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外国人の子どもの教育で「日本語」はどのように位置づけられてきたか
佐藤 郡衛（明治大学）
１．学校で最初に「日本語」が注目されたのは？
日本において子どもに対する日本語教育は、帰国児童生徒教育からスタートした。海外
から帰国した子どもの教育が、
「問題」として取り上げられるようになるのは 1970 年前後
のことである。高度経済成長とともに企業の海外進出が盛んになり、海外子女数が増加
し、それに伴い帰国する子どもの数も増加傾向を示しはじめた。特に、現地校やインター
ナショナル・スクールに就学していた子どもの中には、日本語の能力が不十分な子どもが
多かったことから、日本語教育が課題になったのである。
帰国児童生徒教育で最初に関心が払われたのは、日本語力、とりわけ語彙力に関してで
あった。草薙は、小学校高学年、中学校で学習する単語に関して一般の子どもとの運用能
力の差が大きいこと、類似語を見分ける能力が劣ること、文中で適切な単語を選択する能
力が弱いこと、名詞と動詞の慣用的な組み合わせを見いだす能力差が大きいことなどを明
らかにした(1)。中西らは、帰国後２年以上経過した場合、滞在年数が長くとも日本語が回
復すること、滞在期間が２年未満の子どもについては日本語の能力の低下はみられない
が、２年以上になると少しずつ影響がでてくること、そして帰国した子どもが一番誤りや
すい品詞は動詞であり、次いで名詞であることなどの結果を明らかにしている(2)。
1980 年代前半までの研究の多くは、日本の子どもと比較し、語彙力がどの程度劣ってい
るか、どのような語彙が不足しているかといった点を明らかにしてきた。こうした研究成
果を踏まえ、帰国児童生徒に対する日本語教育は、語彙力を増やすことが目指された。そ
のために身近な生活に関する言葉や日本文化に関わる言葉に注目し、語彙の習得に中心が
おかれていた。
２．本格的な日本語指導の始動
日本の学校において「日本語」が明確に意識されるようになったのは 1990 年以降であ
る。1970 年代に中国帰国者の子どもやインドシナ難民の子どもの日本語教育が開始され成
果も蓄積されつつあったが、子どもの数が少なく、学校教育の全体の課題にはなりにくか
った。1980 年代、日本経済はバブル期にあり、製造業を中心に人手不足が深刻化してい
た。1989 年に「出入国管理及び難民認定法」
（入管法）を改正し、日系移民とその子孫に
定住資格を与え、日本での居住と労働を認めた。その結果、日系ブラジル人が急増し、
1990 年には約 56,000 人だったが、94 年には一挙に 15 万人と３倍近くになった。日系ペ
ルー人も同様に増加していった。同時に帯同する子どもも急増することになった。
文部省（当時）は、1991 年にはじめて「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入状況
等に関する調査」を実施した。その結果、学校で日本語指導が必要な小学生は 3,978 人、
中学生は 1,485 人だった。ただし、
「指導を必要とする」という基準が曖昧であり、日常
会話ができれば指導を必要としないとみなされてしまうといった問題も指摘された。実際

の子どもの様子は、休み時間や放課後に流暢に日本語を操っていても、いったん授業に参
加すると授業内容が理解できない、また理解したことを十分に表現できないといった状況
にあった。学校では、1990 年当初から学習するための「ことばの力」に注目していた。
日本語の力が十分でない外国人の子どもの増加により、
「日本語」が学校教育で明確に
意識されるようになる。当時の学校での日本語指導の一端についてみてみよう(3)
① 小学校低学年の指導事例（ペルー出身の小学 1 年生）
・

１学期は、学習経験が皆無のため、幼児向け雑誌、及びその付録、ひらがな運筆の練習、
色塗りの方法、学校周辺めぐりなどを通して日本語指導を行った。

・

２学期はひらがなの読み書き、生活のための日本語、1～20 の数の練習などを行った。

②

小学校中学年の指導事例（ブラジル出身で滞在期間が約１年の小学４年生）

・

絵カードを見せ、動物や品物の固有名詞を覚えさせる。その名前をひらがなで表し文字を
導入する。固有名詞の文字を点線で表記し、絵カードと一体化させ練習させる。

・

上の指導を長音、濁音、促音、拗音を用いて表すものに発展させ（例えば、しゃしょう、
ひゃっかてん）
、ひらがな表記を覚えさせる。ひらがな文字の筆順や字形を正式に覚え
る。カタカナでも同様の指導を行う。短文を書き、助詞を覚える。

③

小学校高学年の指導事例（ブラジル出身で滞在期間が約２年の小学６年生）

・

週８時間専任の教師による取り出し指導を行った。このうち４時間は個別指導である。

・

個別指導では、
『にほんごをまなぼう』
『ひろこさんのたのしいにほんご』
、そして自作のプ
リントなどを教材とした。校舎内外をまわったり、日本語とポルトガル語を教えあったりし
たが、１時間変化をつけるのが難しい。

・

グループ指導では、ゲームを行い、日本語の語彙を広げた。ポルトガル語、日本語の両方わ
かる子どもに通訳してもらい、凧づくり、季節の行事をとりあげ、具体的な操作や体験を多
くさせるようにした。

④

中学生の指導事例（中国出身の滞在期間が約１年の中学１年生）

・

週 13 時間の取り出し指導で、日本語の音声・文字・文型などの指導を行っていた。

・

『せんせいおはようございます

老師早！』
（文部省）、
『ひらがなカタカナ練習帳』
（中国残

留孤児援護基金）、
『日本語』
（国際日本語学校）、
『にほんごをまなぼう』
（文部省）を使用し
ている。

このように、外国人の集住地域を中心に、学校での日本語指導が開始されたが、これまで
経験したことがなったため、試行錯誤で行われていたことが把握できる。外国人の子どもが
多い学校の教師を対象にした調査（４）では、日本語指導の課題について、「日本語を体系的
に指導するシステム（教材、指導者、指導方法など）ができていない」という意見が多かっ
た。ある教師は、
「教職経験 23 年目だが、日本語指導は国語の指導とは全く別であることが
わかった。研修の機会がほしい」といった声も聞かれた。学校で本格的に日本語指導が開始
され、外国人の子どもが在籍する多くの学校で実践を重ねてきたが、教科指導と日本語指導
の両立が困難だという意見が多かった。
３．日本語指導と教科指導の統合―JSL カリキュラムの開発・展開
（1）JSL カリキュラムの開発の経緯
外国人の子どもの増加傾向は、2000 年代に入ってからも続いた。特に、ブラジル系の人

たちが多く居住する群馬県大泉町、愛知県豊田市、浜松市などの集住地域の学校では、半
数近くが外国人の子どもというところも現れるようになった。また、大都市を中心にして
中国やフィリピン出身の子どもも多くなり、日本語の習得が学校での重要な課題になって
いった。
日本語の指導は、多くの学校で行われるようになり、教材なども多く開発された。しか
し、教育現場には、日本語ができるようになれば学習活動に参加する力もつく、教科の中
でも特に重要な語彙を習得すれば学習活動に参加するための力が育成できるといった考え
方が強く、日本語指導が教科指導につながらないという問題がおきてきた。そこで、日本
語指導と教科指導を統合的に進めるために、文科省では 2001 年に JSL（Japanese as a
Second Language）カリキュラムの開発に着手し、2003 年に小学校編（５）、2006 年に中
学校編（６）を開発した。なお、報告者はこの開発の協力者会議の座長を務めた。
（2）JSL カリキュラムの基本コンセプト
JSL カリキュラムが「日本語」をどのように位置付けたかに焦点を当ててみていく（７）。
① 「学習に参加するための日本語の力」をつけることをねらいにした。そのため、学習活
動を「体験」－「探求」－「発信」の３段階に分けて組み立て、各段階とも問題解決的
な活動を基本にすえた。
② 具体物や直接的体験を支えにした学習活動を重視した。
③ 子どもの学習活動を基礎的な活動単位（Activity Unit=AU）に整理し、その活動単位ご
とに日本語のバリエーションを用意した。
④ 授業づくりを支援するためのツールにした。多様な背景を持った子どもたちの実態か
ら画一的な内容や定型的なカリキュラムでは対応できないためである。
（3）JSL カリキュラムにおける「日本語」の位置付け
子どもが学習に参加したり、学習内容を理解できるようにしたりするには、定型的で固定
的な日本語表現ではなく、子どもが理解しやすい多様な日本語表現を考慮していく必要が
ある。そこで、１つの日本語表現ではなく、さまざまな日本語の表現を工夫することで、子
どもの理解を促進させていくという方法をとった。
JSL カリキュラムの特徴の１つが子どもの活動に即したさまざまな日本語表現とそのバ
リエーションを用意したことである。AU は学習活動を構成している一連の下位活動である。
たとえば次のようなものが考えられる。
①

「体験」の局面： 知識を確認する、経験を確認する、など

②

「探求」の局面： 比べながら観察する、変化を観察する、など

③

「発信」の局面： 表現する、判断する、など
授業の中で展開する子どもたちの学習活動はこうした単位的な下位活動が数多く組み合

わさって成り立っている。このような活動（AU）と、それを行うために必要な日本語表現
のバリエーションを組み合わせ、一枚のカードにしたものが AU カードである。AU カード
により学習活動と日本語を一体化させるようにした。
AU の日本語表現では、活動における学習の各局面のコミュニケーションを支える日本語
の表現例を示した。その日本語表現はあくまでも一つの例であり、子どもたちの言語運用力

や学力の多様性を考えれば、決して特定の定型表現が万能であることはない。また、基礎的
な日本語の文型や表現を網羅したものでもない。教科学習に入る前の段階にいる子どもた
ちが学習活動に参加することを可能にし、活動への参加を通して言語運用力および学ぶ力
を育成するために必要な日本語表現という視点で取り上げたものである。
次の図は、
「比べながら観察する」の例である。

（4）JSL カリキュラムにおける日本語支援の方法
JSL カリキュラムでは日本語の支援として、授業中に、生徒が新しい語彙の意味がわか
らずにいる時に易しいことばに言い換えて説明するというような「理解を促す支援（理解支
援）」、生徒が適当な表現が見つけられない時に表現をいくつか示して選択させるというよ
うな「表現を促す支援（表現支援）
」
、そして、繰り返し聞かせて定着を促進するような「記
憶を促す支援（記憶支援）
」を設定した。
① 理解支援
・ 言い換え、視覚化、例示、比喩、対比、簡略化、補足、関連づけ等
② 表現支援
・ 選択肢を示す、表現方法を示す、モデルを示す、キーワードを示す、対話で引き出す、
母語で表現させる等
③ 記憶支援
・ 内容の構成例を示す、視覚化する、身体化する、音声化する、物語化する、反復する等
（5）JSL カリキュラムの問題
開発直後、現場では使いにくいという声が多くを占めた。その理由は、JSL カリキュラム
をツールとして示したため、授業づくりの負荷が高く、即実践に応用できないということだ
った。同時に内在的な問題もある。日本語で学習に参加する力の育成を重視したが「日本語」
の知識が不十分なため「日本語」が背後に退いてしまったこと、学習活動が体系化されてい
ないため日本語も網羅的であり日本語指導の系統性がわかりにくいこと、日本語表現が教
師対子どもの定型的なものにとどまり実際の教室場面での表現が反映されていないといっ
た問題である。また、文科省が開発の主体であるため、学習指導要領、特に教科という枠に
縛られ、子どもの言語能力や言語発達、第二言語習得といった視点が十分に出せなかったな
どの問題があった。
４．現在の状況
（1）日本語指導が必要な子どもとは

日本の一条校に在籍する子どもで、日本語指導が必要な児童生徒は、教科学習について
いけない子どもも対象になり、学習言語力をつけることが大きな課題になる。また、外国
人学校やインターナショナル・スクールに就学する子どもも日本語教育を受けている例が
多く、一条校以外の学校での日本語教育も課題である。外国人学校やインタナショナル・
スクールを卒業後、日本の大学等に進学したり、日本で就職したりする子どもが多くなっ
ているためである。このように一条校以外の学校での日本語教育も課題になるが、現時点
では視野が向けられていない。また、不就学者や高校中退者など日本の公教育の枠から出
ている子どもの日本語教育はボランティアが中心であり、公的な支援はない。最近にな
り、夜間中学を各都道府県に 1 校設置することが提案されているが、これからの課題であ
る。日本語指導の対象になる子どもについて示したのが下図である（８）。
「⽇本語指導を必要とする」とは、教科学習について
いけない児童⽣徒も対象になる（その基準が難しい
が）
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（2）最近の国の調査からみた動向
外国籍の児童生徒数は学校基本調査によると 11 万 6 千人で年々増加傾向にある。文科省
（９）
の「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（2018 年度）
」
では、日本

語指導が必要な外国籍の小学生は 26,316 人、中学生は 10,260 人、高校生 3,677 人、その
他 502 人の計 40,755 人に達し、前回調査（2016 年度）と比較していずれも増加している。
日本国籍で日本語指導が必要な小学生は 7,669 人、中学生は 2,071 人、高校生 495 人、そ
の他 136 人の 10,371 人で日本語指導が必要な児童生徒数の合計は 51,126 人である。
都道府県別では愛知県が最も多く、ついで神奈川県、東京都、静岡県、大阪府などと続く。
一方で 39 の都府県で外国人児童生徒が増加しており、全国的な広がりをみせている。また、
在籍する市町村数は 832（前回 825）に達しているが、このうち 10 人未満が 56.7％と「散
在地域」が半数以上になる。
日本語教育の現状についてである。国では日本語教材、日本語と教科の統合学習のための
「JSL カリキュラム」
、担当者の指導マニュアルである「外国人児童生徒受入の手引き」、さ
らには「日本語能力の評価基準（Dialogic Language Assessment：DLA）」などの開発を進
めてきた。さらに、
「特別の教育課程」の編成という制度改革により正規の授業時間内で日
本語指導が可能になった。また、外国人児童生徒 18 人につき一人の日本語指導担当教師を
配置できるようにもなった。このように、日本語指導については一定の成果が蓄積されてき
たが、実際にはいまだ十分とはいえない実態もみえてくる。

文科省の「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（2018 年度）
」による
と、日本語指導を受けている児童生徒の割合は、外国籍児童生徒 79.5%（前回調査より 2.6%
増）
、日本国籍児童生徒 74.4%（前回調査より 0.1%増加）となっている。具体の指導内容は
次の通りである。なお、
日本語指導が必要な児童生徒が在籍する全学校数 11,548 校である。
① 日本語ゼロの子どもへの指導である「サバイバル日本語」は 44.2%（5,057 校）
② 文字、表記、語彙、文法、学校への適応や教科学習の基礎となる力をつける「日本語基
礎」は 62.9%（7,198 校）
③ 「JSL カリキュラム」は 26.7%（3,031 校)
④ 在籍学級での学習内容を先行したり、復習したりする「教科の補習」は 53.3%（6,067
校）
また、個別の指導計画を作成して「特別の教育課程」により個別の指導を受けている児童
生徒の割合は、外国籍児童生徒 60.8%（前回調査より 18.2%増）、日本国籍児童生徒 57.3%
（前回調査より 18.5%増加）となっている。
「特別の教育課程」による指導を実施していな
い理由としては、
「日本語指導と教科の統合的指導を行う担当教師がいない」
「個別の教育課
程の編成が困難」などの理由が上がっている。
学校での日本語指導が開始され、30 年以上が経過するが、いまだ、学校で日本語指導を
受けていない子どもが全体の２割以上おり、個別の指導計画のもとで日本語指導を受けら
れない子どもが４割以上いるという実態が浮かび上がってくる。
（3）学校で「日本語」はどのように位置づけられているか
外国人の子どもの教育で、
「日本語」の重要性は明確であり、学校教育でも指導が行わ
れてきた。子どもの日本語指導では、語彙を増やし、文法構造の使い方を教え、読み方と
書き方を指導している。そして、日本語を使って複雑なことができるようにすることを目
指す取り組みがなされている。しかし、大きな問題は日本語指導と教科指導との統合が十
分になされていないという点である。既述の実態調査を見ても、JSL カリキュラムに基づ
いて指導を行っている学校は全体の 26.7%にとどまっている。教科学習では、日常生活で
はあまり使用されることない語彙を習得する必要があり、しかも、表記方法が複数あり、
漢字の語彙が増加していく。学習内容が高度化するため、教科の文脈の中で日本語指導と
の両立が難しくなり、教科内容の理解を優先させてしまうという現実がある。
JSL カリキュラムでは、授業の目標は言語面と内容面の 2 つを設定するようになってい
る。例えば、文科省の受入の手引きでは、算数の割り算の事例が紹介されている。算数の
目標としては、割り算について理解し、割り算ができるようになるという算数の目標を設
定すると同時に、その学習において必要とされる日本語の力、例えば、「割り算の計算の
仕方を日本語で表現できる」といったことが目標になる（１０）。しかし、学校では教科目標
が重視され、日本語の目標が背後に追いやられるという現実がある。この背景には、いく
つかの要因があるが、教師が日本語の知識がなく、どのような目標を設定するかがわから
ないということ、子どもの日本語力の評価ができないため目標設定もできないといった点
があげられる。さらには、日本語力の向上には日本語で話す、書くことが重要だが、その
時間が十分に取れないため、解答のみの発表に終わったり、書くことまで指導が行き届か
なかったりということも大きな要因である

また、学校で「学習言語」を育成するという課題が十分になされていないという問題もあ
る。バトラー後藤は、
「学習言語」を次のように定義している。第１は言語的な側面で、語
彙（教師の指示語などの一般語、分野限定の教科の専門語、比較・調査・分析などの学習語）、
音韻（文字と音との関係、音読の重視）、文法（特に論理文―と、ば、たら、なら、から、
ので、ても、など、で教科書にはよく出てくる）の３つをあげている。第２は認知的な側面
で、背景知識とスキーマ（知識間の関連と構造）
、思考力（理解、応用、分析、統合、評価）
、
ストラテジーからなる。そして第３は社会文化・心理的側面で、発話スタイル（家庭と学校
の発話の違い、相手の理解を確認するためにする発話）と学習スタイル（自分の意見をはっ
きりいうことに価値をおくスタイルなど）である（１１）。学習言語能力の向上にはこうした３
つの要素を視野に入れる必要があるが、実際は言語的側面の語彙、特に教科の専門語に焦点
が当てられることが多い。文法についても、最近は学校現場で意識されるようになり、国語
のリライト教材の作成や算数の文章題などで論理文や仮定文などをわかりやすく言い換え
るといった試みがなされているが、
「日本語」の専門知識がなく、しかも教師個人の負担が
大きいため十分には対応できていない。リライトするにはそもそもどのような教材が有効
か、あるいは語彙や文法をリライトするには、
「日本語」に関する知識が必要であり、かつ、
教科の文脈に即して行うには専門的な知見が必要になる。
（4）専門家の養成と研修の必要性―そこでの関わり
このように、学校の教育場面で日本語が背後に退くのは、学校に日本語を専門とする教
師はいないことが大きな要因である。今後必要なことは、「日本語」の専門家を養成し、
学校に配置することである。中長期的には教科としての「日本語科」を設置することが必
要であろう。現在、
「特別の教育課程」の編成により正規の授業時間内で日本語指導がで
きるようになった。これをさらに進めて学校の教科として「日本語科」を創設することで
ある。すべての子どもが小学校から高校まで一貫して日本語教育が受けられるようにしな
ければならない。そのためには、学校の教科として「日本語科」を創設し、専門の教師を
養成する必要がある。これは、教職員免許状や学習指導要領の改訂も必要になりハードル
は高いが、検討すべき課題である。
「日本語科」の設置や専門の教師養成は長期的な課題だが、短期的には現職の教師や指
導者の研修体制を整備していくことである。日本語に関する研修については、日本語教育
学会の調査では都道府県教育委員会で 48.7％、市区町村教育委員会で 21.8％となってい
る。この他、国際交流協会では 46.8％が研修を行なっており、「日本語支援者」と学校で
日本語指導を担当する教師も参加していることが報告されている（１２）。
問題はそうした研修の内容である。日本語教育学会が「外国人児童生徒等教育を担う教
員の養成・研修モデルプログラム」のガイドブックを刊行している。外国人児童生徒教育
に担う教師の研修内容として 14 の大項目が設定されている。そのうちの１つに「日本語
の特徴」があり、①外国語としての日本語（音韻・文字・表記・語彙・文法、学校文法と
の違い、諸言語との対照）
、②文章・談話（ジャンルと文体、ことばの機能、表現の意
図、結束性）
、③場面とことば（言語使用域、敬語、話しことばと書きことば、共通語と
方言、ことばの性差）が内容として上がっている（１３）。学校の教師や実際に指導にあたる
指導者にとっては、通常、
「日本語」について意識することがなく、しかも知識もないた

め、こうした「日本語」についての研修が必要であり、しかも、教科の文脈に即して「日
本語」を位置付けて指導するためにも専門的な研修が必要である。
５．検討すべき課題
今後検討すべき課題をあげる。
（1） 子どもの教育において「日本語」をどのように位置付けるか、そしてその習得のた
めの学習活動等の検討
（2） 日本語の習得と学習環境の関連の検討―子どもの属性や環境要因の詳細な分析
（3） 教師養成や研修における「日本語」に関する内容・方法等の検討
こうした課題に応えていくためには、日本語文法学会のどのような知見を活かすことが
できるか、本シンポジウムがこうした点を考える契機になればと願っている。
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ࡢࠕᕪ␗ࠖࢆྍどࡋࡓࡾࠊྍどࡋࡓࡾࡍࡿࡢࠊࡑࡢᵓ㐀ࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡃࠋ
༓ⴥ┴࠾ࡅࡿほᐹ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡽᚓࡓࢆࡶࠊࠕ᪥ᮏㄒࠖ▱⬟ࡸᏛຊࡢ㛵ಀࠊ
㏻ᖖࡢᏛ⣭1࠾ࡅࡿᏛ⩦ゝㄒࠊே㛵ಀࡸࢹࣥࢸࢸࡘ࠸࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡽࢆྲྀࡾᕳࡃ
ேࠎࡢࡸࡾࡾࡽ⣣ゎ࠸࡚࠸ࡃࠋ

2. ࠕ᪥ᮏㄒࠖࠕ▱⬟ࠖࡸࠕᏛຊࠖ
 ࠕࣈࣛࢪࣝࡽ᮶ࡓᏊࡶࡣⓎ㐩㞀ᐖࡀከࡃ࡚ࠖᅔࡗࡓࡼ࠺ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍᐊᦠࢃࡗ࡚
࠸ࡿඛ⏕ࡀゝ࠺ࠋ༓ⴥ┴ෆࡢᕷ⾤ᆅ࠶ࡿࡑࡢᆅ༊ࡣࠊ᪥ᮏㄒᣦᑟࡀᚲせ࡞ඣ❺⏕ᚐࡀྛᏛ
ᰯᩘྡࡎࡘᅾ⡠ࡋ࡚࠾ࡾࠊ୰࡛ࡶࠊࣈࣛࢪࣝࡽ᮶ࡿඣ❺⏕ᚐࡀ᭱ከ࡛ࠊࡑࡢ୰ᅜฟ㌟
⪅ࡶ୍ᐃᩘ࠸ࡿࠋ
ࠕデ᩿ࡶ⾜ࡗࡓࡢ࡛ࡍ㸽ࠖ⚾ࡀ⪺ࡃࠊ
ࠕࡸࡾࡲࡋࡓࡼࠋ⏣୰ࣅࢿ࣮ᘧࡶ
WISCࡶࠖ⟅࠼ࡿࠋほ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐈほⓗ࡞どⅬࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇࡣ☜㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡓࡔࠊࡇࡢࠕᐈほⓗࠖࠕ⮫ᗋⓗࠖ
ࠕ⛉Ꮫⓗࠖドᣐ⮬యࠊேⅭⓗ࡞ㄢ㢟ࡀ₯ࡴࠋ
 ୕ᾆ㸦2020㸧ࡼࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢࠕእᅜேඣ❺⏕ᚐ➼࠾ࡅࡿ≉ูᨭᩍ⫱➼ࡢ≧ἣ㛵ࡍ
ࡿᩚ⌮⚊࣭ㄪᰝ⚊ࠖࡢศᯒ࡛ࡣࠊ2016ᖺࡢⅬ࡛ࠊእᅜ⡠ඣ❺⏕ᚐཬࡧእᅜࡘ࡞ࡀࡿ᪥ᮏᅜ
⡠ࡢඣ❺⏕ᚐࠊࡑࡋ࡚᪥ᮏே⏕ᚐࡢ⥲ᩘࡢ࠺ࡕࠊ≉ูᨭᏛ⣭ᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿඣ❺⏕ᚐࡢẚ⋡
ࡁ࡞ᕪࡀ᫂ࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜᖹᆒ࡛ࠊ᪥ᮏே⏕ᚐࡣ2.3%ࡀ≉ูᨭᏛ⣭ᅾ⡠ࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊእᅜ⡠ඣ❺⏕ᚐࡣࡑࡢ⣙2.5 ಸ࠶ࡓࡿ5.72㸣ࠊእᅜࡘ࡞ࡀࡿ᪥ᮏᅜ⡠ඣ❺⏕ᚐࡣ
⣙㸰ಸࡢ4.64%࡛࠶ࡗࡓ㸦୕ᾆ, 2020㸧ࠋࡣࡓࡋ࡚ࡇࡢ⤫ィࢹ࣮ࢱࡣࠊእᅜ⡠ඣ❺ࡸእᅜࡘ࡞
ࡀࡿ᪥ᮏᅜ⡠ඣ❺⏕ᚐࡣ㞀ᐖࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀከ࠸࠸࠺ࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺㸽௨
ୗࡣࠊከゝㄒከᩥࢆ⫼ᬒࡶࡘࢫࢬࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠕࡾࢇࡈࢆࡘ⨨࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖඣ❺┦ㄯᡤࡢᢸᙜ⪅ࡀඃࡋ࠸ኌ࡛ࡑ࠺ᣦ♧ࡍࡿࠊᙜ㸴
ṓ10ࣨ᭶ࡔࡗࡓࢫࢬ㸦௬ྡ㸧ࡣࠊᯝ≀ࡢ࠾ࡶࡕࡷࡢ୰ࡽࡾࢇࡈࢆࡘᡭྲྀࡾࠊᮘࡢୖ⨨
࠸ࡓࠋ▱⬟᳨ᰝࡢࡾฟࡋࡣࢫ࣒࣮ࢬぢ࠼ࡓࡀࠊ㏵୰ࠊࡸࡾࡾࡀࡿሙ㠃ࡀᗄᗘ࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ୍ࡘࡀ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋᢸᙜ⪅ࡀ㈙࠸≀⾜ࡃᏊࡶࡢ⤮ࢆぢࡏ࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺㉁ၥࡍࡿࠋ
ᢸᙜ⪅㸸
࠾ẕࡉࢇࡢ࠾࠸࡛ࠊ࠺ࡋ࡚ࡶ࠸ࡿࡶࡢࢆ㈙࠸⾜ࡁࡲࡋࡓࠋ
࡛ࡶ࠾㔠ࡀ㊊ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡑࡢࢫࢬࡉࢇࡣ࠺ࡋࡲࡍ㸽
ࢫࢬ㸸
ࡲࡓ࠾ᐙᖐࡽ࡞ࡃࡕࡷࠋ
ᢸᙜ⪅㸸
࠺࣮ࢇ㸽ࡶ࠺ࡕࡻࡗヲࡋࡃᩍ࠼࡚ࡃࢀࡿ㸽
ࢫࢬ㸸
…࠾ᐙࡲࡓᖐࡽ࡞ࡃࡕࡷࠋ
ᢸᙜ⪅㸸
࠺ࢇࠊ࠺ࢇࠊࢇࢇࠋ
 ࢫࢬࡢᅇ⟅ࡀ▷ࡗࡓࡢࠊᢸᙜ⪅ࡀࠕࡶ࠺ࡕࡻࡗヲࡋࡃᩍ࠼࡚ࠖ⪺ࡁࠊࢫࢬࡀࠕࡲࡓࠖ
ࡢ⨨ࢆኚ࠼࡚ྠࡌࡇࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ሙ㠃ࢆീࡋ࡚⮬ศࡢゝⴥ࡛ㄝ᫂ࢆせ
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ࡍࡿ㉁ၥࡀᩘᅇ࠶ࡾࠊᢸᙜ⪅ࡣỴࡲࡗ࡚ࡇ࠺⪺ࡁ㏉ࡋࠊࡑࡢᗘࢫࢬࡣ⮬ศࡢᅇ⟅ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ
ࡓࡾࠊ㯲ࡾ㎸ࢇࡔࡾࡋࡓࠋ⣙30ศࡢ▱⬟᳨ᰝࡢ⤖ᯝࠊࢫࢬࡣ㸳ṓ༙⛬ᗘࡢ▱⬟デ᩿ࡉࢀࡓࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡣ୍యఱࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋࢫࢬࡣ⡿ᅜ⏕ࡲࢀࠊ㸱ṓ༙࡛᪥ᮏ⛣ࡾఫࢇ
ࡔࠋᐙᗞ࡛ࡣࠊྎ‴⏕ࡲࢀ⡿ᅜ⫱ࡕࡢ∗ぶࡣ୰ᅜㄒ࡛ࠊ᪥ᮏ⏕ࡲࢀ᪥ᮏ⫱ࡕࡢẕぶࡣ᪥ᮏㄒ࡛
ࢫࢬヰࡋࠊ୧ぶྠኈࡣᇶᮏⓗⱥㄒ࡛ヰࢆࡍࡿ≧ἣ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࢫࢬࡢ᪥ᮏㄒࡣ
୍ぢὶᬸ⪺ࡇ࠼ࡓࡀࠊᐙᗞ࡛ࡢ᪥ᮏㄒࡢࣥࣉࢵࢺ㔞ࡢᙳ㡪࡛ࠊࡑࡢㄒᙡ㔞ཬࡧ㛗ᩥసᡂࡣ
ࣔࣀࣜࣥ࢞ࣝᐙᗞẚ㍑ࡍࡿࡁ࡞ᕪࡀ࠶ࡿ୍ⓗࢲࣈ࣑ࣝࣜࢸࢵࢻ㸦୰ᓥ, 2007㸧ࡢ≧ែ
࠶ࡗࡓࠋࢫࢬࠊࠕࡶ࠺ࡕࡻࡗヲࡋࡃᩍ࠼࡚ࠖゝࢃࢀ࡚࠺ᛮࡗࡓࡢࢆ⪺ࡃࠊ≉
ࠕヲࡋࡃࠖࢆࠕ⧞ࡾ㏉ࡍ຺ࠖ㐪࠸ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ࡞ࡐ⧞ࡾ㏉ࡉࡏࡿࡢࠊఱ㛫㐪࠼ࡓࡇࢆ
ゝࡗࡓࡢࠊᚰ㓄࡞ࡗࡓ࠸࠺ࠋࡘࡲࡾࠊᐃᙧᩥ୰ࡢࠕヲࡋࡃࠖ࠸࠺ㄒᙡࡀࢃࡽ࡞࠸
ࡇ࡛ࠊ㉁ၥࡢពᅗ⮬యࡀࡘࡵ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊ᪥ᮏㄒࡢㄒᙡࡀࢃࡽ࡞࠸
ࡇࠊ㛗ᩥᥥࡀ㞴ࡋ࠸ࡇࡀࠊࢫࢬࡢࠕ▱⬟ࠖࡸࠕᏛຊࠖࡢၥ㢟㌿᎑ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢫࢬࡶཷࡅ࡚࠸ࡓࠕ⏣୰ࣅࢿ࣮ᘧࠖࡣࠊඖࠎࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡚Ⓨᒎࡋࡓࣅࢿ࣮ᘧ▱⬟᳨ᰝࢆࠊ
᪥ᮏࡢ⎔ቃࡸ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡚ಶࠎࡢⓎ㐩ࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵᗄᗘࡶᨵゞࢆ㔜ࡡࡽࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿ㸦୰ᮧ࣭ᕝ, 2003㸧
ࠋࡇࡢࠊḢ⡿ࡢᑻᗘ࡛᪥ᮏࡢᏊࡶࢆ ࡿࡇࡢၥ㢟ࡢᑐᛂࡀࠊ⓶⫗
ࡶ᪥ᮏ࠾ࡅࡿᩥⓗゝㄒⓗከᵝ࡞Ꮚࡶ㐩ࢆ ࡿୖ࡛ࠊ㐺ษࡉࢆḞࡃุᐃࢆᑟࡃせᅉ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊୡ⏺ྛᆅ࡛⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿWISC㸦࢙࢘ࢡࢫ࣮ࣛᘧ▱⬟᳨ᰝ㸧ࡣࠊỗゝㄒ
ⓗ࡛࠶ࡿࡇࡽ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ᑐࡋ࡚ࡶ⏝ࡉࢀࡿࡇࡀከ࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᯇ⏣࣭୰ᕝ
㸦2017㸧ࡣࠊ᪥⣔ࣈࣛࢪࣝேඣ❺ࢆᑐ㇟ࡋࡓㄪᰝࡽࠊࡇࡢWISC-IVࡀࠕօ ඣ❺ࡢᚓព࡞᪉
ࡢゝㄒ࡛▱⬟᳨ᰝࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊֆ 」ゝㄒ࡛ᐇࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊև ゝㄒ⌮ゎ࣮࣡࢟ࣥ
ࢢ࣓࣮ࣔࣜࡣࠊゝㄒ⬟ຊࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅࡿࠊֈ ㏻ヂࡢ⬟ຊࡢၥ㢟ࠖ㸦p.38㸧ࡼࡗ࡚ࠊᩥ
ⓗゝㄒⓗከᵝ࡞Ꮚࡶ㐩ࡢ▱⬟᳨ᰝ࠾࠸࡚ㄗุᐃࢆᑟࡁฟࡍせᅉ࡞ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࢶ࣮ࣝ⮬యࡢၥ㢟࠸࠺ࡼࡾࠊࡢࡼ࠺ᐇࡍࡿࡢࠊࡢࡼ࠺ゎ㔘ࡍ
ࡿࡢࠊ࠸࠺࠸ᡭഃࡢᙳ㡪ࡀ⤖ᯝᫎࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡶࡑࡶࠊ୰ᮧ࣭ᕝ㸦2003㸧ࡣࠊ▱⬟᳨ᰝࡀࠕ୍ே୍ேࡢᏊࡶࡢಶᛶྜࢃࡏࡓᩍ⫱ࠖ
ࢆ┠ⓗసࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕᕪูࡸ㑅ูࡢ㐨ලࠖࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿࡇ⮬యࡀࠕㄗࡗࡓ࠸
᪉࡛ࠖ࠶ࡿᣦࡍࡿࠋḢ⡿࠾࠸࡚ࡣࠊゝㄒⓗᩥⓗ࣐ࣀࣜࢸඣ❺⏕ᚐࡽࡢ≉ูᨭᩍ
⫱࡛ࡢᅾ⡠ẚ⋡ࡢከࡉࡀ70ᖺ௦ࡈࢁࡽၥ㢟どࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ≉▱⬟᳨ᰝࡢ๓ᥦ♫ⓗ࣐ࢪ
ࣙࣜࢸ࡛࠶ࡿⱥㄒẕㄒヰ࡛୰⏘㝵⣭ࡢⓑேࢆᐃࡋ࡚࠸ࡓࡇࡽࠊ㯮ே⏕ᚐⓑே⏕ᚐ㛫
ࡢ⤖ᯝࡢᆒ⾮ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࡇࡸࠊⱥㄒᏛ⩦⪅ࡢ㓄៖ࡢḞዴࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Cummins
1984, Harry & Klingner 2006㸧ࠋࡑࢀྠᵝࡢ≧ἣࠊࡘࡲࡾࠕ᪥ᮏㄒࠖࡸẕᅜ࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡸ⎔
ቃ࡞ࡢࠕᩥⓗᕪ␗ࠖ㉳ᅉࡍࡿㄗุᐃࡽ≉ูᨭᏛ⣭ࡢධ⣭ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀࠊ
ࡢ᪥ᮏࡢᏛᰯ࠾࠸࡚ࡶ㢧ᅾࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸦㔠, 2020; ୕ᾆ, 2020㸧
ࠋ≉ูᨭᏛ⣭࡛ࡣࠊ
ಶࠎࡢⓎ㐩ᛂࡌ࡚ᡭཌ࠸ᣦᑟࢆࡍࡿࡢ࡛ࠊᚲࡎࡋࡶࡑࡇࡢࡾศࡅࡀၥ㢟࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡓࡔࠊ⌧≧࡛ࡣࠊ≉ᶒࡉࢀࡓࠕ᪥ᮏㄒࠖࡸࠕᩥࠖࡀࠊࠕ␗㉁࡞⪅ࠖࢆ㞀ᐖࡋࠊᵓ㐀
ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆᨵࡵ࡚ᤊ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋఱࡢࡓࡵࠊఱࢆࠊㄡࡀࠊㄡࢆࠊࡢࡼ࠺ ࡗ
࡚࠸ࡿࡢࠊၥ㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀࠕ᪥ᮏㄒࠖࡸࠕᩥⓗᕪ␗ࠖ㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ࡞ࡢࠊࡑ
ࢀ௨እ࡞ࡢࢆ᫂☜ࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊ┿ࡑࡢᏊࡶᚲせ࡞ᨭࡣ⾜ࡁΏࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

3. ࣃࢵࢩࣥࢢࡼࡾྍどࡉࢀࡿࠕ᪥ᮏㄒࠖ
 ࠕ᪥ᮏㄒࠖࡸࠕᩥⓗᕪ␗ࠖࡀᵓ㐀ࡍࡿࡢࡣࠊᙜ↛እᅜேඣ❺⏕ᚐࡽࡢ≉ูᨭᏛ⣭ࡢ
ࡾศࡅࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ㏻ᖖᏛ⣭ࡢᩍᐊ࠾࠸࡚ࡶ㉳ࡇࡾ⥆ࡅࡿࠋCummins
㸦1979㸧ࡼࡿࠊࠕᏛ⩦ゝㄒሙ㠃౫Ꮡࡋㄆ▱ຊせồᗘࡢప࠸⬟ຊࠖࡉࢀࡿBICS㸦Basic
Interpersonal Communicative Skillsࠕఏ㐩ゝㄒ⬟ຊࠖ
㸧ࠕሙ㠃౫Ꮡ࡛ࡁࡎㄆ▱ຊせồᗘࡀ㧗࠸
⬟ຊࠖࡉࢀࡿCALP㸦Cognitive Academic Language Proficiencyࠕㄆ▱࣭Ꮫຊゝㄒ⬟ຊࠖ㸧ࡀ➨
ゝㄒ⩦ᚓ㛵ࢃࡿࠋCumminsࡢᴫᛕࡘ࠸࡚ࡣゝㄒᏛⓗ⌮ㄽࡋ࡚ࡣㅖࠎࡢᢈุࡣ࠶ࡾࡘࡘ
ࡶࠊඛㄽࡌࡓࡼ࠺࡞ⱥㄒᏛ⩦⪅ࡽ▱⬟᳨ᰝࢆ➨ゝㄒ࡛ᐇࡋุ࡚ᐃࢆࡍࡿࡇࡢᑐᢠ
ⓗ࡞⌮ㄽࡋ࡚ࠊ㠀ᖖ㔜せ࡞౯್ࢆᣢࡘࠋࡘࡲࡾࠊ࠶ࡿ⛬ᗘᩥ⬦ࡽㄞࡳྲྀࡿࡇࡀྍ⬟࡞
᪥ᖖⓗ࡞ヰ⬟ຊࡀ⾲ᒙⓗ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡽ࠸ࡗ࡚ࠊᩍᐊ࠾ࡅࡿ⬺ᩥ⬦ࡉࢀࡓᏛ⩦ᚲ
せ࡞ࡼࡾ῝ᒙⓗ࡞Ꮫ⩦ゝㄒࡲ࡛ࡀ㌟ࡘ࠸࡚࠸ࡿࡣゝ࠸㞴࠸࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿ2ࠋ
 ᑠᏛ㸰ᖺ⏕ࡢ㏵୰࡛୰ᅜࡽ⦅ධࡋ࡚ࡁࡓ࣓ࡣࠊඛ᪥ᮏ࡛ാ࠸࡚ࡁࡓ∗ぶࡀ⏕άᇶ┙ࢆ
ᩚ࠼ࡓୖ࡛ࠊẕぶඹࡧᐤࡏࡽࢀࡓࠋ∗ぶࡣẖ᪥ᮅࡽኪ㐜ࡃࡲ࡛࡛ᅾࡀࡕ࡛ࠊᐙ
࡛ࡣẕぶ࣓ࡢே࡛㐣ࡈࡍࡇࡀከࡗࡓࠋᑠᏛᰯ࡛ࡣࠊ୰ᅜㄒᑐᛂ࡛ࡁࡿᩍဨࡣ࠾ࡽ
ࡎࠊ㐌㸯ᅇ㸯㛫ࠊ᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡀࡦࡽࡀ࡞ࡸ࢝ࢱ࢝ࢼࠊㄒᙡࢆぬ࠼ࡿࡇࢆ୰ᚰᣦᑟࡀ
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋᩍᐊ࡛ࡣࠊ୰ᅜㄒ࡛ࡢ᪥ᖖヰࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿྠࡌࢡࣛࢫࡢࣘ࢟ࡀ㞄ࡢᖍᗙࡾࠊ
㏻ヂࡢᙺࢆᯝࡓࡍࠋࡣ࠸࠼ࠊᙜ7ṓ༙ࡢࣘ࢟⮬㌟ࡢ୰ᅜㄒࡶ୰⳹⣔⛣Ẹ㸰ୡࡢ∗ぶࡢ
᪥ᖖヰ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊᤵᴗ࡛ఱࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊ⮬ศࡶᤵᴗࡘ࠸࡚࠸ࡁ࡞ࡀࡽ
㏻ヂࢆ⾜࠺ࡢࡣ⮳㞴ࡢᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋ㸰ᖺ⏕ࡶ⤊ࢃࡾ㏆࡙࠸ࡓ㡭ࠊᣦᑟဨࡼࡿ࣓ࡢ᪥ᮏ
ㄒᣦᑟࡣ⤊ࡋࡓࠋ᮶᪥ࡽ༙ᖺࡀ㐣ࡂࠊᩍဨࡀヰࡋࡅࡿ࣓ࡶࡔ࠸ࡪᛂ⟅ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡞ࡾࠊᩍဨࡽᙼዪヰࡋࡅࡿ㔞ࡶቑ࠼࡚࠸ࡓࠋࣘ࢟⪺࠸࡚ࡳ࡚ࡶࠊࠕ࣓ࡕࡷࢇࠊ᪥
ᮏㄒࡶ࠺↛ヰࡍࡼࠖゝ࠺ࠋ
 ࣓ࡢ᪥ᮏㄒࢆࡵࡄࡿᩍဨࡸࣘ࢟ࡢホ౯ࡣࠊሙࡢ≧ἣ㐺ࡋࡓཱྀㄒ㸦BICS㸧࠾ࡼࡧ㌟యⓗ
࡞ᛂࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ࠸࠺࣓ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆඖࡋ࡚࠸ࡿࠋ☜࣓
ࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡣࠊࡢ⏕ᚐࡽࡢ⾜ືࢆᶍೌࡋࠊඛ⏕ࡽၥ࠸ࡅࡽࢀࢀࡤࠊࢇࡢሙྜᮇᚅࡉࢀࡿ
ᛂࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦ゝㄒࡸ⾜ືࡢᶍೌኻᩋࡋࠊࡑࢀࡀ▱⬟࣭Ꮫ
ຊ࣭ែᗘ࣭ᩥⓗ⫼ᬒၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡳ࡞ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡶ࠶ࡗࡓ㸧ࠋࡘࡲࡾࠊࡢ⏕ᚐࡽ
ྠࡌࡼ࠺ࡿ⯙࠸ࠊ
ࠕᡭຓࡅࢆせࡋ࡞࠸ࡼ࠺ぢ࠼ࡿࠖࡇ࡛ࠕࡢ⏕ᚐྠࡌࠖࡢࡼ
࠺ࣃࢵࢩࣥࢢ㸦࣮࢞ࣇࣥࢣࣝ, 1987➼㸧࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊィ⟬ࡸ₎Ꮠࡢ᭩ࡁྲྀ
ࡾ࡛ࡣ࡞࠸Ꮫ⩦࡛ࡣࠊࡲࡔṤᅇ⟅ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࣓ࡢ⾲ᒙⓗ࡞᪥ᮏㄒࡢࠕ࣌ࣛ࣌ࣛឤࠖࡸࠊᮇᚅࡉࢀࡓᛂࢆ♧ࡍࡇ౫ᣐࡋࡓุ᩿ࡼ
ࡾࠊᐇ㝿ࡇࡲ࡛ᩍ⛉ෆᐜࢆ⌮ゎࡍࡿࡢᚲせ࡞᪥ᮏㄒࢆ㌟ࡘࡅ࡚࠸ࡿࡢࠊࡑࡋ࡚Ꮫ⩦
ෆᐜࡋ࡚ఱࢆࡇࡲ࡛⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡀྍどࡉࢀࡿࠋࡓ࠼ࠊ᫂ࡽᤵᴗෆࡢࣉ
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सಚཀྵͶͱ͏ͰخธώϨϱΪϩگүʤޢΝ༽͏ͪگՌگүͳޢݶसಚΝదͳͤΖʥ͵ʹ͗અܯʀ
ࣰࢬ͠Ηͱͪ͘ɽ

ࣜࣥࢺ࡞ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊࣉࣜࣥࢺࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡣࠕ᪥ᮏㄒࡀࡲࡔ࡛ࡁ࡞࠸
ࡽࠖࠕ᪥ᮏㄒຊࡢḞዴࠖࢆᣦࡋࡘࡘࡶࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⦅ධᙜึࡼࡾ
ࡶ┦ᑐⓗ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᮏேࡶSOSࢆฟࡉ࡞࠸ࡇࢁࠊၥ㢟ࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࠕ࠸
࠸ࡇࠖࡿ⯙࠺ࡓࡵࠊ㒔ྜࡼࡃࠕ᪥ᮏㄒࠖࡢၥ㢟ࡣ┳㐣ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏ᮶ᚲせ࡛࠶ࢁ
࠺᪥ᮏㄒࡸᏛ⩦ࡢᨭࡀཷࡅࡽࢀࡎࠊ࠶ࡣࡢ⏕ᚐࠕ㏣࠸ࡘࡃ࠺ࠖࠊࡘࡲࡾࠕὋࡄ
ỿࡴࠖࡀᮏேクࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋᐙᗞࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࡛ࡢ㈨※ࡸᨭࡀ₶ἑ࡛࡞࠸㝈ࡾࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞୰࡛ࠕὋࡂࡁࡿࠖࡇ⮬యࠊ㠀ᖖᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋወࡋࡃࡶࠊᏊࡶ㐩ࡀᏛࡪሙ࡛࠶
ࡿᏛᰯࡀࠊ㠀ពᅗⓗ࣓ࡢࡼ࠺࡞Ꮚࡶ㐩ࢆྍどࡋࠊ✚ᴟⓗⴠࡕࡇࡰࢀࡿࡼ࠺࡞ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
4. ࠕ᪥ᮏㄒࠖᏊࡶ㐩ࡢ♫㛵ಀ
 JSL㸦Japanese as a Second Language ➨ゝㄒࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒ㸧ࢆྵࡴᏛᰯ࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᣦ
ᑟࡀᚲせ࡞ඣ❺⏕ᚐࡢᩍ⫱㛵ࡋ࡚ࡢ㆟ㄽ࡛ࡣࠊᏛ⩦ゝㄒࡢࡳࡀᙉㄪࡉࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ
๓⠇࡛ࡶ㏙ࡓࡼ࠺ࠊᚑ᮶ࠊᏛᰯࡢᩍᐊ࡛࠶ࡲࡾព㆑ࡉࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓᏛ⩦ゝㄒ╔┠ࡍࡿ
ࡇ⮬యࡣࠊ㠀ᖖ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᏛ⩦ゝㄒࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠕࡇࡤࠖࡢ୍ഃ㠃࡛
ࡋ࡞࠸ࠋゝㄒⓗᩥⓗከᵝ࡞ඣ❺⏕ᚐࡗ࡚ࡳࢀࡤࠊᏛ⩦ෆᐜࡀࢃࡽ࡞࠸ࡇ௨ୖࠊ
ࡇࡶ㐩ྠኈࡢࡸࡾࡾ࠾࠸࡚ࠊࠕࡇࡤࠖࡢᐇ㊶ⓗ࡞ഃ㠃ࡸ㇟ᚩⓗ࡞ഃ㠃ࡀࠊࡑࡢሙࡑࡢ
ሙᛂࡌ࡚ㄢ㢟ࡋ࡚❧ࡕ⌧ࢀࡿࠋ
 ࣓ࡢᏊࡶ㐩ࡢ㛫ࢆࡘ࡞ࡄࢤ࣮ࢺ࣮࢟ࣃ࣮࡞ࡗ࡚࠸ࡓࣘ࢟ࡀᛮ࠸ᝎࢇࡔࡇࡢ୍ࡘ
ࠊ㐟ࡧࡢ࣮ࣝࣝࢆ࠺ࡲࡃ࣓ㄝ᫂ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡗࡓࠋఱᗘఇࡳࡢᰯᗞ
࡛ࠕⰍ࠾ࠖࠕ⨁㋾ࡾࠖ
ࠕࢻࢵࢪ࣮࣎ࣝࠖ࡞ࡀࢫ࣒࣮ࢬ࠸࡞ࡗࡓ⤒㦂ࡽࠊࡢᏊࡶ
㐩ࡣ࣓ࢆㄏ࠺ࡇࢆࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ᪥ࡶఇࡳࠕⰍ࠾ࠖࢆࡋࡼ࠺࠸࠺ヰ࡞
ࡗࡓࠋࣘ࢟ࡣࠊࡢ⏕ᚐࡽࡽࠕ࣓ࡕࡷࢇࡣ࣮ࣝࣝࢃࡽ࡞࠸ࡽࠖࠊࣘ࢟ࡔࡅ࡛ཧຍࡍ
ࡿࡼ࠺ಁࡉࢀࡿࠋࣘ࢟ே࡛㐟ࡰ࠺ࡋ࡚࠸ࡓ࣓ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᏊࡶ㐩ࡢ㐟ࡧࡀጞ
ࡲࡿࡇࠊ⮬ศࡘ࠸࡚ఱࡸࡾࡾࡀࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࠊࣘ࢟ࡀㄝ᫂ࢆࡋ࡞࠸ࡇࣇࣛ
ࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆឤࡌࡓࡼ࠺ࠊࠕࣘ࢟ࡢࡇዲࡁࡌࡷ࡞࠸㸦ᡃ႐ṅ఼㸧
ࠖゝ࠸ṧࡋࠊࡑࡢ
ሙࢆཤࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸦⩣᪥ࡣࡲࡓ୍⥴㐟ࢇ࡛࠸ࡓ㸧ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞࣓ࣘ࢟ࡸࡢ⏕ᚐࡽ
ࡢ㛫࡛ࡢ΅ࡸㄪᩚࡀࠊࡑࡢ㒔ᗘ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ᪂ᖺᗘ࡞ࡾࠊ࣓ࣘ࢟ࡢࢡࣛࢫ᪂ࡓ
୰ᅜࡽ࣑ࡀ⦅ධࡋ࡚᮶ࡓࠋᗘࡣࠊ࣓ࡀ㏻ヂࡋ࡚࣑ࡢ㞄ࡢᖍᗙࡾࠊ࣑ࡢࢧ࣏
࣮ࢺࢆクࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ែࡢ୰ࠊ⌜άື࡞௨እ࡛ࡣࣘ࢟ࢆྵࡴࡢ⏕ᚐ
㐩ࡼࡿ㛵ࡶࢇ࡞ࡃࠊᩍᐊࡢ୰࡛ࡶእ࡛ࡶᩘࣨ᭶ࡢ㛫ࡣࠕேࡁࡾ࡛ࠖࠊྠࡌゝㄒࢆ
ヰࡋࠊ࠸┦ㄯࢆࡋ࡞ࡀࡽᏛᰯ࡛㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᚋࠊ࣑ࡣ୧ぶࡢពྥ࡛ẖ᪥ሿ㏻࠸
ࡔࡋࠊ᪥ᮏㄒࡶᡂ⦼ࡶ࣓࣓࢟࢟ఙࡤࡋ࡚࠸ࡗࡓ3ࠋ3ᖺ⏕ࡢ⤊ࢃࡾࡣࠊ࣑ࡀ୰ᅜㄒ࡛ヰࡍ
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έιη͗ΓΕ͢Ώ͖ͤͮͪɽָߏ͖ΔྖͶో͠ΗΖ͕எΔͦͶॽ͖Ηͪೖຌޢͺɼʰ͗࣊Κ͖Ζʱࠅޢ
ंͲ͍ͮͱɼೖຌָߏͳ͏͑ಝఈชຼͶғ͏ͱ͢ڎΖ͞ͳ͖Δཀྵմ͗༲ҝͲͺ͵͏ɽϟͺɼ
ΠϝΏηθΝղ͢ͱϤΫͳͯ͵͗Ζ͞ͳͲɼָߏๅҲ෨ΝघͶΗͱ͏ͪ͗ɼྡ࣎
ߏٵೖͶถΌΔΗͪͶཱིͮͱ͏ͪΕɼڇৱ͗͵͏ೖͶ͕อΝͮͱ͏͵͖ͮͪΕɼ࿊ཙ͗ߨ͖͘͵
͏͞ͳଡ͖ͮͪɽ

ࡇࡣ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ࣓ே࡛㐣ࡈࡍጼࡣࢇぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊࢀࡽࡀ
ࡢ⏕ᚐࡽ≉ẁ௰Ⰻࡃ࡞ࡿࡇࡶ࡞࠸ࡲࡲࠊ࠸୍ே࡛㐣ࡈࡍࡇࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
 Peshkin㸦1991㸧ࡼࢀࡤࠊ┤᥋ⓗ࡞ᕪู⤒㦂ࡀ࡞ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊࠕᣄ⤯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺
ඹ㏻ࡢឤぬࡸࠊ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ឤぬࠊ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀຎࡗ࡚࠸ࡿࡇࡔ࠸࠺ࠗࡼࡑ
⪅࠘ࡢឤぬ㸦p. 25㸧ࠖࡼࡗ࡚ࠊ࣐ࣀࣜࢸࡢ㛫࡛⮬ศ㐩ࡀࢫࢸࢢ࣐ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺
⌮ゎࡀ⏕ࡌࡿࠋ࣐ࢪࣙࣜࢸ4ࡀ≉ᶒࡉࢀࡓ♫࠾࠸࡚ࠊ࣐ࣀࣜࢸ㞟ᅋࡀ㝈ࡽࢀࡓ㈨
※ࢆồࡵࡿ≧ἣࡣࠊ࣐ࣀࣜࢸ㞟ᅋ㛫࠾ࡼࡧ㞟ᅋෆࣛࣂࣝ㛵ಀࢆసࡾฟࡍ㸦Tajfel,
1982㸧ࠋ୰࡛ࡶࠊSuarez-Orozco㸦2004㸧ࡣࠊྠࡌẸ᪘ⓗ⫼ᬒࢆࡶࡘ୍ୡୡࡢ⛣ẸࡢᏊࡶ
㐩ࡢㄪᰝ࡛ࠊࡼࡾྠࡋ࡚࠸ࡿ㞟ᅋࡣࠊྠࡢὸ࠸᪉ࡢ㞟ᅋࢆࠕຎࡗ࡚࠸ࡿࠖࡳ࡞ࡋࠊ㊥
㞳ࢆྲྀࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྠࡢὸ࠸᪉ࡢ㞟ᅋࡣࠊࡼࡾྠࡋ࡚࠸
ࡿ㞟ᅋࡢࡇ࠺࠸ࡗࡓㄆ㆑ࡸ⾜Ⅽࢆ⮬Ẹ᪘ᑐࡍࡿษࡾ࡛࠶ࡿᤊ࠼ࡿഴྥࡀ࠶ࡿㄽࡌ࡚࠸
ࡿ㸦Suarez-Orozco, 2004㸧
ࠋࡘࡲࡾࠊ࣐ࢪࣙࣜࢸࡢྠࡸࡲࡿ࡛㝈ࡽࢀࡓ㈨※ࢆྲྀࡾྜࡗ࡚
࠸ࡿࡢࡼ࠺࡞ឤぬࡀ⏕ࡌࠊྠ࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋෆࡾࡸᑐ❧ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞ྠࡌ࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋෆ࡛ࡢࢫࢸࢢ࣐ࡣࠊ⤖ᯝⓗ࣍ࢫࢺ♫࡛ࡢ࣐ࢪࣙࣜࢸࡢ≉ᶒ
ᛶཬࡧ⮬ศ㐩ࡢ࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋࡢ࣐ࣀࣜࢸࢆᙉࡍࡿࡇࡘ࡞ࡀࡿ㸦ᑠᯘ, 2021㸧
ࠋ
 ᐇ㝿ࠊࢡࣛࢫ࣓࣮ࢺࡽࡀ᫂☜⏦ࡋྜࢃࡏ࡚࣓ࡸ࣑ࢆ㝖ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓ
ࡔࠊᮏே㐩ࡢㄆ㆑ࡣࠊࠕ࡞ࢇ࡞ࡃ୍⥴ヰࡉ࡞࠸ࠖ
ࠕ࡞ࢇ࡞ࡃ୍⥴㐟ࡤ࡞࠸ࠖࠕ࡞ࢇ
࡞ࡃ୍⥴࠸࡞࠸࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ㛵ಀᛶࡢᙧᡂࡣỴࡋ࡚ࠕ࡞ࢇ࡞ࡃࠖ࡞ࡉࢀࡿ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᑠᯘ㸦2021㸧ࡼࡿ⡿ᅜ㧗ᰯ࠾ࡅࡿ᪥ᮏே㧗ᰯ⏕ࡽࡢㄪᰝ࡛ࡶࠊࢀࡽࡣ
ࠕ⮬↛ྠࡌே✀ࡸ࢚ࢫࢽࢩࢸྠኈ࡛㞟ᅋࡍࡿࠖᤊ࠼࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊᐇ㝿ࡣྠゝㄒヰ
⪅ࡀసࡿゝㄒⓗ✵㛫࣭ቃ⏺ࠊⱥㄒᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡼ࠺≉ᐃ⏕ᚐࢆ㞟ᅋࡍࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠊ
≀⌮ⓗ✵㛫タィࡸ⏕ᚐࡽࡢ⾜ື⠊ᅖ࡞ࡀࠊ᪥ᮏே⏕ᚐࡽࡢ㞟ᅋഴྥᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡓࠋ
 ࣘ࢟ࡀ࣓ࡢࠊࡑࡋ࡚࣓ࡀ࣑ࡢ㏻ヂ௵ࡉࢀࠊ㞄ࡢᖍᗙࡿࡇࡣࠊࢀࡽࡀࠕ࡞ࢇ
࡞ࡃࠖࡋࡓࡇ࡛ࡶࠊᚲ↛࡛ࡶ࡞࠸ࠋᩍဨࡋ࡚ࡣࠊ༢㏻ヂࡋ࡚ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ5ࠊẕㄒ
࡛ヰࡋࠊඹឤࡋྜ࠼ࡿ┦ᡭࡀ࠸ࡿࡇ࡛ࠊᗄศࡢᏳᚰࢆ࣓ࡸ࣑ࡀឤࡌࡽࢀࡿࡓࡵࡢ㓄៖
࡛࠶ࡗࡓ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ☜ࠊ⮬ศࡀᮃࢇ࡛ධࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ゝㄒⓗᩥⓗ␗࡞ࡿ⎔ቃ
࠾࠸࡚ࠊ⮬ศࡢࠕࡇࡤࠖࢆࢃࡗ࡚ࡃࢀࡿேࡀ࠸ࡿࡇࡣࠊᚰᙉ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊࡇࢀࡀ࣮ࣝࢸ࣮ࣥࡉࢀࠊᅛᐃࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡛ࠊ⪅ࡽࡣ᪤ྠゝㄒヰ⪅ྠኈ
࡛ࠕ⤖ࠖࡋࡓ≧ែぢ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠋ㏻ヂࢆクࡉࢀࡓࢤ࣮ࢺ࣮࢟ࣃ࣮ࡢࣘ࢟ࡀࡑࡢᙺࢆᩍᐊ
ෆእ࡛⥆ࡅࡼ࠺ࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊ࣓ࡢ⏕ᚐࡽࡢ㛵ࢃࡾࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࣓࣑
ࡣ࣓ࣥࢫࢺ࣮࣒ࣜࡽศ᩿ࡉࢀࡓ⮬ศ㐩ࠊࡑࡢせᅉࡉࢀࡿẕㄒࡸࡑࡢᩥࠊࡑࢀࡽ㛵㐃
ࡍࡿேࠎࢆࠊࡲࡋࡃࠊⰋࡃ࡞࠸ࡶࡢࡉ࠼ᤊ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊ࣓ࡸ࣑ࡀ࠾࠸
ᨭ࠼ྜ࠺≧ἣࡣࠊᚲࡎࡋࡶேࡗ࡚ࡢࠕᒃሙᡤࠖࡸࠕ⤖᮰ࠖ࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᢤ
ࡅฟࡋࡓࡃ࡚ࡶᢤࡅࡽࢀ࡞࠸ぢ࠼࡞࠸⡲ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡓഃ㠃ࡶྰࡵ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺
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ࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡽࡗ࡚ࡢࠕ᪥ᮏㄒࠖࡣࠊࡢᏊࡶ㐩㛵ࢃࡿࡓࡵࡢᐇ㊶ⓗ࡞㐨ල࡛࠶
ࡿྠࠊ㇟ᚩⓗࢀࡽ⮬ศ㐩ࢆศࡅࡿ࣭ࡘ࡞ࡄࡶࡢࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ᪥ᮏㄒࠖほࡢᤊ࠼┤ࡋ
5.ࠕ
 ᮏ✏࡛ࡣࠊゝㄒⓗᩥⓗከᵝ࡞Ꮚࡶ㐩ࢆᏛᰯ࡛ཷࡅධࢀࡿ࠶ࡓࡾࠊྍどࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠕ᪥ᮏㄒࠖ⮬యࢆከഃ㠃ᤊ࠼ࡿどⅬࡢ㔜せᛶࢆㄽࡌࡓࠋࡲࡎࠊࠕ᪥ᮏㄒࠖࡸࠕẕㄒࠖࡢㄒ
ᙡࡸᩥἲ㛵ࡍࡿ᫂☜࡞ホ౯ࡀ࡞ࡉࢀࡎࠕ▱⬟ࡢ㐜ࢀࠖࡸࠕຮᙉࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖࡳ࡞ࡉࢀ࡚
ࡋࡲ࠺ࡇ࡛ࠊᮏ᮶ᚲせ࡞᪥ᮏㄒࡢᣦᑟࡀ⾜ࡁᒆࡎࠊࠕ࠸ࡇࢁᡭࡀᒆ࡞࠸ࠖᨭ
⤊ጞࡋ࡚ࡋࡲ࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ᪥ᮏㄒࠖࠕẕㄒࠖࡢ⬟ຊࠊ
ࠕ᪥ᮏㄒࠖࠕẕㄒ࡛ࠖࡢᏛຊࢆぢᴟ
ࡵࠊࡑࡢୖ࡛᪥ᮏㄒᏛ⩦ࢆᨭࡋ࡚࠸ࡃయไࢆᏛᰯᩍ⫱ᩚ࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊゝㄒⓗᩥⓗከᵝ࡞Ꮚࡶ㐩ࡀᏛᰯ⏕ά࡛ᚲせ࡞ࠕࡇࡤࠖࡣࠊᏛ⩦ゝㄒࡸ᪥ᮏ
ㄒᏛ⩦ࡢᩍ⛉᭩᭩ࢀ࡚࠸ࡿㄒᙡࡸᩥᆺࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᏊࡶ㐩ࡣᩍᐊࡢ୰࡛ࡢᏛ⩦ຍ࠼ࠊ
ࡑࡢእ࡛ᵝࠎ࡞ࡇࢆᏛࢇ࡛࠾ࡾࠊࢀࡽࡗ࡚ࡢࠕࡇࡤࠖࡣࠊ㐩ࡢ㛵ಀᛶࠊ⮬ᕫ
⫯ᐃឤࠊ᪥ᖖ⏕άࡢᇶ┙࡛࠶ࡾࠊ㈨※ࡋ࡚」ᩘࡢഃ㠃ࢆᣢࡘࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊከࡃࡢ᪥ᮏㄒ
ᣦᑟࡀᚲせ࡞ඣ❺⏕ᚐࡽࡣࠊࡢᏊࡶ㐩ࡢ᪥ᖖⓗ࡛ఱẼ࡞࠸㛵ࢃࡾࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢀ
ࡽࡢ㛵ಀᛶࡀᗈࡀࢀࡤࠊࡼࡾᩥ⬦ࡉࢀࡓ᪥ᮏㄒࡢ⩦ᚓࡘ࡞ࡀࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦
⪅ྠኈ㝈ࡽࢀ࡞࠸ࠕᒃሙᡤࠖࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋゝㄒⓗᩥⓗከᵝ࡞Ꮚࡶ㐩ࡢᩍ⫱࠾
࠸࡚ࠊᏛᰯ᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜᩍဨࡸ᪥ᮏㄒᣦᑟဨࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆቑࡸࡍࡇࡣᙜ↛
㔜せ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡀ≉ᐃࡢᏊࡶ㐩ࢆ≉ᐃࡢᢸᙜ⪅ࡸࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀㄳࡅ㈇࠺ࡶࡢࡋ࡚
ࡋࡲ࠺ࠊᮏ✏࡛♧ࡋࡓㄢ㢟ࡢ᰿ᮏⓗ࡞ゎỴࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊࠕᩆ῭ⓗ࡞ሙࠖࡀ≉ᐃࡢ
ேࡸሙᡤࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ㝈ᐃⓗࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ⮬యࡑࡶࡑࡶࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡔࡽࡇࡑࠊ
Ꮫᰯᩍ⫱࠾࠸࡚ࠊࡼࡾពᅗⓗゝㄒⓗᩥⓗከᵝ࡞Ꮚࡶ㐩ࢆࡵࡄࡿ㛵ಀᛶࡢᙧᡂࢆ⤌
ࢇ࡛࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ᪥ᖖヰࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࡇࡸࠊၥ㢟ࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࡿ⯙
࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡿࡇ࡛ࠊᏛ⩦ゝㄒࡢ㊊ࡀྍどࡉࢀࡿⅬࡣὀពࢆᡶࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ࡲࡓࠊᩍဨࠊᏊࡶ㐩ࠊಖㆤ⪅ࢆྵࡵ࡚ࠊࠕ᪥ᮏㄒࠖࡣఱ࠸࠺ࠕࡇࡤࠖほ⮬యࢆၥ
࠸┤ࡍᚲせࢆᙉㄪࡋࡓ࠸ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡶᩍ⫱ศ㔝࠾࠸࡚ᗈࡃ㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓࡼ࠺ࠊබࡣ
᫂グࡉࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡀࠊពᅗࡏࡎࡶඣ❺⏕ᚐࡽࡀᏛᰯ࡛Ẽࡀ࡞࠸࠺ࡕᏛࡪࡼ࠺࡞ࡗ
࡚࠸ࡿᩥⓗ࣭Ꮫ⾡ⓗ࣭♫ⓗ౯್ほࡸつᚊࠊ๓ᥦ࡛࠶ࡿ₯ᅾⓗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ୰
ࡣࠊࠕ᪥ᮏㄒࠖࡢ≉ᶒࡸࠕࡑࢀ௨እࡢゝㄒࠖ㛵ࡍࡿࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡶྵࡲࢀࡿࠋࡇࡢᏛᰯ
ࡸ♫ⓗࠕᙜࡓࡾ๓ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠕࡇࡤࠖࡸࠕࡇࡤほࠖࡼࡗ࡚ࠊ࣐ࢪࣙࣜࢸ࣐
ࣀࣜࢸࠊࡑࡋ࡚࣐ࣀࣜࢸࡢ㛫ᑐ❧ࡸᶒຊᵓ㐀ࡀീࡉࢀࠊ㐀ࡉࢀ⥆ࡅࡿࠋࡓࡔࠊ
ࠕࡇࡤࠖࡣ㛫ࡢὶࢀඹኚࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊሙࡢᩥ⬦ᛂࡌ࡚ࡑࡢពࡶኚࡍࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࠕࡇࡤࠖࡣ♫⌧ᐇࢆಶࠎࡀࡢࡼ࠺ㄆ㆑ࡍࡿࡢᙳ㡪ࢆ࠼ࡿྠࠊ
ࠕࡇ
ࡤࠖࡼࡗ࡚♫ⓗࢹࢫࢥ࣮ࢫኚࢆࡶࡓࡽࡍ࠸࠺ഃ㠃ࡶ࠶ࡿࠋࡔࡽࡇࡑࠊࠕࡇ
ࡤほࠖ⮬ぬⓗ࡞ࡿࡇࡀࠊ◊✲⪅ࡸᩍဨࠊಖㆤ⪅ࠊࡑࡋ࡚Ꮚࡶࡓࡕ⮬㌟ࡶồࡵࡽࢀࡿࠋ
 ᚑ᮶ࡢࠕ࣐ࢪࣙࣜࢸࡀ࣐ࣀࣜࢸࢆᨭࡍࡿࠖ࠸࠺ᵓᅗࢆᚲせ௨ୖᙉࡏࡎࠊࠕ
ࢀࡽࡣ᪥ᮏㄒࡀࢃࡽ࡞࠸ࠖゝࡗࡓࡼ࠺ᕪ␗ࢆḞ㝗ⓗぢࡓࡾࠊࠕࢀࡽ⮬ศࡓࡕࡢᩥ
ࡣ␗࡞ࡿࡽࢃࡽ࡞࠸ࠖᕪ␗ࢆ⤯ᑐⓗᤊ࠼ࡓࡾࡍࡿࡢ࡛ࡶ࡞ࡃࠊࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ࠊ
ࢇ࡞ࠊゝㄒⓗᩥⓗᕪ␗ࡀ㉳ࡇࡿࡢ㸦McDermott 㸤 Varenne, 1995㸧
ࠊࡲࡎ⌮ゎࢆࡋ࡚

࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸦ᑠᯘ, 2020㸧
ࠋࡑࡢ㝿ࠊᑡ࡞ࡃࡶಶேࡢ⬟ຊ࣭ලయⓗ࡞ᙳ㡪ࠊᩍ⫱ෆᐜࡸࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢᙧᘧࠊᆅ⌮ࡸ≀⌮ⓗ⎔ቃࠊᩍ⫱ࡸᏛ⩦⪅ࡢᨻⓗ㆟ㄽ࠸ࡗࡓලయࡽᢳ㇟ࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣ♫ࡽಶே࠸ࡗࡓࡼ࠺ࠊ␗࡞ࡿどⅬ࡛ゝㄒⓗᩥⓗከᵝ࡞Ꮚࡶࡢࠕࡇࡤࠖࢆᤊ
࠼࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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日本語指導の現場から－「学習者の多様性×指導者の多様性」が生む課題－
菅原 雅枝（愛知教育大学）
1. はじめに：年少者への日本語教育
年少者への日本語教育は、成人へのそれとどこが異なるのだろうか。石井は年少者日
本語教育の特性について、次のように述べている。
年少者に対するあらゆる教育は、子どもの豊かな成長を目指すものであり、
子どもの成長・発達において重要な言語能力の育成に関わる日本語教育は、そ
うした全人的発達を支える教育の一環として位置づけられる。人としての成長
を支える教育であることを基本理念とすることによって、年少者日本語教育の
視野は、学習者ニーズに応じた日本語の知識や運用能力の育成という従来の対
象別日本語教育の枠組みを大きく越える。
（石井、2006、p.4）
「人としての成長を支える」ことばの育成という視点は、少なくとも一つの言語でな
ら社会生活を十全に送ることができる言語力と社会経験を持つ成人学習者への教育と
大きく異なる点だと考える。
年少者への日本語教育の対象者は次のようなグループが想定される。
① 日本国内に暮らし日本語で行われる学校に通う子どもが第二言語として学ぶ。
② 日本国内の外国人学校・インターナショナルスクール等に通う子どもが外国語の
授業として学ぶ。
③ 海外の学校で外国語の授業として学ぶ。
④ 海外の日本語を教授言語とする学校に通う子どもが第二言語として学ぶ。
⑤ 海外で生まれ育った日本にルーツを持つ子どもが継承語として学ぶ。
本稿では、①の「日本の学校で学ぶ子どもたち」への日本語教育の現状について、報
告者の日本語指導者、指導者研修担当者としての経験から述べる。なお、ここからは学
校教育の場で使用される「日本語指導」の語を用いる。
2. 日本語指導が必要な児童生徒の現状と体制
近年、外国人児童生徒等教育をめぐる施策が大きく動いている。2014 年には取り出
しiによる日本語指導を特別の教育課程として編成することができるよう省令改正され
た。2017 年に告示された学習指導要領には、総則に「特別な配慮を要する児童／生徒へ
の指導」として「
（２）海外から帰国した児童／生徒などの学校生活への適応や，日本
語の習得に困難のある児童に対する日本語指導」が挙げられ「個々の児童の実態に応じ
た指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。特に，通級による
日本語指導については，教師間の連携に努め，指導についての計画を個別に作成するこ

となどにより，効果的な指導に努めるものとする」との記載がなされた。2019 年に施行
された「日本語教育の推進に関する法律」では、児童生徒を含めた対象者に対する日本
語学習機会の最大限の確保が国や自治体の責務とされた。そして 2021 年 1 月にまとめ
られた中央教育審議会答申「
『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」では、基本
的考え方の第一に「外国人の子供たちが共生社会の一員として今後の日本を形成する存
在であることを前提に，関連施策の制度設計を行うことが必要」と述べられ、指導者に
対する研修機会の充実、教員養成段階における学びの場の提供などが求められている。
日本語指導が必要な子どもたちを含めた外国人児童生徒を支援する場としては、大き
く学校と地域があり、日本語指導のほか、学習支援、母語による支援や母語の保持、
「心
のケア」や「居場所づくり」といった活動が行われている。子どもたちへの支援では「日
本語は指導するが子どもたちの悩み事は聞かない」というのは現実的ではなく、地域の
教室ではこのうちの一つを核とし、他の要素も織り込みながら活動をしている。
学校での支援の内容や規模は、日本語指導が必要な児童生徒の在籍数及び地域の人的
リソースに大きく影響される。平成 30 年度の文部科学省「日本語指導が必要な児童生
徒の受入れ状況等に関する調査」では、都道府県レベルで 12、市区町村レベルで 88 の
自治体が、単独予算による日本語指導担当教員の「加配措置」を実施していた。加配教
員配置校の多くで「日本語教室」「国際教室」と呼ばれる取り出し指導の場が設置され
ている。在籍者数が多い地域では、初期日本語指導のための施設・教室を設置し、近隣
の子どもたちが通級するシステムを持つところもある（例：横浜市「ひまわり」、豊橋
市「みらい」、可児市「ばら教室」）。学校単位でみると日本語指導が必要な児童生徒の
在籍数が 10 人未満の学校が大半を占め、指導は個別で行われることが多い。指導期間、
時間数、使用するテキストやカリキュラムなどはすべて現場に任されている。
文部科学省の「外国人児童生徒受入れの手引」（2019）では、学校の日本語教室で多
く行われているプログラムとして次の 5 つを挙げている。
① サバイバル日本語：来日直後の児童生徒が「健康」「安全」「関係づくり」「学校
生活」で必要な目標行動を達成できるようになることを目指す。知識や正確さでは
なく、意図するところが伝えられるかどうかを重視する。
② 日本語基礎：日本語の語彙、文字・表記、文法・文型、発音等を指導項目とし、
体系的に指導する。
③ 技能別日本語：
「話す」
「聴く」
「読む」
「書く」のうち一つに焦点化して行う。
「文」
ではなくまとまりのある内容の理解や産出を目的とする。小学校高学年以上で重要
かつ有効とされる。
④ 日本語と教科の統合学習：通常学級での教科学習に参加するための橋渡し的意味
合いを持つ。「日本語と教科の統合学習」を進めるために文部科学省が開発したも
のを「JSL カリキュラム」と呼ぶ。

⑤ 教科の補習：母語や児童生徒の理解可能な日本語で、通常学級で行われている教
科学習の内容を確認したり、未習部分を補ったりする。
担当教員、教育委員会派遣などとして児童生徒の日本語指導に当たる人々には、個々
の児童生徒の日本語力を把握し、実態に合わせてこれらのプログラムをコースとして設
計・実施する力が求められる。
3. 子どもたちの現状と必要なことばの力
3.1 児童生徒の多様性
グローバル化の進展とともに子どもたちの多国籍化が進み、多様な言語文化背景を持
つ子どもたちが同じ教室で学ぶようになってきている。また、同じ国から来日した子ど
もであっても、その家庭環境、来日の経緯、将来の見通しなどは異なる。一方で、国内
で学ぶ児童生徒はその大半が親に「連れてこられた」存在だという共通点も持つ。意思
に反して来日し、言葉が通じない状況に置かれるストレスと不安は非常に大きく、これ
による子どもたちの学習意欲のなさ、意欲を維持する難しさは多くの日本語指導者が指
摘するところである。
2 点目として、発達段階の違いがある。母語でもことばを分析的に見ることができな
い小学 1 年生と母国で外国語の授業を受けたことのある中学 3 年生への日本語指導の
方法を全く同じよ
うに語ることはで
きない。文部科学省
『外国人児童生徒
受け入れの手引』で
は発達の段階と言
語習得の特徴、適し
た指導方法につい
て右図のように示
している（文部科学省、2019、p.35）
。
同学年でも母国での学校経験によって、教科学習や学習場面で必要とされる言語の習
得にかかる時間は異なる。こうした違いは授業を計画するときに重要な要素となる。
発達段階の違い、学習意欲の低さへの対応は、成人への指導と異なる年少者への日本
語教育の特徴として特に留意すべきところであろう。
3.2

求められる日本語の力

成人への日本語教育と最も大きく異なるのが、教科学習に参加するために必要なこと
ばの力の育成である。子どもたちは周囲の仲間や大人たちとのやり取りの中で学んでい
く。言語・環境の変化によるかれらの学びの空白期間ができうる限り最小となるよう、

かれらの学習、社会経験を支えることばの力を育てることが必要である。では、日本人
児童生徒が学ぶ教科学習ではどのようなことばの力が必要とされているのだろうか。小
学校 4 年生社会科を例に見てみよう。
【社会科 4 年「ごみしょりのくふう」（45 分授業）

授業の流れii】

①

ごみ処理に関する課題を振り返り家庭で工夫していることを話し合う。

②

ごみを減らすための取り組みを調べる。
・資料を読み取る。
・取り組みの共通点を探す。

③

ゴミを減らすために必要なことを考える。
・グループで話し合う。⇒

発表する。

・市役所の取り組みを知る。
（資料の読み取り）
④

本時のまとめ
・わかったことを言語化する。
（発表、ノートに記述）

この流れを見ると、日本語で書かれた資料の読み取り、それに基づく話し合い活動が
中心となっている。日本の学校教育では読み書きが重視される傾向にあったが、近年、
アクティブラーニングの推進により話し合い活動や調べ学習が多く行われている。日本
語学習者である児童生徒がこうした活動に参加するには、
・自分に必要な情報を読み取る。
・友だちの話す抽象度の発話を聞いて内容を理解し、それに反応する。
・日本語で自分の考えを述べる。
・自分の考えや理解したことを書いて示す。
などが求められる。さらに日本語で行われる試験等で問題を読み取り、適切に答える力
をつけることも児童生徒に期待される。日本の学校に通う子どもたちへの日本語指導で
は、こうした活動に参加できる日本語力を育成することが目標となる。
3.3 学習者の課題
成人と異なり、子どもたちは日本語が十分ではないことに対する周囲の配慮が期待で
きず、媒介語や辞書の使用なども難しいため、編入したその日から日本語のみの環境に
置かれる。日本人児童生徒と同じ生活を送るかれらは、常に「生」の日本語に触れ、日
本語教室以外の場からも多くを学んでいく。結果、「悪いことばから先に覚える」とい
うこともよくみられる。一方で、文型として正しい日本語が子どもたちの生活場面の表
現とは異なるといった日本語指導と子どものことばの使用実態の乖離も起こる。人間関
係を構築していくには「正しくなくても適切な表現」の獲得が求められる場面もあると
いうことになろう。
日常生活場面でことばを使う力は、1～2 年で年齢相当になるといわれている。これ
に対し、学習場面で母語話者と同じように学ぶためのことばの力の獲得には 5～7 年以

上かかるとされる。年少者は日常会話の習得は速い。しかしその日常会話の流暢さが、
学習言語能力の不十分さを見えにくくする。指導者だけでなく、児童生徒本人も「日本
語が話せるのに勉強ができないのは学力の問題」という受け取り方をしているケースが
多い。これは、日本語の課題が学力にすり替わるということと同時に、「日本語指導は
もう必要ない」と考えてしまうという危険性をはらんでいる。この点については指導者
以上に児童生徒本人に顕著で、会話に問題がなくなると取り出しの指導を拒否するよう
になることも多く、日本語で学ぶ力を育てるという点から大きな課題である。
日本の学校に通う日本語学習者たちは、成人学習者よりも速いスピードで、日常会話、
教科学習等の場面に応じて日本語をツールとして適切に使用できるようになることが
求められている。
4. 指導者の現状
学校で外国人児童生徒等に関わる人々は多いが、ここでは、日本語の指導に関わる
人々について述べることとする。
4.1 教員：
「母語としての日本語」の視点
「特別の教育課程による日本語指導」で主たる指導者となれるのは、教員免許保持者
である。しかし、日本語教室担当となるための特別の免許や資格（特別支援学校教諭免
許や司書教諭資格にあたるもの）はなく、通常の教員免許を持った常勤、非常勤の教員
が学校長の指名を受けて担当することになる。したがって現在日本語指導を担当してい
る教員の大半は日本語教育の専門性は持たない。また、教員は自身が児童生徒として学
んできたことにより、教員になった段階で一定の授業観がある（「観察による徒弟制」
坂本・秋田、2012）というが、自身が日本語以外を使用して生活した経験を持つ、ある
いは児童生徒時代に言語文化背景の異なる子どもが身近にいて日本語指導の様子を知
っている日本の教員はごく少数と考えられる。日本語指導担当教員等への研修機会の確
保が必要といわれているが、日本語指導が必要な児童生徒が在籍する市区町村で研修を
実施しているのは 21.5％である（日本語教育学会、2019）
。これは研修を主導する都道
府県、市区町村教育委員会に外国人児童生徒教育の情報を持つ人材がいないこと、さら
に一般に日本語担当である期間が短く、「日本語指導担当」経験者ということが教員の
専門性として、キャリアパスに位置づいていないことが要因だと考えられる。担当とな
った教員は「何をどう指導すればよいかわからない」まま子どもたちと向かい合ってい
るのが現状である（齋藤・菅原、2017）
。
教員の多くは、日本語教育についての知識を持たず、「日本語母語話者」として子ど
もへの日本語指導に当たっている。一方、かれらが学校教育の専門家として持つ、子ど
もたちの様子を見取ったり日本人児童生徒との関係構築を支えたりする力、教科指導に
関する知識と経験などは日本語指導場面でも重要である。

4.2 日本語支援者：
「第二言語としての日本語」の視点
教育委員会からの派遣、地域の日本語教室などで日本語指導に当たる支援者は多様で
あり、必ずしも日本語教師資格が求められるものではないが有資格者も多い。また、中
教審答申でも「日本語教師の積極的活用」ということが述べられている。しかし、これ
まで述べてきたように、児童生徒への日本語指導では、かれらが日本語を使う文脈の把
握は不可欠であり、それに合わせた指導が望まれる。子どもの発達や学習言語能力の育
成といった点では研修が必要である。日本語教育学会では 2020 年度から文化庁の委託
を受け、日本語教師資格を持つ人を対象とした「子どものための日本語教育研修」を実
施している。
日本語教師としての資格の有無にかかわらず、日本語支援者として指導する人は「児
童生徒に日本語を指導する」ということを認識してその職に応募した人々であり、日本
語母語話者という視点に加え、日本語を「第二言語」「外国語」として客観的に見るこ
とのできる人々である。
4.3 母語支援者：
「第二言語学習経験者」の視点
平成 30 年の文部科学省調査では、市区町村レベルでの支援の取り組みとして、母語
での支援ができる人材の派遣を挙げるところが 367 と最も多かった。子どもたちの母語
を使った支援を行う人々は、語学相談員、母語指導員等と呼ばれているが、自治体によ
って期待される役割は異なっている。「母語」支援という名称からも、その中心的役割
が母語の使用が効果的と考えられる「通訳翻訳」
「心のケア」
「学校生活に必要な最低限
の日本語」にあることが推測されるが、実際には初期日本語指導を行うことも多い。こ
れは学校・教育委員会の母語支援員に期待する「最低限の日本語の習得」が「サバイバ
ル日本語」を越え、文法文型など基礎日本語の領域にまで広がっているということと、
「子どもの母語ができないと指導できない」という学校教員の思い込みによるものでは
ないかと思われる。母語支援者には子どもたちの母語に堪能な人たちが求められるため
日本語非母語話者もたくさん活躍している。
母語支援者は、日本語教育の専門性は持たないが、日本語母語話者の場合、第二言語
で日常会話以上の力を獲得した人、非母語話者の場合は日本語を学び、第二言語として
日本語を身に付けた人、とみることができる。
5. 課題
年少者への日本語教育の現状の課題として、まず、「日本語」に対する視点の異なる
3 者がそれぞれに日本語指導をしていることが挙げられる。学習者である子どもたちが
置かれている状況、子どもたちの持っている母語での力や経験、獲得が期待される力な
どが多様であり、子どもたちにはできる限り効果的な指導が望まれる中、指導者の異な
る専門性を生かし、補完しあって指導に当たることが望まれる。しかしながら現状では

これらの指導者が場を共にし、個々の児童生徒について話し合う機会は限られている。
2 点目として、ツールとしての日本語、特に日本語による発信という視点の弱さがあ
る。子どもたちが必要としているのは、必ずしも日本語の知識や（文法的）正確さでは
なく、日本人児童生徒と同じ場で日本語を使って自身の経験や学び、理解したことを伝
えられることである。この点については、指導する側が支援方法を検討する前に「日本
語が不十分なので無理」と諦め、子どもたちがこうした活動に参加する機会を奪ってい
るケースも多いのではないかと思う。
ここまでの課題を「文法」を例にまとめてみたい。まず、子どもたちの成長・発達を
支えるための日本語指導の視点に立つと、文法は「子どもたちが自分の思い・考え・理
解したことを相手に正確に伝える」ために必要なものであると考える。学習者側には、
発達段階や学習経験によって「ルールとして学ぶことができるか」「それを他の場面に
応用できるか」といった問題があり、指導者側には「子どものつまずきを文法という視
点から見つけることができるか」
「ルールとして説明できるか」
「子どもがその文法を使
いたい文脈と子どもの認知発達段階に応じた指導の方法を考えられるか」という課題が
ある。学習者である子どもの多様性は受け入れるほかない。その上で、現在は課題とな
っている指導者側の多様性を強みに変え、子どもたちが成長・発達するために必要なこ
とばの力を身に付けられるような体制を作ることが必要なのではないだろうか。
最後に、通常学級の教員の意識について触れておきたい。『受け入れの手引』を見て
も、通常学級の教員に求められるのはいかに温かく受け入れるか、そうした学級をいか
にして作り上げるかに焦点が当てられており、教科指導場面での配慮についてはほとん
ど触れられていない。日本語教室で教科学習場面での日本語について学ぶのであれば、
日本語教室での学びに基づき、どのように通常学級の中でかれらを生かしていくかを検
討する必要があろう。子どもにとって「学んだ日本語を実践する場」である通常学級の
教員が日本語支援の視点を持たず、たとえば、日本語指導は日本語教室で行い、通常学
級ではこれまで通りの指導でよいといった考えで授業を行っていては、学習意欲の維持
が困難な子どもたちの学びを支えることはできない。子どもたちの成長・発達を支える
ためのことばは、子どもたちに関わる全ての大人がその重要性と難しさを認識し、個々
の知識や経験を持ち寄って育てていくものなのではないかと考える。
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