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寄稿論文（実践報告） 

 

Aさんが羽ばたくための時間 

―日本語指導ノートから見える「寄り添う」ことの意味― 

 

キーワード 

日本語指導，取り出し，対話，ラポール形成，寄り添う 

 

髙栁なな枝 

 

1．はじめに 

自治体 Z には，小中学校に在籍する日本語指導が必要な児童生徒に対し，原則 1 年間，

教育委員会から日本語指導員(1)が派遣される制度がある。日本語指導対象児童生徒がその

学校に一人であれば，週 4 時間を一人の児童生徒の指導に充てることができる。だが対象

児童生徒が二人以上在籍し個別に指導を行う場合は，一人につき週 2 時間の指導というこ

とになっている。 

日本語指導は主に，在籍学級以外の別室で個別に行われる「取り出し指導」となること

が多いが，必要に応じて在籍学級に指導員が入り込み，クラスで行われる授業のフォロー

をすることもある。また日本語指導において統一されたカリキュラムはなく，日本語指導

員各自が児童生徒の実態を把握し，指導目標や指導計画を立てていく。 

日本語指導を受ける児童生徒の近年の傾向として，学齢期に海外から転入してくる児童

生徒だけではなく，日本生まれ・日本育ちの児童生徒も増加している。彼らは日常的な会

話に問題はないが，教科学習の内容を理解できていないことがあり，それは学校教員にと

っては気がつきにくい点である。そのため，日本語指導員がつくのが遅れるケースも少な

くないのが現状である。 

本稿では，筆者が日本語指導員として関わった日本育ちの一人の児童 A さんとの時間を

日本語指導ノートから振り返り，彼にとって筆者と過ごした取り出し指導の時間がどのよ

うな意味をもったのかを考察する。 

 

2．Aさんとの 1年 

2-1 支援開始時の Aさんの様子 

A さんは非漢字圏出身の男児で，2 歳から日本で育っている。日本語指導を開始した

2019年当時，小学校 3年生だった。Aさんは，この年度に自治体 Zに転居してきた。家庭

内では日本語を使用していて，具体的な場面や身近なことについてのやりとり，いわゆる

生活言語に問題はない。しかし，学級担任が教科の勉強がわかっていないことに気づき，

日本語指導の制度を活用し，2019年冬から筆者が週に 2日，取り出し指導を行うこととな

った。 

A さんは，教科学習についてわからないことが多く，勉強に対するやる気が出ない状態

に陥っていた。特に漢字に極度の苦手意識を持っていた。漢字に意味があることがわから
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ず，例えば「き」の漢字を書く時に，「気」「木」「来」のどの漢字を書いてもいいと思っ

ていることなどが，ともに過ごす時間から判明した。 

また印象的だったのが初対面の時の A さんのまなざしだった。初対面で緊張もあったか

もしれないが，そのまなざしは，大人を信用していないような，筆者との間に壁を作るよ

うなものだった。 

日本語指導をはじめ，ことばを学ぶ過程は，一方的なものではなく双方向のやり取りで

ある。それには子どもとの関係づくりが非常に重要だ。筆者がどんな子どもに対しても日

本語指導の取り出しの時間で一番大切にしていることが「一緒に笑い合える時間をつくる」

ことである。文字を習得させ，教科学習の内容を理解させることよりも，目の前の子ども

たちが本来の自分を解放し，心からの声を発することができることを大切に考えている。

そのために，日本語指導員である筆者自身が，子どもが本当の自分を語りたいと思う対象

となり，子どもとの間に信頼関係を作ることが指導の最初の段階で大切だと思っている。

それゆえ，A さんとの関係においては，いつも以上に注意を払い，信頼関係を作ることが

重要だと感じた。 

本来，日本語指導の取り出しでは，日本語そのものが必要な場合は「サバイバル日本語」

から行い，「日本語基礎」「教科につながる日本語」というように目の前の子どもの実態に

合わせて行われる。日本語がゼロの状況であっても子どもの精神状態が安定していれば，

大変さはあるものの，ことばや学びを積み重ねていける。しかし生活言語は問題ないが，

学級内での授業がわからない状況が長く続き，自分に自信が持てず，勉強のにおいがする

と絶対にやりたくないというような，心を閉ざし気味の子どもとどのように取り出し指導

の時間を過ごしていけばいいのか。日本語という言語をどう教えるかという枠組みとはま

た違ったことでの試行錯誤があった。 

 

2-2 ある実践につながるまで―日本語指導ノートからー 

 筆者は毎回の日本語指導後にその日の学習内容や子どもの発言，様子などをノートに記

録している。以下，指導後に書いている省察ノートの内容を抜粋しながら，当時の A さん

の様子や筆者の考えなどをまとめていきたい。学年をまたいだ 1 年間の指導になっている

ので，指導 26回目から Aさんは 4年生になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語指導 1回目  

都合が悪いこと，ひけめを感じていることについては口が重い。私の質問を無視す

るか，「知らない」で済ます。考えないで「知らない」と言えば済むと思っているのか

も。考えさせるための対話が必要。 

一方で，いつまでここで一緒に勉強できるか聞いてくる。1 年間と言うと，少しほっ

とした様子。二人で勉強できる場なのだから，わからないのにわかったふりはしない

ように伝える。 
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2 回目の指導から絵本や図鑑などに興味を持っていることがわかり，その後，指導の多

くの時間を一緒に本を読む時間に費やした。虫だけでなく，怖い話にも興味があるようで，

本を読みながら「なんて書いてあるの？」「化けるって何？」など本の内容に興味を持っ

ている姿が見られた。筆者は本を読む楽しさを A さんに伝え，読みたい気持ちにさせてあ

げたいと考えていた。 

A さんに限らず，日頃，なかなか座っていられない子どもでも，絵本の読み聞かせをす

ると落ち着いて座り，そこから内容について深く話せることがよくある。日常の会話では

自分のことを話すことに照れもあり，すぐに会話が途切れてしまうことでも，絵本や図鑑

を前に話をしていくと言いたいことがあふれ，絵本や図鑑の活用が効果的だと実感してい

る。 

A さんも同様に，絵本や図鑑を前にすると「ねぇ，聞いて」「～だよね」「なぜかという

とね」という発話が多くなった。絵本や図鑑から意味のある対話を重ね，共感されたり共

感したり，新しい発想を得たりする対話がことばの発達を育み，筆者と A さんとのラポー

ル形成にも影響を及ぼしたと考えている。A さんは少しずつ心を開き，いろいろなことを

筆者に話すようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

筆者は，A さんが本当に興味を持っていることを扱いながらも，タイミングを見計らい，

読み書きや教科の内容に結び付けようと考えていた。『妖怪大百科』にはどの都道府県に

日本語指導 7回目  

テレビで見た怖い話のあらすじを話してくれた。順序だてて話したり，複雑なこと

を説明したりするのが難しいようで，話の内容は半分ぐらいしか理解できなかった

が，今の自分にとって本当に興味のあることについて話そうとする気持ちがとてもよ

く伝わる。怖い話でありながらも感動する内容だったらしく，「でも，いい話だったん

だよねー！」と心が動いたことを明かしてくれた。 

 

日本語指導 14回目  

以前から読んでいた『妖怪大百科』(2)を久しぶりに読む。本を読んで話をすると一気

に A さんとの距離が近くなり，落ち着いてやさしい子になる。妖怪の本からカタカナ

や漢字をピックアップするのがよさそう。語彙も増える（「老人って？」「あやつるっ

て？」）。妖怪大百科に出てくる妖怪の出没都道府県を，社会の都道府県と結び付けた

い。 

 

日本語指導 2回目  

語彙がどの程度あるか，しりとりを二人で一緒に考える。わからない時にはこちら

からヒントを出す。しりとりをする習慣がないからか，すぐにはことばが出てこない

が，聞けばわかる。自分からたくさん話すわけではない印象を持った。 

ところが『糸でいきる虫たち』という本を介すると A さんはたくさん話した。「～な

んじゃない？」と予想を立てる発言が多く聞かれた。写真を見て，一緒にたくさん話

してから，本を読み聞かせ，本当のところどういう理由か虫の生態に迫っていった。 
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どのような妖怪が出没するか紹介されていた。都道府県は 4 年生の学習単元だが，翌年初

めて都道府県というものを知るよりも，今，興味のあることと結び付けて単元学習前に紹

介することで，学級内の学びのハードルを下げ，学習内容にスムーズに移行できるように

したいと考えた。その後，日本語指導の時間で大きな日本地図を広げながら地理的な気候

と妖怪の特色を確認した。A さんは「寒い場所だから雪女がいるんだね。じゃ，＜自治体

Z＞には来ないよね？」「山があるところや海があるところには，こんな妖怪がいるのか！」

など地図と本を見比べていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導 16 回目から 18 回目の授業開始時には，A さんの態度に少しずつ落ち着きが出てき

て，学習に向かう準備ができたように見えた。そのため，学級での学習に主体的に参加し

たり，テストで少しでもできたという自信が持てたりすることを目指し，取り出し授業で

も漢字の練習をしようと提案した。だが，少しやってみるも，A さんは，漢字ができない

という事実やそれに対しどうすればいいのかわからない自分に，非常に苛立っている様子

がうかがえた。この時期，筆者自身にもこのままでよいのかという焦りともう少し待つ必

要があるのかという葛藤があった。 

 

 

 

 

 

取り出し指導の中で子どもが問題を解いたり，文字を書いたり，「勉強した！」と思え

るような時間や成果物がほしくなってしまうこともある。しかし子どもがまったく興味を

持っていないことをただやらせることは無意味であり，指導者側の自己満足でしかないの

かもしれない。勉強そのものに意欲がわかない A さんの場合は，やはり彼が興味を持って

いることから知的な活動に結び付けていく機転や工夫が求められると腹をくくり指導にあ

たった。 

日本語指導 16回目  

指導の時間の始まりは暴れたり，暴言を吐いたりするが，少しするところっと甘え

モードに。自分でも感情をコントロールできないのか。それとも私を試しているの

か。 

 

日本語指導 17回目  

妖怪の本を読みながら話をする。徐々に自分でも読むようになってきた。漢字でつ

っかえてしまうが，読もうとする気持ちが出てきた。 

 

日本語指導 18回目  

在籍学級で行っている漢字の小テストを取り出しの教室で行うことに。覚えられな

いとなると衝動的に暴れ，机の物を手で下にざーっと落とす。「俺，漢字もわかんな

い，バカだし！」と急に言いだす。精神的に不安定な様子。 

日本語指導 24回目  

（略）その一方で私はどうしても“勉強している感”がほしくなってしまう。しかし

扱う内容が子どもにとって意味があることのほうが大事か。日々葛藤。 
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 その後，コロナによる緊急事態宣言で休校があり，新年度を迎えた。A さんは心機一転，

若干のやる気を見せるようになっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A さんの中で「漢字」が大きな存在になっていることがわかる。漢字学習の初期であれ

ば，意味を確認し，一つずつ積み上げていくことができるが，4 年生になってしまうと膨

大な量の漢字にお手上げの状態になってしまっている。漢字ドリルを見ながら意味の確認

をしようとしても漢字はやりたくないという状況で，本人も筆者もジレンマに陥っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

このあたりから，さらに発話が増え，順序だてて話すことができるようになってきた。

また事実だけを話すのではなく，なぜそう考えたのかなど思考と結びつく発言も聞かれる

ようになってきた。 

Aさんは，4年生に進級した頃から『鬼滅の刃』(3)が大好きになり，話のあらすじを筆者

に語っていた。しかし筆者は登場人物や話の内容を理解しておらず，ただ「そうなんだ」

という応対しかできないでいた。内容について知っていれば，A さんが説明したり，補足

したりするための問いかけができるだろうと感じた。そこで，筆者も『鬼滅の刃』23 巻を

読破した。それ以降，A さんは「あの時，〇〇だったよね」など筆者にあらすじを語り，

互いに感想を述べたり共感したりしながら，以前より一層楽しく話ができるようになった。

主に話すのは A さんだったが，物語の肝心な場面で，「なんで〇〇だったんだろう」と筆

者が質問すると，Aさんは自分なりに登場人物の心情を想像し，考えを述べた。 

  

 

 

日本語指導 34回目（この時点で 4年生に進級） 

理科の電流のテストを取り出しで行う。「これで 100 点とっても，先生とやったやつ

だから」「じゃあ，次はテストの前に勉強して，100 点取ろうよ！何で 100 点取る？算

数？」と聞くと「掛け算なら 100 点取れる」「じゃあ，10 問で？」「いや，20 問いけ

る」とやる気を出す。担任の先生にも協力してもらって，少しずつ自信をつけてもらい

たい。 

突然，「隣のクラスに俺の親友いるよ。そいつも漢字できなくて」という発言があっ

た。漢字ができる・できないは大きな基準になっている？ 

 

日本語指導 51回目  

身の回りで起きたトラブルをことばで説明し，何が嫌なのか延々と語る。以前は何が

嫌なのかことばで表現できなくて暴力的になってしまっていたが，今は「○○だから，

□□だ」と自分の気持ちが話せるようになった。 

 

日本語指導 55回目  

会うなり，「昨日，超ラッキーなことがあったんだよ！」とのこと。家族で『鬼滅の

刃』の映画を見に行ったそう。登場人物やあらすじを話してくれる。 
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 この発言から，次の章で述べる実践へと展開していく。 

 

3．実践「龍の呼吸」「ドラゴンの呼吸」 

3－1 『鬼滅の刃』の人気 

『鬼滅の刃』は，吾峠呼世晴原作の人気漫画で，アニメ化・映画化されている作品であ

る。 

あらすじとしては，主人公の炭治郎という少年が，ある日，鬼に家族を殺されてしまい，

唯一生き残った妹も鬼にされてしまう。妹を人間に戻し，家族を殺した鬼を討つため，鬼

狩りの道へ進む決意をするという内容である。 

炭治郎はじめ鬼狩りである鬼殺隊のメンバーたちは，特殊な呼吸によって繰り出される

型で鬼を成敗していく。呼吸には水の呼吸，炎の呼吸，雷の呼吸などと呼ばれるものがあ

り，各呼吸にはいくつかの型が存在する。その型はそれぞれの呼吸に関連した名前が付け

られており，その型で鬼を斬っていく。例えば主人公炭治郎が使う水の呼吸は，「水面斬

り」「水車」など水に関係のある名称になっている(4)。この型が，いわゆる必殺技として鬼

と決着をつける際に用いられるため，小学生たちは「水の呼吸 壱ノ型 水面斬り！」と

型の名前を暗唱できるほど熱狂していた。 

A さんも熱狂したその一人で，型の名前をいくつか暗記していたほどだった。登場人物

の性格や特殊能力，物語の展開も A さんの心をとらえたようで，A さんの好奇心は『鬼滅

の刃』に集中していた。 

 

3－2 漢字と向き合う 

 ある日，A さんがオリジナルの龍の呼吸とドラゴンの呼吸を作りたいと言ってきた。い

くつか作ったという龍の呼吸の名前を見せてもらうと，「龍切り」「龍上りぜんぽう」「龍

炎ぼう」「ユウバキゾン」「キョベツベンカイ」などと書いてあり，なんとなくありそうな

名前が付けられていたが，どういう意味なのか本人も考えておらず，適当に響きがいい音

で作られているものが多かった。 

オリジナルの呼吸を作りたいと伝えてきた時には，創造する喜びを感じてもらえればと

思い，日本語指導の時間の最初の何分かを使い，披露してもらうぐらいの気持ちでいた。

だが A さんは，原作では型の名前のほとんどが漢字で名づけられているので，原作と同じ

ように型の名前を「漢字で作りたい！」という希望を口にした。筆者は漢字と向き合うい

い機会になるのではないかと期待を持った。そこで，「型の名前を考えるなら，漢字ドリ

ルも参考になるかもしれないね」と話を振ってみた。すると，A さんは「じゃ，次の型は

『府梨岡（ふなしおか）』にする！」という答えで，「どういうこと？」と筆者が確認する

と，漢字ドリルに掲載されている「府」「梨」「岡」を続けただけのものだった。筆者は A

さんに，漢字には意味があり，意味により漢字を書き分けることを知ってもらいたいと考

日本語指導 60回目  

『鬼滅の刃』の登場人物の紹介を一緒に読む。A さんが今，一番好きなアニメなの

で，非常に興味があり，「自分も鬼殺隊に入りたい」，「呼吸を考える！」との発言あ

り。 
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えていた。また漢字は思っているほど難しくなく，漢字を身近に感じてほしいとも思って

いた。そのため，ここはすぐに終わらせるのではなく，時間を取り，A さんとともに漢字

と向き合おうと決めた。 

A さんがすでに考えてきていた龍の呼吸の中で，仮名で書かれている型の名前には漢字

を当てていった。例えば「ユウバキゾン」の「ゆう」という漢字には「夕」「友」「勇」な

どがあると紹介し，それぞれの意味を説明した。その中からどの意味の「ゆう」を採用す

るか考えるという作業を一緒に行っていった（「勇抜牙ぞん（ゆうばきぞん）」など）。し

かし，漢字に変えられないものや，A さんにとってピンとくる意味の漢字がない時はその

ままひらがなで書くことにした。 

最初 A さんは呼吸の型の意味はまったく問題にしておらず，型に名前を付け，完成させ

ることに注力していた。同じようなことにならないように，次いで「ドラゴンの呼吸を作

りたい」と言ってきた時に，筆者は「龍とドラゴンはほとんど同じようなものだと思うけ

れど，何か違うところがあるの？」と質問をした。すると，Aさんは，「ドラゴンには羽が

ある」「ドラゴンは雷みたいなビームを出すかも」「ドラゴンは闇の中で登場してきそう」

など発言した。筆者はそれを聞きながら，メモで「羽」「雷」「闇」などの漢字を書いてい

った。このようにして出てきたキーワードとなる漢字を用いながら，ドラゴンの呼吸は，

「黒雷炎海」「闇の滅噴火」「闇の精錬の世界」など，意味を考えた呼吸を考えることがで

きた。 

その後，Aさんは龍の呼吸に戻り「龍は，雲ってイメージなんだよな」「ねぇ，雲って他

に何て読むの？」と発言した。筆者は，その機を逃さず漢字ドリルを広げ，「あー，雲は

『くも』と『うん』だね」と提示し，ともにドリルを確認していった。A さんは「『うん』

だと名前がかっこよくないから，『くも』にするか」と言い，「浮雲」という型を作った。 

 筆者がもし「漢字には音読みと訓読みがあります」という説明を始めれば，Ａさんはお

そらく聞く耳を持たなかったのではないだろうか。A さんには自分が表現したいこと，発

信したいことがあり，そこに，この実践では音読み・訓読みの知識が必要になった。こち

らから学習させたいことを提示していくだけではなく，子どもが自分で表現したいことを

大切に扱うことから教科とのつながりが生まれ，発展させていくことができるのではない

かと Aさんとのやり取りで感じた。 

子どもが学んでいく上で求められるのは，頭の働かない状況で手だけを延々と動かす

「作業」ではなく，心や頭が動いた状況で，知的な好奇心を学習に結び付けていくことだ

ろう。そのためには，子どもと対話し，子どもが持っている興味を引き出さなければなら

ない。指導者が準備してきたものややりたいことを優先せず，子どもの興味があるものを

共有し，対峙し，日本語や教科につなげていく。その重要性や効果を感じることができた

実践であった。 

 

4．関わりによる Aさんの変化－彼の発言の変遷－ 

 いらいらし落ち着かない様子で，大人を信じていないような顔つきだった A さんも 1 年

ほど経つと，行きつ戻りつしながらも，精神的に落ち着き，本来の優しさが垣間見られる

ようになってきた。筆者を「学校の先生」「日本語指導の先生」というよりも，一人の人

として扱い，関係性を築いていってくれたように感じる。 
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日本語指導 22回目  

私に「将来の夢，何？」と聞いてきた。私の将来の夢…？と，はっとさせられる。「A

さんは？」と聞き返すと，自分の夢をぽつぽつ語る。 

 

日本語指導 24回目  

教室に迎えに行くと，「僕は君が来るのを楽しみになんかしてないぞ」という，かわ

いい一言が。精神的に落ち着いている様子。絵本や図鑑などで心を耕した効果か。

（略） 

授業の終わりに，「本，片しておいてね。ごめんね」「ホチキス，気をつけろよ」など

私を気遣う発言あり。 

 

日本語指導 30回目  

担任の先生と相談し，漢字テストが少しでもできたと思えるようになれば…という提

案を受けた。取り出しで練習し，クラスで小テストという流れにしようと A さんに提案

するも，激昂。荒れて部屋にあるものを壊そうとする。「学校なんて燃えればいい！」

「漢字はあきらめた！」「先生なんか大嫌い！」などなど。しばらく消しゴムをテーブ

ルの上で転がし，相手にパスするようなキャッチボールをすることで落ち着いてきた。

図書館で借りてきた本『であえてほんとうによかった』を読み聞かせる。集中して聞い

ていた。 

 

日本語指導 32回目  

図書館に行って，自分で本が選べて読み進められるようになってきた。 

生まれ故郷(5)の海で泳いだこと，果物をナイフで半分にしてジュースを飲むことなど

話してくれた。帰り際「ここにずっといたいな」と言ったが，「また火曜日でいい」と

自分で教室に戻っていった。ここがあるから教室で頑張れる，となればいい。 

 

日本語指導 37回目  

今日で 1 学期の日本語は終わり。あとは 8月終わりに 2 学期が始まったら…と伝える

と「えー，会えないじゃん」と素直なリアクション。その後，『鬼滅の刃』について話

す。 

 

日本語指導 47回目  

日本語指導が終了する日をずっと気にしていたようで，「どうせ終わりだろ」「おまえ

とはもう関わらずに済む」というような憎まれ口をたたく。 

 

 



子どもの日本語教育研究会 『子どもの日本語教育研究』第 5号（2022） 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

筆者は，A さんが何かできた時は「やったね！」「すごい，得意だね」，残念だったとき

は「おしいなぁ」「私もそうだと思ったんだけど」など，意識して声をかけ続けた。その

ような声かけに対し，Aさんからその場では特に何の反応もなかったが，指導 54回目に A

さんから筆者をねぎらったり，認めたりする発言があった。今後 A さんが様々な人と関わ

っていく時に，人間関係を円滑にするようなことばを使うことができるとわかり，筆者は

非常に安堵し，心が温まったのを覚えている。 

 

 

 

 

 

 

 

A さんとの時間を振り返り，筆者が学ばせたい学習内容より A さんの気持ちや状況を理

解しようとし，A さんの心を耕すことで，ことばもやりとりもしみ込んでいく様子が見て

取れた。また，対話することで A さんが自分の気持ちを表現することばを獲得し，自身の

気持ちが整理でき，むやみに暴力的にならず精神的に落ち着いていく様子が追えた。 

この省察ノート全体から，A さんの心情の揺れが推察できると同時に，精神的な成長も

わかるだろう。筆者との取り出しの時間がなくても，このような成長が A さんに訪れたか

もしれない。だが，やはり人と関わっていくことで人は成長すると信じたい。 

 

5．おわりに 

 日本語指導を必要とする子どもを前にした時，どうしても「日本語を教える」ことだけ

に考えが行きがちだが，大事になってくるのは，周りの大人の子どもたちへの関わり方だ

と考える。目の前の子がどのような状況なのか，何に興味をもっているか，何を考え，何

を発信したいと思っているのか。そのような相手を理解しようとする態度は，子どもであ

っても伝わるだろう。ラポールを築き，子どもと対話し，協働していくことが，指導員は

じめ，関わる大人に求められるだろう。そのような関係性を持って過ごしていく時間がこ

とばの獲得にも大きく影響してくると考えている。 

文化庁 HP に，文化審議会国語分科会（H30）「日本語教育人材の養成・研修の在り方に

ついて （報告）」が提示されている。そこで，日本語教師【初任】（外国人児童生徒）に求

められる資質・能力の「態度」の項目で，次のように述べられている。 

日本語指導 76回目  

「今，僕 10 歳。10 年したら 20 歳。20 歳になった時，君が生きていてくれればいい

な。俺が 30歳だったら，60歳じゃん！」との発言。私も元気でいたい。 

教室に戻る時に「ありがとね」とあいさつ。精神的に落ち着いている様子。 

 

日本語指導 54回目  

絵本をいくつか置いておくのは大切。自分で選んで「これ読んで」とその日の気分で

決められる。初めて私のことを「ななえ先生」と呼んでくれた。いつもは「おまえ」と

かなのに。 

まちがいさがし『どこどこセブン』で，「“俺たち”で 7 つ見つけることができた！」

という発言や，私をねぎらったり，認めたりする発言も聞かれた。私が独り言のように

Aさんにかけ続けたことばは無駄じゃなく，Aさんの心に浸透していたのか。 
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「（４）複雑な事情を抱える多文化家族の背景を理解し，児童生徒に寄り添おうとする。」 

 

「寄り添う」とは何か。 

それは子どもの言いなりになって遊び，機嫌をとることではもちろんなく，また，べっ

たりとくっついていることでもないだろう。その子の心情や置かれている状況を理解しよ

うとし，子どもが意味のあることばを発したいと思える対象となることが「寄り添う」こ

との第一歩ではないだろうか。そして指導者の手を離れてからも一人でやっていけるよう

に導き，その子どもの可能性や力を信じることではないかと思う。その上で，日本語や教

科で学んでいかなくてはいけないことを指導者はしっかりと把握し，目の前の子と対話を

重ね，学べるタイミングで適切なものを提示することが求められるだろう。 

寄り添い方は一つだけではない。「寄り添う」姿勢の正解があるわけでもないだろう。

自分と子どもが対峙する場で，目の前の子ども一人ひとりへの寄り添い方をそれぞれが考

え，ともに学んでいく関係性を築いていかなければならない。 

Aさんと過ごした 1年は，Aさんに「向き合った」1年だった。対話をしながら意見を交

換したり共感したり互いに認め合ったりすることに筆者自身も喜びを感じた。A さんとの

1 年を振り返り，重要だと再確認したのは，結果をすぐに求めず，まずは寄り添い，信頼

関係を構築することの大切さである。また，作品完成などの成功体験からの自信や主体的

な学びによる達成感を一緒に味わうことも非常に重要なことだと，A さんとの協働作業で

感じることができた。 

この 1年で Aさんが漢字が得意になったわけではない。今後も Aさんの努力は続くが，

学ぶための準備が整ったように感じる。A さんにとり，筆者と過ごした時間が少しでも活

力となり，羽ばたくための時間になったとしたら嬉しい。 

 

 

【注】 

(1) 日本語指導員は会計年度任用職員で，非常勤職員である。 

(2) 山口敏太郎(2014)『大迫力！ 日本の妖怪大百科』西東社 

(3) 吾峠呼世晴(2020)『鬼滅の刃』集英社 

(4)    水の呼吸の型は以下の通りである。 

壱ノ型 水面斬り（みなもぎり） 

弐ノ型 水車（みずぐるま） 

参ノ型 流流舞い（りゅうりゅうまい） 

肆ノ型 打ち潮（うちしお） 

伍ノ型 干天の慈雨（かんてんのじう） 

陸ノ型 ねじれ渦（ねじれうず） 

漆ノ型 雫波紋突き（しずくはもんづき） 

捌ノ型 滝壺（たきつぼ） 

玖ノ型 水流飛沫・乱（すいりゅうしぶき・らん） 

拾ノ型 生生流転（せいせいるてん） 
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拾壱ノ型 凪（なぎ） 

(5) 日本語指導ノートには国名を記載している。 

 

【引用文献】 

文化庁 HP「日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告）」について 

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/1401908.html 

（2022年 8月 12日最終閲覧） 

 

（地球っ子クラブ 2000） 
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