
修士論文（概要） 

「子どもの母語能力に応じた日本語指導－韓国人児童への支援を通して－」 

                               朴 智映 

 

 本研究は、母語を使った韓国人児童の学習支援を通して子どもの母語能力やさまざま

な状況に応じた日本語教育の可能性について考察した。 

 

１．問題の所在 

まず、学校現場における母語を使った日本語教育の現状について調べ、問題点を指摘

した。日本語を母語としない児童生徒の数が年々増加する中、日本語教育への取り組み

がさまざまな形で行われるようになった。来日間もない外国人児童生徒の初期指導のた

めに在籍学校に子どもの母語が話せる日本語教育等相談員が派遣される。しかし、その

派遣の体制は地域によって異なり、予算配分等で派遣期間が変更されたり削減されたり、

体制が確実に整えられていない。また、筆者自身も日本語教育等相談員として派遣され

た経験があるが、限られた時間では学校生活の適応させる程度の指導にしかならず、教

科学習など重要な指導までは至らなかった。このように母語による指導は量・質ともに

不十分な状況にある。第二言語教育を子どもの成長と発達を考えた言語教育として捉え

るならば、母語能力は重要な領域であるは周知の事実である。母語で得られた言語能力

は第二言語習得に影響を与え、第二言語の学習を助けるという二言語相互依存仮説はこ

れまで多数の研究で明らかにされてきた。しかし、年少者日本語教育の研究では母語と

日本語の二言語能力に関しての研究は数少ない。年少者日本語教育において母語の重要

性を問い直し、母語と日本語の相互育成を目指す研究を重ねていくことが必要である。 

 

２．先行研究からの疑問点 

母語と日本語の二言語能力をテーマにした研究について概観した。そこから得られた

研究成果をまとめると、（１）外国人児童生徒の母語の保持および喪失には「来日時年

齢」、「滞在年数」、「母語保持努力」という要因がある（広崎：1999、朱：2002）、（２）

文字言語と認知的会話力を測定することで子どもの認知的言語発達状況を把握できる

（広崎：1999、中島・ヌナス：2001）、（３）教科学習を母語と日本語で先行学習するこ

とで「教科・母語・日本語相互育成教育」が可能である（岡崎：2003、朱：2003）、と
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いうことが明らかにされた。しかし、それぞれの結論については以下のような疑問が残

る。 

（１）母語の保持および喪失には来日時年齢、滞在年数、母語保持努力以外の要因も考

えられるのではないだろうか 

（２）子どもの言語能力発達の状況を判断するためには、文字言語や認知的会話力だけ

でなく、言語能力の 4 技能を含め、さらに深く子どもの言語能力を多方面から観察し、

支援方法を構想する必要があるのではないだろうか 

（３）母語と日本語の先行学習による支援は相当な時間を要するものである。そのため、

子どもの集中力や学習意欲を低下させる危険性があり、支援者も子どもも継続的な参加

が困難ではないだろうか 

 

３．研究目的 

先行研究からの疑問点を踏まえ、以下を研究目的とした。 

（１）母語による日本語指導の有効性について検討し、教科指導を通した母語と日本語

の相互育成教育の可能性を明らかにする。 

（２）子どもの母語能力を多方面から観察し母語能力に応じた日本語教育の方法を探る。 

（３）子どもの母語話者の支援者としてできることはどのようなものがあるかを探る 

 

４．研究方法 

研究の方法としては日本の公立小学校に通う6人の韓国人児童（1人は韓国学校在籍）

に日本語指導を行い、子どもの母語と日本語能力など、子どものさまざまな状況を観察

する質的調査の方法を取る。このような質的調査は多様な環境に置かれた子どもひとり

ひとりが抱える細かな事情や状況まで把握する上で有効であると考えられる。データは

指導記録、参与観察、MD 録音を文字化した発話資料、子どもの作文などである。 

 

５．実践内容 

多様な児童の状況を把握するためには児童の指導時の記録を詳細に述べることが必

要であると考えた。記述項目は、①指導期間、②一週間の指導回数、入り込みおよび取

り出し、家庭内支援の区分、③指導開始時または指導期間中の児童の様子、④指導開始

時または指導期間中の児童の日本語能力、⑤指導開始時または指導期間中の児童の母語
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能力、⑥家庭内教育、学校での生活などの状況、を設定し支援内容について述べた。 

また、各児童の母語能力およびさまざまな状況に合わせ教材を選択し支援を行った。 

 

 

６．分析および考察 

 まず、指導期間の長かった児童 A、C、E の指導終了時の日本語能力を観察した結果か

ら分析を行った。児童の日本語能力は言語能力の 4技能から分析し、日本語の発達を考

察した。その結果、「聞く」、「話す」、「読む」、「書く」のそれぞれの技能において日本

語の発達が見られた。また、そこから各児童の言語発達に応じた指導法が提案できた。 

さらに、研究目的から 4つの検証項目を立て実践記録のデータをもとに分析および考察

を行った。 

（１）母語による日本語指導の有効性 

まず、母語による日本語指導を通して子どもの情意面でどのような効果が見られたか

について、参与観察で観察した子どもの学校生活や家庭内支援での教科学習の場面をい

くつか取り上げて分析した。その結果、母語による支援者の存在は子どもに言葉が通じ

るという安心感を与え、周りの人々に通訳し、子どもの様子を伝達できたこと、子ども

に学習意欲を起こさせる、ということがわかった。 

（２）教科学習を通した母語と日本語の相互育成教育の可能性  

教科学習において文脈的なサポート以外に母語の力を利用することも重要な手段で

ある。対象児童 Cと Eの指導時の発話資料から分析を行った。 

①学習場面において支援者が母語と日本語を適切にコードスイッチングし、母語と日

本語、両方の学習言語の伸長を意図して指導する、②まずは日本語で学習内容を説明（あ

るいは質問）し、子どもが理解できていないと判断したときには、母語で子どもが分か

りやすい例を与えるというプロセスを取る、という支援方法を通して、日本語による教

科学習の負担が軽減されることが明らかになった。さらに、母語による認知的学習も行

われるため、母語と日本語能力が伸長することが期待される。教科学習を通した母語と

日本語の相互育成教育が可能であることがわかった。 

（３）子どもの母語能力やさまざまな状況に応じた日本語教育の方法 

児童 Aの場合、韓国で英語教育や来日してからも家庭やコミュニティの中で母語教育

を受けていることから言語運用能力が年齢より発達している。また、児童 Eの場合にも、
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韓国での作文や漢字教育の経験があり、韓国語による作文力や漢字力は韓国人児童の年

齢相応以上に持っていると考えられる。以上の理由から家庭やコミュニティの中で母語

および言語教育を受けている場合は、母語能力が今後も保持される可能性が高いと考え

られる。従って、子どもの母語能力は来日時年齢、滞在期間、母語の保持努力に以外に

も、家庭やコミュニティの中で母語および言語教育の経験も子どもの母語の保持に影響

を与えることがわかった。 

また、子どもの年齢、認知発達、性格など、子どものさまざまな状況によって指導法

を考えていく必要がある。子どもの年齢と言語発達・認知発達は相関があり、低学年の

子どもと高学年の子どもの教科および日本語指導はその方法を別にする必要がある。 

その他にも、「抽象的な語彙習得の途上にある年齢」と「母語による既知情報を持っ

ており認知的に発達している年齢」に対する指導法も提示できた。 

（４）子どもの母語話者の支援者として可能な支援方法 

 子どもの母語話者の支援者ができる支援は学習支援以外にも、子どもの親と学校の架

け橋になることがあげられる。子ども同様、親も言葉の問題で学校との連絡が難しく、

保護者としての活動にも参加できない問題を抱えている。母語話者の支援は子どもの家

庭と学校に子どもの教育に関わる情報を相互に伝えることができる。 

 

７．今後の課題 

 本研究では。母語を使った日本語教育を行った結果、次のような問題点や今後追求す

べき課題が残された。 

（１）母語と日本語の相互育成教育を通して子どもの二言語能力の発達度を測定できる

方法の開発が必要である。その開発には母語能力と日本語能力両方面からみた長期間の

観察と記録を積み重ねていくことが基礎となるだろう。 

（２）本研究では学校での取り出し指導や家庭内支援が主であったため、子どもの周囲の

人々との関わりについては取り組むことが難しかった。しかし、子どものより深い人間関

係の成立のためには在籍学級のクラスメートたちとの交流を支援することも必要である。

特に高学年の子どもは言葉で自分を表現し人間関係を築いていく年齢であり、クラスの友

達と普通に話したいという願望が大きい。支援者の方からもクラスメートたちとのコミュ

ニケーションを手助けする支援が必要である。 

（３）子どもの母語の干渉による誤用と成人の誤用にはいくつか共通点がある。母語の
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干渉による誤用をまとめ、それに応じた指導法を開発することが必要である。 

（４）子どもの母語話者として母語を使って日本語教育に取り組むことにおいての問題

点は、筆者自身が日本の学校文化や日本事情について子どもに十分に説明することが困

難であった点が挙げられる。 

日本の学校教育を受けた経験のない母語話者は日本の学校のさまざまな文化に詳し

くない場合がある。生活言語ならまだしも学習言語を伸ばす指導で教科に関する言葉と

なると指導する側も学習が必要となる。教科・母語・日本語相互学習のためには、子ど

もの母語話者と日本語母語話者との連携を通した支援が有効であると考えられる。また、

今後は子どもの周辺の人々、すなわち家庭や学校にも母語と日本語の相互育成教育の必

要性を訴え、働きかけることも視野に入れて考えていきたい。 
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