
『子どもの日本語教研究会』の社会的な 
役割と今後の展望 

 
ー研究会に期待することー 

国際交流基金日本語国際センター所長 

西原鈴子 



研究会の目的(ホームページから） 

多様な言語文化背景をもつ子どもたちを対象とする日本語教育・学校教育・
地域支援の実践と研究の相互交流を図り、その現場の成長と発展を促進する 

【具体的な目的】 

  ・日本語教育の実践の集積 

  ・子どもの日本語教育の内容・方法の研究 

  ・日本語教育実践のためのリソースの開発 

  ・上記の成果の公開・発信 



実践・研究のテーマと対象―他領域との関わり(抜粋） 

教育の対象 

  トランスナショナルな移動に伴い言語の獲得・学習に課題を持本語を学ぶ子どもたち 

教育の領域 

  言語教育、多文化教育、市民性教育、国際理解教育 

背景となる研究理論 

  教育実践論、言語教育方法論、第一言語・第二言語習得論、発達心理学、認知心理学、   

  学びの科学 

 

*社会情勢や教育に関する状況の動向に応じて課題を具体化し、大会や研究会等の活動や
ジャーナルにおけるテーマとして設定し、課題の探求・解決に取り組む。 

   



取り組みたい課題（一部） 

・日本語の発達と特別支援教育の必要性 

・地域/家庭/取り出し指導と在籍学級の教育・支援のアーティキュレーション 

・キャリア(進路・進学を含む）形成とライフコースを視野に入れた支援 

・支援者・教員の養成/研修と力量形成 

・子どもの日本語教育に関する制度についての情報派握・提供 

・実践と研究の相互作用を促す場の提供と仕組み作り 



 温かいココロと冷たいアタマ 

 

 

                                                                              課題解決への道筋 

    安心できる場所 

          （シェルター）         



学校で居場所（シェルター）が確保されれば 

・日常言語ができるだけでなく、学年相当の学習言語が 

  習得でき、学習活動に参加できる。 

・学校文化に適応できる。 

・年齢相当の仲間作りができる。 



複数言語環境を最大限に生かせば 

・均衡バイリンガル、バイカルチュラルになる。 

・柔軟な思考能力が育ち、相対的視野で考えられる。 

・差別・偏見から解放される。 

・複数の言語・文化の橋渡しになる。 

・複数の帰属意識（アイデンテイテイ）を理解し、獲得する。 

・何処ででも誰とでも共生できる資質を獲得する。 

 

 



学習を支える日本語力 

            （石井 ２００６） 

生活言語能力と学習言語能力 
・日常生活場面などでの対人コミュニケーションができる言語能力 

 ＜生活言語能力＞ 

 場面・文脈など言語以外の情報が豊富、対話中心、 

 具体的な言語使用、 

・学習や抽象的な思考を支える言語能力  

 ＜学習言語能力＞ 

 「いま、ここ」を超えた言葉による世界の構築、 

 抽象的な概念、多様なジャンルと言語形式、独話中心、 

 論理構造 
 



児童生徒の仲間関係 

            （黒沢２００７） 

・ギャング・グループ gang-group（小学生） 

   行動を共にする同性同輩集団 

 

・チャム・グループ chum-group(中学生） 

   話が合う、秘密を共有する同性同輩集団 

    ピヤ・プレッシャー（同調圧力が強い） 

 

・ピア・グループ peer-group（高校生以上） 

   目的を持った（出入り自由）性別年齢混合集団 

 

 

 



子どもの言語能力意識 

複数の言語間の選択  プラスに働く要因 
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学校文化に潜む無言の適応圧力 

・日本語を学習することは日本民族になること。 

・教育・学習現場における学習文化の無言の押し付け。 

      教師は学習者より上位の存在 

      学習者は知識の受容者であって主体的な 

      探求者ではない 

・日本語社会の言語純化主義的傾向は反省され、是正 

 されるべきである。 

      共通語（標準語）志向 

      変種を認めない傾向 

 

 



日本における社会統合政策の困難 

                （山脇他 ２００２） 

◦同化主義政策の文化的同質性の強調は、異質なものを許容で
きない社会を作り出し、豊かな創造性への潜在力を引き出す
機会を捨ててしまう。 

◦今後の日本の政策が、多様性に基づく社会の構築という観点
に立ち外国出身の民族的少数者が文化的アイデンティティを
否定されることなく、対等な構成員として社会に参加し、豊
かで活力ある社会の実現を目指すべきである。 

 

 

 



言語少数派の児童生徒に対する教育のあり方               
（スカーセラ １９９０） 

・学習者を知ること 

・言語発達に関する知識を持つこと 

・学習者に理解可能なカリキュラムをたてること 

・人間関係を重視すること 

・学習スタイルの多様性を奨励すること 

・効果的なフィードバックをすること 

・妥当な評価をすること 

・学習者の親の教育への参加を奨励すること 

・学習者の文化的多様性を肯定的に理解すること 

・少数派学習者の言語文化をカリキュラムに取り入れること 

・偏見を排除すること 



教師が持つべき課題認識 

              （佐藤 2010） 

・子どもに自主的な同化をさせない。 

・育成する人間像の転換：混淆的帰属意識へ 

・子ども達につけさせるべき力 

  批判的思考力 

  自分で知識を構成する能力 

  人とかかわる力 

  違いを認め、差異を受容する力 

  自律性 
 

 

 



 
教育界のパラダイムシフト：Ｋｅｙ Ｃｏｍｐｅｔｅｎｃｙ
（OECD＝Organization for Economic Cooperation and      
 Development 経済協力開発機構) 
 
 

グローバル化の進展する21世紀にあって、従来重視されてきた教育内容に加えて、これから  

の子供たちには知識や技能だけでなく技能や態度を含む様々な心理的・社会的なリソースを 

活用して、特定の文脈の中で複雑な要求（課題）に対応できる力を期待する。その力は： 

 

  ①人生における成功や社会の発展にとって有益 

  ②様々な文脈の中で重要な課題に対応するために必要 

  ③全ての個人にとって重要 



Key Competencyの３つのカテゴリー 

・社会・文化的、技術的ツールを相互作用的に活用する能力 

                 （個人と社会との相互関係） 

 

・多様な社会グループにおける人間関係形成能力 

                （自己と他者との相互関係） 

 

・自律的に行動する能力 

                （個人の自律性と 主体性） 



核心は思慮 

深さ 

異質な集団で
交流する 

相互作用的に
道具を用いる 

自律的に活
動する 



教育革新と外国語教育の役割 

     グローバル・コンピテンシー 

 

      他者/自己理解 

      自文化中心主義の克服      

      異なる他者とともに生きる力の育成 

           

 

  グローバル社会の市民育成 



教育研究と実践 

教育実践 

応用
研究 

基礎
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教師の成長（Teacher  Development)とアクションリサーチ 

               横溝（２００６） 
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教師による研究テーマの変遷 

文型積み上げ 

日本語 
さまざまな教授法 

教育方法 
カリキュラム改革 

学習者・教師 



具体的なテーマ 

• 異文化・異言語
接触 

• 第二言語習得 

• 教育社会学 

• 教育目標 

• 動機・不安 

• 学習能力 

• 将来設計 

 

• 構造 

• 語用論的規範 

• 社会・文化的規
範 

• 職務/任務 

• 資格 

• 養成・研修 

• ネットワーク 

• プロ意識 教師・ 

教育支援者 

学習対象言
語としての
日本語 

 

教育・社会 

 

学習者 



プログラム評価の必要性                                               

                        （札野 2011） 

・日本語教育はどのような場合にも社会的使命を持っている 

・あらゆる教育活動は、社会に対して成果を明らかにする説明責任を負っている。 

・自らの活動を全体的なプログラムの一部ととらえ、質の改善に取り組むことが不可欠である。 

・自らの関わるプログラムの評価に取り組み、その結果を内外に明らかにするべきである。 

 

 

・そのことは、社会一般に真の国際交流とは何かということについて、理解を深めてもらう契機と 

 なる。そして、地域の人々との交流が深まり、学習者が地域に深く溶け込むことができるように 

 なる。地域の人々とのつながりは、学習者の日本語学習意欲を高め、彼らの日本文化・社会の 

 理解を深めることへの一助となる。 

・教師自身にとっても、自分のなした仕事が社会にどのような貢献ができたのか、表明する機会と 

 なる 
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