
             報告日 2005 年 2 月 15 日 

文字へ親しむ指導－“書く“活動へ繋げるために－ 

 
実践報告者 山田 初 

名前 M 
在籍学年 小学校 3 年生 
指導開始時の在日期間 不明 
言語環境 日本語が中心 

家庭内言語 母親とはタイ語・父親とは日本語 
言語使用状況 母親とは主にタイ語で会話。文字は数文

字認識し真似はできるが、読み書きはで

きない。母親とタイ語で電話したとき、

人目を避けようとした。 

 

日本語 
[JSL バンドスケール] 

幼稚園や小学校はすべて日本で過ごしてきた様

子で、話し言葉や行動でも日本の子ども達とほと

んど区別がつかない。そのため、筆者の指導以前

は特別な指導は受けたことがなかったようであ

る。授業では、学習についていけない部分が多い。

日本語の聞く・話すが非常に上手なため、読む・

書くができない部分を周りに聞くことでカバー

してきたようであり、また本人も周りもその重要

性に気づかなかったようである。 
また、当小学校には外国の背景につながる児童が

M 以外に在籍していない。そのため、M の日本

語の現状を把握している先生は非常に限られて

いる。 
 
 
 
 

子どもの様子 積極的で物怖じしない性格。友達も多そうである。

負けず嫌いな性格で、何か競争の要素が入った活動

では必死になり多少ケンカ調子になることもある。
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取り出し指導されている様子を、他の児童から悟ら

れないようにしている。 

筆者はM1人を取り出し指導しているが、同じような

学習する仲間がいたほうが、Mの学習意欲を刺激でき

ると思われる。 

今までの支援の有無 2004 年 6 月より継続指導 
 
実践の概要 
期間 2004 年 10 月 19 日 ～ 2004 年 12 月 21 日 （全 7 回） 
時間 毎週火曜 約 2 時間 
形態 取り出し 
目標 「読む」意欲の促進：ひらがな中心の絵本を読む 

        カタカナが読めるようになる 
掛け算の九九を理解する・覚える 

 
１．Mの日本語力－前回の指導を通して－ 

筆者は、2004 年 6 月より継続して M の指導を行っている。日本語は、普段の会話からは読

み書き等の学習場面で問題があることに気づかないほど流暢に使いこなしている。そのため、

友人も多く、学校生活を非常に楽しんで送っていた。しかし、その一方で授業の日本語には付

いていけていない様子が、一度入り込み指導を行ったことで明らかになった。M の場合、日本

語の語彙は日本語を母語とする一般の日本人児童とあまり変わらず豊富である。しかし、流暢

な日常の日本語の影で隠れて気づかれなかったためか、未だひらがな・カタカナを覚えていな

い状況であった。そのため、文字を読み、書くという行動を極端に避けていた。そこで、筆者

は M への指導の大きな目標として、「文字へ親しみ、文字を使うことの重要性、必要性に気づ

かせる」をあげた。夏休み後の今回の指導においては、さらにひらがな、カタカナを習得する

ことで、読む活動へのハードルを減らし、少しでも書く活動へ繋げることを目標とした。その

具体的な活動として、カタカナカルタ作りとそのゲーム、絵本読みを行った。 

 
２．“書く”につなげる指導の必要性 

M のように二言語を併用する環境にある子どもの言語能力を捉える方法として、言語能力に

は、生活場面での会話を中心とした生活言語と、認知的要求の高い学習言語の二つの側面があ

ることがカミンズにより指摘されている。一般的に、生活言語は 2～3 年と比較的速く獲得さ

れる一方で、学習言語の獲得には 5～7 年かかるとされている。特に学習言語は、認知発達の

過程にある子どもにとって、抽象的概念的なことを表し高度に認知を発達させる上で必要な言



語能力であり、学習活動の中で獲得する能力である。現在、日本に住む多くの日本語を母語と

しない児童生徒が、この学習言語の獲得に困難を覚え、学年が上がるにつれ学校の授業に付い

ていけなくなるケースが増えている。日本語を流暢に話すが、日本語の読み書きに困難を覚え

る M の場合もまさにこれにあてはまる。M は一見流暢に日本語を操っているため、日本語力

にまったく問題がないかのように見えるが、そのためか、長期に渡り学習言語の問題に気づか

れなかった可能性がある。その結果、小学３年生になるまで学年相応のひらがな、カタカナ、

漢字の読み書きを獲得できなかったのであろう。しかし、小学３年生という学年は、学習する

漢字も抽象的なものを意味するものが増え、抽象的な考えを必要とする学習項目も増える重要

な学年でもある。また、知識を得ていく上で文字を使った読みが大きな比重をしめていく時期

でもある。今後の彼女の認知発達を順調に促すためには、今、M が日本語の学習言語を獲得し、

学校の学習を理解していくことが必要なのである。そのため、筆者は彼女の学習言語の能力に

注目し、これを伸ばすための指導が必要と考えている。その初めの段階として、学習言語の獲

得に必要不可欠である文字の獲得を第一の目標とした。７回に渡る具体的な指導実践は、次章

のとおりである。 

 
３．実践報告 
夏休みを挟み、2004 年 10 月より指導を再開した。全６回の指導で、ほぼ毎回算数と国語を

行った。これは、担任の先生からの要請もあったためである。そこで本稿では、全指導の中か

ら“文字を書く”活動へ繋げるための読みや文字を認識する活動を中心に実践報告を行う。 

 

① 10 月 19 日（火） 

 １限－ 国語 

  
・夏休みの話 

・「カタログ」作り（書き） 

 ２限－ 国語 

  

・じゅげむの練習（読み） 

・国語ドリル（担任用意） 

・算数ドリル（担任用意） 

 M は、夏休みはタイに一時帰国した。しかし、タイのことは多く語らず「今流行っているこ

と」について話し始めた。運動会の参加賞としてもらった自由帳に、髪型・目・鼻・口・服の

パーツをカタログのように書き、各パーツの気にいった型を選んで女の子のイラストを完成さ

せあうことが流行っているらしい。M は、文字を一切書かずイラストだけを書いていた。その

ため、筆者が「本当のカタログだったら、字でも説明がないとちゃんと選べないね」と促した

ところ、各パーツの名前をひらがな・カタカナで書き始めた。普段から、一文字であってもよ

ほどの必要性がないと書こうとしない。しかし、今回は遊びの要素が入っていたため、また本



人が「字で名前が書いていないとカタログにならない」ことをよく理解していたため、スムー

ズに文字を書く活動へと繋げられた。 
また、近く学習発表会ありクラスで「じゅげむ」の暗唱をするようだった。筆者の前で、ひ

らがなで書かれた「じゅげむ」の原稿を暗記するため必死で何回も音読し、練習を行った。他

の子は覚えているようで「私も覚えなきゃ」と何回も練習をした。このように自分から積極的

に字を「読む」活動を行う姿を初めて見た。M の負けず嫌いの性格がうまく活かされた活動で

ある。この活動のお陰で、ひらがなの読みがスムーズになったようである。 

 

② 11 月 2 日（火） 

 １限－ 国語/取り出し 

  

・イラストカタログ書き（書き） 

・カタカナカルタ製作（読み・書き） 

 ２限－ 算数/取り出し 

  

・カタカナカルタ製作（読み・書き） 

・カタカナ読み確認 

・算数ドリル（担任用意） 

 第１回指導に引き続き、M のクラスでは「イラストカタログ」作りが流行しているようであ

る。友人同士で書きあったイラストを見せてくれた。それぞれには注文した友達の名前やその

イラストの女の子の名前も書いてあったが、ひらがなとカタカナが混ざっていたり、濁音であ

るべき字を清音で書くなどの間違いが見られた。しかし、「書く」活動のほとんどを嫌がって

いた夏休み以前と比べると、自主的に「書」いた点で評価できる。ただし、カタカナに関して

は認識自体がまだ曖昧のようである。そこで、カタカナの習得のためカタカナカルタを製作す

ることにした。それぞれのカードには M 本人が選んだ好きな色でカタカナを記入してもらった。

（カタカナの見本を見せないと書けない状態である。）今後は、ひらがなの書きとカタカナの

読み書きの習得を中心にしていくことにした。 
M の言葉：（できあがったカタカナカルタを見て）「すごい！沢山書いた！」  
⇒ カタカナをたくさん書いた経験はなかったらしく、かなり満足気に５０音順に並べたカル

タをしばらく見つめていた。満足感のある活動をすることこそが、活動の動機付けに も重要

である。 

 

③ 11 月 9 日（火） 

 １限－ 国語 

  

・書道の先生のお手伝い（読み） 

・カタカナカルタ（読み） 



 ２限－ 国語・算数 

  

・カタカナカルタ単語作り（読み・書き）

・絵本読み（読み） 

・算数ドリル掛け算（担任用意） 

 取り出し指導で使用している部屋（教育相談室兼教材置き場）で、前の時間（書道）に M の

学年を指導した先生が提出された書道の半紙を整理していた。半紙をクラスごとに分ける手伝

いを M にお願いし、「読み」の練習を兼ねた。にじんだりゆがんだりした筆でかかれた字（名

前）だったが、M は字を一生懸命認識しようとし手伝いをしていた。読めるひらがなだけを頼

りに推測しながら読んでいる様子がよくわかった。また、漢字も名前でよく使われるような画

数の少ない字（田中/木村/多/一/佐々木/山田/子）は認識し読めていた。 
 その後、前回の指導で作ったカタカナカルタを使い、カタカナ単語のクイズを出し合った。

答えを早い者勝ちでカルタで組み合わせて作りノートに書く。正しく作れた字数だけ点数を獲

得し、競争するというゲームを行った。M も非常に積極的で、嫌だったはずのカタカナだらけ

のカルタも必死になって見て（読んで）いた。ゲームといった競争要素の入った活動は「負け

ず嫌い」の M に 適であった。 
カタカナの活動が一段落したため、「図書室行って本読んでみようか？」と誘ってみた。前

学期の指導では、少しでも「本」という言葉が出ると消極的な反応しか返ってこなかったのだ

が、今回は喜んでいた。M の好きな本（絵ばかりの「ミッケ！」や「ウォーリー」シリーズ以

外との条件付）を選んでもらった。図書室では小学校 1年生対象の絵本のコーナーに直行した。

「おかいもの、どきどき」（迷路などのゲーム要素のついた絵本）を選んだ。自ら「じゃあ、

先生小さい子どもね。私、読むから」と言い、絵本読みを始めた。すべてひらがなの本である

が、つっかかりゆっくりではあるものの感情も込め、滑らかに読めた。「じゃあ、先生小さい

子どもね。私、読むから」という言葉から、この本読みがおかあさんごっこ的な要素が入った

活動だと推測できる。もし読み聞かせの相手が筆者ではなく、本当の小さい子どもであったら

M はもっと積極的に長時間活動ができたと思われたが、「読み」に対し精神的なハードルが少

なくなっている様子が伺えた。これも、ひらがなを習得した結果であろう。 

 

④ 11 月 16 日（火） 

 １限－ 国語 

  

・カタカナカルタ（読み） 

・カタログ書き 

 ２限－ 国語・算数 

  

・カタカナカルタ単語作り（読み・書き）

・絵本読み（読み） 



・算数ドリル掛け算（担任用意） 

「はやくカタカナのやつ（カタカナカルタ）やろうよ」と誘ってきた。遊び要素が入ってい

る活動だとはいえ、M 自身から勉強に積極的な姿勢をみせたのは珍しい。しかし、この活動は

一人がクイズ（例「夏に食べる冷たいお菓子はな～んだ？」）を出し、その答えをカルタで取

って並べ、自分が取ってあっていたカタカナの数だけ点数を取り、10 回戦行って点数の多い方

が勝ちというゲームになっている。筆者は常に「正しい」答えを知っている立場であり、ゲー

ムの展開のために「知っていても知らないふりをする」といった調整がなかなか難しい活動で

もあった。しかし、この活動により M は少しずつではあるが、「点々（濁点）つける？それと

もつけない？」と濁点の有無を認識するようになってきていた。 
その後は、前回の活動に引き続き絵本読みの活動を入れた。以前は図書館に行くという行動

自体も嫌がっていた M であったが、 近は喜んで行くようになった。とにかく「読む」という

活動の楽しさを知ってもらうというのが目的であり、基本的に M の選ぶ本を使っている。ただ

し、カタカナのまったく入っていない本を選ぶため、今後はこの点を調整することにした。今

回は、２冊目の本として『ミッケ！』（『ウォーリーを探せ』のように指示されたものを絵の中

から見つけるという本）を持ってきた。前学期の時にいつも見ていた本である。字はごく短文

である指示文を除きほとんどない。前学期はその短い指示文であっても、ほとんどを筆者に読

んでもらおうとしていた。しかし、今回はカタカナ言葉が混ざっている文であっても、分かる

字である限り M 自身が読んだ。これも、カタカタを習得している過程であり、分かる字が増え

たことが結果として「読む」活動の積極性に繋がっていた。 
M の言葉：「黙って聞いててよ～.読んでいるんだから。」 
⇒M による読み聞かせ活動の 中で、何回か間違った読みをした個所があった。その点を何気

なく指摘したが、負けず嫌いの M はやはりそれが嫌な様子（筆者は M に読み聞かせをして

もらう小さい子どもの設定である）。M のやる気をそがない間違いの指摘とはどのようなも

のだろうか。 

 

⑤ 11 月 30 日（火） 

 １限－ 国語 

  

・カタカナカルタ（読み）ゲーム 

・カタカナカルタ単語作り（読み・書き）

 ２限－ 国語・算数 

  

・絵本読み 

・算数ドリル掛け算（担任用意） 

筆者の指導では、「カタカナカルタをやる」ということが M の中に意識されているようで、

指導の時間になると催促してくる。より早く問題に出された単語のカタカナカルタを取るため、



カタカナを覚えてきたようで、回数を重ねるごとにとったカルタの字をノートに書く活動も早

くなっていた。M の中で、楽しい活動と認識されたことがカタカナの暗記も促進できた。 

 

⑥ 12 月 14 日（火） 

 １限－ 国語・算数 

  

・九九の確認/プリント 

・絵本読み 

 ２限－ 国語・算数 

  

・九九の確認 

・漢字の練習 

・漢字カルタつくり（フラッシュカード） 

担任の先生からのメッセージをいただき、担任の先生と連動して指導を進めていくことにし

た。在籍学級での宿題として「漢字一～十・大・犬」を行ったとのこと。取り出し指導ではそ

の宿題の確認と漢字ドリルの新しい漢字を導入することとした。絵本読みでは「今日は先生が

読んで、M は聞くだけにしてみようか？」と聞いたが、「嫌だ」の一言。M が選んだいつもの

『ミッケ！』を読む流れとなった。「かえるが ゲコゲコ どこにいるかな？」の文に対し、M
は「かえるが げろげろ どこにいるかな？」と読む。カタカナが読みにくくてもまわりの文

から予測して読んでいる様子がよくわかる。また、「かぎが 3 つ」を「かきがさんつ」と一度

読んだ後、「かぎがさんこ」と言い直していた。濁音は文字の認識ができないが音では聞き分

けているようである。また、「1 つ・2 つ･･･」の語彙は使用語彙として存在していないようだ。 
その後、担任の先生から出された宿題の漢字をドリルで練習した。外見で意味を連想できる

漢字は M の許容範囲であるらしく、練習用のますを埋める程度の「書き」であれば容易に行っ

た。ドリルでの練習の後は、カタカナカルタと形態を揃えた漢字カードを作っていった。フラ

ッシュカードとして使用し、読み・認識の確認を行った。徐々ではあるが文字を読むことへの

ハードルが下がったと思われる。今後も引き続き少しずつ漢字の導入を図っていくが、以下の

とおり指導において問題がある。 
－抽象的な意味の多くなる 3 年生以降の漢字の導入をどのように動機付けていくか 
－在籍学級との間の進度の差を限りある取り出し授業の中でいかに埋めていくか 
－自発的な「書き」活動とは何か、どう動機付ければよいか。 

 

⑦ 12 月 21 日（火） 

 １限－ 国語・算数 

  

・九九の確認/プリント 

・絵本読み 



 ２限－ 国語・算数 

  

・2 桁以上の掛け算（筆算） 

・漢字の練習 

・漢字カルタつくり（フラッシュカード） 

もうすぐ冬休みが始まる。M は学校が休みに入ることはとても寂しいようだったが、授業自

体が休みに入ることはものすごく喜んでいた。ここから、M の学校生活、友達との関係がうま

くいっている様子が良くわかった。 
前回の指導から担任の先生から、担任の先生の M への指導の進捗状況などを連絡するメモを

いただけるようになった。M から指導の初めに手渡されるようになっているが、M はその紙に

当日の指導内容・M の勉強の進捗状況が書いてあることは知っていて、勉強を避けたがりなか

なか渡そうとしない。しかしいっときすると「なんて書いてあるの？何か悪いこと書いてあ

る？」と非常に気にしていた。担任の先生と進捗状況をお互いに方向できるようになって、M
自身ももっと取り出し指導の授業的要素に注目できるようになったようである。九九に関して

も担任の先生と連絡がとれるようになり進度が速くなった。 
絵本読みでは、M 自身が読むことに中心としていた今までの指導から少し方向を変え、筆者

が絵本を M に読み聞かせすることにした。その理由は以下のとおりである。①筆者が選ぶ本は

M は拒否し読まないことが多い、②M 自身が選ぶ本は絵がほとんどで、意図的に読みの少ない

ものを選んでいる、③M が（筆者から誘ってであるが）読む（読める）本は M の在籍学年に

合ったレベルのものではない。M が一人で読める本は対象学年が M の在籍学年よりも下であ

る。そのため、筆者が M の学年にあった本を読み聞かせすることで、その内容により集中させ

内容を「考え」てもらいたいと思ったのだ。そして、その後 M 自身に再度読んでもらうことで

文字を「読む」活動に近づけたいと考えている。 
その後は、前回の指導に引き続き漢字ドリルの続きを行い、漢字カルタを製作した。一度読

める（認識できる）漢字であれば、比較的スムーズに書く活動にも移行できた。読むこと自体

のハードルを少なくすることができて初めて、「書く」活動へも入っていくことができている。 

 
４．指導における課題 

夏休みという長いブランクをはさんでの指導となったが、そのブランクをあまり感じないほ

どすんなりと再開できた。前学期と比べ、ひらがなの読みが非常に上手になっていたが、これ

は学習発表会で暗唱した「じゅげむ」の影響もあると思われた。これは、「じゅげむ」そのも

のへの興味が動機となったというよりも、他の子に負けたくないという M の負けず嫌いな性格

がうまく働いた結果であると思われる。また、カタカナカルタのゲームにおいても、彼女の性

格を考慮すると彼女の日本語のレベルに合う児童と共に複数人での取り出し指導をする方が

伸びるであろう。現在の指導では、M 対筆者のゲームとなり、生徒対指導者（常に正しいカタ

カナを知っている者）という構造は変わっていない。M と同じ立場の対戦相手がいることが理



想である。当小学校に、彼女以外の JSL 児童がいないのが残念であった。「じゅげむ」の活動

は彼女の性格をうまく刺激したものとなっていたが、他の在籍学級の児童と比べは非常に差が

あると思われる M の各能力を、その差を超えてうまく刺激できる活動はないだろうかと考えて

いる。 
一方で、「書く」活動を避ける姿勢はあまり変わっていなかった。唯一、「じゅげむ」でひら

がなを認識するハードルが下がったためか、清音のひらがなを書くことへの抵抗は少なかった。

これは、ひらがなを認識し読んでいるため、書くことへの抵抗が減ったためであろう。そのた

め、今回は書く活動の準備段階として、ひらがなの清濁やカタカナに慣れる活動を集中して行

ったがその結果、徐々にゲームの中でカタカナを書くことができた。この、文字に慣れ、獲得

しつつある点で今回の指導は評価できるだろう。しかし、文を書く等ゲーム性がない活動は拒

否し続けている。前学期の指導でも、書くことへ動機作りを活動目標の一つとしてはいたが、

この点は現在に至るまで達成することができていない。その他も含め、今後の指導における課

題として、以下のとおりまとめることができる。 
－文を書くための動機作り 
－筆者の「次は○○やろう！」という指示に対し拒否した場合の対処。（「書く」活動では、「絶

対やだ！」「やりたくないもん。知らない。」と言い完全に動作を停止してしまう。） 
－指導時間が短く、普段の授業に追いつくことができない。どんどん引き離されていく（であ

ろう）差を埋めるためにはどのような方法があるか 
－負けず嫌いな子どもとの、2 人だけの活動において、いかにその競争心を利用した活動を展

開していくべきか 
－現在の M の状況を見ていると、家庭での支援による学習の補完が必要だと感じる。家庭での

支援をどのように促せるか 
これらの課題も考慮し、今後も引き続き当面の目標に、文字を獲得した上での「読む」「書

く」の指導を据えて指導を続けていく予定である。 

 
５．今後の指導 

本稿の実践報告は全 7 回で終了している。本来冬休みを挟み、さらに少し上のレベルの絵

本を読むことで文字への抵抗を減らし、少しでも書く活動へと繋げようと活動を予定していた。

しかし、M が急遽タイへ一時的に帰国することとなったため指導出来なかった点は、非常に残

念である。今後の指導においても、以下のように段階を経て、書く活動へ繋げていきたいと考

えている。 

 
① 現在の M の力の少し上のレベルの絵本を筆者が読み聞かせる－いきなり文字から読み、理

解することのハードルを下げる 
② 一度内容理解をした上で、M に読んでもらう－文字を追いかけ、読むことへ慣れる 



③ カタカナや漢字カルタで、清濁の区別を練習する－文字を使って単語を作ることへのハー

ドルを減らす 
④ ゲーム活動の一環として、単語や単文を書く－文字へのハードルを減らした段階で、 終

的な目標である書く活動へと繋げる 

 
現在の懸念は、M が長期で学校を離れタイへ帰国していることで、今回の指導で慣れ始め

たひらがな、カタカナ、漢字を忘れてしまうことである。次回の指導では、再度レベルチェッ

クも行い、現状を把握した上で、読み書きの活動を徹底して行いたい。 
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