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第１章 問題の所在 
本研究は、学習者の実態と実践者の問題意識から実践を考えるという視点に立った、実

践のあり方について論じるものである。 
まず、本章では、本研究の問題の所在を明らかにし、研究課題を提示した。 
近年の実践に関わる議論には、「学習者」と「実践者」が個別に語られることが多く、両

者の相互関係についての議論はほとんどない。学習者のニーズなど「学習者」の視点によ

ってのみ実践が行われれば、その実践は、「目的論の不在」（川上 2000）や理念なき「活動

の目的化」（細川 2002）となる危険がある。そして実践者である教師は、望まれたことを

望まれたように行うだけのティーチングマシーンとなってしまう。一方、「実践者」の視点、

つまり、実践者の問題意識や教育理念によってのみ実践が行われれば、実践者は学習者の

ニーズや興味関心など関係なく、自分の好きなことを好きなように教えればいいことにな

る。これは、「学習者不在」（教育実践研究会 1990）などの批判に見られるように、実践者

は目の前の学習者を見ないことになる。これらの問題は、実践がどちらかの視点によって

行われるのではなく、双方が有機的に連携していることを意味するだろう。しかしながら

両者の相互関係についての議論は深められていない。そして、ここでの問題は、「学習者の

実態をみないこと」と「問題意識を持たないこと」が根底にあると筆者は考える。視点を

変えれば、学習者の実態をみることで、実践者が問題意識を持つとも考えられるのではな

いか。 
筆者は年少者日本語教育実践に関わる中で、目の前にいる子どもの実態を把握すること

から始め、その中で、当該の子どもにとって何が必要か、どのような力をつけてほしいの

かと問題意識を持ち実践を行ってきた。そして、このことが実践のあり方を考え直すきっ

かけとなった。しかしながら、近年の年少者日本語教育において、子どもの言語能力の動

態性（川上 2005）が指摘されているが、実践における学習者の存在は、依然として、学習

者のニーズ・達成目標・日本語能力など、ニーズ調査やレディネス調査の枠内で捉えられ

ることが多い。そしてそこで把握された「学習者」はあくまでも学習者の情報であり、実

践の中で十分に活用されているとは言い難い。一方「実践者の問題意識」に関しては、「JSL 
カリキュラム」（文部科学省 2003）のように学習者の実態を捉えた上での問題意識も見ら

れるが、実践報告や先行研究の成果をそのまま実践に援用するケースも依然として多く見

られる。 
このような問題意識にもとづき、本発表では、「学習者の実態」と「実践者の問題意識」

から、年少者日本語教育実践のあり方について論じることを目的とする。具体的には、あ



る JSL 児童を対象とした約 4 年間の教育実践をもとに、「学習者（子ども）の実態」と「実

践者の問題意識」の様相、さらに両者の関係性に注目し、考察を行った。なお、本発表で

取り上げる実践は、「日本語教育ボランティア」1での実践である。 
 

第２章 「学習者の実態」と「実践者の問題意識」の動向 

本章では、日本語教育実践および年少者日本語教育実践において、「学習者の実態」と「実

践者の問題意識」がどのように捉えられてきたかを概観し、考察を行った。 
筆者は、コースデザインが、学習者の存在を注目しはじめた出発点だと考え、理論的考

察を行った。結果、次の点が考察できた。 
• ニーズ分析で取り上げられている学習者に関する情報は、教育者が実践をデザイン

する際には有効ではあるが、実践のあり方そのものを問い直すようなものではない。 

• さらにその後に展開される実践の中ではその学習者の情報は十分に活用されている

とは言いがたい。 

しかし、コースデザインの目的でもある「学習者に最適な教育計画を設計（design）」に

立ち返り、学習者にとっても実践者によってもよりよい教育を求めていることを意味する

なら、学習者の実態として集めた情報を、コースデザインの段階だけではなく、実践の中

でも扱っていくことが目指されるべきではないだろうか。そして、「学習者の実態」とは、

ニーズ分析の段階の学習者の情報ではなく、実践の中で変容する「学習者の実態」に焦点

を当てる必要があるのではないだろうか。 

一方、「実践者の問題意識」に関しては、次の点が考察できた。 
• 社会的課題から発せられる問題意識、学習者の実態を把握した上での問題意識が見

られた。 

• 「実践者の問題意識」は、ある一時期の問題意識のまま、実践の中で変わることな

く、静態的である。 

しかし、目の前の動態的な「学習者の実態」を把握し、それを実践デザインに活かすに

は、「実践者の問題意識」も変容するものだと考えられるのではないだろうか。さらに、池

上・小川（2006）や伊東（1999）では、子どもの日本語教育の現状と課題を踏まえ、その

子どもに適切な活動をみつけ、実践の中に組み込めるように工夫すること、つまり、個別

対応できるもの、子どもの条件に応じたカリキュラム開発が必要であると指摘している。 
以上を踏まえて、筆者は、実践における「学習者の実態」、「実践者の問題意識」に関し

て、３つの仮説を立てた。 
仮説１：「学習者の実態」は、静態的なものではなく、動態的なものではないだろうか。 
仮説２：「実践者の問題意識」は、静態的なものではなく、動態的なものではないだろうか。

仮説３：「学習者の実態」も「実践者の問題意識」もその関わりの中で共に変容するのでは

ないだろうか。次章で、仮説の検証を行った。 
 
第３章 実践研究 
3-1 実践概要と分析方法 



(1) 対象児童：タイ語を母語とする女児（以下、児童 K）。2007 年現在小学 6 年生。家庭

内言語はタイ語と日本語である。母親とはタイ語で話す。 
(2) 実践期間及び実践者：児童 K は、小学 3 年の転入時期から現在に至るまで日本語支援

の対象となっている（表参照）。転入当時に児童 K の日本語支援を担当したのは、山

田（2004、2005a、2005b ）である。筆者は、2005 年 11 月から支援を引き継いだ形

となり、児童 K への日本語支援は通算 4 年である。なお、支援期間は、筆者の所属大

学院の授業開講期間にあわせ、便宜上、半期（6 ヶ月）ごとに第 1 期から第 8 期まで

とする。 

表 児童Ｋに対する実践の推移 
 支援期間 支援担当 備考（K の学年及び支援形態など） 

第 1 期 2004.6.15～2004.7.13（全 5 回） 小学 3 年（担任 O）取り出し 
第 2 期 2004.10.19～2004.12.21（全 7 回） 小学 3 年（担任 O）取り出し 
第 3 期 2004.5.24～2004.7.12（全 7 回） 

 
山田 

小学 4 年（担任 O）取り出し 
第 4 期 2005.11.1～2006.1.24（全 6 回） 小学 4 年（担任 O）取り出し 
第 5 期 2006.5.2～2006.7.16（全 12 回） 小学 5 年（担任 M）取り出し 
第 6 期 2006.11.1～2007.3.20（全 5 回） 小学 5 年（担任 M）遠隔支援、スクーリング 
第 7 期 2007.5.11～2007.7.18（全 5 回） 

夏休み支援（8.4、8.20、8.24） 
小学 6 年（担任 M）遠隔支援、スクーリング 

第 8 期 2007.9.28～2007.11 月現在進行中 

 
 

発表者 

小学 6 年（担任 M）遠隔支援、スクーリング 
3-2 実践分析について 

(1) 分析のデータ：①実践の際に記録したフィールドノーツ、②各実践者の実践報告書2、

③支援時の音声データ（文字化）、④支援時に使用した教材及び資料 
(2) 分析方法：プロトコル分析 
(3) 分析の視点：①「学習者（子ども）の実態」と「実践者の問題意識」の様相。②実践

における「学習者（子ども）の実態」と「実践者の問題意識」との関係性。 
3-3 「学習者（子ども）の実態」とはなにか 
まず、前掲の表にある実践群において、実践者は「なにを」「いつ」「どのように」「子ど

もの実態」として把握したのかを分析した。その結果、一概に「子どもの実態」といって

もその内実はさまざまな視点で捉えられており、大別して 4 つの視点が見られた。①「言

語背景」、②「日本語能力の特徴」、③「学習場面における様子」、④「性格、興味・関心な

ど」である。また、「どのように」「いつ」という観点で分析も行った。そこからわかるこ

とは、「JSL バンドスケール」3の測定日を例にとっても、実践者は各期の初回に測定して

いるわけではなく様々な時期に行っていることがわかった。また、【第 1 期】から【第 3
期】までは日本生まれの日本育ちだと思われてきたが、Ｋの話からタイ生まれであること

が明らかになったように、児童 K の生育環境の情報も、家庭環境も変容し、家庭内言語

も変容している。通常、子どもの実態は、実践の開始前に担任などから情報として入る場

合や、実践の初回に実践者が直接質問などして、子どもの実態を把握することが多い。し

かし、実践期間の半ばで、ふとした子どもとのやり取りから新しい情報として入ることも

ある。このように、子どもの実態は、一度の質問や一時的な情報などからでは十分に把握

しきれないことが言える。実践者が把握しきれなかったことが、時間の流れで把握できる

ようになる場合もあるし、把握していたことが時間の中で変容する場合もある。そして、

それらの新しい子どもの実態は決して無駄にできない。 



さらに、子どもの発達という視点も重要である。たとえば、【第 3 期】では、「書くのは

どっちから？」「左からだっけ？右からだっけ？」（山田 2005b）と書き順に関する質問や、

【第 5 期】では、PC で打ち込む作業をしながら、「『たべます』に『“。（まる）”いる？』」

（河上 2006b）や 6 年生になった【第 7 期】では、「『うん』ではなく『はい』や、『・・・

なんですよ』『・・・ましたよね』など待遇表現ができる」ようになってきている。このよ

うに、児童 K は成長に合わせてメタ言語能力が発達し、言葉を分析する力や観察する力、

考察する力もついてくる。このように、発達の視点で子どもの実態を捉えてみても、「子ど

もの実態」は変容することが言える。 
3-4 「実践者の問題意識」とはなにか 
「実践者の問題意識」は子どもの実態から始まる。たとえば【第 3 期】までの児童 K の

実態や、担任の話などから、「書くことを避ける」ことと「教科学習に遅れが見られる」と

いう「子どもの実態」があった。その中の「書くことを避ける」という点に実践者は問題

意識をもち、「いかに書かせるか」「書くこと」の意味を重視した実践を行った。しかし【第

4 期】の実践の中で見られた新たな子どもの実態から、実践者の問題意識が変容している。

児童 K は、考えていることや何かを説明する場合、順を追って話を展開する場合など、「知

らない」「わからない」ですましてしまう傾向があった。そこで発表者はこの点に注目し、

「書くこと」や在籍学級の勉強についていく前に、何を考えているのか、何を思っている

のか語ることばを身につけさせたいと考え、思考を支えることばの力、自分を表出するた

めのことばの力に問題意識をもった。【第 5 期】では、このような問題意識のもと、先行

研究の知見や実践例を援用しながら実践の視点（「学習者主体」、「総合」、「体験学習」）を

持ち、さらにそれらを再度児童 K の実態（興味・関心や性格など）にくぐらせることで、

実践をデザインしている。このように、実践者の問題意識は、必ずしも静態的なものでは

なく変容しうるものであり、それは「子どもの実態」から始まると言える。 
3-5 「子どもの実態」と「実践者の問題意識」はどのように関わり合うか 

3-3、3-4 で述べたように、実践者は、子どもの実態を踏まえて、長期的な視野で学習者

に身につけてほしい力など実践の視点となるものを持ち、その上で、再度学習者の実態に

くぐらせて、実践をデザインしていることがわかった。 
 
第４章 考察－年少者日本語教育実践の動態性－ 
以上の分析を踏まえて考えられることは、まず、「子どもの実態」は多様であり変容する

ものであるということから「子どもの実態」の動態性が言える。これは一時期の実態から

は把握できないこと、一時的な状態で留まっていることはなく変容し続けるという視点に

たっている。そして、子どもの成長・発達という視点で「学習者の実態」を把握すること

の重要性を示唆している。次に、子どもの成長や様ざまな要因に伴い、実践者の問題意識

も変容するものであるということから「実践者の問題意識」の動態性が言える。つまり、

「学習者の実態」を動態的に捉えることにより、それを捉える実践者の問題意識も変容し

ていく。さらに、その子どもの実態の何を問題とするかは実践者によって異なる。そのた

め、目の前の課題解決だけではなく、石井（2006）で指摘されているように、巨視的な視



点で社会的課題と摺り合わせた教育理念が必要である。そしてそれは、子どもの実態をし

っかり把握することから始まるだろう。 
以上のことから、実践における「学習者の実態」、「実践者の問題意識」との関係は、次

のような螺旋状の関係が考察できた。以下、図示する。 

 
 図 「学習者の実態」「実践者の問題意識」「実践」の関係 

このプロセスが本発表で主張する「実践の動態性」である。つまり、「実践の動態性」と

は、「学習者の実態」把握から始まり、それが「実践者の問題意識」に影響を与え、そこか

ら「実践」が生まれる。そして「学習者の実態」が静態的でない以上、「実践者の問題意識」

も「実践」も静態的ではなく、そのような場に実践の動態性が生まれると言える。そして、

本実践のように、実践者が扱う「子どもの実態」とは、単なる子どもの情報ではなく、実

践で見える「子どもの実態」であるべきである。この考えに立ち、「子どもの実態は、実践

の中でみえてくる」ということを主張したい。古川（1991）では、「重要なのは、実践の

過程において、そのコースが実際の参加者（実践者・学習者）によって、「より自分たちに

適した形に変えられていくこと」である」（p．24）と指摘しており、この視点は本発表の

「実践の動態性」に重なる。ただし、適した形に変えることの前提には、実践の中の「学

習者の実態」を把握する必要があることを指摘したい。 
 
第５章 今後の課題と提言－実践の再考へ向けて－ 
ここで改めて問題の所在に戻るが、コースデザインやニーズ調査など、一見学習者を言

語教育の中心に位置づけているように見えても、それは表面的なものでしかない。「学習者」

を言語教育の中心に位置づけるのであれば、クラス分けやコースデザインなど、教育者に

とって実践を円滑に進めるために学習者を取り上げるのではなく、実践における「学習者

の実態」把握の意義について今一度議論を深める必要があるだろう。そして、学習者を動

態的と捉える視点と、そのような動態的な学習者を把握しようとする実践者の問題意識と

の相互関係により、実践のあり方そのものを再考することが可能になるだろう。 
 

                                                  
1 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、日本語支援を行う。 
2 本実践報告書は、早稲田大学大学院日本語教育研究科の実践研究科目「年少者日本語教育実践研究」

の実践レポートである。『年少者日本語教育実践研究』№1～№8 を参照。ただし、本研究では、対象児童

のイニシャルを「K」とし、山田（2004，2005a，2005b ）の表記と異なることを付記する。 

3 第二言語として日本語を学ぶ子どもたちの日本語能力を測る「目盛りの束」。詳細は川上（2003）参照 
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