとの実質的かかわりを持つことである。そして、学習

能力の問題でも、日本語指導者とクラス担任との連携が必要であることが、本実践を通じ

て明らかになった。 

 

5. 本研究の普遍性 

 本実践研究が普遍性を持つ理由は、以下の通りである。 

1． 実践現場が、通常、日本語指導者が派遣される公立小学校であること 

2． 教育現場である公立小学校が、JSL 児童教育の受け入れ経験や指導経験を有し、学校

独自の指導法を持つ、先進校でないこと 

3． 日本語教育経験があるが、教員経験がない日本語指導者が教科指導を行なったこと 

4． 体験や具体物を使用しない国語でも、内容重視の指導を行ったこと 

5． 基本となる指導法は、児童が必要とする日本語指導を中心とし、他の児童に対する指

導でも応用が可能であること 

6． 来日前の学習内容や学習経験の詳細がわからない、日本語能力に違いがある児童を対

象に指導を行ったこと 
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以上の理由から、本実践を通じて作成した教科指導法は、どの現場の取り出し指導にお

いても、指導法モデルとすることができると言えよう。 

 但し、本指導では漢字を書く指導は行わなかったので、その指導に関しては児童の必要

に応じて別途指導が必要である。 

6. 今後の課題と展望 

 以上、日常会話に問題が見られないが教科学習がむつかしいという、JSL児童問題の解

決方法について、考察して来た。その結果、初期の段階から在籍クラスの教科書を使用し、

日本語指導者とクラス担任が連携して JSL 児童の指導にあたることが有効であることが、

明らかになった。しかしながら、実践上で、残された問題もある。その問題点を今後の課

題として以下に記す。 

6.1 今後の課題 

 本実践で残された課題は、以下の通りである。 

課題 1．読む・書く指導を十分に行うために必要なこと 

課題 2．JSL児童が飽きずに学習が続けられる工夫とは何か 

課題 3．教科学習と日本語教育の統合をどのように体系化するのか 

6.2 これからの年少者日本語教育が学校教育で果たす役割 

 本実践から明らかになった、学校教育で日本語教育が果たす役割は、次に示す通りであ

る。 

・ 在籍クラスの日本人母語話者児童と JSL児童を結び付けること 

・ 日本語指導者との連携が密になると、クラス担任の意識を変えることが出来る。その

結果、授業の質を高め、JSL児童の学習意欲の向上へとつなげることが出来る 

・ 日本語指導者とクラス担任がそれぞれの枠を超えて、共に子どもを育てる意識を共有

するようになる 

これまでの日本語指導では JSL児童の能力の育成を目指すことを目標とし、本研究の仮

説にも挙げている。しかし本実践結果から、これからの年少者日本語教育では、学校教育

での話す役わりにも目を向ける必要があると言える。そして日本語指導者は、JSL児童だ

けではなく、在籍クラスの日本人母語話者児童も共に育てるという意識が必要である。 
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_______(1993）『日本語を学ぼう 2』ぎょうせい 

________(1995）『日本語を学ぼう 3』ぎょうせい 

______（1999）『小学校学習指導要領解説 社会編』東洋館出版社 

文部省（1999）『小学校学習指導要領解説 国語編』東洋館出版社 
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______（2000）『日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査結果（概

要）（平成 11年度）』文部省教育助成局海外子女教育課 

光元聰江（1998）「外国人児童に対する教科の学習指導について－日本語教育と国語教育

との連関を例として－」『岡山大学教育学部研究収録』第 108号 pp.81-92 

________（2002）「学校教員養成学部における連携による学習支援活動－教育委員会・学

生ボランティア・大学教員と学校現場との連携－」『第 3回外国人児童生

徒教育フォーラム 第二部資料』 

矢崎満夫（2001）「外国人児童と日本人児童とのインターアクションに関する一考察－ネ

ットワークづくりのためのソーシャルスキルトレーニングの試み－」『日

本語教育学会秋季大会』pp.145-150 

『早稲田こども日本語クラブ』設立趣意書 

渡辺啓太（2004）「年少者 JSL教育者養成のためのカリキュラム試案－多文化共生に向け

て－」早稲田大学大学院日本語教育研究科修士論文 

Cummins,J&Swain,M.(1986)Bilingualism in Education,Longman. 

 

＜日本語指導で使用した教材・教具＞ 

伊東信夫他『シート式 あわせ漢字 ビンゴゲーム』太郎次郎社 

伊東光晴・佐島群巳監修（2003）『小学社会 5上』教育出版 

_______________________（2003）『小学社会 5下』教育出版 

栗山昌子・市丸恭子（1992）『初級日本語 ドリルとしてのゲーム教材 50』アルク 

佐々木毅他（2003）『新しい社会 5下』東京書籍 

三省堂編修所（1999）『こども もののなまえ絵じてん』三省堂 

鈴木重幸・工藤真由美（1995）『にほんご だいすき１』むぎ書房 

____________________（1998）『にほんご だいすき 2』むぎ書房 

____________________（2000）『にほんご だいすき 2 －れんごのほん－』むぎ書房 

帝国書院編集部編（2003）『楽しく学ぶ 小学生の地図帳』帝国書院 

戸田盛和他（2003）『たのしい理科 5上』大日本図書 

__________（2003）『たのしい理科 5下』大日本図書 

板野永理他（1993）『日本語コミュニケーションゲーム 80』The Japan Times 
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古田足日他（2003）『わたしたちの小学国語 5上』日本書籍 

__________（2003）『わたしたちの小学国語 5下』日本書籍 

宮地 裕他（2002）『こくご二年（下）赤とんぼ』光村図書 

__________（2002）『国語三年（上）わかば』光村図書 

__________（2003）『国語五年（下）大地』光村図書 

『小学教科書ガイド 東京書籍版完全準拠 新しい社会 ５年下』あすとろ出版 

『小学教科書ガイド 教育出版版完全準拠 小学社会 5年上・下』新興出版社 

『小学教科書ガイド 光村図書版完全準拠 国語 大地 5年下』光村教育図書 

文英堂編集部『シグマベスト くわしい社会 小学 5年』文英堂 
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