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修士論文（概要） 

ＪＳＬ生徒に対する「内容」と「ことば」を統合した日本語読解支援 
－スキャフォールディングと子どもの主体性の視点から－ 

                                  小林 美希 

第1章 問題の所在 
本論文は、ある程度の日本語での書字能力を身につけ、日常会話にも支障がなくなってきた

ＪＳＬ生徒が教科学習の授業に参加できる「ことばの力」の育成を支えるために、日本語支援

者はどのような実践をすべきなのか。年少者日本語教育における支援デザインの観点、および

実践のあり方を明らかにすることを目的としている。 

本章では、まず、教科学習に発展する年少者日本語教育の必要性についての根拠を先行研究

から明らかにした上で、本研究において取り上げる読解が、年少者日本語教育における教科学

習参加にどのような役割を果たすのかという点について論じた。続いて、年少者日本語教育の

動向、および年少者日本語教育における読解研究の現状を検討することにより、本論文で追及

する問題の所在として 

 語彙や文型形式、スキルやストラテジーの育成といった「読解テクスト（教科書）を読む」

という活動とその内容理解のみを目的とし、「ことば」を通して「内容」を学ぶのではな

く、読解テキスト自体に内包される「内容」に加え、読解テキストに関する一連の活動の

中で、「ことば」そのものにも焦点を当て、子どもの発達段階に合わせた「ことば」の学

びを組み込んだ支援をデザインしていく必要性 

 子どもの「学び」がいかに他者との相互作用の中でその影響を受けながら構築されていく

かという支援者と子どもとの協働性としてのスキャフォールディング、子ども自身が学び

を自身のものとして位置づけるという子どもの主体性という双方の視点により支援を検

討していくことの必要性 

という２つの論点を指摘し、本研究における研究課題を以下のように設定した。 

研究課題： 

１） 「内容」と「ことば」を統合した日本語読解支援におけるスキャフォールディングと子どもの主体

性の相関による支援の変容過程を明らかにする 

２） 「内容」と「ことば」を統合した日本語読解支援において、どのような「ことばの力」の広がりが見

られるかを明らかにする 

３） 「内容」と「ことば」を統合した日本語読解支援のデザインの観点、実践のあり方を明らかにする 
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第2章 先行研究：支援をデザインしていく上での理論的枠組み 
本章では、第 1 章で研究課題として設定した「『内容』と『ことば』の統合」、「支援者と子

どもの協働性としてのスキャフォールディング」、「子どもの主体性」という３つのキーワード

に関する理論的考察を行った。さらに、先行研究を踏まえた上で、本研究において育成を目指

す「ことばの力」を明らかにし、本研究における具体的な支援のデザイン、および本研究の位

置づけを明らかにした。本研究において目指す「ことばの力」を定義する上で、Michael Halliday

により提唱された体系機能言語学に依拠し、ことばが使用される文脈は、活動領域（field）、役

割関係（tenor）、伝達様式（mode）という具体的な３つの要素から成っており、これら３つの

要素が変化することによって、テクストの言語使用域（register）を構成しているという考え方

を提示した。その上で、ＪＳＬ児童生徒の教科学習への参加という側面から考えると、学習文

脈における言語使用域を段階的に広げていく支援を考えていく必要があると指摘し、本研究に

おける具体的な支援のデザインとして、 

 「どんな場面で、どんな相手に対し、どんな目的で話すのか（書くのか）」という文脈的

な要素を活動の中に盛り込み、場面や状況に応じて必要となる言語使用の型、ジャンルを

提示し、ＪＳＬ生徒と共にその読解テキストの分析を行いながら、言語使用域の伸長を目

指す 

 読解テキストの「内容」を踏まえ、自分はどのように考えるのか、その問題にはどのよう

な解決策が必要なのかといったように、子どもの興味ある読解テキストの「内容」を軸に

した対話を展開し、「読む」→「話す」・「聞く」→「書く」という 4 技能へ広がりを持た

せた活動を展開する 

という日本語読解支援実践へつながる筆者の具体的な考え方を提示した。 

 

第3章 実践研究の概要 
本章では、第 4 章で実践の分析を行っていくにあたり、前任者担当分を含むこれまでの生徒

Ｋを対象にした実践の概要、それぞれの研究課題に対する分析方法について述べた。 

分析の対象となった生徒Ｋは、韓国出身で韓国語を母語とし、現在、日本での高校受験を控

えている中学３年生の男子生徒である。2006 年４月に母親に伴って来日し、都内の公立中学

校へ入学した。公立中学校入学後から継続して日本語支援の対象になっており、筆者が担当す

るまでの昨年 1 年間も前任の支援者（Ｏ、Ｓ）によって週 1 回、継続して日本語支援を受けて

いた。筆者がＫの支援を担当するのはＫが来日してから 14 ヶ月目にあたる。実践は、筆者が



 3

生徒Ｋの在籍する中学校へ出向き、週に 1 回、約 2 時間、取り出し支援を行った。 

データ収集に関しては、できる限りさまざま視点から支援の検討ができるよう、指導時の録

音・文字化データ、支援記録、実践計画案、学習の成果物、支援時に用いた教材、ＪＳＬバン

ドスケール判定記録を収集した。また、分析方法に関しては、学習者の主体的な支援への関わ

りを視野に入れ、教師、学習者双方の相互作用の中で支援を描き出すものである点に言及した。 

 

第4章 実践研究：「内容」と「ことば」を統合した日本語支援の分析 

－スキャフォールディングと主体性の視点から－ 

本章では、筆者が「早稲田日本語教育ボランティア」として都内公立中学校で行った「内容」

と「ことば」を統合した日本語読解支援の過程を記述し、第 1 章の問題の所在で設定した 3 つ

の研究課題に関する分析を進めた。 

まず、研究課題 1）「内容」と「ことば」を統合した日本語読解支援におけるスキャフォール

ディングと子どもの主体性の相関による支援の変容過程を明らかにする、という点に関しては、

支援者である筆者がどのように支援のデザインを進めていったのか、生徒Ｋにどのような主体

性の変化が現れたのかを記述し、一連の支援の全体像を描き出した。その上で、スキャフォー

ルディングと子どもの主体性の相関に焦点を当て、生徒Ｋの主体性の変化が日本語支援にどの

ような影響を与えたのかを分析、検証し、本支援におけるマクロ、ミクロ双方のレベルにおけ

るスキャフォールディングの変容を明らかにした。分析の結果、マクロ・スキャフォールディ

ングに関しては、Ｋの主体性の変化を受け、マクロ・スキャフォールディングのあり方、支援

で扱う教材に対する考え方という 2 つの点で質的な変容が明らかになった。ミクロ・スキャフ

ォールディングに関しては、講じられる方向が筆者→生徒Ｋという一方向的なものから、筆者

→生徒Ｋ、生徒Ｋ→筆者というように変容しているという点が明らかになった。 

続いて、研究課題 2）「内容」と「ことば」を統合した日本語読解支援において、どのような

「ことばの力」の広がりが見られるかを明らかにする、という点に関しては、マクロ、ミクロ

双方のレベルのスキャフォールディングにより、どのような「ことばの力」の広がりへとつな

がったのか、具体的事例を交えながら詳述した。上記分析結果にＪＳＬバンドスケールを用い

た生徒Ｋの日本語能力の判定結果を加え、教科学習の授業に参加するために必要な「ことばの

力」という観点から、筆者は、「日本語を『ことば』として捉え、メタ的に分析する力の向上」、

および「異なる言語使用域（register）における伝達様式（mode）の広がり」という２つの「こ

とばの力」の広がりに注目した。 
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研究課題 3）「内容」と「ことば」を統合した日本語読解支援のデザインの観点を明らかにす

る、という点に関しては、上述した研究課題 1）2）の分析結果をどのように支援をデザインし

ていくのか、という点から捉え直し、ＪＳＬ生徒が教科学習に参加するために必要な観点とし

て、以下、5 章に挙げる 3 つの観点を挙げた。 

 

第5章 考察 

 本章では、上述した第 4 章の分析結果（研究課題３）に基づき、ＪＳＬ生徒が教科学習に参

加するために必要な 3 つの観点として、第 4 章で挙げた事例を踏まえながら考察を行った。 

① 母語の力を考慮し、子どもの認知的発達段階に合わせたデザインを行う 

本節では、①年齢や認知的発達段階の相違によるアプローチの違い②第二言語学習者か否か

によるアプローチの違いの重要性（日本語教育と国語教育の違い）という 2 つの側面から考察

を進めた。①に関しては、母語の力が十分に発達していない年少の児童を対象にした先行研究

における支援内容と、実際に本研究で行ってきたように、母語で培ってきた力やメタ的な力を

活かした支援内容を挙げ、子どもの認知的発達段階に合わせたアプローチの重要性について論

じた。②に関しては、まず、発達段階にある子どもを対象にした「ことば」の教育という視点

で考えると、国語教育であれ、日本語教育であれ、子どもたちに必要な言語教育を施さなけれ

ばならないという根底の部分は共通していると指摘した。その上で、母語の力においても、認

知的にもある程度の発達を遂げているＪＳＬ生徒を対象にした日本語支援では、日本語母語話

者生徒が求められているように、既に獲得している「ことば」を再度客観的に見直し、強化す

る「国語教育」の視点とは異なり、母語とはどのように違い、日本語ではどのように表現して

いくのか、どのような構成で成り立っているのか、といったように、子ども自身に文章の分析

を行わせながら、今、自身が読んでいる文章はどんな意味があるものなのか、ということをよ

り広い視点から全体像を認識していけるようなアプローチを講じていくことが重要であると

いう点を挙げた。 

②子どもが興味、関心を持つ「内容」を扱う中で、「ことば」の学びを深めていく 

本節では、子どもが興味、関心を持つ「内容」を扱う中で、「ことば」の学びを深めていく

という日本語支援をデザインしていく際の観点を実践に活かしていくことを目的とし、考察す

べき課題として以下の 2 つの論点を指摘した上で、筆者の考えを述べた。 

まず、第一に考察すべき課題は、読解テキストのジャンルや言語形式を提示するという本支

援における方法論に関する点である。本実践において、適宜、子どもに対してジャンルや型を
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提示することは、言語形式のみを切り取り、学習者の言いたいこと、考えを無視した教育とは異なり、

支援者と子どもが共有する「文脈」の中で、子どもが言いたいこと、興味、関心があることに対して、支

援者が日本語での「ことばの学び」を「文脈」の中に位置づけるという重要なスキャフォールディングの

一つであるという筆者の考えを述べた。 

次に考察すべき課題は、学習者が持つ興味、関心のある「内容」を重視することの意味である。

これは、学齢期にある子どもにとって必要な教科学習内容を軽視してよいということを意味す

るのではない。支援者が、子どもにどのような「ことばの力」をつけさせたいのか、そのため

にはどのようなスキャフォールディングが必要かということに意識的になり、子どもの主体性

を尊重し、興味・関心を活かした学びの中で「ことば」の学びを深めていける支援をデザイン

していくことが重要であるという点について具体例を挙げながら論じた。 

③子どもの主体性とスキャフォールディングの関わり合いの中で支援を見直していく 

本節では、第 4 章で提示したフォローアップインタビューのデータを踏まえ、生徒Ｋが、こ

れまでの一連の支援を通して築き上げた「ことばの力」を使って学習の文脈への参加を果たし、

「理解できた」「理解できなかった」「もっと知りたい」という実感を糧にして、主体的に教科

学習と日本語支援を統合しているという主体性の成長について触れた。その上で、そのような

Ｋの主体性の成長に伴い、まずは、支援時にどのような教材を扱うか、という点で子どもの主

体性を尊重し、必要に応じて足場を取り外していくという筆者の変化について記述し、子ども

の主体性とスキャフォールディングの関わり合いの中で、支援を常に見直していくことの重要

性について論じた。 

④本研究のまとめ 

年少者日本語支援実践とは、目の前にいるＪＳＬ児童生徒が、学校や社会といった自身が所

属する共同体の中で、主体的に学校生活や学習活動に参加し、自己実現、自己表現をしながら

学び、成長していくことを支援していくことである。そのような年少者日本語教育実践に携わ

る上で、支援者として重要なのは、常に、「子どものどのような『ことばの力』をどのように

育成していくのか」という原点に立ち戻り、①母語の力を考慮し、子どもの認知的発達段階に

合わせたデザインを行う ②子どもが興味、関心を持つ「内容」を扱う中で、「ことば」の学

びを深めていく③子どもの主体性とスキャフォールディングの関わり合いの中で支援を見直

し、最終的には足場を取り外すということを念頭におきながら、スキャフォールディングを講

じていくことである。 
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第6章 まとめと今後の展望 

本研究を通じて、これまで個人の語彙力や文型形式の獲得、スキルやストラテジーの育成を

いかに実現していくかという点が重視されていた年少者日本語教育における読解研究および

教育現場に対し、「子どものどのような『ことばの力』をどのように育成していくのか」とい

う点で新たな視点を提案することができた。しかしながら、以下のような問題点や今後取り組

んでいくべき課題が残されている。 

本研究は、ＪＳＬ生徒Ｋのみを対象にしたケーススタディであった。ＪＳＬ児童生徒のよう

に、多様な背景を持つ子どもを取り巻く環境や、母語の獲得、来日時期などを含む現在置かれ

ている状況は、均一なものではなく、きわめて個別性が高い。したがって、本研究では、対象

生徒Ｋのみの事例を取り出し、すべての子どもに共通するような普遍的な実践方法を見出し、

その有効性を論じるということを行わなかった。しかし、今後は、様々な背景を持つＪＳＬ児

童生徒を対象に行った日本語支援実践のケーススタディを積み重ねていくことにより、子ども

の認知的発達段階、および日本語能力に応じた実践例として一定の標準化された指針を提示し、

年少者日本語教育モデルの構築を行っていく必要がある。 

続いて、データ収集方法に関する課題について述べる。子どもの授業場面の参加の様相を詳

細に知り、さらなる支援の発展へと結びつけていくためには、実際の在籍クラスにおける子ど

もの参加の様相を知るとともに、休み時間や学校生活以外での日本語使用場面などより大きな

社会的文脈の中で子どもの「学び」を捉えていく必要がある。さらに、ＪＳＬ児童生徒が在籍

する学校現場に研究成果を活かしていくということから考えても、現場教師との連携による教

育実践の実施、および現場教師の知見を踏まえた考察を行うことが望ましいと考えられる。今

後は、日本語教育実践者のみならず、実際の在籍クラスにおけるクラスメートや現場教師との

相互作用も視野に入れ、より大きな社会的文脈の中で、新たなデータ収集方法を検討していく

とともに、そのような実践の場、コミュニティーの場の形成が求められる。 
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