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２００８年修士論文（概要） 

         年少者日本語教育における語彙教育の意義 

－JSL児童の語彙獲得場面から育む力を考える－ 

                             引地 麻里 

第１章 問題の所在 

 本研究は、筆者が日本語教育ボランティアとして JSL 児童の在籍クラスでの学びを間近

で見ていた経験から、ひとつの語彙が理解できなかったために教室の学びから置いていか

れてしまう現状を目の当たりにしてきたことに始まる。JSL 児童生徒が語彙による躓きによ

って学びに参加できず何らかの対策が必要であることは紛れもない事実であるが、一方で、

語彙指導は語彙を入れているだけであるという批判も多い。また、JSL 児童生徒の語彙に関

する研究は語彙の諸相や習得状況を調査したものが見られるだけで進んでいるとは言えな

い。川上（2004a）は、日本語指導上の課題として日本語の知識の与え方に終始せず、JSL

児童生徒の言語能力をどのように捉えどのような言語能力を育むのかを教師が認識する必

要性を挙げる。筆者もこの考えに整合し、語彙の知識を与えることが語彙教育ではなく、

JSL 児童生徒がどのような語彙の力を何のために身につける必要があるのかということや、

教師がどのように JSL 児童生徒の語彙の力を捉えるのかという議論が不可欠であると考え

る。そして、語彙の重要性が認識されつつある今こそ、語彙教育の議論を活発に行い、JSL

児童生徒が必要とする語彙の力とは何か語彙教育は何を目指す教育なのかということを考

えなくてはならない。 

 しかし JSL 児童生徒が直面する語彙の壁は厚く、膨大な量の語彙を簡単に手に入れる方

法はなくすべての語彙を語彙教育で扱うということもできない。したがって本研究では、

JSL 児童生徒にとって必要な語彙の力を、JSL 児童が日本語指導の手を離れたときに一人で

も学習を続けていかれるような自ら語彙を獲得していく力と捉える。そのためには、語彙

の獲得とは何か、JSL 児童はどのように語彙を獲得しているのかという語彙獲得のあり様を

見ることが必要不可欠となってくる。また、語彙教育は、語彙を獲得することにより学び

の可能性を広げ世界を広げることを目的とし、「人としての成長を支える教育」（石井 2006）

と位置づける。 

 以上の議論を踏まえ本研究の研究課題を、１）語彙を獲得するとはどういうことなのか。

成人の第二言語語彙習得及び子どもの語彙獲得などさまざまな知見や実際の JSL 児童の語

彙獲得過程の分析を通して、語彙獲得能力とは何かを明らかにする。２）１を踏まえた上



で年少者日本語教育における語彙教育の意義を議論することとする。 

 

第２章 JSL 児童の語彙獲得から考える語彙教育への視点 

 JSL 児童がどのように語彙を獲得しているのかということはまだ明らかになっていない

（小柳 2006）。したがって第 2章では、JSL 児童が語彙を獲得するとはどういうことなのか

を成人の第二言語習得や幼児の母語獲得などさまざまな知見から、語彙を獲得するという

ことはどのようなものなのかを考察した。その結果、語彙を獲得するということは、頭の

中の心的辞書にある語彙項目を修正や補強を繰り返す中で精緻化していくことだというこ

とがわかった。一方で、幼児の母語獲得から語彙獲得を見ると、幼児は様々な方法を用い

て語彙を獲得していくことがわかり、人には生得的に語彙を獲得していく力が備わってい

ることがわかった。 

また、語彙の学習方法としては、例えばワードブックのように語彙を言語知識として切

り取って覚えていくという方法（系統的語彙学習）や、学習者にとって意味ある文脈の中

で語彙を獲得していく方法（付随的語彙学習）が挙げられている。筆者は、語彙は意味あ

る作業の中で遭遇しなければ獲得につながらない（岡崎 2001）ことや心的辞書の拡張には

自ら意欲的に使うことが大切（相澤 2006）なことを踏まえて JSL 児童にとって効果的なの

は内容重視アプローチの語彙教育であるとした。内容重視アプローチの語彙教育とは、意

味ある文脈の中で内容と語彙を融合させて総合的な学習を行うことである。これを基盤と

して、JSL 児童が興味や関心を持てる活動において内容について考えたり理解したりする中

で語彙を獲得していくことが、年少者日本語教育における語彙教育であるとする。 

 また、JSL 児童にどのような語彙の力が求められているのかということを考察するために、

国語科教育ではどのような語彙の力が求められているのかということを概観した。その結

果日本語を母語としている子供たちに求められる力は、小学校では自然と身に付いた語彙

に対して気づき中学生以降に語彙を意識して豊かにするというものだった。しかし、JSL 児

童はもともと持っている日本語の語彙が日本語母語話者と比べて少ないことから学習への

躓きが起きていることを踏まえると、語彙を意識的に獲得していく力の必要性が指摘でき

る。そこから、筆者は JSL 児童に求められる語彙の力は自ら語彙を獲得していく力である

とする。それはいつまでも支援を受けてはいられない現状の中で JSL 児童が自律的に学び

続けるために育成しなければならない力でもある。 

 以上のように、2章では語彙を獲得するとはどういうことなのかを捉えた上で、JSL 児童



にはどのような語彙教育が必要なのかという点とどのような語彙の力が求められているの

かということを考察した。しかし、JSL 児童がどのように語彙を獲得していくのかというこ

とは見えてこなかった。筆者は年少者日本語教育における語彙教育を考えるにあたり、JSL

児童が実際にどうやって語彙を獲得していくのかを見ることは、教師や支援者が JSL 児童

の語彙獲得をどのように捉えるのかということにつながり欠かすことができないと考える。

したがって、第 3章では JSL 児童の語彙獲得過程を実際に見ていく。 

  

第３章 調査分析報告 

 第 3 章では筆者を含む複数の調査者が、約 2 か月に渡って行った B 小学校における小学

校１・２年生を対象とした日本語能力調査を元に、JSL 児童が語彙を獲得していく様子を分

析した。B小学校は JSL 児童が非常に多く、日本語学級も複数存在する。調査はその B小学

校で主に日本語学級の観察を元に行われた。その際、JSL 児童の語彙獲得過程を「推測」「意

識化」「共有」の３つの視点から分析を行った。 

JSL 児童の語彙獲得過程の中から「推測」しながら語を獲得していく場面を例示し、その

獲得過程を分析した。その結果 JSL 児童は音や漢字、文脈や既有知識など日本語の特徴や

形式を活用させて未知語を推測し獲得しようとする姿が見て取れた。また「推測」の中に

も、文脈や既有知識を使って推測を行う「パターンの推測」と、音から意味を推測したり

読めない漢字の部分を読み取って理解しようとする「意味の推測」の２つのバリエーショ

ンを見ることができた。 

「意識化」による語彙獲得過程は、曖昧な語を教師に確認したり、意識的に何度も繰り

返すことで覚えたり、一度覚えた語を時間をかけて思い出したりする様子が見られた。こ

れらはつまり、精緻化段階の語に対するアプローチであり、まだ獲得には至っていない語

に対して意識的に精緻化しようとしている様子だと見て取れる。「意識化」の語彙獲得過程

を見ていくと、２つの「意識化」が見えてくる。それは、未知語や精緻化段階の語に対す

るアンテナを高くする「獲得の意識化」と、一生懸命に思い出そうとしたり意味付けして

覚えようとする「記憶の意識化」である。 

JSL 児童が教室という場で他者と語彙を共有することにより、語彙を獲得していくのが

「共有」による語彙獲得過程である。共有には、未知語や忘れてしまった語を他者の発話

などから借りてくる「心的辞書の共有」と、お互いに学びの場を共有する「場の共有」が

ある。これらの共有は真似やその場しのぎと捉われてしまいがちであるが、未知語や曖昧



な語に対してわからないという回避の方法ではなく共有することで流れを分断させること

なく学ぶということに意義がある。 

また最後に「推測」「意識化」「共有」がどのような相関関係にあるのかを考察した。そ

の結果、この３つは共起することも精緻化されつつあるから「推測」は使わないというよ

うなこともなく、つまり段階性も優位性もないと言える。また、影響しあい精緻化へと進

むように相互作用性があるということを述べた。 

 

第４章 調査から見える年少者日本語教育における語彙教育への視点 

 第 3 章での調査分析を通して、JSL 児童はさまざまなバリエーションの語彙獲得過程を経

て精緻化を行っていることがわかった。この自ら精緻化を行うことができるという力は、

主体的に語彙を獲得していく力、すなわち語彙獲得能力である。第 4 章では JSL 児童の語

彙獲得過程を踏まえたうえで、JSL 児童の語彙獲得能力をどのように捉えどのような力を育

むために語彙教育を行うのかということに焦点をあて、年少者日本語教育における語彙教

育にあり方について述べた。 

 JSL 児童の語彙獲得能力を捉えるのに必要な視点として１）「個別性」「文脈」の視点、２）

「語彙のたね」の視点を挙げる。「個別性」「文脈」の視点は、年少者日本語教育の日本語

指導で学びを支える視点として欠かせない「個別化」「文脈化」（川上 2004a）を援用した。

個別性とは、それぞれ個々が抱える背景や学習に対するその日の意欲などにより、語彙獲

得過程が同じものはないということだ。また文脈とは、文脈ができることにより学習に前

向きになり意味理解が深化するということだ。それは同時に次の学習への文脈ともなり学

習意欲への連鎖へつながる。これは、語彙教育が単に語彙が一つ増えただけの結果に留ま

らないことを示唆する。また、「語彙のたね」の視点とは、精緻化の作業の中で出てくる誤

用をどのように捉えるのかということである。筆者は心的辞書には多くの語彙のたねが存

在し、精緻化途中の語が語彙のたねでありいずれ枝葉がのびて花が咲くと捉える。この視

点は語彙獲得過程をどのように捉えるのかという議論にもつながり、筆者は語彙を獲得し

ている過程を切り取って評価したり捉えたりするのではなく、「常に変化している動態性」

（川上 2006）の視点を持って捉えることの重要性を述べた。 

 次に JSL 児童の語彙獲得能力を以上のように捉えたうえで、JSL 児童の成長を支える語彙

教育に必要な視点を考察した。まずは、授業における教師のスキャフォールディングに焦

点をあて、語彙教育という視点から行える教育とは何かを考えた。そこで見えてきたこと



は、多くのスキャフォールディングは、JSL 児童に語彙を教え込むものではなく、学習の内

容の中で語彙を獲得させるための手助けのようなものであり、JSL 児童の精緻化している段

階の語彙を支えたり導いたりするための教育的支援だということだ。また、学習の内容理

解の一端として行われる語彙獲得に向けたスキャフォールディングにより、語彙による学

習に対する躓きが格段に減り、躓きが少なくなることにより学習が深化しているというこ

とを指摘した。さらに、教師は「推測」「意識化」「共有」にも働きかけ、どのように推測

したり意識化したりして語彙を獲得していくのかということを体験させていた。これは JSL

児童が未知語に遭遇したときに、どのように対処しどのように獲得するのかという語彙獲

得能力の育成につながる。このようなスキャフォールディングを行うことにより、語彙教

育は語を覚えているだけではなく、JSL 児童が意味ある文脈の中で語彙獲得能力を育成し、

自律的な学習者へと成長していく基盤となる。 

 最後に第一章で提示した研究課題について考察をして本研究をまとめた。さまざまな知

見及び JSL 児童の語彙獲得過程を分析した結果、本研究では語彙獲得能力を JSL 児童が自

ら持つ興味や関心を元にして、教師やクラスメートとの関係性の中で語彙を自律的に獲得

していくこととした。また語彙獲得能力を育む意義は、自ら必要とする語彙を意識的に獲

得していく力の伸長により学習場面で語彙による躓きが減り、成長のために必要な学びに

ついていくことができるということだ。したがって、視点を教師そして語彙教育に転換す

れば、語彙獲得能力の育成により学びについていくことができるということはもちろんの

こと、考えたり表現したりといった認知的活動を通じて自己肯定感や人を想う気持ちが養

われ JSL 児童の健全な成長を支える力となると考える。これは、川上他(2004)の「年少者

日本語教育は、子どもの全人的発達を支える教育の一部」であるという考えと共通の基盤

を持つ。また、成長という視点から論じると、個別性の視点でも述べたように JSL 児童の

語彙獲得過程はそれぞれ違い、他者との関わりの中で学び成長している。教師は答えも方

法も一つではないということを認識した上で、JSL 児童の語彙獲得を成長の中で捉えなおし、

そして常に問い直す姿勢が必要だと考える。 

 

第５章 本研究のまとめと今後の課題 

本研究に残された課題として次の点を挙げた。 

・筆者が捉える語彙教育観を元に実践が行えなかった点。 

・異年齢の JSL 児童の語彙獲得過程も調査し、年齢によって語彙獲得過程がどのように変



容するのかや、語彙獲得過程の変容により語彙教育の形も変わるべきなのかという点の議

論。 
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