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修士論文（概要） 

 

タイの補習授業校における継承日本語教育の可能性 

− 絵本を活用した支援を通してことばを育む − 

 

中川智子 

 

１．問題の所在 

近年世界はグローバル化の時代を迎え、親の海外赴任に伴って海外で過ごす子どもの数

は増加傾向にある。いわゆる「移動する子どもたち」（川上編 2006）である。このよう

な子ども達が海外で通う在外教育施設は、一時的に海外に滞在する子ども達にとって日本

語や学力の保持という面で大きな役割を果たしてきた。しかし近年の経済状況や海外渡航

の多様化の影響を受けて、在外教育施設に在籍する子ども達の背景も多様になってきてい

る。筆者が関わってきたタイにおいても子ども達のおかれる環境は多様であり、補習授業

校でも短期滞在型と長期滞在型に分かれ、帰国を前提とした教育を望む家庭と継承日本語

教育を望む家庭が混在する。そのため、従来の継承日本語教育では知識や内容の獲得を目

的とした言語教育が目標となった教育的なアプローチでは、中島（1998）の「学習者の学

習動機が低い」という継承日本語教育学習者に見られる負の要因を越えることはできない。

様々な言語背景、環境で育つ継承日本語学習者の学びを支えるためには、知識や内容の獲

得を目的とした言語教育だけでは不十分である。 

本研究では海外で学ぶ子ども達、特にタイにおいて継承語として日本語を学ぶ子ども達

に焦点を当て、移動する子どもたちの学びを支えことばの力を育んでいくにはどのような

支援がありうるかを論ずることを目的とする。筆者は海外で学ぶ子ども達の教育に携わる

中で絵本の有効性を実感してきた。そこで絵本を活用した活動がどのように子どもたちの

経験やことばを介したやりとり、思考を生むのか、そしてそれがことばの力をどのように

育むかを補習授業校の児童への実践を通して検討する。そして今後の継承日本語教育にお

ける子ども達への教育に必要な観点を考察することを目的とする。 

 

２．ことばの力を育む教育と絵本 

子どもの成長を支える日本語教育は、発達の諸側面を視野に入れて言語能力の様相を捉
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え、日本語の力を伸ばしていくこと（石井 2006）とあるように、発達過程にある子ども

達が学ぶということは、母語であっても第二言語であってもことばを介して学んでいく思

考や抽象的な概念と切り離すことはできない。子ども達は学校や彼らを取り巻く社会の中

でことばを介して学び、その学びを自分の力として蓄積し社会で生きる力を身につけてい

く。子どもの学びの過程においてなされる様々な経験は、他者との関わりやことばを介し

たやりとりの中で失敗をしたり成功をしたりしながら、自分なりに捉え直して思考する過

程を経ることによって、より豊かな意味ある経験として蓄積されていく。 

また子どもの学びにおいて切り離せないのは他者との相互作用である。周りにいる他者

とのやりとりによって、経験が子ども達の中でどう意味付けられるかが決定するとするな

らば、他者とのことばを介したやりとりは、子どもの学びを方向付け子どもの将来にも関

わる重要な過程と考えられる。 

さらにこの経験や対話に常に関わってくるのは思考である。子どもが得た経験や情報を

自分でもう一度捉え直すという作業は、言語的な思考を伴ったものである。言い換えれば

自己との対話ともいえるかもしれない。言語は行動や学習にとっての情報をもたらし、行

動を統制するという重要な働きがある。このような作用は思考を形成していく過程では必

要であり、言語が思考に密に関わっていることの表れである。言語を伴った思考は、自ら

の中に内化していく過程、そして内化された言語を産出するという過程を経て、他者と関

わりながら問題を解決したり、検討したり、調整したりという活動へと移っていく。そし

て他者と関わりながら社会で生きていくために必要なことばを伴った力として育まれてい

く。子どもの認知的発達やその発達を支えることばの力に思考は重要な役割を果たしてい

るのである。以上の子どもの学びに関わる理論を整理すると、子どもの学びを支える３つ

の観点「経験」「対話」「思考」をあげることができる。 

海外の継承日本語教育の場においては、教室での学習に参加していくためのことばの力

がまだ十分についていない子どもが存在し、子ども達のことばの力も多様である。このよ

うな子ども達は学習にアクセスするための支援を必要とする場合が多い。スキャフォール

ディングは、様々な媒体を活用して支援をすることで、多様な認知レベル、言語能力の子

ども達がことばを理解する助けとなり、思考する活動へと学びが広がる可能性を持つ。特

に抽象的なことばや概念に接する機会が少ない継承日本語学習者の子ども達にとっては、

ハモンド(2007)が主張する５つ視点を踏まえたスキャフォールディングを用いることは継

承日本語教育においても有効性が高いと考えられる。 
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海外において子どものことばを育むために必要な観点や支援を踏まえると、絵本は日本

語での経験や対話を重ね思考することができるという点で有効性が高い。海外で生活する

子ども達は、日常生活において日本語に触れる機会が少ない。そのような子ども達にとっ

て、視覚的な表現、物語性などの魅力をもった世界で、なじみのない言葉を自然と経験で

きる絵本は子どもに「経験の場」を提供し、絵本を介して読み手と子ども、または子ども

同士の自然な対話が期待できる点で「対話の場」を提供するという役割も担う。また絵本

を通して経験や対話をする過程で子ども達は思考し、自らが考えたことや想像したことを

他者と共有していく。これが「思考の場」であり、この機会が子ども達の言語面だけでな

く認知面や感情面という自己を形成していく。このように絵本は、継承日本語教育の中で

日本語を学ぶ子ども達に必要な、言葉を使いながら経験をしたり、やりとりをしたり、考

えたりできるような学びの場を提供する優れた教材であり、継承語として日本語を学ぶ子

ども達の言葉の学びに有効であることが考えられる。本研究では継承日本語教育で絵本を

使った活動を行い、継承語として日本語を学ぶ子ども達のことばの力を育む教育実践を検

討する。 

 

３．補習授業校における絵本を活用した実践 

タイの補習授業校では絵本の読み聞かせと言語活動を組み合わせた実践を小学１、２年

生対象に行った。実践を行うにあたり、補習授業校の授業の参与観察、補習授業校の教員

へのインタビュー調査、保護者への「言語環境・読書環境に関するアンケート」を実施し、

実践の活動案作成のための資料や分析のための資料とした。 

実践の分析は子ども達の発達過程を踏まえて実践を行った順に行っている。また、４名

の児童を抽出してそれぞれへの支援と学び、ことばの広がりを分析した。今回筆者が行っ

た実践では、多様な子ども達に対応するために担任や協力者の補助を得て活動を続けた場

面もあった。４名の子ども達は絵本の活動に興味を持って取り組むことができ、それぞれ

が言語活動に参加し満足感を持って学習を終えることができた。そしてそれぞれが自分自

身の課題に向き合い、友達とやりとりをしたり支援者とやりとりをしたりしながら、こと

ばを使用しことばを深めたり広げたりすることができていた。絵本を用いた実践は補習授

業校で学ぶ子ども達の実態に合っており、子ども達の学びも十分に促進できる可能性を持

っていると言える。抽出児童以外の子ども達もそれぞれ意欲的に学習に参加できており、

絵本を活用した活動はマルチレベルの子ども達の教育に適しているといえる。さらに、実
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践終了後には補習授業校の教員、保護者と協議会を行い、実践についての評価と反省を共

有した。子ども達の「学習意欲」や「集中力」を喚起できる点、発想や想像力を豊かにし、

ことばが湧いてくるという点で絵本を用いた活動は可能性を持つが、活動をするための時

間を確保することの難しさや教科学習への発展、応用といった課題もあがった。 

 

４．継承日本語教育における絵本を活用した実践の有効性  

（１）経験の場としての絵本活動 

絵本によって与えられる「経験の場」は子ども達に「新しい経験」する場を提供し、子

ども達が「今までの経験を強化していく経験」の場を提供するという２つの側面を持つ。

子ども達は絵本の物語の文脈で、絵や読み手とのやりとり、子どもたち同士のやりとりな

どを頼りに、ことばについて知り、その意味を周りの人とのやりとりの中で確認し、意味

を持った概念としてことばを獲得するという新しい物事を経験している。また「今までの

経験を強化していく経験」では、自分自身の経験や感覚を登場人物に投影させ、 周りの

友達と共有していくことで、感じていることや考えていることが自分の中で確認されてい

った。絵本の中で登場人物ともに感情を伴った経験をすることは、子ども自身の感情を言

葉で表現することにもつながっていった。またみんなの前で発表することや相談し合うと

いった言語活動を通して子ども達は読み聞かせの物語に向き合い、捉え直した上で言語の

産出がなされている様子がみえた。これらの経験を積み重ねることによって子ども達は自

身の経験を豊かにし、内面を豊かにしていく。そしてそれは子ども達が社会を生きていく

為の力、他者とやりとりをすることばの力を育んでいくための素地になっていく。言語に

よる経験が制限されがちが継承日本語学習者にとって、新しい経験、そして今までの経験

を強化していく経験の場を提供してくれる絵本を用いた活動は、子ども達のことばの力と

ともに、集団の中でやりとりをする力を育んでいく点でも有効だと捉えることができる。 

（２）対話の場としての絵本活動 

絵本を用いた活動の中で見られた対話は、内容理解や登場人物の心情理解やことばの意

味に関わる「活動の内容に関する対話」と、内容とは直接関係はないが活動や作業を進め

ていく上でなされた「活動をしていく上での対話」の２つである。 

子ども達はそれぞれの考えに共感したり新しい考えを出したりするという対話の過程で、

お互いが納得できるような可能性を探り、豊かな読みを共有している。みんなの考えを共

有しながらイメージを豊かに広げていくことができた対話は、子ども達のことばの広がり
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を支えるものとして有効であったと考えられる。「活動をしていく上での対話」では子ど

もの興味や関心から多くのやりとりがなされた。一人での読みでは生まれない対話がみん

なと一緒に読むことで生まれ、その対話から気付きを得た子どもがいる。また、お互いが

考え、沈黙の間も言語による思考が続いている様子も観察された。ことばを介して学習に

参加し、お互いを価値あるものとして認め合い、そしてその相互作用によって変容がおこ

っている。子ども達の中に蓄積される可能性を持った対話場面である。絵本は日常生活で

はなかなか出会わないような状況を瞬時に準備し、様々な場面での対話を可能にする。心

情理解や共感等の感情を伴ったことばの広がりや使用、自然な子ども同士の調整や伝達と

いったやりとりがみられた。子ども達のことばの使用や広がりを促すという点で、絵本を

用いた活動はことばの力を育む可能性を持っていることが明らかになった。 

（３）思考の場としての絵本活動 

絵本を用いた活動では、子ども達が言語活動を通して経験し対話をする中で、自らの中

に内化していく過程、そして内化された言語を産出するまでの過程という思考の場が見ら

れた。 

絵本の読み聞かせで見たり聞いたりして得た情報を、ワークシートや挿絵を頼りに頭の

中で思い浮かべ、バラバラに思い出されたイメージやことばをつなぎ合わせていく活動に

参加した子ども達は、個人差はあるものの全員が課題に取り組み、物語を再構成しようと

していた。絵本の挿絵や読み聞かせの途中でなされた対話がスキャフォールディングとな

り、子ども達の言語を伴った思考を促したと考えられる。この思考の過程は、筆者とのや

り取りや子ども達同士のやりとりによってさらに促進され、言語化・文字化されていく。

改めて物語に向き合う時間を作ることで、子ども達はことばと意味を結びつけていくこと

ができた。またある子は物語を書きながら表現を吟味する作業を重ね、どちらの表現の方

がより自分の持っているイメージに当てはまるかを口に出してみたり、書いてみたりしな

がら深めている。一つの答えに収斂していかない活動だからこそ、無限に子ども達の思考

を広げることができている。子ども達が絵本を使った活動の中で自らの中に内化していく

過程、そして内化された言語を産出するという思考の過程が確認できた。日本語での思考

の機会が限られている継承日本語学習者にとって、絵本作りという活動を通して子ども達

自身の中から湧き出てきたことばを文字化し、目に見える形での言語の産出ができたこと

は子ども達自身にとっても貴重な経験だといえるだろう。また子ども達に関わる支援者に

とっても、今後の支援のための指針になったという点で有効であったと考えられる。 
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５．結論 

今回筆者が行った実践では、絵本は子ども達に「経験」をもたらし、その中でことばを

介した「対話」や「思考」が行われていることが明らかになった。絵本を活用した実践の

中で、子ども達は経験・対話・思考を繰り返しながら言語活動を行っていた。経験は対話

や思考によってより意味を持ったものとして子ども達の中に蓄積され、対話は他者との経

験や思考を共有し、子ども達の経験や思考をより広く深いものにしていく。さらに思考は

経験や対話をきっかけとしてなされると同時に、経験や対話をより深く意味あるものにし

ていった。絵本を活用した実践では「経験」「対話」「思考」の場が自然な文脈の中で準

備され、子どもの言語活動につながり、学びを促進していった。このように３つの観点は

子ども達の学びを支えるものであった。 

今後、世界のグローバル化が進めば文化や国籍など多様な背景を持った人々が共生する

ようになるのは必至である。このような多文化、多言語の社会を生きていくであろう子ど

も達にとって必要な力は、単に言語を教えるだけの教育や教科内容を教えるだけの教育で

育むことはできない。今回の実践のように、経験や対話、思考を伴った活動を通して子ど

も達の学びを発達やことばの側面から総合的に支えようとする視点が、これからの継承日

本語教育において必要であろう。継承日本語教育は現地の社会や保護者、協力者だけに任

される教育ではない。海外で継承語として日本語を学ぶ子ども達が、明るい未来を描きな

がら生きることができるよう、 多くの機関が海外で生活する子ども達の 教育にも関心を

持ち、連携しながら取り組むことが望まれるのである。 
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