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要旨  

本論文は、日本で開発され、オンラインで利用できる多言語アプリ「コトバハカセ」を用いて、日

本の公立小学校で行われた複言語教育実践を報告する。まず、日本における複言語教育には

二つの解釈があること、外国語教育が省察の要素を度外視してきたことを述べる。次に開発教材

の背景について紹介し、そのあと、オンライン教材を使った授業の児童と教師の記録を分析するこ

とにより、複言語アプローチにおいてどのように省察が引き起こされるかを示す。そして最後に、教

員養成への示唆について述べる。  
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Abstract 

This paper reports on plurilingual teaching practice in a public elementary 

school in Japan, using the multilingual online application named kotobahakase. We 

first report on two common interpretations of plurilingual education in Japan, and 

argue that foreign language education has hitherto neglected learners ’ reflexivity. 

After discussing the development of the teaching materials,  both students ’ and the 

teacher’s reflexive journals of the practice will be analysed to  demonstrate how 

reflection can be triggered by plurilingual approaches. The study also discusses the 

implications for teacher training.  
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Awakening to Languages, foreign language education, Japanese elementary 

school  

 

1. 日本における複言語教育  

1.1 複言語教育の二つの解釈  

複言語教育という用語は、複言語主義（plurilingualism）に基づく言語教育を指

すが、言語教育のさまざまな実践、価値観、信念を説明するときに用いられる包括的

な用語でもある（Beacco et al. 2016）。日本においては、これには大きく 2 つの解釈が

認められる。 

一つ目の解釈は、複言語教育を、カリキュラムの言語を複数化させることと捉える

ものである。複言語教育の元にある複言語主義の概念は、『ヨーロッパ言語共通参

照枠』（以下 CEFR）（Counsil of Europe 2001）が紹介されたことを機にヨーロッパを

超えて世界中に広まってきたが、日本においてはとりわけ、英語に続く第二外国語教

育の文脈で多く論じられてきた。ここで複言語主義は「話者が、母語に加えて 2 つの

言語を保持すること」というように、個人の言語能力の、ある状態を指す概念として紹

介され、複言語教育は複数言語能力の保持を目指すものとして解釈される。日本の

教育制度の中で 2 つよりも多くの言語を保持するには、小学校から大学まで、あらゆ

る教育レベルで重視される日本語と英語に加えて、第二外国語を習得するのがもっ

とも一般的な方法である。ところが日本の教育制度では、第二外国語を履修できるよ

うになるには、ほとんどの場合、大学まで待たなくてはならない（山本・大山  2018）。こ

のため、たとえば古石（2016）は、複言語主義の理念を受けた議論として、日本にお

いても、「児童・生徒・学生が選択できる言語のレパートリーに英語のみではなく複数

の言語が存在し、その中から 2 言語以上選択して学習できるような教育環境」（p.17）

こそが望ましいと論じている5。 

では、カリキュラムの中の言語を複数化すれば、「母語＋2 言語」は自然に達成さ

れるだろうか。これについて複言語教育の専門家であるジャン＝クロード・ベアコは、

複数言語が選択できるだけでは十分でないことを指摘する（ベアコ・西山・大木  

2015）。たとえばフランスの教育システムでは多くの場合、外国語として 3 つか 4 つの

選択肢が提供されるが、多くの学習者は英語を選択し、また、英語以外の言語を選

択する割合は減少傾向にある。つまり、多くの人は用意された選択肢を十分に活用

                                                        
5 こうした議論に基づき、日本言語政策学会は 2014 年に高校で英語に加えて「第 2 の外国語」

を必修選択科目とするための外国語教育政策提言を行っている（森住ほか  2016）。  
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することをしないため、選択肢は全成員にとってのレパートリーの増大を必ずしも意味

しない。 

別の問題もある。個別言語教育は、基本的に一つの言語のみを限定して教える

教育に基づいており、そこでは異言語としての英語教育（TESOL）がこれまでずっとそ

うであったように（May 2014）、学習者の母語を含め対象言語以外の言語を排除する

こともありうる。教えられる言語が複数化していても、教授法自体が単一言語主義（さ

らには単一文化主義）に基づく場合は十分にありうるのであり、これは大学の初修外

国語においても広くみられることである。したがって、カリキュラムの中に複数の言語が

選択できることは、複言語教育の必要条件であっても、十分条件ではない。 

複言語教育のもう一方の解釈とは、学習者の持つレパートリーのすべてを活用し

ながら言語教育を行い、言語的・文化的に馴染みのない環境の中で適切にコミュニ

ケーションできる個人、また、言語的・文化的レパートリーを拡大できる個人を育てる

方策を問うものである。これは複言語教育あるいは「教育の複言語的アプローチ」とい

う表現で提案されてきた。そこでは複言語主義は CEFR 第 8 章で展開された「複言

語・複文化能力」に基づいて捉えられ、話者が複数の言語を保持すること自体は強

調されない。複言語教育の中には、複数言語の習得を目指すバイリンガル教育や

CLIL（内容・言語統合型学習）などもあるが、CEFR の複言語・複文化能力の考え方

をより一般的に、また具体的に教育実践に応用したものと考えられているのが、言語

教育の中でも複数の言語や文化（の変種）を同時に扱い、それらの関連性を打ち立

てることを目指す多元的アプローチ（Candelier, et al. 2012）である。こうしたアプロー

チには、CEFR 以前から実践されてきたものも多いが、現在は複言語教育の枠組み

でその教育的意義が記述されるようになっている。  

 

1.2 外国語教育における省察の不在  

こうした教育の複言語アプローチの研究が進む中で、2016 年にヨーロッパで出版

された複言語教育の策定のためのガイドは、省察（reflexivity）、すなわち「学習者が

自分の学習や経験を分析や認識の対象にする」ことの重要性を指摘する（Beacco et 

al. 2016: 2.3）。省察とはメタ認知とも呼ばれ、学習プロセスを認識することを指す。学

習者は省察によって自分の学習や経験を分析や自己認識の対象とする。特定の知

識や特定の技能のみに関わろうとするのではなく、むしろ特定の知識からの距離を確

立させることが重要であり、距離を置くことによって、知識を習得したり伝達したりする

力、既存または習得中の技能やコンピテンシーを発揮する力が向上すると考えられ
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ている。 

これが注目されるのは、20世紀の外国語教育において省察が避けられてきた背景

があるためである。むしろ異言語習得においては学習者の既に持っている言語レパ

ートリーを抑圧し、できるだけ意識化しないことがよいとされてきた。たとえば 1980 年

代に流行したコミュニカティブ・アプローチは、Chomsky の理論言語学をもとに、それ

までの文法訳読法に替わる画期的で科学的なアプローチとして登場したが、訳読法

と異なり、「無意識」の言語能力を伸ばすという触れ込みで導入された（Kelly 2019）。

近年の心理言語学やバイリンガリズム研究の発展により、この方法の有効性は疑問

視され、TESOL や SLA の中からも省察の重要性を論じるものが現れている（May 

2014）。しかし省察を外国語教授法に導入する方法はいまだに各文脈において課題

となっている（例えば Jessner & Kramsch 2017）。 

日本ではどうであろうか。現行の学習指導要領を準備するために用意された、平

成 20 年 1 月の中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特

別支援学校の学習指導要領等の改善について」 6では、学習指導要領改訂におい

て「思考力・判断力・表現力等の育成」を重視するとし、具体的には次の活動を増や

すことを提案している。(1) 体験から感じ取ったことを表現する、(2) 事実を正確に理

解し伝達する、 (3) 概念・法則・意図などを解釈し、説明したり活用したりする、 (4) 

情報を分析・評価し、論述する、(5) 課題について、構想を立て実践し、評価・改善

する、(6) 互いの考えを伝え合い、自らの考えや集団の考えを発展させる。さらに (4)

の例として、「学習や生活上の課題について、事柄を比較する、分類する、関連付け

るなど考えるための技法を活用し、課題を整理する」ことを挙げている（強調引用者）。 

(1)-(6)はこれまでに多くの学校教育現場において「振り返りシート」や「調べ学習」

を通して行われてきたことでもあるが、ここで強調した点は省察のための基本的な技

法でもある。ところが、本稿で対象とする小学校外国語の現行学習指導要領をみる

と、「コミュニケーション能力の素地を養う」とはあるものの、省察のための具体的な活

動や、思考力を育成する方法についての記述が見られなくなる（文部科学省  2017a, 

b）。これは、まさに省察を排除してきた日本の外国語教育の特徴を表すものであろう。  

 

1.3 小学校外国語教育における複言語アプローチ 

日本の小学校外国語教育において、複言語的アプローチの重要性は、まったく

                                                        
6 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/gengo/1301051.htm [2020.10.1.参照 ]  
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意識されていないわけではない。学習指導要領には「外国語科においては、英語を

履修させることを原則とすること。」（文部科学省  2017a:164）と規定されているが、そ

の一方で、学習指導要領解説には「英語以外の言語を使う人々の日常生活も取り

上げることにも配慮することが求められている」（文部科学省  2017b:134）と、英語以

外の言語や文化を取り扱うことの重要性についても触れている。 

教育実践者の中からは、教育実践の積み重ねと、教育学的信念から外国語教育

の目的を抽出する議論が現れ始めている。例えば阿部（2019）は、将来において何

語を学習するかは子ども自身が決めるものであるから、特に小学校教育は学習者の

生涯にわたる外国語学習を下支えすることが重要であると述べる。そこで外国語教

育の目標は、自立した学習者を育てること、すなわち「中学・高校・大学・社会人にな

っても自ら外国（語）と接しようと思う人間、自分の力で外語の学習を進めることができ

る人間」（p.110）を育てることであると論じる。このように「複数言語能力の保持」自体

よりも、「複数の言語を学ぶ能力を育成すること」に焦点を当てるのは、教育の複言

語アプローチと深く共通する見方である。また奈良教育大学附属小学校では、英語

のみを強調するのではなく、日本と外国の言語と文化についての理解を深めることを

目的とした外国語教育の時間として、「言語・文化」と呼ばれる授業を展開している

（大谷  2014）。こうした教育活動は上述の多元的アプローチに該当する。  

それでは、日本の小学校で行う複言語アプローチはどのようにして省察を引き起こ

すことができるのだろうか。本稿はある小学校で実践された、多元的アプローチの一

つである言語への目覚め活動を取り上げる。言語への目覚め活動とは、複数の言語、

特に学校で教えられている言語と教えられていない言語を使った活動を通して、異な

る文化や考え方などへの気づきを促すための教授法である（大山  2016）。これは特

定言語の習得を目的としたものではないが、学習中の言語に限らず、子どもの暮らす

環境（地域や国）や、家庭言語、さらに世界中のあらゆる種類の言語を含めて、こと

ばについて学ぶ時間を提供する。このアプローチは、就学前・初等・中等教育に渡り、

教育の複言語アプローチの一つと認識されている（Beacco, et al. 2016）。 

本研究では、実際に複数の言語を含む教材を使って、小学校でどのように言語へ

の目覚め活動が行われたかを、特に省察に注目しながら検証し、それによって教育

の複言語アプローチの意義を考察する。 

 

1.4 実践の背景・データ・方法論  

大阪府守口市内の小学校において、2020 年 5 月から 6 月にかけて、5 年生（2 ク
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ラス、71 人）、6 年生（2 クラス、78 人）の児童を対象に行われた 2 回の実践を報告す

る。 

本稿の著者の一人は小学校教諭として、普段から複数の言語や文化を教室に取

り入れた教育実践を行っている。筆頭著者は多元的アプローチの研究を行っており、

この 2 名は共同して、通常の英語を中心とした授業に接続できるような言語への目覚

め活動の教材開発および実践研究を行ってきた（詳しくは Moore et al. 2020）。 

新型コロナウイルスの感染拡大により、日本の小学校では 2020 年 3 月から休校

措置が取られた。その後はしばらく分散登校となり、外国語の授業は大きな制約を受

けることになった。小学校外国語教育の指導要領は「外国語による聞くこと、話すこと

の言語活動を通して」コミュニケーション能力を伸ばすことを重視しており、カリキュラ

ムも児童に話す活動を多くさせるように組み立てられてきた。ところが感染リスクを最

小限に抑えるため、公立小学校では「出来るだけ声を出さないように」、また「向かい

合っての話し合い活動はできない」という制約が課せられた。これらはいずれも、これ

まで行われてきた外国語の授業実践の大幅な変更を余儀なくさせるものであった。  

そのような中でも、複言語教育の実践経験を持つ教諭は、「多言語を聞いて考え

ることならばできる」と考え、ちょうど同時期に発表されたオンラインで利用できる学習

支援教材「コトバハカセ」 7の存在を知り、これを外国語の授業に導入した。学校で使

用可能な iPad、さらに共同学習を支えるアプリ Padlet 8を用いて、児童が気づいたこと

の共有を行えるようにした。  

この授業実践について、次章では、児童の学習記録と教師の観察日誌をデータと

し、複言語アプローチがどのように実践されたかを多角的な方法で解明する。2.1 で、

筆者の一人が多言語教材コトバハカセの開発に至った経緯と、その特徴について述

べる。2.2 では、もう一人の筆者がこれを用いて行った授業実践について、自身の省

察的観察日誌と児童の投稿をデータとして、学習者の学びを記述する。そして 2.3 で、

児童が振り返りとして書いた学習記録をデータとして、テーマ分析を行った結果を示

す。最後に、この授業実践がどのように省察を可能にしたかについて論じる。  

                                                        
7 https://gift10.net/app/kotobahakase/ [2020.10.1.参照 ]  
8  Padlet 社の提供する情報共有のためのツールで、ビジネスだけでなく学校向けのサービスも提

供している。投稿者はテキスト、図、動画、リンクなど多様なメディアによる情報を、壁紙に付箋を

貼り付けるような要領で投稿でき、全員に共有できる。児童はキーボード配列の入力だけでなく、

フリック入力や音声入力でできるほか、文字入力が難しければ紙に書いたものを写真にとって画

像を投稿したり、自分が話しているところを動画にとってそれを投稿するなど、好きな方法で共有

することができる。  
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2. コトバハカセを用いた言語への目覚め活動  

2.1 教材開発の経緯と教材の特徴  

この教材は著者の一人でゲーム開発者である濱田が、新型コロナウイルス感染拡

大による休校措置を受けて開発したものである。その動機は、近親者が現役の小学

校教諭であり、児童のためにできることが非常に制限された状況であることを知り、何

か力になりたいと思ったためであった。そこでゲーム開発者であるからこそ出来ること

を考えた結果、休校中に役立つものを作ろうと、完全に無料で利用できる、教育系の

ゲームを作成することにした。そこでできたのが「コトバハカセ」である（図 1）。 

図 1 コトバハカセ：スマートフォンまたはタブレットと、紙のカードを使って遊ぶゲーム  

 

コトバハカセはスマートフォンと紙を用いて遊ぶ、「百人一首」のかるた遊びに類似

したゲームで、次の特徴を持つ。かるた遊びでは、上の句に続いて下の句が読みあ

げられる。下の句が読みあげられるまで待てば確実に札を選ぶことができるが、もし早

く取って勝ちたいのであれば、上の句と下の句を覚えておいて、上の句を聞いたとき

に下の句を探すほうが勝つ可能性が高まる。これと同様の原理で、コトバハカセでは

1 回目は音声のみ、2 回目は音声と同時に絵が表示される。絵を見ればどのカードを

取るかがすぐにわかるが、もし勝ちたいのであれば、絵と音声の組み合わせを覚えて

おくほうが勝利しやすくなる。こうしてゲームに参加する人に、「外国語の単語を覚え

たい」という動機付けを、自然に与える仕組みになっている（図 2）。 
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①1 回目は Elephant という音

声のみが聞こえる。  

②2 回目は音声だけでなく、

図も現れる。図をみてカードを

取るのは簡単だが…  

③他の人よりも早く取りたいな

ら、1 回目の音声が聞こえた

ときに取るほうが有利！  

図 2 コトバハカセの遊び方と勝つためのコツ  

 

コトバハカセではこのようにして、複数の言語（7 言語：中国語、韓国語、タガログ語、

ポルトガル語、ベトナム語、英語、日本語）の音声を使って遊ぶことができる。それぞ

れの言語で、小学校外国語で使われている教科書『We can!』から抽出した 100 の単

語について、イラストと音声が用意されている。単語の抽出に当たって開発者は、日

常生活で使いやすいよう、具体的で「指差し」しやすい名詞を選んだ。 

多言語での教材開発を行った理由は、開発者が、休校中に役立つものとして学

校が再開したときに「良い効果」を出せるものを作ろうとしたためである。休校中の児

童に役立つ外国語教材を考えるなかで、日本語の支援が必要な児童への支援に課

題があることを知るようになり、外国語を話す児童に関する課題に何らかの解決策を

もたらすことも希望した。また、開発者自身の複言語・複文化的な経験から、相手の

言葉を知ることが児童の間に「共通の話題」をもたらし、良い効果を出すのではない

か、という見通しがあった。この観点から、コトバハカセで遊べる言語は、外国語を話

す児童が多いものから、中国語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、ベトナム語が入

ることになり9、また「人気のある言語」として英語、さらに日本語以外の言語を話す児

童のために日本語を入れたものとして完成した。  

このゲームはウェブ上で利用できることから、多元的メディアを用いることができる。

コトバハカセのそれぞれの言語が話されている国について、「しゃしんをみる」というボ

タンを選ぶと、その言語が話されている国の世界遺産の Google Image リンクへと飛

ぶようになっている。開発者側の、休校中の児童がこれでそれぞれ遊ぶことにより、離

                                                        
9 https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/todofuken_kenshu/h30_hokoku/pdf

/r1408310_04.pdf [2020.10.1.参照 ]  

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/todofuken_kenshu/h30_hokoku/pdf/r1408310_04.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/todofuken_kenshu/h30_hokoku/pdf/r1408310_04.pdf
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れている時間が長くなっても共通の話題となり、楽しい会話のきっかけになるのではな

いか、またゲームで遊ぶには身体的な動作も伴うため、単語の記憶力があがるのでは

ないか、そして何よりも、楽しく遊ぶことを通して、複数の外国語を学ぶことに対して肯

定的な記憶となって残るのではないか、という期待が込められている。 

 

2.2 授業実践  

言語への目覚め活動には言語の構造化機能（言語をメタ的に把握すること）だけ

でなく、既に教室にある言語に正当性を与えたり、あらゆる言語が平等な価値を持つ

ということを知らせる機能がある。移民が教室や地域にもたらす言語を含めることによ

り、その言語の地位を承認することは、言語への目覚め活動が果たすことのできる重

要な機能の一つである（大山  2016:31-32）。コトバハカセはこの意味で、言語への目

覚め活動を行うのに最適の教材である。 

筆者の一人である教諭は、5 月に発表されたコトバハカセの情報を知ると、これを

授業の中で使用し、2 回の授業に分けて、複言語アプローチによる授業を行った。 

教科としての学習のねらいは、「世界にはいろいろな言葉があると知る」「言葉の類

似性から言葉の面白さを感じる」「友達の意見を読んだり、コメントを書いたりすること

により、知識の共同構築を行う」とした10。また、分散登校中に敢えてこの授業を行うこ

とにより、より全体的な目的として「児童がオンラインに慣れる」「まだ一度も会っていな

いクラスメイトとオンライン上で話し合う」ことも、目標として意識されていた。 

 

2.2.1 第一回目の授業  

実践の概要は次のようである。教師は児童に iPad を使って 10 分間程度、コトバハ

カセで自由に遊んでもらうように指示する。その後、児童はそれぞれ自分の使ってい

る iPad で、教師の提示した QR コードから掲示板アプリの Padlet の教師の用意した

ページにアクセスし、気がついたことを書き込んでいく。  

この時期には児童が共有するものにはすべて消毒をする必要があったため、コトバ

ハカセの本来の遊び方である紙のカードは使用しなかった。児童は、それぞれが iPad

内で自由に音声を聞いたりその国の写真を見たりした。 

実践校では、普段から児童が iPad を使えるように用意されており、この授業でも一

                                                        
10  実践は休校中の分散登校期間であったため、登校しなくても欠席扱いにはならず、自習の形

態となるので、授業をカリキュラム通りには進められなかった。 
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人あたり一台を用いることができた。「コトバハカセ」も Padlet も iPad 上で使えるアプリ

であるが、直観的に使いやすく、教師が少し説明をするだけで児童はすぐに使いこな

し、授業中は、教師はたまに技術的な助けを行うだけであった。 

図 3 は 1 時間の授業で 5 年生の児童が Padlet に書き込んだ投稿である。5 年生

は iPad にそれほど慣れている学年ではなく、文字入力に手間取る様子も見られた。

文字を入力するより紙に書いて写真に撮った方が早いと判断したためか、写真投稿

も目立つ。しかし、自力で考え、自力で投稿、自力でコメントをしている。  

図 3 Padlet への投稿の様子  

 

児童は iPad を片手に、コトバハカセで遊んで Padlet に自分の意見を書き込むだ

けでなく、他の児童の投稿を読んで、またコトバハカセに戻り、音声を聞きなおして他

の児童の気づきを確認し、「イイね」を押したりコメントをしたりした。これにより、分散登

校中であるにも関わらず、児童は同じ学年の児童全員とやりとりができる感覚を持つ

ことができたと考えられる。 

 

2.2.2 第二回目の授業  

前回同様、iPad を用いて、コトバハカセで活動をしてから気づいたことを Padlet に

書き込む、という手順で行われたが、教師はこの時点までに Facebook 上で開発者と

つながりを作っており、コトバハカセに「音声だけでなく、それに対応する文字を載せ

てほしい」との要望をしていた。開発者の濱田はそれに応え、スペルも表示できるよう

にしていた11。第二回目には児童は多様な言語の音声だけでなく、文字も観察したこ

                                                        
11  開発者は、コトバハカセの開発にあたり、テストプレイの結果、子どもにとって情報が多すぎるこ

とを懸念しあえて文字は表示しないことにしていた。しかし教員による支援があれば問題ないと判
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とになる。また第二回目には、Padlet への投稿だけでなく、通常授業時にいつもやっ

ているのと同様に、紙のワークシートにも授業全体の振り返りを書かせた。 

 

2.2.3 Padlet への投稿と児童の様子  

Padlet への投稿を見ると、子どもたちの様々な気づきを認めることができる。例えば、

「中国とベトナム以外パンダの言い方が似てる。たぶん外国の人がパンダときめたの

ではないか？理由はパンダの名前の半分くらいはチェンチェンとかだから、たぶん中

国？」12という児童の投稿では、児童が単語の言語を超えた共通性について仮説を

立てていることが分かる。また、「英語の象「エレファン」とポルトガル語の「エレファン」

とタガログ語の「エレファン」が自分的に、似ていると思いました」は、音声学的特徴の

気づきがあったことがわかる。「いろんな国の言葉がゴリラとパンダの言い方が似てい

る。他の動物の言葉には似ていないやつがあったけど、どうして似ていることばと、似

ていないことばがあるのかきになった」という投稿は、共通性と差異が生まれる理由に

ついて問いかけるものであるが、これに対して他の児童が Padlet 上で「返信」をする

形で、「おもしろいね。どこかで言い始めたのが広がっていったのかな」と、考えを進め

ている。これは、知識の共同構築が行われている一例である。  

さらに渡日の児童のいる学年では、その子の母語を覚えようとする子が圧倒的に

多くみられた。覚えるために何度も聞き、聞こえた音をカタカナでなんとか書き表し、

ぶつぶつ言って覚えようとする様子が見られた。 

その日の教師の日誌には、「わずかな時間で深い気づきが次々と生まれ、誰に言

われたわけでもなく、自分で外国語の学び方を開発していく子どもたちの姿が見られ

た」とある。  

 

2.3 児童の振り返り：テーマ分析と考察  

それでは、児童は振り返りでどのようなことを報告したのだろうか。児童の全体的な

学習を知る手がかりとして、第二回目の授業の最後に児童が振り返りシートに記述し

た内容をデータとし、Braun & Clarke（2006）を参考にテーマ分析を行った。5 年生

（回答者 55 人）では 90、6 年生（回答者 62 人）では 92 の個別コードが生成され、

「注意点」「個別言語」「複数言語間」「期待」の 4 つの一般的テーマに集約された。

                                                        

断し、必要なときに使えるよう、単語のスペル表示ができるコードを教諭に提供した。  
12  実際には児童は単語の後に絵文字をたくさん挿入するので、カラフルで多元的な記号使用が

見られるが、ここでの引用では割愛した。  
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表 1 に、各テーマ、コード、テーマの説明、代表例を示す。（）内はコードの数を示す。 

児童がこの授業の振り返りで報告したテーマを見ると、注意点や個別言語に関す

る記述から、中国語、韓国語、ベトナム語、ポルトガル語のように、学校のカリキュラム

にない言語についての記述が多く表れている。児童はまだなじみのない言語の特徴

を、関心を持って捉えようとしていることがわかる。  

テーマの中でも圧倒的に多いのが、複数言語間の関連性に関する記述である。

複数言語間の記述の中でも、多くの児童が日本語や、カリキュラムに含まれている英

語を基準にして外国語を観察しており、「既知のものに基づいて未知のものを学ぶ」

という一般的な学習方略が見られる。一方で、少なくはない児童が、日本語と英語以

外の言語どうしの関連性をも観察し、比較し、関連付け、特徴を記述している。ここか

ら、学習指導要領で外国語の目標とされている「日本語と外国語との違いに気付き，

これらの知識を理解する」こと、および学習指導要領解説で推奨されている「英語以

外の言語や文化を取り上げる」ことを通して、「比較する、分類する、関連付けるなど

考えるための技法を活用し」て、児童はこの授業で触れた言語についての省察を深

めていることが分かる。 

注意点の記述の仕方から、この実践校の児童には、外国語学習において省察を

する基本的習慣が身についているように見える。これは、実践校において、普段から

外国語の学習に「気が付いたことを書く」というタスクを取り入れているためであろう。  

それでも 5 年生と 6 年生のデータを比較したところ、前者の方が全体の中で「複数

言語の観察」を報告する割合が多く（前者 63%に対し、後者 46%）、その記述もより

詳細となる傾向があった。6 年生のほうが iPad の操作に慣れており、かつ認知操作

が発達していることに鑑みると、これは興味深い点である。実践者はこれを、「5 年生

は、昨年度に言語への目覚め活動にたくさん取り組むことができたために、複数の言

語に対する観察力や興味が向上しているためではないか」と推察した。前年度に目

覚め活動を経験した子どもたちが、年齢的にも、 iPad 使用経験も少ないにも関わら

ず、複数言語間の事象についてより多くの考察を残せていたとすれば、これは、目覚

め活動を行った子どもが言語の多様性に対する興味関心を有意に増加させることを

示した先行研究結果と一致する（Candelier 2003）。さらに 5 年生には、前年度に言

語への目覚め活動で提供された音声記述方略を取り入れてみた児童がいた。この

実践だけでは実証はできないが、言語への目覚め活動は、言語への興味関心だけ

ではなく、言語学習方略をも多元化する可能性が示唆される。  
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表 1 コトバハカセ実践後の感想（5・6 年生）  

テーマ  コード  記述  例  

注意点  

(19) 

注意した点  

(19) 

児童が何に

注意して活動

を行ったかを

報告するもの  

・文字を見て、声を聞いたりして、これはこう

言うんだ、と思って聞いていた。  

・できるだけ多くの言語を聞けるようにした。  

・中国語の漢字から何か想像した。  

・タガログ語をめっちゃ調べた。  

 

個別言語  

(22) 

中国語 (5) 

韓国語 (5)  

ベトナム語 (3)  

ポルトガル語 (2)  

英語 (1)  

特定せず(6)  

1 つの言語を

観察し、印象

に残った点に

関する記述  

・中国語ではパンダのことを「熊猫」という  

・韓国語でリンゴは、사과サークワ  

・ベトナム語で動物がほとんど con という言

葉が最初に入っていました。  

・ポルトガル語の羊は、ココオウ  

・アメリカはパンダをペェンダという発音  

 

複数言語間  

(99) 

日本語を基準

にした比較  

(42)13 

 

 

 

英語を基準にし

た比較  

(15)  

 

 

 

その他 の言 語

間の比較  

(26)  

 

 

全体的共通性

(16)  

日本語を基

準にして似て

いる、または

違っている点

の記述  

 

英語と似てい

る、または違

っている点の

記述  

 

 

英 語 と 日 本

語 以 外 の 言

語の共通性  

 

 

一 般 的 な 共

通 性 を 指 摘

するもの  

・タガログ語のパンダと日本語のパンダはよ

く似ていた。  

・中国語の漢字は日本とけっこう似ていた。  

・カタカナと英語は発音が似たりしていたの

と、まったく違うのがあった。  

・日本語は外国語と似ていない。  

・英語ではタイガーだったのが e とｒを変えた

だけでタガログ語ではティグレになった  

・elephant は英語とタガログ語がいっしょで

ポルトガル語はちょっとちがう。  

・象はアメリカ（英語）とタガログ語が似てい

た。あとライオンも似ていた。  

・タガログ語のライオンの文字の上に（横に

も下にも）、何か書いてある。ポルトガル

語にもあるし、文字が重なっている。  

・韓国（ﾔﾑ）と中国（ﾔﾑ）の羊の発音が違う

だけ。韓国と中国は言葉が一緒だった。  

・パンダとゴリラはほとんどの国で似ている。  

・果物をいろんな国の言葉で聞いたら、バ

ナナがいろんな国で同じだった。  

 

期待  

(42) 

次回の授業で

取り組みたいこ

と(42) 

さらに進めた

い学習につい

ての記述  

・文の違いについてもっと知りたい  

・次はフルーツをしてみたい  

・いろんな国をまんべんなく聞きたい。  

 

                                                        
13 日本語と英語の共通性を指摘したものは、こちらに計上した。  
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3． 複言語教育を成立させるもの 

本論文は、日本における複言語教育について、小学校での複言語アプローチが

どのように省察を引き起こすかを検討した。コトバハカセを使った実践を多角的に検

討したことにより、複言語アプローチが成立するための条件として、次が指摘できる。 

一つには複言語教材である。特に多元的アプローチは複数の言語や文化を同時

に扱うことによる教育活動を指すため、コトバハカセはこの点で理想的な複言語教材

であり、日本でもっとも出合えそうな言語を複数含み、楽しく遊びながら活動できる素

材となっている。これがなければ、言語についての省察は生まれにくい。  

二つ目は省察活動である。複言語教材を学習にうまく使うことによって、学習者の

生涯にわたる言語学習を支える興味・関心を伸ばすような複言語教育が成立する。

本論文の 1.2 では、その鍵となるのが省察であると論じた。本論文で報告した実践で、

実践者は「誰に言われたわけでもなく、自分で外国語の学び方を開発していく子ども

たちの姿が見られた」と記録している。ただし教諭は Padlet を導入することにより、自

分が耳で聞き取った複数の言語と、その特徴を言葉にすることを通して、児童が自

分の学習プロセスを言語化し、可視化、共有することを促していた。これにより児童は、

いま学習したことと、これまでの経験と合わせて仮説を立てることを促され、それによっ

て知識や仮説の共同構築が可能となったと考えられる。児童が自分たちだけで学べ

るように見えるのは、教諭によって自然に省察に入れるような仕組みが用意されたた

めであり、またこれまでにも様々な省察を促すタスクを導入してきたために、児童が自

分自身で学ぶ力を学習の中で身につけてきたからと見るのが妥当だろう。 

さらに三つ目として、教師の能力である。コトバハカセという教材を発見したこと自

体からも分かるように、教諭自身が言語や文化の多様性に開かれた「複言語姿勢」

（Moore 2018）を持っていることに、複言語教育が成立した一つの理由を求めること

ができる。まとめると、複言語アプローチの中でも言語への目覚め活動は、多元的な

言語資料を基に、省察のタスクを加えて行われるものであり、それをつなぐのが教員

の複言語姿勢であると言えるだろう。 

ベアコは日本のような状況では、誰もが学ぶ言語である英語の教員養成において

複言語・複文化の意義について教えることが重要であると述べる（ベアコ・西山・大木  

前掲書）。教員養成では意義を教えるだけでなく、具体的な複言語アプローチを用

いて教員自身が発見的学習をすること、またそれを通して複言語姿勢を身につける

ようにすることが、今後の課題の一つと言えるだろう。 
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