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幼児期における言葉獲得のフィールドワークより
─アメリカ、中国、日本の幼稚園・保育園での活動─

横　井　一　之

1. はじめに

　世界の教育現場をのぞくまでもなく、日本の小学校に英語の授業が取り
入れられたように、英語の国際標準語としての地位は確固たるものとなっ
ている。筆者は、現地の幼稚園の保育内容を見学したり、ときに日本の保
育教材であるパネルシアターや手遊びを紹介したりして世界各地の幼稚園
を訪問している。                                    
　アメリカで英語の習得が遅れている子どもに対する保障教育の例として
サウスボストンヘッドスタート幼稚園、中国で主として英語を用いて保育
を展開している例として広東碧桂園学校英語幼児園の様子を紹介する。そ
して、日本においても日本語の習得に難儀している外国人の子どもがいる。
その対応の例として、M県S市の保育園の例を紹介する。

2. サウスボストンヘッドスタート幼稚園にて

　ヘッドスタートプログラムを実施しているアメリカ合衆国マサチューセ
ッツ州ボストン市の幼稚園を、2010年 2月 11日午後訪問した。管理職員
バーバラさんから話を伺った。

2.1. 降園後の保育室にて
　バーバラさんは元特別支援学校の教師で、障害のある子どもに教えてい
ました。結局、教師からこういう専門家に代わりました。
（質問 :今は社会福祉で働いているということでよろしいですか?）
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　社会福祉の福祉施設の一部に属しています。
　これがここのカリキュラムですね。このハンドブックは親に配布されて
います。（1）

（中略）
　ここのプリスクールは 9クラスあり、そのうち 7クラスがヘッドスター
トのみで、13時までです。
（質問：何人の子どもを何人の教師で指導していますか?）
　17人まで（現在は15人）の子どもを教師2人で担当しています。子ども
の年齢は、2.9歳~5歳までです。
（質問：子どもの年齢が混ざっているのですね?）
　そうです。あと、助手が1名います。（小さい消防服を差して）これは授
業で使うものです。消防士の格好、汚いですけど、もしよければどうぞ。
ヘッドスタートの特徴というのは、3歳とか4歳というだけじゃなくて、異
年齢児を混ぜますね。
（質問：今、授業をやっているのも（14時半以降）混ざっているのですか?）　
はい。この時期は、病院のことを話題にしています。（このコーナーでは）
寄付がありますので、その寄付金を用いて病院の様子を作ったりします。
　幼児の 6割はヒスパニック系です。ですから、ラベルを見ますと英語と
スペイン語で書いてあります。移民の子が多くて、ソマリア人、中国人、
ハイチ人などです。入園時点で英語が全く分からない子どもがいますが、1
年の間に英語が理解できるようになります。2歳から 5歳の間は、ぜひ言
語を覚えた方がよい時期でしょう。全部吸収します。大人になると、発音
とか言語が堪能じゃないですね。年齢が高くなると、言語を習得できなく
なるので、より幼い時期に教えます。2歳、3歳、4歳のうちにぜひとも英
語を教えたいと思います。
（意見：日本でも同じことがあります。ブラジルからたくさん子どもが来
ており、お父さんお母さんは日本語をなかなか話せるようにならないけれ
ど、子どもは覚えるのが早いということが同じです。）
　1つのクラスの中で、たとえばいくつかの国籍の子どもがいますが、ソ
マリア、中国、アルバニヤ、と、いろいろな国から入ってきて、遊んでい
るうちに子どもと子どもが関わっているうちに、全員が英語を覚えます。
教師は言葉がわからなくても、子ども同士で通じるようになることもあり
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ます。
　その両親がまったく英語が分からないときがありますが、両親が子ども
たちにこれ聞いて、あれ聞いてというようになります。幼い子どもが通訳
者になります。
　こんな例がありました。2人の中国人の子どもがいました。一人は 2年
間ここに滞在しており英語が堪能でした。もう一人がここに来たばかりの
子で、英語がまったく分かりませんでした。2年ここにいる子どもが、教
師に頼まれて「あなた、どうして泣いているの?」と新入りの子に尋ねま
した。ところが、この子は中国語でなく英語で尋ねてしまった。英語なら
先生が尋ねることができるのに。この子どもは、まだ英語と中国語の違い
が分からなかったということです。
　これは砂が入っているテーブルです。砂を動かしながら物を覚えます。
たとえば、動物を教えたら、ここにいろいろな動物を入れて遊びます。子
どもが動物を探したりします。動物が大好きな子が一人いますね。なんで
も、砂の中に入れちゃいます。大都市なので砂で遊べる環境がないのです
ね。公園は近くにありますが、やはり冬の期間は行きづらいですね。そこ
で、室内の遊び場を設けています。
　アメリカでは肥満の子どもが増えているという話があります。州の基準
では、以前は 1日 45分まで運動させる基準でしたが、今では少なくとも 1
日 1時間身体を動かさなければいけないことになっています。
（意見：日本では決まりがないけれど、中国では 1日 3時間戸外遊びをす
ることになっています。）
　3時間ですか。学校の 1日の時間は何時間ですか。
（返答：8時間です。）
　長いですね。デイ・ケア（保育所）のようですね。
（返答：そうですね。）
　デイ・ケアなら、8時半からそうですね、5時までですね。
（質問：バーバラ先生は、教師をなさっていたということですが、中国に
寄宿制幼稚園があるのはご存じですか?）
　聞いたことないですね。
（意見：中国は 1人っ子政策をしているので、社会性が育ちにくいので、
月曜日から金曜日まで子どもたちは夜も一緒に生活します。）
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　家に帰らないのですか。帰るのは週末ですか。
（返答：月曜日に行ったら金曜日の 5時に帰宅するというシステムです。）
　両親たちは子どもに会えますか。
（返答：基本的にはその間は会えません。）
　勉強は学校だけじゃないということを、両親に強く言っていますね。な
ぜかというと、家でも勉強しないと足りないですね。自分の子どもの教育
には親の参加が不可欠ですね。それに関しては、教師たちが両親とうまく
円滑に取り次ぎまして、そういう報告もしますし、両親が幼稚園でボラン
ティアをするようにもしています。
　両親、つまり大人から見ると子どもはただ遊んでいるように見えるかも
しれませんが、教師が両親に、このときの遊びを通して何を学んでいるか
ということを丁寧に教えます。親からみるとただ遊んでいるだけにしか見
えないかもしれないけれど、子どもは数学や、英語とか、言語を勉強して
いるのです。
　子どもは身近な環境とか、空間とか、自分がどこにいるかとか、よく分
かるように勉強している。2歳、3歳の子どもは空間の感覚がまだないので
すね。
　こちらは教師の椅子です。物語を読み上げるとき、この椅子に座って行
います。
（壁面の、文字の掲示を見て）子どもの書いた文字です。
（質問：これは個人的に行った活動の結果ですか?）
　はい。うまく書ける子どももいれば、そうでない子どももいます。この
子どもは年齢が低い方ですね。女の子はたいてい書くことが好きですけれ
ど、男の子はブロックを使って積み上げます。
（質問：これを書いたのは何歳の子ですか?）
　3歳です。こちらは 4歳。ケリーは 5歳です。この子が、昨年の 9月から
学校に入学しました。このOkey（仮名）という子はですね、去年（の9月）
来た時点でまったく話はできませんでした。もしかしたら知的障害でない
かなと考えたときもありました。この 1年で急に、教育の成果が表れまし
た。教師としては大満足です。お母さんもうれしくて泣いてしまいました。
プリスクールで話せるようにもなりました。
（質問：厳しいお母さんでしたか?）
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　いいえ。
（質問：:さて、こちらの書き方ですが、彼女は何歳ですか?）
　4歳になったばかりです。11月になったばかりです。この子が言語の専
門家の指導を受けています。ヘッドスタート幼稚園は近くの高校と連携し
ていて、その学校に通っている言語の専門家がここに週 2回来ます。週 2
回では十分ではないのですが、その専門家がこんな活動をこの子にやって
みて下さいと提案します。
　では、話戻ってOkey君ですが、彼のことは教師としてとても誇りに思っ
ています。知的障害ではないかと思っていたのだけれど、頭のいい子で。
よい教育の成果が示せました。特別支援学校（養護学校）へ行くのではと
思っていましたが。ここの幼稚園に残り、1年でものすごく上達しました。
　これがOkey君のスマイルです。ちゃんとワイシャツを着たりします。ネ
クタイも締めてきます。来たときは車のおもちゃばかりを持ってきました。
自閉症じゃないかという疑いもあったのですが、いろいろなサービスを受
けて、だんだん話せるようになったのです。この環境で上達したのではな
いかと思います。
　Okey君は家でポルトガル語を聞いていて、ベビーシッターはスペイン語
系の人で、幼稚園では英語で、3つの言葉を聞いて生活していました。そ
こで、当初混乱して言葉が出てこなかったのだろうと考えています。他の
子どもたちが来たら、子どもと遊んだり、関わったりして、成功しました。
Okey君のお母さんはうれしくて、ここに来てよろこんでいました。
（質問：:お母さんは英語ですか?）
　ポルトガル語です。あまりお母さんは英語を話さないですね。なんとな
く言葉は通じていますけれど。ここにはスペイン語がわかる先生がいます
ので、スペイン語で話したり、英語で話したりして、なんとなく通じてい
ます。
　ここでは、Okey君は英語しか話しません。2年間ポルトガル語と英語と
スペイン語を聞いてきて、理解できなかったのではないかと思われます。
（意見：日本では書くことを（小学校）6歳から教えます。法律、つまり
幼稚園教育要領ではそうなっています。）
　書きなさいではなくて、子どもがやってみたいと言ったら指導します。
先生と一緒に活動します。例えば、書き方を教えると言うと名前だけです
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ね。
（質問：日本では、実際は 4歳の子はかなり書けます。アメリカではどう
ですか。）
　書ける子も書けない子もいます。鉛筆もつかめない子もいますので、自
分の名前がケリーだったらKを、そういう感覚もわからない子もいますの
で。アルファベットがどういうものかということが 4歳か 5歳のころにわ
かるようになるので、その時点からもし子どもがやってみたいと思うのな
ら、子どもと一緒にやりますけれど、無理やりに書かせることはしません。
（質問：興味や関心をもつという考え方でよいですか?）
　はい。指導の中心的な考え方は、遊びを通して、言葉がわかるようにな
ったり、いろんな技術、社会性も整えたりするということです。もし子ど
もが、これをやってみたいのだったら教えます。とくに、書き方について
は。子どものレベルを十分把握して、次のレベルに上達するためには何が
必要なのか、その技術を教えます。
（質問：ところで、ここはボストン市が経営しているのですか?）
　いいえ。簡単にいうと連邦政府から援助を受けています。経費について
は。しかし、公立学校との連携はあります。テストが必要な場合は、専門
家が公立学校から来ます。
（質問：子どもたちは先生をなんと呼びますか?）
　スペイン語圏の子どもは「先生」と呼びます。他の子どもはエイブ（仮
名・先生の名前）と呼びます。ファーストネームかミス・エイブと呼びま
す。
　言い方は両親により違います。両親がミス・エイブとかエイブ先生とか
呼ぶと、親のまねをして言います。ずーと、聞いてきたことしか言えませ
んから。スペイン語圏の子どもは、ティーチャーかマイストロと呼びます。
　私の名前がティーチャーだと誤解している子どももいます。教師がここ
に住んでいると思い込んでおり、例えば、子どもたちが教師を外で見かけ
ると、混乱しますね。幼稚園にいると思っていますから、なんでここにい
るのと思うわけです。助手もいますが、助手はどこにと思ってしまうよう
です。
　この看板には役割分担が書いてあります。自分がやりたいときに名前の
札を入れます。1週間ずつ、自分がやりたい係に自分の名前の札を入れま
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す。子どもが自分で選ぶので、やっていると自信が付きます。自分の名前
を他の子の上に入れてしまっています。Okey君が名札を二重に入れていま
す。
　この表は、読書調べといって、先生が本を取り上げて、親が読んだと報
告するとシールがもらえる。シールが多い子ども、サリアンちゃん（仮名）
とお母さんはよく本を読んでいます。こうすると、非英語圏の親も、英語
を読むのが恥ずかしくても読みます。
（質問：親は子どもを送っているのですか。）
　毎日送ってきます。交通手段がないので。親以外と帰る時は、IDカード
で確認します。母子家庭、父子家庭の場合は複雑になるのでそうしていま
す。

2.2. デイ・ケアクラス（2クラスのうち 1つのクラスで）にて
 ─ 13時からお残りで子どもがいる保育室でインタビュー─
（質問：（日課表を見て）これは1日の授業ですね。ここは何歳から何歳で
すか。）
　去年は 4、5歳が多かったのですが、今年は 2歳と 3歳とか、若いほうが
多いですね。
　こちらはスカーレット先生です。
　スカーレット先生は、バイリンガルでスペイン語と英語ができます。
（質問：どの子の写真を撮っていけなかったのでしょうか?）
　髪が長い赤いシャツの男の子です。
（質問：:先生は撮影してはいけませんか?）
　どうぞ、どうぞ。
（質問：ビデオカメラを取りに行ってきたいのですが、撮影はよいですか?）
　彼だけ除けば結構です。
*ビデオカメラを取りに行った帰りに、先ほどのエイブ先生に会い、先生
の手遊び“Where is Thumb King?”をビデオ撮影させていただいた。*

3. 広東碧桂園学校英語幼児園にて

　中国広東省順徳市に広東碧桂園（ビークェエン）学校英語幼児園があり、
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寄宿制幼児園であり、幼児園にもかかわらず英語で保育が展開されている。

3.1. 参観記録より
　順徳市は香港から自動車で 1時間ぐらいに位置し、重点工業化地区で富
裕層も多く、将来貿易等で生計を立てることを考慮し、この幼児園では英
語で保育が展開されている。2006年 2月 21日に訪問し、保育の様子を見
学させていただいた。以下にその様子を示す。

3.1.1.	 起床　7時 00分
　我々は張軍園長先生に挨拶をしたのち、寝室をのぞくと子どもたちはす
でに起床した後で、洗面をしていた。歯磨き指導を見学させていただいた
が、英語で「上をブラシして、次は下を･･････」というように指導してい
らっしゃった。

3.1.2.	 朝の体操
　洗面等に要する時間はおよそ 30分。7時 30分から朝の体操である。は
じめに、30mぐらいを 2回ダッシュした。
　寝起きに運動することの是非は別に検討する必要があるとして、家庭で
は朝食の準備等があり、この時間帯に運動することは難しいだろう。そう
いえば、林間学習の朝礼で、神経系の活動を高めるためにこんな運動をし
たことを思い出した。

3.1.3.	 朝食　8時 00分
　運動の後は朝食を食べる。職員は子どもが運動をしている間に朝食を摂
るものもいた。おそらく、交代で食事をすると思われる。
　ここでは、「日本では牛乳を毎日飲んでいるのか?」と質問を受けた。そ
ういえば、放牧された牛の姿をあまり見かけなかったが、中国では牛乳が
これから脚光を浴びる時期を迎えるようだ。

3.1.4.	 保育の様子Ⅰ（英語）8時 50分
　最初の保育室ではネイティブの教師による英語の勉強が行われていた。
学年は年長で、「幸せの王子様」の話に関連したホームページをコンピュー
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タで表示して指導していた。9名の子どもは教師の話に耳を傾け、分から
ないところがあれば質問するという形式で保育が進んだ。途中、話の中に
出てきた事項について、コンピュータの画像や印刷物を用いてもっと詳し
く調べてみようという感じであった。保育の進行はすべて英語を用いて行
われている。私が見学している間には、一度も他の言語は使用されなかっ
た。また、子どもは普通に会話しており英語を母国語のように話していた。

3.1.5.	 囲碁教室（年中、4歳児）9時 30分
　囲碁の指導を行っていた。ここでの使用言語中国語、おそらく広東語だ
と思われる。少なくとも、英語ではなかった。

3.1.6.	 コンピュータ学習　9時 35分
　おそらく年中の子どもだと思うが、コンピュータを用いて動物当てゲー
ムを行っていた。スイッチを入れてウィンドウズ98を立ち上げるところか
ら、子どもたちが操作していた。

3.1.7.	 戸外遊び　10時 30分
　絶えず園庭または運動場で子どもたちが運動している（遊びというより、
運動という言葉の方が適している感じ）姿を目にした。園長先生は「1日
に 3時間は外で遊ぶように決まってます」とおっしゃった。

3.1.8.	 飼育舎
　古びた飼育舎があったが、動物は 1匹もいなかった。園長先生は冗談ぽ
く「鳥インフルエンザで飼育をやめた」とはおっしゃっていらっしゃった
が、残念なことである。

4.日本の外国人幼児受け入れ状況について -M県S市の場合 -

表 1　外国人の幼児の現状（2010.4.）

ポルトガル語系 スペイン語系 その他
 在籍児 40名 30名 9名
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　本年度のS市立保育園に通う外国人の幼児の人数は表1のとおりである。
ポルトガル語系の幼児はブラジル人である。数はそれより少ないがペルー
人やボリビア人のスペイン語系の幼児がいる。
　S市立保育園で外国人の幼児の言語指導が問題になり始めたのは、平成
2年に入管法が改正され、日系外国人の入国が自由になって以来である。当
初は、市役所に配置されていたポルトガル語を話せる職員が通訳を買って
出ていたそうだが、他の部署での職務が優先されるようになり、通訳とし
て保育園に関わることが出来るものはいなくなった。その後は、外国人の
幼児に対する対応は、保育士の増員でまかなわれた。増員された保育士は
ポルトガル語が得意ということはなかった。そのため、本当に必要なとき
に、外国人の保護者と意思疎通を計ることができなかった。つまり、一昨
年度までは外国人の保護者の日本語力を頼りに、中心となる 6つの保育園
の加配保育士の努力で対応していた。
　ところが、昨年度より国の緊急対策事業として通訳を雇用することがで
きるようになり、3年間の事業として、ポルトガル語系（ブラジル人）2名、
スペイン語系（ペルー人）1名の通訳を雇用することができた。そして市
独自のピュアサポーター1名を合わせ、4名の職員が6つの保育園を輪番制
で勤務している。
　実際、調査のために保育園を訪問しているときも、ある保育士が「~さ
んが何か聞きたいそうです」と職員室にやってくると、通訳のGさんが保
育室に飛んでいった。そして、要件が終わると職員室にもどり、月のおた
よりの翻訳をワープロで作成する仕事を続行した。Gさん自身も 7歳のと
きブラジルから来日した子どもで、日本で小学校、中学校、高校時代を過
ごした。小学校時代は、特別な日本語授業があったことを覚えているそう
だ。
　　　　　　　　　

表 2　通訳を採用した利点

①子どもが細かいところまで理解でき、落ち着いて学習できる。
②ケガなど、何故そうなったか本音で語ることができ、深く理解できる。
③ルールのある遊びでは、原語でサポートでき、理解して遊べる。
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英語と英語教育の眺望

5. おわりに

　サウスボストンのOkey君は、4歳でヘッドスタート幼稚園にやって来た。
母親はポルトガル語、ベビーシッターはスペイン語を話す。複数の言語の
中で生活したために混乱し、緘黙となり、あるいは周囲からは知的障害ま
たは自閉症ではないかと疑われるほどであった。今では英語を自由に操り、
友だちと楽しそうに遊ぶことができるようになった。
　一方、あるS市立保育園での話だが、4歳のときノルウェーから引っ越し
てきた幼児は、日本語がまったくわからず 2ヶ月間何も話さなかったとい
う。
　このことは、1964年 6月のアメリカ上院労働・福祉委員会貧困選抜委員
会でのフレーズ（2）「3歳から 5歳を対象とした就学前教育施設、デイ・ケ
ア、保育施設を新たにつくり、支援する。これは、貧困によって引き起こ
され、学校での失敗につながる問題を消滅させることによって、先に出発
する（head start）機会を与えるものである」によると、組織的に介入せず
そのままにすれば、言葉の面で就学後失敗するかもしれないOkey君やS市
のノルウェー児に先に出発するチャンスを与え、両君が順調に学習し、や
がて労働者として育ち、社会のために役立つことが期待できることを意味
する。
　S市立保育園で通訳をしているGさんは現在 21歳で、7歳のときに来日
した。市立小学校に通っているときは特別に日本語の授業があった。そし
て市立中学校、Y市の県立高校で学んだ。本人の努力はもちろん、各学校
の助力があってGさんは立派な青年となった。そして、現在S市の（ヘッ
ドスタート的）保育のために活躍している。
　広東碧桂園学校は幼児学校から高校まであり、全寄宿制である。幼児学
校の寄宿代を含む授業料を尋ねたところ、日本円で年額120万円であった。
物価が日本のおよそ 5分の 1なので、日本で生活している者の感覚では年
額 600万円である。授業は基本的に英語を用いて行われているので、高校
卒業後は英語圏の大学に進学する。
　さて保育や授業に英語を用いることと、寄宿制とは直接関係はないが、
幼児にとって寄宿制はいかがなものか。見学時、まだ入園したばかりの女
児が泣きながら母親と帰宅していくシーンを見た。言葉を身につけるには、
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幼児期における言葉獲得のフィールドワークより
─アメリカ、中国、日本の幼稚園・保育園での活動─

学校のみでなく生活でもかかわることが大切である。
　幼児の寄宿制の効用として（3）、広州市元東方紅幼稚園長陳月清先生は
「寄宿制幼稚園で集団生活をすれば、集団のなかで友だちとつき合い、こと
ばでの交流もでき、性格も活発になります。」と言っている。
　幼児期の保障教育により、英語を獲得していく様子をサウスボストンヘ
ッドスタート幼稚園に、日本語を獲得していく様子をS市の公立保育園に
見た。また、中国にありながら独自の教育課程により英語により教育を進
める広東碧桂園学校英語幼児園を見た。これらの様子は、言語獲得におい
ていかに幼児期が重要か、とくに 3歳が自我確立の時期と重なり、その臨
界期つまり言語獲得の最終リミットになっていることを示している。この
ことは、世界中の幼児施設、日本で言えば幼稚園、保育園（保育所）、認定
こども園で保育・教育にかかわる者が再確認すべきことである。幼児期に
豊かな言語環境を保障することは、保育者・教育者の重要な義務である。

注

1. Diane Trister Dodge (2006)
2. 添田久美子 (2005: 78)
3. 千葉由起子 (1995: 45-48)
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