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2007 年 3 月 修士論文概要書 
 

JSL 生徒の「話す」力と「学習者主体」を育成する日本語学習支援 

－協働的なインターアクティブな教室を目指す発話指導の実践をもとに－ 

9 期生 裔 立苒 

 

第１章 問題の所在 

JSL 児童生徒を取り巻く多様な問題は、個々の JSL 児童生徒の性格、生活環境、教育経験

などに複雑に絡み合い、彼らの成長過程に影響しているので、JSL 児童生徒の成長と離れて

年少者日本語教育は考えられないという「全人的な成長」の視点が認識されている。その視

点において、子どもの「主体」であることが求められ、個々の子どものための日本語学習支

援とは、他者理解と自己表現のような協働的な活動を通じて、彼らの成長の過程において、

一人で生活や社会に対応していくこと、また一人で学習を続けていくことを支えていくこと

をめざしていると言えるだろう。 

筆者がこのような見解を持つに至った背景を、自身が関わった「日本語を母語としない生徒

（以下 JSL 生徒と呼ぶ）」との日本語調査活動（以下愛川調査と呼ぶ）、及び日本語学習支援

の活動に繋げって、学校現場と実践現場の問題性を取り上げた。愛川調査から、「読み書き」

力は「聞き話し」力より遅れている JSL 生徒の姿が明らかになった。それを通じて、一つめ

の問題として JSL 生徒の「話す」力の伸長は「読み書き」能力や認知発達には非常に影響し

ていると取り上げた。しかし、学校現場では JSL 生徒の「話す」力を伸ばすための総合活動

や環境がまだ不十分という現象があること、さらに、二つめの問題として日本語学習支援の

現場では、教師と支援者の JSL 児童生徒の「学習者主体」のとらえ方と教育観の違いで、「話

す」力と「学習者主体」を育成するための日本語教育は十分に行われていないという問題を

取り上げた。たとえば、教育現場では、教師が一方的に講義する授業や従来の IRE にこだわ

るディスコースには、JSL 児童生徒が受け身の状態に慣れ、結局は彼らから自発的な発話が

生まれにくく、BICS より CALP が必要な総合的な活動や環境に巻き囲まれていかない現象が

よく見られる。さらに、学習支援現場では、JSL 児童生徒の認知発達とニーズとあわせて指

導内容さえ提供すればいい、また JSL 児童生徒が活動に関わりやすいような環境を作ってあ

げればいいと考えている教師や支援者も多い。そのような考えだけでは、JSL 児童生徒の「学

習者主体」を重視する日本語学習支援なのであろうかという疑問を浮かび上がらせることに

なる。 

『JSL バンドスケール 2004 試行版 中学･高校編』の中に「語彙や表現が限られているの

で、話の「深さ」がたりない。」などの記述があり、その「深さ」についての判断基準が問わ

れた。その「深さ」という概念は常に、JSL 児童生徒が関わっている活動の複雑さへ移行し

ていると JSL 児童生徒の活動へ参与度の間で変動しているとも考えられる。また、教師や支

援者が持つその「深さ」を判断するための目安も、日本語学習支援中の反省、教師自身の成

長や教育観の変容によって変わっていくと言えるだろう。さらに言うと、児童生徒が自分の

持つ内容をいかに意識し、自分自身が求める「深さ」へ努力していくのかというプロセスと、

教師が様々な試行錯誤を踏まえて、JSL 児童生徒に潜在している「深さ」を引き出すように

サポートしていくプロセスは分けて考えられない。つまり、「子どもは学びにおいてどのよう

に主体性を表出するのか」「教師の支援は子どもの学びにいかに関わるのか」という JSL 児童
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生徒の主体性を育てるための日本語教育でいつも問われる二つの課題は、子どもの立場を教

師の立場と別々に分けて考えると、つねに「何を」「どのように教える」という状態になって

しまう。そのため、「何を」という教育内容と「どのように教える」という教育方法を考える

上で、「学習者・教師・教室」の協働的な関係性から、つまり相互的学習プロセスを通じて、

学習者の「主体性」を捉え、学習者の主体性を育てる適切な実践を行う視点が年少者日本語

教育には不可欠であると筆者は考える。 

本稿では、一つの試みとして、JSL 児童生徒の読み書きの力と考える力、及び認知発達に

非常に影響している「話す」力の上達を取り上げ、協働的でインターアクティブな教室を目

指す発話指導の実践を通じて、JSL 生徒の「話す」力と「学習者主体」の育成する教育実践

の可能性を考察する。 

 

第 2 章 日本語教育における「主体性」 

従来の教師主導型の教室で問題であった教師の持つ決定権を、学習者に委ね、「教室―学習

者」という捉え方により、活動内容をより学習者が能動的に関われるものにすることで「学

習者中心」が提唱されている。「学習者中心」の教室では学習者意識を引き出せにくいと批判

され、「日本語―学習者」というとらえ方で、「学習者主体」を達成するため教師の役割や支

援方略について議論が進んできている。その中で、（細川 2006）は言語教育と文化教育の統

合を目指す考え方で、教育内容、教育方法という動きと最も異なる「相互性・協働性・合意

性」に集約される教育関係という立場から学習者主体のあり方を取り上げている。年少者を

対象とする日本語教育の場合においても、主体性は言語発達や認知発達の途上段階に置かれ

ている JSL の子どもの成長と結びつけ、考えなければならないという認識で、日本語能力の

把握や日本語学習支援方法についての議論が進んできている。川上(2005b)は、子どもたちを

「発達の視点」から「動態的な存在」として捉え、子どもが「主体的に学び、かつ自己実現

を図るための力」となる日本語能力を獲得することを目指す日本語教育の視点が重要な視点

だと述べている。齋藤恵(2006b)は JSL 児童生徒の成長過程に現れたアイデンティフィケーシ

ョンのあり方の重要性を指摘している。 

以上の知見を踏まえると JSL 児童生徒の非均質的・動態的・協働的な成長過程を支えてい

くためには、児童生徒の成長のアイデンティフィケーションを達成させるように、主体性に

目を向ける年少者日本語教育における教師の役割は、児童生徒の生活世界と成長過程を見出

し対応していくことではなく、児童生徒の成長「主体性」を育て、かつ彼らが他者と相互的

な意味交渉を通じ、児童生徒の自己変容、自己構成、さらに自己拡大の意識を高め、協働的

に困難の壁を乗り換え、新しいものを探索して作っていくことであると筆者は考える。その

ようなプロセスは細川（2006）が取り上げた「相互的・協働的・合意的」な「教育関係」を

築いていく過程にも通じるのである。しかし、そのようなプロセスは「相互的」な意味交渉

を通じて、「協働的」に問題を発見し、解決していく、さらに、お互いの理解と評価を「合意

的」的な確認をした上で、細川（2006）が述べたように言語教室そのものを一つの「社会」

を作っていくことだけではなく、つまり、ただのインターアクティブ教室を作っていくこと

ではなく、そのプロセスに応じて、学習者と支援者の両方が自己構成、自己変容、自己拡大

の意識を高めていくことを目指すのも重要だと筆者は考える。 

 

第 3 章 JSL 生徒の「話す」力と「学習者主体」を育成するための日本語学習支援 
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学習者主体性を達成する日本語教育とは、具体的にどのようなものなのか。「話す」力を向

上するためのインターアクティブな環境と「言語学習を通じて何を学習するか」を考察した

上で、こどもが自身の体験や考えを第二言語にして、第二言語で体験や知識を豊かにしてい

くプロセスを言語教育の「内容」として着目する重要性がわかってきた。つまり、JSL 児童

生徒に自分の興味がある話題、気づいたこと、議論したいことなどを、すなわち、支援教室

内の話題は教師から与えず、JSL 児童生徒が話したいと思うことならなんでもよいにしてお

いくという授業デザインの可能性が示唆されている。よって、教室の中、内容探求のディス

コースに埋め込まれた形で、意識的に言語形式が探求される相互作用によって、教師や相手

と関わりながら、協働的に周りの文化の多様性を発見していく問題発見解決の力へと繋げる

ような環境設定が必要である。 

 

第 4 章 実践の概要と事例分析 

本章では筆者が「日本語支援ボランティア」として、JSL 中学生 1名を対象に約 14 ヶ月間

にわたって行った日本語学習支援について述べた。対象は中国出身の男子生徒 L である。L

は、2005 年 4 月来日し、同月に公立 N 中学校 2 年生に編入した。2005 年 5 月から 2006 年 7

月までの期間に、行った日本語学習支援の期間と流れを振り返ると、大学院の授業期間にあ

わせて「2005 年前期」「2005 年後期」「2006 年前期」となっている。その 3 期間における支

援の共通点は、生徒 L の希望に応じて、「話す」力を中心とする支援という点である。 

2005 年前期（2005 年 5 月～7月全 8 回）においては、基本的に教科書により、基礎文法の

勉強、及び日本語の教科書に掲載されている絵を見ながらの発話指導を行ってきた。そして、

生徒 L が学校生活において、簡単な課題であれば教師の指示に従って問題を解き、活動に参

加できるようになったが、クラスメートとのコミュニケーションがまだ取れない様子であっ

た。さらに、次のように、L の言葉発達上の課題が見えてきた。1）教科書に表れる表現は言

えるが、実際の場面とあわせ、表現を思い出し、場面や人物を考察したり、適当な言葉を使

ったり、情報を関連づけたりする力が不十分である。2)インプットを意識しながら、疑問が

あるときに、クラスメートや先生から積極的に助けを求めたりするコミュニケーションの力

が不十分である。   

そこで、2005 年前期の実践に基づいて、筆者自身の指導の反省を行った上で、2005 年後期

の実践には、指導内容を変えた。教科書だけではなく、実際の場面や生徒 L が持っている表

現と重ね、生徒 L なりの表現を一緒に探していくように話し合いながら指導を行った。しか

し、筆者が無意識のうちに、様々な場面の言い方を理解させることに重点を置き、言い方を

知識として教え込む傾向があったので、生徒 L には期待通りの話す力の進歩は現れてこなか

った。そしてこのことから、筆者は生徒 L に今自分が持っている言葉と、まだ言えない言葉

の差に気づかせ、日本語で伝える時の成功経験を実感させることが、大切だと感じるように

なった。 

以上の試行錯誤を踏まえ、2006 年前期の実践は、筆者の一方的な指導から相互的な対話重

視に変え、生徒 L 自身の話題や問題を巡って、協働的に周りの新しい物事を発見し、問題の

理解を深め、解決していくプロセスを中心とした発話指導を行った。それを通じて、生徒 L

にそれ以前には見られなかった成長が見えるようになってきた。具体的には、「分からない言

葉を他の言葉で言い換える」、「相手にわかってもえるように図や例を取り上げて説明する」、

「興味があるところ、確認の質問をしながら、談話を展開する」などの面で成長の姿態を見



 4

せるようになってきた。 

さらに、2006 年前期（2006 年 4 月～7月 全 16 回）の期間の実践経過を中心に、語彙量、

接続の関係、モダリティの表現、文の組み合わせのような「文法面」、多様なコミュニケーシ

ョン・ストラテージと関わる「機能面」、「情意面」という三つのミクロの視点から生徒 L の

「話す」力の変容を分析した。その上で、生徒 L の言語能力の実態を把握する上で、川上

（2005a）の取り上げた「個別化・文脈化・統合化」というマクロの指導観点から、実践の内

容と指導方法を統合し、実践例を検討した。 

以上、2006 年前期の支援経過の概略及び、「個別化・文脈化・統合化」の指導観点からの

実践事例を分析した結果から、日本語支援の時間に何かが起こったか、また生徒 L の「話す」

力が、どのように変容しているか、筆者と生徒 L がどのような話題をめぐって、どのような

対話を形成しているかが明らかになった。しかし、指導の内容と指導の方法を考えるだけで

はなく、教室の関係と環境、及び授業の設計などが含まれる教育方法論を考えるのは次の課

題になるということである。よって、第一章で述べた「子どもは学びにおいてどのように主

体性を表出するのか」と「教師の支援は子どもの学びにいかに関わるのか」という二つの問

題を統合し、「学習者・教師・教室」の間にどのような関係性を立てばいいかという問題を持

ち、筆者の日本語支援実践とあわせ、「学習者主体」を達成するための協働的な言語教室の意

義を考察する必要があると考える。 

 

第5章 「学習者主体」を達成するための協働的なインターアクティブ教室の意義 

2006 年前期の日本語学習支援では、インターアクティブな意味交渉を通じて、問題発見解

決の力へ繋げるという目的を取り上げた。その問題解決性があるインターアクションは、単

に分からない問題を解けるのような結果を単純に追求することではなく、生徒が自分の体験

したことから、気づいた現象や考えに触れ、話し合いを通じ、問題と感じたことを意識した

り、探求したりする過程に注目すべきだと考える。実践の考察を通じて、そのような問題解

決の話し合いから、生徒 L の読み書きの力の伸長へと繋がり、考える力の伸長にも役に立つ

と分かった。さらに統合的視点から見ると、生徒自身の学習内容の継続性、能力面の継続性

及び学校環境の継続性を保証することを意味すると考えられる。しかし、筆者が生徒 L の母

語での経験と知識、認知発達レベル、在籍学級との連携などを配慮する上に、生徒 L の

主体性を受け止め、共に問題解決の道筋を考え、お互いに合意しながら話題に取り込む

ような協働的なインターアクティブな教室の姿をつくればいいという考えではない。イ

ンターアクティブな教室で何か内容をどのように教えるのを考えるより、支援者と学習

者の関係を見極めることは、児童生徒に自分の主体を意識させ、彼らの「主体的な学び」

を促していくプロセスには極めて重要だと考える。さらに、そのプロセスを達成するた

め、スキャフォールディングも欠かせない視点として浮かび上がる。 

それはスキャフォールディングの視点が、生徒 L という個人に適した支援を模索する基本

となるだけでなく、彼が在籍教室に戻り、また学校以外のコミュニティや集団に入った時に、

様々なコミュニケーションにおいて自分の声が他人に聴かれ、理解され、自分が正統的な参

加者として認められるための不可欠な支援理念を持っているからである。 

本節のスキャフォールディングの指導から生徒の「主体的な学び」の姿態へ促すとい

う視点を実践に生かす上に考察すべき課題を指摘し、筆者の考えを述べる。 

第１に考察すべき課題は、スキャフォールディングの指導を通じて、支援者と JSL 児
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童生徒の間に、どのような支援プロセスを作っていくかという問題である。つまり、初

期の支援から、支援者が JSL 児童生徒の興味やレベルに合わせ、彼らの主体性を引き出

し、受け止めて協働的に課題に取り込んでいくような視点を意識すること、いわば、支

援者の見極めによるマクロ・スキャフォールディングは、生徒の主体性を育成するため

の重要な観点である。そして、JSL 児童生徒との協働的な関わりを通じて、個々の生徒の

躓きや戸惑いなど「教授可能な瞬間」「支援が必要な時」(Sharpe,2001:33)を見極め、ミ

クロ・スキャフォールディングを通じて学習の段階をサポートしていくと同時に、支援

者自身の言語能力観、教育観を絶えずに問い直し、児童生徒の「主体的な学び」の姿態

を促していくプロセスが重要である。 

もう 1 つ明確にすべき課題は、生徒の「主体的な学び」の姿態を促すという際の「主

体的な学び」とは何かという問題である。それはフォロアップ・インタービューを通じ

て、「主体的な学び」は①生徒が自分の力でインターアクティブな学習環境を作り出せる

こと。②生徒が自分の日本語能力を主体的に捉えなおすこと。③生徒が自分の興味とニ

ーズを見出し、知識や情報を主体的に探し、学んでいくことのように形づけられるだろ

う。 

つまり、教師として、支援の時間には、スキャンフォールディングの指導とあわせ、協働

的なインターアクションを通じて、児童生徒の達成感をサポートし、児童生徒に自分の弱い

部分を気づかせるプロセスと伴い、児童生徒が自分の学習主体を意識し、動態的に取り直す

ように関わっていく姿態を持つことが重要である。さらに、教師が児童生徒と関わるプロセ

スに、相互的な学習プロセスを通じて、教師自身の言語能力観や学習観を内省する必要があ

る。教師と児童生徒の両方を、自分の主体を動態的に意識し、絶えずに変容していのは、イ

ンターアクティブな教室を目指しているところだと考える。 

 

第 6 章 結論 

日本語学習支援中に、協働的でインターアクティブな関係を作って行くプロセスと伴い、

教師が生徒の躓きや戸惑いなど「教授可能な瞬間」「支援が必要な時」を見極めるには重要な

意味がある。さらに、実践の全期間にわたって、筆者から様々な試行錯誤を踏まえ、自身の

言語能力観、教育観を絶えずに問い直すことは、つまり、教師の見極めによるマクロ・スキ

ャフォールディングは、生徒の「主体的な学び」の姿勢を促していくには、非常に影響して

いるといえるだろう。 

要するに、教師や支援者としての「主体性」が問われることは学習者の「主体性」を

見出し、育てていくプロセスには、重要な問題である。そして、日本語学習支援中、JSL

児童生徒の主体性を引き出し、協働的にインターアクティブな学習環境やプロセスを作

っていくだけではなく、JSL 児童生徒を取り囲む環境との連携を深めながら、さらに、複

数教員や支援者間及び地域には、情報共有や連携で、インターアクティブな学習支援ネ

ットワークを協働的に作っていくことで、教師や支援者が絶えず自身の言語観、教育観

を取り直すことは、教師の重要な役割のひとつになるだろう。 
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注１：レベル５の JSL 生徒にとってレベル５は「壁」となる。特に教科学習の面でその傾向が強くなる。

教科内容に関して基礎的な力がない生徒や、第一言語の読み書き能力が十分に発達していない生

徒にとっては、特にこのレベルが「壁」となる。 

注 2：2002 年度に新宿区教育委員会と早稲田大学大学院日本語教育研究科の間で結ばれた「日

本語教育ボランティア」に関する協定に基づき、院生が学校または家庭へ派遣され、日本語学習支

援を行うものである。 

注 3:「わにっ子クラブ」は，日本語を母語としない」外国人児童・生徒を中心に「日本語教育の支援」

が必要な児童・生徒を支援し，かつ年少者日本語教育について調査研究活動を行うことを目的に設

立されるもので，早稲田大学日本語教育研究科院生有志による組織です。活動に関し、

http://www.gsjal.jp/kawakami/wanikko/what.html をご参照のこと。 
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