
平成 20年度いわて多文化子供の学習支援連絡協議会第 1回総会議事録 

 

日 時： 平成 20年度 7月 2日（水）13時～14時 30分 

場 所： 岩手大学事務局第一会議室 

出席者： 千葉  隆（二戸市教育委員会事務局 学校教育課長） 

 大林 裕明（盛岡市教育委員会事務局 学校教育課長補佐） 

 下河原正夫（(財)岩手県国際交流協会 事務局長） 

 村井 好子（いわて多文化子どもの教室むつみっこくらぶ 代表） 

 熱海アイ子（ゆうの会 代表） 

 新妻 二男（岩手大学教育学部 准教授）（議長） 

 大野 眞男（岩手大学国際交流センター長） 

 松岡 洋子（岩手大学国際交流センター 准教授） 

欠 席： 加藤  清（一関市教育委員会 学校教育課長） 

 ＊敬称略 

 

議事録 

１． 平成 19年度いわて多文化子どもの学習支援連絡協議会関連事業報告 

   ・平成 19年度中に実施された、教材開発、研修会、合宿などの事業報告が行

われた。（資料１参照） 

 

２． 平成 20年度いわて多文化子どもの学習支援連絡協議会関連事業計画 

および後援の承諾について 

   ・平成 20年度中に実施予定の協議会参加機関による関連事業の計画が報告さ

れ、協議会として後援することが了承された。（資料２参照） 

 

３． 意見交換 

    ・人材バンクの立ち上げを 19年度に実施する予定だったが、平成 20年度実施

に変更となった。各地域での人材登録に協力をお願いしたい。 

    ・協議会参加機関のそれぞれの財政が厳しい状況だが、必要な事業は協力して

実施できるよう協力をお願いしたい。 

    ・外国出身の子どもが学校教育に参加する際に、情報がまだ不十分な点が多く、

ホームページや協議会総会等を通じて今後とも参加機関同士の連携を図っ

ていくべきだ。 

                          

  以上（議事録：松岡） 

 



【資料１】 

平成 19年度いわて多文化の子どもの学習支援連絡協議会関連事業報告 

 

支援形態 平成 19年度計画 平成 19年度実施事業 

指導協力

者の派遣 

サポーターバンク

の立ち上げおよび

登録 

・サポーターバンク立ち上げは実施せず（平成 20年度に実施予定） 

＊派遣実績：城西中学校、北稜中学校、一関学院高校 

就学・進

路 

相談 

他地域における 

進路ガイダンス、

進路支援の調査 

長野県松本市における外国人のための高校進路説明会の調査 

学外支援 サポーターバンク

立ち上げ 

NGO活動との連携 

学習支援合宿研修

（盛岡・一関） 

・サポーターバンク立ち上げは実施せず（平成 20年度に実施予定） 

・NGO による学外支援活動 

・合宿研修（中島国際交流財団助成による合宿研修を岩手山青少年

交流の家、いちのせき健康の森にて実施） 

教材整備 ・JSLカリキュラム

等の教材の周知 

・子ども一人ひと

りの状態や支援

方法に合った教

材開発 

・購入費の確保 

・いわて多文化子どもの学習支援ハンドブック作成 

（自治体国際化協会助成事業・岩手大学地域連携推進事業） 

・教科書、教材購入 

（中島平和財団助成事業・岩手大学地域連携推進事業） 

人 材 育

成・研修 

・研修機会の充実 

・学外支援人材の

確保 

・教員、支援者研修会の実施 

（いわて多文化子どもの学習支援ハンドブック意見交換会） 

情報交流 ・情報交流の機会 

・情報センターの

設置 

・日本語学習支援ネットワーク会議（山形）への参加 

・ホームページ開設による情報提供 

http://expiwjm.adm.iwate-u.ac.jp/gaku/ryusen/kids/index.html 

 

＜課題＞ 

・県内に散在する子どもに対応するため、各地域に活動の核となる人材が必要 

・学校と学外支援者との連携、情報交流のための枠組みが必要 

・支援者の経費、謝金、教材整備等の財政確保   



【資料２】 

平成 20年度いわて多文化の子どもの学習支援連絡協議会関連事業計画 

 

支援形態 平成 20年度実施計画 

指導協力者の

派遣 

・サポーターバンク立ち上げおよび人材登録（年度内） 

・教育委員会、大学等を窓口とした人材派遣（通年） 

就学・進路 

相談 

・外国人の子どものための高校進学説明会の開催について県教育委員会との協議 

・個別相談（通年） 

学外支援 

・サポーターバンクを活用した学外支援（通年） 

・NGO による学外支援活動（通年） 

・合宿研修（中島国際交流財団助成による合宿研修を県北青少年交流の家、 

いちのせき健康の森にて 11 月および 1 月実施予定） 

・岩手大学の学生による長期休暇中学習支援活動（一関・二戸地区予定） 

教材整備 

・外国人児童生徒就学ハンドブック作成（通年） 

（自治体国際化協会助成事業・岩手大学地域連携推進事業） 

・教材購入・整備（通年） 

（中島平和財団助成事業・岩手大学地域連携推進事業） 

人材育成・ 

研修 

・教員、支援者研修会の実施 

（いわて多文化子どもの学習支援ハンドブック活用研修会 

：8月１‐2 日 於・アイーナ） 

情報交流 

・日本語学習支援ネットワーク会議（秋田）への参加 

（12月 13日 於・秋田大学） 

・ホームページ開設による情報提供（通年） 

http://expiwjm.adm.iwate-u.ac.jp/gaku/ryusen/kids/index.html 

 



＜参考＞ 

岩手県内の外国人状況 

 

 

岩手県の外国人登者数（07年末）
国籍別

ブラジル, 480

韓国・
朝鮮, 1128

フィリピン, 882

その他, 938

中国,
2931

 

 

 

岩手県内の外国人登録者数（07末）
在留資格・目的別

定住, 564

研修, 750

特別永住,

776

特定活動,

943

配偶者,
1139

永住,
1188

その他,
999

 

 



平成 21年度いわて多文化子供の学習支援連絡協議会総会議事録 

 

日 時： 平成 21年度 6月 2日（水）13時～14時 30分 

場 所： 岩手大学事務局第一会議室 

出席者： 小野寺哲男（岩手県教育委員会事務局 学校教育室） 

 千葉  隆（二戸市教育委員会事務局 学校教育課長） 

 紀   修（盛岡市教育委員会事務局 学校教育課） 

 小菅 正晴（一関市教育委員会事務局 学校教育課長） 

 稲田  収（(財)岩手県国際交流協会 事務局長） 

 村井 好子（いわて多文化子どもの教室むつみっこくらぶ 代表） 

 熱海アイ子（ゆうの会 代表） 

 新妻 二男（岩手大学教育学部 准教授）（議長） 

 大野 眞男（岩手大学国際交流センター長） 

 松岡 洋子（岩手大学国際交流センター 准教授） 

 中島 武幸（岩手大学研究交流部） 

 上杉  明（岩手大学国際課） 

 ＊敬称略 

 

議事録 

１． 平成 20年度いわて多文化子どもの学習支援連絡協議会関連事業報告 

   ・平成 20年度中に実施された、ハンドブック開発、研修会、合宿などの事業

報告が行われた。 

 

２． 平成 21年度いわて多文化子どもの学習支援連絡協議会関連事業計画 

および後援の承諾について 

   ・平成 21年度中に実施予定の協議会参加機関による関連事業の計画が報告さ

れ、協議会として後援することが了承された。 

 

３． 意見交換 

    ・人材バンクを平成 20年度実施に立ちあげた。教育委員会等で活用を検討し

てほしい。 

    ・外国人登録者数は微減しているが、子どもの状況に大きな変化はない。学校

によって受け入れの体制や支援の状態が異なるので、教育委員会は状況を把

握してほしい。 

  以上（議事録：松岡） 



【資料１】 

平成 20年度いわて多文化の子どもの学習支援連絡協議会関連事業報告 

 

支援形態 平成 20年度計画 平成 20年度実施事業とその成果・課題 

指導協力

者の派遣 

サポーターバンク

の立ち上げおよび

登録・派遣 

・岩手大学においてサポーターバンクに人材登録を開始したが、 

（現在 5 名登録） 教育委員会への周知が不徹底だった。各教育委員

会への周知とその活用方法、必要経費（交通費・教材費・謝金等）

の検討が必要である。 

就学・ 

進路 

相談 

進路ガイダンスの

開催検討 

・個別に数名の保護者に聞き取りを実施した結果、ニーズはあるが

一斉の相談よりも個別相談体制を組むことが重要。 

 長野方式（一斉相談＋個別相談会）が有効だと考えられるが、 

開催地の選定が難しい。試験的な実施について、平成 21 年度に検

討を引き続き行いたい。 

学外支援 サポーターバンク

立ち上げ 

NGO活動との連携 

学習支援合宿研修

（盛岡・二戸） 

・サポーターバンクについては上記と同様である。 

・NGO による学外支援活動は通年実施された。 

・合宿研修（中島国際交流財団助成による。岩手山青少年交流の家、 

県北青少年の家）を実施した。 

・大学生による夏休み勉強会（一関総合防災センターにて実施） 

・活動形態、場所、経費について、継続的に行えるよう検討が必要 

である。 

教材整備 ・JSLカリキュラム

等の教材の周知 

・子ども一人ひと

りの状態や支援

方法に合った教

材開発 

・購入費の確保 

・外国人児童生徒のための就学支援ハンドブック作成 

（（財）岩手県億歳交流協会事業） 

・教科書、教材購入 

（中島平和財団助成事業・岩手大学地域連携推進事業） 

・現在、岩手大学に所蔵しているが、実践者、関係者が使用しやす

い所蔵方法等を検討する必要がある。 

人 材 育

成・研修 

・研修機会の充実 

・支援人材の確保 

・『いわて多文化子どもの学習支援ハンドブック』を使用した教員、

支援者研修会を実施した。参加者が限られており、教員研修等との

共同開催の可能性について検討の必要がある。 

情報交流 ・情報交流の機会 

・情報センターの

設置 

・日本語学習支援ネットワーク会議（秋田）への参加 

・ホームページ開設による情報提供 

http://expiwjm.adm.iwate-u.ac.jp/gaku/ryusen/kids/index.html 

 



【資料２】 

平成 21年度いわて多文化の子どもの学習支援連絡協議会関連事業計画 

 

支援形態 平成 21年度実施計画 

指導協力者の

派遣 

・サポーターバンク人材登録（年度内） 

・教育委員会、大学等を窓口とした人材派遣（通年） 

就学・進路 

相談 

・外国人の子どものための高校進学説明会の開催について県教育委員会との協議 

・個別相談（通年） 

学外支援 

・サポーターバンクを活用した学外支援（通年） 

・NGO による学外支援活動（通年） 

・合宿研修（トヨタ財団研究助成による合宿研修を岩手山青少年交流の家にて 

11 月に実施予定） 

・岩手大学学生による長期休暇学習支援活動（むつみっこくらぶと共催予定） 

教材整備 
・教材購入・整備（通年） 

（岩手大学地域連携推進事業申請中） 

人材育成・ 

研修 

・教員、支援者研修会の実施 

（1月予定：岩手大学地域連携推進事業申請中） 

 

情報交流 

・日本語学習支援ネットワーク会議（福島）への参加 

（11月 21日 於・福島大学） 

・ホームページ開設による情報提供（通年） 

http://expiwjm.adm.iwate-u.ac.jp/gaku/ryusen/kids/index.html 

 



平成 22年度いわて多文化子供の学習支援連絡協議会総会議事録 

 

日 時： 平成 22年度 6月 29日（火）13時～15時 

場 所： 岩手大学事務局第一会議室 

出席者： 多田 英史（岩手県教育委員会事務局 学校教育室義務教育課長） 

 小野寺哲男（岩手県教育委員会事務局 学校教育室） 

 玉懸ひとみ（二戸市教育委員会事務局 学校教育課） 

 和田  英（盛岡市教育委員会事務局 学校教育課） 

 山崎 健志（一関市教育委員会事務局 学校教育課）（代理出席） 

 稲田  収（(財)岩手県国際交流協会 事務局長） 

 村井 好子（いわて多文化子どもの教室むつみっこくらぶ 代表） 

 熱海アイ子（ゆうの会 代表） 

 新妻 二男（岩手大学教育学部 准教授）（議長） 

 大野 眞男（岩手大学国際交流センター長） 

 松岡 洋子（岩手大学国際交流センター 准教授） 

欠 席： 小菅 正晴（一関市教育委員会事務局 学校教育課長） 

 ＊敬称略 

 

議事録 

１． 平成 21年度いわて多文化子どもの学習支援連絡協議会関連事業報告 

   ・資料３の通り、平成 21年度事業について報告があった。 

 

２． 平成 22年度いわて多文化子どもの学習支援連絡協議会関連事業計画案   

                         および後援の承諾について 

   ・資料４の通り平成 22年度事業案が提案され、後援について了承された。 

 

３．（追加）外国人児童生徒受入並びに支援に関する研修会開催の提案 

   ・岩手県教育委員会から上記研修会の実施について共催の提案があり、 

    開催が了承された。日程、内容等については再検討の上、後日周知する。 

  

４．子どもの学習支援体制作りの連携について ―アンケート調査から― 

   ・アンケートの結果、就学準備教育、保護者と学校とのつながりの支援、人材 

研修および人材活用について、各機関、団体の連携の必要性が確認された。 

必要経費の負担方法も含め、どのように連携できるか、各教育委員会、参加団     

体で検討を行い、情報を共有していくことを確認した。 

 



５．  意見交換 

   ・各地域、各団体での現状について意見交換があった。外国につながりのある子  

どもは移動が激しく、いつ編入学してくるかわからないため、対応がしづらい。 

地域、学校によっては個別に外部からの支援者を受け入れたり、教員間で協力し

ながら対応している例もあるが、日本語できないなら入学はできないと、就学拒

否を行った例も見られる。特別支援、学習支援員等の既存の制度、資金を活用す

る方法も検討しながら、受け入れ態勢の整備、支援方法の確立について今後も協

議会を中心に検討を進めることを確認した。 

   ・岩手大学国際交流センターが主催してきた子どもの合宿研修および人材育成研  

修会については、今年度は経費が確保できずに実施が難しくなったが、学内で調

整をし、事業を継続できるよう検討を行うこととしたい。 

 

以上 

 

 



【資料１】 

平成 21年度いわて多文化の子どもの学習支援連絡協議会関連事業報告 

 

支援形態 項   目 

指導協力者

の派遣 

・サポーターバンク人材登録 

・教育委員会、大学等を窓口とした人材派遣 

就学・進路 

相談 
・個別相談（通年） 

学外支援 

・サポーターバンクを活用した支援（通年） 

・NGOによる学外支援活動（通年） 

・多文化子どもの合宿研修 09 

（トヨタ財団研究助成による合宿研修を岩手山青少年交流の家にて 

11月 28日に実施） 

教材整備 ・教材購入・整備（通年：岩手大学地域連携推進事業） 

人材育成・ 

研修 

・いわて多文化子どもの学習支援者研修会 09の実施 

（岩手大学地域連携推進事業として 1月 8日岩手大学にて開催） 

 

情報交流 

・日本語学習支援ネットワーク会議 09 in FUKUSHIMAへの参加 

（11月 21日 於・福島大学） 

・ホームページ開設による情報提供（通年） 

http://iuic.iwate-u.ac.jp/kids/ 

 

 

 



【資料２】 

平成 22年度いわて多文化の子どもの学習支援連絡協議会関連事業計画（案） 

 

支援形態 項   目 

指導協力者

の派遣 

・サポーターバンク人材登録 

・教育委員会、大学等を窓口とした人材派遣 

就学・ 

進路相談 
・個別相談（通年） 

学外支援 

・サポーターバンクを活用した支援（通年） 

・NGOによる学外支援活動（通年） 

 

教材整備 ・教材購入・整備・貸出等 

人材育成・ 

研修 
・支援者研修会（岩手県教育委員会主催） 

情報交流 

・日本語学習支援ネットワーク会議 in IWATEの開催 

（11月 21日 於・岩手大学） 

・ホームページ開設による情報提供（通年） 

http://iuic.iwate-u.ac.jp/kids/ 

 

 



【資料３】 

子どもの受け入れ指導に関するアンケート調査結果 

 

 

 

Ⅰ．初期受け入れ態勢 

   ・教育委員会からは委員会と学校と連携して態勢を作るという回答が一番多い。 

    外部の人材等の協力を得て態勢を作る、という回答もみられた。 

     ・民間グループは教育委員会とは別に、学校から直接依頼があった、日本語教室  

で支援した、ボランティアとして学校に出向いた、というケースがある。 

   ・国際交流協会では、日本語サポーターや多言語サポーターを紹介した例がある。 

 

Ⅱ．初期日本語指導について 

     ・教育委員会からは教育委員会と学校が連携して、外部の人材に依頼する、校内の 

教員が指導しているという回答が多いが、民間グループからは自主的に出向い

て支援しているという回答が見られた。 

   ・民間グループからはⅠと同様の回答があった。 

 

Ⅲ．学習支援について 

  ・教育委員会からは人材配置、校内の教員による指導という回答が多かった。 

  ・民間グループからは日本語支援活動の中で支援を行っているという回答があった。 

・国際交流協会には教育委員会や学校から指導方法についての情報提供を求められ 

た例があるという回答があった。 

 

Ⅳ．進路指導について 

   ・教育委員会からは、委員会と学校が連携して指導している、学校内で日本人と同 

様に指導している、という回答が多かった。  

  ・民間グループ、国際交流協会からは、保護者からの相談を受ける、学校に情報提 

供している、という回答があった。 

 

Ⅴ．保護者との連携について 

   ・教育委員会からは、家庭訪問、教員からの直接の連絡、通訳の派遣などの回答 

があった。 

   ・国際交流協会、民間団体には保護者から相談が持ち込まれる例が多いという回答  

があった。 

 



 

Ⅵ．各機関の連携の必要性について 

    ・以下の回答が多かった。 

a.日本語初期指導ができる人材を外部から学校に派遣する 

b.受け入れ初期の話し合いの際に、通訳、コーディネーター等の外部の人

材を学校に派遣する。 

c.放課後や休日等に個別に学習支援を学校の内外で行うための人材派遣

や場所の確保を行う。 

d.進路や学習の適応について学校の内外で相談できる体制を作る 

e.授業中にクラスで学習の補佐をする人材を外部から学校に派遣する 

       ・しかし、予算の確保、人材の確保ともに問題があると認識されている。また、 

常時必要とされているわけではないことも実施が困難な理由である。 

 

Ⅶ．現場の課題 

   ◎協議会として協力して行うべきこと 

a.研修の実施 

b.人材派遣に関わる連携（日本語指導、学習支援、通訳、コーディネー 

ター等の人材バンクの共有など） 

 

   ◎外国にルーツのある子どもの教育課題 

       a.親とのコミュニケーション 

       b.就学前教育 

       c.文化の違いへの対応 

       d.必要な支援体制の構築 

       e.支援活動はボランティア頼みではなく、行政が経費を負担する 

       f.国際交流協会が作成したハンドブックを広く周知してほしい 

       g.不適応児童生徒に対するケア 

       h.家庭の問題（経済、夫婦間、親子）の影響 

       i.日本生まれの外国にルーツのある子の学習支援 



平成 23年度いわて多文化子供の学習支援連絡協議会総会議事録 

 

日 時： 平成 23年度 10月 24日（月）13時～14時 30分 

場 所： 岩手大学事務局第一会議室 

出席者： 小野寺哲男（岩手県教育委員会事務局 学校教育室） 

 和田  英（盛岡市教育委員会事務局 学校教育課）（代理出席） 

 山崎 健志（一関市教育委員会事務局 学校教育課）（代理出席） 

 菊池  浩（二戸市教育委員会 教育企画課長） 

 稲田  収（(財)岩手県国際交流協会 事務局長） 

 村井 好子（いわて多文化子どもの教室むつみっこくらぶ 代表） 

 山田 麻紀（岩手県ＮＰＯ・文化国際課）（オブザーバー参加） 

 新妻 二男（岩手大学教育学部 教授）（議長） 

 大野 眞男（岩手大学国際交流センター長） 

 松岡 洋子（岩手大学国際交流センター 准教授） 

 上杉  明（岩手大学国際課長） 

欠 席： 多田 英史（岩手県教育委員会事務局 学校教育室義務教育課長） 

 佐藤  功（盛岡市教育委員会事務局 学校教育課長） 

 福井 信夫（一関市教育委員会事務局 学校教育課長） 

 熱海アイ子（ゆうの会 代表） 

 ＊敬称略 

 

議事録 

１．平成 22年度いわて多文化子どもの学習支援連絡協議会関連事業報告 

・平成 22年度事業について報告があり、了承された。 

 （参考意見） 

・進路相談説明会は千葉県では入試の配慮（科目変更、入学特別枠、時間延長

など）について説明をしている。岩手県では個別に相談がきた場合に応じる

という方針である。 

・当事者たちにはどこに相談したらいいのか伝わっていないかもしれない。何

か情報を周知する措置を検討した方がよい。 

 

２．平成 23年度いわて多文化子どもの学習支援連絡協議会関連事業計画案 

                         および後援の承諾について 

・事業計画及び後援について了承された。 

 （参考意見） 



・県教委主催の研修会は久慈市教育委員会と紫波第二中学校からの報告を予定

している。 

・昨年度は研修会がきっかけになって NGOと学校がつながって支援が始まった

例がある。ネットワーク作りに役立っていると感じた。 

・子どもの合宿研修会はなんらかの形で継続実施する方向で検討する。 

・進路相談について私学協会、県教委（学校教育室）、盛岡市教委（学校教育

課）と連携しながら進めることを検討する。 

 

 

３．意見交換 

・日本語指導が必要な子ども野実態調査は２年に１回となっているため、現状

がつかみにくい。岩手大学で別途調査を実施する際には協力をお願いしたい。 

・子どもが日本籍でも日本語が十分ではない、または保護者が日本人ではない

ため、問題が見られる（学校の決まり事がわからないので対応できないなど）。

学校の子どもの実情を細かく把握し、配慮してほしい。 

・一関市は藤沢町と９月に合併。そのためフィリピン人人口が増えた。震災の

影響で帰国した例もある。日本語指導が必要な子どもは 10名前後。親の養育

態度が日本人の常識とずれる例も見られる。国際結婚家庭は地域と交流が薄

く、孤立しがちである。学校通知等を外国語で出すことを要求されても行政

で対応できることは限られる。コミュニティで個別に支援していくのが現実

的だ。 

・二戸市はフィリピン人が増えているが理由はわからない。 

・盛岡市の外国籍在籍数は小学校 22名、中学校 13名。上田小学校に日本語学

級があって１０名ほどが学習している。昨年度調査では上田小学校と青山小

学校からだけ日本語指導が必要な子どもの在籍が確認された。11月の研修会

に参加希望もない。最近、相談もない。教育委員会には話があがってこない

ため、外国人の子どもについて特段問題がないと認識している。 

・現状把握は学校でも難しい。日常生活で日本語が使えると、「日本語指導は

必要ない」と判断されがちだが、実際には学習言語が身についていないこと

がある。 

・子どもだけでなく家庭と地域のつながり作り、あるいは現在の学習支援に留

まらない進路支援などに目を向けて、今後の支援を続ける必要がある。 

・他地域の事例なども整理しながら、実態把握と支援を継続させる。 

 

 

 



【資料１】 

平成 22年度いわて多文化の子どもの学習支援連絡協議会関連事業報告 

 

支援形態 項   目 

指導協力者

の派遣 

・サポーターバンク人材登録 

・教育委員会、大学等を窓口とした人材派遣 

 

（課題）サポーターバンクなどの人材活用が実質的には進んでいない。 

活用方法についての検討を要する。 

就学・進路 

相談 

・個別相談（通年） 

 

（課題）進路相談会の開催など進路についての情報提供の機会を作る必要

がある。 

学外支援 

・サポーターバンクを活用した支援（通年） 

・NGOによる学外支援活動（通年） 

 

（課題）NGOによる学外支援は必要に応じて行われているが、必要な子ど

もすべてに支援の存在を周知する協力体制が必要である。 

教材整備 

・教材購入・整備・貸出等 

 

（課題）教材は岩手大学に所蔵しているが利用が少ない。必要なところに

情報が届くようにリスト化などを進めるべきである。 

人材育成・ 

研修 

・支援者研修会（岩手県教育委員会主催） 

 

（課題）県教委主催での研修会は全国的にも珍しい試みで継続的に開催す

ることが求められる。 

 

情報交流 

・日本語学習支援ネットワーク会議 in IWATEの開催（11 月 21日岩手大学） 

・ホームページ開設による情報提供（通年） 

http://iuic.iwate-u.ac.jp/kids/ 

 

（課題）更に必要な情報を周知するような仕組みが求められる。 

 

http://iuic.iwate-u.ac.jp/kids/


【資料２】 

平成 23年度いわて多文化の子どもの学習支援連絡協議会関連事業計画(案) 

 

支援形態 項   目 

指導協力者

の派遣 

・サポーターバンク人材登録 

・教育委員会、大学等を窓口とした人材派遣 

就学・ 

進路相談 
・個別相談（通年） 

学外支援 
・サポーターバンクを活用した支援（通年） 

・NGOによる学外支援活動（通年） 

教材整備 ・教材購入・整備（通年） 

人材育成・ 

研修 
・いわて多文化子どもの学習支援者研修会 11(11月 21日・県庁) 

情報交流 

・日本語学習支援ネットワーク会議 11 in MORIOKA 

（12月 10日 於・岩手大学） 

・ホームページ開設による情報提供（通年） 

http://iuic.iwate-u.ac.jp/kids/ 

 



平成 24年度いわて多文化子どもの学習支援連絡協議会総会議事録 

 

日 時： 平成 24年度 6月 5日（月）15時～16時 30分 

場 所： 岩手大学事務局第一会議室 

出席者： 小野寺哲男（岩手県教育委員会事務局 学校教育室） 

 菅原 文江（盛岡市教育委員会事務局 学校教育課） 

 山崎 健志（一関市教育委員会事務局 学校教育課） 

 欠端 秀治（二戸市教育委員会事務局 教育企画課長） 

 稲田  収（(公財)岩手県国際交流協会 常務理事） 

 村井 好子（いわて多文化子どもの教室むつみっこくらぶ 代表） 

 熱海アイ子（ゆうの会 代表） 

 川村 一弘（岩手県 NPO・文化国際課）（オブザーバー参加） 

 新妻 二男（岩手大学教育学部 教授）（議長） 

 壽松木 章（岩手大学国際交流センター長） 

 松岡 洋子（岩手大学国際交流センター 准教授） 

 中島 武幸（岩手大学研究交流部） 

 上杉  明（岩手大学研究交流部 国際課長） 

 ＊敬称略 

 

議事録 

１．平成 23年度いわて多文化子どもの学習支援連絡協議会関連事業報告 

・昨年度の事業報告とその反省について松岡より報告があった。 

  

２．平成 24年度いわて多文化子どもの学習支援連絡協議会関連事業計画案 

                         および後援の承諾について 

・外国人児童生徒指導者支援者研修会（県教委主催） 

→11月９日（金）に岩手県庁にて基調報告、情報交換を行う。 

・人材バンクは現在、岩手大学国際交流センターで管理しているリストを岩手

県国際交流協会に移管し、人材登録および情報提供（教育委員会、学校等よ

り依頼があった場合の人材紹介）を行う。 

・初期日本語指導用教材（数冊）を今年度は一関市教育委員会に配架する。 

・その他、例年と同様の事業を実施する。 

 

３．多文化的背景のある児童生徒の実態調査実施協力について 

・県教委が現在実施中の日本語指導が必要な児童生徒調査の結果を活用し、当

該児童生徒の在籍学校の関係教職員に実態調査を依頼する。調査時期は本年



度中。学校での指導状況と課題について松岡が訪問調査を行い、結果を調査

対象校、教育委員会、協議会等に報告する。 

 

４．意見交換 

・日本語指導が必要な児童生徒を対象とした指導のあり方について、現在、文

部科学省に検討会を設置され、日本語指導を正規の課程に位置づける方向で

検討を行われている。また、教員免許の改訂についても別に検討が進められ

ており、外国人児童生徒指導の専門免許状を創設することがその検討意見と

して提示されている。実現の見通し等については未定である。 

・盛岡市教委では、外国人児童生徒の受け入れについて複数部署で必要情報が

横断的に共有されるように今後、調整を図っていきたいと考えている 

・一関市内には、生活言語は問題ないが、学習言語能力に課題がある児童生徒

が見受けられる。また、家庭の事情で児童生徒が不安定になる例もある。外

国人あるいは外国人の親がいる子どもの実態が把握しにくく、対応が難しい。 

・二戸市内では、現在日本語指導を行っている児童生徒はいない。必要な場合

は、NPOの協力を得て指導が行われている。 

・ゆうの会では昨年度、取り出し授業 2名、夏休み学習支援および就学準備支

援を行った。 

 

 



【資料１】 

平成 23年度いわて多文化の子どもの学習支援連絡協議会関連事業報告 

 

支援形態 項   目 

指導協力者

の派遣 

・サポーターバンク人材登録（新規追加登録なし）  

・教育委員会等を窓口とした協力 

  （むつみっこくらぶ→上田小学校、中野小学校、河南中学校） 

  （ゆうの会→一関中学校、山目中学校） 

⇒登録、派遣システムの見直しが必要 

就学・進路 

相談 

・個別相談（継続）（陸前高田、二戸、盛岡等より就学相談あり） 

 ⇒相談体制の整理および相談事例の集積、分析必要 

学外支援 

・サポーターバンクを活用した支援（実績なし） 

・NPOによる学外支援活動（継続） 

  （むつみっこくらぶ／ゆうの会→フィリピン、中国の小～高校生） 

・多文化キッズキャンプ（合宿研修）（追加事業） 

  （公財）岩手県国際交流協会助成により実施 

（2月 18－19日 岩手山青少年交流の家） 

 ⇒教育委員会、学校現場との連携が必要 

教材整備 

・教材購入・整備 

（岩手大学国際交流センター、二戸市教育委員会、岩手県国際交流協会

に図書整備、寄贈） 

 ⇒設置場所及び活用方法の検討が必要 

人材育成・ 

研修 
・いわて多文化子どもの学習支援者研修会 11(11月 21日県庁) 

情報交流 

・日本語学習支援ネットワーク会議 11 in MORIOKA（12月 10日岩手大学） 

  （熊本の支援者との連携が拡大） 

・ホームページ開設による情報提供（通年） 

http://iuic.iwate-u.ac.jp/kids/ 

http://iuic.iwate-u.ac.jp/kids/


【資料２】 

平成 24年度いわて多文化の子どもの学習支援連絡協議会関連事業計画(案) 

 

支援形態 項   目 

指導協力者

の派遣 

・サポーターバンク登録活用 

・教育委員会、大学等を窓口とした人材派遣 

就学・ 

進路相談 
・個別相談（通年） 

学外支援 

・サポーターバンクを活用した支援（通年） 

・NPOによる学外支援活動（通年） 

  （むつみっこくらぶ、ゆうの会等） 

・いわて多文化キッズキャンプ（2月実施予定） 

  (公財)岩手県国際交流協会助成事業 

教材整備 ・教材、受け入れハンドブック等収集、購入、整備（通年） 

人材育成・ 

研修 
・いわて多文化子どもの学習支援者研修会 11(11月 9日・県庁) 

情報交流 
・日本語学習支援ネットワーク会議 12 in SENDAI（詳細未定） 

・ホームページによる情報提供（通年）http://iuic.iwate-u.ac.jp/kids/ 

 

 



平成 25年度いわて多文化子どもの学習支援連絡協議会総会議事録 

 

日 時： 平成 25年度 7月 4日（木）15時～17時 

場 所： 岩手大学学生センターＢ棟多目的室 

出席者： 三浦  隆（岩手県教育委員会事務局 学校教育室） 

 菅原 文江（盛岡市教育委員会事務局 学校教育課） 

 和賀 真樹（一関市教育委員会事務局 学校教育課） 

 太田 和男（(公財)岩手県国際交流協会 常務理事） 

 村井 好子（いわて多文化子どもの教室むつみっこくらぶ 代表） 

 熱海アイ子（ゆうの会 代表） 

 尾張美香子（岩手県政策地域部 NPO・文化国際課）（オブザーバー参加） 

 新妻 二男（岩手大学教育学部長・教授）（議長） 

 壽松木 章（岩手大学国際交流センター長） 

 松岡 洋子（岩手大学国際交流センター 准教授） 

 上杉  明（岩手大学研究交流部 国際課長） 

欠 席： 玉懸 邦将（二戸市教育委員会事務局 教育企画課長） 

 ＊敬称略 

 

議事録 

１．平成 24年度いわて多文化子どもの学習支援連絡協議会関連事業報告 

資料により、平成 24 年度の事業報告が行われた。報告に対して以下のような意見

が出た。 

・成人向け教室に子どもが通った例があった。 

・学校との指導内容と連携をとりたいが、連絡がとりにくい。連絡帳などで情

報共有したい。 

・学校行事を知っていると指導／支援に役立つ。 

・学校では気づきにくい点を学校に伝えたいので、日頃からの連携が必要。 

・学校の窓口について知りたい。子どもの担任とは連絡が取りにくい。 

・日本語指導担当を位置づけることが望ましいが、国際理解担当が兼務するこ

とが現実的だが、実際に 当該する子どもの指導を行っている学年の関係者

ではないこともあるので、難しい。NPOとしては話しづらい。小学校の場合は

比較的担任と話しやすいが、中学校の場合は難しい。窓口が決められた方が

望ましいが、無理な場合は副校長が担当することが多い。 

  

２．平成 25年度いわて多文化子どもの学習支援連絡協議会関連事業計画案 

                         および後援の承諾について 



資料により、平成 25 年度の事業計画が報告された。これに対して以下のような意

見が出た。 

・サポーターバンクを教育委員会レベルで活用する形態を検討してほしい。サ

ポーターの立場が確かになる、サポーター自身が経費を負担しなくてもいい

などのメリットがある。 

・県教委に「健やかサポーター制度」があり、特別支援員制度のための交付税

措置もある。地教委での活用が可能かどうか状況を調査してほしい。 

・徳島県は謝金（２千円＋交通費）で人材バンク活用ができた。 

・川崎市も長期に謝金で運用している。 

・日本語教員の加配教員は巡回指導している例もある。 

・キッズキャンプは、今年度は外部資金で実施予定だが、岩手大学国際交流セ

ンター事業としてできないか可能性を探る。地域貢献、学生の教育的意義か

ら、調整の範囲内か検討する。 

・進路指導の必要性に対して教員の意識改革が必要だと思う。進路指導に問題

があるとはとらえていないことが多い。家庭内でも進路についてコミュニケ

ーションがとれない例がある。 

・外国につながる子どもの存在について校長会などで発信し続けることが必要

だ。 

 

３．意見交換 

・一関教委では外国につながりのある子供の調査を実施予定である。学校に意識を

持ってもらうため。日本語指導の必要性についても、生活言語、学習言語、不要

の３段階で調査予定。日本籍についても調査対象。実態を調査することは難しい。 

・他県では、教育委員会が言語能力調査を実施している例がある。（客観性を保つた

め） 

・学齢相当の学力があるのか判断した上で指導する必要がある。 

・教材情報が現場に対して必要である。 

・子どもの指導担当者が相談する先がない。支援者支援が必要である。 

 

４．その他 

・次年度以降の協議会では、構成員から推薦のあった人に陪席してもらうことはか

まわない。（事務局に事前に報告する） 

 



【資料１】 

平成 24年度いわて多文化の子どもの学習支援連絡協議会関連事業報告 

 

支援形態 項   目 

指導協力者 

登録 

・サポーターバンク（岩手県国際交流協会に移管） 

  ⇒運用方法の検討が必要 

就学・進路 

相談 

・個別相談（継続） 

 ⇒相談体制の整理および相談事例の集積、分析必要 

学外支援 

・NPOによる学外支援活動（継続） 

  （むつみっこくらぶ／ゆうの会→フィリピン、中国の小～高校生） 

 ⇒学校との連携が必要 

・多文化キッズキャンプ 

  （公財）岩手県国際交流協会および科学研究費助成により実施 

（1月 12－13日 岩手山青少年交流の家） 

 ⇒実施経費確保および教育委員会、学校現場との連携が必要 

教材整備 

・教材購入・整備 

（一関市教育委員会に図書整備、寄贈） 

 ⇒設置場所及び活用方法の検討が必要 

人材育成・ 

研修 
・いわて多文化子どもの学習支援者研修会(11月９日県庁) 

情報交流 

・日本語学習支援ネットワーク会議 12 in 仙台(12月 9日） 

・ホームページ開設による情報提供（通年） 

http://iuic.iwate-u.ac.jp/kids/ 

http://iuic.iwate-u.ac.jp/kids/


【資料２】 

平成 25年度いわて多文化の子どもの学習支援連絡協議会関連事業計画(案) 

 

支援形態 項   目 

指導協力者

登録・活用 

・サポーターバンク登録活用 

・教育委員会、大学等を窓口とした人材派遣 

※活用方法については要協議 

就学・進路 

相談 

・個別相談（通年） 

※実施方法については要協議 

学外支援 

・サポーターバンクを活用した支援（通年） 

・NPOによる学外支援活動（通年） 

  （むつみっこくらぶ、ゆうの会等） 

・いわて多文化キッズキャンプ（1月 11－12日岩手山青少年交流の家） 

  (公財)岩手県国際交流協会助成・科学研究補助金協力事業 

教材整備 
・教材、受け入れハンドブック等収集、購入、整備（通年） 

※設置場所については要協議 

人材育成・ 

研修 
・いわて多文化子どもの学習支援者研修会 11(11月 9日・県庁) 

情報交流 

・日本語学習支援ネットワーク会議 13in YAMAGATA 

      9月 6日（金）10:00-16:30 #山形霞城セントラル 

・ホームページによる情報提供（通年）http://iuic.iwate-u.ac.jp/kids/ 

 

 



【資料３】 

岩手県内の小中学校における日本語指導が必要な児童生徒指導調査報告 

 

報告者：松岡洋子（岩手大学） 

１．調査の概要 

岩手県教委より平成 24年度日本語指導が必要な児童生徒在籍校リストの提供

を受け、在籍校 11校中（小６校、中５校）、7校（小４校、中３校）を 11月か

ら 12月に訪問調査した。 

 

２．調査校での在籍、指導状況 

 学校名 
指導対象児童生徒 

指導者 
学年 出身 来日期 指導時間等 

小

学

校 

久慈市立久慈小学校 2 年（F）学齢 

フィリピン 

2012APR 日 14h/週 
加配講師 

（2009～） 

入り込み 

国社取り出し 

5 年（F）学齢 2012APR 日 17h/週 

5 年（M）学齢 2008JUL 国社算 5h/週 

6 年（M）学齢 2009SEP 個別対応 

一関市立一関小学校 1 年（M）学齢 

フィリピン 

不明 ３h/週 

＊3人合同指導 

算数専科講師(6

月から日本語指

導担当 )とり出

し 

1 年（F）学齢 不明 

2 年（M）学齢 不明 

陸前高田市立横田小学

校 

3 年（M）学齢 

アメリカ 2011NOV 

日（1h） 

国算(1h) 

入り込み 

初期：副校長 1

月～：外部支援

（市教委謝金） 

5 年（F）学齢 

奥州市立胆沢愛宕小学

校 

2 年（F）9歳 

韓国 2011JUN 

初期：午前日語 

8~3月：通訳 3h/

週 

2012：取り出し 

6,7月：校長 

8~3月：支援員 

2012 年：加配講

師 

6 年（F）学齢 

 

３．課題 

・受け入れシステムがない。システム化が急務。担任等の努力だけでは受け入

れられない。 



・学校、子ども、保護者との連携が難しい。（言語、文化の違いが背景にある） 

・国語、社会科は学級での学習が困難。取り出し対象になりがち。 

・部活動に参加するために、保護者の協力を得ることが難しい場合がある。（足

がない、など） 

・学校（クラス）のサイズが小さいと、「逃げ場」がない。 

・指導情報（教材、指導法など）がない。教材整備、研修会が必要。 

・子ども同士の共通の話題がないと、交友関係を作ることが難しい。 

・外部指導者（支援者）は、学校教育についての知識を持った人がいい。教育

的配慮が必要で、本人と学校との橋渡し役を担ってほしい。勝手な振る舞い

は学校としては困る。 

・日本生まれの子どもにも学校行事に対する理解の違いでトラブルがみられる。 

 

４．感想 

・「だれが」「いつ」「どうやって」指導、支援するのか、可視化しておくべ

き。特別支援の一環として、常時ある程度対応可能な支援者登録制度による

対応が必要？ 

・関係者連絡会議により多くの関係者が参加できる「後押し」がほしい。 

・子ども自身の声を聞く機会、子ども同士で発散する機会は重要。 
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