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第 1 章 問題の所在と研究目的 

 近年、グローバル化の波と共に「移動する子ども」1の増加、多様化が進み（尾関、2009）、

子どもたちの学校文化適応や教科学習に必要なことばの力の育成を画一的な目標として掲

げるだけでは十分に子どもたちのことばの学びを支えきれないという問題が浮上していた。

この動向を受け、21 世紀の年少者日本語教育は、子どもたちの「全人的発達を支える教育」

（石井、2006）として位置づけられるようになってきている。川上（2011）は、このよう

な子どもたちの成長を支え、彼らが主体的な生き方を構築する為に必要なことばの力は、

「学習者と実践者が共に探究する」ものであるとする。だが、ここで問題になるのは、「実

践者」とは果たして誰を指すことばなのか、ということである。筆者は、自信が親として

「移動する子ども」HANA を育てる経験を通して、親もまた子どものことばの学びを支え

る「実践者」として捉えることが可能なのではないかと考えるようになった。 

本章では、上記に述べた親としての筆者の問題意識に加え、実践者として携わった JSL

の子ども J に対する日本語支援の経験に基づく問題意識と、先行研究における残された課

題から、以下の三点を問題の所在として挙げた。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

以上の問題点をふまえ、本研究における研究課題として以下の二点を設定した。 

 

 

 

 

 
                                                        
1 「移動する子ども」とは、川上（2011）が提唱した分析概念で、「空間」「言語間」「言語

教育カテゴリー間」を移動する子どもたちを指す。 

1）「移動する子ども」のことばの発達に、家庭や親の関わりが与える影響が大きいという

指摘がなされているにもかかわらず、横断的な量的調査からは、その関わりの内実が十

分に明らかにされていない。 

2）「移動する子ども」の親もまた、子どものことばの力を「共に探求する」存在として、

子どものことばの発達過程と共にその言語能力観を動態的に変容させていく存在であ

るという視点が弱い。 

3）「移動する子ども」が持つ複数のことばの発達過程を、縦断的に捉えるという視点が弱

い。 

①「移動する子ども」である HANA の日本語と英語の発達過程を、親である筆者のまな

ざしを通して明らかにする。 

②親であり実践者である「私」が、「移動する子ども」のことばの発達に向き合うことを

通し、言語能力観を形成、変容させていく過程を明らかにする。 
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上記に挙げた二点を明らかにすることにより、相互構築的なことばの力の育成を目指す

日本語教育の意義を考察することが本研究の目的である。 

また、本研究では、「JSL バンドスケール」「ESL バンドスケール」を用い、ことばの発

達を捉えることを試みた。バンドスケールの記述文を通して子どものことばの発達過程を

捉えることは、子どもの「動態的」なことばの力だけでなく、判定者の動態的な言語能力

観を捉え直す上でも適切な方法であると考えられる。 

 

第 2 章 本研究の概要 

 本章では、研究方法及び調査対象について述べた。本研究の中心を占めるのは、HANA

のことばの発達を「私」の視点から主観的に意味づけた自伝的語りである。ただし、内的

妥当性を高める為、夫や教師に対するインタビュー調査を行い、HANA のことばの発達を

多角的に捉えることを心がけた。また、HANA のことばの実践を辿る手がかりとなる文献

資料として、教師と保護者の間で交換された連絡帳、成績表や日記なども合わせて分析対

象とした。さらに、筆者の言語能力観の変容に影響を与えたと考えられる、JSL の子ども J

に対する日本語支援も分析対象とした。 

調査対象は、筆者の娘 HANA と、筆者が日本語支援を担当した JSL の子ども J の 2 名

である。HANA は日本人の夫との間に生まれた筆者の長女である。幼少期に日中間の空間

的移動を経験し、2011 年現在は日本国内インターナショナルスクールの 4 年生に在籍し、

英語、日本語の二言語間を行き来しながら成長する「移動する子ども」である。J は中国語

を母語とする JSL の子どもで、都内の公立中学校に通う女子生徒である。2010 年 3 月末、

一足先に駐在生活を始めていた父親のもとに母親と共に来日した。母国で中学 2 年生を半

分終えたところで来日した J は、4 月から中学 2 年生に編入した。筆者は同年 5 月から J

に対する日本語支援を開始し、支援は 2011 年 3 月まで約 1 年間継続して行われた。J もま

た、「移動する子ども」である。 

本研究では、この二人の「移動する子ども」に向き合うことを通した筆者の言語能力観

の変容に焦点を当てた。尚、本研究で扱うデータの種類についても、本章で詳述した。 

  

第 3 章 「移動する子ども」になった HANA のことばの発達と私の言語能力観の変容 

 本章では、HANA の 1 歳から 7 歳までの日本語と英語の発達過程を追うと共に、何がど

のように影響して筆者の言語能力観が形成され、また変容したのか、その過程を明らかに
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した。また、筆者が「ことばの力とは何か」を考えるきっかけとなった JSL の子ども J に

対する支援についても合わせて分析・考察した。そのうえで、「移動する子ども」になった

HANA の言語発達の過程と、筆者の言語能力観の変容過程の関連を、分析・考察した。 

 以下の表は、HANA のことばの発達過程と、筆者の言語能力観の変容をまとめたもので

ある。 

 

  HANA のことばの発達  筆者の言語能力観 

日本語・英語の順調な発達  HANA のことばの実践をまるごと捉える  

 

 

3歳 

＜日本語＞ 

0「伝達」する力としてのことばの

発達（「一次的ことば」の発達） 

＜英語＞ 

・英語による指示を理解する 

・関係性を作る 

・クラスの活動を理解する 

 ＜判定基準＞ 

・HANA が「家にいるときと同じように」

過ごせているか 

≠「何ができるか」「誰かと比べて」 

・HANA がことばの通じない世界で初め

ての集団生活を送ることへの不安 

ことばとの「距離感」の広がり  比較基準を求める  

 

 

4歳 

＜英語＞ 

0・日本語話者を好む 

・日本語で DVD を観たがる 

＜日本語＞ 

・文字学習への拒否感 

 

 ＜判定基準＞ 

・母語話者を基準に「できていない」こ

とは何か 

・複数言語環境で子どもを育てることへ

の不安 

→「何をすべきか」（環境作りに奔走） 

学習意欲・自信の低下  他者からの評価を基準とする  

 

 

5歳 

＜英語＞ 

0・「できない」ことへの指摘 

・「やらされる」ことの増加 

＜日本語＞ 

・友人ができる 

・文字を覚える 

→「書く」実践の広がり 

 ＜判定基準＞ 

・教師からの指摘、受験など、他者から

の評価基準を満たしているか 

・基準を満たせず受入られないことが、

HANA を育てる私自身に対する否定のよ

うに感じられる不安 

→「できる」ように（詰め込み学習） 



5 
 

ことばの実践の広がり  他者から認められる HANA を評価する  

 

 

6歳 

＜英語＞ 

・0 日・英の混在が認められる環境 

・自分を認めてくれる友人・教師 

＜日本語＞ 

・やらされる実践（公文式） 

・自主的な実践（私への手紙） 

 ＜判定基準＞ 

・HANA が「できる」ことは何か、「でき

ない」ことは何か 

・HANA が楽しそうに学校に通う姿に安

堵 

→HANA が認められること＝私が認めら

れること 

ことばの実践の広がり  言語能力観の問い直し  

 

7歳 

0＜英語＞ 

・学習活動に参加する達成感 

＜日本語＞ 

・新しい環境で関係性を築く経験 

・関係性に支えられたことばの実践 

 ＜判定基準＞ 

① J：「日本人みたいに」とは何か。 

＜判定基準＞ 

② HANA：「移動する子ども」として必

要なことばの力とは何か。 

以上のことから、HANA のことばの発達は、時に停滞・あるいは後退しているようにも

見え、その発達過程は直線的あるいは均質的ではないことが明らかになった。また、筆者

の言語能力観は、HANA のことばの実践やことばとの「距離感」（川上、2011）、母語話者

の子どもとの比較や他者からの評価など、さまざまな影響を受けて変容していることが明

らかになった。さらに、J に対する実践を通して自身の言語能力観の問い直しが行われたこ

とにより、「私」の中にある親としての言語能力観と、実践者としての言語能力観の間にあ

るギャップが意識化された。本章では、以上を以て、親として実践者として、どのように

「移動する子ども」に向き合い、ことばの力を育成すべきか、という筆者の問題意識が生

成された経緯を明らかにした。 

 

第 4 章 「移動する子ども」に向き合う「私」はどのようなことばの力を目指すのか 

 本章では、3 章で掲げた筆者の問題意識に対する答えを導き出す為、HANA と J に対す

る実践を通した私の言語能力観の変容と、HANA の 7 歳から 9 歳までのことばの発達の関

係を更に詳しく分析・考察した。具体的には、「移動する子ども」が自らの「学びの可能性

を開く」（石井、2006）為のことばの力の育成に必要な観点を示した上で、実践の中からそ

れぞれ、J に対する「インターネットを活用したニュースの翻訳活動」と、HANA に対す
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る「お話作り活動」を取り上げた。 

実践における二人の子どもの「活動に参加する態度の変化」「ことばに対する意識の変化」

を受け、筆者が考える「移動する子ども」に必要なことばの力とはどのようなものかがよ

り明確になっていった。それは、「移動する子ども」が自身の持つ複数のことばの学びを統

合しながら、学びの可能性を切り開いていく力であり、学びを積み重ねる過程において「日

本語を用いる私」あるいは「複数言語を用いる私」としての自己実現をはかる力である。 

また、分析の結果、実践における J の変化を捉える時には筆者の親としての視点が入っ

ており、HANA の変化を捉える時には筆者の実践者としての視点が入っていたことが明ら

かになった。つまり「私」の言語能力観は、親として、実践者として、と明確に区別され

る固定的なものではなく、それぞれの子どもと向き合い、ことばの力を捉える時に立ち現

われる動態的なものであることがわかった。 

以上のことから、親として実践者として、それぞれの子どものことばの発達を捉え、実

践を振り返り、自身の言語能力観を問い直す中で、ことばの力とは何かを明確にする過程

は、「私」がどうありたいかを模索する過程でもあることが明らかになった。子どもが学び

の可能性を開き、「移動する子ども」としての自己実現を果たす為のことばの力を探求する

プロセスは、筆者が子どものことばの学びの過程に寄り添い、支えていきたいという「私」

としてあり方を探求するプロセスであったからである。以上のように、子どもと実践者が

それぞれの自己実現を目指すプロセスが重なった時に、ことばの力を「学習者と実践が共

に探究する」（川上、2011）関係が生まれるのである。 

 

第 5 章 結論－相互構築的なことばの力の育成を目指す日本語教育の意義－ 

本章では、第 1 章で示した研究課題に立ち戻り、実践者と子どもが相互主体に向き合う

ことから、相互補完的な関係へ、さらに相互構築的にことばの力を育成する言語教育の意

義を考察した。まず 5.1.では、改めて HANA のことばの発達過程を振り返り、研究課題①

に対する答えを導き出した。そのうえで、子どもが持つ複数のことばの発達に関連する要

素と、ことばの発達を支える為に必要な観点とはどのようなものかを明らかにした。次に、

5.2.では、研究課題②に対する答えを導き出し、親が言語能力を捉え直すことの意義を考察

した。5.3.では、子どもがことばの発達過程において自らの複数言語能力に主体的に向き合

うことと、実践者としての親が自らの言語能力観を捉え直すことの相互関係を考察した。 

 まず、HANA のことばの発達過程には、川上（2011）が唱える子どものことばの力の 3
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つの特性「動態性」「非均質性」「相互作用性」が見られることがわかった。また、ことば

の発達には、関係性に支えられたことばの実践における「実感」の積み重ねの中で「自己

肯定観」を高め、自身の言語学習と生き方を結びつけて意味づけていくことが重要である

こと、言語使用体験を主観的に意味づける際に必要なメタ的なことばの力を育成すること

が必要であることが明らかになった 

 次に、親の言語能力観もまた、子どものことばの発達と共に変容していくものであるこ

と、その変容過程は言語能力観の持つ動態性によって変化する可能性を持つことが明らか

になった。また、言語能力観の問い直しによって、親もまた、「移動する子ども」に対する

言語教育の実践者となり得ることも明らかになった。さらに、親が自らの言語能力観を捉

え直すことは、親自身の主体的な生き方を構築するものでもあり、子どものことばの発達

をより広く支える「協働的な教育実践」（川上、2011）につながる可能性を持つことが明ら

かになった。 

 子どもが自らの言語体験を肯定的に意味づけ、「なりたい自分」を見出していくことばの

発達過程と、親が「移動する子ども」の親としてのあり様を明確にするための言語能力の

問い直しは、親子がことばの力を「共に探究する」関係性にあるとき、相互補完的にそれ

ぞれの主体的な生き方を構築するものである。そして、その相互作用の中でことばの力を

育成する実践を実現するために、実践者としての内省的な振り返りを記述し、他者との共

有の中で変容を促すために「実践を語る」（池上、2009）ことが重要になることが示唆され

た。また、相互構築的なことばの力の育成を目指す言語教育は、「移動する子ども」とその

親の主体的な生き方を支えるものとして意義があると考えられる。さらに、これまでの先

行研究において、言語選択や教育戦略といった一方向的な働きかけとして捉えられてきた

子どもの言語教育環境を、子どもがどのような関係性に意味を見出し、その関係性の中で

どうありたいのかを共に考え、学びを支える場としての質的な面から捉え直す視点を与え

るものとして意義があると考えられる。 

 本研究では、HANA 本人がことばの発達をどのように捉え、主体的な言語能力意識を変

容させてきたのか、その過程を明らかにすることができなかった。親の語りと本人の語り

を合わせて検討し、さらに重層的な考察を重ねることを今後の課題としたい。この課題を

ふまえつつ、今後も引き続き相互構築的なことばの力の育成を目指す日本語教育の意義を、

HANA と共に探究していくつもりである。そして、私たちがことばの力を共に探求してい

く物語が、「移動する子ども」とその家族に対する理解を進め、子どもたちの豊かな将来を
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開くための一助となることを目指したい。 
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