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本稿では、母語による学習経験が浅く母語が後退する危険もある低学年で来日した
子どもに焦点化し、４年間継続した「教科・母語･日本語相互育成学習」に基づく
学習支援におけるやりとりを分析した。その結果、来日から１年２ヶ月後で母語と
日本語の学習いずれでも学年相当の読み書き能力を有するバイリンガルに到達で
きたと認められ、さらに来日から約３年９ヵ月後の時点でもバイリンガルとして成
長し続けていると判断された。したがって、低学年で来日した子どもであっても「維
持型バイリンガル教育」の実践が可能であり、やりとりを大切にする内容重視のア
プローチを長期的に継続することが示唆された。 

The study analyzes tutorials in a bilingual language maintenance program for a minority 

student. It shows that the Chinese student, who immigrated to Japan when she was in the 2nd 

grade of elementary school, achieved balanced bilingualism 1 year and 2 months after 

immigration, and was continuing to maintain that bilingualism after 3 years and 9 months in 

Japan. Although minority students who immigrate in their lower elementary school years are 

generally considered more likely to lose their first language, this study suggests that an 

interactive content-based approach can help them to acquire a second language without losing 

their first. 

 

はじめに 

 グローバル化に伴い、昨今、日本国内の小中学校へ編入してくる言語尐数派の子
どもたちが増え続けている。日本語がまだ不十分な状態にある子どもたちを前に、
教育現場では一日でも早く日本語を獲得させたいと考えるばかりに、子どもたちが
複数の言語の下で成長することを見落としがちである。 

 移民子弟の教育について長い歴史をもつ北米や欧州では、２言語併用教育（＝バ
イリンガル教育）の実践と研究が蓄積されている。Cummins (2000)はバイリンガル
教育をめぐる支持・不支持両派の議論を念頭に入れた上で、次のような根拠からバ
イリンガル教育の推進を提唱する。①カナダやスペインをはじめ世界各地で言語多
数派および言語尐数派の子どもを対象とするバイリンガル教育が行われ、成果を上
げている。②多数の調査研究において、２言語で同時に学習しても子どもが混乱す
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ることはなく、母語1が第２言語の習得にプラスの影響を与える2（正の転移、２言
語共有仮説）と報告されている。③バイリンガルの子どもはモノリンガルの子ども
よりもいくつかの言語能力・認知力において優位であるとの結果を得ている、など
である。同様に Baker (2006)も、バイリンガルの子どもはことばの創造力と想像力、
メタ言語分析能力、コミュニケーションに対する敏感さなどの点で優れているとし
ている。 

 バイリンガル教育の目的の一つは加算的バイリンガルを育成することである。加
算的バイリンガルとは、子どもが母語に加えて第 2 言語を獲得することを指す。反
対に、子どもが第 2 言語を獲得できたとしても、母語の運用力を後退させてしまっ
た場吅を減産的バイリンガルと呼ぶ。加算的バイリンガルとして成長することは子
どもが親とつながることば、即ち、母語を伸長させながら成長することを意味する。
Wong Fillmore (1991)は、 言語尐数派の家庭の親が多数派言語の十分な運用能力を
持っていない上に、子どもの母語が後退してしまった場吅は、親子のコミュニケー
ションは危機に曝され、子ども、家庭、社会のいずれにとっても多大な損失になり
得ると警鐘を鳴らしている。 

 しかし、日本国内では子どもの母語･母文化も視野に入れ、２言語を育成しようと
いう試みは多くはない。教科学習の中で日本語を育成することを目指す JSL カリキ
ュラム3、国語教材文を子どもが理解可能な易しい日本語に書き換えるリライト教材
の試み(松田他,2009)などがあるが、いずれも日本語による学習である。その他にも、
地域の母語教室なども見られるが、日本語の獲得と切り離して母語学習が進められ
ることが多い。しかし、そのような中で、言語尐数派の子どもを対象とする２言語
併用教育の方法として、「教科・母語･日本語相互育成学習（以下、「相互育成学習」
と称する）（岡崎,1997）も存在する。これは、母語と日本語の両言語で教科学習を
進めるもので、母語力の伸長と日本語の獲得が同時に目指され、加算的バイリンガ
ル育成を目指す取り組みである。本稿では後者である低学年で来日した言語尐数派
の子どもの２言語併用教育についてとりあげる。 

先行研究 

「教科･母語･日本語相互育成学習」  

「相互育成学習」（岡崎,1997）は、日本語と母語の両言語で教科学習を行うこと
によって、子どもの継続的な認知発達を保障することを目指す。その理論的根拠は、
「2 言語共有仮説」（Cummins,2000）にあり、「母語による教科の先行学習」、「日
本語による教科の先行学習」、「在籍級の授業」の３つのステップを踏む（図１）。
その中で母語による教科学習によって深層で共有している能力（共有深層能力）に
働きかけ、その成果が日本語の獲得と在籍級での学習を促進することを目指す（「２
言語共有仮説」 Cummins,2000）。 

 

  
 

 
  

 

図１ 「教科・母語･日本語相互育成学習」に基づく学習支援の流れ 

 

在籍級の授業 日本語による先行学習 母語による先行学習 
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 これまでの相互育成学習に基づく実践研究では、母語を活用した取り組みが教科
学習を促進し、日本語力の伸長に貢献するとともに、在籍級での授業への参加の手
がかりを掴むことが報告された (朱, 2007；清田,2007a,b)。Cummins (2000)でも述
べられているように、２言語を同時に学習するこことで、母語の活用が第２言語の
習得にプラスの影響を与えたと考えられる。 

しかし、これまでの相互育成学習に基づく実践研究では、小学校高学年と中学
生の言語尐数派の子どもが分析対象で、低学年の子どもについてはまだ検討されて
いない。低学年で来日した子どもは母国での１、２年の就学経験のみで、母語によ
る学習経験は豊富ではないと推察されるが、それでも高学年以上の子どもと同じよ
うに、母語の活用が第２言語の獲得に貢献できるだろうか。また、低学年の子ども
を対象とすることで、これまでの相互育成学習に基づく実践研究では得られなかっ
た２言語併用教育の意義を見出すことができるだろうか。本稿はこの２点について
焦点を当てて、考察する。 

小学校低学年の子どもを対象とする２言語併用教育  

 中島(2011)は、カナダのイマージョン教育や海外児童生徒教育で得られた知見を
もとに、子どもの言語形成において、9-10 歳前後に分水嶺があると指摘する。この
分水嶺以前の年齢の子どもの場吅、母語が後退し第２言語に置換される傾向がある
ため、母語の保護が必要であるという。低学年の子どもはこの分水嶺より尐し前の
段階にあると考えられる。この年齢の子どもは特に生活面での第２言語の獲得が速
い印象があるが、それは 母語と引き換えに第２言語を獲得しかねないとも言える。
よって、低学年の子どもが加算的バイリンガルとして成長するためには、２言語併
用教育の中で母語を育成するなど、手厚く母語力を育成する必要があるのではない
だろうか。 

 また、子どもの学年と２言語併用教育の方法についてだが、アメリカには学年に
よる２言語併用教育の割吅別に「早期移行バイリンガルプログラム」と「後期移行
（発達・維持型）バイリンガルプログラム」の２つがある(中島 2011)。前者は小学
校１，２年のみ母語による授業を 10−25％行い、小学校３年以降は L2 の英語のみの
授業に切り替えるものである。母語を L2 の英語へ移行させるための一時的な使用に
限り、長期的な２言語育成は考えられていない。一方後者では、６歳から小１まで
の２年間での母語の割吅は 70%で、就学の最初の段階で母語による教科学習により
基礎学力を固めることを目的とする。その後、小２から L2 の英語の使用割吅を増や
すものの、小５～小６まで 15-20%は母語による教科学習を行う。そこでは、L2 の獲
得のみではなく、母語の継続的発達をも目指されている。中島(2011)は、トーマス
とコーリエの大規模調査(Thomas & Colier, 2002)をはじめ、多くの調査・研究で、
「後期移行（発達・維持型）バイリンガルプログラム」のように母語による学習期
間が長いプログラムの方が、L2 英語の読解力や標準学力テスト(SAT9)などで得点が
高いという結果を出していると述べている。つまり、母語を L2 へ移行させるための
一時的な使用に限るのではなく、小学校高学年まで母語の継続的育成を行った方が、
長期的には子どもの学力向上に貢献し得るという論議である。また、低学年から高
学年までの継続実践となると、当然ながらその間に子どもは色々な面で成長する。
２言語の発達と学年が進むに伴って認知発達も進行しているという点も見逃しては
ならない。 

研究の概要 

研究の目的 

 以上より、子どもが加算的バイリンガルとして成長することは、認知発達に有益
であり、また親とのコミュニケーションの手段である母語が保障されることにもつ
ながると言えよう。日本国内で加算的バイリンガルを育成する取り組みが尐ない中、
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「相互育成学習」（岡崎,1997）が挙げられるが、母語が後退する危険がある低学年
の言語尐数派の子どもを対象とする実践研究はまだ行われていない。低学年の子ど
もを対象とする場吅、アメリカの「後期移行（発達・維持型）バイリンガルプログ
ラム」の成果から明らかなように、高学年まで継続的に成されるのが望ましい。ま
た、小学校低学年から高学年までの継続的実践となると、２言語の発達と共に学年
が進むに伴う認知発達も観察できると考えられる。 

 こうした点を踏まえ、本稿は、低学年の子どもを事例に日本国内における２言語
併用教育の可能性を探り、教育現場への示唆を導くことを目的とする。２言語併用
教育の具体的な方法として相互育成学習を援用し、小２から小６までの約４年間の
学習支援の実態を考察する。小学校高学年以上の子どもを対象とする実践研究にお
いてすでに蓄積がある相互育成学習は、低学年で来日した子どもの２言語をどのよ
うに育成することができるだろうか、また、低学年から高学年へと進む過程で、２
言語の発達と認知発達はどのような様相を呈するだろうかという点に焦点を当てて
検証する。 

子どもの属性 

対象者は中国人の子ども S（女児）である。S は１人っ子で、2006 年 7 月母国で
小２を修了した時点で来日し、同年 8 月末に学区の公立小学校の小２に編入したが、
両親の仕事の都吅で 2008 年 2 月同じ県内の別の小学校に転校した。来日前の日本語
の学習経験はなかった。なお、約４年半の滞在期間を経て、2011 年 4 月中学校に入
学した直後に帰国した。父母は学習の機会に恵まれず日本語力があまり高くなかっ
たため、家庭内言語は母語の中国語であった。また、日本滞在中は年に１回程度夏
休みや春休みを利用して数週間から１ヶ月ほど一時帰国していた。 

学習支援の概要 

来日当初、最初に編入した学校では中国語ができる日本人の支援者 2 名（非常勤
講師、うち１名は筆者）による週２日各２時間の日本語指導を受けていた。日本語
指導と並行して、来日から約５ヶ月後に母語話者として母親の参加を得て相互育成
学習に基づく学習支援を開始した。当初の相互育成学習は学校での日本語指導を中
心に担任教師と２名の支援者が協力して行い、それに母親が参加していた。母語に
よる先行学習は母親と支援者（筆者）が地域の公民館などで行い、日本語による先
行学習は取り出しの日本語指導の中で行った。しかし、小３の２月（編入から約１
年６ヶ月後）に転校してからは、両親が運営を任されている中華料理店へ支援者が
赴き、母親と協力して母語と日本語による先行学習を継続するという形をとった。
転校後の相互育成学習は在籍級での学習と直接結び付けられなくなり、学習支援の
頻度は月に３回程度、時間は 60−110 分程度で、主に相互育成学習に基づく国語の教
科学習を行った。S が中学校に入学直後に帰国するまで（2011 年４月）、学習支援
は約４年半継続された。表１は、学習支援で取り組んだ教材文の一覧である4。 

 

表 1「教科・母語・日本語相互育成学習」に基づく学習支援で取り組んだ国語教材文 
(小２〜小６) 

  ＊   で表示した教材文は本稿の分析対象としたもの 

学年 年度 教材文 

小２ 2006 年度 『スーホの白い馬』 
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小３ 2007 年度 
『きつつきの商売』『アリの行列』『三年とうげ』『分類』             

『ちいちゃんのかげおくり』『すがたをかえる大豆』『モチモチの木』 

小４ 2008 年度 
『３つのお願い』『体を守る仕組み』『白いぼうし』『手と心で読む』 

『一つの花』『ごんぎつね』 

小５ 2009 年度 
『サクラソウとトラマルハナバチ』『千年の釘にいどむ』 

『ツバメがすむ町』『わらぐつの中の神様』『大造じいさんとガン』 

小６ 2010 年度 
『カレーライス』『生き物はつながりの中に』『森へ』『やまなし』 

『平和のとりでを築く』『海の命』 

 

分析の枠組み 

本稿では、分析の枠組みとして「『国語」の学習（読むこと）に必要な思考力の
育成モデル』(清田 2007a)を援用する。このモデルは、日本語を母語としない言語
尐数派の子どもが国語を学習することを念頭に、小学校低・中・高学年・中学校の
４段階で「読むことに関わる力」の項目と内容を具体的に例示し、発達段階に応じ
た読む力の育成が指標されている。本稿では特に低学年で来日した子どもの母語と
日本語の両言語を育成するという観点から、発達段階に応じた力が具体的に例示さ
れた同モデルが適切であると判断された。 

清田（2007a）は、「文学的文章（物語文）を読むことに関わる力」を、「あらす
じの把握」「様子の想像」「心情把握」「主題の把握」などのカテゴリーに分類し、
子どもがどのような思考力や想像力を活用しているかを分析している。その中で、
教材文を一読すれば必要な情報を得ることができることを前提とする日本語母語話
者対象の国語教育とは異なる点を重視し、言語尐数派の子どもが国語の教材文を学
習するに当っては２段階のステップが必要であるとする。１）教材文から情報を獲
得する力（＝「あらすじの把握」）を基盤として育て、２）その上で文章から読み
取った情報を処理・操作する力（より具体的には、情報をもとに、どのように考え、
感じ、表現するか）を育成していくことの 2 段階である。例えば、『ちいちゃんの
かげおくり』（小 3）という教材文を例にとれば、戦時中の人々の生活に関する様々
な情報を教材文から読み取った上で（＝「あらすじの把握」）、空襲のすさまじい
炎のイメージを描いたり（＝「様子の想像」）、空襲の混乱の中、母親とはぐれて
一人ぼっちになった主人公ちいちゃんの気持ちを想像したり（＝「心情把握」）す
るのがそれに相当する。 

本稿では、日本語をゼロから学習し始めた子どもを対象とするため、第２言語の
「基盤となる力」をまず検証する必要がある。また、小学校低学年から高学年まで
の縦断的実践研究であるため、「基盤の上に育成される力」も相応に伸長すること
も推察され、それゆえ、「読むことに関わる力」を「基盤となる力」と「その上に
育成される力」の２段階でとらえることが分析の観点として適していると判断され
た。そこで、本稿では清田（2007a）の「枠組みの中から、「基盤となる力」として
「あらすじの把握」、「基盤の上に育成される力」として「心情把握」と「主題の
把握」に焦点を当て、分析を試みた。表 2 の「読むことに必要な思考力の育成モデ
ル5は、清田(2007a)のモデルから、本稿の分析対象となる項目のみを抽出したもの
である。 

このように、本稿では、研究目的に沿って、「あらすじの把握」に関わる課題の
中で子どもがどのように情報を読み取っているか、および「心情把握」と「主題の
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把握」に関わる課題の中で、どのように情報を処理・操作しているのか（より具体
的には、情報をもとに、どのように考え、感じ、表現しているのか）を質的に記述・
分析していく。 

 

表 2 読むことに必要な思考力の育成モデル（清田 2007a より抜粋） 

読むことに関わる力 小学校 1,2 年 小学校 3,4 年 小学校 5,6 年 

文
学
的
文
章
に
関
わ
る
力 

基
盤
と   
な
る
力 

あらすじの把握 ・あらすじが分かる → → →  → → → 

基
盤
の
上
に
育
成
さ
れ
る
力 

心情把握 

・人物の気持ちが分かる → → → → → → 

 
・人物の行動と
気持ちのつなが
りが分かる 

→ → → 

    
・情景描写と心
情のつながりに
気付く 

主題の把握     ・主題を考える 

 

 清田(2007a)の枠組みは子どもの第 2 言語としての日本語の力を分析するために
考案されたものであるが、朱（2007）は子どもの母語による先行学習の分析の枠組
みとして、また櫻井（2008）は在籍級での日本語のやり取りと子どもの母語による
やりとりの対照分析の枠組みとして援用している。  

分析対象とするデータ 

 分析対象とするデータは、表１の学習支援セッションを録画したビデオを文字起
こししたものである。その中から、在籍級での学習の様子と対比するため、担任教
師による所感を得られた『スーホの白い馬』（小 2：来日から約５ヵ月後、相互育
成学習に初めて取り組んだ教材文）、『ちいちゃんのかげおくり』（小 3：来日か
ら約１年２ヵ月後）を取り上げる。また、転校後は担任教師からの所感が得られな
かったが、最も新しい小６（来日から約 4 年）のデータの中から選び、母語による
先行学習は『海の命』、日本語による先行学習は『カレーライス』を取り上げた。
『カレーライス』は思春期に達した子どもの心の揺れと親との関係性の変化が描か
れており、『海の命』は自然と人との関わり、そして命の重さが問われている作品
である。このように、この 2 つの教材文はその主題が小６という発達段階に相応し
いものと判断された。４つの教材文はいずれも文学的作品で統一した。来日から約
５ヵ月後（小 2：『スーホの白い馬』）の時期を第Ⅰ期、約１年２ヵ月後（小 3：『ち
いちゃんのかげおくり』）の時期を第Ⅱ期、来日から約４年（小６：『海の命』『カ
レーライス』）の時期を第Ⅲ期として取り扱う。また、会話例の中の S は対象の子
ども、T は支援者（筆者）、M は母親をそれぞれ表す。母語による先行学習は S、M、
T の３者間で、日本語による先行学習は S と T 間で行われた。 
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分析結果 

第Ⅰ期（来日から約５ヵ月後）：小２の先行学習（母語･日本語）と在籍級での様子 

  第Ⅰ期（来日から約５ヵ月後）については、『スーホの白い馬』（小２）を使
った先行学習の会話例（母語･日本語）と、筆者が担任教師の許可を得て在籍級での
学習の様子を観察したときの記録や担任教師の所感を基に相互育成学習開始時の２
言語併用学習の実態を分析する。 

 

母語による先行学習の様子＜例 1（あらすじの把握）、例２（心情把握）  

  『スーホの白い馬』は、モンゴルの貧しい羊飼いの尐年スーホと、スーホによ
って育てられた白馬との絆を描いた物語である。ある日スーホは偶然草原でまだ小
さかった白馬を見つけ、家に連れて帰る。＜例１＞はその経緯についてのやり取り
であり、「あらすじの把握」に関わる課題である。 

 

<例 1> 母語による先行学習＜あらすじの把握：スーホと白馬の出会い＞ 『スー
ホの白い馬』 2007.1.27 

 

1 M 苏和回来了，带回来了小马，讲
拾小马的经过，还有原因。什么
原因？ 

 

スーホが白馬を連れて帰ってきて、
みんなに何が起こったのか、それに
どんな訳があったのかを話した。ど
んな訳があった？ 

→ 2 S 他看看四周没有马的主人，也没
有母马，要是不捡它的话，到了
晚上，兴许会被狼吃掉。  

周りを見たら馬の持ち主もいない
し、母馬もいない。もしこのまま拾
わなかったら、夜になってオオカミ
に食べられてしまうかもしれないか
ら。 

 

 スーホが白馬を連れて家に帰ってきたときの様子を M が話し始め、続けてどんな
事情があったから連れて帰ったのかを S に問う(1M)。それに対し、S は母語訳文の
該当部分を引用し自分のことばで答えた(2S)。 

 清田(2007a)は、教材文から情報を獲得する「あらすじの把握」について、２段階
のレベルがあるとしている。「誰が、何を、どうする、どんなだ」についての「基
本的な情報を求める」ものと、それらの「詳しい説明を求める」ものである。スー
ホが白馬を連れて帰ったこの場面を例にとれば、「スーホが何を見つけたか」「そ
の白馬をスーホはどうしたのか」のような問いが前者に当たる。一方、＜例１＞の
やり取り、M が「どんな事情があったか」と問い、「周囲に何もおらず見捨てて帰
ればオオカミの餌食となるところだった(2S)」と S が答えたのは、「詳しい説明を
求める」という後者に相当する。このことから、S はこの時点で「基本的な情報」
を確認しなくとも、母語訳文から情報を獲得し、母語を使い自分のことばで「詳し
い説明」をしていたことが分かる。 
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 その後スーホは、駿馬に成長した白馬に乗って競馬に出場、優勝したものの、横
暴な殿様に白馬を取り上げられた上に、家来たちに痛めつけられる。次の＜例 2＞
は、大怪我を負っておばあさんの介抱を受けるスーホの気持ちを想像するという「心
情把握」に関わるやり取りである。 

 

<例 2> 母語による先行学習＜心情把握：体の傷は癒えても心の傷は？＞ 『ス
ーホの白い馬』 2007.2.1 

 

1 M 这是很用心的照顾，这样苏和
好得非常快。苏和伤是都痊愈
了，但是尽管如此，他身上的
伤虽然好了…身上的伤疼不
疼？ 

 

おばあさんの看病はとても手厚
いものだった。それでスーホは
すぐによくなった。傷はすっか
りよくなった。でも、そうだと
しても、体の傷が治ったとして
も…体の傷は痛いかしら？ 

→ 2 S 不疼了。  もう痛くない。 

 

3 M 原来，非常疼。但是…。现在
痊愈以后，就慢慢的减轻了。
但是…失去白马的悲痛能不
能治愈？ 

 

とても痛かった。でも…。今は
傷がよくなったから、だんだん
と痛みがおさまってきた。でも
…白馬を失った悲しみは治るか
しら？  

→ 4 S （歪头）  （首を振る） 

 5 M 这，悲痛在哪呢？在身上？  その悲しみはどこにある？体？ 

→ 6 S 在心里。  心の中。 

 

  おばあさんの献身的な介抱のお陰で体の傷は癒えるが、傷はそれだけではない
と M が問いかける。まず、S に体の傷がまだ痛むかどうか確認する（1M,2S）。続い
て体の傷は癒えても心の傷は癒えることがないことをやり取りする（3M-6S）。この
「体の傷は癒えても心の傷は癒えない」という内容は教材文には書かれていない。M
自身が想像したスーホの心情を、S が受け入れてやり取りが進んでいき、スーホは
心の中にまだ深い傷を抱えていると S は返答した（6S）。このように、＜例 2＞で
は、S が M の心情把握、つまり他者の考えを受け入れながら読みの世界を広げてい
る様子が窺われる。自在に使える母語による学習で、また、M という支援者の力を
借りて、教材文の表面的な読解を超えて主人公の心情を想像している様子が窺える。 

 

日本語による先行学習の様子＜例 3（あらすじの把握）、例 4（心情把握）＞  

  ＜例 3、例 4＞は、『スーホの白い馬』の日本語による先行学習の会話例である。
次の＜例３＞はスーホが白馬を拾ってきた日にどんなことがあったかをやり取りし
ており、母語による先行学習の＜例１＞と同じ場面で、情報を獲得する「あらすじ
の把握」の課題が行われている。 
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<例 3> 日本語による先行学習＜あらすじの把握：心配するおばあさんと村の人たち
＞        

     『スーホの白い馬』 2007.3.1 

 1 T いつですか？朝ですか、昼ですか？ 

→ 2 S 夜。 

 
3 T 夜ですね、ある日の夜。（絵本の挿絵を指す）おばあさん、他の人たち。

（ソワソワしている動作をする）あれー？あれー？みんなは？ 

→ 4 S あれー？スーホ、まだ帰ってこない。 

 

 まず T が時間を尋ね(1T)、S は「夜。(2S)」と答えることができた。続いて、T
が絵本の挿絵を示すとともに、ソワソワしている様子を動作で表しながら、おばあ
さんや村の人たちがどのようにスーホの帰りを待っているのか尋ねると(3T)、S は
「あれー？スーホ、まだ帰ってこない。(4S)」のように、おばあさんと村の人たち
が心配している様子を、簡単な日本語で表現した。 

 ＜例 3＞では、清田(2007a)の言う「誰が、何を、どうする、どんなだ」（ここで
は「いつ」と「村人の様子がどんなだ」）、つまり「基本的な情報」に関するやり
取りが行われている。母語による先行学習の＜例 1＞で基本的な情報を確認する必
要がなく「詳しい説明を求める」やり取りが成立していたのと対照的である。また、
T が「いつですか」に続けて「朝ですか」「昼ですか」と質問をより具体化してい
る(1T)。さらに、絵本の挿絵を示したり動作を加えたりして、第２言語である日本
語での学習を始めたばかりの S がより答えやすいような手立てを講じている。すで
に母語による先行学習を終えており、内容を十分理解している S は、このような T
による足場掛けを受けて、日本語の教材文から情報を獲得し、簡単な日本語で答え
ることができた。 

  続く＜例 4＞は、競馬で優勝したスーホと殿様が対面する場面のスーホの心情
を把握するやり取りである。 

 

<例 4> 日本語による先行学習＜心情把握：お金なんか欲しくない＞ 

             『スーホの白い馬』 2007.3.1 

 1 T 殿様は何て言いましたか？ 

 2 T と S 
（一緒に絵本の該当部分を読む）「お前には銀貨を３

枚くれてやる」 

 3 T 
殿様は言いました。「お前には銀貨を３枚くれてやる、もう帰れ。
」スーホは？ 

→ 4 S 
（絵本の該当部分を読む）「わたしはけいばにきたのです。馬を売
りに来たのではありません。」 

 5 T スーホはお金が欲しいですか？ 
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→ 6 S 欲しくない。 

 

  T が殿様は何と言ったのかを尋ね(1T)、T と S は一緒に絵本の該当部分を読み上
げた(2T と S) 6。一方、スーホは何と言ったのかに対し、S は今度は一人で絵本の該
当部分を読み上げて答えた(4S)。続いて T はこのときのスーホの心情について「お
金が欲しいですか。(5T)」と尋ね、S は「欲しくない。(6S)」と返答した。ここで
は、＜例 3＞と同じように、T が絵本の該当部分を一緒に読み上げて、足場掛けをし
ている。そのように読み上げて情報を確認させた上で、主人公の心情を把握させる
という２段階のステップが講じられている。そうした足場掛けを受けて、S は簡単
な日本語で主人公の心情を答えることができた。 

在籍級への参加の様子（小２）  

 教材文『スーホの白い馬』については、筆者が S の在籍級での学習参加の様子を
観察したいと要望したところ、担任教師の了承が得られた。また、後日この教材文
の学習全体を振り返って、S の学習の様子を担任教師がどのように捉えたか、文書
による所感も得ることができた。表 3 は、筆者が在籍級の授業を参観したとき（2007
年 3 月 5 日と 12 日）の記述をもとに、担任教師の問いに対し S がどのように反応し
たかをまとめたものである。 

 

表 3 『スーホの白い馬』在籍級での S の様子（筆者による観察記録） 

担任教師の問い S の反応 

①競馬の結果で、スーホはどうなりまし
たか。 

挙手したが指名されなかった。 

②殿様が「白い馬をここにおいて、さっ
さと帰れ」と言ったとき、スーホは何て
答えましたか。 

挙手して指名され、「いやだ」と答えた。 

③スーホが「いやだ」と答えたとき、殿
様はどんな気持ちになりましたか。 

挙手せず。 

④白馬の「汗が滝のように流れておちて
います」というのは、どんな様子だと思
いますか。 

挙手して指名され、「ふつうじゃない」
と答えた。 

 

 この教材文は初めて相互育成学習に取り組んだものである。<例１>から＜例４＞
のように、母語と日本語による先行学習を経て、S は在籍級の授業に臨んだ。表 3
から、S はこの時点で担任教師のいくつかの問いに対し挙手発言していたことが分
かる。表中の②③のスーホと殿様が対面する場面での教師の問いは、日本語による
先行学習＜例４＞の場面と同じである。よって、②の問いのとき、S は先行学習の
やり取りを活かして挙手発言できたのである。このように S は在籍級での学習で、
一部において、担任教師や他の子どもたちが話す日本語を聞き取ることができ、簡
単な日本語で自分の考えを発言することもできたことが観察された。 

 次は、担任教師からの所感の一部である。 

S さんは、クラスで手を挙げて答えることもできたし、個別に聞くと、もっとい
ろいろなことが理解できていることが分かった。クラスでみんなの前で発言でき
るということは、とても大切。一方で、現段階で S さんが答えられるのは、「い
つ」「どこ」「何」など名詞を答えるような単純な質問に限られ、形容詞や副詞
を答えるような複雑な問いにはまだ答えられない。複雑な内容になると、トンチ
ンカンな日本語の答えが返ってきた。（2007.4.4.） 
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 以上のような担任教師の所感からも、S が来日から約 5 か月の時点で、母語と日
本語による先行学習を活かし、在籍級の授業に参加する日本語の力を伸張させてい
る様子が窺える。この時点で、S は「いつ」「どこ」「何」などの基本的な情報を
とらえることができ、在籍級の学習に参加する端緒を掴み始めていた。しかし一方
で、形容詞や副詞などを含む複雑な内容となるとまだ十分に学習に参加するには至
っていないことが分かった。 

 

第Ⅱ期（来日から約１年２ヵ月後）：小 3 の先行学習（母語･日本語）と在籍級での
様子 

  次に、来日から約１年２ヶ月後（小３）に学習した『ちいちゃんのかげおくり』
を例に、先行学習（母語･日本語）と在籍級での学習の様子（担任教師の文書による
所感）を併せ、２言語併用学習の実態を分析する。 

母語による先行学習  ＜例 5（あらすじの把握）、例 6（心情把握）＞  

  教材文『ちいちゃんのかげおくり』は、戦争の惨禍に巻き込まれ犠牲となった
幼い女の子ちいちゃんとその家族の物語である。この物語には主要な登場人物（ち
いちゃんと家族）の他、2 人の第三者が登場し、それぞれ一人ぼっちとなったちい
ちゃんと関わりを持つ。＜例 5＞は、第三者である近所のおばさんとちいちゃんの
エピソードについて T に問われ、S が答える「あらすじの把握」のやり取りである。 

 

<例 5> 母語による先行学習＜あらすじの把握：ちいちゃんを助けてくれた近所の
おばさん＞『ちいちゃんのかげおくり』 2007.10.11 

→ 1 S 阿姨是在空袭结束后第二天
早上把阿小带到了家。 

 
おばさんは空襲の次の朝ちいちゃん
を家へ連れて行ってくれた。 

 
2 T 她跟啊小以后也在一起吗？ 

 
おばさんはその後もちいちゃんと一
緒だった？ 

→ 3 S 不，给她到家之后，阿姨就走
了。 

 
ううん、連れて帰ってくれたあと、
おばさんは行っちゃった。 

 4 M 阿姨要去…  おばさんが行こうとしたのは… 

→ 5 S 阿姨的爸爸家。  おばさんのお父さんの家。 

 6 M 啊小觉得在这里留下来…  ちいちゃんはここに残った方が… 

→ 7 S 比较好。  いいだろうと思った。 

 

  S は近所のおばさんが空襲の混乱の中、母とはぐれ一人ぼっちになってしまっ
たちいちゃんを家まで連れて行ってくれたことを自分のことばで答えた(1S)。第Ⅰ
期の＜例 1＞と同様、「誰が」「いつ」などの「基本的な情報」を確認する必要は
なく、「詳しい説明を求める」やり取りが直接始められている。それに続くやり取
りの中でも、家に連れて行ってくれたものの、おばさんはちいちやんと別れ（3S）、
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自分の父親の家に行き（5S）、ちいちゃんは再び一人になってしまったこと（７S）
の理解をしていることが S の返答から確認された。第三者との関わりは細かい事項
であるが、S は母語で詳細な点まで理解していることが分かる。 

 次の＜例 6＞は、その近所のおばさんと別れてしまった場面で、S 自らの発話をき
っかけに、ちいちゃんのそのときの心情を想像するやり取りに発展したというもの
である。 

 

＜例 6＞母語による先行学習＜心情把握：ちいちゃんはどうしておばさんについて
行かなかった？＞『ちいちゃんのかげおくり』 2007.10.11 

→ 1 S 为什么她点头？ 
 
どうしてちいちゃんは「うん」っ
てうなずいたの？ 

 

2 M 她还是希望妈妈和哥哥回来。阿姨
问她说，‘没事儿吧？在这等。’
她说‘没事儿’，点头。  

やっぱりお母さんとお兄ちゃん
に帰って来て欲しかったんでし
ょう。おばさんに「ここで待って
いて、大丈夫ね。」って言われて、
「大丈夫」ってうなずいた。 

→ 3 S （歪头）哦？  むむー？（首をかしげる） 

 
4 M 那你想她应该不点头，跟她一起走

吗？  
じゃあ、S はここでうなずいちゃ
いけなかった、おばさんと一緒に
行けばよかったって思うの？ 

 
5 T 如果你的话，说，‘阿姨，你让我

一起走’？  
もし、S ちゃんだったら、「おば
さん、わたしも一緒に連れていっ
て」って言う？ 

→ 6 S （用力摇头）  （首を大きくふる） 

 
7 T ‘阿姨，不让我一个人，我也要到

你爸爸家。’，你说吗？  
「おばさん、わたしを一人にしな
いで、わたしもおばさんのお父さ
んの家に行きたい。」って言う？ 

→ 8 S （又歪头）啊啊啊？嗯嗯？ 
 
（再び首をかしげる）あー？うん
んーー？ 

 

 近所のおばさんとちいちゃんが別れる場面の音読が終わったとき、S が自発的に M
に「どうしてちいちゃんは「うん」ってうなずいたの？(1S)」と尋ねた。このとき
ちいちゃんが「うん」とうなずいたため、おばさんはちいちゃんと別れて自分の父
親の家へ向かったのである。M は「母と兄に帰って欲しかったのだろう」と自分の
考えを述べたが、それを聞いて S は「むむー？(3S)」と大きく首を傾げ、納得いか
ない反応をした。「じゃあ、あなただったらどうする？おばさんの方についていく？」
と M と T に問われ(4M,5T,7T)、S は呻くような声を上げてことばにならない返答を
繰り返した(6S,8S)。おばさんと一緒に行ったら一人ぼっちにならない、でも母と兄
をここで待ちたい。S はちいちゃんの境遇に自分が立たされたときを想像して、こ
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とばにならない声を上げて煩悶したのであろう。ここでは S が想像力を働かせて主
人公の心情に近づこうとしている様子が窺われる。 

 

日本語による先行学習＜例 7（あらすじの把握および心情把握）＞  

 続いて『ちいちゃんのかげおくり』の日本語による先行学習に進む。＜例７＞は、
「あらすじの把握」と「心情把握」が一連の会話の中で現れた例で、T が文中の情
報を確認させながら（＝あらすじの把握）、母親の心情を S に想像させる（＝心情
把握）というものである。物語の冒頭、父親が出征する前日に一家４人で墓参りに
行き、その帰り道みんなでかげおくりをするという場面のやり取りである。そのと
きの母親と子どもたち（主人公のちいちゃんとその兄）の心情をそれぞれ把握する
という課題に取り組んでいる。 

 

＜例 7＞ 日本語による先行学習＜あらすじの把握および心情把握：家族で最後の
記念写真、母の思い＞ 『ちいちゃんのかげおくり』 2007.10.22 

 
1 T お父さんが「影送りが良く出来そうな空だなー」って言って、お母さん

が「今みんなでやってみましょうよ」って言った。この時のお母さんの
気持ち。 

→ 2 S えー、お母さんの気持ち？ 

 3 T ちいちゃんとお兄ちゃんの気持ちを先に考えていいですよ。 

 4 S やりたい。 

 
5 T やりたいんだよね。ちいちゃんとお兄ちゃんは、かげおくりをやったこ

と… 

→ 6 S ない。やったことないからやってみたい。 

 7 T 多分そうだろうね。じゃあ、お母さん。お母さんはやったことあるのよ。 

 8 S ある。 

 9 T いつ？ 

 10 S 小さいころ。 

→ 
11 T そう。だって書いてあるもんね。「父さんや母さんが子どものとき、よ

く遊んだものさ」って。 

→ 12 S 久しぶりにやってみたいな～。 

 
13 T 久しぶりにやってみたい、はい、まず一つ、いいでしょう。これ、でも

ね、このとき、お母さん一人じゃないのよ。一人だったら、やりたいと
思うかしら。 

 14 S ううん。 
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 15 T 思わないだろうね。 

→ 
16 S ちいちゃんとお兄ちゃんやったことないから、みんなでいっしょにやっ

てみたい。 

 
17 T まだやったことがない子どもたちと一緒にやりたい。そうだよね。いく

ら空がきれいだって、一人じゃやらないよね。 

 
18 T 久しぶりだっていうこと、それから、子どもたちと一緒にやりたいって

こと、二つ目、いいですね。もう一つくらい頑張って欲しいなーと思う
んだけど。これ、いつですか。 

 19 S 出征する前の日。 

 20 T そうそう、誰が出征するんですか。 

 21 S お父さん。 

 22 T そう、お父さん出征するということはですね、明日からお父さんは… 

 23 S もう、いない。 

 24 T いないんですよ。 

→ 25 S あー。お父さんと最後の記念写真。 

 

 S が母親の気持ちを即答できなかったため(2S)、T は年齢の近い兄弟の気持ちから
考えるよう指示し、「（ちいちゃんと兄は）かげおくりをやったことないから、や
りたい(6S)」という答えにまとまる。兄弟の心情については、S は比較的容易に把
握することができた。 

 続いて母親の心情に移るが、T は「きょうだいは初めてだが母親は小さい頃かげ
おくりをやったことがある」(7T-11T)、「一家 4 人で揃ってかげおくりをした
(14T-18T)」のようにやり取りを重ねて、S に文中の情報を確認させる。このやり取
りは「あらすじの把握」である。このように情報を確認した上で S は「久しぶりに
かげおくりをやってみたい(12S)」、「子どもたちと一緒にやってみたい(16S)」、
と母親の気持ちを自分のことばで表現した。しかし、はしゃぐ子どもたちを前に過
酷な運命を予見している母親の心情にはまだ近づいていない。そこで、T はさらに
文中の情報の確認を行い、父親の出征を翌日に控えていることを S に思い起こさせ
る(17T-21S)。それをヒントに S は「あー、お父さんと最後の記念写真(25S)」と答
え、微笑ましい親子のやり取りに隠された母親の悲痛な思いに気がつくことができ
た。 

 この＜例 7＞では、｢かげおくりをやったことがあるかないか(5T-8S)｣、｢いつ 
(9T,10S)｣、｢何人 (11T,12S)｣のように、｢基本的な情報｣を確認するやり取りが続い
ている。しかし、第Ⅰ期（小 2）の日本語による先行学習＜例 3＞＜例 4＞と比較す
ると、一部教材文中の一文を指し示しているが(11T)、それ以外は質問の具体化、あ
るいは挿絵の提示や動作などの手立てを講じなくても会話が進んでいる。幼いきょ
うだいの心情はすぐに把握することができたが、S にとって母親の心情に迫ること
は容易ではなかった。しかし、T が動作などの手立てをしなくとも、ことば（第２
言語の日本語）のみのやり取りを重ねることで、S はこの時点で課題を解決できる
ようになっていると考えられる。 
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在籍級への参加の様子（小３）  

 以下は、S が『ちいちゃんのかげおくり』の在籍級での学習にどのように参加し
ていたか、担任教師の文書による所感の一部である。（下線は筆者による） 

 

[1]文章中の「ちいちゃんは暑いような寒いような気がしました」というところで、
他の子どもたちが考えこんでしまっているときに、挙手をし、S が「ちいちゃ
んは風邪をひいていると思う」と発言し、その発言をきっかけに授業が盛り上
がった。様子としては、首をかしげながら遠慮がちにという感じであった。 

[2]空襲でちいちゃんが逃げる場面の火が追いかけてくる様子についても、こんな
感じだと思うと意見を言っていた。 

[3]物語後半のちいちゃん一人のかげおくりの場面では、具体的に「ここでちいち
ゃんが空にのぼったと思う」と発言していた。この時は自信をもって発言して
いる様子であった。 

[4]防空壕や糒7などの日本の昔の語彙に関しては、友だちの意見を聞いてイメー
ジを膨らませてから、自分の意見を述べていた。 

[5]よく友だちの話を聞き、尐し違うと感じた時には、わたしはこう思うとしっか
り自分の意見を述べることができていた。 

 

 上記の担任教師の所感から、空襲などの様々な場面をめぐるやり取りで、S が在
籍級の子どもたちと対等に話し吅いに参加していたことが分かる。特に[1]のちいち
ゃんの体調が変化した場面の話し吅いでは、S の発言がクラスを牽引している様子
も窺える。遠慮がちに発言したことも[1]、自信をもって発言したこともあったとい
う[3]。前段までの母語と日本語による先行学習の成果が実を結んでいると考えらえ
る。 

 第Ⅰ期(小 2)の担任教師の所感では「「いつ」「どこ」などの単純な質問には答
えられるが、形容詞や副詞を答えるような複雑な質問にはまだ答えられない」とな
っていた。それと比較すると、空襲のすさまじい炎の様子[2]や、憔悴するちいちゃ
んの体調の変化について[1]など、様子や状況などを表現する複雑な日本語、つまり
第Ⅰ期ではまだ対応できていなかった形容詞や副詞などを含む表現にも十分に対応
できるようになったことが分かる。来日から約１年２ヵ月後のこの時点で、第２言
語の日本語による在籍級での学習についても、S は学年相応の教材文を学習し、様々
な課題を解決できるようになったものと認められた。 

 

第Ⅲ期（来日から約４年）：小 6 の先行学習（母語･日本語） 

 最後に、第Ⅲ期（小６：来日から約４年）の２言語併用学習の実態を例示する。
但し、「支援の概要」で触れたように、転校後は担任教師と協力して相互育成学習
を行うことができなくなったため、在籍級での学習の様子は得られなかった。ここ
では母語と日本語の先行学習のみを対象に分析するが、２言語併用学習の有用性が
十分に見られた。 

母語による先行学習＜例 8（あらすじの把握）、例 9（主題の把握）＞  
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  母語による先行学習では『海の命』という教材文を取り上げる。物語の中では、
主人公の漁師太一の父親はクエという大魚と格闘し息絶えるが、一方のクエはびく
ともせずそのまま海に残されたとなっている。しかし、この点を M はクエも父親と
格闘したときに死んだものと勘違いしていた。＜例 8＞は M の勘違いに気がついた S
が M に父親が亡くなったときの経緯を説明しているやり取りであり、文中の情報を
再確認している、つまり「あらすじの把握」に関わる活動に相当する。 

 

＜例 8＞ 母語による先行学習＜あらすじの把握：父を殺した巨大魚クエは死ん
だ？＞ 『海の命』 2011.2.9 

→ 1 Ｓ 
父亲没杀那个吧，没杀是吧？  

お父さんはあの魚を殺さなかっ
た、そうでしょ？ 

 2 Ｍ 没杀吗？  殺さなかったの？ 

 3 Ｓ 对呀。  そうだよ。 

 
4 Ｔ 那个时候的巨大九绘鱼还会活

着。 
 

あの時の巨大なクエはまだ生きて
いるかも知れない。 

 
5 Ｍ 

几个人拉不动，这鱼？  
数人で引っ張っても動かなかった
っていう、この魚？ 

→ 6 Ｓ 对呀。他父亲抓住了嘛，扎了的
鱼太大了，父亲拉不动，所以绳
缠在身上了，绳子父亲没有砍，
就死了。 

 

そうだよ。太一のお父さんが捕ま
えたけど、突き刺した魚は大きす
ぎて、お父さんは引き上げられな
かった。それでロープが体に巻き
ついて、ロープをお父さんは切ら
なかったから、死んでしまった。 

 

  Sは、誤解している Mに対し、明確に父親は大魚を殺さなかったと述べた(1S,3S)。
続けて父親が亡くなったときの経緯を、母語訳文の該当部分を要約して M に再確認
している(6S)。S は第Ⅰ期の小 2 のときも（例１）、第Ⅱ期の小３のときも（例５）、
母語による先行学習において、「誰が」「いつ」などの「基本的な情報」を確認す
る必要はなく、「詳しい説明を求める」やり取りを直接成立させていた。この＜例
8＞においても、突き刺した魚が大きすぎて引き上げられなかったこと、撒きついた
ロープを切らなかったため父親が亡くなったことなどの詳しい状況を把握しており、
母語訳文の該当部分を再構成して自分から説明した。来日から約４年を経ても、母
語で情報を収集する力が後退していないことを表している。 

 次の＜例 9＞では、父を殺したとみられる巨大な魚に太一が出会ったとき、なぜ
殺さなかったのかについて話している。これは「主題の把握」に相当するやり取り
である。 

 

＜例 9‐1＞母語による先行学習＜主題の把握：太一はなぜクエを殺さなかった？S
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の考え＞ 『海の命』   2011.2.16 

→ 1 S 他本来想杀掉大鱼，但是
嘛，他想，因为这条鱼让爸
爸死了，他要杀死这条鱼好
像是报仇？但是，看看这条
鱼，这么老大，海里生活比
较有意义吧。比他被杀了的
话，就没什么了。但是，他
想到它还在海里，就还有目
标。 

 

太一は最初は大魚を殺そうと思って
いた。でも、その後考えた。この大
魚はお父さんを殺したから、この大
魚を殺すことは仕返しになる？で
も、大魚を見ているうちに、こんな
大きな立派な魚、海の中で生きてい
る方が意味があると思った。殺して
しまったら、意味がない。それが海
で生きていることで、また目標がで
きることになる。 

 2 T 谁的目标？  誰の目標？ 

→ 3 S 太一当渔夫，跟着爸爸去出
海的。它是爸爸留下的遗
物。 

 

太一は漁師になった。海に出るとき
はいつもお父さんと一緒。この大魚
はお父さんが残してくれたものだか
ら。 

 

 S は「太一は最初は殺そうと思っていたが、それは仕返しになってしまうと思い
直し、殺さなかった。この大魚が海で生きている方が意味がある、大魚が生きてい
ることで目標をもてるようになる。(1S)」のように自分の考えを詳しく述べた。誰
の目標なのかという T の明確化要求にも、「太一は漁師になった。太一は海に出る
ときいつも父と一緒。この大魚は父が残してくれたものだから。 (3S)。」と具体化
して答えた。来日から４年以上を経たこの時点で、Ｓは教材文の主題をしっかりと
掴み、表現している。母語で学習する力が後退していないことを表している。 

  しかし、この「目標（中国語で「目标」）」という表現は、中国語としてはあま
り的確ではなく、日本語的な表現であった。そのことが、これに続くやり取りの中
で明らかになる。ここでは M が教材文の主題について自分の考えを述べている。 

 

＜例 9‐2＞ 母語による先行学習＜主題の把握：太一はなぜクエを殺さなかった？母
の考え＞ 『海の命』 2011.2.16 

 

1 M 他先想杀死这鱼，想要替爸爸报
仇。然后看了大鱼之后，在大海
里两个看着很长时间，看那个大
鱼，觉得它也是生命。像代表大
海一样。杀死它虽然是能给爸爸
报仇了，但是，报完仇了以后没
什么意义了吧。 

 

最初太一はこの魚を殺そう、お
父さんの敵を討とうと思った。
でも、大魚に出会って、海の中
でじっと目を吅わせているうち
に、この魚も命だって思えた。
この大きな海を象徴するような
命。殺せばお父さんの敵を討て
るけど、敵を討った後、意味が
なくなる。 

 2 S 跟我说的一样吧！  わたしの考えと同じじゃない！ 



滑川：教科・母語・日本語相好育成学習                   63 

 

 3 S と M （笑）  （笑う） 

→ 5 S 他还有目标，跟爸爸一起出海的。 
 

太一は目標をもてた、お父さん
と一緒に海に出られるって。 

→ 6 M 有动力呗？  原動力になったということね？ 

→ 7 S 对啊。  そう。 

 

8 M 还有，鞭策他的动力。像是他爸
爸在看着他 

 

そして、（大魚が）太一の原動
力の源になるのね。お父さんが
太一のことを見守ってくれてい
るのと同じだから。 

→ 9 T 鞭…?  源？ 

→ 10 S 动力。  原動力。 

→ 11 T …？  …？ 

→ 12 S 鼓励。这条鱼像爸爸似的，他去
海里可以看他。  

励ましということ。この魚はお
父さんみたい、海に出ればお父
さんに会えるから。 

 

 M は S の考えと概ね同じ意見を述べた(1M)。そこで S は「太一は海に出ることの
目標をもてるようになった。(5S)」という自分の考えを再確認した。すると M が「目
標」よりも中国語としてより適切な表現「动力（日本語で「原動力」）(6M)」およ
び「鞭策（原動力の源となるもの、日本語に直訳すると「励ます」）(8M)」を提示
する。S はこの「动力」を聞いて納得するのだが(7S)、中国語の力が限られている
日本人の T は、この「动力」と「鞭策」がとっさに分からなかった(9T,11T)。そこ
で、S がもう一度言ったり(10S)、「鞭策」を「励まし（中国語で「鼓励」）(12S)」
と言い換えたりするなど、自分のことばで表現して T に教えた。ここでは、S が自
分より中国語の力が限られている相手（T）を助けている。S の中国語が他者を助け
られる力をもっていることが分かる。 

 S が中国語で「目标」と表現したのは、日本語での学習歴が長くなり、中国語で
話しているときも「动力」よりも日本語の「目標」の方が先に浮かんだからであろ
う。一種の借用と考えられ、漢字が共通している日中間バイリンガルにたびたび見
られる特徴である。 

日本語による先行学習＜例 10（あらすじの把握）、例 11（心情把握）＞  

 続く＜例 10 例 11＞は『カレーライス』をいう教材文に取り組んだ日本語による
先行学習である。まず、＜例 10＞はタイトルにもなっている、お父さんが作るカレ
ーライスとはどんなものかについて話している。「あらすじの把握」に関わるやり
取りである。 

 

＜例 10＞日本語による先行学習＜あらすじの把握：お父さんの特製カレーって？＞ 
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『カレーライス』   2010.4.14 

 1 T お父さんの特製カレーライスっていうのは、何で特製なんでしょう
ね？ 

→ 2 S 気持ち？ 

 3 T 気持ちだけ？ああ、うまいね（笑う）。そうだね。でも、実際は？ 

 4 S まずい、あんまり変わらない。 

 5 T あんまり変わらないどころじゃないでしょ。何て書いてある？ 

→ 6 S 甘ったるい。お父さんは料理が下手。にんじんとかじゃかいもの切り
方はでたらめ、しんが残っている。 

 7 T 「しんが残ってる」って分かりますか？ 

→ 8 S にんじんってしんを取らなきゃならないんですか？ 

 9 T ちょっと勘違いしているね。例えば、にんじんをこれくらいの大きさ
に切ったとするじゃない？中心のところ、真ん中のところが、まだ…
どんな状態？ 

→ 10 S あ、まだ熟していない。 

 

 教材文ではお父さんが作るカレーライスについて、「お父さんは料理が下手だ。
じゃがいもやにんじんの切り方はでたらめだし、しんが残っているし、何よりカレ
ーのルウが、あまったるくてしかたない。」とある。S は教材文の該当部分を読み
取っていることが分かる(6S)。第Ⅰ期(小 2)および第Ⅱ期(小 3)の日本語による先行
学習では、「あらすじの把握」に関わる活動の中で T が主導して「いつ」「何人」
などの「基本的な情報」を S に確認させていた。しかしここでは、そうした「基本
的な情報」を確認する必要はなく、S が自力で教材文を要約して「詳しい説明」を
している。 

 このやり取りの始めに T が持ち出した「お父さんのカレーは何で特製なのか？」
については、教材文の中で直接表現されていない。上記のように野菜の煮え具吅な
どは表現されているが。つまりこの問いはタイトルにもなっているカレーライスに
込められた意味吅いを文章全体から読み取るというものである。それに対し S は「気
持ち(2S)」と答えた。「お父さんは息子への精一杯の気持ち

．．．
を込めてカレーを作っ

ている、だから下手くそであっても特製カレー」ということであろう。S が文中の
情報を直接的に読み取るだけでなく、文章全体から意味吅いを読み取ることにも対
応できている様子が窺われる。 

 その一方、続くやり取りの中で、S が「しんが残っている」という表現を勘違い
していることが分かる(8S)。T の説明によって誤解が解けるのだが、その答え方に
再度日中間バイリンガルの特徴が見られた。「熟していない(10S)」の表現は、中国
語の「还没熟

．
了（日本語で「まだ煮えていない」）」の表現が日本語に現れたもの

と推察される。データは省略するが、これに続くやり取りの中でこの点の日中間の
相違について T が解説した。   

 会話例の最後は＜例 11＞で、主人公の「心情把握」に関わるやり取りが行われて
いる。この『カレーライス』という教材文では「思春期に達した子どもの心の揺れ、
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子どもの成長に伴う親との関係性の変化」が描かれている。このやり取りは、音読
しながら S が自然に笑い出したため、どうして笑ったのかと T が問うところから始
まる。第Ⅱ期（小 3）の母語による先行学習＜例 6＞で S が自ら主人公の心情に迫る
やり取りを始めたのと同じように、S の自然な反応から始まったものである。 

 

＜例 11＞ 日本語による先行学習＜心情把握：ひろしの揺れる気持ち＞ 『カレ
ーライス』 2010.4.14 

 1 T 何でおかしくて笑っていたの？ 

→ 2 S ふふふ。「それがいつもくやしくて、えー、でも、うれしくて、でも、
やっぱりくやしくて、そうはいってもうれしくて…」どっちだろう？ 

 
3 T 何かもう、こう翻ってるよね、くやしい、でも作ってくれたからうれ

しくて、でもやっぱりくやしくて…「行ってらっしゃい」を言わなか
ったから悲しくて… 

 4 S これみたい、「大丈夫大丈夫、言える言える。え？でも、言うの？」
って。 

→ 
5 T いいところに気がついたね。つまり、何ていうか相反する二つの気持

ちが… 

→ 6 S 二つの気持ちがあふれている。 

 7 T 両方自分の中にあって、それが順番こみたいに…出てくる。 

→ 8 S 入れ替わっている。 

 

 S が音読しながら吹き出してしまった教材文の一部を再度読む(2S)。「どっちだ
ろう？(2S)」「（相反する）二つの気持ちがあふれている(6S)」「入れ替わってい
る(8S)」の発話は、主人公ひろしの心の揺れを味わうと同時に追体験しているよう
で、小６となって同じように思春期を迎えた S がひろしの心情をとらえ、共感して
いる様子が窺われる。 

 第Ⅰ期（小 2）の日本語による先行学習「心情把握」＜例 4＞では、T が絵本の該
当部分を示して文中の情報を S に確認させながら心情を把握するやり取りを行って
いた。第Ⅱ期（小 3）の日本語による先行学習「心情把握」＜例 7＞では、一箇所文
中の情報を確認したが、それ以外は T が日本語のみのやり取りを主導して S から答
えを引き出すことで課題を解決していた。この２つのやり取りと上の＜例 11＞を比
較すると、T が先導する必要がなくなっていることが分かる。T の問いに対し S が答
えるという課題遂行型のやり取りは 5T→6S のみであって、それ以外は両者が対等に
発話を畳み掛けている。来日から約４年、第２言語の日本語を使って、S が十全に
自分の考えること感じることを表現し、他者と共感している様子が認められる。 

 

考察とまとめ 



                       Japan Journal of Multilingualism and Multiculturalism 66 

  以上のように、低学年で来日した子どもを対象とする約４年間の相互育成学習の
実態を例示してきた。表 4 は、例示したやり取りの一覧である。考察にあたり、以
下の５点から整理する。 

 

表 4 相互育成学習におけるやり取りの様子（第Ⅰ期・第Ⅱ期・第Ⅲ期） 

  第Ⅰ期（小 2：来日から約５ヵ月後）教材文：『スーホの白い馬』 

  母語による先行学習 日本語による先行学習 在籍級での様子 

あ
ら
す
じ
の
把
握 

＜例 1＞スーホと白馬
の出会い 

<例 3> 心配するおばあさん
と村の人たち 

・一部において、教材文
から基本的な情報を読み
取る 

・一部において、担任教
師や他の子どもたちが話
す日本語を聞き取る 

・簡単な日本語で自分の
考えを発言する         

・形容詞や副詞などを含
む複雑な内容にはまだ対
応できない 

・「基本的な情報」を確
認しない           

・「詳しい説明を要求す
る」課題に、母語訳文の
該当部分を引用して答
える 

・「基本的な情報を把握する」
課題に簡単な日本語で答え
る 

・T が質問の具体化、挿絵の
提示、動作などの手立てを講
じる 

心
情
把
握 

<例 2> 体の傷は癒え
ても心の傷は？ 

<例 4> お金なんか欲しくな
い  

・他者(M)の考えを受け
入れ、教材文の表面的な
読解を超えて主人公の
気持ちを感じる 

・T が絵本の該当部分を指し
示す 

・T が「基本的な情報」を確
認させた上で、主人公の気持
ちを簡単な日本語で答える  

  第Ⅱ期（小 3：来日から約１年２ヵ月後）教材文：『ちいちゃんのかげおくり』 

  母語による先行学習 日本語による先行学習 在籍級での様子 

あ
ら
す
じ
の
把
握 

<例 5>ちいちゃんを助
けてくれた近所のおば
さん 

＜例 7：あらすじの把握＞家
族で最後の記念写真、母の思
い 

・様子や状況などを表現
する複雑な日本語（形容
詞や副詞などを含む）に
対応する 

・在籍級でのやり取りに
対等に参加できる 

・一部クラスを牽引する
場面も見られる 

・「基本的な情報」を確
認しない 

・「詳しい説明を要求す
る」課題に、自分のこと
ばで答える 

・「基本的な情報」をとらえ、
簡単な日本語で答える 

・T が質問の具体化、挿絵の
提示や動作などの手立てを
講じない        

心
情
把
握 

＜例 6＞ちいちゃんは
どうしておばさんにつ
いて行かなかった？ 

＜例 7：心情把握＞家族で最
後の記念写真、母の思い 

・自ら主人公の行動につ
いて問いを発する 

・ことばにならない声を
上げながら、主人公の心

・T と日本語のみのやり取り
を重ねることで、課題を解決
する 
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情を思い描く ・簡単な日本語で表現する 

 第Ⅲ期（小６：来日から約４年） 教材文：母語『海の命』日本語『カレーライス』 

あらす
じの把
握 

母語による先行学習 日本語による先行学習 

＜例 8＞父を殺した巨大魚クエは死ん
だ？   

＜例 10＞お父さんの特製カレーって？ 

・「基本的な情報」を確認しない 

・自ら母語訳文の該当部分を要約して、
「詳しい説明」を行い、M の勘違いを訂
正した 

・「基本的な情報」を確認しない              

・「詳しい説明を要求する」課題に、教
材文の該当部分を引用して答える 

・教材文に書かれていない意味吅いを読
み取る                   

・一部中国語の影響を受けた表現をする 

心情把
握／主
題の把
握 

＜例 9＞主題の把握：太一はなぜクエを
殺さなかった？ 

＜例 11＞ひろしの揺れる気持ち  

・自分の考えを詳しく述べる              

・明確化要求に対し、具体化して答える                       

・日本語の影響を受けている表現につい
て、M の提案を理解する                  

・母語話者ではない T が理解できるよう
自分のことばで説明する 

・S の自然な反応がやり取りのきっかけ
となる 

・T が先導したり手立てを講じたりしな
い                       

・一部を除き T と対等に発話を畳み掛け
る                        

・自分の考えること、感じることを表現
し、他者と共感する 

 

「母語および日本語による先行学習」から「在籍級への参加」へ  

 まず、表 4 の第Ⅰ期（小 2）と第Ⅱ期（小 3）を横軸方向にみて、相互育成学習の
３段階のステップについてまとめる。第Ⅰ期と第Ⅱ期では、母語と日本語による先
行研究でのやり取りを活かして、S が在籍級での授業に臨んでいる様子が確認され
た。相互育成学習の目的の一つは、在籍級での日本語のやり取りに参加することが
難しい言語尐数派の子どもに対し、尐人数による母語と日本語の先行学習の中で丁
寧なやり取りを重ね、子どもが十分に教材文を理解するための準備の機会を提供す
ることである。担任教師の所感や筆者の授業観察によると、S は来日から約５ヵ月
後の第Ⅰ期で、既に在籍級の国語の授業に参加する端緒を掴んでいた。しかし、ま
だ複雑な日本語のやり取りには参加できていない状態だった。その後、来日から約
１年２ヵ月後の第Ⅱ期には、複雑な日本語のやり取りも含めて S が対等に授業に参
加している様子が認められるようになり、一部クラスの話し吅いを牽引している様
子も見られた。 
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 相互育成学習による支援を受けた子どもが、先行学習によって教材文を十分に理
解し、日本語力を伸長させ、在籍級の授業への参加の手がかりを掴むことは、朱
(2007)、清田(2007a,2007b)でもその成果が報告されていた。しかし、本稿では、朱
(2007)、清田(2007a,2007b)の研究ではまだ言及されていなかった子どもが在籍級で
の学習に対等に参加している様子（一部は牽引している様子）をも認めることがで
きた。同時に、対象者の年齢から、低学年を対象とする相互育成学習においても、
子どもが母語を活用して日本語の獲得を促進させる可能性（正の転移）があること
も示された。 

 

第Ⅰ期、第Ⅱ期、第Ⅲ期の推移から見た母語の保持伸長と日本語の獲得の

様相 

次は表 4 を縦軸方向にみて、課題の枠組み（「あらすじの把握」「心情把握」「主
題の把握」）に焦点をあてて、両言語の発達についてまとめる。まず、母語の保持
および伸長についてだが、「あらすじの把握」に関わる課題において、母語による
先行学習では、第Ⅰ期で既に「いつ」「どこで」「だれが」「何を」のような「基
本的な情報」を確認する必要はなく、「詳しい内容説明を要求する」やり取りが直
接始められていた(例 1)。また、その傾向は第Ⅲ期まで変わらなかった(例 5,例 8)。
特に第Ⅲ期では、支援者や母親が先導するのではなく、S が自ら「詳しい内容」の
再確認をして母親の誤解を解くやり取りが行われていた(例 8)。このように母語訳
文から情報を読み取る力、および読み取った情報を母語で表現する力は来日から４
年以上を経ても衰えることはなかった。 

 続いて「心情把握」に関わる母語による先行学習では、第Ⅰ期において他者（母
親）がとらえた主人公の心情把握を理解し、受け入れる様子が観察された(例 2)。
また第Ⅱ期では、S 自らの発話が主人公の心情把握のやり取りへと発展していった
(例 6)。このように、心情把握に関わる課題をめぐって、支援者が子どもから回答
を引き出すといった一方向のやり取りではなく、子どもが母語を使って自発的に質
問を発したり他者と交流したりするやり取りが展開されていた。 

 また、「主題の把握」に関わる課題では、自分の考えを詳しく述べると同時に支
援者の明確化要求に応えるなど、ここでも、母語を使って考え、感じ、表現する力
が後退する様相を見せていないことが示された(例 9)。 

以上のような「あらすじの把握」「心情把握」「主題の把握」に関わる課題解決
の様子から、母語を使って情報を獲得する力、および情報をもとに、考え、感じ、
表現する力（清田 2007a）において、母語が後退する様子が見られないと判断され
る。ゆえに、相互育成学習による２言語併用教育を継続的に行うことによって、低
学年の子どもの母語の後退を回避できる可能性があることを示すことができた。 

 続いて、第２言語の日本語について検討する。まず、「あらすじの把握」に関わ
る課題において、第Ⅰ期では支援者が質問を具体化したり、絵本の該当部分を抜き
出したり、動作を加えたりするなどの手立てを講じながら、「いつ」「どんなだ」
などの「基本的な情報」を細かく S に読み取らせていた(例 3)。第Ⅱ期においても、
「いつ」「誰と」などの基本的な情報を支援者主導で確認するやり取りが行われて
いた(例 7)。しかし、第Ⅲ期になると、S 自身が教材文の該当箇所を探し出して回答
し、教材文には直接書かれていない意味吅いを S 自身が読み取るなどという様子も
見られた(例 10)。ゆえに、第２言語の日本語で書かれた教材文から情報を読み取る
力、および読み取った情報を日本語で表現する力が、段階的に成長している過程を
確認することができる。 
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 一方、「心情把握」に関わる課題では、第Ⅰ期と第Ⅱ期において、教材文から情
報を読み取った上で（＝あらすじの把握）、登場人物の心情に近づくというように、
２段階の様相が見られた。その２段階の様相の中でも、第Ⅰ期では支援者が該当部
分の文を提示して細かく確認していたが(例 4)、第Ⅱ期ではそのような手立ては講
じられず、日本語のみのやり取りの積み重ねによって課題を解決できるようになっ
ている(例 7)。さらに第Ⅲ期では、S の自然な反応から主人公の心情が把握されるや
り取りに発展した(例 11)。T が先導する様子はなく、対等に発話が畳みかけられて
いた。母語による学習の第Ⅱ期で行われていた心情把握のやり取りが、第Ⅲ期の日
本語による学習に現れたことになる。このように、「心情把握」の課題では、支援
者から足場掛けを受けていた段階、ことばのやり取りの積み重ねによって解決でき
るようになった段階、さらに自らがやり取りを先導し他者と考えを共感している段
階の３段階の成長が認められた。 

以上のように「あらすじの把握」「心情把握」に関わる課題解決の様子から、第
２言語の獲得に関して、情報を獲得する力、および情報をもとに、考え、感じ、表
現する力（清田 2007a）の段階的な成長が認められた。相互育成学習による２言語
併用教育を通じ、２言語が混乱することなく、母語の活用が第２言語の獲得を促す
（正の転移）一例を示していると言えるのではないだろうか。 

 

２言語で学び続けることの実態  

 第Ⅲ期（小 6、来日から約４年）の会話例では、日中バイリンガルの特徴が見ら
れた。母語の中国語の発話に日本語の影響が見られた例（例 9：「目标」と「动力」）
と、日本語の発話に中国語の影響が見られた例(例 10：「まだ熟していない」と「还
没熟了」)である。漢字が共通している両言語間でよく見られる一種の借用と考えら
れる。バイリンガルがコミュニケーションを円滑に行うために、一方の言語での発
話中に他方の言語を借用することは、コミュニケーションストラテジーの一つでも
あり、決してマイナスではないと筆者は理解している。また、このようにモノリン
ガルにはない表現の幅広さをもっていること、また両言語の細かいニュアンスの違
いなどを学んでいくことがバイリンガルの優位さとなり、ことばの創造力や想像力、
あるいはメタ言語分析能力(Baker,2006)を研くことの基礎となると考えている。こ
うした学習の積み重ねが、まさに「２つのことばで学び続ける」ことの実態と言え
よう。 

 

低学年から高学年まで２言語併用教育を継続することの意義  

 本稿では、特に低学年（小 2）で来日した子どもが高学年（小 6）に達するまでの
会話データを例示し、２言語併用教育の可能性をさぐってきた。「2.2 小学校低学
年で来日した子どもの２言語併用教育の方法」において、アメリカでは低学年の間
だけ母語を活用する「早期移行バイリンガルプログラム」よりも、小学校高学年ま
で母語と第２言語を併用した授業が行われる「後期移行（発達・維持型）バイリン
ガルプログラム」の方が効果を上げているという議論に触れた。S を対象とする相
互育成学習は小 2 から小 6 まで継続することができたため、子どもの学年の点では
「後期移行（発達・維持型）バイリンガルプログラム」に近い学習支援が行われた
ことになる。S が小６となった第Ⅲ期には両言語において考え、感じ、表現する力
を十二分に発揮していたことから、本稿は２言語併用教育を小学校高学年まで継続
することの妥当性の一例を示すことができた。小学校高学年までということは、中
島(2011)が指摘する分水嶺の年齢（9-10 歳前後）を１，２年超えた発達段階まで母
語力伸長のための学習が継続されるのが有効であると推察される。しかし、本稿は
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あくまで１人の子どもを事例とするものであり、一般化は難しく、同時に限界も認
めなければならない。 

 

低学年から高学年への認知発達  

 最後に、低学年から高学年の発達段階のとらえ方についてまとめる。本稿では清
田(2007a)の枠組みを援用して会話データを分析してきた。「読むことに関わる力の
育成モデル」(表 2)では、「心情把握」については低学年で「人物の気持ちが分か
る」、中学年で「人物の行動と気持ちのつながりが分かる」、高学年で「情景描写
と心情のつながりに気付く」のように段階が示されている。清田は、こうした段階
について、「低学年の段階では「悲しい」「うれしい」などの気持ちを直接的に表
すことばから心情をとらえていたものが、学年が上がるにつれ行動を手がかりにし
てとらえ（中学年）、さらには情景描写から心情を考える（高学年）というように
変化していく」と説明している。 

 本稿では、清田のように心情を把握するためにどのような文中の記述に着目するか
という観点からは、低学年から高学年への発達の形跡は認められなかった。本稿で
観察されたのは、発達段階に応じて難易度が上がる教材文の内容に即応して、S が
教材文を理解し、考え、感じ、表現する力を発達させていったということである。
本稿で例示された４つの教材文も、発達段階に応じて内容の難易度が上がっている。
『スーホの白い馬』（小 2）は、貧しい羊飼いの尐年と白馬との絆を読み取り、愛
するものを失うことの悲しさを想像し、そこから希望を見出すというものである。
『ちいちゃんのかげおくり』（小 3）でも家族の絆が描かれているが、戦争という
災禍を背景に人々がどう行動し何を思ったのかを読み取ることが要求され、難易度
が上がっているのが分かる。そして小 6 の『海の命』では、自然と人との関わり、
そして命の重さが問われている。『スーホの白い馬』（小 2）でも『ちいちゃんの
かげおくり』（小 3）でも命をめぐる展開がある。しかし、『海の命』では父親の
死の原因となったと思われる巨大魚を殺すか殺さないか、つまり命の重さをめぐっ
て大きな葛藤がある。そこでは一辺倒ではない読みの世界が期待され、発達段階が
考慮されていることが分かる。『カレーライス』（小 6）では思春期に達した子ど
もの心の揺れと親との関係性の変化が描かれており、ここでも発達段階が考慮され
ていることが分かる。 

 そのような発達段階に応じた教材文を読む過程で、S は小 2 の段階で主人公が愛
するものを失った悲しさをとらえ（例 2）、小 3 では戦争の災禍に巻き込まれ一人
ぼっちになってしまった主人公の心情を、自ら問いを発して想像し（例 6）、小 6
では思春期の心の揺れを楽しみながら共感し（例 11）、また命の重さについて自分
の考えを表現していた（例 10）。清田の発達段階のとらえ方とは観点が異なるが、
本稿では小学校低学年から高学年までの約４年という成長著しい期間を対象とする
ことができたため、S が発達段階にしたがって主人公の心情と教材文の主題を読み
取り、表現している様子が認められた。２言語（母語と日本語）の発達が認められ
たと共に、学年が進むに伴う認知発達の一例をも示していると言えるのではないか。 

 以上の５点を踏まえ、本稿では教育現場への示唆として低学年で来日した子ども
を対象とする２言語併用教育の可能性を以下のようにまとめる。 

①低学年の子どもは母語での学習経験が豊富ではないが、より年長の子どもと同じ
ように、２言語併用学習を行うことにより、母語の活用が日本語の獲得を促進し、
来日から早い段階で在籍級の学習に参加する道を開く可能性が広がる。 

②日本語のみではなく、母語による学習を分水嶺の年齢（9-10 歳前後）を１，２年
超えた発達段階まで継続することで、母語が後退する危険がある 9−10 歳以下の子
どもの母語の保持伸長に貢献し得る。 
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③２言語で学び続けることによって、２言語間で語の借用をするなどバイリンガル
に特徴的なコミュニケーションストラテジジーを行うようになり、それがメタ言
語分析能力などのバイリンガルの優位さを発揮する基礎作りとなり得る。 

④発達途上にある子どもを対象とする２言語併用教育の縦断的実践では、ことばの
発達と年齢に伴う認知発達の同時進行が認められる。 

 

今後の課題 

 本稿は１人の言語尐数派の子どもを対象とする学習支援を対象としたが、１人を
対象とする事例は決して特別ではない。文部科学省の統計によると、日本語指導が
必要な外国人児童生徒が一校に在籍する人数は、「１人」が約半数にのぼり、「５
人未満」が全体の約８割を占めている8。つまり、日本国内の言語尐数派の子どもを
対象とする教育現場は、多くが尐数を対象とするものなのである。尐数事例の検討
を蓄積し、今後も一様ではない背景をもつ言語尐数派の子どもへと対象を広げてい
くことによって、教育現場へのさらなる示唆を導き出す道が開ける。本稿では特に
低学年で来日した子ども、比較的年齢の低い子どもを対象としたため、母語の後退
の問題や、２言語の発達とともに年齢に伴う認知発達などの面で新たな示唆を導く
ことができた。母語や母文化、あるいは教育形態など様々な背景や環境にある子ど
もたちの２言語育成を目指し、実践と研究を広げていくことを今後の課題とする。 

 また、本稿では２言語の発達に関して、主に母語から第２言語である日本語への
正の転移について検討した。しかし、考察３）で言及したように、S が両言語間で
借用している様子なども見られ、必ずしも母語から日本語への方向ばかりではない。
日本語から母語への転移も起こり得る。このように、２言語がどのように関わりあ
いながら発達していくのか、観点を広げて検討していくことも、今後の課題に挙げ
られる。 
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注： 

                                                   

1 「第１言語」という表現もあるが、本稿では子どもの「母語」という表現で統一する。 

2 第 2 言語の運用力が母語より高い子どもの場吅は、逆方向の転移（第２言語→母語）もあ
り得る。 

3 文部科学省のホームページを参照 

 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/011.htm 2011年 7月 30日ア
クセス 

4 国語教材文は全て光村出版の教科書からのものである。また、母語による先行学習ではそ
れぞれの教材文の母語訳文を使用した。母語訳文は小４までの教材文は大学院在学中ある
いは修了の中国人留学生によって翻訳されたものを使用し、小５以降ものは「４か国語で
読む国語教科書」（中国語版：埼玉県教育委員会）を使用した。2011年７月現在、同教材
は作者の了承を得られた公開期間を過ぎたため、公開されていない。 

5 清田（2007a）との相違点は、「説明的文章に関わる力」が除かれている点、また「文学的
文章に関わる力」の中で「様子の想像」と「語句の意味の理解」が除かれている点である。 

6 学習支援では教材文の市販されている絵本を用いることが多い。その学年までに学習した
漢字で表記されている教科書と違い、絵本では平仮名による表記が多い。漢字で表記され
ていたとしても読み仮名がふってある。『スーホの白い馬』の絵本もすべて平仮名で表記
されているため、S は絵本に書かれた日本語の文を読むことができる。 

7 ほしいい：乾燥させた米で非常食の一つ 
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8文部科学省のホームページを参照 

www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/07/1279262.htm 2011 年 7 月 30 日アクセス 


