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実践報告 

 

はじめて JSL生徒を受け入れる高校の取り組み 

―Ａ高校における事例― 
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１．背景 

 平成 28 年度「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」によると，平成

28 年５月１日現在，公立の小学校，中学校，高等学校，中等教育学校及び特別支援学校に

在籍する日本語指導が必要な児童生徒は 43,947 人で，過去 10 年の間に 17,666 人増加して

いる。文部科学省は JSL(1)カリキュラムの開発や特別の教育課程を設置する等の施策を展開

しているが，こうした施策は義務教育である小中学校を対象としたものにとどまっている。

高松（2013：74）が「高校段階では入学試験に加え，学校ごとに外国人生徒の受け入れ制

度や教育内容が異なることもあり，未だ実態調査も十分に行われていない」と指摘してい

るように，高校段階における JSL 生徒教育の在り方を検討するための資料はごく限られた

ものとなっている。川上（2006）は，来日 13 年を超える JSL 高校生に対しフィールドワ

ーク調査を行い，日本生まれ，あるいは幼少期に来日し長く日本に居住している「定住型」

の JSL 生徒であっても，単に滞在期間が長くなればそれに応じて日本語能力も向上すると

いうわけではないという結果を得ている。さらに調査対象生徒の日本語能力に関して，「こ

れまで十分な日本語指導を受けてこなかったことは明らかである（川上 2006：26）」と指

摘する。日本の小・中学校に在籍する JSL 児童生徒は今後，高校進学等の進路選択をする

ことを迫られるが，高校に入学できたからといって日本語の支援が必要ではなくなるわけ

ではない。さらに平成 30 年文化審議会国語分科会日本語教育小委員会「日本語教育人材の

養成・研修の在り方について（報告）」では，小・中学校段階の「JSL カリキュラム」や「特

別の教育過程」の取組状況等を検証し，それらを高等学校段階にも適用していく必要があ

ると述べている。このように，高等学校段階における施策の拡充が現在喫緊の課題とされ

ている。 

本報告では，高等学校段階における JSL 生徒教育の在り方を探る一助とするべくＡ高校

での事例を取り上げ，１.初めて JSL 生徒を受け入れることになった高校ではどのように支

援体制が構築されつつあるのか，２.教員はどのように JSL 生徒に関わっているのか，３．

教員はどのようなことを課題として認識しているのかについて報告する。 

 

２．Ａ高校での取り組み 

2-1 Ａ高校の概要 

 Ａ高校はスーパーグローバルハイスクール（Super Global Highschool：SGH）に指定さ
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れた関東地方に所在する高校である。SGH とは，将来国際的に活躍することのできる人材

の育成を図ることを目的とした文部科学省の事業である。対象校は多様性や取組の特徴，

地域性及び国公私のバランスなどを考慮して選出される。平成 29 年度の指定校は 123 校で

ある。 

 Ａ高校では国際的に活躍できる人材の育成にあたって，海外の高校と協定を結び，共に

学ぶ国際フィールドワークを行ったり，複数の国から高校生を招き，シンポジウムを毎年

開催したりするなどの取り組みをしている。こうした取り組みの一環としてＡ高校では多

様な背景をもつ生徒を受け入れようと，平成 27 年度入試から国際入試を新設した。この入

試は海外帰国生や外国人受験生を主な対象としている。試験科目も英語力をかなり重視し

たものとなっており，CEFR B1 レベルの英語力（英検 2 級等）を有する者は英語の試験が

免除される。また書類審査，英語の学力試験，小論文（英語または日本語），面接（英語ま

たは日本語）が課され，選択の仕方次第では日本語能力に関して一切問われず，英語のみ

で受験をすることができる入試制度であった(2)。国際入試を利用して入学した生徒は「国際

クラス」に所属し，SGH 事業の各教育プログラムを重点的に受講する。国際クラスでは海

外研修や課題研究などといった自分の価値と可能性を広げる活動に積極的に参加したいと

希望する生徒や，卒業後は国内の「グローバル人材育成推進事業採択大学」および「大学

の世界展開力強化事業」に採択されている大学や海外の大学への進学を目指している生徒

を求めている。国際入試は従来の推薦入試や一般入試の選考方法では成果を出すことがで

きなかった生徒たちを積極的に受け入れる選考方法として考案された。１学年あたりの募

集定員は国際入試が 40 名，推薦や一般入試が 120 名の合計 160 名である。 

 平成 28 年度国際入試を利用し，英語選考のみで入学することが決まった２人の生徒がい

た。国際入試の制度が整えられてから，実際に英語選考のみを希望した生徒はこの２人が

初めてであり，入試選考段階で学校側は生徒の日本語能力を測ることはなかった。しかし

ながら入学前に生徒の保護者から学校側に対し，子どもの日本語能力で高校の授業につい

ていけるのか不安であるという相談を受け，そこから生徒の日本語能力を把握すること並

びに学校側としてどのように生徒に関わっていくのかに関心が寄せられるようになった。

Ａ高校は平成 28 年度以前，過去５年間に日本語支援が必要な短期留学生を数名受け入れて

はいたが，高校入試を経て３年間在籍する正規生徒で日本語支援を必要とする生徒はこれ

まで在籍したことがなかった。そのため学校側は対象生徒の日本語能力を測るノウハウや，

どのように生徒を支援していくかについて具体的な方策を見出すことができなかった。そ

こで当時のＡ高校校長は日本語教育を専門に学んでいる学生の力を借りて，この課題に対

処しようとＢ大学の日本語教育を専門とする教授のもとを訪れ，協力を求めた。その際，

ロシアの初等中等教育機関での 1 年間の日本語教育教壇実習を終え帰国し，国内の小学校

で日本語支援員として活動をしていた筆者に声がかかり，Ａ高校の日本語支援員としての

活動が始まった。 

 Ａ高校が所在するＡ県では，帰国・外国人児童生徒への教育充実サポート事業の一環と

して，週に２回，アドバイザーが外国人生徒の相談を受けたり，日本語指導を行ったりす

る「日本語コミュニケーションアドバイザー」が県内に７校設置されている。しかしなが

らＡ高校はこの事業の対象にはなっておらず，対象校とも距離が離れているため，その支

援を受けることはできない。Ａ高校には当初 JSL 生徒を受け入れるための受け入れ態勢は
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なく，日本語支援担当となった教員Ｎと外部日本語支援員である筆者が二人三脚で支援と

支援体制の構築に向けて取り組みを始めた。 

 本報告では，Ａ高校の日本語支援担当教員Ｎ，国際クラス担任Ｙ，校長，副校長の４名に

対し，インタビュー調査を行った。インタビューの内容を録音したものを筆者が文字化し，

引用することについて同意を得た上で引用している。 

 

2-2支援体制構築に向けた取り組み 

Ａ高校に日本語支援を必要とするJSL生徒が入学することが決まった平成28年１月下旬

から翌年３月までの学校側の動きを表１に整理する。 

 

【表１ 学校側の動き】 

時期 1年次の 行事 学校側の動き 
平成 28 年 
1 月下旬 

 国際入試合格発表（JSL 生徒入学決定） 
 

2 月上旬 
  下旬 

 日本語支援担当に教員Ｎ決定 
SGH 委員長，評価検討全体呼びかけ 

3 月上旬 
   
  下旬 

 Ａ高校校長，大学訪問（Ｂ大学の教授と面談） 
取り出し指導を行うか否か（校長，教務主任が検討） 
保護者・生徒就学前相談（JSL 生徒の日本語能力把握） 
職員会議（JSL 生徒実態報告/取り出し指導について） 

4 月上旬 
  中旬 
  下旬 

入学式 
コミュニケーショ
ンキャンプ 

 
日本語取り出し授業開始（１年次通常授業開始） 
職員会議（JSL 生徒の試験/評価方針が懸念事項となる） 

5 月上旬 
  中旬 
  下旬 

ゴールデンウィー
ク 
1 学期中間考査 
体育祭 

職員会議（JSL 生徒の試験の扱いについて） 
JSL 生徒の抱える困難点の表面化 
国際クラス担任Ｙ，生徒と個人面談実施 

6 月上旬 
    中旬 
  下旬 

 
大学見学 

SGH 推進委員会開催 
教員Ｎ，日本語支援検討のワーキンググループ結成依頼 
JSL 生徒を受け入れている高校を３校訪問 
１学期の評価方針原案作成（教員Ｎ） 
職員会議（評価方針承認/来年度入試に日本語面接を加える
ことが決定） 

7 月上旬 
  下旬 

1 学期期末考査 
職場体験 

担任Ｙ，生徒との個人面談実施 
教員Ｎ，夏季休業時の補習計画（保護者への連絡） 

8 月下旬 
 

夏季休業 1 学期の指導成果報告（教員Ｎ→管理職） 
教員Ｎ，2 学期の指導計画方針提出 

9 月上旬 文化祭 職員会議（2 学期の方針連絡） 
10 月中旬 
   下旬 

2 学期中間考査 非常勤講師の JSL 生徒向け日本史放課後補習手当支給（事
務，管理職，SGH 推進委員長，教員Ｎで検討） 

11 月中旬 
 
  下旬 

マラソン大会 
 
期末考査 

来年度の入試日本語面接試験問題作成依頼 
（生徒募集委員長→教員Ｎ） 
日本語面接試験問題原案作成（教員Ｎ） 
日本語面接試験問題原案検討 

12 月上旬 2 学期期末考査 生徒募集委員会会議（受け入れ生徒の日本語レベル/入試問
題検討） 

1 月上旬 
   下旬 

野外活動「スキー」 国際・推薦入試 
合格発表（JSL 生徒入学決定） 

2 月 3 学期期末考査 一般入試，合格発表 
3 月 海外校外学習 職員会議（次年度 JSL 生徒支援について） 
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2-3 JSL生徒受け入れ決定後から入学前まで 

JSL 生徒受け入れ決定後から入学前までの動きは義務教育の小・中学校とは異なる。高

等学校入学試験に合格した者が対象となるため，義務教育段階の就学前段階に必要とされ

る教育委員会への就学申請書の提出などの手続きは必要とされない。しかしながら就学校

が決定してから必要とされる動きには共通したものが多い。Ａ高校では１月下旬に JSL 生

徒入学が決定してから，副校長が管理職としてまず２月上旬に校務分掌に日本語支援担当

を設けた。３月上旬には校長・副校長がＢ大学の日本語教育を専門としている教授のもと

を訪れ，JSL 生徒の日本語指導に対する大学からの支援を求めた。その後，Ａ高校校長が

大学教授との面談で得た情報を高校に持ち帰り，３月上旬に校長と教務主任との間で JSL

生徒に対して日本語の取り出し指導を行うか否かの検討がなされた。この時点で教務部は，

取り出し指導は行わず，放課後の日本語補習を行うことで対応していきたいという方針を

出したが，生徒の日本語能力を把握できていなかった。そのため，把握ができてから指導

の方針を改めて検討することとなった。生徒の日本語能力把握のため３月下旬に就学前相

談が行われた。就学前相談は生徒の日本語能力を把握するだけではなく，保護者の不安を

取り除き，JSL 生徒入学後の支援をスムーズに行っていくためにも非常に重要なものであ

る。臼井（2014：38‐39）は，公立の小中学校に就学することとなった JSL 児童生徒の就

学前相談を行う際に聞き取る必要のある項目を表２，表３のようにまとめている（一部筆

者改変）。Ａ高校でもこの臼井の表を参考に，JSL 生徒と保護者に聞き取りを行った。就学

前相談は JSL 生徒，保護者，学校長，学級担任，日本語支援担当者が同席した。JSL 生徒

や保護者に趣旨を説明した上で今後の支援を行う際に必要不可欠となる情報を可能な限り

詳細に提供してもらうことが重要である。その際，JSL 生徒や保護者の不安な気持ちを取

り除くことに配慮し，温かい雰囲気作りを心がける必要がある。具体的に聞き取るべき内

容は 10 点ある。表２，表３中の※①～⑩について，聞き取りの意図とＡ高校で行った聞き

取りの様子やそこで得た情報の具体的な扱いに関して詳しく述べる。 

まず１点目は「名前」である。JSL 生徒名は「氏・名」の組み合わせにならない場合も

ある。また，母語の文字から日本語のカタカナで名前を表記する際にできるだけ母語の発

音に近い読み仮名を記入することが望ましい。これは「在留カード」に基づき記入を行う。

また，日常生活で名前を呼ぶ際にどの部分で呼ぶことを希望しているのか，予め確認して

おくと良い。Ａ高校でも JSL 生徒入学後には本人が希望する呼び名を日常的に用いている。 

２点目は「在留資格」である。在留資格により，就労可能なものと不可能なものとがあ

る。就労不可資格のままでは，卒業後の進路に就職を選択することができない。進学を希

望している場合には受験を見据えた指導が求められるため，JSL 生徒や保護者の滞在予定

や進路希望に関してもこの時点で確認しておくことが望ましいと臼井（2014）は述べてい

る。Ａ高校の場合，在留資格に関しては入学試験を受けるための提出書類に調査書が含ま

れており，その段階で確認が取られているため卒業後の進路希望についてのみ聞き取りが

行われた。 

３点目は「使用言語」である。JSL 生徒が日常的に最も使用する言語やその他の言語能

力を把握する。母語の力は JSL 生徒の思考力把握，保護者への適切な連絡手段を検討する

ために用いることができる。Ａ高校では保護者への連絡手段として主に紙媒体での連絡方

法が採用されている。使用言語は日本語だが担任の裁量で英語版が作成される場合もある。 
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４点目は「日本語能力」である。JSL 生徒の日本語能力に応じて，その後の日本語支援

の内容や頻度等が検討される。Ａ高校では，対象生徒の日本語能力を客観的に把握するた

め筑波大学の J-CAT（Japanese Computerized Adaptive Test) 日本語テスト（以下，J-CAT）

を用いた。J-CAT は，聴解，語彙，文法，読解の４つのセクションからなり，受験者のレ

ベルに合わせてコンピュータが適切なレベルの問題を選んで出題をするアダプティブテス

トという技術が用いられている。出題される問題と問題数が受験者の解答の正誤によって

変化するため，受験時間も受験者によって 45 分から 90 分程度と幅がみられる。J-CAT は

インターネット上で受験のためのパスワードを手に入れ，無料で試験を受けることができ，

成績もテスト終了と同時に把握することができる。テスト受験のパスワード入手からテス

ト受験，成績確認まで全てをインターネット上で行うことができ，試験実施者は問題を作

成したり，問題用紙を印刷したりする必要はない。そのため試験実施者は非常に軽い負担

でテストを実施し，信頼性の高い測定結果を得ることができる。今年度の就学前相談では

JSL 生徒と保護者が同時に来校し，生徒は面談の前にこの試験を受けた。その間，保護者

と教員の間では聞き取りが行われた。試験を受け終えた生徒は，保護者・教員との面談の

場に合流し，生徒本人を交えた聞き取りも行われた。保護者と教員のみの面談の時間を確

保することにより，生徒本人の前では話題にしにくい内容に関しても聞き取る時間を確保

することができた。この手順により，限られた時間を最大限に利用して今後の指導に必要

な内容を最適な構成員で話し合う場の確保に成功した。 

 ５点目は「生育状況・教育経験」である。Ａ高校では，保護者・教員のみの面談時間中

に，生徒がこれまでに生活したことがある国や時期とその様子，そしてどのような教育を

受けてきたのかについて聞き取りを行った。これは，生徒が複雑な生育環境の中で複合的

な困難を抱えていないか，いるとすればどのような支援があれば学習に向かうための心と

体の準備ができるのかについて考えるためである。さらに学習面からは，生徒がこれまで

に受けてきた教育内容の違いや不就学期間によって，入学後の学習にどのような困難が予

想されるかを把握し，支援の体勢を整えることを目的とする。 

６点目は「進路希望」である。３年間の高校での学びの後，生徒は就職や進学といった

選択をすることとなる。その場合の就職・進学先は国内外を問わないため，あらゆる可能

性を考慮に入れ，日本語力や学力の形成を図る必要がある。Ａ高校の生徒の場合は，３年

間Ａ高校に在籍し，その後は日本国内や海外の大学への進学を JSL 生徒本人もその保護者

も希望していることが就学前相談で明らかになった。その希望を実現させるためには，日

本語運用能力を伸長し，日本語で行われる通常クラスの授業を理解し，確かな学力や思考

力を身に着けることが不可欠である。学習に対する意欲を維持するためにも早い段階から

進路の希望を明確化し，それに向けた指導を計画することが求められる。 

７点目は「文化・宗教上の留意点」である。文化や宗教に由来する習慣の違い等による

誤解やトラブルを避け，いじめなどの誘発を避けるために早い段階で JSL 生徒や保護者，

教員間で共通認識を持っておく必要がある。Ａ高校の面談においては「文化・宗教上」と

いう言葉をあえて用いず，保護者に対して「中学時代に何か困ったことはありましたか」「高

校生活において配慮してほしいことはありますか」という質問のかたちをとった。 

８点目は「家族の日本語力」である。家族の中に日本語を理解できる人がいるのか，ど

の程度理解できるのかによって，学校側から保護者への連絡方法も変わってくる。学校か
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ら生徒や保護者向けに通常配布される連絡プリントの日本語が理解できない場合，学校側

は彼らが理解できる言語に翻訳したものを用意することが求められる可能性もある。日本

語がわからないことから生じるトラブルを避けるためにも，事前に家族全員の日本語能力

を把握することは有意義である。Ａ高校の就学前相談では，就学前相談に出席した保護者

が日本人の父親であったため，家庭内で日本語を理解できる者がいるとみなし，他の家族

の日本語能力に関して詳細に問わなかった。しかしながら常にその父親が生徒の生活に関

わることができるとは限らないため，父親以外の家族の日本語力に関しても聞き取る必要

があると考える。 

 

【表２ 個人カルテ・表面】 

記入日 （   年   月   日）     記入者（           ） 

※① 

名前
よみがな

 

ローマ字（もしくは漢字）で記入 名前の呼び方 

生年月日 （西暦）       年    月    日 男・女 国籍 

※② 

在留資格 

 入国年月日 

（西暦）   年   月   日 

滞在予定期間 

現住所 〒 

連絡先 TEL 電子メール 

保護者名                               続柄（       ） 

※③ 

使用言語 

↓※家庭内言語には◎ ※該当するものに◯ 

  

第一言語（            ）語 

 

1.日常会話ができる 

2.文章（文字）が書ける 

3.複雑な会話や文章は理解できない 

 

 

 

第二言語（            ）語 

 

1.日常会話ができる 

2.文章（文字）が書ける 

3.複雑な会話や文章は理解できない 

※④ 

日本語力 

    

※⑤ 

成育状況 

 ・ 

教育経験 

 

家庭環境 

 

 

本人の性

格，特技

など 
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【表３ 個人カルテ・裏面】 

※⑥ 

進路希望 

本人の思い  

保護者の思い  

健康上の留

意点 

アレルギー，持病など 

※⑦ 

文化・宗教

上の留意点 

 

その他の留

意点 

 

家族構成（本人を含む） 

続柄 名前
よみがな

 生年月日 ※⑧日本語力 ※⑨使用言語 勤務先名/学校名 

      

      

      

      

日本語力 1.まったく理解できない（通訳や翻訳が必要） 2.簡単な会話はできる 

3.ひらがなや簡単な漢字は読める       4.通訳や翻訳なしで理解できる 

通訳できる 

知人 

名前
よみがな

 TEL 言語 

（     ）語 

名前
よみがな

 TEL 言語 

（     ）語 

※⑩学校から連絡 

する際の留意点 

 

 

緊急時の 

連絡先 

名前          （児童生徒もしくは保護者との関係） TEL 

                   （        ）  

                   （        ）  

健康保険 加入有（                        ）・加入無 

 

９点目は「家族の使用言語」である。家庭内でどのような言語がどの割合で話されてい

るのかを知ることによって，生徒のもつある言語に対する価値観や指導上の留意点を確認

することができる。また，保護者には生徒の母語や日本語以外の言語の力の重要性につい

ても説明し，それらを活かすことができるよう協力していく姿勢が求められる。 

10 点目は「学校から連絡する際の留意点」である。学校からの重要な連絡が伝わらない

という事態を避けるため，あらかじめ電話での対応ができる人がいるのか，仕事の関係上

電話に出られない時間帯はあるのかなどといったことを事前に確認しておく必要がある。 

この個人カルテは２年次以降もクラス担任に引き継ぎ，適宜情報を書き足していくこと

で，支援をより細やかに計画することに役立てることにつながる。そのため，書式を揃え
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て管理し，いつでも参照できる状態にしておくことが望まれる。Ａ高校ではこの点に関し

て特に踏み込んだ話はなされなかった。 

この就学前相談が行われたことによって保護者と学校側の希望や要望，姿勢などが共有

され，保護者の不安も軽減されたようであり，保護者と学校側との信頼関係を築く第一歩

となった。また，就学前相談時に別室において JSL 生徒に対して行われた日本語能力を判

定する試験によって生徒の日本語能力が判明し，Ａ高校教職員の「いや，もっとできない

ぞ」というコメントのように，教職員が想定していたレベルと実際の生徒の日本語能力に

差があることが明らかとなった。３月下旬の職員会議ではその実態を踏まえ，入学後に日

本語の取り出し指導が行われることが管理職からの提案で取り決められ，評価に関しては

別途 SGH 推進委員会で協議を行うという方針が打ち出された。 

表４に平成 28 年度の JSL 生徒２名の情報を差しさわりのない範囲で示す。 

 

【表４ JSL生徒の情報】 

 生徒Ａ 生徒Ｂ 

来日時期 中学２年生後半 中学２年生後半 

中学時代の日本

語支援 

週に１度１時間程度，ボランテ

ィアからの指導有 

無 

宗教的な考慮 無 無 

家庭内言語 タガログ語・英語・日本語 タガログ語・英語・日本語 

入学当初の日本

語能力 

J-CAT ３月受験 

中級前半 

J-CAT ３月受験 

初級 

卒業後の希望 日本の大学へ進学 日本あるいは海外の大学へ進学 

 

2-4入学後から夏季休業前まで 

生徒入学後すぐに，１年次対象のコミュニケーションキャンプが行われた。このキャン

プは宿泊を伴う学校行事の１つで，新入生同士が交流を深め，その後の学校生活に馴染み

やすくすることを目的として毎年行われている行事である。教職員の間ではこのキャンプ

において JSL 生徒が交流の輪の中に入っていくことができるのか，高校生活の良いスター

トをきることができるのかが憂慮された。キャンプ中は教職員の目を離れて生徒のみで活

動を行う場面が多い。生徒同士で用いられる言語は日本語であるため，担任Ｙは JSL 生徒

が他の生徒と意思疎通をはかることができるのか不安に感じていたものの，グループ内に

英語でコミュニケーションをとれる生徒や気配りの出来る生徒がいたため，JSL 生徒も笑

顔で活動に参加することができたと評価している。担任Ｙは４月当初，「具体的にどんなサ

ポートなのかっていうのは，まあ，あんまり良くわかってなかったので，そこはちょっと

大丈夫かなっていうのは不安でした」と語る一方，JSL 生徒に対する日本語指導に関して

は「正直言って素人なので，最初から割り切って。そんなに負担はなかったですし，不安

もなかったです」と述べている。この発言に続けて，「（筆者）さんのように専門で勉強さ

れている方が，テキストなんかもね，紹介してくれるだろうというのは，最初からもう予

想していたので。そこはそんなに心配していませんでした」と，日本語支援に関しては外
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部からのサポートに任せる姿勢が見られる。日本語学習支援以外の指導や支援に関しては，

「私の個人的な部分で英語がやっぱりできますので。いざとなったら英語で対応できるし

っていうところがあったので，そこまで負担には考えてなかったです」と述べ，４月当初

にそれほど大きな不安を抱えていなかったことがわかる。担任Ｙに生徒指導全般に関して

どのような意識を持って取り組んでいるのか問うたところ，「一番困っているのは私じゃな

いんですよね。一番困っているのは生徒なんですよ」と語っている。担任Ｙは「一番困っ

ているのは生徒」という意識を強く持って生徒指導にあたっていることがわかる。また担

任Ｙは国際クラスの担任になるにあたり，入学式当日にクラスに「多様性重視でいくと宣

言して，このクラスには日本語の不自由な生徒もいますということを最初に打ち明けてい

た」という。担任Ｙは国際クラスの Global の部分を取り上げ，自身の海外経験からグロー

バルとは様々な背景や価値観を持った人々が共に生きていくにあたって多様性を認めるこ

とだと捉え，それを「経験ベースで最初に語っていけた」ことで，クラスとして多様性を

受け入れ，JSL 生徒を自然に受け入れることが初期の段階からできたとしている。担任Ｙ

は，担任の価値観がクラスを作っていくとも考えており，クラスの雰囲気は「担任によっ

て，ほんと変わると思います」とも述べている。是常他（2014）は，学級の望ましい雰囲

気形成には，教師の学級全体への働きかけが影響し，それが良く作用すると生徒のクラス

メイトを受容しようという態度が培われると指摘している。これは担任Ｙの語りとも合致

している。 

一方，教員Ｎは「ほんとにこのやり方でいいのか」と不安で，日々の指導自体「手探り

だった」と述べている。日本語支援担当教員に指名されたからといって，学校側から指導

法や教材等の情報・資料の提供が行われたわけではなかった。全てが日本語支援担当教員

に一任されている状況で教員Ｎは「自分でこうやればいいかなって自分で指導しちゃった

ので，あんまり悩まずに（筆者）さんが来た時に聞いたりとかしてやってましたね」とい

うように悲観的にならずに自分なりの指導を実践していったことがわかる。また，このよ

うに比較的悩まずに日本語指導を開始できたことについて，「やっぱり多少，概論的な知識

ではあるけれども，大学でやってたっていうのはあるかな」と考察を加えている。教員Ｎ

は大学時代に日本語教育を専門科目の１つとして学ぶ機会があり，教師になってからも新

聞の JSL 児童生徒特集の記事に目を通すなどしていた。そのため日本語支援担当教員に選

出された当初から，JSL 生徒が置かれている状況や関わり方に関して自分なりの具体的な

イメージが多少なりとも形成されていたことが推測される。JSL 生徒の指導に慣れ，指導

の方法が変わってきたかどうか尋ねる質問に対し教員Ｎは「あ，でも私，わりと最初から

変わらないですね」と述べている。教員Ｎは大学時代から日本語教育や JSL 児童生徒に関

する知識を得ていた。さらに国語科の教員として特に言語活動に重点を置いた指導を行っ

ているため，ことばを使って何ができるようになるかという共通の視点で指導を計画する

ことができたと語る。加えてこれまでの留学生とのコミュニケーションの取り方を思い返

し，成功した方法を応用することができたという。このように教員Ｎはこれまで自身が培

った力や得た情報を駆使し，柔軟に日本語支援に向き合おうとしてきたことがわかる。こ

うした柔軟性があったからこそ，支援当初から大きな困難を感じることなくスムーズに支

援に携わることができたと考える。 

また，担任Ｙは指導に慣れたのはゴールデンウィーク明けだと語った。ゴールデンウィ
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ーク明けに二者面談が行われ，JSL 生徒の方からこれまで中学校で自分がどのような扱い

を受け，どう感じてきたのかについて打ち明けられたという。生徒はそれまで他の教師や

保護者にそうしたことを打ち明けたことがなかったという。担任Ｙはそれを生徒が自分に

話してくれたことから信頼関係が良い形で構築できていると捉え，その頃から「課題の質

が変わってきた」としている。4 月当初は JSL 生徒に限らず生徒たちが「ちゃんと人間関

係を築けるかなだとか，あと友人関係は大丈夫かなだとか。学校生活に関するところを大

丈夫かなと心配に思っていた」が，JSL 生徒が学校生活に慣れ，クラスメイトや担任Ｙと

良好な関係を築くことができていると判断できるようになったゴールデンウィーク明けか

ら「今度は成績」が心配になっていったという。JSL 生徒が学校生活に慣れ，教員たちが

JSL 生徒と関わることに慣れ始めた段階で次の懸念事項として挙がったのは，試験の評価

とその扱いに関してであった。５月上旬には職員会議の場で，JSL 生徒の試験の扱いが話

題にのぼった。この時期は生徒と担任教員の個人面談時期であって，生徒からの相談や教

員の日頃の観察から JSL 生徒の抱える困難さが具体的に認識され始めた時期であった。教

室全体に向けてする指示の方法では JSL 生徒に内容が伝わらない，授業内のミニテストに

おいてテスト用紙本文中の指示文が理解できず，正答がわかっていても回答することがで

きないといった様子が日常的に見られるようになっていた。こうした状況の中で，他の生

徒と同じ出題形式による試験を受験することは難しいのではないかという声があがり，異

なる評価方法を探るために他校訪問が企画された。他校訪問は，Ａ高校から日帰りでの訪

問が可能な３校に絞られ，それぞれの学校に日本語支援担当教員である教員Ｎの他，副校

長や教科担当教員が出張扱いで視察を行った。副校長は JSL 生徒支援について「単なるこ

とばの勉強の範囲を超えている」部分があり「手探り」の状態であるという認識があり，

自ら他校訪問に参加している。そして JSL 生徒支援について「日本の教育課題の１つとし

て取り入れていくべきだ」として，国レベルの大きな課題であると捉えている。訪問校の

選定は，１.その高校で JSL 生徒を受け入れ教育を行っていること，２.市販されている高校

受験案内に掲載されている学校偏差値がＡ高校と同程度であること等といった観点から選

出された。管理職を通して訪問依頼を行い，その依頼が受け入れられた高校に訪問すると

いう手順が取られた。訪問後は職員会議においてその様子が報告され，３校全ての報告の

結果から，各校とも受け入れている生徒の人数，指導を担当している教員の人数や予算，

校内での支援の位置付け等それぞれに異なっており，実状に合わせた柔軟な指導体制をＡ

高校として確立しなければならないということが教職員の中で共有された。他校訪問で得

た知見をもとに６月下旬に１学期の JSL 生徒に対する評価方針原案が教員Ｎによって作成

され，それが職員会議で承認された。 

 ７月上旬には期末考査がなされた。それに先立ち行われた担任教員と生徒との個人面談

では，生徒から試験に対する不安や自分はこのままでは進級できないのではないかという

相談が寄せられたという。６月下旬に承認された JSL 生徒に対する評価方針では「ことば

の問題（=日本語の理解が充分でないこと）」によって生じる学業成績不振に関しては，成

績に「１」はつけないという方針が職員会議で出されたが，これに関しては教員の中で JSL

生徒のみを特別扱いすることになるのではないかと疑問の声も投げかけられた。担任Ｙは

面談において JSL 生徒の不安感を聞き取りつつ，それをできるだけ少なくするよう声掛け

を行った。１学期の成績については，教科内の基準に基づき教科担任が評価を行い，必ず
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しも先述の評価方針が採用されたとは限らなかった。志水（2008）では，大阪府にある帰

国・渡日生を受け入れ顕著な取り組みを行っている高校５校を取り上げ，校内で何の問題

もなく方針が早急に決まった学校ばかりではないと述べている。Ａ高校でも同様に JSL 生

徒の評価方針策定やそれを適用するか否かについては，各教職員の考えもあるため，そう

簡単には体制は確立しないという現実がある。 

 JSL 生徒入学の年の４月から新しく赴任した校長も当初は，JSL 生徒支援に対して自分

自身の意識が非常に低かったと語っている。校長は「私の意識もガラッとこの数ヶ月で変

わって，その影響はＹ先生やＮ先生や，取り出し授業に関わっている人，または一生懸命

そういう子達を育てようとしている先生方の影響を私が受けて，管理職としての考え方が，

取り出し授業を通じてかなり変わりましたね」とし，教員や日本語支援員との関わりから

自身の認識が大きく変化したと述べている。具体的に意識が変わったのは，１学期の中間

考査の前後であったという。中間考査前には JSL 生徒に対する評価方針について職員会議

で議論が交わされ，校長としても JSL 生徒について関心が高まったという。そこに中間考

査の得点が具体的な数値として報告された。その実態報告から，教員Ｎと外部日本語支援

員である筆者が中心となって行っていた日本語の取り出し授業についても関心を持ち始め

たという。また，９月から 10 月に行われた学校行事での JSL 生徒の活躍を見て，「どんな

にできなくても頑張ってできるようになって，それ以上の力を発揮できるという可能性が，

ポテンシャルが１人１人にあるんだ」と捉えられるようになり，「入ってきた子たちのポテ

ンシャルをどう引き出してあげるかってのが教員の役目で，そのサポート体制を作るのが

管理職の役割だということをきちんと位置付けられるようになった」と語っている。校長

は赴任当初，管理職は生徒と直接的に関わる機会が少ないため「子供たちの顔が見えなか

った」という。しかしながら「子供たちの顔が見える状態になると，この子達をすごく伸

ばして，社会に役に立つ人材を育ててもらうということを考えていくことができるように

なった」という。また校長は，Ａ高校が認定に向けて申請を行っている国際バカロレアを

話題に上げ，今後，より一層多様な生徒を受け入れることを想定し「いろんな子が入って

これる。入ってきたときに，どういう体制でサポートできるのか，受け皿としてどこまで

が可能なのか，それをずっと考えています」とも述べている。学校内で権限を持って最終

的に物事を決めることができるのは，管理職である校長である。その校長の認識が変わっ

たことは，JSL 生徒支援体制の構築に向けた大きな動きである。 

 期末考査後はすぐに夏季休業に入るため，教員Ｎはすぐに夏季休業時の補習計画を作成

し，その日程に関して保護者への連絡を行った。 

 

2-5夏季休業中以降 

 夏季休業中には全 10 回の集中的な日本語補習が行われた。10 時から 18 時まで学期期間

中には行えなかった内容の補充が行われた。内容は初級教科書である『げんきⅡ』，『JSL

中学高校生のための教科につなげる学習語彙・漢字ドリル』を用いた日本語支援である。

支援は筆者と教員Ｎによって行われた。 

 この時期は JSL 生徒に対する日本語支援という点からはこの夏季休業中の補習により対

象生徒の初級レベルの学習が終了し，校内の日本語支援体制の構築という観点からはもう

一度評価検討を行うワーキンググループで集まり２学期の方針を検討することが望まれた
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がそれが叶わなかった時期であった。教員Ｎは「気軽に相談は一応（教員名）先生とか，

国語にいる先生とか，立ち話はできるんですけど，責任を持って決められる相手がいない」

ため，全て１人で対応をしていかなければならないという状況に置かれていると語った。

教員Ｎはインタビュー中，何度も「連携が不足している」「チームがほしい」と述べ，「孤

立感」を強く感じているようであった。教員Ｎは，もっと他の先生とも相談をしたいが，

自分も他の先生も忙しいため中々難しく，相談しようにも誰に声をかけたらよいかわから

ないと語る。また評価や支援の必要性の判断を教科ごとに任せたとはいえ，他教科の教員

たちにも負担をかけ過ぎたくないと同僚を気遣う様子を見せている。しかしながら夏季休

業前に日本語の取り出し授業での指導と JSL 生徒の評価原案作成業務を抱え，さすがに１

人ではどうしようもできないと考えた教員Ｎは他教員に働きかけ，１学期中の評価基準作

成検討をするワーキンググループを結成した。１学期の間に何度か検討会が開かれ，夏季

休業前までの評価の基準の原案作成がなされたものの，この会議は１学期のみ開催され，

夏休み以降，続くことがなかった。この会議が継続されなかった要因として，この会議が

孤軍奮闘する教員Ｎのみから提案されたボトムアップ式の会議であったからだと推察する。

安定した会議開催のためには，学内で大きな権限を持つ管理職が日本語支援の現状を把

握・分析し，その時々の課題に応じ，議論をするための適切なメンバーを選出・招集する

ことが求められる。招集にあたって，なぜその人が選ばれたのか，どのような役割が期待

されているのかといった説明がなされれば，教員一人ひとりの役割分担が明示され，誰か

１人に負担がのしかかるという事態を避けることができるのではないか。 

 夏季休業期間終了後には，入学当初は日本語のみによる教師の指示理解が難しかった生

徒も困難を感じることが少なくなり，クラス内においても他の生徒と日本語でやり取りを

する姿が多く見られるようになり，JSL 生徒が良好な対人関係を築くことができていると

教員Ｎ，担任Ｙ以外の学年配属教員も評価するようになった。 

 １学期期間中は，国語と日本史の授業において日本語の取り出し授業が行われていたが，

２学期からは職員会議で JSL 生徒評価方針が共有され，JSL 生徒への支援をどのように行

うかは各教科の裁量に任されることとなった。国語科では日本語の取り出し授業を継続す

ることが決定し，社会科では１年次の必修科目である日本史の授業は所属クラスの通常授

業に参加することが決められた。１年次の日本史の授業は１週間に２回あり，そのうちの

１回は筆者が日本語支援員として授業に入り込み，支援を行った。社会科では授業のあっ

た日の放課後に毎回日本史の補習を行い，JSL 生徒の内容理解の支援を行った。数学科で

も必要に応じて，定期考査前などに放課後の補習が行われた。 

 教員Ｎも担任Ｙも，JSL 生徒との関わり方について「日本人だから，（JSL 生徒名）だか

らっていうのはない（教員Ｎ）」，「普通に接する（担任Ｙ）」と述べている。そして JSL 生

徒の指導担当教員に必要な資質や能力に関しては次のように述べている。「やっぱり，現状

を把握して対策を立てられる。あと，予想通りには絶対に行かないので，臨機応変に，柔

軟に考えられるってとこですかね。ん，ま，柔軟性？でも，ま，それは普通のでも一緒だ

と思うんですけどね，教員としてっていうところで（教員Ｎ）」と述べ，対象が JSL 生徒で

あるから特別必要となる教師の関わり方はないとし，JSL 生徒指導に必要であるのは，現

状分析能力と柔軟な思考，臨機応変に対応できる力であるとしている。そしてそれは教員

としてそもそも必要な資質であるため，JSL 生徒指導を担当する教員だからといって何か
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特別な資質や能力が必要であるわけではないと捉えていることがわかる。  

臼井（2010）は，公立小・中学校で外国人児童生徒の指導に携わる教員に必要とされる

力は何かを問う質問紙調査を行い，「外国人」の指導ゆえに必要になる力として「日本語指

導力」「異文化理解力」「外国語の学力」等を挙げているが，それらよりもむしろ重要なの

は「教員として一般に求められる」教科指導力，メンタルサポート力，学級経営力，生徒

指導力等であるという調査結果を得ている。Ｎの見解はこれに合致する。 

 

３．１年目の課題 

初めて JSL 生徒を受け入れることになったＡ高校の教職員たちは，１年目を振り返りど

のようなことを課題として認識したのか。今回インタビューを行った教員Ｎ，担任Ｙ，校

長，副校長の４名全員が課題として挙げたことは「支援体制が確立していない」ことであ

った。この「支援体制が確立していない」ということを教職員はそれぞれの立場でどのよ

うに捉えているのか見ていく。 

まず教員Ｎも担任Ｙも，第一の課題として「JSL 生徒の指導目標が不明瞭」であること

を挙げている。両者は，JSL 生徒の指導目標を学校全体の生徒指導目標であるグローバル

リーダーの育成であると捉えてはいたが，それは教師個人の認識であり，学校全体に明確

に共有されたものはないと語った。JSL 生徒入学受入れ決定当初，JSL 生徒の教育目標や

指針が学校側から明示されておらず，教員間での共通認識もない状態が長く続いていた。

高等学校の教育課程の中でどう生徒と関わるのか，どのような能力を身につけてほしいの

かについて，年次に関わる教員たちは通常，長期的な視野で早期から計画を立てている。

しかしながら JSL 生徒に関しては「まだ３年目の話はできなくって。やっぱり，ひとまず

１年生の授業に入るにはどうしたら良いかとか，あの，２年生以降の選択科目についてい

けるかって言うところで止まっています（教員Ｎ）」というのが実情であるという。高校卒

業後に生徒１人ひとりが自身の希望する進路選択をできるようにするためには，高校３年

間の間にそれに見合う力を身につける必要がある。それは日本語運用能力に限ったもので

はなく，思考力や判断力など教科学習や学校生活全体の中で養われる力であるが，そうい

った力は一朝一夕で身に着くものではない。そのため，生徒たちにどのような力をつけさ

せたいのか，目指す生徒像を今一度教員間で共有し，その実現に向けた指導・評価の在り

方を検討する必要がある。 

また，教員Ｎは「業務範囲の不明瞭さ」も課題として挙げている。教員Ｎは当初，自分

は日本語指導のみを担当するものと捉えていた。しかしながら実際は，日本語指導のみな

らず，日本語支援の体制や評価方法の原案作成など，日本語支援に関わる全ての業務を暗

黙のうちに担うことになってしまい，取り出しでの日本語指導と日本語支援関連事務手続

き業務に追われ，精神的にも肉体的にもかなりの負担感を感じていたという。日本語支援

関連業務が全て教員Ｎのもとになだれ込む中で教員Ｎは「でも，そこまで私が全部やるの

かな」「なんで私なの？」という職務負担の不平等感と他の教師に対する不信感が高まりつ

つも「本当に誰も動かないから，私がやるしかないんだなって思って」という責任感から，

不満がありながらも全ての業務を引き受けている。教員Ｎは特に心理的・肉体的負担度が

高かった時期として，中間考査に向けて JSL 生徒の試験の評価基準原案を職員会議で提出

しなければならず，資料を得るために他校訪問を計画し，訪問校の選出や実際に訪問を重
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ねた時期を挙げている。この時教員Ｎは，「誰かに相談したいなって思ったんですけど誰に

も相談できず」全てを自分１人で決めなければならないことに「自分の責任で全部決めち

ゃうのか，っていうところの怖さ」を感じたとして，それが心的な負担度を高めていたと

語った。遠藤他（2016）は，教員のメンタルヘルスへの負担の要因の１つとして「無境界

性」を挙げているが，教員Ｎが暗黙のうちに本来想定していた業務以上の業務を引き受け，

負担感を強く感じていたことはこれにより説明ができる。 

このように一部の教員に過度な負担がかかっている状況を担任Ｙは「マンパワーで，ゴ

リ押ししてるって感じがあります」と評価した。JSL 生徒入学初年度の日本語指導は，教

員Ｎを中心に国語科教員３名と無償のボランティアである筆者が行った。これに対し担任

Ｙは，教員たちは「他の教員よりも授業を増やして対応している」のであって，「非常勤を

雇えるかって言うと，予算的な制約もあってできないと思う」と述べる。また，教科指導

については各教科担当教員の裁量に任されており，授業時の配慮や放課後の補習などを行

うにあたっては「やっぱり人に頼らざるをえない」現状であると語る。担任Ｙはこの状況

を「人を大事にする組織になっていない」と指摘し，「チーム」の重要性を主張している。

担任Ｙは，組織が動くためには人材と資金が必要となるが，現在は外部支援員のボランテ

ィアや教員個人のボランティア的なはたらきに任せられている部分が大きく，学校組織の

中に固定的な「チーム」は存在していないことを指摘する。JSL 生徒受け入れにあたって，

必要となる業務は日本語指導だけにとどまらず，評価や教育課程，人員配置や経営等多岐

に渡る。それら全てを１人で担うことは不可能であり，だからこそチームでの対応を求め

たいとしている。担任Ｙは「私も企業から来た人間なんで」とした上で「非常にね，個人

事業主的な部分が非常に強いんですよね。学校って」と語り，「びっくりです」と感想を述

べている。また，Ａ高校の特徴として，全教職員共有の職員室がなく教科ごとに教科教員

室が設置されていることに言及し，「だから情報の共有っていう意味では疎いと思います」

と述べている。全教職員が一堂に会する職員室があれば，職員会議等の正式な場に限らず，

日常的に情報交換が行えるはずだという認識を担任Ｙが持っているからであると推察する。

担任Ｙは，教職員間の情報共有は年に４,５回，研究部が主催する校内研修会において「各

学年とか，日本語って言う業務がどうなってるのかっていう各代表から発表をしてもらっ

て，共有を図るっていうような時間」が設けられているとし，「そういうところでまあ，時

間をつくって見える化していこうっていう機運はあります」と述べている。教職員間の情

報共有を図る取り組みは「ゼロではない」が，「なかなか横のつながりってのは，なかなか

難しいと思います」と現状を評価している。１年目の JSL 生徒の支援に関して，「一番困っ

ているのは生徒」という認識を全教員が必ずしも十分に持つことができていなかったと担

任Ｙは捉えている。 

 こうした教員の過度な負担や情報共有不足に関しては，管理職も十分に理解はしており，

なんとか対策を講じたいと考えているという。校長は「下手したらボランティア的にずっ

とやっているような状況が今なので，それをきちんとしたかたちで管理上サポートできる

ような体制づくりというのは，管理者から絶対必要だと思っています」と語り，教員の過

度な負担を気にかけている。管理職としてはそうした教員をサポートできるような体制を

作らなければならないが，それが未だ過渡的な状態であるという。副校長も「今，先生た

ちの献身的な協力ですごく成り立っているので，そこは本当にありがたいと思いますし，
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申し訳ないなと思っています」と語る。しかしながら予算に関しては「現状では，なかな

か予算的な措置が，難しい世の中になっているので。そこをどうクリアするかっていうの

が，いやまあ，口で言うのは簡単なんですけれども，その課題をどのように解決していく

かっていうところはやっぱり，色々工夫していかないといけないと思います」と述べ，厳

しい状況の中での課題解決には教職員の力だけではなく，生徒同士の学び合いの力を活か

すなどといった工夫が必要であると言及している。また運営に関して管理職は「人員が何

人あっても足りなくなる」として，限られた人員の中での持続的な組織運営を実現してい

くことの重要性を述べている。管理職はこのように組織の持続的な運営を可能とする体制

づくりをしていくことが課題であると認識している。この観点は JSL 生徒の教育に限った

課題ではなく，学校組織が健全に運営され，所属する教職員たちの健康を守る上でも非常

に重要な視点である。 

 以上より，初めて JSL 生徒を受け入れたＡ高校の１年目に残された課題は次の８点であ

ることが明らかとなった。教職員の間で「１.JSL 生徒の指導目標が不明瞭」で，「２.評価

基準も不明瞭」，かつ「３.JSL 生徒支援にあたる業務範囲も不明瞭」であるため，支援業務

が特定の教員に偏り「４.担当教員の負担過多」が目立つとともに，「５.JSL 生徒支援の重

要性に対する教職員の意識が希薄」で，「６.情報共有不足」になっていること。そして「７.

人員・予算の不足」から「８.支援体制が確立していない」状況にあることである。 

こうした課題を解決し，持続可能な校内の支援体制を構築していくためには，限られた

人員や予算の有効な活用が求められる。臼井（2009）は，人手，時間，経費を全て十分に

まかなう準備ができているという学校を探すほうが困難であるとし，はじめから学校外の

行政や専門機関，地域団体などと連携を行うことを前提として，体制を整えていく必要が

あると述べている。また，JSL 児童生徒の抱える複合的な困難さとそれにともなう教員の

対応の難しさについて臼井(2014)は，当初から複数人で担当することを前提として役割分担

をし，それぞれが得意な範囲を担うことが重要であると述べている。この適材適所の配置

を行うためには管理職が学校組織を１つのチームと捉え課題に取り組むという姿勢を持つ

ことが必要とされる。この際，管理職だけでなくミドルリーダーである主幹教諭の果たす

役割も大きいということが「主幹教諭のはたらきに期待したい」という担任Ｙの語りから

示唆された。畠中（2013）はミドルリーダーの果たす役割と影響力を見るため，複数の小

学校教員にインタビュー調査を行った。その結果，ミドルリーダーが周囲の教職員たちを

巻き込んで学校行事を成功させたことを指摘し，ボトムアップ型の経営改善の有用性を示

している。これは学校組織の健全な運営，効果的な人員の活用のためには，ミドルリーダ

ーの積極的なはたらきかけが必要であることを示唆している。図 1 に，Ａ高校が構築の途

上にある JSL 生徒支援体制をまとめる。図中の SE は特別支援コーディネーター，SC はス

クールカウンセラーを指し，特に記載のない◯ はＡ高校に所属する教職員全般を指す。◯ 

の数は任意である。 

日本語支援チーム内の教務担当は成績評価の検討を行い，日本語指導者が JSL 生徒に対

する直接的な日本語支援を行う。日本語指導者は，クラスの担任を中心に他の教員に対し

て，日本語支援中に得た JSL 生徒の学習上のつまずきや困難さを報告し，連携をしていく

姿勢が求められる。JSL 生徒の様子は，比較的少人数での指導が行われている日本語支援

中，得意な教科の授業中，不得意とする教科の授業中，クラスルームで過ごしている時等，
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その場面や状況によって大きく異なる場合がある。よってそれぞれの教員から見た対象生

徒の様子を共有することは，その生徒の全体像を把握し，より適切な支援を実現していく

ために非常に重要な意味を持つ。そうした生徒に関する情報は，時折，担任から JSL 生徒

保護者に伝え，何か課題があれば，担任，保護者，SE，SC 等も交えて解決していこうとい

う姿勢が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【図１ JSL生徒受け入れ体制】 

 

日本語支援チームの要となるのは，全体統括者である主幹教諭である。主幹教諭は JSL
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校内の連携を高める「チーム学校」という体制を整えるという視点に加え，外部機関との

連携をいかに効果的に行うかについても検討する必要がある。外部機関には，他高校や JSL

生徒の出身小・中学校，大学等といったその他外部機関が考えられる。 

管理職 

 

 

クラス 

日本語支援 

チーム 

JSL 生徒支援 

 

他高校 

JSL生徒出身

小・中学校 

その他 

外部機関 

（大学、教

育委員会、

国際交流協

会等） 

 

JSL 生徒保護者 

Ａ高校校内 

 



子どもの日本語教育研究会          『子どもの日本語教育研究』第 1 号（2018） 

106 

Ａ高校では平成 29 年度から，日本語教師養成課程のあるＢ大学Ｂ学科と協力しながら，

JSL生徒の授業理解を促進するための教材開発づくりに取り組んでいる。この取り組みは，

高校にとってはより手厚い JSL 生徒支援を担うものとして位置づけられ，大学にとっては

学生に今現実に存在している課題に対応していく学びの場を提供する機会となっている。

学生は刻一刻と変化する課題や状況を踏まえて，この教材開発に取り組むことで，机上の

理論だけではわからない，現実の課題の難しさを学ぶとともに，JSL 生徒との交流を通し

てやりがいやさらなる課題解決に向けた意欲を増進させている。 

このようにそれぞれが互いの強みを十分に活かしながら，それぞれにとって利となる連

携の在り方について調査，研究が行われることが求められる。 

 

４．まとめ 

 Ａ高校での JSL 生徒に対する日本語支援は，ほとんど何も情報がないまま開始された。

初期には学校は JSL 生徒に対する教育の指導や評価の方針が定まっておらず，日本語支援

における目標・目的を定めることも難しいままに日本語の指導計画を作成・実施していか

なければならない状況の中，日本語支援担教員が中心となり，他の実践校の事例をもとに

Ａ高校での評価基準を作成するなど，一定の方針を打ち出すことに成功した。JSL 生徒に

直接関わる日本語支援担当教員Ｎやクラス担任Ｙは「日本人だから，（JSL 生徒名）だから

っていうのはない（教員Ｎ）」，「普通に接する（担任Ｙ）」というように，JSL 生徒である

からといってとりわけ特別な接し方はしないと語る。Ａ高校の JSL 生徒支援体制は未だ構

築の段階にあり，今後もより良い支援に向けた取り組みを進めていくことが望まれる。 

 

【注】 

(1) JSL とは，母語が日本語でない人が日本に住み，生活の手段として使う日本語のことで

ある。 

(2) 平成 28 年度国際入試までの選考方法。平成 29 年度入試からは書類審査，英語の学力試

験，小論文（英語または日本語）に加え日本語での面接が課されるようになった。 
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