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調 査 報 告

１．は じ め に

　本報告は，2015年10月３日に開催された「日本語学
習支援ネットワーク会議2015 in FUKUSHIMA」（以
下，会議15）の内容をまとめたものである。
　「日本語学習支援ネットワーク会議」は，2006年に
岩手大学国際交流センター地域日本語教育支援事業と
して開催された「日本語学習支援ネットワーク会議 
in IWATE」を契機として，東北各県持ち回りで開催
されているものである。福島県では2009年に開催され
て以来，２回目となる。会議15の概要は以下の通りで
ある。

【主　催】
　福島大学，公益財団法人福島県国際交流協会
【後　援】
　福島県教育委員会
【協　力】
会津喜多方国際交流協会，会津若松市国際交流協会，
小野町国際交流協会，国際交流の会・かるみあ，つ
ばさ～日中ハーフ支援会～，学校法人新潟総合学院
FSGカレッジリーグ，二本松国際交流ボランティア

ざくざくネット，福島移住女性支援ネットワーク，
福島国際交流の会，ふくしま子どもの日本語ネット
ワーク，蓬莱日本語教室，本宮中国人連心会，もと
みや日本語教室

【対　象】
日本語ボランティア，研究教育関係者，その他外国
出身者の日本語学習に伴う諸問題に関心のある人

【テーマ】
　誰のための日本語支援か？
【主な内容】
•基調講演「多文化パワーと地域創生～未来をデザイ
ンする日本語支援～」
　　講　師：堀　　永乃（グローバル人財サポート浜松）
•分科会
　分科会Ａ「学習者のための日本語教室とは？」
　　司　会：井本　　亮
　分科会Ｂ「社会参加につなげる支援のあり方」
　　司　会：半沢　　康
　　発題者：渡部　裕子（日本国際協力センター）
　　　　　　松崎　　聡（FSGカレッジリーグ）
　　アドバイザー：堀　　永乃
　分科会Ｃ「外国にルーツを持つ子どもとその家族」
　　司　会：中川　祐治

「日本語学習支援ネットワーク会議 2015
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　　発題者：那知上恵一（会津若松市立松長小学校）
　　　　　　長藤　節子
　　　　　　　（山形子ども日本語サポートネット）
•全体会
　各分科会からの報告・総括

　そもそも2006年に「日本語学習支援ネットワーク会
議」が開催された背景には，外国出身者，ニューカ
マーが増加し１，地域のグローバル化が進展したこと
で，地域の日本語学習支援活動が活発になり，さらに
県内各地域，東北各県を結ぶ広域の支援ネットワーク
の必要性が高まったことがある。福島県，東北地方の
特徴として，人口に占める在留外国人の割合は全国平
均と比べて低いものの，中国，フィリピン，タイ等の
アジア出身者が多いこと，中でも「日本人との配偶者
等」の割合が多いことが挙げられる。また，近年は，
国籍によらず，外国にルーツを持つ（外国につながる）
子どもの増加もみられる。かれらに対する日本語学習
支援活動について，その取り組みを整理，共有し，支
援者，行政関係者，研究者間の人および情報のネット
ワークを構築することが，10年に亘って開催されてき
た会議の目的である。会議15においては，さらに歩を
進め，補償教育としての日本語支援から社会参加を促
す日本語支援を考えるため，「誰のための日本語支援
か？」というテーマを設定し開催することとした。な
お，当日の参加者は90名で，福島県をはじめ，岩手県，
山形県，宮城県，東京都，静岡県からの参加が認めら
れた。

２．概　　　要２

２．１　基調講演
　基調講演は，堀永乃氏による「多文化パワーと地域
創生～未来をデザインする日本語支援～」の演題で行
われた。堀氏は，外国人集住地域である静岡県浜松市
において，一般社団法人グローバル人財サポート浜松
代表理事として，在住外国人支援，日本語教育などの
事業を行っている。特に，在住外国人の介護職員の育
成に力を入れ，多文化共生社会の実現に向けた活動を
実践レベルで行っている。当日は，「過去と現在，そ
して未来―「多文化共生」はいつ生まれたのか？そ
していつ実現するのか？」「地域をデザインする―
点と点をつなげて，面にしたら，それを深くして，立
体的に構造してみる」「誰のための日本語教室か？
―日本語教室は社会に貢献できるのだろうか？」「多

文化パワーと地域創生―外国人が有するチカラを
もっと地域に活かそう」の４章から講演がなされた。

＜１章　過去と現在，そして未来＞
　堀氏によれば，「多文化共生」ということばは，
1996年の阪神淡路大震災時に田村太郎氏によってつく
られたものだという。80年代以前の日本における外国
人とはオールドカマーのことであり，中国帰国者も含
めて戦後処理の問題として，主として人権の文脈の中
で語られてきた。かれらに対する補償教育としての日
本語学習支援，生活支援が中心であった。ところが，
80年代以降の日本経済の急激な経済発展による，英語
を中心とした国際化のブーム，90年の出入国管理及び
難民認定法改正というターニングポイントを経て，内
なる国際化，顔の見えない外国人，定住化する外国人
の問題が課題となった。当初は，いわゆるデカセギ
が中心であり，いずれは国に帰る人たちという認識
で，当座の，生活の問題レベルで対処しようとしたが，
2000年代以降，かれらの定住化が進み，外国人施策を
体系化する必要に迫られるようになる。
　そのような状況のもと，2001年の外国人集住都市会
議の開催が大きな引き金となり，外国人住民施策の転
換がはかられる。外国籍の子どもの就学や，外国人の
健康保険の加入義務化など，外国人集住都市会議が課
題を顕在化させ，地方自治体から国へ提言，働きかけ
を行い，制度化を促すようになった。
　多文化共生は，阪神淡路大震災で生まれたが，それ
を確実にしたのは東日本大震災である。東北の小さな
自治体にもそこに暮らす外国人が存在し，その問題が
あらわになったのがはからずも大震災なのである。そ
れでは，多文化共生とはどこにあるのだろうか。国際
競争や国際協力，姉妹都市交流など，様々なレベルの
ものがあり，そのすべてが多文化共生であるが，たと
えば今日この場でも私たちは既に多文化共生を実践し
ているといえるのである。お互いに適度な関係の距離
感を持ち，嫌われようとするわけではなくて，お互い
に好かれよう，いい関係を保とうとすること，これ自
体が多文化共生である。

＜２章　地域をデザインする＞
　これからの福島県，東北の中で，人々がどう位置づ
くのか，どんな未来を描きたいか，どうしていきたい
か，そのために地域をデザインしていく必要がある。
　外国人人口の増減は時代，特に産業構造の変化に密
接に関係する。たとえば，オリンピックが開催される
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となると，その前年に製造業を中心に外国人（労働者）
が増加することが見込まれる。福島県では，生産人口
も増えているが，老年人口も増加している。高齢者福
祉のピークを迎える2017年以降，この福祉の問題が大
きな社会的課題となることが予想される。
　では，そのような状況の中で福島県における地域日
本語教室は何ができるのか，外国人学習者は何を求め
て地域の日本語教室に来るのか。これからの教室運営
は，「なぜ」「誰が何のために」「どの程度まで」「何を
どのように」「いつ」「どこで」「支出・収入」といっ
た存在意義，理由，背景，目的，ニーズ，運営のあり
方といったものを深く掘り下げてデザインしていく必
要がある。また日本語教室は公共性を有するものであ
り，社会的な説明責任を果たす必要がある。そのため
日本語教室の核になる目的は，その地域に住まう人と
の出会い，交流，そして相互理解を深めることである。

＜３章　誰のための日本語教室か？＞
　日本語教室の中で外国人学習者が幸せになるために
は何が必要だろうか，日本語教室はそれを提供できる
場でなければならず，そのことを私たち支援者はさら
に深く考えなければならない。
　マズローの欲求段階説に日本語教育をあてはめるな
らば，日本語教室の目的は外国人学習者の自己実現と
クオリティー・オブ・ライフを向上させることにある。
学習者が何のために日本語を勉強するかというと，も
ちろん自分のためであるが，その自分というのは，な
りたい自分になれるかどうかということである。たと
えば外国人花嫁として来た場合には，嫁という役割を
担わされ，その家族の中でどう認められ，家族の中で
どう承認されて，どう存在意義を認められ，そして私
はどうなれるのか，そのためにかれらは日本語教室に
来るのである。したがって，日本語教室の日本語教育
は何なのかといえば，かれらの人生をどう謳歌させる
かという力なのである。
　また，福祉の観点からみれば，日本語ができないと
いう言語の障害は，情報障害とも結びつき，かれらの
安全欲求を侵害することにもなる。そのように考える
と，日本語教育には福祉的な側面もあり，この点を支
援者側は意識する必要もある。
　地域の日本語教室の日本語教育は，日本語教室の中
だけで行われる活動ではなく，日本語教室で習得した
日本語の力と自信を持ち，教室の外に行ったときに出
会う，先生ではない日本人とどうやりとりできるか，
そこに生まれる達成感を担保する必要がある。そのた

めには，地域の企業や工場で実際にやり取りを行う職
場体験を伴うカリキュラムが必須となる。

＜４章　多文化パワーと地域創生＞
　外国人が地域の中で果たす役割には，「働く人」「伝
える人」「支える人」「自然を守る人」「伝統を守る人」
の５つが考えられる。
　労働者として外国人をみたときに，確かにかれらは
働き手ではあるが，もはやかれらは単なる労働力では
なく，その職場，企業を支える人になりつつある。た
とえば，介護施設の現場では，今日，かれらの力なく
しては運営できない状況が生まれているのである。
　また，かれらは，母国の文化を伝え，日本の文化を
伝える人でもある。さらに，伝えることから，地域を
支え，自然や伝統を守る人へとその役割を広げつつあ
る。たとえば，地域の祭りなどに積極的に参加し，そ
の様子や感想をSNSを通して世界中に発信するといっ
た，伝統を守り伝える人ともなっている。
　このように考えるならば，地域の日本語教室に通う
学習者は，単なる日本語を学ぶ人なのではなく，その
地域を支え，守り，盛り上げていく人という意味で，
非常に重要な位置を占める「人財」なのである。その
意味でも，これからの日本語教室は，教室という小さ
な枠の中にとらわれるのではなく，広く社会全体を見
渡す必要があり，学習者も支援者も共に社会，未来を
創造する財産（＝人財）と考える必要がある。

２．２　分科会
２．２．１　分科会Ａ
　分科会Ａでは「学習者のための日本語教室とは？」
というテーマで，分科会運営担当者（日下部・安藤・
菊池・菱沼・井本３）が事前に行った学習者へのア
ンケート調査の結果報告とその報告を受けた意見交
換（ワールドカフェ方式のグループ活動）を行った。
以下，アンケート調査の結果の概要と意見交換で提
示された論点について報告する。

＜アンケート調査の結果について＞
　本分科会では県内ボランティア教室の運営と教室
活動の改善点の発見と共有をテーマに掲げた。その
ためには有識者からの発題もさることながら，なに
よりも学習者自身の声に耳を傾けることが必要であ
る。そこで，ボランティア教室の学習者の実態・生
の声を知ること，そしてそこから教室側の改善点を
見いだすことを目的として調査を行い，その報告を
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もって発題に充てることとした。
　調査は2015年７月中に本会議運営委員の所属する
教室の協力のもとで行われた。本調査の目的は「学
習者が教室をやめた（移った）理由を探ること」と
し，無記名の調査票方式で行った（参考資料参照）。
教室運営者から学習者へ主旨と回答方法の事前説明
を行い（教室関係者には知られないこと，母語で回
答してもよいこと等），教室を通さずに直接返送し
てもらう形で回収した。調査対象はボランティア教
室をやめた，あるいは移籍した学習者，および在籍
中の学習者で，前者13件・後者17件の合計30件の回
答が得られた（回収率56.6%）。
　分科会では，㈠教室へ来た目的，㈡教室の運営に
ついて，㈢学習内容・方法について，㈣講師につい
ての４つの論点に整理して報告された。
　第一に，教室に来た目的については，「人との交流・
出会いのため」が９件，「仕事・資格のため」が８
件と目立った。交流や出会いを目指す相手は家族・
同僚・隣人・他の外国人で，会話やコミュニケーショ
ンでの日本語力向上をねらいとしていることが窺え
る。
　第二に，教室の運営については，「１人の講師に
対する学習者数が多い」「毎年新しい学習者が入っ
てくるために進度が遅くなる」「クラスの時間が短
い・回数が少ない」などの回答があった。
　第三に，学習内容・方法については，「話すため
の学習が少ない」が多く，「クラスでもっと話す機
会がほしい」「文法より実用的な対話の練習をして
もらいたい」「職場での話し方を直してほしい」「話
し方を習いたかった（教科書ではなく）」という回
答があった。第一の回答と関連するが，教科書を用
いた文法積み上げ式の学習に不満を感じていた学習
者が見られた。話す練習・学習には，読・聞・書・
話の四技能のうちの話す技能の向上を欲していると
いうことと，職場など場面に適切なコミュニケー
ション方略に関わる日本語力の必要性を感じている
ことが窺える。
　第四に，講師については，「講師の準備が足りない・
遅い」が多く，他に「講師が（学習者からの）質問
を理解できていない」「講師が十分にトレーニング
を受けていない」などの回答があった。準備不足と
いう点については後に詳述する。
　なお，調査の目的上，厳しい内容が多くなるなか
で，〈満足していること〉については，費用が安い・
家から近く時間の融通が利く・日本だけなく各国の

文化交流ができた・講師やスタッフが親切で優しく
親しみやすい・直接法で教え方がよい，などの回答
があったことも補足しておきたい。
　そして，上述のような不満に伴い，結果的に「な
ぜやめたのか」という問いに対しては，「仕事・時
間の都合・転居」とした回答がやめた13件中の10件
を占めた。他には「資格が取れたから」「話し方を
習いたかった（のにできなかった）」などがあった。
　調査結果の全容については，複数の回答項目間や
自己申告の習得スキルのクロス集計などによる詳細
な分析が今後必要ではあるが，ここでは具体的な事
例報告とあわせて２点指摘しておきたい。まず，第
一に，〈不満だったこと〉〈なぜやめたのか〉につい
て「おもしろくない」「つまらない」「仕事がある」
「自分の母語が通じない」と回答した学習者の在籍
期間はいずれも１ヶ月あるいは１回だけに留まって
いた。さらに，これらの回答をした学習者のうち〈そ
の後の日本語学習はどうしているか〉の質問に対し
て「していない」と回答した学習者はゼロであった。
つまり，彼らが本当に学習意欲に乏しかったわけで
はないと推察される。教室側が何か別のアプローチ
を試みることで，継続的に参加する学習者になった
可能性があるのである。
　論点提起の第二として，次の回答を紹介したい４。
教えていただけることはありがたく思っていま
す。でも，先生が毎週，時間に遅れるときは30

分ぐらい遅れて，週１回１時間30分の授業を楽
しみに待っていたのに，とてもがっかりしまし
た。そして先生は遅く来てコピーなど授業の準
備をします。結論として30～40分しか授業を受
けられずに帰るので本当に行くのが嫌でした。

　これは「講師の準備が足りない・遅い」という不
満につながる意見といえる。このことが当該学習者
の教室での学習意欲を失わせる要因になったのであ
れば，甚だ残念である。一方で，教室側から見れ
ば，講師の分担やシフトの体制，急な講師の交替や
学習者の自己都合による欠席など，その日その時間
になって初めて担当クラスが決まるようなシステム
にせざるをえない事情もあるだろう。私見ながら，
この学習者は４年間教室に在籍しており，この間，
教室の方針や体制上の現状について学習者側にも理
解をもとめる試みがなされてもよかったのではない
か。それによって，こうした不満を吸収する手だて
もあるいは見いだせたのではないか。ここはボラン
ティアによる日本語教室であって専門の教育機関で
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はない。このように考えていくと，ここにはボラン
ティア日本語教室のステークホルダー（運営者・講
師・学習者）間のコミュニケーションのギャップが
潜在し，それがこうした不満を汲み取れなかった遠
因となっていた可能性は否定できない。これは教室
運営・学習内容に関する不満についても同様である。

＜グループ活動について＞
　引き続き，分科会参加者による意見交換としてグ
ループ活動を行った。前段の調査結果と分科会テー
マを踏まえ，「教室運営・講師とのミスマッチ」「ク
ラス運営・学習内容・教材とのミスマッチ」「ボラ
ンティア教室におけるミスマッチ」の３つの論点を
掲げ，５つの小グループをつくり，意見交換を行っ
た。メンバーを入れ替えて２セッション行い，最後
に各テーブルで挙げられた意見や論点を共有した５。
　ここでは，紙幅の都合もあり，すべての意見を紹
介することはできないが，「ボランティア教室にお
けるミスマッチ」という論点に本分科会の到達点が
集約されていると考えられるので，その報告にもと
づいて整理したい。
　学習者が日本語教室をやめていくことの背景には
何らかの意味での「ミスマッチ」が存在していると
考えられるが，ミスマッチは次のように多様である。
•生活者として学習者に必要な日本語と学習内容の
ミスマッチ
•生活者として学習者に必要な日本語と使用教科書
のシラバスのミスマッチ
•学習者のニーズと学習順序のミスマッチ
•家庭内の日本語環境と学習者に必要な日本語のミ
スマッチ
•日本語能力の評価に関する講師と学習者のミス
マッチ
•クラス内の学習者間のニーズ・目標のミスマッチ
　ここには教室に内在する問題もあれば，私たちの
地域社会が方言社会であることや，外国出身者が散
在する地域的特性など社会や家庭内に内在する問題
もある。後者は教室外の問題であるが，双方のミス
マッチを解消するのは日本語教室の役割のひとつで
あろう。いずれにしても共通しているのは「ニーズ
をつかむ」ことの重要性とその方法である。分科会
参加者の所属する教室には「学習者のニーズと目標
を明確にする」「学習者とのインタビューでニーズ・
目標・到達度を定期的にチェックする」ことを方針
として掲げている教室もあった。学習者のニーズは

個人によって異なることはもちろんだが，個人の生
活環境や経年的な情況の推移によっても変化する。
そうした個々の学習者の置かれた情況やニーズにき
め細かく対応することで，学習者の満足度や意欲の
向上につながると期待される。その一方で，学習者
のニーズがきわめて多様であること，ボランティア
教室という性格上，学習者の期待に十分に応えきれ
ていないことなど，各教室が現実的に直面している
課題についても意見が交わされた。

＜小　　　括＞
　学習者への調査と意見交換を通じて，本分科会は
「日本語教室におけるミスマッチの諸相（とその解
消に向けて）」という，今後の各教室での活動のあ
り方を点検するうえで重要な示唆を得るに至ったと
考えられる。今回は「学習者にとって」どのような
日本語教室があるべきかという視点で検討したが，
日本語教室のあり方をめぐっては「活動者にとって」
「ボランティア活動にとって」「地域社会にとって」
「日本語教育界にとって」とさらに多角的な視点が
ありうる。今後のさらなる議論の充実を期したい。

２．２．２　分科会Ｂ
　分科会Ｂは「社会参加につなげる支援のあり方」
をテーマに，主に学習者の就労支援について意見交
換を行った。「学習者から寄せられる社会参加，就
労希望に対し，ボランティア教室はどのように対応
していけばよいのか，実際に企業の方と関わりつつ
日本語を教えてらっしゃる方をお招きしてお話を伺
い，今後の活動の参考としたい」（分科会Ｂ世話人，
郡山国際交流の会・かるみあの三田眞理子氏）とい
う分科会の趣旨を踏まえ，実際に就労支援の活動に
かかわっている日本国際協力センターの渡部裕子
氏，新潟総合学院FSGカレッジリーグの松崎聡氏に
活動事例紹介の発題をお願いした。両者の発題の概
要は以下の通り。その後，堀氏のコメントも含め，
短時間ながらフロアからの質疑応答を受けた。

＜発題１：渡部氏より＞
　日本国際協力センターが厚生労働省の委託を受け
て実施している外国人就労・定着支援研修は前身の
『日系人就労準備研修』から数えると本年度で７年
目になる。2008年９月のリーマンショック以降，大
手のメーカーを中心に相当数リストラが相次ぎ，当
然のことながら日本語が話せない日系人の方々がま
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ず解雇，雇い止めというような状況になった。そこ
で緊急雇用対策として日系人就労準備研修というも
のを実施することになり，日本語に加え，就職活動
の具体的な方法（求人票の見方，履歴書の書き方，
面接など）を含めた研修を開始した。
　今年度からは定住外国人の安定雇用の促進と，新
たに人手不足産業・成長産業への人材確保支援の両
面を目的とした事業となっている。
　現在，北は茨城・栃木，石川県，西は大阪・滋賀
というところまで１都１府，13県80地域で実施。い
わゆる集住地域というところで多く開催されてい
る。
　雇用側から見た外国人労働者の日本語等の問題と
して日本で働く上での慣習（日本では私的な理由で
会社を休むのは歓迎されないなど）や日本語の談話
の順番（ミスをしたら自分でまず謝って，それから
理由を説明する）といったルールやマナーを知らな
いためにマイナス評価を受けてしまうことも指摘さ
れている。
　これらを踏まえ，本研修では，職場でのやりとり
に必要な日本語，職場でのルールやマナー，求職活
動に必要なノウハウとそのための日本語表現の理
解・習得を大きな目的としている。さらに労働法令
や雇用慣行等の基礎知識についてもカリキュラムに
盛り込んでいる。
　具体的には以下の５種類のコースが準備されてい
る。
①　基本コース
　初級に相当する内容を３つのレベルに分け，日本
語プラス求職活動のノウハウの習得，前述した労働
法令や雇用慣行のほかに職場見学なども取り入れて
いる。将来的に安定就労につなげるために求職活動
の流れとポイントを理解し，日本語の学習も含めて
自律的に求職活動ができるようになることを到達目
標としている。基本コースはすべてオリジナル教材
を使用している。
②　日本語資格準備コース
　就職に有利となると考えられる日本語能力試験N
２の将来的な取得を目標にしたクラス。その準備段
階としてN３取得のコースも設けている。読解や聴
解のストラテジーのポイントをまとめ，授業以外で
も自学できるように指導の主眼を置いている。基本
コースと同様，求職活動の基本的なポイント理解の
ための時間も設定している。

③　就労準備コース
　就労準備コースでは，実際に内定が取れる就職活
動を行えるよう指導を行う。どのような業種，職種，
仕事内容というものがあるのかを理解し，その中で
自分ができることは何か現実的なキャリアプランを
立てて，安定就労につながる効果的な応募書類の作
成，面接対応を目標とする。基本コースでは扱わな
い職務経歴書の書き方なども指導している。
④　職業訓練準備コース
　求職者のための職業訓練の概要を知り，その職業
訓練を受けるために必要となる日本語の読解力と聴
解力の養成を目指し，授業内の限られた時間だけの
学習でなく，事前に予習をし能動的に学習を進める
スキルを身につけることも目的の一つとする。
⑤　分野別専門コース（介護）
　介護の資格が取れる職業訓練を受けるための前段
階として，介護場面で必要な日本語力養成と，介護
者の基本姿勢である傾聴・共感・受容に対する理解
を深めるといったことを目的とする。介護日誌作成
の基本的なポイントについても指導する。

　今後の課題としては「多国籍化，バックグラウン
ドや就労経験，就労形態，方向性の多様化」への対
応が挙げられる。今年度から「日系人」という制限
が撤廃され，都市部での多国籍化が顕著である。ま
た17，18歳ぐらいの低年齢層の受講者も非常に増え
ている。就労経験についても，従来の製造業中心だっ
たところからホワイトカラーが増え，シラバスの再
検討が必要となっている。また，就労に直接つなが
る企業とのマッチングのために，ハローワークとの
連携をいかに強化していくかということも課題の一
つになっている。

＜発題２：松崎氏より＞
　新潟総合学院ＦＳＧカレッジリーグの福島県内の
専門学校には現在31名の留学生が在籍している。震
災以降，留学生の受け入れを停止していたが，14年，
15年と回復傾向にある。
　来年４月に新たに日本語のコースを開科する予定
であり，また留学生向けの幅広い支援を行う国際セ
ンターという部署を学校の中に設置して支援にあ
たっている。
　留学生の在留期間は最短で３カ月から最長は大学
の４年３カ月となる。就労に関しては，資格外活動
となり，１週間に28時間まで（夏休みなどの長期期



福島大学地域創造　第27巻　第２号　2016.2（8230）

―　　―48

間中は若干制限が緩くなり，１日８時間まで可能）
アルバイトができる。
　留学生の場合には自分でアルバイトをしないこと
には日本での生活が続けられないという切迫した事
情があり，仕事を求める意欲・パワーは大きい。一
方で卒業後の進路についてはあいまいな場合が少な
くない。
　法人の学校のひとつである郡山情報ビジネス公務
員専門学校に今年の４月開科した国際ビジネス科に
おけるキャリアプランニングの取り組みを紹介す
る。
　取り組みの目的は「日本で働く」ということの意
味をよく理解してもらうこと，学生一人一人の職業
観をきちんと養うということ，それから明確な進路
意識を確立させていくことが大事であると考えてい
る。
　まずは就労に関する基礎的な理解が必要である。
日本の就労環境や雇用形態，正社員・契約社員・派
遣社員，フルタイムではないパートやアルバイトな
ど，いろいろな形態が日本にはあり，それぞれにメ
リット・デメリットがあることを説明する。また税
金や社会保険に関する制度についても理解してもら
う。就職に関しても，新卒学生を一括で採用すると
いう世界的にみれば極めて珍しい採用方法について
も分かってもらうことが大切である。
　実際に進みたい分野・職業を明確にしてもらうた
めには３つのかたちで学生に職業をイメージさせて
いる。
　１つは学内の様々なコースの，職業に直結した内
容を学んでいる学科に体験授業というかたちで参加
をしてもらうもの。その際この職業に就くためには
何が必要か，社会的にどういった役割のある仕事な
のか，給与水準はどの程度かといったことについて
担当教員に触れてもらうようにしている。
　２つ目は，中小企業庁の補助金事業を学校として
活用し，企業の方の講話や工場見学などを行ってい
る。
　３つ目として，今後は学内でとどまらずいわゆる
インターンシップを相当程度活用していきたいと考
えている。地方で留学生を受け入れてくれる企業は
多くはないのでその開拓に取り組んでいかなければ
ならない。
　学校は仕事を求めている留学生と人を求めている
企業の間に立つ立場であり，そこで何ができるかと
いうことを徹底的に追求していく必要がある。

　日本に留学してそのまま日本で就職する留学生は
全体の２割ぐらいとされており，さらにそのうちの
６割が中小企業に就職している。必ずしも希望どお
りにはならないという現実がある。
　こうしたキャリア指導に加え，学校ではアルバイ
トに関しても取り組みを行っている。アルバイト先
の開拓や，履歴書記入，面接の指導を行うほか，日
本語指導のためのオリジナル教材開発などである。
　留学生には日本で働くということについてイメー
ジをしっかり持ってもらい，その実現に向けて働き
かけていく。そのために就業機会をいかに広げてい
くかということが学校の使命だと思っている。特に
地方では企業ニーズの把握が留学生の就職機会と直
結するので，情報収集とネットワークの拡大を，全
教員が常に心がけている。

２．２．３　分科会Ｃ
　分科会Ｃでは「外国にルーツを持つ子どもとその
家族」のテーマで，福島県の公立小学校の日本語指
導学級担任である那知上恵一氏（会津若松市立松長
小学校）と，山形県で外部支援者およびコーディネー
ターとして活動している長藤節子氏（山形子ども日
本語サポートネット）より発題があり，それを受け
て質疑応答，全体での意見交換を行った。

＜発題１：那知上氏より＞
　那知上氏からは，まず勤務校である会津若松市立
松長小学校の概要について説明があった。松長小は，
会津若松市の高台の新興住宅街にある中規模学校で
ある。学区内に会津大学の外国人教員宿舎があり，
その子どもが通学することから，日本語指導学級が
設置され，専任教員１名が配置されている。ただし，
その設置，配置については毎年３月に決定されるた
め単年度ごとの指導計画にならざるを得ない点は課
題である。また，公立学校の教員であるため定期的
な異動があり，指導の継続，継承がなされないこと
も課題である。
　松長小の指導体制としては，現在，担任１人に対
して，児童10名が在籍している。平成27年度からは，
この10名に対して「特別の教育課程」による日本語
指導を実施している。週２～４時間程度，国語また
は算数の時間に取り出し指導を行うのが一般的であ
るが，子どもによっては週９時間の指導を行ってい
るケースもある。児童の国籍は，タイ，チュニジア，
ベトナム，ウクライナ，エジプト，フィリピンと多
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様であり，また会津若松市内の他学区からの通学も
認められていることから，近年は学区外から通う児
童が増加している。つまり，対象が，これまでの会
津大学の教員の子どもといった画一的な背景を持つ
子どもから，多様な背景を持つ子どもへと変化しつ
つある。
　支援には，日本語指導学級担任からの支援，学級
担任からの支援，関係機関からの支援，の３つがあ
る。また，連携には，教職員間の共通理解と連携，
家庭との連携，地域行政や地域の支援活動との連携，
の３つがある。とりわけ連携が重要であり，教職員
間の共通理解と連携の具体的な事例として，在籍学
級担任からの要望等を保護者に伝え，調整する，学
年だより等の英訳を行う，月の行事，時間割等の英
語版を作成する，集金等のサポート，遠足，宿泊を
伴う行事の引率サポートなどがある。また，家庭と
の連携の具体的な事例として，通知表，保健カード
の英語版作成（担任のコメントを和文英訳して知ら
せる），コメント用紙の作成（毎学期の日本語指導
学級での児童の様子を英文等で知らせる），学用品
の購入等のサポート，書類等の書き方のサポート，
保護者の悩み相談サポートなどがある。また，地域
行政や地域の支援活動との連携には，会津若松市教
育委員会，会津大学外国人教員等相談員，会津若松
市国際交流協会，市ケースワーカー，児童相談所な
ど，様々な機関と連携し，課題解決をはかることが
ある。
　今後の課題として，今後は会津若松市に限らずど
の地域でも様々な国の子どもが転入学してくる可能
性が高まることが予測される。その場合，母語しか
話せない児童生徒への対応については各関係機関と
の連携をはかっていかなければならず，関係機関と
連携をとりながらネットワークをつくっていくこと
が非常に大切になってくる。また，学校内でも外国
人児童生徒の受け入れ体制の整備を進める必要があ
る。外国児童生徒の中には，普通学級の中でお客様
状態になっている場合がある。それを解決するため
には，各地域に，学区を越えて通学，通級が可能な
センター校（拠点校）を整備することが急務である。
そして，全ての外国人児童生徒が「特別の教育課程」
による日本語指導を受けられるようになること，さ
らには日本語指導だけではなく，生活全般の支援が
受けられるような体制の整備を進める必要がある。

＜発題２：長藤氏より＞
　長藤氏からは，まず山形市の特徴と山形市教育委
員会の支援者派遣事業の概要について説明があっ
た。山形市の特徴として，各学校に在籍する児童生
徒の数が少ない（ほとんどが１人在籍校），親の来
日の背景が多様である，国内外を移動する子どもが
多く，見えにくい存在になっている（国籍だけでは
判断できない），行政，福祉や医療機関との連携が
必要なケースがあることなどが挙げられた。また，
山形市教育委員会「在住外国人等日本語習熟支援事
業」について説明があり，教育委員会登録支援者９
名（中国２，韓国１，フィリピン１，日本５）が市
内17校に派遣され，教員と支援者が連携して，取り
出し指導，入り込み指導，面談時通訳等の支援を行っ
ていることが示された。
　支援者の具体的な役割として，通訳支援（母語が
できる支援者），適応支援，日本語学習支援（サバ
イバル・日本語基礎・技能別），教科と日本語の統合，
教科の補習，心のケア，実態把握などが挙げられる。
コーディネーターは，子どもの実態に合わせ，対応
可能な支援者を決定し，学校への派遣を行っている。
　また支援者は，学校および保護者との連携が重要
になってくる。学校との連携の具体的な内容につい
ては，①打ち合わせ（支援開始時と必要に応じて学
期末。支援方法，内容，日程調整，情報共有，評価
など），②報告書（支援内容，児童生徒の様子，連
絡事項など），③学期ごとの日本語支援の評価（支
援者が文書・口頭で学校へ報告），の３つがある。
　中でも，保護者との連携においては，特に家庭の
状況をよく理解しておくことが重要になってくる。
とりわけ保護者とどのようにしてつながるか，保
護者への連絡方法をいかに確立するか（誰が誰に，
どのように連絡するか），通訳が必要かどうか確認
し，必要な場合は通訳できる人を確保することなど
が大切である。しかしながら，支援者が子どもや家
庭とどこまで関わるのかは課題である。山形子ども
サポートネットのメンバーの中にもその関わり方を
めぐって議論があり，日本語支援，教科支援にとど
めておくべきだとの意見もあった。子ども同士のト
ラブルや家庭環境にもとづく問題など立ち入ったこ
とでも，支援者同士，たとえば小学校の支援者，中
学校の支援者，地域の日本語教室の支援者，支援者
同士のネットワークをつくることで解決にむかった
ケースがある。山形のような地方，外国人散在地域
では，人間関係が密であるがゆえに，いろいろなと
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ころで人がつながっており，そのつながりがあるこ
とで子どもの自己実現に結びつくこともある。
　保護者との関わりで注意すべきは，１人で抱え込
まないことである。学校生活に関わることは学校が
中心であることをふまえ，学校，担任と連携し，チー
ムとして課題に向かうことが望ましい。また，保護
者が日本語の分からない場合や，保護者の生活面の
問題については，外国人相談窓口や関係機関へつな
ぐなどの措置をとったほうがよい。
　連携に関わる課題として，誰が連携の中心になる
のか，チーム内の情報共有と守秘義務をどうはかる
のかが挙げられる。その他，スクールソーシャルワー
カー制度を拡充し，多忙な教員の負担をどう軽減し
ていくのかを考えることも必要となろう。特に保護
者との関わりにおいて，保護者との関係をどう築い
ていくのか，その最初の一歩が難しいが，それは保
護者においても同様であるので，どちらが第一歩を
踏み出すことが重要である。

３．結　　　び

　外国出身者とホスト側の地域住民がお互いにコミュ
ニケーションをはかり，安全でより豊かな地域コミュ
ニティをつくっていくためには，外国出身者の就労や，
外国につながる子どもの教育などの諸問題の整備，受
け入れ側である地域住民の意識改革はもちろんである
が，その根底となる課題には外国出身者の日本語学習
の環境整備がある。
　しかしながら，こういった外国出身者の日本語学習
に関わる諸問題についての議論や取り組みの多くは，
外国人集住地域における日系人労働者家族を主な対象
に据えて行われており，東北地方の特徴である，散在
するアジア出身の日本人配偶者や外国につながる子ど
も，技能実習生を対象にした議論や取り組みは，未着
手の部分が大きい。そのため，これまでそれぞれの分
野の関係者が，それぞれの地域で，それぞれの立場か
ら，それぞれに実践を行ってきたというのが実情であ
る。さらにいえば，学習者のみならず，支援者自体が
散在し孤立しやすいことも東北地方に共通する悩みで
ある。
　毎年，東北各県持ち回りで開催されている日本語学
習支援ネットワーク会議では，日本語学習支援活動の
取り組みを整理，共有するとともに，支援者，行政関
係者，研究者間の人および情報のネットワークを活性
化し，明日からの活動の糧となるよう互いに励ますこ

とも，この会議の大きな目的である。近年，支援者の
高齢化，減少が大きな課題になりつつある。ある程度
豊かな生活基盤に支えられたボランティア世代が減少
する中，地域の日本語教育支援は新たな局面に入りつ
つある。これまで同様，個々の人的資源に頼るのか，
それとも公的な制度がつくられるのか，あるいは第三
の道を模索するのか，いずれにしても次回の福島での
会議では，会議15とは全く異なる次元でテーマ，内容
が設定されているであろうし，またそうでなくてはな
らないはずである。

【注】
１　平成26年末現在，日本国内の在留外国人数は212

万1,831人で，1990年の出入国管理及び難民認定法
改正時から倍増している。
２　会議15の概要は，当日の基調講演，発題，それを
受けての質疑応答の内容をもとに執筆者が再構築し
たものである。したがって，文章中の責任は執筆者
が負う。
３　日下部喜美子（蓬莱日本語教室），安藤　斎（本
宮中国語サロン），菊地紀子（二本松国際交流ボラ
ンティアざくざくネット），菱沼年男（福島国際交
流の会），井本　亮（福島大学）
４　学習者の母語による回答を翻訳したもの。
５　各テーブルのホストとして分科会参加者から内海
由美子氏（山形大学）と永島恭子氏（こおりやま日
本語教室）に協力を依頼した。「ボランティア教室
におけるミスマッチ」を整理・報告してくださった
のは内海氏である。記して感謝申し上げる。

【付　　　記】
　会議15および本報告は，平成26-29年度 日本学術振
興会科学研究費助成事業若手研究（Ｂ）「地域のネッ
トワークを活用した実践的な日本語教育プログラムの
構築」（研究課題番号：26770176　代表者：中川祐治）
の成果の一部である。



「日本語学習支援ネットワーク会議2015 in FUKUSHIMA」報告 （8233）

 

（参考資料） 

 

日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

支援
し え ん

ネットワーク会議
か い ぎ

2015「誰
だれ

のための日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

か？」アンケート 

1. 日本語
に ほ ん ご

でどんなことができますか（できることに○マルをつける） 

(1) 自分
じ ぶ ん

の家族
か ぞ く

について話
はな

せる  (5) 日本人
にほんじん

とグループで世間話
せけんばなし

ができる 

(2) 指示
し じ

を聞
き

いて行動
こうどう

できる(注)  (6) ラジオを聞
き

いてニュースがわかる 

(3) ２０個
こ

くらい漢字
か ん じ

が読
よ

める  (7) インターネットで調
しら

べものができる 

(4) 漢字
か ん じ

で自分
じ ぶ ん

の住所
じゅうしょ

が書
か

ける  (8) メールで仕事
し ご と

の相談
そうだん

や報告
ほうこく

が書
か

ける 

2. 日本語
に ほ ん ご

教 室
きょうしつ

にどれぐらい通
かよ

いましたか？☞      年
ねん

   ヶ
か

月
げつ

くらい 

3. 何
なん

のために日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

に行
い

きましたか？       

A. 人
ひと

との交流
こうりゅう

   B. 仕事
し ご と

   C. 学習
がくしゅう

   D. 資格
し か く

   E. その他
た

 
☞くわしく 

 
 

4. 日本語
に ほ ん ご

教 室
きょうしつ

に満足
まんぞく

していたことは何
なん

ですか？      

A. 場所
ば し ょ

   B. 時間
じ か ん

   C. 費用
ひ よ う

   D. 講師
こ う し

・生徒
せ い と

 E. 学習
がくしゅう

内容
ないよう

 F.その他
た

 
☞くわしく 

 
 

5. 日本語
に ほ ん ご

教 室
きょうしつ

に通
かよ

っていて不満
ふ ま ん

だったことは何
なん

ですか？   

A. 場所
ば し ょ

   B. 時間
じ か ん

   C. 費用
ひ よ う

   D. 講師
こ う し

・生徒
せ い と

 E. 学習
がくしゅう

内容
ないよう

 F.その他
た

 
☞くわしく 
 
 

6. なぜ、日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

をやめましたか？ 
☞くわしく 

 
 
 

7. その日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

をやめたあと、日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

はどうしましたか？  

A. 別
べつ

の教室
きょうしつ

で   B. 家
いえ

で家族
か ぞ く

と C. 家
いえ

でひとりで  D. していない E. その他
た

 
☞くわしく 

 
 
 
 

ご協 力
きょうりょく

ありがとうございました。 
 

(注) ｢ここに荷物
に も つ

を置
お

いて(ください)｣｢ここでタバコを吸
す

わないで(ください)｣などで行動
こうどう

できるかどうか。 

―　　―51


