
 
 
 
 
 
 

早稲田大学大学院日本語教育研究科 
 
 

修 士 論 文 概 要 書 
 
 
 

論 文 題 目 
 
 

JSL の子どもが主体的に学べる読み書き支援のあり方 
 
 

―子どもと支援者による＜他者＞を取り入れた文脈作りをもとに― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大森 麻紀 

 

 

２ ０ １ ３ 年  ３ 月 

  



 

1 

 

第 1章 問題提起 

国内の公立小学校に在籍する、日本語を母語としない子ども（以下、「JSL の子ども」

とする）の背景の多様性が言及されている。彼らの日本語学習の初期段階には、在籍学級

の授業とは別の場での個別的な支援が行われることが多い。この「在籍学級の授業とは別

の場での個別的な支援」には様々な呼称があるが、本研究ではこれらを総称して取り出し

支援と呼ぶ。本研究は、この取り出し支援において、子どもが主体的に取り組める読み書

き支援のあり方を追究し、そこでの支援者の役割を示すことを目的としたものである。 

第 1 章では、まず研究の背景として、取り出し支援の抱える問題に触れた。それらは、

取り出し支援の場の閉鎖性という特性に収斂される問題であった。また、多くの JSLの子

どもたちが抱える課題として、読み書きの力の伸び悩みの深刻さにも触れた。そして、こ

の子どもたちのことばの課題に、取り出し支援の閉鎖性という問題が関わっているのでは

ないかと指摘した。それは、読み書き行為には、目の前にいない他者とのやりとりという

側面が多分にあるにもかかわらず、取り出し支援ではやりとりできる他者が支援者に限ら

れ、子どもが読み書きに意味を見出すことが難しいためである。 

では、取り出し支援において、子どもが主体的に取り組める読み書き支援とはどのよう

なものか。支援者は子どもの学びをどのように支えることができるのだろうか。本研究で

は、この支援者の支援行為をスキャフォールディングの議論に重ねて考えていく。そのた

めに、まずHammond & Gibbons（2001）、ハモンド（2009）におけるスキャフォールデ

ィングの定義を取り上げた。そして、Hammondらが、子どもが課題を達成するための認

知的支えにのみ言及している点に疑問を投げかけた。取り出し支援をフィールドにしてス

キャフォールディングを論じている齋藤（2006）は、子どもの学びを支えるためには、子

どもの主体性への着目が不可欠であると述べる。これを踏まえ、筆者は、読み書きに取り

組む子どもに情意的支えを与えることで主体的な取り組みを促す支援のあり方を議論する

必要性を指摘した。そして、JSL の子ども R への支援エピソードからの気づきをもとに、

本研究では、子どもの情意面を支える支援設計の観点として、＜他者＞を取り入れた文脈

作りに着目することを述べた。 

本研究は、取り出し支援において、文脈に＜他者＞を取り入れることによって、子ども

の主体的な取り組みを促し、読み書きの力を伸長させることを目指す読み書き支援のあり

方を明らかにすることを試みたものである。以上の研究目的、そして目的を遂げるための

リサーチクエスチョンを下記にまとめる。 
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【研究目的】 

取り出し支援において、子どもが主体的に取り組める読み書き支援のあり方を追究

し、そこでの支援者の役割を示す。 

 

【リサーチクエスチョン】以下の 3点を明らかにする。 

1）＜他者＞を取り入れた文脈における＜他者＞とは、どのようなものか。 

2）＜他者＞を取り入れた文脈は、子どもの学びにどのような効果があるのか。 

3）＜他者＞取り入れた文脈は、誰によって作られるべきなのか。 

 

第 2章 先行研究：ことばの学びにおける＜他者＞と文脈 

第 2章では、本研究で＜他者＞を取り入れた文脈作りに着目するにあたり、先行研究の

知見を整理した。まず、学習観の変遷を概観しながら、他者の捉え方の変容を追った。そ

して、ことばの学びにおいて重要なのは当該の学習主体にとって「意味のある」他者との

やりとりである、という川上（2011）の知見をもとに、本研究では、「当該の学習主体に

とっての「意味のある」他者」を＜他者＞と表記し、この＜他者＞に注目していくことを

述べた。次に、ことばの学びに関わる＜他者＞の役割を探った。1）学習環境の作り手、2）

認知的支え、3）情意的支え、という 3つの観点を挙げ、それぞれについて述べた。 

また、＜他者＞がことばの学びを情意的に支えるためには、ことばを使う文脈への注目

が必要であることを指摘し、文脈に関する先行研究を整理した。まず、日本語教育におけ

るこれまでの文脈の捉え方を探り、1）意味を読み取るための情報、2）ある表現が使われ

る背景、という 2つに分類した。また、川口（1996）の提唱する「文脈化」と川上（2004）

の「文脈化」の違いを明らかにし、ことばを学ぶうえで重要な「意味のある文脈」の内実

を探った。そして、先行研究から明らかになった「意味のある文脈」には＜他者＞の視点

が欠如していることを指摘し、最後に本研究の視座を述べた。 

 

第 3章 研究方法 

第 3章では、リサーチクエスチョンに対する答えを導くための、そして研究目的を遂げ

るための研究概要を述べた。本研究が研究対象としたのは、都内公立小学校に在籍する JSL

の子ども Kを対象に行った、2011年 10月から 2012年 11 月までの 1年 1カ月に渡る取

り出し支援である。Kに関する情報や用いる分析方法、データの種類についてまとめた。 
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第 4章 実践事例：＜他者＞を取り入れた文脈作り 

第 4 章では、「エピソード記述」（鯨岡、2005）の考え方を援用して活動内容や K の様

子を再構築し、分析データとした。このデータに、＜他者＞を取り入れた文脈における＜

他者＞の内実や、Kの学びへの効果、文脈の作り手の変容がどう表れているのかを追った。 

分析の結果、まず活動 1の招待状を書く活動では、筆者が文脈に取り入れた副校長とい

う他者が、活動を通して、K に「わたしを応援」（Epi.1）してくれる＜他者＞と捉え直さ

れたことが明らかになった。そして、この＜他者＞に向けて招待状を書くという文脈を作

ったことで、Kは、招待状のモデル文を主体的に読み、また、これまで煩わしく思ってや

りたがらなかった、丁寧に正しく書くことに対して意味を見出すことができた。 

活動 2の「お菓子のレシピ」を読み書きする活動では、筆者が文脈に取り入れた筆者の

母という他者が、活動 1同様に、活動を通して Kにとっての＜他者＞となったことが明ら

かになった。筆者の母が Kにとって＜他者＞となり得たのは、Kの興味を強く引く「クリ

スマスケーキのレシピ」を提供したことで、Kの、お菓子作りが得意であるという自己意

識に刺激を与えたためである。K にとって筆者の母は、興味を共有する＜他者＞であり、

自分も「クッキーのレシピ」を知っているのだという自己表現をすることで対等でありた

い＜他者＞となっていた。そして、活動 2 が＜他者＞へ向けた書く活動であったことで、

Kが読み手を意識して書くことへの向上心をもち、推敲にも取り組む様子が見られた。 

活動 3の「バレンタインデー作文」を書く活動では、筆者が考えた読み書きの文脈には

＜他者＞は取り入れられていなかったが、Kがある＜他者＞を意識して作文を書いていた

ことが明らかになった。この、ある＜他者＞が、不特定多数の読み手という抽象的な＜他

者＞であると解釈されたことで、K の＜他者＞認識の広がりが指摘された。活動 3 では、

作文に書く内容を取捨選択しながら書き進める様子が見られたことに加え、Kの＜他者＞

認識の広がりが今後の Kの読み書きの力の伸長に大きく貢献することが期待された。 

活動 4の「『モチモチの木』のオリジナル絵本」を作る活動では、Kが提案したことで、

副校長と校長という複数の＜他者＞が文脈に取り入れられた。彼らは、Kが自ら選定した

他者であることから、活動 1、活動 2とは異なり、文脈に取り入れられた当初から、K に

とって＜他者＞であったことが推察される。副校長は、活動 1で「わたしを応援」（Epi.1）

してくれる＜他者＞と分析されたが、活動 1以降も取り出し支援内外で Kと関わっていた

ことから、活動 4 では、より一層関係性の深まった＜他者＞であったと言える。そして、
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副校長が K にとって＜他者＞であったからこそ、学校という社会において K が副校長と

一括りにして捉えていた校長もまた、Kにとって＜他者＞と捉えられた。このような複数

の＜他者＞が発表の聞き手として文脈に取り入れられたことで、K が発表に向けて、「自

分にとって必要なこと」を選択的に学ぶ力を獲得したという効果が見られた。 

活動 5の「一時帰国作文」を書く活動でも、Kの提案によって、はなこ先生と校長とい

う複数の＜他者＞が文脈に取り入れられた。K ははなこ先生に「おもしろい」（Epi.15）

という印象をもち、また、日本語非母語話者であり日本語以外の言語を使用できることに

興味を示し、親近感をもっていた。このことから、Kにとってはなこ先生は、好意をもつ

＜他者＞であると言える。活動 5 では、はなこ先生に加え、K にとって「わたしを応援」

（Epi.1）してくれる＜他者＞である校長も再び取り入れられた。そして活動 5 では、K

が書いた作文を＜他者＞に読んでもらうという文脈が作られたことで、Kは誤表記の訂正

や推敲に取り組むことができた。 

 

第 5章 総合考察 

第 5章では、第 4章の分析・考察結果をもとに、リサーチクエスチョンに対する答えを

以下のように導いた。 

 

【リサーチクエスチョンに対する答え】 

1）＜他者＞を取り入れた文脈における＜他者＞とは、どのようなものか。 

⇒ 5 つの活動におけるそれぞれの＜他者＞には異なった意味合いがあるが、それらは総

じて、子どもにとって、自分を認めてほしい＜他者＞である。 

2）＜他者＞を取り入れた文脈は、子どもの学びにどのような効果があるのか。 

⇒ 子どもにとって、自分を認めてほしい＜他者＞が、活動を通して自分の努力やその成

果を認めてもらえる文脈があるとき、「やりたくない」と思う読み書きへの取り組みが促

される。つまり、子どもが学びに取り組むための情意的支えとなり得る。 

3）＜他者＞取り入れた文脈は、誰によって作られるべきなのか。 

⇒ 支援者と子どもの二人が文脈の作り手となるべきである。子どもの提案や意見に耳を

傾けることによって、本当の意味で、子どもにとって意味のある文脈作りが可能になる。 

 

そして、これらの知見をもとに、本研究の目的について考察を行った。 
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まず、取り出し支援において子どもが主体的に取り組める読み書き支援を設計するため

に重要な視点とは何かを考察した。リサーチクエスチョン 1、2 に対する応答を踏まえ、

子どもが主体的に読み書きに取り組むためには、その読み書き行為を通して子どもが支援

者以外の＜他者＞から認められる機会を作るということを、1 点目の視点として挙げた。

そして 2点目には、リサーチクエスチョン 3に対する応答を踏まえて、子どものことばに

耳を傾け、そこに含まれた学びへの意欲を子どものことばの課題に合わせた活動につなげ

るということを挙げた。 

さらに、第 1章におけるスキャフォールディングの議論に立ち返った。取り出し支援に

おいては子どもの情意面への支援が重要であることが示された本研究の成果を踏まえ、

Hammond & Gibbonsのスキャフォールディングの定義を捉え直した。そして、この定義

の「スキャフォールディング」を行うことを、3点目の視点として挙げた。 

以上の考察結果をまとめると、研究目的に対する応答は以下のようになる。 

 

【研究目的に対する応答】 

取り出し支援において、子どもが主体的に取り組める読み書き支援のあり方を追究し、そ

こでの支援者の役割を示す。 

⇒ 1）読み書き行為を通して子どもが支援者以外の＜他者＞から認められる機会を作るこ

と 

2）子どものことばに耳を傾け、子どもの学びへの意欲を、支援者として捉えた子ど

ものことばの課題に合わせた活動につなげること 

3）子どもの認知面だけでなく情意面を支えるための「スキャフォールディング」を

行うこと 

以上 3つの視点をもとに設計された支援が、「取り出し支援において、子どもが主体的

に取り組める読み書き支援」である。このような支援を設計することが、そこでの支

援者の役割である。 

 

最後に、今後の課題と展望を述べた。課題としては、認知的支えへの言及が十分にでき

なかったことや、今後は認知面と情意面への支援の効果を総合的に検証していく必要があ

ることを挙げた。しかし、筆者に課された最も重要なことは、本研究を机上の空論とする

ことなく、得られた知見や成果を Kへの支援に還元していくことであろう。本研究の知見
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が、JSLの子どもに関わる支援者や学校教員、そして成人日本語教育に携わる教師にとっ

ても、それぞれのフィールドで主体的な学びを引き起こすための一助となることを期待す

る。 
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