
年少者日本語教育実践研究                 報告日 2004年８月 31日 

中学校における日本語支援：どのような支援が必要なのか 

―「安心感」の確保と学習参加への動機づけ― 

 
実践報告者 齋藤 恵 

名前 K 
在籍学年 中学２年 
指導開始時の在日期間 ６ヶ月 
言語環境 中国語・日本語 
家庭内言語 中国語 
言語使用状況 中国で小学校 5年を修了後、11歳時に来日。中国語で

は、聞く・話す・読む・書くの 4 技能において、年齢
相応の言語能力を持っていると思われる。 

 

日本語 
[JSLバンドスケール] 

＊ 家庭でも、母親(中国人)の指導のもと、成人向けの
日本語教科書を用いて日本語の勉強をしていると

いう。 
＊ 学校では、先生や友人との個人的な場面では、口頭

で自分の意思を伝える力がついているが、教科学習

に独力でついていくのは困難である。 

子どもの様子 中国で初等教育を修了。基礎学力が高く、日本では英

語･数学を得意としている。2004年の夏休みも中国に一
時帰国し、「塾に通って数学の勉強をしてくる」と言っ

ていた。母語での学力は年齢相応であると推定される。

日本語を介することが必要な筆記テストや、その他の教

科、とくに国語、理科、社会では困難を抱えている。1
年時は、クラス内になかなか友達を作れず、緊張してい

たと言う。2年進級後、日本語力が伸びたこともあり、
クラスメートとの交流も増えた。とくに、隣のクラスに

在籍する台湾出身の女子生徒と親しい。 
本人は、一見おとなしく控えめだが、学校に慣れるに

つれて、自分の主張や必要を訴えるために、担任教師や

測定日 話す 聞く 書く 読む 
2004.7.15 ４~５ ４~５ ４ ３ 
2004.2.12 ３ ３ ２~３* ２～３* 

＊「話す」「聞く」における文字言語運用状況から推定 
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子どもの様子 中国で初等教育を修了。基礎学力が高く、日本では英

語･数学を得意としている。2004年の夏休みも中国に一
時帰国し、「塾に通って数学の勉強をしてくる」と言っ

ていた。母語での学力は年齢相応であると推定される。

日本語を介することが必要な筆記テストや、その他の教

科、とくに国語、理科、社会では困難を抱えている。1
年時は、クラス内になかなか友達を作れず、緊張してい

たと言う。2年進級後、日本語力が伸びたこともあり、
クラスメートとの交流も増えた。とくに、隣のクラスに

在籍する台湾出身の女子生徒と親しい。 
本人は、一見おとなしく控えめだが、学校に慣れるに

つれて、自分の主張や必要を訴えるために、担任教師や

指導者に自分から働きかける積極性もでてきた。 
今までの支援の有無 ある  なし

2003年 11月 ～2004年 1月（担当：飯野） 
 
実践の概要 
期間 2004年 1月 22日 ～2004年 7月 15日 （全 18回） 
時間 毎週木曜日午前中の 2コマ（45分×２） 

形態 
取り出し   ＊但し、初回以降数回は入り込み指導も実施（次頁表

１参照） 

第 1期 
（1～3月） 

前提的目標：ラポールの形成 
①在籍学級で観察された日本語運用における「つまずきの種」を解消す

る 
②Kが話したいことを中心に、日本語での口頭能力を伸ばす 目標 

第 2期 
（4～7月） 

①在籍学級での学習内容との連携 
②「話す」「聞く」「読む」「書く」4技能を使った学習活動 
③文字言語（「読む」「書く」）での日本語表現支援 

 
１．はじめに 

 
本レポートでは、中学生 K を対象とした日本語指導実践の経過および内容を報告し、実
践の実態と K の日本語能力や適応の状況を分析する。その上で、スキャフォールディング
の考え方を日本の中学校における日本語指導でどのように実践できるのか、次のような観

点から考察する。 
・ 中学生 Kを対象とした日本語指導において、どのような支援が必要なのか 
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２．実践報告：指導の経過・内容 

 
２－１．1 年次の指導：筆者と Kの関係形成、口頭能力の向上支援 

Kが中学 1年に在籍していた 2004年 1月から 3月にかけての指導実践の概況を表１に記
す。について述べる。筆者と K との間に良好な人間関係を形成することを指導上の第一の
目標とした。 

 

 

 

 

 

表 1． 1年 3学期の指導実践概況 

週 月日 校時 形態 内容

3 取り出し
顔合わせ：自己紹介:相互インタビュー
＊中国の学校や先生のことを熱心に話す

4 入り込み 国語：百人一首のゲーム（グループ活動）

3 入り込み 理科：「火山、地層」についての講義とワークシート

4 入り込み 書道：百人一首を半紙に書く

3 入り込み 技術：コンピュータ入門（先生の講義とタイピングゲーム）

4 取り出し
数学記号の日本語読みの確認、理科のノート整理（実験プリ
ントに日本語で説明を加える）、日本のタレント、テレビ、
好きな食べ物などについて話し合う

3 入り込み
理科：「化石、地層」についての講義。プリントを使った作
業、練習問題。

4 取り出し
口頭での会話：学校生活、友だち、制服、テレビ、タレント、持ち物
（文房具、電子辞書、携帯電話）、日本語の勉強　等について

5 3月4日 3,4 取り出し 口頭での会話：話題は同上

6 3月11日 3,4 取り出し
口頭での会話：上記内容　＋　好きなダンス、日本に来たと
きのこと、日本の学校の感想

7 3月18日 4 取り出し 口頭での会話：上記内容　＋　卒業式（翌日）の準備、高校進学

1

2

3

4

2月12日

2月19日

1月29日

1月22日

 
２－１－１． 入り込み指導 

指導を始めた当初は、「授業の内容がわかるようにしてほしい」という学校側の要望もあ

り、在籍クラスへの入り込み指導が中心であった。ちょうど理科と国語（書道・古文）な

どの時間に当たり、筆者は、K の隣に座って、授業の進行に合わせて教科書のページを確
認したり、板書で K が解読できない文字を教えるなど、授業の進行に沿って学習の補助を
していた。Kは、理科や技術の講義形式の授業では、板書をノートに熱心にうつしていた。
K のノートはとてもきれいに丁寧に書かれており、ノートだけを見れば日本語を母語とす
る一般生徒のものと見分けがつかないだろう。ただし、学習内容は、「何について勉強して

いるか」をなんとか把握している程度だったと思われる。一方、書道やコンピュータのよ
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うな個別作業が多い授業では、周りにいる生徒の行動を真似て作業を進めたり、周りの子

の作品（書道）を誉めたり、楽しそうに過ごす場面も観察された。 
しかし、第五週以降は、K が入り込み指導を受けるのを「恥ずかしい」と訴え、取り出
し指導を強く希望したことをきっかけに、完全に取り出し形式のみの指導になった。この

際、K の当時の担任教師と筆者の間で、K が理解し運用できる日本語の範囲が限られたま
ま、教室での教科学習にじっと参加するのは Kにとっても苦痛であること、「何も分からな
いで教室に座っているよりは、彼女が分かるものを学習しながら、K の日本語を伸ばすこ
とを優先する」という認識が改めて共有された。 
 
２－１－２． 取り出し指導 

取り出し指導での指導のねらいは、Kとの関係形成が前提であったが、具体的には、 
① 入り込み授業時に観察された「つまずきの種」を解消すること 
② Kが話したいことを日本語で表現する時間とすること 
が、第 1期の取り出し指導の中心となった。 
まず、①の「入り込み授業時に観察された『つまずきの種』を解消する」支援として、

在籍学級での授業の中で K が理解できなかった日本語の表現や学習上の空白について、K
の体験に基づいてフォローすることを試みた。例えば、技術の授業でコンピュータ室に入

る際、担当の先生が「自分の出席番号マイナス 10した番号の席に座ってください」と指示
したことがあったのだが、K は、先生がコンピュータ室での座席について出席番号に関連
させて指示している、と推測できたものの、「マイナスって何？」と言いながら戸惑ってい

た（第３週）。その日の取り出し指導時に、簡単な数式を記して読み上げさせてみると、「＋ 

－ × ÷ ＝」といった四則計算で用いる記号の読み方を知らないということがわかっ

たため、その場で、前時の先生の言葉と関連付けて、それぞれの記号の読み方を確認する

こととした。中国で初等教育を受けてきた Kにとって、当然「＋ － × ÷ =」は既知概念
ではあったが、「プラス、マイナス」などと学校生活で用いられる日本語の言葉として聞き

取ることが出来なければ、中学校の数学の授業を聞くことも困難であると考えたため、取

り出し時に取り上げたのである。ただし、K を飽きさせないために、その場で何度も繰り
返すことは避け、後の週の指導でも引き続き取り上げることで定着を図った。この他、理

科の実験の記録としてノートに描かれていたイラストを見ながら K に実験の様子を口頭で
説明させ、必要な日本語表現を教えながら、ノートに説明を書きこんだり、実験器具の呼

び名（「ビーカー」「試験管」等）を写真を見ながら確認することも、取り出し指導時に行

なった。 
しかし、途中から入り込み指導がなくなったため、在籍学級での「つまずきの種」を把

握する機会が少なくなり、第 1 期の指導の大半は②「K が話したいことを日本語で表現す
る時間」に占められることとなった。「話したいことを日本語で表現する時間」とは、表 1
における「口頭会話」に当たる。K は、在籍クラス内では控えめであったが、日本語指導
の場では活発にいろいろなことを話していた。K の日本語の語彙や表現は、いわゆる「初
級日本語」程度の限られたものであったが、日本語で言いたいことを表現しきれない場合
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には、絵を描いたり、英単語や漢字を書いて見せるなど、口頭言語以外での手段を使って

コミュニケーションを成立させようとするストラテジーを頻繁に見せた。 
第 1期の支援期間を通じて、Kの日本語能力はとくに「聞く」「話す」側面において変化
が見られた。その主な特徴は以下のようなものであった。 
・ 指導開始直後は、絵や文字（漢字）での媒介がコミュニケーションに必要だったが、

4月の段階では、そのような補助がほとんど必要なくなる。 
・ 指導開始当時は、身の回りの語彙（筆記用具や持ち物、教室にあるものを表す名詞や

生活の中でよく使われる動作動詞）も知らないこと多かったが、自由会話の蓄積を経

て、自分の好きなものや身近な物、学校での日課的な行動を口頭で表現できるように

なった。 
・ 「だって」「でも」「そして」などの接続表現を好んで使って見せる。しかし、内容の

因果関係、前後関係がはっきり伝わらない場合も多い。 
 
２－２． ２年次の指導：内容と４技能の統合、教科学習支援の模索 

 
２－２－１． 指導実践の概要とねらい 

次に、Kの中学 2年進級以降 1学期間の指導実践概況を表２に示す。 

表 2 2年 1学期の指導実践概況 
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週 日時 校時 活動区分 内容
環境づくり 「日本語」ノートを作り（自由に表紙を飾りつけさせる）

口頭会話
クラス替え後の状況（担任の先生やクラスメートについて）、前の晩に見たテレ
ビ･映画の話

自由活動 「アリの実験」 

プリント活
動

プリントに基づく活動： ゴールデン･ウィークに何をしたか、話し合いながらプリ
ントに書き込む。

環境づくり 「こうかんノート」の導入

プリント活
動

 先々週の「アリの実験」をめぐる活動：①実験結果を表にまとめる。②「アリの
つかまえ方」を自分で書いてみる。

歌 『贈る言葉』の歌詞を書き出し、一緒に歌う

【理科】回路の実験、電流･電圧
　　①回路の実験で使う道具の呼び名の確認、カードを使って回路を作る活動

口頭会話 身の回りのこと　（理科の活動飽きたときに）

口頭会話 運動会、出場する種目について･･･（情緒不安定）

教科支援
【理科】①回路の実験作業の定着、②実験器具のプラスマイナスの理解、③
「電流」「電圧」の概念理解　　･･･②③は不成功

口頭会話 （翌日の）運動会の練習のこと

教科支援 【地理】授業プリントを一緒に完成させる

口頭会話 運動会、クラスでの心配事　等

教科支援 【国語】『伝え合い』の作者への手紙を書く　：朗読→内容理解→作文

口頭会話 日本に来た時のこと、翌日の浅草遠足のこと（服装）、学校での心配事

教科支援 理科のプリントの空欄に少しだけ取り組む

浅草への校外学習をもとにしたプリント学習を計画していたが、「中国に帰りた
い」と訴え校外学習の話には乗ってこなかった。そのため、学習のリソースとし
て持参した中国のガイドブックを見ながら、中国のことを話し合う。（食べ物、地
理、歴史、学校などについて）

一緒に折り紙を折ったり、歌を歌ったり、クラスで流行っているゲームをしたり、
指導時の様子を録音したMDを聞き返したりする

口頭会話 期末テストの成績、家族のこと、等

教科支援 【国語】『走れメロス』の音読、内容理解を少ししたが、続かなかった

口頭会話 翌々日中国に一時帰国する、中国に帰ったらやりたいこと　等

教科支援

【社会（歴史）】Kの授業ノートをもとに、現在の学習内容（江戸時代）とKが知っ
ていることについて話し合う（Kは授業板書をきれいに写していたが、その内容
はほとんどわからないと言っていた）。その後、資料集の写真（昔の日本人の
服装や生活文化・芸術に関するもの）を見ながら、中国の歴史との類似点・相
違点をKの学習経験に基づいて話し合う。

12 ２・３5月27日

教科支援

4月22日

5月6日

5月13日

5月20日

８

９

１０

１１

３・４

２・３

２・３

２・３

13 6月2日 2

14 6月10日 ２・３

１５ 6月17日 ２・３

16 6月24日 ２・３

18 7月15日 ２・３

自由活動

１７ 7月8日 ２・３

 
春休みを経て、K への日本語指導を再開するにあたって、次の 3 点を指導の柱として設
定した。 
① 在籍学級での学習内容との連携 
② 「話す」「聞く」「読む」「書く」4技能を使った学習活動 
③ 文字言語（「読む」「書く」）を通じた、日本語での自己表現を支援する 

これらの指導方針を重視した理由は、１年次の指導を通じて、Ｋと筆者の関係が形成され

る中で、Ｋの口頭面での日本語力は伸びたと感じられたが、その間、日本語を読んだり書

いたりする活動はほとんど取り入れられず、教科学習につながる支援も難しかっただけで

なく、Ｋの日本語を「読む」「書く」力を的確に把握することも困難であったためである。 
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２－２－２．具体的な実践内容 

（１）環境づくり 
指導再開後最初に気を配ったことは、上記３つの指導の柱を実践に移すための「環境づ

くり」である。まず、第 8 週（１学期最初の指導日）には、K に 1 冊の大学ノートを「日
本語ノート」として手渡し、「表紙を好きなペンでデザインしてみたら？」と提案した。表

紙には何を書けばいい？と問い掛けると、Kはタイトルや名前や学校名など必要な情報を、
その配置やデザインを考えながら書いた。その作業が終わるのを待って、「今度から、この

ノートに先生が問題を書いてきて、それに K ちゃんが日本語で答えるようにしようね」と
提案し、以後、このノートに筆者が K への質問を書き込んで作業をさせたり、自作のプリ
ントなど日本語指導で触れたリソースを貼り付けることで、「日本語の時間」を日本語で話

すだけでなく、読んだり書いたりする時間として意識づけることを図った。 
また、第 9 週には、K が日常的に体験したことを中心に「書く」環境づくりとして「こ
うかんノート」を導入した。「こうかんノート」とは、小学校高学年から中学生くらいの女

子の間でなされる「交換日記」をキャラクターつきで商品化した B６版の大きさのカラフル
なノートである。日記を書く欄のほかに「グッドニュース」「バッドニュース」「おなやみ

そうだん」などを書く小さな欄が設けられている。K が日頃からキャラクターの便箋やメ
モ帳を筆箱に入れて持ち歩き、友人に手紙を書くのに使っていたことから、K が生活する
学校文化に近い「こうかんノート」を用いることが「書く」動機づけにもつながるのでは

ないかと考えたことが導入の理由である。 
 
（２）「話す」「聞く」と「読み」「書き」の統合―プリント活動を通じて― 
次に、具体的な教科の学習支援を行なう準備段階として、教科学習で使用される「手順

文」や「小レポート」といった日本語のテクストの構成やスタイル（ジャンル）を理解し、

自分で生成する力をつけるような活動を盛り込みたいと考えた１。ただし、テクストの生成

と言っても、当時のKの日本語能力ではまとまった文章を書くのは困難であると判断し、「情
報をまとめて表に書き入れる」「文を書く前に絵を描かせる」などの文章を書くまでの前段

階に焦点を当てた活動を計画した。第 9週、第 10週の「プリント活動」がそれに該当する。
ここでは、事例として、第 10週の実践を取り上げる。 
第 10週（5月 13日）の「蟻の実験」をめぐるプリント活動は、第 8週（４月 22日）の

指導時の出来事をきっかけに考案したものである。活動の第一段階として、第 8 週の出来
事を振り返って筆者が書いた「日記」を Kに示した。 

4 月 22 日 （木曜日）晴れ 
 今日は、久しぶりに西戸山中の Kさんの日本語の授業に行った。 
 今日の日本語の勉強では、久しぶりに会った Kさんは、とても日本語が上手になってい
て、本当にびっくりした。春休みの間も勉強していたのかな。K さんは、映画の「小林サ
ッカー」の話をしてくれた。（中略） 
 それから、教室でアリを捕まえて実験をした。Kさんはアリを捕

つか

まえる名人だ。シャー

                                                  
１ ここで「手順文」や「小レポート」といったテクスト形式を取り上げたのは、入り込み指導や在籍学級
の理科の授業見学を通じて、Kが在籍学級の授業を通じてこのようなテクスト形式に触れる機会が非常に
多いと確認されたためである。 
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ペンのキャップとものさしを使って、上手にアリを捕まえていた。とてもびっくりした。
それから、二人でアリにエサをあげる実験をした。この実験では、Kさんが先生で、私が
生徒。 
まず、葉っぱをあげてみた。でも、アリは食べないみたいで見向きもしなかった。それか
ら、ラメマーカーを少しあげてみた。結果は、葉っぱのときと同じだった。それから、私
が食べ残していたビスケットのくずをあげた。アリは、最初はビスケットに気づかないよ
うだったけど、なんと、ビスケットは食べていた！！！ 
 でも、しばらくしたらアリは元気がなくなって死んでしまった。（後略） 

（第 10 週に使用したワークシートから抜粋） 

この「日記」を K に示すと、筆者が特に指示するまでもなく、K はわからない漢字の読み
方や「実験」など言葉の意味を確認しながら、ひととおり音読した。途中、K は、前々回
の体験を思い出したのか、楽しそうに声を出して笑った。日記を読むことを通じて前々回

の体験を共有した後、 
（１） 「アリにエサをあげる実験」について、あげたエサとその結果をワークシート上

の表にまとめる （資料１） 
（２） アリは最後にどうなったか、理由も併せて書く （資料２） 
（３） ｢アリのつかまえ方｣について書かれた資料を読んで、自分のつかまえ方と比べる。

さらに、Kさんオリジナルの「アリのつかまえ方」を書く 
という３つのタスクを行なった。 
タスク①では、K はまず、表のどこに何を書けばいいのかということが分からなかった
ようである。そこで、「エサ何をあげたっけ？先生の日記の中にも書いてあるよ」と言って

日記中の該当部分にマーカーペンで印をつけた上で、表に書き込むよう働きかけた。次に、

「アリは葉っぱを食べた？食べなかった？」と聞きながら、結果も書き込むよう促した。

これらの働きかけを受けて K は作業を進めたが、最後に、蟻にビスケットをあげた結果に
ついては、「少し食べた」と書いたのち、「だってそのとき、蟻本当におなかがすいたから。

（先生のたべものまずかった！）」と、理由を書く欄がなかったにもかかわらず、自発的に

その理由も書き添えた。 
続くタスク②でも、Kは自分で設問を読んで「死んじゃった」と答えを書き込み、その理

由として「先生のもの（ビスケットのこと）まずかったから２」と書いた。さらに、Kは、
「（蟻は）つかれました．／たべものは全部食べた．だから死んじゃった．／空気がない３」

と考えられる理由を続けて３つ書き、箇条書きのように番号を振って見せた。 
タスク③では、手始めに筆者がインターネットで見つけた「アリのつかまえ方」という

子ども向けのイラストつきのテクストをKに見せた。Kは「えー、これ私の（つかまえ方）
と違う！４」と即座に反応し、一緒に全体を一読した。次に、Kが自分の「アリのつかまえ
方」をイラストと文の 4コマ形式で書くように促した。最初にKは「アリを見つける」と説
明を言葉で書こうとしたのだが、ちょうどイラストを書くために作った枠に書き入れよう

としてしまったため、筆者が「そこは絵を書く。字は下に書いてね」と言うと、絵を描く

方が気に入った様子で、「ありを見つける」と説明を書いた後は、集中して 4コマ全部の絵
を描いた。そして、静かに集中して描き終わると「字は先生が書いて」と筆者にワークシ

                                                  
２ ～４ カッコ内は筆者の注記。 
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ートを手渡し、「こうかんノート」に意識が移ってしまい、結果的に文字で｢つかまえ方｣を

書くには至らなかった。 
最終的に、K独自の｢アリのつかまえ方｣を書き上げるには至らなかったものの、この「ア
リの実験」をめぐる活動は、K を対象とした実践の中ではじめて、それまでの活動の中心
だった「話す」「聞く」と「日本語を読むこと」「日本語で書くこと」とを統合し、かつ、

実際に「読む」および「書く」の側面から Kの言語運用を促すことができたものであった。
特に、例えば「アリが死んでしまった理由」など、ワークシートで求められていること以

上に K 自身が自発的に考えて書く場面は、筆者自身計画時には想定していなかった。K の
創造的な思考を促し、さらに、普段はなかなか見せない「読む」「書く」の言語運用を促進

した大きな要因は、「アリの実験」という、Kが自発的に始め面白がって取り組んだ体験が
下地になっていたことにあるだろう。K 自身が楽しかったこと、しかも、指導者である筆
者と Kとの関係性においても Kの方が主役となって、ふたりで対話をしながら行った活動
を追体験することを通じて、「経験を文字にする」という作業が苦ではなくなり、むしろ、

創造的で意味のあることになったのではないだろうか。 
一方、最後の「アリのつかまえ方」を書かせることが出来なかった要因としては、活動

全体における言語的負担の大きさが考えられる。活動を通じて、K のつまずきに対しては
絶えず筆者の支援が与えられたが、第一段階で読んだ「日記」自体、K が体験したことに
基づいたものであったとはいえ、K にとっては、読みおえると大きくため息をついてしま
う程言語負担のあるものであった。JSL 生徒の学習支援のいかなる活動においても、言語
負担をいかにコントロールするか、という問題に配慮しなければならないということが、

本事例からも明らかになった。 
 
（３）教科支援の試み① 理科の支援 
次に、教科支援の試みについて述べる。在籍学級での学習内容を把握するために学校側

に Kの在籍学級での授業見学を打診した結果、週 1回理科の授業を参観する機会を得た。
したがって、教科支援として理科で学習している「電流のはたらき」という単元と日本語

の連携を試みることとした。数回にわたる授業見学を経て、日本語指導で押さえるべき内

容的側面として、理科の学習内容（電流）と、それに伴う語彙･表現を押さえること、言語

的側面として、在籍学級の理科で多用されている「実験の手順」「実験の結果報告(小レポー
ト)」といったテクスト形式の理解と習得を意識して、表３のような指導計画を立てた。 

表 3 理科『電流のはたらき』の指導手順 
タスク 内容 実施日 

＜１＞ 回路の実験で使う道具の確認（絵・文字（名前）、記号の一

致） 
第 11週（5／20） 

＜２＞ 「流」「圧」という漢字から「電流」「電圧」はどんなものか

イメージさせる→「電流」「電圧」の概念理解 
×第 11週（5／20） 

【A】 
在籍学級で配布されたプリントに示された回路図通りに、道

具のカードを並べてつなぎ、糊付けしながら、回路を作る

→翌週は、同様の手順で「回路カード」を作った 

第 11週（5／20） 
第 12週（５／27） 

＜３＞ ｢直列回路｣「並列回路」の認識 第 15週（６／17） 
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＜４＞ 「電流計」｢電圧計｣のつなぎ方を確認 第 15週（６／17） 
計画時に考えたタスクは表３中の＜１＞～＜４＞であったが、実践において＜２＞はＫに

受け入れられず、急遽タスク【A】が導入された５。また、表３の右欄で実施日を示すとお
り、指導は様々な要因から滞り、途中で一時断絶し、Ｋの学習成果も限られたものであっ

たと言わざるを得ない。ここでは、指導の実態を報告するとともに、計画通りに支援が進

まなかった要因を述べる。 
タスク＜１＞＜２＞【A】は、５月 20日（第 11週）に実施した。タスク＜１＞は、乾電
池、電球、電圧計、電流計、スイッチといった、電流に関する実験で用いられる道具を表

す絵カードと名前カード（道具の呼び名が書かれたもの）と記号カード（回路図を書く際

の電気記号）を用意し、カード合わせをさせながら、道具の名前や役割を把握しているか

確認するタスクである。タスクの指示文を読ませ、カードを見せると、K は無言でカード
合わせを始めた。そして、筆者が「(電球をさしながら)これ何ていうの？」と聞くと、「で
んきゅう？」と答えた。「そうだよ」と言うと、「え、本当に？」と当てずっぽうに答えた

ようなそぶりを見せた。さらに、作業を続けながら「電池のプラスはどっち」「赤い線と黒

い線はどっちがプラスでどっちがマイナスなの？」など在籍学級の授業で実験をしながら

分かっていなかったことを質問してきた。また、「電流計」「電圧計」については漢字の読

みを把握しておらず、それぞれ「アンペア」「ボルト」と単位で呼んでいたことが分かった

ので、「でんりゅうけい」「でんあつけい」という呼び方を確認し、振り仮名を振らせた。

タスク＜2＞は、漢字から「電流」「電圧」という概念を把握させたいと考えたものであっ
たが、K は問題文を見るなり完全拒否の姿勢を見せ、理科と関係のない話をしたり、好き
な歌を歌ったり、理科以外のことへ筆者の興味を向けようとした。Ｋがこのような態度を

見せたのは、タスクの抽象度が＜１＞と比べ急激に上がり、K の学習可能な範囲を超えて
しまったためと考えられる。言い換えれば、この時点の K は、理科の電流の学習において
「回路図を見ながら道具を並べ、プラスとマイナスを正しくつなぐ」という電流の実験の

基本的な手続きを押さえるだけで精一杯だったものと推察される。タスク＜２＞の代わり

に、実験道具の絵カードを使って回路図通りに道具を並べてつなぐタスク【A】を提案する
と、Ｋは急に完全拒否の態度を変えて、「これ面白い」と言いながら取り組み始めた。そし

て、この活動をしながら、「私、今、理科と技術全然分からない」と本音をもらした。筆者

には、このようなＫの素直な言動は、Ｋが安心して学習に取り組んでいる証拠のように感

じられた。 
翌第 12週も、Kが進んで取り組んだタスク【A】から学習を始め、出来た回路図をもと
に、「直列」「並列」への理解へとつなげようと考えていた。【A】のタスクに関しては、慣
れてきたこともあり、前週には見られなかった電池のプラスとマイナスにも注意して回路

をつなごうとする意識や、「電流計の測定のとき、どこに（端子を）入れたらいいか分から

ない」と言う実験上のさらに詳しい疑問ももらすなど、理科の授業と結びつけて作業する

様子が見えた。しかし、この日は、【A】を完了すると、次の週末に控えていた運動会に関

                                                  
５ 実際には、＜4＞以降の手順も計画していたが、ここでは割愛する。 
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する悩み事を表出し、理科の学習を先に進めることはできなかった。結果、最終的にタス

ク＜３＞＜４＞に取り組むことが出来たのは３週間後の第 15週のことであった。この事例
については、次節で分析･考察する。 
 
（４）教科支援の試み② 国語の支援 
教科支援として、K自身の希望を受けて国語や社会等の支援も実施した。ここでは、第

14週に行なった国語の作文支援の事例を紹介する。この日行なったのは、『伝え合い』とい
う論説文６の筆者に手紙(感想)を書こう、という国語科の宿題の支援である。Kは指導日の
前夜から筆者にEメールで「私は国語の感想ができない！明日一緒にやろう！」と伝えてき
ており、この課題に取り組む動機が高いことが推察された。当日は、①交替で教科書本文

を音読する、②内容質問（部分的な内容理解）、③K自身が作文でどんなことが書けるか話
し合う、④感想を書く、⑤感想を読み上げる練習・推敲、という手順で指導を進めた。教

科書本文は、生活や文化の違いから生じる誤解、異文化理解に関する内容であった。Kは、
音読を通じて、本文中のいくつかのキーワードを押さえることはできたが、どれも論説文

の冒頭の具体的なエピソードに関わる部分であり、それ以降の抽象的な内容を日本語で理

解するには時間がかかると思われた。したがって、具体的エピソードに関する内容質問と

対話を通じて冒頭部の内容理解と「異文化間の誤解」が本文のキーコンセプトであるとい

う点を押さえた後は、「異文化理解」というテーマに沿って、Kが書けることは何かを探ろ
うと考えた。そのために、筆者はKに次のような質問を投げかけた。 

S：Kちゃん、中国から日本の学校に来た時、困ったことやびっくりしたことなかった？ 
筆者は、Kの来日したときの体験が、「異文化間の誤解」という著者の体験と重なるところ
があるのではないかと考えたのである。Kは、これに対し、 

K：日本の学校にはプールがある、みんな泳げる、教室に扇風機やテレビがある、日本
の学校は勉強と遊びが一緒 

と、彼女なりの日本と中国の違いを挙げたが、どれも「誤解」につながりそうな事例では

なかった。時間も迫り、どうしても時間内に書き上げなければならないと K が焦りを見せ
たこともあり、筆者が「Kちゃんは、Kちゃんのことを書いたらいいと思うよ。」と言って、「私
が日本に来た時････」と作文の冒頭になりそうな文を与えたところ、K は先述のやりとりを
踏まえて次のようなことを書いた。 

私は日本に、中国から来たのとき、中国の学校と日本の学校全然違いました。夏の体
育の授業のとき、みんなプールを入ります。みんなは、全員泳げる。そのときみんな
すごいと思いました。 

① 

 
その後、Kは自ら、「これ、私は、西江さん（著者）と結構同じ」と言い、①の冒頭に、 

私と西江さんの体験けっこう同じ。 ② 
 
と書き足した。さらに、 

                                                  
６ 西江雅之「伝え合い」『国語２』光村図書出版、40-45． 
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K：下（作文の続き）はどうするの？ 
と、筆者に助けを求めたのだが、 

S：どうしたらいいと思う？日本と中国はこんな風に違ってたんでしょ、K ちゃんは日
本の学校で･･･ 

と返すと、 
K：だんだん、だんだん、大丈夫になった。日本の習慣大丈夫になった 

と答えた。さらに筆者が「なんで大丈夫になったんだろう」と尋ねると、少し考えて「時

間が長くなったから」と答え、①に続けて 
 
③ 

他にもいっぱいびっくりすることはありました。 
でも、日本の習慣ができるようになってきました。だって、日本に居る時間が長くなった
から。 

 
と書き足して作文を完成させた。これは、分量的には、教科担任が課した分量の 8 割程度
の長さであった。この後、Kは、書き上げた文を２、3度音読し、同じ助詞が繰り返された
り、同義語が重なっている部分を自らおかしいと気づいて、推敲までした。同時に、K 本
人は、一通り書き上げたことで安心した表情を見せたが、自分の作文への自己評価を尋ね

ると、「少し短いよね。内容、ちょっと不足」と言い、もっと内容のあるものを書きたいと

いう意欲も示した。 
この日、教科書の音読を始めてから作文全体を書き終えるまでの所要時間は、ちょうど 1
時間半程度であった。このような短時間で、途中で話が脱線することなく、K 自身が考え
ながら課題を最後まで完成させたことは、これまで 18回の指導を通じて、この回が初めて
であった。今回の国語の宿題のような、在籍学級の授業への参加という側面からの動機づ

けは、Kにとっても、日本語で考え時間をかけて書くためによい機会であったと思われる。
ただし、同時に、K のような日本語を第一言語としない生徒が、第二言語である日本語を
使って授業に参加するとき、周りの生徒がそれをどのように受けとめるのか、気を配る必

要があるだろう。今回は、作文支援をしていて、その点が心配であった。 
この他、教科支援的な実践としては、国語の教科書の音読練習や簡単な内容理解、社会科プリントの穴埋め

の補助なども行なった。しかし、その大半は、悩み事の相談や身近な友人の話などによって中断することが

多かった。 

 
２－２－３ 生徒 Kの言語能力・適応の状況 

2004年 7月現在の JSLバンドスケールによる Kの日本語レベルは冒頭で示した通りで
ある。「聞く」「話す」に関しては、日常的で対面的な場面では、多少相手の補助を必要と

するだろうが、十分に言いたいことを表現する力がついている。特に、生活場面の言語運

用においては、中学生の友だちづきあいで使われるような言葉遣いに興味を示し、筆者に、

「あんた」「おまえ」「あなた」の使い分けを聞いて、友だちを呼ぶときはどう呼べばいい

のか確認したり、教室内や休み時間の廊下で他の生徒たちが使っている日本語に耳を傾け

ているようであった。他方、学習面においては、教科特有のレジスターを徐々に押さえて

いくことが今後も必要である。 
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「読む」「書く」については、さらに、日本語支援を要する。「こうかんノート」や友人

との手紙交換を通じて、自分の体験や気持ちを書き表すことはできるが、前節で取り上げ

たような国語の作文や、理科や社会の小レポートをまとめるには、まず、資料となる日本

語のテクストを読んだり、K 自身の体験や背景知識の活性化させるために、特別な支援が
必要である。また、「読み」においては、第一言語である中国語の漢字の知識を活かして、

日本語の文字言語を理解するストラテジーを持っているが、国語や社会の教科書のような

日本語テクストを読む際には、漢字の読みや文化的な意味の把握における躓きが避けられ

ず、教科書などの長いテクストを読み、理解することへの拒否反応が出てきているように

感じられた。 
一方、K の学校生活への適応状況であるが、来日後 1 年余り経過し、日本の学校にもだ
いぶ慣れた。本人から「1年生のときはいつもこわかったけど、いまはこわくない」という
言葉も聞いている。また、運動部に入部したことで、筆者との会話に登場する友人・先輩

の数も増えた。しかし、プールが苦手なことなど文化的な要因から周囲が考えるよりも深

刻に悩み、情緒不安定になる面もあった。今後も、生活面･適応面での配慮が必要不可欠で

あろう。 
 
３．考察 

 
では、中学生 Kを対象とした日本語指導において、どのような支援が必要なのだろうか。
上記の実践報告にもとづいて考察する。 
今回の実践を振り返ると、どのような実践を行なうにしても、それがうまく実践できる

か否かは、対象生徒であるKが安心して学習に取り組む条件がそろっているかどうかという
点に左右されたように思う。ここでの「安心できる」とは、2 つの意味がある。ひとつは、
情緒的側面における「安心感」である。これまでの年少者日本語教育研究においても、い

わゆる「心の安定」、情意的側面への配慮は繰り返し指摘されてきたが、これはKの場合も
例外ではない。第 12 週に理科の教科支援を行ったときは、Kは授業前から運動会に関する
悩み事を訴え続け、それ以外のことに頭が回らない様子であった。2年生に進級してからは、
学校に慣れ、明るく振舞うことが多かったKであるが、学校生活の中で日本語が不自由であ
ることに起因する不安感や、そこから発生する悩みを抱えてしまうことがまだまだあるの

だ、ということをこの時改めて実感させられた。この日以降も、Kは友人関係の悩みや不安
を訴えたり、取り出しの教室に入るなり「中国に帰りたい」と訴えて勉強が手につかない

ことがあった。また、取り出しの時間が終わりに近づくと、「次の時間もここで勉強したい」

と言って在籍クラスに帰りたがらない日もあった。そのような不安や悩みをいち早く察知

し、まず受けとめること、さらに、K自身がそれをどう乗り越えるのか、K自身およびKを
取り巻く教師や他の生徒たちに働きかけていくことも日本語支援者の役割として重要な側

面である。 
「安心感」のもう一つの意味は、学習的側面における「安心感」、言い換えれば、自分の

学ぶ順序や学ぶペースを侵されることなく、自分のペースで、自分が出来る範囲で理解し

 149 
 
 



ながら学びを深めることができるか、ということである。これは、齋藤(2004)で指摘したス
キャフォールディング（足場かけ）の視点に通じるものであり、情意面での安心感と同等

あるいはそれ以上に、教科学習支援を有意義なものにする鍵になると筆者は考える。２－

２－３（３）の理科の支援において、授業参観や教材研究を経て学習内容をスモールステ

ップ化し、念入りに指導の準備をしたにもかかわらず、Kが途中でタスクを完全拒否し、計
画通りに支援が思うように進まなかった要因はこの点にある。つまり、指導者側から見た

「教えやすさ」「理解を促進すると予想されるタスク」は、必ずしも個々の生徒の「内容を

理解できる順序」「理解できる内容」「理解できるペース」と一致しないということである。

先述した理科の実践事例においても、筆者が計画した通りには進まず、タスクによってKの
反応・取り組み具合は大きく異なった。Kが興味をもち、積極的に取り組んだタスクは、「実
験器具の名前、配置、基本的な操作」という基礎的な内容で、ハサミで切ったり糊付けし

たりといった単純作業を伴うものであったが、Kは、それに取り組みながら、「実は理科が
全然わからない」という本音を漏らしたり、在籍学級の理科の授業で疑問に思っていたこ

とを筆者に質問したりした。これは、自分が何をしているのか理解した上で作業し、同時

に、K自身が創造的かつ主体的に思考を働かせていたあらわれではないだろうか。また、後
日行なわれた理科の定期テストでKが正解できたのは、ちょうど日本語指導で扱った部分、
回路図を書いたり、電池･電球のプラスとマイナスを特定する問題だけだったという。もち

ろん、これらの学習項目は、理科の授業でも基礎事項として何度も強調されており、日本

語指導でやっていたからKが理解できた、とは断言できないが、Kは、自分の理解に合った
タスクに積極的に取り組みながら、教科学習に関する主体的な思考を働かせていただけで

なく、タスクに含まれていた教科内容も確実に理解していたと推察される。このように、

不自由な第二言語で学習しなければならないこと自体が不安要素であるＫのような日本語

を第一言語としない児童生徒の場合、個別あるいは少人数での対応が可能な日本語支援の

場でだけでも、自分がわかるところから、自分のペースで、自分がわかる順序で、自分が

興味を持って取り組める活動を通じて学習できる、学習的側面の「安心感」を高める配慮

が必要不可欠である。 
一方、情意面・学習面の「安心感」を高めることに加え、生徒の学習に取り組むための

動機づけという側面も、有意義な支援を考える上では重要である。２－２－２（４）で紹

介した国語の作文の支援事例は、生徒Kへの動機づけが十分になされ、途中で指導が断絶す
ることなく、K自身が思考を働かせながら集中して課題を完成することができた事例である。
時間的な限界もあり、作文の内容的には設定された課題通りのものでなかったかもしれな

いが、Kは、与えられた課題を完成させ、クラスで発表することによって、在籍学級の授業
に参加しようという意志を持っていた。この事例で鍵となったのは、国語の教科担任の先

生による作文課題の提示による動機づけである。「教科書の感想文を書いて在籍クラスの授

業で発表しなければならない、でも分量は少しでもいい７」という、Kにとって挑戦的かつ
                                                  
７ Kによると、実際に国語担当の先生が「量は少しでもいい」とおっしゃったということである。
この指示によって、作文課題に対するKの心理的負担が軽減され、強く動機づけられたと思われ
る。 
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実現できそうな課題にKがしっかり動機づけられ、K自身が「この課題をどうにかしよう」
という意志を持って課題に取り組めた点が、筆者が行なった理科や社会の他の教科支援と

異なっていた。 
このことから、日本語支援と教科担任との連携の重要性が改めて認識されよう。学校側、

特に担任の先生との連携については、学習内容や在籍学級での状況などの情報交換の必要

性が指摘されてきたが、ここでは、特に、JSL生徒 Kの在籍学級での学習への参加という
観点から、日本語支援と教科担任との連携の必要性を指摘したい。K は、以前から、高校
入試や定期テストの成績を心配し「やばいよー。勉強どうしよう。」と焦りを見せることが

あったが、その焦りは K の中にモヤモヤと溜まっていく一方で、日本語指導でも教科の勉
強をもっとがんばろう、という動機づけとは結びつかなかった。このことも、日本語の時

間に教科支援が滞る一因であったと思われる。現時点で、K を教科学習や在籍学級での学
習への参加に最も強く動機づけることができるのは、高校入試や定期テスト、といった制

度的・強制的な要素ではなく、自分が所属している学級での学習への参加や、先生やクラ

スメートたちとの関わりあい、ということではないだろうか。そして、そのような観点か

ら K を動機づけることができるのは、筆者のような外部の学生ボランティアではなく、在
籍学級で K と関わりをもつ各教科担任の先生であると思われる。もちろん、常にクラス全
体の前で何かを発表させるなど強度のプレッシャーを長期間かけたり、一般生徒と同等の

課題に対して同等の質を求めることは避けられるべきであるが、K 自身が「できる」と思
える範囲内での課題提示という点において、教科担任の先生方との連携を図ることができ

れば、K 自身をより高く動機づけることができるだろう。さらに、それによって、日本語
指導を、より K 自身が在籍学級に根づき、取り出しの教室だけでなく日々の生活の中で、
自ら日本語や日本語での生活・学習に必要な知識やスキルを学びとっていくための支えと

して、より有意義なものとして活かすことができるのではないだろうか。 
 
４．結論 

 
以上、本稿は、中学生 Kを対象とした 2004年 1月～7月にかけての日本語教育実践の内
容を報告するとともに、中学校における JSL について、どのような支援が必要なのか、考
察した。 
中学校の JSL 教育において、特に必要な支援は、情意面・学習面双方の「安心感」の確
保と、在籍学級での学習への参加を促す明確な動機づけにもとづいた学習支援であると結

論づける。今回の実践を通じて、筆者は、様々な失敗と試行錯誤を繰り返しながら、生徒 K
の心理・学習・表現したいことに寄り添った支援をしたいと考えてきた。学習支援が思う

ように進まないときには、そこまで K に合わせていいのか、とフラストレーションを感じ
ることもあった。しかし、本稿を通じて、一連の試行錯誤を改めて振り返った結果、K が
日本語支援に「安心感」を求めていることが明らかになったように思う。具体的にどのよ

うに学習面の「安心感」を高めるのか、支援者側の支援計画と生徒の学びのペースとをど

のように折り合いをつけるのか、といった点は今後の課題である。引き続き、K に対する
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支援を継続しながら、理論･実践の両面から探究していきたい。 
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（資料１）「アリの実験」をめぐる活動 タスク（１）再現資料 

齋藤先生の日記を見ながら、アリにエサをあげる実験の結果を下の表にまとめなさい。 
あげたエサ 結果 
ラメマーカー たべなかった 
葉っぱ たべなかった 

ビスケット すこしをたべた、だってそのとき蟻本当におなかがす

いたから（先生のたべものまずかった！） 
 

（資料２）「アリの実験」をめぐる活動 タスク（２）再現資料 
アリは最後にどうなりましたか？その理由は何だと思いますか？ 
アリは最後に 死んじゃった （死んでしまった!）                    。 
理由： １ 先生のものまずかったから．２、つかれました． ３．たべものは全部たべた。だから死んじゃった。 

4．空気がない． 5．自分蟻酸で死ぬことがあるから．             
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