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第 1章 問題の所在 

 本章では、まず本研究に至るまでの背景として、多様な言語背景や文化背景を持つ「移

動する子ども」1の増加、および彼らの日本語支援の必要性を述べる。そして、そのような

折に、筆者は早稲田大学大学院日本語教育研究科（以下、大学院）に入学し、大学院と教

育委員会との協定に基づく JSL 生徒 C（以下、C）への日本語支援を開始し、ある気づき

を得たことを述べる。その気づきとは、筆者が C への日本語支援を行う中で、C を含む他

者との関わりにより、Cのことばの学び、ひいては「主体性」の捉え方が変容していたこと

である。それは、本研究の重要な視点として、主体である支援者の「認識」に着眼するこ

とへとつながる。 

 その上で、筆者は研究背景や先行研究などを踏まえ、本研究における問題の所在を以下

の 3点に基づき論じる。 

（1）必ずしも自らの意思で日本語を学ぶわけではない「移動する子ども」の実情を踏ま

え、生きる力などと結びつく「主体性」を探究することの重要性 

（2）「主体性」の議論において、日本語を学ぶ子どもの主体性が明示的なことばの学び

に収束し、それらが「移動する子ども」の視点で捉えられていないこと 

（3）子どもと同じく主体として生きる支援者を抜きに「主体性」を語ることの危険性 

 

 上記より、本研究では、日本語を学ぶ子どもの「主体性」を支える年少者日本語教育実

践を探究することを研究目的とした。そして、上記の研究目的を達成するために、以下の

リサーチクエスチョン （以下、RQ）を設定した。 

 

RQ1：Cの主体性を捉える支援者の「認識」は、どのように変容したのか。 

RQ2：支援者の認識において、Cの「主体性」はどのように捉えることができたのか。 

RQ3：Cの主体性を捉える支援者の認識は、年少者日本語教育実践にどのような 

視点をもたらしたのか。 

 

また、本研究において使用する用語の定義として、先行研究での知見を踏まえ、子ども

                                                 
1 「移動する子ども」とは、「空間的に移動する」、「言語間を移動する」、「言語教育カテゴリー間を移動

する」という 3 つの条件を持つ分析概念である（川上, 2011）。 
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のことばの学びに関する「主体性」を「子どもと関わる支援者の認識を通して抱くことば

の学び」と定義し、また「認識」を「自己や他者、社会との関わりによりもたらされる主

観的な判断」と定義した。 

 

第 2章 先行研究 

 本章では、まず本研究における言語教育観を提示するために、「移動する子ども」のこと

ばの教育について概観した。その上で、発達心理学と年少者日本語教育学の 2つの視点か

ら「主体性」に関する研究、および先行研究において残された課題である支援者の「認識」

について整理した。 

 まず、「移動する子ども」のことばの教育に関して、初期適応指導によるサポートから教

科学習へのアプローチへとパラダイムシフトが起こり、その後、自分の力で問題を解決し

自律的に学んでいける力として、全人的な成長を支える教育が着目されるようになったこ

とを指摘する（川上他, 2004; 齋藤, 2005; 石井, 2006; 齋藤, 2006a, 2006b など）。 

その上で、全人的な成長を支えることばの教育においては、「主体性」を捉えることが重

要であり、まず発達心理学において、鯨岡（2006）などの論考を述べた。そこでは、子ど

もの主体性がその様子を見る大人の側の暗黙の評価的な枠組みとつながりがあり、大人は

自身の主観を通して、子どもの主観が分かり主体性が喚起されること（間主観性）、そして、

それらの解釈は子どもと大人の関係性において、子どもを主体としてその思いを受け止め

ることで捉えることができる（相互主体性）と指摘した。それは、年少者日本語教育学に

おいても、川上（2011）が同様の理論的枠組みを論じる。そして、年少者日本語教育学に

おいては、「移動する子ども」の視点として、子どもの主体性における「ことばの力」が重

要な意味をもつこと（川上, 2011）、そして、彼らは多様な他者との関わりを帯びており、

主体性における「関係性」も重要な視点であること（尾関, 2013; 金丸, 2013 など）を明ら

かにした。 

 しかし、筆者は年少者日本語教育学における「主体性」の議論において、子どもと同じ

く主体である支援者の視点が欠如していることを指摘し、加えて、尾関（2013）などの論

考において、子どもの主体性が目に見えるようなことばの学びに収束している点を批判す

る。それは、多様な言語背景や文化背景を持つ「移動する子ども」の視点を十分に捉えて

いないものとして、筆者は年少者日本語教育学における「主体性」を多面的、かつ広義的
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に捉えるべきだと述べる。その上で、筆者は鯨岡（2006）や金丸（2013, 2014）、中野（2015）

などの論考より、これまでの研究において論じられることのなかった主体である支援者の

主観的な判断、つまり本研究における「認識」に着眼した。 

 以上より、本研究では全人的な成長を支える教育という言語教育観に立ち、本研究の視

座として、以下の 3点を述べた。 

（1）相互主体的な関係に基づき、子どもの「主体性」を間主観的に捉える視点 

（2）子どもの「主体性」を「ことばの力」に基づき捉える視点 

（3）子どもの「主体性」を「関係性」に基づき捉える視点 

 

上記の知見に基づき、Cのことばの学びに関する「主体性」を捉える支援者である筆者の

「認識」の変容過程を明らかにすることとした。 

 

第 3章 研究方法 

本研究は、都内にある公立 I中学校（以下、I中学校）で行った Cへの日本語支援を取り

上げる。支援者である筆者は、2015 年 5月 12日から 2016年 10月 25日までに計 49 回の

日本語支援を行う。活動形態は、基本的に筆者と Cの個別指導であり、教材などは Cや学

校側とやり取りをする中で選定していく。その他、Cの学校生活や在籍学級での様子などを

把握する目的として行った Cの第一学年の学級担任 A（以下、A）と、現在、第二学年であ

る Cの学級担任 B（以下、B）へのインタビューなども取り上げる。 

 その上で、上記に基づくデータである「フィールドノーツ」や「指導記録」、「インタビ

ューデータ」などは、「エピソード記述」（鯨岡, 2005）を用いて分析を行う。それは、数量

的・実証的研究では成し得ない当事者にしか感じ取ることができない出来事を捉えること

から、Cの主体性を捉える自己の認識、およびその認識に関わる事象を明らかにすることが

できると考えた。そして、分析の観点としては、先行研究での知見に基づき、まず Cの言

語による「ある力」をどのように認識するのかという【ことばの力】、そして他者との関わ

りに基づく Cへの理解をどのように認識するのかという【関係性】の 2つを取り上げる。 

 

第 4章 実践分析 

 本章では、I中学校で行う Cへの日本語支援に基づくデータより、Cの「主体性」を捉え
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る支援者である筆者の「認識」の変容過程を明らかにした。その上で、筆者が捉える C の

ことばの力の変容に伴い、実践のプロセスを第Ⅰ期から第Ⅴ期に分け、期ごとにいくつか

のエピソード、およびインタビューを取り上げ、分析を行った。 

 その結果、Cの言語による「ある力」をどのように認識するのかという「ことばの力」に

おいては、（1）自己表現のためのことばの力、（2）学習のためのことばの力、（3）自己実

現のためのことばの力、を筆者は認識し、それらは動態的なものとして入れ替わるなどの

変容を見せる。 

また、他者との関わりに基づく C への理解をどのように認識するのかという「関係性」

においては、学習場面における他者との関わりに着目し、（1）日本語教室における C、（2）

在籍学級における C、を筆者は認識する。そして、日本語教室と在籍学級を移動し生きてい

る Cとして、（3）（1）（2）の間で成長する C、なども筆者は認識していた。 

 

第 5章 総合考察 

 本章では、第 4 章の実践分析を踏まえ、本研究の目的を達成するために設定した RQ に

基づく総合的な考察として以下を述べた。 

 

【研究課題に対する応答】 

 

RQ1：Cの主体性を捉える支援者の「認識」は、どのように変容したのか。 

→ 支援者の「認識」は、①ことば、②学びに対する姿勢、③ことばへの意識、④C らし

さ、⑤他者との関わり、という要素により変容し、支援者の認識における「ことばの

力」と「関係性」の相互作用によりその認識を更新させている。 

 

RQ2：支援者の認識において、Cの「主体性」はどのように捉えることができたのか。 

→ 支援者の認識により、①明示的な主体としてことばの学びを行う場面、②ことばを意

識する主体としてことばの学びを行う場面、③自分なりの主体としてことばの学びを

行う場面、において Cの「主体性」を捉える。それらは、支援者と Cの関わりを中心

として、それらを取り巻く他者との関わりにより C の多面的な「主体性」を捉えてい

く。 
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RQ3：C の主体性を捉える支援者の認識は、年少者日本語教育実践にどのような視点をも

たらしたのか。 

→ C の主体性を捉える支援者の認識は、年少者日本語教育実践に①「移動する子ども」

から「C らしさ」へ、ことばの学びを多元的に捉える視点、②他者との関わりにおい

て、ことばの学びを多角的に捉える視点、③相互主体的な関係に基づき、ことばの学

びを間主観的に捉える視点、をもたらし、C の多面的な主体性を捉えていく。 

 

 

第 6章 結論 

本章では、本研究により得られた知見をまとめ、研究目的である日本語を学ぶ子どもの

「主体性」を支える年少者日本語教育実践とは何かを論じた。 

 

【研究目的に対する応答】 

 

研究目的：日本語を学ぶ子どもの「主体性」を支える年少者日本語教育実践とは 

→ 日本語を学ぶ子どもに実践を行う支援者は、以下の 3つの視点が求められる。 

（1）子どもの「主体性」を捉える上で、「移動する子ども」のカテゴリーを越えた

その子「らしさ」として、ことばへの意識や個別性などに着眼すること 

（2）支援者と子どもを取り巻く他者との関わりにおいて、子どもの「主体性」を捉

えること 

（3）子どもの「主体性」は、その子どもに関わる支援者の「認識」により喚起され

ることを自覚し、子どもを主体とするその思いを受け止め、絶えず実践の振り

返りを行うこと 

その上で、「日本語を学ぶ子どもの「主体性」を支える年少者日本語教育実践」は、以

上の 3つの視点に基づき実践を行う中で達成されるものである。 

 

 

 そして、本研究により得られた知見をもとに、子どもと同じく主体である支援者の「認
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識」に着眼し、日本語を学ぶ子どもの「主体性」を支える年少者日本語教育実践を探究す

ることは、年少者日本語教育学においてどのような示唆をもたらすのかを以下のように提

言した。 

 （1）「移動する子ども」の情意面、および子どもの個別性に着眼することで、「主体性」

についての議論を展開させ、また支援者がそれらを意識することにつながる。 

 （2）支援者の「認識」による喚起を問うことにより、日本語を学ぶ子どもの多面的な主

体性を捉えていくプロセスに貢献することができる。 

（3）日本語を学ぶ子どもへの実践における肯定的なフィードバックにより、「自己有能

感2」の高まり、および人間のアイデンティティ形成に立ち会う教育を提示する。 

 

 最後に、本研究の課題と今後の展望として、次の 3点を挙げた。1点目は、発達的見地に

よる子どもの「主体性」、およびそれに伴う支援者の「認識」を明らかにすることである。

特に、初めて日本語を学ぶ子どもである場合、「ことばへの意識」などの言語能力意識をど

のように捉えることができるのかを探究する必要がある。2点目は、他者との関わりにおけ

る考察を、日本語教室や在籍学級という一部の範囲だけに限定するのではなく、学校外の

家庭や地域などの関わりにまで視野を入れて研究することである。そして、3点目は、日本

語を学ぶ子どもが在籍する学校現場、特に在籍学級において、本研究における知見をどの

ように反映させることができるのか、その具体策を検討することである。 

 

  

                                                 
2 「自己有能感」とは、自己の環境を効果的に処理することができる能力、または特定の行動を行う自ら

の能力に関する自己評価のことである（縫部, 2001）。 
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