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日本語を学ぶ子どもたちの震災後
心とことばの学習を支える実践研究
川上 郁雄＝人見 美佳＝上原 龍彦＝大森 麻紀＝本間 祥子

1

はじめに

本稿は，東日本大地震で被災した「日本語を学ぶ子どもたち」の心とことばの学習をサポートし，
1

同時に支援ネットワークの構築をめざすプロジェクト（以下，本プロジェクト）にもとづく調査と実践
研究の報告である。
ここでいう「日本語を学ぶ子どもたち」とは，海外から日本にやってきた外国人家族の子どもで，
家庭で日本語以外の言語を使用し，学校で日本語を学んでいる子どもや，国際結婚した家族の子ども
をいう。東北地方の青森県，岩手県，宮城県，福島県の 4 県には「日本語指導が必要な外国人児童生
徒」（文部科学省，2011）は約 250 名おり，日本人の子どもたちと同様に今回の震災の被害を受けてい
たと考えられる。本プロジェクトは，国籍にこだわらず，これらの被災した「日本語を学ぶ子どもた
ち」の心とことばの学習をサポートすることを目的に始められた。日本語教育に関わる私たちが震災
後の子どもたちにできる社会的貢献は何かを考える挑戦的な試みであった。
本プロジェクトは，2011 年 5 月から 1 年間実施された。はじめに，これらの子どもたちの現状調
査を行う第 1 ステージ，次にこれらの子どもの学習支援のための「リライト教材の開発と提供」を行
う第 2 ステージ，さらに，これらの子どもとともに交流する「せかい子ども音読大会」（以下，音読大
会）を実施する第 3 ステージ，最後に，これらの子どもたちの現状に関する情報の公開と共有化を図

る報告会等の第 4 ステージに分けられる。
本稿では，本プロジェクトのうち，特に，第 1 ステージの調査報告と第 3 ステージの音読大会につ
いて報告するとともに，これらの実践研究の成果と課題，今後へ向けた提言を行うことを目的とする。
本プロジェクトは，2011 年 3 月 11 日，本論文執筆代表者の川上が仙台の自宅で被災したことを発端として，開

1

始された。プロジェクトは「東北こども支援プロジェクト─日本語を学ぶ子どもたちの心とことばの学習を支え
るネットワーク構築」という研究題目で，2011 年度，日本財団の助成（100 万円）を受けて調査と教育実践が行わ
れた。本プロジェクトには，
「外国人の子ども・サポートの会」
（事務局代表 田所希衣子，仙台市泉区）
，
「みやぎ
児童生徒の日本語教育を考える会（宮城教育大学：代表 市瀬智紀）」（http://www.mjec.miyakyo-u.ac.jp/whats.
html），および「早稲田こども日本語クラブ（早稲田大学：わにっ子クラブ）」（http://www.gsjal.jp/kawakami/
wanikko/）が参加した。
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第9部

世界の中の東日本大震災

2

日本語を学ぶ子どもたちに関する調査

震災の影響を受けた「日本語を学ぶ子どもたち」の実情を把握するために，前述の東北 4 県でこれ
2

らの子どもを支援している五つの団体に調査協力を依頼した。調査は，それぞれの団体が把握してい
る子どもの被災状況の調査と各団体の指導者による子どもへの面談を通した聞き取り調査の 2 本だて
で実施した。調査で把握できた子どもの数は，県別で，青森県（5 人），岩手県（11 人），宮城県（28
人）
，福島県（16 人）の計 60 人であった。学年別，国籍別にまとめると，表 1，表 2 のようになる。

この 60 人のうち，半数以上が 2009 年以降に来日しており，日本生まれの 7 人を除くと日本におけ
る平均滞在期間は 2 年半であった。震災後，東北以外の他県へ引っ越したのが 2 人，出身国へ一時帰
国したのは 14 人，出身国へ本帰国したのが 11 人であった。その移動の理由は，地震により「家が流
出」「学校が被災」のほか，「原発事故」「ストレス・精神的不安」などもあり，子どもを含む家族の
判断があったことがわかる。
子どもへの聞き取り調査によると，震災後，
「余震のとき家を出て車で過ごした。母親が一番不安
がったので，しばらく他県の親戚の家で過ごした」と話す子どもや，出身国にいる「祖母がテレビの
ニュースを聞いて心配のあまり心臓を悪くし入院した」と語る子どももいた。また，出身国にいる祖
父母から「震災後，毎日のように電話がかかってきて，国に帰ってきて，そのまま残る」ように，つ
まり日本に帰ることがないように説得されたと語る子どももいた。
震災後に出身国へ一時帰国し，その後再び日本に戻ってきた子どもたちの中に，次のように語る小
学生のケースがあった。
地震のあとで，家に帰ったが余震が続くので家族と小学校へ避難した。小学校では友だちもい
っしょで楽しかった。安心できた。次の日，家に帰ったが，余震が起こると家族で外に飛び出し
て，落ち着かなかった。お母さんは疲れて休んでいた。家の中は，戸棚からコップが出たり，お
姉ちゃんの本が落ちていたりした。お父さんがいろいろしてくれた。地震の何日か後，家族で国
が出してくれたバスで東京へ避難した。国に帰るかどうかお父さんは迷っていたが，余震が続い

表 1

2

子どもの学年と人数（n＝60 人）

表 2

子どもの国籍と人数（n＝60 人）

学年

人数

学年

人数

国籍

人数

幼稚園
小学１年
２年
３年
４年
５年
６年

１人
３人
４人
４人
２人
３人
５人

中学１年
２年
３年
高校１年
２年
３年
大学１年

６人
５人
８人
10 人
３人
５人
１人

中国
韓国
フィリピン
日本
米国
インドネシア
英国

21 人
９人
６人
６人
４人
３人
２人

国籍
タイ
パキスタン
ネパール
モンゴル
日本・韓国
日本・米国
合計

人数
２人
２人
２人
１人
１人
１人
60 人

調査に協力していただいた団体は以下の五つである。「みちのく国際日本語教育センター」（青森県八戸市），「ゆ
うの会」（岩手県一関市），「日本語サポート NIKK」（岩手県二戸市），「外国人の子ども・サポートの会」（宮城県
仙台市），「土曜広場（ふくしま子どもの日本語ネットーク）」（福島県福島市）。
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ていて怖いので帰ることにした。国では，みんなに「津波は大丈夫か」と聞かれた。
日本に帰ってきてから，友だちに電話して，5 月の連休のあとで初めて学校へ行った。クラス
は 3 年生からの持ち上がりなので先生もクラスメートも同じだった。学校へ行くときはドキドキ
したが，教室へ入ったら，友だちが「おお」と言っていた。みんなが「席はここだよ」などと教
えてくれて安心した。先生も，「会いたかったよ」と言ってくれた。


（聞き取り調査をした指導員のノートより）

このような調査から見えてくる子どもたちの様子から，地震による環境の変化とそれに伴う大人の
判断と移動が子どもたちの生活と心に確実に影響していたことがわかった。言語間の移動，空間の移
動，言語教育間の移動という意味の「移動する子どもたち」（川上，2011）に，震災がさらなる「強制
的な移動」を与えている現実を踏まえて，私たちはこれらの子どもへ働きかける実践を行うこととし
た。以下，その実践研究について述べる。

3

「せかい子ども音読大会」という実践

日本語教育を専門とする私たちは，震災後の「日本語を学ぶ子どもたち」の心をサポートするため
に，「本を読む，本を表現する，身体で表現する」実践として音読大会を企画した。ここでいう「音
読」は，本に書いてある文字を読み，それを理解して，読み取ったことを身体で表現するという意味
を持つ。では，なぜ「心をサポートすること」と「音読」がつながるのか。
平田（2011）は，とりわけ学習言語としての読む力を獲得しようとする際，認知的にも精神的にも
大きな負担となるため，日本語で書かれている読み物を前にすると，固まったり，拒絶したりする等，
読むことへのアレルギーを抱えている子どもたちが少なくないことを指摘する。つまり，
「音読」は
認知的にも精神的にも非常に大きな負担を強いる，高度な言語活動であるといえる。そのため，苦手
意識を持つ子どもも少なくない。このような課題を抱える子どもたちに対して，一方的に「正しい」
読み方や解釈を示すよりも，本を読み，支援者と語り合うことが大切であり，その中で気持ちや考え
たこと等をことばにしていくという体験が，子どもの「ことばの力」の伸長にとって，重要な「学習
活動」であると考えた（川上，2011）。
そのため，今回の音読大会は子どもたちが，グループで日本語を声に出して読む体験を通して，相
手にことばを伝える楽しさを感じ，他者と協働して一つの目標を達成する喜びを知り，さらに読書へ
の興味を抱くことをねらいとした。そしてこのような体験が，震災後の子どもたちの心を支えること
につながると考えたのである。
まず，子どもが「音読」をするものは，児童向けの詩や物語の一節で，作者の了解を得たものをコ
ピーし，色画用紙で表紙をつけた冊子として用意した。それを子どもたちに提示して，自分たちが読
みたい「本」（音読素材）を選び，読み，さらにグループで話し合いをして，その「本」の内容を身
体と声で表現するという内容を考えた。
この実践は，社団法人日本国際児童図書評議会（以下，JBBY）と早稲田大学大学院日本語教育研究
科（以下，日研）及び早稲田大学日本語教育研究センターの協力のもとで準備が進められ，音読大会
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表 3

の第 1 回を 2011 年 10 月に山形県米沢市で，第 2
回を同年 12 月に宮城県石巻市で，地域のボラン
ティア団体（以下，ボランティア）の協力を得て，
行われた。米沢市では福島県で被災した子どもた

具体的な活動の流れと活動内容

①　 ア イ ス ブ レ ー 実践の場の雰囲気を作るために，
キング
子どもたち，大学院生，ボランテ
ィア全員で身体を使ったゲームを
する。

の 25 人の子どもたちに参加してもらった。表 3

②　 デ モ ン ス ト レ 『わるくち』（谷川俊太郎作）を音
ーション
読素材として，大学院生がモデル
として音読の発表を行う。

はこれらの二つの実践の具体的な活動の流れと活

③ グループ活動

子どもたちを 5，6 名のグループ
に分け，それぞれのグループで好
きな音読素材を選び，練習する。

④ 発

参加者全員の前で，音読を発表す
る。

ち 16 人をバスで招待して行い，石巻市では地元

動内容である。なお，米沢市では，音読大会の前
に芋煮会と移動図書館バスの見学があり，石巻市

表

では音読大会の後に紙芝居体験と多言語読み聞か
せが行われた。

⑤ ま

と

め

自分の発表と他のグループの発表
について，良かった点，好きなと
ころ等の感想を話し合う。

⑥ 表

彰

式

子どもたち全員に表彰状とメダル
を贈呈する。

このような音読大会という実践は，子どもたち
にとって，また私たちにとって，どのような意味
があったのか。以下，① 子どもたちがこの実践
で何を学んだのか，そして，② この実践を通じ

て，震災後の子どもたちの心をサポートすることはできたのか，さらに，③ この実践に参加した大
学院生たちの役割とは何だったのかの順で考察し，最後に今後へ向けた提言を示す。なお，ここで使
用するデータは，音読大会に参加した大学院生 9 名の振り返り記録と，音読大会に参加したボランテ
ィア・スタッフから寄せられたメールである。

4

子どもたちは実践で何を学んだのか

（1） 子ども自身が自分の役割を見つける

音読大会には幼稚園生から高校生まで様々な年齢の子どもたちが参加し，日本語が流暢な子から日
本語が全くできない子まで，日本語能力のレベルも一様ではなかった。しかし，この実践では日本語
能力によるグループ分けをするのではなく，様々な背景と言語能力を持つ子どもたちがともに協働し
ながら活動することが学びを広げると考え，年齢も言語能力も多様なグループを組織した。その結果，
一つの音読素材に向き合い作品を創り上げていく中で，子ども自身がグループ内での自分の役割を見
出し，活動に関わろうとする姿が見られた。
【事例 1】 グループ活動の冒頭では，お互いにどうコミュニケーションをすればよいか戸惑い，

子どもたち同士の関わりが少ない印象があった。しかし，活動が進むうちに，高校生が走り回っ
て遊んでいる小学生たちに注意したり，意見を出してグループをまとめる様子や，年長の子ども
が年少の子どもに読み方を教える様子が見られた。一方，文字が読めない幼稚園生がいたが，真
ん中で一番大きな声を出して発表していて，一方的に教えられたり，助けられたりする存在では
なかった。聴衆から「おぉー」「すごい！」と感心の声が上がっていて，誇らしそうな顔をして
いた。

（第 1 回振り返り記録より）
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事例 1 では，初めこそ周囲の子どもたちとの関わり方に戸惑いを見せるものの，自分より小さな子
どもたちを注意したり，グループをまとめ始めたりする高校生の姿や，自分より小さな子どもに日本
語を教える子どもの姿，たとえ文字が読めなくとも大きな声を出し発表に貢献しようとする子どもの
姿があった。この事例から，他の子どもとの関わり合いの中から，自身を客観的に捉え，自分のでき
ることは何かを見出しながら周囲に関わろうとする学びが見られた。
（2） 子どもが自分の関わり方を捉え直す

音読大会の最後に，発表に対する感想を述べるまとめの時間を設けた。その中で，他のグループの
発表を見て自身の関わり方を見直す発言もあった。
【事例 2】 音読の練習の時に遊んでしまった子どもたちの中には，ほかのグループの発表を見て

「もっと工夫すればよかった」などと話す子どももいて，刺激を受けた様子だった。


（第 1 回振り返り記録より）

子どもたちの中には発表の練習に真剣に取り組めなかった子どももいた。しかし，他のグループの
工夫を凝らした発表を見たことで，自身の関わり方を振り返り反省する様子が見られた。自身の良い
点や改善点を発見し次の行動に繋げることができる点で，自身の取り組み方を振り返ることができた
のは子どもたちにとって大きな学びであったといえるのではないか。
（3） 子どもたちが音読の楽しさを知る

音読大会の最初に，子どもたちに音読に対するイメージを聞いたところ，「音読はつまらないもの」
というイメージが強いことがわかった。しかし，事例 3 から，子どもたちの音読に対するイメージが
音読大会を通して変化したことが読み取れる。
【事例 3】 音読大会の初め，司会が「音読って知ってますかー？好きですかー？」と問いかける

と，子どもたちから「知ってまーす！でもきらい」「つまんなーい」「だって先生が毎日宿題にす
るんだもーん」という声が上がった。しかし発表後にグループの子どもに「どうだった？」と聞
くと，
「一人でやる音読は嫌いだけど，みんなとは楽しい」「学校でしている音読と全然違う，こ
っちの方が楽しい」といった声が聞かれたように，グループ活動では積極的に音読に取り組む様
子が見られた。

（第 2 回振り返り記録より）

司会者の「音読は好きですか」という問いかけに子どもたちは元気に反応したが，彼らの口から出
る音読に対するイメージは非常にネガティブなものであった。しかし，今回の音読大会では，音のリ
ズムや身体の動きを伴った作品を自由に創り上げ，みんなの前で披露する体験を通して，子どもたち
も楽しく意欲的に活動に取り組めたことがわかる。それによって音読が楽しいというイメージに変化
したことが窺える。

5

震災後の子どもたちの心をサポートすることはできたのか

（1） 子どもたちが同年代の子どもたちと楽しく過ごせる環境

特に津波の被害が大きかった石巻市の子どもにとって，音読大会は同年代の子どもたちと集まって
過ごす久しぶりの機会だったという。しかし，震災によって学校や日本語教室というこれまでのコミ
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ュニティから切り離された経験は，子どもたちの心に大きな傷を残していたことが，事例 4 から窺え
る。
【事例 4】 さっきまで兄弟や同年代の子どもたちと騒いでいたのに，グループ活動が始まると急

に泣き出した男の子がいた。声を上げずに，小さくなってこらえようとしていて，その後しばら
くすると元通り元気に騒ぎ始めた。後になってスタッフやお母さん方とお話しすると，子どもた
ちにとって久しぶりに同じ年頃の友達が集まる機会だったこと，グループの形になったことで学
校を思い出して嬉しかったんじゃないかとのことだった。

（第 2 回振り返り記録より）

事例 4 では，久しぶりに同年代の子どもたちがたくさん集まったことが嬉しく，涙をこらえる子ど
もの姿が見られる。このように，震災によりこれまでのコミュニティから切り離され，不自由な生活
を送ってきた子どもたちにとって，音読大会が同年代の子どもたちが集まり楽しい時間を共有できる
場としても意味があったことがわかる。
（2） 子どもたちが他者から認められ，自信を得られる場

事例 5 は，米沢市での音読大会終了後に，子どもの保護者から筆者らに寄せられたメールの一部で
ある。過酷な状況に置かれた子どもたちが，普段の緊張した雰囲気から解き放たれて，のびのびとし
た気持ちで音読大会に参加できた様子を物語っている。
【事例 5】 いつもは緊張気味の子どもたちが安心して羽根を伸ばせたのではないかと思う。たい

へんリラックスして楽しめた。子どももとっても喜んでいたようで，
「せんせ，今日のこと○○
先生（注：小学校の担任教師）に言ってね」と言っていた。みんなから褒められたことがとても
嬉しかったようだった。

（保護者のメールより）

このように，音読大会が正しい読み方を強制される場ではなく，子どもたちそれぞれがことばや身
体を使って自由にのびのびと表現できる場であったこと，そして子どもたちそれぞれの表現が認めら
れ，自信を得られる場であったことがわかる。

6

この実践に参加した大学院生たちの役割とは何だったのか

（1） 大学院生が子どもたちの解釈を尊重する

グループ活動では，大学院生やボランティア等の大人たちが加わり，活動の補助を行った。そこで
は，大人に「答え」を求めるのではなく，子どもたち同士が活発にことばでやりとりをし，考えを出
し合いながら，作品を創っていく様子が見られた。
【事例 6】 『かえるのぴょん』（谷川俊太郎作）という音読素材をどのように読むかをグループで

話し合うときに，院生やボランティアたちは，
「声の大きさとか振り付けとか，どんなふうに読
んだらいいかな」と子どもたちに声かけをした。すると，ある子どもが，作品中に何度も繰り返
される「ぴょん」という表現を指さし，「「ぴょん」のところでジャンプしたら良いと思う！」と
明るい声で提案した。そして，それを聞いた別の子どもが「カエルが飛んでるみたいに飛ぶ？」
とアイディアを出す。実際に読み合わせの練習がはじまると「文を暗記しましょう！」と，また
別の子どもからも提案があった。

（第 1 回振り返り記録より）
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この事例 6 で注目すべきは，大学院生の声かけである。
「声の大きさとか振り付けとか，どんなふ
うに読んだらいいかな」と問題を提起することで，子どもたちの想像力をかき立て，アイディアを出
し合えるように，子どもたち同士のやりとりを促すことを意識している。それによって，子どもたち
が音読素材に対する多様な解釈を話し始め，表現するようになった。そして，練習を行い，作品が
徐々にでき上がっていくにつれ，子どもたちの意欲は増し，最終的には文を暗記して発表することを
提案する子も出てきた。
（2） 大学院生が子どもたちとともに活動への関わり方を模索する

事例 6 のように活動に積極的な子どももいれば，自発的には関わりを持とうとしない子どももいた。
事例 7 では，そのような子どもとどう関わったかについて言及している。
【事例 7】 グループ活動が始まって少し経ったころ，お母さんに連れられて一人の子どもが同じ

グループに来た。ずっと無表情で何も話さない男の子だった。遅れてきたのでグループの輪に入
りにくいのか，大人びた外見だったので，活動が幼稚すぎて興味を持てないのかなどと思い，関
わり方を模索していたが，地域のボランティアの方に聞くと，震災で逃げる時に悲惨な経験をし
た子だということだった。うるさく話しかけたりするのではなく，でもその子が輪の外に出ない
よう，隣に座って過ごした。発表の時には自分の担当箇所をぼそぼそと小さい声ではあったがし
っかりとみんなの前で読めていて，発表が終わる頃には話しかけたら短いことばで答えてくれる
ようになった。何か少しでも変化があったようにうかがえた。

（第 2 回振り返り記録より）

震災を体験していない大学院生は，実際に被害に遭った子どもたちの記憶をそのまま共有すること
はできない。そのため，大学院生は考え得る様々な要因を思いめぐらせ，子どもと向き合おうとして
いる。そして，子どもがその子なりに，活動への関わり方をどのようにして見つけられるかを，大学
院生は探っていることがこの事例から読み取れる。それに応えるようにして子どもも少しずつ変化し
ていることがわかる。つまり，様々な関わり方を受け入れ，その子なりに活動に取り組めるように，
子どもたちとのやりとりを通して，大学院生もまた，自身の関わり方を変化させていったのである。

7

提

言

災害時に人々の心を支える「公共日本語教育学」の構築へ向けて

本節では，これまでの分析結果を踏まえ災害を経験した「日本語を学ぶ子どもたち」に対し，日本
語教育が寄与できることとは何かについて述べる。日本語教育が災害自体の予防に直接役立つという
ことはないかもしれない。しかし，音読大会での子どもたちの様子から，災害後の心のサポート，つ
まり災害を受け入れその後の生活を送っていくための力を生み出すことに対し，日本語教育が寄与で
きることがわかる。そのような災害後の心のサポートに繋がる日本語教育を実現するためには，次の
三つの視点が必要である。
一点目は，他者とのことばのやりとりの中で，自身の関わり方を見つけ発揮できる場を作るという
視点である。事例から，子どもたちは，他の子どもたちや実践者とのことばのやりとりの中から自身
の関わり方を見つけ活動に参加していたことがわかる。それを支えていたのは，活動への子どもたち
の関わり方を一緒に見つけ出したり，その多様性を尊重したりしていくという実践の枠組みである。
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このように，子どもたちがやりとりの中から自身の関わり方を見つけ，自身の関わり方で参加できる
場が必要である。
二点目は，ことばのやりとりを通じて子ども自身が他者から承認される場にするという視点である。
子どもたちはグループ活動や発表を通じて他の参加者からことばを通じて褒められる経験を得，音読
に対する興味を深めたり自信を高めたりしていた。それは「正しい読み方」ができたからではなく，
自身の関わり方や表現が認められたからであると考えられる。このように子どもたちの関わり方や表
現が他者から承認される場が必要である。
三点目は，多様なコミュニティや多様な人を繋ぐという視点である。子どもたちは震災の影響によ
り，人間関係や学習環境等が分断されてしまった。今回の音読大会では東北各地のボランティア団体
から，年齢も国籍も日本語レベルも異なる様々な子どもたちが集まり，他者とことばによるやりとり
をする喜びや，ことばのやりとりを通じて表現する楽しさを感じることができた。それは，新たな人
間関係を育んだり，日常の学習環境とは異なる環境で主体的に学んでいったりするために必要な体験
であったといえる。
今回の実践は小さな実践であるが，日本語教育が「日本語を学ぶ子どもたち」の「心」を支えられ
るという新たな可能性を示した実践といえよう。日本語教育学には，
「外国人に日本語を教える」教
育といった平時の大学や学校や地域に限られた教育実践の枠を超えて，災害時に人々の心をサポート
する「ことばの教育」という意味の「公共日本語教育学」の実践が必要であり，またそのための人材
育成と実践展開の研究が必要であろう。本稿で得られた知見を「公共日本語教育学」の構築へ発展さ
せることが今後の課題である。
付記

本稿の調査および実践は，日本財団，社団法人日本国際児童図書評議会および東北地区の各ボランティア団
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