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2019 年 8月 3 日  BM 子どもネット研究会 ポスター発表 概要 

多言語環境にある子ども達の受け入れ状況に関する調査 2019 ＜中間報告＞ 

 

嶽肩志江（横浜国立大学） 

桶谷仁美（イースタン・ミシガン大学） 

石井恵理子（東京女子大学） 

 

 2016 年度 BMCN 学習会で行ったワーキンググループ③「行政機関との連携」によるディス

カッションをきっかけに、外国につながる子ども達の日本語・母語支援、学習支援のために、

各地の支援グループと学校や行政がよりよい連携の構築ができるよう、2017 年 7 月から継続

してアンケート調査を行ってきた（石井・桶谷・嶽肩 2017, 2018）。2017〜2018 年度には「外

国につながる子ども達の支援グループと行政機関との連携に関する調査」を、2019 年度は

「外国につながる子ども達の受け入れ状況に関する調査」を、インターネット上の投稿サイト

を活用して行った。本発表は、2019 年度のアンケート調査と現地調査の結果（2019 年７月現

在）とその分析を行ったものである。 

2018 年度は、2017 年度のアンケート回答者にその後 1 年間の変化や現状について尋ねて得

た 8 件の回答を分析するとともに、神奈川県秦野市、埼玉県戸田市、大阪府のアンケート回答

者へのヒアリングと現地調査を行い、３つの事例を紹介した。 

 本発表では、これまでの調査過程で見えてきた現場で課題だと感じている「気になる子ど

も」の存在とその対応に焦点を充て、学校・行政注 1・支援団体が、「多言語環境にある子ども

達」を受け入れる際にどのような対応を行っているのか、またどのような対応が必要だと考え

ているのかについて現状を把握し、情報共有することを目的とした。なお、「多言語環境にあ

る子ども達」とは、国籍を問わず外国につながりを持ち、複数の言語が家族や周囲との関わり

の中にある子ども達を指す。また、「気になる子ども」とは、日本語や教科学習が進まず、そ

の原因が、日本語力によるものなのか、発達に何らかの問題があることによるものなのか判断

が難しい子どもである。 

ポスター発表では、アンケート調査の結果を報告するとともに、２つの事例について行った

現地調査の結果を報告した。 

 

１． アンケート調査 

 質問紙は、「学校/行政関係」の団体を対象としたフォーム A と、NPO 等の「支援団体」を

対象としたフォーム B の 2 種類を作成し、インターネットにより回答を得た。 
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●対象： 

フォーム A：多言語環境にある児童・生徒等の受け入れをしている学校・行政関係団体ならび

に担当者 

フォーム B：多言語環境にある児童・生徒等の日本語・母語支援、学習支援のために活動をし

ている団体 

●期間： 2019 年 5 月下旬〜7 月中旬（その後も継続して受付中） 

●方法：インターネットによるアンケート調査 

「多言語環境にある子ども達の受け入れ状況に関する調査 2019」アンケート 

https://sites.google.com/view/bmcn/BMCN-M/questionnaire 

●質問項目： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． アンケート結果 

質問 I 

●有効回答数：フォーム A＝17 件（本発表では、日本国内の事例 16 件を分析対象とした） 

       フォーム B＝21 団体 

https://sites.google.com/view/bmcn/BMCN-M/questionnaire
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●活動地域別回答数： 

フォーム A＝神奈川９、東京・埼玉・山梨・静岡・愛知・大阪 各１ 

フォーム B＝神奈川４、埼玉４、東京３、愛知３、千葉・山梨・長野・静岡・大阪・兵庫・ 

東京＆神奈川 各１ 

●支援対象（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の回答結果から、やはりフォーム A の回答は、市区町村の教育委員会の管轄であり、国

際教室の設置や日本語支援員等の派遣などが行われやすい小・中学生を支援対象としている団

体からのものが多かった。一方、フォーム B は、小・中学生対象の団体も多いものの、未就学

児や義務教育年齢を過ぎた子ども達への支援も行っている団体が三分の一程度あった。 

 本調査は、アンケートから得られた回答が多岐にわたり、どれも示唆に富んだものであっ

た。そのため、本発表ではフォーム A に絞ってアンケート結果の詳細な報告を行った。 

 

質問Ⅱ-1, 2 外国につながる子どもを受け入れる時にプレースメントテストなどを行っている

か尋ねたところ、面談を行う（全体 22 件中６件）、小・中学校では、DLA（導入会話、語彙カ

ードを使った語彙数や流暢さの確認、話す・読む・書く 等）を使って日本語力・母語力を測

る（19 件中８件）、日本語テスト（19 件中３件）、心理テスト K-ABC（19 件中 1 件）、高校で

は、日本語能力試験に準拠した筆記試験を行う（３件中２件）、口頭テスト、母語/日本語作

文、音読または DLA「読む」の応用（３件中それぞれ１件）という回答があった。 

 

質問Ⅱ-3. テストなどをしたうえで、発達の問題か、日本語・母語の発達途上のためなのかを

迷ったケースがあるか聞いたところ、小学校は「ある」が 10 件中７件、中学校は「ある」が

9 件中 3 件に留まったものの、「無回答」が 6 件であった。高校は「ある」が 3 件中 2 件、「無

回答」が 1 件であった。 

 

 

/
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質問Ⅱ-4. 特別支援が必要だとわかった場合の対応については、担当者による行動観察とアセ

スメント、担任教師との相談、支援学級で個別に指導を行う、母語で支援ができる人の協力を

得るなど、何らかの対応を検討し遂行していくという回答が多かったが、中には、「中学校入学

時に他市区町村からの転入で情報が少なく、（中略）分かったのが遅く、支援体制が作れなかっ

た」「(前略)配慮・支援・指導をする雰囲気は高校教育の現場では感じられない」といった回答

もあった。  

 

質問Ⅱ-5.  日本語・母語の発達途上等の場合の対応については、小・中学校では、取り出し授

業や拠点校での指導により日本語指導・学習支援を行っているという回答が多かった。また個

別対応が必要な場合には、「アシスタントの先生が授業中に個別に支援」したり、学習支援員を

派遣したりしているようであった。また、「生徒個人の特性に合わせたペースでの指導を心がけ

る」「その子どもがどのような知識を母国で培ったか、学びがあったかによって違うが、学んだ

ものを利用しながらの支援を行う」といった配慮も見られた。一方で「個人差が激しいので、

できるだけその生徒に合った指導の方法、プランを考えて」いるが、「複数の生徒を一度に見る

ことから、難しい点も」あるという課題も明らかになった。 

 高校になると、より高校の裁量に任される点が多くなるためか、「日本語の授業を学校選択

科目として設置する。国語・社会において、取り出し授業を実施する。補習の時間を設ける。

ルビ付き教材・単語の多言語訳を配る、学校生活・履修・定期考査・進路等のガイダンス行事

は、母語通訳をつけて別途実施する。校内に委員会を設置する、彼らのための部活動を実施す

る」のように、さまざまな側面から可能な支援を行う場合もあれば、「TT 加配を依頼、また学

習支援員も予算が付く年度はつける」「1 年間だけ、週２時間の日本語クラスを選択できる。

クラス内に、日本語レベルの差が大きい場合は、学習支援員を補助につけてもらう」のような

条件付きで実施可能という場合もあるようだ。 

 

質問Ⅱ-6. 支援者グループへの支援依頼や情報共有の様子については、小学校 10 件中 4 件、

中学校 9 件中 4 件、高校は 3 件中 1 件であった。支援の「依頼はしないが、学習者と保護者本

人に、地域の日本語教室で、子どもの学習支援も含め行っているところを紹介している」とい

う回答も複数あり、直接的なつながりはないが、間接的に学校外での学習を支えてもらう存在

として認識していたり、支援依頼・連携が「できていない」という回答のように、必要は感じ

ているがまだその機会がないという学校・行政機関もあった。情報共有・交換については、

「できる限り」「日本語力の程度について大まかに」という程度であった。 
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質問Ⅱ-7. その他に学校や行政機関で抱えている課題について尋ねたところ、「国際教育担当

者のマネジメント力および日本語指導力の向上、外国につながる児童生徒のアセスメントの在

り方」など、担当教員自身のスキル向上という点や、国際教育担当教員と巡回指導員（支援

員）、または学校内の国際担当以外の教員、管理職との連携や共通理解など、教員間の連携や

意思疎通に関する点が挙げられた。 

 後者に関しては、巡回指導員の方から「当該学校の担当との情報共有にとどまっている」「派

遣先の学校の校長や教頭、そして担任の先生の意識が低いと、取り出しても連携が難しく、指

導員自身も疎外感を感じ、無力感を感じる」「（中学校は）小学校以上に、連携が難しい」とい

う回答があった。また教員からは「校内の教員の理解が広がらない。（中略）学校レベルで解決

できる問題は限界がある。対応が不十分で退学する生徒を食い止めるすべがない。日本語がま

ったくできない生徒が高校に入学した場合、日本語指導をどうするのか、国語の単位取得はど

うするのか、国レベルで対応を考え、しくみをつくることが必要であると考える」という、学

校制度や法整備に関わる課題も見られた。 

 

以上が、ポスター発表でのアンケート調査（フォーム A）の結果報告である。フォーム B

の調査結果と分析については、別の機会に報告する。 

 

３． 事例(現地調査) 

−１．事例１:A 市 B小学校 

 A 市にある B 小学校は、全校児童 509 名のうち、外国につながる児童が 4 名という、いわ

ゆる散在地域の学校である。この児童のうち 3 名はフィリピンにつながり母語/継承語がタガ

ログ語であるが、A 市にはフィリピンのお母さん的存在の人がいて、その人を頼って他都道府

県から転入してくるフィリピンルーツの母親が多く、ほとんどが母子家庭である（父親は日本

人）。そのうちの一人の児童は特別支援学級に在籍している。 

A 市は、障がいのある子どもや外国にルーツのある子ども、様々な立場にある子どもたちの

自尊感情や自己有用感を育み、未来への展望を持って生きていくために、互いのちがいを認め

合い、地域社会の中で関わりながらともに生きていく態度を育む「ともに学び、ともに育つ」

理念をモットーに、「多様性」と「地域性」を大切にした教育を進めている。 

こうした方針のもと、日本語や教科学習が進まない原因が、日本語力によるものなのか、発

達に何らかの問題があることによるものなのか判断に迷う場合には、校内教育相談委員会（校

長、学級担任、特別支援コーディネーター、日本語支援員）で話し合い、必要に応じて臨床心

理士などにより、発達検査等をおこなうなど、必ず複数で対応するようにしている。しかし、

まずは様子を観察し、適切な時に検査等を実施する。 
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特別支援が必要だとわかった場合に、特別支援学校に行くか、特別支援学級に在籍するかは

保護者と本人の意志が尊重される。また、日本語支援については、加配教員（A 市全体で 1

名）に加え、市から日本語指導者が派遣され、最低週 3 回、児童一人につき 1 日 2~3 時間程度

の指導を行っている（その児童の必要度に応じて調整）。さらにタガログ語の支援員が 2 名お

り、2019 年度第 2 学期からは、授業をタガログ語でも補助する予定である。 

特別支援が必要ではない外国につながる児童についても、支援学級で、主に国語と算数の時

間に取り出し授業を行っている。 

さらに、外国につながる子ども達についても、幼稚園・保育園から小学校への申し送りは密

に行われている。高校受験時は、小学校 4 年生以降に来日した場合には、配慮事項があるとい

うことであった。 

今後、始まる母語による日本語指導など、母語支援の益々の充溢とともに、日本語指導のス

キルを上げるための研修が充実していくことが望まれる。また現在ある、教員の加配への予算

確保が継続的に行われること、そして幼稚園/保育園、小学校、中学校、高校へとつながる継

続的な支援を途切れさせないことが肝要である。 

 

−２．事例２:神奈川県大和市教育委員会 

 大和市は、1980~ 98 年にかけてインドシナ難民定住促進センターがあり、また横浜市とまた

がるように県営いちょう団地があるうえ、米海軍厚木基地も近いことから、外国につながる

人々が多く暮らし、外国人支援を行うボランティア団体も多い土地である。 

市内の小中学校において日本語指導が必要な児童・生徒は、356 人（2018 年 5 月 1 日現在）

で、国際教室がある学校は、小学校が 14 校（19 校中）、中学校が 7 校（9 校中）、未設置校 7

校のうち 4 校では巡回指導員が日本語指導を行っている。 

支援体制は大変手篤く、大和市に転入届けを出した時点で、すぐに同じ市役所内にある教育

委員会で指導主事と外国人児童生徒支援コーディネータ（元学校長）による面談と日本語チェ

ックを受けることができる。そこで初期段階の日本語指導が必要ということになれば、「やま

とプレクラス」での日本語指導が始まる。指導期間は 20 日間（午前 9 時 30 分〜11 時 30 分）

だが、子どもの様子によっては延長する場合もある。保護者の意向も聞き、決定する。「プレ

クラス」は午前中のみ開かれ、児童生徒達は授業が終わると学校に戻り、他の生徒達と一緒に

給食を食べ、午後からは所属校で授業を受ける。その際の送迎は、基本的には保護者が行うこ

とになっているが、仕事などの都合でできない保護者に代わり、「送迎ボランティア」（大和市

社会福祉協議会との連携）が行うこともある。またその移動の際に「帰校タクシー」を使うこ

ともでき、タクシー代や送迎ボランティアへの謝礼（1000 円）は大和市から補助が出てい

る。また、児童生徒の所属校との連携を密にするために「プレクラス連絡帳」で学習内容を学
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校へ伝えたり、当該校を訪問し、「日本語指導中間報告」や「日本語指導終了報告」を行って

いる。 

プレクラス修了後は、各学校の国際教室で日本語学習を継続できるが、国際教室未設置校へ

は巡回指導員が週 1 回程度赴き、6 ヶ月程度の間、日本語指導を行っている。 

 さらに、保護者に対しては、2 学期目から「保護者への学習状況の報告（翻訳付）」を配布

し情報共有・連携をはかるとともに、学校へも提出し情報を共有している。 

 以上のように、児童生徒、保護者、学校、そして外部の団体とも連携が取れるよう、大和市

教育委員会がつなぎ役となり、子ども達が学びやすい環境を作る努力をしていることがわか

る。また、そこに生じる財政的負担も大和市ができるだけ補助できるよう、2018 年度から予

算に組み込まれている。 

 今回のアンケート調査のテーマである「気になる子ども」の存在は大和市にもあり、インタ

ビューによると、悩んでいる現場の教員は多いという。日本語や教科学習が進まず、その原因

が、日本語力によるものなのか、発達に何らかの問題があることによるものなのか判断が難し

い子どもがいた場合、各学校でケース会議を開き、支援の在り方について検討するが、ケース

によっては普通級か特別支援級かという二者択一的な視点のみで議論が進められ、診断名や原

因を求めがちで不安に感じることもあると言う。必要に応じて、大和市教育委員会内にある

「青少年相談室」のスクールソーシャルワーカーや心理カウンセラーなど専門家が対応するこ

ともあるが、いずれにしても児童生徒に関わる、当該学校の教員、日本語指導スタッフ、特別

支援教育相談員、スクールソーシャルワーカーや心理カウンセラーなどの専門家がそれぞれの

立場からじっくり観察し、ケース会議で時間をかけて結論を出していく必要があるのと同時

に、児童生徒を指導する際に工夫できることを考え、さまざまな試行錯誤を行うことが重要で

あるということであった。 

さらに、大和市の外国籍児童生徒教育相談員（適応指導、母語を使用しての指導や日本語支

援、通訳・翻訳を行っている）の E さんによると、通訳・翻訳を行う人達の役割として、児

童生徒や保護者の母語/継承語がわかる能力だけではなく、双方の文化を理解し、一緒に考

え、寄り添う姿勢がとても大切である。その言語能力を使って人と人をつなぐ重要な役割を担

う人材の養成という点も、今後、力を入れていかなくてはいけない課題だということである。 

もし「気になる子ども」がいて、その子どもが発達診断テストを受け、特別支援学級に通う

ことになったら、その結果だけではなく、その子どもの特性や、家庭において配慮すべき点な

どを､保護者が理解できるように伝えることが重要である。これは学校の教員に対しても同様

であり、こうした情報を伝える時は、保護者の了解が得られれば、できるだけ学校とも共有す

るようにしているということであった。 
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こうした配慮は児童生徒の日本語・学習支援の際にも必要で、その子どもが理解できるレベ

ルで、その子どもに合う言語を使って指導・支援ができるバイリンガル・サポーターが必要だ

ということであった。 

 

4．まとめ・今後の課題 

今回は行政機関からの回答を中心に分析を行ったが、アンケート結果から、集住地域・散在

地域の領域を超えて、日本語指導、特別支援、母語支援、受け入れ側の態度等において、かな

りの地域差や意識差があることがわかった。また、行政機関における財政面での持続的安定的

支援が、加配教員や日本語指導員あるいは母語支援者などの立ち位置を左右し、ひいては子ど

もへの支援および教師力の充実にも影響を及ぼすことが明らかになった。学校で用いられるプ

レイスメント教材においてもばらつきが見られ、適切な評価結果をもとにどのような支援が今

目の前の子どもに必要なのか、子どもの日本語力がどのぐらいまであれば通常学級に戻せるの

か、一人一人の子どもにあった的確な指導法は何か、などさまざまな課題が考えられる。新学

習指導要領の改訂、「日本語教育の推進に関する法律」の公布・施行等により、受け入れ側で

ある行政機関の取り組み方が全国的にどのように整備され、どの子どもも等しく学習の場の提

供が得られるか、今後を注視していきたい。 

 

注 1本調査における「行政機関」とは、「国の中央省庁やその関連団体，都道府県・市区町村の地

方公共団体(教育委員会を含む)ならびに国際交流協会などの関連団体」を指す。 

注２「多言語環境にある子ども達の受け入れ状況に関する調査 2019」アンケート 

https://sites.google.com/view/bmcn/BMCN-M/questionnaire 
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・石井恵理子・桶谷仁美・嶽肩志江(2018)「外国につながる子ども達の支援グループと行政機

関との連携に関する調査―<中間報告＞」2018年度BMCN研究会ポスター発表 
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http://www.nkg.or.jp/pdf/2017momopro_hokoku.pdf 

・文化庁(2018) 「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)」  

https://sites.google.com/view/bmcn/BMCN-M/questionnaire
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＜大和市関連参考資料＞ 

・「大和市の国際教育」大和市教育委員会指導室、2019 年 7 月 5 日 

・「大和市外国人児童生徒等支援体制  2019 年 7 月現在」  

・「大和市・外国籍児童生徒数 2019 年 5 月 1 日現在」 

・外国人児童生徒面談時日本語チェックシート(H30.4.9 版)  

・外国につながる児童生徒 転入・編入面談記録 

・教職員用パンフレット「誰にでもできる日本語支援」大和市教育委員会指導室やまとプレ 

クラス 

以上､大和市教育委員会指導室作成。 

・The Yamato Association News「Pal〜仲間」Vol. 102, 2019 Summer Edition、2019 年 6 月 

30 日発行、公益財団法人大和市国際化協会 

・「大和の教育 平成 30 年度ビジュアル版」http://www.city.yamato.lg.jp/web/content/000138221.pdf 

・「国際化推進事業」大和市ホームページ http://www.city.yamato.lg.jp/web/kokusai/kokusai.html 

・公益財団法人 大和国際化協会ホームページより 

「大和市プレスクール」http://www.yamato-kokusai.or.jp/jigyo/hiroba 

「日本語・学習支援ボランティアの活動」http://www.yamato-kokusai.or.jp/jigyo/support 

・「AJAPE(日本ペルー共生協会)」ホームページ  http://ajape.org/ 

 

http://ajape.org/

