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　　　　　　第２章

第 2章　事業の内容について
（1）事業に参加した子どもたちについて

①対象となる子どもについて
　本事業には 6 年間で 8,751 人の子どもたちが参加した。参加人数には、「対象となる子ども

（積算対象の子ども）」以外の「参加可能な子ども（積算対象外の子ども）」の数を含む。2013
年度以降の積算対象区分については表 1、図 1 の通りである。

【表 1　2013 年度以降の積算対象区分について】

【図 1　2013 年度以降の積算対象区分について】
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虹の架け橋
教室出身者

(d-2)
虹の架け橋教室
出身者以外

※学校長等の要
  請がある場合

※就学年齢を過ぎた子ども（概ね18歳
まで）で公立中学校への受入れが認め
られ、学校長等の要請がある者も含む

※(a)(b)(c)(f-1)
出身者に限定

※１つのコマの中で参加できる積算対象外の子どもの数は、積算対象の子どもの数以下まで

※対象となる子どもが在籍する期間は原則６ヶ月

(f-1) 公立小学校への入学準備をする子ども
※入学年度の前年10月から入学前のみ 

(f-2) 右記(f-1)に該当しない者

＜対象となる子ども（積算対象の子ども）＞
（ａ）不就学・自宅待機の子ども
（ｂ）公立小中学校に在籍しているが、不登校になっている子ども
※就学年齢を過ぎた子ども（概ね 18 歳まで）で公立中学校への受入れが認められ、学校長等の要請が
ある者も含む

（ｃ）ブラジル人学校等の基礎教育段階（日本の小中学校相当）で授業料の一部若しくは全額を免除さ
れている子どものうち日本語教育を希望する者

（ｄ - １）公立小中学校に通う子どもで日本語教育を希望する者のうち、本事業の教室出身者※で、在
籍している学校長等の要請がある者。 ※（（ａ）、（ｂ）、（ｃ）及び（ｆ - １）の出身者に限定）

（ｆ - １）就学年齢前の子どものうち、公立小学校への入学を希望する者で、公立小学校への入学準備
をする子ども
※入学年度の前年 10 月から入学前の期間のみ

（ｇ）中学校夜間学級への入学、中学校卒業程度認定試験の受験、定時制高等学校等への入学を希望す
る子ども（目安：概ね 18 歳まで）

＜参加可能な子ども（積算対象外の子ども）＞
※以下の子どもは参加可能であるが、積算の対象にはならない。

（ｄ - ２）公立小中学校に通う子どもで日本語教育を希望する者のうち（ｄ - １）に当たらない者
（ｅ）ブラジル人学校等の基礎教育段階（日本の小中学校相当）に通う子どもで授業料を全額支払って
いる者のうち、日本語教育を希望する者

（ｆ - ２）就学年齢前の子どものうち、公立小学校への入学を希望する者で、（ｆ－１）に該当しない者
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　本事業は緊急経済対策として年度途中で走り出したため、2009 年度はニーズを把握しつつ
事業としての枠組みを検討する時期となった。2010 年度より、積算対象の考え方を上の図の
通り整理した。その後、2012 年度からは学齢超過の子どもも積算対象となり、2013 年度か
らは就学前の子どもも積算対象に加わった。

②参加した子どもの人数、年齢、言語等
◆参加した子どもの人数
　本事業に参加した子どもの年度ごとの内訳は表 2 と図 2 の通りである。

【表 2　毎年の実施件数・参加人数】

実施件数 参加人数（人）
2009 年度 34 1,251
2010 年度 42 2,436
2011 年度 39 1,444
2012 年度 23 1,164
2013 年度 21 1,254
2014 年度 22 1,202

【図 2　毎年の参加人数】　　　　

　2010 年度に積算対象の考え方を整理したため、2011 年度以降は積算対象の子どもたちを
中心的に受け入れる実施団体が増えた。2012 年度以降は学齢超過が対象に加わったこともあ
り、実施件数が以前よりも減ったにもかかわらず、積算対象の子どもは最初の 3 年に比べて
も減っていないことが見て取れる。これはその分、p.13 図 8 にもあるように、実施件数 1 件
当たりの子どもの数が増えてきたということも示している。以下、参加した子どもたちの年齢
や属性等につき、細かく見ていく。なお、これ以降の図表においては、不要な煩雑さを避ける
ため（ｄ－１）（ｄ－２）は（ｄ）、（ｆ－１）（ｆ－２）は（ｆ）としてまとめて扱っている。

◆参加した子どもたちの年齢・属性
　2014 年度の数値を見ると、就学前は 161 人、学齢超過は 254 人、その他の 787 人が義務
教育年齢となった。経年的に推移をたどると、事業開始当初は多かった（ｃ）ブラジル人学
校に通っているが学費が払えない子どもが減少していく様子が図 3 から見てとれる。（ａ）不
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就学につい図ては一定で推移
し、（ｇ）学齢超過や（ｆ）就
学前はそれぞれ 2012 年度と
2013 年度の積算対象化に伴
い増加している。実施団体の
特性に応じて対象が規定され
る面もあるため日本全体の状
況と同一の動きとは言い切れ
ないものの、「ブラジル人学
校に通いたいが学費が払えな
い」層が経済危機後に帰国し
たり、また保護者の生活が再
度安定したりする中で（ｃ）
のニーズが減っていったものと読み取れる。
 　
◆参加した子どもたちの言語
　言語の推移については図 4 の通りである。上で述べたようなブラジル人学校在籍だが学費
が払えない子どもの減少は、ポルトガル語を母語とする子どもの減少と軌を一にしている。全
国的な人口動態としても 2012 年末でそれまで 3 位だったブラジル国籍者数と 4 位だったフィ
リピン国籍者数が逆転したが、本事業においてもフィリピン人の子どもが増えてきている様子
が見て取れる。なお、タガログ語以外のフィリピンの少数言語（ビサヤ語、イロカノ語等）を
話す子どもは「その他」に分類されている場合があるため、フィリピン出身者の子どもの数は
以下のグラフよりも少し多いものと推定される。本事業の参加者の場合、最終年度に至るまで
ポルトガル語の子どものほうが数人多いものの、2013 年度以降、ポルトガル語の子どもが 3
分の 1、タガログ語の子どもが 3 分の 1 でほぼ均衡している。なお、本事業に参加した子ど
もの中には日本国籍をもつ子どもも含まれているが、本事業においては国籍別のデータをとっ
ていないため具体的な人数については不明である。

【図 4　参加した子どもの言語の推移 2009-2014 年度】
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 ◆言語と属性の関係について
　ここから先は、参加した子どもたちの言語・属性・地域について、2014 年度の状況につき
詳細にみていくこととする。まず、言語と属性を掛け合わせてみると、特に目を引くのは（ａ）
不就学のタガログ語の子どもの多さと、（ｇ）学齢超過の中国語の子どもの多さである。（ａ）
不就学については、タガログ語が 191 人、ポルトガル語が 106 人となっており、フィリピン
人の子どものニーズのほうがブラジル人よりも多くなっていることがわかる。学齢超過につい
ては、中国語 87 人、タガログ語 77 人の合計 164 人で、学齢超過者全体の 6 割強を占めている。

【図 5　2014 年度　言語と属性の関係】

 ◆言語と地域の関係について
　次に、言語と地域の関係であるが、地域名の横の（　）内の数値は当該地域の事業実施件数
を指している。その他の 2 件は、滋賀県と広島県である。ブラジル人が多いイメージの強い
東海地方においても、ポルトガル語は 262 人、タガログ語は 283 人であり後者のほうが多い
ことが読み取れる。首都圏においては中国語が 121 人と最多であり、タガログ語も 80 人い
るが、「その他」の言語が 62 人と多く言語の多様性が高いのも首都圏の特徴である。

【図 6　2014 年度　地域と言語の関係】

 ◆地域と属性の関係について
　次に地域と属性の関係をみると、学齢超過に関しては、首都圏は 4 件実施で 143 人、東海
地方は 14 件で 99 人であるため、圧倒的に首都圏の虹の架け橋教室においてニーズが高いこ
とが図 7 から見て取れる。東海地方において就学前の子どもが本事業に多く参加したのは、
在住外国人の人口構成による部分もあるだろうが、本事業実施以前より自治体等において外国
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人の子どものプレスクール事業に長く取り組んできた経緯があり、その重要性が広く認識され
ていた影響や、プレスクール実施に慣れた団体が存在したためとも考えられる。不就学に関し
ては、圧倒的に東海地方に集中しているが、「不就学」の中には、新規来日した子どもについ
て学籍をおこす前に初期日本語・適応指導を行う場合も相当数含まれている。

【図 7　2014 年度　地域と属性の関係】

 ③地域別ニーズについて
　これらの内容を踏まえ、複雑で多様な現実をあえて単純化すると、本事業に参加した子ども
についての地域ごとの特徴は以下のようにまとめられる。まず、東海地方においてはフィリピ
ン人とブラジル人の不就学が多く、ブラジル人の子どもを中心に就学前の子どもの在籍も多い。
首都圏においては、学齢超過と不登校の子どもが多く、なかでも中心的な集団は中国人とフィ
リピン人であるが、言語的な多様性が大きい。北関東においては、2 件中 1 件がブラジル人学
校と連携して実施している団体であり、実施団体の特性を反映したものとみられるが、ブラジ
ル人の不就学とブラジル人学校学費免除の子どもが多い。

◆首都圏と東海地方の対比
　以下、首都圏と東海地方を対比してもう少し深く背景を検討する。なお、次ページ表 3 に
主要な項目を整理した。
　正確な数値があるわけではないが団体からの報告を総合すると、首都圏では日本人男性と
結婚した中国人・フィリピン人女性が母国に残していた前夫との間に生まれた子どもを 15 ～
16 歳で呼び寄せるパターンが目立ち、そのため学齢超過の子どもへの支援ニーズが大きいも
のと思われる。東海地方のフィリピン人は日系フィリピン人の夫婦とその子どもで来日し（あ
るいは後日子どもを呼び寄せ）、日系ブラジル人の雇用を置き換える形で夫婦ともに派遣会社
の仲介により工場等で働いている場合が多いようである。ただし、首都圏と同パターンで来日
するフィリピン人の子どもが存在しないわけではない。

・学齢超過の子どもたち
　なお、同じ「学齢超過の子ども」と括られる子どもでも地域ごとの差異がみられる。首都圏
に関してはすでに述べたように母国で義務教育課程を修了した上で来日する学齢超過の子ども
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が量的に目立ち、アジア系を中心とした保護者・子どもたちが「高校に行きたい、でもどうす
ればいいのかわからない」「日本語を含め、学習する場がない」とのニーズが大きい。学校に
所属していないということは、進路指導や出願手続き等、通常中学校から受けられる指導・支
援が受けられないことを意味する。架け橋教室にたどりつくまでの間、とりあえず日本語学校
に通ったが高校進学に結びつく情報が何も得られなかったり、何をすればよいかわからず自宅
で一人で過ごしていたりするような子どもも存在する。
　一方東海地方のブラジル人の学齢超過に関しては、年齢が高くなってから呼び寄せるという
事例は報告からは読み取れず、むしろブラジル人学校と公立校の間で編入を繰り返して両言語
とも身につかなかったり、公立校に長く在籍していたが学力がつかなかったりする中で、進路
未定のまま中学校を卒業するような事例のほうが多いように見受けられる。不就学のまま義務
教育年齢を超過してしまった、ブラジル人学校を卒業したが日本の高校志願資格がない等の理
由で、中学校卒業程度認定試験受験に向けた支援をする団体も東海地方には散見される（首都
圏においては中学校夜間学級が存在するため中卒認定試験対応を行っている団体は存在しな
い）。

【表 3　首都圏と東海地方の実施状況・対象の対比について】

首都圏 東海地方

主要な対象の特徴 中国人・フィリピン人の学齢
超過及び不登校、全般に言語
的な多様性が高い

フィリピン人・ブラジル人の
不就学、ブラジル人を中心と
した就学前の子ども

来日の経緯、家族形態 外国人女性の日本人男性との
国際結婚による呼び寄せによ
り 15 歳前後で来日

両親ともに外国人、一家で来
日または生活が落ち着いたと
ころで子どもを呼び寄せ

義務教育年齢の子どもの様相 「不登校」として問題が顕在化
しやすい。
東海地方に比べると集住の度
合いが低く、学校の支援体制
が整いにくいため不適応を起
こす。

「不就学」として問題が顕在化
しやすい。
比較的学校の支援体制が整っ
ていても、数の多さや問題の
多様性から、こぼれる子ども
がいる。

学齢超過の子どもの様相 義務教育を修了していない場
合は中学校夜間学級へ。本事
業でサポートするのは、義務
教育を母国で終了しており、
日本の中学校に一度も在籍せ
ず高校受験を目指すタイプの
子どもが多い。
アジア系の子どもを中心に、
進学意欲はあるが、受験に必
要な情報や勉強する場所がな
い。

ブラジル人学校卒、不就学の
まま義務教育年齢を超過等の
理由で高校志願資格がない子
どもがいる（中卒認定試験で
対応）。中学校夜間学級に通う
ことはほぼない（名古屋にし
かないので、地理的制約があ
る）。
滞日歴が長くても高校に行け
る力が身につかず、進路未定
で中学校を卒業する子どもが
相当数いる。
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・義務教育年齢の子どもたち
　次に義務教育年齢の子どもたちの状況については、図 7 で確認した通り、東海地方では「不
就学」の子どもが多く、首都圏では「不登校」の子どもが多いとの差が見て取れる。（ただし「不
就学」の中には、新規来日した子どもの初期日本語・適応指導を行う場合も相当数含まれてお
り、言語以外の困難な事情で学校に行けない子どもがどの程度虹の架け橋教室に在籍したかは
明らかではない。）　学齢期の子どもについては、首都圏においては子どもが来日（自治体に転
入）した際に同時に（機械的に）就学手続きが行われることが多いようである。東海地方では
学籍を直ちにおこさなければならないという運用にはなっていないところが多いようで、虹の
架け橋教室に在籍する間は「不就学」扱いの地域も多い。基本的には東海地方の「不就学」の
多さはその点に起因するものと思われる。
　これまで述べてきたような差異を背景として、虹の架け橋事業から見える各地域における「外
国人の子どもの教育問題」の捉え方、問題化の力点が以下のように整理できる。

・東海地方の状況
　東海地方においては、「まず義務教育年齢の子どもの教育を」との考え方が強い。これは、
次に述べるような状況を背景にもともと地域の中で義務教育年齢の子どもについての課題が見
えやすく、自治体としても関心が強く、実施団体もその関心を共有しているものと見られる。
公営住宅や派遣会社の借り上げ住宅所在地等、特定地域に集住する傾向があり、義務教育年齢
の外国人の子どもが量的に多く学校現場の負担感も強い。集住地区における学校現場での体制
は一定程度整う一方で、あまりに数が多かったり、ある時期に集中的に子どもが来日したり、
外国人の子どもの抱える問題状況が多様化したりすると、学校等での支援が追いつかず虹の架
け橋教室がそのような子どもたちの受け皿となる。他方で「集住都市」であっても実際には外
国人が集住する地区は限られることが多く、外国人の子どもが少ない学校での支援体制の問題
も引き続き存在するとみられる。また、学校では直接支援がしづらい「不就学」の状態の子ど
もたちが存在することから、本事業実施以前から地域によっては NPO 等が学校の外部で義務
教育年齢の子どもへの居場所づくり・学習支援活動を展開してきた経緯もある。ブラジル人学
校という保護者・子どもにとって「公立学校以外の選択肢」が存在することも、首都圏とは大
きく異なる点である。ブラジル人学校の存在を否定するものでは全くないが、義務教育期の子
どもにとっても公教育の「外部」が存在することが、公教育側からは把握の難しさ、保護者・
子どもにとっては選択肢があるゆえの迷い・就学の不安定さにつながる面がある。

・首都圏の状況
　首都圏においては、義務教育年齢の子どもたちは不登校であっても一応は学校につながって
いる場合がほとんどである。インターナショナルスクール等に子どもを通わせる経済的余裕の
ある家庭の子どもは虹の架け橋教室にはほぼ来ないため、学校に行くと言えば日本の公立学校
に通うこととほぼ同義である。しかし東海地方ほど特定の学校区に外国人の子どもが集中する
ことは少なく、学校内での支援体制が整いにくいために子どもにとっては学習や適応の上で困
難を来し、通いにくくなることがあると思われる。結果として義務教育年齢の子どもに関して
は、学校に在籍はするものの不登校としてこぼれ落ちる子どもへの支援が架け橋教室の中心的
な役割となる。他方で、高校に行きたい意志はあるものの学ぶ場所や必要な情報が得られず、
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中学校にも高校にも通えない学齢超過の子どもたちの存在が東京・神奈川を中心に本事業開始
以前から課題として提起されていた。そのような子どもへの支援に NPO が取り組んできた経
緯があり、学校の外部の主体が取り組むべきは他で手当てがされない学齢超過の子どもの支援
というような考え方がある。
　このように多様なニーズを受けて、各地において地域のニーズに向き合いながら本事業は展
開されてきた。

（2）教室の実施について
①教室の概要について
　事業の要請として「教室」は常設であった。地方公共団体が実施する場合には、教育施設の
一部や市の施設を使用した。ブラジル人学校は、自校の空き教室、NPO は民間の賃貸物件の
使用が多い（一部、廃校になった学校や、団地の集会所等の利用もある）。分室の形態で複数
の教室を設ける団体もあるため、実際の教室数は実施件数をうわまわっていた。
　授業の実施時間帯については、大きく分けて、午前または午後のみ（二部制の場合もある）、
全日という形態がある。全日の場合も、送迎に要する時間などを考慮し、実際の学校よりは遅
めの 9 時半や 10 時という時間に始められる場合が多かった。予算や施設の制約から週 4 日開
講のところもあるが、ほとんどの団体で月曜日～金曜日の毎日開講された。ただし、すべての
子どもが毎日通うとは限らず、不就学の子どもは毎日通うが、放課後補習の子どもは決められ
た曜日のみ通う、不登校の子どもは徐々に学校に通えるようになったら虹の架け橋教室に通う
日を減らすなど、子どものニーズに沿って柔軟な対応をしている教室が多かった。

②教室の規模について
　グラフは 2012 年度から 2014 年度の実施件数 1 件あたりの積算対象の子どもの数の推移を
表したものである（2012 年度は全 23 件、2013 年度は全 21 件、2014 年度は全 22 件）。虹
の架け橋教室での受け入れは原則として 6 カ月を目安とするため、子どもたちは年間を通じ
て出入りをする（ただし学齢超過等、年度途中で行き場のない子どもは通年の在籍も認められ
た）。半年で入れ替わると想定すると、以下のグラフの数字のおよそ半分が、ある時点で在籍
しているという計算になる。以下のグラフからは、2012 年度から 2014 年度にかけ、徐々に
規模が拡大している様子が見られる。これはニーズそのものが増えた（外国人の人口が増加し
た）地域があることや、積算対象が拡大した（2013 年度からは就学前も対象となった）こと
に加え、教室としてより多くの子どもを受け入れる工夫がなされたり、教室の認知が広まった
りしたことも要因としてあげられるだろう。

【図 8　実施件数 1 件あたりの積算対象の子どもの数　2012-2014 年度】
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 ③授業実施形態について
　授業については、日本語（「国語」含む）・教科・実技・母語
に大別される。授業は一斉授業、少人数のグループ指導、個別
指導を適宜混ぜて行われていた。「個別指導」については、少
人数のグループの中でそれぞれ別の課題に取り組む場合もあれ
ば、場合によっては一対一対応をとる場合もあった。少人数の
環境だけに慣れてしまうと学校に入ってからのギャップが大き
いということや、子どもたちの仲間意識を高めるという目的で
一斉授業は取り入れられる。しかし対象となる子どもたちは年
齢的にも就学前から学齢超過までと幅広く、また母国や日本で
の就学歴・学習歴も多様である。年度の途中にも次々と入室者
が現れるため、全員を同じ進度で進められるわけでもない。こ
れらの制約もあるため、全員を対象とした一斉授業は授業の開
始前の導入（「朝の会」等）や体育・家庭科等の実技のみ行わ
れることが多い。一対一対応での個別指導については、それ
のみになってしまうと指導者の手も足りず、また子どもたち
の間での学び合いが

できなくなる。そのため発達の問題が疑われる等の特
別な事情のない限りは、一対一対応を必要とする子ど
もの場合であっても、グループ指導や一斉授業と組み
合わせて活動が行われることが多い。
　少人数のクラス分け、グループ分けは、年齢別／習
熟度別／入室順など、各教室の方針に沿って行われて
いることが多い。クラス／グループは固定されていな
い場合が多く、日本語と教科学習をそれぞれの進度に
よってクラス分けする（日本語は初級コースだが数学
は上級コース等）こともある。子どもたちと指導者を
どのように割り振るかという点については、子どもた
ちの出入りが多いため毎週のように組み合わせや時間割を見直す教室も少なくなかった。
　なお、指導者については、日本語等指導員（教科指導も含む）とバイリンガル指導員をおく

ことができるが、日本（ないしブラジル等）
の教員免許や日本語教師資格は指導者の要件
として位置付けていなかった。資格の有無に
かかわらず、地域に根差し、子どもたちの実
態に向き合いながら居場所を作りつつ、学校
との橋渡しとなることが期待された。

④授業の内容について
　すでに述べたように子どもたちの言語・年
齢・就学歴等が多様であり、かつ地域によっ

【鈴鹿市教育委員会　授業風景】

【安芸高田市国際交流協会　授業風景】

【日本聖公会中部教区・名古屋学生
青年センター（岐阜）授業風景】
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て公立学校の受け入れ体制が異なり、虹の架け橋教室の役割も地域によって異なる。そのため、
全国の虹の架け橋教室に共通カリキュラムを提示するということは行わなかった。審査の際に
大枠としての就学支援計画と時間割の提出は求めるものの、子どもの実情と地域の実態に沿っ
た形式・内容を各団体が工夫して提供してきた。

◆日本語の授業について
　日本語の授業に関しては、日本語初期指導には『みんなの日本語』『こどものにほんご』等、
いわゆる「文型積み上げ式」の教科書を使用する団体が多かった。このような教科書は、指導
の進め方の目安となるものの、文型や文法項目を難易度等に応じて順序立てて学ぶものであり、
各単元の語彙も必ずしも子どもたちの生活や学習活動に必要な順序で出てくるわけではない。
子どもが「今伝えたいこと」「今わかりたいこと」との関連性がないために学習の動機づけに
もなりにくく、機械的な反復になってしまいがちである。これらの限界は、公立学校内で用い
ることを前提として作成された JSL カリキュラムの考え方においても指摘されている。虹の架
け橋教室においてはさらに、日本語を母語とする子どもたちとの接触が日常的にないために、
文型積み上げ式の日本語の教科書を進めているだけでは、章は進んでも文法や語彙が身につか
ないということが起きやすい。
　そのため、文型積み上げ式の初期指導に加え
て、「内容重視」の日本語教育の要素を取り入
れていた団体も多い。たとえば、子どもたちの
関心のあるトピックについてグループで協力し
あいながらスマートフォンや iPad なども用い
て調べ学習をし、模造紙にまとめて発表する。
母国で暮らしていた町やそこでの生活につい
て、わからない単語は辞書で調べながら、他国
出身の子どもたちに日本語で発表する等の方法
がある。多様な日本語レベルや関心に応じて読
み物を借りられるように図書館を利用したり、
読み聞かせをするというような活動も行われ
た。公立学校への就学歴があり初歩的な日本語がすでにわかる場合や公立学校に在籍している
子どもについては、該当年齢の国語の教科書や副教材を用いる教室もあった。次に述べるよう
な教科学習や実技科目と統合的な形で日本語指導を行うこともあり、また教室全体としての活
動、地域交流の活動の際にも、当然日本語を使用する場面がある。いろいろな場面を捉えて、
子どもたちが学校に就学し、日本社会で暮らしていくための日本語習得支援が行われた。

◆教科学習について
　教科学習に関しては、何をどれだけ提供するかは実施団体により異なる。6 カ月の指導を経
て学校へとつなぐのが原則であるため、これから就学するにあたって足りない基礎的な部分を
一定程度まで補う（これまで安定して就学していない等の事情で、中学生年齢でも九九ができ
ない子どもに九九を教える等）程度の教室もある。しかし、学齢超過の子どもについては秋季
入試等の例外を除き、年度途中でつなぐ就学先がないため、長ければ一年間、虹の架け橋教室

【多文化共生センター東京　授業風景】
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のみで受験に向かって学習することになる。そのような事情含め、「学校に行き始めたときに、
その時にやっていることが分かる」ことを目標に、なるべく日本における当該学年の学習内容
を扱ったり、「教育は言語獲得ではなく概念獲得である」との考えに基づき、初期日本語指導
に偏らない授業展開をしてきた団体もある。
　ただし、日本語の力は低い場合が圧倒的に
多いので、教科学習の内容を扱うのは簡単な
ことではない。ブラジル人学校を実施主体と
した虹の架け橋教室においてはポルトガル語
による授業を行う場合もあるが、ほとんどの
教室では日本語を媒介として指導していた。
必要に応じて対訳教材を使用したり、バイリ
ンガル指導員が内容を子どもの母語で説明す
る教室もあるが、子どもたちの母語が多様で
ある場合にはそのような対応は困難であり、
写真や図などの視覚教材や表現を工夫しなが
ら行う教室も多い。
　教科に取り組む場合は子どもの年齢に合わせた学習内容・方法が提供されており、就学前で
あれば保育の観点、低学年であれば体験を通じた学びが取り入れられ、受験生であれば教科学

習はもちろん自己 PR 書の作成や面接の練習等、受験に
直結する内容が扱われる。特に学齢超過の子どもたちを
支援する場合には、中学校に所属していないため、虹の
架け橋教室において受験指導・進路指導もすべて行うこ
とが多い（多文化共生センター東京の報告 (P.51) も参照）。

◆実技科目について
　ダンスや絵が得意な子どもも多くいることから、音楽
や図工等の時間は、特技を披露できる場ともなった。日
頃「できないこと」ばかりに焦点化して学習せざるを得
ない子どもたちにとって、そのような時間は「できるこ
と」「得意なこと」を周囲に見せられる場でもあった。と
くに就学前の子どもについては活動を通じてことばを獲
得していくという観点もあり、音楽や図工等は幼稚園や
保育園同様に活動に取り入れられた。就学前の子どもで

それまで幼稚園や保育園に通ったことのない場合には、えんぴつを一度ももったことがない、
はさみやのりを使ったことがない等、一般的な 5 歳児に比べて圧倒的に生活の中での経験が
少ない傾向がある（日本聖公会中部教区・名古屋学生青年センターの報告 (P.23) も参照）。就
学前の子どもたちが多い教室では、そのような子どもたちに向き合うために保育士経験者を指
導員に充て、様々な活動を行ってきたところもある。
　また、日頃自宅から出ることの少ない不就学・不登校の子どもたちの体力不足を心配して近
隣の公園で体育を行う団体もあれば、偏食や家庭内の食事への関心の低さを心配して、ミニト

【美濃加茂市教育委員会　授業風景（朝顔の観察）】

【多文化共生センター東京　面接練習】
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マトを栽培してサラダを作るなど家庭科の要素を取り入れる団体もあった。日本の学校とは異
なり設備や備品が不十分な中でも、各団体が工夫の上、子どもたちの状況から出発する活動が
多く行われてきた。

◆母語について
　母語の授業時間を設けている教室は多くはないが、子どもの認知発達を支えたり、学習への
モチベーションを持続させたりする意味で重要な役割を担っていると考えられる（ムンド・デ・
アレグリア学校報告 (P.3) も参照）。また、子どもたちのアイデンティティを尊重し、自己肯定
感を育む上で母語を大切にする教室もあった（日本聖公会中部教区・名古屋学生青年センター
報告 (P.23) も参照）。母語の授業を実施している団体が多くない背景には、子どもの言語が多
様であることも踏まえ、指導者の確保が難しいという事情があると見受けられる。

　これまで見てきた通り、虹の架け橋教室においては、主に公立学校への就学を視野に入れな
がらも、日本の学校に適応させるための内容のみを取り扱ってきたわけではない。日本の学校
的な価値観から少し距離をおき、母語でできることや母国の経験を大切にしたり、固定的なカ
リキュラムにしばられず勉強以外で子どもが光る瞬間を積極的に捉えようとしたり、虹の架け
橋教室ならではの取り組みも多く見られた。言語の問題だけではなく、学習を中断した期間が
あった、挫折経験があるなど、多くの困難やつまずきを抱える子どもたちを対象とするからこ
そ、学習を通じて子どもたちの自信や自己肯定感を育む働きかけが行われた（ARACE 報告 (P.20)
も参照）。

⑤架け橋サポーターの取り組みについて
　外国人の子どもたちにとって進学や社会に出ることの見通しが立たない理由の一つとして、

「この人のようになりたい」との目標像を提供できるロールモデルがいないことが指摘されて
きた。それを受け、教室に通う子どもと同様の背景を持ち、日本で学び、社会で活躍している
先輩を「架け橋サポーター」として教室に招き交流することを事業の一環として行うことを提
案してきた。2010 年度にはモデル的な取り組みとして、「フォトストーリー」の手法を取り
入れて浜松市において 3 つの虹の架け橋教室の子どもが参加する「架け橋サポーター」活動
を行った。ARACE の報告 (P.20) にもあるが、フォトストーリーとは、子どもたちが自分の幼
い頃のものを含めて写真を集め、ナレーションを吹き込んで自分の好きなものやなりたい姿を
描きつつ、自分史の動画を作成していくものである。写真を集めたりナレーションを作成した
りする際に、「サポーター」が子どもたちのよいところを見つけながら励ますという点にも活
動の力点が置かれる。ARACE のように架け橋サポーター活動にフォトストーリーを取り入れ
ているところもあるが、その他の団体においても様々な形態で「先輩」と交流する活動が行わ
れた。

⑥「教室」としての活動
　日本の学校では、子どもたちの仲間意識を育んだり、協力して達成する体験をもたせるため
に様々な行事が行われる。それと同様、虹の架け橋教室においても始業式、修了式、運動会、
文化祭など教室としての行事が多く開催された。このような活動は、節目となり子どもたちに
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目標や達成感を与えると同時に、地域の関係者
や保護者を招くことで、地域との交流や保護者
との関係づくりを進めるきっかけともなってい
た。
　虹の架け橋教室の場合、子どもの在籍は 6 カ
月を目安としており比較的短期間であるものの、
この間、子どもたちにとっては虹の架け橋教室
以外に日本社会で居場所がない場合が多い。来
日したばかりで日本語もわからず、家の外に出
られない子どももいる。何らかの事情でそれま
で通っていた学校に通えず不就学・不登校になっている場合は、人間不信になったり孤立した
りしていることもある。子どもたちが教室に所属しているという感情をもてるように、言い換
えれば教室がこのような子どもたちの「居場所」ともなるように、各団体が様々な活動に取り
組んできた。すでに述べたように、虹の架け橋教室は就学前から学齢超過の異年齢の子どもた

ちの集団である。学習時には細かなクラス分け・グループ分けが行われるとしても、教室とし
ての全体の活動時には、年上の子どもが年下の子どもたちをリードする、年下の子どもは年上
の子どもに安心して甘えられる場をつくるなど、年齢の幅があることをプラスにかえる配慮が
なされていた。

　居場所と学習の場の両者の性質をもつこ
とにはある種のジレンマがある。学習にな
かなか向き合えず、場合によっては他の子
どもにとって「迷惑」になるような子どもが、
居場所を求めて教室に通い続ける場合、ど
のように対応するか、教室の力量が問われ
る。虹の架け橋教室の居心地がよいために、
学校に行きたがらなくなるのではないかと
の懸念も当然生まれる（そのために 6 カ月
という在籍期間の目安がある）。言語の通じ
ない未知の世界、あるいは一度嫌な思いを

【美濃加茂市教育委員会「のぞみ教室」始業式】

【豊川市「こぎつね教室」】

【青少年自立援助センター　文化祭】

【外国籍住民自立就労協会「虹教室」修了式】
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　　第２章

した経験のある学校に入る／戻るということ
は、子どもたちにとって勇気のいることであ
る。子どもたちが自ら現実に向き合い、新し
い社会である学校に入っていけるようにする
ために、困難を乗り越える力、乗り越えられ
るという自信を子どもたちが獲得できるよう
にすることが大切となる。そのためには、わ
からなかったことがわかるようになった、で
きることが増えたという成長のプロセスを子
ども自身が感じられることが大切である。虹
の架け橋教室においては、たとえ小さなこと
であっても、教室スタッフや仲間に支えられ、見守られながら何かを乗り越える経験を積ませ
ることが目指されてきた。
　なお、このように子どもたち自身が成長することをもって就学に結びつくことも多いが、教
室で学んでいる間、同時に保護者や受け入れ先の学校等、外部環境に働きかけたり、具体的な
問題解決を図ることが必要な場合もある。そのような場合には、並行してコーディネーターに
よる調整が進められた。このような活動については、P.29 以降の「（4）就学支援の取り組み
について」に記載されている。

【青少年自立援助センター　軽スポーツ大会】


