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１． はじめに 

 
 近年、社会の変化に伴い、公立学校で学ぶ JSL 児童が、急激に増加している(1)。また、

その対象児童が、各学校に分散して通学している現状から、特別な日本語教育の指定校だ

けではなく、それぞれの学校が、的確に指導できる学校体制を体系的に整えていくことが

求められている。また、こうした「学校体制の確立」と同時に、個別の児童への「指導内

容」「指導方法」の検討も急務である。 
   本稿では、こうした現状を踏まえて、公立学校における JSL 児童への支援のあり
方について、具体的な教師の実践を観察することにより検討し、支援体制を提案する。 
 
２． 学校の状況 
 
 筆者は、Ａ小学校に約 3ヶ月間、週 1回から 2回ほど訪問し、JSL児童や日本語学級の
教諭、また、他の教職員の参与観察やインタビューを行ってきた。この学校は、JSL 児童
が多く在籍していて、言語の種類も様々である。こうした現状の中、学校長を始め、3人の
日本語学級の教師を中心に様々な取り組みがなされている。まず、学校の教職員の共通の

考え方について述べる。 
 この学校は、「子ども中心」に考えられていて、みんなで、一人ひとりの子ども達を見守

っていこうとする体制ができている。また、様々な文化的背景をもった子ども達も、自然

にスムーズに生活を送ることが出来るように細かな配慮もされている。そして、この学校

の特徴の一つとして、「みんなが、完全じゃなくていい」という考え方を教師も子ども達も

もてるような雰囲気が学校全体にあることがあげられる。この考え方によって、JSL 児童
にとってはもちろんのこと、他の日本語を母語とする児童にとっても、安心して言葉を使

うことができる。こうした心のゆとりが、子ども達一人ひとりの心を豊かにし、相手の間

違いに対しても、寛容な気持ちで優しく接することのできる心を育てていると考える。 
 このような教職員の思いは、子ども達の学校生活の中に活かされている。例えば、校長

室の前には、子ども達一人ひとりが手紙を書いて校長先生と手紙の交換ができる「お手紙

ポスト」がある。困ったことがあったらいつでも相談でき、校長先生も子ども達一人ひと
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りに、返事を書いて相談にのってあげている。こうした活動が、子ども達にとって安心し

て学校生活を送ることのできる要因の一つになっている。 
 また、一般的に学校では、チャイムで時間を知らせるところがほとんどであるが、Ａ小

学校は、子ども達の大好きな歌で時間を合図している。様々な文化的背景に育った子ども

達が、違和感なく自然と生活していけるようにという配慮からである。だから、子ども達

の動きがゆったりと流れる。この音楽が流れたら、休み時間が終わりだということや給食

の始まりだということなどを自然と子ども達に気づかせてくれる。 
 この音楽は、放送委員の児童も担当しているが、時折、放送の言葉が間違っていること

がある。しかし、そのことを、だれも叱ったりするものはいない。なぜなら、「みんなが、

完全じゃなくていい」という雰囲気が学校全体に浸透しているからである。ここでは、子

ども中心に皆が考え、常によりよい方向を模索しつつ検討が重ねられている学校なのであ

る。 
 このような取り組みからもわかるように、教師の想いや支援のアプローチがそれぞれ異

なっていても「目の前の子ども達に生き生きと過ごしてほしい」と願う気持ちは、全教職

員共通している。そして、それぞれのこうした想いから、学校独自の工夫が様々な場面で

なされ、常に活気があり、子ども達にとって安心して過ごせる温かみのある雰囲気を作り

出しているのである。 
 では次に、教師の JSL 児童に対する支援について考える。ここでは、対称的なアプロー
チで子ども達に接している二人の日本語学級の教師の実践を取り上げ、その想いを中心に

検討していく。 
    
３． Ａ教諭の考える JSL 児童への支援 
 
 「私は、在籍学級のクラスに子ども達を返すために授業をしています」と話すＡ教諭。

子どもは、教師より友達から学ぶもの、在籍学級の中で育つものだと確信していると言う。

そうであるなら、できる限りスムーズに在籍学級へ戻したいと考えるのは、当然である。

そして、その想いが、Ａ教諭の実践している JSL 児童への支援のあり方にも表れているの
である。 
 
３．１ 日本語は、コミュニケーションのための道具である 

近年Ａ小学校においても、JSL 児童が急激に増加している。また、入学してくる児童の
言語も様々であり、その児童の母国も多様である。しかし、それでも在籍学級での子ども

達のコミュニケーションは、日本語で行われている。たまたまそこでは、彼らにとっての

共通の言語が日本語なのである。「日本語は、子ども達のコミュニケーションを成立させる

ための道具である」ということを、Ａ教諭は今までの経験から確信している。 
 
３．２ 子どもは、仲間同士のかかわりの中で多くを学ぶ 

 様々な言語を話す子ども達がクラスに在籍していても、そこのクラスで共通して話され
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る言語は、やはり日本語である。そうであるならば、みんなが共通して活発に話されてい

る日本語を在籍学級の中で学ぶことが、JSL 児童の日本語力を伸ばす一番の方法なのでは
ないかとＡ教諭は考える。仲間の中で実際に話される様々な日本語を聞いて、友達との関

わりの中でコミュニケーションの仕方を学んでいく。このような考え方も、Ａ教諭が実際

に子ども達と直接接し、長期にわたり試行錯誤を繰り返しながら子ども達の支援のあり方

について検討してきた結果である。この考えのもとになった実践の一例を紹介する。 
 8年前、今まで個別の取り出し指導を行ってきた子ども達に対して、初めてグループ指導
を取り入れた。そのグループでの学習の中では、子ども達の互いの関わり合いの中で積極

的に学び合い、互いが高め合っていく姿を見ることができた。Ａ教諭は、このグループ学

習を始めて、こうした子ども達の学び合いこそが、本当の学びであると確信した。このよ

うな体験を通して、子ども達を一日でも早くスムーズに在籍学級に戻せるようにという考

えをもつようになり、今も、同じ気持ちで日々子ども達と接している。 
 

３．３ 一人ひとりの子どもに合った支援 

Ａ教諭は、「日本語学級だけを見ていては、子どもの実態は、わからない」と言う。在籍

学級の中での子ども達の様子と日本語学級での子ども達の様子では、様子が異なると言う

のだ。在籍学級での学習のやり取りの様子を見ながら、その子の力を多面的に見ていく必

要があると考えているのである。 
 在籍学級の担任教師と日本語教師との連携がうまくとれた場合に、JSL 児童への日本語
のよりよい支援方法が見いだされる。在籍学級と日本語学級での JSL 児童の実態が異なる
なら、その子のそのときどきにあった支援の仕方が必要であり、それが、一人ひとりに合

ったきめ細やかな JSL 児童への支援である。こうしたきめの細かい支援は、教師間の連携
があってこそ初めて実現するものである。最近、次のようなエピソードがあった。 
ある日、日本語学級へ行くと、児童が一人増えていた。転入生かと思っていると、Ａ教

諭は、彼女は在籍学級にいた児童だということを筆者に教えてくれた。その児童は、自分

から国語の時間に日本語学級に戻って学習したいということを教師に伝えてきたという。

こうした申し出のできる児童のストラテジー能力もすばらしいものがあるが、その申し出

を受けて、その子に合った指導をその後の教師間の連携により柔軟にできる体制もすばら

しいものがある。これこそ、一人ひとりに合った柔軟な支援ではないだろうか。 
また、在籍学級の担任教師と日本語学級のＡ教諭との連携で、在籍学級における国語の

チームティーチングの指導も行われている。在籍学級においても、JSL 児童が充分に参加
できるような、具体物や絵などを提示し、子どもの学習のステップをより細かく設定した

授業により、JSL 児童の理解がよりスムーズに進むように工夫されている。また、日本語
学級の教師がＴ１の教師として授業を行うことにより、JSL 児童の在籍学級での実態をよ
り正確に把握することができ、様々な場面での JSL 児童を長期的に多面的に支援していく
ことができる。そして、その子にあった効果的な支援の方法を考えていくことが可能にな

っているのである。こうした、教師間の協力した支援体制により、JSL 児童はもちろんの
こと、日本語を母語とする児童にとっても確かな学びとなっており、このような支援体制
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も、目の前の子ども達の実態に応じた支援の形である。 
 

４． Ｂ教諭の考える JSL 児童への支援 

 
 日本社会での子ども達の受け入れは、時には排他的であり、閉鎖的でもある。日本に来

て、JSL 児童に待ち受けていたものは、日本の子ども達の中にある偏見や差別の現実であ
る。そして、子ども達の母語の使用が、来日により、まわりの社会（人）から禁圧された

りする中で、子ども達の内面の表現活動が閉ざされていく。また、教師は、児童が自己形

成する過程での母語のもつ役割について時には気づいておらず、それは子どものアイデン

ティティの形成にも大きな影響を与える。つまり、子ども達は、日本語を習得するプロセ

スで、自分自身に対し自信を失う。自国の文化や言語が無意味でつまらないものだと考え

てしまうこともあるのである。 
 Ｂ教諭は、日本語教師になったばかりのころ、スキルとしての日本語教育方法の獲得に

全力を傾け、「子ども達の壁は、言葉である。だから、一日でも早く子ども達に言葉を身に

つけさせてやりたい。」と考えた。しかし、いくら言葉を学んでも、子ども達の表情は、明

るくならなかった。子ども達は、「なぜ、日本語を学ばなければならないのか」わかってい

なかったということを子どもの姿を通して気づいたのである。その後、子ども達の母国・

ふるさとのことを話すと、目を輝かせて聞いてくれるようになり、日本の社会の中で、自

信を失っていく子ども達に、母国のもつすばらしさに気づくことが必要であると考えた。 
 Ｂ教諭は、このような経験から、決して日本の価値観を押しつけない教育、自分の国や

自分の言葉に誇りをもって、自分に自信をもって生きていく「生き方」を学ぶ教育が大切

だと考え、そのことを学習教材にどう生かすかを教育実践として行っていった。そして教

師というものは、その子の「生き方」を学習者と教師が一緒になって見つけていく。こう

した、支援が必要だと考え、現在もその信念に基づいて実践している。日本語の習得は、

自らのアイデンティティが確立してこそ、その学習効果もあがると考え、子ども達の安定

する「居場所」を考え外国語クラブを作った。 
 
４．１ 外国語クラブの設置 

 Ａ小学校には、外国語クラブがある。昨年度、Ｂ教諭が教育の一環として必要性を感じ、

設置が実現したという。ここのクラブには、母語の異なる子ども達と、日本語を母語とす

る子ども達が一緒になって、外国の言葉や文化を学んだり、体験したりしている。日本社

会の中で、子ども達に自信と誇りを持ってもらいたいという願いから設置されたクラブで

あるから、その子ども達のルーツに関係のある文化を意図的に選び学んでいる。１学期は、

韓国やタイのことを学んだ。自分の国や友達の国の言語や文化、時には食文化などに直接

ふれることにより、子ども達が得るものは多い。 
自分の国のことを学ぶときは、その国から来た子ども達が自然と主役になり、母語を話

す機会も出てくる。筆者の見たかぎりでは、前に出て母語の挨拶をみんなの前でするとき

は、初め少し恥ずかしそうにしている児童もいた。しかし、韓国の飲み物「ミスカル」を

 32



作ってみんなで飲んだときは、韓国の子ども達は、他の子ども達が、自分の国の飲み物を

美味しいといって飲んでくれる様子を見て、確実に自分の国のものに対して肯定的な評価

をする。こうした積み重ねがやがて、自尊心につながり、日本語を学ぶ意欲も高まってい

くのである。 
 
４．２ 子ども達が安心して過ごせる環境 

 子ども達の「心の安定」があって、はじめて学習する意欲がわくということを強調して

みたい。子どもの心の安定なくして、子ども達の学習はありえない。こうした環境がなけ

れば、いくら学習しても効果が上がらず、学習が定着しないというのがＢ教諭の考えであ

る。家庭環境や在籍学級での友達との関係に関する相談を受けたり、子ども達の表情や態

度を見ることで常に感じているものは、子どもは、恵まれた環境がいい、無駄な苦労は子

どもには必要ないと言う。しかし、現実にはなかなかそうはいかないのである。Ｂ教諭は、

子どもと対話をしながら、その会話のやり取りを通して、子どものそのままの気持ちを綴

り、授業を実践している。対話の中から表現される作文は、その子の思いが凝縮され、こ

うした実践を行いながら、一人ひとりの支援の仕方をその子にあわせてその都度考えてい

るのである。 
 
５． 考察 

 
 この二人の日本語学級の教師を対比することにより、二人の共通点と相違点について述

べる。 
 
５．１ 共通点 

 まず、すべてのことを「子ども中心」に考えているところである。子ども達に生き生き

と輝いていてほしい、日本に来てよかったと子ども達に思ってもらえるように日々精一杯

努力しているところがあげられる。そして二点目は、自分達の母語を大切にしてほしいと

願う「子どもの母語維持」の重要性について意識して授業を行っていることである。Ａ教

諭については、母語維持の重要性について、全面に出した支援は行ってはいないが、子ど

も達の実態に合わせて、児童の母語も適宜使用しながら支援を行っている。 
 日本語指導には、その子の母語は必要ないと考える教師もまだ多いのが現実である。 
 しかし、実際には、研究でも学校現場でも子ども達の母語の重要性について検討され、

考え方も徐々に変化してきている。また、子ども達と実際に接している教師がその子の話

す言語を学び、その子に歩み寄ろうとする姿をその子が見たら、児童の心も少しずつでも

開かれ、その後、豊かな学びへと繋がっていくと考えているのである。 
 
５．２ 相違点 

Ａ教諭は、子ども達が日本の社会に早く馴染んでほしいと考えている。その方法論 
としては、単に取り出し授業の中で日本語能力を高めさせるのではなく、むしろ早くクラ
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スに返して友達とのコミュニケーションの中で、自然に日本語が身につくことを目指して

いる。 
一方Ｂ教諭は、日本に馴染ませるというよりも、まず自尊心を育てることが先決である

と考えている。そのために自分の母国や母語に誇りを持たせることを重視しているのであ

る。前述した外国語クラブの設置やその子どもの作文を通して自分のアイデンティティを

確立することがこれにあたる。 
 
６． 学校全体で取り組む支援のあり方 

 
 こうした二つの異なった考え方は、どちらが正しくてどちらが間違っているかとい 
うものではない。日本語教育には、どちらも外すことのできない大切な考え方である 
と筆者は考える。 
 そこで筆者は、JSL児童を長期的に見守っていく学校体制として「3段階のステップの支
援体制」を提案する。（図１） 
 
 

図１ ３段階のステップの支援体制 
 
  ＜日本語学級Ａの形＞     ＜日本語学級Ｂの形＞     ＜在籍学級の形＞ 
   Ｂ教諭の支援方法       Ａ教諭の支援方法 
自尊心、自信を育てる教育 → 在籍学級で学習するための  → 仲間同士のｺﾐｭﾆｹｰ 
「子どもの心の安定」を  ← 基礎を学ぶ助走期間の学習  ← ｼｮﾝのやり取りの中 
一番に考える支援      「学び方を学ぶ学習を中心に」  で、学びを深める 
  

 入学時には、日本語が全くわからずに入ってくる児童も多い。新宿区では、こうした児

童を対象に、JSL 児童の母語での適応指導を、５０時間受けることのできる制度がある。
しかしながら、日本語の力が５０時間で十分であるかというと、それはほんの第一歩に過

ぎず、適応指導が終了してからは、その子に合った支援の方法を学校現場が独自に考えて

いかなければならない。こうした現実を踏まえて、筆者は、図１の支援の体制を提案する。

適応指導終了後、まず、日本語学級Ａの形の個別指導により、JSL 児童に対する「心の安
定」を一番に考えた日本語教育の実践を行っていく。その後、第２のステップとして、児

童の実態を見ながら、本人や保護者との相談の上、日本語学級Ｂの形の個別指導により、

仲間との関係の中で、共同で学びを作っていく体験を行う。ここでは、在籍学級に戻った

ときに最も有効な、日本語を学ぶストラテジー能力を身につけさせることも重要となる。

また、グループ活動を十分に体験し、お互いのコミュニケーションの取り方についても自

然と学ぶことが出来るように工夫する。そして、第３のステップとして、在籍学級がある。

在籍学級では、その児童を迎え入れるための十分な準備が必要である。 
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７． 今後の課題 

 
日本語学級から在籍学級に JSL 児童を戻す基準を今後、明確にする。そのために、日本
語学級の教師、在籍学級の教師、そして JSL 児童本人それぞれが、在籍学級に戻ってうま
くいった事例と戻って失敗した事例を取り上げて、当事者である三者（日本語教師、在籍

学級の教師、そして JSL 児童本人）がどのように判断して戻る決断をしたかという視点か
ら実態を把握する。その上で、基準を見出す。 

 
注 
１．JSLとは、Japanese as a Second Language（第二言語としての日本語）の略。「JSL
児童」とは、日本在住の外国人児童や中国帰国者 3 世 4 世、日本人帰国児童など、過去
の学校教育での使用言語あるいは家庭内言語が、日本語以外の言語であり、日本語を「第

二言語」として使用する児童のことを指す。 
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