
年少者日本語教育実践研究                  報告日 2004年 08月 24日 

“対話”を通して考える力を身につける 

 
                            実践報告者： 鐘 珮禎 
名前 Ｔちゃん 
在籍学年 小学校４年生 
指導開始時の在日期間 １年５ヶ月 
言語環境 日本語を中心に。 

家庭内言語 日本語、中国語（上海語） 
言語使用状況 母親とは日本語と中国語。父親とは日本

。 語

 

日本語 
[JSLバンドスケール] 

 

測定日 聞く 話す 読む 書く 
2003/12  ６  ６  ５  ４ 

  2004/07  ７  ７  ７  ５ 

子どもの様子 初めてＴちゃんに会った時、彼女からは物静か

な印象をうけた。（初指導は２００３年の１０月か

ら）いつも同じの友達としか遊ばなかったが、四

年生になってからは、もうすでにクラスに溶け込

んでいるようで友達も増えてきたので、休みの時

間によく大勢の友達と一緒に話したり遊んだりし

ていることが見られる。交友関係には問題がなさ

そう。 
今までの支援の有無  ある   

2003年 10月 21日 ～2004年 12月 16日 （担当：
鐘珮禎 ） 
2004年 05月 11日 ～2004年 07月 13日 （担当：
鐘珮禎 ） 

 
実践の概要 

期間  2004年 05月 11日 ～2004年 07月 13日 （全 07回） 

時間   火曜日の放課後 

形態  家庭内支援 

目標  長い文書が書けるように。 
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 自立学習態度を身につける。 

 
 

一回目 ５月１１日 (火) 入り込み。 
国語：小テスト、漢字スキル、「最～」の練習 
三年生より、漢字がきれいに書けるようになった。はねるところや、とめるところなど、

中国の漢字に書き間違えないように気をつけてゆっくりと書けるようになってきた。 
。 
算数：円と球、コンパスでコマを作る。 
直径、半径の練習。そして、コンパスでコマを作る練習もした。Ｔちゃんはとても上手に

コンパスを使って、色を塗ったコマをつくりあげた。 
 
理科：花を植える。 
Ｔちゃんの班はヒマワリだった。「まず、植木鉢に石を敷いて。そして、土を入れますね。

最後に腐植土を入れてからようく混ぜますね！」と理科の先生の指示通りに皆が動きだし

た。土を入れたら、皆頑張って説明書を読んで、間隔を測ってヒマワリの種を丁寧に土の

中に埋め込んだ。（説明書には難しい漢字がたくさんあったので、子どもは殆ど読めなかっ

た。理科の先生と私はちょっと簡単な説明を加えた。）すべての動作を終えたら、水をあげ

て、教室まで持ち帰るだけ。 
→先生とＴちゃんの希望によって、今後Ｔちゃんの家庭で日本語支援をすることに決めた。 
＊ ５月１８日 指導者の都合によって、日本語支援を一回中止する。 

 

二回目 ５月２５日 (火) 家庭支援。 
国語：【物語】（白いぼうし）・漢字練習 
まず、文章を読ませてみた。三年生よりずっとなめらかに読めるようになった。文や語

句などの切れ目もちゃんと分かるようになってきている。中国語読みもなくなった。知っ

ている語彙も前より増えてきた。ほとんど説明をせずに内容が理解できているようだった。 
次に、段落ごとに、要旨を簡単に書いてもらった。指示を出したら、すぐに“分からな

い”とＴちゃんが言い出して、書こうとしない。。Ｔちゃんはもともと書くことが嫌いとい

うことを知っている。少しでも書かせるために、本文に戻って、Ｔちゃんと話しながら（討

論しながら）内容（段落ごとに）をもう一度確認した。話している過程で、内容について

Ｔちゃんは全部答えられた。最後に話をまとめて、書かせると言ったら、いやいやでも何

とか簡単に書いた。漢字について形きれいに書いた。音読みと訓読み、そして送り仮名も

十分に気をつけて書いた。 
→Ｔちゃんととても仲が良くなってきたため、Ｔちゃんが分からないところがあったら、

まず自分で考えてみないで、すぐ私に甘えてくる傾向になっている。助けをもらいに来る。

また、宿題を適当に済ませる傾向が見られる。今後の目標について、Ｔちゃんの学習態度、
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自立学習がしっかりと身につけられるように努力して試みる。 
 
三回目 ６月０１日 (火) 家庭支援。 
算数：＜算数ドリル＞割り算 
算数はＴちゃんの一番得意な教科。しかし、三年生のときより、答えは良く間違えたり

することに気がついた。問題が分からないから解けないのではなく、速度を追求するため、

答えを書き間違えたりするのだ。式は全部あっていたのに、答えのところだけは間違った。

どうして誤ったのかについて、Ｔちゃん自分自身も良く分かっていると思う。答えを合わ

せるとき、Ｔちゃんの悔しい表情から分かったのだ。Ｔちゃんの心を落ちつけるために、

算数のドリル練習を暫く止めて、やすみ時間にした。休みの時、Ｔちゃんは学校でのこと

をたくさん教えてくれた。学校生活をとても楽しく語ってくれた。私たちの会話は三年生

の時より増えてきた。週に一回しか会えないので、この対話を通して、Ｔちゃんが普段、

学校でどんな生活を送っているか、友達との関係などがよく分かる。子どもとの対話を通

して、お互いの信頼関係もうまく築いていく。暫く休んでから、私は割り算の問題を作っ

て、Ｔちゃんに小テストをさせた。このとき、Ｔちゃんはとてもきれいな式を書いて、ゆ

っくりと計算した。答えも全て正解だった。 
＊ 運動会のため、指導を一回中止にする。 

 

四回目 ６月１５日 (火) 家庭支援。 
国語：新出語の練習と読み【挙、浴、笑、冷、湯、注、礼】 
まず、漢字の書き方の練習。漢字の形は三年生よりずっと綺麗に書けるようになってき

ている。新出語の中には“礼”だけは少し理解し難しかったようだった。その時、私は＜

助けてもらった時、お“レイ”をいうでしょう。例えば、ありがとう。どうも。などのよ

うな言葉よ。では、このときのレイは、どんな漢字でしょうかね。＞とちょっとヒントを

提示した。しかし、Ｔちゃんはお“祝”と書いた。そして、中国語で説明してから、Ｔち

ゃんは“あっあっ！分かった。分かった。礼貌の礼（中国語）対不対！？（でしょう）と

とても喜んで言い出した。やっと“礼”という漢字とその意味が結び付けて理解が出来た。 
そして、教科書のなか、ちょうど鯉のぼりの絵があって、Ｔちゃんは鯉のぼりをみて、

私に説明をし始めた。そこで、五月五日、端午の節。日本と中国とも端午の節句があるの

で、この機会を持って、少しＴちゃんと中国の行事について話してみようと思った。＜日

本の端午の節句は柏餅食べるけど、中国の端午の節句は皆粽を食べるのよ！なぜかって知

ってる？＞ 
中国語と日本語を両方使って、中国の歴史と昔話をＴちゃんに説明してみた。そのとき、

Ｔちゃんが急に“あっ。と叫んで、“中国で勉強した時、なんか教科書で見た覚えがある。”

と言った。（笑）そのあとも端午の節句の話を続けた。 
 
五回目 ６月２２日 (火) 家庭支援。（今日は学校の友達を一人呼んできて、一緒に勉強
することに。） 
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国語：新出語の練習、小テストと交換ノート 
今日、Ｔちゃんは友達を家に呼んできて一緒に勉強することになった。Ｔちゃんはとて

も楽しそうで、二人ともテンションがものすごく高かった。Ｔちゃんは非常に勉強する気

になってきた。テストの時、二人とも相手に負けたくないらしくて、真剣に回答した。分

からないところがあったら、Ｔちゃんはすぐに私に助けを求めてくるのではなく、自分で

考える姿勢が見られた。二人とも、どうしでも答えが思い浮かべない時、少しヒントをあ

げて考えさせる試みをした。漢字のほうは、やはりＴちゃんはうまかった。（中国で漢字指

導を受けたことが助けになったと言える）漢語もたくさん知っていて形も綺麗に書けた。

三年生より知ってる語彙が増えた（日本の漢語語彙の発音は中国語の発音と似ていること

があるのでプラスになると考えられる）。しかし、交換ノートを書くときは、日本人の友達

は量的も質的も、Ｔちゃんよりずっと多かったし、内容も富んでいる。しかし、いままで

書くことが大嫌いだったＴちゃんが交換ノートを書いてくれたので本当に嬉しかった。 
→友達同士と一緒に勉強すると、お互いの競争心が湧いてきて、勉強に対する態度も一変

になった。競争しあいながら、助け合う。学習にはとても有益とおもう。 
＊ 指導者の都合によって、指導を一回中止にした。 

 
六回目 ７月０６日 (火) 家庭支援。 
理科：【星座】空を見てみよう。星を観察しよう。 
いままで、ずっと国語と算数を中心に指導してきたが、他の教科について問題あるかど

うか、確認したくて、今日は理科の指導をすることにした。 
Ｔちゃんは教科書を見ながら、自ら星座と星について説明をしてくれた。“赤星は白い星

より温度は低いのよ。でも、クラスの皆ね、赤い方が高いって言ってた。私とＫくんだけ

正しい答えを知ってた。”とＴちゃんが語ってくれた。そして、夏の大三角についても語っ

てくれた。“ベガ、アルタイル、デネブと言う三つの星があるよ。”と述べた。学校の授業

で学んだものを一生懸命教えてくれた。（話す力はかなり高い。そして、理科にある抽象概

念も大分理解している。） 
ちょうど、明日は七夕なので、私は中国における七夕のストーリをＴちゃんに教えた。

Ｔちゃんと話していながら、Ｔちゃんは日本の数量詞や日の数の読み方がわからなかった

ということに気がついた。特に“五日”（イツカ）以降の読み方は全然分からなかった。二

十日は“ハツカ”と読むことも知らなくて、ハツカを八日だとずっと誤解していたそうだ。

今まで気付かなかったので、ちょっとショックで悲しかった。やはり、子どもとたくさん

のことについて話してみてみないと、週に一回の支援だけで。子どもの言語の使用状況に

ついて、四技能について全て把握することは出来ないと感じた。 
 
七回目 ７月１３日 (火) 家庭支援。 
パソコンゲーム（日本語練習用のソフト、お母さんがＴちゃんのために買ったもの。） 
Ｔちゃんはとても興奮でゲームのやり方、手順などについて、説明してくれた。そして、

機械で絵を描きながら、いくつの駄洒落を教えてくれた。 
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例①：たくさんの＜プリン＞を描いた。→プリンは栄養たっぷりん。と文を書いた。 
例②：＜オルカ＞という魚（オルかは魚の一種だそうだ）をたくさん描いた。→オルカ、

こんなにいっぱいおるか。

例③空に浮いている＜布団＞を描いた。→ふとんがふっとんだ。 
（まだまだたくさんあったが）私は本当にビックリした。Ｔちゃんは駄洒落ということを

本当に知っているのかなと思って、Ｔちゃんに聞いてみた。Ｔちゃんは“うん、分かって

るよ”と言って、そして、下線のところに指差して説明してくれた。（日本語の構造につい

て、理解出来ていると判断できる。）日本語を何年も勉強していた学習者にでも、日本人の

ユーモアを理解するのには大変難しいが、Ｔちゃんはただ１年、二年日本語を勉強しただ

けで、クラスの人が言っていたジョークやテレビ、本で出てきた駄洒落などを理解できて、

本当にすごいと思った。やはり育ち環境、学習環境はとても影響があると感じた。日本の

社会（学校生活）に慣れ、すこしずつ日本人の慣習をわかる様になってから、日本人の思

考方式なども身につけるようになったからできるのだ。 
 
三年生のときのバンドスケールよる結果について 

聞く ６  

入り込み指導の場合には、先生の話や指示などを理解しているが、分からない語彙がた

くさんあったので、理解できない場合もある。その時、隣の友達に聞いてもらったりする

様子がみられる。 
話す ６ 

授業ではあまり発言したりしないが、家庭支援の時、学校のことや自分のことについて

聞けば話してくれる。難しい概念や知らない語彙があるとき、他の簡単な類似な表現、語

彙を使って説明してくれる。話す力はかなりあると考えられる。 
読む ５ 

中国読みで文章を読んだりすることはよくある。文と文の切れ目も分けられないよう。

（助詞の概念はまだ完全に定着していないようだ）知っている語彙が限られているので、

内容理解についても限られている。しかし、文体や語彙などについてちょっと補助（中国

語で説明を加えたりなど）があれば、すぐに理解が出来る。再話することもできる。 
書く ４ 

書くことについて、とても消極的。文章はなかなか書いてくれなかった。（短文なら書く

が、長い文、例えば感想文など、全然書こうとしない）カタカナ、平仮名を間違えたりす

ることもよくある。 
 
四年生のときのバンドスケールによる結果について 

聞く ７ 

知っている語彙や文型などが増えてきているため、先生の話（教科の内容）、友達同士の

話などについて理解はほとんど出来ている。私からの補助がなくても、日本語についてほ

とんど分かる。 
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話す ７ 

授業の再話を自らしてくれて、抽象的な概念についても説明できる。たまに、言いたい

ことが日本語で表現出来ないとき、中国語や他の似たような日本語表現を使って説明する。

そして、話のスピードもかなり早くて滑らかで、短文、語彙程度の文ではなく、接続詞、

助詞をちゃんと認識して、複雑な複文は言える。擬音擬態語も上手に使う。かなり日本人

のような話し方をしている。三年生より話の内容に“深み”はある。 
読む ７ 

語彙は三年生よりかなり増えてきて、文型も定着しているようだ。中国読みもなくなり、

複雑な文章でも日本語読みで正確に読めるようになった。文章を読んでから、再話してく

れることもできるので、かなり内容把握がきちんと出来ているようになった。 
書く ５ 

漢字は綺麗に正確に書けるようになった。中国の漢字に間違えて書いたりすることはな

くなっている。ただ、文章を書くことは相変わらず、抵抗がある。書くより話す方がすき。

しかし、今回の指導で書く意欲を高めるためにちょっと工夫をした。交換ノートを使った。

そうすると、すこしずつ書く気がなってきた。また、学校で書いた感想文をみせてもらっ

て、文型や言葉使いについてはあまり問題はなかったが、内容の深さ、また量的はちょっ

と少なかった。 
 
考察 

教科学習については、ほとんど問題はない。全般的な日本語力は三年生よりずっと上達

しているので、内容理解に助けになった。また、友達との関係がうまくいっているという

ことも、日本語の勉強にも役に立つ。 
学習態度については、あまり集中できない姿勢が見られる。私との関係が良くなったこ

ともあって、すぐに甘えに来る。自分で考えるのは嫌で、すぐ私に答えを求めに来る。で

も、一方的私が話すこと（教えること）を止めて、対話をしてみると（子どもと話し合い

をすると）、教科内容もちゃんと理解して再話できたし、答えることも出来た。そして、話

をまとめて文章もかけた。今回の指導目標は話（対話）を通して、考える力、そして自立

学習態度を育てる。ということで、成果が見られると思った。少しリラックスした気分で、

話し合いながら勉強することは学習にとても有益と感じた。また、分からないところがあ

っても、すぐには教えず、ヒントを出したり、話しあったりすることも今回のポイントに

なる。対話を通して考える力を養う。 
母語について（中国語）、Ｔちゃんは中国語を話す頻度はすごしずつ減っているが、中国

語、中国で教育を受けた経験があることで、日本での学習にもいい影響があった。漢語を

みて、意味の連想ができるなど。筆者も中国語が分かるので、Ｔちゃんの学習状態を把握

できる。また、分からないところがあったら、中国語で説明することによって理解に助け

になる。（もちろん、Ｔちゃんは全ての中国語が理解できるわけでもない。）  
最後に、教科の指導だけではなく、子どもの心（人格育成）の指導もとても大事と感じ

た。特に女の子は男の子より心も体も早く成長するので、四年生と言っても、既に異性に
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対する意識、恥ずかしいという気持ちが持ちはじめるようになって、いろいろなものにつ

いて深く考え始める。親に言えないこともある。このとき、指導者として子どもの心理的

な変化に気付き、そしてそれに対応する力は必要と感じた。 

 77 
 
 


