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１． はじめに 

 

 筆者が、年少者日本語教育実践研究「早稲田モデル」1の日本語支援ボランティアとして

ＪＳＬ児童Ｋと出会ってから、約１年半が経つ。支援を始めたばかりのころは、ほとんど

口を開かなかった児童Ｋも、 近では少しずつではあるが自分自身のことや家族のことな

どを話してくれるようになってきた。ただ、もともとあまり話すのが得意ではないＫにと

って、日本（日本語）で友達を作るというのは至難の業のようで、友達から話しかけられ

ても、わかっているけれどうまく返事ができず黙ってしまったり、自分から話しかけるこ

とができずに、休み時間も一人でぼーっと過ごしている姿を見かけることもある。周りの

児童も、Ｋは日本語がわからないから話せないと思っているらしく、だからいろいろなこ

とができなくて当然と思っていうような態度でＫに接している。また、教科学習において

も、慣れない日本語の中で彼なりによく頑張っていると思うが、国語を始め教科書に載せ

られている日本語で書かれた長文を、ネイティブの児童と同じ速度で理解するにはやはり

無理があり、時には教科書を広げ、ただ眺めるだけで、内容を理解する気がない、理解で

きると思っていないというような様子が見受けられることもある。 
 子どもへの教育を考える上ではずせない視点は、「発達」である。子どもは身体的、精神

的、認知的、社会的等さまざまな側面において、人としての発達段階にある。そして、子

どもが人として成熟した人格を形成するためには、発達の各段階に応じた行動様式や能力

を身につけなければならない。これは「発達課題」（Erikson,1959）と呼ばれるもので、

課題によっては、決まった時期に学習されないと後からは身に付きにくく、その失敗が後

の発達段階における他の課題達成に悪影響を及ぼすこともあるという。児童期の発達課題

                                                 
1 「早稲田モデル」とは、早稲田大学大学院日本語教育研究科と新宿区教育委員会の協定のもと、新宿区内の

幼稚園、小・中学校に在籍する日本語を母語としない児童生徒を対象に、当研究科に所属する大学院生が日本

語教育ボランティアとして日本語支援を行うという、大学院と行政との連携による取り組みを指す。 



には、「成長しつつある生活体としての自己への健全な態度の獲得」「同じ年頃の友人とつ

き合うことの学習」「読書、計算など基礎的技能の学習」などが挙げられている。母語での

生活環境の中でなら、それらの発達課題に対する学習機会が今よりも多く与えられただろ

うし、寡黙なＫでも彼なりにそれらの発達課題にアプローチする術を見つけられたかもし

れない。しかし今の状況下でのＫの自己概念形成を考えてみるに、自己概念を周囲の重要

な他者からのフィードバックに基づいて後天的に学習されるものであるとするならば、Ｋ

が自分自身に対して否定的な自己概念を形成し、さらにそれが彼の全人的発達を阻害する

ものへと結びついてしまったとしても決して不思議ではない。彼の自己に対する誤った概

念を少しでも減らすためには、外側からの何らかの足場が絶対に必要である。 
 さらに思考の発達という面からも、Ｋの現状を考えていかなければならない。言語発達

は思考の発達と密接な関係があると考えられている。ヴィゴツキー（Vygotsky,L.S.1962）
によれば、初期の段階で２つは関連することなく発達していくものの、徐々に関連し合う

ようになり、言語が内言的段階になったときには、言語と思考は重なり合い「言語的思考」

の段階に到達するという。また言語が子どもの思考に及ぼす影響は、内言化による行動調

整のみならず、記憶・分類などの情報処理の面においても指摘されている。そして、Ｋが

苦手としている「読む」という作業は、この思考の部分に深く関係していると言われてお

り、Ｋの思考発達を妨げないためにも、彼の「読む」力の育成は急務と思われる。 
 本論文は、上述したようなＪＳＬ児童Ｋが抱えている問題群を基軸とし、「発達」的見地

からＪＳＬ児童への日本語指導を捉えようとする試みである。この実践で行われるのは、

「読む」活動から日本語で考える力を養うと同時に、「読む」活動を通して「読めた」「わ

かった」という経験をすることでＪＳＬ児童が自らの可能性に気づき、彼自身の「自己有

能感」を高めることにある。そしてこの指導における一試案が、ＪＳＬ児童の発達の促進

に微力ながらも貢献できることを切に望むものである。 
 
２． ＪＳＬ児童の「読む」力を育成する 

 

 まずこの章では、「読む」とはどういうことか、さらにＪＳＬ児童の「読む」指導を考え

る上で重要となるポイントについて論考を試みる。さらに、それらのポイントを含む子ど

もの「読む」力の育成に有意な示唆を示す認知心理学からの知見を挙げる。 
２－１．「読む」ということ 

 われわれが、文章を読んで理解するつまり読解を行おうとする際、そこには複数の要素

となる過程が関わっている。読みの過程は、文字の形態的処理、語彙、知識、モニタリン

グスキル、作動記憶の容量などの諸要素をもとに、３つのレベルに分けて考えることがで

きる（高橋、1999）。まず 初の段階は、読もうとする文章の文字や単語を処理するレベ



ルである。つまり、単語の意味的な符号化2を行うレベルであり（単語再認の過程とも呼ば

れる）、初期の符号化と語彙アクセスの２つの下位過程からなる。初期符号化過程において、

読み手は印刷された文字の列を視覚表象に符号化し、語彙アクセスにおいて、心内辞書3と

呼ばれる長期記憶の一部に蓄えられた単語のパターンと視覚表象を対応させる。これを子

どもの読解能力で考えた場合、初期符号化の過程は、発達の初期では子どもの読解能力を

制限することや（符号化そのものができない）、語彙アクセスにおいても、アクセスされる

心内辞書にその項目がない（語彙が乏しい）場合には、意味的な符号化ができないという

ような問題も出されている。 
 文字や単語の意味的符号化が済むと、次は文の処理のレベルへと移る。ここでは、前の

レベルで意味処理が行われた単語について文法的な知識に基づいて単語間の関係を確定す

る。そこでは、命題（状態や行為を主体者や対象に帰属させる意味構造の基本単位）や節

を構成するための文法的知識が用いられる。単語間の関係を分析するためには、それらの

単語を未処理の状態で作動記憶内に保持していく必要があり、作動記憶の容量がこのレベ

ルでの処理の効率を制限するともいわれている。 
 次は、談話処理のレベルである。ここでは、読み手が個々の文の中に含まれる情報を統

合し、関連づけて、文章全体の表象を作る。この表象は、単語や命題間の直接的関係を表

現したものではなく、読んでいる文章についての背景知識を参照し、それらと結びつける

ことによって生成されるものである。こうした表象の生成により、読み手は文章に明示的

に示されていないことがあっても適切に推論することができるようになる。また、その文

章内容についての既有知識の量や有無によって生成される表象は異なったものとなり、そ

こから推論を行ったり文章から新たな知識を獲得する際の個人差が生まれてくるという。 
 この読解の過程では、個々の単語や文については継時的に処理が進んでいく。しかしそ

れを文章全体の読解過程として見た場合には、複数の単語や文について異なるレベルでの

処理が並行して進行しているという多層的な処理過程となる。しかもそれらは、すべて作

動記憶内で処理されると仮定されており、読解能力の個人差は、それぞれのレベルでの処

理の効率性・適切性・作動記憶の容量によって説明されると考えられている。熟達した読

み手の場合、その読みが高度に自動化されているために、作動記憶の容量をほとんど減ら

すことなく自動的な読みを行うことができる。それでも、その文章が文法的に曖昧な場合

や難解な文章で論旨に混乱や矛盾が生じた場合には、自分の理解に誤りがないか問題点を

探り解決しようとする。すなわち、メタ認知技能を使って自分自身の読解の過程について

モニタリングを行うのである。そしてこのメタ認知技能は、子どもの読解力を規定するも

                                                 
2符号化とは、入力された刺激が内的処理が可能な形式に変換され記憶表象として貯蔵されるまでの一連の情報

処理過程を指す。 
3 心内辞書：読み手の心の中の辞書。単語の形態を、読み手が使用している言語での可能な意味と会話の文法

的な部分に結びつけるような情報を含んだもの 



のとしても重要視されている。 
２－２．ＪＳＬ児童への「読む」指導を考える 

 ここでは、上で挙げた読解過程をＪＳＬ児童への「読む」指導という観点から捉え直し、

そこから見えてきたＪＳＬ児童にとっての「読み」の問題点について言及したい。読解過

程の各々のレベルには、そこでの情報処理に重要となる技能が挙げられており、ＪＳＬ児

童にとって自力で習得することは困難なのではないかと思われる技能も数多く存在する。

以下、ＪＳＬ児童の読解力向上に影響しているのではないかと思われる処理技能とＪＳＬ

児童への「読む」指導を考える上で重要と思われるポイントについて挙げ、それぞれのア

プローチの方法について考える。 
・単語再認技能 
・背景知識、既有知識の問題 
・メタ認知技能 
・音読、黙読、範読の問題 
 
単語再認技能について 
 ＪＳＬ児童のように自動的な単語再認ができない子どもの「読み」は、文字から音声を

復号化4する技術が未発達であるため、文章を読む際の復号化にほとんどの処理容量を消費

してしまい、意味を読みとるための処理容量を配分することができないということが考え

られる。「読む」ためには、膨大な情報を素早く、かつ視覚的、語彙的、文法的、概念的、

メタ認知レベルで表象し処理しなければならない。読むという作業は、作動記憶の限られ

た容量に対して膨大な要求をするものであるから、作動記憶内で情報を処理するためには、

いくつかの技能を自動化する必要がある。 
 ではＪＳＬ児童の単語再認を自動化するにはどうしたらよいのか。ここで考えられるの

が彼らの心内辞書を拡張する、つまり語彙の構築である。しっかりとした語彙指導によっ

て語彙の知識を増やすことで、その知識を使い文脈から知らない単語の意味を類推するこ

とができるようになり、それが新しい語彙の習得へと結びつき、ひいては単語再認の際の

作動記憶の処理容量を軽減できると考えられる。 
背景知識・既有知識の問題について 
 読みの指導や読み教材が子どもの既有知識を考慮したものであれば、ＪＳＬ児童のよう

な「読み」が熟達していない子どもの場合でも、そのスキーマ形成を援助することができ

るのではないかと考えられる。つまり、あらかじめスキーマを持っているテキストを利用

すれば、構文や語彙が多少難しくても内容を理解させることが可能であると考えられる（竹

内、2000）。しかしいくらスキーマがあっても、それが難解な語彙や複雑な構文で書かれ

                                                 
4 復号化：心内表象を逆変換して、符号化する前の形式に復元すること。文字を音声に変換する。 



ている場合には有効には働かないため、児童の言語レベルをきちんと見極めたうえでテキ

ストを選ぶ必要があるといえよう。 
メタ認知技能 
 メタ認知技能とは、自分自身の問題解決行動の結果を予測する能力、「うまく解けたか」

と自身の行動の結果を評価する能力、「どのように解いているか」と解決に向かう自分の進

歩をモニターする能力、「これは意味があるのか」と自分の行動と解決はより大きな現実に

対してどの程度合理的かを確かめる能力など、思考について思考する能力のことを指す。

自分自身の理解をモニターする能力は、読解においても重要な学習技能である。メタ認知

技能を身につけるための効果的な方法として、教師と生徒が自分たちの共同学習と問題解

決について対話できるようなグループ学習の状況を設定することが挙げられている。教師

の指導のもとグループの各メンバーは自分自身の思考を声に出して話すような「発話思考」

の社会、共同的形式の会話を形成する。問題解決方略を説明し、批判について擁護・正当

化するグループ対話において、推論、プランニング、モニタリングを公的に共有していく

中で、子どもは活動の中にある認知過程を知り始め、認知過程がどのようにモニターされ、

コントロールされるかを理解し始めるという（Ｊ．Ｔ．ブルーアー、1997）。 
音読・黙読・範読の問題 
 「読む」ことの第一歩は、文字情報を音読すること、つまり生得的システムにより音声

的に形成されている心内辞書を、逐次的に参照し、文字から語彙の意味を理解していくこ

とであるという指摘がある（竹内 理、2000）。文字の視覚的認知は、脳の左右半球の後

頭葉内側の視覚連合野でなされ、ついで視覚野から側頭葉前方に向けて次第に高次化する

形態処理系で単語レベルの視覚性認知が行われる。この文字の形態処理の結果が言語脳側

の角回に入力されると、側頭葉の聴覚連合野に聴覚心像を成立させ、このことにより音韻

の喚起がなされる。つまり、視覚情報が角回を経由し音声化されることが、「読む」ことに

きわめて重要な段階であると考えられるのである（河村・溝渕、1998：「読む」ことの脳

内機構モデル）。熟達した読み手の場合、この音声化のプロセスは高度に自動化しているた

め表面的にはほとんど見えてこないのだが、ＪＳＬ児童の場合その自動化はほとんどすす

んでいないと考えられるため、音声面での「読む」学習を重視し自動化を促進する必要が

ある。また、ＪＳＬ児童の場合には本来生得的システムにより形成されるはずの心内辞書

の音韻情報が不十分であることが予想されるので、「聞く」ことと「読む」ことを切り離さ

ずに統合的に学習できるような配慮を行わなければならない。また、児童発達の点からも

小学学校高学年に至るまでは黙読のみを強制すべきではなく、音読・黙読を織り交ぜた指

導をすべきとの研究結果も出されている（国立国語研究所報告 17『高学年の読み書き能

力』）。しかし、声に出して読むことで、読んでいる教材の内容に注意が向けられなくなり、

語句を意味のあるひとまとまりとして理解する活動ができなくなるので、まず範読をし、

意味の理解を図った上で声に出して読む機会を十分に与えるべきであるともいわれている



（ウィルガ・Ｍ・リヴァーズ、1987）。 
２－３．先行研究からの知見―「豊かな教授法」と「相互教授法」 

「豊かな教授法5」：マーガレット・マッコーウンの語彙指導に対する研究 
（Beck,Perfetti and McKeown,1982;Beck,McKeown,and Omanson,1987）  
 この「豊かな教授法」と呼ばれる語彙指導に対する研究は、以下４つの仮説に基づいて

構成された実験的語彙プログラムを指す。 
①単語の使用における訓練は広範なものであること②生徒は単語を主体的に処理すること

③生徒は広範囲に単語を使用すること④生徒は多様な文脈の中で同じ単語に出会うこと 
・実験内容 
 ４年生を対象にして、一日 30 分、週に 5 日、一つの意味群の 8～10 の単語のグループ

のついて学習を行った。１日目には、まず単語と意味とを結びつけ、そのあとすぐゲーム

（教師が手がかりを与え、子どもがその手がかりを使って単語を引き出す。子どもはなぜ

その単語なのか理由を説明する）を行い、その後語の内包について学んだ。２日目は、単

語の自動化を発達させるためのゲームを行った（単語と意味を合わせて文を作る。正確さ

と速さの両方を得点化する）。３日目には、単語に関する推測を行うのに、新しい知識を使

った（単語の周辺の文脈状況を構成する）。４日目は、前日と同じカリキュラムでさらに速

さと正確さを増すためのドリルを行った。その後単語が互いに排他的でないことを学ぶた

めに、単語間の関連を探った。そして５日目には、多肢選択の語彙テストを行った。 
 このカリキュラムでは、ことば遊びが目に見える形でみんなの前で行われているので、

クラスの子どもたち全員が他の子どもの進歩のようすを参考にすることができる。また自

分たちの答えがなぜ正しいのかを理由づけすることで、子どもたちは単語を使用し、単語

で推論し、単語で遊ぶことについても自覚的になり、それはつまり単語知識の使い方に対

するメタ認知的な気づきとなる。 
・実験結果 
 このカリキュラム内で毎週行われた語彙の小テストにおいて、語彙の正答率が約 30％か

ら 95％にまで向上し、３週間後の再テストでも約 80％が正答率を保っていた。また、長

期記憶から単語の意味を検索する速さが増した、はっきりした手がかりのない文脈の中で、

よく知らない単語の意味を推測するのが上手になったという研究結果も出された。この教

授法を実際の教室で行う際には、どの単語をターゲットにするかが重要なポイントとなる。 
「相互教授法」（Palincser and Brown,1987） 
 この「相互教授法」は、認知理論に基づいて構成されたもので、読み課題において子ども

が言語理解技能を使うのを援助し、熟達した「読み」の主要部分であるメタ認知方略を促

す効果が見込めるという。この教授法の理論によると、読解熟達のためには以下６つの基

                                                 
5 「豊かな教授法」についてのさらに詳しい内容は、J.T.ブルーアー（1997）『授業が変わる』「第６章 読み

の指導」参照 



本的読解機能が必要となる。 
①読みの目標は意味を構成することであると“理解”する機能 
②適切な背景知識を“活用”する機能 
③注意や認知的資源を概念の必要な内容に集中的に“配分”する機能 
④既有知識や常識との内的一貫性や両立性があるかどうかという観点から、構成された意

味を“吟味”する機能 
⑤解釈、予測、結論を含む推論を“引き出してテスト”する機能 
⑥読解が起こっているかどうかを確かめるために、これら全過程を“モニター”する機能 
そして、この６つの機能全てを必要とするのが「要約・質問・明瞭化・予測」の４方略と

考えられる。「相互教授法」の中では、教師と生徒、あるいは生徒同士が対話を使った協働

学習の中で、この４つの方略を強調する活動（要約する、テストで聞かれそうな質問を生

徒自身が構成する、その物語で何が起こるのかを予測するなど）を行っていく。 
 
 これら２つの教授法は、ＪＳＬ児童の「読む」力の育成を考えていく上でも非常に示唆

に富んだものといえる。よって、この２つの教授法の援用により、第４章で述べるＪＳＬ

児童のための日本語指導の一試案、「読む」力の育成の部分を構築したいと考える。 
 
３． ＪＳＬ児童の「自己有能感」を育成する 

 

 次に、ＪＳＬ児童の全人的発達を促すのに重要と思われる「自己有能感」を育成するた

めには、どのような観点から指導を行うべきなのかということについて考えてみたい。ま

ず「自己有能感」とは何かを定義した上で、ＪＳＬ児童の「自己有能感」を育成するため

の方法論として「 近接発達領域理論」「スキャフォールディング理論」「スパイラル指導

法」について考える。 
 
３－１．「自己有能感」とは何か 

 「自己有能感」について縫部（2001）は、自己の環境を効果的に処理することのできる

能力、又ある特定の行動を行う自らの能力に関する自己評価であるとしている。そして過

去の失敗の原因帰属が自己有能感の形成に重要な役割を果たし、また説得・強化そして他

者による評価と共に、他者の観察を通しても形成されるという。さらに「自己有能感」は

内発的動機づけ6の源泉の一つとも考えられている（デシ，E.L.､1975）。「自己有能感」を

向上させるには、学習における成功体験の蓄積と、周囲の重要な人たちから受ける肯定的

フィードバック・肯定的インターアクションが重要となる。「できた」「わかった」という

                                                 
6 内発的動機づけとは、その活動以外に明白な報酬がなくても行動をおこすような場合を指す。行動のゆえに

行動を開始し、それは外的な報酬とは関係しない（デシ，Ｅ．L．、1975）。 



体験と周囲から認められることにより、自分は「やればできるんだ」と実感し新たな自分

に気づく、すなわち自尊感情を向上させ否定的自己概念を払拭することへとつながり、さ

らには学習への内発的動機づけへとつなげていくことができると考えられる。 
 「日本語がうまく操れない」「自分をうまく表現できない」「他者から援助が必要な人間

という扱いをされる」というＪＳＬ児童の日常経験は、彼らの否定的自己概念形成へと直

接結びついていく。だからこそ、日本語を使って「できた」「わかった」経験をすることが

重要であり、支援者としても児童のすべてを受け入れ、認め、ＪＳＬ児童自らの可能性に

気づかせるような指導を心がけるべきである。 
３－２．「最近接発達領域理論」と「スキャフォールディング」、「スパイラル指導法」 

 では、上述のような「自己有能感」を育成、向上させるためにはどのような観点からの

日本語指導を考えていくべきなのであろうか。ＪＳＬ児童に「できた」「わかった」という

経験をさせるための指導法を考える上で、以下３つの理論を援用することにする。 
近接発達領域理論（Vygotsky,L.S.1967） 

 「 近接発達領域」とは、独力による問題解決によって判定される子どもの実際の発達水

準と、教師の指導下あるいは自分より能力の高い仲間と協働することを通じて判定される

潜在的な発達水準の間の範囲のことを指す。つまり、「 近接発達領域」とは、新たな学習

が起こりうる範囲の上の境界と下の境界（＝領域）を表したものであり、子どもが「 近

接発達領域」の範囲で学習する中で、教師が媒介的な支援をする役割を果たし子どもの理

解や知識を拡大することができたときに「学習」が起こると考えられている。 
スキャフォールディング（Hammond,J.2001） 
 「スキャフォールディング」とは、子どもが新しい理解・概念・能力を発達させようとす

るとき、教師が行う一時的で体系的な支援＝足場づくりのことを指す。子どもが自分では

うまく扱うことのできないタスクを達成できるようにしたり、理解を発展させたりするの

に必要な援助をするための教師の支援であり、その支援は単に子どもがタスクを成し遂げ

るのを助けるものではなく、いずれは子ども自身が自らの力で同様のタスクを成し遂げら

れるような知識、スキルを手に入れられることを意図した支援を意味する。そのため子ど

もが徐々に力をつけていく中で、教師も支援の量を減らしていく。 
スパイラル指導法 
 ブルーナー（Bruner,1960）によれば、表象様式の発達には活動的表象の段階、映像的表

象の段階、象徴的表象の段階の３段階があり、子どもたちの発達段階にふさわしい方法で

指導すれば、低年齢の子どもにも高度な教材を理解させることが可能であるという。「スパ

イラル指導法」は、ブルーナーが上述の理念に基づき 1960 年『教育の過程』の中で唱道

した新教育理論の一環としての「螺旋型カリキュラム」をもとに考えられたもので、一つ

の同じ教材を、子どもの発達段階に応じた方法で螺旋階段を昇るように繰り返し、低次レ

ベルから高次レベルへと学習を深化させていく学習法を指す。 



 
 これら３つの理論を組み合わせると、まずは教師（支援者）が児童の学びが今どこにあ

るのかを見極めた上で、足場かけがあれば児童が達成可能なカリキュラムを組むことから

始まる。そのカリキュラムは低次から高次にスパイラルに構成され、低次レベルでは学び

を引き上げるための教師（支援者）によるスキャフォールディングが数多く準備されてい

る。児童は数多くのスキャフォールディングにより、一人では決して成し遂げることので

きなかったタスクが自分にも「できる」「わかる」と実感することで、彼らの「自己有能感」

が向上する。その後カリキュラムが高次レベルへと進むにつれその足場は徐々に外されて

いき、 終的には児童一人でも高次レベルでのタスクがこなせるようになることを目的と

する。この時点で彼らの「自己有能感」もかなり向上させられているということになる。 
 
４． ＪＳＬ児童の「読む」力と「自己有能感」を育成する日本語指導の提案 

 

 以上、ＪＳＬ児童の「自己有能感」を育成するために有効と思われる３つの理論をと、

第２章で論じたＪＳＬ児童の「読む」力の育成についての理論、教授法等を基軸とし、Ｊ

ＳＬ児童の「読む」力と「自己有能感」を育成する日本語指導の一試案をここに構築した

いと考える。 
●対象児童：小学校６年に在籍するＪＳＫ児童Ｋ 
●実践形態：週１回の取り出し授業 
●実践期間：2004 年 10 月～現在 
●実践方法：下記に述べる指導案を使って、指導を試みる 
●使用テキスト：『ファーブル昆虫記 上・下巻』（1955）岩波書店、『ファーブル昆虫記

２ 狩りをするハチ』（1991）集英社 
テキストの選定理由 
 いままでの支援においてＫが興味を示した内容（昆虫、動物、恐竜、科学的なものなど）

が書かれた本を何冊か用意し、その中からＫが読みたいと言って選んだものが『ファーブ

ル昆虫記』である。このように児童自身に選択の自由を与えることで、内発的動機づけの

もととなる「自己決定感」が上昇し、活動への動機づけが図られると考えられる。 
４－１．ＪＳＬ児童の「読む」力と「自己有能感」を育成する日本語指導案 

指導の流れ 
１）語彙指導 
①指導を行う単元でターゲットとなる単語をカードにして、単語の意味を提示する 
②ゲーム：支援者があるヒントを出して、どの単語のことを言っているのかを当てる。児

童は、なぜその単語カードを選んだのかを説明する 
③支援者がその単語を使って例文を作り、児童はその文が正しいか間違っているかを言う 



④ゲーム：単語を使って文を作る 
⑤クイズを作る：その単語が答えになるような問題を児童がつくって支援者に出す 
 
活動例：単元名「コオロギを狩るキバネアナバチ」（2005/01/27 実施） 
ターゲットとなる単語群（身を守る、抵抗する、立ち向かう、警戒する、押さえ込む） 
①作成した単語カードを見せ、意味のわかるものがあるか確認。わからないものに関して

は、意味を提示。 
②ゲーム：机にカードを広げて、お題を出す。（猫、ネズミの絵カードも準備する） 
「猫とネズミということばで文を作るとしたら、使える単語カードはどれですか。」 
児童は単語カードを選び、なぜその単語カードを選んだのかを説明する。 
③以下の例文を聞いて、その文に妥当性があるかどうかを○×で聞く。 
・ミツバチは身を守るために、お尻の針を使います 
・赤ちゃんは、母親を警戒します 
・Ｋくんは、嫌いなものを口に入れられそうになって抵抗した 
・Ｋくんは、嫌いな「国語」にも立ち向かっていった 
・ネズミが猫を押さえ込んだ 
④ゲーム：単語カードを使って文を作る 
⑤クイズづくり：単語カードが答えになるようなクイズを児童が作る 
 
２）本文読解 
①各章を意味段落で区切って、意味段落ごとにまず支援者が範読を行う。支援者はテキス

トを読むと同時にゼスチャーやレアリアを使って文章に書かれている状況を動作で作って

いく。児童は範読を聞く際、テキストを目で追ってもいいし、支援者の動きを見ていても

良い。範読を行う間で、話の先を予測できるような部分があればそこで話を切り、先を予

測させる。 
②読み終わったら、範読した意味段落の内容を準備したワークシートに沿って質問する。

→児童が答え、それを支援者がワークシートに書き込む。 
③児童の答えが正しかったかどうか、今度は児童が音読をして確認する 
④①から③の手順で意味段落を順に読んでいき、一つの章が読み終わったら、できあがっ

たワークシートを使ってその章全体の要約文を作る：対話中心。児童一人では書けないよ

うだったら、口頭で言ったものを支援者が書いてまとめる。 
⑤章にタイトルをつける（明瞭化）。 
⑥テストを作る：この章に書かれている内容についてのいくつかの質問をテスト様式にし

て児童が作り、支援者が答えを書く。 
 



活動例：単元名「コオロギを狩るキバネアナバチ」（2005/02/03，02/10 実施） 
意味段落①の本文読解 
①支援者による範読（ゼスチャー、レアリアを使って） 
わかりにくい語彙に関しては読む中で説明を加える（例：タマムシ、ゾウムシ、甲虫） 
②内容理解の確認：答えが書き込めるワークシートをあらかじめ用意 
・コオロギはアナバチに捕まったとき、どんな抵抗をしますか 
・アナバチが人間ぐらいの大きさだとしたら、アナバチはどのくらいの大きさ？ 
・アナバチはコオロギを押さえつけるために、どこの部分をくわえましたか 
→児童が答え、支援者がワークシートに書き込む 
③児童が音読をして、上記の答えが正しかったかを確認 
意味段落②の本文読解 
④支援者による範読 
途中で話を切り、先を予測させる。「アナバチに麻酔されたコオロギはどのくらい生きてい

られたと思う？」児童が予測をし、その予測が正しいかどうかを確認しながら範読をすす

める。 
⑤内容理解の確認：質問をしてワークシートへ記入 
・アナバチはコオロギのどの部分に注射をしますか 
・コオロギが生きているかどうかは、どこを見ればわかりますか 
・注射されたコオロギは、どのくらいの間生きていますか 
⑥児童が音読をして、答えを確認 
⑦要約 
 意味段落①②の内容理解確認のワークシートを使って、要約文を作ってみる。 
⑧章にタイトルをつける（元題：「強敵を３回さして、しとめる」 
⑨テスト作成：この章に書かれている内容が答えになるような質問をいくつか考えて児童

がテストを作る→支援者が答える 
 以上が、ＪＳＬ児童の「読む」力と「自己有能感」を育成するために構成された日本語

指導案とその活動例である。ＪＳＬ児童の「自己有能感」を育成するためには、児童の理

解可能なレベルで、しかし児童一人では読むことのできないものを準備する必要がある。

この「読み」の活動は昨年 10 月から行われており、活動初期の段階では、原文をリライ

トしたものを使用していたが、現在では原文をそのまま使っても理解できるまでになった。

内容理解を図るためにレアリア（虫の形をかたどったものなど）を多用、また範読の際も

その場面をレアリアや動作を使って示すことで児童を「読み」の世界へと導くことが可能

になる。しかしこれらも、児童の様子を見ながら徐々に減らしていき、 終的には児童一

人で読めるようになるところまで学びを引き上げられればと考えている。つまり、ＪＳＬ

児童の 近接発達領域を見極め、カリキュラムを低次から高次へと引き上げていく中で、



そのレベルに必要なスキャフォールディングを行い、児童に「できる」「わかる」体験をで

きるだけ多くさせることで、彼の「自己有能感」を向上させ、かつ４つの方略が組み込ま

れた「読み」のカリキュラムを使って「読む」力も育成していこうとするものである。 
４－２．実践の考察 

 以上、2004 年 10 月からこの体制での取り出し指導を行ってきたわけだが（現在までで

全15回）、ここまでの実践についてＪＳＬ児童Ｋの変化を中心に考察を試みたいと考える。

まず、語彙指導について述べる。この実践は、見てわかるとおり第２章で挙げた「豊かな

教授法」を援用し構成されている。単語認識を自動化するための試みとしての「豊かな教

授法」実験プログラムは、実際には５日間をかけて行われたものであり、本実践のような

短時間でしかも導入のような形での語彙指導の中で、単語再認の自動化までもっていくの

は難しいと考えられたが、指導後に自動化以外の別の有意点が観察されたためここに記す。

語彙指導に関しては、本論に挙げた活動が初回の実践となっており、１度の実践結果から

の考察となってしまうのだが、語彙指導の後に続く本文読解の際、時間の都合上語彙指導

後一週間が経過してしまったにもかかわらず、Ｋの「読み」の姿勢に変化が見られたので

ある。それまでの範読においては、支援者（筆者）が必ずゼスチャーとレアリアを使って

場面を再現し、Ｋはそれを横目で見ながら聞いていたのだが、この日の活動に関しては、

Ｋはテキストを顔の前に持っていき本文を目で追い、支援者の作る場面を見ることなく、

一人で「読み」を進めていったのである。この様子を見て支援者である筆者はゼスチャー

を行うのを止め、ただ範読だけを行ったのだが、その後のワークシート作成において内容

が理解されていることが確認された。Ｋがすでに場面を再現することを必要としない段階

まできているということなのかもしれないが、この語彙指導を通して一つの状況に表れう

る単語群についてその使い方を詳しく学習したことが、本文を一人で読解していく力にも

影響を及ぼし、さらに「一人でも読める」という態度にあらわれたのではないかと感じた。

今後の語彙指導後の様子も注意して追っていきたい。 
 次に、「読む」活動全体について検討を行う。この指導を始めてからの彼の様子の変化を

考えてみると、指導初期のころに比べ「読む」ということに対する姿勢ができてきたよう

に感じる。初期の頃は、今のゼスチャー付きの範読は行われておらず、支援者とＫが段落

ごと交互に音読をする形を取っていた。Ｋは音読することに気を取られてしまい、音読が

済んだ部分の内容を聞いてもほとんど答えることができなかった。どうすれば内容を理解

できるような「読み」に導けるのか、内容に注目させるような質問をしてから音読をさせ、

それもうまくいかず試行錯誤の上たどりついたのが、今のゼスチャー付き範読である。

初のころは確かに「読む」というよりも、耳で「聞いて」筆者の動作を「見て理解する」

という感じだったが、それも徐々に動作を見ながらテキストの本文にも目をやるようにな

ってきて、今では上述のようにゼスチャーなしでも内容を理解することができるまでにな

ったのである。また「読む」活動の中に仕掛けられた４つの方略（予測、明瞭化、要約、



質問）についても、初期のころは要約できるほど内容が理解できていなかったものが、現

時点では対話で引き出すスキャフォールディングは必要とするものの、内容をまとめて話

すことができるようになった。テスト作成においても、初期は質問文としての形式がとれ

ていなかったものが、今出される問題文は多少助詞が欠落することがあっても質問文の形

式はしっかり整っていて、筆者が答えを間違うとうれしそうにバツを付けてくる。予測、

明瞭化についても、彼が答えとして出してくるものの内容が上がってきているように感じ

る。 
 これらの変化は、彼がこのテキストを自分自身で理解可能であると認識し、自分にも「読

めるんだ」と実感し「自己有能感」を向上させていく中で、「読む」とはどういうことなの

かを理解し、「読む」ために必要なスキルを身につけ始めたと考えられるのではないだろう

か。 
 
５． おわりに 

 

 前回の指導の 後に、次回読む単元の内容を簡単に話すと（「ツチバチの幼虫の食事の

方法」）、Ｋは「知ってる」といってたどたどしいながらも一生懸命に日本語を使ってハチ

の幼虫の食事法を教えてくれた。Ｋは昆虫が大好きである。だから既有知識を使って『フ

ァーブル昆虫記』を理解する部分も多い。もちろんこの既有知識も「読み」に必要な能力

のひとつであり、たぶん母語で身につけた知識であろうと考える。Ｋは寡黙ながらも芯が

しっかりとしていて、認知的に見ても決して低くはない。活動の中で誉めてやると照れた

ような笑いをして、でもまんざらではないような表情を見せる。誉められた部分では次の

時にはさらに上の答えを用意してくる。子どもは受け入れられ、理解され、認められるこ

とで、持っている能力いやそれ以上の能力を発揮しようとするのではないかと感じる。 
 子どもは限りない可能性を秘めている。彼らの発達や可能性を規定するのは、彼らを取

り囲む環境と彼らに関わって存在する人間である。筆者には、ＪＳＬ児童Ｋに関わって存

在する人間としての責務ある。彼が自分のあるべき姿に気づき、この取り出し授業を超え

た部分での「読み」の力をつけてやれるような実践を今後も行っていけるよう研究を重ね

たいと考える。 
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