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「情報を伝えることの大切さ」への気づきに向けての試み  

―外国人児童生徒支援に向けたガイドブック作成より― 

 

川口  直巳  

 

1. はじめに 

 

日本に暮らす外国人の数は、1990 年の「出入国管理及び難民認定法」の改正、

翌年の施行以降急増した。2016 年度の文部科学省（以下、文科省）の調査によると、

現在公立の小中学校、特別支援学校、中等学校に在籍する「日本語指導が必要

な外国人児童生徒」は、34,335 人となっており、これに日本国籍の児童生徒 9,612

人を加えると 43,947 人となり、ここ 10 年で 1.7 倍（外国人児童生徒のみでは 1.5 倍）

となっている（「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（平成 28

年度）」より）。 

この日本語指導が必要な外国籍児童生徒の母語別割合を見てみると、ポルトガ

ル語を母語とする児童生徒が 8,779 人と最も多く、全体の約 4 分の 1（25.6%）を占め

ている。それに次いで中国語 8,204 人（23.9％）、フィリピノ語 6,283 人（18.3％）スペイ

ン語 3,600 人（10.5％）、ベトナム語 1,515 人（4.4%）、英語 982 人（2.9%）、韓国・朝

鮮語 627 人（2.0％）の順となっている。しかしながら注目すべきは、その他の言語が

4,345 人で、全体の 12.7％を占めていることである。その他の言語には、タイ語、ネパ

ール語、インドネシア語、ヒンディー語、ウルドゥー語などがあり、これら母語を見ても、

日本語指導が必要な児童生徒が多様化している現状を垣間見ることができる。  

本報告では、外国にルーツを持つ子ども達と接する保育者や教員の気づきを願っ

て作成されたガイドブックについて述べ、そこから、教員の養成に何が必要とされるか

を考察する。 

 

2. 支援施策と動向  

 

文科省における日本語指導が必要な児童生徒に向けての支援施策は、日本語

指導のための教員の加配や日本語指導者等に対する研修の実施などがこれまで行

われてきている。また、教材・資料としては、『就学ガイドブック』（2014 年度改訂）、

『外国人児童生徒受入の手引き』（2011 年）等の作成・配布などがあげられる。公的
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義務教育諸学校への就学に日本人と同一の教育を受ける機会を保障し、外国人児

童生徒に対して持続した支援、担当者同士の協力・連携の強化、外国人児童生徒

支援教育のいっそうの充実を図るために様々な取り組みが行われてきた。  

近年の大きな動向としては、2014 年に学校教育法施行規則の一部が改正され、

在籍学級を離れ別室で個別に指導する「取り出し」の日本語指導を「特別の教育課

程」として編成・実施することが可能になった。これにより、日本語指導は正規の教育

課程となり、教育現場においての大きな変化となった。この「特別の教育課程」による

日本語指導の実施で期待される効果として、次の 3 つが期待できる。1 児童生徒一

人一人に応じた日本語指導計画の作成・評価の実施による、日本語指導の質の向

上、2 教職員等研修会や関係者会議の実施による、地域や学校における関係者の

意識及び指導力の向上、3 学校教育における「日本語指導」の体制整備による、組

織的・継続的な支援の実現。 

また、2017 年度文科省は、外国人児童生徒等教育を担う人材を育成するために、

「外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業」を新

たに開始した。この事業では、日本語指導・教科指導・生活指導等の多様な役割を

担う外国人児童生徒等教育担当教員に必要な資質・能力を具体的に示すとともに、

教員養成学部等の課程・現職教員研修を通じてそのような教員の専門性を養うため

に必要なモデルプログラムを研究・開発することが目的となっており（「平成 29年度文

部科学省委託  外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム

開発事業－報告書－」2018 年より）、日本語教育学会がこの事業を受託し、現在事

業を実施・運営している。 

このように現在、外国人児童生徒支援のための施策は充実が図られてきている。  

 

3. 愛知教育大学外国人児童生徒支援リソースルームの取り組みとガイドブック作

成における背景  

 

日本語指導が必要な児童生徒数が日本で一番多い県、愛知県に位置する愛知

教育大学での支援活動は、2003 年頃から日本語教育を専攻している学生が中心と

なり、外国人児童生徒が在籍する近隣の小中学校を訪問し、ボランティアで日本語

指導や教科指導を行ったのが始まりである。2005 年度から 2007 年度の 3 年間、文

部科学省の現代的教育ニーズ取組支援プロジェクト（現代 GP）が採択され、ボランテ

ィア派遣だけでなく、教材開発、調査研究などの取り組みがなされるようになった。外
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国人児童生徒支援リソースルーム（以下、リソースルーム）  が設立されたのもちょうど

この頃で、現在に至るまで本格的な支援活動に取り組んでいる。2011 年度から 2013

年度にかけては、「外国人児童生徒を軸とした多文化共生社会を目指す教育支援

の構築」事業を実施した。この事業では、「日本で成長する子ども」という視点から、

就学前からの支援や取り組みが急務であると考え、幼稚園、保育園、こども園の段

階からの支援をこの事業に取り入れた。就学前から義務教育終了後の高等学校ま

での継続した支援を目指し、この事業に取り組んだ。  

外国人労働者の定住化傾向により、日本生まれの子ども達が急増している。こう

いった子ども達の保護者は、日本の保育園や幼稚園について知らないことも多く、ま

た、母国と日本では幼児期についての考え方に違いがあったり、幼稚園や保育園自

体が母国のものとは違う場合もある。こうした現状を踏まえて、日本で成長していく外

国にルーツを持つ子どもたちの保護者に、日本の幼稚園・保育園をよく知ってもらい、

園の活動や行事に積極的に参加してもらうことを目的とした『幼稚園・保育園ガイド

ブック』の作成を試みた。作成メンバーは、筆者とリソースルームのスタッフ（研究補佐

員など）7 名である。作成に向けて何度もミーテイングを重ね、その過程で 3 つの疑問

を持つようになった。1 つ目は「保護者に向けて十分な情報の提供がされているか」、

2 つ目は「そもそも十分な情報とは何か」、3 つ目は「情報は保護者だけに提供されれ

ばいいのか」という疑問であった。  

1 つ目の疑問「保護者に向けて十分な情報の提供がされているか」と 2 つ目の疑

問「そもそも十分な情報とは何か」という疑問を持つようになったのは、ガイドブックの

作成に向けて、近隣の保育園や幼稚園から様々な配布文書を取り寄せたことがきっ

かけであった。取り寄せた配布文書の中には、保護者の母語に翻訳された文書もあ

った。これらの文書は、日本人に配布する文書の内容をそのまま翻訳しただけのもの

が多く、日本人保護者にとっては十分な情報量であり、何の疑問もなくこの文書の内

容を受け入れることができるが、日本とは文化が違う国で育った外国人保護者には、

情報が不十分であることに気が付いた。例えば、ブラジル人保護者が入学式に普段

着で行ってしまい大変恥ずかしい思いをしたという話をブラジル人学校の教員から聞

いた。このようなことも情報不足が原因で起こった例であると考えられる。その保護者

の国では、入学式に子どもにはフォーマルな服装をさせるが、保護者は入学式にほと

んど参加しないとのことである。市の学校教育課から送られてくる「入学式のお知らせ」

には保護者の服装までは書かれていない。服装以外にも、入学式がどのようなものな

のか、入学式でどのような事が行われるのか、何の目的で行われるのか等の情報の
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提供は、外国人保護者に対してされるべきであると考えた。  

3 つ目の疑問「情報は保護者だけに提供されればいいのか」については、十分な

情報は保護者だけでなく、保育者や教員などの外国にルーツを持つ子ども達に関わ

る者にも提供されるべきではないかと考えたことによるものである。先にあげた例で言

えば、入学式についての配布文書を配布した側が、入学式の保護者の服装を情報

として伝えていれば回避できたことかもしれない。保護者がフォーマルな服装で来る

かどうかは保護者に任せるとして、日本の入学式について十分な情報を与えることは

大切だと思われる。まずは、外国人保護者にとって、日本人保護者に配布する文書

と同じ情報量では足りないことを外国にルーツを持つ子ども達に関わる者が知ること

が、第一歩であると考えた。  

これら 3 つの疑問点について、作成メンバー内で議論を重ねた結果、まず外国に

ルーツを持つ子ども達と関わる保育者や教員がこのガイドブックに目を通すことで、

保護者が必要としている情報に気づくことができ、保護者とのコミュニケーションに役

立てられるようなガイドブックを作成することに決定した。  

作成にあたり、作成メンバーで各国の保育事情を調べ、日本と違う点を調べたり、

近隣の市の子ども課や幼稚園、保育園の協力を得て、保護者への配布文書を取り

寄せたり、外国にルーツを持つ子ども達の受け入れにあたり苦労している点やこれま

で起きた問題などについても聞き取り調査を行った。さらに、日本での子育て経験の

ある外国人保護者の方からも、幼稚園や保育園にこうしてほしかったというような話の

聞き取りを行った。子ども課や幼稚園・保育園の保育者の方には、校正原稿にも目

を通していただき、内容のチェックもお願いした。このように、ガイドブックは、近隣の子

ども課や保育園・幼稚園の保育者、保護者の方にも協力を得て作成された。  

 

4. ガイドブックの内容  

 

ガイドブックは、『幼稚園・保育園ガイドブック』、『小学校ガイドブック』、『中学校ガ

イドブック』の 3 種類あり、それぞれ 5 か国語で作成した。『幼稚園・保育園ガイドブッ

ク』は 2013 年に発行され、『小学校ガイドブック』は 2015 年～2016 年に発行された。

その後、2017 年に『中学校ガイドブック』の 4 か国語（英語、ポルトガル語、タガログ語、

中国語）が発行され、2018 年度末にスペイン語版が発行予定である。子どもに関わ

る保育者や教員がまず手に取ってほしいという願いから、左側が日本語、右側がそ

れぞれの言語で書かれている。本章では、主に『幼稚園・保育園ガイドブック』の内容
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に触れる。内容は大きく 3 つに分かれていて、それぞれ、1 章：日本の幼稚園・保育

園について、2 章：コラム、3 章：便利帳で構成されている。  

ガイドブックの中で一番多くのページ数を占めている 1 章：日本の保育園・幼稚園

については、（1）日本の幼稚園・保育園ってどんなところ？、（2）日本の幼稚園・保

育園の行事、（3）子どもの体や成長、（4）食事について、という 4 つの内容に分かれ

ている。1 章の内容を下記の表 1 に示す。この章では、本文に出てくる幼稚園・保育

園で必要な物品をカラー写真で載せるようにした。日本で生まれ育った日本人の保

護者であれば、だいたいどのようなものなのか分かるので、写真までは必要ないかもし

れないが、外国人保護者にとっては、それがどんなものなのか想像もつかなかったり、

保護者の国で使われているものと日本で使われているものとでは、全く違うものである

ことも多い。こうしたことを配慮して、できるだけ実物をカラー写真で示すようにした。  

 

表 1 ガイドブック 1 章「日本の幼稚園・保育園」の内容  

（1）日本の幼稚園・保育園ってどんなところ？ 

・幼稚園・保育園ってどんなところ？ ・服装  ・必要なもの ・送り迎え  

・連絡  ・緊急連絡  ・休みになるとき  

（2）日本の幼稚園・保育園の行事  

①行事  

・行事  ・入園式  ・先生とのお話し（家庭訪問・懇談会・参観日）  ・遠足   

・プール ・防災  避難訓練  ・運動会  ・生活発表会  ・卒園式  

②季節の行事  

（3）子どもの体や成長  

① 病気やけがのとき 

②健康について 

・予防接種  ・ぎょう中検査  ・検便  ・感染症  ・健康診断  

③トイレトレーニング 

④元気な子どもの一日  

（4） 食事について 

①給食   

② お弁当・水筒  
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また、幼稚園・保育園での行事については、日本人保護者への配布文書にはな

い部分を大切にした。例えば、「入園式」のページには「1．入園式ってなに？」、「2．

だれが参加するの？」、「3．どこでするの」、「4．なにをするの？」、「5．服装・何を持っ

ていくの？」、「6．早めに行こう！」という項目がある。国によっては入園式は子どもだ

けが参加し、親の服装はカジュアルなものであったりする国もあることなどを事前に情

報収集し、日本人にとっては当たり前の内容を丁寧に述べるようにした。（例①「新入

園児の保護者の多くは、スーツやワンピースを着て行く場合が多いですが、必ずしも

そのような服装で行く必要はありません。ジーンズや T シャツなどのカジュアルな服装

でなければ大丈夫です。」、例②「入園式は決まった時間に始まります。入園式の始

まる 15 分前には、幼稚園・保育園へ行った方がいいでしょう。余裕を持って行かない

と、急に保護者と離れることになるため、子どもが不安になってしまいます」）。その他、

第 1 章で配慮した点は、日本の季節の行事について説明を入れたところである。例

えば、節分の豆まきでは、鬼を悪魔と捉えている外国人保護者が宗教的な行事と誤

解し、その日は子どもを休ませることもあるという例を保育者から聞いたため、「幼稚

園・保育園で行う行事に宗教的な意味はありません。どれも行事として行われていま

す。それでも宗教的に参加できないなど、問題がある時は先生に相談しましょう」とい

う記述を入れて、各行事の説明をした。 

2 章のコラムは、①「家庭での使用言語」、②「よんでみませんか？えほん」、③「100

円均一を賢く使おう！」の 3つのコラムがある。①「家庭での使用言語」では、よく保育

者が保護者に対して家庭でも日本語を使用するように勧めてしまうという話から、家

庭での言葉の大切さについて述べている。また、②「よんでみませんか？えほん」では、

絵本を読むことによって、言葉への興味を持つことにつながったり、語彙の増加、想

像力の発達、人の気持ちを思いやることにつながるなどの絵本の効果を示し、子ども

と一緒に楽しむことを勧めている。「おすすめのえほん」というページでは、実際に 4 冊

の絵本の紹介をしている。③「100 円均一を賢く使おう！」では、子ども達が幼稚園・

保育園で使う多くのものを購入する際に 100 円均一のお店などをうまく利用すると、と

ても便利であることが紹介されている。  

3 章の便利帳には、実際に保護者から保育者、保育者から保護者へ連絡する際

にそのまま使用することができるよう各言語で明記してあり、実際の場面にあった行事

名や日にち、時間を入れられるように穴埋めになっていたり、選択肢からチェックでき

るようにしてある。内容は、①事前確認事項、②送り迎えの変更、③行事のお知らせ

の 3 つである。 
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『幼稚園・保育園ガイドブック』の発行後、多くの反響をいただき、こうした方がもっ

と使いやすいというご意見もいただいた。そうしたご意見もできるだけ活かし、その後、

『小学校ガイドブック』と『中学校ガイドブック』の作成に及んだ。『小学校ガイドブック』

では帰宅後の過ごし方や、『中学校ガイドブック』では進路やアイデンティティの問題

にも触れ、より使いやすく、子どもの成長に合わせた充実した内容となるよう作成し

た。 

 

5. 気づきから多文化教員の育成に向けて  

  

多文化教員とは、多様な言語文化を背景とする児童・生徒の指導、支援、学習環

境づくりに携わる人であり（「多文化教員の広場」HP より）、この多文化教員の育成に

は、様々な気づきが必要不可欠であると考えられる。ガイドブックは、外国にルーツを

持つ子ども達と関わる保育者や教員が保護者が必要としている情報に気づくことを

願って作成したものであるが、この気づきこそが、多文化教員の第一歩となるのでは

ないだろうか。 

愛知教育大学外国人児童生徒支援リソースルームでは、外国にルーツを持つ子

ども達への日本語支援として、近隣の連携都市である 4 市の公立小中学校に、学生

ボランティアを派遣している。図 1 にそのボランティア登録者数を示す。  

 

 

図 1 愛知教育大学における日本語支援学生ボランティア登録数  
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ボランティア登録者数は年々増加しており、2017 年度には、初めて 300 人を超えた。

授業の空き時間に小中学校に行くことになるが、大学から近い学校ばかりではないた

め、交通手段の問題等もあり、登録した学生全員が活動に参加できるわけではない。

実際に活動している学生数は約 150 人ほどであるが、年々増えていることは確かであ

る。こうした学生の多くは、最初この日本語支援ボランティアについて、子ども達の母

語が話せないとできないと思い込んでいたり、特別な知識が必要な支援であるなどと

考えていたりして、最初から自分には無理だと決めつけ、なかなか最初の一歩が踏み

出せない傾向にある。ボランティア学生を送り出す側として、学生のこのような不安を

払拭することからスタートしなければならない。学生への事前説明だけでなく、勉強会

の実施や教材紹介、相談対応など、支援前だけでなく、支援中も継続したサポート

が必要である。実際に支援活動を始めてみると、多くの学生が、「子どもの母語が話

せなくても支援ができる」、「子ども達は会話には問題がなくても勉強の理解が難しい

んだ」、「こんなところでつまずくんだ」、「こんな悩みを抱えているんだ」などという様々

な気づきがある。このような気づきから、「もっとうまく支援したい」、「子ども達のために

なることは何だろう」、「どう教えたら理解できできるだろう」などと考えるようになり、子ど

もと接した時のこうした気づきこそが学生の大きな成長につながっている。  

愛知教育大学では、2017 年度入学の学生から、「外国人児童生徒支援教育」と

いう教養科目が学部で必修化された。日本語指導が必要な児童生徒が最も多い県

にある大学として、将来教員となる学生すべてが外国にルーツを持つ子ども達に関

わる際に必要となる様々な知識を得たうえで、教員となってほしいという思いから必修

化に踏み切った。また、2017 年度から、日本語を母語としない人たちを対象とする日

本語教育を実践できる力を持った教員の養成を目指し、教員養成課程の初等教育

教員養成課程に「日本語教育選修」を全国に先駆けて開設した。中山（2007）は、ド

イツにおける教育動向を紹介し、そこから 3 つの特徴を示している。その特徴の一つ

として、ドイツで教師教育の対象者が外国人担当の現職教員から、教員養成の学生

へと広がっていったことを述べ、「このことから、ドイツでは、移民の子どもたちの言語

的、文化的多様性への対応が、ドイツ語を重点的に教える「準備学級」などの一部

の担当教員だけの課題ではないとして認識されはじめていることがわかる。」と指摘し

ている。このようなドイツの動向からすると、日本における外国にルーツを持つ子ども

達に関する教師教育は、教員養成段階としては、まだまだスタート段階であると言え

るが、今後外国人材の受け入れ拡大に向かう日本において、急務の課題であること

は間違いない。教員養成大学として、今後、学生達の気づきを生む大学での授業や



 

 
『複言語・多言語教育研究』 日本外国語教育推進機構会誌 No.6 (2018) pp.130-139 

 

 - 138 - 

ボランティア体験へのサポートがより重要な役割となる。また、今の学生が受講してい

る外国にルーツを持つ子ども達に関する内容の授業やボランティアを経験したことの

ない現職教員に向けてのサポートも重要となるであろう。外国にルーツを持つ子ども

達や保護者への支援は、決して彼らだけのためだけではなく、彼らを支援することは、

ともに過ごす日本人の子どもや保護者を始め、日本社会の全ての人の幸せに繋がる

という当たり前のことを認識した多文化教員の育成が必要であり、それには様々な気

づきが重要であると思われる。 

 

（愛知教育大学） 
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Getting teachers to realize the importance of conveying information 

to international pupils’ parents/guardians: 

The creation of information booklets for assisting international pupils  

 

Naomi KAWAGUCHI  

 

The International Pupils Resource Room at Aichi University of Education 

created information booklets that give information about Japanese 

kindergarten, elementary school, and Junior high school in English, 

Portuguese, Spanish, Chinese, and Tagalog. The primary purpose was to 

assist international pupils by educating their parents/guardians on Japanese 

schools, and in addition to get the teachers to realize the importance of 

conveying such information to them. For the latter purpose, each booklet was 

written in a foreign language on one side and in Japanese on the other side. 

In this article, we discuss the background of this project, the contents of the 

booklets, and what is needed to foster teachers with multi -cultural 

awareness.  

 


