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はじめに 
 
 日本における外国人登録者数は，毎年の新規入国者の中にそのまま日本にとどまり，中

長期的に生活を送る者もいることから年々増加している。2009 年末現在の外国人登録者数

は 218 万 6,121 人で，過去最高を記録した 2008 年末と比べ３万 1,305 人（1.4％）減少

しているが，10 年前の 1999 年末に比べると約 1.4 倍となっており，長期的には増加傾向

にある。国籍（出身地）別にみると，中国が 68 万 518 人で全体の 31.1％を占め，以下，

韓国・朝鮮 57 万 8,495 人（26.5％），ブラジル 26 万 7,456 人（12.2％），フィリピン 21 万
1,716 人（9.7％），ペルー５万 7,464 人（2.6％）と続いている。年別の推移を見ると，韓

国・朝鮮は年々減少し，中国，フィリピンは引き続き増加しており，特に中国は 2007 年に

韓国・朝鮮を上回ってからも増加傾向が続いる【法務省入国管理局ホームページ】。 
 こうした外国人登録者数の増加に伴い、1990 年代以降日本の学校では急速に多国籍化・

多民俗化・多文化化が進行している。2009 年度の学校基本調査によると、外国人（外国籍）

の子どもの数は小学生が 45,569 人、中学生が 23,304 人、高校生が 11,857 人となっている。

そういった子どもたちの増加に伴い、学校教育の現場に大きな課題を提起したのが、日本

語の力が十分でない外国人の子どもの増加である。文部科学省の 2008 年度の「日本語指導

が必要な外国人児童生徒数」調査によると、その数は 28,575 人に達し、前年度と比較して

12.5％も増加している【佐藤 2010:130】。さらにその中でも、神奈川県は外国人登録者数

が全国 4 位であり、2008 年度の「日本語指導が必要な外国人児童生徒数」は神奈川県内に

2,794 人、全国の 9.8％が在籍しており、この数は全国で 3 番目に多くなっている。高校生

に至っては 295 名と、全国 1 位である【吉田 2010:151】。その神奈川県において特に外国

人の数が多いのが、横浜市である。現在学校現場では、こうした日本語指導が必要な外国

人児童生徒の増加に伴って非常に多くの教育課題を抱えている。例えば、日本の学校で「日

本人化」していく子どもたちの母語喪失と親子のディスコミュニケーションの問題、日本

の学校に通わない未就学・不就学の子どもたちの急増、中等教育段階での不登校と中退の

増加、非行化といった問題である【関口 2003:28】。 
こうした背景を踏まえ、私が 2 年間所属している山本ゼミでは、2009 年度は「横浜市立

小中学校の国際教室1から見る教育課題―現状と課題―」というタイトルで横浜市の公立学

校への調査を行った。この調査において、横浜市立小中学校の国際教室担当教員や校長先

生へのインタビュー調査を実施し、横浜市における外国につながる子どもたち2が抱える多

くの問題を知った。それらは日本語指導の困難や進路の問題、教員の人手不足や金銭的・

 
1 国際教室とは、日本語能力が不十分な外国人児童・生徒に対し、主に日本語教育を行う公立学校（小学

校、中学校等）に設けられた特別支援学級である。 
2神奈川県においては、多くの先行研究で用いられてきたニューカマーという用語ではなく、「外国につな

がりのある子どもたち」「外国につながる子どもたち」などの表現が用いられる。来日時期での区分を前提

とするニューカマーという用語は、神奈川県の外国人の持つ多様な来日背景には必ずしも実態に合ってい

ないと考えられ、神奈川県においてはニューカマーという用語はほとんど盛りいられていない【吉田

2010:175】。 



物質的な不足など、深刻なものばかりであった。こうした課題への取り組みの１つとして、

昨年は横浜市立小中学校の「国際教室」を取り上げて調査したが、「学校独自の努力だけで

は、外国につながる子どもたちへの支援に限界がある」と多くの先生が話されるのを聞い

た。予算や国際教室への加配教員の増加を行政へ訴えてはいるものの、行政の予算も限ら

れているためになかなか思い通りの支援ができていないという現状であるという。このよ

うな昨年度の調査から、多くの課題を抱える学校と、市の教育委員会や地方自治体などの

行政、地域に存在するNPOやボランティア団体などがとうまく“連携”をしていくことで、

学校単独では解決しきれない問題を様々な面から支援し、よりよい教育を施していくこと

が、外国につながる子どもたちを抱える教育現場の重要な課題であることがわかった。そ

こで今年は昨年の調査から一歩進み、この“連携”をテーマに調査することにした。この

研究の目的は、第一に横浜市の外国につながる子どもたちが学校現場において抱える課題

を明らかにし、第二にそれらの解決のために学校と行政、NPO、地域のボランティア団と

の連携の全体像を明らかにすることである。学校の規模や外国につながる子どもたちの日

本語熟達度、地域特性などによっても学校がとるべき対応の仕方は変わってくるが、外国

につながる子どもの問題に先進的な取りみを行っている横浜市立Ａ中学校を事例として調

査し、それらの課題を解決するための手段としての“連携”の可能性について考察してい

きたい。 
本論の構成は、Ⅰ章で先行研究の整理を行い、これまでの日本における外国につながる

子どもたちの研究と、その子どもたちに対する支援のための連携の研究がどのようにされ

てきたかをまとめ、本論の研究の意義を明らかにし、本論におけるフィールドワーク調査

の概要を記す。Ⅱ章では、横浜市における外国につながる子どもたちを取り巻く現状につ

いて、外国人人口や外国につながる子どもたちが抱える問題、それらに対する行政の取り

組みから明らかにする。Ⅲ章では、本論において調査の中心となる横浜市立 A 中学校の概

要とどのような外部サポート団体と連携しているのかを明らかにする。Ⅳ章では、A 中学校、

横浜市教育委員会、NPO、NPO が運営する学習支援団体へのインタビュー調査の結果に基

づいて、Ａ中学校を中心とした外国につながる子どもたちへの支援と連携における各機関

の役割や想いを明らかにする。そして、最後にⅤ章では、全児童の約 7 割近くが外国につ

ながりを持つＢ小学校の事例とも比較しながら、A 中学校の事例における外国につながる子

どもたちへの支援の連携の全体像を描き、考察を行う。 
 フィールドワーク調査は、まず 2010 年 8 月に横浜市Ａ中学校国際教室担当教員 A 先生

に約１時間のインタビューを行い、A 中学校と連携関係のある外部サポート団体を確認した。

それら外部サポート団体にそれぞれアポイントを取って、10 月には横浜市教育委員会事務

局指導部指導企画部指導主事Ｍ氏、財団法人横浜市国際交流協会多文化共生課課長代理Ｋ

氏、11 月にはなか国際交流ラウンジコーディネーターＮ氏を対象としてぞれぞれ一時間ず

つのインタビュー調査を実施した。さらに、横浜市泉区で外国につながる子どもたちの占

める割合が高く、子どもたちへの支援に先進的に取り組んでいる横浜市立 B 小学校におい
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てもフィールドワーク調査を行い、筆者自ら支援者となって夏休みの補習教室で児童に対

する学習指導を約 3 時間行い、その施設見学と国際教室担当教員 K 先生へのインタビュー

を約 2 時間行った。 
 
 

Ⅰ 先行研究の整理と調査概要 
 
 本章は、日本における外国につながる子どもたち（一般的なニューカマー3）についての

研究と、その子どもたちに対しての支援や行政、学校、NPO、地域ボランティア等の連携

に関する研究がいかに行われてきたかを先行研究の整理から明らかにし、本論の意義を明

らかにする。さらに、本論における調査の概要を記す。 
 
１ 日本における外国につながる子どもたちの研究 
 
 外国につながる子どもたちの研究は、「ニューカマー外国人児童生徒の教育問題」という

文脈で、太田の研究【太田 2000】、志水・清水の研究【志水・清水 2001】、清水の研究【清

水 2006】によって取り上げられ、彼らの生活実態の解明が進むとともに、学校の受け入れ

と日本の学校文化にニューカマーの子どもたちを没個性化させて適応させてしまう教育傾

向等の諸課題が指摘されてきた。 
太田【2002】は、ニューカマーの子どもたちの日本の学校への登場は、ヒトの国際的移

動というグローバルな文脈において進行する外国人人口の増大と、その多様化に随伴する

ひとつの事象と捉え、フィールドワークを元にいくつかの事例を上げ、学校の中でのニュ

ーカマーの教育実態を明らかにしている。その中で太田は、日本は自分たちの社会を「単

一民族社会」と規定する意識がなお高く、ゆえにニューカマーの子どもたちも「少数で例

外的な者が遭遇する問題」として見過ごされてしまうことになると述べている【太田 2000】。  
志水・清水の研究【2006】では、中長期的に渡るフィールドワーク調査から、日本の学

校におけるニューカマーに対する教育の問題点を次のように指摘している。学校には「学

校パーソナリティ」というものがあり、それは個々の学校が位置づけられている地域の状

況と学校自体の歴史的発展過程のなかで形成された、固有の学校文化の枠組みで切り取ら

れる子どものパーソナリティのある部分、たとえば「積極的」「おとなしい」といった言葉

で表現される特徴である。子どもたちは教師からその枠組みで語られ、自らもその枠組み

の中で評価をするようになる。そしてその「学校パーソナリティ」に沿わない子ども、ま

た彼らに対する教育支援は学校パーソナリティの理論においては「問題」とされる部分に

おいてのみなされる傾向が強い。しかし、ニューカマーの子どもたちは、母語での教育経

                                                  
3 一般的なニューカマーとは、出稼ぎ、留学、難民、国際結婚、帰国等、多種多様な理由から日本に 1970
年代後半以降に来た外国人のことを指す【志水・清水 2001】。 
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験や親から学び取ったものを資源としながら行動し、そういった資源は日本の子どもとは

質的に異なる。それゆえに、彼らが学校内部でかかえる問題をエスニシティの視点から十

分に理解することなしに彼らが必要とする教育支援を過不足なく提供することは難しい課

題であると述べている。 
清水の研究【2006】では、長期のフィールドワークによるニューカマーの子どもたちと

の実際のやり取りの事例をフィールドノーツとして取り上げ、エスノグラフィー4の視点か

らさまざまな考察を行っている。その中で、学校教育の中でのニューカマーの子どもたち

と教員との関係について、日本の学校教師は「特別扱いしない」という前提を維持しよう

と試みるものの、実際には日本語を解さない子どもたちを「特別扱いしない」わけにはい

かず、結果的に「やれている」（おおよそ｢日本語による教師の指示や子ども同士のやりと

りに対する反応に大きな逸脱がない｣状態）という判断を下すまでは「手厚い支援」がなさ

れること。そして、「やれている」と判断されるやいなや、ニューカマーの子どもたちに対

する教師の対応は、「特別扱いしない」方向に転換し、そうした中で生じる子どもたちの不

適応は「努力」という個人の問題として処理されるようになると述べている【清水 2006】。 
 
２ 日本における外国につながる子どもたちへの支援に関する「連携」の研究 
 
 外国につながる子どもたちの問題における学校と行政・ボランティア・地域との連携に

関しては、ある特定の地域・取り組みに注目した実践報告等の研究がいくつかある。 
 吉田【2010】の研究では、神奈川県の「外国につながる子ども」の高校の進路等の問題

をテーマとし、自身も参加する「多文化共生教育ネットワークかながわ」（以下ME-net）5

の「多文化教育コーディネーター制度」6の実態から、地域と学校の協働について述べてい

る。吉田は神奈川県の高校における外国につながる子どもの進路をめぐる支援の課題につ

いて、同地域の小中学校と比較し、入学試験を経るための「適格者主義」が学校文化の底

流にあること、相互不干渉や閉鎖性などの教員文化の特性が小中学校に比べてより強いこ

と、生徒が広範囲から通学するため地域との結びつきが希薄化しがちなこと、規模が大き

                                                  
4 エスノグラフィーは、長期にわたって人々の日常生活に参加し、そこで起きたことを見、語られること

を聞き、さまざまな質問をする、つまり、調査者自身が関心を抱いている問題を明らかにするために、利

用しうるあらゆるデータを片っ端から集めることをいう【清水 2006:24】。 
5 ME-net は理念を示した文書や階層的な組織構造に基づくのではなく、「日本語を母語としない子どもた

ち、外国につながる子どもたちの高校進学を指導しよう」、そのために「ガイダンスを実施する」という活

動内容に賛同する人たちを緩やかにネットワークでつなげるというあり方で発展した。その後しだいに教

育相談事業など新たな事業の発展と、行政や国際交流協会などと本格協働のために組織の輪郭は明確にさ

れてきた。2009 年 9 月にはフリースクールが開港し、現在は NPO 法人化をめざして組織整備を進めつつ

ある【吉田 2010】。 
6多文化教育コーディネーター制度は、県教育委員会が外国につながりのある生徒支援を必要とする可能性

の高い学校に打診し、学校の意向をふまえて実施校を決定する。ME-net がコーディネーターの人材を各

学校に推薦し、各学校長が委嘱する。コーディネーターは実際の学校の様子を観察し、各学校の窓口とな

る職員と協議しながら必要な支援を考え、必要なサポートを配置する。コーディネーターが一部サポータ

ーを兼ねていることもある。2009 年度現在、神奈川県立高校 12 校に導入されている【吉田 2010】。 
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く一部の支援に熱心な教員個人の努力が組織の中で周辺化されやすいこと、などを挙げて

いる。こういった問題点を踏まえて多文化教育コーディネーターにインタビュー調査を実

施し、それらの考察から学校組織には外部からの支援者の参入を阻む壁が存在していると

指摘している。 
林嵜らの研究【2010】では、日本におけるニューカマー外国人をめぐる教育支援におけ

る他エージェント間の連携・協働の弱さを欧米と比較して指摘し、多くの事例を取り上げ

た中で「リスクテイキングと信頼度」「理念や目的の共有」といった連携構築の要因を指摘

している。「リスクテイキングと信頼度」とは、他エージェント間で連携をする上で、リス

クが小さい場合は信頼関係は必要ないが、リスクも高く相互信頼が必要な場合は学校や行

政側ではなくむしろ民間や NPO 側に実績やそれを知らしめる情報の流通が必要になると

いうこと。また、「理念や目的の共有」とは、多くの場合理念や目的の共有が協働を図る上

で重要な要因であるが、継続的な相互作用の結果、理念や目的の摺り合わせが起こること

もあると述べている【林嵜ら 2010】。 
さらに、佐藤【2010】は、日本における外国人教育の国レベルでのこれまでの施策の問

題点について指摘した上で、学校、行政、地域ボランティアやNPOの連携の重要性を述べ

ている。その中で佐藤は、子どもの総体としての「学力」の向上をさせるためには学校と

地域が同じような支援のベクトルに向かう必要はなく、学校が当然「狭義の学力」の向上

を目指すことになるが、地域では生徒の学習習慣づくり、興味・関心を引き出し学習意欲

を喚起させるような支援、自信をもたせることで自律的な学習を可能にするような支援が

必要であること。学校、行政、地域ボランティアやNPOの連携をはかるためには「情報ギ

ャップ」「連携概念ギャップ」7を埋めること。が重要であるとし、「恒常的なシステムづく

り」の必要性を述べている。さらに佐藤は地域ボランティアやNPO、学校、行政が連携す

る上で重要な点として、以下の 6 つの点を挙げている。 
 
 ①固定した役割を前提にした連携は必ずしも十分に機能しないこと。 
 ②まず連携ありきではなく、目の前の子どもの抱える課題から出発すべきこと。 
 ③その課題解決に向け対話がなされ、課題解決のために情報の共有が必要なこと。 
 ④その共有化の中で新しい課題を見出し、その解決のために新しい連携をはかること。 
 ⑤課題や情報の共有化などをコーディネートする人間が必要であること。 
 ⑥行政との連携のもと、活動のための何らかの予算化がなされていること。 
【佐藤 2010:130-183】 

 
以上のように、これまでの日本における外国につながる子どもたちと、彼らに対する支

                                                  
7 「情報ギャップ」は、NPO、学校、行政では子どもに関する情報、他組織について知識・情報のギャッ

プがあることをいう。「連携概念ギャップ」は、NPO は連携を対等の「協働」としてとらえているが、行

政は非対等の関係の「委託」をイメージし、学校は教育活動を効果的に進める「補完」というふうに捉え

ることをいう【佐藤 2010:176】。 
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援や行政、学校、NPO、地域ボランティア等の連携についての研究は、特定の機関（学校

や NPO、ボランティアなど）や取り組みに注目してその実践報告や成功・失敗要因を分析

するものであった。しかし、ある特定の学校に焦点を当てて、その学校がどのような外部

団体と連帯をしているのかを、各外部団体側にもインタビュー調査を実施し、その全体像

を捉えた研究は管見の限りではない。本論では日本の中でも外国人の増加が著しい横浜市

に注目し、その中でも外国につながる子どもたちが非常に多く在籍する横浜市立 A 中学校

を取り上げ、A 中学校と連携関係のある他機関側（行政、NPO など）にも調査を行うこと

で A 中学校を中心とした連携の全体像を描き、連携のあり方を考察することによって、今

までの研究にはなかった視点から外国につながる子どもたちの問題に言及できると考える。 
 
３ 調査概要 
 
本論における調査の概要は以下の通りである。まず 2010 年 8 月 26 日に横浜市立Ａ中学

校で今年から国際教室を担当されている教員のＡ先生にインタビュー調査を行った。時間

は約 1 時間で、インタビュー冒頭、Ａ先生からＡ中学校における外部サポート団体との連

携状況をまとめた資料をいただき、1 つ 1 つを詳しく説明していただいた。その後気になる

箇所を詳しく質問し、最後にＡ先生の考える外国につながる子どもたちの抱える問題につ

いてお話していただいた。そのインタビューで知ったＡ中学校と連携している外部サポー

ト団体に対し、その後アポイントを取ってインタビュー調査を行い、Ａ中学校との連携に

関してお話を伺った。まず行政機関として、2010 年 10 月 15 日に横浜市教育委員会の事務

局指導部指導企画部指導主事Ｍ氏にインタビューを行った。時間は約 1 時間で、資料を見

ながら横浜市教育委員会で行われている市内の外国につながる子どもたちへの支援事業に

ついてお話いただいた。次に、2010 年 10 月 29 日にＮＰＯである財団法人横浜市国際交流

協会（以下、ＹＯＫＥ）の多文化共生課課長代理Ｋ氏にインタビューを行った。時間は約 1
時間で、ＹＯＫＥの事業内容からなか国際交流ラウンジの現状と課題、今後の方針につい

て伺った。さらに 2010 年 11 月 24 日にＹＯＫＥの運営するなか国際交流ラウンジでコーデ

ィネーターをされているＮ氏にインタビューを行った。時間は約 1 時間で、なか国際交流

ラウンジでの業務や外国につながる子どもたちが抱える問題についてお話いただいた。な

お、全てのインタビューにおいて最後はそれぞれの立場で各氏が「今後の外国につながる

子どもたちへの支援について思うこと」という統一の質問を行った。 
また、同じ横浜市内で外国人の多く在住する泉区のＢ団地内に位置し、外国につながる

子どもたちへの学習に先進的な取り組みをいち早く行っている横浜市立 B 小学校に対して

もフィールドワーク調査を行った。調査は 2010 年 8 月 26 日の夏休み最終日の補習授業期

間中に実施し、午前中はまず筆者自ら支援者として児童の学習指導を行った。午後は国際

教室担当教員Ｋ先生に小学校の概要を説明いただいた後、学校内の施設見学を行い、イン

タビュー調査を実施した。時間はそれぞれ午前約 3 時間、午後約 2 時間である。 
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 調査においては、それぞれお忙しい方へのインタビューをお願いしたため、アポイント

を取ることが非常に困難であった。また、どの機関の方々も日頃研究者や学生からの調査

依頼を受けることが多いため、事前の調査をしっかり行ったことを伝えたことによってイ

ンタビューを受けていただくことができた。 
 
 

Ⅱ 横浜市における外国につながる子どもたちを取り巻く現状 
 

本章は、第一に神奈川県、そして横浜市における外国人と外国につながる子どもたちの

現状を明らかにし、第二に外国につながる子どもたちが抱える問題を、来日した背景と共

に明らかにしていく。そしてそれらの現状と問題に対し、これまでに行われている横浜市

の取り組みについて検討する。 
 

１ 神奈川県における外国人と外国につながる子どもたちの現状 
 
神奈川県における外国人登録者数は年々増加しており、1985 年には 47,279 人と神奈川県

の全人口に対し 0.6％だったが、2007 年には 167,601 人で 1.9％と、20 年ほどで約 3 倍に

も増えている【神奈川県教職員組合 2010】。全国的に見ても神奈川県の外国人登録者数は

第 4 位で 7.8％を占め、その国籍は中国 30.1％、韓国・朝鮮 20.1％、フィリピン 11.0％、

ブラジル 8.0％、ペルー5.0％、ベトナム 3.2％である【吉田 2010:149】。この国籍の多様

さは他の地域と比較しても珍しく、例えば大阪では外国人登録者は多いがその出身のほと

んどが中国である。このように、在住する外国人の国籍が多様であるため、「神奈川は日本

の縮図」とも言われている【神奈川県教職員組合 2010】。 

県内を見てみると、横浜市と川崎市のみで 63.2％と県東部で外国人の比率が高く、とく

に横浜市鶴見区、川崎市川崎区などは、在日韓国・朝鮮人や南米からの日系人などが多い

ことで知られる。県西部・県中部では、大和市・横浜市泉区・相模原市を中心にインドシ

ナ難民の人々が多く、また、愛川町などのように、工場を中心に日系の人々が多く雇用さ

れて居住している地域もある【吉田 2010:149】。また、文科省調査による「日本語指導が

必要な外国人児童生徒」（2008 年 9 月現在）では、神奈川県に 2,794 人（全国の 9.8％）が

在籍し、愛知県 20.3％、静岡県 10.2％に次いで全国で 3番目に多い【吉田 2010:151】。さ

らに、高校にいたっては 295 人の生徒が在籍し、愛知県の 30～40 人と比べて圧倒的な数で

全国 1位である【神奈川県教職員組合 2010】。 

 

２ 横浜市における外国人と外国につながる子どもたちの現状 
 

 神奈川県内でも外国人登録者数の比率が高い横浜市であるが、近年では毎年約 5％の増加
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を続けており、現在は 7 万 9 千人を越え、市全体の人口の 2.2％に達している（2010 年 9

月現在）。それに伴い横浜市の公立学校に在籍している外国人児童・生徒数、外国につなが

る子どもたちの数も年々増加している【横浜市交際交流協会 2010】。なお、国別の内訳は

以下の通りである。 

 

表 1 横浜市における外国人児童生徒数（小中学校）【国別児童生徒数】 

  H19(2007) H20(2008) H21(2009) H22(2010) 

外国人児童生徒数 

（小・中学校）(人) 
2,254 2,324 2,418 2,432 

中国（人） 729 793 846 869 

韓国（人） 540 464 423 400 

フィリピン（人） 219 252 296 293 

ブラジル（人） 141 166 172 171 

ベトナム（人） 168 219 241 241 

ペルー（人） 121 167 166 151 

カンボジア（人） 34 27 27 27 

国
別 

タイ（人） 32 29 34 34 

外国につながる（小中学校）

（人） 
2,834 3,180 3,340 3,543 

（出典）【横浜市教育委員会指導企画部 2010】 

 

３ 外国につながる子どもたちが抱える問題 
 
 外国につながる子どもたちが抱える問題について、これまでどのようなことが指摘され

ているのかを、文献に基づいて検討する。 
まず神奈川県における外国につながる子どもたちが来日した背景として、以下のような

ものが挙げられる。 
 
 ①過去の植民地支配に由来する、在日韓国・朝鮮人等 
 ②1970 年代以降来日したインドシナ難民の家族、呼び寄せられた子どもたち 
 ③1990 年以降来日した、中南米日系人 
 ④中国帰国者の子孫、家族滞在者 
 ⑤母親の再婚で呼び寄せられた子どもたち、国際結婚の子どもたち、日本国籍者 
 ⑥海外帰国児童生徒 
【神奈川県教職員組合 2010】 
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これらの多様な背景をもって来日した外国につながる子どもたちは、実に様々な問題を

抱えている。これらを整理すると以下の 5 つに分類できる。 
 
ⅰ）子どもたちを取り巻く多文化的環境 
 外国につながる子どもたちの多くは、保護者との会話に母語を織り交ぜながら話すだけ

ではなく、衣食住すべてにおいて多文化的生活環境の中で生活している。しかし、家から

一歩出ると日本語を巧みに話し、学校給食や友達との関わり等も日本的な環境の中で生活

している。つまり、子供たちは異文化間を移動しながら生活していると言える。学校では、

話す言葉も食べるものも味付け等も全く異なる環境なため、「私は何人なの？」等、自己肯

定感が乏しい子どもも見られる【横浜市立 B 小学校 2010】。さらに彼らは親の都合で来日

させられているため、自分の意思で来日して学ぶ留学生とは異なり、日本での生活環境は

彼らにとって非常に厳しいものとなっている【ＹＯＫＥ 2010】。 
 
ⅱ）親子間のコミュニケーション不足 
 例えば横浜市立 B 小学校のある横浜市泉区 B 団地では、外国につながる子どもたちの保

護者が勤める会社に通訳のできる人が常駐していることも多く、保護者は日本語を話すこ

とができなくても仕事のできる環境にある。また、通勤も自転車やバイク等で通える範囲

にあり、買い物も団地の周りにある多国籍食材を扱う店やレストランで済ませることが多

く、日本語がわからなくても不自由なく生活できる。このように親は時間をかけて日本語

を学ぶ機会が少なく、次第に子どもの話す日本語についていけなくなる場合が多くなり、

親と子が細やかなコミュニケーションや感情を言葉で伝え合うことに、困難さを感じてい

る家庭が多い状況にある。また、母語の力が落ちる傾向が見られる児童に対して、親が母

語で教えようとしても母語が理解できない子どもにとっては、理解が難しい。そのような

場合、勉強は子どもや学校に任せっぱなしになってしまうことが多い。結果として、高学

年から中学校期にかけて、学習を介しての親子間コミュニケーションが薄れ、親子共に学

習への興味関心を失い、学力の向上やことばの定着どころか、親子の会話すら困難となっ

ている状況も見受けられる【横浜市立 B 小学校 2010】。 
 
ⅲ）アイデンティティの形成 
日本での生活は日本語の習得を含め、日本の生活に溶け込むことが必要とされるが、母

国文化との狭間で子どもたちはアイデンティティを模索することになる。さらに外国につ

ながる子どもたちは常にマイノリティであり、日本に同化しようとするあまり母語を隠そ

うとする子どももいる。1～2 名しか外国籍生徒が在籍していない公立学校の子どもたちは

より厳しい状況に置かれていることが推測できる【ＹＯＫＥ 2010】。こういったアイデン

ティティの問題に対して、子どもたちが自らのルーツに誇りをもつため、さらには親子間

のコミュニケーションが円滑に行えるために母語の重要性が指摘されている【横浜市立 B
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小学校 2010】。 
 
ⅳ）ダブルリミテッド 
言語習得においては「ダブルリミテッド」の問題がある。ダブルリミテッドとは、物事

を深く考える言語が、母語、日本語ともに欠落し、抽象的思考ができないことを示す。小

学校 4、5 年の学齢期で来日した子どもたちは、一見すると日本語が流暢だが学習言語（抽

象言語）が身についていないケースが多々見られる。抽象言語は小学校 6 年生頃から習う

ため、母語、日本語ともに語彙が欠落してしまう。彼らは例えば、「わたしの人生」を考え

る場合、日本語、母語でも語彙がないため抽象的思考ができず、そういった思考を要する

教科が苦手になってしまう【ＹＯＫＥ 2010】。こういった子どもたちは、日常会話では日

本語に困ることはないが、教科学習の場合では日本語の語彙が乏しく、ことばを関連づけ

たりイメージ化したり、複雑な構造の文の理解や文章理解の力が弱いために、学力面に影

響がある。この問題は一般的に、抽象的学習内容の多い高学年になるにつれて顕著になっ

てくる【横浜市立 B 小学校 2010】。 
 
ⅴ）進路 
 外国につながる子どもの進路については、これまでの研究から、①入試の壁、②経済・

社会的格差によるアクセスの不平等、③日本語力に端を発する「低学力」、④家族が支えに

ならない、⑤役割モデルの不在などが指摘されてきた【佐藤 2010:148-149】。そこで「在

日外国人特別募集枠」という外国籍の生徒対象の試験枠もあるが、その数はまだまだ十分

ではなく、さらに家庭の経済的な問題から私立高校への入学も難しい。さらにこれらの試

験に落ちてしまうと、夜間高校か定時制高校。これらにも落ちると最終的には通信制高校

となる【大高 2009】。しかしこれらの高校へ入学したとしても、日本語のできない子ども

たちにとって学校の勉強についていくことは非常に難しく、結果的に「学校生存率」8は非

常に低い。 
 
４ 外国につながる子どもたちに対する行政の主な取り組み 
 
こういった現状や課題に対し、横浜市（神奈川県）ではどのような取り組みがされてき

たのかを文献と横浜市教育委員会事務局指導部指導企画部指導主事Ｍ氏へのインタビュー

調査から明らかにする。 
現在神奈川県では、帰国及び外国につながる子どもたちがすみやかに日本の小・中・高

等学校の学習及び生活に適応し、さらにその特性を十分に活かせるように受け入れ指導、

適応指導の充実を図るため、平成 4 年度から国際教室を設置している。設置に当たっては、

                                                  
8 ある年に中学校に在籍する外国人数を数え、３年後高校に在籍する外国人数を数えて割ったもの。単純

な比較はできないが、１つの指標とされている【神奈川県教職員組合 2010】。 
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日本語指導が必要な外国人児童生徒が 5 名以上で原則として担任教諭 1 名を配置し、20 名

以上で 2 名配置している【山脇 2005:112】。 

また、横浜市には高校入試の際「在日外国人特別募集枠」というものが設けられている。

これは県内 10 校の公立高校で実施され、毎年計 104 名の生徒がこの枠を使って高校へ進学

しており、この枠の人数の多さは他の地域ではみられない規模である。この制度を利用で

きるのは入国後在留期間が受験年の 2 月 1 日現在で通算 3 年以内の者、さらに外国籍、ま

たは日本国籍習得後 3 年以内の者としている【神奈川県教職員組合 2010】。しかし吉田に

よれば、現在でも志願者の増加に対して特別枠募集校の増加は追いついていないという。

来日 3 年以内という条件も、6 年とする大阪府の制度より対象となる子どもの範囲が狭く、

日本語を母語としない子どものかなりの部分が対象外となっている実情がある。彼らのう

ちの相当数は神奈川県教育委員会が定員内不合格9は出さないという明確な方針を出してい

ることもあり、比較的入りやすい定時制や通信制などに入学しているとみられる。高校に

おける「日本語が必要な生徒数」全国 1 位という神奈川県の状況は、県内に居住する外国

につながる子どもたちの多さと、高校入試での特別募集枠の存在、さらに定員内不合格は

出さないという神奈川県教育委員会の明確な方針によって生まれている【吉田 2010:154】。 
  
さらにその他の取り組みも含め、現在横浜市教育委員会で行われている外国につながる

子どもたちへの支援事業を以下のようにまとめる。 
 
表 2 平成 22 年度 帰国・外国人児童生徒教育関係事業概要 
事業名 校数等 事業内容 

①国際教室担当

教員配置校 

（H.4～） 

・教員の加配 

・教室の設置 

小学校 40 校 

中学校 19 校 

計 59 校 

（H22.5.1 現在） 

＊うち 14 校で 2 名配

置 

・外国人児童生徒への指導を担当する教員を配置。

・国際教室を設置し、日本語の指導、教科指導、生

活適応指導等を行う。 

②横浜市日本語

教室 

（S.56～） 

・集中教室 

・派遣指導 

・特別指導 

日本語講師（非常勤）

27 人（7 ヶ国語に対

応） 

【日本語講師の対応

言語内訳】 

中国語 20、英語 23、

ポルトガル語 5、スペ

イン語 3、カンボジア

日本語の初期指導が必要な帰国及び外国人児童生

徒に対して、日本語指導資格を持った講師が指導を

行う。 

【集中教室（児童生徒が通級）】 

4 校で実施、月曜～金曜・週 2 回、計 20～60 回 

【派遣指導（日本語講師を各学校へ派遣）】 

月曜～金曜・週 1 回、計 20～40 回 

                                                  
9 定員内不合格とは、入試において基準に達しなければ定員内でも不合格にすることである。 
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語 1、韓国・朝鮮語 1、

タイ語 1 

③母語を用いた

学習支援 

国際教室設置校中 22

校 

（小 11・中 11） 

児童生徒の母語ができる学習支援サポーター 

による学習支援。 

④初期適応支援 国際教室設置校以外

の市立小中学校 

・入学間もない日本語が理解できない児童生徒への

母語のできるサポーターによる学校生活適応支援。

・編入間もない時期に 1 回につき 2 時間、15 回 

⑤学校通訳ボラ

ンティア 

（保護者対応） 

市立小中学校全校 ・市立小中学校における転入学の説明、個人面談、

入学説明会、家庭訪問等における通訳を行う。 

・ボランティア派遣は横浜際国際交流協会（YOKE）

に業務委託。 

⑥各種ガイドブ

ック等発行 

（配布・HP) 

  ・「学校用語・通知文対訳集」発行（H.14) 8 ヶ

国語 

・「横浜市帰国児童生徒教育ガイド」発行（S.56～）

・「きょうから はまっ子」発行（H.12～） 7 ヶ

国語 

⑦日本語指導者

育成講座 

全校対象（募集人員

50 名） 

・日本語指導の仕方 

・日本語ができない児童生徒の受け入れと指導 

・その他 

（出典）【横浜市教育委員会指導企画部 2010】 

 

以下、上記の表の①～⑦について、詳しく説明していく。 

 

①国際教室担当教員配置校 
 国際教室での授業内容については、各校の校長指導のもと学校の裁量に任せている現状

である。中には国際教室のために使う空き教室が確保できないといった学校や、国際教室

設置のため加配された教員が学校内の事情で他の業務の手伝いに回っていたりするような

学校もある（本来は 1 人 20 時間、2 人加配されれば 40 時間、外国につながる子どもを指

導に当たらなければならない）。教育委員会から出る国際教室のための予算としては、教科

書代など消耗品等に使うための予算が少し出ているのみで、あとは「母語を用いた学習支

援」への予算だけである。そのため各学校では学校配当予算の中からやり繰りしながら、
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できるだけ多くのボランティアに来てもらう工夫をしているといった現状である。 
 
②横浜市日本語教室 
教育委員会所管の日本語教室は「集中教室」と呼ばれ、市内 4 カ所に設置されている（中

区、鶴見区、泉区、金沢区の小学校）。それぞれ外国につながる子どもたちが多い地域とし

て「集中教室」が設置され、まれに徒歩で通学できる小学生が通うケースもあるが、基本

的には区内の中学生が通ってくる。集中教室へは人数の関係上在籍校の状況によって通え

る回数が設定され、たとえば A 中学校のように学校の中で国際教室があり日本語指導の専

門の先生がいる学校に関しては、集中教室への通学は週 2 回・全 40 回までと少なめの回数

に設定されている。一方で外国につながる子どもが少ない学校に関しては、60 回と多めの

回数で設定されている。 
集中教室に通うことのできない小学生への手立てとして、日本語講師の中で集中教室の

担当と、小学校に派遣される派遣講師を分け、小学校に関しては週 1 回、必要に応じて各

学校に派遣をしている。横浜市の日本語講師は現在 27 名。（横浜市では日本語講師の資格

の取得条件が他の自治体よりも厳しい。文部科学省が出している日本語講師資格に準ずる

他、日本語を合わせ合計 3 ヶ国語に堪能であることが必須条件とされる。）日本語講師は非

常勤として採用されているが、資格の取得条件が厳しいため他の非常勤講師よりも給与が

高く設定されている。 
つまり、横浜市教育委員会が所管する日本語教室は、4 カ所の「集中教室」と小学校に対

しての派遣による指導とを合わせて「日本語教室」と呼ぶ。この制度は横浜市内のどの学

校に対しても行っており、外国籍であっても日本国籍を取得していたり二重国籍だったり

する子どもたちも分け隔てなく、日本語の指導が必要であれば受けることができる。 
 

③母語を用いた学習支援 
 横浜市内で国際教室を設置している小中学校全 59 校のうち、22 校が母語を用いた学習支

援の推進校となってサポーター制度を受けている。この制度は母語を生かした学習支援を

希望する学校が、地域のボランティア団体等から独自にボランティアを見つけて契約し、

その謝礼を教育委員会が補助するシステムである。この制度が導入された背景として、国

際教室設置にあたり教員の加配が県の事業として決まってはいるものの、予算の関係上加

配教員の数を現状に対して必要な数まで増やすことができないことがある。外国につなが

る子どもたちは、特に来日初期の子に関して不安を抱えている子が多く、母語による学習

支援によってしっかりと子どもを見てあげたほうがよいのではないか、という発想からこ

の制度がつくられた。 
 
④初期適応支援 
国際教室を持たない学校に関しては、「生活適応支援」という来日間もない子どもたちに
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学校生活のルールなどを教えるため、15 回に限って母語のできるサポーターを使うことが

できる。 
 
⑤学校通訳ボランティア 

横浜市国際交流協会（ＹＯＫＥ）に業務委託をし、保護者向けの学校通訳のボランティ

アを派遣している。例えば学校が説明会を開く際、学校長の説明を通訳をしてもらったり、

懇談会でみんなが話し合っているところを通訳してもらったりしている。ボランティアへ

の謝礼は横浜市がまとめた形でお金を払い、それをＹＯＫＥが実績に応じて支払う形にな

っている。 
 

⑥各種ガイドブック等発行 
学校がさまざまな通知文を出す際参考になるよう、通知文の例を 8 ヶ国語に訳した通知

文の解訳集や、海外からの帰国児童生徒向けガイド、外国につながる子どもたちが横浜の

学校に入ったときのために学校生活の説明を 7 ヶ国語に対訳した「きょうから はまっ子」

など、各種ガイドブックを発行している。 
 
⑦日本語指導者育成講座 

横浜市は特別に外国人を積極的に受け入れるような学校を作っていないため、市内全て

で外国につながる子どもが住民票を出した学区の学校に受け入れをお願いしている。その

ため、受け入れ実績の豊富な A 中学校のような学校ならよいが、そういった実績のない学

校では教員は大変慌てることになる。そこで今年から学校の教員に対し、日本語の指導が

必要な子どもたちが来たときにどういう対応をすればいいのかを学ぶ研修や、国際教室に

配置される教員を育てるための研修を行っている。 
 
 

Ⅲ 横浜市立Ａ中学校における外部連携サポート団体 
 
本章では、Ａ中学校の概要と、横浜市立Ａ中学校で行った国際教室担当教員 A 先生を対

象としたインタビュー調査をもとに、Ａ中学校がどのような外部サポート団体と連携して

いるのかを明らかにする。 
 
１ Ａ中学校の概要 
 
横浜市立 A 中学校は昭和２２（１９４７）年４月、現在の北方小学校の地を借りて北方

中学校として開校された。現在の場所には昭和２３（１９４８）年に移転し、横浜港に近

いために「A 中学校」に改名され、現在に至っている。学区内には、全国的にも知られる横
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浜中華街、元街商店街、山下公園、港の見える丘公園、山手外人墓地等の観光地がある。

更に周囲には赤レンガ倉庫、山手西洋館があり、国際色に富んだ横浜の歴史を感じること

ができる場所に立地している【A 中学校ホームページ】。また、A 中学校のある横浜市中区

では過去 10 年の間に外国人登録者数が約倍にまで増加し、区民 15 万人中 1 万 5 千人が外

国人であり、区の人口の 10.6％、10.4 人に 1 人が外国人と、市内でも第 1 位である。さら

に中区中心部のＡ中学校、Ｂ中学校、Ｃ中学校では、外国につながる子どもの割合が 35～
40％にものぼっており、その多くが中国人の子どもたちである【ＹＯＫＥ 2010】。1 年 2
クラス、2 年 3 クラス、3 年 4 クラス、それに個別支援学級 3 クラスを加えた規模の学校だ

が、在校生の約 30％が中国をはじめとする外国人（及びそれにつながる）生徒であり、校

内に外国語が飛び交い、それが日常的な光景である【Ａ中学校ホームページ】。 
 

２ Ａ中学校における外部サポート団体と連携の状況 
 
 現在Ａ中学校で行われている外国につながる子どもたちへの支援のために連携している

外部サポート団体を、国際教室担当教員の A 先生へのインタビュー調査をもとに以下のよ

うにまとめた。 
 
表 3 Ａ中学校における外部連携サポート団体 
団体名 運営団体（分類） 場所 対象者 内容 

①Ｄ小学校 

日本語教室 

市教育委員会 

（行政） 

Ｄ小学校 

（桜木町） 

来日間もない

すべての生徒

全 40 回の日本

語指導。週 2 回

②母語を生かした

学習支援サポータ

ー制度 

市教育委員会 

（行政） 

Ａ中学校内 

国際教室 

国際教室対象

生徒 

母語サポーター

5 名が週 7 回取

り出し授業支

援。1 回 2 時間

③横浜市国際交流

協会派遣母語通訳 

横浜市国際交流協

会ＹＯＫＥ 

（ＮＰＯ） 

Ａ中学校内 日本語を母語

としない保護

者 

面談、家庭訪問、

説明会時の通訳

④なか国際交流ラ

ウンジ生活相談 

横浜市国際交流協

会ＹＯＫＥ 

（ＮＰＯ） 

なか国際交流

ラウンジ 

外国籍市民 中国人 1 名が常

駐。外国籍生徒

やその保護者の

生活相談 

⑤なか国際交流ラ

ウンジ学習支援 

横浜市国際交流協

会ＹＯＫＥ 

（ＮＰＯ） 

なか国際交流

ラウンジ 

Ａ中学校生徒

9 名 

週 1 回木曜日 
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⑥朋の会 （ボランティア） なか国際交流

ラウンジ 

Ａ中学校生徒

3 名 

退職した教員に

よる学習支援 

週 1 回月用 

⑦たぶんかフリー

スクールよこはま 
Me-net 
（ボランティア） 

浦舟総合福祉

施設 10 階 

Ａ中学校生徒

5 名 

補習教室。週 1

回火曜 

（出展）【Ａ中学校 2010】 
 
＜その他生徒が個人的に通っていて、学校で把握している団体＞ 
・なかラウンジ内にあるボランティア補習教室 
・県民センター内「ユッカの会」、「地球学校」、「トマトマ」 
 
以下、上記の表の①～⑦について、詳しく説明していく。 

  
①市教育委員会「Ｄ小学校日本語教室」 
 横浜市教育委員会が行っている日本語教室。Ｄ小学校がセンター校となり、来日間もな

い生徒が週 2 回、全 40 回（Ａ中学校の場合）通う。時間は 1 回につき１時間半。13 時半

からのグループと 15 時からのグループに分かれていて、13 時半からのグループはお昼を食

べるとすぐに桜木町に向かい、15 時まで勉強した後Ａ中学校に戻って部活動に参加する。

15 時からのグループは 5 時間目が終わると 14 時半ごろ出発し、16 時半ごろに日本語教室

での授業を終えるとそのまま帰宅するか、夏場では部活動に参加するために再び A 中学校

に帰ってくる生徒もいる。授業は日本語、中国語、ポルトガル語などで、日本語教育専門

の先生が指導にあたる。この日本語教室に入るためには筆記の能力試験と、教員・保護者・

本人との面接が必要である。その際にはＡ先生も同席して日本語教室側に入学希望生徒に

ついての説明をし、そのついでにすでに日本語教室で勉強している生徒の様子も観察する。

こういった A 先生の日本語教室への訪問は、最低でも月に 1 回以上は行われている。生徒

が全 40 回の授業を終えると、日本語教室側からその生徒の学習がどこまで進んだかという

レポートを送ってもらう。この日本語教室は授業時間に制服で行き、授業を行うため扱い

は学校と同じであり、遅刻や欠席は在籍校にそのまま影響する。そのため生徒に何かあれ

ば必ず連絡が入り、相互の情報交換はかなり密にされている。ただ 40 回を終えての生徒の

日本語熟達度はまちまちである。しかし A 先生は、「授業回数がもっと増えたらいいのかも

しれないが、ここはあくまで初期の日本語しかやらないため、教科の勉強もしなければな

らない生徒たちにとっては学習面でここに頼りきりになるわけにはいかない。学校内の国

際教室や他の外部団体をうまく活用して学習を進めていく必要があり、そういった意味で

住み分けはできている。」と考えている。 
 
②市教育委員会「母語を生かした学習支援サポーター制度」 
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 教科専門教員が生徒に教える際、日本語では難しい内容を母語サポーターが生徒に母語

で通訳・解説する。現在Ａ中学校では週 2 回 2 名、週 3 回 3 名の計 5 名の中国人のボラン

ティアのサポーターが来ている。今年は例年より予算が多く出た分、1 人のサポーターに週

2 回来てもらえることができている。このサポーターは学校側が人材を探し、教育委員会か

らはサポーターに払う謝礼の予算をもらっている。 
 
③横浜市国際交流協会派遣母語通訳 
 横浜市国際交流協会（ＹＯＫＥ）が派遣する通訳。主に面談、家庭訪問、進路説明会な

ど全体への説明会の時に来てもらう。その場の通訳であるため、事前の打ち合わせなどは

特にない。トラブルが起きればＹＯＫＥに連絡するが、ここでのトラブルというのはほと

んどない。 
 
④なか国際交流ラウンジ生活相談 
 生活相談は、なか国際交流ラウンジの中国人職員 N 氏が外国籍の人の相談を一手に引き

受けている。例えば「日本に子どもを呼び寄せたいんだけど」という相談に対し、「中国で

勉強したほうがいいんじゃないの？」とか、「こうゆう勉強方法があるよ。」などのアドバ

イスをしている。Ａ中学校への入学希望者がいた場合など、学校に知らせておいたほうがよ

いと判断した相談案件があった場合、学校側にも連絡が来る。 
 
⑤なか国際交流ラウンジ学習支援 

N 氏がコーディネーターとなり、ボランティアが生徒にほぼマンツーマンの形で学習支

援を行う。現在Ａ中学校の生徒は 9 名が週 1 回通っている。夏には補習教室も開いている。

この「なか国際交流ラウンジ」とは定期的に連携しており、だいたい各学期で 1 回ずつ年

約 3 回、他の中区の国際教室のある中学校（Ｂ中学校・Ｃ中学校）と 3 校合同で情報交換

のための会議を行う。学習支援に関しては実際に生徒の通学が始まる前や途中経過などに、

生徒の熟達度や様子を確認するために年 5 回ほどボランティアや他校を含めて話し合いを

行う。また、コーディネーターであるＭ氏から、生徒に関する報告（生徒の様子や無断欠

席、個人的に生徒の抱える悩みなど）や行事への誘いなどでちょくちょく学校へ電話もあ

り、情報交換が密にされている。 
 
⑥朋の会 
 なか国際交流ラウンジ内で行われている退職した教員による学習会。初期の日本語や教

科を習う国際教室に対し、「高校受験のために本格的に勉強したい」というような日本語レ

ベルの生徒が通う。学校では手が回らない外国につながる生徒の受験対策用。何かあれば 
連絡は来るが、普段からの連携はない。 
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⑦たぶんかフリースクールよこはま 
 Ａ中学校国際教室でＡ先生の前任だった教員が代表を務めるＮＰＯ(Me-net)が運営する。

こちらも何か連絡が来る程度で、普段からの連携はない。 
 
 

Ⅳ Ａ中学校における外部サポート団体との連携のあり方―インタビュー調査から― 
 
 本章では、A 中学校国際教室担当の A 先生、さらに A 中学校と連携関係にある横浜市教

育委員会事務局指導部指導企画部指導主事Ｍ氏、財団法人横浜市国際交流協会（YOKE）多

文化共生課課長代理Ｋ氏、なか国際交流ラウンジコーディネーターＮ氏へのインタビュー

調査をもとに、それぞれの立場での外国につながるこどもたちへの取り組みと課題、他の

団体との連携、さらに今後に向けた想いを明らかにしていく。なお、アンダーラインの部

分は筆者が特に重要だと考えた箇所である。 
 
１ 横浜市Ａ中学校国際教室担当教員Ａ先生へのインタビュー 
  
ⅰ）外部サポート団体への橋渡し 
来日直後で日本語が初歩レベルの生徒には学校で基礎を教えることはできるが、もうす

でに日本語がかなりできていて、さらに勉強がしたいという生徒は国際教室では手が回り

きらない。学校では、「もっと勉強がしたい」という生徒や、教員が「ここを強化したらい

い」と考える生徒に対し、他の学習支援団体を紹介している。生徒の日本語や成績のレベ

ルに合わせ、日本語の初期教育を行う国際教室からボランティア団体へ、あるボランティ

ア団体からさらにレベルの高い指導を行うボランティア団体へというように、橋渡し的な

通わせ方もしている。しかし外部サポート団体に行けていない子は、無気力になってしま

ったり、学校が終わると遊びに行ってしまったりする。そういった生徒は放課後に学校に

残して勉強を見ている。 
 
ⅱ）進路について 
高校の外国人枠10がとても少ない。あっても募集人数が若干名であったり、遠くて通えな

かったりするので、横浜市内に外国人生徒も多く入学できるような市立の高校を作ってほ

しい。年々高校の外国人枠は増えてはいるが、それに追いつかないほど外国人も横浜市に

増えている。もはや「焼け石に水状態」。とにかくもっと増やしてほしい。 
 
ⅲ）高校との連携について 
部活動を通じて少し交流を持つ機会もあるが、高校の教員と関わっているのはそれくら

                                                  
10 「在日外国人特別募集枠」 
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いで、まだまだだと感じる。教育委員会の研修では、小中高校の教員が合同で行う研修が

多い。そういったところで教員同士は少しずつ交流が始まっている。小中学校間であれば、

夏休みには教員全員が必ず教科ごとにチームを組み、合同研修を行う中で連携をはかる。

国際教室であれば、近隣のＭ小学校に昨年は 2 度訪問し、進路の話をしたり外国人の保護

者対象の説明会で中学校入学にあたっての説明を行ったりもした。小中学校での連携が進

む一方で、中高間は部活で一部交流があるか、教員同士の研修で交流するかといった程度

である。高校の教員が進路に関することで中学校に足を運ぶ機会は多く、その際に A 中学

校から進学した外国につながる生徒についての話をすることもあるが、高校から来ている

教員も進路担当者と 3 年の教員という一部の教員だけであるため、もう少し高校との連携

が広がればよいなと考えている。 
 
ⅳ）学校と外部サポート団体との連携の現状 
 A先生の前任校であるT中学校では、社会人と学生が運営する 2 つのボランティア団体に

曜日別に学校に来てもらい、夏休みに数日補習教室をやってもらうなどしていた。A中学校

でも夏休みの補習教室を開くことは可能だが、現時点ですでに多くの学習支援を行う団体

と関わり、多くの生徒を通わせているため、学校内で補習教室などを開く必要はないと考

えている。横浜市立B小学校は団地の中の学校で、他の場所に行くには不便な地区に立地し

ている。B小学校と連携をしている多文化まちづくり工房は、学校の目の前で教室を開いて

いるため、ボランティア団体が学校に入ったり、学校が終わったあとに児童がボランティ

ア団体に行ったりしやすい環境にあり、相互にとって都合がいい。前任のT中学校でも立地

条件的にB小学校と同様であった。ただ、A中学校がある中区では、数多くある外部サポー

ト団体は学校から徒歩圏内にあり、中区では多数の外国につながる子どもが在籍している

ため、それら全ての子どもたちを見るために、学校内部で学習教室を開くような形ではな

く生徒を外の学習教室へ通わせるような形が望ましい。なか国際交流ラウンジとも学習支

援をどこで行うか検討したが、もしどこか 1 つの学校で支援を行うとなると、その学校に

他校の生徒が多く来ることになってしまうし、支援を行える学校にも偏りが出てしまう。T
中学校のある鶴見区では外国につながる子どもたちは 2 つの学校だけに集中していたため、

外部ボランティア団体にもメンバーを分担して来てもらうことができた。そういうやり方

がある一方、中区のように、区全体で外国につながる子どもたちが多い場合は、それぞれ

の学校の生徒が 1 つの場所に集まったほうが、便利ではないかという結論に達した。学校

内で支援を行う利点としては、先生が常に様子を見ていられるため、何かトラブルがあれ

ば対処しやすいということがある。ただ、学校内で行うとその学校の生徒しか見ることが

できない。別の場所でやる場合はトラブル発生の不安もあるが、そこは各団体との連携が

取れているし、違う場所で他校の生徒と会うのも交流の 1 つであると考えている。心配は

心配だが･･･。 
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ⅵ）今後の外国につながる子どもたちへの支援について A 先生が思うこと 
 外部の団体との連携は、たとえば 10 年前に比べれば支援団体や内容も増え、年々充実

していっていると思う。学校としてはそれを繋げる仕事が増えてきたと感じている。以前

は支援してくれる外部団体を探していたが、今は選べるようにまでなった。ただ、外部か

らの支援は増えたものの、それを学校内でうまくコーディネートしたり、生徒に寄り添う

ための教員の絶対数が足りない。そのためまずは、国際教室担当、さらに教員全体の数を

増やしてほしい。A中学校では現在、全校生徒 300 人のうち日本語指導が必要な生徒が 33
名、外国に関わる子は全体の 35％である。今の国際教室の設置基準では、国際教室担当の

教員数が足りない。カリキュラムも実際にあるし、今後作っていこうという取り組みもあ

るが、日本語指導においてはさまざまな背景を持つ子どもに対し、同じカリキュラムを当

てるのは不可能で、オーダーメイドな授業作りが求められる。それにはやはり人手が絶対

に必要。また、国際教室担当は 1 年間で離任したり非常勤の教師が担当するのではなく、

何年も担当できる教員が必要であるし、新任で国際教室担当になった先生にはどうにか長

年国際教室を担当した教員で助けてあげたいと思う。 
 

（Ａ先生へのインタビューのまとめ） 
以上のように、A 中学校では生徒のレベルに合わせて外部サポート団体の学習支援教室等

へ通わせる、「橋渡し」的な連携の形をとっている。この連携の形は、外国につながる子ど

もたちの多い中区全体の現状や、多種多様で指導のレベルも異なる外部サポート団体が学

校の徒歩圏内に多く存在していることもあり、住み分けができていて非常によいと考えて

いる。しかし外部の支援が多くなった一方、それを学校内でうまくコーディネートしたり

生徒に寄り添うための教員の絶対数が足りていない。外国につながる生徒への指導は生徒 1
人 1 人オーダーメイドの授業が求められるため、教員の増加や国際教室指導のノウハウの

持った教員の存在が求められると A 先生は述べた。 
 
 
２ 横浜市教育委員会事務局指導部指導企画部指導主事Ｍ氏へのインタビュー 
 
ⅰ）教育委員会と外部サポート団体との連携の実態 
 母語を生かした学習支援サポーター制度に関し、各学校が独自にボランティアを探さな

ければならないことを考慮して、教育委員会としては各ボランティア団体や区の設置して

いる交流ラウンジ11にボランティアを紹介してもらえるようにお願いしている。また、子ど

もたちが放課後に通う学習支援教室を行うような団体に関しては、現状の把握やそれを踏

まえての学校への施策に活かしている。ただ、今はまだ協力して一緒に何か支援をやると

いった段階にはいたっていない。業務委託など予算面での協力はしているが、情報共有の

                                                  
11 「国際交流ラウンジ」。Ⅳ章３節参照。 
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場を持つことなど連携しての取り組みというものは検討されているものの、まだまだであ

る。他の支援団体からお金の面で協力を求められることも多いが、教育委員会でも使える

予算が限られているため、断ることも多い。教育委員会も横浜市のひとつの局でしかない

ため、予算を増やすとすれば横浜市への働きかけが必要になる。 
現在、教育委員会として外国につながる子どもへの支援事業に関しては予算削減の方向

が打ち出されている。ただ、ニーズとしては市内でますます高まっているため、横浜市議

会や教育委員会のトップ、教育長なども注目をしている部分になっている。したがって、「今

後しぼんでいくような事業では全くな」く、教育委員会としても力を入れていかなければ

ならないと感じている。 
 
ⅱ）教育委員会としての今後の課題 
 学校に関しては、教員一人の配置に年間 300 万円ほどかかるため、教員 1 人 1 人の外国

につながる子どもたちへの指導力を上げてもらうことが横浜市の大きな課題として、教員

に望むところである。子どもたちの一番の課題として、日常会話はできるようになったこ

とで日本語ができるようになったと思われがちだが、学習言語はまだまだ習得できていな

いということがある。そういった部分を放課後子どもたちが通うボランティアの日本語教

室や学習教室で補ってもらっている。現状でも学校や教育委員会でやりきれない部分をボ

ランティア団体にお世話になってはるが、その点を今後ともお願いしていきたい。学校の

教員も放課後の部活動や事務処理の時間など、子どもたちに個々に対応しきれない現状で

あるため、それをボランティア団体に受け止めてもらっている状況である。 
 また来年度以降何年かかけて、日本語の指導が必要な子どもに対するマニュアルの作成

を検討している。しかし、画一的に同じ形で日本語指導をしていくことは必ずしもいいこ

とではなく、指導方法というよりも子どもの日本語のレベルチェックや学習の進度確認と

いったシステムの構築が今度取り組むべき課題であると感じている。 
 
ⅲ）学校と外部サポート団体との連携の形態 
 横浜市立B小学校のように、ボランティア団体が学校の中に入り込んで支援を行っている

ような連携の形は横浜市でも非常に稀なケース。ただ、各学校の事情や校長先生の判断も

あるので、連携の形としてどれがベストとはいえない。「無理のない連携」が一番である

と思う。お互いに「ここは困るんだけどしょうがないかなぁ」と思いながらやっているよ

うな連携は長続きしないしうまくいかないと思う。お互いに無理なく、しかもお互いがで

きないようなところを補い合うような連携というものがいいのではないかと感じる。その

点では、A中学校は子どもたちが学校の中だけではやりきれない部分を「ここで補えるよ」

と紹介している連携であり、B小学校のようにクラスのほとんどの子が外国につながる子ど

ものような場合は、その子たちが出かけていって学習できるような場所もないため、学校

の施設を使ってボランティア団体の方を呼ぶ形をとっている。まさに、学校の事情やさま
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ざまな条件に合わせた形の連携が実現しているケースだと思う。ベストな連携の形は、学

校の事情から判断していかなければならないと感じる。 
 
ⅳ）今後の外国につながる子どもたちへの支援について M 氏が思うこと 
 親の都合で来日し、学校でも無理やり日本語習得を強いられているような子どもたちは、

日本での今後の自分の将来像が非常に描きにくくなっていると感じる。そういった子ども

たちにも日本国民、あるいは横浜市民の一員としての将来像を描いていってもらいたいし、

広く世界市民としての機能を果たす大人になっていってほしい。そういった道を開いてあ

げることが、この仕事に関わる全ての人の課題である。 
 
（M 氏へのインタビューのまとめ） 
 以上のように、教育委員会としては現在、学校と外部サポート団体とがうまく連携を取

れるように NPO との業務委託や協力の呼びかけ、国際教室で使うカリキュラムの作成など、

外国につながる子どもたちへの支援のベースとなる全体的なシステム作りというべき、サ

ポート的役割を担っている。予算も限られている中で、学校教員の日本語指導における指

導力向上も大きな課題であり、望むところでもある。また、M 氏が考える「ベストな連携」

とはそれぞれの学校事情に配慮し、学校と外部サポート団体とがお互いに無理なくできる

連携である。そういった意味で A 中学校や B 小学校は、ベストな連携のできている事例で

はないかと考えている。そして、日本で将来像の描きにくい外国につながる子どもたちに

も、世界市民としての大人になれるような道を開いてあげたいと強く感じているようだ。 
 
 
３ 財団法人横浜市国際交流協会多文化共生課課長代理Ｋ氏へのインタビュー 
 
ＹＯＫＥは 1981 年に設立し、当初は海外との経済・技術交流をはじめとして市民の国際

交流、国際協力活動の支援を業務の中心としていたが、その後、市内の外国人市民や留学

生の支援、国際機関の支援など「地域の国際化」を協会業務の柱に加え、業務の範囲を拡

大してきた。現在は、「多文化共生のまちづくり」を中心にすえ、市民と協力して、情報

提供、相談、通訳派遣、日本語教室など、外国人市民への生活支援のための具体的な事業

を展開している【ＹＯＫＥホームページ】。 

市内の国際交流ラウンジのうち、なか国際交流ラウンジ、みなみ国際交流ラウンジ、鶴

見国際交流ラウンジは YOKE が直接運営している。国際交流ラウンジはもともと外国人と

の交流を目的としていて市民活動の一環として始まったもので、支援という目的はなかっ

た。その後外国人集住区では学費の高い日本語教室に代わって、交流というよりも日本語

の学習支援などを目的にして設立されるようになった。そういった集住地域のラウンジを

YOKE が運営し、他のラウンジはボランティア団体が運営している。横浜市の中でも特に
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中区は区民 15 万人中 1 万 5 千人が外国人であり、区の人口の 10.6％、10.4 人に 1 人が外

国人と、市内でも第 1 位。その次が鶴見区、南区である。外国人の定住化が進む中で、子

どもたちに関する問題に学校・教育委員会レベルでは対応しきれなくなったこともあり、

YOKE でなか国際交流ラウンジを運営することになった。平成 21 年 10 月に受託をし、1
年を経て設立された。 
  
ⅰ）A 中学校との連携について 
 年に数回ミーティングを行い、生徒の学校での状況やラウンジでの状況について情報交

換を行う。また、学習支援サポーターに対して入試対策のための知識を持ってもらう研修

なども行う。通訳ボランティアを学校に派遣する際は、学校側や行政の窓口からの要請で

行う。通訳のボランティアは YOKE で登録されている主婦や退職した教員が多い。 
 
ⅱ）外部サポート団体との連携について 
 Me-net と連携し、「YOKE 情報・相談コーナー」を設けている。スペイン語、中国語、

英語の 3 ヶ国語で対応し、学校の教員や Me-net のスタッフが相談員となり、YOKE で通

訳を付けている。他の団体との連携が始まる経緯としては、日常的に子どもたちの抱える

問題を扱っているため、自然と始まっていくように思う。 
 
ⅲ）YOKE の課題 
 さまざまな支援を行う上で、基本的にはボランティアの方にやっていただいている。謝

礼を払う時もあるが、それも少ない。いつまでもボランティアベースで活動していけるの

か、という問題はある。YOKE の運営予算も市役所からどんどん削られていっている中で、

どう活動予算を捻出していくか。予算の問題はやはり大きい。 
 
ⅶ）今後の外国につながる子どもたちへの支援について K 氏が思うこと 
 現在日本において外国人の施策というものは 2 つの法律（外国人登録法、入国管理法）

しかない。そのため、外国人に対する支援のための予算もほぼつかないし、問題が見過ご

されてしまう。そのため、まずは外国人の支援のための法律ができれば行政も動くし、ボ

ランティアベースで行っている現在の外国人のための支援活動にも予算がつくようになる

だろう。また、外国につながる子どもたちには、「日本語ができない」ではなく「2 つの言

語文化を持っている」という側面で可能性を大切にしてもらいたい。日本に来て早く日本

語を覚えさせるだけのある種の同化だけでなく、「あなたたちは 2 つの文化を持つことで、

可能性が×2 なんだよ」ということを伝えていきたい。 
 
（K 氏へのインタビューのまとめ） 
 以上のように、現在 YOKE では行政からの業務委託を受けて学校への通訳ボランティア
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の派遣や国際交流ラウンジの運営を行い、他のボランティア団体との連携による活動も行

っている。しかしそれらは全てボランティアベースの活動であり、予算をどう捻出してい

くかは大きな課題である。K 氏自身は、まずは外国人への支援のための法律ができて行政

が動き出し、予算も増えていくような流れを期待したいと考えている。また、外国につな

がる子どもたちには、「日本語ができない」という面だけでなく、「2 つの文化を持つからこ

そ可能性は×2 である」といった面を評価し、そういったアイデンティティを持っていって 
もらいたいと強く願っているようである。 
 
 
４ なか国際交流ラウンジコーディネーターＮ氏へのインタビュー 
 
 なか国際交流ラウンジは、前述の YOKE が運営している機関であり、中区役所から業務

委託を受けて学習支援教室や生活相談を行う。その中でも生活相談は中区に来た外国人に

対し、生活や教育に関する相談に乗り、情報提供することが事業目的。外国人は来日直後

に役所の戸籍課へ登録に行き、その際になか国際交流ラウンジへ行くように勧められる。

相談は中区で今後生活していく予定の外国人全てが対象に行われている。学校の仕組みは

日本と中国ではだいぶ違うため、そういった説明や日本語ができなくてもやっていけるの

か、といった相談を受けている。そこで「あなたの学区は A 中学校ですので、通学してく

ださい。」となると、その後は A 中学校の国際教室担当教員へと橋渡しする。その他役所の

窓口からの相談にも乗っている。 
N 氏自身は YOKE のスタッフ。日本には留学生として来日し、日本に来て約 18 年にな

る。もともと市民通訳ボランティアを数年経験し、その時に教員の言うことを正確に伝え

ることに限界を感じた。おととしなかラウンジができた時にスタッフとして入り、相談業

務を担当。その翌年に学習支援教室ができて、そちらにも関わるようになっていった。 
 
ⅰ）A 中学校との連携について 
 子どもの様子や成績について、情報交換を行う。年に 2 回ほど打ち合わせがあり、先生

から生徒に関して見てもらいたい学習面の課題を伝えられ、それを毎週の補習授業に活か

している。A 中学校と連携して行う学習支援教室は子どもたちは無料。補習のサポーターは

ボランティアであり、交通費のみを支払っている。その予算は YOKE の寄付金から工面し

ている。その他場所代や資料代は区役所からもらっている。学校との連携で行っているた

め生徒は学習支援教室に通うとなると、必ず出席しなければならない。そのため生徒が欠

席の場合は A 中学校の A 先生から連絡が入り、生徒の出席率もよい。教室は週 1 回だが、

試験前などは特に授業がなくても生徒達は自習をしに来る。 
 
ⅱ）子どもたちの課題 
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 中国でやる勉強は日本でやる内容よりはるかに難しい。しかし、言葉ができないせいで

教科の勉強にも追いつくことができず、全てが曖昧なまま受験に突入してしまう。外国に

つながる子ども達は勉強する習慣がない。日本人の子どもであれば塾に行ったり、家庭で

も親が勉強するよう促したりするだろうが、外国につながる子ども達はまず塾に行ってい

ない。それは、経済的な理由のほかに中国では学校で勉強をしっかりするため、子どもを

塾に行かせるような習慣がなく、日本の中学生のほとんどが塾に行っているような文化を

親が理解できないためである。大学へ行きたいというような意思や目標があっても、「自

分には実力がないから･･･」という不安や何をどうしたらいいか分からない、といった理由

で結局は放課後にただふらふらしてしまうだけという子どもが多い。勉強を教えるという

よりも、勉強する習慣を教えている。 
 授業中や授業後の雑談の中、たとえば友達とケンカをした話などを聞くことがよくある。

学校でも聞いてもらえるだろうが、教員も日本語しか話せないため、複雑な感情の部分ま

では伝えることができない。そのぶんラウンジに来てそういった話をしていくのだろう。

日本人の場合は学校や家庭でも話を聞いてくれる人はたくさんいるが、外国人の子どもは、

突きつけられた日本の学校生活と、中国文化溢れる家庭の中で、葛藤していく。だから母

語で学校のこともわかってくれる人（N氏のようなコーディネーター）に話したいんだと思

う。 
 また、外国につながる子ども達は同世代の日本人の子どもに比べ話の内容が幼いことば

どから、中身が成熟していないと感じる。普通は友人同士で情報交換をしながらいろんな

知識を得て成長していくはずが、そういった他者（日本人の子や教員など）との関わりが

極端に少なく、共に精神的に幼い中国人同士でしか関わりを持たないためにずっと幼いま

まになってしまう。その点は社会に出て行ったときに非常に心配。ただそれは学校やボラ

ンティアだけの問題ではなく、家庭にも協力してもらえなければ解決できないと思う。ラ

ウンジに中国語の雑誌を置いて、少しでも子どもたちに知識を持って成長してもらおうと

しているが、読む子と全く手をつけない子がはっきりしている。雑誌を読む子は考え方も

しっかりしていくが、読む習慣がない子はいつまでも子どもっぽいまま。そういった子は、

自分で悩んで成長するということができない。 
  
ⅲ）進路について 
 全日制の高校に行ける子は半分で、残りは定時制に入学する。そのうち 4 年間頑張って

卒業していく生徒はかなり少ない。外国につながる子ども達（特にこの地域に住む多くの

中国人の子）の親は、だいたいが料理店のコックなど。そういった親を見ているため、本

人達もいずれ自分は親と同じように働くと、漠然と将来像を描いている。それは、世の中

はそれだけではないということがわかっておらず、親のようになればいいと思ってしまっ

ている。もう少し他の可能性や選択肢もあるということを知った上で、判断して欲しい。

しかし、言葉ができないせいで学校の勉強ができない、ということだけで諦めてしまうし、
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人間形成が足りない部分が気になる。教科の勉強も入試のためには確かに必要だが、人間

的な成長のためにはもっとやりたいことをやる、ということが大切ではないだろうか。し

っかりしてる子であれば定時制に行っても大学へ進学せず社会に出てもやっていけるだろ

うが、そうでない子は不良のようになってしまうことも多々ある。 
 
ⅳ）学校に求めること 
 A 中学校は生徒全員に部活動への参加を義務付けているが、そうでない学校も多い。しか

し部活動というのは、集団行動を学ぶことのできる場。外国につながる子ども達は“日本

語ができないから入らない”が、“入らないから日本語ができない”。日本人の子とも関わ

らなくなる。そういったところを A 中学校のように強制すればいいのではないか。もしく

は中国人の子どもたちが得意な卓球やバトミントンの部活を作るなど、自分の能力を発揮

できるような場が必要。ふらふらしているとあっという間に 3 年間が過ぎてしまう。ラウ

ンジで休日を利用しお祭りをやった時も、手伝いに来てくれた中国人の子どもたちにお礼

を言うと、「私達は土日にごろごろしているだけだから、行くところがあるだけでありがた

い。」と言われた。普通の中学生だったら休日はあちこちへ遊びに行ったり部活動をしたり、

やりたいことはたくさんあるはず。 
 
ⅴ）今後の外国につながる子どもたちへの支援について N 氏が思うこと 
 日本に来た中国人に対しよく言われることは、「中華学校行けばいい」だが、簡単にそれ

で済ませることはできない。なので、まず公立の学校ができることとしては先ほど述べた

部活動の話だと思う。学校に新たに先生を増やすというのは難しいと思うので、その点の

補習は自分達などのボランティアがしていきたい。全て中国語で、というのは難しいかも

しれないが、せめて日本語での指導であっても勉強する場を提供してあげること。そこで

一緒に勉強してあげること。2 言語できる民間の塾は値段がとても高い。行政でもボランテ

ィアででも、そういった場があることはとても助かると思う。 
外国につながる子どもたちは学校での勉強についていけず、「自分はバカだ」と自己嫌悪に

陥ってしまい、将来に対しても親と同じ職業に就けばいいと、夢を持たなくなってしまう。

そういった子どもたちに対し、これから先さまざまな可能性があるんだということや「あ

なたたちもできるんだよ」ということを伝えていきたいし、そういった場が必要であると

思う。 
また、親向けの説明会を早い段階、中学校 3 年からでなく、小学校 5、6 年のうちから行

いたい。将来的にずっと日本で暮らしていくなら、高校進学のことなど、今後出てくる問

題を教えてあげたい。でないと高校まで義務教育で行けると思っている親も少なくない。

定時制高校だと途中で辞めてしまう子が多いことなど、そういった説明会を年に 1 回と言

わず、多く行う。そうすれば親の教育への理解も得られると思う。あとは、例えば学校の

三者面談においても通訳を介して行うが、その日初めて会った通訳が先生の言いたいこと
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を 100％伝えるのは無理なのではないかと感じる。そのため教員とボランティア通訳との事

前の綿密な打ち合わせをすることは必要。 
さらに日本の教員はあまりはっきりと物を言わない。そういったことや学校文化につい

ても、通訳ボランティアは理解しておくことが必要。その上で親にも理解してもらえるよ

うになるのではないか。そういったことをしていきたい。学校の教員や学校内部に入って

支援を行う立場にいる人は、保護者や生徒に対して遠慮が生まれ、言いたいことも言えな

くなってしまう。そういった意味でなか国際交流ラウンジは独立しつつ連携をとっている

ため、できることが増えると感じている。中国人は行政を強く信頼する国民性を持つため、

N氏がいくらアドバイスしても一相談員の意見として流されてしまうこともある。そのため、

日本でも行政が主体で注意喚起やアドバイスをする機会が増えれば、外国人の意識も変わ

っていくだろう。 
今はまだいろんな課題がやっと見えてきたところであり、今後どうしたらいいのかを考

えている段階。今後、ラウンジとして月 1 回でもスポーツ大会を開催するなどの企画を計

画しているが、子どもたちが主体となる経験は大変重要だと思う。こうした取り組みがい

つ子どもたちの中に形として現れるかはわからないが、まずは精神的、中身の問題に取り

組んでいきたい。 
 
（N 氏へのインタビューのまとめ） 
 以上のように、なか国際交流ラウンジでは A 中学校や他の中学校とも密に連携して学習

支援教室を開き、さらにコーディネーターの N 氏を中心に来日した外国人全てを対象とし

た相談受付もしている。活動を通して子どもたちのちょっとした会話や悩みを聞く中で、

同世代の日本人の子どもに比べて外国につながる子どもたちは精神的な幼さを感じる。そ

れは、日本人の子どもに比べて外国につながる子どもたちは他人（教師等周囲の大人や学

校内外の友人など）との接触が少なく、同じ中国人の子どもたち同士のコミュニティのみ

で生活しているため、人との摩擦のなかで成長していくということができないからではな

いかと N 氏は考えている。また、子どもたちは進路についても親の知識が乏しく協力が得

られなかったり、学校での勉強についていけないといった理由から将来への希望を持てず、

「親と同じようにコックになればいい」といった考えしか持てなくなってしまっている。 
 そういった現状の中で、まずは子どもたちが集団行動を通して自分を成長させ、また活

躍することで自信を持ってもらえるよう、学校での部活動を強制的にでもやらせること。

またはそれに近い子どもたち自身が主体的に活動できる場を作ることが重要だと考えてい

る。さらに、親に進路に関する知識を持ってもらうためには来日直後から高校進学に関す

る説明会を行政主体で行うなどの取り組みが必要である。 
 今はまだ課題が見えてきた段階なので、今後は子どもたちの中身を成長させてあげられ

るような取り組みをしていきたいと述べている。 
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Ⅴ 考察 
 

 本章では、１でまず横浜市立 B 小学校へのインタビュー調査に基づいて、B 小学校にお

ける外部サポート団体との連携のあり方を明らかにし、A 中学校の事例との比較考察を行う。

２ではインタビュー全体を通して、それぞれの機関での外国につながる子どもたちへの支

援の連携における役割を明らかにし、それぞれの抱える問題と課題解決をどこに求めてい

るのかを明らかにすることから連携の全体像を描く。そして、外国につながる子どもたち

への支援の連携について考察を行う。 
 

１ 横浜市立Ａ中学校と B 小学校の連携の比較 
 
①横浜市立 B 小学校の外部サポート団体との連携―インタビュー調査から― 
  

 横浜市立 B 小学校は泉区の県営 B 団地内に開校され、学区は B 団地だけである。2010
年 5 月 1 日現在、在校児童数は 213 名、学級数は 9（うち個別支援級 2）クラス。在籍児童

213 名のうち、外国籍児童数が 110 名、外国にルーツを持つ日本国籍児童が 30 名であり、

全体の約 66％が外国に何らかのつながりのある子どもたちである【横浜市立 B 小学校 
2010】。 
 B 小学校における外国につながる子どもたちは、インドシナ難民のベトナム、カンボジア、

ラオスから来日した家族と、中国残留孤児の呼び寄せ家族の子どもが多くを占め、その他

にフィリピン、ペルー、ブラジル、バングラディシュ、インドなど、日本を含めて 10 ヶ国

の言語文化を背景とする子どもたちである。その多くが日本生まれ、あるいは幼少期来日

の子どもたちで、就学前教育も日本で受けている。母国で教育を受けた後に途中編入して

くる子どもは、例年 10 名程度である。 
 また、B 小学校における外国につながる子どもたちの増加の背景として、次のような状況

がある。 
  
①神奈川県が中国からの永住帰国者やインドシナ難民の呼び寄せ家族に対し、いちょう

団地に入居しやすい環境を整えている。 

②近隣の大和市、藤沢市、綾瀬市などは、大手自動車工場等の下請け会社が多く、就労

場所に恵まれている。 
 ③近隣の大和市に、インドシナ難民定住センターが設置されていた（1980～1998 年）。 
 ④中国帰国者やインドシナ難民等が、家族を呼び寄せている。 
【横浜市立 B 小学校 2010】 
 
 B 小学校における外部サポート団体との主な連携として、地域ボランティアの「多文化ま

ちづくり工房」との連携が大きい。この多文化まちづくり工房は、2000 年の発足以前も実
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質的に 1994 年から日本語教室や学習補習、進路相談などの活動をしていたが、それまでの

B 小学校との深い連携はなく、深く関係を持つようになったのは 2003 年の夏休み補習授業

からである【横浜市立 B 2005:204-205】。具体的には中国語とベトナム語を母語に持つボラ

ンティア通訳者に授業に入ってもらい、中国語は高学年の子を中心に勉強についてもらい、

ベトナム語では子どもたちにベトナムの習慣と日本の習慣を指導してもらっている【K 先

生インタビュー】。多文化まちづくり工房は小学校と連携したことで、小学生から関わりを

持った外国につながる子どもたちとお互いの認識度を高め何かあった際にも問題点が見え

やすくなり、大学生や社会人になっても団地の外国人に対し幅広くサポートすることを可

能にした。さらに、それまで個人的な活動をしていたボランティアスタッフが学校に入っ

たことで学校・地域関係者からの信用が得られるようになり、他の小中高校との連絡会や

自治会、区役所、保育園等の地域の諸機関ともスムーズな連携が取れるようになった【北

崎 2009:26】。 
 
②比較考察 
 
横浜市立 B 小学校における連携事例と A 中学校における連携事例を比較すると、地域特

性と学校が抱える外国につながる子どもたちに関する課題などの背景の違いによって、連

携のあり方にも大きな違いがあるということがわかる。まず、それぞれの学校の地域特性

の違いであるが、B 小学校は横浜市の一番西側、交通の不便な B 団地の中に位置し、小学

校に通う児童もその団地の中の子どもたちである。それに対し、A 中学校は横浜市の中でも

中華街などが近い栄えた場所に位置し、交通の便にも恵まれている。また、周囲には他の

学校もあり外国につながる子どもたちも多いため、A 中学校の徒歩圏内には地域ボランティ

アの学習支援教室や、行政・他の学校とも連携して行われている「なか国際交流ラウンジ」

のような教室も多い。 
そしてそれぞれの学校の持つ背景であるが、2 つの学校の違いとして、外国につながる子

どもたちの来日背景や母語の違いが挙げられる。B 小学校ではインドシナ難民の子どもたち

なども含め、10 ヶ国語という多様な言語の子どもたちがいるのに対し、A 中学校ではほと

んどが中国語を母語とする子どもたちである。また、さらに大きな違いとして、卒業後の

進路が中学校全入と決まっている小学校に対し、卒業後の進路（高校入学）のためには成

績を上げなければならないという事情を持つ中学校との比較であることも大きい。 
次に、こうした 2 つの学校での地域特性、学校の持つ背景・事情の違いを考えながら、

それぞれの学校での外部サポート団体との連携のあり方の違いを見ていく。B 小学校では、

ボランティア団体である多文化まちづくり工房が学校の目の前、もしくは学校の中に入っ

て子どもたちへの支援を行う、いわば「内向きの連携」がなされている。日本語指導の必

要な子どもたちがもしどこか他の学習支援教室へ行こうとしたとしても、B 団地の地域特性

として交通の便が悪いことから、小学生の子どもたちにとっては非常に困難である。さら
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に、B 小学校では全体の約 66％が外国に何らかのつながりのある子どもたちであるため、

学校の中に入り込んでの指導や支援のほうが、必要とされかつ便利である。よって、結果

的に B 小学校の事例の場合には「内向きの連携」が取られるようになったと考えられる。

逆に、A 中学校では多くの外部サポート団体との連携関係の中で、外国につながる子どもた

ち 1 人 1 人にあったレベルの団体へと生徒を通わせる、いわば「外向きの連携」がなされ

ている。A 中学校のある中区は交通網が非常に発達している点や、多くの外部サポート団体

が生徒の徒歩圏内に存在している点、さらに、区内に外国につながる子どもたちが多いた

めに A 中学校の生徒だけを指導するよりも、1 箇所に生徒を集めて指導したほうがより多

くの外国につながる子どもたちを見ることができる、といった地域全体を通した意味合い

からも、こうした「外向きの連携」が取られることになったことが考えられる。また、A 中

学校の A 先生がインタビューの中で「違う場所で他校の生徒と会うのも交流の 1 つである

と考えている。」と述べているように、同じ中国人同士のコミュニティの中でしか交流をし

ない傾向にある子どもたちにとって、コミュニケーションを取る機会を増やすことにもな

っているのであろう。 
以上のことから、横浜市教育委員会の M 氏もインタビューで「ベストな連携の形は、学

校の事情から判断していかなければならない」と指摘していたように、学校と外部サポー

ト団体との連携のあり方を考える際には、それぞれの学校の地域特性と学校の持つ背景・

事情に合わせた連携を取ることが非常に重要であると言える。この 2 つの学校での連携事

例は、まさに「無理のない連携」「学校の事情やさまざまな条件に合わせた形の連携が実現

しているケース」【M 氏インタビュー】であるといえる。 
 
２ 役割・課題・要望から描く連携の全体像 
 
 この節では、A 中学校を中心とした外部サポート団体との連携の全体像を明らかにするこ

とによって、連携のあり方について考察する。連携の全体像を描くために、まずそれぞれ

の機関の果たす役割を明らかにする。そしてそれぞれの関係性の中で抱える課題とその課

題解決をどこに求めているのかについて明らかにすることで、連携の全体像を描いていく。 
 
 まず、外国につながる子どもたちへの支援における連携関係について、A 中学校をめぐっ

て行政、NPO・ボランティア団体のそれぞれの機関が果たす役割を見ていく。A 中学校で

は、生徒のレベルに合わせて外部サポート団体の学習支援教室等へ通わせる、「橋渡し」的

な役割をしている。教育委員会（行政）では、学校と外部サポート団体とがうまく連携を

取れるように NPO への業務委託や協力の呼びかけ、国際教室で使うカリキュラムの作成な

ど、外国につながる子どもたちへの支援のベースとなる全体的なシステム作りというべき、

サポート的役割を担っている。NPO の YOKE では、行政からの業務委託を受けて学校への

通訳ボランティアの派遣や国際交流ラウンジの運営を行い、他のボランティア団体
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（Me-net）との連携による外国人相談といった活動も行っている。また、YOKE が運営母

体となるなか国際交流ラウンジでは、A 中学校や他の中学校とも密に連絡や情報交換をしな

がら学習支援教室を開き、さらにコーディネーターの N 氏を中心に来日した外国人全てを

対象とした相談受付もしている。この NPO は活動において、学校への通訳ボランティア派

遣や生活相談を通じて親とも深く関わりを持っている。学校での親への説明会や三者面談

で YOKE から派遣されたボランティアが通訳をする際、教員が伝えたいことを正確に親に

伝達してもらうため、通訳ボランティアにはただその場の言葉を通訳するだけでなく、日

本の学校文化や日本人の教員は遠慮がちな物事の伝え方をすることなども理解してもらう

ように留意している。コーディネーターの N 氏もインタビューで述べていたように、学校

の教員や学校内部に入って支援を行う立場にいる人は、保護者や生徒に対して遠慮が生ま

れ、言いたいことも言えなくなってしまうが、ＮＰＯは「独立しつつ連携する」すること

によって遠慮なくさまざまなアドバイスや指摘をすることができる。これがＮＰＯの強み

であるともいえる。 
つまり、A 中学校は、外国につながる子どもたちの支援を求めて外部サポート団体へ生徒

を通わせ、NPO やボランティア団体は、学校や行政とは独立しながら子どもや親と密接に

関わり、学習支援や通訳ボランティアの派遣を行うため、子どもと親、学校、行政すべて

の関係における「橋渡し的役割」も担っている。そして、教育委員会ではそれらの連携の

仕組みを予算面や制度面から支えているというのが、A 中学校を中心とする各機関の役割で

ある。このように、今回の A 中学校を中心とする事例ではそれぞれがそれぞれの立場に立

ってできる役割を果たすことで、地域をあげて外国につながる子どもたちへの総合的な支

援を行っている。 
 次に、外国につながる子どもたち、学校、親、NPO・ボランティア団体、行政のそれぞ

れの関係性における問題点とそこから発生する各機関の持つ課題を明らかにし、その課題

解決をどこに望んでいるのかを明らかにすることで、A 中学校を中心とした連携の全体像を

描いていく。 
学校と子どもとの関係において、子どもは日本語ができないことから学校の中で自分の

居場所を見つけることができず、学校の教員は多くの仕事を抱えるため外国につながる子

どもたちに寄り添うことができないといった問題がある。そういった問題を解決するため

に学校は行政に対し、国際教室の担当教員、学校教員そのものの絶対数の増加、国際教室

を長く担当できる教員を作ることを求めている。さらに NPO やボランティア団体に対して

は、学校で子どもたちに支援しきれない部分を子どもに寄り添ってもらえるよう、連携関

係の維持やさらなる構築を願っている。 
行政は学校や NPO、ボランティア団体から予算配当を要求されることが多い。しかし教

育委員会も県や市の行政機関から割り当てられた予算の中で教育に関する配当を決めてい

るため、簡単に予算要求に応えることができない。そこで行政は、学校に対して教員の外

国につながるこどもたちへの指導に関する指導力のアップを望んでおり、NPO やボランテ
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ィア団体に関してもより一層の協力関係をお願いしている状況である。 
NPO では、子どもの居場所がないことや、文化を 2 つ持つことに自信を持つために子ど

もたちが活躍できるような場がないこと、人と交流する機会が限られることによって集団

行動生活で自らを成長させることができていないといった課題に対して、NPO 自身でそう

いった場を作ることを検討しつつ、学校には部活動の強制入部の体制をとることを提案し

ている。また、NPO の活動を維持するために予算を行政に要請している。さらに、子ども

が学校での勉強や高校進学で大変な困難を抱えることや、そういった日本の学校事情を親

が理解していないために協力が得られないといった課題に対し、保護者に対しても早い段

階から日本の学校教育事情の知識を持ってもらうための説明会実施を検討しており、中国

人は行政を強く信頼していることから行政主体での説明会の開催も望んでいる。 
 
以上のように、各機関がそれぞれのできる役割を果たしながら外国につながる子どもた

ちへの支援をしている一方で、各々が抱えている課題解決のために他機関に対して要望を

出しているという関係性に連携の全体像がみえる。 
野津は学校の考える連携という意味は、学校の教育活動をより効果的にするため、外部

の人材を部分的に適宜補充し活用するという意味であり、組織と組織の協働という考えを

持っていない、「補完」という役割であるとしていた【野津 2008:17-18】。学校は確かに子

どもたちにとっては生活の基礎であり、学校を中心に連携関係が構築されていくため、学

校の都合に合わせて他の外部サポート団体が「補完」されていくことはやむを得ない。し

かし、学校を中心に外部サポート団体が「補完」しているかにみえる連携の全体像を、図

１のように連携の概念図として描いてみると、学校が中心ではなくＮＰＯやボランティア

団体が学校、親、子ども、行政を繋いでいることがわかる。決してＮＰＯやボランティア

団体が連携の中心であることを主張したいわけではないが、子どもベースで考えた際に最

もよい連携のあり方は、「補完」という言葉に含まれる学校を中心とする連携の力関係を崩

したところに生まれるのであり、これは「補完」ではなく「協働」であるといえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 連携概念図 
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おわりに 
  

 インタビュー調査を通じて、それぞれの立場の人達からお話を伺った結果、想いは一緒

であるということを痛感した。教育委員会 M 氏の「日本にそのまま暮らしている子どもた

ちであれば、当然描いていけるであろう将来像っていうのが描けない形なんですよね。そ

ういった子どもたちに対して、道を開いてあげることがどうにかしてできないかなってい

うのが、私だけじゃなくてね。この仕事に携わってる人達にとっては大きな課題ですよね。」

という言葉、なか国際交流ラウンジ N 氏の「私はどうせコックさんしかなれない、そうい

う仕事しかできないんだって。でも実際そうじゃないということをわかってもらいたいで

すよね。そういうことを伝える場所を提供したい。」という言葉からも、日本に来た外国に

つながる子どもたちにも将来日本で自分の夢を描き、実現していけるような環境を作って

あげたいという想いを感じた。 
さらに、YOKE の K 氏の「2 つあるんだよ、あなたたち可能性を 2 つ持つんだよ」とい

う言葉から、外国につながる子どもたちが「日本語ができない」と自信をなくしてしまう

のではなく、母語と日本語の 2 つを持つことで自らのルーツやアイデンティティに誇りを

持って将来の夢を描いて欲しい、という想いも感じることができた。これらのことは、行

政、学校、NPO、ボランティア団体という異なる立場や役割でありながらも、「外国につな

がる子どもたちを支援する」という目的が一致しているために、共通の想いを強く持って

いるのではないかと考える。そういった意味で、連携というのは施策やシステムの上に成

り立つのではなく、子どもたちの置かれた状況や抱える問題から、それを支援する周囲の
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組織同士が自然発生的に構築していくものであり、「連携はこうあるべき」とパターン化で

きるものではないと感じた。佐藤【佐藤 2010:182】も述べている通り、今後、外国につな

がる子どもたちを生活者として捉え、これからの社会の構成員として明確に位置づけるた

めには、学校、行政、NPO、地域のボランティアが共同責任のもとで子どもたちの学習を

保障する取り組みが求められ、地域の特性に応じて共同活動を組織・発達させる「恒常的

なシステムづくり」が必要となるだろう。昨年から横浜市における外国につながる子ども

たちの教育問題について調査し、多くの関係者の方々からお話を伺ってきた筆者自身、微

力ではあるが今後もこの問題の解決のための動向に注目していきたい。 
また、佐藤【佐藤 2010:176】も指摘しているように、学校、行政、地域ボランティアや

NPO の連携をはかるためには「情報ギャップ」「連携概念ギャップ」を埋めることが重要

であり、この点で A 中学校の事例では、連携においてそれぞれの立場からできることを行

うという住み分けのできた連携を行っていることから「連携概念ギャップ」はみられない

が、「情報ギャップ」においてはまだまだそれを埋めるための連携をしていくことが重要な

のではないかと考える。外国につながる子どもたちにとって本当に必要な支援を行うため

には、子どもたちの抱える課題を正確に捉えることが絶対不可欠であり、「情報ギャップ」

をどのように埋めていくかは今後も課題である。 
最後に、本論執筆にあたって熱心にご指導してくださった山本須美子先生、お忙しい中、

お時間を取ってお話を聞かせてくださった横浜市Ａ中学校国際教室担当教員Ａ先生、横浜

市教育委員会事務局指導部指導企画部指導主事Ｍ氏、財団法人横浜市国際交流協会（YOKE）

多文化共生課課長代理Ｋ氏、なか国際交流ラウンジコーディネーターＮ氏、横浜市立いち

ょう小学校国際教室担当教員 K 先生に深く感謝したい。 
ありがとうございました。 
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 以下は、Ⅳ章のインタビュー調査において、主に「今後の外国につながる子どもたちへ

の支援について思うこと」の質問に対する各氏の答えを抜粋したものである。なお、アン

ダーラインの部分に関しては筆者が特に重要だと考えた箇所である。 
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１.【横浜市立Ａ中学校国際教室担当教員Ａ先生】 
 
A先生：「本当はもう 1 人くらいほしいな･･･と思います。他の学校さんでも 2 人体制のとこ

ろでも、なかなか 2 人でできるってところは少なくて、もう 1 人の人はいろんな仕事を任

されていて、という場合が多いので、国際担当を増やしてほしい。というのが個人的な希

望です。（笑）あとは、もう他の･･･なんていうんでしょう。教員の要望になってしまいま

すけど･･･教員の数自体増やしてほしい（笑）。って、難しいのかもしれませんけど。中学

校は、小学校も忙しいと思いますけど（いちょう小学校の）K先生もすごく忙しいと思うん

ですけど、中学校ももう本当に･･･「助けてください！」と言えないくらい、周りの先生も

忙しいので、もう人自体を増やしてほしい･･･（笑）。っていうのが本当に、切実な想いで

す。で、本当に 10 年前に比べてボランティアさんやいろんな方が研究されていて、外から

の（支援の）面はずいぶんいろんな方の助けが得られるようになってきました。通訳さん

もそうですし、ラウンジの方とか、いろんな方が助けてくださっているんですけども。肝

心の（学校の）中でそれをコーディネートしたり、実際に生徒にもうちょっと寄り添うっ

ていう、先生の絶対数が足りない。ので、人手が欲しいなと思っています。」 
筆者：以前カリキュラムがないことを問題として指摘されたことがありましたが、そうい

ったこと以上に人数が大切だと感じますか？ 
A先生：「まず人数だと私は思っています。カリキュラムは、実際はあるんです。JSLカリ

キュラム12というものがあります。JSLカリキュラムはあんまり有名ではないんです。なぜ

かというと、これをやりなさい、あれをやりなさいというものではなく、その子に合わせ

てこんな支援が必要ですよ、というリストの羅列なので、見た先生はどれを使っていいか

分からない。どういう見方をしたらいいかわからない。なので、あまり有名ではないし、

それを知らない先生もとても多くて、「カリキュラムがありません」って言うんですけれど

も。そもそも、全然背景の違う子が、毎回毎回、小学校からの子も中学校からの子もいま

すし、ぱっと来た子とずっと日本で勉強していている子に同じカリキュラムは当てられな

いですね。だから国際の授業に関しては、1 人 1 人オーダーメイドじゃないとできないんで

す。同じカリキュラムっていうのはできないと思っています。なので、カリキュラムを作

る方も統一したものができないのだと私は思っていて。ただ、新しく（国際教室）担当に

なった先生はどうやって教えていいか分からないから、「指針になるものをください！」っ

てみなさんおっしゃいます。そこは･･･うーん･･･先生同士で集まって研修を積んでいった

り相談していくしかないかな、と思っています。そのためには、臨時で 1 年間の離任とか

                                                  
12 JSLはJapanese as a Second Language（第二言語としての日本語）の略で、日本語の力

が不十分なため、日常の学習活動についていけない外国籍の（日本語を第二言語とする）

生徒の授業に参加するための日本語の力と学ぶ力（「日本語で学ぶ力」）を育成すること

を目的としたモデル・カリキュラムである【文部科学省ホームページ】。 
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非常勤の方が担当するのではなくて、ある程度何年も国際（教室）に関われる先生という

のが必要だと、個人的な意見ですけど、思っています。国際（教室担当）の先生の研修会

というのももちろんありますし、そういうとこでカリキュラムがほしいという意見をいろ

んな先生が出してます。あと他に、国際担当の中で、委員会とは別にメーリングリストを

作って、情報交換をしたりしています。それでも新しく来た人は、いきなりたった 1 人で、

（日本語が）分からない子にどう教えていったらいいの？っていう先生も毎年毎年いらっ

しゃるので、なんとか何年かやった先生とそういう先生を助けたいなとは思っています。

ただそれを助ける方法がカリキュラムではないと思っています。」 
 
 
２．【横浜市教育委員会事務局指導部指導企画部指導主事Ｍ氏】 
 
M氏：「個人的な意見は申し上げにくいのですが･･･日本で生活をしていくのであれば、日本

の国民あるいは横浜市民の一部としての将来像をある程度描いていってもらいたいなとい

うのは誰しも思っていることだと思うんですね。ひいていえば、広く世界市民としての機

能を果たす大人になっていくというのは、日本の子どもたちも同じようにしていかなけれ

ばならないんですけど。なかなか今、現状として学校にいる外国につながる子どもたちを

見てると、将来像をすごく描きにくいんですよね。中には全員じゃないですけど、保護者

の方の都合で無理やり日本に連れてこられてポンと･･･。日本に来たんだから日本語覚えな

きゃだめですよ、みたいに言われてやってはいるけど、将来国に帰るのか？日本でこのま

まやっていくのか？によって、すごくモチベーションも違ってくると思うんですよね。そ

んな中で、たとえば中学生だったら、次の高等学校にみんな行ってるから行きたいけど、

行ってじゃあどうなるの？とか、果たして中学校 3 年で連れて来られた子たちが高等学校

入れるの？ってなったときに、入れればまた次のステップを考えていくことができるんだ

ろうけど、なかなか･･･現状として外国人枠も少ない公立高校の受け入れの中で、高等学校

は入れなかったらじゃあ、自分はどうやって将来仕事を見つけていけばいいんだろうか？

って。ほんとにこう･･･日本にそのまま暮らしている子どもたちであれば、当然描いていけ

るであろう将来像っていうのが描けない形なんですよね。そういった子どもたちに対して、

道を開いてあげることがどうにかしてできないかなっていうのが、私だけじゃなくてね。

この仕事に携わってる人達にとっては大きな課題ですよね。」 
 
 
３．【財団法人横浜市国際交流協会多文化共生課課長代理Ｋ氏】 
 
K氏：「外国人の子どもっていうことを考えるもっと前提として、外国人の施策っていうの

39 
 



がないんですよ。柱が。（中略）外登法13と入管14。この 2 つしかないんですね。だから、

生活者として外国人が暮らしてくっていう、それに関しての法律がないんですよ。だから

こういう風になっちゃうの。こう･･･もう、予算もなんかついてんのかついてないのかわか

んないみたいな･･･。だからやっぱり 1 つは、国会でね。（中略）基本的にまず、法律がで

きればいいかなと私は思います。法律ができて、きちんと対策をしなきゃいけないよって

なると、今度は行政がやっぱり動くんですよね。だから行政も、行政って法律に基づいて

動くわけですから、そこのところでまずそれができないと、ほんとボランティアベースに

なっちゃってるっていうのが、やっぱりあると思いますよね。ただ、どんどん外国人増え

てるので、これから少子高齢化で外国人入ってこないと日本全体が成り立たないわけじゃ

ないですか。なので、そういうところがまずベースにあって。あとはやっぱり･･･当たり前

なんだけどマイノリティになっちゃうんだよね。（中略）どうしても日本語ができないって

いうとね。「日本語ができないからもっと頑張って」ってなるでしょ？だけど、じゃあ中国

から来た子どもたちは日本語以外でも中国語話せるわけですよ。そうすると 2 つあるわけ

じゃないですか。だから、そこの側面ていうのももうちょっと強調していくことは必要だ

と思いますよ。（中略）どうしても日本語ができないできないできない･･･日本のこと知ら

ない、でもベースにもう 1 こあるわけだから、そこをうまくこう･･･。でも大変だと思いま

すよ。2 つやってくのは。だけど、社会がね、そういう目で子どもたちを見れば、可能性は

2 倍になるでしょ？だから今なか交流ラウンジでやってる教室も、中国の子がほとんどなの

で、中国語の雑誌なんかも取ってるんです。じゃないと中国語も忘れちゃうから。そこが

重要かなって思いますね。特にこれに対して。あまり日本語日本語ってなっちゃうと、同

化させるだけになっちゃうから。（中略）自分のもう 1 つの文化なり、言語なりっていうの

をベースにできれば、×2 になるじゃないですか。だから÷2 じゃなくて×2 って視点がす

ごく重要だなと思います。何かどうなればいいかと聞かれれば、私はそれが非常に重要だ

と思いますよ。そこのところを評価してあげて。ただ、そういう視点は少ないですよね。

特に日本語教える人達っていうのは、とにかく日本文化に馴染みなさいみたいな。だけど

そうじゃなくて、もう 1 こ持ってる。だから 2 つあるっていう。」 
筆者：「文化を 2 つ持っている点を大切にすることと、進路の問題から日本語上達を目指さ

ざるを得ないという状況のバランスが難しいものだと感じるのですが･･･」 
K氏：「ただね、それを前提にして日本語頑張んなさいねって言うのか、早く日本に馴染み

なさいね、って言うのは違うと思うんですよ。日本語もちろんできたほうが、日本のこと

理解するってことは本人にとって一番いいことだけれども、だけど日本人以上に日本人に

はなれないのね。どう転んでも。ということは、やっぱ 2 つ持って、ダブルで、要するに

「可能性が×2 なんだよあなたは」って。そういう中で日本語勉強しなさいね、って言わな

いとさ。日本人にとにかく馴染むために必要ですよっていうのはちょっと違うと思うんで

                                                  
13 外国人登録法。 
14 入国管理法。 
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すよね。だから、なんのために日本語勉強するのかっていったときに、日本に同化するた

めに日本語勉強するのか、生活に必要だしね。でも文化なり言語っていうのは 2 つあるわ

けだから。だから、要するにそこのところ？だから両立･･･「2 つあるんだよ、あなたたち

可能性を 2 つ持つんだよ」っていうこと自体は全然悪いことじゃないと思うんです。それ

を、その前提の中で、でもやっぱり日本語必要でしょってこと。まぁだからこういう学習

教室なりね、あるんですけども･･･。とにかく日本人に近づけよう、日本に同化･･･まぁそ

ういう意識はしてないんだろうけど、無意識にそうなっちゃうと、子どもは今度自分のア

イデンティティっていうのをこう、隠すようになっちゃうじゃん。なので、それはそうい

う風に思いますけどね。」 
 
 
４．【なか国際交流ラウンジコーディネーターＮ氏】 
 
N氏:「だって日本語ができないのに、（学校では）日本人と同じ教室で座って聞いてるんで

すよ？そこで「わかんない」と思えるならいいんですよ。そこで自己嫌悪を、「なんで私が

わからないの？」っていう風になりますよね？普通。みんなが手挙げてやってるのに、自

分だけ何もわからない。「じゃあ私はバカだ」って段々段々･･･そういう風に思わされてし

まう。私はどうせコックさんしかなれない、そういう仕事しかできないんだって。でも実

際そうじゃないということをわかってもらいたいですよね。そういうことを伝える場所を

提供したい。「あなたたちもできるんだよ」って。」 
筆者:それは学校だったら部活かもしれないし、他の場所かもしれないし･･･ 
N 氏:「他の場所でというのが今は一番可能性があるのかなと･･･。たとえばラウンジだった

り。ここに来て、中国語で話せば「あ、できるじゃん」ということを言ってあげられる。

この数学の問題解けるじゃん。ああなるほどって･･･。」 
筆者そこで「自分はできないんだ」って思うと、先も見えなくなっちゃって･･･ 
N 氏:「そう、考えられなくなる。私大学行けるの？とか。」 

（中略） 
N 氏:「3 年生になってからじゃ何もできないんですよ。成績が足りないから高校進学でき

ないってことを知らないから、だから普段も頑張ってもらわないとダメなわけですよ。（笑）

早い時期から。早い時期からっていうのは、強制的に部活に入ってもらうのと一緒で、何

かそういった環境、行きやすいのを作ってあげないとみんな来ないんですよ。うちはまだ 2
年後だからとか思って、来ないわけでしょ。あるいは中国人の場合、まぁ外国人の場合っ

て突然呼び寄せたりするんですよ。もう学年関係なく。中 3 で来たりとか。で、成績が 
ゼロで。で、進学って話になるから･･･。そういうことも理解してもらわないと、困るのは

結局学校のほうですから。で、私達の力は限界がありますよね。ここに例えば相談に来て、

「うちの子どもを呼び寄せたいと思ってるんですけど」って言って「何年生？」って聞く
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と「中 3」と言う。「それやめといたほうがいいんじゃない？」って話をしても、でもそれ

はあくまでここのラウンジの相談員の意見として。例えば学校の説明会で、区役所がやっ

てる会とかだったら、本当にそうなんだと思ってもらえるんじゃないかなと思うんですよ

ね。」 
筆者:N さんは外国人の方にかなりはっきりとアドバイスをしてらっしゃるんですね。N さ

んのようなことをやってくれる方がもっと増えればいいのにと思うのですが･･･ 
N氏:「実は学校でも母語の取り組みは結構やってるんですよね。（中略）でも、あんまり学

校に近い関係、そういう存在の人だといろんなことが言えないですよね。（笑）私達は独立

しつつ連携していくから、できることが増えてくるんですよね。」 
筆者:学校の中の先生とかだと言いにくいですよね。遠慮したりとか。 
N氏:「そうですよね。あとどうしても学校に派遣されてしまうと、学校の立場になります

よね。悪いことではないんですけど、もうちょっと子どもの立場から見えてたものが見え

なくなる。見えても発言しにくくなる、という問題がありますよね。」 
筆者:そうですね。（中略）行政やボランティアなどがそれぞれの立場からできることをして

バランスをとってやっていかないと、子どもたちへの支援て回らないんですね。 
N 氏:「ほんとに日本の社会はそうですよね。中国だったらたぶん･･･もっと行政がしっかり

やってくれると思うんですよね。（笑）（中略）国柄もあるとは思うんですけど･･中国って

結構行政のことすごく信頼しています。だからさっきも言ったように、ここで私が言った

アドバイスはあくまでも個人のアドバイスとしか聞いてもらえない。でも行政がこういう

風に言えば「あ、そうなんだ」って中国人はそう思うんですよ。だから説明会もガイダン

スも、このなかラウンジは幸い区役所との関係もあるので、発信していけばもっと真剣に

考えてもらえるかなと思うんですよね。それも考えて今後は活動していかないと、無駄に

なってしまうこともあると思いますし。（中略）「行政が私達のこと考えてくれてる。じゃ

あ私達もそれに応えよう。」という風になるんじゃないかなと。そういう協力もすごく大事

だと思うんですよね。」 
（中略） 

N氏:「今はまだやっといろんな問題が見えてきたところ。ただどうしたらいいのか考えて

る段階なので、来年以降はとりあえず今言った説明会とか、子どもたちの発揮できる場所、

スポーツとか。そういったことを考えていて。それでも大きな進歩かなと思うんですね。

あとはスピーチ大会とか。（中略）（取り組みが子どもたちの）形として現れるのがいつに

なるのかわからないですけど、まずは中身ですよね、精神的にというか。」 
 


