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研究の背景と目的
近年「社会参加」「社会とつながる」という実践が増加
→そうした実践はどのようにその価値を評価するのか？　その難しさ。

これまでの「評価」
・個人の資質や能力を値踏みするもの（mesurement） 
・点数化や評定

・パフォーマンス評価、ポートフォリオ評価 
→「学びそれ自体を可視化する」

近年の「学習としての評価」（assessment of learning）

対
象
は 

あ
く
ま
で 

「
個
人
」

「学びの可視化」自体は「個人」を対象にするだけなのか？

評価とは本質的に「見えない学びや能力を可視化する行為」（石井, 2018）
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研究の背景と目的
「学びの可視化」の対象を「共同体」に拡張することの可能性

「学びの可視化」自体が教師や学習者のエンパワメントを促したり、学習者
たちの学びの事実を基軸に据え、それをめぐる人々の対話や共同関係を生み
出す力にもつながっていく

「実践コミュニティの価値を評価する最高の方法は、物語の収集」（ウェンガーほか, 
2002）

→教育の分野については、評価とは「個人」をいかに「数値・指標」
の形で学びを可視化し、それを「評定」や「改善」につなげるかと
いう形で語られてきた。 
一方「共同体」を対象にし、そや「物語」という形で語られるこ
とは少なかった。
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研究の背景と目的
①外国人児童の多い小学校はどのような形で子どもたちの成長を促し、
それを学校の変革につなげていったのか。 
②①は「学びの可視化」と「評価」という観点からどのような意味を持っ
ているか。 
③学びの可視化と評価は、異文化間教育を始め、教育実践にどう活かさ
れるか。
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研究の方法
対象となる場　　ある地方都市の花山小学校（仮名） 
・歴史的に中国人の子どもが多く在籍し、近年は一層多文化化が進んでいる。 
・もともと地域的にも経済的に困難な家庭が多かった。 
・学校も学力的には低学力の学校と地域で位置付けられており、地域の中でも日本人のコ
ミュニティと外国人のコミュニティで軋轢があるなどもあった。

この10年ほどの間に、次第に落ち着いてきた。と言われる。

…休憩時間が終わって掃除時間になっても帰って
こない。ボールで遊んでいる。ボールの片付け，
お前片付けろとか，なすり合いをしてトラブルに
なる。 
そこへ指導しに行く。 
他の掃除をしている子も，「なんで私らだけしな
きゃいけんの？」となり，ガサガサした雰囲気に
なっていく。 
　今は上級生が下学年に声をかけたり，自分たち
で模範となる姿勢が見せようとする機運がうまれ
てきた。

途中から入ってきた子ども。 
日本語はある程度は話せる子どもなんだけど，隣の女の子が通訳
したり話しかけたりしていた。 
ある時男の子が「おまえ日本語でしゃべれや。中国語を喋るな
や」と言った。以前だったら，周りはシンとなって，言われた子
は悲しいばかりで，しょっぱなからやられてしまうという構図が
あった。一応謝るけれど，心からの会話ではない。 

ただ今回は別の日本の女の子が「言ってあげんさんなや，わから
んのじゃけしょうがないじゃん。教えてあげとったんじゃけ」と
言って守った子がいた。男の子はタジタジになってもうものも言
わなかった。客観的に見て正しいことをそういう風にフォローで
きる子どもが増えてくるようになった。!5



研究の方法
筆者の立場 
2005年から花山小学校に関わり、参与観察、実践をする（2005年から） 
2016年から2017年にかけて上の参与観察をふまえて、インタビューを行う。 

インタビューの対象者 
①2003年から花山小学校に勤務し、担任、日本語指導、管理職に携わった教師。 
②当時校長となっていた①の教師からの推薦を得て、学校の中での担任教師、日本
語指導者、中国人教師、地域の人へのインタビューを重ねる。 

インタビューの内容 
・「雰囲気の変化」は実際あったと思うか。 
・もしあったなら、その変化が起きた転換点にどのようなことがあったか。 

インタビューの分析 
・参与観察、インタビューのデータを重ねながら、自分で記録ノートをとっていく。 
・「可視化された場」「可視化されたもの」「評価の内容」「評価によって生まれ 
　たもの」の観点から分析
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全員で卒業式をする。 
ステージ上の６年生が下学年に向けて一人一人がメッセージを送り，下学年が段の下
から６年生一人一人に向けてメッセージを送る。日本語で伝わらない声かけは中国語
が分かる子どもが合わせて翻訳をして伝える。 
当初全校で卒業式をするという提案は反対を受けたそうだ。１年生が緊張感が持続し
にくい。しかしだから，短くするというのは本質的ではない。そこで卒業式の中で後
輩と先輩がつながり合ってメッセージを紡ぎあうという方法を考えた。

Ep.1　卒業式での即興的翻訳による可視化

日本語での送辞

即興で翻訳される
中国語での送辞

可視化されるもの 
外国につながりのある子どもたちの中にある、母語の
力強さ。

可視化される場 
卒業式という保護者、教師、子どもたちが一堂に会す
る公的な場

誰が見るか 
マジョリティである日本語話者の保護者、教師、子ど
もたち 

マイノリティである日本語学習者の人々や、外国につ
ながりのある人々

生まれる評価 
子どもたちの中にいる外国につながる子どもたちの母
語の力、先輩と後輩の良好な関係性への評価 7



花山小学校の中の外国にルーツを持つ子どもたちが全員で行う会を作るようにしてき
た。 
下学年（１，２，３年生）の全員会と 
上学年（４，５，６年生）の全員会がある 
また，「学習発表会」という，全学年が参加する行事も始めた。その中で必ず下学年
全員会の発表時間とそれに向けた練習時間の確保を行った。 
学習発表会で自分たちが自信をつけたり，保護者の前で発表をすることによる保護者
や地域への啓発に繋がる

Ep.2　「全体会」による可視化 

可視化されるもの 
学校全体の子どもたちの取り組み 
外国につながりのある子どもたちの集団のつながり、そこ
での学びに向かう姿

可視化される場 
「学習発表会」という学校の学習を子どもたち同士、
地域の保護者も含めて集まる公的性を持つ場

誰が見るか 
保護者　マジョリティである子どもたち

生まれる評価 
外国につながりを持つ子どもたちのコミュニティのつなが
り、そこでの成長。学校全体の子どもたちの学びや成長 8



外国につながりを持つ子どもたちは校内放送を当初したがなかったし，教師もさせよ
うとはしていなかった。 
それを全体の人数が減ってきたのもあるのだけれど，させるようにした。 
発表の前に子どもたち同士で教え合って放送をする。その中で，次第に日本人の子ど
もが「日本語が上手になったね」という声かけをするようになった。クラスの放送は
目立つ場面なので，自信がつく場面にもなる。 
結果的に日常でもそうした声かけが生まれるようになった。

Ep.3 「校内放送」による声の可視化

日本語で放送
をする

日本語が上手
になったね

可視化されるもの 
外国から来た子どもたちで、まだ日本語にたどたどしさ
も残っている、日本語学級で学ぶ子どもたちが、その日
本語を公的な場で用いようとする姿。

可視化される場 
「校内放送」という全員が声を聞き、誰がそれを話して
いるかもわかる場面。校内の「花形」の位置。

誰が見るか 
マジョリティである日本語話者の教師、子どもたち 

マイノリティである日本語学習者の子どもや、外国につ
ながりのある子ども
生まれる評価 
外国につながる子どもたちの言語に向き合う姿勢
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子どもたちが踊る「花山ソーラン」。もともと運動会で実施していたものを，地域の
中で始めた。 
その結果，地域の人たちからの評判が非常によく，地域の中でもっとやってほしいと
いう声になり，地域行事としての盆踊り慰霊祭や敬老会に位置づく行事として成り
立っていくようになった。

Ep.4 「花山ソーラン」の可視化と場の拡張

可視化されるもの 
子どもたちが「公的な場」の中で一生懸命にしている
姿

可視化される場 
元々は運動会→地域の行事の場へ拡大

誰が見るか 
敬老会や慰霊祭などの地域行事では特に、地域の古く
からいる住民。あそこの小学校はそれほど「ちゃんと
していない」と見ていたことが、覆される。

生まれる評価 
地域の中の子どもたちの成長や学びに向き合う姿 
そうしたことを生み出している学校の取り組みそのもの

 10



日本語指導の教室の日本語指導の担当者が５名。 
その中のチーフを教務主任を兼務とした学級担任経験者に任せるようにした。その結果，
学級の担任のグループと日本語教師のグループを橋渡しするようになり，日本語指導と学
級・学校全体との接続がしやすくなった。 
どの課題は日本語指導で解決するか，どの課題は学級で考えるべきかを考えやすくなっ
た。 
クラスの中でのその子たちを大事にすることが，結果的に全体の学力向上にも貢献してい
る。

Ep.5 「教務主任制度」による日本語学級の可視化と接続

教務主任 
兼 

日本語教室主任

日本語教室

その他の教師

可視化されるもの 
日本語教室の中で学ぶ子どもたちの成長、それを促す
多様な取り組みへの意図、課題、ニーズなど

可視化される場 
日本語教室

誰が見るか 
日本語学級以外のメインストリームの学級の教師、管
理職

生まれる評価 
校内における「日本語学級」というものの存在の価
値、取り組み、あるいはそこへ対する要望などの対話
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日本語学級の中の非常勤講師の加配教員として中国人の教師Aさんがついていた。Aさ
ん自身が校区に住み、その子どもも花山小学校に通うことになった。 
AさんはPTA活動にも参加するようになった。それまではPTA活動は日本人の保護者
が中心だったのだけれど、Aさんの存在によって次第に中国人の保護者やその他の外国
人の保護者もPTAに参加してくれることが増えてきたように思う。

Ep.6 保護者でもある中国人教師Aさん

学校 日本人保護者

外国人保護者

可視化されるもの 
学校の取り組み、外国人保護者の学校への期待や要望 
日本人保護者の学校への期待や要望

可視化される場 
学校、外国人保護者

誰が見るか 
Aさんを通して学校の取り組みを、外国人保護者がみ
る、外国人保護者の声を教師が聞く。

生まれる評価 
学校の取り組みに対する評価 
外国人保護者と日本人保護者同士の関わりの発生によ
るそれぞれのコミュニティに対する理解　など

Aさん
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考察：可視化は何を生み出したか
可視化手段 可視化される場 可視化されるもの 評価 評価は何を生み出すか

Ep.1 送辞の即興的
翻訳

卒業式という保護者、
教師、子どもたちが一
堂に会する公的な場

外国につながりのある子ど
もたちの中にある、母語の
力強さ。

子どもたちの中にいる外国につ
ながる子どもたちの母語の力、
先輩と後輩の良好な関係性への
評価

外国につながりを持つ子ども
たちの母語とそれを用いた行
為への自信 
周囲の同様の子どもたちのエ
ンパワメント

Ep.2 下学年全体会
を入れ込んだ
学習発表会

「学習発表会」という
学校の学習を子どもた
ち同士、地域の保護者
も含めて集まる公的性
を持つ場

学校全体の子どもたちの取
り組み 
外国につながりのある子ど
もたちの集団のつながり、
そこでの学びに向かう姿

外国につながりを持つ子ども
たちのコミュニティのつなが
り、そこでの成長。学校全体
の子どもたちの学びや成長

発表を行った子どもたちの自
信の獲得、エンパワメント 
それを見る周囲の気づきやエ
ンパワメント

Ep.3 校内放送によ
る日本語学習
者の子どもの
放送

「校内放送」という全
員が声を聞き、誰がそ
れを話しているかもわ
かる場面。校内の「花
形」の位置。

外国から来た子どもたち
で、まだ日本語にたどたど
しさも残っている、日本語
学級で学ぶ子どもたちが、
その日本語を公的な場で用
いようとする姿。

外国につながる子どもたちの
言語に向き合う姿勢

声を発した子どもの日本語の
学びに対するエンパワメント 
同様の子どもたちへの自信 
周囲の子どものエンパワメン
ト

Ep.4 ソーランの地
域行事での開
催

元々は運動会→地域の
行事の場へ拡大

子どもたちが「公的な場」
の中で一生懸命にしている
姿

地域の中の子どもたちの成長
や学びに向き合う姿 
そうしたことを生み出している
学校の取り組みそのもの

取り組んできた子どもたちの
自信の獲得、教師の自信の獲
得、エンパワメント 
地域全体のエンパワメント

Ep.5 教務主任が日
本語教室主任
をする

日本語教室 日本語教室の中で学ぶ子ど
もたちの成長、それを促す
多様な取り組みへの意図、
課題、ニーズなど

校内における「日本語学級」
というものの存在の価値、取
り組み、あるいはそこへ対す
る要望などの対話

日本語教室の活動を生み出す
教師たちのエンパワメント、
周囲の教師たちの日本語教室
への価値の変化

Ep.6 中国人教師が
PTAとして参加
もする

学校、外国人保護者 学校の取り組み、外国人保
護者の学校への期待や要望 
日本人保護者の学校への期
待や要望

学校の取り組みに対する評価 
外国人保護者と日本人保護者
同士の関わりの発生によるそ
れぞれのコミュニティに対する
理解　など

学校関係者が外国人の保護者
から得られるエンパワメント 
外国人の保護者が日本人の保
護者から得られるエンパワメ
ント、日本人保護者の気づき!13



学校

地域
地域外

日本語教室 学級

可視化

価値の共有

評価

エンパワメント

①共同体内の価値を編集し、 
　「実践行為」を可視化させていく

②行為の価値が物語的に
コミュニティの内外で
共有される

③外部から内部への共有され
た物語に対する評価の発生

④共同体内部のマイノリティの 
　エンパワメント 
　それをまなざす 
　マジョリティの気づき

考察：「評価」でつくるコミュニティのエンパワメントと成長
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①学習者の学ぶ姿が可視化されることにより，その学びの価値が物語化されること。 
②教師と学習者が属する実践の共同体と，その外の社会とをつなげ，そこに対話や共
同体関係といった社会関係資本（social capital）を生み出すこと。 

③実践の共同体がエンパワメントされていくことや，社会自体の変化を生み出してい
くこと。

「評価」という営みの可能性に向けて

従来「評価」という用語は学習者個人を対象にし 
その能力の形成や判定をいかに合目的的に行うかという点は通底していたが…

こうした行為を「評価」の営みの１つと捉えていくことによって

①「評価」を「価値の数値化・指標化」と捉えるのみでは意義を見出しにくい実践
行為を「評価は価値の物語化でも生み出し得る」という発想で捉える。それによ
り「評価を生み出す行為」として自覚的・戦略的な実践を行うことが可能になる。 

②「異文化間教育」のような共同体の内外でマジョリティとマイノリティが存在
し、そこに「つながり」を生み出す行為を必要とする社会運動的な側面を持つ場
ではこうした「評価」観点を持って自覚的に実行していくことが重要。

考察：「評価」でつくるコミュニティのエンパワメントと成長
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