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第 1 章 はじめに 

 

近年、親の国際結婚や就労･留学などといった様々な事情によって、国といった空間だけ

ではなく、様々な言語間を渡り歩く子どもたち―「移動する子どもたち」が世界的に増え

てきている。日本国内においても「移動する子どもたち」は増加の一途をたどっており、

母語、移動の経験、就学の有無、今後の展望など、絡み合う諸要素が一人ひとり全く異な

る彼・彼女たち－日本国内において「第二言語としての日本語」(Japanese as a Second 

Language: JSL) を学ぶ子どもたち(以下、JSL 児童生徒)―の「ことばの教育」に関連する

課題は多岐に渡っている。川上ほか(2004)では、この日本国内の年少者日本語教育の研究領

域を「第一領域：言語発達、言語習得、言語教育理論」「第二領域：教材、教授法、カリキ

ュラム」「第三領域：教育現場、地域、研究者との連携」「第四領域：教育制度・教育行政、

教育支援、教員養成」の 4 つに分け、それぞれの領域での課題についてまとめている。筆

者は、この中でも特に、具体的な日本語教育実践と強く結びつく第一領域「言語発達、言

語習得、言語教育理論」・第二領域「教材、教授法、カリキュラム」について、外国人女子

児童 I(以下、JSL 児童 I)に対する日本語教育実践を行う中で考えてきた。 

 JSL 児童 I とは 2007 年 6 月より行われた東京都 K 区「日本語指導が必要な外国人児童

生徒」の日本語能力調査をきっかけに出会い、児童 I に対する日本語教育実践は 2007 年 10

月から始まった。筆者は、日本語教育実践者としてそこに関わる過程において、3 つの問題

意識とぶつかることになった。1 つ目は「目の前の JSL 児童 I に必要な日本語の力をどの

ように伸張するか」という問題意識である。この問題意識に対し、自身の教育観に基づき

特に子どもの「興味関心」に注目し、それと日本語を結びつける教育実践を試みた。この

日本語教育実践では、児童 I の日本語能力の伸張も見られ、取り出しによる日本語支援の効

果を確かめることができた。しかしながら、2008 年度に入り、在籍クラスでの授業につい

ていけない児童 I の様子を見、今度は「今までの日本語教育実践はなんだったのか。『取り

出し』による日本語支援の意義とは何なのか。」と自分に問わざるをえなかった。これが 2

つ目の問題意識である。児童 I への日本語教育実践が進んでいく中で、2008 年 6 月 12 日

の児童 I の様子から筆者は一つの気づきを得た。「子どもは常に自分にとって意味のある世

界を持っており、それを広げよう・創ろうとしている非常に能動的な学びの主体である」

という気づきである。そして、子どもが自分で追求したいと考える「学び」と、ことばの

力を使って周囲のヒト・モノ・コトとの関係性をつくっていく「ことばの学び」の関係は
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どのようになっているのかという問題意識を持ち、それを明らかにしたいと考えた。 

このように、筆者の問題意識や支援の方法などはその時々の筆者の経験や考え、児童 I

の様子・変化、支援の内容と絡み合いながら生まれ、変容し、深まっていった。したがっ

て、それぞれの問題意識について述べ、筆者なりの主張を行うためには、日本語教育実践

の経緯、そこに含まれた様々な変容を記述する必要があると考えた。そこで、本論文は、

日本語教育実践の過程が全て研究であるという立場に立ち、ティーチング・ポートフォリ

オのように時系列で日本語教育実践研究の「変容」の過程を描き、また、そこから立ち上

がった筆者の考えについて述べることを試みようと考えた。 

以上を踏まえ、第 1 章では、研究の背景となる日本国内の年少者日本語教育の研究領域

について述べ、本論文で扱う内容が、具体的な日本語教育実践と強く結びつく第一領域「言

語発達、言語習得、言語教育理論」・第二領域「教材、教授法、カリキュラム」であると位

置づけた。加えて、約 1 年に渡る JSL 児童 I への日本語教育実践における筆者の 3 つの問

題意識について記述した。そして、筆者の問題意識が、日本語教育実践対象者である JSL

児童 I の様子、その時々の筆者の考え方や働きかけなどによって変遷してきていたことを明

示し、本論文では日本語教育実践に含まれる様々な「変容」を描く立場を取ることを示し

ている。また、2 章以降に出てくる用語の解説および用語の定義を行い、本論文の構成を提

示した。 

 

第 2 章 JSL 児童 I に対する日本語教育実践(2007 年度) 

 

第 2 章・3 章では、JSL 児童 I への日本語教育実践について記述した。この 2 つの章は主

に、児童 I の実態、日本語教育実践デザインのための考察、実践記録、実践の考察という 4

つの柱から構成されている。 

第 2 章では 2007 年度の JSL 児童 I への日本語教育実践について記述している。まず、

出会ったばかりの児童 I の実態を、全体的特徴、JSL バンドスケールによる日本語能力の

様子、母語(英語)の様子という観点から報告した。そして、「児童 I の日本語能力をどのよ

うに伸張するか」という第一の問題意識から、児童 I の興味関心である「本作り」を中心に

した日本語教育実践デザインのための考察を行った。そこでは、日本語教育実践の中心的

活動となる「本作り」に関連する、子どもが書くということ、他者と学ぶということに関

する先行研究および考察を記述した。その後、日本語教育実践記録の提示、日本語教育実
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践の分析・考察を行い、2007 年度の支援全体に対する考察を行った。日本語教育実践の分

析・考察は、児童 I が活動に興味を持ち主体的に活動できたかという「主体性」および、活

動の中でどのような「ことばの力」が伸張されたかを中心に行った。そこでは、「本作り」

に興味を持ち続け、また友人に絵を描いてもらうなど自ら活動の幅を広げていく児童 I の主

体性や、「本作り」活動に巻き込まれる形で「メタ認知力の発揮」「文章表現に対する行動

の変化(鍵括弧・漢字)」といった「ことばの学び」を日本語教育実践内で筆者が観察したエ

ピソードによって記述した。そして、JSL 児童の興味関心を生かした日本語教育実践にお

いても、JSL 児童の日本語の発達段階に必要な「ことばの力」の伸張、また、在籍クラス

に参加するための力―子どもの認知発達段階に必要な「ことばの力」の伸張を実現するこ

とができることを明らかにした。そして、いかに JSL 児童生徒にとって「取り組みたい」

と思える文脈の中で「ことばの力」を伸張するという観点が最も重要であると、2007 年度

の「本作り」を通した日本語教育実践の考察をまとめた。 

 

第 3 章 JSL 児童 I に対する日本語教育実践(2008 年度) 

 

第 3 章では、2008 年度の JSL 児童 I への日本語教育実践について記述した。第 2 章と同

様、2008 年度が始まった頃の児童 I の様子、筆者の問題意識 2「取り出し支援の意義とは

何か」に関する考察を述べた後、日本語教育実践記録の提示、日本語教育実践の分析・考

察を行っている。日本語教育実践の分析・考察は、2007 年度と同様に、児童 I が活動に興

味を持ち主体的に活動できたかという「主体性」および、活動の中でどのような「ことば

の力」が伸張されたかを中心に行った。ここでは「本作り」に興味を持ち続け、活動を進

めていくだけではなく、自ら新しい本のジャンルを設定し、「本作り」活動を展開させてい

く児童 I が観察されている。また、「ことばの力」に関しては、筆者が児童 I に必要だと考

えた「漢字に自分なりの意味を見出して書く力」「書く内容や構成を検討する力」の他に、

児童 I が自ら本作りを展開させたからこそ育まれた「抽象的な思考を伴わせながら書きたい

題材を練る力」が観察された。ここから、2008 年度の日本語教育実践に対し「本を媒介に

したやりとり全てが児童 I にとってのことばの学びにつながっているように思われる」と考

察をまとめた。 

 

第 4 章 問題意識の整理と検討課題 
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第 4 章では、2008 年度の日本語教育実践における「子どもは常に自分にとって意味のあ

る世界を持っており、それを広げよう・創ろうとしている非常に能動的な学びの主体であ

る」という筆者の気づきについてまず述べている。その上で、日本語教育実践を経て変わ

ってきた筆者の問題意識を先行研究の知見を引用しながら改めて整理した。そして、本論

文が対象とする日本語教育実践から筆者が考察したいと考えた検討課題として、「1．『学び』

と『ことばの学び』の関係を日本語教育実践から考察する。2．『学び』と『ことばの学び』

がどのように統合できるかを日本語教育実践から考察する 3．『取り出し支援』の意義を再

考する。」の 3 つを設定した。 

 

第 5 章 検討課題の考察とまとめ 

 

第 5 章では、2 章・3 章で記述してきた日本語教育実践を基に、第 4 章で設定した 3 つの

検討課題について考察している。それぞれについて、児童 I への日本語教育実践で観察され

た事実、先行研究の知見の双方を合わせて考察を行った。そこから、3 つの主張が立ち上が

った。1 つ目は「『学び』と『ことばの学び』は、『学び』があってこそ『ことばの学び』が

成り立ち、『ことばの学び』が広がっていくからこそ新たな『学び』の展開が起こるという

相互依存的な関係性にある。子どもへの日本語教育実践の場において、この両方が等しく

重要である。」という主張、2 つ目は「『学び』と『ことばの学び』を統合した教育実践のデ

ザインには、『主体性が発揮されるような文脈作りがされている』という点、『子どもが次

に必要だと思われる“ことばの学び”を達成する活動が盛り込まれている』という点、『学

びが進んでいく中で、“子ども自身が学びを選ぶ機会”が保障されている』という 3 つの観

点が重要かつ必要である。」という主張、3 つ目は「『取り出し支援』の意義とは、JSL 児童

生徒が『意味を見出す学び』の中でことばを使い、学びながら、自分にとって『意味ある

学び』を追求していくこと、『私』を位置づけていくことである。それは『学び』のチャン

スに遭遇したときに、『意味ある学び』を選び、深めていく主体として活動することにつな

がると考えられる。」という主張である。そして、章末では、これら 3 つの主張に共通する

のは、今ありのままの存在としての子どもを理解しようとし、それを教育の場に取り込み、

生かし、積極的に働きかけながら「学び続ける主体」として育てようという姿勢であり、

日本語支援者が取り出し支援の場において、JSL 児童生徒の「学びの力」「ことばの力」が
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育まれる環境を整え、「学び」と「ことばの学び」を実現していくことは、JSL 児童生徒が、

移動し、多言語環境で生きる一人の人間―つまり、個として、生かされ、そして育まれて

いくということに他ならないという、JSL 児童生徒の「個を生かし育む」という視点を提

示した。 

 

第 6 章 総括と今後の課題・展望 

 

第 6 章では本論文の総括として、まず 2007 年 10 月から 2008 年 9 月にかけての児童 I

への日本語教育実践についてまとめ、本論文が対象とした日本語教育実践研究の課題を提

示した。児童 I への日本語教育実践のまとめに関しては、第 2 章・第 3 章についてまとめ

たパラグラフと重なるため、ここでは割愛するが、本論文が対象とした日本語教育実践研

究の課題は、主に 2 点あると筆者は考えた。一つ目は、長期的な視野で「学びの力」や「こ

とばの力」が子どもの中にどう息づいていったか、その子どもの人生にとってどういった

影響を及ぼすものなのかを、縦断的かつ多角的に研究する必要があるという点であり、二

つ目は、自分を客観視することが未熟であり、日本語に初めてふれる段階や日本語で話し

始める段階にあるような JSL 児童生徒の「学び」や「ことばの学び」をどのように構築す

るかを検討する必要があるという点である。これらは筆者の今後の研究課題である。 

次に、児童 I と関わりあう中で変わってきた筆者自身についてまとめ、その中での自身の

「学び」や教育観、日本語教育実践を通じての筆者の実践研究観について述べた。そこで

は、1 章から 6 章にかけて述べてきたように、時期を重ねるごとに、児童 I の様子も、筆者

の問題意識も、日本語教育実践の方向性も、支援の仕方も変容してきたこと、その過程に

おいて、児童 I の「学び」と「ことばの学び」を考えながら、筆者もまた「学び：自身が何

を追究しようとしてきたか」を行い、「学びを考えるための学び」を実行してきていたこ

とについて述べている。ここから、教育とは変容を前提にしたものであり、また関わる人

間それぞれが主体として生きる中での「相互作用」であると考えられると述べ、子どもの

「個を生かし育む」過程は、教育の実践者の「個」も生かし育む過程でもあったのである

と、筆者の日本語教育実践研究を振り返った。そして、「『実践』の場に身をおき、そこで

の相互作用に影響を受け、問題意識を持ち、先行研究から知見を得、自身が目指す教育実

践を追究し、そしてまた『実践』の場に還っていく往還が『子どもを理解し続ける』こと

につながり、子どもの主体としての育ちを促し、教育の実践者としての育ちにつながって
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いく。これこそが、子どもの『個を生かし育む』と同時に、教育者としての『個を生かし

育む』実践研究である。その渦中にあり、自身の変容を辞さない覚悟を持って初めて、学

び続ける教育の実践者であることができるのではないか。」と、日本語教育実践研究に対

する筆者の主張をまとめた。 

そして最後に、年少者日本語教育の課題と展望について筆者の意見を提示することとし

た。そこでは、「目の前の子どもに何を用いてどのような『ことばの力』を育んでいくかと

いうことを対処療法的に繰り返す日本語支援の現状は、もはや日本語教育関係者だけが対

処療法的に子どもたちに日本語支援を進めているだけでは改善されない。そして、この現

状を打破するために、川上ほか(2004)の、どう教育現場の内部のものと外部のものの協働的

実践研究を構築し、新しい教育実践に生かすかという『第三領域：教育現場、地域、研究

者との連携』、JSL の子どもが生きる社会をどう構想し、再構築するかという『第四領域：

教育制度・教育行政、教育支援、教員養成』に関する研究を進められていくことが求めら

れる。」と、年少者日本語教育の今後の課題をまとめた。 
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