
『言語習得と日本語教育』第 2 号（2022）                〔教育現場の声〕 

 

母国語意識を育てる学習教材の一試み 

 

市 川  章 子 

 

１．はじめに 

 文部科学省（2020）の最新のデータによると、日本語指導が必要な外国籍の児童生

徒は 40,755 人、日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒は 10,371 人いるという。橋本

（2013）は、在日外国人が母国より子どもを呼び寄せたり、日本で出産したりした結

果、家庭で母国語 1が話されているため日本で生まれ育った子どもは母語 2話者なみに

日本語を獲得するのが困難であるという。また、支援者には当然のように把握されて

いる実情も研究者には把握されていないという問題もあり、学習の躓きの原因は、子

どもの持つ背景によって異なり、支援のあり方を具体的に考えていくためには、子ど

もひとりひとりに寄り添い、個々の躓きを丁寧に読み解き、詳細な報告が必要である

と述べている。  

市川（2017）の研究では、台湾で生まれ、小学校 4 年で来日した台湾人女性が、来

日以降教育熱心な日本人の父親の方針で、家庭では中国語と台湾語の使用を禁止され

た事例を報告している。通学していた小学校と中学校に日本語指導が必要な児童生徒

の教育に詳しい教員がいなかったことから、日本語の獲得も簡単ではなかった。高校

入学後、中学校までの学習内容を日本語で学び直しを行い、母国語についても、高校

卒業後自らの意思で中国語や台湾語の獲得に力をいれたということである。 

両親が自身の継承言語を子どもに伝えようとして家庭のなかで教えようと試みても、

保育園や幼稚園で過ごす時間が圧倒的に多い場合は、周囲のマジョリティの言語が子

どもの母語になる場合が頻繁にみられる。言語習得の第一の場は家庭であるが、マジ

ョリティの言語についてはいえても、マイノリティの言語については必ずしも当ては

まらない場合がある。それは、子どもにとっては家庭での両親とのやり取りに劣らず、

周囲の子どもとのやり取りが重要なためである（イ, 2009）。 

                                            
1 本稿における母国語は、日本語指導が必要な児童生徒の保護者のどちらか一方あるいは

両方の母国の公用語を指す。 
2 本稿における母語は、「子どもが出会う『初めてのことば』、『土台になることば』、

『ベースになることば』」（中島, 2011）の意味を持つ。 
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こうした子どもの場合、保護者が母国語のできる知り合いをつれてくると、住み慣

れた日本から母国への帰国を強制されると不安を覚えたり、通っている小学校で時間

割になく、日本人のクラスメイトのコミュニケーションでは不要な母国語学習に反発

したりすることもある。 

 
２．学習支援の概要 

筆者は、2010 年から NPO 法人や小学校、中学校、高校及び地域日本語教室などで

日本語指導が必要な児童生徒や家族に対する支援・教育・相談に携わってきた。K さ

んへの支援は、2014 年に実施した。 

当時、筆者は、横浜市教育委員会の「母語を用いた学習支援推進事業」の中国語の

母語支援者として公立小学校や地域の日本語教育にかかわっており、母語支援が日本

語指導が必要な児童に対して、学級での主体的な参加や自己肯定感を高めることに有

効であることを身をもって実感していた。K さんに対して支援を行えた機会が 1 日だ

けあり、その後継続して家族と連絡をとった。時間は、約 2 時間で母国語意識を育む

ための日本語教材を解いてもらった。K さんが問題を解く際に使用した教材は筆者が

作成した。当日の役割分担は、K さんが問題を解くのを保護者が手助けし、筆者は観

察にとどまった。その後は K さんの母親とやり取りを継続し、家庭での母語や母国語

学習に対して支援・助言を行っている。  

中国にルーツをもつ K さんに対し日本国内で母国語意識を育むことを目的とした個

別支援を行なった。子どもの日本語教育を専門とする教師という立場で個別支援に携

わる傍ら、データも取得・記録した。個別支援は、日本語を学習しつつ母国語意識を

育むことを目指しデザインした。 

 本稿では、中国につながる児童に対する支援記録をもとに、絵と母国語を用いた学

習支援について報告する。 

 

３．方法  

３．１ 協力者のプロフィール 

協力者は、母親が中国にルーツをもつ日本生まれの男児 K さんである。筆者とは初

対面であった。中国につながる K さんは、日本人の父親と中国人の母親と暮らしてい

る。父親が中国語をわからないため、家庭内の会話は日本語中心で、K さんは中国語

よりも日本語が得意である。K さんの母親は中国語をなんとか覚えて欲しいと思って

いるが、家庭で中国語を教えようとしても、K さんは使おうとせず日本語中心の生活

を送っている。事前の保護者とのやり取りから、K さんが中国語を積極的に学ぼうと

していない様子が伝わってきた。このような個別支援を実施した背景には、K さんの

保護者から K さんの母国語意識が育まれずに困っているとの悩みを聞いていたため実
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施に至った。  
  

３．２ データ収集と分析方法 

 学習支援に着手するにあたり、K さんの保護者から許可を得た。なお、学習支援は

倫理的配慮のもとに実施され、結果に影響の出ない範囲でプライバシー保護を行って

いる。データは、筆者が学習支援の現場に入り込み、観察し気づいたことと、K さん

の発話に基づいてメモをとり考察した。 

 
４．学習支援内容－中国につながる児童に対する手作り教材 

４．１ 事前の聞き取りと教材準備 

１）事前の聞き取り・教材準備 

K さんの家族と連絡をとり①K さんの母国語学習の状況および母国語への認識、②

日本語を使っての遊びの状況について聞き取りを行った。 
小学校入学前に日本語が生活の中心になっていることを確認したうえで中国語およ

び中国文化の要素を取り入れた手作り教材 3を作成した。 

 既存の教材ではなく、教材を作ろうと思った動機は、情報へのアクセスと経済的な

問題を抱えていることを考慮し、学習場面で保護者の負担を軽減し、あるいは児童の

学ぶ意識を引き出したいと考えたためである。これらは、筆者が 2013 年から 2015 年

までに出会った外国にルーツを持つ保護者からの訴えに基づいている。まず、経済的

な問題については、外国にルーツをもつ家庭では、母語や母国語を育むための教材を

確保するための情報へのアクセスが容易ではなく、経済的にも教材を購入する余裕が

ない家庭が少なくない現状がある。次に、学習場面での保護者の負担の軽減について

は、日本国内で流通している教材の多くは、日本語での説明が丁寧になされており、

外国語として日本語を学習した保護者にとっては、問題の指示文や詳しい解説がかえ

って難解に映り、子どもの学習に付き合うことにひどく疲れてしまうことがあるとい

う。そこで、外国語として日本語を学んだ保護者が気軽に子どもの学習に付き合える

教材が必要だと認識し、教材の指示文は最小限におさえ、学習の場で親と子が対話的

に活用できる教材作成を試みた。最後に、児童の学ぶ意識を引き出すためには、簡単

に見える教材も有効であると考えた。そこで、K さんの保護者に対して、K さんの学

習状況について事前に聞き取りをおこない、確実にとけそうな算数の問題と漢字の問

題を内容にいれつつ、中国語の語彙をしのばせた。教材は、日本語の学習と中国語の

意識を育むことを狙いとし、双方に平等に重きを置いた。 

                                            
3 教材を作るにあたり、『国際交流基金 日本語教授法シリーズ第 14 巻「教材開発」』ひつ

じ書房 2008 年を参照した。 
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２）教材説明 

「数をかくにんしよう」（図 1）では、プリントをといた日付を記入する欄には日本

語の「曜日」に代えて中国語で「星期」を表記した。大きな魚の鱗部分には、中華人

民共和国の最初の二文字を表す「中」「華」や中国のお金の単位「毛」「角」「元」、中

国語でアメリカ合衆国を表す「美国」を分解して表記した。また、挿し絵に人を応援

するときに発する言葉「加油」をピンイン（jia you）とともに添えた。 

「力試し」（図 2）では、次の通り、日本語と中国語の意味をピンインとともに表記

した（例参照）。  
 

例 力試し（试验） 

［中国語］知道力气  zhidao liqi 

［日本語］ 体力
たいりょく

や 能力
のうりょく

をためすこと 

 

さらに、日本語の語彙に添えて、中国語のピンインを表記した（表 1 参照）。なお、

日本語の「百」が中国語では「一百」である。 

 

表１ 11 から 100 までの数（从
c o n g

11到
d a o

100的
d e

数字
s h u z i

） 

shiyi shier shisan ershi ershiyi ershier sanshi sishi wushi jiushijiu yibai 

十一 十二 十三 二十 二十一 二十二 三十 四十 五十 九十九 

 

一百 

11 12 13 20 21 22 30 40 50 99 100 

 

４．２ K さんの日常と当日の様子 

 保護者同席のもと実施し、筆者は発言を控えた。K さんは、小学校以外では学童で

学び、家庭で母親と勉強を行っている。わからないことがあると、学校の先生や学童

の先生に質問する。性格は活発で勉強も好きで、運動も大好きである。問題を解く前

にわからないことがあると、先生にすぐに質問をする K さんに対して「先生に聞くの？

すごいね」と筆者が言うと、K さんは「だって、他に誰に聞くの？」と答えた。 

 学習支援当日は、3 枚のプリントを解いた。一枚あたり 15 分以内で解き終わり、他

にプリントがないか催促する場面もあった。 
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４．３ 学習支援結果 

結果を表 2、図 1、図 2 に示す。 

４．３．１ K さんの発話 

 

表２ K さんの発話と様子 

使用教材 発話と様子 

数をかくにんし

よう（図１） 

「線がぐちゃぐちゃだから」「書く場所がわからない」「書く場所

が狭い」「問題が難しい」「これ何？」と「元」や「一百（中国語

の 100 の数え方）」に興味を示し中国語のできる保護者に質問する

場面が見られた。 

力試し（図２） 11 から 100 までの数の説明を見るなり、「どうして、千の位が書い

ていない」と質問した。「引き算が難しい」とつぶやきながら問題

を解いた。イカの絵にとても興味を示した様子だった。問題をす

ぐに解き終わったため、最近習ったばかりの漢字「金」「日」「早」

「草」「千」等をイカの絵に重ねて書いた。  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                図１ 数をかくにんしよう 
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図２ 力試し 
 
４．４ 今後に向けて 

 学習支援後、K さんの母親に様子を聞いた。K さんは、日頃は、中国語の学習を嫌

がり、問題を解くことも難しいという。また、家の近くに気楽に参加できる地域日本

語教室や中国語教室などがないため、家庭以外でことばや母国語を尊重する意識を育

む機会を作ることが困難であるという。こうしたニーズに応えるためにも、日本語の

説明に加え、母国語の説明も載せてある教材を作ることが求められる。 

K さんは、イカの絵に興味津々で、漢字や文字を書き込んでいた。絵を扱った学習

支援では、日本語指導が必要な児童の学びを促すことも少なくない。特に、地域日本

語教室で就学前や小学校低学年の子どもたちに出会うと、絵と文字が載った教材は、

わかりやすく興味をひくようで、退屈そうにしていた子どもたちが突然目をきらきら

と輝かせ、質問をするとすぐに答えが返ってくることも多い。就学前や小学校低学年

の子どもたちは、日本語だけでなく母語の獲得も途上にあり、大人や学校の教師たち

が当たり前に知っていると思っている日本語を知らないことが多い。しかし、絵と文

字が載った教材では、日本語の知識の不足を絵と文字が補う機能を果たすのである。

そのため、子どもたちはこれまで獲得した知識や自身の経験と結びつけて大人たちの
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問いに対し答えを導きだすことを可能にする。 
橋本（2016）は、国語の長文でぴょんた 4が登場する場面のリライト教材を例にあ

げ、外国につながる児童にとって擬態語や擬音語は難しいものの積極的に教える必要

があると述べている。こうした場面では、リライト教材とともに、文章そのものを表

した写真や絵を用いて教えることも有効だろう。こうした試みは、児童の認知的な負

担を軽くし、好奇心を促し友だちとの確認作業や支援者や教師、保護者への質問を促

し、学習のなかで楽しみを発見し、理科や図画工作や総合学習などの他の授業との連

続性も見えてくることにつながり、児童の総合的な力を育むと思われる。 
 

５．おわりに 

本稿は、日本生まれの中国につながる児童が母国語意識を育むための学習支援につ

いて報告した。公立小学校では、取り出し授業や国際教室、放課後の宿題教室などで、

母国語を尊重するような学習支援を受ける機会がある児童もいる一方で、人手不足に

より、実現できていないこともあるという。K さんは、日本生まれでなおかつ、通っ

ている小学校に母語で学習を支援するためのシステムがないため母国語を尊重する意

識を育む機会がない。日頃は、母国語である中国語の学習に積極的ではないが、今回

の学習支援では、手作り教材を見て「これ、何？」と「元」や「一百」といった中国

語に興味を示し、中国語のできる保護者に質問する場面が見られた。中国語のわかる

保護者に中国語に関する質問をするという自発的な行動が見られたことから、今回の

学習支援は親と子どもの母国語でのコミュニケーションの場づくりになったといえる。 

このように母国語を用いた学習支援の試みは、子どもたちが日本と母国を行き来す

る際の学習の移行を円滑にするだろう。日本語指導が必要な児童生徒のなかには、様々

な事情により日本と母国と行き来するあまり、学校での学習に躓いてしまうことも少

なくない。一度、躓いてしまうと、子どもだけでなく保護者も自信がなくなり学校へ

足が遠のき、相談をするタイミングが遅れたり、必要な支援を受けられなくなったり

する。母国語を用いた学習支援の場は、子どもたちや保護者にとって、楽しみながら

母国語を使う経験の場を確保し、学習への積極性を導きだすと考えられる。 

日本語指導が必要な児童に対する支援の場では、日本語の学習だけでなく、母国語

を用いた学習支援についても機会を作っていく必要があるだろう。そうすることによ

                                            
4「奥深い山のなかに、「ぴょんた」という耳の長い野うさぎがいました。ぴょんたは、お

かあさんうさぎにかわいがられてきまいた。ごはんをもらうと、耳をぴくぴく動かしま

す。」という文章を「やまに うさぎが いました。 なまえは 「ぴょんた」です。 

ぴょんたの みみは ながいです。 おかあさんは ぴょんたに ごはんを あげます。 

そのとき、ぴょんたの みみは ぴくぴく うごきます。」（光元・岡村（2012））と文

章を易しくしている。 
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り、母国語への関心が芽生えると思われる。 
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