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修士論文（概要） 

年少者日本語教育における「教科」と「日本語」の連携 

          ―「リライト教材」による実践―                

 岩本真理子 

１． 研究の目的 
本稿では、近年増加している JSL 児童生徒に対する日本語指導において、国語科教科書

を使用した日本語指導の方法を考察し、「教科」と「日本語」を結ぶ支援を提案することを

目的とする。 

JSL 児童生徒は、本人の意思に関係なく親の都合により来日し、日本の学校へ何の準備

もなく入学しなければならない場合がほとんどである。そのような状況で、子どもたちに

とって、日本語は、生活や学習のための道具として早急に獲得しなければならないもので

ある。日本の学校で生活する上で、日本語が習得できなければ教科の理解は困難である。

自国で問題なく学習し、成長してきた子どもたちが、日本語の習得ができないために日本

での学校生活が不本意な状況になり、学習を放棄してしまう･･･。そのような JSL 児童生

徒を筆者も日本語支援する中で多く見てきた。さらには、学校の側も子どもの能力に見切

りをつけ、学習支援を放棄してしまうという状況もあった。 

教科学習の中でも国語科は、日本語への依存度が高く、JSL 児童生徒が苦手意識を感じ

る教科である。しかし、指導の工夫をすることで日本語への接触度を高め、多くの日本語

を獲得させることができる。また、国語科の教科書は、様々な分野の内容を含んでおり、

子どもの知的な興味を刺激し、学年相当の思考をさせるのにふさわしい教材である。した

がって、国語科の教科書を使用した日本語指導の方法について考察したいと思う。 

 

２． 国語科教科書を使用した日本語教育をめぐる課題 
本研究で取り扱う、教科書を使用した日本語指導の方法の一つである「リライト教材」

について挙げ、その内容と課題を述べる。筆者は、光元・岡本（2006）が提案する「リラ

イト教材の“在籍クラスへの橋渡し教材に留まっていること”、“レベル分けの曖昧さ”の

点を指摘する。そして、年少者日本語教育が必要とする「教科」と「日本語」の連携を目

指した「リライト教材」による日本語指導についてまとめた。筆者が持つ観点は、第一に、

教科学習と日本語学習の連携の視点、第二に、四技能の総合的な伸長を目指した指導を行

うこと、第三に、在籍クラスへの橋渡しの役割に留まらない、「リライト教材」を有効に使
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用することである。 

 

３． 実践研究：国語科教科書の「リライト教材」を使用した日本語指導 
先行研究からの問題点を踏まえ、以下を研究課題とした。 

（１）「リライト教材」を使用した指導において、教科学習と日本語学習の連携の可能性を

明らかにする。 

（２）「リライト教材」を使用した指導において、四技能の総合的な伸長の方法を探る。 

（３）「リライト教材」を使用した指導が、在籍クラスへの橋渡しの役割に留まらない、「リ

ライト教材」の有効性について検討する。 

    研究の方法としては、筆者が考案する新たな「リライト教材」を作成し、中学 3 年生の

JSL 生徒（Y）を対象に実践研究を行った。 

＜指導の概要＞ 

○対象生徒（Ｙ）：中学 3年生の女子生徒、来日：2006 年 8 月、家庭内言語：韓国語 

○実践研究の概要 

  ・2007 年 8 月 6 日～9月 22 日までの約 1ヵ月半（全 6回） 

・１回の実践は約 1時間半。 

・国語科教科書内の教材である「故郷」（『国語３』光村図書出版）のリライト教材を

作成し、実践を行う。 

表１ ：実践の概要 

 日時 学習のめあて 指導概要 

実

践

１ 

 

2007/08/06 ①ルントウ、わたしの生活の状況か

ら、時代背景を読み取ろう。 

②ことばの確認 

◇第５場面リライト本文の音読 

（教科書ｐ96 ｌ.12～ｐ97 ｌ.10 部分） 

◇ことばの確認（重要語句） 

◇内容の確認 

・本文からの語句の抜き出しを中心に 

・「故郷」が書かれた背景の確認 

◇プラスα（覚えるべきことばを挙げる） 

・～ばかり 

・日本語の単位の使い方 
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 （～個、～脚、～組、～本 など） 

実

践

２ 

 

 

/08/13 ①ホンルとシュイションの関係と、

わたしとルントウの関係を読み

取ろう。 

②ことばの確認 

◇第６場面１のリライト本文の音読 

（教科書ｐ97 ｌ.11～ｐ99 ｌ.2 部分） 

◇ことばの確認（重要語句） 

◇内容の確認 

・Ｙの考えを書かせる問い 

◇プラスα（覚えるべきことばを挙げる） 

・「～の末」を使って文を作る。 

実

践

３ 

/08/20 ①「わたし」が、自分の故郷から心

に感じていることを読み取ろう。

②「わたし」が、次の世代に望んで

いることを読み取ろう。 

③ことばの確認 

◇第６場面２のリライト本文の音読 

（教科書ｐ99 ｌ.3～ｐ99 ｌ.17 部分） 

◇ことばの確認（重要語句） 

◇内容の確認 

・想像力を働かせて自分の考えを書く。 

実

践

４ 

  /08/27 ①本文に出てくる「希望」とは、何

を意味しているのか考えよう。 

②この作品を通して、「わたし」の

心境に、作者の思いが込められて

いることを読み取ろう。 

③ことばの確認 

◇第６場面３のリライト本文の音読 

（教科書ｐ99 ｌ.18～ｐ100 ｌ.6 部分） 

◇ことばの確認（重要語句） 

◇内容の確認 

・作品を通して作者の考えを読み取り、文に表わす。

実

践

５ 

  /09/11 ①風景や人を描写する言葉や表現

に着目しよう。 

②比較の表現を使って文を書こう。

◇本文から、描写を表わす言葉を見つける。 

◇比較の表現を習得する 

 ・モデル文から、表現・文の作り方を習得する。 

実

践

６ 

  /09/22 ①比較の表現を使って文を書こう。

②文を組み立てる力をつけよう。 

◇本文から、描写を表わす言葉を見つける。 

◇比較の表現を使って文を書く。 

・自分で文を作る。自分が書いた文を確認する。 

 

４． 分析および考察 

：年少者日本語教育における「教科」と「日本語」の連携 

     ―「リライト教材」による実践より 
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実践研究の分析から見えてきた「リライト教材」を通しての「教科」と「日本語」の連

携のために必要な支援の観点について述べる。 

（１）認知的発達の段階を意識した支援を行う 

リライト教材は、「表現はやさしく、内容は相当学年レベルで」ということに重点を置い

ている。Ｙは、初めはリライト教材に慣れない様子が見られたが、だんだんとリライト教

材に慣れ、積極的に取り組む姿勢が観察できた。Ｙは国語科を苦手科目とし、しかも教科

書を教材として使用した学習にはハードルを感じている。しかし、教科書を使用したリラ

イト教材には積極的に取り組むことができた。これは、JSL 生徒の日本語能力に合わせて

リライト教材の日本語の表現はやさしくしているが、JSL 生徒の相当学年の学習内容を消

さず、認知レベルに合った学習を行ったことに起因していると、筆者は考える。 

（２）学習者の学習意欲を高める支援を行う 

  実践研究における事例を振り返ると、Y の特徴的な行為が目に付く。それは、Y が自分

でなんとなく分かる語彙の意味を、一つ一つ支援者に確認する行為である。Ｙは、日本語

の未習語彙が多いことを自分で分かっており、うる覚えで意味が分かる語彙は多いが、正

確には覚えていないために、確信を持って使用できない。また、Y は、毎回、語彙の意味

を書く場合、一つ一つ電子辞書で調べ、正確な意味を書き写した。そして、Y に起こった

学習の変化として、自分で語彙の意味を予習する行為が観察された。 

今までは強制的に覚えないといけないものだった教科書内の語彙に対して、自分で覚え

ようと意識が変わり、学習の変化があったのである。それは、「リライト教材」を使用した

指導により、教科書の本文の内容を理解できるようになったことに起因すると、筆者は考

える。 

（３）学習を留めていることを把握し、支援をおこなう 

実践研究では、まず、Y の今現在の学習状況から、何が問題となっているのか、何が学

習の壁になっているのかを把握した。そして、Y が今どのような支援を必要としているの

か、ということを考え、Y が必要とする支援を行った。その結果、Y は支援者に答えを求

める行為をやめ、間違ってもいいから自分で書こうとする態度に変化した。 

 学習者にスキャフォールディングを行う際、最も大切なことは、学習者の能力を留めて

いる問題、壁になっていることを把握することであると筆者は考える。そうすることで、

学習者が必要としている支援方法を適切に与えられるのである。 

（４）学習目標を明確にした支援を行う 
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筆者は毎時間、支援の始めに「学習のめあて」を提示した。これにより、“学習の中で習

得すべきこと”がＹにとって明確になり、授業の最初から“習得すべきこと”を意識しな

がら学習が進められたと考えられる。 

 

また、学習に留まらない、「リライト教材」を使用した学びの広がりについて、考察する。 

（１）在籍クラスへの橋渡しに留まらない学び 

まず、支援者に一つ一つ語彙や表現の意味を確認する。また、支援者に確認したとして

も、自分で電子辞書で意味を調べ、正確に知ろうとする。最終的には、Ｙは未習得の語彙

や表現は自分で予習するようになった。また、書くことについても、自分からは文を書こ

うとしなかったＹが、自ら文を書くようになったことについても述べた。Ｙにとって、こ

れらの変化は大きなことである。国語科を苦手科目とし、分からないことばが多いことや、

書くことになかなか取り組めないことを自分でも分かっていながら、自分ではどうしたら

良いか分からず、放置しておいた問題であったが、最終的には、Ｙ自らが学習に取り組む

姿勢が見られるようになった。 

「リライト教材」が、在籍クラスへの橋渡しのための予習や補助教材に留まらず、学習

者の学習意欲を引き出す教材にもなったということが言える。 

（２）共に学び合う場への参加 

在籍クラスにおけるＹの音読をきっかけに、“在籍クラスの中に存在する Y”に対する認

識が変化し、一個人として学習の場に参加しているＹの様子がうかがえる。 

言語能力が伸びたことの成果に留まることなく、日本語を母語とする生徒も、JSL 生徒

であるＹも同じ立場で、同じ生徒として、一個人として共に学ぶ場に参加できるようにな

ったことが、大きな成果であると言える。 

 このことは、在籍クラスでの学びに留まることなく、学習者がこれから成長し、社会に

出て行く際の大きな力にもなるであろう。言語や国のバックグラウンドに関係なく、一個

人として人と場を共有し、その中で自己の考えや能力を発揮していくことができると考え

る。 

 

５． 今後の課題 
「リライト教材」での学習の継続の難しさについても挙げる。在籍クラスの教科学習に

合わせた支援を行うとなると、一週間に一度の支援では在籍クラスの授業に追いつくこと
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はできない。また、教材を作成することに時間がかかる問題もある。「リライト教材」を教

育現場にいる教師や日本語支援に携わる者にとってさらに使いやすいものするため、今後

の課題として研究を続けたいと考える。 
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