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本研究は、来日 3 年以内の JSL1高校生の不安感に着目し、その不安感をどのようにこ

とばの面から支えられるかを軸とした日本語教育実践を通して、JSL高校生の日本語支援

に必要な視点とは何かを明らかにすることを目的とする。 

第 1章 

文部科学省による日本語指導が必要な外国人児童生徒の受け入れ状況等に関する調査は、

1991年より開始され、子どもへの日本語支援や対策が行われるようになり約 20年が経つ。

近年は、ニューカマーの長期滞在化に伴い、長期的な子どもへの日本語支援や、教育保障

が注目されるようになってきた。このような現状を受けて、ニューカマーの高校入学の門

戸を広げるため、都道府県により特別入試枠2を設置する高校が増えてきた。 

筆者は子どものための日本語教育のフォーラムに参加し、様々な理由から退学する JSL

高校生の存在を知り、入学後の学びが容易ではないことに気付いた。しかし、このような

現状を把握するための JSL高校生への日本語支援に関する研究は非常に少なく、JSL高校

生の日本語支援の内容や学びの実態は明らかになっていない。筆者は以上の背景から、高

校入学後の JSL 高校生の学びの実態はどのようになっているのかという問題意識を持ち、

日本語教育の分野から何ができるかを考えるようになった。 

筆者は、幸いにも、2010 年 9 月から約 1 年間、JSL 高校生のための特別入試枠や日本

語に特化した授業を取り入れている X 高校の日本語サポーターとして JSL 高校生と関わ

る機会を得た。そして、教員とは異なる立場から、JSL高校生との様々なやりとりや教育

実践を通して、彼らの不安の声や将来に対する希望を聞くことができた。その声と教育実

践の観察を基に、JSL高校生が抱いている不安や自信に影響を与えるものは何か、そして

不安や自信と日本語を学ぶことはどのように関係しているのかを分析と考察を通して明ら

かにした。筆者は、本研究の目的を明らかにするために、研究課題 1をたて、さらに研究

課題 1を明らかにするために、研究課題 2、3の問をたてた。 

◆研究課題 1.  JSL高校生の不安を視野に入れた教育実践とはどのようなものか。 

◆研究課題 2.  不安や自信の捉え方に影響を与えるものは何か。 

◆研究課題 3.  日本語学習の意味づけを考えることと、JSL高校生の不安感の捉え方は 

どのように関係しているのか。 

                                                 
1 Japanese as a Second Language:日本語を第二言語として学ぶという意味で用いる。 
2外国籍を有する入学希望者のために特別に設けられた入試枠である。受験科目数削減や面接などを用い

る。 
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第 2章 本研究の理論的背景と先行研究 

第 2章では、X 高校の JSL 高校生の背景と彼らが抱く不安について理解を深めるため、

青年期の発達段階と発達課題(筑紫 1999、米沢他 1998)を概観し、彼らが将来の選択に必

要な社会的スキルを獲得していくという課題を社会的・制度的にもたされている状況であ

ることを述べた。さらに日本人高校生との異なりとして、移動により人間関係やことばの

学びが分断されている JSL 高校生にとって、ことば学びの継続と日本語の意味付け(尾関

2009)や、将来を視野にいれた学び(齋藤 2009)が重要になることを述べた。また心理学、

第二言語習得の面から不安に関する先行研究を概観し、さらに筆者の実践の基盤となる理

論として、「『移動する子ども』の不安感を含む言語能力意識を踏まえ、その意識に向き合

う言語教育実践(川上 2011、p.27)」を概観した。以上の先行研究から、JSL高校生が自ら

の複数言語をどのように捉え評価するのか、そしてそれに伴う不安感に着目し、JSL高校

生の不安を支え、JSL高校生が自身がライフコースを描けるようにするためのことばの力

を育成することを目指して教育実践を行ったことを明記した。 

第 3章 X高校の概要と研究方法 

第 3章では、はじめに、X高校の教育方針、特別入試枠の導入の経緯とこれまでの日本

語支援の歴史を述べた。次に X 高校の JSL 高校生の背景を筆者のフィールドノーツから

述べ、彼らが抱いている不安が、彼ら自身の能力や性格に起因するのではなく、社会的、

文化的、経済的な背景からの影響を大きく受けていることを述べた。その中でも、様々な

不安の根幹には、ことばの不安があることを述べた。後半は、調査対象である来日 3年以

内の JSL高校生 5人の日本語能力のレベルと背景を提示し、調査分析に使用したフィール

ドノーツ、音声データの詳細と調査手法としてコーディングを行った旨を記載した。 

第 4章 調査と分析 

 第 4章では、本研究で扱う「不安」の定義と筆者の行った調査、及び実践について述べ

た。X 高校の JSL 高校生がどのような不安を抱いているかをフィールドノーツから示し、

本研究では、様々な要因から構成される不安の根幹にある「ことばの不安」に着目するこ

とを明記した。「不安感」は、一人ひとりの生徒が「どのように不安を捉えているのか」と

いう意味で用いる。次に、3 つの調査の内容、構成、分析結果について記述した。3 つの

調査は、筆者が行った 3つの教育実践と同義である。以下に調査の概要と結果を記述する。 

＜調査 1「ライフストーリーインタビューを取り入れた活動」の内容と分析結果＞ 

期間は、2010年 9月から 12月まで、授業形態は、「基礎日本語」という取り出し授業の
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一環である。筆者は、日本語サポーター兼授業実践者として関わった。 

 JSL高校生 1年生を対象に行った、ライフストーリーの視点を取り入れ、身近な人にイ

ンタビューしそれをまとめて発表する活動を行った。その過程で、JSL高校生の一人の古

月（仮名）の「自信」に着目し、日本語学習を振り返り、将来を語っていく過程で、次の

３点が自信に影響していることがわかった。①日本語学習の軸に現状を位置づけること、

②人間関係に支えられること、③目標を具体化することばを獲得することである。そして

それらは、日本語を意味づける過程で観察された。 

＜調査 2 放課後支援内容とその分析結果＞ 

 2011年 4月から 7月まで放課後支援を行った。筆者は日本語サポーター兼実践者とし

て関わった。放課後に、JSL高校生のネットワークづくりと自律学習を目指し、様々な活

動を行った。その中の、学習の振り返りと計画という活動から、現状の学習環境などに否

定的な感情をもっていた古月が、中学の頃の古月を知っている後輩や、ロールモデル的存

在の先輩たちとのやりとりを通して、自分のできる部分に目を向け、前向きになった様子

が観察された。データを分析した結果、調査 1に加え、調査 2では、自信をもつことに影

響を与えるさらなる要素が観察された。それは次の 3点である。 ①日本語能力の振り返

りから、自己と他者の評価を行い、成長を感じること②以前の自分を知っている相手、ロ

ールモデル等関係性のある相手との振り返り、目標を共有すること③自分のできることに

目を向けていき、目標を語り、将来の道を具体化していくことでことである。 

＜調査 3 聞き取り調査の内容とその分析結果＞ 

2011 年 6月から 10月まで、 高校生活を 1年半終え、2年に進級した JSL高校生にイ

ンタビュー調査を行った。形態は、昼休みや帰宅時に行う個別またはグループインタビュ

ーであり、筆者は日本語サポーター兼調査者として関わった。質問内容は、1. 不安な気持

ちがどう変わったか、2.  日本語の成長があったか、3.  日本語ができるといいことは何

か、4.  今の目標は何か、である。インタビューの結果、5人中、4人は不安な気持ちに変

化があった。そのうち 3人は不安が小さくなったと回答した。そして、不安感の変容を決

定する基準は、その生徒によって様々であることがわかった。さらに 5人に共通している

不安感の変容の基準には、日本語が関係していた。この調査から、不安感を決定する価値

観と目標の描き方には、関連性があることがわかった。 

3 つの調査結果の考察として、不安感の変容の要素には、日本語が関わっていることが

いえる。換言すれば、日本語を学ぶことの意味づけが彼らの不安感の変容に関わっている。
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そして見方を変えれば、彼らがどうなりたいのかという将来を描くことに、日本語の意味

づけが関わっているといえる。 

第 5章 考察 

 第 5章では、はじめに調査結果と考察を図にして提示した。次に本研究の目的を達成す

るために、３つの視点から考察した。この３つの視点とは、A.研究課題に沿った調査の分

析結果から明らかになった視点、B.実践の目的が達成されたかという視点、C.筆者が、JSL

高校生と教員との関わりを通して得た気づき、学びからの視点である。最後に、筆者は何

を目指して実践を行ったかを振り返り、総合考察を行った。 

多角的な視点から考察を行った結果、筆者が得た学びとは、筆者がこの X高校に関わっ

た時からの問い、「JSL高校生にとってどのような支援が必要か」「教員と異なる立場であ

る日本語教師として、何ができるか」という問いに答えるものであった。考察から、日本

語教育に関わる支援者の役割は、JSL高校生がどのように日本語を学ぶのかを捉え、彼ら

の自己実現のための日本語の学びを支えることであることがわかった。学びを継続させる

のは、JSL高校生自身であるので、筆者が日本語教育に関わる支援者としてできることは、

彼らにとって日本語を学ぶとはどのような意味があるのか、それが彼らの将来とどのよう

に関わってくるのかを共に考え、その思考を促し、表現することをことばの面から支える

ことである。それこそが、彼らの不安をことばの面から支え、かれらの一人ひとりが自身

の人生の中に日本語を位置づけ、ライフコースを築いていくための日本語支援である。 

第 6章 結論 

 第 6章では、これまでの実践、考察を踏まえ、本研究の研究目的と意義について言及し

た。各実践では、日本語能力の振り返りから自身の日本語能力への自己評価を促したり、

さらに関係性のある意味のある他者からの評価を介して、再び自己の日本語能力を評価し

たりすることで、自らの日本語能力の成長を感じさせ、不安を支える工夫をした。そのや

りとりの過程で、筆者にとっての大きな気づきは、JSL高校生自身が「不安」と捉えてい

たものが、実践を通して彼らの学びや目標達成の「自信」へ変容していたことである。倉

八(2006、 p.88)は、日本において学ぶ留学生のスピーチ指導において、不安を学びへのエ

ネルギーに変容させる教授法過程要因について次のように述べている。「不安というかたち

で自分(学習者)にも他者（教授者）にも意識される学習の状態は、学習者だけでなく教授

者にも、充足を求めて行動を強いるエネルギーをもたらす。そして教授者が真の意味で学

習者を受け入れ、両者のかかわりあいが成立した時、第二言語が習得される」と説明した。
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これは、川上(2011, p.27)の述べる、子どもと実践者(支援者)が関係性の中で共に、不安を

含めた言語能力意識に向き合うことと通ずると考えられる。「不安」に JSL 高校生と支援

者が共に向き合うことにより、JSL高校生の「不安」の捉え方が、将来の目標の捉え方と

関係していること、そしてその二つの捉え方には日本語が大きくかかわっていたことが本

研究を通して明らかになった。換言すれば、「不安」に着目した実践自体が、日本語を学ぶ

意味を考え、今後の将来をどのように生きていきたいかという、自らのライフコースを描

くことにつながっていたといえるだろう。 

 

ここで、研究課題と目的について振り返る。研究課題 1 の大問いを明らかにするために、

研究課題 2、3、1の順に答えを提示する。 

 

研究課題 2. 不安や自信の捉え方に影響を与えるものは何か。 

研究課題 2答え：①日本語学習の振り返り、成長を感じること 

②できることに目を向けて、将来を語ることばを獲得すること 

③人間関係に支えられること 

意味のある人からの評価、意味のある人との目標を共有すること 

 

研究課題 3.  日本語学習の意味づけを考えることと、 

JSL高校生の不安感の捉え方はどのように関係しているのか。 

研究課題 3の答え： 

JSL高校生の不安感の規定に共通するのは、一人ひとりの JSL高校生にとっての日本語

の意味づけである。そして、「日本語の意味づけ」は不安感だけでなく、今後の目標にもつ

ながっている。 

 

研究課題 1. JSL高校生の不安を視野に入れた教育実践とはどのようなものか。 

研究課題 1の答え： 

 JSL 高校生の一人ひとりの不安感、日本語の意味づけを共に考えていく実践である。そ

の意味付けを考えることは、JSL高校生の不安感だけでなく、ライフコースを支える教育

実践である。 
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【研究の目的】 

JSL高校生の不安感をことばの面から支え、一人ひとりのライフコースを支える日本語支

援の視点を提示する。 

【目的に対する答え】 

日本語使用経験を振り返り、日本語を学ぶ意味、そして日本語は自分の人生においてど

のような意味を持つのかを捉えなおすことにより不安に向き合う過程を実践の中で支える。

この過程から、自分はこれから何を目指すのか、そして何をすべきなのか、といったライ

フコースにかかわる問題を共に考えることを通して、自らの思考を言語化し、思考を整理

し、明確にしていくことをことばの面から支えていく視点が重要である。 

 

これまで年少者日本語教育において、日本語支援の制度や人的配置などが問題にされて

きた。特に中高生に対する日本語教育では、どのようにしたら授業についていけるように

なるかに加え、高校受験や検定試験に合格することなどの目に見える結果や学習の成果を

修めることが表面的な問題として見られてきた。しかし彼らの将来を考えたときに、一人

ひとりの子どもにとって、日本語を学ぶとはどのような意味があるか、なぜ不安な気持ち

をもっているのかということに目を向けていくことこそが、根本的な支援になるのではな

いだろうか。この一人ひとりにとっての日本語を学ぶ意味や、なぜその学習者が学ぶ意欲

を持てないのかを考える姿勢の重要性は、年少者を対象とした日本語教育に限らず、日本

語教育という文脈で重要視されるべき視点であろう。なぜなら、「不安」な気持ちを媒介に、

自らの目標や将来を考え、語り、表現していくことは、今後どのように生きていきたいの

か、そしてそこに日本語を学ぶことがどのような意味をもつのかを考えることにつながる

からである。 

本研究で行った教育実践と JSL 高校生と筆者の関係性から聞くことができた JSL 高校

生の声は、高校に入学を果たした JSL高校生がなぜ日本語を学ぶのか、そしてその背景に

はどのような思いがあるのかという実態を伝えることができたのではないだろうか。そし

て JSL 高校生にとっての日本語を学ぶ意味を共に考えていくことを言語教育から支援し

ていくことが、彼らがどのような将来を描いていくかというライフコースを支える日本語

教育になればと考えている。人的、制度的に高校生への日本語教育が整いつつある今、そ

の教育制度が彼らの将来につながるものになるために、本研究が参考になれば幸いである。 
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