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1. はじめに

モンクトンは、カナダの東部ニューブランズウィック州に位置し、20 世帯程

の邦人が在留する地方都市である。本センターは、日本人が少ない地域にあって

も、子どもたちに日本語や日本文化に触れる機会を持たせたいと願う保護者有志

により 2014年 3月に設立された。 

本稿では、本センターの概要、取り組みを具体的に紹介する。最後に、小規模

校であるが故の利点と問題点、地方都市における継承語教育の意義と難しさにつ

いて考察する。 

2. モンクトン日本語センターについて

2.1 開校までの経緯

 2013年 11月、ケベックに保護者有志による日本語センターが立ち上げられた

と知ったことをきっかけに、兼ねてよりモンクトンでも子どもたちに継承語とし

ての日本語を学ぶ場所が欲しいと考えていた保護者有志でミーティングを開始し

た。その際、ケベック日本語センターをはじめ、カナダで既に活動している継承

語教室から、教室運営についてのアドバイスを得た。 

最も困難であったのは、授業内容の方針づくりであった。ミーティングを重ね

る中で、教科教育寄りの授業を期待する保護者と、楽しく日本語に触れる授業を

期待する保護者とで授業に対するイメージにずれがあることが分かってきた。思

い入れが強い分、お互いが自分のイメージをなかなか譲れず、話し合いが平行線

になった為、各自がイメージする授業を共有できるよう、それぞれに教案を作成

するよう依頼した。教案という形で具体的な活動を示すことで、互いの活動には

実は十分に共通する部分があることが分かり、その後は歩み寄った話し合いを進

めることができた。授業内容の方針決定後、2014年 3月 3月～6月までの 3か月

の試行期間を経て、同年 9月から外部に受講希望者を募り、本格的にモンクトン

日本語センターとして開校した。 

2.2 特徴 

本センターは、継続すること、授業の質を維持することを第一に考え、開講頻

度は月に 2回とした。開講頻度が少ない分、家庭での学習のフォローが必須であ

る。その為、講師担当者が授業報告を詳細に記録し、授業内容を保護者間で共有

する体制を整えている。また、保護者間の負担の偏りが継続の妨げにならないよ

う、担当を保護者の持ち回りにし、講師担当者へ謝礼を支払う等の配慮をしてい

る。講師は保護者が担当し、教育経験のある保護者数名を中心に互いにアドバイ

スをしながら学習内容を決定している。
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本センターに在籍する子どもたちは、全員が永住組の子息である。その為、い

わゆる教科教育は行わず、様々なタイプの総合的な活動を行っている。教室活動

は、子どもたちが楽しく日本語を使うことを通して、生きた日本語を身に付けて

行く支援をする場として位置付けている。 

 

2.3 目標 

本センターが掲げる目標は「子どもたちのアイデンティティ確立支援」と「異

なる文化を尊重する豊かな国際性の育成」である。 

「アイデンティティ確立支援」とは、子どもたちに自分のルーツに触れる機会

を多く作ることにより、自分のルーツを知り、尊重する気持ちを育てる支援をす

ることである。また、同じルーツを持つ子どもたちと継続的に集まることで、子

どもたちの仲間づくりを支援することもこれに含まれる。中島（2012）において

も、多文化背景の子どもたちに対して地域がすべき最も大事なことは、中高生の

ための仲間づくり・居場所づくりであることが指摘されている。また、継承語を

保持する意味は、幼児や小学生にはなかなか分からないが、中高生になると初め

て継承語を自分の言語として捉え直すようになるとも述べられている。中高生と

いう難しい時期に差し掛かる前の早い段階から、長期的な目標を定め、継続的に

支援していくことは更に大きな支援に繋がるのではないだろうか。そして、自分

のルーツを尊重する心を育てることが「異なる文化を尊重する豊かな国際性の育

成」という目標にもつながっていくのではないかと考えている。 

 

2.4 概要 

本センターには 2018年 6月現在、教育経験者数名を含む保護者 9名と、4歳

から 15歳までの永住組在留邦人の子息 16名が在籍している。各クラスの人数の

内訳は幼児クラス３名 児童①（低学年クラス）６名 児童②（高学年以上クラ

ス）7名である。クラス分けは年齢だけではなく、文字の習得度と日本語のレベ

ルを考慮し、保護者との話し合いの上で行っている。 

年間スケジュールは、現地の学校と合わせ 7月と 8月を夏季休暇とし、9月か

ら 12月を前期、1月から 6月を後期としている。基本的に第 2・第 4 日曜日の午

後 1 時 30 分 ～ 4 時に開講している。授業はモンクトン市内にある教会の地下ス

ペースを借りて行っている。教会の賃貸料、講師担当への謝礼、教材費等の運営

費は、授業料と年間登録料、年 2回行う大行事の参加費を充てている。 

 

 

3. 取り組み 

3.1 授業時間配分 

 各クラスの授業時間配分は次ページ図１の通りである。 

幼児クラスは「年齢と日本語能力に配慮したグループの時間」「全体で交流す

る時間」に分けている。レベル差が顕著になってくる児童クラスからは、「個人

に対応する時間」「年齢と日本語能力に配慮したグループの時間」「全体で交流

する時間」の 3部に分け、個人の文字能力のボトムアップを図っている。次の節

からは、各時間における取り組みについて具体的に紹介していく。 
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3.2 幼児クラス 

3.2.1 学習目標 

幼児クラスでは、集団生活における学習態度を身につけると共に、クラス活動

を通して基本的な日本語（挨拶表現・生活語彙・平仮名・数字等）や日本文化に

親しむことを学習目標としている。 

 

3.2.2 幼児クラスの活動 

本センターでは、児童の学習時間に合わせて、幼児クラスにも 90分という長

い時間が割り当てられている。幼児は長い時間集中して同じ活動をすることが難

しい為、90分の間に①読み聞かせ ②文字あそび ③体を使うあそび ④工作

あそび のように違った種類の活動を組み合わせている。活動を分けメリハリを

つけたことで、子どもたちが集中して活動に取り組めるようになったと感じてい

る。また、それぞれの活動がイメージしやくなったという講師側の利点もある。

次にそれぞれの具体的な活動内容について触れる。 

 

①読み聞かせ：読み聞かせに入る導入として、毎回はじまりの歌を歌い、子ど

もたちを授業モードに切りかえるようにしている。読み聞かせの本は、短めのも

のと長めのものを 3冊ほど用意している。日本文化や季節の行事を紹介する本だ

けでなく、子どもたちのお気に入りの本や、その後の活動に関連する本を選択し

ている。 

 

②文字あそび：運筆練習のように文字を書くことにフォーカスする活動だけで

なく、かるた遊び、ひらがなが書かれた魚を釣る、紙に書かれた自分の名前の上

幼児クラス 

「年齢と日本語能力に配慮しグループの時間」 

①読み聞かせ 
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に粘土を細長くしたものを載せる、平仮名が書かれたマットの上を平仮名を言い

ながら飛ぶ等、遊びながら文字に親しむことに重点を置いた活動を行っている。 

 

③体を使うあそび：かごめかごめのような日本の昔ながらの遊びや、リトミッ

ク、手遊び歌等、日本語を使って体を動かす活動をしている。 

 

④工作あそび：季節の行事がある時は、それにちなんだクラフトをしている。

それ以外にも絵具やチョークを使った色遊びや、折り紙遊び、動くおもちゃ作り

など、様々なタイプのクラフトを行っている。工作の作品には必ず自分の名前を

書くようにしたり、工作の内容によっては単語や短い文章を書いたりするなど、

文字を書く機会を積極的に作っている。 

 

 

3.3 児童クラス 

3.3.1  学習目標 

児童クラス低学年では身近な話題、高学年ではやや抽象的なテーマを取り上げ

ている。クラス活動を通して日本語で自己表現したり、仲間同士で相互に学び合

ったりしながら日本についての知識を深めると共に、文字（平仮名・カタカナ・

小学漢字）、語彙、表現を学ぶことを学習目標としている。 

 

3.3.2 児童クラスの活動 

 児童クラスの活動は「個人に対応する時間」（以下コツコツタイム）70分、

「年齢と日本語能力に配慮したグループの時間」（以下メイン授業）20分の計

90分である。 

 

コツコツタイム：この時間は、文字に特化した時間である。センター発足に向

けてのミーティングを経て設定された。発足当初は、文字クラスとして一斉授業

を行っていたが、個人差が大きく、レベルをどこに合わせて指導するかの判断が

難しいこと、高学年になると、漢字のレベルが揃わないこと、また、遠方からの

参加者が遅れた場合、一斉に授業が開始できないという問題があった。 

そこで、現在は各自が持参したドリルをする時間とし、講師担当は自分のクラ

スにいる子どもたちをフォローしている。メリットとしては、家庭で使っている

ドリルを持参してもらう為、各自のレベルに合った文字練習ができること、また、

個人の文字のレベルや、家庭でどのように学習をしているのかを講師が把握でき

ることが挙げられる。 

コツコツタイムをすることで見えてきた問題もある。一見ドリルを進めている

ようにみえるが、機械的に進めるだけで身についていないというのが一番の問題

である。特に高学年の場合、抽象的な語彙が難しく、意味が分からないまま終わ

らせることだけを目的に進めている様子が見られた。これらの問題にどのように

対応してくかについては、今後の課題である。 
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メイン授業：総合的な活動をする時間である。授業内容は、日本語や日本文化

への興味を引き出すことを主眼に置き、時事問題や季節に関係するものを取り上

げたり、実験や動画を用いたりして、活動の中で生きた日本語を使うことを目指

している。クラスを担当する講師が学期開始前に話し合いを持ち、授業内容を決

定している。通常、1つの学期に 1つか２つのトピックを扱っている。授業内容

により 4技能の比重は異なるが、どの活動にも「聞く・話す」活動だけではなく、

「読む・書く」活動を取り入れるようにしている。 

 

3.3.3 授業のタイプと教室活動例 

ここでは、児童クラスのメイン授業でこれまで行ってきた活動の一部を紹介す

る。先に述べたように、クラス活動は総合的な活動であるため、明確な線引きは

難しいが、活動のタイプとして大まかに分けてみる。 

 

・基本語彙の習得に重点を置いた活動：「助数詞マップづくり」「動物園づくり」

「色と形を合わせてロボットづくり」「ファミリーツリー作り」「オノマトペに

ついて知ろう」「巨大日本地図づくり」「日本のお金を知ろう」 

 これらは、活動を通して楽しみながら語彙を増やすことに重点を置いている。

これらの活動は、更に大きなプロジェクトの前段階として位置付けることも多い。

例えば、「助数詞マップ作り」や「日本のお金を知ろう」を「お店屋さんごっこ」

へつなげたり、「オノマトペについて知ろう」を「物語作り」に活かしたり、

「巨大日本地図づくり」から「ゆるキャラづくり」へとつなげる等である。 

 

・実験的な活動：「磁石であそぼう」「風であそぼう」「電磁石でおもちゃ作り」 

 これらの活動は、日本の理科や図工の授業に近い活動である。磁石や風の実験

は低学年のクラス、電磁石は高学年で取り上げた。 

 

・やりとりを再現する活動：「お店屋さんごっこ」「お話の世界を知ろう」 

 これらは、実際のやり取りや、物語の中のやり取りを再現する活動である。学

習発表会では実際にお店屋さんを開きセンター全員で買い物をしたり、短い劇を

発表したりしている。 

 

・自分の考えや思いを産出する活動：「物語作り」「日本語センターの校歌づく

り」「母の日のお手紙を書こう」 

 これらの活動は、自分の思いを他の子どもたちと共有し、その中から個人の作

品を作ったり、全体で一つのものを作り上げたりするものである。活動では、子

どもたちの思いをできるだけくみ取って形にするよう心掛けている。 

例えば「日本語センターの校歌」は、歌詞の一部に子どもたちの正直な気持ち

が吐露されている「日本語のべんきょう たのしい でも おやつが いちばん 

たのしみだ ほんとは 行くのは いやだけど おかあさんに おこられる」。

保護者にとっては、聞く度に思わず苦笑いしてしまうような校歌である。 

 

・アンケート作りやデータを読み取る活動：「理想のカップラーメンづくり」 
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 これは高学年の子どもたちと挑戦した活動である。Googleフォームを使って

アンケートを作り、ＳＮＳを使って総勢 192名の方から回答していただいた。そ

の結果を基に子どもたちがそれぞれ理想のカップラーメンを考えた。高学年の子

どもたちのレベルでは難しい面もあったが、海外の地方都市にいても、多くの人

たちと繋がることができた貴重な取り組みであり、今後の活動への一歩である。 

 

・時事問題や日本文化を知る活動：「ゆるキャラづくり」「オリンピック競技マ

ップづくり」「私たちもオリンピックマスコット選挙をしよう」「『夏休み子共

電話相談』リスニング」 

 これらは、時事問題や日本文化を知る活動である。これまで日本各地のゆるキ

ャラを取り上げたり、小学生が 2020年東京オリンピックマスコットを選挙で選

ぶというニュースから活動を広げたりした。実在のリソースを活用することは、

講師や保護者以外の日本語を聞く貴重な機会となるだけでなく、日本のニュース

や文化等に簡単にアクセスできることを子どもたちに紹介する機会となっている。 

 

・算数の要素がある活動：「算数の文章問題を作ってみよう」「ウサイン・ボル

ト体験」「5分の 1サイズアーチェリー体験」 

 これらは、数字や時間、長さの単位を使いながらある活動を達成するというタ

イプの活動である。「ウサイン・ボルト体験」では、世界最速がどのくらいすご

いものなのかを体感する為、実際に１００メートルを一緒に測ったり、走ったり、

ウサイン・ボルトが 100メートルを走っている時の歩数や歩幅を再現したりした。

授業後の感想を書く場面では、書かされているという姿勢から書きたいという姿

勢が見られ、大きな収穫だったと感じている。 

  

 以上のように、総合的な活動といっても様々なタイプの活動を行っている。本

センターでは、保護者が講師を担当していることは先に述べたが、講師により得

意なあるいは好きな授業のタイプがある為、互いにサポートし合いながら、子ど

もたちができるだけ色々な活動をすることができるよう配慮している。 

 

3.4 授業報告 

授業報告は、①活動をファイリングすること ②授業内容や個々の子どもたち

の様子を具体的に記録すること ③教室内での学習を家庭内で継続しやすくする

こと ④講師担当に授業を振り返る機会を作り、授業の質の維持、向上を図るこ

とを目的としている。 

詳細な報告を記入することは、講師担当の保護者には負担の大きい作業である。

本発表に際して行った保護者への意識調査でも「授業報告の記入は負担か」とい

う質問に対し、回答者 7人中 5人が「負担である」と回答した。しかし、続く

「負担の大小に関わらず今後も続けていきたいか」という質問に対しては、4人

が「強く思う」、3人が「思う」と回答した。つまり、全員が授業報告を続けて

いきたいと回答している。これは、授業の内容を具体的に知ることが、実際に家

庭での継続的な学習に繋がっていると実感しているからだと考えられる。子ども

たちは「今日学校で何をしたの」という問いかけに対し、「忘れた」や「色々」
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など曖昧な回答をすることが多い。しかし、保護者自身が授業の内容や子供たち

の反応を把握しているならば自ずと問いかけ方も変わり、話も深まる。「日本語

センターに参加したことにより自分自身に変化はあったか」というアンケート項

目に対しても、回答者全員が「授業内容について日本語で話す機会が増えた」と

回答している。本センターの開講頻度は月に 2回であり、授業内でできることは

非常に限られている。その限られた時間を日本語での交流のきっかけづくり、動

機付けとして機能させる為に、授業報告の果たす役割は非常に大きいと言える。 

授業報告には、Google スプレッドシートを使用している。このツールを使う

ことで、いつでもどこからでもアクセス、書き込みができるようにしている。記

入項目は、授業内容、コツコツタイムの気付き、メイン授業の気付き、宿題のお

知らせ、欠席者、授業担当者の名前である。また、このスプレッドシート内には、

授業報告シートだけでなく、年間スケジュール、担当一覧、担当講師一覧、行事

の振り返りを記入するためのシート等、保護者が必要だと思われる情報を集めて

ある。情報を一つに集めることで、情報共有の負担の軽減も図っている。 

 

3.5 全体で交流する時間 

メイン授業後は、全体で交流する時間を 30分とり、年齢や日本語レベルの枠

を外し、横のつながりだけでなく、縦のつながり深めることを目的とした時間と

している。 

この時間は、上の子たちが下の子たちの面倒をみる様子や、クラスが違う子た

ちの交流が見られる。下の子たちにとって年上のお兄さん、お姉さんはロールモ

デルとしての存在となっているようである。また、下の子の中には保護者と過ご

す時間が長い為に流暢に日本語を話す子もおり、上の子どもたちにもいい刺激に

なっているのではないかと思われる。 

通常、この時間は「わくわくタイム」と称して日本の学校のレクリエーション

活動のようなものを行っている。じゃんけん電車、新聞紙ゲーム、体を使って文

字づくり、手遊び歌、伝言ゲーム、連想ゲーム なんでもバスケット等を毎回担

当が用意し、保護者も一緒に参加している。 

また、この時間は、特別活動の時間としても使われる。本センターの特別活動

は「小行事」「図書の時間」「学習発表会」である。 

 

「小行事」は、お月見、節分、雛祭、子供の日、七夕を行っている。授業回数

が限られている為、日本の行事のみを取り上げている。現地の行事に比べ、日本

の行事は家庭ではなかなか取り上げにくい。それらの行事を全員で一緒に体験す

ることは、文化の継承という意味においても、親子、友人間の交流という意味に

おいても非常に意義があるといえる。 

 

「図書の時間」は、地方都市にあっても、子どもたちに日本語の本に親しむこ

とができる環境を作りたいという思いから作られた。幼少期から日本の本に囲ま

れ、日本の物語や文字に親しむことは、その後の日本語学習にも大きく影響して

くるであろう。中島（2012）においても、周りに本があり自然に本に親しんでい
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ると、子どもは初めは本を読むという行動を真似し、徐々に自分で文字の拾い読

みを始めることが指摘されている。また、本に親しませる時期については、子ど

もは、「絵を読む」という段階を経て、「文字を読む」ようになる為、「絵を読

む」時代から取り組むことが大事であると述べられている。 

本センターの貸出本の中には、センターへ寄付された蔵書もあるが、多くはメ

ンバーが所有する本である。大人のための文庫本等含めると、毎回約 160冊の本

を貸し出している。貸し出されなかった本の保管場所の確保、1回につき 1人約

20冊ほどの本を貸りる為、返却時の本の量が膨大になる等の問題点はある。し

かし、限られたリソースを最大限に活かせるよう、個人所有の本もシェアの対象

としたことで得られたメリットは大きい。この取り組みにより、思い出の本にま

つわる話やお勧めの本を教え合ったりする等、個人所有の本が家庭の枠を超え、

教室内とは違った形の交流が生まれている。日本語の本の山の前で自分の読みた

い本を探す子どもたちの様子や、家で自分の選んできたたくさんの本を前に、ど

れから読もうかと悩んでいる姿が見られることは、保護者にとっての大きな喜び

となっている。 

 

 「学習発表会」は、日ごろの学習の成果を発表する場として前期と後期の最後

に各 1回実施している。日本語センターは、子どもたちが親以外の人から日本語

に対する肯定的な評価を得られる貴重な場である。その中でも、発表会はフォー

マルな場で日本語を使ってまとまったものを人前で話すという、子どもたちにと

って特別な場となる。学習発表会という自らの学習の成果を実感する機会が、子

どもたちに自信につながっていってほしい。 

 

3.6 大行事 

センターでは、大行事として夏の運動会と冬のお正月イベントを行っている。

これらの大行事は、ニューブランズウィック州に住む在留邦人に広く声をかけて

いる。夏の運動会は保護者が準備を全て担当しているが、お正月は、学習活動の

一環として準備日を設けている。子どもたちがおみくじづくり、福笑いづくり、

大型かるたづくり、すごろくづくり等を担当している。大行事には、遠方からの

参加者も多く、日本人の少ない地域における邦人同士の貴重な交流の場となって

いる。 

 

4. まとめ 

ここまで本センターの概要と具体的な取り組みを紹介した。開校以来 4年とい

うまだ若い継承語教室ではあるが、これまでの活動を通して考えられる小規模校

のメリットとデメリット、地方都市における継承語教育の意義と難しさについて

触れる。 

まず、小規模校であることのメリットとしては「運営に関わることで保護者が

主体的になる」「保護者間の関係が密になる為、悩みを共有しやすい」「個人差

に対応しやすい」ことが挙げられる。それに対するデメリットとして「運営への

参加が必須な為、保護者の負担が非常に大きい」「補習校などに比べ拘束力が弱
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い」「開講できるクラス数に限界があり、クラス内の年齢差、レベル差が大きい」

「保護者間の授業像にずれがある場合、すり合わせるのが困難」「保護者間の関

係が密になる為、客観的な意見が言いにくくなる」ことが挙げられる。 

このように並べてみると、一つの要素がメリットにもデメリットにもなってい

るものがある。つまり、どちらの面をより重視するかが、継続できるかどうかの

分かれ目になるとも言える。中野（2017）は、継承語日本語教育の重要な役目は

日本語母語話者の保護者と子どもを向き合わせるため、家庭で日本語を使って交

流を起こすことであると述べている。この点に着目すると、メリットの一つ目に

あげた「運営に関わることで保護者が主体的になる」という点は、捉え方によっ

ては小規模校であることの最も大きなメリットだとも言えるのではないだろうか。 

次に、地方都市における継承語教育の意義と難しさについて考えてみる。意義

としては「家庭以外に日本語環境が提供できる」「保護者以外からの教育的関わ

りが得られる」「孤立しがちな保護者間で情報提供ができる」ことが考えられる。

モンクトンのような地方都市では、家の外で日本語を目にすることも、日本文化

に関するイベントも全くない。そのような環境において、子どもたちが家の外で

日本語を目にしたり、日本の文化について学んだり、体験したりすることができ

る意義は非常に大きい。小行事や大行事のような文化行事は、自分のルーツに触

れることのできる貴重な機会である。また、授業や学習発表会、センター活動の

様々な場面は、親以外から日本語による関わりが得られる貴重な場である。保護

者にとっても、孤立しがちな地方都市で不安を共有できる仲間ができることは大

きな意義であろう。

それに対する難しさとして「日本語の社会的地位の低さ」「リソース不足」が

挙げられる。地方都市では、邦人も少なく、現地の人たちの日本に対する知識も

あまりない。その為、日本語を話せることに対する肯定な評価が得られる機会も

少ないと考えられる。また、インターネットが発達して様々な情報が手に入るよ

うになったとはいえ、レアリアや日本の本などは簡単には手に入りにくい。しか

し、これらの難しさは、身近なところから日本について紹介し、日本について知

ってもらう努力をしたり、それぞれが持っているレアリアを共有したり、日本帰

国時に収集したりすることで、ある程度解決していけるものである。 

ここで大切になってくるのは、家庭以外に日本語環境があることや、教育的関

わりを得られることが子どもたちの言語習得にとってどれだけ重要な要素である

かという知識が、保護者自身にあるかどうかである。もしそのような知識がなけ

れば、先に述べた意義を実感することは難しいからである。地方都市での小規模

な継承語教室の運営は、保護者の大きな努力の上に成り立っている。その意義を

見出せなければ、自分自身の負担の大きさ、子どもの成長と共に起こる様々な変

化により、日本語学習のサポートを継続することをあきらめてしまう可能性は高

い。 

地方都市において長期的に継承語教室を運営していく為の課題として、保護者

が継承語教育についての理解を深めること、保護者間でサポートをし合える環境

づくりをすることが考えられる。その為にも、継承語教育に関する勉強会の情報
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を共有したり、それぞれが抱える問題について話し合う場を積極的に設けていく

ことが今後重要となると考える。 
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