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2009 年 3 月修士論文（概要） 

一時的ダブルリミテッドの子どもの日本語教育を考える 

―「思考を支えることばの力」の育成を目指して― 

                                   郭 凡嘉 

第1章 問題の所在 

 本研究は、筆者が日本語ボランティアとして、母語の力が確立されないまま日本で学齢

期を過ごす、母語と日本語の両言語の能力とも年齢相応のレベルに達していない一時的ダ

ブルリミテッドのＪＳＬの子どもの、日本語の学びにおける躓きを目の当たりにしたこと

から始まる。一時的ダブルリミテッドの実態は多様な形で具現され、その共通する特徴と

して、普段の生活に対人的、文化的（本・テレビなど）刺激が十分でないため、概念理解

ができない、抽象的な思考ができない、学習に集中して取り組めない、学習が積み上げら

れない、場に応じた適切な行動・判断ができないなどが挙げられる。このような一時的ダ

ブルリミテッドの子どもたちは、二つはおろか、一つの言語の獲得にも苦労すると指摘さ

れてきたが、一方で一時的ダブルリミテッドの子どもたちには、どのような日本語支援が

必要なのか、そして具体的にどのような支援が有効なのかは課題として残されている。 

ヴィゴツキー（1934[2001]）は子どもの言語や認識の発達するプロセスでの環境要因

の働きの重要性を指摘している。また、川上（2004）は、年少者日本語教育における「文

脈化」の重要性を挙げている。筆者もこのような考えに賛同し、一時的ダブルリミテッド

の子どもたちに対し、教科学習についていけることを最終目標とした日本語支援ではなく、

一時的ダブルリミテッドの子どもが不足しがちな生活経験を提供することによって、子ど

もがことばに必要な状況を意識し、意味のある文脈のなかでことばの学びに取り組めるよ

うな支援をデザインしていく必要があると考える。さらに、子どもが今後も日本の学校で

多くの時間を過ごし、教科学習のなかで認知的発達を促進するために、最終的には「認知

力必要度高・場面依存度低のことばの力」、つまり「思考を支えることばの力」を目指し

て支援を検討していかなくてはならない。 

以上の議論を踏まえ本研究の研究課題を、①一時的ダブルリミテッドの子どものことば

の学びにおける課題を明らかにする。②①を踏まえたうえで生活体験を活かした支援を提

案し、実践する。その実践において、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支援におけるスキャフォールディングと子どもの「思考を支えることば

の力」の相関による支援の変容の過程を明らかにする、の三点とする。 
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第2章 先行研究 

 ＪＳＬの子どもたちは、日本語だけを学んでいるのではなく、発達の過程においてこと

ばを学んでいる。一時的ダブルリミテッドの子どもたちも例外ではない。周囲を意識する

力、学びに参加していくためにやり取りをする力、考える力などを総合的に支えようとす

る広い意味でのことばの力は、一時的ダブルリミテッドの子どもたちにとって特に必要で

ある。そのため、第 2 章では、まず、ことばと認知的発達の関係や、幼児の母語獲得など

様々な知見から、ことばの役割とは何かを考察した。その結果、他者とのやり取りを通じ、

ことばを獲得する過程は認知発達と影響しあい、メタ言語機能やことばによる思考様式を

発達させていくのみならず、自己統制能力の形成という役割も果たしていることがわかっ

た。 

 また、子どもがことばを自然獲得する場合には、他者とのやり取りや生活経験などは大

きな役割を果たしていると挙げられる。一方で、一時的ダブルリミテッドの子どもたちは、

ことばの学びが自然に発達するものではなく、教師や支援者を媒介に発生するものである。

そのため、ことばの学びが発生するように、適切な文脈を提供することが重要であると考

えられる。ことばの学びにおいて、生活体験は「意味のある経験」「他者とのやり取り」

「思考」の機会を提供できる。生活体験のなかで、他者とのやり取りを通じ、対人的・文

化的(本・テレビなど)刺激が与えられ、生活体験を自分のなかでもう一回思考し、自分の

中に取り込み、意味のあるものとして蓄積してくという過程は、生活体験の果たす役割と

いえる。よって、生活体験を通じて得られた「意味のある経験」「やり取り」「思考」の三

点は、一時的ダブルリミテッドの子どものことばの力を育成していく上で重要な観点であ

ると考えられる。 

 さらに、生活体験を活かした言語教育的アプローチとして、「体験型学習」が挙げられ

る。体験に基づき、「自分自身の体験→観察・反芻・考察→自分なりに整理→うまくいく

か試す→自分自身の体験」という循環にそって行うということである(池上 2002)。しか

し、一時的ダブルリミテッドの子どもの場合、物事を概念化する力、内省する力である「思

考する力」が十分できていないため、支援する際、単にこの「体験型学習」の循環に沿い

支援を計画するのではない。「発達の最近接領域」（ヴィゴツキー1934[2001]）という理

論に基づき、支援者と子どもの対話を通じた協働性により、子どもの現在のことばの力を

より高いレベルへ引き上げるようなスキャフォールディングが求められる。また、生活体

験をすることだけではなく、体験の過程で起こりうる他者との言語・非言語のやり取りも

期待できる。生活体験を通じて意味のある経験や他者とのやり取りをする過程で、子ども
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は思考し、自分の思いを他者と共有していくのである。このようにことばを通じて他者と

共有する喜びは、また次の学びにつながると考えられる。 

 したがって、「体験型学習」の原則に基づき、「体験→言語化→自分なりに整理→関係性

の構築→学びへの動機づけ→体験」という学びのサイクルを日本語支援のなかに組み込む

ことにより、一時的ダブルリミテッドの子どもに思考を支えることばを獲得していく場を

提供できると筆者は考える。第 3章では、このような学びのサイクルに沿い支援をデザ

インし、子どもの成長と変容を実際に見ていく。 

 

第3章 実践研究―「生活体験を活かした学習支援」から見た児童Ｓの成長と

変容の分析 

 第 3章では、一時的ダブルリミテッドの子ども一名を対象にし、二年にわたり行った

実践の概要、そして「ことばの力の広がり」「認知的発達」「関係性を築く能力」の三点に

ついての分析を述べる。 

 実践の対象となった児童Ｓは、中国出身で、中国で一年間小学校に通い、2006年 12

月に来日し、2008年度現在小学校四年の男児である。母語が確立されないまま来日した

ため、日本語の習得は困難であり、しかも母語を使う環境が確保されないがため、母語は

喪失する一方である。いわゆる一時的ダブルリミテッドの子どもである。 

本実践は第 2章で述べた「体験→言語化→自分なりに整理→関係性の構築→学びへの

動機づけ→体験」という学びのサイクルに沿って、大きく三段階に分けて日本語支援をデ

ザインしていった。しかし、この学びのサイクルは段階的に起こるのではなく、他者との

インターアクションのなかで行われるのである。自分の思いを他者に伝えたいとき、説明

することによって自分なりの整理にもなる。また、このような他者との関係性を築きたい、

他者に自分の思いを伝いたいというモチベーションは、この学びのサイクルを支えている。

つまり、この学びのサイクル全体は「他者に伝えるための言語化」によって支えられてい

る。 

実践の分析から、児童Ｓの徐々に成長していった様子が見られる。実際、これらの学

びのサイクルの根幹となっているのは「思考を支えることば」であると分析からわかっ

た。意味のある言語経験のなかで児童Ｓは自分の思いや考えがことばとして発達してい

き、そして他者に伝えるために自分のなかでことばを調節し、整理する。さらに、他者

に働きかけていくなか、ことばが通じなければならない。つまり、ことばは伝え合う手

段だけではなく、思考の道具でもある。児童Ｓの認知的な発達・成長を支えていたのは、
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まさにこのような「思考を支えることばの力」であると考えられる。 

 

第4章 考察とまとめ 

本章では、以上の分析を踏まえて考えられることについて述べる。まずは「生活経験の

中に育まれる学び」である。前述したように、一時的ダブルリミテッドの子どもたちは発

達の過程でことばを学んでいる。そのため、単なる語彙や文法の蓄積のような言語教育で

はなく、これから日本の社会で生きていくための総合的なことばの力が求められる。児童

Ｓは生活経験を増やすことによって、対人的・文化的刺激も増加し、周囲への興味関心が

発達していき、物事に対する概念を徐々に広げていった。また、人々とのやり取りを通し

て生活体験を拡張していく過程こそが、児童Ｓが周囲を意識し、さらに主体的に生活のな

かにある人・物事との関係性を築いていく支えとなったと考えられる。 

さらに、これらのやり取りする力の成長、認知的発達を支えているのは「ことばの力」

である。児童Ｓにとってのことばの意味を考察してみると、当初は「学ぶ対象としてのこ

とば」から、「他者とやり取りする媒介としてのことば」になり、さらに「やり取りを通

じ考えを整理していくためのことば」となり、徐々に「自ら人・モノと関係性を作るため

の媒介としてのことば」となっていったことが明らかになった。つまり、「思考を支える

ことば」といえるのである。 

以上のことから、ことばの学びのサイクルと思考を支えることばの関係は、次のような

関係が考察できた。以下、図示する。 

 

図 1 学びのサイクルと思考を支えることばの関係 

 この学びのサイクルの根幹になっているのは本研究の主張する「思考を支えること
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ば」の力である。つまり、一時的ダブルリミテッドの子どもの言語教育を考える際、こと

ばは「学ぶべき知識」ではなく、「思考を支える媒介」であるという視点で考えなければ

ならない。 

 さらに、一時的ダブルリミテッドの子どもの「思考を支えることば」の力を育成するた

めには、教師や支援者は長期的かつ多角的に子どもの能動的な成長・変容を把握すること

が重要である。次に子どもの思考を支えるためのことばの支援をデザインすることが必要

であることを指摘したい。 

 

第 5章 結論―今後の課題と提言 

 本研究は、限られた時間や場所で、一時的ダブルリミテッドの子どもにいかに有効な日

本語支援を提供するかを試行錯誤してきた。その結果として、生活体験を活かした支援に

より、子どものことばの成長の各段階で、支援者や周囲の他者とやりとりを通じて、日本

語における概念の発達が見られた。絵本や成果物などの媒介物を通して他者と対話し、思

考することができた。しかし、一時的ダブルリミテッドの子どもにおける言語教育は、今

後取り組んでいくべき課題が残されている。 

 本研究は、児童Ｓの家庭内環境、言語背景や学びの様子により「一時的ダブルリミテッ

ド」の状態にあると判断した。しかし、、実際、「一時的ダブルリミテッド」の子どもと「発

達障害」児と、現象面では共通する部分が多いにもかかわらず、今のところ、この二つを

見分けるような判断基準はまだできていないのが現状である。また、両言語とも何らかの

問題が見られる現象は「一時的ダブルリミテッド」と言うが、この「何らかの問題」は様々

な側面で生じうる。言語能力のどのような側面を見るのか、あるいは年齢相応とはどのレ

ベルを指すのか、今のところ共通の理解があるわけではない。今後「一時的ダブルリミテ

ッド」の子どもが増加すると予想されるため、このような判断基準の確立が求められるで

あろう。 

 続いて、一時的ダブルリミテッドの特徴や要因を整理した結果、一時的ダブルリミテッ

ドは子ども個々の問題ではなく育ってきた言語環境や社会環境に大きく影響することが

わかった。子どもが大半の時間を過ごす在籍クラスとの連携や担任教師の意識喚起は今後

ＪＳＬの子どもに関わる我々にとって重大な課題となるだろう。このような一時的ダブル

リミテッドの子どもたちの増加が予測されることで、子どもと直接に関わる教師や支援者

のみならず、社会全体がこの一時的ダブルリミテッドの子どもの現状に対して正しく認識

することが求められる。 



 

 6

参考文献 

秋田喜代美（2007）「教育・学習研究における質的研究」秋田喜代美・藤江康彦編『はじ

めての質的研究法―教育・学習編』東京図書、pp.3-20 

秋田喜代美・垣吉僚子・佐藤 学編（2005）『教育研究のメソドロジー―学校参加型マイ

ンドへの誘い』東京大学出版会 

生田裕子（2007）「ブラジル人中学生の L1 と L2 の作文に見られる問題―ダブルリミテッ

ド現象の例から―」『母語・継承語・バイリンガル教育（MHB）研究 第 3 号』母

語・継承語・バイリンガル教育研究会、pp.7-26 

池上摩希子（1994）「『中国帰国生徒』に対する日本語教育の役割と課題―第二言語教育と

しての日本語教育の視点から―」『日本語教育』83 号、pp.16-27 

池上摩希子（1998）「児童生徒に対する日本語教育の課題・再検討――研究ノート」『中国

帰国者定着促進センター紀要』第 6 号、pp.131-146 

池上摩希子（1999）「実践報告センター－小学校低学年クラスにおける算数プログラムの

設計」『中国帰国者定着促進センター紀要』第 7 号、pp.93-105 

池上摩希子（2002）「体験型学習の意味と方法」細川英雄編『ことばと文化を結ぶ日本語

教育』凡人社、pp.101-117 

池上摩希子（2005）「年少者の日本語教育と自然習得」『日本語学』Vol.24、pp.76-85 

池田玲子（2007）「協働とは」池田玲子・舘岡洋子『ピア・ラーニング入門―創造的な学

びのデザインのために』ひつじ書房、pp.1-19 

石井恵理子（2006）「年少者日本語教育の構築に向けて―子どもの成長を支える言語教育

として―」『日本語教育』128 号、pp.3-12 

市川伸一（1995）『現代心理学入門 3 学習と教育の心理学』岩波書店 

市川伸一（1998）「自ら学ぶとはどういうことか―学習の理論から見た自己学習力とその

育成」『初等教育資料 6 月号』東洋館出版、pp2-7 

伊藤克敏（1990）『こどものことば―習得と創造』勁草書房 

内田伸子（1998）『言語発達心理学』岩波書店 

内田伸子（1999）『発達心理学―ことばの獲得と教育』岩波書店 

ヴィゴツキー,L.S.（1926[2005]）『ヴィゴツキー教育心理学講義』柴田義松・宮坂裕子訳、

新読書社 

ヴィゴツキー,L.S.（1934[2001]）『新訳版・思考と言語』柴田義松訳、明治図書出版 

大内善一（1993）『戦後作文、生活綴り方教育論争―授業への挑戦』明治図書出版 



 

 7

太田晴雄（1996）「日本語教育と母語教育―ニューカマー外国人の子どもの教育課題―」

『外国人労働者から市民へ』有斐閣、pp.123-143 

太田晴雄（2002）「教育達成における日本語と母語―日本語至上主義の検討―批判的」宮

島喬編『国際社会② 変容する日本社会と文化』東京大学出版会、pp.93-118 

岡崎敏雄（1995）「年少者日本語教育の再構成」『日本語教育』86 号、pp.19-30 

岡崎敏雄（1997）「日本語・母語相互育成学習のねらい」『平成 8 年度外国人児童生徒指

導資料母国語による学習のための教材』茨城県教育庁指導課、pp.1－7 

岡崎敏雄・岡崎 眸（1990）『日本語教育におけるコミュニカティブ・アプローチ』凡人

社 

岡崎 眸（1994）「内容重視に日本語教育―大学の場合」『東京外国語大学論集』Vol.49、

pp.227-244 

岡崎 眸（2002）「内容重視の日本語教育」細川英雄編『ことばと文化を結ぶ日本語教育』

凡人社、pp49-66 

岡崎 眸・小田珠生・清田淳子・河野麻衣子・佐藤真紀・朱桂栄・高橋織恵・富田啓子・

原みずほ・三宅若菜（2004）「少数派言語を母語とする年少者の教育における母語と

母語話者の役割」『お茶の水女子大学人文科学紀要』第 57 巻、pp203-213 

岡田敬司（1998）『コミュニケーションと人間形成』ミネルヴァ書房 

岡本夏木（1982）『子どもとことば』岩波書店 

岡本夏木（1985）『ことばと発達』岩波書店 

川上郁雄（2002）「年少者のための日本語教育」細川英雄編『ことばと文化を結ぶ日本語

教育』凡人社、pp.81-100 

川上郁雄（2003）「年少者日本語教育における「日本語能力測定」に関する観点と方法」

『早稲田日本語教育研究』第 2 号、pp1-16 

川上郁雄（2006）「年少者日本語教育実践の観点―「個別化」「文脈化」「統合化」―」『「移

動する子どもたち」と日本語教育』明石書店、pp23-37 

川上郁雄（2007）「『移動する子どもたち』と言語教育―ことば、文化、社会を視野に」『変

貌する言語教育―多言語・多文化社会のリテラシーズとは何か』くろしお出版、

pp.85-106 

川上郁雄・池上摩希子（2006）「年少者日本語教育の歴史と展望」『早稲田日本語教育の歴

史と展望』アルク、pp.47-73 

川上郁雄・高橋理恵（2006）「JSL 児童の日本語能力の把握から実践への道すじ」『日本語



 

 8

教育』128 号、pp.24-35 

清田淳子・朱桂栄（2005）「両言語リテラシー獲得をどう支援するか―第一言語の力が不

十分な子どもの場合」『母語・継承語・バイリンガル教育（MHB）研究創刊号』、母語・

継承語・バイリンガル教育研究会、pp.44-66 

鯨岡 峻（2005）『エピソード記述入門―実践と質的研究のため―』東京大学出版会 

鯨岡 峻（2006）『ひとがひとをわかるということ―間主観性と相互主体性―』ミネルヴ

ァ書房 

鯨岡 峻（2008）「主体として「育てられ―育つ」―質的発達研究に寄せて｣無藤 隆・麻

生 武編『育ちた学びの生成』東京大学出版会、pp.19-43 

小山正編（2000）『ことばが育つ条件―言語獲得期にある子どもの発達』培風館 

佐伯 胖（1995）『「学ぶ」ということの意味』岩波書店 

齋藤ひろみ（1998）「内容重視の日本語教育の試み―小学校中高学年の子どもクラスにお

ける実践報告」『中国帰国者定着促進センター紀要』第 6 号、pp.106-130 

齋藤ひろみ（1999）「教科と日本語の統合教育の可能性―内容重視のアプローチを年少者

日本語教育へどのように応用するか」『中国帰国者定着促進センター紀要』第 7 号、

pp.70-92 

齋藤ひろみ（2001）「『学習』を支える日本語能力の育成に向けて」『世界をひらく教育』

Vol.23 全国海外子女教育・国際理解教育研究協議会、pp.60-77 

齋藤 恵（2006a）「JSL 児童生徒の成長における｢audibility｣と「行為主体性」の意味」『リ

テラシーズ 2－ことば・文化・社会の日本語教育へ』くろしお出版、pp.113-128 

齋藤 恵（2006b）「年少者日本語教育におけるスキャフォールディングの意味―ある JSL

生徒の日本語支援における学びの記録から―」川上郁雄編『「移動する子どもたち」

と日本語教育―日本語を母語としない子どもへのことばの教育を考える』明石書店、

pp.161-189  

佐藤郡衛（2001）「外国人の子どもの異文化適応と学校における多文化共生の取り組み」

『国際理解教育 多文化共生社会の学校づくり』明石書店、pp.129-152 

佐藤公治（1996）『認知心理学からみた読みの世界―対話と協働的学習をめざして―』北

大路書房 

佐藤公治（1999）『対話の中の学びと成長』金子書房 

佐藤 学（1996）「学びの対話的実践」『学びへの誘い』東京大学出版会、pp.49-91 

サリヴァン, H.S.（1954[1986]）『精神医学的面接』中井久夫ほか訳、みすず書房 



 

 9

柴山真琴（2006）『子どもエスノグラフィー入門―技法の基礎から活用まで』新曜社 

朱 桂栄（2003）「教科学習における母語の役割―来日まもない中国人児童の「国語」学

習の場合―」『日本語教育』第 119 号、pp.75-84 

スホムリンキー，B.A.（1987）『教育の仕事―まごころを子どもたちに捧げる』笹尾道子

訳、新読書社 

関口明子（1994）「日本定住児童の日本語教育―インドネシア難民児童の多様な言語背景

と日本語習得」『日本語教育』83 号、pp.1-15 

高橋朋子（2007）「ダブルリミテッドの子どもたちの言語能力を考える―日本生まれの中

国帰国者三世・四世の教育問題」『母語・継承語・バイリンガル教育（MHB）研究 第

3 号』母語・継承語・バイリンガル教育研究会、pp.27-48 

津村俊充・山口真人（2002）『人間関係トレーニング～私を育てる教育への人間学的アプ

ローチ』ナカニシヤ出版 

デューイ，Ｊ.（1916[1957]）『学校と社会』宮原誠一訳、岩波書店 

デューイ，Ｊ.（1925[2004]）『経験と教育』市村尚久訳、講談社 

中島和子（1982）「二言語に触れて育つ子どもの学力」『海外子女教育』12 号、pp.29-33 

中島和子（2001）『バイリンガル教育の方法－12 歳までに親と教師ができること 増補改

訂版』アルク 

中島和子／ロザナ・ヌナス（2001）「日本語獲得と継承語喪失のダイナミックス―日本の

小・中学校のポル トガル語話者の実態を踏まえて―」

http://www.colorado.edu/ealld/atj/SIG/heritage 

中島和子（2007）「ダブルリミテッド・一時的セミリンガル現象を考える」『母語・継承

語・バイリンガル教育（MHB）研究 第 3 号』母語・継承語・バイリンガル教育研究

会、pp.1-6 

西原鈴子（1996）「外国人児童生徒のための日本語教育のあり方」『日本語学』Vol.15、

pp.67-74 

早津邑子（2004）『異文化に暮らす子どもたち―ことばと心をはぐくむ』内田伸子監修、

金子書房 

原みずほ（2003）「乗算的バイリンガリズムと支援教室：社会における言語間の権利関係

の観点から」『世界の日本語教育』13 号、pp.93-107 

朴 智映（2006）「母語を活かした日本語指導―韓国人児童への支援を通して―」川上郁

雄編『「移動する子どもたち」と日本語教育―日本語を母語としない子どもへのこと



 

 10

ばの教育を考える』明石書店、pp.121-141 

広石英記（2003）「市民教育としての協働経験の可能性」市村尚久編『経験の意味世界を

ひらく：教育にとって経験とは何か』東信堂、pp.55-77 

藤永 保（1997）「養育放棄事例とことばの発達」小林春美・佐々木正人編『子どもたち

の言語獲得』大修館書店、pp.153-184 

藤永保・斎賀久敬・春日喬・内田伸子（1987）『人間発達と初期環境―初期環境の貧困に

基づく発達遅滞児の長期追跡研究―』有斐閣 

ベーカー，C（1993[1996]）『バイリンガル教育と第二言語習得』岡秀夫訳・編、大修館

書店 

ボルノー，O.F.（1973）『人間学的にみた教育学』浜田正秀訳、玉川大学出版部 

村田孝次（1983）『こどものことばと教育』金子書房 

本山方子（2007）「相互作用にみる発達的変容：特定の子どもに目を向けたエスのグラフ

ィー」秋田喜代美・藤江康彦編『はじめての質的研究法―教育・学習編』東京図書、

pp.134-162 

矢崎満夫（1998）「外国人児童に対する教科学習支援のための日本語教育のあり方―算数

文章題におけるストラテジー運用の考察から―」『日本語教育』99 号、pp.84-95 

安場淳・池上摩希子・佐藤恵美子（1991）『異文化適応と日本語教育１ 体験型学習方の

試み』凡人社 

薮本容子（2005）「「定住型児童」の対話と協働学習を通じた「読む力」の育成―イメージ

化」を取り入れたピア・リーディングの実践をもとに」『国際研究集会 ことば・文

化・社会の言語教育』、pp.291-298 

山本雅代（2000）『日本のバイリンガル教育』明石書店 

湯川笑子（2000）『バイリンガルを育てる―0 歳からの英語教育』くろしお出版 

湯川笑子（2005）「バイリンガルの言語喪失を語るための基礎知識」『母語・継承語・バイ

リンガル教育（MHB）研究創刊号』母語・継承語・バイリンガル教育研究会、pp.1-24 

湯川笑子（2006）「年少者教育における母語保持・伸長を考える」『日本語教育』128 号、

pp.13－23 

吉岐久子（1988）「年少者に対する日本語教育の現状と課題」『日本語教育』66 号、pp.98-109 

吉本恵子・大山シアノ（2005）「「わかる（理論）」と「できる(体験)」を組み合わせた体

験学習の試み」『日本語教育実践研究フォーラム報告』 

ルリア,A.R.（1966）『言語と精神発達』松野豊・関口昇訳、明治図書出版 



 

 11

早稲田大学大学院日本語教育研究科 年少者日本語教育研究室編（2004）『JSL バンドス

ケール 2004 試行版・小学校編』早稲田大学大学院日本語教育研究科 年少者日本語

教育研究室 

Cummins, J. (1981) Bilingualism and Minority Language Children . Ontario：Ontario Institute for 

Studies Education 

Cummins, J. (1984) Bilingualism and Special Education：Issues in assessment and pedagogy、

Clevedon：Multilingual Matters. 

Cummins, J. & Swain, M (1986) Bilingualism in education: Aspects of theory, research and 

practice. London: Longman. 

Cummins, J.＆ Danesi, M (2005) 『カナダの継承語教育―多文化・多言語主義をめざして』

中島和子・高垣俊之訳、明石書店 

Dansie, B. (2001) Scaffolding oral language ‘The Hungry Giant’ retold. In Hammond, J. ed. 

Scaffolding: Teaching and Learning in Language and literacy education. Sydney. Primary 

English Teaching Association. 

Hammond, J. & Gibbons, P. (2001) What is Scaffolding? In Hammond, J. ed. Scaffolding: 

Teaching and Learning in Language and Literacy Education. Sydney, Primary English 

Teaching Association. 

Hammond, J.（2007）Working with Scaffolding: Implications for ESL Students in Mainstream 

Classes, 「『移動する子どもたち』の言語教育―ESL と JSL の教育の実践から」プロ

シーディングス、年少者言語教育国際研究集会実行委員会 

Skutnabb-Kangas, T. (1981) Bilingualism or not.Clevedon: Multilingual Matters. 


