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修士論文（概要） 

JSL 生徒に対する「ことばの学び」と「メディア」を統合した日本語支援 

―写真を用いた二つの実践から― 

別府 さやか 

 

本稿の目的は年少者日本語教育における実践のあり方を考えるものである。特に、こと

ばの学びとメディアを統合した日本語教育実践について考えていく。全体の構成は、１章

で年少者日本語教育における課題に触れ、筆者が JSL 生徒に対する支援を行う中で抱いた

問題意識を記し、メディアに注目する動機を述べる。２章でメディア・リテラシーに関す

る先行研究について分析し、ことばの学びへと援用できる箇所を明示する。３章で、実際

に写真を題材としたメディアを利用した二つの実践について記述する。４章で、３章に挙

げた実践を分析し、ことばの学びにおいてメディアはどのような有効性をもたらすかを明

らかにする。具体的には、ことばとメディアを統合することによって、どのような学びが

広がるか、子どもたちの意欲・態度にどのような変化が起こりうるかについて考察し、こ

とばの学びとメディアを統合した日本語支援についての具体的な観点を提示する。以上を

踏まえ、５章で年少者日本語教育における実践のあり方に関して再考する。 

以下、各章の内容について、要約して記述する。 

 

第１章 問題の所在 

１章では、近年の年少者日本語教育の動向を探り、「全人的発達を支える教育」として年

少者日本語教育が位置づけられるようになった経緯を概観し、教育実践の具体的なあり方

の検討が現状の課題であることを述べた。次に、実践者としての筆者の言語教育観を示し

た。筆者の考える「ことばの学び」とは、「全人的発達」の視座に立ち、「子ども自身が周

囲の他者やものと関わり合いながら、ことばによって自己の世界を認識・改善・拡張して

いくこと」であり、「ことばの力」とは、「言語知識はもとより、自己表現をして他者とや

りとりをする力、自分自身の存在やことばの状況について把握する力」であるとした。そ

の上で、JSL 生徒達に対する実践の中で抱いた問題意識を三点述べた。その問題意識とは

「JSL の子どもの自己表現の機会の少なさ」、「子どもたちが過去・今の自分を認識し、具

現化することの重要性」、「ことばのみならず、ことばが用いられる媒体自体に対する理解

力の不足」である。これらの問題意識からメディアへと注目し、年少者日本語教育におけ
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るメディアとことばの統合の必要性・有効性を検討した。 

 

第２章 先行研究―ことばの学びとメディアを統合するための理論的枠組み― 

２章では、先行研究分析を行った。まず、メディア・リテラシーの基本概念について検

討し、それが言語教育へ与える示唆を記した。次に、日本語教育において、メディア・リ

テラシーがどのように取り入れられているかを分析した。その結果、メディア・リテラシ

ーの概念と学習形態が援用されていたが、それらとことばの学びの具体的な関連や、学習

者の課題、ことばの学びの内実については論じられていないことが明らかになった。一方、

国語教育においては、メディア・リテラシーとことばは関連付けられて実践されていたが、

日本語教育と同様、メディアの取り入れによりどのようなことばの学びがどのようなプロ

セスで起こりうるのか、詳細に論じた実践研究は殆どなかった。 

これらの先行研究分析をもとに、メディア・リテラシーを援用することによって期待さ

れる具体的なことばの学びについて五点にまとめた。その五点とは、「視覚的情報における

ことばの学び」、「多様な自己表現」、「コミュニケーションの活発化」、「４技能を組み込ん

だ学び」、「ことばの機能を組み込んだ学び」である。 

以上を踏まえて、本稿の研究課題として、①「メディアを用いることによって、どのよ

うなことばの学びが広がりうるか」、②「JSL 生徒の意欲・態度にどのような変化が起こ

りうるか」、③「「ことばの学び」と「メディア」を統合した実践をデザインする上での具

体的な観点とは何か」という三点を設定した。 

 

第３章 実践研究の概要 

３章では、実践研究の概要を記した。分析対象とする実践は二つあり、それぞれ JSL 生

徒１名を対象としている。それらの実践は、時期・対象生徒・実施学校などが全て異なる。

まず、対象生徒 K および C のプロフィールを示し、ことばの力の様子を JSL バンドスケ

ールの判定資料をもとに記した。具体的なプロフィールについては以下の通りである。 

一人目の対象生徒 K は、韓国籍の１４歳の女子生徒で、2007 年 3 月に来日し、2007 年

4 月から中学校２年生に編入した。K は 2008 年 3 月に帰国すると当初から決まっていた。

筆者は 2007 年 6 月から、教育委員会に派遣されて K の日本語能力調査と日本語支援を行

い始めた。本稿で取り上げるメディアを用いた実践は、2008 年 1 月から 3 月までの期間

に行われたものである。K のことばの力は来日して半年が過ぎる頃から伸長し、学習言語
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能力も順調に伸びてきていた。その反面、K はとても大人しい性格で自分の意見を主張す

る、他者へ話題を提起するといったことが苦手な様子であった。 

二人目の対象生徒 C は、フィリピン国籍の１３歳の女子生徒で、中学校１年生である。

来日したのは小学校５年生のときである。筆者は 2008 年 6 月から、教育委員会に派遣さ

れて C に対する日本語支援を行い始めた。本稿で取り上げる実践は、2008 年 9 月から 12

月までの期間に行われたものである。C のことばの力は、来日して３年目になるが、日常

的なレベルに停滞しており、学習参加が難しい状態であった。また、C 自身は自己の言語

能力や、母国のフィリピンについてコンプレックスを抱えている様子であった。 

以上の生徒２名をそれぞれ対象に、「写真」というメディアを用いた実践を行った。実践

内容を記述する前に、写真を用いることの意味について論じた。まず、写真の有効性とし

て、「ことばの力が十分ではない子どもたちにとっては、自分の視点で写真を撮る・選択す

る・解釈することは、自己表現の第一歩となりうる」、「写真の情報をもとに、ことばを学

んでいくことが可能となる」、「コミュニケーションが増大する」、「写真に関するメディア

を創造することで、自己のライフストーリーを形成していく」という点を挙げた。また、

写真の利便性として、「支援環境に適している」、「経済的である」、「他のメディアと違い、

再生機器が不要で、持ち運びや保存がしやすい」という点を挙げた。 

K に対する実践は、「アルバム実践」である。K は自己主張をすることが少なく、また、

韓国への帰国が決まっていた。そこで、写真とことばを統合した「アルバム」というメデ

ィアの作成を行うこととした。具体的な手順は、①株式会社電通総研編著（1993）『私の

好きなモノ』を参考に世界５カ国の子どもたちが撮影した写真を見て、撮影者の国籍と性

別を予想する活動を行う、②K、筆者それぞれが写真を撮り、タイトルを決め、互いに写

真とタイトルの組み合わせを当てる活動をする、③写真の紹介文を書く、④アルバムを発

表しあう、という内容である。これらの活動を行う K の様子について記した。 

一方、C に対する実践は、「ガイドブック実践」である。C には、学校行事である宿泊学

習の「しおり」が理解できなかったというエピソードがあった。また、C は母国の記憶が

曖昧になってきているということもあり、筆者は「しおり」の理解を足がかりに、同じ旅

のメディアである、ガイドブックを作成するという実践を考えた。具体的な手順は、①「し

おり」について学ぶ、②ガイドブックについて学び、しおりと比較する、③母国フィリピ

ンについての写真を集め、紹介文を書く、④クラスメートの前で発表する、という内容で

ある。これらの活動を行う C の様子について記した。 
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第４章 「ことばの学び」とメディアを統合した日本語支援の考察 

４章では、先に掲げた三点の研究課題について、３章で記した実践をもとに考察した。 

まず、一つ目の研究課題①「メディアを用いることによって、どのようなことばの学び

が広がりうるか」については、実践をメディアの理解過程・創造過程・発表過程に分け、

２章で検討した「メディア・リテラシーを援用することによって期待される具体的なこと

ばの学び」の五点と筆者の言語教育観に基づいて、二つの実践データを分析し、具体的事

例に概念をつけカテゴリーとして記述した。メディア理解過程においては、視覚的情報に

よることばの学び、多様な自己表現、コミュニケーションの活発化、ことばの機能を組み

込んだ学びが観察された。メディア創造過程においては、視覚的情報によることばの学び、

多様な自己表現、コミュニケーションの活発化、ことばの機能を組み込んだ学び、メタ言

語能力の発揮、メタ認知能力の発揮、学習管理に関する学び、記憶に関する学びが観察さ

れた。メディア発表過程においては、多様な自己表現、コミュニケーションの活発化、メ

タ言語能力の発揮、学習管理に関する学びが観察された。そして、再度、生徒 K および C

それぞれのことばの学びについて４技能別にまとめた。 

研究課題②「JSL 生徒の意欲・態度にどのような変化が起こりうるか」に関しては、K

および C の活動の様子を振り返りまとめ、その結果、メディア活動を通して主体性が発揮

されたことが明らかになった。具体的には、K は、意見の主張が苦手であったが、写真に

関する解釈ややりとりの中で意見を主張する、話題提起や質問を進んでするという様子が

見られた。また、与えられた課題以上に進んで表現活動を行った。一方 C は、ガイドブッ

クの発表を聞いてほしい相手が「誰にも発表したくない→仲の良い友達２名と３名の先生

方→クラスの女子→クラス全員」と活動を通して変容していき、活動を行う中で自信をつ

け、自己開示できる人間関係を主体的に広げていこうとする様子が見られた。これら２名

の様子から、主体性が発揮された要因として「意味のある文脈」、「自由な自己表現を保証

した活動」、「具体的な他者へと伝える活動」の三点を挙げ、メディアとの関連を述べた。 

研究課題③「「ことばの学び」と「メディア」を統合した実践をデザインする上での具体

的な観点とは何か」に関しては、子ども自身に注目する観点として、「子どもの課題を把握

し、メディアと擦り合わせる」、「子ども自身の自己表現を重視する」、また、実際に活動を

組み立てるための観点として「他者とのオーセンティックなやりとりを組み込む」、「活動

に４技能を組み込む」、「活動のデザインは動態的である」という五点の観点を提示した。 
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第５章 まとめと今後の課題 

 ５章では本研究のまとめと今後の課題を述べた。まとめとしては、以下の三点が明らか

になった。第一に、ことばとメディアは切り離せないということである。このことは、言

語教育において、単にことばを取り上げて扱うのではなく、ことばを用いる文脈であるメ

ディアについても学んでいくこと、つまり、ことばとメディアの統合の意義を表している

と言える。第二に、子どもたちがメディアの理解・創造・発表を通して、自己表現をはじ

めとする様々なことばの学びを広げ、主体性を発揮して他者との関係性を変容していく過

程が明らかになった。これは、「送り手」「受け手」がメディアには存在し相互的なやりと

りが可能である、また「送り手」として発信する情報が自己に基づいたものであるという、

メディアの特性を活かした活動だったからこそ、起こりえたことである。ここでは特に、

自己表現の重要性を主張したい。JSL の子どもたちは、ことばの力の弱さから「何も知ら

ない・分からない・出来ない」と捉えられがちであるが、彼らは語るべき経験や内容を内

に秘めているのである。そうした子どもたちの表現に耳を傾けることが重要である。その

補助として、メディアの果たす役割は特に大きく、可能性を秘めている。第三に、様々な

ことばの課題を抱える子どもたちに対して、メディアは柔軟で多様な統合の可能性を提供

する。筆者は、ことばとメディアを統合した日本語支援を、一つの「内容重視のアプロー

チ」として捉えられると考える。何故なら、メディアの理解・創造・発表という一連の活

動を「内容」とし、そこに豊かなことばの学びを組み込むことができるからである。 

以上を踏まえ、本稿の大きなテーマである年少者日本語教育のあり方について再考し、

以下の二点を主張した。第一に、メディアで自己表現をしていくことは、その時点での子

どもの経験や価値観を言語化していくことであり、作成したメディアを残していくことは、

子どものライフストーリーを作っていくという意味を持つ。第二に、子どもたち自身が自

己のライフコースを認識するような支援をしていくべきである。第一の主張と関連するが、

子ども自身が、自己の過去・今・未来を思い描けるような支援が重要であると筆者は考え

る。メディアを通して、視覚情報・言語情報ともに発信していくことによって過去・今・

未来の自分が位置づけられるのである。メディアは人間の過去・今・未来をつなぐ効果的

な役割を果たすのだ。 

また、社会全体という視点から考えると、メディアとことばを統合した支援は、日本語

学習者の学びに留まらず、彼らがメディアで発信していくことによって、多数派の母語話

者たちへも新たな学びを提供し、両者のやりとりを通して、社会を変革していける可能性
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を秘めていると言えるだろう。 

 今後の課題としては、活動の「振り返り」が出来なかったことを挙げた。子ども自身が

メディア実践をどう位置づけ、自己の学びをどう評価するのかも検討すべきであった。 

教育実践としての今後の課題は、メディア実践で培われたことばの力が、教科学習や人

間関係の中でどう発揮されていくかを更に観察していきたい。 

 また、今後、世の中のメディア環境は更に発展していき、それと同時に子どもたちの生

活世界は変化していく。そのような現実の中で、支援の場で用いることのできるメディア

は限定されており、限界がある。子どもたちの生活世界と乖離のないような形で統合を心

がけていく必要性があるだろう。支援者には、より広くダイナミックな視点で子どもたち

自身とメディアを含む彼らの生活世界を捉え、課題を見出し、いかにことばの学びと統合

していくかが求められる。そのためには、子どもの過去・現在・未来という時の流れを縦

軸とし、横軸としてその時々の子どもを様々な視点で多面的に捉えていくことが重要であ

る。こうした縦軸・横軸に基づいた子どもの把握とそれに基づく実践を今後も続けていく

ことが課題である。 
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