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中段左：活用ガイド 

右側3点：ポートフォリオ本体3種 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

●2015 年 9 月 6 日（ドイツ・ケルン） 
ケルン日本文化会館にて、奥村三

菜子先生を講師に迎え「第 1 回

ワークショップ〈こども Can 

Do〉―複言語キッズの日本語習

得・日本語継承をサポートするー」

を実施。（主催／チーム・もっとつ

なぐ、国際交流基金ケルン日本文化

会館。参加者 40 名） 

（★報告書はこちら） 
 

    ワークショップの様子 

  （子どもたちの「できること」を書き出している参加者） 

 

 

●2016 年４月 29 日（ドイツ・フランクフルト） 
国立国語研究所野山広先生を招き、「複言語キッズの語彙・

漢字」の学びについて、勉強会（非公開）を実施。 

 

●2016 年 8 月 8、9 日（日本・東京） 
母語・継承語・バイリンガル教育（MHB）研究会 2016年度

研究大会（テーマ／継承語教育と超多様性）で、ドイツにお

ける出自語（継承語）教育の現状ならびにチームの活動内容

をポスター発表。（共同発表／奥村三菜子、チーム・もっとつな

ぐ） 
 

●2016 年 9 月 25 日（ドイツ・ニュルンベルク） 
野山広先生を講師に迎え、 

「第 2 回ワークショップ〈複言語キ

ッズ Can Do〉―親子の対話を促し、

子どものたちの日本語の学びを支え

るー」を実施。（主催／ 

チーム・もっとつなぐ。参加者 30 名） 

（★報告書はこちら） 

 

 

 

●2016 年 10 月 7 日（フランス・パリ） 
パリ日本文化会館での「もっとつなぐワークショップ：複言

語キッズ Can Do!」へ出張講演。（主催／国際交流基金パリ日

本文化会館。参加者 22 名）。 
 

●2017 年 3 月６日（ドイツ・ベルリン） 
ベルリン自由大学にて、福島青史先生を講師に迎え、座談会

「複言語・複文化キッズのことばについて考えるー家庭でど

のような支援ができるのかー」を開催。（主催／チーム・もっ

とつなぐ。共催／ベルリン自由大学日本語教育の会） 

 

ドイツ国内外での活動 
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https://www.jki.de/pool/user_upload/files/kurse/Lehrerfortbildung/KenshuuChirashi/Workshop_Report_kodomo_can_do_sept.2015_final_re.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B4AWY22nrMFqYlNKOVZKbTlDZFk/view?resourcekey=0-O_dVqCyPCLNHrrnXC03ULA
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●2017 年４月 30 日（スペイン・マドリード） 
スペイン日本語教師会（APJE）春の定例研修会セミナーに講

師として招かれ、「複数の文化・言語の中を生きる子どもた

ちの日本語について考える」ワークショップを実施。（講師

／三輪聖。主催／スペイン日本語教師会、国際交流基金マドリード

日本文化会館。参加者 30 名） 

 

●2017 年 8 月 29 日（ポルトガル・リスボン） 
ヨーロッパ日本語教師会（AJE）研究大会で、共同パネル「ヨ

ーロッパで継承語を教えることと学ぶことの意味を考える

－それぞれの現場で－」のテーマのもと、「親の視点・子ど

もの視点―複言語・複文化主義の言語教育観に基づいた『家

庭 Can Do 週間チェック』の分析から―」を発表。（発表者

／松尾馨。主催／AJE。聴衆 約 35 名）。 

    AJE 研究大会 発表スライドより 

  （家庭での支えが子どもたちをエンパワー） 

 

●2017 年 11 月 10 日（ベルギー・ 

   ルーヴァン=ラ=ヌーヴ） 

ベルギー日本語教師会 20周年記念第 100回勉強会「『内省

から創造へ』－20 年間のアイディアから生まれる新たな実

践―」に講師招聘を受け、「多言語・多文化を生きる子ども

たちの日本語支援」を発表。（講師／三輪聖。主催／ベルギー日

本語教師会。参加者 40 名） 

 

●2018 年 3 月 21 日（日本・福井） 
福井大学日本語教育支援講座第３回「複数の文化・言語の中

を生きる子どもたちの日本語について考える」へ出張講演。

（講師／三輪聖。主催／福井大学。参加者 30 名） 
 

 

 

●2018 年 7 月 20 日（日本・東京） 
早稲田大学大学院日本語教育研究科にて「複文化・複言語の

子どもたち」をテーマに非公開座談会を開催。（話題提供者／

奥村三菜子、野山広、福島青史、松尾馨、勝部和花子。主催／チー

ム・もっとつなぐ） 

 

●2018 年 8 月 4 日（イタリア・ヴェネツィア） 
ヨーロッパ日本語教師会（AJE）研究大会の共同パネル 

「複数の文化・言語の中を生きる子どもたちの日本語の学び

の支援について考える―ヨーロッパの教育理念から見えてくる

こと―」を発表。（発表者／三輪聖。主催／AJE。聴衆約 40 名）。 

 

●2019 年 2 月 9 日（ドイツ・ベルリン） 
ベルリン日本語教育セミナー2019「世界とつながる子どもの

日本語教育―青少年日本語教育の視点と方法ー」にて、「子

どもポートフォリオワークショップ」を実施。（ファシリテー

ター／チーム・もっとつなぐ。主催／国際交流基金ケルン日本文化

会館、ベルリン日独センター。参加者 40 名）。 

ワークショップ成果物（こどもたちと日本語のつながりマップ） 

 

●2019 年 6 月 3 日（ドイツ・ハイデルベルク） 
欧州日本ネットワークENJA第９回大会分科会「日本語教育：

欧州において、よりよい日本語・継承語教育のためにできる

こと」でパイロット版ポートフォリオを発表（発表／チーム・

もっとつなぐ。主催 ENJA）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

パイロット版ポートフォリオ 表紙 

https://tsunagu-jki.de/2021/07/02/2031/
https://tsunagu-jki.de/2021/07/02/2031/
https://drive.google.com/file/d/1Ml5ssX0XWa0Ld1Jmn6RfZ9AZUNCD3Yeo/view?usp=sharing
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●2019 年 9 月 1 日（ドイツ・フランクフルト） 
日本文化普及センターにてカルダ

ー淑子先生、野山広先生、福島青史

先生を迎え「講演会＆フォーラム：

ルーツ言語を学ぶということ」を開

催。（共催／チーム・もっとつなぐ、日

本文化普及センター。後援／国際交流

基金ケルン日本文化会館。参加 30名）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●2020 年 8 月 8 日（オンライン） 
母語・継承語・バイリンガル教育（MHB）

研究会 2020 年度研究大会海外継承日本語

部会で、「複文化・複言語キッズ Can Do ポ

ートフォリオの提案：親子の対話を 

通した家におけることばの学びの支援」を発表。 

（発表者／三輪聖。主催 MHB） 

 
●2020 年 10 月／11 月／12 月（オンライン） 
バイリンガル・マルチリンガル子どもネット(BMCN)オンラ

イン国際フォーラムにて、「複文化・複言語キッズ Can Do

ポートフォリオの提案：親子の対話を通した家庭におけるこ

とばの学びの支援」を発表。（発表者／三輪聖。主催 BMCN） 

 

●2020 年 12 月 5 日（オンライン） 
韓国日語教育学会 第 37・38 回国際学術大会にて「複言語

児向け『わたし語ポートフォリオ』―CEFR を親子のことば

の『共育』に文脈化する試み」を発表。（発表者／勝部和花子。

主催 KAJE、ALCE） 

 

（※2021年以降の活動レポートは、こちらをご覧ください） 

 

 

 

 

 

   

 

  

上：イベント案内 

下：グループ活動「ルーツ言語」とはなに？ 

2020年12月5日 オンライン発表資料：『わたし語ポートフォリオ』「できることファイル」の説明 

https://tsunagu-jki.de/category/tmt/
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●プロジェクト運営  

 

 チーフアドバイザー 奥村三菜子 （NPO 法人 YYJ・ゆるくてやさしい日本語のなかまたち 副理事） 

 

 アドバイザー 野山 広  （国立国語研究所 日本語教育研究領域 准教授） 

   福島青史 （早稲田大学大学院 日本語教育研究科 教授） 

 

 

 

●チーム・もっとつなぐ メンバー紹介（あいうえお順 ） 

 

勝部和花子 （かつべ・わかこ） 

09年ドイツ生まれ男児の母。17年よりインターナショナルスクールで、家庭言語プログラム (Home Language Program) の日

本語を担当。VHS ミュンヘン北部日本語講師。元々の専門は日本美術史とミュージアム・エデュケーション。現在は、複言語

キッズの日本語の学びを国際バカロレア（IB）の視点からとらえ直すべく、まさに自らの生涯学習として、新たな分野に挑戦中。 

 

札谷緑 （さつたに・みどり） 

05年と08年ドイツ生まれの二人娘の母。VHS マールブルク日本語講師・ギーセン大学日本語非常勤講師をするかたわら、

公益法人 DeJaK（文化を配慮した介護）友の会の役員として、ドイツにいながらも日本語で高齢者サポートが実現できるよ

う活動中。娘たちの日本語は自宅学習が基本で、常時、壁にぶつかっている。夢は娘たちに将来「日本語が（ちょっとでも）

できてよかった」と思ってもらえること。 

 

田川ひかり（たがわ・ひかり） 

21年4月よりチーム・もっとつなぐの活動に参加。渡独前は、大学・大学院で年少者日本語教育の理念と実践について研究。

けん玉、合唱、演劇など、自分が子どもの頃に遊んだ経験を活かし、「デュースブルク日本語学校でんでんむし」でボランティアと

して活動していた。現在はボーフムで成人向け日本語コースを担当。日本国内外を問わず、複言語環境に生きる子どもたちの

ことばの教育に関心がある。 

 

松尾馨 （まつお・かおる）   

03年ドイツ生まれ男児の母。06年よりギムナジウム教師として日本語を担当。また、日本をルーツに持つ子どもたちのための

「デュースブルク日本語学校でんでんむし」を主宰。様々な背景の1歳から18歳までの学習者を前に、体験を中心とした「日本

語育て」をすすめてきた。同時に、教室や居住地の枠を越えたたつながりを求めて日々模索中。 

 

三輪聖 （みわ・せい） 

04年日本生まれ男児の母。主に大学での日本語教育に従事。ハレ→ベルリン→ボーフム→ハンブルクを経て、現在はテュービ

ンゲン大学に勤務。かつて補習校の現場に関わっていたことがあり、複数の言語と文化の中を行き来しながら、さまざまな境界

線を越えて生きている子どもたちの現実を目の当たりにして、色々と考えさせられ、現在はドイツの「政治教育」やヨーロッパの

「民主的シティズンシップ教育」と複言語キッズのことばの教育とをつなげていきたいと考えている。 

 

         

https://www.yyjnpo.com/

