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◆ NPO ARACE の特徴
私どもは、日系ブラジル人金城アイコを代表とする当事者の NPO 団体です。当事者である

がゆえに他の団体にはない視点から、保護者や子どもたちに深く関われるというメリットがあ
ります。

◇バイリンガルコーディネイター
まず、スタッフです。6 名の日本語指導員の他にバイリンガル指導員が 3 名常駐しています。

ポルトガル語が 2 名、スペイン語が 1 名、その中、ポルトガル語を話すバイリンガルは 2 名
共、教員免許を持つコーディネイターです。私どものコーディネイターは 3 人体制なのですが、
その中、2 名のコーディネイターがバイリンガルであるということは、私たちの教室にとって
大きな意味を持っています。本来のコーディネイターは、お産で交代したため、現在コーディ
ネイターを行っているのは、金城ですが、二人が生徒や保護者に対して母語と日本語の両方で
きめ細かく対応しています。

問題を抱えて教室に入って来る子どもや保護者の話に丁寧に話に耳を傾け、子どもを受け入
れる。保護者からの相談も就学や進路、経済的な問題から、親子関係まで内容は多岐にわたり
ます。朝から晩まで電話の応対に追われ、家庭訪問も行いますので、生活や就学・進学支援と
いう点で大きな役割を果たしています。

問題が起こった場合、学校と保護者が双方の言い分を正しく捉えることが出来ず、誤解や思
い込みが増大していきます。そのような時、日本と当事国の事情に精通しているバイリンガル
コーディネイターが学校、子ども、保護者を繋ぎ、丁寧に根気強く問題の原因を一つ一つ探り、
正していく、ボタンの掛け違いを直しながらお互いの理解を深め、問題解決に向かうという意
味では、バイリンガルコーディネイターの存在は不可欠だと思われます。

◇就学前児童クラス　
2 番目の特徴は、就学前の子どものクラスを持っていることです。就学前児童の指導につい

ては、カリキュラムなど試行錯誤の部分があり難しい点もありますが、バイリンガル指導員は
単なる通訳ではなく、日本人指導員とティームティーチを行うなかで、昨年度の経験を生かし、
今年度はかなり良い成果を挙げています。小学校に入る前に準備をして送り出せば、入学直後
に起こりがちな様々なトラブルを回避することができ、その後の学校生活、ひいてはその子ど
もの人生そのものも明るくなるのではないかと確信しています。

◆ 課題：就学への道―自己肯定感の獲得
　私たちがこの虹の架け橋の事業に取り組んで一番大きな課題と捉えたことが、教室に来る
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子どもたちの不就学・不登校の状況です。この問題には２つの要因があると考えました。子ど
も自身に関するものと教育に関する価値観や経済問題など保護者に関するものです。

中でも私たちは、問題を抱えた多くの生徒は自分に対する自己肯定感が低いという点を重視
しました。親の生活、帰国の問題、あるいは過去に遭ったいじめの経験などから不安定な現在
の自分に全く自信が持てない、「生きている」ことさえ肯定的に捉えられない。つまらないとか、
死にたいとかという言葉がもう 14、5 歳の若者の口から出てくる。このような痛切な子ども
たちの声に何か手だてを講じたいと考えました。

◇アラッセプロジェクト
そのような中で私たちが取った 1 つの方法が、アラッセプロジェクトです。もちろん普通

の授業はしますし、日々の授業の中でももちろん自信の素みたいなものは出てくるのですが、
アラッセプロジェクトというのは、授業で習った知識を生かしながら、応用するいわゆる小・
中学校でする総合学習のようなものです。いろいろなアクティビティに取り組む中で、他人と
関わりながら自分を見つけ成長していくことを狙ったものです。自分の表現したことに対して
仲間や指導員がほめる言葉が外からの評価として自分の中に入ってくることを感じることに
よって、自分への尊敬が形成され “ 自信の種 ” になる、というようなプロジェクトを考えました。
自己肯定感を養う 1 つの試みとして、就学前の子どもたち、小学生、中学生などさまざまな
発達レベルで試みてきました。

幾つか成功した例をここに挙げてみます。段ボールハウス、お店やさんごっこ、ファッショ
ンショーなどがあります。デンプン反応の実験は、実は中学生も一緒に行いましたが、このプ
レゼン資料を作ったのは小 5 の不就学の生徒です。彼女は、大きな声で自分を叱る先生が怖
くて学校に行けなくなってしまい、貝のように閉じこもってしまった生徒なのですが、コン
ピューターに非常に興味を示したのでプレゼンをやらせてみようということになりました。中
学生たちの「わっ、すごい！」という賞賛の声に、満足そうにニコニコ笑っていた顔が大変印
象に残りました。
「私たちの町作り」では、普段無口でいじめられていて学校では誰ともしゃべれない小学生が、

あるプレの子どもが恐竜を作って皆で作ったこの町を壊した時、「だめ！…だから」と諌めた
のです。これがポルトガル語なんですね、私たち日本人がだめと言っても聞かないものを、こ
の女子小学生が「だめ！」と叱る。すると、この教室で勝手放大暴れていた子どもがスッとひ
いてしまう。そのような経験を積んでいく中で、子どもは自分の中に成功の種が出来てきてこ
の場所で生きていていいのだという前向きの心が芽生えてきます。

◇フォトストーリー
次に挙げましたのは、そのようないくつものプロジェクトの中で、特に私どもが大事にして

いるフォトストーリーと呼ぶ、「私の未来、夢」を語るプロジェクトです。これは 2012 年に
始めたアラッセ版職業教育カリキュラムともいうべき、「未来設計図」カリキュラムの一環で、
一市民として生きるための社会生活の基盤を作る “ 学校 ” にまったく行かずに社会に投げ出さ
れる子どもに対して、社会でどのように自分が生きていくのか、職業的自立に向けての道筋が
何もないということで考えたカリキュラムです。小・中学校の先生方から、せめて夢を語れる
ようにしてほしいという願いを託され、少なくとも、何か将来就きたい仕事のイメージを持て
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るようにまず、子どもが将来就きたい「仕事」のイメージをコラージュで具体的に作ることか
ら始めました。

一昨年度からサポーター事業をこのプロジェクトに活用し、職業のモデルとなる先輩を講師
として招いています。昨年度は当教室を卒業した高校生の先輩たちが来てくれました。今春、
大学入試に合格した生徒が自分も小学校時代いじめがあったとか、それをこうして乗り越え、
定時制高校に進学し、大学入試に受かり、こんなふうに私は未来を考えるようになったとその
経験を生々しく語ってくれました。

もう 1 人の男子高校生は自分もいじめに悩んでいたけれども、「自分の未来は自分で変えら
れる、チェンジできるんだ！」ということを熱意を込めて教室の生徒たちに訴えました。自分
たちと同じような体験をし、それを乗り越えた身近なモデルに接して、子どもたちが今まで自
分の中に閉じ込めていた、いじめに遭ってもそのつらい思いを誰にも言えない、親にも言えな
かった、そういう思いを初めて外へ出すことができるようになりました。不登校や不就学でい
る今の自分の姿を、客観的に見ることができるようになった、ということが一番大きな収穫で
した。これを可能にしたのは、教室が、問題を抱える生徒たちにとって、自分の不安を口に出
しても良い ” 安全 “ な場になっていることです。この事業を行って得た「成果」の一つに挙げ
ることができます。

昨年度から “ フォトストーリー ” という形で、来日するまでの過去の私、学校に行かない現
在の私、2 つの文化と言語を持ち、夢の仕事をする未来の私という、3 つの時間軸で自分のア
イデンティティを語りＤＶＤにしています。先輩高校生たちの力強い後押し、そして何より同
じような経験を共有する仲間の存在があって、生徒たちはそれぞれのストーリーを語り始めま
した。スクリプトを自分で書き、録音し、ＤＶＤに作りました。コラージュは毎年、2 学期末
の学習発表会に保護者の前で発表し、今年で 3 回目です。

フォトストーリーのＤＶＤ作成を通して、自分のルーツや現在の興味・関心に気づき、将来
の夢を語ることにより自己認識を深め、新しい行動につながる自信を持つことが目標です。こ
のＤＶＤ作成過程で生徒たちは、それぞれ現在の不安定な自分に立ち向かう勇気を得ました。
特に問題を抱えた中学生たちの場合、その後自分の力を確かめるように、英検準 2 級、Ｎ 2、
漢字検定などその変化はかなりはっきりと態度や行動で現れ、指導員たちを驚かせました。

その一人がＤＶＤを紹介した、いじめが原因で中学校へはほとんど通えなかった不登校の中
3 女子です。常に存在の不安を抱えていた生徒でしたが、2 年間語れなかったいじめの体験を
母親や指導員に話すことができて、少しずつ変わっていきました。アニメキャラクターのイラ
ストを描くのが得意で、プレの子どもにイラストをねだられたことから自信がつき、ディズニー
ランドで働く夢を語るようになりました。卒業式が間近に迫った昨年 3 月には、コーディネ
イターが付き添って、卒業バス旅行に参加し、校長室での卒業式にも出席出来ました。自ら行
動を起こすことで、人間として一回り大きく成長し、今年度は一年遅れでしたが、「このまま
人を怖がっていてはダメだ。」と高校入試にも挑戦しました。

今後、このフォトストーリー作成はこの教室の卒業制作のようなものに定着していくとよい
と考えています。毎年、先輩の高校生や大学生に教室に戻ってきてもらい、彼らの若い感性で、
自分たちの豊かなアイデンティティに誇りを持てるような “ 仕掛け ” を企画してもらい、発展
できればよいと期待しています。
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宗教法人　日本聖公会中部教区・
名古屋学生青年センター

山田拓路

実施団体からの報告③

　私たちの団体は、1998 年に当時名古屋市内にたくさんいたオーバーステイ（超過滞在者）
の子どもたちのために学校を開きました。そのとき滞在資格がない子どもは公立の学校に通う
ことができませんでした。名古屋の中心地、栄というところで、いわゆるフィリピンパブなど
で働いている女性、エンターテイナー（在留資格「興行」）の資格で来日したものの在留資格
が切れて超過滞在者となった女性の子どもたちが、小・中学生でも夜中の 2 時といった時間
に繁華街の中にある公園で遊んでいる状態だったのです。たくさんの子どもたちがなぜこんな
夜中に遊んでいるのかということを調査したところ、夜のお仕事をしているエンターテイナー

のフィリピン人のお母さんたちの子どもだと
いうことが分かったのです。お母さんたちは
夜の仕事ですから昼夜逆転の生活を送ってい
るので、子どもたちもそれに合わせて昼夜逆
転の生活を送っていました。そして、学校に
行くことができなかったので学校に行ったこ
とがなく、滞在資格をもたないまま 3 年、5
年が過ぎたという子どもたちでした。保護者
の方は、フィリピンに帰っても仕事がないと
いうことで、日本に残って資格なしのまま働

いているということがあったようです。それ自体は法に適った行為ではないかもしれませんが、
子どもに罪はないということで、子どもたちには就学の機会を提供しなければなりません。そ
こで、この名古屋の栄地区にいた子どもたちを対象に、名古屋市から東隣にある尾張旭市とい
う郊外の町にフィリピン人学校を設立したのが始まりです。そのまま 10 年以上、いろいろ紆
余曲折はありましたが、学校を継続して参りました。そして、2010 年度から私たちの団体も
虹の架け橋教室事業を受託させていただいたということです。

◆岐阜県可児市の子どものニーズ
　本日のご報告に関しては、愛知県尾張旭市の教室から派生した形で、2012 年度から開講し、
2013 年度から架け橋事業を受託させていただいた岐阜県可児市の教室についてお話しいたし
ます。ちなみに岐阜県の岐阜市にも、今年度 4 月から架け橋教室を受託させていただきました。
ですので、今年度は愛知県尾張旭市と岐阜県可児市および岐阜市というこの 3 つの教室で運
営させていただいています。さて、可児市での取り組みについてですが、資料の 13 ページに
私たちの報告の資料が載っています。ごらんいただいたとおり可児市の外国籍人口 5,364 人、
人口の 5％あまりです。外国人児童生徒数は外国人児童生徒がゼロという学校もあれば 100
人を超えるという学校もあって、住んでいる地域がかなり固まっているところなので、多いと
ころでは 15％ぐらいが外国籍の子どもになっています。
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　不就園という子どもたちもたくさんいまして、この可児市は就学支援の取り組みを市の事業
としてもやっているので、不就学の子は数としては少ないのです。しかし、不就園といって認
可の幼稚園、保育園に通っていない子どもたちが地域にかなりたくさんいます。先日聞いたと
ころによると、一番外国籍の子どもが多い小学校の新 1 年生は、外国籍の子どもが 22 人でい
わゆる日本国籍だけど外国人で日本語が得意ではないという子、隠れ外国籍と言われています
が、その子が５人、計 20 何人のうちおよそ半数は幼稚園、保育園に通っていないというよう
なお話でした。
　幼稚園、保育園に通ったことがないまま 1 年生になると言葉は分からない。集団生活をし
たことがないので、教室に座って他の子と一緒に勉強するという、まず学校生活を始めるとい
う面でかなりの苦労があります。その課題を解決していかなければいけないということで、可
児市に、主に就学前の年長の子どもたちのた
めの教室を開校しました。就園しない、でき
ない理由は、主なところでは、保護者の方が
保育園、幼稚園の先生と意思疎通が図れない
し、何かトラブルがあってもなかなか相談で
きないということでやめてしまったり、連絡
しなかったり、あるいは子ども自身が回りは
日本人ばかりで言葉が通じないし、友達がで
きなくて嫌だということで、就園しないとい
う子どもたちがいます。

◆発達障害か集団生活の不慣れによるものか
　私たちの教室には昨年度も今年度も 15?20 人ぐらいの就学前の子どもたちが通ってきてい
ます。そのうち、感覚としては、およそ 4 ～ 5 人に 1 人の割合で、いわゆるグレーというか、
発達に課題があるのではないかという子がいます。座っていられないとか、机の上で走ったり
踊ったり、友達を通りすがりに殴って泣かせちゃったり、あるいはこだわりがすごく強かった
り、ダブルリミテッドで母語が流暢には話せない子も含めて。IOM の集計ではフィリピン人
はタガログ語でまとめられていますが、実際に私たちの教室に来てタガログ語を話すのは半分
以下で、ビサヤ語、英語、タガログ語が 3 分の 1 ずつぐらいというような割合です。後はす
ごくマイナーな言語だけをしゃべる子というのもいますので、フィリピン国籍だけでも多様な
対応が必要ということです。元々ビサヤ語をしゃべっていた子が、教室にしばらく通っている
と、周りにタガログ語を話す子が多いからタガログ語を覚えてしまう。だんだんビサヤ語を忘
れてきちゃって親としゃべれなくなるというケースもあります。そういうやや複雑な環境にあ
るということが、子どもたちの落ち着きの無さや、学力がうまく身に付かないことの原因になっ
ているのか、あるいは先天的な発達障害があるのか、そのあたりの判断を正確にできる専門家
の方が地域になかなかいらっしゃらなくて、学校の先生も困りますし、私たちもどういうふう
に扱っていいのか判断がつきにくいのです。
　この子はちょっと発達障害だからといって分けてしまうのはレッテル貼りのようですから出
来れば避けたいのですが、やはり集団の中に無理やり入れようとすると、それはそれでその子
にとってもつらいし、周りにとっても良くない影響がありうるということで、対応が難しいの
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ですが。今、私たちの教室では基本的に少人数クラスを設けて、先生 1 人に対して子どもが 1
人か 3 人ぐらいという少人数で対応しています。
　発達に課題があると思われる子は音に敏感な子が多いとも言われていますので、私たちは、
あまり音の刺激のない静かな場所で、できれば母語話者の先生も身近にそばにいてもらってめ
いろとかシール貼りとか、その子どもが好む作業を落ち着いてやるということを中心に進めて
います。ですので、日本語を学ぶとか母語を学ぶとか、そういうところにまだ至っていない状
態の子どもたちもいます。

◆就学準備と保育のジレンマ
　今日もまた椅子に座ることなく、友達を殴ってけんかし続けているのではないかな、という
子どもたちもいますが、もうあと 1 カ月で卒園してしまいます。残されたこの 1 カ月で果た
して何ができるのか。難しいところです。ただ、その子たちにとにかく「座りなさい」「立た
ないで」「だめだめ」と言い続けているだけでは、先ほどの話の中でもありましたけれど、自
己肯定感がどんどん下がっていってしまうおそれがあります。それでは何のために日本の学校
になじむのか。本末転倒になってしまうので、あまりそればかりをするわけにもいきません。
厳しくしすぎるのも良くないし、かといって 4 月から学校生活がスタートするので、そこに
なんとか間に合わせないといけない。ということで、就学に向けた準備を進めなければならな
いが、子ども 1 人 1 人とじっくり向き合いたいというジレンマがあるところで、スタッフた
ちは悩みながらやっています。

◆アイデンティティを築く
　子どもたちの中に、もう小学校 1 年生になった子で、私たちの団体のフィリピン人スタッ
フの子どもですが、お父さんに「フィリピン、嫌い」と言ったそうです。まだ 1 年生なのに、
そういうことを言ってしまう。なぜかというと、幼稚園のとき先生に「フィリピン語をしゃべ
らないで、しゃべっちゃだめ。日本語をしゃべりなさい。これから日本で生きていくんでしょ」
と言われたことに原因があるようです。ですので「もう僕、フィリピン嫌い。フィリピンだめ」
みたいなことを言い始めてしまっています。そういう日本の学校に、たぶん先生は一生懸命こ
の子が日本で生きていけるようにと思ってやってくださったんだと思うんですけれども、それ
がこの子どものアイデンティティを揺るがすことに繋がってしまったのかなというように感じ
ています。
　先ほど申し上げたのですが、学校に適応させることばかりを意識するのではなく、アイデン
ティティの保持の視点も大切にした教室運営が必要であると感じているところです。

◆保護者へのサポート
　保護者の方々に対してのサポートという課題についてもずっと考えておりまして、2014 年
度、文化庁から「生活者としての外国人」のための日本語教育事業という委託事業を受託して、

「子育てに必要な日本語教室」というものを可児市と岐阜市でそれぞれ 32 時間ずつ実施しま
した。
　そこで、今おっしゃったような、自分の住所と名前を書けるように練習したり、市役所に行っ
て日本語で住民票の取得の手続きをしてみたりするというクラスです。
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　日本語の住民票取得申請書に書かれた「住所」という漢字を読んで、そこに住所を（漢字で
書くのはちょっと難しいので）アルファベットで書きます。「住所」という漢字を理解してそ
こに住所を書いたり、「氏名」というのが名前だということを理解して自分の名前を書く練習
を教室でやった後に、実際市役所に行って手続きをしてみます。また、保護者の方が学校の先
生に休みを伝えるというようなこともなかなかできなくて、学校から「突然休まれて困る」と
いう話をたくさん聞いてきました。では、休みを伝えるという練習をやってみましょうという
ことで、教室で「もしもし、子どもが 37℃の熱があるので休ませてください」というやり取
りをみんなで練習するという時間を取りました。毎週、日曜日の昼から 2 時間という形で半
年間やってきたのです。保護者の方々、結構日本語の力を身に付けてくださったみたいで、こ
の間アンケートを取ったら「すごくいい教室だった」というような言葉をいただいてうれしく
思っています。

◆今後に向けて
　今後に向けてですが、虹の架け橋教室事業では原則 6 カ月で就学させるということを目標
に定めていますが、少なくとも就学前年齢の子については、特に不就園（これまで就園したこ
とがない）の子どもに関しては、6 カ月というのは短すぎるのではないかと思います。6 カ月
間で就学させようとすると無理が生じてしまって、詰め込み型になり、子どもに良くない影響
も生じるのではないかということが懸念されます。できれば 1 年以上じっくり支援する必要
があるのではないかと思います。3 カ月でも十分だとか、あるいはこの就学支援がなくても学
校に放り込んでしまえば馴染んでしまうというケースもありますが、やっぱり長い時間かけて
馴染んでいくタイプの子もいるのです。例えば私たちが始めたとき、その子は年少児だったと
思うのですが、夏ぐらいに入ってきた当初は友達を殴ったり泣いて床で暴れたりするだけで、
1 日を過ごしていた子でした。でもその子が 2 年少し経った今、小学校への入学を控え、私た
ちの教室の中でもリーダー格になるような、他の子に生活の仕方を教えてくれるような子に伸
びていってくれたのです。
　やはりその２年というのは、彼にとって必要な期間だったかなと思います。彼にとっては、
6 カ月では足りなかったでしょうし、この 2 年以上という時間があったからこそ彼が今ここま
でたどり着いた。そして、おそらく 4 月になって小学校に入ってもうまくやっていけるので
はないかなというふうに思っているのですが。それが彼にとって必要な期間だったのです。
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（3）地域社会との交流
①地域社会を知る、地域の活動に参加する

子どもたちが不就学状態だったり、ブラジル人学校
（学校の送迎バスで登下校する）に在籍していたりす
る場合、子どもたちの地域社会との接点は大きく限ら
れる。自分の住所を知らない、身近な公共施設を知ら
ない、公共交通機関を使用したことがないなど、日本
の地域社会で暮らすための生活力や知識が足りないこ
とがある。そのため、子どもたちが自分の暮らす地域
社会を知るための取り組みも行われた。
　たとえば、子どもたちの生活に根差す地域の図書館
や郵便局を訪問し、図書館の利用証を作って本を借りてみる、実際に年賀状を書いて送ってみ

るなど多彩な取組がみられる。
　校外学習に行く場合には、自分で料金表を見て
必要な切符を買う練習をしてみるなど、普段の生
活の中であまり機会のない公共交通機関の使用体
験を意図的に実施する団体も多かった。地域の方
の協力を得て、いちご狩りやさつまいも堀りなど
を楽しむイベントも行われていた。
　地域で安全に暮らすために警察講話や交通安全
教室を開催したり、母国では地震がない地域の子
どもも多いことから、防災センター等での防災教
育なども多くの団体で行われた。これらの体験は
実践的に日本語を使う機会にもなった。地域社会

との接点を作る活動を行うことにより、子どもたちから教室近隣の地域の方に自然に挨拶がで
きるようになったり、近隣の方に外国人の子どもの存在について知ってもらう機会ともなった。

　

【SAKU・ら　校外学習】

【美濃加茂市教育委員会　市立図書館訪問】

【SAKU・ら　いちご狩り】 【美濃加茂市教育委員会　さつまいも掘り】
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　また、ブラジル人学校に通う子どもたちは、日本人の
同世代の子どもたちと交流する機会が非常に少ない。そ
のため、学校どうしで交流したり、虹の架け橋教室の子
どもたちが公立学校で給食交流をしたりする取り組みも
見られた。

②地域社会への発信
　子どもたちが地域を理解するという方向性
だけではなく、地域社会に子どもたちの姿を
発信していく活動も多く報告された。たとえ
ば地域のお祭りやフェスティバルを見に行く
だけではなく、地域の方の協力を得て教室と
して出店したり、あるいはごみの回収を担当
したり、役割をもって参加するような形態が
ある。子どもたちにとって、日頃接する機会
のない日本人の大人と交流しながら役割を果
たす経験となった。

　外国人の子どもたちが集う教室という
ことで、教室となる物件を借りる際、必ず
しも地域で暮らす日本人から好意的に見
られないという経験を多くの団体が共有
している。お祭りなどの場でがんばって
生活している姿を見せ、また実際に交流
することで、外国人の子どもたちを異質
なもの、迷惑な存在として捉えるのでは
なく、抵抗感をなくし理解を深めてもら
うことを意識している団体もあった。イ
ベント等の機会を捉え、子どもたちの姿
をマスコミを通じて流すことも、地域社会からの理解につながった。防災センターの利用時に、
センターの職員にわかりやすい日本語で話してもらうよう交渉したりする中で、地域社会側の
認識をかえていくような取り組みも根気強く行われた。

【可児市国際交流協会　安全講話】

【ABC ジャパン　清掃活動】

【国際社会貢献センター　公立学校との給食交流】

【青少年自立援助センター　地域の七夕祭りに参加】
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　少し色合いが異なる内容として、母国と日本社会をつなぐような活動も一部の団体では行わ
れていた。特に日本国内のスペイン語圏のコミュニティやブラジル人コミュニティに根ざした
活動を行ってきた団体では、日本社会に向けて発信する機会を捉え、様々なイベントに参加し
てきた。このような機会も、「遠い国のもの」として捉えられがちな文化を、実は身近に暮ら
している子どもたちがもっているということ
の理解に役立つものとなった。
　これまで述べてきたような相互理解のため
の交流にとどまらず、地域交流の際に、理念
としての「共生」を意識する団体もあった。
いろいろな背景をもつ子どもたちが遊びや創
作活動を通して交流をする中で、仲間とつな
がることの喜びを感じながら「共生」という
ことについて体験を通して学ぶ場に、虹の架
け橋教室の子どもたちも参加したという例も
ある。

（4）就学支援の取り組みについて
　本事業は「教室」において学習の場を提供するイメージが強いかもしれないが、教室内での
授業だけを行っているわけではない。本事業においては子どもたちが就学するための包括的な
支援活動も教室活動と両輪で行われてきた。

①「発見」から就学につなぐまでの流れ
◆対象者とつながるまで
　青少年自立援助センターの報告 (P.41) では「発見」とのことばが用いられているが、子ど
もたちを支援するための大前提として、不就学等の子どもがいるという情報を得ることが必要
となる。本事業を実施している団体の中には、何らかの形で不就学調査を行っているところが
多くあった。行政から委託されて行っている団体もあれば、教室の近隣地域にポスティングな
どを行う団体もあった。

【日本ペルー共生協会　インカ帝国展で民族舞踊を披露】 【ABC ジャパン　ブラジルワークショップに参加】

【鈴鹿市教育委員会　「共生ひろば」への参加】
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　散在地域や、多国籍の人が暮らす地域においては、情報伝達が難しい場合が多い。外国人住
民の比率が低かったり対象言語が多かったりすると、行政が多言語で情報発信を行っていない
ことが多く、また情報が口コミで広まりにくい。そのため、保護者は子どもたちを学校に入れ
たいと思っていても、いつ、何をどのようにすればいいのかわからない場合がある。義務教育
年齢の場合は役所内で住民登録担当部署と就学事務担当部署が連携していれば問題は起こりに
くいが、義務教育を超過すると途端に相談できる窓口がなくなるという状況がある。民間の日
本語学校にしかつながらず、高額の費用を払って通ったが、日本語学校では進路指導ができる
わけでもなく、また受験に向けた教科指導を行えるわけでもない。そのため高校に入れないま
ま、来日して 1 年後にやっと虹の架け橋教室につながったという事例もある。学齢超過の子
どもたちに対しては、義務教育年齢とは異なるアプローチが必要ということになるだろう。
　義務教育年齢の子どもの不就学調査は、主にブラジル人が集住する地域で行われることが多
い。行政から委託を受けて行う場合は、住民基本台帳のうち、公立学校にもブラジル人学校等
にも在籍しない子どもを訪問する手法が一般的である（ブラジル人学校の在籍情報は一般的に
は市町の教育委員会では管理されないため、ブラジル人学校から行政に提出した名簿を利用す
ることになる）。2012 年より外国人も住民基本台帳に登録されるようになり、住民基本台帳
については居住地を変更する際に事前の転出届が必要となるため、外国人登録を用いていた頃
よりも居住地と登録地が一致しやすいはずだと言われる。しかし、そうは言っても労働力需要
のあるところを転々とする等、移動が頻繁な場合には、登録せずに（登録を移さずに）別の土
地で暮らす場合もあり、そのような子どもはこの方法では見つからない。居住地と登録地が一
致していても、子どもたちは年中来日したり、時期を問わず学校をやめてそのままになったり
するため、年に一度の不就学調査で捕捉できるとしても、不就学調査の直後に不就学になって
いる場合には、一年間学校につながる機会がないことになる。また、子どもの在留資格がない
場合、以前の外国人登録制度のもとでは登録が可能であったが、住民基本台帳には登録ができ
なくなった。そのため、このような子どもたちは住民登録を用いた不就学調査では把握できな
くなった。
　このような調査の限界を補うのが、信頼関係をベースとした情報提供である。情報を寄せて
もらうためには、ブラジル人学校、行政の入国・転入の際の手続き窓口、教育委員会や学校、
派遣会社、教会等宗教組織、地域の外国人コミュニティなど、多様な組織や人との信頼関係が
必要となる。「困った子どもがいたらうちの教室にどうぞ」と日常的に周知していくことで、
情報がめぐり、相談がまわってくるようになる（青少年自立援助センター報告 (P.41) も参照）。
実際に子どもの情報があった際に、子ども自身や保護者と接し、信頼関係を築き、教室に誘う
という局面においては、教室が魅力的な場に見えることが必要となる。その際にも同国人のコ
ミュニティなどにおいて教室がよい評判を得ていることも教室へのハードルを下げるひとつの
要素となる。

◆アセスメント（見立て）
　本事業においては、子どものこれまでの就学歴／学習歴や課題を個々に把握し、個別に進
路（6 カ月後にどの学校に行きたいか）および具体的な目標を設定し、目標の達成を支援する
ことになっていた。そのため、入室時の面談はどの団体でも必ず行っていた。何をどこまで聞
き取るかは、各団体の提供できる内容や他機関との役割分担状況によっても異なるが、適切な
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支援内容を提供するためにはアセスメントは不可欠である。アセスメントとは、対象者の状態
やニーズ等を分析する事前評価を指す。必ずしも一回の面談で完結するとは限らず、子どもか
らの情報、子どもの日本語能力をはじめとする学力状況、保護者からの情報、場合によっては
前籍校や関連機関からの情報も併せて状況を見立てていく。具体的な達成目標の設定は、子ど
もの状態にもよるが、就学先となる学校の受け入れ体制にもよる。たとえば小学校 1 年生で、
学校の受け入れ体制が整っている場合には、6 カ月かけず、早期の就学を目指すようなことも
ある。何か月で何を身につけることを目標にするかという点を検討するため、子どもを教室に
受け入れた時点で教育委員会や就学先の学校と相談をする団体が多かった。
　公立学校への就学を前提として初期日本語指導を中心に提供する教室においては、日本語能
力の見立てとそれに必要な情報の収集が中心となる。日本での滞在歴を含め、これまでどの国
で何年学校に通ったかという情報は基本事項である。実際の日本語能力の測定としては、DLA

（外国人児童生徒のための JSL 対話型アセスメント）を用いる団体も少なくなかった。母語の
発達状況は日本語（第二言語）の学習に深くかかわるため、可能なところでは母語についても
会話力や読み書きの程度をテストしたり、年齢相応の語彙や文法を使いこなせているかを保護
者から聞き取る場合もあった。関連し、家庭内言語の状況（たとえば、夫婦間では日本語、母
と子どもの間ではタガログ語等）も言語習得に関わる重要な情報である。高校受験を視野に支
援する場合は、上記に加え、数学や英語の学力を把握することもある。
　進路が定まらない場合や、日本語能力以外に起因する不就学・不登校状態の解消を目指す場
合には、より積極的な子どもと子どもを取り巻く環境の理解に踏み込む必要が出てくる（日本
ペルー共生協会の報告 (P.38)、青少年自立援助センターの報告 (P.41) も参照）。聞き取りの範
囲は、これまで学校で起きたトラブルやその対応、他の組織からすでに受けている支援内容や
その結果、家族関係と成育歴（何歳の時にどこで誰に育てられていたか）等、多岐にわたる。
問題解決の糸口がなかなか見つからない場合、計画は暫定的なものを作成し、常に見守りなが
ら随時軌道修正をする必要がある。困難な状況がある場合には 6 カ月での就学は難しいこと
が多いが、アセスメントが十分に行われ、その上で個々に対応が行われてもなお 6 カ月を超
過してしまう場合は、引き続きの在籍が認められていた。

◆具体的な問題解決
　教室に受け入れてから学校につなぐまでは、学習のための期間でもあり、就学に際しての具
体的な不安や問題を解決する期間でもある。就学するための一番のハードルが日本語能力の不
足である場合は、この間の中心的な取り組みは日本語学習であり、授業についての項目で詳細
を述べたような内容が提供される。ここでは、不就学・不登校に至る背景の問題に対して、実
施団体がどのように対応してきたかを紹介する。

・学校でのトラブル
　子どもや保護者から学校に行きたくない、行かせられないとの申立てがある場合には、当然
ながら、なぜなのかまず確認をする。在籍校・前籍校でいじめ等のトラブルがあった場合には、
学校の対応はどのようなものだったか、学校と保護者の対話の場に通訳はいたか、学校と保護
者の言い分が食い違う場合には、通訳は正確に行われていたか等の確認が必要になってくる。
学校側は「この保護者はそれなりに日本語がわかる」と見ていたとしても、「明日はお弁当が
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必要」程度の話は通じても複雑な話は理解が難しく、かといってわからないと言い出せずなん
となくわかったような素振りをするしかない場合も少なくない。学校への通訳の配置・派遣状
況は地域によって異なるが、トラブルの際の通訳は大変難しく、通訳が十分に訳せなかったり、
通訳が学校側に肩入れしているように保護者から見えたり、またその逆もあり、話がこじれて
しまう場合もある。本事業の場合、バイリンガルのコーディネーターやバイリンガル指導員を
配置している教室が多く、必要に応じて通訳も行いつつ、こじれてしまった関係性を時間をか
けて修復していくような取り組みが行われた。あるいは、どうしても前籍校に戻ることが難し
い場合には、教育委員会と調整し、学区外通学で別の学校に入ることが決まることもあった。
小学校にはどうしても通えなかったが、中学校は別の学校なので、中学校進学と同時に学校に
通い始めるという例もある。

・発達の問題が疑われる場合
　特別支援教育の認知の広まりとともに、「ほかの子どもとちょっと違う」子どもは発達の問
題があるのではないかと推測されることが増えてきた。外国人の子どもの場合、急に異文化環
境に入ったことによる混乱や言語が通じないために指示に従えず、ストレスのある環境下です
ぐに手や足が出る様子、集中できない様子が「多動」（注意欠陥多動性障害 (ADHD)）ではな
いかとの誤解を生みやすい。就学前の生育環境が一般に日本で想定されるものと異なるために、
集団行動や着席し続けることができない場合もある（日本聖公会中部教区・名古屋学生青年セ
ンターの報告も参照 (P.23)）。複数言語の中で暮らす子どもが両言語ともに伸び悩むダブルリ
ミテッド状態と学習障害 (LD) の状態像が似ているとも指摘される。もっと単純に、日本語が
できないことと学力が低いことが混同されてしまう場合さえある。おそらく学校側は善意で提
案していると思われるが、特別支援学級のほうが少人数で学べるので、日本語がわかるように
なるまで特別支援学級に入ってはどうかと言われ、就学に際してもめた事例もあった。
　このような発達障害や特別支援の関係においては、日本人家庭であっても丁寧なアプローチ
が必要とされる。子どもによっては母国でそのような診断を受けている場合もあり、保護者も
それを受け入れている。そのような場合は特別支援学級に入るということで、話がスムーズに
進む。しかし、母国で学校に通っていた際には問題がなかったのに来日後急にそのようなこと
を言われると、保護者としては日本にまだ慣れていないこともあり、日本社会や学校への不信
感につながりやすい。療育センター、児童相談所等の専門機関において行われる発達検査は日
本語母語話者向けのものであり、外国人の子ども向けには限界があるのではないかということ
も、多くの団体から指摘されている。しかし、「日本語が母語ではないことや、生育環境が特
殊だったことについて考慮してもらえるか不安だったが、療育センターできちんと説明したら、
それも踏まえて配慮してもらえた」等の実施団体からも報告もあった。このように、専門機関
と家庭をつなぎ、必要な説明を補うことで、子どもにとって最良の選択をするための支援が行
われた。

・経済状況と日本での生活の見通し
　子どもを学校に通わせられない理由の一つに、保護者の日本での生活の見通しの立たなさが
ある。実施団体を集めて行われた成果報告会のディスカッションの際に、「帰国するから学校
に行かせなくていい」と言いながら帰国せず日本に滞在し続ける保護者にどのように対応すれ
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ばよいかという質問があった。それに対し、他団体から次のような回答があった。「入室時の
面談で『いつ頃の帰国を考えていますか』と聞くと『こっちが聞きたい』と言われた。クビに
なったら帰らなければならないが、いつまで日本社会は雇ってくれるのかと。仕事がなくなっ
たら帰るしかないという状況があるのならば、その状況をまずは受け止めるしかない。日本の
学校に行くことを押し付けるのではなく、まずは虹の架け橋教室で受け入れるという話をする。
せっかく保護者が教室に来て話ができていることを大切なこととして考える。」
　日本での就労に制限のない「定住者」（ないし「永住者」）の資格をもつことが多い日系ブラ
ジル人や日系フィリピン人の場合、東海地方等、製造業がさかんな地域において、派遣会社経
由で工場で働いていることが多い。企業側の生産調整のため、契約期間が数か月と短いことも
あり、数か月働いた後で他県の工場に派遣されたりすることもある。このような背景から、保
護者が見通しをもって生活することが難しい場合がある。
　社会福祉領域におけるソーシャルワークの基本原則のひとつに「非審判的態度」がある。「い
つまでここで暮らすかわからない」と言われたり、「せっかく教えたのに」保護者が子どもを
連れて引っ越してしまう場合、支援者の心情として保護者を非難してしまう場合がある。しか
し、「保護者が悪い」と審判する態度をとってしまうと、保護者は日本人の「支援者」全般を
敬遠するようになる場合もある。支援をそこで終了させないためには、相手の言い分が自分の
価値規範と異なるものであっても、批判するのではなくまずは話を聞くことが重要であり、多
くの団体ではそのような対応が行われていた。
　経済状況が厳しい場合には就学援助等の申請の支援にとどまらず、学用品手配の支援を行っ
てきた教室も多い。入学・編入時には、ランドセルや制服等の購入にまとまった金額が必要と
なる。毎月の給食費程度ならば支出が可能であっても、来日直後には渡航費用等の支払もあり
給料もまだ入らない時期もあり、経済的に非常に厳しい状況になることも多く、これらの学用
品購入が心理的に大きなハードルになることもある。このような物品の寄付を恒常的に募り、
入学・編入時に提供する団体もあった。このような取り組みが、総合的に就学へのハードルを
下げていくこととなる。なお、派遣会社から支払われる賃金があまりに低いことに疑問を感じ、
派遣会社に交渉にいった団体もあった。本事業の要請で行われているわけではないが、ムンド・
デ・アレグリア報告 (P.3) やトルシーダ報告 (P.48) にあるように、保護者の就労に向けた支援
が子どもへの支援とセットで行われることもあった。

・家庭内の問題
　その他にも、DV・虐待の疑い、家庭内の不和等、家庭環境が難しい状況にある子どもが教
室につながる場合がある。不就学や不登校に至るまでのプロセスにはそのような要因が介在し
ている場合が多く、事業の性質上、必然的にそのような子どもが集まってくるとも言える。当
然、実施団体が単独で解決できるものではないために、福祉部局等、様々な関係機関と連携し
ケースワークを行う必要がある。団体によっては、関係者の集まるケース会議に参加してきた
ところもある（青少年自立援助センター報告 (P.41) も参照）。このような事態に対して、事業
開始時には学習支援以外には二の足を踏んでいたり、どうすればよいのかわからなかった団体
も多かった。しかし団体側も徐々に知識・経験や関連機関との関係性を育み、子どもにとって
より適切な対応をとろうと努力をするようになった。


