日本語学習支援ネットワーク会議 07 in YAMAGATA
みんなで支える多文化の子どもたち
－外国出身の子どものサポートを考える－
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はじめに
この報告書は、2007 年 8 月 7 日に山形大学で開催された「日本語学習支援ネットワー
ク会議 07 in YAMAGATA」の記録です。
今回のネットワーク会議には、当初の予想を遙かに超える 130 名余りの方々が東北一円
から集まり、関係者を含めると 160 名の参加となりました。その多くが、それぞれの現場
で子どもたちをサポートしている支援者です。このような方々は、同じような活動をして
いる地域との情報交換の必要性を強く感じて、参加してくださったのではないでしょうか。
その結果が、今回の多数の参加につながったのだと思います。
東北地方の多くの地域では、日本語を母語としない外国人の子どもたちが散在していま
す。このような状況で支援の充実をはかるには、地域を越えた連携が不可欠です。ネット
ワーク会議のような場で、各地の取り組みについて情報交換ができること、連携に向けた
仲間作りができることがとても大切であることを、再確認する機会となりました。
ネットワーク会議開催の経緯等は、「開会のごあいさつ」で実行委員長が述べています
が、開催にあたっては、実行委員会の他、多くの方々にご協力とご尽力を賜ったことは言
うまでもありません。特に、これまでの「日本語学習支援ネットワーク会議」に関わって
きた有志の皆さんには大変お世話になりました。 2005 年度にこの会を始めた岩手大学の
松岡洋子さんには、会の運営のノウハウを提供していただいただけでなく、岩手県の方々
への周知、当日の会場責任者等でご協力いただきました。秋田の那波百合子さん（秋田県
こどもの日本語ネットワーク）は秋田県の方々への周知等で、宮城の田所希衣子さん（外
国人の子どもサポートの会 ）、発題者の紹介、宮城県の方々への周知、会場責任者等で、
ご尽力くださいました。宮城教育大学の市瀬智紀さん、財団法人宮城県国際交流協会の大
泉貴広さんには、分科会の司会者、発題者として会を盛り上げていただきました。ここに
深く感謝申し上げます。
次回「日本語学習支援ネットワーク会議」の開催は現時点では未定ですが、これまでの
開催を支え合ってきた「仲間」がいるということは、地域日本語教育に関わり続ける上で
心強い限りです。今後も、現場のニーズに応える場を「仲間」と協力して作っていきたい
と思います。
尚、この報告書の編集に関しては、日本語学習支援ネットワーク会議 07 in YAMAGATA
実行委員会事務局が全ての責任を負っています。ご意見、ご批判を頂戴できれば幸いに存
じます。
2008 年 1 月 7 日
日本語学習支援ネットワーク会議 07 in YAMAGATA 実行委員会
事務局
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開会のごあいさつ
このたびは、シンポジウム「日本語学習支援ネットワーク会議 07 in YAMAGATA」に、
ご参加いただき、ありがとうございます。このシンポジウムは、一昨年度、岩手県盛岡市
において、岩手大学主催で第一回「日本語学習支援ネットワーク会議 in IWATE」が行わ
れました。岩手県内に限らず東北一円から参加者が集まり、活発に情報交換が行われた実
りある会となりました。このような会を東北地方において開催する大きな意義が認められ
たため、有志が実行委員会を組織し、昨年度は仙台市において第二回「日本語学習支援ネ
ットワーク会議 06 in SENDAI」を開きました。そして今年度、山形市で第三回を開催す
る運びとなったわけです。
山形県は、 1980 年代後半から外国人配偶者が増え始めました。日本語を母語としない
人たちの生活を支援しようという動きから、各地でボランティアによる日本語教室が開か
れるようになり、1990 年代には、日本語ボランティアのネットワーク化が進み、今日に
至っています。しかしながら、日本語を母語としない子どもの支援は緒に就いたばかりで
す。平成 16 年度に山形市が始め、その後、村山広域を対象として展開してきた「在住外
国人等こども日本語習得支援事業」は、今年度からは民間団体が主体となって進めること
になりました。つまり、山形県における外国出身の子どもの支援も、今、転換期にあると
言えます。こうした時期に、子どもの支援に関わる人々が集い、情報交換を行うと共に今
後のよりよい支援を考える機会を持つことは大きな意味があります。その目的に向かい、
「官・民・学」が連携して、このシンポジウム開催のための準備を進めてきました。こう
した連携のあり方は全国的にも珍しく、これまで地域日本語教育の基盤を、行政と民間が
手を携えて作り上げてきた山形県ならではの形態であると自負しております。
東北地方のほとんどの地域では、外国出身の子どもが散在しているという特徴がありま
す。首都圏や大都市のような集住地域とは異なる支援のあり方が求められているのです。
それは一言で言えば「地域力」を活用した支援に他なりません。学校の先生だけでなく、
支援者やボランティアだけでなく、地域に住むさまざまな大人が関わり、子どものまわり
に支援の網の目を作ることで、子どもを地域全体でサポートしていく必要があるのです。
その第一歩として、子どもに関わる大人たちが、まずは顔をつきあわせ、協力できる仲間
がいることを確認しましょう。そして、さまざまな専門家のお話から、子どもの心、子ど
もの成長について見つめ直す機会としましょう。
参加者のみなさんに、明日からもまた、外国出身の子どもたちに寄り添いサポートして
いく元気と勇気が少しでも湧くようであれば、主催者としてこれに過ぎる喜びはありませ
ん。実り多き一日となることを願って、ごあいさつとさせていただきます。
日本語学習支援ネットワーク会議 07 in YAMAGATA 実行委員会
委員長
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鈴木

一夫

みんなで支える多文化の子どもたち―外国出身の子どものサポートを考える
山形県内にも外国出身の子どもたちが多く生活しています。しかし首都圏の集住地域とは異なり、山形県は支援
が必要な就学期の子どもたちが散在しているという特徴を持っています。こうした地域特性を考えるとき、子ども
たちに対する日本語や教科学習の支援、進路や生活の支援はどのように行っていったらいいでしょうか。
このシンポジウムでは、同様の特色を有する地域間で現状と課題に関する情報交換を行い、子どもたちに対する
サポートの充実に向けて活発に議論していきたいと思います。

2007年8月7日(火)10:00～17:10

参加費無料

山形大学小白川キャンパス（教養教育1号館）

山形県における日本語指導が必要な外国出身の児童・生徒の状況
近内孝哉氏（山形県教育庁義務教育課）
現実の共有について―多文化の子どもを支えるために―

五十嵐善雄氏（霞城メンタルクリニック）

私たちは、日常体験していることを言葉にして他者に伝え、分かり合えるということで安心を得ています。その一方で、同じ言語
を話しながら通じ合っていないということは日常的に起こり得ることです。しかし、通じ合っていないことに気づくことは意外と難し
いもの。そのことに気づき、通じ合うために努力することの意義について、精神科医の立場からお話しいただきます。

学校現場での取り組み

支援者の役割

小、中学校の先生方のための分科会です。外国出身の子ども
たちを学校でどのようにサポートしていくのか、その支援の
あり方について、現場からの報告をもとに検討します。

外国出身の子どもたちをサポートする支援者の役割を確認し、
日本人支援者と母語話者支援者に特徴的な役割を検討します。
また、学校との連携の取り方についても話し合います。

＜司会＞長藤節子氏（山形こども日本語サポートネット代表）
＜発題＞鈴木左千夫氏（山形市立蔵王第二小学校校長）
松田博之氏（天童市立第四中学校教頭）

＜司会＞富谷玲子氏（神奈川大学）
＜発題＞今野悦子氏（秋田市教育委員会スクールサポーター）
五十嵐貞心氏（山形市教育委員会日本語指導員）
森亜沙美氏（東大阪市立日新高等学校、
元山形市教育委員会日本語指導員）

外国出身の子どもを支える地域の役割

外国出身の子どもの受け入れの
現状と行政の役割

子どもを支えるのは学校教員や支援者ばかりではないとの前
提に立ち、地域全体で子どもをサポートするための連携のあ
り方、ネットワーク作りについて、事例を通して考えます。

行政や交流協会関係の方々のための分科会です。外国出身の
子どもを支援する体制はどうあるべきか、それを地域社会に
どう構築していくのかを、散在地域の事例をもとに考えます。

＜司会＞齋藤ひろみ氏（東京学芸大学）
＜発題＞蜂谷誠氏（大阪外国語大学1年）
川村智子氏（岩沼アイビー代表）

＜司会＞市瀬智紀氏（宮城教育大学）
＜発題＞須藤正博氏（山形市総務部国際交流センター）
大泉貴広氏（財団法人宮城県国際交流協会）
春原直美氏（財団法人長野県国際交流推進協会）

子どもとしっかり向き合い、子どもの人間的な成長を視野に入れたサポートをするために、まわりの支援者にはどんな心構えが必要なの
でしょうか。中学校の英語教諭として活躍されてきた田尻先生は、確固たる理念に貫かれた教育実践を積み重ねてこられました。そんな
田尻先生のお話からは、多文化の子どもを支えるための貴重なヒントが得られるはずです。

主催:日本語学習支援ネットワーク会議07 in YAMAGATA実行委員会
山形県・(財)山形県国際交流協会・山形市・山形市国際交流協会・山形大学国際センター・(財)出羽庄内国際交流財団
NPO法人国際ボランティアセンター山形・NPO法人ヤマガタヤポニカ・山形ボランティア日本語協会・山形こども日本語サポートネット

後援:山形県教育委員会・山形市教育委員会・岩手大学国際交流センター

報告・講演
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報告要旨

山形県における日本語指導が必要な外国出身の児童生徒の状況
山形県教育庁義務教育課指導主事 近内 孝哉
１．現状
平成に入り、日本語指導が必要な外国人児童生徒の状況の把握が必要であるという
文部科学省の考えのもと、
「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受け入れ状況」の調
査を県が各教育委員会の協力を得て実施し、毎年 9 月 1 日現在の数値を把握している。
(1)は、学校に通学している外国人の児童生徒のうち、日本語指導が必要だと考えら
れる児童生徒の数。平成 5 年から 10 年間の推移を見ると、平成 12 年から 14 年にピー
クを迎える。その後、減少傾向を見せて、16 年度には一気に減少したが、17 年度には
ピーク時とほぼ同じぐらいの人数に増加。ところが、昨年度は一気に減り、16 年度と
同じ数値となった。増加と減少の明確な原因はつかめていないが、義務教育を終えな
いうちに帰国するケース、中学校 3 年生に在籍した子どもが進学・帰国するケース、6
年生まで終わり中学にあがる前に帰国するケースがあり、そういったことが原因では
ないかと推測される。中には、日本語の力があがり日本語指導が必要ではなくなった
と判断される子どももいる。さまざまな原因が考えられるが、17 年度から 18 年度に
かけては大きく減少したことがわかる。平成 18 年度は、小中学校での合計は 65 名で、
前年度比 32 名の減少。これは約 3 割の減少で、過去 10 年間では 2 番目に低い数字。
一方、全国に目を移すと1、16 年度から 17 年度にかけては 5.2%の増加で、調査開始
からもっとも多い数。恐らく今年度にかけても増加しているのではないか。
今回の調査で、一番注目されるのは(2)の、日本語指導が必要な児童生徒のうち、日
本語指導を受けている外国人児童生徒がどのぐらいいるかという数値。その割合は大
幅に上昇し、中学校では 95.5%が受けている。ほとんどの子どもが受けているという
ことになる。きめ細かな配慮により充実した体制が整ってきていると言える。
(3)在籍人数別の学校数を見ると、全国の割合から見ても、学校にひとりだけ在籍し
ているという学校が大変多い。これが本県の特徴。平成 17 年度の全国は 47.1％で、
これと比較しても、本県は、ひとりだけの在籍学校が多いことがわかる。
(4)母語別の児童生徒数。本県では、中国語を母語とする児童生徒が 60%、これに韓
国・朝鮮語を母語とする児童生徒を合わせると 73.8%となり、過去 5 年間連続して、
中国語を母語とする児童生徒の数がいちばん多い。今年の特徴としては、平成 18 年度
の欄を横に見てみると、今までスペイン語、ビルマ語、ペルシャ語を母語とする子ど
もがいなかったが、昨年度から 1 名ずついる。
全国を見ると、ポルトガル語を母語とする子どもがいちばん多く、全体の 4 割を占
める。ポルトガル語、中国語、スペイン語で全体の 7 割以上を占める。母語の比較を
1

18 年度の結果が Web 上では公開されていないので 17 年度の調査結果を参照する。この調査では、小中
だけでなく、高等学校、盲聾養護学校（現在：特別支援学校）での数値も出している。
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しても本県は全国とも傾向が違う。
２．課題
日本語指導が必要な外国人児童生徒の人数は減っているが対応の充実という点では
継続的な課題である。毎年施策としてふたつ行っている。ひとつは、普通の定数で配
置した先生の数に加えて、日本語指導が必要な児童生徒への対応のための教員を配置
している。小学校に 4 校、中学校に１校、合計５名をそのための教員として配置して
いる。その先生方は、保護者と協力して、日本語指導だけでなく生活指導、卒業年度
には進路指導も含めて充実した指導を行っている。また、県の予算だけでなく、市町
村教育委員会においても、指導協力員を独自に雇用して必要な小中学校に配置する取
り組みも見られる。こうした取り組みが、日本語指導を受けている児童・生徒の数の
上昇につながっている。保護者向けのガイドブックを作る、保護者に対しての相談窓
口を作る等、受け入れ体制を強化する市町村教育委員会が多く見られる。
施策のもうひとつは、その先生方の資質向上のために、毎年、独立行政法人教員研
修センターが「外国人児童生徒等に対する日本語指導のための指導者の養成を目的と
した研修」を実施している。そちらに、教育事務所ごとの順番で、毎年ひとりの先生
を派遣して研修を受けてもらっている。今年度は置賜地区の米沢市立の学校からこの
研修会に出ていただいている。講習を受けた先生方が所属校に戻って活躍するのはも
ちろんだが、本県としては、そうした先生方を研修会で活用できないかということを
考えていかなければならない。さまざまな細かな指導ということになると、研修を受
けた先生方を中心に、学校の先生方の資質向上をはかることが必要であり、研修を受
けた方々の活用に取り組んでいきたい。
指導員の方と話すと、いちばんの課題とおっしゃるのは、中国語、韓国・朝鮮語は、
住んでいる地域で全く違う言語になってしまうため、これへの対応が大変だというこ
と。出身地域が違う児童に中国語で教えるのは大変で、極端な場合、中国語が通じな
い状況がある。研修会の中でも話題になっている。国でも指導資料を出しているので、
それらを活用していきたい。
さまざまな施策で、当該児童生徒に対する日本語の個別指導は充実してきているが、
日本語指導にのみポイントがあり、社会的自立に向けての指導が難しい。これが調査
の中で課題としてあがってきている。中学校では進学に関する問題もある。高等学校
と連携しながら、進学希望の生徒に対応していく必要がある。進学も大きな課題。
一方、国際理解教育ということに目を転じると、
「国際理解教育＝英語学習」という
状況とならないよう留意しなければならないと考えている。国、県としては、特に小
学校の英語活動については、英語を教えるのではなく、英語を通じて国際理解に対す
る能力を伸ばすことを目指している。しかし残念ながら、小学校の英語活動が、能力
重視、中学校の前倒しと捉えかねないものとなることも懸念される。小学校の英語活
動も重要で推進していかなければならないが、国際理解教育、国際理解活動とは何か
を考えていかなければならない。その中で、外国人児童生徒が、自分が持っている文
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化的背景、自分が育った地域で培ってきた知識・技能・体験を、日本の教育課程の中
で行かせる国際理解活動を、外国人児童生徒が在籍している学校では推進してもらい
たい。日本語指導が必要な子どもが特別教室で一日過ごして帰るということが続くと、
社会的自立が難しいような気がする。各学校で、国際理解教育の根本にあるものに取
り組んでいけば、外国人児童生徒であろうが、日本人児童生徒であろうが、生き生き
とした学校作りができるのではないか。各学校でそういった国際理解教育が推進され
ることを今後、期待したいと思う。
昨年度末から今年度のはじめにかけて、外国人児童生徒が在籍している学校と各教
育委員会に、JSL カリキュラム中学校編をお送りしている。平成 15 年度に小学校編が
出ているので、カリキュラムの開発は終了しているが、今年度から、JSL カリキュラ
ムをどのように活用するかということを、国の委嘱を受けて研究している地域がある2。
その成果は文部科学省のホームページに掲載される。ぜひ閲覧活用していただきたい。
最後に、学校だけでは、外国人児童生徒への対応がなかなか難しい時代ではないか
と思う。生活面、ことばの面、さまざまな面において、関係機関と連携して進めてい
かなければと思っている。今年度も 10 月 11 月にこの調査が実施されるが、そういっ
た情報をこちらからも提供していきたい。皆さんからも、学校における外国人児童生
徒への支援に対するご指導を賜り今後に生かしたい。
３．質疑応答
質問１「まず、支援に対する県の予算の状況について。次に、義務教育課と国際課等
の連携について伺いたい。」
回答

教員の加配、国の研修への派遣が実質的なところ。他の取り組みとしては、各

教育委員会の指導主事が学校を訪問し、指導するという活動も行われている。
所管課との連携については、情報のやりとりはしている。
「山形子育て愛プラン（山
形県次世代育成支援行動計画）」の中での支援のあり方を検討している状況。具体的な
活動についての連携はない。
質問２「先生の加配は秋田県でもされているが、その先生の専門性や、ボランティア
との連携のあり方が問題だと思う。加配される先生方を選ぶ基準というのはあるか。
」
回答

一般の教員が加配されるため、国の研修に可能な限り加配の先生に受講しても

らうよう配慮している。こうしたことを通じて、加配の先生方の資質を向上させるこ
とを考えていかなければならないと思っている。県教委が民間の団体と連携を取ると
いうことはこれまでなかったが、各市町村教育委員会によっては、地元で活動する日
本語ボランティアに指導員として活動してもらうということが行われている。民間の
機関との連携は重要であり、今後の課題だと考えている。
（文責：山形大学国際センター内海由美子）

2

山形県内では、受けている地域はない。
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当日配付資料

山形県における日本語指導が必要な外国出身の児童生徒の状況
山形県教育庁義務教育課指導主事 近内 孝哉

１

現

状

－文部科学省調査「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況」
（平成 18 年 9 月 1 日現在）から－
（１） 日本語指導が必要な外国人児童生徒数の推移
児童生徒数の推移
120
100

人数

80

小学校
中学校
合計
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年度（平成）

① 本県の小・中学校の「日本語指導が必要な外国人児童生徒」は、平成 6 年度から平成 13 年
度にかけて増加し、その後減少の傾向にあったが、平成 17 年に大きく増加。平成１８年度は
再び減少となった。
② 平成 18 年度調査では、65 人（小学校：43 人 中学校 22 人）となっており、前年度比
32 人（33.0％）の減少。過去 10 年間で 2 番目に少ない人数となった。
③ 平成 17 年度の調査で、全国的には 20,692 人（高等学校、盲・聾・養護学校を含む）で、前
年度比 1,014 人（5.2％）の増加。調査開始以来最も多い数となった。また、対前年度比伸び率
についても調査開始以降最高となった。
11 年度

12 年度

13 年度

14 年度

15 年度

16 年度

17 年度

小学校

12,383

12,240

12,468

12,046

12,523

13,307

14,281

中学校

5,250

5,203

5,694

5,507

5,317

5,097

5,076

その他

952

989

1,088

1,181

1,202

1,274

1,385

18,585

18,432

19,250

18,734

19,042

19,678

20,692

合

計

（２） 日本語指導を受けている外国人児童生徒（太字は日本語指導が必要な児童生徒に対する割合）

小

学

校

中

学

校

合

計

17 年度

43

75.4%

33

82.5%

77

78.3%

18 年度

37

86.0%

22

95.5%

59

90.8%

平成 18 年度は、前年度に比べ、小学校中学校ともたいへん高い割合で指導を受けている。
各市町村教育委員会でのきめ細やかな配慮により、
充実した体制が整ってきているといえる。
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（３） 在籍人数別学校数
① 本県では、小学校・中学校ともに
「１人のみ在籍」の学校が多い（小
学校：70.4％ 中学校：81.3％）
。
平成 17 年度の全国（47.1％）と
比較しても、1 人のみ在籍の学校の
割合は高い。
（４）

学校種
小学校
中学校
合 計

１人
H17
H18
H17
H18
H17
H18

２人
23
19
20
13
43
32

３人
7
3
4
1
11
4

４人
2
3
4
1
6
4

５人以上

2
1
0
1

1
1
0
0

2
2

1
1

母語別児童生徒数
母語別児童生徒数
0%

20%

40%

60%

80%

100%

14年

中国語
韓国・ 朝鮮語
英語
フィリ ピノ語
ポルト ガル語
インド ネシア 語
ベンガ ル語
アラビ ア語
スペイ ン語
ビルマ 語
ペルシ ア語

15年
16年
17年
18年

学校種

中国語

韓国・朝

英語

フィリピ ポルトガ インドネ ベンガル アラビア スペイン ビルマ語 ペルシア

鮮語

ノ語

ル語

シア語

語

語

語

語

14年

70

20

5

3

3

1

0

0

0

0

0

15年

57

18

3

0

3

3

1

1

0

0

0

16年

51

9

0

4

2

0

0

0

0

0

0

17年

77

14

2

6

6

0

0

0

0

0

0

18年

39

9

2

7

5

0

0

0

1

1

1

①

本県では、〈中国語〉を母語とする児童生徒が 60％となり、これに〈韓国・朝鮮語〉を母語

とする児童生徒と合わせると 73.8％となる。
〈中国語〉を母語とする児童生徒の数は、過去 5
年間連続してもっとも多い。
②

平成 17 年度の調査を見ると、全国的には、ポルトガル語を母語とする者が最も多く、全体

の 4 割近くを占めている。また、ポルトガル語、中国語及びスペイン語の 3 言語で全体の 7 割
以上を占めている。
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２

今後の課題等

（１）

本県の「日本語指導が必要な外国人児童生徒数」は、今年度減少を見せたが、その対応の充

実は継続的な課題である。今年度、日本語指導のために教員の数を増やす「日本語指導教員加
配」を小学校 4 校、中学校 1 校に対して実施し、計 5 名の教員を配置している。配置先の各小
中学校では、この教員を中心に、保護者と協力しながら、日本語指導や生活指導等、当該児童
生徒に対する対応の充実が図られている。市町村教育委員会においても、指導協力員の派遣に
より、指導員を当該小中学校に配置するなど、日本語指導の充実に向けた取組がなされている。
その中のいくつかの市町村では、就学案内を含めた保護者向けのガイドブックの作成・配布を
行ったり、外国人児童生徒を持つ保護者の相談窓口を設置したりして、受け入れ態勢を強化し
ている。また、教育委員会も見られる。こうした日本語指導や就学案内等の充実は今後も継続
されるべきものである。
（２）

本県の場合、
〈中国語〉〈韓国・朝鮮語〉を母語とする児童生徒の増加が見られることから、

これらの言語への対応が今後も大きな課題のひとつである。しかし、これらの言語は、話され
る地域によって大きな違いがある場合が多く、児童生徒個々の実態に応じた指導の充実が必要
である。また、日本語教育についての指導内容・指導方法を整備するとともに、指導者の資質
向上を図ることも重要である。独立行政法人教員研修センターで実施される「外国人児童生徒
等日本語指導講習会」に、毎年 1 名の教員を派遣しているが、これを今後も継続するとともに、
受講者を活用した取組を工夫することにより、県内の全体的なレベルアップにつなげたい。
（３）

様々な施策によって、当該児童生徒への日本語指導に関する個別指導は充実してきている。

これに加え、社会的な自立に向けた集団の中での指導の充実も必要である。他の児童生徒や地
域の人々との交流活動に積極的に参加させることなど、今後様々な面での工夫が望まれる。ま
た、中学校においては、生徒の進学に関する問題も大きい。生徒の実態応じた丁寧な指導が当
該の各中学校でなされているが、県内の高等学校等と連携し、高等学校進学を希望する外国人
生徒への対応を更に充実させる必要がある。
なお、平成１９年３月末に、文部科学省から、
「学校における JSL カリキュラム（中学校編）
【学校教育における JSL カリキュラム（中学校編）開発に係る協力者会議報告書」が出された。
本報告書は、外国人児童生徒の学校での学習や生活に対する円滑な適応に向け、日本語の初期
指導から教科学習への接続までをカバーするための「JSL カリキュラム」の開発に係る協力者
会議取組が、平成１５年度に刊行された小学校編に続き、中学校編として国語科、社会科、数
学科、理科、英語科の５教科についてまとめられたものである。文部科学省のＨＰからも閲覧
できるため、今後、対象生徒の指導に活用されることを期待している。
（４）

各関係機関・団体等と連携しながら、外国人児童生徒への教育についての意識を高め、教育
環境を整備していく必要がある。
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講演要旨

現実の共有―多文化の子どもを支えるために―
ヒッポメンタルクリニック 五十嵐 善雄
１．はじめに
私は精神科医として、約 20 年前に結婚のために来日したフィリピン人女性たちと出会
いました。その頃から、日本国内の学校では子ども達の不適応が取り沙汰されていました
が、日本の国や習慣に慣れていく外国人の適応の問題と、子ども達が学校に適応していく
プロセスは共通点があると感じていました。そのようなわけで精神科医も支援者も、この
「適応」に向き合うということでは近接領域にあり、情報交換をしていかなければならな
いと考えていました。
１－１ 「家族」の幻想
最近、国内の年間自殺者が 3 万人を越えました。自殺未遂者は、既遂者の 10 倍いると
言われています。世界各国の自殺率を見ると、カザフスタン、ウズベキスタンなど旧ソ連
邦が１～9 位、10 位が日本、11 位が韓国、12 位が中国となっています。韓国、中国から
結婚のため来日している女性が多いことは何を意味するのか、これを「自殺」という観点
から考えてみたいと思います。3 つの国の共通点は、この 100 年の間にすごい勢いで家族
制度が崩壊していることです。それが自殺率の高さの要因としてあげられるのではないで
しょうか。国内の自殺率を見ると、秋田県、青森県、岩手県などが上位にあり、山形県も
3 位から 5 位の間です。山形県は年間 400 人弱の自殺者がおり、これは全国的にきわめて
高い数値です。三世代同居で家族が助け合って生きているという過去の良き伝統は、
「幻想
の世界」になりました。家族が共に暮らすことは「危険」でさえあると囁かれている昨今、
「家族がしっかりしていれば、何とか適応できる」という考えは、半分捨ててかかった方
がいいと、精神科医として感じています。
１－２ 今日伝えたいこと
（１）ことばとからだ
今日、皆さんに伝えたいことの要点のひとつは、
「ことばというものは、たかだかこの数
万年の間にできた」ということです。一方、地球の誕生は 45 億年前、生命の誕生は 40 億
年前。たかだか数万年前にできたことばというものに私たちは苦しめられています。こと
ばだけが独り歩きしてしまったために、私たちは、ことばは体にのっているのだというこ
とを忘れがちです。ことばに何かが起これば体にも影響が出るし、体に何かが起こればこ
とばにも影響がでるのです。
（２）子どもに返るということ
もう一つの要点は、人は何らかの恐怖や不安にさらされたとき「子ども返り（退行）」を
するということです。実年齢より子どもに戻りエネルギーを蓄え、安心して実際の年齢に
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帰っていくのです。これは大人でも同様です。文化の異なる地域にやってきた時に、どん
な人間でも不安や脅威を感じ、そうするとだれでも子ども返りをします。そういう子ども
返りを周りのみんながわかっていて許すことが必要です。
子ども返りをさせてやることで、
エネルギーを蓄えることを可能にしてやるということをわかっていただきたいと思います。
２．異文化という関係
２－１ 異文化とは
異文化という関係は、国家間だけでなく国内にも存在します。突き詰めていけば、一人
と一人の関係の中にすでに文化の違いが存在します。それは、言語学者のソシュールが「人
の数ほどことばがある」と言っていることからもわかります。しかし私たちは「単一民族」
だと思いこんだ日本という島国に暮らしてきました。そのような思いこみや環境が、日本
は単一民族でもなければ、国の中に異文化も存在するのだという事実を見えにくくしてき
たのかもしれません。
２－２ 「心理社会及び環境問題」から異文化をとらえる
（１）一次支持グループの問題について
精神科医は患者を診断するときに、5 つの軸を持っています。その 4 番目の軸「心理社
会的及び環境的問題」について取り上げてみます。これをさらに項目化すると、１から９
までに分けられます。
１の「一次支持グループの問題」にどんなものがあるかを見て行きましょう。中国や韓
国、台湾から嫁いでくる方やその子どもたちは、すでに母国において、家族内の問題（別
居、離婚、別離）やそれによる家族崩壊という大きな問題を抱えているかもしれません。
それは大きなストレスです。
無理やり日本に連れてくるために子どもに好き放題させる等、
適切なしつけができないことも挙げられます。再婚後にできた兄弟との関係等からも問題
は起こります。
来日時の子どもの年齢でも適応の仕方は異なります。
問題が起きたときに、
家族内で、ストレスが軽い方がストレスが重い方を助けられればいいですが、助けられな
い環境だと大変に困ったことになります。
（２）後ろ盾になるということ
山形県内の中学や高校で養護教諭の先生に話を聞く機会があるのですが、その時に、親
が離婚した子ども、片親が自殺した子どもについて尋ねると、養護教諭はその数や名前を
しっかり把握しています。しかしそういった子どもたちに声がけをすることはほとんどあ
りません。
声をかけるというのはどういうことでしょうか。
「あなたの家族については聞いている。
困ったことがあれば相談においで」と声をかけることです。力のある子どもは相談に来ま
せん。でも 5 年、10 年経った時に「先生が何かあったら相談に来いって言ってくれたから、
僕は助かった。まだ自分の力で解決できると思ったから先生のところには行かなかった」
と伝えに来ます。いつでも来ていいと伝えることで、その子どもを生き延びさせる、自分
の力で成長させる後ろ盾になるのです。
「誰かが後ろにいる」と思えば頑張れることも多い
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のです。声がけしてしまったら毎日保健室の来られるのではないかと思って言わない人が
多いですが、多くの場合はまず相談には来ません。
反対に、毎日相談に来る人がいたとしたら、1 人で抱え込まない方がいいでしょう。み
んなに手渡していくことを考えた方が楽です。ボランティアの人は、ついつい「自分が何
とかしないと」と思って抱え込み、離れられない関係になってしまいます。自宅の電話番
号まで教えてしまい、家事をしながら電話で相談を受けるなんていうことも起こりかねま
せん。
しかしそこまではするべきではないでしょう。
ボランティアの領域を超えています。
そこから先は専門家を入れていってください。支援者の背後にも「誰かがいる」と思って
いただきたいのです。
（３）不適切な社会的支持について
「不適切な社会的支持」というのは、子どもの母国文化や社会に対して悪いイメージを
伝えることです。
「○○は遅れている。50 年前の日本だ」と子どもたちは平気で言います
が、それは親が言っていることで、親が子どもに言わせているのです。そういったことも
外国人やその子どもたちにとって大きなストレスになります。
３．悲哀の仕事
それまで自分にあったもの、
補償されてきたものを失い、
その上で日本に適応するには、
精神科医の領域で「悲哀の仕事」と呼ばれるプロセスをたどります。大事なものを失うと
人間はこういう体験をするということです。その図を理解しておくと援助しやすいでしょ
う。スライド６は、先天性の奇形を持つ子どもの誕生に対する親の反応パターンを図式化
したものです。アメリカの小児科医たちが、外から見て分かるような先天性の奇形を持つ
子どもが生まれると、こういうプロセスをたどって親が回復すると言っています。
まず、どんな親もショック状態になります。次に、この子は自分の子どもではないと否
認します。ところが毎日子どもと接していくと否認できなくなり、なぜこのような子を持
たなければならないのかという、悲しみと怒り、恨みなどの感情の嵐の時期がやってきま
す。そしてある時ふと医者に「手術はできるのか」など、これからのことを尋ねます。こ
れが適応と再起の時期です。
この図の縦軸は反応の強さ、ストレスの強さです。適応して再起する時期は、とてもス
トレスが高いです。ストレスが軽くなることはありません。障害を抱えて生きることは、
生きている限りずっと障害を抱えていくことです。それは、エネルギー量が普段よりもず
っと高くなければ生きていけないのです。こういったことは、全ての大事なものを失う体
験に当てはまります。誰でも同様の体験をするのです。
支援者として「悲哀の仕事」のプロセスを分かっておくことは大切だろうと思います。
外国から日本にやってきた人が、そのことで失ったものがあるということ、その悲しみを
まず受け止めてあげる必要があります。
「こんなことがあったらパニックになって当然だよ
ね」
「認めたくないと思うあなたの気持ちはよくわかる。辛いよね」
と言ってあげることは、
きわめて援助的な声がけです。
支援者として、
こういうプロセスを辿るということを知っていれば耐えられるはずです。
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いつ終わるかもしれない悲しみと怒りの時期は確かにあります。けれどもいつかは治まる
のです。だからこそ私たちは、その折々に、その経過に沿って声をかけてあげるのです。
「私でよければ愚痴を聞くよ」という声がけ、それでいいのです。聞く側にゆとりが無く
なると、けんかにしかなりません。このような経過を辿ること、そのプロセスのどこにそ
の人がいるのかということを知っておけば、受け止める側も、もっと穏やかな援助ができ
るでしょう。
その一方で、異常な「悲哀の仕事」というのもあります。その「悲哀の仕事」が、了解
でき、つきあえる範囲であればいいのですが、何かよく訳が分からないというときには、
誰かに手渡す、専門家に引き渡すということも必要です。事例化して、事例を共有する作
業が大切になってくるのです。
４．パーソナリティの発達と支援
アメリカの精神分析学者エリクソンは、子どもの発達を図式化しました。特にアメリカ
のインディアンと長く共に生活をして、人間の発達のサイクルを調べた人です。その第一
段階に「基本的信頼感 Basic Trust と不信感」とありますが、これは生まれて 1 年ぐらい
の間に育ちます。
「お父さんとお母さんは僕のことを守ってくれている」と思うから身をゆ
だねられるというのが、
「基本的な信頼感」です。自分は守られているという感覚は、1 歳
ぐらいまでに育つようになります。
次は「自律感と恥・疑惑」
。トイレット・トレーニングの過程で、筋肉を使って自分を
支配するということを学びます。失敗して漏らすと恥ずかしいと思う体験が、トイレット・
トレーニングの過程で生まれます。それから 3 番目に主導感と罪悪感。こういった過程を
辿りながら大人になると言われています。
４－１ 基本的信頼感
外国から来た子どもたちが日本に定着しなければいけない時というのは、多くの場合、
大体 4 番目か 5 番目のあたりです。
「アイデンティティ」自分は何者か、どこでどういう
ふうに生きていくのか、何人かということを考え学ぶ時期です。それから「勤勉感と劣等
感」
。これはまだ異性を意識する前、小学生ぐらいの時に、友だちと一緒に何かを夢中にな
ってする時に学ぶ時期です。ストレスを抱えると 2 番目、1 番目に退行することもありま
す。子ども返りするのです。その退行のレベルを援助する私たちがある程度わきまえてお
くと、子どもがどのレベルに退行しているのかがわかるようになります。
第 1 段階の「基本的信頼感」はとても大事なことです。もし日本でいじめられたり、嫁
と姑の関係がうまくいかなかったりすると、子どもは基本的信頼感の段階まで退行せざる
をえないことがあります。お母さんにまとわりついて離れなくなったりします。ここまで
子ども返りすると、カウンセラーやソーシャルワーカーのような専門家のケアが必要なレ
ベルです。ここまで退行しないような支援の仕方を考えなければならないのです。
４－２ 子どもと時間をかけて向き合うということ
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その子はどんな子なのか、タンポポのように踏まれても起き上がれる子どもなのか、ヒ
ナゲシのように踏まれたら起き上がれない子なのかということを識別するのは不可能です。
親子であっても、自分の子どもが繊細な子かたくましい子かは、わからないものです。精
神科医でもわかりません。だからじっくり時間をかけて接して行くしかないのです。表面
から見ているだけで、内面まで手を差し伸べることは非常に難しいということを、私たち
は自覚しておく必要があると思います。
４－３ 子どもが助けを求めるとき
アメリカの児童精神科医スターンが、乳幼児の自己感の発達を図式化しました。ここで
言いたいことは、言語的自己感は 1 歳の頃から発達し、いろいろな自己感の一番上に載っ
ているということです。ここから言えることは、ことばだけを教えればいいのではなく、
ことばには必ず身体感覚がついて回るということです。ことばにする、文章化する、その
下のレベルには、
私たちが生まれて育ってきた時の様々な体験が織り込まれているのです。
それを忘れてはなりません。言語だけを切り離して教えることはできないのです。支援者
は子どもと一緒にいることで、言語の下のレベルで繋がっていきます。支援者が同胞の人
であれば、共有した感覚の中で子どもを下から支えて、やっと言語的なところでつきあえ
るところまで子どもを引き上げていって、日本の学校の教室に手渡していきます。その作
業の過程に、言語だけを知っている人がやってきて言語だけを教えることには何も意味が
ありません。それを理解しておくことはとても大切です。
人は生まれてすぐに名前をつけられます。その名前はこの世にたった一つしかありませ
ん。そして、一つしかないということは、
「孤独」を義務づけられたことです。その一方で、
人は一人では生きられません。家族や友人、仲間などいろんな人がいて、初めて人間は成
長します。人は 0 歳から 3 歳までの間にそのことを学びます。
子どもは大体 1 歳ぐらいの頃に、共同注視 joint attention ということを始めます。子ど
もが「あっ」と言って指さすものを親も見るということです。この共同注視の前に社会的
参照 social referencing という行動が起きます。お母さんあるいは養育者が、はいはいを
している子どもがごみをつかんで口に入れようとするのをやめさせるような、一方的な働
きかけです。お母さんの側から子どもに関心を向けている時期です。共同注視の時期にな
ると、子どもが親に救いを求めるようになります。新しいものを発見したときに、
「これは
何か」ということを親の顔を見ることで問いかけるような行動を取ります。子どもの側か
ら親に求める社会的参照と言います。
ことばの分からない人が、不安になるとき、問いかけたくなるとき、ふと誰かを見る、
助けを求める、このときはことばを伝える絶好のチャンスです。そこにことばを教えるタ
イミングがあるはずです。なぜ、その子が支援者を見るか、それは子どもが皆さんを信頼
しているからです。親のように考えているからです。そんなときに、皆さんが子どもたち
にかけることばが慈愛に満ちていれば、その子の基本的信頼感を育て、強化していくため
にとても大切な力になります。
診療所で時々見られる光景ですが、小さい子どもが何かを持ってお母さんの顔をちらっ
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と見ると、お母さんは「何、その目」と言うんです。子どもは助けを求めているんですが、
そのお母さんにはゆとりがないんです。そんな親子が診療所では時々見られます。親子の
コミュニケーションができなくなっているんですね。
母親と子どもで来日すると、子どもの方が先に適応します。母親は頼りにならない、父
親は仕事で忙しくて家にいない。そうすると、日本語を教えてくれる皆さんの顔を子ども
たちは見るはずです。その時に、子どもの顔から助けを求めるサインを読み取れないとし
たら、邪心に満ちた目としか受け取れないとしたら、皆さんに日本語を教える資格はあり
ません。皆さんは日本語を教えているのではなく、適応への不安を抱く外国人の子どもた
ちに、人と人の信頼関係はどのようなものかということを教えているのです。最初に言っ
たように、ことばを知らないために退行する、子ども返りをしたときに、そこに安定した
皆さんがいる。そしてその子の目を見て、
「それはこういうものだよ」と教えてあげる。そ
こに、基本的な信頼感とその子の成長が、一緒に方向付けられていくはずです。
言語学者ソシュールは「本当にことばが通じるのは、ことばを覚える前の親子関係」だ
と述べています。子どものことばは、その子がかわいいと思っている人には通じるもので
す。子どもがことばを学んでいく成長のプロセス、その子にとってはとても貴重な時間を
皆さんはその子と共にしているのだということを知っていただきたいと思います。
こういうことを分かっていれば、たとえその子が一時的に子ども返りしても、それは永
久に続くのではないということが分かります。ある時期が過ぎれば元に戻ります。そして
私たちは忘れられていくのです。むしろ私たちは、子どもたちが成長して、私たちのこと
を必要としなくなる寂しさに耐えられるかということを考えておかなければなりません。
安心できる環境作りは、支援者と子どもの共同作業です。個人的な関係「その子と私」
の関係から、社会へ向かう関係を意識することが必要です。また、家族環境を見たときに、
例えば子どものお父さんがリストラに遭っているようであれば、福祉に相談する等、道筋
を付けことです。皆さんが話を聞いてもどうにもなりません。その家族が社会的ネットワ
ークを持っていなければ、皆さんが福祉事務所と関係がある、保健婦さんと関係がある、
そういう関係をたくさん持っておくことが大切だと思います。
異文化を持った人たちが学校や地域社会に来ることで、私たちも成長できる、心が広く
なるという確信を持つ。そのことで私たちは今頑張れるのだということをわかっていただ
きたいと思います。
４－４ 「重要な他人」であること、
「重要な他人」を見いだすこと
アメリカの精神科医サリバンは「重要な他人 Significant Others」ということを言って
います。誰にでも、少しの時間しか一緒にいなかったのに、自分の人生に大きな意味を持
つ「他人」が必ずいるはずです。それは「重要な他人」です。だれでも「重要な他人」に
なれるし、皆さんはそのチャンスをたくさん持っています。皆さんがだれかの「重要な他
人」になってあげることで、皆さん自身の子どもさんが誰か「重要な他人」を手に入れる
ことだってあるかもしれません。そうやって人生は回るものです。
皆さんがこれから「重要な他人」にたくさん出会われることを祈ります。皆さんが子ど
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もと出会うことで、子どもたちが皆さんにとっての「重要な他人」になるかもしれません。
そういう価値を見出すことが皆さんの仕事であり私たちの仕事なのだと思います。
その人の所に行く、その人と会うことで信頼感は生まれるでしょう。たった 1 分でも 30
秒でも、会うと会わないでは全く違うはずです。あきらめずその人と会う、その人と関係
を作る、そのことで「重要な他人」になれるかもしれません。皆さんがそんな体験をたく
さんされるよう祈っています。
文責：内海由美子（山形大学国際センター)
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当日配付資料

現実の共有－多文化の子どもを支えるために
ヒッポメンタルクリニック 五十嵐 善雄

異文化という関係
・民族と国家の異なる者同士の個人的関係
・同一民族と国家の中での個人的関係
・地域社会の慣習の異なる個人的関係
・同一地域社会の立場の異なる個人的関係
・個として異なる個人的関係
・異なるジェンダーにおける個人的関係
・その他
2

DSM-Ⅳ-TRにおける五軸診断
第Ⅰ軸:精神疾患
第Ⅱ軸:パーソナリティ障害、精神遅滞
第Ⅲ軸:一般身体疾患
第Ⅳ軸:心理社会的および環境的問題
第Ⅴ軸:機能の全体的評定尺度
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder
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第Ⅳ軸：心理社会的および環境問題(1)
リスクを背負う子どもたち

１．一次支持グループの問題：家族成員の死、家族内の健康
問題、別居、離婚または不仲による家族崩壊、家族から
の別離、親の再婚、性的また身体的虐待、親の過保護、
子どもを無視、不適切な躾、同胞との不和、同胞の誕生、
etc
２．社会的環境に関連した問題：友達の死または失うこと、不
適切な社会的支持、一人住まい、異文化受容に伴う困難、
疎外、ライフサイクルにおける適応(定年退職など）、etc
３．教育上の問題：文盲、栄養上の問題、教師や級友との不
和、不適切な学校環境、etc
４．職業上の問題：失業、失業の危機、ストレスの強い勤務
日程、困難な勤務条件、仕事の不満、転職、上司や同僚
との不和、etc

第Ⅳ軸：心理社会的および環境的問題（２）
５．経済的問題：極度の貧困、不適切な家計、不十分な生活保
護、etc
６．保健機関利用上の問題：不適切な保健機関の内容、保健
施設への輸送機関の欠如、不適切な健康保険、etc
７．住居の問題：住むべき家がない、不適切な住居、安全を欠く
居住地区、地区の住民あるいは家主との不和、etc
８．法的関係または犯罪に関連した問題：逮捕、拘置、訴訟、犯
罪の犠牲、etc
９．その他の心理社会的環境問題：戦争、天災、その他の敵意
に遭遇、家族以外の世話人との不和、社会福祉関連機関の
欠如、etc
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悲哀の仕事
喪失に伴う情緒不安定性や退行
⇒基本的信頼感の揺らぎ
ショック
反応の強さ

否認

再起

悲しみと怒り

適応
時間
先天性奇形をもつ子供の誕生に対する親の反応パターンの
仮説的モデル

正常な悲哀から病的な悲哀へ移行の阻止

Epigenesis(漸成的発達)とlife cycle
Epigenetic Theory (漸成原理)
成長するものはすべて『予定表(ground plan)』を持っていて、
すべての部分が一つの『機能的統一体(functional
whole)』を形成する。発生過程の中で、この予定表から各部
分が発生し、その各部分は、それぞれの成長が、特に優勢
になる『時期』を経過する。

親と子の関係は、ライフサイクルの各時点で生じる喪失体験
によって再体験を求められる。そのために養育者との関係に
おける発達のチャートを知ることは意味がある。
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8

Ｂａｓｉｃ Ｔｒｕｓｔ（基本的信頼感）
人生の最初期に、乳児が養育者と授乳を中心とした安心できる
養育関係を通じて獲得することが期待される心理･社会的な
要素であり、健康なパーソナリティ発達の基盤になるもので
ある。自己、他者、世界を信頼することが出来るという感覚
の核となるものであり、この感覚なしに健康に生き続けること
は困難である。
Security , Basic Security
基本的信頼が、基本的不信より優位にあること
その後のパーソナリティの安定性を保障

9
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Basic Trustの形成過程の課題
①自分の中の活発な能動性が高まり、種々の攻撃性が活発に
なり、母親を傷つけたり、破壊する不安が高まる。
②乳幼児は、母親と自分が別々の存在(自分の思い通りになら
ない存在)であるという認識を持つようになる。
③母親が乳幼児の成長と共に、自分だけを関心の中心におか
なくなり、別な生活目標に目を向けるようになる。

＝安全保障感、good enough、大丈夫感覚
≒愛着
治療的関係の基本であり、親子関係の基本、
生存のための基本的な必要十分条件

愛着から内的作業モデルへ
愛着：乳児は、サバイバルのために、依存対象になつき、しがみつき、後追いする
乳児は、生後一年のうちに、親や他の養育者との相互交流から、自分の要
求をどのように理解し、応じてもらってきたかを基に、依存対象の特徴や対
人状況のパターンや世界との関わり方についての心的ビジョンを獲得する
内的作業モデルは、母親、父親、その他の人に対しても個別に形成される
安定型愛着と不安定型愛着:短期離別後に乳児の行動で評価可能
①ambivalent type:二度と離れることを拒否する赤ん坊の態度
②avoidant type:赤ん坊が離別者を避ける回避型
③confused type:再会した母親を見て一瞬の混乱と奇妙な身体の仕草を示す型

世代間伝達へ

子どもたちがどのタイプなのか
判断は困難である
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Identity diffusion syndrome
①同一性意識(自意識)の過剰
②選択の回避と麻痺:モラトリアムを利用できない
③対人的距離の失調:ヤマアラシジレンマ
④時間的展望の拡散:青年期の極端な延長の危険性
⑤勤勉さの拡散:注意集中の困難、退行、偏った没入
⑥否定的同一性の選択:飛躍的な同一性を引き出そうとする

Identity diffusion⇒自己輪郭の喪失・漠然とした危機感
⇒｢飲み込まれる不安｣、｢飲み込まれたい願望｣
⇒identity resistance(治療者への抵抗)

言語爆発

共同注視・
社会的参照

基本的信頼
養育者から

言語が通じた瞬間に
個人を求められる

自分から

ソシュール：言語が通じる
のは乳幼児のある時期まで

Checking
Back pattern

命名と個別化
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Stern:乳児の主観的情動体験：情動調律と無様式知覚
自己感sense of selfの発達
①新生自己感（出生から二ヶ月間）:無様式知覚
活発に外界の出来事を取り入れ、体験間の関連性は無い（視覚、触覚、聴覚、その他）
②中核自己感（生後2～6ヶ月間）
自己が単一で一貫しており、境界線のはっきりした身体単位であるという感覚
自分と母親は身体的にまったく別個であり、別々の意図、情動、体験、歴史を持つとい
うことを知る:分離・固体化
③主観的自己感（生後7～9ヶ月間）
行動の背後にあって、その行動を起こす精神状態（感情、動機、意図など）を理解。自
分の心と他者の心の存在の自覚⇒内的主観的体験が、自分以外の人と共有可能で
あることを知る⇔情動調律
④言語的自己感（生後二年目以降)：三つの自己感（非言語的自己感）も活発に作動
1)自己を客観視できる能力
2)象徴を用いて遊ぶ能力（人形を使って自分の願望を表現する能力など）
3)過去の記憶、現実、将来への願望と期待を維持する能力
⇒体験は、言語により変形され、非言語的総括体験から切断
⇒非言語的体験の潜行言語化体験の公式化による現実の歪曲→無意識化→神経症
⇒象徴的思考可能⇔現実の歪曲を引き起こす心的過程
「他者と共にある在り方を広げる代わりに、自己体験の分裂を起こす」
｢それまで自分だけのものだった乳児の個人的体験や知識は、言語という媒介を通じて
＜語られたもの＞として他者との間でその意味を共有できるものになる｣
⇒対人関係上の可能性の広がり

間主観性:intersubjectivity . Murray,L 1992
乳児は、早期から養育者が自分に関心を向けているかどうかを敏感にモニターし
ながら成長する。自分の依存対象が、自分をどう思っているかを感じる間主観性
は、生後5～6週頃から認められ、生後6～7ヶ月頃に明確になる。母親が乳児を
かわいいと思って覗き込むと、乳児はそれを感じ取って手足をばたつかせ反応す
る。しかし、母親がふいに無表情になると乳児は咄嗟に反応し、母親に働きかけ、
母親を元に戻そうとする。それが不可能であると分かると、乳児は、諦め、無表
情に引きこもってしまう。このように乳児は、絶えず母親をモニターしている。
渡辺久子
産後抑うつは、乳児の間主観性の発達を阻害。言語発達、自己像や対象像の発
達、社会的スキルの発達障害を引き起こす。自閉性障害、ＡＤＨＤ、不適応、etc
⇒異文化の母親の孤立化の危険性
自我の世界経験の地平には、ありとあらゆる他者が統合され、同時に、私は他者の地平の
うちに統合されているというように、他者の対象化や構成に先立つ私と他者の根源的共属、
あるいは、「いつもーすでに」なされている自我の共同化の側面を強調。、、、この概念は、
自己存在にとって他者を不可欠の契機と捉えている点で精神医学の重要な問題枠となる。
Blankenburg:『自明性の喪失』、患者は他者との「以前からの」結びつきを欠き、他者の立
場へのアプリオリな置き換えがなされず、そのため、その都度新たに意識的に自己の置き換
えをやり直すことを強いられる。
Stern:人間の心的発達において乳児の間主観性を重視
Husserl : 加藤敏
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情動的自己と情緒的応答性:R, Emde
乳児の情緒や感情は、生得的、普遍的で、心の世界も生物学的に基
礎付けられている
発達に内在する四つの動因
①活動性
②自己制御
③社会適合性
④情緒のモニター
肯定的感情(喜び、驚き、興味)は発達に必要
⇒社交性、探索性、学習への刺激
母親の情緒的応答性⇒心的organizationの発達促進
乳幼児の早期の倫理感情、他者への共感性
⇒母から共感してもらった体験、養育者の関係で認められること、
励まされること、感情を分かち合うこと
乳児養育者関係の連続性
⇒その子固有の人間関係と社会性を構築

16

Social referencing とaffective core self
Social referencing （社会的参照）
一歳過ぎの幼児や乳児たちは、人の表情を照らし合わせたり、見比べ
たりしながら自分のおかれた状況を把握
⇒乳児の情緒は、乳児自身に自分の中や外の世界の変化をいち早
く伝えるアンテナの役目を果たす
⇒相手の情緒との照合を通して、自分自身の不安や当惑の状態を、
安心と納得のいく状態へ変容できる
Affective core self （情動的自己核）：情緒の普遍性
basic emotion:喜び、驚き、恐れ、悲しみ、嫌悪、興味、その他、人間が生物学的に
あらかじめ持って生まれたもの
affect（情動):情緒よりは抽象的な精神機能を指し示す
emotion(情緒）:感情の状態や表現のほかに、罪悪感や恥、心配や抑うつなど、複雑
な情緒の複合体を指す
情緒は、生物学的な進化の過程で遺伝子に組み込まれる
母親は一貫性と自信をもって我が子の情緒を識別している
⇒母親が期待を裏切らずに受け止めfeed backする相互性には、生後三ヶ月から
時間を追って連続性が認められる
17
⇒応答の連続性は、乳児の情緒的体験に統合力を与える
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表象段階以前の自己 : prerepresentationl self
生後15ヶ月以降はっきりした自己意識が芽生える

①活動性:乳児自身が生まれたときから自分で自分の発達のために感
覚運動システムを練習しようとしている
②自己制御:睡眠と覚醒のサイクル⇒環境の変化や動揺にあっても自分
で自分の安定性や統合性を保持⇒悪条件によるダメージを受けないよ
うに自己システムを制御している
③社会適合性:人間の子どもは、生まれつき対人交流に自ら能動的に参
加するよう準備されている⇒愛着:母親と乳児の二人がお互いの相互
関係を自己制御していくためのプロセス（社会適合性）⇒親の側の社会
適合性:人は親になるとその個人的体験とは別に、人間の親であるとい
うだけで、人間の特異的で不変的養育行動を示す（直感的養育行動）
⇒母子の行動の同調
④情動のモニター機能:感じることを通じて物事や経験の中身を評価⇒
相手の情緒の状態を見たり、触れたりすることを通じて、相手の意図や
要求や機嫌やその他の状態を把握⇒自分自身が何を感じ、どうしたい
か自分の感情によってモニター⇒母親が乳児の情緒を育児のモニター
に用いる
18

情緒の応答性:Mahler＜母との子のパターン化された情緒の信号システム＞
母親が見守っていること、体も顔も表情も眼差しも、乳児の状態をキャッチするた
めに向けられていること自体が情緒の応答性の意味を持つ
見守られるという意味、治療者と患者：教育者と被教育者

社会的参照
母親の乳児への社会的参照:生後0～6ヶ月の間
乳児の母親への社会的参照:生後6ヶ月～24ヶ月
乳児は、社会的参照を行うことによって、不確かな状況下で、養育者や
その他の人の情緒を手がかりに、自分の内面に湧いてくる情緒に、ある
方向性を与え、自分の行動を制御していく

間主観性
肯定的情緒の意義（否定的情緒は、別の発達系列を辿る）
⇒母子の情動調律（Stern）:乳児の外界への注目や探索行動の発現促進
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モラル感覚の発達（一歳以降の親の躾の模索）
倫理感:社会的義務と個人的欲求の間で自己をコントロールしていく能力の発達
発達の基礎となるのは、母親や養育者との関係が＜取り入れ＞や＜内在化＞
という心理的メカニズムによって乳児の情緒的核の中に組織化されること
モラル:禁止令と好もしい感覚を相手にもしようという感覚

モラル感覚の二つの発達経路
①葛藤領域の経路
一歳を過ぎると乳児は、親が「ダメ」ということをする前やした後に、親の表情を
伺うように振り返る。自分のやりたい気持ちと、それに反する親の情緒のサイン
との間で迷いながらどうすべきか模索していく
⇒親へのreferenceによってルールの内在化
②葛藤外領域の発達経路
母親や他の養育者との間で共有したポジティブな情緒の経験が基になって発現
誇り:一歳過ぎから自分がある行動の基準に達したという気持ちに伴って発現す
る情緒。自分の中の良い感情を相手と分かち合おうとする性質
Sharing:生後6Ｍ～１Ｙ、親と子の相互referencing

↓
模倣と同一化のプロセス
⇒36ヶ月児:内在化されてルールと共感性
⇒ＩからＷｅへ、社会的規範の芽生え

安心感の提供：多文化への架橋
安心できる環境創り
個人的関係から（限界をわきまえること）
家族環境への配慮
異文化受容に伴い子どもや学校・地域社会
が成長することへの確信
言語の獲得は、異なる者である確認
孤独と自立という課題(親密感と孤独)
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日本人が日本人を知ることに直面するために
客観性を持つ異なる文化を持つ個の存在を
必要とした。
異なる文化を持つ個の存在を受け入れること
は、日本人の心の中に既に存在していた可能
性を発見させてくれるだろう。
自分以外の人間を知ることの必要性
22

精神的に健康な心（中井久夫）
＜支援者のメンタルヘルス＞
①矛盾した考えや感情が同居できること
②分裂する能力：そしてある程度分裂に耐えうる能力
③両義性に耐える能力
④可逆的に退行できること
⑤問題を局地化する能力
⑥問題を未解決なまま保持できる能力
⑦いやなことをやれる能力：不愉快にある程度耐える能力
⑧一人でいられる能力
⑨秘密を保つ能力：嘘をつける能力
⑩意地にならずにいい加減なところで手を打てる能力
⑪いろんな角度から物を見る能力：相手の身になる能力
⑫現実処理能力を使いきらぬ能力

重

要

な

他

Significant Others
H,S,Sullivan
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第一分科会
学校現場での取り組み
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第一分科会

第一分科会「学校現場での取り組み」の報告
山形こども日本語サポートネット代表 長藤 節子
１．分科会の流れ
第一分科会は、小・中学校の先生方を対象に設けられたもので、外国にルーツを持つ
子どもたちを受け入れた学校での実践報告をもとに、学校現場で何ができるか、何が必
要かについて話し合われた。
分科会に先立ち、参加者の方々から自己紹介をしていただいた。小・中学校の教員、
教育相談員、教育委員や委員会指導主事など、直接子どもたちに関わった経験のある
方々が、多数集まってくださった。
分科会では、小学校での取り組み報告と質疑応答、中学校での取り組み報告と質疑応
答の順に進め、後半は小学校関係者と中学校関係者の二つのグループに分かれて意見交
換会を行った。
２．学校現場での取り組み
まず、山形市立蔵王第二小学校長の鈴木左千夫氏より、同校での取り組みについて発
題があった。同校では、担任、特別支援コーディネーター、校長を中心にチームを組み、
役割分担をしながら、職員全体で支援にあたったという。子どもの成長に合わせ支援の
内容を検討する、さらに母語ができる外部支援者の協力によって、児童の「母語・母文
化の保持」を重視しながら、心や家庭の問題についても理解を深めるなど、きめの細か
い支援を進めてきた。児童は現在、次のステップ―自立への道を歩み始めているとのこ
とである。
次に、天童市立第四中学校教頭の松田博之氏より、中学校での取り組みについて報告
があった。同校においても、学年主任、担任を中心に、各教科の担任、教頭がチームを
作り、学校全体で受け入れる体制を作っている。中学 2 年生からの編入ということで、
生活面で必要な配慮をしがらも、当初から 2 年後の高校進学を見据え、支援を始めたと
いう。外部支援者の協力を得ながら、初期に母国での学習内容や習熟度を把握し普段の
授業に生かす、生徒の状況（学習だけでなく、友だち関係や学校生活・異文化に対する
適応度なども含めた状況）を把握しそれに応じて段階的に負荷を加減しながら支援する
など、「生徒に必要な支援」を見極めて進めてきたという。松田氏からは、前任の小中
併設小規模校での事例（小学校の授業への参加（生徒本人が希望）、クラス全員による
中国語での漢詩の朗読、クラスメートによる絵本の読み聞かせ、朝学習での個別補習な
ど）も紹介があった。
鈴木氏の「彼の成長を支える支援の輪」という言葉は、今回のシンポジウムのテーマ
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でもある。発題された二つの取り組みの共通点―①学校全体で受け入れる体制、②児童
生徒の発達段階や学習状況を把握し、また将来を見据え多様な進路を想定しながらの支
援、③外部支援者と、役割分担し連携を密にしながらの支援―は、外国にルーツをもつ
子どもだけでなく、さまざまなハンディキャップをもつ子どもたちの支援にとって非常
に重要なポイントであろう。
３．意見交換
後半は、小学校関係者と中学校関係者の二つのグループに分かれ、それぞれにテーマ
を絞って意見交換を行った。
小学校では、「初期の適応～友だち作り」をテーマに、実践例の紹介や質疑応答が行
われた。「友だち作り」がその後の日本語学習や異文化適応に大きな影響を与える、自
然に任せるだけでなく教師の「働きかけ」があると効果的ではないか、などの意見が出
された。また、学校や公民館などでの出前講座や外国出身の保護者による料理教室など
によって、児童の対応が柔軟になったなど、
「異文化理解」の取り組みが紹介された。
高校進学を控えた中学校では、
「学習」が課題となった。普通授業に参加して理解で
きる時期までどのような支援ができるか（授業中の工夫）、極端に遅れていたり意欲が
ない場合の支援はどうか、外部支援者の協力を得るシステムがない場合どうすればよい
かなど、現場での悩みや質問などが出され、それについて、ルビふり・音読テープ利用
などの方法や個別指導の実践例、対訳つき教材の紹介、進学に関する情報提供などが行
われた。
４．終わりに
第一分科会は、教員のための分科会として設けられた。多忙な中、現場で子どもたち
に直接関わっている先生方が多数参加され、児童・生徒の課題の多様性や先生方の対応
の難しさなど、現場の様子を改めて認識する場となった。中学校の部の意見交換会で「相
談窓口はあるか？」「どこに行けば教材を紹介してもらえるか」という質問があった。
外国にルーツを持つ子どもたちの支援について相談できる場所の確立、指導事例・教
材・進路や研修会などに関する情報などを提供できる場所やそれらを共有するための仕
組みづくりが求められている。
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第一分科会当日配布資料

Ｎ君のひとみの輝きを見つめて（成長と支援）
山形市立蔵王第二小学校長

鈴木 左千夫

１．はじめに
現在、持ち前の明るさと積極さで小学校の最上級生として活躍しているＮ君のひ
とみはとても輝いている。彼が一日一日を精一杯生きているのが伝わってくる。彼
の成長を支えている支援の輪は彼にとって幸運だった。特に市国際交流協会派遣の
指導員の力はとても大きかった。指導員の働きで学校も十分に教育力を発揮できた
と考えている。
２．Ｎ君の成長
Ｎ君は２００５年 4 月から本校の４年生に在籍するようになった。親の願いは友達
ができること、日本語ができること、日本の勉強が分かるようになることだった。
学校では親の願いを充分理解し担任中心に指導を開始した。
幾多の厳しい困難を乗り越えて三年目の今たくましく育っている。Ｎ君は６年生
になって、指導員が山形を去り、自分の置かれている環境を自分なりに理解し少年
期らしい自立の道を歩み始めている。
３．これまでの指導経過
４年生４月に転校したＮ君は大いに友だちと遊んだ。５月から特別支援コーディ
ネーターが日本語の個別指導を開始した。本人が学習時間の特別扱いに抵抗を感じ
ていたので週 2 回放課後通級で行った。6 月から国語と算数は週 2 回時間内個別指
導を始めた。7 月からは必要に応じて図工、算数、理科の時間にＴＴによる指導を
実施した。
２学期からは指導員の派遣を要請、派遣指導は４年生２学期から始まり５年生の
３学期までしていただいた。指導員のおかげで諸問題が明らかになって学校の対応
がかなり適切に働くようになった。
４．校内の指導システム（組織的対応）
担任を中心にして特別支援コーディネーターと校長がチームを組んで指導の在り
方を研究して実践した。担任は学級経営上に彼の指導を含めた。特別支援コーディ
ネーターは彼の要望を取り入れながら、１対１で学習したり、複数の子どもたちと
いっしょに放課後学習したりして指導した。Ｎ君の意欲的な学習が日本語理解とと
もに全教科に広がっていった。他の教師も授業の中でＴＴとして彼を支援した。
家庭や指導員との連絡は主に特別支援コーデイネーターの役割とした。特別支援
コーデイネーターは指導員から指導時間のあとに聞き取りしそれを記録した。関係
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職員は記録から共通理解を図り次の指導に生かすことができた。
校長が両親との面談を担当した。５年生９月に両親と面談をした。この面談で家
庭が持っていた学校へのもやもやしていた不信感がかなり解消した。それは学校が
彼のことを一番考えて実行していることが伝わったからである。
５．支援指導員との連携
これまでのＮ君の指導では指導員の存在は欠かせない。転校当初、前述のように
校内の指導の配慮によってかなり学習状況に進展が見られたが、1 学期の指導反省
でＮ君の心の問題が取り上げられ、市教委経由で市国際交流協会に母国語のできる
指導員の派遣を要請した。週 1 回本校にきていただいてＮ君の指導をお願いした。
内容は国語と算数を中心に気持ちも聞いていただいた。指導員から得るＮ君の心の
情報は指導のための大事な資料であった。
指導員を通して語られるＮ君の言葉、
《学校が楽しい、いい先生ばかりだ、いつも
みんながほめてくれる》という言葉は学校の励みとなり大きな喜びでもあった。
私は指導員に次のようなことをお願いした。｢Ｎ君が母国語を決して忘れないよ
うに本人にいつも言い聞かせてください」と。しかし、今置かれている環境から母
国語を忘れてしまうのではないかと心配している。
６．現在の学習上の課題
生活上では６年生が使用する日本語はほとんど理解できている。しかし、最も不
足していることは社会的な内容がよく理解できないことである。用語の理解、事物
事柄の理解などまだまだ本人の課題は多い。特に語彙の拡大を重視し、今後の学習
では視聴覚で場面と言葉、実物で物の名前などていねいに指導していきたい。
最近「先生、ここがわかりません。」「教えてください！」「あ、わかった！」と
いきいきと学習をしていて、Ｎ君のこの学習意欲とこれまでの努力に学校としても
応えていきたいと考えている。
７．おわりに
本校は児童数１５０人の１学年１クラスの小規模校である。学区内に養護児童施
設がありさまざまな課題を抱えた子どもたちが多く在籍しているが、子どもたちは
一様に心やさしい。そこにＮ君は異国からやってきたのだ。
言葉を異にする国で生活したＮ君のこの３年間のあゆみは涙なしでは語れない。
学校は家庭と対話を重ね親や子どものニーズをとらえ、それがきちんと実現できる
校内体制と実行力が求められている。すべての子どもたちは幸せになる権利がある。
どのような国の子も、どのような障害のある子にも、子どもたちの幸せを願い、幸
せが実現できる学校をめざしていきたいものである。
今後さらにＮ君のひとみの輝きが増すようにしていきたいと考えている。
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学校での受け入れにあたって
天童市立第四中学校教頭 松田 博之
１

はじめに

・

Ａさんが４月より本校に編入するという話があり、両親とともに来校して相談す
る。中学２年生に該当する年齢で本人の希望もあり、２年生に在籍することになる。

・

本校には、他にも中国からの帰国子女が数名在籍している。ほとんどが中学入学
前に数年間日本で生活している生徒たちで、ある程度日本語を習得しており、Ａさ
んのように直接中国からの編入は初めてであった。

２

学校での対応について

・ 編入前の３月から春休みにかけて、日本の教科書を見たいという希望もあり、学
校の教科書を貸し出した。
・ ４月から２年生に在籍しての登校になったが、学級での生活や部活動、通学につ
いては、十分に配慮した。
・ 日本語習得のためのサポーターが、週２回（１～２校時）指導にきてくださる時
以外は、すべて他の生徒と同じように授業に参加した。サポーターと連携し、日
本語習得状況や母国での各教科の学習状況を考慮しながら、指導にあたった。
・ 数学や英語は少々理解できて授業に参加していたようであるが、社会や理科は全
然わからないようであった。しかし、板書されたことはすべてノートしていた。
・ １学期の期末テストは別室で受けた。それぞれの教科で、「わかる問題だけ」「ふ
りがなをふって」「問題文を中国語訳して」などの配慮をした。
・ 通知票は、１学期は評価を記入しないで、学習の様子を文章でお知らせした。
・ ２学期はじめの課題テストから、特別な配慮なしで他の生徒と同様に受けている。
・ 同級生が読んでいるような日本語の本を、いやがらずに読むようになったことで、
読解力がついてきたようである。
・ ２学期から挙手しての発言が見られるようになり、しっかり答えるようになった。
・ 英語の補習を受けながら、地区の暗唱大会に出場した。意欲的に練習に取り組み
入賞を逸して悔しがる様子も見られた。
・ Ａさん本人の努力が非常に大きい。日本語の習得、各教科の勉強、部活動と学校
生活すべての面で力を発揮するようになってきた。
・ 日本語がわからずにスタートしたのに、日本語で会話ができるようになり、学習
面でも力を発揮するようになってきたＡさんの姿を見て、周りの生徒もよい影響
を受けている。
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３

今後の課題

・ 中学３年になり、卒業後の進路を意識しなければならない時期になってきた。進
路に関する情報を十分に提供するとともに、Ａさんの希望や保護者の考えを聞き
ながら進めていかなければならない。日本語力の影響が大きい科目や母国で未習
の内容については、学年担任団による個別の補習も計画している。
・ Ａさんの他の帰国子女にもそれぞれの課題がある。本人の様子に留意することは
もちろん、家庭との連絡を十分に取っていかなければならない。
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第二分科会
支援者の役割
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第二分科会

第二分科会「支援者の役割について考える」の報告
神奈川大学外国語学部 富谷 玲子
１．発題者の紹介と論点
第二分科会では、3 名の発題者が子どもをめぐる支援と支援者の役割について、
それぞれ実践について報告を行った。
今野悦子氏は、秋田市教育委員会スクールサポーターとして学校に出向き 1 回 2
時間の日本語学習支援を実施している（詳細は資料参照）。支援を円滑に進める
ためには、学校(担任・学年の先生方・学年主任・教頭・校長)や保護者、教育委
員会担当者とスクールサポーターとの話し合いが必要不可欠である。この話し合
いを通じて外国から来た子どもの心理状態についてもスクールサポーターから子
どもを取り巻く人々に伝えていくことができる。この｢話し合い｣を成立させるよ
う働きかけることもスクールサポーターの役割であると今井氏は捉えている。特
に学校の連携は欠かすことのできないものであり、連携することによって、学校
の先生方に子どもの日本語レベルに応じたミニテスト、作文など訂正をお願いす
るなど、より適切な学習環境を子どもに提供することができる。
森亜沙美氏は、元山形市教育委員会日本語指導員、現在は東大阪市立日新高等
学校の教諭として、学校教育に複数の立場から参加してきた。森氏は日本語指導
員(支援者)に求められる一般的条件として、指導する子どもの母語ができること、
教授経験が豊富であること、日本語指導のみならず教科指導もできること、熱意
を持って子どもに接する人であることを挙げた上で、このような理想的な支援者
でないと指導できないのかと問題提起し、これまでの実践に基づいた検討を加え
た。通訳として子どもの支援に参加するところから出発し、学校との連携が深ま
るにつれて日本語指導や教科指導へと支援活動の範囲が広まったケース、子ども
の母語ができずに日本語のみで接することにより子どもの日本語使用への動機付
けを高めることができたケース、学生グループとして子どもを支援した結果、身
近なお兄さん・お姉さん的存在として相談事を受けたり子どもが安心できる居場
所を提供したりすることができたというケースの紹介があった。外国にルーツを
持つ子どもと接する支援者に求められる条件は多々あり、そのすべてを一人が満
たすことは不可能だが、支援者や学校がそれぞれの立場や得意分野を認識しつつ
連携することによって、手厚いサポートができるというのが森氏の結論である。
五十嵐貞心氏は、山形市教育委員会日本語指導員で、韓国出身であることから
韓国語を使った「取り出し授業」により支援を行っている。また、通訳として保
護者と学校とのコミュニケーションを媒介しながら、生活面での指導を行ったり
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さまざまな相談に乗ったりすることもある。母語（韓国語）を使った支援のメリ
ットには、学校のルールの違いを説明できること、母語の会話で子どものストレ
スを解消し安心感を与えられること、トラブルが生じた際に問題解決の手助けが
できることなどがある。デメリットには、子どもの教員も「母語が通じる」とい
うことで指導員に頼りすぎてしまうケースがあること、指導員は日本の教科指導
の専門家でないため教科内容や指導方法について十分な知識があるわけではない
ことが挙げられる。子どもの支援には、学校の先生、日本人の指導員、外国出身
の指導員、保護者の理解と協力が必要である。
三人の発題者に共通するのは、「連携」「協力」というキーワードである。外
国にルーツを持つ子どもの支援には、子どもを取り巻く、さまざまな立場や役割、
背景を持つ大人の支援が必要不可欠であることが強調された。
２．質疑応答
フロアから多数の質問があったが、以下の５点に焦点を絞り議論した。
(1)支援をめぐる連携をどのように築くことができるのか？
・指導者からの学校への働きかけ、教育委員会への文書での働きかけ、他団体か
らの働きかけなど、複数の働きかけを行った。(今野)
・学校の教員に指導者から子どもの状況を説明することによって学校側の理解が
深まった。当初はおしかけ支援者として出向いたが、学校、教育行政への働き
かけを継続することによって行政がシステムを構築するまでにいたった。(フロ
ア)
・東京では93年ごろからボランティアの働きかけに応じて教育行政が動き始めた。
いずれの地域にも共通することだが、現場からのボトムアップ型で連携が構築
されたように思う。現場からの働きかけが有効である。(司会)
(2)取り出し指導か、入り込み指導か？
・両方あったほうがいい。入り込みすることによって、クラスでの人間関係、立
場が把握でき、実際の授業でどのようなところでつまずきが起こるのかも実践
的に把握でき、指導が有効になる。入り込みには学校側の協力が不可欠。一方、
取り出しでは個別にじっくり指導ができるというメリットがある。両方を組み
合わせることでメリットが生かせる。教員の立場から言えば、学校の組織とし
ては、入り込みの指導員が授業の邪魔になることもあるので、教員の理解を得
られるよう指導員としての配慮が必要である。また、教えすぎず、子どもが自
立的に理解、思考できるようなサポートとは何か、考える必要がある。入り込
みの指導員が周囲の子どもにプラスのイメージを与えることによって、子ども
自身に対してもプラスのイメージを持ってもらうことができる。指導員自身が
周囲の子どもとも積極的に関わることが重要。(森)
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・入り込みをすると、クラスの視線が子どもに集中してしまうこともあるので、
支援を受ける子どもの気持ちに対して十分な配慮をする必要がある。(五十嵐)
・入り込み活動には、周囲の子どもに外国から来た子どもに日本語支援が必要だ
ということに慣れてもらう役目がある。取り出しばかりでは、その間、何をし
ているのか周囲の子どもがわからず、子どもに対する理解が深まらない。また、
授業内容によって、取り出しと入り込みの効果は異なる。(今野)
・学校が子ども本人にどのような支援が必要か判断できるような仕組み、能力が
必要だと思う。周囲の子どもからの支援が自然に出てくるような「居場所」を
確保することで、能力は伸びる。(フロア)
・仲間同士で支えあえるように出来ることが理想だが、それまでのサポートは大
人がする必要がある。遊びの仲間つくりは「入り込み」、特に休み時間などの
指導者の媒介が有効だろう。（司会）
(3)レベル判定方法と必要な支援の判断
・授業中に子どもがアウトプットすることばから判断する。担任教員の客観的な
判断も重要なので、教員と指導者の話し合いから適切な判断が可能となる。(今
野)
・年度末に担任教員と指導員が相談し、保護者とも相談して教育委員会に説明し、
次年度の指導の継続について判断する。(五十嵐)
・JSLバンドスケールを使い、周囲の大人の観察により総合的に判断することもで
きる。(森)
・周囲の観察による能力判断はその判断をする人の教育経験・支援経験によって
左右される。経験のない人にもある程度の判断が出来るようなスケールが今後
作られていくことを期待したい。子どもの場合は、学校社会（教師、子供同士）
の中でのソーシャルスキルに関わる部分も含めた要素を見る必要がある。(司
会)
(4)具体的な指導内容・指導方法
・母語が使える場合には、学年相当の教科書を翻訳できるので、翻訳を通じて理
解させる。子ども自身が母語と日本語とを翻訳するプロセスで日本語学習も進
む。子どもが学習の成果を確認できることが大切だと思う。韓国から来た子ど
もの場合は、英語と数学はあまり苦労しないケースが多い。テストでは韓国語
訳を付けることで対応している。国語、社会は在籍学級にあわせた指導を心が
けている。(五十嵐)
・中学に入った場合には小学校レベルの学習内容についても確認しながら進める
ことで、学習の積み重ねができる。(今野)
・在籍学級の教科内容を指導しながら、落ち着いてきた段階で抜け落ちた部分を
取り戻していくことで、子どもが焦らずに学習が進められるのではないかと思
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う。英語、数学は積み上げ教科なので、抜け落ちた部分がある場合には、そこ
を発見して埋めることが必要である。(森)
・社会科は興味、知識に個人差が大きく、指導が難しい。(フロア)
・生活言語習得時点から学習言語が年齢相当のレベルに達するまでには時間がか
かる。学習言語の発達には個人差があり、一朝一夕には進まない。時間がかか
るという覚悟を持って指導を続け、取り出し指導が必要かどうか教員や指導者
が検討しながら取り組むことが重要である。(司会)
(5)支援を終えるタイミング
・授業の概略が理解できるようになり、子ども自身が「取り出し指導」を嫌がる
ようになったときが終了時だと考えている。何か問題があったときには、親に
対する言語的支援も含めて指導者による後方支援が必要となる。家庭環境もこ
どもの発達に影響するので、総合的な判断が必要だと思う。(五十嵐)
３．司会を通じて
第二分科会では、子どもをめぐる支援について非常に具体的な議論ができたと
思う。現在、子どもをめぐる支援には全国レベルの標準的な制度がなく、地方自
治体によって取り組み方にも取り組み姿勢にも大きな差があることを改めて確認
することができた。支援者の名称も地域によって異なるし、支援の方法（取り出
し方式か、入り込み方式か）、支援に使う言語（日本語か、子どもの母語か）も
それぞれ異なる。それは、支援が必要な子どもに学校内の担当教員や地域のボラ
ンティアが気づき、できることから取り組みを始めつつ、声を上げていったとい
う、現場の真摯なボトムアップ的取り組みのプロセスを示している。子どもをめ
ぐる支援が始まってから 10 年以上を経た現在、そろそろさまざまな支援が出揃っ
た段階に入ったのではないかと思う。これからは、「できることをやってみる」
段階を脱却し、10 年の蓄積を分析することにより、それぞれの子どもの学習状態
に即した最適な支援を検討することが必要なのではないかと思う。
支援者は自分自身の教育現場については知悉しているが、他の地域でどのよう
な教育政策・教育制度の下、どのような支援が行われているのかについては、知
る機会は限られる。今回のようなシンポジウムを通じて、異なる支援方法につい
て知識を広め、そのメリットとデメリットについても検討を加えることが可能と
なる。その結果は、すぐにも教育現場に生かすことができ、よりきめ細かい支援
が可能となるはずである。支援者を対象とした研修の機会は全国的に見ても多い
とは言えない。こうしたシンポジウムが、今後、支援者に対する公的な研修とし
て恒常的に行われるようになることを切に願う。
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日本語や教科学習の支援－支援者の役割は繋ぐこと
秋田市教育委員会スクールサポーター 今野 悦子
１．今、どのような支援を？
１週間に４日学校に出向き、日本語学習支援 １回２時間

１年間で１４０時間
（支援者 ２人）

１週間に２日学校に出向き、日本語学習支援 １回２時間

（支援者

１人）

２．支援の手順・・・・支援者の役割といえるかも？
・ 最初に支援者と学校（校長、教頭、学年主任や学年の先生、担任）、教育委員会の
担当者、保護者との話し合い
・ クラスの時間割を考慮して、支援の時間割を検討。
国語の時間を中心にして、前後の時間を加えて日本語学習支援の時間とすること
が多い。
・ 話し合いの場で、子どもたちの心理的なことについても先生方に伝えて理解を求
める。日本語がわからない時は、クラスの友達とのコミュニケーションがうまく
いかない等
・ 初期は取り出し授業が多いが、休み時間や朝の会の時は教室内で過ごし、そこで
使われる日本語を調査。１週間に１～２時間は、初期指導の時でも教室内の学習
に参加し、その時点でわかる日本語で教科指導。また、取り出しの時にも教科学
習で使われる日本語を取り上げる。
・ １年経過した時点では、ほとんど教室内の学習に参加して教科指導。
その時々の子どもの日本語レベルを把握しながら、短期目標（振り返りの作文を
日本語で書く、算数の簡単な文章題を理解できるように、等）を設定。
＊ 日常生活では日本語に困っているように見えない子どもでも、教科学習の支援をし
ていく中で

語彙（日常生活ではあまり使わない漢字熟語 例：無言、筆記用具）

が不足していることに気づいた。また、取り出して日本語指導をしていた期間の
学習内容や語彙（漢字の読み方なども）がすっぽり欠落。
＊ 『聞く・話す・読む・書く』もある程度できるようになると、そこで良しとして
しまう傾向がある？

教科学習には、支援者のサポートでさらなるレベル・アッ

プが必要と考える。
３．学校との連携・・・・絶対に必要！
・ 担任の先生だけでなく専門教科の先生にも、子どもが日本語に関してどういうこ
とで問題を抱えているのかを伝える。
・ ミニテストでは、子どもの日本語のレベルに応じた問題を作成してもらう。作文
では、表記の誤りや漢字の間違い等は積極的に訂正してもらう等の協力が必要。
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母語話者支援者としての役割
チョンシム

山形市教育委員会日本語指導員 五十嵐 貞心

１．指導の状況
形

態：教育委員会の日本語指導員、つまり、
「教育委員会の依頼」と言う立場で
学校に行き、「取り出し授業」を行っている。

頻

度：子どもひとりにつき、週に２回、４時間。期間は２年から３年の指導。

内

容：初期指導は日本語が中心。中間や期末等の試験の時は、本人の希望で試験
対策の学習に付き合うこともある。２年目からは教科学習の内容について
指導し、日本語面では作文指導を実施。

その他：生活指導や悩み相談、保護者（外国出身の母親）と学校との通訳、保護者
からの悩み相談なども適宜行っている。
２．母語話者支援者としてのメリット、デメリット
メリット
１）同国人としての安心感を与える役割
→同国人という安心感や信頼感があると、心を許して何でも相談したり不安な気
持ちをぶつけたりすることが出来、それが心のバランスを保つのに役立つ。
同国人が「いる」ということだけで、子どもは安心して学校で過ごせる。
２）母語で学校についての情報を与える役割
→韓国と日本の学校ルールの違いを伝える。
クラスメートや対人関係の違いについてあらかじめ日本の学校のルールや情報
を伝えたり、子どもから質問や疑問があった場合に対応したりできる。
教室内で頻繁に使われる言葉や表現について教えることができる。
３） ストレスを解消する役割
→慣れない外国生活、慣れない学校生活のストレスを母語で吐き出すことで、ス
トレスを軽減させられる。
４）問題解決の手助けをする役割
→児童生徒間でトラブルがあった場合、両国の文化の違いという点から、その原
因について一緒に考えることができる。トラブルのきっかけとなりやすいストレ
スの解消についても、必要なアドバイスを与えることができる。
日本人児童生徒に対しても、両国の文化や考え方の違いを考えるきっかけを作る
ことが出来る。
５）学校の先生や日本人の児童生徒に対して、外国出身の子どもの文化に関する情報
を伝えられる。
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デメリット
１） 日本の教科の指導方法については知らないことが多い
→学習指導を依頼された場合、指導員自身が日本の教育を受けていないので、教
科内容について教えることを不安に感じる。特に国語（古文）、日本の歴史など
２） 子どもが指導員に依存することがある
→母語が通じるために、あらゆる悩みや不安を伝えてくる。指導員という立場だ
けでは対応しきれない内容もある。
３） 学校の先生も指導員に依存することがある
→すべてを指導員に任せるケースがある。その結果、子どもの生活や学習への配
慮が失われることがある。
４） 日本の学校現場について必ずしも熟知しているわけではない
→指導員の研修や勉強が必要。
３．日本人支援者の役割に対する期待と連携の必要性
母語話者の指導だけでは対応できない場面がある→日本人支援者との連携が必要
母語話者の役割：初期の生活指導や生活環境についての指導・アドバイス
日本語話者の役割：教科指導には日本の学校教育を受けてきた日本人支援者が必要
４．子どもの支援に欠かせないこと

～周囲の大人の連携～

１）学校の先生との連携
・学校生活全般について、指導員に情報を提供してくれる先生もいる。このような連
携ができると、学校生活の様子や学校行事の流れも把握できるので、指導内容に活
かしやすい。
・
「教育委員会派遣」という立場は、先生との信頼関係を得られやすいと感じている。
・母語支援者も、先生から情報提供してほしい事柄やタイミングがわかっていれば、
積極的に尋ねることができ、その情報は指導内容に反映できる。
２）多角的な連携
・学校の先生、保護者、日本人支援者、外国出身の支援者など、さまざまな立場の大
人が情報交換することで連携することができ、理解や協力を得ることができる。
・周囲の大人たちの「連携」を作り出すために、どのように人間関係を作っていくか
は、その子どもの状況や学校・地域の環境によって異なる。支援者には、理解や協
力が得られそうな大人に、子ども自身のおかれている状況や出身国の文化について
情報を伝えるという役割もあるのではないか。このように積極的に情報交換するこ
とで、支援の輪が広がる。
・子どもが住んでいる地域で、子どもを取り巻く様々な大人たちが連携することで、
地域の中に「学びの場」が保障されることが望ましい。
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一学期は、日本の学校や友達に慣れることを優先

支援者の立場と役割

してほしいとの学校の要望のもと、取り出し指導は

東大阪市立日新高等学校

行わなかった。

元山形市教育委員会日本語指導員 森 亜沙美

二学期から日本語指導を始めたが、授業中に取り
出すと授業の進度が心配だという学校側と保護者

1． 日本語指導員（支援者）に求められる条件とは

の意向で、放課後に指導をすることとした。その際、

・対象児童生徒の母語ができる

日本語の取り出し指導のみではなく、在籍学級への

・教授経験豊富

入り込み指導を残すことになった。一から文法積み

・日本語だけでなく、教科補習もできる

上げで学ぶのではない A さんへの指導は、A さんの

・熱意を持って、子どもに接する

etc…

アウトプットから A さんの日本語で間違えが化石

⇒条件を満たす優秀な人材の確保が困難（特に散在地域）
。 化しているものや高める必要のある日本語能力、ま
Q：日本語指導員（支援者）は、上記の条件を

たは教科内容でも、アメリカと日本の既習内容の違

全て満たす人でなければならないのだろうか？

いからわからないものなどを補習することが最も
いいと思った。しかし、学校教員としての経験もな

2． 実践事例

い私には、子どもの成長段階や日本の学校の学習カ

2-1 学外からの日本語指導者の立場から
―山形市教育委員会派遣、帰国子女への日本語指導

リキュラムなどがよくわからなかったため、A さん
がつまずいている問題が、日本語能力不足、または
学習経験の違いが原因でわからないのか、それとも

＜対象児童 A さんについて＞

他の児童にも同様に難しいものなのか判断が難し

・来日時小学３年生の女児。父親が日本人。
・アメリカ生まれ、アメリカ育ちで、母語は英語。
・日本語はアメリカの現地校で学ぶ。急遽帰国が決

いときが多かった。しかし、担任教師の勧めで、ク
ラスに入り、クラス内での A さんの様子、そしてク
ラスの他の児童の様子を見ることで、A さんに特に

まり、１年間で学習したが、読解力・漢字・表現
力が乏しい。文法積み上げの学習は、合わない。
・来日当初、なんとか意思疎通ができていたことか

必要な日本語能力や教科補習がよくわかった。それ
により、補習が必要なところを見つけ、放課後の取
り出しの時間に指導することができた。担任教師と

ら、保護者や学校が日本語学習の必要性を見逃し

連携し、A さんに必要な能力や苦手なこと、指導方

ているように思われた。

法についてアドバイスを伺えた。他にも私が来校し
ていなかった日の A さんの授業の様子や、テストで

＜支援の概要＞

できなかったところを教えてくださるなど、いいサ
回数と時間（週）
１ 週3 回×2 時間
学
期
２ 週3 回×2 時間
学
期
３ 週2 回×2 時間
学
期

指導内容
入り込みで授業の通訳。担任
教師の要望で休み時間に一
緒に遊びながら、友人関係の
構築もサポート。
週 2 回は入り込みのみ、週 1
回は 1 時間入り込み＆1 時間
（放課後）日本語指導。
2 回とも、1 時間は入り込み、
１時間（放課後）は日本語指
導。

イクルができていったと思う。
＜役割・立場という視点から＞
学校との関わり方が重要であった。当初は通訳、
最終的には日本語・教科補習も行うというように立
場が変化していったが、そこには、特に担任教師と
の連携・信頼関係が大きく関わっていたと思う。
外部から学校に入る支援者にとって、学校教育や
子どもへの接し方、成長段階などは把握しにくい問
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題ではないだろうか。そのため、指導者は教育のプ

保護者と連絡を取ってもらった。

ロである学校教員に学び、指導に生かすべきであろ
う。また、学校教員の側も、外国にルーツを持つ子

＜役割・立場という視点から＞

どもに接し、彼らが抱える問題に気づく過程で、外

B さんの母語ができない私は、B さんにとって初

国にルーツを持つ子どもに関する知識や日本語指

めて接した家族以外の日本人であった。そのため、

導についてのノウハウを持つ支援者と情報交換を

私、そして私との日本語の時間が日本の第一印象に

し、連携して子どもに接する姿勢が必要であろう。

なる可能性があると思った。新しい土地に来て不安
を感じる B さんが、日本の生活に楽しく馴染んでい
ってくれるよう、日本語の時間は楽しく過ごせるよ

2-2

子どもの母語ができない支援者の立場から

うに努めた。

―村山広域外国人等子ども日本語習得支援協議会

日本語のみで接する利点としては、韓国語ができ

派遣の日本語指導

ない私に対し、B さんは学校のことや友達のことを

＜対象児童 B さんについて＞

どうにか日本語で伝えようと頑張っていたため、日

・来日時小学 5 年生の女児。韓国出身。

本語の運用能力が上がったと思われる。また、発音

・母親の日本人男性との再婚により来日。

の指導、特に促音には力を入れ、B さんも意識する

・日本への適応と日本語の上達が早いが、圧倒的な

ことができていたのは、日本語ネイティブならでは

日本語環境から、母語喪失の恐れあり。

の強みであるかもしれない。
確かに子どもの母語ができる指導者の指導には、

＜支援の概要＞

授業の効率があがる、日本語学習上抱える問題を理
指導内容
来日時は年度末のため、学校
外の教室で日本語の勉強。

１学期

週 3 回×1 時間

韓国語母語話者の指導員が週
１回（教科）、私が週２回（日
本語）担当。

ちは指導者の母語には関係ないのではないだろう

週３回とも日本語のみで、日
本語や教科の取り出し指導。

本人教師でいることは、彼らの日本での生活に好影

２・３学期

来日直後

解でき、指導に生かせるなど多くの利点があると思

回数と時間（週）
約 2 ヶ月間
ほぼ毎日
×2 時間

週 3 回×1 時間

われ、理想的な指導体制であろう。ただ、子どもに
接する際に最も必要な、その子の力になりたい、日
本での生活を楽しく送らせてあげたいという気持
か。またその気持ちは、子どもに伝わるものだし、
子どもとの信頼関係を築き、子どもが甘えられる日
響を与えると思われた。

2-3

学生の立場から

学校に入学する前は、日本での生活や日本語、そ

―外国にルーツを持つ児童・生徒への教科学習支援

して私に慣れてもらうことを念頭に置き、日本語の

の た め の 学 生 ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 「 Cherish Club

みで接し、ゲームなどをしながら楽しく学べるよう

Yamagata（CCY）～世界の子どもの笑顔のために～」

に工夫した。学校に入ってからは、完全に取り出し

＜支援の概要＞

で指導したため、クラスでの様子は B さんや担任教

山形市で活動する学生ボランティア団体

師の話でしかわからなかった。B さんは家族や友達

「Cherish Club Yamagata（CCY）～世界の子ども

のことなど様々な話をしてくれたので、その中で気
になることがある場合は担任教師や教頭に相談し、
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の笑顔のために～」は村山広域外国人等子ども日本

語習得支援協議会の一事業として平成 17 年度に設

までしても、通ってきてくれる理由は何であろうか。

立し、私は初代代表を務めた。この団体では、毎週

CCY 教室では、メンバーは教師ではなく、身近

日曜日に霞城セントラルの山形市国際交流協会内

に相談できたり、質問できたりするお兄さん・お姉

活動室にて、大学生ボランティアによる外国にルー

さん的存在であると思う。教室で、子どもたちは、

ツを持つ児童・生徒への教科学習支援教室を開校し

高校のことや大学生の生活について質問したり、悩

ている。通ってくる児童・生徒は、日本語の習得が

みを相談したりしている。また、学校では聞きにく

まだ不十分な子どもや、幼少期に来日し、一見日本

い、簡単な日本語のことばを聞いたりもしている。

語には問題がないが、国語や社会、英語などの教科

教室の中では、中国語が飛び交い、子ども達はリラ

で困難を抱える子どもなど、背景は様々である。学

ックスした表情に見える。

生ボランティアは、やさしい日本語や辞書を使いな

同じルーツを持つ仲間が集う教室で、母語で思い

がら、わからないところを説明したり、教科書の漢

っきり話したり、安心して自分を出したりすること

字のルビふりなどを行ったりして、子どもたちの学

ができる彼らの居場所は、学生であっても、子ども

習をサポートするべく、頑張っている。また、教科

に寄り添う心があれば作ってあげられるのではな

補習だけでなく、CCY 教室が子どもたちの心の拠り

いだろうか。学生には、教師や日本語指導員には担

所となるように、学生ボランティアと子どもたち、そ

えない役割があると思う。

して子どもたち同士の交流を大切にするよう努めて
いる。

3-1

＜役割・立場という視点から＞

多様な日本語指導者（支援者）の立場

外国にルーツを持つ子どもに接する日本語指導

村山広域外国人等子ども日本語習得支援協議会

者（支援者）に求められる条件は確かに多くあるが、

の日本語指導者派遣事業と連携をとり（2006 年度

それらを満たす人材でのみ支援が完結するもので

まで）、日本語指導者に担当している子どもに CCY

はないだろう。支援者には支援者なりのそれぞれの

の教室を勧めてもらったり、受検が近い子どもに

立場で担える役割があると思う。様々な役割の支援

CCY の教室を知らせてもらったりしている。
また、

者がいて、連携して子どもに向き合うことで、子ど

一人校の多い山形で、子どもたちは、同じ背景を持

もたちを取り囲む支援体制がさらに充実し、手厚い

つ仲間に出会えず寂しい思いをすることが多いが、

サポートができると思う。

指導者を通して CCY 教室を知らせることで、子ど

私はよく外国にルーツを持つ子どもに向けて、人

もに仲間を見つける機会を提供できている。他の団

と比べず、自分らしく…と声をかけることがあるが、

体との連携により、子ども達へのサポート体制の充

支援者も同じであると考える。それぞれが違ってい

実に一役買えたのではと思う。

るからこそいいのであって、支援者が自分なりにで

CCY 教室は教える経験も乏しい学生による教室

きる形で子どもに関わっていくことが、大切なので

ではあるが、子どもたちは通ってきてくれる。来る

はないだろうか。

子どもは、必ずしも山形市内に住む子どもばかりで
はないため、電車やバスを乗り継いで来る子どもも
いる。または、自分が外国にルーツを持つことを学
校の友人らに隠している子どもで、この教室に通っ
ていることを、隠してでも来ているケースがある。
または、無事に高校に合格し、高校に行ってからも
教室に継続して来ている子どももいる。では、そこ
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第二分科会当日スライド資料

日本語指導員（支援者）に
求められる条件とは

支援者の立場と役割

 対象児童・生徒の母語ができる
 教授経験豊富（教員、元教員、教員免許取得）
 日本語に加えて、教科補習もできる

東大阪市立日新高等学校、
元山形市教育委員会日本語指導員

 熱意を持って子どもに接することができる

etc…
優秀な人材の確保が困難（散在地域）

森 亜沙美

実践事例１：
学外からの日本語指導者として
＜Aさんについて＞
 来日時小学３年生の女児。父親は日本人。
 アメリカで生まれ育ち、母語は英語。

Q:全ての条件を満たさなければならないか
Q:全ての条件を満たさなければならないか

Aさんへの支援の概要
回数と時間
（週）
１学期 週３回×
２時間

・入り込みで授業の通訳。
・休み時間に一緒に遊びながら、
友人関係の構築もサポート。

２学期 週３回×
２時間

・週３回のうち1回は1時間入り込み
&1時間（放課後）日本語指導。
・Aさんのアウトプットをもとに、
日本語指導。教科補習も。

３学期 週２回×
２時間

・週2回とも、1時間入り込み、
1時間（放課後）日本語指導に。

 日本語はアメリカの現地校で１年間学ぶ。
 読解力・漢字・表現力が乏しい。

指導内容

・２学期同様、アウトプットを
もとに指導。

Aさんへの指導のポイント

教師との連携

 日本語、習慣の違いから友達作りが苦手。

担任教師
のアドバ
イス

休み時間も一緒に過ごし、友達との橋渡し役
 文法積み上げの日本語学習は合わない。

アウトプットから必要な文法項目を取り出す
 日米の教科学習カリキュラムの違い

既習内容の把握と取出し指導での補習
 日本語学習の必要性を重要視していない？

教師・保護者と話し合い、放課後日本語補習
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実践事例２：

Bさんへの支援の概要

子どもの母語ができない支援者として
＜Bさんについて＞

回数と時間（週）

指導内容

来日直後

約2ヶ月間
ほぼ毎日
×2時間

来日時は年度末のため、
学校外の教室で日本語の
勉強

１学期

週3回×1時間

２学期
３学期

週3回×1時間

・取り出し授業のみ。
・韓国語母語話者の指導
員が週１ 回（教科） 、私が
週２回（日本語）担当
週３回とも日本語のみで日
本語や教科の取り出し指
導

 来日時小学５年生の女児。
 韓国出身で韓国語母語。
 日本語学習経験無し。
 母親の日本人男性との再婚により来日。

Bさんへの指導のポイント
 日本への適応、日本語の上達も早い一方、母語

子どもの母語ができない支援者に
できること
 日本人指導者の印象≒日本・日本語の印象？

楽しい日本語の時間&子どもとの信頼関係

喪失の恐れあり。
韓国語の本を貸す。担任教師に相談。
 友達とのおしゃべりから日本語を急激に習得

漢字や書き言葉の指導。
 家庭や学校での悩み

相談相手になる

 日本語にしか頼れないという必然性

日本語運用力の向上
 発音の指導と意識付け（促音や撥音）

＊子どもの母語ができる支援者と連携し効果増
子どもを思う心があれば、
母語に関係なく子どもの力になれるのでは？

実践事例３：学生として

CCYと日本語指導員との連携

学生ボランティア団体
「Cherish Club Yamagata（CCY）
生徒についての
情報&アドバイス

～世界の子どもの笑顔のために～」
 山形市で活動。平成17年度に設立。
 学生ボランティアが外国にルーツを持つ児童・生徒

への教科学習の補習を行う。

・教科学習
支援教室
・仲間と出会
える場所

 毎週末の日曜教室と夏期講習を開講。
 子ども達の居場所でありつづけることをモットーと

する。
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CCY教室
を紹介

子ども達にとってのCCY教室とは

多様な子どもとの関わり方の価値
連携

母語
で

連携

学生でも、子どもの居場所作りができるのでは？

ご清聴ありがとうございました。

CCYクリスマス会にて
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日本語
で

第三分科会
外国出身の子どもを支える
地域の役割
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第三分科会

第三分科会「外国出身の子どもを支える地域の役割」のまとめ
東京学芸大学 齋藤 ひろみ
１．分科会のテーマと構成について
第３分科会では、外国出身の子どもたちの日本語学習支援における「地域の役割」に
ついて、支援者の立場と、学習者である子ども自身の立場からの報告の後、報告内容に
ついての質疑応答、そして会場の参加者の経験や意見を交換するための話し合いを行っ
た。
「地域の役割」については、これまでも様々な立場から繰り返し議論されてきた。今
回は、特に、東北地方という、外国籍の子どもたちが散在している地域において、彼ら
の学習の機会や環境を拡張し、質的に充実させるためには、地域のボランティア（個人・
団体）、地方行政、学校教育機関等ができることはなにかという点に焦点を当てた議論
にしたいと考えた。
２．報告内容
二つの報告について、「地域の役割」を考える上で、示唆的であった内容を中心に、
簡単に紹介する。
報告１「Y 君（中国出身）・16 歳からのスタートを応援して」
日本語講座岩沼アイビー

川村智子

宮城県岩沼市の日本語講座岩沼アイビーの川村氏は、2003 年から 2007 年まで、中
国出身の少年 Y 君の「来日・中学への入学、高等学校受験、高校での学習・生活、そ
して大学受験」の道のりを共に歩んできた。その過程で生じる課題は、2000 年より活
動を開始した岩沼アイビーにとっては「始めて」のもので、手探りでの活動であったと
いう。義務教育年齢超過での中学入学、教委から中学への通訳派遣、日本語講座での受
験のための学習支援、高校受験と入学後の日本語指導、大学への推薦入学･･･、全てが
新たな試みであり、それは、主たる連携相手の岩沼市の教育行政、学校現場にとっても
同様であった。
特に、来日直後の Y 君の中学入学については、教育委員会や学校長との間で次のよ
うな折衝を重ねた結果、ようやく入学が認められたという。
「岩沼市教育委員会で、Y 君の年齢超過を理由に、入学を断られる」
→「県教委や交流協会からの情報を元に、聴講生としての受け入れを提案する」
→「教育長の面接を受ける」（聴講生として受け入れるかどうかの判断のため）
→「学校長の面接を受ける」（聴講生としてか、あるいは編入生として受け入れるか
を判断するため）
→「校長より『問題があれば即退学』という条件で入学を認めるという方向が示唆さ
れる」
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→「通訳者の 3 ヶ月の派遣（市の予算）が決まり、入学が許可される」
このプロセスで、川村氏は、広く他の地域の状況について情報を収集し、それを市の
教育行政担当者に示している。そして、Y 君の勉学への真剣な気持ちや、中学に入学で
きないことが彼の将来にどれほどの影響を与えるのかについて熱心に伝えたという。
また、高校進学時には、中学校の担任教員の協力が得られ、本人が選択した「英・数・
国」の筆記試験と面接による特別試験のある高校を受験し、合格することができた。高
等学校入学後は、学校との話し合いを経て、日本語講座での日本語学習（週 1 日）を授
業への出席と見なすという措置がとられた。
4 年間の Y 君の成長にとって、川村氏と岩沼アイビーが果たした役割は大きい。教育
委員会や学校に Y 君への学習支援の必要性を訴え、環境を整えるための具体的な提案
をし、そこに直接かかわること、そして Y 君の学習成果と成長を報告しつつ、更なる
課題とその解決法を示し協力したことが、Y 君の前向きさを支え、周囲を変えていった
のだろう。
会場からは、Y 君が学校に通い続け、大学進学するまで、勉強に対する意欲を持続で
きたことに対して関心が寄せられた。川村氏は、この点について、特別枠があり条件が
明確に示されている大学の情報を集め、志望校を絞ったことで、Y 君にも具体的な目標
が見え、努力し続けられたのだろうと言う。
報告２「日本に暮らして学んで～そして、今」
大阪外国語大学 1 年 蜂谷

誠

蜂谷誠氏は、2000 年、小学校 6 年生のときに、山形で生活する残留孤児の祖父の生
活を支えるために、家族とともに来日した。その後、小学校へ編入し、地元の中学校・
高等学校を経て、2007 年に大阪外国語大学に進学した。この間の、学校生活や友達関
係、教師の支援、日本語教室での学習、そして自身の夢について語った。
小学校・中学校では、友人とのコミュニケーションや教室での学習において、日本語
の力の不十分さによる困難が大きく、在籍教室では孤独な時間を過ごしたという。小学
校では日本語教室の日本人の先生が、中学校では日本語指導の中国人の先生やクラス担
任の先生が、彼の気持ちや悩みに耳を傾けてくれた。そのことで、日中両国の文化の違
いへの理解や、自身の民族的アイデンティティの確認ができた。高等学校では、個人レ
ベルではなく、国レベルの関係性の中で生じた問題が、クラスの同級生の蜂谷氏への態
度を一変させ、その後しばらくは、友人のいない生活を送った。退学さえ脳裏を横切っ
たという彼が、大学進学へと心を切り替えることができたのは、高等学校の先生方の支
えがあったからだという。大学受験に向けては、校長先生を始め多くの先生方が、小論
文や面接の指導を行ってくれた。蜂谷氏の学校生活についての語りからは、受け入れ側
の仲間（子どもたち）との間の摩擦の大きさと、その悩みの昇華を支えてくれる先生方
の存在の大きさが伝わってくる。
一方、学校の外では、国際ボランティアセンター山形の勉強会に参加したり、国際交
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流協会の中国出身の合唱団「華夏」に参加したり、積極的に活動を行ってきた。それが
「自分を取り戻す大切な時間」だったという。また、父親の勤務先の所長は、彼の「歌
手になりたい」という夢を受け止め、カラオケ大会への出場やレコード会社の社長との
面会など、具体的なチャンスを作ってくれた。この経験があったお陰で、自身の将来を
見通し、高校卒業後に大学に進学するという選択をすることができた。他にも、小学校
の日本語教室で出会った先生には、小学校卒業後も、大学受験まで、学校生活、地域で
の活動、将来の夢について、ありのままに語れたという。異文化環境において思春期を
迎え、心のバランスを崩しがちだった蜂谷氏は、その先生との対話で、気持ちを和ませ、
落ち着かせることができたようであった。
会場に来ていた高校時代の恩師、父親の勤務先の所長から、「体系的な指導をしたわ
けではない。蜂谷君の状況に合わせて、教材を準備したり、大学の情報を提供したりと
いった程度の支援だった。」
「蜂谷君と話をすると、私たちの方がいろんなことに気づか
される。」
「蜂谷君の礼儀正しさや家族を大切にする気持ち、そして自身の考えや夢を率
直に語る姿に、応援したくなった。」といった発言があった。
蜂谷氏は、学校生活では文化的差異による摩擦や葛藤に悩んできたが、地域での立場
の異なる多くの大人との関わりの中で、自身の民族的アイデンティティと日本社会への
参与に対する積極性を維持できた。だからこそ、自身で描いた将来像の実現に向けた努
力を続けることができたのだと考えられる。
３．質疑応答とその後の話し合い
川村氏、蜂谷氏のご報告について、質疑応答を行った。また、その後、参会者から
経験を紹介いただき、
「学校への適応の支援」
「義務教育年齢を過ぎた生徒への対応」
「行
政等の機関への働きかけ」などの点から、話し合いを行った。その内容を、整理して簡
単に示す。
「学校への適応の支援」
学校で周囲の日本人生徒との関係がうまく築けないという外国出身の子どもたちに
とって、何が大事かが議論された。報告者である蜂谷氏は、一番に「家族の支え」を挙
げ、厳しく道を示して、何が大事かを教えてくれることだとする。地域に理解のある大
人がいれば、友達は将来的には必ずできるから、無理に作る必要はない。学校に通って
いる間は勉強に集中し、自分に自信が持てるようにすることが大事だとも言う。会場か
らは、支援している子どもの態度が文化差と個性とどちらによるものか悩む。それでも、
その子どもと接することで自分が学び変わっていくようだという発言があった。発言さ
れた方のように、異文化背景をもつ人との相互理解に積極的な人がいることが大事であ
ろう。その他、異文化の受容の仕方は日本国内の地域によっても違う。住民や児童生徒
の転出入の頻度等の社会的状況の違いが、外国出身の子どもにとって、地域や学校へ適
応しやすいかどうかを左右するという意見もあった。
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「中学・高校年齢の子どもへの支援」
参会者の数名から、義務教育年齢を過ぎてから来日した子どもたちの就学支援や、中
学・高校年齢の子どもたちの学習支援についての経験が紹介された。
・ケース１

メキシコから 16 歳で来日した子ども

日本人男性と結婚した母親の元に来日。16 歳であったため、中学校への入学は
認められず、母親の考えで、日本語教室（大人クラス）で学習を始める。しかし、
興味関心と異なったためか、勉強に熱心ではなく、半年後には一人で帰国した。
・ケース２

香港から、中学卒業後 16 歳で来日した子ども

兄と弟の 3 人兄弟であった。本人は始めは盛岡に住んでいたが、兄が、秋田で海
外の学校と提携している私立高校へ進学していた。その前例があったおかげで、本
人もその学校の高等学校の不登校枠を利用して入学することになった。弟は、中学
校に編入したが、弟の中学の先生が彼の面接や作文の指導をしてくれた。また、先
に日本に来ていた中国からの呼び寄せ家族の生徒が、小論文を中国語から日本語に
翻訳するといった支援をしてくれた。弟の中学校では、彼の進学先の高校の情報を
集めている。
上記のケースの他、成績優秀で何でもできたという来日前の自己イメージと、来日後
の「わからない/できない」自分の姿とのギャップに、自信を失い、高等学校を辞めた
いといっている生徒のケース、勉強に関心を示さず、親戚を頼って関西へ出てアルバイ
トをしたいといっている子どものケースなども紹介された。思春期の子どもたちは、家
庭、学校の状況の変化や、外の世界から入ってくる多様な情報や刺激によって、常に心
が揺れ動くものである。そうした時期には、学校・家庭・地域の支援者が連絡を取り合
いながら、多様な角度と方法で支援をしていくことの重要性が示された。
「行政等の機関への働きかけ」
川村氏の、Y 君の中学入学までの行政への働きかけ方から、学ぶことは多い。教育行
政への働きかけの成否の要素として、川村氏は、「支援する側がどれだけ情報を持って
いるか」という点を挙げる。行政サイドの担当者は、数年単位で替わってしまい、過去
の経験や有していた情報が十分には申し送りされていないことが多い。そうしたときに、
市の予算配分の工夫で可能なことがあることを、他市町村の事例を示して訴えていくこ
とが有効だったという。
家庭内のことについては、一人で抱え込むのではなく、地域の専門機関にコンタクト
を取りながら対処していくことが必要だという意見もあった。例えば、国際ボランティ
アセンター山形では、生活相談の電話窓口があり、そこでＤＶ（＝家庭内暴力）などに
関して、専門的な知識をもった人材が対応してくれる。そうした機関と連携することで、
就職、結婚、子供の犯罪、行方不明などの複雑な問題にも、チームとして対応できるし、
相互の信頼があれば、安心してその子どもにも関われる。
４．まとめ―報告者の所感を交えて―
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タイトルである「地域の役割とは？」という大きな問いに対する、明確な答えはまだ
見つかっていない。しかし、この分科会を通して、次のことを共有することができた。
・外国出身の子どもたちは成長の途中で、日本という異なる価値体系をもつ場所へ移動
してきた子どもたちである。その子どもたちが感じる「今までのことが通用しない」
という気持ちを、小学校、中学校、高等学校・大学への進学、就職と、それぞれの節
目で受け止め、学校や地域社会との間を取り持つ役割が、支援者に期待されている。
支援者は、学校という枠を超えた「地域の存在」だからこそ、サポートの幅が広がる。
その広がりの中で、子どものライフステージに合わせ、学校や社会との関わり方を具
体的にイメージさせ、達成できると感じられる目標を設定し、具体的な方法を探しな
がら支援することができる。蜂谷氏の場合、支援者や知人、先生の存在に加え、家庭
の支えとそこで育まれてきた本人の強さが、学習や経験を有機的に積み上げる上で大
きな要素になっている。家庭に複雑な事情がある子や、本人自身が明確な価値観を築
けず自信が持てない子も多い。そうした場合、地域の支援者の存在は、一層、大きな
意味をもつだろう。
・子どもの学習面・生活面の支援活動では、様々な課題や問題が生じる。そのとき川村
氏のように、一人では抱え込まず、その都度、自分とは異なる立場の人に声をかけ、
ネットワークを作っていくことが解決の道筋を紡ぐことになるだろう。
「自分にできな
いことは他に頼る」
、それによって課題や問題が解決できる。つまり｢弱さの強さ｣（金
子郁容(2002)『新版コミュニティ・ソリューション』岩波書店）という発想である。
また、その関わりを作るには、ホームページなどにあるような静的情報だけでは不十
分で、川村氏のように、人の手、口、行動を通して意味を持って情報を伝えていくこ
とが重要である。例えば、高校の試験一覧よりも、高校の先生が実際に紹介するほう
が、子どもは、自分の将来に関連付けながら情報を受け止められる。その場での相互
作用も可能となり、両者にとって有用な情報的提供・情報交流となる。
最後に、報告者の所感を少し述べる。報告者お二人の信念の強さと、努力の大きさに
心を打たれた。お二人の「人柄」のすばらしさに感嘆する意見も多かった。こうした点
は、二人の活動や勉強が実りの大きいものになった理由でもあろう。しかし、ここで少
し立ち止まって考えたいことは、子どもが好ましい態度ではない場合、支援者が相手を
尊重する姿勢を持っていない場合、周囲の人が関わりをもとうとしないとしたらどうか
ということである。礼儀を知らず、すぐに乱暴をする子どもの場合も、その子を理解し
ようとし、周囲との関係作りを促し、学習や社会参加の具体的なサポートをする支援者
の存在が必要なのであり、それは、たやすいことではないはずである。支援者の方の中
には、そうした子どもと、日々悪戦苦闘している方も多いだろう。表には出しにくいそ
のような状況についても、想像力をもって理解し、その対応について議論していくこと
が、次の課題だと思われる。
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Y 君（中国出身）・16 歳からのスタートを応援して
日本語講座いわぬまアイビー 川村 智子
１．はじめに
＊岩沼市の紹介（岩沼市ホームページより）
＜概要＞
宮城県の中央部、仙台市の南 17.6Ｋm に位置し、総面積 60.72Ｋm²を有する都市
西部の山岳地域から東部の太平洋岸に至るまでなだらかに広がった平野が展開し、
南部の市境には阿武隈川が東流している。
また、東北本線と常磐線の分岐点、国道 4 号・6 号の合流点であり、仙台空港が所
在する。かつては「門前町」「宿場町」として栄え、最近では

「臨空工業地帯」

の一角として工業都市としての性格も加わり、商工業都市として発展している。
民間経済情報誌が平成 5 年から行っている「全国住みよさランキング」で 66 位（780
市中）宮城県内トップ
菅山かおる（バレーボール選手）中野裕道（デザイナー）は岩沼出身
＜人口＞
総人口 44,315 人

うち外国人 144 人 （2007 年 5 月 31 日現在）

男性は

農業従事者より、建設業

製造業 サービス業に従事する割合が大きい

女性は

小売業 サービス業 製造業

従事者がほとんどを占める

＜外国人について＞
外国人の国籍分類（平成 12 年 10 月国勢調査より）
韓国

中国

朝鮮

フィリピン

ア メ リ ブラジル

その他

カ

総数

男

６

３

４

２

１２

２７

女

１２

１１

６

０

１０

３９

総数

１８

１４

１０

２

２２

６６

最近はブラジル等の南米出身者が激減し、国際結婚による 韓国・中国の女性が多
く入ってきている。農家の嫁不足のための結婚ではなく、斡旋業者によるお見合い
型が増えている。親の介護のための結婚も増えつつある。
＊いわぬまアイビーについて
＜概要＞
別紙参照
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＜学習者状況＞・・同一学習者が複数年

登録しているものも含む

年度

登録人数

詳細

２０００

２

フィリピン

中国

２００１

２３

韓国

中国

タイ ブラジル

２００２

３８

韓国

タイ

フィリピン

ブラジル

タイ ブラジル

イラン

アルゼンチン
２００３

３０

フィリピン

中国 韓国

２００４

４１

韓国

中国

タイ ボリビア

２００５

４４

韓国

中国

タイ フィリピン イギリス

２００６

２５

韓国

中国

タイ

フィ リ ピン

アメ リ カ

パキスタン
21 （ 7 月 現 中国

２００７

韓国

フィリピン

アメリカ

台湾

在）
２．Y 君との出会いとサポートの経過
Y君

いわぬまアイビー

行政（岩沼市。教育
委員会）と地域

1987

中国吉林省吉林市に生まれ
る
小さいころ両親が離婚、祖
母にかわいがられて育つ

1999

2001

母親のみ日本人男性と結婚

地域に外国人はほ

のため来日

とんどおらず、母親

岩沼市に住む

が地域にとけこむ

女児を出産

のは難しい状況で
あった

2002

Y 君を日本に引き取ること 母親

講座に参加

で家庭内で頻繁にトラブル
2003/9

養子縁組が成立（？）し、
来日（1６歳）

母親が相談に来る

（はじめてあったとき、日

一緒に教育委員会

本という国に大きな期待を

へ掛け合う

持っていた。将来医者にな
りたいと目を輝かしてい
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9 月から市内公立中

た）

県教育委員会、宮城 学 校 へ の 入 学 を 申
県国際交流協会等 し 入 れ る が 断 ら れ
から情報を集める

る

教育委員会へ聴講
日本語の学習をはじめる

生の提案をする

再三お願いをする

（非常に努力家で、短時間

が義務教育年齢の

でみんなの日本語１を学習

15 歳を過ぎている

する）

ことで許可されず
教育長、入学希望中
面接のための日本 学校・校長先生の面
語を特訓

接を受ける

2003/
9 月末

市内公立中学校に 3 年生と
して入学が許可される

日本語講座にてマ 市予算にて、3 ヶ月

（英語・数学は非常によく

ンツーマンの日本 通 訳 を 付 け る こ と

できた。国語は苦手で特に

語指導

で転入を許可され

縦書きに苦戦。社会にいた

講師宅にて補講

る

っては授業を受けず、日本

（受験に備えての

語の勉強に変える。すべて

英語。数学）

週4日

中国人女性

他の生徒と同様の教科書を

を中学校に派遣

使う。とにかくよく勉強す

木曜日は日本語講

る）

座へ

2004/3

友達がたくさんで
きる
第 3 回岩沼市開催「日本語
スピーチコンテスト」優勝
担任の先生が高校
中学校卒業

の情報を集めてく
れる

高校入試（特別入学試験）
2004/4

英数国と面接
高校側との話し合
いで学校行事を優 受 験 前 に 高 校 で 面

高校合格

先することを前提 接を受ける
に毎週木曜日本語
講座にて学習
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国語の学習に力を

入れる（補講）
初めての定期試験
部活動等

2005/4

では担任の先生が

高校生生活を楽

しむ

試験問題にルビを

母親とともに日本国籍を取

つけてくれる
高校の学業を優先

得

10

するため
高校 2 年

日本語

講座はやめる

両親離婚
（養子縁組されていなかっ
2006/10

日本語能力試験の 母 子 家 庭 に な っ た

たこと判明）

サポート
仙台市にある

ことで、授業料の免
除をうける

私立大二部

の推薦試験を受け合格
2007/3

日本語能力試験 1 級合格

時間があるときは

4

講座にやってくる。
高校卒業

スタッフと談笑し

大学入学

たり、似た境遇の子

（将来は中国語、日本語、

供たちを励まして

英語を生かした仕事に就き

いる。

たいとがんばっている）

＊＊第 3 回 （2004 年 2 月 1 日開催）日本語スピーチコンテスト出場 原稿＊＊
（前略）
去年の 9 月 14 日に日本に来ました。5 年前に僕の母が 日本の人と結婚したから
です。いろんなことがあって 僕と母は中国と日本で別々に暮らしていました。
別々に暮らしていたとき、僕は日本はゆたかで 発展している国だと思っていまし
た。そんな国に早く行きたいと思っていました。
そして、去年の 9 月、母が僕を迎えに来てくれました。9 月 14 日に僕は日本に来ま
した。そして、家族も新しくできました。日本人のお父さん、日本人のおばあちゃん、
そして妹です。初めて妹に会ったときはうれしかったです。なぜなら、中国は一人
っ子政策で僕には兄弟がいなかったからです。僕は日本に来てとても幸せでし
た。
2・3 日してから僕とは母は岩沼市の教育委員会に行きました。僕の学校のてつづ
きをするためです。僕は中学 3 年生になれると思っていました。
ところが、僕はなれなかったのです。理由は僕が 16 歳だったからです。日本の法
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律では中学生は 15 歳までだからです。
僕はすごくショックでした。母は泣きそうでした。二人でどんなにおねがいしてもだ
めでした。母は日本語がよくわからなくて、僕はぜんぜんわからなくて。かなしくて
かなしくて涙が出ました。僕の夢はどうなるんだろう。高校は 大学はどうなるんだ
ろうと思いました。
母が K 先生に相談しようといいました。僕は母から K 先生が日本語講座の先生だ
ということを聞きました。母は先生に電話しました。いっしょうけんめい僕のことを
先生に話しました。すぐに僕は先生に会うことができました。K 先生は僕のために
いっしょうけんめいになってくれました。教育委員会にもいっしょに行ってくれまし
た。いろんなところに電話もしてくれました。いつも僕に大丈夫、心配しないで、と
はげましてくれました。僕はいつもパワーをもらいました。言葉のわからない僕た
ちのかわりになってお願いをしてくれました。
そして、教育委員会 T 中学校の校長先生のいいといってくれて 僕はついに 10
月 3 日に T 中学校の 3 年生になれました。うれしかったです。ほんとうにうれしか
ったです。僕は K 先生やみんなに感謝しなければいけないと 今でも思っていま
す。
T 中学校のみんなはとても親切でした。今、着てる制服も T 中の先生が用意してく
れました。T 中の生活は楽しくて 一日があっという間に過ぎます。そして、通訳の
先生も付けてもらったのでなんの心配もありませんでした。
学校はほんとうに楽しいです。毎日 8 時 15 分に友達と一緒に勉強します。友達は
みんなやさしいです。僕をいろいろ手伝ってくれます。日本語をおしえてくれます。
先生たちも優しいです。毎日いろいろなことを教えてくれます。
校長先生と教頭先生の仕事は忙しくて、でもいつも 僕のことを心配してくれます。
僕は感謝しています。
文化祭に母は餃子を作りました。学校でみんなといっしょに食べました。友達と先
生はとてもおいしい、大好きです、といいました。うれしかったです。
いま、僕は高校の受験勉強を毎日 がんばっています。将来、僕は翻訳家になり
たいです。僕は英語に興味があります
（後略）
僕は T 中学校に入れたことをほんとうにうれしく思っています。今、僕はむねをは
って言います。
僕は T 中学校 3 年 1 組＊＊＊＊＊です。
３．終わりに

・日本語講座を立ち上げたばかりのひよこのようなグループにとっては Y 君を
入学させるということは余りに難しい問題でした。誰もが Y 君を入れてあげた
いという思いはあるものの法律の壁を越えるのはたやすくなかったです。また、
日本語講座の認知度も低く、
「日本語のサポートをする」という提案もはじめは
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空回りでした。Y 君の思いに教育委員会が答えてくれたのは本当に幸運だった
と思います。
・行政側に前例がなく、またこのようなことに詳しい職員がいなかったことが
「不可」ということに直結してしまったのではないかと思います。同様に私た
ちにも知識がほとんどなく情報の入手先も限られていました。しかし、これ以
後は Y 君のような外国人の子供の入学はスムーズになりました。また、最近で
は行政から日本語講座に問い合わせや相談がくることもあります。Y 君が私た
ち日本語講座と行政の関係の下地を作ってくれたと思っております。
・Y 君の前向きで感謝と努力を忘れない性格はどこに行ってもみんなに好かれ
ています。地域にも溶け込んでたくさんの人が彼を応援してくれています。最
近は地域に中国出身者が増え相談役にもなっているようです。時間があるとき
は講座にやってきて「ここはおちつく」とスタッフと談笑しています。彼の笑
顔を見るたびにあの時がんばってよかったと心から思えてなりません。Y 君の
これからがとても楽しみです。
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日本語講座いわぬまアイビーについて・・・
「いわぬまアイビー」紹介
2000 年 6 月、岩沼市内および近郊に住む外国の方々に、日本語や日常生活
に必要な文化・習慣を教えるために立ち上げたボランティアグループです。
現在、岩沼市で開催中の日本語講座の運営にあたっています。
授業担当班と託児担当班に分かれています。
明るく、元気なチームワーク抜群のグループです。
アイビーとは「ivy=蔦」を由来としています。
どんな大地にも根を張る生命力、緑の美しさ、花言葉は「友情」
に惹かれて命名しました。

いわぬま日本語講座について
日
時：毎週木曜日、午前 10：00～12：00（年間約 40 回）
場
所：岩沼市中央公民館
参加費 ：受講料は無料。コピー代等 2500 円/年
教科書代：実費
参加資格：日本語を学びたい外国人の方。
日本語のレベルは問いません。
託
児：有 （人数制限があります。1 回 100 円）

今年度の活動
2007 年を 4 月から開催中。7 月現在、21 名（中国・韓国・台湾・アメ
リカ・フィリピン）が登録され日本語の学習に取り組んでいます。
ひな祭り、料理教室等の行事予定もあります。
地元 FM いわぬまにて、「日本語探検隊」毎週金曜日 17:30～50
にレギュラー出演しています。
一緒に活動を
しませんか。

スタッフ募集中！
アイビーでは、ボランティア活動に興味がある元気な方を募集しています。
年齢、性別を問いません。
詳しいことはお問い合わせください。
代表：川村智子
TEL/0223-24-1225）
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日本に暮らして学んで～そして、今
大阪外国語大学 1 年 蜂谷 誠
みなさんこんにちは。私は大阪外国語大学 1 年の蜂谷誠と申します。私の祖父は残留
孤児で、日中国交回復後に日本人であることが判明し、祖母と二人で 1996 年に日本に
帰国しました。そして私たち家族は、高齢の祖父母の生活を支えるため、2000 年 5 月、
日本に来ました。
来日して 7 年が過ぎましたが、今日は皆さんに、この 7 年間の私の体験をお話したい
と思います。
日本語がまったくわからない私たち親子の異国の地での生活は、予想以上に大変なも
のでした。言葉がわからないだけでなく、生活様式、習慣、文化、物事の考え方も全く
違います。言いようのない不安の中で毎日過ごしたことを覚えています。半年間、研修
センターで日本語を勉強し、その後、私はＡ小学校の 6 年生に編入しました。
幸いＡ小学校には、外国から来た子どものための日本語教室があり、Ｂ先生という、
中国語が話せる日本人の専任の先生もいらっしゃいました。私は一日のうちの半分の時
間を日本語教室で過ごしました。Ｂ先生は、日本語や勉強を教えてくださるだけでなく、
友達とうまく会話が出来ず、何か不愉快なことがあったときも、いつも話を聞いてくれ
て、問題解決のために日中両国の文化の違いや人間関係について説明してくれたり、励
ましたりしてくださいました。毎日交換日記を書いたことも覚えています。日記は、日
本語と中国語の両方で書いたので、日本語の勉強になっただけでなく、自分の気持ちを
中国語で表現できる大切な場所となりました。Ｂ先生と一緒に勉強した小学校の半年は、
自分にとって、とても意味深くて、貴重で永遠に忘れられない大切な思い出です。Ｂ先
生に対しては、いつも感謝の気持ちでいっぱいです。
その後、私はＣ中学校に入りました。中学校にはいってから高校卒業に至るまでの 6
年間は、日本の友だちとの関わり方と将来の進路について、いつも悩んでいたように思
います。
中学校には、小学校のような日本語教室はありません。週に二回中国人のＤ先生とい
う日本語指導の先生が来て下さるだけで、あとはずっと教室で過ごさなければなりませ
んでした。Ｄ先生との時間は、心を開き、中国人としてのアイデンティティーを確認す
る時間でした。Ｄ先生にもお嬢さんがいて、一緒に遊んだこともあります。この時間は、
自分にとっては大切な時間だったと思います。
中学校生活では、週に 2 回の日本語の勉強以外の時間をクラスの中でどう過ごすかと
いうことが、もっとも大きな悩みでした。中学校に入った頃の僕は片言の日本語しか出
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来ませんでした。思っていたより授業が難しくて人間関係もうまくいかない・・・友達
がほとんど出来なかった。いつも一人ぼっちの私の相談に乗ってくださったのは、担任
の先生を始めたくさんの先生方でした。授業の後、わからないところがないか聞いてく
ださった先生、僕の気持ちを書いた日記をチェックしてくださった先生、ご自宅に招い
てくださった先生、一緒に泣いてくださった先生、そして進路選択の時期、高校選びか
ら受験方法の選択、面接や小論文指導など、熱心にご指導くださった先生、先生方には
本当にお世話になりました。
学校外の方々にもお世話になりました。国際ボランティアセンター山形主催の勉強会
にも参加しました。そこでは、たくさんの外国から来た友達や、ボランティアの先生、
後にお世話になるＥ先生にも出会いました。また、国際交流協会の「華夏」という中国
出身者が中心の合唱団にも参加しました。外国人に理解のある、外部の方々との関わり
も、自分を取り戻す大切な時間でした。
中学校３年間、友だち関係の悩みはなくなることはありませんでした。日本人は不思
議だと思いました。大人の人は、こんなに親切なのに、子どもたちはどうしてこうなん
だろう？言いたいことをはっきり言わず、グループになって行動したがる日本の子ども
たちは、ストレートにものを言う私の表現の仕方に違和感をもっていたのでしょうね。
私は、ある時期からそのことはあまり考えず、先生方に支えられながら、勉強すること
で乗り越えようとしました。そして、Ｆ高校に合格しました。
高校生になっても、人間関係の悩みがなくなることはありませんでした。新しい場所、
新しい集団での生活は、まずまずのスタートでしたが、あるときを境に状況は一変しま
した。クラスメートの目、表情は冷たく、仲が良かった友だちまで、僕を避けているよ
うでした。僕は「なんで・・・？」とストレートに聞いてみましたが、友達は「いや、
べつに。」と、いうだけで何も言ってくれません。何がなんだかわかりませんでしたが、
あとでそれが、自分とは全く無関係のある報道が原因だったことを知りました。
それ以来、また友達のいない孤独な学校生活が始まりました。高校時代、一度は学校
を辞めようとさえ思いました。そんな私を踏みとどまらせてくれたのは、担任の先生を
始め、周囲の大人の方々でした。今日この会場にきてくださった、保健室のＧ先生も、
その頃僕の悩みを聞いてくださった先生のお一人です。学校の中では誰にも理解されな
い、ストレスもたまりこれ以上は学校に通うことが出来ないと考え学校を辞めようと悩
んでいたある日、先生のやさしい笑顔に接し、この先生にすべてを話してみようかと思
いました。先生は、きっとお忙しかったと思うのですが、長い時間をかけて私の話を聞
いてくださいました。それからずっと、僕を励まし、アドバイスをしてくださったり、
私の悩みを知らない他の先生に伝えてくださったり、大変お世話になりました。そのお
かげで何とか苦しい時期を乗り越えることができました。
高校３年生になって、新しい友だちとの出会いもあり、ようやく学校へ通うことが苦
痛ではなくなりました。そして、次はいよいよ進路の問題です。
「歌手になりたい」というのが、小さい頃からの夢でした。その夢に真剣に向き合っ
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てくださったのが、父の勤め先の会社のＨ所長です。カラオケ大会に参加することをす
すめてくださったり、レコード会社の会長を紹介してくださったり、それから会長のと
ころへ伺うときは、いつも所長が車で連れて行ってくださいました。この時期、夢に向
かって一歩踏み出し、現実の「歌」の世界の厳しさを知ることができたことで、自分の
気持ちが整理できたと思います。学校での先生方のご指導もあり、私たちのような帰国
者が日本で生きていくためには、まず言語やその他の技術をしっかり学ぶことだと考え
ました。「歌手になりたい」という夢を追うのは、それからでも遅くないと思っていま
す。
大学進学という次の目標が定まってからは、そこに向かって一生懸命がんばりました。
目標は、大阪外国語大学で、中国語と日本語をきちんと学びなおすこと。試験の内容は、
中国引揚者子女特別選抜という方法で、難易度の高い中国語と小論文、そして面接があ
りました。学校では、校長先生をはじめたくさんの先生方が、熱心に小論文や面接の指
導をしてくださいました。そのハードルが非常に高いということを先生方もご存知でし
たが、それでも、私の目標達成を願って応援してくださいました。もうひとつ、学校で
は教えていただけない中国語の試験勉強をどうするか、指導してくださったのは、山形
こども日本語サポートネットのＥ先生をはじめとする先生方です。
Ｅ先生には、数年前出会って以来、ときどき、近況報告をしたり、愚痴を聞いてもら
ったりしていました。先生は、中国語を学び、中国で暮らしたこともあるので、私たち
が日本語を学ぶ大変さ、日本で暮らす大変さを、よく理解してくださいました。先生の
紹介で、外国出身の子どもたちのために高校受験体験の発表をしたこともありました。
そして、大学進学のこのとき、Ｅ先生がたくさんの先生や友人に呼びかけてくださり、
過去の問題を取り寄せてくださったり、実際の試験対策の指導をしてくださったり、大
学までの道のりを一歩ずつ支えてくださいました。そのおかげで大阪外国語大学に合格
することが出来ました。
振り返ってみると、日本に来てから大学に入るまでの７年間、楽しいことも、辛いこ
とも、本当にたくさんありました。これらすべての体験が新しい勉強で、自分にとって
測りしれない大きな収穫だと思っています。そして、ここまで来られたのは、けっして
僕一人の力ではありません。僕は常に自分の周りのすべての人に感謝しています。自分
はとても運がいいと思っています。自分を支えてくれる家族、友人、そして先生方、多
くの人々が自分の回りにいたからこそ、今日の僕がここにいます。そして今までお世話
になった先生方、友人に「本当にありがとうございます」と言いたいです。
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第四分科会
外国出身の子どもの
受け入れ状況と行政の役割
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第四分科会

第四分科会「外国出身の子どもの受け入れの現状と行政の役割」のまとめ
宮城教育大学国際理解教育研究センター 市瀬 智紀
１．「山形市における外国出身の子どもの受入れと支援の実情について」
まず、山形市総務部国際交流センターの須藤正博氏より「山形市における外国出身の子
どもの受入れと支援の実情について」というテーマで報告があった。
①山形市の取組みの実情について
2007 年 3 月まで、山形市役所内に国際交流課を設置していたが、４月よりＪＲ山形駅隣
にある霞城セントラルというビルに移動し、国際交流センターと改名した。もともと友好
姉妹都市交流センターがあり、姉妹都市を紹介する施設であったが、今後は国際交流協会
と一緒になって活動していきたい。
②外国出身の子どもの現状（参考資料①山形市外国人登録の状況、参照）
山形市における外国人登録の数は，平成１７年をピークにここ数年は，横ばいの状況に
あり，それと併行して日本語習得支援を必要とする来日まもない子どもたちもそれ程急激
な増加は見られないと予想している。ただし，これまで，中国や韓国国籍の子どもへの支
援が主流だったのが，フィリピン人など，タガログ語やビサイヤ語といった言語への対応
の幅が広がる傾向が見られる。
③取り組みの経緯と実例
18 年度においては「定住支援」の他、国際交流協会のモデル事業である事を前面に出し、
教育支援ノウハウを調査確認する実験事業の目的として予算を確保した。具体的な例とし
ては、在住の多い中国と韓国の支援を円滑に行うため、この 2 カ国に絞り異文化適応と自
己形成を支える研修会を開いた。日本語を母国語としない子どもに関する調査や、支援を
受けている子どもの親にアンケート調査、外国にルーツを持つ子どもの初期指導事例集作
成、及び支援者への配布を行った。18 年度の予算は 400 万円である。
19 年度においては、補助金が工面できなかったが 4 市２町が今まで 3 ヵ年の実績を踏ま
え、今後も実施していこうとの見解から、地域の国際交流課、教育委員会、日本語ボラン
ティア団体がまとまり、国際交流協会から補助金を得る事となった。（参考資料⑤平成１
９年度からの取り組みについて）
④取り組みの成果と問題点
成果としては，支援者の人数や対応する言語数も増え，子ども一人一人の実情に応じた
きめの細かい支援が可能になった。事業を実施する中で，教育委員会や学校などの理解も
進み，当初は習得支援の場所が国際交流センターに限定されていたが，学校での取り出し
による対応がスムーズになるなど，支援者と児童・生徒ばかりでなく，学校や保護者とも
調整ができ支援内容がさらに充実した。広域で対応する協議会を立ち上げたことで，経費
の節減が図られ，各自治体での取り組みがスムーズになった。科目補習クラスを担当する
学生ボランティアが誕生し，国際交流事業でも活躍している、などがあげられる。
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問題点としては，多様な言語に対応できる支援体制を築くために，支援者の育成，学校
と支援者との情報交換など，関係機関と連携も積極的に進めていく必要がある。支援する
児童・生徒の数を把握することが難しく面から，行政の対応などに厳しい面がある、など
があげられる。
⑤将来の展望
支援する子どもの数が増える見込みは少ないにしても，言語の多様化する傾向が見られ
る。一人ひとりのニーズにあった指導と支援が必要となってくるため，支援者の確保が大
切になってくる。支援者と学校などとの相互の連絡，相談，協力が求められる中，予算の
確保が大変である。支援者のサポート体制をどのように維持，発展させていくのか。これ
まで以上に市国際交流協会，県国際交流協会との連携を密にしていくことが必要である。
＜山形に対する質疑応答＞
Q1:山形市で行っている４市２町と連携した取り組みについて，羨ましく思う。秋田では，
各市町村がそれぞれで対応している状況なので，見習わなければならいと感じた。
A1:平成１６年以前の山形市の状況は，学校が対応し，まず担任の先生が大変であった。
平成１５・１６年頃には，外国籍児童生徒が，それまでの倍に増加してきた。大人の日本
語教室はあったが，取り組みは不十分であった。平成１６年に「在住外国人等就学支援事
業」を実施したところ，他の市町からも支援依頼が寄せられ，拒まず受け入れた状況があ
り，そこから４市２町の体制が，自然発生的にできあがった。
Q2:山形で学生ボランティアグループ「Cherish Club Yamagata(CCY)のできたきっかけと
運営についてお聞きしたい。
「在住外国人等就学支援事業」をおこなったときに，日本語の習得以外に学習言語のサポ
ートの必要性がでてきたため，市内の大学生を中心に募集を行った。現在，２４名の登録
があり，毎週日曜日に教室を開催している。大学生であるために，代表は毎年交代するこ
とになっている。
２．「宮城県における外国出身の子どもの受け入れの現状と支援の取り組みについて」
次に、財団法人宮城県国際交流協会

大泉貴広氏により「宮城県における外国出身の子

どもの受け入れの現状と支援の取り組みについて」報告があった。
①宮城県内の外国籍児童数の傾向
宮城県内の外国籍児童数は増加傾向にある。（参考資料①）日本語指導を必要とする児
童数の母語別割合を見ると、ポルトガル語が目立つが、これは以前に大和町に工場があっ
たためである。日系のブラジル人が多い時は 1,000 人いたが、生産ラインの変化によりほ
とんど引き上げてしまい、現在では 30 人程度になっている。
日本語指導を受けている児童数の変化はあまり見られない。日本語担当教員の派遣につ
いては、学校にいる外国籍児童の人数によって配置されるなどの基準はなく、学校が県教
育委員会へ依頼し予算の都合を考慮した上で配置される。
②ＭＩＡ外国籍の子どもサポートセンターについて
宮城県国際交流協会の取り組みとして「ＭＩＡ外国籍の子どもサポートセンター」を立
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ち上げた。これは、協会の業務の一つとして行っているものである。
センターの内容は、児童への支援は勿論、サポーターの育成と派遣、150 冊の書籍類の
貸し出し、相談に対する情報提供がある。
（参考資料②）サポーターの行う業務は通訳や
翻訳、日本語学習支援、教科学習支援である。サポートセンターは協会内にある。仙台市
内と市外では、サポーターの派遣回数に差をつけている。
仙台市がサポーターを派遣する事業を行っており、一人につき最大 20 回となっている
ため、協会では市内の児童については派遣数 10 回としている。
サポーターには２種類あり、母語支援サポーターは、窓口でサポートができるか判断す
る。日本語能力検定試験何級を持っている、などの明確な基準は設けていない。日本語学
習支援サポーターは、外国人に日本語を教えたことのある方にお願いしている。その際、
教師経験の長さは問題にしない。
登録にあたって、2 日間の登録前研修会を行っている。研修を受講し、内容を理解し同
意した方のみ登録を行っている。現場の教師の話を聞いたり、母語シュミレーションを行
うなど、ある程度スキルのある方がサポーターとなっている。
派遣実績は、去年 2006 年 9 月から開始し 12 校に派遣した。2007 年に入ってからは既に
11 校に派遣している。依頼が増えており、予算が 200 万であるため、年度後半が多少心配
である。派遣の内容は大半が母語支援である。外国籍児童を受入れた事のない学校からは、
児童との意思疎通が難しく、サポーターの存在が児童のスムーズな学校生活の適応に役立
ったと感謝される一方、回数が決められているため、派遣数を増やしてほしいとの要望も
あった。
配偶者の呼び寄せで来日する児童が多い。本来は教育行政の手助けが必要不可欠で、今
後は県、市教育委員会が主導となり、協会は情報提供や人材育成、研修を行ってゆくのが
望ましい形だと思う。現在の制度は未だ不十分であり、学校側が、派遣制度を利用するの
で他の対策は採らなくても良い、という姿勢になると難しい状況になるだろう。
＜宮城に対する質疑応答＞
Q:宮城県は，「このサポーター制度の対応を，県国際交流協会から教育委員会へ移行でき
ればと考えている。」との説明があったが，秋田では，県が先に動いて，対応を市町村の
教育委員会に移行したばかりに，各々別々のやり方になってしまい連携がない体制になっ
てしまった。山形市のようにサポートネットがあり，連携している体制が良いと感じる。
A：教育行政が主導することで，ボランティアが入りにくい状況になるのも確かである。
３．「外国出身の子どもの受け入れ現状と行政の役割－長野県の実情」
最後に、財団法人長野県国際交流推進協会の春原直美氏「外国出身の子どもの受け入れ
現状と行政の役割－長野県の実情」という報告があった。
①長野県の受け入れの状況
多文化理解活動は市町村が独立しての活動が主であり、協会はサポートにまわっている。
県内には、自動車部品やＩＴ関連の会社があり、多くの日系労働者が在住している。中で
も上田市は一番比重が高く、南牧村は中国からの研修生を受入れている。外国籍住民の数
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は、集住型・散在型が混在している。朝鮮中級学校やブラジル学校がある。
②長野県内の取り組み
県内の取り組みとして、集中日本語学校を開設した。平成 18 年に上田市東小学校に、
平成 19 年に上田市南小学校に、教科指導ではない日本語の学級を開設した。平成 17 年度
に「県教育委員会主催の情報交換会」として、外国人児童に対する学校の取り組みのヒア
リングを行った。在籍状況の人数は、小学校から中学校まで混在している数である。
③日本語教室の役割
長野県は全国でも 2.3 番目に国際結婚の多い地域である。結果、子どもを日本に呼び寄
せたものの、日本語が不十分であるため、中学を卒業しても高校に入学できないケースも
ある。外国籍児童の居場所として、日本語教室が支えになれば良いと思う。
サポートの人材ネットワークが十分ではないため、県も市も協会に支援を求める状況に
ある。文化庁や総務省の外郭団体から補助金を得ている。県や市の積極的な支援を求めた
い。
＜長野に対する質疑応答＞
Q:集中教室のしくみはわかったが，点在地域の取り組み方をお聞きしたい。
A: 点在地域での統一的な取り組み方法はない。一人入ってきたら状況に応じて学校が対
応している。ただ，学校も協会に相談してくれれば良いのだが，このような例がある。①
「学校側の環境ができていないので待って下さい。」と言われ，環境とは何を指すのか具
体的な説明がないまま放置されていたケース。②「外国人の子供は，義務教育ではない。」
と言われたケース。義務はないかもしれないが，教育を受ける権利はある。
４．会場との質疑応答
Q1:義務教育が修了している子供について、その子どもが高校に進学するときに、特別な
対応はしているのか。
A1：長野では，県高校教育課がガイドブックを７ヶ国語に翻訳し配布している。入試に関
しても，外国籍生徒や帰国子女には，来日何年以内という基準で，テスト問題のルビふり，
辞書持込可，社会を面接，国語を作文へ変更などの対応をしている。面接や作文も母語で
OK など校長が生徒のやる気で判断しているところもある。
山形では、高校の進学サポートとして「進学ガイダンス」を行っている。入試制度の説
明，
「進路等相談」という校長を通して，入りたい高校の情報収集ができる仕組みの説明，
受験の体験談の発表等を行っている。
Q2:日本語教室でも，外国出身の子供を受け入れたいという相談を受ける。民間の日本語
教室への情報提供や支援体制はどう考えているのか。
A2：山形では，外国人相談窓口を開設しており，そのような相談に対応している。日本語
教室等に，情報提供や対応はしていない。長野では，積極的に日本語教室の支援者等に研
修を行うなどのことはしていないが，進学ガイダンスの案内チラシを教室に置かせてもら
ったり，日本語教室支援者にスタッフをしてもらったり，日本語教室と連携するよう対応
している。
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以上が第４分科会での発言とやりとりの概要である。その他にも紙面の都合で採用でき
なかった質問もあることをお詫びしたい。外国出身の子どもの支援は、関係者の熱心な努
力にもかかわらず、行政の制度上の枠組みや、財政的な根拠がはっきりしていないので、
不安定な状態であることに変わりがない。今回のシンポジウムでは、非集住地域における
外国出身の子どもの手薄さが浮き彫りになった。行政の関連部門や教育委員会への働きか
けを、引き続き強めていかなくてはならない。
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「山形市における外国出身の子どもの受入れと支援の実情について」
山形市総務部国際交流センター所長 須藤 正博

山形市外国人登録の状況

（平成19年5月1日現在）

43ヶ国，総数 1,272人（男 407人，女 865人）
人口比 山形市 0.51％

日本 １．63％（１8年末）

1,272人／251,191人
(5/1住基台帳)

2,084,919人／127,770,000人

外国人登録者数の急激な増加傾向は，平成１７年を境にやや現象傾向が見られるが，
平成元年当時の 315人から約 4.1倍に増加しており，現在の登録者数は，５月１日現在で
１，272人ほどとなっている。また，多国籍化が進んでいる。

国籍別登録者数構成比
区 分
中国

男
163

女
257

計
420

割 合
33.0%

韓国・朝鮮

98

327

425

33.4%

フィリピン

11

165

176

13.8%

米国

33

24

57

4.5%

カナダ

16

6

22

1.7%

8

11

19

1.5%

英国

14

3

17

1.3%

その他

64

72

136

10.7%

計

407

865

1,272

100.0%

ブラジル

その他
英国
10.7%
1.3%

ブラジル
1.5%

フィリピン
米国 13.8%
カナダ
4.5%
1.7%
韓国・朝鮮
33.4%

外国人登録者数推移 各 4/ １現在 （平成元年～１９年）
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
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１９年

１８年

１７年

１６年

１５年

１４年

１３年

１２年

１１年

１０年

９年

８年

７年

６年

５年

４年

３年

２年

平成元年

0

中国
33.0%

外国人登録者数等 （各年 ４月１日現在）
区 分

外国人
登録者数

住基人口

315
458
512
609
617
656
715
755
821
879
899
997
1,073
1,135
1,230
1,345
1,351
1,322
1,284

243,951
243,980
244,380
244,782
245,331
246,842
248,073
248,597
249,322
249,440
250,066
249,739
249,891
250,316
250,517
250,160
250,046
251,022
251,426

平成元年
２年
３年
４年
５年
６年
７年
８年
９年
１０年
１１年
１２年
１３年
１４年
１５年
１６年
１７年
１８年
１９年

人口比

0.13%
0.19%
0.21%
0.25%
0.25%
0.27%
0.29%
0.30%
0.33%
0.35%
0.36%
0.40%
0.43%
0.45%
0.49%
0.54%
0.54%
0.53%
0.51%

永住者別人口
項

目

永住者
非永住者
計

単位：人，％
19.4.1現在

517
767
1,284

割 合

40.3%
59.7%
100.0%

18.4.1現在

493
829
1,322

在留資格別人口
項

目

特別永住者
永住者
日本人の配偶者等
定住者
留学
家族滞在
研修
人文知識・国際業務
宗教
教育
興行
その他
計

割 合

37.3%
62.7%
100.0%

単位：人，％
19.4.1現在

124
393
237
62
143
44
26
47
13
27
118
50
1,284

割 合

9.7%
30.6%
18.5%
4.8%
11.1%
3.4%
2.0%
3.7%
1.0%
2.1%
9.2%
3.9%
100.0%

18.4.1現在

133
360
235
82
154
50
27
57
10
33
109
72
1,322
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割 合

10.1%
27.2%
17.8%
6.2%
11.6%
3.8%
2.1%
4.3%
0.8%
2.5%
8.2%
5.4%
100.0%

平成 18 年度各クラスの支援状況

Ｈ19.3.20 現在

（各クラスの状況）
クラス別

生徒数

来日まもないクラス（継続）

９

市町別の生徒数
山形市 1

寒河江市 3 天童市 3

上山市１ 山辺町 1
（新規来日）
ハイティーン
中学生科目補習クラス

８

山形市３ 寒河江市２

1

山形市 1

１１

山形市７ 寒河江市２

天童市３

天童市１

山辺町１

（毎週日曜日，国際交流セン

(山形市 1 寒河江市 2 天童市１ 山辺町１につい

ター 13:00～15:00）

ては，来日まもないクラスの生徒と重複する)５名

合

計

延べ

29

生徒総数（重複なし）計 24 名（山形市 11，寒河江市 5，天童市 6，上山市 1，山辺町 1）
別に夏期講習あり（10 日間）
５

山形市３ 寒河江市１

天童市１

（生徒の来日理由）
来日の理由
結婚後の呼び寄せ

生徒数
19

％
79.2

市 町 別
山形市 7 寒河江市 5

天童市 5

上山市１

山辺町１
帰国者の呼び寄せ

２

8.3

山形市２

親の仕事で来日

１

4.2

天童市１

親が留学生の子ども

２

8.3

山形市２

計

２4

100.0

（出身国別）
国

別

生徒数

％

市 町 別

中国

１3

54.2

山形市 8

韓国

7

29.1

寒河江市４ 天童市 3

イラン

１

4.2

フィリピン

３

12.5

２4

100.0

計

寒河江市１

山形市１
山形市２ 上山市１
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天童市３ 山辺町１

4 市 2 町外国人登録者数並びに外国籍就学児童・生徒数一覧
山形市

寒河江市

1,303 人

外国人登録者数

男 411

女 892

上山市

418 人
男 76

女 342

天童市

172 人
男 30

女 142

女 285

中山町

49 人
男7

女 42

53 人
男 12

女 41

中国 437 人（34%）

韓 国 ・ 朝 鮮 128 人

韓 国 ・ 朝 鮮 70 人

韓 国 ・ 朝 鮮 144 人

韓 国 ・ 朝 鮮 25 人

韓 国 ・ 朝 鮮 25 人

韓 国 ・ 朝 鮮 415 人

（31%）

（41%）

（32%）

（51%）

（47%）

（32%）

中国 121 人（29%）

フ イ リ ピ ン 53 人

中国 114 人（25%）

中国 19 人（39%）

中国 18 人（34%）

フ イ リ ピ ン 203 人

タイ 89 人（21%）

（31%）

ブ ラ ジ ル 109 人

スロバキア 2 人

フイリピン 5 人（9%）

（16%）

ブラジル 33 人（8%） 中国 39 人（23%）

（24%）

（4%）

ブラジル 4 人（8%）

米国 56 人（4%）

ベトナム 18 人（4%） タイ 2 人（1%）

フ イ リ ピ ン 39 人

ベトナム・ブラジ ル ・

英国 1 人（2%）

カナダ 23 人（2%）

パキスタン 2 人（1%） （9%）

合

計

2,444 人
男 700

女 1,744

フィリピン各 1 人

米国 9 人（2%）

外国籍就学

山辺町

449 人
男 164

平成 19 年 2 月 1 日現在

（各 2%）

53 人

10 人

8人

14 人

1人

0人

86 人

（小学校）

38 人

1人

1人

10 人

0人

0人

50 人

（中学校）

15 人

9人

7人

4人

1人

0人

36 人

児童・生徒数

外国籍児童生徒への日本語習得支援取組み状況
(1)平成 16 年度「山形市在住外国人就学支援事業」
・事業費

１６，７５８千円（緊急地域雇用創出特別基金事業）

・事業主体

山形市が山形市国際交流協会に委託

・スタッフ体制 7 名（嘱託職員 2 名，臨時職員 5 名）
・事業内容
①来日間もない子どもちのための日本語クラス ②科目補習クラス
③高校進学クラス

④長期休み集中講座 ⑤教育相談窓口・進学ガイダンス

・支援児童・生徒数
延べ６７名（山形市 37 名，寒河江市 10 名，上山市 8 名，天童市 6 名，他市町 6 名）
(2)平成 17 年度「村山広域在住外国人等こども日本語習得支援事業」
・事業費

６，５２０千円（自治体国際化協会及び県国際交流協会補助金，
４市２町負担金）

・ 事業主体

村山広域在住外国人等こども日本語習得支援協議会(山形県，山形市，
寒河江市，上山市，天童市，山辺町，中山町，村山教育事務所，山形市
教育委員会，山形県国際交流協会，山形市国際交流協会)設置して運営

・スタッフ体制 事務局

山形市国際交流課

コーディネーター １名

支援者

２５名

・事業内容
①来日間もない子どもちのための日本語クラス

②ハイティーンクラス

③科目補習クラスと長期休暇中の集中講座 ④進学ガイダンス及び教育相談
・支援児童・生徒数
延べ４５名（山形市１３名，寒河江市 1５名，上山市７名，天童市８名，山辺町２名）
(３)平成 1８年度「村山広域在住外国人等こども日本語習得支援事業」
・事業費

４，１２９千円（自治体国際化協会，地域活性化センター及び県
国際交流協会補助金，４市２町負担金）

・ 事業主体

村山広域在住外国人等こども日本語習得支援協議会(山形県，山形市，
寒河江市，上山市，天童市，山辺町，中山町，村山教育事務所，山形市
教育委員会，山形県国際交流協会，山形市国際交流協会)設置して運営

・スタッフ体制 事務局
臨時職員

山形市国際交流課
２名

支援者

２４名

・事業内容
①来日間もない子どもちのための日本語クラス ②ハイティーンクラス
③科目補習クラスと長期休暇中の集中講座 ④進学ガイダンス及び教育相談
⑤国際理解・国際協力に関する事業
・支援児童・生徒数
延べ２９名（山形市１２名，寒河江市７名，上山市１名，天童市７名，山辺町２名）
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【 平成１９年度からの取組み 】
1．来日まもない子どものための日本語習得支援の流れ
① 児童・生徒の受け入れる学校で，日本語習得の支援を必要とするときは，各市町
の教育委員会へ依頼する。
② 各市町の教育委員会から日本語習得を支援する「山形こども日本語サポートネッ
ト」へ支援者派遣の依頼を行う。
③ 山形こども日本語サポートネットがコーディネーターとして，児童・生徒，保護
者との面談，学校との連絡を行いながら，また，担当する支援者との調整を行い，
支援者派遣について，各市町の教育委員会へ連絡する。
④ 支援者が学校に出向いて，日本語習得の支援を行う。
※来日間もない児童・生徒が初期の日本語習得を学校に入る前に何時間か集中し
て行うために，学校以外の公民館等で支援を行うこともできる。
⑤ 支援を受けた小・中学校から毎月，各市町の教育委員会へ実績報告する。
⑥ 支援者への謝金は，各市町の教育委員会から翌月支援者へ直接支払う。

日本語習得支援のフロー図

小・中学校

各市町の

①支援依頼

教育委員会

・児童・生徒の受け入れ
・コーディネーターとの
連絡・調整
・支援者の受け入れ

⑤報

・サポートネットへ派遣依頼
・派遣事業の費用負担

告

②支援
の依頼
④支援者派遣

③支援内容
の連絡

⑥謝金の
支払い

山形こども日本語
サポートネット
・コーディネーター
（児童・生徒，保護者との面談，
学校との連絡，支援者の調整）
・支援者の派遣

支援者

こども日本語習得
サポートの会

(財）山形県国際交流協会
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２．学生ボランティアによる科目補習の支援
・学生ボランティアグループ＊「Cherish Club Yamagata(CCY)」が科目補習支援
として、週に１回の自習教室を開催します。

３．進学ガイダンスの開催
高校に進学したいと考えている外国出身の子どもたちと保護者への説明や教育相
談については，４市２町のそれぞれの教育委員会，学校が、必要に応じて通訳を介し
て情報提供を行います。

４．支援者と学校の先生との情報交換会の開催
外国にルーツをもつ子どもたちへの支援・指導についての情報交換会は、「山形子
ども日本語サポートネット」が教育委員会，学校と連携を図り，協力を得ながら開催
していきます。

５．ハイティーンへの情報提供
母国で義務教育を終えて来日し，日本で進学や就職を希望するハイティーンの外国
出身者には日本語教室や，日本語教室を実施している団体の情報については，一覧表
に作成し，各市町の外国人登録の窓口や国際交流協会等で配布・提供します。
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宮城県における外国出身の子どもの受け入れの現状と支援の取り組みについて
財団法人宮城県国際交流協会 大泉 貴広
１

宮城県における外国出身の子どもの受け入れ状況
(データはいずれも宮城県教育委員会提供)
■宮城県内外国籍児童在籍者数 (人)
H19
H18
小学校
277
292
中学校
134
125
計
411
417

H17
242
94
336

H16
228
113
341

■日本語指導を必要とする児童生徒数 (人)
H18
H17
H16
小学校
66
57
76
中学校
26
26
28
高等学校
9
17
6
盲・聾・養護学校
0
0
0
中等教育学校
0
4
0
計
101
104
110

H15
72
28
4
1
0
105

■日本語指導を必要とする児童生徒数－母語別 (人)
H18
H17
H16
H15
中国語
34
37
51
48
韓国・朝鮮語
16
12
18
11
英語
10
11
4
8
ポルトガル語
8
8
13
14
スペイン語
0
4
1
3
その他の母語
33
32
23
21
計
101
104
110
105
■日本語指導を必要とする児童生徒在籍校数 (校)
小学校
中学校
高等学校
盲・聾・養護学校
中等教育学校
計

H18
42
17
2
0
0
61

H17
35
13
5
0
1
54

H16
36
16
5
0
0
57
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H15
30
22
2
1
0
55

■日本語指導を受けている児童生徒数 (人)
H18
H17
H16
小学校
60
46
59
中学校
19
21
26
高等学校
1
12
2
盲・聾・養護学校
0
中等教育学校
0
計
80
79
87
■外国人子女等日本語対応教員加配の状況 (人)
H18
H17
H16
小学校
8
8
8
中学校
4
7
4
計
12
15
12

H15
55
21
0
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H15
12
5
17

２

(財)宮城県国際交流協会における取り組み
「MIA 外国籍の子どもサポートセンター」
・「外国籍の子どもサポーター」の派遣
・子どもを対象とした日本語指導教材・教科指導教材等の整備と貸出 等

３

「外国籍の子どもサポーター」の派遣について
① 派遣の仕組み →別紙「外国籍の子どもサポーター派遣ガイドライン」参照
②

派遣実績（H18 年 9 月～）
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

派遣校

出身国

I 市内小学校
O 市内小学校
S 町内中学校
O 市内小学校
T 市内小学校
I 市内小学校
S 町内小学校
W 町内小学校
Y 町内小学校
S 市内中学校

中国
ベトナム
中国
中国
中国
ペルー
韓国
中国
フィリピン
韓国

11 I 市内中学校
12 I 市内中学校

ホンジュラス
韓国

③

課題
(1) ガイドラインの周知徹底
(2) 想定外のケースへの対応
(3) サポーターの活動経験共有のための仕組みづくり
(4) 教育行政による支援施策整備との関係
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≪別紙≫
ＭＩＡ外国籍の子どもサポーター派遣ガイドライン（平成１９年度版）
１

趣旨
近年の外国籍住民の増加に伴い、県内各地の学校で外国籍の児童生徒（外国にルーツを持つ子ども
を含む。以下同じ。）が学ぶ姿が見られるようになってきました。
「外国籍の子どもサポーター派遣事業」は、こうした外国籍の児童生徒が在籍する県内の学校から
の要請に応じて、通訳・翻訳、日本語学習、教科学習の支援をする人材を派遣することで、外国籍児
童生徒の学習環境の向上を図ることを目的とするもので、このガイドラインは、その派遣方法につい
て定めているものです。
２

３

外国籍の子どもサポーターの派遣対象業務
(1) 県内の小・中学校における、外国籍児童生徒や保護者と学校側との意思疎通を補助するため
の通訳や翻訳
(2) 県内の小・中学校における、外国籍児童生徒を対象とした日本語学習支援
(3) 県内の小・中学校における、外国籍児童生徒を対象とした教科学習支援
外国籍の子どもサポーターの役割
上記の２の(1)、(2)、(3)のいずれかに係る業務とする。なお、その業務内容によって、外国籍の
子どもサポーターは以下の２種類に分かれる。
サポーターの種類
母語支援サポーター
日本語学習支援サポーター

４

活動内容
上記２の(1)、(2)、(3)
上記２の(2)、(3)

外国籍の子どもサポーターの派遣依頼者
宮城県内の小・中学校長

５

外国籍の子どもサポーターの派遣依頼
外国籍の子どもサポーターの派遣依頼の受付は、
ＭＩＡ外国籍の子どもサポートセンターが行い、
派遣依頼者は、様式①により派遣依頼をする。
ＭＩＡ外国籍の子どもサポートセンター
〒９８１－０９１４
仙台市青葉区堤通雨宮町４番１７号 宮城県仙台合同庁舎７階
財団法人宮城県国際交流協会内
TEL:022-275-3796 FAX:022-272-5063

E-mail：mia@k2.dion.ne.jp

開設時間：月曜日～金曜日の午前８時３０分～午後５時１５分（休日は除く）
６

外国籍の子どもサポーターの派遣回数
外国籍の子どもサポーターの派遣回数は以下のとおりとし、１回の派遣による活動時間は概ね２
時間程度とする。
派遣依頼者
仙台市内の小・中学校
仙台市以外の小・中学校

派遣回数
児童生徒１人につき最大１０回
※外国人子女等指導協力者派遣事業（仙台市教育委員会）と併用

児童生徒１人につき最大３０回
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７

外国籍の子どもサポーターの登録資格
サポーターの種類
母語支援サポーター
日本語学習支援サポーター

８

登録資格
県内在住の２０歳以上の方で、通訳可能な語
学力のある方
県内在住の２０歳以上の方で、外国人に日本
語を教えた経験のある方

外国籍の子どもサポーターへの費用弁償
(1)

外国籍の子どもサポーターの活動に伴う費用については、別紙の「外国籍の子どもサポーター

に係る費用基準について」を基本とする。
(2)
９

費用については、ＭＩＡ外国籍の子どもサポートセンターが負担する。

外国籍の子どもサポーター活動フロー
依頼者（学校）
⑦サポーター活動

①派遣依頼

④派遣決定
・紹介

⑤活動内容確認

⑥移動

⑧報告書提出
(サポーター活動 の終了後また は月毎)

MIA 外国籍の子ども
サポートセンター
(財 )宮城県国際交流協会内

②派遣連絡調整

外国籍の子どもサポーター

③派遣承諾
⑧報告
(毎回の活動後 )

10

外国籍の子どもサポーターの留意事項
①

活動依頼があった場合には、内容を確認し、速やかに承諾の可否を決める

②

通訳・翻訳は正確に行う

③

分からないことは分からないと相手に伝える

④

活動にあたっては、司法上の責めは負えないことを依頼者や相談対象者に伝える

⑤

ＭＩＡ外国籍の子どもサポートセンターは、外国籍の子どもサポーターの活動中の事故等に備
えて保険に加入するが、保険の対象外の事故等については、外国籍の子どもサポーターの自己責
任において解決する

⑥

外国籍の子どもサポーターは、活動中に知りえた事項を漏らしてはならない。また、相談対象
外国人との間で電話番号など個人的な情報の交換は行ってはならない

⑦

毎回のサポーター活動終了後、ＭＩＡ外国籍の子どもサポートセンターに報告する

⑧

外国籍の子どもサポーターの活動において、疑問や問題が生じた場合には、ＭＩＡ外国籍の子
どもサポートセンターに問い合わせる
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11

外国籍の子どもサポーター派遣依頼者の留意事項
①

外国籍の子どもサポーターの派遣依頼は、できるだけ時間に余裕を持って行う

②

外国籍の子どもサポーターに対してわかりやすく説明を行う

③

条件等により外国籍の子どもサポーターが派遣できない場合があること

④

外国籍の子どもサポーターが行う活動については、ＭＩＡ外国籍の子どもサポートセンター及
び外国籍の子どもサポーターの司法上の責任を問わない
外国籍の子どもサポーターが 1 人の児童生徒に係る活動を終了した場合、もしくは月毎に、様

⑤

式②によりＭＩＡ外国籍の子どもサポートセンターに報告する
⑥

外国籍の子どもサポーターに損害等を与えた場合には、誠意をもって解決にあたる

⑦

外国籍の子どもサポーターの個人情報（住所、電話番号等）は、相談対象者や第三者に漏らし
てはならない

外国籍の子どもサポーターに係る費用基準について
１

交通費
外国籍の子どもサポーターの活動に伴う交通費等については、次に掲げる額を基本とする。
(1)

自家用車
外国籍の子どもサポーターが自家用車により活動先まで移動した場合の額については、活動先
までの片道の移動距離が 20km までは 1,000 円とし、以後片道の移動距離が 10km 増すごとに
500 円を加えるものとする。ただし、駐車料金については実費とする。

(2)

公共交通機関
外国籍の子どもサポーターが公共交通機関により活動先まで移動した場合の額については、そ

れに係る実費とする。
(3)

その他
外国籍の子どもサポーターがその他の交通機関により活動先まで移動した場合の額については、

それに係る実費とする。
２

謝礼
外国籍の子どもサポーターの活動に伴う謝礼については、１回の派遣あたり 2,000 円とする。

３

支払方法
交通費及び謝礼は、１人の児童生徒に係るサポーター活動終了後、もしくは月毎に外国籍の子
どもサポーターの口座に振り込むこととする。

88

第四分科会当日配付資料

外国出身の子どもの受け入れ現状と行政の役割－長野県の実情－
すのはら

（財）長野県国際交流推進協会常務理事兼事務局長 春原 直美
０．はじめに
１．長野県の外国籍住民
（１）隣人（平成１８年６月１日現在）
①全 県 民
２,１８１,９５２人
②外国籍県民
４３，５４７人
③比
率
１．９９％
○ 特徴
・県内地域によって在住者の国籍に偏りがある
・在住目的は様々であるが「就労」が多く、最近は定住化の傾向が見られる
・国際結婚の比率が高い県
○県内市町村別の状況
・在住数／上田市：５,８４０人（比率：３．６％）
・人口比／南牧村：８．９％（３０９人／３，４７１人）
（２）学齢期の児童生徒の現状（単位；人）
①ブラジル
②中
国 ③フィリピン ④韓国・朝鮮 ⑤ タイ
全
体 １６，２７３ ９，４６７
４，７３１
４，６２８ ２，４５７
学 齢 期
１，３１９
４４０
２０４
２６１
１３３
①学齢期の外国籍児童生徒数：２，６１８人
②公立学校就学児童生徒：
１，５２３人
③朝鮮学校就学児童生徒：
２１９人
④ブラジル学校就学児童生徒：
３１５人
○不就学の児童生徒（①－（②＋③＋④））＝５６１人（２１．４％）
○子どもたちの背景
・家族と一緒に来日
・呼び寄せ
・海外で育った日本国籍の子ども
（３）長野県内の学ぶ環境と選択肢
①公立小中学校
②朝鮮学校
③ブラジル学校
○外国籍児童（生徒）就学支援事業（ＳＡＮＴＡプロジェクト）
・発足の経緯
・学校の状況
・支援内容
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資料-１

・事業の課題
④高校進学ガイダンス
資料-２
２．取り組みの事例と経緯
（１）事例
「集中日本語教室・虹のかけはし」の開設
資料-３
※両校とも「取り出しの日本語教室」は別にある
①目的
基礎的な日本語や生活習慣などを学び、スムーズな学校生活への適応を支援するため
②開設場所
・上田市東小学校：Ｈ１８．６月～試行期間 ８月２３日開設
・上田市立南小学校：Ｈ１９．５月１１日開設
③県＋市＋地域の協働
（２）経緯
「県教育委員会主催の情報交換会」
・平成１７年度 県内６ヶ所で開催
・参加者延べ３５０名の教員、日本語ボランティア、母語支援者等
（３）仕組み
①指導体制（各教室とも）
・バイリンガル教員（ポルトガル語）１名
・バイリンガル指導補助員（ポルトガル語）１名（パート）
・地域の日本語指導ボランティア 複数名
②流れ
資料-４、５、６
【転入】市民課 ⇒ 学校教育課 ⇒ 就学指定校 ⇒ 集中日本語教室 ⇒ 修了
（オリエンテーション）（原級決定）
↓
【在籍校】在籍校 ⇒ 学校教育課 ⇒ 集中日本語教室 ⇒終了⇒原級・日本語教室
３．取り組みの状況と問題点
（１）在籍状況
①東小学校／最多２０人 Ｈ１８年度中の修了者 ２１人
開
設
時：ブラジル５、ボリビア１
計 ６人（小 ５、中１）
Ｈ１８.１２月：ブラジル１４、ボリビア２
計１６人（小１５、中１）
Ｈ１９. ２月：ブラジル１７、ボリビア１、タイ１
計１９人（小１８、中１）
Ｈ１９. ６月：ブラジル１０、タイ１
計１１人（小１１）
②南小学校
Ｈ１９. ７月：ブラジル ４、中国３
計 ７人（小 ６、中１）
（２）問題点
①学習言語の習得が困難
②カリキュラムの不備
③スタッフの不足
・母語支援者の確保
生活習慣の違いなど説明困難
・日本語指導者の確保
④児童生徒の増減の見通し困難／保護者の動向による
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○

学校現場で足りないもの
・人、予
４．将来を考える
（１）多文化、多言語社会
①生産年齢（労働力）人口の減少と労働力の輸入
・平成 17 年にピーク
・平成 18 年には減少化
・技術研修制度の欠陥
②国際結婚の増加と呼び寄せの子どもたち
（２）チョッとお節介、少し応援
①地域での言葉の支援
・日本語教室は多文化共生の最前線
・ニーズの多様化
・生活に必要な道具としての日本語習得
・呼び寄せの子ども
②日本語学習リソースセンター
③母語、母文化の継承教室
・アイデンティティー
（３）行政等の動き／行政におけるあるべき支援
①国
・政策の欠如
・縦割りの施策
②自治体の方向
・長野県
・外国人集住都市会議
・上田市外国人支援者会議
③団体等の提言
・経団連等

（財）長野県国際交流推進協会（ＡＮＰＩＥ）
〒380-8570 長野市南長野幅下６９２－２ 県庁東庁舎内
Tel．０２６－２３５－７１８６（代） Fax．０２６－２３５－４７３８
Ｅ-mail：sunohara@anpie.or.jp
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ワークショップ
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ワークショップ感想1

田尻先生のお話を聞いて
山形市教育委員会学校教育課指導主事 田中 敦
何と魅力的な方だろう―。この度、直接田尻先生のお話を伺う機会を得て、率直にそ
う思いました。
トレードマーク(？)のメガネと口ひげ。表情豊かにテンポよく、聞き手の心を動かす
熱い言葉が次々と生み出されてきます。さぞかし中学生たちは、英語の時間が楽しみだ
ったことでしょう。この４月からは後進の育成のために大学に活躍の場を移した先生で
すが、英語教育に対する情熱はいささかの揺るぎもなく、この度の転身も、より多くの
子どもたちのためであったのだろうと思われました。
特に印象に残っているのは、「違うということがすばらしいと実感させなさい」とい
．．．
．．．
．．
う言葉です。
「気付くだけでも、わかるだけでもだめ、実感させなさい。
」というのです。
日本語支援に携わる者にとって、往々にして「違い」は解決すべき課題です。日本語支
援の目的は、他言語にルーツをもつ子どもが日本の学校に適応していくことであり、そ
れはつまり言葉に代表される文化や習慣などの「違い」を埋めていくことだからです。
しかし、もっと長い目で子どもたちの成長を考えたときにはどうなのでしょう。私たち
の社会はますます国際化が進んでいます。日本語支援を行いながら、支援を受ける子ど
もにも、その周りの子どもにも、違うことのすばらしさを実感させることができれば、
私たちの仕事は何年か後に、さらに大きく花開くように思うのです。
田尻先生のお話から、新たな視点と、そして何より、明日からもがんばろうというエ
ネルギーをいただいたように思っています。

1

田尻悟郎氏のワークショップは、今後の書籍化のご予定から、要旨を掲載することができませんでした。
そこで、少しでも当日の様子を再現するために、参加者の方々に感想を寄せていただきました。
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田尻先生のお話を聞いて
山形ボランティア日本語協会 須賀 まり子
田尻先生のワークショップは予想通りすばらしいものでした。先生のお話と表情に聴
いていた私たちはあっという間に引き込まれていきました。英語のカリスマ先生のお話
が外国から来た子どもの日本語指導にどう結びつくのだろうかという思いは、お話を伺
ううちに吹き飛んでしまいました。
田尻先生の授業では生徒に説明しすぎるということをしません。生徒が間違えても先
生は答えを教えません。間違いを指摘してヒントを与えるだけです。生徒が自分で考え、
自分で答えを見つけ出した喜びを味わってもらうためです。
外国から来た人に日本語を教えるとき、「教えすぎて」しまうことがよくあります。
日本で生活をしていく上で必要な日本語を早くたくさん覚えた方が学習者の役に立つ
だろう、という気持ちから、ついついあれもこれもと詰め込みたくなってしまうのです。
学習者も早くたくさん覚えたいという気持ちが強く、一つのことを習得したという達成
感を得られることはそれほど多くありません。｢説明・理解｣の部分に９０％の時間が使
われている言語教育の現状で、田尻先生は｢説明・理解｣は１０％でいい、「習熟」に７
０％、そして｢習得｣に２０％の力を注ぐようにとおっしゃいます。習得したという達成
感を味わうことで、次へつながる自信を持つことができるようになるのです。
私の所属する山形ボランティア日本語協会では、文化庁の委託を受け２００３年から
三年間｢親子日本語教室｣を開催しました。子どものクラスには０歳から中学生までの子
ども達が参加し、年齢や日本語のレベルに応じていくつかのクラスに分かれてボランテ
ィアと一緒に学びました。日本語教室で日本語を学ぼうとする子ども達は様々なバック
グラウンドを持っています。自分たちが希望したわけでもないのに、周りの大人の都合
で日本に来た子ども達がほとんどです。言葉もまったくわからないし習慣も違うところ
で自分たちの居場所を求めて頑張っている子ども達です。｢早く学校のみんなにとけ込
んで欲しい。｣｢困ったことがあったときに先生に相談できるだけの日本語力を身につけ
て欲しい。｣｢会話は十分できるけれど教科の勉強について行けないのは日本語力がまだ
不足しているからだということを先生方に気づいて欲しい。｣ボランティアの｢欲しい｣
の気持ちばかりがふくらんでしまいます。
田尻先生は｢ボランティアは子どもに寄り添う存在だ。｣とおっしゃいます。あれもこ
れもと教えることではなく、子どもの気持ちに寄り添って、子ども達の渇いた心をどう
潤していくのかが一番大事なことだとおっしゃいます。一生懸命生きている大人の姿こ
そが子どもにとって必要であり、一生懸命な、いい大人として子ども達に関わっていく
ことが求められているのです。
このワークショップに参加して、田尻先生のおっしゃったように、「経験豊富ないい
大人として、子ども達に寄り添っていける」ボランティアでありたいという思いを強く
しました。
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田尻先生のお話を聞いて
山形県立庄内総合高等学校教諭

齋藤 昭子

「楽しい授業が必ずしも良い授業とは限らない」という言葉を、教師になってから今
まで何度か耳にしたことがある。授業をする側としては、生徒が生き生きと授業を受け
ている様子を見るとそれだけで満足してしまう。しかしそれが生徒の真の学力向上につ
ながっているという保証はなく、ただ楽しいだけで何も残らない授業になる恐れがある
ということであろう。私自身そのような授業に反省することもたびたびあり、「生徒が
ゲーム感覚で楽しめる授業」というものには疑問を感じていた。しかし田尻先生の授業
には生徒が飛びつく仕掛けが満載で、楽しいからこそ生徒は生き生きと自ら学習に向か
い、そして確かな力をつけていく。先生のお話をお聞きして、「授業は楽しくても良い
のだ」と思った。もちろん田尻先生の授業には「この授業を通して生徒にどんな力をつ
けさせたいのか」という目標と周到な指導計画、そして教育への信念と情熱があり、そ
れに裏打ちされて初めて充実した授業が成立しているのだと感じた。
講演の中で心に残っていることの一つに「教師は教えすぎてはならない」という先生
の言葉がある。私などは日々生徒と接していると、最近の生徒は受け身で学習に対する
意欲も乏しいとつい思うことがある。しかし自分の力で問題が解決できたと感じるとき、
生徒は真に学ぶ喜びを感じ、それが次の学びへの意欲になる。与えることばかりに気を
取られず、生徒が自分たちで気づくのを待つ根気強さが教師には必要であると感じた。
そしてもう一点印象的だったことは、生徒たちが英語の授業を通して物事を考えたり、
感じたりしながら自分の内面を表現する力を身につけているということである。例えば、
映画「ET」を題材にして「心」のこもった言葉の重みを感じとらせ、実際の地図を使用
しての「どこにハンバーガー屋さんを作る?」という授業では論理的な思考力を育む。
そして生徒同士の関わり合いの中で、表現し伝え合うことの大切さや楽しさを感じさせ
る。「表現すること」に関わって、特に印象的な話があった。田尻先生の教え子のひと
りが英作文の中で自分の内面を綴ってきたというのである。その生徒は今まで持ってい
た悩みを、自由に使いこなせるはずの日本語ではなく英語で表現してきたという。その
生徒の「日本語よりも英語の方が自分の心を表現できると感じた」という言葉に私は驚
いた。その生徒は田尻先生の授業を通して、自分の思いを内言化し他人に伝えることの
できる力を身につけていったのではないだろうか。単に英語の知識を習得させるだけの
授業ではそのような成果は期待できないであろう。
これらの田尻先生の実践は英語教育の枠にとどまらず、日本語の支援に携わる私たち
に示唆を与えてくれる。それはどんな言葉の学習においても、その言葉によってその人
の内面が豊かになることが目標だということである。特に子どもたちに日本語支援とい
う形で関わるとき、それは忘れてはならない点ではないだろうか。日本語を学ぶことに
よって子どもたちが自分の思いや考えを深め、他人と関わり合いながらそれぞれの人生
をより良いものにしていくことが私たち支援者の目標でもある。
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田尻先生のお話を聞いて
山形市教育委員会日本語指導員 藤井 修子
今回、田尻先生の取り組みや授業の進め方を聞く機会に恵まれて、本当に良かったと
感じています。講演の間、田尻先生のお話の仕方や動きに釘付けで、あっという間に時
間が過ぎてしまいました。先生の授業を受けている生徒さんたちも、今回の私のように
夢中で授業を受けているのではないかと思いました。
実際に中学生の指導に行っていますが、精神的なフォロー、特に反抗期を迎えた男子
生徒への対応は難しく、いかに彼らの「やる気」を引き出すか日々悩んでいます。工夫
した教材を持ち込んでも失敗したり、生徒の気持ちが全く動かない時は苦しくなり、こ
れでいいのかという迷いも出てきます。しかし田尻先生の「授業は小さな工夫の積み重
ね。教師はエンターテイナーだ」という言葉を聞いて、多くの経験の中から今のスタイ
ルが出来上がった事や、今でも生徒から学ぶという姿勢はすばらしいと思いました。今
は取り出し授業で指導しているので、生徒同士を競争させるという方法は難しいですが、
それ以上に生徒に一対一で向き合えるという利点があります。タイムを計り、集中させ
るという方法は競争相手が他人ではなくとも応用できると思い、授業の中に取り入れて
います。
今回の事をヒントに、今後も私自身が楽しいと感じられる指導を生徒と共に見つけて
いきたいと思います。田尻先生ありがとうございました。
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アンケートのまとめ（回答 64 人／出席 135 人1）
１．プログラムと会の運営について
報告

とても満足

12 人

満足

26 人

まあまあ

13 人

不満

1人

とても不満

0人

・きちんと現状を把握しようとしているのがすばらしい。
・もう少し時間をとって報告してほしかったが、報告書は内容が充実していた。
・2 回目なのでじっくり読みたいと思います。
・教育現場側からの客観的な意見、ボランティアに求めることも知りたかった。
・何を基準に日本語指導が必要と判断されるのか明確にしてほしかった。
・平成 16 年から 18 年にかけての外国人児童生徒の推移の原因をしっかりリサーチしてつかんでほしい。
・知りたい情報、不足。
・子供たちにしてあげたいことがいっぱいあるのに、時間、部屋、ままならないことも多く、物理的な
支援ももっとできたらとつくづく感じました。

講演

とても満足

28 人

満足

20 人

まあまあ

1人

不満

0人

とても不満

0人

・言語が通じない中で生活する子供たちの不安がよくわかりました。
・なかなかこのような現状を知ることがなかったので勉強になりました。また精神は一番大切な部分で
私たちは子供たちの心の拠り所になれるよう日々考えて行動して行かなければならないと思いました。
・子どもの心理以外に、大人自身も考えなければならないことを教えていただきました。①身体の上に
言葉がのっている。②人は不安や恐怖を感じると子供返りをする。
・メンタル面を含んだ内容は感動するものがあり、この講演を聞けただけでも参加した価値があった。
・少々難しかったのですが、本当に大切で、基本的だけど忘れがちなことを気づかせていただきました。
・よかったが、ひとつひとつ掘り下げる時間が足りない。
・時間が不足、もう少し詳細を聞きたい。
・「家族が共に暮らす危険」とは何たる逆説！
・精神科医としての考え方は得られた。
・専門的知識も大切だと思いました。
・ボランティアの一員としての心情に伝わってきたお話でした。
・お話が大変よかった。（5 人）

1

事前申し込み 138 人、当日欠席 7 人、当日申し込み 4 人
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第一分科会

とても満足

2人

満足

6人

まあまあ

2人

不満

0人

とても不満

0人

・実践例についてとてもくわしく説明していただきよかった。
・私も帰国子女の生徒に関わっています。今回は小中への編入したケース中心に事例は実践工夫をうか
がいました。「こうすればよかったのか！」と見えてきたことも多く大変勉強になりました。

第二分科会

とても満足
満足

7人
6人

まあまあ

4人

不満

1人

とても不満

0人

・ここまでなさるのかという思いでお聞きしました。「責任と熱意」で開拓されている実践は、県内各
地に広まってほしいことがらです。
・現在、大人の日本語学習を支援していますが、子どもの支援ということにも興味を抱きました。母語
の喪失の問題、そのための母親との関係（溝）など、皆さんのお話をもっと聞いてみたいと思いました。
・貞心さんの話がとてもよかった。私が外国人児童だったら、貞心さんに支援してもらいたいと思った。
もっと小グループに分けて参加者同士の話し合いがあればよかったと思う。聞いている時間が長い。司
会者が論題を限定してしまう。実際の支援の様子を知ることができよかったです。
・森さんのパワーポイントは大変見やすく分かりやすく具体的簡潔にまとめられていた。
・時間配分に問題あり？時間不足？今の生徒を変えられないか、発題から一歩進んだ地域との関わり方、
立場を変えた場合。
・もっと時間がほしかった。大変参考になった。
・今の自分の立場とは違った分科会に参加してしまった。

第三分科会

とても満足

5人

満足

8人

まあまあ

1人

不満

0人

とても不満

0人

・若い人たちの熱心で的確な活動と事例報告に感心した。今後の教育界の進展に期待したいと思った。
・現在も他の国の生徒と接していますが、人によって違い大変な思いで接しています。

第四分科会

とても満足

3人

満足

4人

まあまあ

6人

不満

0人

とても不満

0人
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・どこかひとつが欠けてもいけない連携の大切さを感じた。
・行政に直接関わっていなかったせいか、それぞれ県が目指しているものが、別々の方向に向かってい
るように思えた。しかし地域に合わせ苦労しながら政策を進めている方がたくさんいるということに気
づかされ自分も何かはじめたいと思えた。
・同じような状況の地域での取り組み、あるいは違うけれど参考になる取り組みが聞けてよかったです。
・参加者同士の情報交換がもっと活発にできればよかった。（2 人）
・長野のお話が内容豊かでした。
・現在の状況やこれからについて分かってよかった。
・行政の活動の具体的な内容が分かりよかったです。

ワークショップ とても満足

45 人

満足

4人

まあまあ

0人

不満

0人

とても不満

0人

・「教師って何だろう」というモヤモヤしたものがここ数年ずーっとあったのですが、今日のお話で「ま
たがんばろう」という気持ちに切り替えられました。
・生徒の意欲、学ぶ力を引き出すことがとても上手で、それに近づけたらと思います。今日は TV 等では
見られない生の生徒の反応も再現していただき、自分の頑張ってみようと思いました。
・子どもたちへの接し方で迷っていたこと、不安だったこと、「スキルじゃない、気持ち」と聞いてう
れしかった。励まされました。
・子どもの気持ちを引き出す話がよかった。
・感動した。スキルよりも何で教えるのか？私自身も何かを教える際には真剣に考えたい。話し方も魅
力的で引きつける話し方、私もできるようになりたいです。
・大変心が熱くなる想いをしました。教育現場の立場ではありませんが、人とのつながりが大切な職場
で働く者として、今の自分を振り返る機会になり頑張ろうと思えました。
感動。元気をもらいました。
・言語の持つすばらしさを実感！感動させられました。現場を知る・実感する大切さ。
・日本語教師の勉強会に英語の先生をお呼びするという発想、すばらしかったです！
・英語教育から日本語教育を考えるのは初めてで、お話に心を動かされることが多かった。
・英語の指導は外国語を教えるための大ヒントになると思う。
・期待以上のお話でした。今悩んでいたことの方向性を与えていただいた気がしました。
・自分の日常への気づきがたくさんありました。
・相手を知ろうとすることが大切と言われていましたが、それを裏付ける知識の多さにも感動しました。
・魂のこもった一つ一つの言葉にとても感動した。私も言葉に魂を込めて指導していきたいと思う。
・私はずっと落ち込んでいて「死」まで考えています。お話を聞いて言葉の大切さを知り「生きる」こ
との大切さを知りました。
・私も英語教員を目指しています。お話を聞くのも 3 回目です。でもこんなに感動したのは初めてです。
言語はツールにすぎない。何のために言葉を使うのか。自分にも問い直しました。
・教師を目指している息子にもぜひ聞かせたいお話でした。多くの生徒が学習に目覚めたことと思いま
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す。日本の学校教育にもすばらしい先生がいるんだと実感しました。お話は、授業をこえ、子育てにも
通じ、原点に戻った思いです。
・今までこんなすばらしい応援を聞いたことはありませんでした。この講演を聞いただけでも今日来た
価値がありました。
・心が揺さぶられました。人と真剣に向き合うことの大切さを改めて感じました。
・ET を見て泣きそうでした。子どもに対する考え方を換えさせられた。
・充実した時間でした。夢が実現しました。
・もっと聞いてみたい。心を掘り起こす、大変ですがすべきことですね。
・頭がとても疲れました。
・教え方に工夫が必要だと思った。
・勇気づけられた。またお会いしたい。
・とても楽しく、いいお話だった。（4 人）
・目からうろこの授業だった。（2 人）

会の運営

とても満足

27 人

満足

21 人

まあまあ

5人

不満

0人

とても不満

0人

・スライドが不鮮明。（4 人）。
・室内も暗くされたので資料が読みにくい。（2 人）
・マイクの音量が小さかった。（2 人）
・暑かった。（2 人）
・時間に正確でよかった。（2 人）
・報告、講演で、スタッフの人たち（進行・マイク）の声が大きく、リアクション、表情も大げさで、
集中できませんでした。その場その場で、連絡周知など分かりますが…。
・会場がもう少し広くてもよかったと思う。
・ご案内がもう少し早いと他の先生にも案内でき参加できたかと思います。
・弁当を開く場所がなくて困りました。
・分科会は、聞く側もお互い顔が見えるコの字型がよかった。
・教員を目指しているのですが、できれば第一分科会に参加したかったです。（注：事務局で分科会の
参加者調整をして、第二希望の分科会に移動していただいたため）

その他の意見・感想
・学校の中だけにいると見えなくなったり感じたりしなくなってしまうことも多く、こういう外からの
刺激はとても参考になります。心が元気になりました。
・初めてこういった会議に参加させていただきました。他県からの参加の方もいらして驚きました。こ
れだけの会を設定することは大変だったと思います。運営してくださった方、事例を提供してくださっ
た方々へ感謝申し上げます。これから生徒と一緒にがんばってみます。
・外国出身の子供たちに対してのサポートをどうしていったらよいか困ることが多々あるのですが、先
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生や教室、教材など物理的な支援ができなければ内面的なサポートにはならないことを痛感し、こうい
う会があることを知ったことが勉強になりました。
・心理的な側面からの日本語支援の考え方に触れとても有意義でした。
・大変有意義な時間を過ごすことができました。日本語学習に携わる者の意見交換会、研修会の必要性
を改めて感じました。
・生活に必要な道具としての日本語習得はもちろんのこと、呼び寄せる子供の進学問題などを考え、集
中教室の重要性を考えさせられました。私たちの教室でも話題にしたいと思いました。
・自分が行っているボランティア以外に、子どもたちのためにさまざまな活動が行われていることを知
ってとても勉強になりました。
・現状を知ることから始まり、今の状況で自分に何ができるのか、将来自分が何をしていかなくてはな
らないのか、何ができるか、誰と協力しなくてはならないのか、たくさん考えました。
・勉強になった、参考になった。（4 名）
・いい機会を設定していただいた。（3 名）
・またこのような会をしてほしい。（3 名）
＜分科会について＞
・同じテーマの分科会が複数あってもいいのではないかと思います。
・分科会では同じ立場の人が集まりやすく、いい面もあるが、身近に立場の違う意見を聞いてみたい。
全体会では聞きにくいので。
・分科会について、支援についての視点が一方向だけだったように思います。支援者は外国人児童のた
めだと思って「日本語を覚えましょう」「日本ではこういう習慣だからこうしなさいよ」と言いますが、
何も知らない国へ連れてこられた子どもにとっては、押しつけに感じたり、支援者が張り切るほど、そ
れは同化政策と変わらないものになってしまうかもしれません。外国人児童の今までの人生を尊重して
あげることや、外国で生活することの大変さを理解することや、児童の母語の保持をしてあげることな
どについても取り上げてほしかったです。

２．シンポジウムを知ったきっかけ
ちらしをもらった

37 人

ボランティア団体で

25 人

学校で

8人

その他

3人

（行政 1 人、協会 1 人、ボランティア講座 1 人）

新聞で読んだ

1人

インターネットで

9人

友人・知人から
その他

（山形県国際交流協会 8 人、宮城県国際交流協会 1 人）

14 人
1人

（山形大学でポスターを見た）
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みんなで支える多文化の子どもたち
－外国出身の子どものサポートを考える－
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