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これまで JSL の子どもたちへの支援においては、川上（2006）などによって「個別化」、

「文脈化」、「統合化」の観点の必要性が強調されてきた。これらの観点を踏まえた支援の

中で、日本語支援者はどのような「ことばの力」の育成を目指すべきか。年少者日本語教

育において、JSL の子どもたちの「ことばの力」探る研究はまだ十分とはいえない。そこ

で、JSL 児童のことばの支援を行う際に「個別化」、「文脈化」、「統合化」の観点とともに、

ことばの支援にのせて「自ら学ぶ力」を育成する「きっかけ」をどのようにデザインして

いくか、そのデザインの観点を明らかにするために本研究を行った。本研究は、以下のよ

うな構成で行った。 

 

第１章 問題の所在 

まず第１章では、問題の所在と論文の構成を述べた。ここでは、JSL 児童のことばの学

びにのせて「自ら学ぶ力」を育成することの研究を行った背景と、その問題の観点、本研

究の目的について、年少者日本語教育の現状と筆者が行った実践（対象：児童Ｉ）を踏ま

えながら述べた。問題の観点では、JSL の子どもたちへの支援が「その場限り」のもので

あることへの批判（齋藤,2004）から、年少者日本語教育が目指すことばの支援とは何かに

ついて議論し、「自己学習能力（波多野,1980）」の必要性を述べた。 

①「自己学習能力」の必要性 

筆者が実践を行った児童Ｉは、支援開始当初、教室での日本語を十分に理解することが

できず、自身でわからないところを質問することもできないまま教室に「ただ居る」とい

う状態になっている様子が多く見られた。児童 I のように、JSL の子どもたちが学校にお

いてマイノリティとして位置づけられ、自己主張や自己表現の機会が限られていることも

少なくない。このような現状と向き合い、日本の学校で学んでいる JSL の子どもたちが、

ことばの学びに向かって自ら歩みより、自らと学びとを結び付ける力を起こしていくため

には、ことばにのせて「自己学習能力」を身につけていく支援が必要だと考えた。 

②支援時間の限界 

また、児童Ｉの支援を行う中で、時間的限界を感じたことも「自己学習能力」を考える

背景にある。筆者は、児童Ｉへ週に１回１～２時間の日本語支援を行っていた。児童Ｉへ

支援を開始した当初は、短い時間の中で児童Ｉの「日本語能力を伸ばさねば」、「何か学ば

せないと」と考えていた。しかし、支援を重ねるごとにその１回は、児童Ｉのことばの生

活のほんの一部にしかすぎず、実際に児童Ｉのことばの生活の一部しか知らない筆者が児
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童Ｉのことば全てに責任を持つことは不可能だという気持ちが強くなってくる。結局、児

童Ｉのことばの世界すべてを知っているのは児童Ｉ自身で、ことばの支援者である筆者で

あっても図り知れないものなのだ。何か変わろうと思うのも、変わりたいものに向かって

行動を起こすのも、児童Ｉ自身でしかない。では、筆者は日本語の支援者として何ができ

るか。それは、何かに変わろうと児童Ｉが「学び」を起こすための「きっかけ」をつくる

ことではないだろうか。このような考えに行き着いた結果、ことばの支援の中に、「自己学

習能力」の育成を組み込むことにした。 

 

以上のように、ことばの支援を行う上での「個別化」、「文脈化」、「統合化」の３つの観

点をもちつつ、そのことばの支援にのせて「自己学習能力」を育成する「きっかけ」をど

のようにデザインしていくかについて、本論で議論を行った。 

 

第２章 先行研究：ことばの学びにのせて育成する「自ら学ぶ力」とは何か 

第２章は先行研究である。ここでは、１．「学び」とは何か、２．JSL 児童のことばの

学びとは何か、３．JSL 児童の「自ら学ぶ力」を育成する意義、について議論した。 

 

１．「学び」とは何か 

ここでは、「学び」が自己変容、「他」との相互変容によって引き起こるものであること

を定義づけた。また、「学び」における「他」の存在を①集団的・関係的文脈、②社会的文

脈、③制度的・状況的文脈、④文化的文脈（藤田,1998）から捉えることとし、「学び」の

主体が「人的リソース」、「社会的リソース」、「物的リソース」などの様々な「他」を「学

び」に取り込んでいることを述べた。 

２．JSL 児童のことばの学びとは何か 

ここでは、第一言語習得の立場から児童期の年齢に沿った認知発達を把握し、JSL 児童

のことばの学びとの違いや JSL 児童のことばの学びを育成する観点とは何かをについて

考察した。まず JSL 児童に限らず子どもたち全体のことばの様相を把握するために、岡本

（1985）の「一次的ことば」と「二次的ことば」の議論から、子どもたちのことばの獲得

過程について記述した。それらを基に、JSL 児童のことばの支援を行うときに「全人的発

達（石井,2006）」の観点を踏まえる必要があり、「ことばの発達」という観点を重視しつつ、

「学び」を引き起こすアプローチをしなければならないことを主張した。また、支援者が
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子どもたちのことばの世界や認知発達に寄り添ってことばの支援を行うことの必要性を述

べた。 

３．JSL 児童の「自ら学ぶ力」を育成する意義 

ここでは、波多野（1980）の「自己学習能力」の育成を参考にし、ことばの力の基盤と

なる「自ら学ぶ力」とは何かについて考察した。ここでは、「自ら学ぶ力」を、「子どもた

ちが『他』と関わりを持ちつつ『知りたい』などの知的好奇心を生み、それに向かって主

体的に学び、行動を起こすこと」とした。そして、JSL 児童にとって「自ら学ぶ力」がい

かに重要なものか、また JSL 児童のことばの支援に「自ら学ぶ力」をどのように支援に組

み込んでいくことができるかについて、これまでの研究を踏まえて筆者の見解を示し、本

研究の位置づけを行った。先行研究から、ことばにのせて「自ら学ぶ力」を育成する観点

として、発達に応じた「メタ認知能力の育成」、「学習ストラテジーの育成」、「学びへの動

機づけ」をあげ、その後の実践研究へとつなげた。 

 

第３章 実践研究の概要 

第３章は、実践研究の概要についてである。ここでは、実践を行うに至った経緯とその

研究方法、どのように研究を進めていったかについて記述した。本実践は、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が結んだ「日本語教育ボランティア」

に関する協定の一環として行った。筆者の実践は 2007 年 5 月から行い、実践対象者は韓

国語母語話者児童 I（男・支援開始時：小１）である。実践研究は、週に１回の「（１）家

庭支援」と、学期期間中に１～２回程度児童 I の「（２）在籍するクラスへの参与観察」、

（１）（２）での記録である「（３）実践研究の記録」と、「（４）児童Ｉの母親への調査」

から成り立っている。 

（１）家庭支援では、以下のような流れで、約１年半の支援をⅢ期に分けて行った。 

支援期間 支援のテーマ 支援内容 

第Ⅰ期 

2007 年 5 月～ 

2007 年 7 月 

（ラポール形成期） 

個に応じた支援 

 

 

・自分マップ作り 

・折り紙動物園、水族館作り 

・日本語絵本、韓国語絵本読み 

・ オリジナルキャラクターカード作り 

など 
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第Ⅱ期 

2007 年 9 月～ 

2008 年 3 月 

絵本を使った支援 

 

・読み方に注目した読みの活動 

・内容を理解するための読解活動 

・絵を読むことから情報を得る絵読解活動 

第Ⅲ期 

2008 年 4 月～ 

2008 年 9 月 

ことばの学びにのせ

て「自己学習能力」を

育成するための支援 

 

・ 絵日記 

・ 手紙 

・ ３コマ物語作り 

・ 「あったらいいなこんなもの」 

など 

 

また、（２）在籍クラス授業の参与観察は、児童 Iの在籍している学級の授業を参与観

察し、児童 I が教室場面で友人や教師と対話しているときの言語運用の様子や、コミュ

ニケーション手段の様子などを把握するために行った。（３）実践研究の記録は、支援の

毎に記録をとっていたフィールドノーツと、隔週で録音していた IC レコーダーの記録で

ある。IC レコーダーのデータは必要な部分を文字化し、プロトコル分析を行った。（４）

母親への調査では、形式は半構造化インタビューで行い、児童 I の母親が普段通りに会

話できるよう、できるだけ支援者（筆者）との普段の対話に近い形でインタビューを試

みた。その対話は IC レコーダーで記録し、文字化した後、プロトコル分析を行った。

そして、このインタビューで明らかにしたい内容を①日本語支援者の教育への介入によ

る家族の教育観の変化、②「自ら学ぶ力」という点から見た児童 I の様子の変化、家族

からの視点、③母語教育を通しての児童 I の変化、家族の変化、と設定した。 

 

第４章 実践研究：JSL 児童のことばの学びにのせた「自ら学ぶ力」を育成する支援 

第４章では、筆者が韓国語母語話者の児童 I へ行ったことばの支援についての記述を行

った。まず、対象児童 I の背景、言語能力の把握を行った。児童 I は 2006 年 10 月に家族

と共に韓国より来日し、３年間のみ日本に滞在することが決まっている「非定住型」の移

動する子どもである。両親の母語は韓国語、児童 I の母語も韓国語であり、家庭内では韓

国語を使用している。このような児童Ｉの言語能力を把握するために、小学校学習指導要

領および小学校１、２年生の国語教科書を使用した。これらは、児童Ｉの学年で一般的に

求められていることばの力と、児童Ｉが既有していることばの力とを比較するためである。

さらに、第二言語のことばの学びに関しては、JSL バンドスケールを使用してことばの力
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を把握し、小学校低学年の認知発達を考慮して児童Ｉの日本語能力の発達を位置付けした。

これらを使って児童 I のことばの力を把握した上で、児童 I にどのような支援を行ったか

を述べる。まずは、「自ら学ぶ力」の支援のきっかけとなった「Ⅱ期目の支援：絵本を使っ

た支援」について分析、考察した。実践の中から、児童 I のことばの支援への課題を捉え

なおし、児童 I の「自ら学ぶ力」の芽となる部分の育成のために、その後、ことばにのせ

て「自ら学ぶ力」の育成に焦点を当てて支援を行うこととなる。その支援の観点を、先行

研究では、「①メタ認知能力の育成」「②学習ストラテジーの育成」「③学びへの動機付け」

の３点と提示したが、支援Ⅱの考察を行った結果、その３点に加え「④母語と日本語の相

互育成」をもうひとつの観点として見出した。 

その後、「実践例１：自己の経験を日本語・韓国語両方でことば化する」、「実践例２：目

の前のもの・イメージしたものを語る」、「実践例３：母語の世界を広げる」、「実践例４：

ことばを物語る」、「実践例５：『他』を意識した活動」、「実践例６：絵日記活動」の６つの

実践例を取り上げ、ことばの学びにのせた「自ら学ぶ力」の育成の様相を分析した。分析

の観点は児童 I のことばの学びから見る「自ら学ぶ力」と、児童 I の取り巻く環境から見

る「自ら学ぶ力」の２つとした。 

 

第５章 考察  

 第５章では、第４章での実践の考察を行った。ここでは、実践を踏まえてことばの学び

にのせた「自ら学ぶ力」がいかに必要かを記述し、JSL の子どもの支援において「自ら学

ぶ力」の育成をどのようにデザインしていくかの考察を行った。今回、実践より児童 I の

韓国語世界と日本語世界とで「自ら学ぶ力」の表出の違いが見られたことから、日本語支

援者（ことばの支援者）が、JSL 児童の母語の育成に携わり、日本語、母語を含めたこと

ば全体での「自ら学ぶ力」育成を行うこと示唆した。そこで、実践において周囲と連携し、

児童 Iの継続的学びを引き起こす支援のデザインについて考察した。そして、最後に JSL

児童の日本語支援の意味づけを行った。 

 

第６章 まとめ 

 第６章では、これまでの行ってきた本研究をまとめ、今後の課題を明確にした。本研究

を行った結果、ことばの支援にのせて「自ら学ぶ力」を育成する「きっかけ」をどのよう

にデザインしていくか、今回明らかになった支援のデザインの観点は、①メタ認知能力の
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育成、②学習ストラテジーの育成、③学びの動機づけ、④日本語と母語における相互の「自

ら学ぶ力」を広げる、の４点であった。特に４つめの観点は、本実践の中で児童 I の母語

と日本語との二つの言語の中で見えてきたことばの力を共有することで相互のことばの世

界を広げ、ことば全体としての「自ら学ぶ力」を広げることを意味している。つまり、母

語と日本語との双方の「自ら学ぶ力」を育むことが、ことば全体の「自ら学ぶ力」の基盤

を強くしていくと考え、その支援の必要性を述べた。また、本実践で支援の在り方に関し

ては、「①日本語だけでなく、児童のことば全体の中で『自ら学ぶ力』を捉えること」、そ

れが、「②日本語の『自ら学ぶ力』と母語での『自ら学ぶ力』を共有していくような支援

となること」、「③周囲と連携しながら子どもたちの継続的学びを引き起こす支援のデザイ

ンを行うこと」を強調した。 

ことばにのせて「自ら学ぶ力」を育成する支援の観点として以上をあげたが、本研究で

はまだ明らかにできなかったこともある。まず、児童 I の韓国語世界と日本語世界での「自

ら学ぶ力」の相違点を明確にすることができなかったことである。２つのことばの世界が

異なることは実践の中でも所々垣間見ることはできたが、どの点で異なりどの点が重なっ

ているのかを明確に把握することができなかった。これらが明らかになれば、日本語支援

と母語支援が目指す支援の形がより明確になると思われ、今後 JSL の子どもたちのことば

の世界の把握がさらに進められることが望まれる。 

また、実践の課題としては、「児童 I 自身の気持ち」を取り入れることができなかったこ

とをあげた。本実践は対象児童Ｉが小学１～２年の年齢での実践だったこともあり、「学び」

をメタ的に捉える力が弱かったことを理由に、児童 I へのインタビューなどでの調査を避

けた。しかし、子どもたちの中にも「学び」をメタ的に捉える力が育まれつつあることは

確かで、子どもの視点からどのように「学び」を意識化し、自らの学びを変容させようと

しているかを把握することも発達とともに可能になってくるのではないかと考えている。

よって、今後、継続的な支援を行っていく中で、児童自身の目から自らの学びを捉える調

査を行うことや、追跡調査として児童 I 自身にその後の自らの学びを内省するような調査

を行うこともできると考える。 

そして、年少者日本語教育の今後の課題としては、ことばの根本を探る実践がより積み

重ねられることをあげた。今後、ＪＳＬ児童の言語的側面の支援の実態だけでなく、こと

ばの学びの中身の議論がより積み重ねられ、普遍化できるものを探っていくことが我々年

少者日本語教育の実践者に求められることを主張し、本研究を閉じる。
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