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第４回目シンポジウム

『できる日本語』で

「成長し続ける教師」をめざす

～より大きな「学びの共同体」の中で～
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漢字
たまご
中級
（作成中）
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１３冊の「できる日本語」シリーズ ２０１９年３月現在

サイトに
・マニュアル
・各種プリント
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本日のメニュー

１．日本語教師を取り巻く環境の変化を知る

例：「日本語教育人材の養成・研修の在り方について」

文化庁報告書を見る（2018.3.2)

２．『できる日本語』で、教師が成長できる理由を考える

３．『できる日本語』の使い方を見直す
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■日本語教育
2018年3月「日本語教育人材の養成・研修の在り方に

ついて（報告）」 ｂｙ文化審議会国語分科会

2018年12月「日本語教育の推進に関する法案」公開
ｂｙ日本語教育推進議員連盟（日本語議連）

2016年11月 超党派の日本語議連発足
（2018年12月 合計11回の会議）

2019年〇月 国会での成立を目指す

参考：公益社団法人日本語教育学会・社会啓発委員会
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１．日本語教育を取り巻く環境を知る



■外国人受け入れ政策

2018年6月

「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」閣議決定

2018年12月、改正入管法成立
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こうした動きによって、日本
語教育現場は、どんな影
響を受けるのだろうか？



整理のしかた

【役割】 （１）日本語教師 （２）日本語教育コーディネーター

（３）日本語学習支援者

【段階】 （１）日本語教師を三段階で整理

①養成 ②初任 ③中堅
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文化庁報告書を見る

201７年度 「生活者としての外国人」、留学生、児童生徒等

201８年度 就労者、難民等、海外



技能(p.24) （中堅＝３～５年） ※知識／技能／態度

【１ 教育実践のための技能】

①ニーズに合わせてプログラム策定、臨機応変に調整する力

②中長期的な指導計画を作成する力

③学習時間、到達目標に合致した教材を選択・作成する力

④プログラムの点検・評価を実施し、改善を図る力

⑤仲間などに適切な助言をする力
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２．文化庁報告書を見る



技能

【２ 学習者の学ぶ力を促進する技能】

⑥効果的な学習方法・教材などについて多様な選択肢を提示する力

【３ 社会とつながる力を育てる技能】

⑦課題の把握、関係者・他分野の人々・団体との連携・協力による

問題解決能力
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態度

【１ 言語教育者としての態度】

⑧常に学び続けようとする

⑨仲間に対して、振り返りや学びの機会を積極的に提供しようとする

⑩学習者・仲間と共に学び合い、成長していこうとする。

10



態度

【２ 学習者に対する態度】

⑪学習者が学びに向き合えるよう、共に課題解決に当たろうとする。

【３ 文化的多様性・社会性に対する態度】

⑫教育実践や課題・成果等を記録・発信し、教育実践の質的向上

を生かそうとする。

⑬異なるビリーフを持つ人と円滑な関係を構築し、協力的にプロ

グラムを進めていこうとする。
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① 臨機応変に対応する

② 多様な選択肢を提示する

③ 学習者の学びに向き合う

④ 振り返り、改善を図る

⑤ ともに学び合う
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２．『できる日本語』で教師が
成長できる理由を考える

５つのことを軸にして

＜学習者に向き合う＞

＜教師として成長する＞
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① 臨機応変に対応する

「初級」７課「友達の家で」

周りの状況を簡単に友達に伝えることができる。また、
何かを頼んだり提案したりしながら一緒に行動すること
ができる。

【できる！】(p.134)
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●クラスメイトと一緒にイベントをしましょう。

例：〇〇さんの誕生日パーティー 〇〇クラスの飲み会
１．イベントの計画を立てましょう。どこで、いつしますか。
２．招待状を書きましょう。
３．イベントをしましょう。

教室でできる！
１．パーティーの計画を立てましょう。どこで、いつしますか。
２．招待状を書きましょう。
３．パーティーのシナリオを描きましょう。
４．みんなの前で発表しましょう。
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担当教師3人で、以下のように方針を決める。

4人グループ作成

↓

話し合いをし、一番良いプランを選ぶ（コンペ）

↓

クラス全体で「15分パーティー」実施

しかし～～～

ある実践例



授業の流れを学習者に伝えると～～～
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一番いいグループですか？
それはよくないです。

みんなのグループのアイディアを
ミックスしたいです。

みんなのパーティーです。

ファシリテーターとしての教師



③担当教師は、学習者の意見に賛同。あとは、学習者に任せる。

ときどき、「１５分のパーティーですよ」等とアドバイスをして回る。

④グループでの話し合いを経て、全体での話し合いに移る。

自然発生的にリーダーが決まる。項目があがり、担当者も決まる。

・食べ物 ・飲みもの ・机の置き方 ・ゲーム ・花

⑤準備が始まる。

例：近くのお店に買いに行く

⑥「１５分パーティー」実施となる。

⑦振り返りシート作成
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「しりとり」が出
て・・・

（cf.１３課ＳＴ３）

あっ、受付
のお花を！



教室でできる！

１．パーティーの計画を立てましょう。どこで、いつしますか。

２．招待状を書きましょう。

３．パーティーのシナリオを描きましょう。

４．みんなの前で発表しましょう。
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◆このままの順番でする必要はない。
クラスに合わせて臨機応変に！

◆パーティー実施でなくてもよい。教科書のものは１つの例！

「周りの状況を簡単に友達に伝えることができる。また、何か
を頼んだり提案したりしながら一緒に行動することができる。」
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「誕生日を聞いたり、答えたりする」
いろいろな会話展開例を再確認する。

② 多様な選択肢を提示する

「初級」１課「はじめまして」ＳＴ２「私の誕生日」
【やってみよう】



②パク： アンナさん、誕生日はいつですか。

アンナ：私の誕生日は１２月９日です。

パク： １２月・・・。

アンナ：はい、１２月９日です。

パク： そうですか。

④本田：ナタポンさん、誕生日はいつですか。

ナ： ５月５日です。

本田：へえ、５月５日ですか。
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21

この「星座一覧」は何のために
あるのでしょうか？
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・誕生日を聞き
合う意味がある

・クラスでみんな
が仲良くなる



23「課ごとの道しるべ」１課p.10
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【言ってみよう】でも、できるだけ自分の思い・声を発す
ることができるように工夫する。

「初級４課」「私の国・町」ＳＴ３ p.78
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「中級」９課「ことばを楽しむ」

③ 学習者の学びに向き合う
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８課【できる！】は、誰か
に感謝の気持ちを伝える
だけど、突然誰かに伝え
るのはちょっと・・・。 じゃあ、８課と９課

の【できる！】を一
緒にやったら
どうでしょうか。「今年の漢字」は、自分の抱負を書

いたり、振り返ったりすることだ
し・・・。そうだ！その漢字に自分の
思いを乗せる「贈りたい漢字コンテ
スト」、しませんか？

ある実践例 クラス担当者間での話し合い
引継ぎメールでのやり取り
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「中級８課」「気持ちを伝える」

場面に応じて自分の気持ちをうまく伝えたり、
相手の気持ちを受け止めたりして、周りの人と
気持ちよくコミュニケーションをとることができる。

「中級９課」「言葉を楽しむ」

日本語の豊かな表現を知って、自分の国のよく
似た表現と比べたり、紹介したりしながら、周り
の人と楽しくコミュニケーションをとることができる。
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工場で生温い扇風機の風を受けな
がら、体中汗を流し機械を動かして
ミリ単位の仕事をしている。

爪の間や指紋の奥は油でいつも
真っ黒。

貴方の努力の汗は私にとって幸せ
の汗です。

日本語を習い始めてから、母国
のマラティー語と同じ発音のこの
ことばはすごく気に入っている。マ
ラティー語で「あい」は「母」という
意味なので今まで心の一部として
育ててくれた母にこの漢字を贈り
たいです。
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朝・過去の作品から３つの漢字を選ぶ。

勉＝過去の自分にアドバイス
正＝恩師への感謝の気持ち
朝＝家族に向けて

勉 正

・学習者は、３つの漢字を見ると、漢字の知識を使って、
パーツを意識したり、意味や読みに目が行ったり～～～。

・そこで、教師は、学習者に問いかける。

この漢字は、誰かにプレゼントしたもの。
どういう意味か見てみましょう。
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中里達也さん
（青森県・14歳・八戸市立島守中学校）

小学６年の自分なぜ君は勉強しないのだ。君が勉強
しないから中学の勉強が分からなくなってしまった

じゃないか。何てことをしてくれた。君は、今からすぐ
に勉強しなさい。あと先生の言うことを聞きなさい。

清水彩鼓さん
（愛知県・17歳・デンソー工業学園）

何が正しくて何が正しくないかで悩んでいた中学の
頃、当時の担任に「正という字は、一旦止まると書く。
悩んだ時は、一旦止まってゆっくり考えて、正しいも
のを見つけると良い」と言われたのが印象的だった。



柴田真伊さん

（大阪府・16歳・府立港南造形高等学校）

台所に立つおばあちゃんの後ろ姿と「トントントン」と規則正しい
包丁の音で目覚める朝が、私はとても好きです。いつもは慌ただ
しく起きて、朝食も適当に済ませてしまいます。だから、夏休みに
おばあちゃんの家で迎える朝に少しだけ甘えたくなります。いつ
もありがとう、おばあちゃん。
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・３つの漢字プレゼントの文を読む。

・誰が誰に贈った漢字か。どういう気持ちなのか。

自分達は贈りたい人がいるか。

・書いたものを見ると、その漢字の印象を記しているだけ。

相手への気持ちが入っていない。
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お店に漢字がたくさん並んでいたら、誰のことを

思い出しながら、漢字を選んでプレゼントしたいで
すか。ちょっと考えてみてください。



・学習者は、「そうか！」と再度書き直す。

・清書をして、クラスで共有。

・一番人気は、

（バングラデシュの学習者）
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卵

漢字圏の学習者も皆、「卵」を選
んだとは～～～。漢字圏の学習
者の場合「卵」は選ばないだろう。

どの漢字プレ
ゼントが一番
心に残りまし
たか。
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「卵」に思いを乗
せるとは！

自由な感性と創
造力で、漢字に
向き合っている
学生、それが共
有できるクラスの
仲間って、すご
い！
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「自分」から「自
分」へ・・・。

いつも穏やかな
Ｃさんが、強さを
見せたのに感動。

自分を見つめる
良い機会になっ
たのでは～～～。
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クールな感じのＨ
さんが、お母さん
に贈る漢字として
「手」を選び、お母
さんへの愛を記す

とは！
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学びをデザインする力量が、これからの教師に求められて
いる。一言付言しておくと、この授業のもう一つの魅力は、
長井さんの子ども一人一人に対する細やかなまなざしと
愛情あふれる対応である。

(佐藤学：2018、p.118-119)

デザイナーとしての教師

学習者への温かいまなざしのある教師
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④ 振り返り、改善を図る

「教える専門家」から「学びの専門家」へとシフト

・授業技術を中心とするものから、子どもの学びのデザイン
とリフレクション（省察）を中心とするものへと変化。

・２１世紀の社会の変化に伴って、教師は生涯学び続ける
ことなしには職務を遂行できなく なる。

(佐藤学『専門家として教師を育てる』2015,pp.42-43)

⑤ ともに学び合う
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◆『できる日本語』は、常に「今、ここで」を大切にしている。
よって、授業後の振り返りが重要である。

◆自分自身の振り返りとともに、担当者間での「対話」が
重要である。

先生、『できる日本語」になって、

教師間の引継ぎの内容が大きく変わ
りました。それが、私の教師力アップ
にも大きく影響しています。



①進度

適切な進度で進めていますか。

②授業での教師のあり方

・学習者の「持っている力」を引き出していますか。

・自律的な学びを大切にしていますか。
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３．『できる日本語』の使い方を見直す



①進度
適切な進度で進めていますか。
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思い込みの弊害：

完璧にできるようになるまでやることが大切！？

目標 ２．５ヵ月 ３．５ヵ月 ６ヵ月
一般的 ３ヵ月 ４ヵ月 ７ヵ月
超ゆっくり ３．５ヵ月 ５ヵ月 ９．５ヵ月

http://nihongohiroba.com/wp-content/uploads/2010/08/13ac27c598e553dc5a3d339dbf7c4ef81.jpg
http://nihongohiroba.com/wp-content/uploads/2010/08/dekiru.jpg
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思い込みの弊害：
教師が丁寧に説明しないと、学習者は理解できない！？

②授業での教師のあり方

・学習者の「持っている力」を引き出していますか。

・自律的な学びを大切にしていますか。
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タスク４【伝えてみよう】

出会った人々との交流につい
て話すことができる。

学習者の深い学びを大切に！

クラスで出会って、
一緒に学びながら、
いろいろなことを考
えているんですね
え・・・。

とってもよいお互い
のやり取りがあり
ました！
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だんだん友達になって、私の中
国人の印象を変えました。
みんなはとてもやさしくて情熱
的な人だと思います。私が中国
のみんなと友達になることがで
きるなら、私たちの国も将来たく
さん問題を解決して友達になれ
るはずだと思います。
私はクラスのみんなと会うこと
ができてとてもよかったです。
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学習者の学び合いの大切さ！

実践例：
２０１６年３月
第一回浜松シンポジウム

浜松日本語学院 成瀬さんの発表より

教師がラインに数枚写真をアップする。

それを見て学習者が書き込む。

学習者の書き込みを見て、他の学習者
がアドバイスをする。
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◆先生、ぜんぶのとった
写真をおくって下さい。

◆おくってていただけま
せんか

◆さっき勉強はいただけ
ませんかと言うことで
す

（この日の授業で、
「～ていただけませんか」を
学習）
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『できる日本語』の根幹にある「学びの共同体」の考え方

４章 「学びの共同体」をめざして

４－１ 「個人力」から「チーム力」の時代へ

４－２ 共に育て合う授業力

４－３ 学校を変える「チーム力」

４－４ 「学びの共同体」作りのための学内教師研修

嶋田和子『目指せ、日本語教師力アップ
～ＯＰＩでいきいき授業～』(2008)



一貫した軸、ビジョンを最初からお持ちで、そこから『でき

る日本語』を実現なさったということが驚きでした。何より、

私自身の教師としてのあり方を内省するきっかけをくださ

いました。一方的に知識を提供する存在ではなく、学習

者自身が気付き、習得し、そして社会で実践できるように

対話を重ねて共に学び、また教室と外を繋ぐ役割を果た

せていけたらと、思わせてくれました。

日本語教師Ｕさんからのメッセージ
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学びの共同体の改革を推進している教師たちは、「共有の学び」
（教科書レベル）と「ジャンプの学び」（教科書以上のレベル）の二つ
のステージで授業をデザインしている。そして、誰もが「ジャンプの
学びをデザインするのは難しい」と語っている。しかし、その難しさに
もかかわらず、ほとんどの教師が「ジャンプの学び」の魅力と可能性
を確信している。 （p.191)

何よりも子どもたちは＜ジャンプの学び＞が大好きである。
＜共有の学び＞（教科書レベル）から＜ジャンプの学び＞に移行す
ると、「よっしゃ」という歓声が教室に響きわたる。 （p.1３６)

佐藤学『学びの共同体の挑戦』(2018)



ヴィジョンと哲学の共有は

大きな「学びの共同体」においても大切！
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「学びの共同体」で大切なのは、
ヴィジョンと哲学！

なぜ『できる日本語』
で教師は成長できる

のだろう？
なぜ『できる日本語』
が成長できるのだろ

う？

樹が成長するには、
根っこから「水分と栄
養」を吸い上げ、１枚
１枚の葉っぱの「光合

成」で・・・
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日本語教師＆
イラストレー
ターの油川さ
んとの対話に
よって・・・

「できる日本
語の樹」には、
２つの漢字が
あります。ど
んな漢字で
しょうか？



交流の場 サイト「できる日本語ひろば」

◆プロジェクトメンバーと、ユーザーの方々との対話を

めざして開設しました（２０１６年１２月）。

◆皆さんの投稿をお待ちしています。

◆新情報として・・・

「『できる日本語』説明ビデオ」（7本）作成

一部（2本）公開。

そのほかは、アクラスなどでお渡ししています。
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１．「文型中心授業」からの脱出を目指して
古賀さと子（福岡国際学院）

２．「思い込み」からの解放による教師の成長
吉村勇祐（沼津日本語学院）

３．実践の内省と教師間の対話から気づいたこと
進士真也（浜松日本語学院）

４．『できる日本語』で地域と繋がる
高橋道恵（千葉科学大学留学生別科）

５．『できる日本語』と出会ってU-ToCが変わったこと
針山摂子（浜松外国人学習支援センター） 57
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こんな「悩み」を抱えていませんか？


