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2005 年９月修士論文（概要） 

 

ＪＳＬ児童に対する「発達」的見地からの日本語指導－「読む」力と「自己有能感」を

育成するための一試案－ 

                            森沢 小百合 

１． 研究の背景と目的 

 現在日本に在住する日本語を第一言語としない子どもたち（以下ＪＳＬの子どもたちと

呼ぶ）への日本語教育については、セミリンガルの問題を始め幾多の問題点が指摘されつ

つもそれを打破する対策が取られるまでには至っていない。そのような現状にあって、筆

者が早稲田モデルの日本語ボランティアとして日本語支援に携わっているＪＳＬ児童Ｋ

（小学校６年生）は、たいへん無口な子どもであるが故に友達を作ることもできず、休み

時間などはほとんど一人で過ごしている。クラスメイトたちもＫは日本語がわからないか

ら話せない、だから何もわからない何もできなくて当然というような態度でＫに接し、Ｋ

もまたそれを甘んじて受けているように見える。また教科学習においても、国語を始め教

科書に載せられている日本語で書かれた長文を日本人児童と同じ速度で理解することは難

しく、時には教科書を広げただ眺めるだけで内容を理解する気がない理解できると思って

いないというような様子が見受けられることもあった。 

 ここで問題として挙げられるのは、Ｋが人間としての発達途上にある子どもであるとい

うことである。ＪＳＬの子どもたちへの日本語教育は、常に発達という観点から捉えられ

るべきだと石井（2004）は指摘する。子どもは成人とは違い、置かれた環境による影響を

ダイレクトに受け日々成長していくものである。Ｋが一人の人間として成長していく段階

において、今彼が置かれている現状は恵まれているとは言い難い。教科書を見ても読めな

い理解できない、友達もできない認められないという背景において、彼が今背負っている

認知思考面・精神面で抱える負担は大きく、彼が抱えている問題を日本語教育の中にどう

位置づけていくかは、彼が人間として今後どう成長していくかに関わる重大な問題である

と考える。よって本研究では、ＪＳＬ児童の認知思考面・精神面の発達を促進する日本語

指導の形を提言することで問題解決を試みたいと考える。 

 まず、子どもの認知思考の発達から考えてみたい。子どもの認知思考と深く結びついて

いると考えられているのが言語発達であり、中でも「読む」「書く」は内言の発達に大きな

影響を及ぼすと言われている（ヴィゴツキー,1967）。考える手段としてのことばが「読む」
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「書く」であり、子どもは「読む」「書く」を手に入れることで、時間・空間を隔てた伝達

を可能にし、意識は「今」「ここ」を超えて広がるようになり、ことばをメタ的に捉えるこ

とが可能になる（内田,1999）。では、認知思考の発達に「読む」「書く」が重要と考えた場

合、第一言語・第二言語の両方に跨った形で言語発達をしなければならないＪＳＬ児童の

場合は、いかなる観点からの指導が必要になるのであろうか。Cummins（1986）が提唱

する「２言語共有説」「２言語相互依存の原則」によると、人間の脳に２つの言語が存在す

るとき、それらは決して独立して存在するものではなく互いに関係し合い共有面を持って

いて、それぞれの言語は互いに影響し合って存在しているという。さらに２言語の相互関

係性に関わってくるのは主に認知・学力面であると指摘している。つまり、認知思考の発

達関係の深い「読む」「書く」について日本語というチャンネルを使って活性化することが

できれば、彼らの認知思考の発達を促進することができるのではないかと考える。次にＪ

ＳＬ児童の精神面における発達についてだが、児童期の発達課題（Erikson,1959）の観点

から見てもＪＳＬ児童の発達は保障されて然るべきと考える。児童期における発達課題に

は自己概念の形成が盛り込まれているが、ＪＳＬ児童が置かれている現状を鑑みるに、彼

らが自身に対し誤った否定的自己概念を作り上げてしまっても決して不思議ではない。つ

まり、彼らの自己概念をいかに肯定的な方向へ導いていけるかということの中に解決策を

見いだすべきと考える。 

 以上の観点から本研究では、読み書き能力育成の前段階としてまずＪＳＬ児童の「読む」

力の育成と彼らの「自己有能感」を向上させる日本語指導を模索することにより、ＪＳＬ

児童の発達のために日本語教育から何ができるのかを考えていきたい。 

 

２． 認知的アプローチからＪＳＬ児童の「読み」を考える 

 まずＪＳＬ児童の「読み」を考える場合、従来「読み」の教育に対し日本語教育が取っ

てきたボトムアップ処理・トップダウン処理の観点だけでは捉えきることはできない。な

ぜなら、第一言語でその語彙に対する概念・スキーマを持っていない場合やたとえ持って

いたとしても認知発達の面でまだ情報を統合化するに至らないという発達上の問題がある

からなのである。そのため本研究では、第一言語第二言語の共有部分であるＪＳＬ児童の

認知に直接働きかける認知心理学的アプローチによる「読む」指導から、ＪＳＬ児童の「読

み」を考えることとする。 

 まず人間の脳の働きから見た場合、「読む」という作業は、文字・単語認識のレベル、文
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章処理のレベル、談話処理のレベルにおいて複数の単語や文が異なるレベルでの処理が並

行して進行する多層的な処理過程となっている。読解能力の個人差はそれぞれのレベルに

おける処理の効率性・適正性・作動記憶の容量であると考えられ、熟達した読み手の場合

には作動記憶の容量を減らすことなく自動的な「読み」を行うことができるという。だが、

文章が文法的に曖昧な場合や難解な文章で論旨に混乱や矛盾が生じた場合などは、自分の

理解に誤りがないか問題点を探り解決しようとする、つまりメタ認知技能を使ってモニタ

リングを行うのである。ＪＳＬ児童の読解力の育成にもこのメタ認知技能の活性化が重要

と考え、Palincsar and Brown(1987)が子どものメタ認知技能を活性化させるための実践

研究において考案した「要約・質問・明瞭化・予測」の４方略を取り入れた活動を、ＪＳ

Ｌ児童のための「読む」活動の中に設定し実践の場で行うことで、その有効性について検

討を加えたいと考える。 

 

３． ＪＳＬ児童の「自己有能感」向上をどう支援するか 

 次に、ＪＳＬ児童の精神面での発達、肯定的自己概念の形成と関係する彼らの「自己有

能感」向上について考えてみたい。「自己有能感」を向上させるためには、学習における成

功体験の蓄積と周囲の重要な人たちから受ける肯定的フィードバック・肯定的インターア

クションが重要と考えられている（縫部,2001）。学習における成功体験の蓄積については、

活動を通しＪＳＬ児童に「できた」「わかった」を実感させることにあり、児童の学びが引

き上げられることによりＪＳＬ児童はより多くの成功体験が可能になる。ＪＳＬ児童の学

びを引き上げるにはまず、支援者がＪＳＬ児童の最近接発達領域（ヴィゴツキー,1967）が

どこにあるかを見極め、児童にとって適度に高度な挑戦になるような課題を与える。課題

に対するカリキュラムも低次から高次にスパイラルに構成されなければならない。そして

支援者からの適切なスキャホールディング（足場づくり）によって１つ１つ課題を達成す

ることにより、児童は成功体験を積み重ねていく。児童の学びが引き上げられるに従って、

支援者のスキャフォールディングも形を変えたり徐々に減らされたりしていき、最終的に

は児童一人でその課題を達成できる力を身に付けさせようとするのが本指導案におけるＪ

ＳＬ児童の学びを引き上げるカリキュラムとなる。 

 もう１点の周囲の人たちから受ける肯定的フィードバック・肯定的インターアクション

に関しては、ＪＳＬ児童が人間として成長していくために必要な社会的働きかけや支えと

なるソーシャルサポートの観点から考えてみたい。中でも、ＪＳＬ児童にとって重要な他
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者として存在する支援者からの評価的サポート（価値ある人間として尊敬され、困難や失

敗があっても受容されているという情報を示す）は、彼らの「自己有能感」を向上し得る

ものと考える。そして日本語支援の場で培われた肯定的自己概念・自己有能感は、いずれ

は支援の場を超えた部分での自己肯定感・自己有能感へとつながっていくものと考える。 

 

４．ＪＳＬ児童の「読む」力と「自己有能感」育成を目指した実践研究とその分析 

 前節までに構築した理論を元に、筆者が日本語支援ボランティアとして関わっているＪ

ＳＬ児童Ｋ、Ｔとの実践活動において「読む」活動を設定し、指導の流れと児童の反応及

び変化を見ていくことで、本活動案の有効性について分析・検証を試みる。 

実践概要 

対象児童：ＪＳＬ児童Ｋ、Ｔの２名（共に小学校６年生） 

実践期間：2004 年 10 月～2005 年 3 月（計 12 回） 

使用テキスト：『ファーブル昆虫記 下巻』（1955）岩波書店（筆者によるリライト版） 

      『ファーブル昆虫記 2 狩りをするハチ』(1991)集英社 

指導内容：メタ認知技能を活性化するために４方略を組み込む（要約：対話による要約、 

 質問：児童によるテストづくり、明瞭化：各章へのタイトルづけ、予測：話の予測）／ 

 リライトしたテキストから原文読みへ／適切なスキャフォールディング／肯定的インタ 

 ーアクション・フィードバック 

 上記のように設定され始められた実践活動であったが、実践を重ねていく中でＪＳＬ児

童の「読み」を進める上での新たなる問題が浮上してくる。まず１つ目はＪＳＬ児童に対

する音読の問題であった。彼らに音読をさせ、書かれた内容について聞いてもうまく答え

ることができない。全く理解できていない場合もあった。これは彼らの心内辞書の音韻情

報が不足しているために、音読の際には音を追うだけで精一杯になってしまい内容理解に

まで至らなかったのである。そこで、支援者が範読を行うと同時にゼスチャーとレアリア

を使って読んでいる場面を再現するという手法を使ってみたところ、これが児童の内容理

解を促す結果となり各タスクの達成に結びついていった。また自身の「読み」が深まって

いく中で、最終的にはゼスチャーなしの範読でも内容を理解できるまでになった。これは、

「聞く」「見る」「読む」をつなげて学習することにより、ＪＳＬ児童の「読み」を促進す

ることに成功した例としてみることが可能であろう。そしてもう１点は、語彙の構築をど

うするかという問題であった。その問題解決策として、テキストの中から同じ意味郡に含
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まれる単語をいくつか抜き出し、それらの単語を何度も繰り返し使用できるような仕掛け

を活動の中に作り出すことによって、単語を意味のあるものとして蓄積させ心内辞書を拡

張するという認知心理学の領域で行われた研究（「豊かな教授法」：Beck,Perfetti and 

McKeown, 1982 ）を元に活動を組んだ。活動回数の関係で１度の実践報告しかないため

確証には値しないが、本指導を行った後の児童の「読み」に変化が見られたことから、本

語彙指導がＪＳＬ児童の語彙定着にも好影響を与える可能性には否定できないと考える。 

 次に、読解技能を活性化するための４方略に有効性について考えてみたい。４方略それ

ぞれを使って行われるタスクにおいて、ＪＳＬ児童は顕著な変化を見せた。予測における

焦点化による読解力の向上、明瞭化のタイトル付けにおける質の向上、対話による要約か

ら得られる読解力の向上、質問として出される問題文の内容の向上などが挙げられる。つ

まりこれは、ＪＳＬ児童の認知部分に直接働きかけ活性化させる活動を行うことによって、

ＪＳＬ児童の「読む」力を育成することが可能であることの証明につながると考える。 

 そして、ＪＳＬ児童の「自己有能感」向上を目的として組まれた彼らの学びを引き上げ

るカリキュラムについては、支援者からの適切なスキャフォールディングやはげまし、認

められるという体験の中で、ＪＳＬ児童の活動への取り組み方にも意欲が見られ「読む」

ことへの自信も見せ始めるという児童の変化を見ることができた。また、学びを引き上げ

るカリキュラムとはまず児童の学びありきであるということ、つまり児童の学びがあって

初めてカリキュラムや支援の形が見えてくるものであり、支援者とＪＳＬ児童との相互の

関わりの中で作られていくべきものであるということも本実践活動から学んだことの１つ

である。そして本指導全体として考えた場合、そこに見るＪＳＬ児童の変化は、「読む」力

を育成するためのアプローチ、「自己有能感」を向上させるためのアプローチの両面からの

相互作用により生まれたものなのではないかと考えられることである。つまりＪＳＬ児童

にある力をつけさせたいと考えるならば、方法論と支援のあり方というハード・ソフトの

両面から活動を支えていくことが重要になってくるものと考える。 

 

５．おわりに 

 本論文は、ＪＳＬ児童の「読む」力と「自己有能感」を育成することにより、彼らの人

間としての発達を促すことを目的とし計画されたものである。実践活動から見た場合、「読

む」力と「自己有能感」の育成という面では概ね成功したといっていいような変化をＪＳ

Ｌ児童は見せてくれたが、本研究ではそれらの変化がＪＳＬ児童の発達に結びついている
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と立証することはできない。仮に児童の見せた変化は発達へとつながっているのではない

かと仮定したとしても、実践を終えて今感じることは、その発達は支援によって起こった

のではなくＪＳＬ児童自らの力で発達させたものではないかということである。つまり、

ＪＳＬ児童の伸びようとする力なしに本実践活動の成功はあり得なかったということなの

である。すなわちＪＳＬの子どもたちへの「発達」的見地からの日本語指導と言った場合

には、子どもが自らを発達させる力を持った存在であると認識し、子どもたちの持つ「伸

びようとする力」をどのように活用すべきかという観点も必要になってくるのではないだ

ろうか。 

 その他本研究に関しては、４方略を使った「読み」の指導法・認知的アプローチによる

語彙指導法の普遍性（違うジャンルのテキストでも有効性が見いだせるのか）、実践対象者

や実践形態の限定性などの課題も残されているが、ＪＳＬの子どもたちに対する日本語教

育が錯綜する中で、彼らへの発達を問題視しその必要な支援として「読む」力と「自己有

能感」の育成という具体的な形を示しその実践結果を本稿で提示することによって、ＪＳ

Ｌの子どもたちの今後の日本語支援を考えていく上での１つの視点を示すことができたの

ではないかと考える。そして本実践のように、支援者とＪＳＬの子どもとが互いに試行錯

誤して作っていく活動の中から見えてくるものが非常に重要な観点を含んでいると考え、

またこれらの積み重ねが骨格となり今後の年少者日本語教育を支える大きな柱が作り上げ

られることを信じ、本稿を閉じたいと考える。 
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