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1. はじめに

日本の公教育において、異なる言語文化を背景に持つ児童生徒の学習を支える

ことは新しくかつ困難な試みであり、現場では常に新しい課題に直面しながら手

探りの模索が続いている。例えば、学校教員は日本語習得や教科学習のあり方を

探りながら、多様な言語文化を背景に持つ児童生徒が在籍する学級・学校がどう

あったら良いかを考え、教員間の協働、保護者とのより良いコミュニケーション、

そして他機関との連携のあり方を模索している（加畑 2018、川端 2022）。また、

国際交流協会の職員は、各種サポート事業をはじめ、公民館等での宿題教室や子

どもたちの学習を支援するボランティア間の学びをコーディネートしたりしてい

る（辻端 2021）。このような状況を踏まえると、実践者の試行錯誤のなかにあ

る実践知に、より注目しながら、この領域の専門的力量を考えていく必要性があ

ると言える。 

本研究では、学校と地域の連携による外国人児童生徒等の教育にかかわる実践

者の実践的力量とその形成過程を明らかにする。そのために、筆者が 2014 年か

ら福井県の小・中・高校にて取り組みを進めている外国人児童生徒等への協働的

学習支援プロジェクトにかかわる大学生の記録を、実践の展開に注目しながら検

討する。

2. 先行研究

専門職とその知の形成について、Schön（1983、1987）は「技術的合理性」と

「行為の中の省察」という二つの対立的な概念を示している。前者は、体系的で

標準化された知識を適用し問題解決を図ろうとするものであるのに対し、後者は

不確定で複雑な状況のなかで新しい状況把握のフレームを設定し実践と省察のな

かで再構築しようとする営みを指す。多様な言語文化背景を持つ児童生徒の教育

の現場は、まさに Schön の言う「不確実で不安定で価値観の葛藤をはらむ状況」

であり、その関わり手・担い手たちは「行為の中の省察」を不断に行いながら

日々の教育活動に取り組んでいることが推察される。 

日本語教育における専門職の力量にかかわる認識の転換の提起は、1990 年代

に岡崎敏雄・岡崎眸（1997）が Schön（1983）らの研究知見をベースに行ってい

る。岡崎らは定型化された技術（指名の仕方やドリルの作り方等）を習得してか

ら教壇に立つ従来の「教師トレーニング」を批判し、高度に複雑な状況のなかで

その現象を理解しそこにある問題や学習者の多様性に対応する「教師の成長」の

重要性を説いた。そして、岡崎眸はお茶の水女子大学大学院日本語教育コースに
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て「内省サイクル」による「共生日本語教育実習（2000～2013 年）」を展開し、

当時岡崎と大学院生らによって、実習生が準備期間中に書いた内省レポートや談

話分析による研究が行われた。記録の作成を組織しながら専門職養成に取り組ん

だ事例としては、東京外国語大学多言語・多文化教育研究センターによる「多文

化社会コーディネーター養成講座（2008～2009 年）」、「多文化社会コーディ

ネーターコース（2010～2013 年）」、「多文化社会コーディネーター養成講座

（2014 年）」がある。受講者は短期講座受講後、4 ヶ月の「個別実践研究」に取

り組み、その取り組みを「小論文」としてまとめ、報告を行う。公開されている

報告書等から、その「小論文」が実践を記述したものであることが確認できる。

「共生日本語教育実習」の研究では、主として準備期間中の実習生の成長に焦

点があてられており、東京外国語大学多言語・多文化教育研究センターの取り組

みでは、受講生は 4 ヶ月の個別実践研究に取り組み実践を叙述しつつも、その記

録（小論文）の吟味はなされていない。本研究は先行研究を踏まえながら、実践

者が自身の実践を記した記録（岡崎の取り組みでは「内省レポート」）に、より

注目し、実践者の実践的力量とその形成過程を探る。 

3. 研究目的と研究方法

本研究は、学校と地域の連携による外国人児童生徒等の教育にかかわる実践者

の実践的力量とその形成過程を明らかにしようとするものである。そのために、

2020 年 11 月から 2021 年 2 月まで福井市の公立小学校で中国出身 S さん（小 6）

の学習支援（週1回90分）に取り組んだ半田七彩さんの実践とその省察を辿る。 

児童の S さんは小学 3 年生の時に来日し、来日直後から本プロジェクトにて支

援を行っている。学習支援では、在籍級における主に国語の時間に取り出し支援

を行い、通常は Sさんの母語である中国語と第二言語である日本語で教科（国語）

の学習支援を行っている。しかし、2020 年度は新型コロナウィルス感染症拡大

の影響により留学生が激減し、本プロジェクトに協力してくれる中国人留学生が

見つけられなかった。そのため、S さんと学校と相談し、この年度は日本語で教

科学習支援を行うこととなった。 

半田七彩さんは福井大学国際地域学部の 4 年生で、これまで国際地域学部の基

幹科目である PBL（課題解決型学習）にて数回外国にルーツを持つ子どもたちの

学習支援に参加したことがある。S さんの学習支援では、国際地域学部 3 年の N

さんと協働で取り組んだ。半田さんは外国人児童生徒等の教育をテーマに卒業論

文を執筆する予定であったこと、そしてこれまで PBL でふり返りの記録の作成

を経験していたことから、筆者が半田さんに Sさんの学習支援における記録の作

成を提案した。半田さんは快諾してくれたが、実施も継続も内容も文字数もすべ

て半田さんの判断に委ねた。文字数は回によって異なるが、半田さんは 1 回の学

習支援につき A4用紙 1枚ほどの記録を作成していた。 

半田さんが作成した記録は、10回の学習支援後の記録と途中 2回（「これまで

の気づき」「担任の先生との話し合い」）の記録である。それらすべての記録が、

2021年 1月に福井大学に提出された半田七彩さんの卒業論文『日本に住む外国人

の子供たちへの学習支援の在り方とその必要性について』に稿末資料として収め
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られている。なお、本稿で引用した半田さんの記録の抜粋はすべて本文のままで

ある。 

4. 分析結果

半田さんの記録を検討した結果、10回の学習支援は 3つのサイクルを持ちなが

ら発展していた。以下、一つずつ見ていく。 

4.1 実践に取り組むなかで課題を見つける（1～3回目） 

初回（2020 年 11 月 5 日）に半田さんたちが取り組んだのは、自己紹介活動と

修学旅行の計画である。半田さんは初回の活動を次のように記している。 

この日はまずお互いのことを知ろうということで、八つ切りの画用紙に自分の似顔絵、

好きなこと、好きな食べ物など 3 人で同じ項目のカードを書きあって自己紹介した。この

時はまだ Sさんはそっけなく、自分から話し出すこともほとんどなかった。そして、言わ

れた項目を黙々と埋めていった。自己紹介が終わったところで私たちは一度休憩をはさむ

ことにした。その時に、S さんが授業で出された算数の宿題を持ってきていたので一緒に

やった。やり方を教えてあげればすぐに理解していたので、日本語を話したり聞いたこと

を理解したりするのにはほとんど問題がないように思えた。この日の後半は事前のミーテ

ィングで決めていた「秋探し」もしくは「修学旅行の計画」のどちらかにしようとなって

いて、S さんは後者を選んだ。しかし、会話の中で S さんは私たち大学生の生活にとても

興味を示しているようだったので、急遽内容を変更して Sさんは修学旅行を、私とNさん

は大学生活について互いにイラストと文章で紹介しあうことにした。（中略）この作業を

通しては、私たちは Sさんが文章を作ったり読んだりすることに対してあまり困難を抱え

ているようには見えなかった。（中略）この日を終えて、S さんは私たちに何かを教えた

りするのが好きそうなことがわかったので次回も修学旅行を用いて支援をすることにした。

（2020年 11月 5日［1回目］） 

この記録から、初回の活動は 3 つの展開を持っていたことが分かる。はじめは

自己紹介活動である。半田さんたちは、準備していたカードを用いた自己紹介活

動に取り組む。しかし、S さんの「そっけない態度」に出会ってしまう。自己紹

介活動が期待するような形で進まなかった半田さんたちは、次に Sさんが持って

いた算数の宿題に着目する。「やり方を教えればすぐに理解する」S さんの様子

を見て、半田さんたちは、日本語力は「ほとんど問題がない」と感じたと述べて

いる。そして、最後に国語の教科書の内容に関連した活動として、事前に準備し

ていた「秋探し」か「修学旅行の計画」に取り組むことを Sさんに提案する。前

者は校庭に落ち葉などを探しに出かけるものであるが、天候に左右されやすい。

後者は Sさんがこの時期修学旅行を経験しており、具体的な経験から取り組める。

S さんが「修学旅行の計画」を選び、半田さんたちははじめそれを 3 人で取り組

もうとしたが、S さんとの会話のなかで、S さんが自分たちの大学生活に関心を

持っていることに気づく。そこで半田さんたちは、S さんは修学旅行の計画を立

て、半田さんとNさんは Sさんに大学生活を紹介するという調整を行う。その活

動のなかで半田さんは、S さんが文章の読み書きにあまり困難を感じていない様
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子や、何かを教えることが好きな様子であることを見て取っている。そして、次

回も引き続き修学旅行の計画を立てることとし、初回の学習活動を終えている。 

翌週の 2 回目（2020 年 11 月 12 日）は、前半と後半から成り、前半は前週（1

回目）の修学旅行の計画とかかわらせながら国語の「みんなで楽しく過ごすため

に」の単元、後半は Sさんの持ってきた国語のプリントに取り組む。半田さんた

ちはその時、これまで感じていなかった課題にぶつかる。以下、その部分の記録

である。 

授業の後半は Sさんが持ってきた授業で扱っている国語のプリントだった。このプリン

トでは教科書に出てくる漢字の熟語を使って文章を作り、物語を組み立てるというものだ

った。S さんは漢字を見て意味や読み方は理解しているようだったが、文章を考えて書き

出すという工程に苦戦しているようだった。（中略）私とNさんで何度も間違いを注意し

ていくうちにどんどん Sさんのやる気が削がれ、集中力が欠けていくのを感じた。このと

き、教室での Sさんへの指導（文法や漢字の読み書きへのフォロー）はどのようになって

いるのかという疑問を感じるとともに、私たちはこの支援においてどこに重点を置いてい

いのかわからなくなった。このプリントの最後の方は Sさんも投げやりになってしまい、

私たちに文章を考えるように言ってそれを書き写すようになってしまった。この日は最後

の方が少しぐだぐだとして終わった。（2020年 11月 12日［2回目］）

S さんが持っていた国語のプリントは、教科書に出てくる漢字の熟語から文章

を作りストーリーを組み立てるというものであった。半田さんたちは、S さんが

漢字の意味や読みは理解しているように見えるものの、文章を書く際に苦労して

いる姿に接する。半田さんとNさんとで日本語の間違いを指摘するうちに Sさん

はやる気と集中力をなくし、最後は投げやりな態度になってしまう。半田さんは、

算数のプリントや修学旅行の計画の時には感じなかった Sさんの日本語の問題に

直面し、今後自分たちの学習活動をどのように行ったらよいか分からなくなって

しまう。  

3 回目（2020 年 11 月 19 日）は、半田さんは都合がつかず、N さんが一人で学

習支援を行った。半田さんはNさんからの報告をもとにこの日の記録を作成して

いる。それによると、この日は国語の「鳥獣戯画を読む」の単元の音読と、カタ

カナが苦手な Sさんのために海外のイラストや写真を使いカタカナで文章を組み

立てる活動を行ったとのことである。この日、S さんが N さんにこの時間を楽し

みにしていることを伝えたとのことで、半田さんはこの回の記録に「私たちとの

距離も少しは縮まり、毎週を楽しみにしてくれているのだと思うととても嬉しく

なった」と綴っている。

ここまで 1 回目～3 回目までの半田さんの記録を辿った。記録には、半田さん

が状況のなかでNさんと協働で試行錯誤しながら、より妥当な方法を探り続けて

いる様子が綴られている。そして、そのなかで、はじめは問題でなかった Sさん

のことばの問題が見え始めている。 

4.2 「失敗し、吟味し、やり直す」学習のサイクルを展開する（4～6回目） 

まもなくして、半田さんたちは大きな出来事に直面する。それは 4 回目（2020

年 11 月 26 日）でパンフレット作りの単元に取り組んだ時のことである。この単
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元では、日本文化を紹介するパンフレットを作り、そのパンフレットにタイトル

や小見出し、紹介文を書いていく。半田さんたちは Sさんに中国文化を紹介して

もらおうと考え提案するが、相談の結果 Sさんが日本で好きなものを紹介するパ

ンフレットを作ることとなる。紹介するものは「ゲーム・漫画」とすぐに決まっ

た。S さんは上手にイラストを描くが、紹介文になると手がとまってしまう。紹

介文の日本語の修正を行うなかで Sさんは集中力をなくしてしまい、パンフレッ

ト作りの 1 回目が終了となる。翌週の 5 回目（2020 年 12 月 3 日）のパンフレッ

ト作り 2 回目では、S さんがいきなり前回書いたものを消しゴムで消そうとして

しまう。半田さんたちは慌てて止めようとするが、S さんの気持ちを受け入れ作

り直すことを決め、その翌週となる 6回目（2020年 12月 10日）に「好きな歴史

上人物の紹介」というテーマで、S さんと一緒にパンフレットを作りあげていく。

以下は、4～6 回目（11 月 26 日・12 月 3 日・12 月 10 日）の記録のなかから、そ

れぞれパンフレット作りにかかわる部分の抜粋である。 
 

次に、今回は新しい単元に進むことにした。この単元では日本の文化について紹介する

パンフレットづくりを通して、タイトルや小見出しの付け方、紹介文の書き方を学ぶとい

うものだ。（中略）最初、私とNさんのアイディアでは日本ではなく中国のものを紹介し

てもらおうとしていたのだが、S さんと話し合った結果、日本で好きなものについて紹介

することに決めた。パンフレットの段が 3 段に分かれていたので 3 つくらい好きなものを

あげてイラストともに書いてもらうことにした。一つ目に選んだのはゲーム。彼女は家で

タブレットを使ってよくゲームをするらしく、このゲームがどのようなものでいかに楽し

いかを私たちに話しながらかわいらしいイラストを描いていた。しかし、説明文に取り掛

かると、流ちょうに話していた時とは一変してなかなか筆が進まないようだった。また、

やはり文法がところどころおかしく、何度も修正をかさねていたせいもあり、集中力が途

切れてしまったように感じた。（中略）2 つ目に彼女が選んだのは漫画である。彼女自身

はあまり漫画を読まないようだが、クラスで流行っているという鬼滅の刃を紹介すること

にした。私たちの書いた絵や写真を参考にしながら彼女はとても上手にイラストを描き上

げていた。しかし、やはり説明文の段階になると彼女自身が鬼滅の刃を読まないこともあ

り、すぐに行き詰って手が止まってしまった。この日は避難訓練もあり早めに終わってほ

しいとのことだったので、この日はこれで終えることとなった。（2020 年 11 月 26 日［4

回目］） 
 

音読の次に、私たちは前週から取り組んでいた好きなもののパンフレットづくりに移行

した。このとき、前回作っていた途中の画用紙を Sさんに渡すと、おもむろに先週描いた

漫画のキャラクター（鬼滅の刃の女の子）を消してしまい、もう一度この部分をやりなお

したいと言ってきた。私たちも最初はもったいなくて消すのを止めてしまったが、S さん

も一度嫌になってしまったものを続けるのはつらいと思い他の日本で好きなことを書くよ

うに言った。しかしなかなか思いつかず、パンフレット全体をすべて書き直すことにした。

この時点でかなり集中力が切れていたので新しく作り直すのは来週以降にすることに決め

た。（2020年 12月 3日［5回目］） 

 
12 月 10 日の支援では前回（12 月 3 日）の打ち合わせを参考にパンフレットを作る単元

の続きをした。11 月 26 日から取り組んでいる単元だが、12 月 3 日の支援の日にやり直し

たいという Sさんの要望の元、もう一度やり直すことを決めた。私とNさんは、最初の支

援の日に 3 人で自己紹介カードを作ったとき、S さんの集中力がとてもよく続いたことを
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思い出し、今回のやり直しのパンフレットは 3 人で分担して作ることを決めた。やり直し

のパンフレットのテーマは「好きな歴史上人物の紹介」である。S さんは歴史が好きとは

決して口にはしないが、持ってきてくれた社会の資料集を見ながらたくさん歴史上の人物

について教えてくれた。担当は Sさんが小野妹子、N さんは福沢諭吉、そして私は織田信

長を選んだ。今回は資料集を見ながら進めていることもあって文章を考える手間があまり

なく、Sさんはすいすいと筆を進めていた。また、私や N さんの進行具合を Sさんが聞い

て急かすような場面も見受けられた。その後、タイトルや小見出しなども付け、マスキン

グテープや色鉛筆などを使って自主的にデコレーションをしてくれた。私が「クラスの授

業で作っているパンフレットも色塗りしたりデコレーションしたりするの？」と聞いたら

「そんな時間ない。」という答えだったので、自分の思うまま満足するまでデコレーショ

ンできる時間も貴重だなと思った。（2020年 12月 10日［6回目］） 

 

半田さんたちは当初パンフレット作りを 2 回で終える予定だった。しかし、2

回目に Sさんが書いたものを消そうとしたためもう一度作り直すことを決め、パ

ンフレット作りは思ってもみなかった形で 3 回目に入っていく。やり直しの回と

なった 3 回目では、パンフレットのテーマがこれまでの「ゲーム・漫画」とは大

きく異なる「好きな歴史上人物の紹介」となる。それは Sさんが好きとは公言し

ないものの、これまで半田さんたちに興味・関心があると示してくれていたもの

であった。半田さんたちは、学習支援の初回で S さんが 3 人で自己紹介カードを

作った際に集中力がよく続いたことを思い出し、一人でパンフレットを作るので

はなく 3 人で一緒に取り組むこととし、結果満足のいくパンフレットが完成する。 

ここまで、4 回目～6 回目までの半田さんの記録を辿った。半田さんたちが思

いもよらない状況に出会い戸惑いながらも状況のなかで判断と実践を重ね、「失

敗し、吟味し、やり直す」協働学習のサイクルを Sさんと実現しているのがうか

がえる。 

 

4.3 より妥当なアプローチを協働で探りながら、学習活動を発展させる（7～10

回目） 

半田さんたちは、年末の 7 回目（2020 年 12 月 17 日）と 8 回目（2020 年 12 月

24 日）で、卒業文集の原稿作成やすごろくゲームを通じ、S さんの中学校での目

標や日本語についての不安を聴き取っていく。以下、その部分の記録である。 

 
その後、S さんの卒業文集に書く「座右の銘」の作文のお手伝いをした。（中略）彼女

が選んだのは「雨垂れ石を穿つ」という私もあまり知らないことわざだった。この座右の

銘に絡めて 400 字の作文を書いていった。（中略）中学校での目標を掲げそれを達成する

ために物事はコツコツ続けたいというようなまとめの構成だった。作文に関してはほとん

ど手を貸さずに進められていたので感心した。（中略）今日の支援は Sさんの自主性に任

せた授業となった。（2020年 12月 17日［7回目］） 

 
この日は年内の支援最後の日、またクリスマスイブということでNさんと話し合った結

果ゲームをしようということになった。（中略）「1 マス戻る」「一回休み」というよう

なすごろくの定番のマス目から「修学旅行の思い出を語る」「自分の似顔絵を描く」とい

うようなオリジナルのあるマス目を作るのにもこだわった。（中略）印象的だったのは

「来年頑張りたいことは何か」というマス目に Sさんが止まったときに「そりゃ日本語で
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しょ」と即答したのが私とNさんの中では衝撃的だった。さらに、今日の授業の冒頭では

先週書き上げた卒業文集の原稿をクラスで読みあいした時に「自分の日本語を笑われてす

ごく嫌だった。でも何をどう直したらいいかわからない。」というようなこともぼやいて

いた。彼女が日本語について私たちに何か言ってくるようなことはなかなかなかったので

これも驚きだった。それと同時に、これは Sさんにとって大きなターニングポイントであ

り、これから中学校に進学するにあたっての彼女の不安の表れなのかとも思った。（2020

年 12月 24日［8回目］） 

 

クリスマス・イブでのすごろくの際、半田さんは Sさんの日本語についての思

いを知り、中学進学への不安を感じ取る。8 回目の学習支援の翌日（2020 年 12

月 25 日）、半田さんと N さんと筆者、そして S さんの担任の先生とで話し合い

を行った。それは半田さんたちからの要請を受け、筆者が学校に連絡し作っても

らった機会であった。半田さんたちは担任の先生に、S さんのクラスでの様子や

自分たちに望む支援のあり方をたずねていた。担任の先生からは、S さんはクラ

スの子どもたちと仲が良いが授業にあまり積極的でないこと、クラスでは Sさん

の気持ちを考え日本語をあまり直しすぎないようにしていること、学習支援の時

間は半田さんとNさんが考える日本語の授業をしてくれて構わない等の返答をも

らった。 

年明けとなる 9回目（2021年 1月 7日）、半田さんと Nさんは今後自分たちが

どのような学習支援を行ったらよいか、その方向性が定まらずにいた。そこで S

さんに希望をたずねたところ、都道府県名と県庁所在地が分からないという意外

な答えが返ってくる。半田さんは、小学 3 年生の時に日本にやって来た S さんに

とって日本の地名は覚えにくいだろうことを理解し、また、S さんが中学への不

安と関心を持っていることを汲み取りながら、都道府県かるたの作成を通じた学

習活動を展開していく。以下、9回目と 10回目の学習支援の記録の抜粋である。 

 
この日は担任の先生とこれからの方針を話し合った後の、初めての支援の日だった。ま

だ私とNさんの中ではあまり方向性が定まっておらず、どのように進めたらいいか迷って

いた。一度、S さんにもどうしたらいいか聞いてみようと思い、「これからの支援は教科

書でクラスの授業でやる単元をしたい？それとも日本語のわからないところとかもう一回

やってみる？」とその日の冒頭に聞いた。そうすると、S さんは日本語のこともやってみ

たいと言ってくれた。具体的に何をやりたいか聞くと、「都道府県名と県庁所在地が全然

分からない」と言った。たしかに、彼女は歴史が好きですが、途中から来た日本の地名は

覚えにくいだろうなと思った。また、何度も「これ（県庁所在地）は中学校の勉強でも使

う？」と聞いてきたので、彼女なりに中学校での勉強にも不安を抱いているのだろうと思

った。（2021年 1月 7日［9回目］） 
 

S さんは最近よく「〇〇（教科や単元など）は中学校や高校でも使う？大学は？」など

と尋ねてくる。自分が今やっている勉強が将来どのように使われるかというのに興味があ

るようだ。（中略）この日の後半の支援では前回作った都道府県かるたの続きを作成した。

この日は中部、関西エリアを作成した。中部、関西エリアは比較的福井県から近いので出

てきた県の中で自分の行ったことがある県も多く、家族や友達との思い出を話しあいなが

ら作成した。また、前回作った北海道・東北・関東エリアのプリントやかるたを使って復

習をした際に、自分が作ったカードは特によく覚えていたので成果が目に見えて嬉しかっ
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た。もし、中学校に行ったときにこの支援の中で作ったかるたを思い出しながら社会など

の勉強に取り組んでくれたらうれしいなと思った。（2021年 1月 21日［10回目］） 

都道府県かるたは、都道府県名とその土地の特産物が描かれたオリジナルのか

るたである。例えば、【北海道】では、かるたの表面に「北海道」の文字、裏面

に「札幌市」という県庁所在地名と「牛乳」の絵と文字があり、絵にはきれいな

色が塗られている。7 回目から 10 回目にかけて半田さんたちが実現しているの

は、S さんの興味・関心に基づく、中学進学を見据えた社会科と日本語の学習の

統合学習である。 

その後もＳさんの学習支援は 2 月まで続いたが、学校行事や大雪等で休みにな

ることが多く、また半田さんも 4 月からの就職準備のためあまり参加できず、記

録は 10回目までで終わっている。そのため記録の検討もここまでとなる。 

5． 考察 

ここまで、半田七彩さんの記録を実践の展開に注目しながら検討を進めてきた。

半田さんは「実践に取り組むなかで課題を見つける」、「『失敗し、吟味し、や

り直す』学習のサイクルを展開する」、「より妥当なアプローチを協働で探りな

がら、学習活動を発展させる」という過程を辿り活動を発展させ、力量を培って

いた。ここでは、このような展開を支えた要因について考察する。 

一つ目は、記録の存在である。半田さんの記録には、その時々の状況と判断、

そしてその後の展開や次への構想が、感情と共に率直に記されている。その構想

は次の状況のなかで試され、またそこでの状況や判断、展開が次の記録に書きこ

まれている。記録は半田さんの実践と省察を支え、そのことが活動の発展を支え

ていたと思われる。また、半田さんは省察そのものを高度化している。7 回目の

学習支援終了後に「これまでの気づき（2020年 12月 17日までの支援を経て）」

と題し、中間的な省察を行っている。その時期はパンフレット作りをめぐる大き

な出来事を経験し次への模索を始めているときで、半田さんがこれまでを一度ふ

り返っておきたいと思ったのは半ば必然であったと言える。その時々のふり返り

の記録が存在することにより、それらをつなげてふり返ることができる、そして、

そのことによって当時は気づかなかった実践のプロセスや価値が見えてくる。半

田さんは実践の展開とともにそうした省察の高度化にも取り組んでおり、それを

支えたのもまた記録であると言える。 

二つ目は、本学習支援が協働で取り組まれたことである。そのことは、半田さ

ん自身が中間的な省察のなかで考察している。半田さんは「一人でやるよりも確

実に授業の質があがると感じた」ことや「授業後にお互い思ったことや感じたこ

とをすぐに共有することで次回の授業をより良いものにできると感じた」と書い

ている。本プロジェクトは協働で取り組むことを基本とし、できるだけ国籍・学

年・学部が異なるメンバーでチームを組むこと、そして世代のサイクルを意識し、

経験年数が異なるメンバーでチームを組むことを心がけている。今回半田さんと

N さんは、学年は異なるが、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により本プロ

ジェクトが一時的に中断していた後の再開であったため Sさんの学習支援に同時

に取り組み始めた。その状況について、半田さんは中間的な省察のなかで「自分

2022 CAJLE Annual Conference Proceedings

34



がリードしなくてはいけないというプレッシャー」があったと述べている。しか

し、回数を重ねるなかでNさんとお互いに意見が言い合えるようになったこと、

そして「S さんが私たちの仲を取り持ってくれたように感じた」ことを述べてい

る。本プロジェクトにおける「協働」は、＜学習支援者同士の協働＞と＜子ども

と学習支援者の協働＞の二つを内包することを、半田さんが実践と省察から示し

てくれている。 

三つ目は、実践が一回きりのものではなく、継続的なものであったことである。

半田さんが Sさんの学習支援において実現していた「失敗し、吟味し、やり直す」

サイクルは、S さんの学習であると同時に半田さんたち支援者の学習、いわば力

量形成の機会であったと言える。実践者が、トライ・アンド・エラーができるこ

と、経験を活かして次の挑戦ができることが、実践の発展とそのこととかかわる

実践者の成長を支えることを、この事例は示してくれている。また、直接的な関

係性は今回検討できなかったが、半田さんが本学習支援の前に PBL に取り組ん

でいたことも、半田さんの Sさんの学習支援における判断を支えていたものと推

察される。本事例は 4 ヶ月（記録が存在するのは 3 ヶ月）という期間のものでは

あるが、その 4 ヶ月を通じ活動が発展していること、トライ・アンド・エラーを

通じ支援者と Sさんが成長していることを鑑みると、今後外国人児童生徒等の教

育にかかわる教員養成及び支援者の力量形成のあり方を検討する際、実践（実習）

が継続的であり中長期であることの重要性が提起できよう。 

  

6.  今後の課題と展望 

本研究により、外国人児童生徒等の教育にかかわる実践者が「行為の中の省察」

（Schön1983、1987）により実践を発展させていることが示され、同時に実践の

発展と記録の関係性も見えてきた。そのことを踏まえ、今後は本プロジェクトに

おける学習支援者の学習を組織しながら、中長期にわたる実践の記録の作成と検

討に取り組みたい。これまで多くの日本人学生と留学生が本プロジェクトにかか

わり、現在複数の学校・校種・地域にて、中長期にわたる外国人児童生徒等への

学習支援活動が展開している。しかしながら、本プロジェクトが任意の活動とい

うこともあり、学生たちが自分たちの実践を吟味したり記録したり相互交流した

りする機会を十分に組織できていない現状がある。今後は、半田さんが中間的な

省察を行っていたことにも注目しながら、省察的協働実践を支える仕組み（コミ

ュニティ）作りと、複数の記録の検討と比較を通じた事例研究に取り組んでいき

たい。 

また、同時に、プロジェクトのコーディネーターである筆者の実践と省察も重

要であると考える。杉澤（2016）や池田・朱（2017）らによって、日本語教育及

び多文化共生の実践におけるコーディネーターの力量形成とそのこととかかわる

省察の重要性が提起されている。上述の課題と合わせ、長期にわたるコーディネ

ーターの力量形成についての事例研究に取り組み、外国人児童生徒等の教育と研

究の発展に貢献したい。 
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