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実践報告 

 

親が全員で活動を創り運営する「継承語教室」の実践 

―バンコクの子ども日本語教室の今― 

 

キーワード 

継承語教室，テーマ型体験活動，記録型活動，親が創る，体験の共有 

 

深澤伸子 

 

１．はじめに 

 本稿で実践を紹介するのは，バンコクにある親が運営し親が活動を創っている継承語教

室で，いわゆる小規模継承語教室と言われているものの１つである。国境を超え移動する

人々が増え続ける現在，世界のあちこちで新たに継承語教室を立ち上げている人，立ち上げ

ようとしている人たちがいる。本稿で紹介する教室の大きな特徴の１つは教師を雇わず子

どもたちの親が運営している点であるが，それは教師が雇えないからという消極的理由で

はない。継承語教室を親が創ることの意味を問い続け，親がやることに意味を見出したから

である。しかし，ここに至るまで様々な変化と試行錯誤があった。 

 本稿は，今，継承語教室で何をすべきか，どんな教室を目指せばいいのか模索している人

たちの参考になることを目指し報告するものである。そのために，まず，これまでの教室の

変化を述べ，この変化によって起きた実践を，2019 年度の活動を中心にできるだけ具体的

に報告する。そしてこの報告によって，教育の専門家に頼らずに活動が可能であることを示

し，最後に親が活動を創ることの意義を述べる。尚，本稿では活動主体者であることを明示

するため，保護者ではなく「親」と表記して報告する。また，本稿にある資料と写真は全て

許可を得て使用している。 

 

２．教室のこれまでの変化 

 本稿で報告する教室は「バイリンガルの子供のための日本語同好会」(1)（以下 BKK バイ

リンガル教室あるいは教室と呼ぶ）という。 

「日本語教室」から「日本語同好会」へ（1999 年～2007 年） 

 この教室は 1999 年，２人の親が始めた「バンコク日本語教室」が始まりである。筆者は

2002 年度からアドバイザーとして関わっている。筆者が入った頃，教室は日本語の読み書

きの習得と日本文化の継承を目指していた。数名で始めた教室だが，2007 年度には在籍数

75 名の規模になった。教室の運営は教師役を担う各クラス数人の親たちが運営委員となり，

様々な議題が運営委員会で話し合われ決定されていた。この運営委員会の話し合いによっ

て 2007 年度に教室の名称が変更された。人数が増え，習い事のように子どもを預ける親が

いることから，親全員が活動に関わる場であることを明示するため「日本語教室」という表

現を削除し改称したのである。 

目標と活動方針を新たに設定した 2008 年度以降 
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 その頃教室は補習校登録(2)を検討していた。だが，タイと日本以外の国籍を有する子ども

も増え，在住の形も多様化していたため，日本に帰ることを前提とした補習校ではなく，タ

イで育つ子どものための継承語教室として独自の在り方を目指すべきだと親たちは考え登

録を目指すことをやめた。そして，改めて継承語教室として子どもたちに育成すべきものと

は何なのか，子どもの将来像をどう描くのか検討を始めた。そして，2008 年度，BKK バイ

リンガル教室は，タイで育つ，言語も文化も多様な子どもたちが，自信をもって生きていく

ための力を育成することを目指したいと考えるに至り，目標と活動方針を新たに設定した

のである。この変化とその経緯については深澤（2013）に詳しい。そして，この時から学校

の国語教育をモデルにした活動から脱却し，親による継承語教室独自の活動を創ることが

目指されたのである（池上 2011，深澤 2013）。目指したのは，子どもが興味・関心を持ち，

価値を感じるテーマを，子どもとともに体験しながらやりとりの中でことばを育てる活動

である。本稿ではこの活動を「テーマ型体験活動」と名付け報告する。この活動を目指した

ものの，継承語教室のモデルはなく，教師役の親たちの模索が始まった。 

親全員で取り組む体制になった 2011 年度以降 

 2011 年度，教室はタイを襲った大洪水で活動の長期中止に追い込まれた。被災した家族

も多く人数は半減し，活動を担当する人が足りなくなり，急遽，親全員で教師役を担当する

ことになった。以来，この教室は全ての親が教師役を担い活動を創り実践している。 

 

３．BKKバイリンガル教室の概要 

3-1 教室の目標と活動方針 

教室の目標は 2008 年度から「主体的にアイデンティティを構築し，社会との関係を築い

ていけることばの力」である。そして，このことばの力の育成を目指し，前章で述べたよう

に「テーマ型体験活動」を行うことにした。それはどの継承語教室でも問題になるであろう，

同じクラスに在籍する子どもの日本語能力差，年齢差を超え，全ての子どもが参加できる学

習活動を検討した結果行き着いた形である。また教室における関係性を重視すること，様々

な差を違いとして生かすこと，子どもも役割を担うこと，子どもが選択できるものは選択さ

せること，以上の４つを活動方針と定めた。そして，継承語教室にある親や子の多様さや異

なりを資源として捉え，これらの資源を生かした教室づくりを目指したいと考えた。 

 

3-2 教室の「子どもたち」と親の状況 

親はタイ，日本を中心にドイツ，アイルランドなど様々な国籍の人がいる。最近の傾向と

して両親が日本人でタイ定住型の家族も増えている。2019 年度，在籍数は子ども 43 名，親

32 名である。教室はバンコクにあるが，近隣県からも子どもたちが通ってきている。 

子どもたちの通う学校はタイの現地校が中心だが，公立の学校は，設備や教育内容に大き

な差がある場合があり，私立や大学の付属校に通う場合がほとんどである。また近年インタ

ー校やバイリンガル校(3)に通う子どもが増える傾向にある。理由としては親同士の共通語が

英語である場合が多いこと，両親とも日本人の家族が増えたこと，日本語コースを持つ学校

があることなどがある。 

 

3-3 BKKバイリンガル教室の概要 
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3-3-1 活動日と活動場所 

 活動日はタイの学校スケジュールに合わせた５月から９月と 11 月から３月の２学期で，

隔週土曜日の 10 時から 11 時半までの１時間半の活動を年間 20 回（計 30 時間）実施して

いる。活動場所は日本人会本館を借りている。 

 

3-3-2 クラス編成 

 クラスは幼児部，低学年部，中学年部，高学年部の４つ(4)に分かれ，年齢を基準にクラス

編成をしている。子どもたちの日本語使用の状況は多様で，日本語能力は様々であるが，か

つてやっていた日本語能力によるクラス編成はしない。教室に参加する際も子ども自身が

希望することが条件で，日本語能力は問わない。クラス別の子どもと担当者の人数を表にし

た。かつてこの教室に親として参加していた人や活動に関心のある人がボランティア（表中

では「ボ」と表記）として参加することもある。 

 

表１ 2019 年度 クラス編成表（2019 年 10 月現在） 

クラス 子どもの年齢 子どもの人数 担当者人数（母・父） 

幼児部 ３才～５才 17 名 14 名（母９名，父５名） 

低学年部 ６才～７才 12 名 ８名（母６名，父１名，ボ１名） 

中学年部 ８才～10 才 10 名 ５名（母３名，父１名，祖母１名） 

高学年部 10 才～12 才 ４名 ５名（母３名，父２名） 

 

3-3-3 活動について 

 活動としてはクラス活動と全クラスが合同で取り組む全体活動がある。全体活動として

行っているのは行事と発表会である。行事は七夕，夏祭り，クリスマス会，節分があり，そ

れぞれ希望したクラスがその行事の企画・運営を担当する。行事は日本行事の継承というよ

り，親が体験し，楽しかったことを子どもと共有すること，そして教室の全員が一緒に楽し

む活動という位置づけである。発表会は学期ごとの成果を発表する場だが，幼児部以外は作

品を見る人と作成者である子どもが作成物を通してやり取りし，見た人がコメントを書き

込む対面型発表が主流である。 

 

3-3-4 運営の形 

 現在，運営委員会はなく運営はクラス単位で行い，教室全体に関わる議題は月１回行う全

体ミーティングで話し合う。クラス運営の内容は，活動計画及び活動記録の作成，活動に必

要な物品の購入と備品管理，そして会計である。入会希望者への対応など対外的なものや名

簿作成など教室全体に関わる事務は事務局が行う。ほかにホームページを管理するメディ

ア部と教室全体の支出を管理する会計係がある。 

 

４．BKKバイリンガル教室の「テーマ型体験活動」実践 

 ここから具体的に実践を述べていく。まず，この教室で実践している「テーマ型体験活動」

が何を目的にどのようなテーマで活動しているのか，幼児部から高学年部までのクラス目
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標と今年度の活動テーマを表２に示した。２章で述べたように 2008 年度から目標は大きく

変化し，言語能力ではなく，子どもの発達の段階に沿った活動がクラス目標になっている。

クラス目標は今の形になって以降大きく変化していないが，それを具体化した活動テーマ

と内容は毎年変わる。次節からは「テーマ型体験活動」がどのような活動なのかクラス別に

紹介していく。 

 

表２ 2019 年度クラス目標と活動概要 

 クラス目標 2019 年度テーマと活動概要 

幼児部 年齢差があっても親しく一緒に活動

し，それぞれが成長できる。 

絵本から広がる世界 

前期：「だるまちゃんとてんぐちゃん」 

後期：「はらぺこあおむし」 

 ―ビッグブックを作ろう 

低学年部 一緒に作って一緒に遊ぶ。その楽しさ

の中でことばを広げ，コミュニケーシ

ョン能力を高める。また，かつて親も

遊んだ遊びの体験で親と子どもの共有

体験を増やし，絆を深める。 

つなぐ―教室と家と，僕と私と，今とこれか

ら 

・等身大記録を描く 

・エプロンづくり 

・染めて作る・おにぎり作り  

・アドベントカレンダー作り  など 

中学年部 自分のこと，友だちのことを知り，理

解し合える関係にし，さらにその関係

を自分たちの身近な人や物事に広げ

る。 

マイアルバム―ぼくとわたしの成長物語 

・ぼく／わたしの友だち 

・生まれた時のぼく／わたし 

・ぼく／わたしの学校 

・ぼく／わたしの街       など 

高学年部 互いの内面的な違い（考え方，気持ち）

を知ることで相手に興味や関心を持

ち，尊重しながら関係性を築く。お互

いの日本語能力にとらわれず，長所に

目を向け，協力して活動する。 

社会に関心をもつ―調査・企画・作成 

前期：私の学校のここがすごい―学校紹介    

       新聞作り 

後期：オリジナルグッズ販売 

  企画作成し，最後に販売する。 

 

4-1 幼児部の活動「絵本から広がる世界」 

幼児部実践では活動のテーマを持つことによって担当者が活動をどう変えたか報告し，

活動を創る上でテーマがあることの意義を報告する。 

幼児部は 2017 年度から絵本を１冊決め，その絵本を軸に活動を展開しているが，子ども

の年齢が低く飽きやすいので，長い間同じテーマで活動するのは無理であろうと年間を通

じたテーマの設定をしてこなかった。その頃，幼児部の１回の活動は「本の読み聞かせ」「工

作」「体を使ってやること」の３つのパートに分かれていたが，パート同士の活動に特に関

連は持たせていなかった。パートごとに担当者が分かれているため，幼児部のクラス活動の

全体を把握している人がいないという状況が生まれ，活動が滞り，子どもたちが集中できな

い状態が起こっていた。そこで担当者がクラス活動の全体を共有するにはどうしたらいい

か検討し，『ねこのピート』という絵本を軸にクラス活動を展開することにした。この本に

は，すでに歌やダンスもあったので，それも活用することで３つのパートの活動に関連を持
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たせることもできると考えたのである。家でする課題も絵本の内容に沿って自作すること

にした（写真１）。１冊の絵本を軸に決め，その本を繰り返し読み，本の内容に関係した図

画工作をし，内容に関連した歌を歌ったりダンスを踊ったりするといった流れで，１回のク

ラス活動の中の３つのパートがつながり，毎回の活動もつながり，活動の内容と流れが共有

されるようになった。全てのパートが関連を持つことで担当者は見通しを持ってクラス活

動を担当できるようになり，活気が生まれた。これが幼児部がようやく見つけた１冊の絵本

を軸に展開する「テーマ型体験活動」の実践である。 

2018 年度には『さよならさんかく』を軸の絵本に選定した。形や色をテーマに工作や家

での課題シートも作った。シートの空きスペースに子どもたちは家で自由に絵を描いてき

て，担当者に見せて一生懸命説明する。課題のテーマとまったく関係ないことを描いてくる

こともあるがそれでかまわない。家でもシートを書きながら対話が生まれていた(5)。 

2019 年度は『てんぐちゃんとだるまちゃん』を軸の絵本に選んだ。この絵本の物語性が

魅力だと考えたのだが，文字が多く年齢の小さい子はあまり関心を持たず，絵も小さく幼児

部の子ども全員で読むには適当ではなかった。歌やダンスの展開も難しかった。そこで 2019

年度の後期は『はらぺこあおむし』を軸の絵本にし，新たに活動を考えることにした。 

 

写真１：自作課題シート書き込み例 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『はらぺこあおむし』は，いつも候補にあがる絵本だが年齢の高い子には物足りないので

はないかという意見があり，今まで取り上げられなかった。しかし，『てんぐちゃんとだる

まちゃん』になかった全員で読むときに必要な絵の魅力があること，また工作の活動がイメ

ージしやすいこと，活動の展開の仕方で年齢が高い子どもも楽しめるのではないかと考え，

軸の絵本に決めた。そして，この絵本の魅力を子どもたちが実感できるビッグブックの購入

を考えた。しかし，予算が足りないため購入ができなかった。そこで，この絵の魅力を生か

すならいっそ自分たちでビッグブックを作ろうということになった。こうして，１冊の絵本

から活動を展開するというテーマはビッグブック作りという新しい活動を生むことになっ
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た(6)。 

テーマを持ったことでパートごとの活動の方針も明確になり，現在はクラスの活動計画

を担当者全員で話し合ったあと，「本読み班」「工作班」「歌ダンス班」と３つのパートが班

として活動計画を立て，それを組み合わせた形で幼児部の活動が実施されている。 

このようにテーマが明確になり活動に軸ができることで，担当者が共通の見通しを持つ

ことができ，クラスとして目指したいイメージが共有され，担当者の間に協働が生まれた。 

 

  写真２：『はらぺこあおむし』ビッグブック作成風景 

 

4-2 低学年部の活動「つなぐ―教室と家と，僕と私と，今とこれから」 

 低学年部でも年齢的に同じ内容で活動を続けると飽きてしまうという問題があり，なか

なか年間テーマが見つからなかった。 

 低学年部の子どもたちは幼児部から来て少し大人になった気分の子どもたちである。そ

こで，以前から成長していくことを実感させたいと，年度の最初と最後に身体測定をしたり，

手形や足形をとったりして記録していた。また，縄跳びで，できることを増やし，数で記録

するということもしていた。しかし，成長の記録は主に数字で残すに終わった。また，この

年齢は１人でできることは増えるが，友だちと一緒に何かを作るということはなかなかで

きない。以前「ぼく/わたしの街」（写真３）というテーマで取り組んだことがある。自分の

家を作り，みんなの家を集めて街を作ることを目指

した活動だったが，子どもの関心は自分の家から街

へ広がらなかった。また，立体の作品はせっかく作

っても家に持って帰るのが難しく，クラスの活動を

家と結びつけるのが難しい。全部の回に参加できな

い子どもも多く，作品の作りこみによる活動の積み

上げも難しかった。そこで１回の完結活動だが活動

と活動につながりがあり，自分の変化や成長が実感

 

写真３
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できることをするためどうすればいいかと担当者は考えた。そして出てきたのが「つなぐ」

をテーマにすることだった。こうしてようやく低学年部の年間を通したテーマが見つかっ

た。では，テーマとしての「つなぐ」はどういう活動になったのだろうか。 

 最初にエプロンを作った。自分のエ

プロンに型染めで模様を描き，次にそ

のエプロンをつけて絵具で和紙を染

めた（写真４）。次はタイの植物を自

分で絞って染色液を作り，紙を染める。

そして，その染めた紙で七夕の短冊を

作った（写真５）。このように，活動

と活動をつなげた。また，染めた紙に

家で家族みんなに願い事を書いてもらって七夕の日に笹に結び，教室と家の活動もつなげ

た。12 月にはアドベントカレンダーを作った。アドベントカレンダーはクリスマスまでの

日数を窓にし，カウントダウンしていくカレンダーのことで，日めくりカレンダーのように

毎日窓を開けて，プレゼントをもらうというものである。教室では窓にする袋を作って貼る

カレンダーの台紙作成まで行った。その中にシールやお菓子，担当者が作った「あみだくじ」

「クイズ」「なぞなぞ」などのプレゼントを入れる作業はそれぞれの家庭で親にしてもらっ

た。そして毎日窓を開けながら，なぞなぞが読めない子は親に読んでもらうなど，一緒に作

業をすることで，教室と家を共同作業でつなげた。これが低学年部の「つなぐ」をテーマに

した「テーマ型体験活動」である。「つなぐ」は子どもの生活のあらゆる場面と人とをつな

げていく可能性があり，人との関わ

りが広がるこの年齢にふさわしいテ

ーマになった。実はもう１つ，このテ

ーマがよく表れた活動に「等身大記

録」という活動がある。この活動につ

いては５章で詳しく述べることにす

る。 

  

4-3 中学年部の活動 

中学年部は「マイアルバム」「数で知る私の世界」という２つの定着した活動テーマを持

ち，新しいテーマも模索しつつ繰り返し実践している。この２つの活動は「テーマ型体験活

動」の典型的な実践であるが，「マイアルバム」は「テーマ型体験活動」の中の「記録型活

動」として５章で詳しく取り上げ，ここでは「数で知る私の世界」について紹介する。 

この年代は具体から抽象へと理解を広げる年齢

である。数字はそもそも抽象だが，具体的に目にし

たり触ったりできる数量から，見ることも触ること

もできない数量まである。 

最初の活動では自分の顔のパーツの大きさや長

さを友だちと測り合い，顔の計測図を描いてから紙

粘土で自分の顔を作成する（写真７，８）。次に，教室や家にある物を数える。教室のある

写真７ 

 

写真８ 

  

 写真６：アドベントカレンダー台紙作成 

 

  写真４        写真５ 
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日本人会館本館の廊下や自分の家など様々な場所を測り，数字で比べてみる。自分や仲間の

身長や体重も測って比べてみる。１メートルや１キロという単位が，実際にどのぐらいの長

さや重さなのか知って，それらの単位を考える基準を持つ。みかんを絞って液体の量の表現

を知り，ホットケーキを焼くという活動では水や粉を計って用意した。100ｇという重さが

どの程度なのか，卵は１個どのぐらいの重さなのか，色々な重さを調べ，嵩と重さの違いを

知る。 

次は長さから距離への発展である。そこで，

家から教室までの距離を測ってみることにし

た。まず，地図の上で，家と教室を紐で繋げて

その紐の長さを測った。次に，紐の長さをキロ

メートルに換算した。しかし，タイでは車移動

が多く，歩くことが少ない。距離も時間で表現

するのが一般的である。だから，実際はどれくらい離れているのか実感しにくい。そこで，

子どもたちと教室の近くを１キロ歩いてみた（写真９）。１キロを何分で歩けたか，その時

間を基に，自分の家から教室，そして学校までの距離を歩いてかかる時間に置き換え，距離

の数字を自分の実感と結びつけた。このように数字で自分の世界を知り，数字の比較で友だ

ちの世界を知ること，それが「数で知る私の世界」の実践である。 

 

4-4 高学年部の活動 

高学年部になると子どもたちが教室から社会へと関心を広げ，主体的に行動し活動でき

ることが目指され，調査，企画を自分で行うタイプの活動になる。しかし，中学生と小学生

が混ざるこのクラスでは子どもたちの興味・関心もそれぞれ異なり，全員が主体的に活動で

きるテーマを探すのが難しい。 

高学年部で繰り返し実践されるテーマに学校紹介がある。子どもが通う学校が様々で，学

校によって教科や行事も異なるがお互いその違いを知らない。また，学校選択に迷う小さな

子どもを持つ親たちにとって知りたい情報でもあり，子どもが情報発信者になって人の役

に立つこと，つまり社会的役割を実感できる活動でもある。ほかには，教室の外に出て，店

の看板に何語の表記があるかや，どんな人たちが街を往来しているのかを調べたり，教室の

大人たちから仕事の話を聞き取ったりするなどの調査活動を行ってきた。しかし年齢に幅

のある子どもたちが主体的に活動できているのか担当者には不安があった。子どもたちの

興味・関心のあるテーマを模索していた高学年部に，2018 年度から販売の要素が入った新

たな活動が加わった。これは担当者が子どもたちに社会的関心を持たせることを目的に考

えたテーマだったが，翌年も子どもたちの希望で実施し，活動テーマとして定着しそうであ

る。この活動を少し詳しく紹介する。 

初めての活動は本の作成販売だった。本は自分で書いたオリジナルをコピーして作るこ

とにし，コピー屋に行って印刷代，製本代を調べ，表紙の色や製本の種類も調べ完成時のイ

メージを持つことから始めた。どんな本にするか決め，家でも書き進めながら内容を書きた

めた。実は当初，本は身近な人に贈る予定だった。しかし，せっかく作るのだから販売する

ことにしようと，本を完成させてから，値段を決め，学期最後の発表会で販売したのである。

この年，高学年部には３人の子どもがいたが，１人はカルタから『ちはやふる』に興味を持

写真９：１キロを歩いてみた 
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ち，好きな 10 首を選んで「百人一首」を紹介する本にし，もう１人は『名探偵コナン』を

謎解き部分を中心に再構成して本にした。父親がサッカー選手だった子は「サッカー日本代

表」の紹介本を作成した。本作りを渋っていた子どもも，販売計画が本格化して，自分の作

った物が誰かの手に渡ることがイメージできる頃からどんどん本気になった。「百人一首」

を作成したⅯさん（10 歳）の本に込めた思いを母親の話をもとに簡単にまとめる。 

 教室で本作りの活動が始まった時，Ⅿさんは漫画『ちはやふる』から百人一首に熱中して

いた。教室でⅯさんが百人一首の話をするとほ

とんどの担当者が歌の意味までは知らず，Ⅿさ

んは日本人でも知らない人がいると驚いた。そ

こで百人一首の本を作ってもっと魅力を伝え

たいと思った。本の構成は①百人一首とは，か

ら始まり，②目次，③好きな歌 10 首の解説，④

紫式部と源氏物語について，⑤平安時代の生活

にした。歌 10 首には全て挿絵を描いたが，色

はついていない（写真 10）。これはⅯさんが，

小さな子に「お母さんこれなあに？」と聞きな

がら百人一首に興味を持ってもらいたいと考

え，塗り絵にしたのだ。実際，幼児部の４歳の

女の子がこの本を買い，後日色を塗って見せて

くれたそうだ。また，友だちの名前の最初の音

が歌の最初の音と重なる歌があった。それが百

人一首の世界で特別な意味があることを知っ

ていたⅯさんは，その歌を友だちにプレゼント

したいと考えタイ語に翻訳し，その翻訳を本の中に書いた（写真 11）。生まれて初めての翻

訳だったが，その後も，Ⅿさんは，百人一首の翻訳を続けているそうである。近い将来，百

首全ての翻訳が見られるかもしれない。 

 さて，2019 年度は，また高学年部のメン

バーが新しくなった。そこで，前期に学校

紹介のための学校新聞を作成した（写真

12）。活動の目的と活動の流れは高学年部の

保護者会(7)資料で示す（資料１）。そして後

期には本販売に続く活動として，グッズを

制作し販売まで行う「オリジナルグッズ販

売」活動を実施した。販売活動は子どもた

ちからの強い要望だった。 

 活動初日，観光客の集まるショッピング

センターに行き，売れている商品を調べ，販売するオリジナルグッズを考えた。検討の結

果，Ｔシャツとエコバックを制作することに決め，素材や手法（染めかプリントにするか

など）を検討した。次に，それぞれのデザインを考え，検討を繰り返して最終案を決定し

た。最後に販売のための話し合いをし，価格や最終デザインは教室の親たちにアンケート

 

写真 10 

 

写真 11 

 

写真 12：学校新聞 
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をとって決定した。それから教室の会計担当者に販売計画を提示して交渉し，資金を借り

て業者に発注した。３月の年度末発表会で販売する予定である(8)。 

「オリジナルグッズ販売計画」で使ったシートの中から２枚を活動の例として示す（資料

２）。担当者は様々な業種で仕事をしており，企画書や発注書は実際のものを子ども用に

書き替え作成した。また，製作，販売までの流れも担

当者の職業経験を生かしたものだった。 

 

4-5 「テーマ型体験活動」のまとめ 

 ここまで，2008 年度以降に始まった「テーマ型体験活動」の実践を紹介した。１つのテ

ーマで年齢差も日本語能力差もある子どもたちが一緒に活動し，共に体験しながら，それ

ぞれ成長し能力を伸ばすことができる，これが「テーマ型体験活動」である。またテーマ

があることで担当者がその時々の子どもの特徴に合わせて内容を変化させていく際にも活

動の方向性を見失わず続けることができていた。ぶれずに内容を深められることは担当者

にとって大きなメリットである。だが良いテーマを見つけることが難しいことも述べてき

た。そこで次章では，活動を目に見える形にすることでテーマが明確になり，「テーマ型

体験活動」を経験したことがない人にも実践しやすい「記録型活動」を紹介する。 

 

５．子どもの世界を記録する「記録型活動」 

 「記録型活動」はポートフォリオのように記録していく活動である。ポートフォリオと

違う点は，子ども自身だけでなく親や友だちや担当者など，人との関わりも含めた子ども

の生活世界の記録であるところである。代表的なものに中学年部の「マイアルバム」があ

る。これは４回も繰り返され定着している活動である。また最近，低学年部に生まれた

「等身大記録」という活動もある。この２つの「記録型活動」を少し詳しく紹介してい

く。 

 

5-1 中学年部「マイアルバム」活動 

「マイアルバム」は見開きのあるアルバムに，これまでの自分，今の自分を記録していく

資料２ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      資料１ 
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活動である。2019 年度の活動は 12 のトピックがある（資料３）。 

資料３ 

2019年度 中学年部 活動内容 

 

 

5-1-1  「マイアルバム」活動の流れと中学年部の子どもたち 

「マイアルバム」の活動は毎回，自由課題の発表から始まる。これは次回の活動のために

必要なことを家で聞いたり調べたりしてきたものを共有する活動だが，書き方は自由なの

で自由課題となっている。また，テーマと関係がないことで書きたいことがあったら，それ

を書いてきてもかまわない。日本語で発表できない子は何語でもかまわない。この発表後に

その日のメイン活動に入る。活動の流れはこのようになっている。 

自由課題の発表⇒メインの活動⇒活動成果共有⇒次回の課題共有 

2019 年度，中学年部は 10 名だが，うち３名は家で日本語を使う機会は少なく日本語だ

けでのやりとりは難しい。また話したり聞いたりはできても，書くことと読むことはほとん

どの子どもが日常的にはしてはいない。子どもたちの話をよく聞いて対話を進めること，何

語であれテーマに沿って活動を共に行うことが重要だと考え，担当者が必ずそばについて

回数 活動日程 活動テーマ 活　動　内　容
顔写真シールを作ろう ・子供たちがペアになってﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ写真をお互いに撮り合う。撮った

写真をすぐにﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄしてﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ写真ｼｰﾙを作成しﾏｲｱﾙﾊﾞﾑに貼り付ける。

・事前に用意したﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ項目に沿って記入する。身長や足の大きさなどはペアで協力して測り合う。

自由課題テーマ：自由テーマ

・質問項目に答えていく事で、自分の事について考える。

質問例：出来る事と出来ない事、周りの人から何と呼ばれているか、自分の周りの人たちは自分をどんな子だと
思っているか、など

自由課題テーマ：自由テーマ

宿題：「友達に聞いてみたいこと」をひとつ書いてくる。

・友達とｲﾝﾀﾋﾞｭｰし合う。ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ内容：①時間がある時何がしたいですか？

②そしてそれはどうしてですか？③どうやって、誰と、どこで？④子供が家で考えてきた質問

自由課題テーマ：「ぼく/わたしの生まれた日」

生まれた時の様子を親に聞いて書いてくる。

渡した質問項目シールに沿って、生まれた時の身長、体重、生まれた時間など。。書いて来る。

持ち物：生まれた時の写真

・皆で持ち寄った生まれた時の写真を誰の写真かあてっこする。

・自由課題共有：「ぼく/わたしの生まれた日」

・今の身長体重と生まれた時の身長体重を数字で比較。

・今の身長と生まれた時の身長を紐の長さで表現。ｱﾙﾊﾞﾑに貼り付け、目に見える形で今と比較する。

・1本１Ｌのﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙｼｰﾙを生まれた時の体重の重さ分貼り付ける。

・実際に１Ｌのペットボトルを3本抱えて赤ちゃんの重さを体感する。

・生まれた時の気持ちを書いてもらった両親からのｻﾌﾟﾗｲｽﾞの手紙を読む。

自由課題テーマ：「心に残っている思い出」

持ち物：小学校入学以前の写真数枚

・生まれた時の気持ちを書いてもらった両親からのｻﾌﾟﾗｲｽﾞの手紙を渡す。(前回時間がなくて渡せなかった）

・自由課題共有：「心に残っている思い出」

・持ってきた写真について、いつ、どこで、何をしているのかをひとりずつ説明する。

自由課題テーマ：4つの中から一つ選んで書く。

・初 めて○○した時の事・がんばったこと・うれしかったこと・ケガ、病気・・のこと

宿題：持って来る写真について、ひとつクイズを考えてくる。

持ち物：小学校入学以降今までの写真数枚

・自由課題共有：初 めて○○した時 の事・がんばったこと,嬉しかったこと/ケガ、病気 、入院 した時 のこと

・クイズ大会　1人ずつ考えて来たクイズを出す。

・持ってきた写真の詳細をひとりづつ説明する。

・学校基本情報シート記入。(学校名、ｸﾗｽ人数、ｸﾗｽ数、小学校までか、中学校高校までの学校か）

・1日のスケジュール表の記入。

・ひとりずつ発表。

自由課題テーマ：学校の思い出

持ち物：学校の写真と学校の友達の写真

・自由課題共有：学校の思い出

・友達紹介シートを記入する。

・ひとりずつ発表。(友達紹介ｼｰﾄと持ってきた写真)

自由課題テーマ：最近家族と一緒にやった事

持ち物：家族、親戚の写真

・今日の活動に関係する単語を知る。「家系図、父、母、兄、姉、弟妹、祖父、祖母、叔父、叔母など」

・家系図作り①工作で気球を作る。②気球に持ってきた家族、親戚の写真を貼り付ける。

・気球を持って、写真撮影。

自由課題テーマ：「家の周りの紹介」

持ち物：家と学校を含む、家周辺の地図をｸﾞｰｸﾞﾙﾏｯﾌﾟにて (プリントアウトしたもの)

・地図上に置くためのピンを作る。(顔シールを使う)

・自由課題共有：「家の周りの紹介」

・ﾊﾞﾝｺｸの地図に自宅と学校の位置にピンを置く。位置の確認。

・自由課題共有：「家の周りの紹介」

自由課題テーマ：親の出身地について、有名な場所や、食べ物、　行事などを聞いて書いて来る。

持ち物：自由課題に書いた内容の写真があれば。

・世界地図を使って日本とタイの位置関係を知る。

・日本とタイの地図のお父さんお母さんの出身地にピンを立てる。

・世界地図の自分の生まれた国にピンを立てる。位置共有

・自由課題共有：親の出身地について、有名な場所や、食べ物、行事など紹介

自由課題テーマ：「十年後の自分への手紙」

・自由課題共有：「十年後の自分への手紙」

・未来の自分像をシートに記入。身長、体重、髪型、服装など

・19歳のﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙの先輩に来てもらい、今の一日の生活について説明してもらう。その後質問会。

宿題：十年後の一日のスケジュールをシートに書いて来る

・宿題共有：十年後の一日のスケジュール

・一年間の活動内容の振り返り。発表準備。

3 6/8/2019

4 6/22/2019
生まれた時の
ぼく/わたし

ぼく/わたしのともだち

1 5/11/2019

2 5/25/2019
自分を知ろう！
ぼく/わたしって
どんな人？

ぼく/わたしのプロフィー
ル

6 9/14/2019
生まれてから今までのぼ

く/わたし②

5 7/27/2019
生まれてから今までのぼ

く/わたし①

7 11/9/2019

12 2/8/2020 十年後のぼく/わたし

10 1/11/2020 ぼく/わたしの街

11 1/25/2020
ぼく/わたし

おとうさん/かあさんの
生まれた国

ぼく/わたしの学校①

8 11/23/2019
ぼく/わたしの学校②

友だちのこと

13 2/22/2020 一年間の活動の振り返り

9 12/21/2019 ぼく/わたしの家族
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話ができる状態にする。担当者は子どもたちの得意なほうの言語もできるのでそれぞれ対

応ができる。 

 

5-1-2 アルバムについて 

 最初にアルバムを用意するが，台紙を増やせるスクラップブックのようなものがいい。自

分のアルバムであることを意識するために表紙を作る（写真 14）。中の台紙にはトピックや

課題，調べた項目ごとに書き込むが，2019 年度は書く負担を減らすためこれらの項目はシ

ールに印刷してあるものを貼った。また，クラスの全員と親の写真を撮ってシールにして，

活動に使う（写真 15）。２週間に１度の活動なので忘れてしまうことがないよう連絡もシー

ルで貼っておく。このアルバム活動は家族にコメントを書いてもらうことも活動の一部で

ある（写真 16）。では具体的にどんな活動なのか，「生まれた時のぼく/わたし」というトピ

ックの活動を見ていく。 

5-1-3 「生まれた時のぼく/わたし」 

「マイアルバム」活動が始まって以来続いているトピックである。この活動を行う日は，

自分が生まれたときの様子を聞いて書いてくるのが自由課題である。そして，①生まれた時

の体重・身長，②生まれた病院の名前，③生まれた時刻，④生まれるのにかかった時間を聞

いてくることになっている。実はこのトピックでは親にも課題が出ている。それは子どもが

生まれた時どんな気持ちだったか子ども宛てに手紙を書く課題である。この手紙を担当者

はこっそり受け取り活動中に子どもたちに渡すことになっている。 

 

《2019 年６月 22 日の活動》 

自由課題発表 生まれた時の様子を聞いて書いてきたものを発表した。 

 

「わたしは九月八日にうまれました。生まれた時は土偶みたいだったそうです。うまれ

たときすぐはなかなかったです。病院にはタイのおじちゃんとおばあちゃんがきてく

写真 14：アルバム表紙写真 写真 15：顔シール 写真 16：お父さんのコメント 

   

 

写真 13：活動風景 
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れました。」（Ｎちゃんの自由課題）   

           

「わたしはお医者さんから言われていたより，２週間おくれて生まれました。生まれる

時もお医者さんが「そろそろ生まれますよ。」と言ってからもなかなか生まれて来なか

ったそうです。お母さんはつかれてしまってジュースも持てなかったそうです。私は日

本で生まれました。その夏はとても暑くて私は１日中ないていたそうです。（Ａちゃん

の自由課題）  

 

メインの活動 

今回，このトピックのメインの活動は３つである。                         

（1）生まれた時の写真を見て誰が誰かあてよう！ 

  この日の活動は生まれた時の写真を見て誰かあてるこ

とから始まった。それが終わってからアルバムに写真を

貼って友だちや担当者からコメントを書き込んでもらっ

た(写真 17)。 

（2）生まれた時と今の自分の体重と身長を比べよう！ 

  最初に，子どもたちは，今の身長を書いたカードを壁に貼り出してその身長順に並んで

みた（写真 18）。その後，生まれた時の身長の高さに合わせて壁に印をつけ，その前に

並んでみた（写真 19）。そして，紐を今の身長と生まれた時の身長に切って，アルバム

に貼り付けた（写真 20）。左に丸めて貼ってあるのが今の身長分の紐で，右の小さな丸

が生まれた時の身長分の紐である。 

 体重は 500ml のペットボトルの重さに換算し，右に生まれた時，左に現在の体重をペッ

トボトルのシートを貼って比較した（写真 20）。だが実際の重さが実感できない。そこで，

水の入ったペットボトルをショールにくるんで腰に巻きつけ，実際の重さを体感した。 

写真 20 

 

 

        写真 18              写真 19 

  

  

 

 

写真 17 
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（3）親からのサプライズの手紙 

そしてこのトピックの一番のハイライトである親からのサプライズの手紙を読む活動に

入る。実際はこの日は活動が多く，(３)の活動は次の回に実施することになった。この手紙

は親がそれぞれ自分の母語で書いてくれる。子どもが読めない言語で書いてある場合は，何

と書いてあるか，担当者に音読してもらったり，訳してもらったりして内容を知り，アルバ

ムに貼った。 

            写真 21：両親からの手紙の例 

 

 

発表：活動成果共有  

この日は活動しながら貼った紐を見せ合ったり，ペットボトルを貼ったりして共有した

ので発表は特にしなかった。最後にアルバムを見せ合って終了した。 

 

5-1-4 そのほかのトピック 

 他のトピックも２つ抜粋し，部分的だが紹介する。 

（１）ぼく/わたしの学校 

この日，６人の子どもが参加したが，全員違った制服姿であった。お互いの学校を紹介

してから，自分の１日のスケジュールを色分けして書いた。通う学校によって，科目も時

間割も違い，子どもたちは自分たちの学校生活が多様であることを知った。 

（２）ぼく/わたしの街・ぼく/わたし/お父さん/お母さんのうまれた国 

  教室の仲間がどんなところに住み，親がどこからきたのか，お互いとお互いの背景を知

る活動である。自分の住んでいる場所に顔ステッカーをつけた棒を立てる。誰がどこに住

んでいるか一目瞭然である。その次の回では今度は親の出身を調べた。子どもたちはたい

 
 

写真 22：Ｎちゃんのアルバム 
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てい自分の親の出身県しか知らない。タイ人親の出身県にバンコクがないことは意外だ

った。香港やパナマ共和国で生まれた子どもがいたこともわかり，担当者も子どもも，自

分たちの多様さに驚き，自分に関係がなかった地域にも関心が生まれた。 

 

 

5-1-5 親，友だち，担当者，教室からのコメント 

 教室の活動では友だちや担当者，家では親，発表会では読んだ人からコメントをもらう。 

 

 

 

 

 

 

 

 コメントは様々な言語で書かれている。Ｈちゃんのアルバム（写真 28）にはたくさんコ

メントが貼ってあるが，年度の途中から教室に来たＨちゃんを励ます意味があるのだろう。

こうしてコメントを書くことで関わり，その関わりをアルバムに記録として残していく。 

 

5-1-6 「マイアルバム」の意義 

 中学年の活動になると書くことが増える。しかし，日本語が書けない子もいる。その場合

は絵や写真，得意な言語で参加する。そうやって１つのテーマに全ての子どもが取り組むこ

とができるのが「マイアルバム」の活動だ。それはこの教室全ての活動で目指すテーマ型の

活動の特徴だが，「みんなで取り組む」ということの中に子どもだけでなく，クラスの担当

者そして親も入ることを紹介してきた。関わってきた親や友だちも含め，複数の言語と文化

で育つ子どもの世界が詰め込まれ，持ち運べる「私」，それが「マイアルバム」だ。アルバ

ムという形の「記録型活動」にしたことで，後から自分の世界をさらに詰め込んでいくこと

写真 23：タイの地図       写真 24：家と学校 

   

   写真 25：親と担当者の出身県   写真 26：バンコク・タイ・日本の地図 

      

      写真 27：親のコメント       写真 28：みんなのコメント 
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もでき，持ち運んで人に見せれば，新しい対話も生まれるだろう。自分でも「マイアルバム」

をめくり自分の事や関わってきた人を思い出すに違いない。 

 自身の子どもが中学年部に在籍している担当者が，「マイアルバムの意義とは」という質

問に対して，メールで寄せた回答を「マイアルバム」の意義として抜粋して掲載する。 

 

5-2 低学年部「等身大記録」活動 

低学年の「記録型活動」はアルバムではなく，平面の１枚の紙に記録していくものである。

課題だった成長の記録を可視化し，活動をつなげ，親子の共同を生む活動になった。この活

動を「等身大記録」と名付け紹介する。 

 

5-2-1 活動の流れ 

(１)教室の活動―最初の日 

 まず模造紙２枚を貼り合わせ，その紙に日付と名前を書く。次に，自分の体の縁をペンで

なぞって線描きをする。それから身長，体重を計り，書き込みシートに数字を書き込み，そ

のシートを模造紙の好きな場所に貼る。さらに手と足も線でなぞって書き，手足の大きさも

写真 29：初日の風景 

  

 

 
 

 

ハーフ？ダブル？ミックス？私って何人？｢みんな｣とは違うの？と，多言語・

多文化環境で育つ子供達のモヤモヤした気持ちを，名前や生年月日，親の国籍，家

族，使える言語，学校，好きな友達…と具体的に書き出して行くことで自分につい

て具体的にイメージできる。そのことは，漠然とした不安に形を与えて情緒的な

安定につながると思う。マイアルバムを親，先生，友達と一緒に作って行く過程で

どんどん縦横斜めの関係が築かれていくのではないか。（中略）友達のマイアルバ

ムを受け入れ，自分のも受け入れてもらうことで｢みんな違う。だけどそれぞれ素

晴らしい｣ことを実感できる。モノリンガルの親は子と共感したり，子供の悩みに

答えを見つけてあげることは難しい。ただただ「あなたはそのままでかけがえの

ない｢ぼく・わたし｣なんだよ。自信を持って豊かな人生を歩んでね」と伝えたい

が，100 の言葉より１冊のマイアルバムの方が伝わりやすいかもしれない。この活

動を通して感じたことである。（後略）（Ｍさん中学年担当） 
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測って書き込む。これらの数値は年度の最後に測り直し記録を比べる。描いた自分の線画に

早々自分のことを色々書きこむ子もいた（写真 29）。 

（２）家での活動 

教室の活動と関連する事柄を中心に，子どもたちが興味を持ちそうなものを宿題にした。

人型を描いて家に帰った週は「家族の手形・足形を描く」，クラス活動でおにぎりを作った

時は「好きな食べ物を書く」，七夕で願い事を書いた日は「欲しい物を書く」，教室で夏祭

りの虫取りゲームの虫を色々作った時は「虫を作る」が宿題になり，家族と一緒に作って貼

った。ほかに，模造紙に描いた自分の像に「服を着せる」ことも宿題になった。 

（３）発表会  

 ではどんな「等身大記録」が生まれたのだろう。まず写真で紹介することにする。 

 Ｋ君は『タイタニック』の音楽を学校の行き帰りに聞いて好きになった。祖母のＺさんが

ビデオもあると見せたところ，沈む船と沈まない船があることに興味を持ち，特に沈み方に

興味を持った。Ｋ君は実はあまり絵を描くことは好きではないが『タ

イタニック』は熱心に描いた。『タイタニック』を描いたので「服を着

せる」という宿題では映画の主人公のジャックの服を着せた。ジャッ

クの服はＺさんに少し手伝ってもらって描いた。 

Ｙちゃんは，お父さん，お母さん，お姉ちゃん，そして妹の家族４

人の手形・足形を描いた。幼児部に在籍している妹も 一緒に描きたが

ったが「ダメ，立っているだけ。描くのは私」と制して１人で描いた。

手形の横にお父さん，お母さん，〇〇ちゃんと名前が書いてある。発

表会の時はこの手形・足形に幼児部の子どもたちが自分の手や足を合

わせていた（写真 33）。「好きな食べ物を書く」宿題は，好きなものがたくさんあって迷っ

たのでお母さんが用意してくれた写真から選んで貼った。服はお母さんがとっておいた包

写真 33 

 

写真 30：Ｋ君の作品   写真 31：Ｙちゃんの作品  写真 32：Ｒ君の作品 

     

写真 33 
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装紙から大好きなユニコーンの絵柄を選んで自分の人型に着せた。 

Ｒ君は絵を描くのが大好きなので宿題が出る前か

ら好きな物をどんどん書き込んでいった。欲しい物は

「カメラ」「ままにあげるこうきゅうダイア」「あめを

ふらせるかみさま」「あたらしいさかな」と書いてある。好きな食べものは宿題に出る前に

「1．かれいらいす」，「2．おすし」，「3．たんさんすい」などとランキングをつけて書いて

いた。洋服は迷ったが，Ｒ君が小さい時着ていた服を自分の人型に着せた。母親のＵさんに

よると，等身大記録用紙をしばらく床に出しておいたので，時間があるとなにかしら書き込

んだりしていたようである。記録用紙の中には小さな足形に妹の名前が書いてある。紙の下

の方は海の中なのだろうか。船や魚もいる。ここにも「まま」のことや家族のことが書き込

んである。 

 

5-2-2 低学年部「等身大記録」活動の意義 

 「等身大記録」は視覚化された１枚紙の個人ポートフォリオである。そこには様々なその

子どもの情報が詰まっている。成長の記録にもなった。家に持ち帰って取り組めるようにし

たことで子どもの生活と教室での活動がつながり，家族との関わりも描かれ，子どもの生活

世界が現れた。この視覚的な記録は，教室にいるほかのクラスの親と子どもたちにも一目で

その子どもの世界が共有され，発表会では家族以外の人との対話を生んでいた。クラスの中

には絵が描けない子どももいた。貼ったり切ったりする工作が苦手な子である。そのような

子どもの作品は，発表当日，本人が持ってきたものをクラスの友だちが手伝って仕上げた。

それもまた，友だちとの記録である。このように，「等身大記録」は年齢の低い子どもが伸

び伸び自分の生活世界を表現し，周囲の人との関係も築きながら実践できる「テーマ型体験

活動」になった。 

 

６．BKKバイリンガル教室「テーマ型体験活動」実践の意義と課題 

 以上，教室の実践を報告した。それでは「テーマ型体験活動」を中心にしたこの教室で

どのようなことばの力が育ったのだろうか。まず第１に，自分を伝えることばの力であ

る。幼児部の子どもは自分の課題シートに描いた絵について話し，低学年は「等身大記

録」に描いた自分の世界を説明した。高学年は自分の好きなことを「本」にし伝えた。第

２に，自分の意思を示し行動へ繋げることばの力である。高学年の子どもは自分の希望を

述べ「開発・販売」という新しい活動を定着させた。第３に，関わるためのことばの力で

写真 34：ほしいもの 

 

 

写真 35：すきなたべもの 
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ある。中学年の子どもは親や担当者，そして友だちからコメントをもらい自分もコメント

し，お互いを評価し合い，子ども同士，そして担当者との対話によって活動が進行した。

これら３つのことばの力が，「主体的にアイデンティティを構築し，社会との関係を築い

ていけることばの力」を目指した，この教室の子どもたちたちが身につけたことばの力で

ある。 

 さて，５章では「テーマ型体験活動」の中から，「記録型活動」の実践を取り上げ報告

した。取り上げた実践はどれも特別な教育知識や技術がなくてもできる実践であることに

特徴があった。このように，専門家に頼らずに継承語教育実践は可能なのである。そし

て，テーマがあることで，毎回の活動がつながり，活動を創る側はぶれずに経験を重ね，

よりよい活動に変化させていくことができる。つまり「テーマ型体験活動」では，教育の

専門家ではない親が，実践を繰り返すことでそのテーマの実践熟練者になっていくのであ

る。そして，テーマを巡り実践を積み重ね，振り返る。つまり，「テーマ型体験活動」で

は活動は固定化された目標と方法を活動指針とするカリキュラムではなく，実践したこと

を振り返り，そこから次の活動を生む「学習活動の総体の履歴」（佐藤，1996）としての

カリキュラム観に立つことになる。教室の目標として示した将来の子ども像を目指し，子

どもにとってどんなテーマ，どんな体験が意味があるのかを問い続け実践し，その実践の

記録そのものがカリキュラムとして次の活動の指針となるということである。そのために

は，失敗の経験も含め記録していかなければならない。「テーマ型体験活動」では，実践

するだけでなく，実践をいかに記録するかが大きな課題になる。 

 

７．おわりに―継承語教室の活動を親が創る意義 

 ここまで実践を報告し教育の専門家に頼らずに実践が可能であることを示した。最後に，

継承語教室の活動を親が創る意義についてまとめる。 

 BKK バイリンガル教室は，子どもの将来像を，「主体的にアイデンティティを構築し，社

会との関係を築いていけることばの力」を持つ者と描いたことから変化した。それは，複数

の言語と文化で育つ子どもは，親とは違うアイデンティティを持つであろうし，そのアイデ

ンティティを子ども自身で構築して生きてほしいと願ったこの教室の親たちの思いである

（池上，2011）。このように親と子は違う人生を生きるという認識が継承語教室の活動を決

定づけるということをこの教室の親たちを見ていて実感する。 

2008 年度以前，教室では日本語しか使わないようにさせていた。日本国外で子どもを育

てる親は複数の言語や文化で子どもを育てることに不安を持っており，自分のモノリンガ

ル能力観のまま，複数言語で育つ子どもを捉え，自分の価値観に押し込めてしまう。その

結果，日本語能力に拘ってしまう（深澤，2013；深澤・舘岡，2018）。しかし，今，この

教室では，本稿で報告したように教室にある複数の言語と文化を資源とする活動を実践す

る。教室の活動を担う者として，様々な子どもたちの成長を活動の体験の中で共有してい

るうちにモノリンガル能力観から解放されていくのではないか。このように教育実践の体

験によって言語観を変えていくこと，これが親が教室活動を創る第１の意義である。 

第２の意義は子どもを発達の視点で捉えるようになることである。様々な年齢の子ども

がいる教室で子どもの成長を見ることで，子どもの変化を実感し，その時々の言語能力で

はなく，長い成長の時間軸で子どもを見ることができるようになる。それが実践のテーマ
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にも反映される。そして第３に，子どもの体験をつなげられる点である。親は子どもの教

室での体験を家へとつなげ，さらに家から教室へとつなげ，学びの連続性を創ることがで

きる。これは親だからこそできることであろう。 

そして最後に，親が創り手になることによる教室の人的資源の豊かさを挙げたい。子ど

もは人とのやりとりの体験の中でことばを育てる（岡本，1986）。その点において，子ど

もと関わる人が大勢いる継承語教室は実に資源に満ちた場なのである。人数だけでなく，

年齢も性別も違い，職業や経験の多様な大人たちがおり，その人たちと関わり合いなが

ら，子どもは日本語だけではない自分のことばを育てていくことができるのである。 

 専門家ではない親が活動を創るのは決して効率的とはいえない。しかし，親が，子と体

験を共有する活動を創り，体験を共有する中で，親は親として，子は子として互いに成長

し合い変化していく。そこに親と子，双方にとって価値のある継承語教室が生まれる可能

性もあるのではないだろうか。  

 

 

【注】 

( 1 )  ホームページでは外部の人が継承語教室であることがわかるよう「バイリンガルの子

供のための日本語教室」という名称で活動を紹介している。 

( 2 )  補習授業校（略称補習校）として日本政府の認定を受けると教師派遣や補助金を受け

ることができる。その認定を受けること。 

( 3 )  タイの英語教育推進政策によって生まれたタイ人対象の学校。タイのカリキュラムで

最近は英語とタイ語だけでなく中国語など，多言語で教科指導が行われている。 

( 4 )  希望者がいれば年齢の上のクラスも作る。中学生が増え，５クラスあったこともあ

る。 

( 5 )  子どもたちの対話例は次の資料を参照いただきたい。JMHERAT 第 14 回セミナー，

幼児部口頭発表「親が創る日本語教室の実践ー対話を起こし対話を繋げる幼児部の実

践ー」スライド 28-30 https://bit.ly/31n4FmC 

( 6 )  ホームページで完成ビッグブック公開。https://bilingualjapanese.wordpress.com 

( 7 )  学期の初めにクラスごとに活動方針と内容を説明する会。 

( 8 )  ホームページで完成品公開。https://bilingualjapanese.wordpress.com 
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