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◆次につなぐ
　子どもたちが目標を達成したり、問題が解決されたりすると、いよいよ就学することになる。
就学は、随時一人ずつ学校に編入させる団体もあるが、学期始め等、ある時期に集中して子ど
もたちが虹の架け橋教室を「卒業」することが多い。教育委員会と連携し、虹の架け橋の子ど
もたち専用の就学オリエンテーションを教育委員会が開催するところもあった。
　この際に、学習報告書／個人カルテ／ポートフォリオ（学習記録）等の引き継ぎを学校に行
う団体が多い。なお、就学させたら関係性が切れるのではなく、リレーの走者が一部区間は併
走するように、しばらくは見守り続ける団体が多かった。この写真は、小学校に就学した子ど

もたちが登校している風景である。就学した後
も子どもたちの様子を気にして見守るコーディ
ネーターの視線が感じられる一枚である。
　見守りを続ける一つの形態に、子どもたちが
就学した後も放課後の時間帯に虹の架け橋教室
に通うというものがある。ただし、送迎の都合
や、部活動等のために、そのようなことは難し
い場合もある。子どもが教室に通うことは難し
くとも、コーディネーターや指導員が、就学後
に学校に定期的に様子を見に行き、学校の先生
からも話を聞きに行くという取り組みもみられ

た。また、子どもたちが就学する学校に対して、わかりやすい日本語で話してもらえるよう、
具体的な内容も示しつつ働きかける団体もあった。
　なお、就学先が教室の所在地であるとは限らない。居住が不安定で転居を繰り返す家庭も多
く、転居先で就学することになる場合もある。そのような場合でも、「目の前から引っ越した
ら終わり」ではなく、転居先の教育委員会や就学予定の学校に連絡を取り、丁寧に引き継ぎを
行う団体もあった。

◆アウトリーチ型の支援活動
　一番困難な状況にある子ども、一番助けを必要とする子どもこそ情報を届けるのは難しく、
また一度つながったあとにも自分からは積極的に支援を求められないことが多い。自力でたど
りつける人を教室で待っているだけでは対象の子どもたちは集まってこない。アウトリーチと
は、若者支援の領域では「訪問支援」などと訳されることの多い概念である。支援者の本拠地
となる建物の中で相談などをただ待つのではなく、支援者のほうから対象者に近づいていくと
いう考え方を指す。
　不就学の子どもたちを探して街に出るのもアウトリーチ型の活動であるが、本事業で行われ
る就学支援にはすべての段階において一貫してアウトリーチ型の支援をする団体が多かった。
つまり、「決められた時間に教室に来られる子ども・保護者のみを支援する」のではなく、子
どもが教室に出てこられなければ家庭訪問をしたり迎えに行ったりし、保護者が面談に平日昼
間に教室に来られないのであれば、夜間や土日に保護者の都合のよい場所に出向く。型にはまっ
た支援ではどうにもならない子どもが多いという難しさを、その場その場で柔軟に、工夫と熱
意で越えていったと言える。

【国際社会貢献センター　就学後の登校風景】
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②保護者との関わり
◆保護者への情報提供
　子どもたちばかりではなく、言語の壁や、勤
務先の工場等と自宅の往復以外の外出機会がな
い生活などにより、保護者も地域社会との接点
が薄い場合も多い。同国人コミュニティの中で
しか人との交流がなかったり、同国人コミュニ
ティとのつながりさえないような家庭もある。
このような状況下、子どもを公立学校に就学さ
せるといじめられると思いこんでいたり、漠然と
不安感を抱いていたり、就学させるための方法を
よく理解していなかったりする場合もある。知らない土地で、看板等も読めない中で役所に就
学手続きに行くこと自体をハードルが高いと感じる保護者もいる。保護者にとってもロールモ
デルがいない中では、自分の子どもも自分と同じ働き方をするしかないとの決めつけやあきら
めがあり、教育を受けさせることに積極的な意味を見いだせない場合もある。
　このような状況に対し、定期的な懇談会や日々の連絡帳のやりとり、進路ガイダンスの開催
等、保護者と密な関係を保ち、情報を提供する努力をしている教室が多かった。既存の多言語
資料も積極的に活用された。また、地域交流につき、子どもたちと一緒に保護者も参加できる
よう配慮する場合もあった。コーディネーターが就学手続きや学校見学に同行する例もある。
保護者の勤務状況に柔軟に配慮し、保護者会や面談を夜や土日に行う団体も少なくなかった。
送迎担当者はバイリンガルの人を雇用している場合が多かった。車内での子どもとのコミュニ
ケーションの問題もあるが、送迎時は保護者とコミュニケーションをとれるチャンスと考えて
のことでもある。

　このような信頼関係を基礎とした、保護者の母語によ
る（バイリンガルのコーディネーター等による）働きか
けや同行支援により、保護者が安心して子どもを学校に
行かせられたり、高校受験に向けて準備したりすること
ができる（ARACE の報告 (P.20) も参照）。一般に「外国
人の保護者は教育に関心がない」と言われることがある
が、この見方については否定的な実施団体が多い。むしろ、
虹の架け橋教室に在籍する間は、保護者が非常に協力的
だったとする報告も多くあった。経済的な余裕のなさや、
異国での生活に慣れることに精いっぱいで、子どもの教
育に向き合うことができない保護者は多いかもしれない
が、適切な情報と支援があれば保護者も考え、決定する

ことができるということだろう。また、虹の架け橋教室は、保護者が集い、保護者間の情報交
換や助け合いが行われる場ともなっていた。保護者会等で同じような背景をもつ他の保護者か
らの話を聞くことで、励まされたり、不安がなくなったという例もあった。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) のように、別事業を利用して保護者のニーズに沿っ
て日本語を学ぶ場を提供してきた団体も少なくなかった。

【美濃加茂市教育委員会　授業参観】

【日本聖公会中部教区・名古屋学生青年センター
保護者も参加のスポーツフェスティバル】
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◆保護者と子どもをつなぐ
　海外に出稼ぎに行った父親のもとに後日家族が呼び寄せられるなど、国境を越えて別々に暮
らしていた家族が再び一緒に暮らし始めることを「家族の再統合」と呼ぶ。離れて暮らす間も
連絡を密にとり、良好な関係を保てていれば大きな問題は起きないとされるが、家族の再統合
にあたってはいろいろな困難があることが多い。母親が母国に前の夫との子どもを残して日本
で国際結婚し、日本での生活が落ち着いたり、あるいは母国に残してきた子どもを養育できな
い事情（祖父母の病気等）が発生したりした際に日本に呼び寄せるという話はめずらしいもの
ではない。特にフィリピンや中国出身の学齢超過の子どもを教えている教室には、このような
背景の子どもたちは必ずと言っていいほどに存在する。
　このような場合は、子どもにとって「再統合」ではなく、むしろ全く新しい家族に参入して
いくことを意味する。母親と義理の父親の間に子どもができている場合も多く、その子どもた
ちは家庭内で日本語しか話さない。母親も義理の父親に気を遣って母語を用いない場合、家庭
内でも言語が通じないということになり、呼び寄せられた子どもは孤立する。母親が自分を幼
い頃に「棄てた」と子どもが感じている場合もあり、棄てられた上に、親の都合で来たくなかっ
た日本に呼ばれたと恨み、感情的に非常にこじれていることもある。母親も、子どもが育つ過
程を見てきていないので、どのように接してよいか戸惑い、子どもも保護者も前向きになれな
いということがある。
　また、家族そろって来日する場合でも、生活スタイルが母国にいた時と全く異なる場合が多
い。母国では家族で過ごす時間が多かったのに、来日後は両親ともに早朝から深夜まで工場で
働いたり、あるいは夜勤で子どもが家で起きている間は保護者は寝ているというような変化が
起きる。このような環境の変化の中で、保護者は子どもに目がいかなくなったり、子どもの側
は保護者に遠慮して、自分の思いや願いを伝えなくなったりすることもある。
　このような状況がある場合には、保護者と子どもが向き合う機会を作り、橋渡しを行う必
要がある。面談の際には、子どもと保護者の
間に立って相互に思いを伝えられるようにす
る。教室で受け入れてからは、子どもたちの
成長の様子を積極的に保護者に見せていく。
たとえば 3年間不就学だった子どもが架け
橋教室で学ぶことで学習意欲をもつようにな
り、それに伴い保護者の就学への意識も変化
し、小学校 4年生にして初めて学校に就学し
たという事例がある。教室で子どもが変化し
ていく様子を見ることで、保護者の意識もま
た動かされる事例は他にも報告されている。コーディネーターの粘り強く継続的な働きかけが
功を奏した例、保護者と子どもが一緒にカウンセリングを受けることで、意思疎通が図れ、親
子関係が改善し学校に行けるようになった例もあった。

③教育委員会や学校との連携
　これまでも述べてきた通り、具体的な個々の子どもへの対応をめぐっては市町の教育委員会
や学校との連携が不可欠である。子どもが教室に入ってきた際の相談に始まり、不登校の子ど

【ARACE　発表会】
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も等、学校に在籍している場合には、「連絡
ノート」等の手段で学校と日常的に連絡をと
る場合もある。また、学校との調整により、
虹の架け橋教室への出席が、学校の指導要録
上出席扱いとなるところもある。学校と連携
しつつ見守ってきた子どもが就学し、学校生
活が落ち着くところまで見守ったところで本
事業としては支援終結となることが多い。
　現在に至るまで、学校や教育委員会との連
携が課題だという声はあるものの、事業開始
当初に比べれば、いずれの団体も 6年間の顔
の見える関係づくりを通じて、組織としての連携体制や連携の流れを構築してきた。定期的に
連絡会議を開催し、当該地域の行政及び学校関係者が集うところもある。教室の設置地域と周

辺の市町の教育委員会を定期訪問し、情報交
換をしている団体も多かった。市教委や学校
の先生方が教室を見に来ることも多く、また
積極的に授業公開する団体もある。市教委や
学校の対応がよくも悪くも属人的であるとい
う指摘もあるが、一方で市教委の担当者が代
わっても理解が続くようになってきたとの報
告もあった。
　地域における外国人の子どもの教育の専門
機関と認識されている団体もあり、就学後も
学校の担任から教室に相談があったり、教育

委員会や学校から研修の講師として呼ばれるという団体も複数出てきた。この 6年間で、地
域で外国人の子どもを見守る体制ができつつあると言える（青丘社の報告 (P.54) も参照）。

【青少年自立援助センター　授業公開】

【青少年自立援助センター　学校教員向け研修】
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実施団体からの報告④

NPO法人　日本ペルー共生協会

高野菜穂子

◆大和教室について
　大和市は神奈川県のほぼ中央に位置しています。2.4％の外国籍住民が暮らしています。外
国籍児童生徒数は平成 23 年度のデータで 373 人となっており、一番多いのがペルー人、次
いでベトナム、中国となっています。私たちは大和駅から徒歩 7分ぐらいの建物の 1階部分
を借りて架け橋教室を運営しています。

◆参加者について
　虹の架け橋教室の参加者数ですが、一番新しいデータで 92人です。隣接する藤沢市、海老
名市、座間市、綾瀬市、それから東京の町田市、稲城市などからの参加者もいます。大和教室
に来る子どもの多くが来日直後で不就学状態にありますが、そのほとんどの子どもが日本語ゼ
ロ、そしてスペイン語圏出身者が多い傾向にあります。データを見るとスペイン語圏は多いま
まですが、日本全体の流れと同じように、最近はだんだんと多言語化してきています。年齢別
に見ると小中学生が多いのですが、その中でも圧倒的に小学生が多いです。

◆子どもたちの背景
　次に、大和教室に来る子どもたちの背景ですが、とても多様で、かつ複雑であるケースがあ
ります。例えば①学齢に達してから来日した場合、母国での養育者と日本での養育者が異なる、
②連れ子で結婚して、義理の父親と母親と一緒に暮らしている、③養育者がなんらかの障害、
精神不安定を抱えている、④国内外での移動が大変多いというケースが挙げられます。このよ
うな子どもたちの場合、日本語の問題だけではなく家庭において様々な問題を抱えているとい
うことが分かります。支援をしていて思うことは、子どもの言語能力の発達は、子どもを取り
巻く環境によって大きく左右されるのではないかということです。それから、現場でやって
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いると、なぜ学習が進まないのかということと、
母国で年齢相応の教育、または年齢相応の学ぶ
力を身に付けてきたのかということを疑問に思
うことがあります。子どもの本当の背景、つま
り母国での教育環境や生活環境が見えないため
に、子どもの学習を妨げる原因が分からないと
いうことが教室のスタッフが抱える問題でした。

◆ AJAPE の取り組み
　以上のような子どもたちに対して、AJAPE で
は次のような取り組みを行ってきました。

1)	 入室時の面談
　まず、入室時の面談です。入室時に日本語のチェックもしますが、面談をして子どもの母国
での教育、生活環境を養育者あるいは子どもに聞き記録に残しています。なるべくそのときに、
先ほど挙げた子どもの背景を拾い上げるようにしています。

2) 日本語の初期指導 - 教科学習へのつなぎ
　次に、日本語ゼロの子どもたちが多いので初期指導を行っています。生活言語の習得のみな
らず教科学習につなげるということを目的としてきました。これが教室で実際に指導を受けて
いるところの様子です。（授業風景の写真を提示）一部屋をホワイトボードで区切って何カ所
か教えるところをつくって指導をしています。

3) 学習報告書の作成、提出
　3つ目は学習報告書の作成です。これは指導内容、子どもの学習状況、生活・成育状況を報
告書としてまとめ、学校と教育委員会指導室に提出しています。お手元の資料に報告書が資料
として入れてあります（巻末資料 5、P.107）。この「報告書」と「チェックリスト」をセット
で出しています。「チェックリスト」は豊橋市教育委員会が作成したものを、AJAPE の実情に
あうよう一部変更したものを使用しています。この取り組みを始めてから大体 4年ぐらいに
なりますが、だいぶ学校の先生にも知ってもらえるようになり、就学時の校長面接や保護者と
の面談のときに欲しいという声がかかるよう
になってきました。この取り組みを通じて、
地域でこのように専門的にやってきたことを
学校にフィードバックする、つなげるという
ことの必要性も感じています。

4) カウンセリング
　最後にカウンセリングです。不就学、不登
校の子どもへの対応として始めました。カウ
ンセリングは子どもだけではなく、保護者と
共に保護者の使用できる言語で行うのが望ま
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しいと考えています。AJAPE では月１回、夕方６時から９時まで、面接時間 50分として行っ
ています。不就学や不登校、問題を抱えている子どもへの対応は、ときにカウンセリングなし
には解決が難しいこともあります。つまり勉強だけではなくて、子どもたちの心のケアをする
ということも大切で、ケアをしたことで子どもが学習に向かうこともあります。それから支援
者もその子の状況が分かります。また、その子を育てている保護者、養育者も自分自身の子育
てを振り返る機会になります。なお、カウンセリングは日本の臨床心理士の資格を持った専門
のカウンセラーの先生で、英語、スペイン語、日本語ができる人にお願いをしています。
　これがカウンセリングの件数です。年々増加していますが、キャンセルのところを見ていた
だくと、急にキャンセルをしたり、連絡せず欠席をする人も中にはいます。これを見て分かる
ように、問題は子どもだけではなくて子どもを取り巻く環境にあるということが想像されます。
その問題に寄り添って一緒に考えていかないと、子どもたちが今後日本社会で生きていくうえ
で困難なことがたくさん出てくると
考えられます。先ほど浜松のムンド・
デ・アレグリアの松本先生からもお
話がありましたが、子どもたちの生
きる力をどうつけていくかというこ
とも非常に大切だなと痛感していま
す。
　これらの4つの取り組みを通じて、
学校、保護者、指導者との情報共有
を行ってきました。それからスタッ
フとの間でも月に 1回ミーティング
をして情報共有を行ってきました。　　　　　　　　　　　　　

◆今後の課題について
　最後に今後の課題として 2つ挙げたいと思います。
　まず 1つが情報の共有です。母国の教育事情にアクセスできる環境の整備が必要だと考え
ています。例えばですが、フィリピンのマニラとミンダナオでは教育の事情が異なるのではな
いか、同じとは思えないということが支援をしていてあります。先ほど子どもの背景が見えな
いとありましたけれど、子どもが母国でどのような教育を受けてきたのか知りたいと思ったと
きにすぐアクセスできる環境が必要だなと感じています。
　次に、子どもの教育歴、学習歴の共有です。外国籍の子どもは学籍簿がないので、過去の教
育歴と日本語の学習歴の書類が共有できると、子どもが国内で移動しても子どもの成育発達、
または支援者側の指導に連続性を保てることができるのではないかと考えました。
　最後に専門家の育成です。教師、カウンセラー、ソーシャル・ワーカー、コーディネーター
などバイリンガル、バイカルチャーの専門家の人材を育成していくことが必要ではないかと考
えました。
　私たち AJAPE は 2014 年の夏に教育フォーラムを行い、『「虹の架け橋教室」- 過去・現在・
未来 -』というタイトルで、これまで行ってきた実践の報告をしました。その時の報告書が当
団体のホームページ（http://ajape.org/）にありますのでそちらもあわせてご覧ください。

【毎月１回の定例進捗会議の様子】
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実施団体からの報告⑤

NPO法人　青少年自立援助センター

田中宝紀

◆地域の状況について
　本事業の拠点である東京
都の西側、西多摩地域（5
市 3 町 1 村）には約 9,000
人の外国人登録者が居住し
ているが、外国人（成人、
子ども問わず）を対象とし
た行政支援や市民活動団体、
グループが少ない地域であ
る。
　一方で、同地域の外国人
登録者数はリーマンショッ
ク以降もアジア出身者を中
心に概ね増加傾向にあり、
外国につながる子ども達の
中では特に、国際結婚・再
婚により、先に来日してい
た外国人保護者と離れて母国で暮らしていた子どもが「呼び寄せ」られて来日するケースが目
立っている。一方、この地域の自治体の中には外国人児童生徒が就学できない事態が発生して
いたり、学校内でも、何らかの支援が実質まったく受けられない子どもが少なからずいるなど、
事業受託当時の外国につながる子どもやその保護者のための環境は公的にも民間・市民レベル
でも不十分な状況であった。

◆事業成果の概要について
　2010 年度に当法人が本事業を受託以降、西多摩地域内外より 342 名の外国につながる子ど
もを受入れ、そのルーツはフィリピン、中国、ペルーを中心に 12カ国以上に及ぶ。また、対
象年齢も年度により変更があるものの、未就学児から高校進学を希望する若者まで多様な子ど
も達を受け入れてきた。
　当団体が本事業を受託してきた 2010 年度～ 2014 年度までの５年間に積み上げてきた最大
の成果は、多文化コーディネーションノウハウの確立である。
　年々多様化するニーズに応えるため試行錯誤を重ねた結果、2013 年度には日本語能力の差
や不就学、不登校、家庭内や学校内における環境整備を要する状態等、異なるニーズや状況下
におかれた子どもたちに対し、地域や学校・関係諸機関等との協力連携の下、一定程度の状況

活動地域（東京都福生市） 
西多摩地域 

人口（H26.11) 

•青梅市         137,137  
•昭島市         112,751  
•福生市           58,643  
•羽村市           56,607  
• あきる野市  81,731  
•瑞穂町           33,804  
•日の出町      17,037  
•檜原村             2,386  
•奥多摩町        5,527  
•西多摩        505,623  

外国人人口 

•青梅市            1,442  
•昭島市            2,193  
•福生市      2,717  
•羽村市            1,184  
•あきる野市        644  
•瑞穂町               544  
•日の出町         82  
•檜原村                 13  
•奥多摩町            27  
•西多摩           8,846  

外国人人口比率 

•青梅市 1.1% 
•昭島市 1.9% 
•福生市               4.6% 
•羽村市 2.1% 
•あきる野市   0.8% 
•瑞穂町 1.6% 
•日の出町   0.5% 
•檜原村               0.5% 
•奥多摩町           0.5% 
•西多摩                1.7% 

住民基本台帳による世帯と人口 （日本人及び外国人）
（東京都統計局、平成26年11月） 
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改善を達成し得る体制を確立することができたと言える。定住外国人の子どもの就学支援事業
終了にあたり、当団体が見出した外国につながる子どもを学校外でサポートするための支援に
ついて、事例を交えながらご報告する。

◆支援フローについて
　当団体における支援フローは、１）発見、２）
誘導、３）参加、４）出口の 4つに分類され
る。本事業は、不就学や不登校、高校進学を
希望する外国につながる子どもの支援を目的
としてきたことから、４）の出口は就学、学
校復帰、高校進学のいずれかとなる。その出
口に向かっての支援の入り口が１）の発見で
ある。これは、支援を必要としている状態に
あるものの、情報が届いていない等の理由か
ら支援を受けていない対象の子どもの存在を
文字通り「発見」することであり、具体的には地域ネットワークの協力を得て情報を集めたり、
チラシなどを外国人保護者が立ち寄りそうなエスニックスーパーやレストランなどに配布して
いる。本事業受託後に地域連携基盤が確立されて以降は、スクールソーシャルワーカー (SSW)
や子ども家庭支援センター、公立小中学校教諭など公的機関・関係者から直接情報提供される
ケースが大半となった。
　こうして発見された子どもの中には教室を開けてただ待っていても、自ら教室に足を運ぶこ
とができない子どもも少なくない。天候が悪かったり、不登校状態が長い等の理由があれば本
事業への出席は安定しない。また、教室内で初めてで唯一言語やルーツを持つ子どもの場合は、
「教室内マイノリティ」となってしまい、言葉が通じないため友人がなかなかできないなどの
困難を（再）経験することになり教室から足が遠のいてしまう危険性がある。こうした状況を
緩和し、①毎日教室に通所し学習支援等を受けられること、②教室内でその子ども自身の「居
場所」や友人を確保できることを目的として行われる支援プロセスを誘導、と呼ぶ。
　こうして必要な日時に安定的に「出席」できる状態になり、はじめて日本語や学校生活に関
することを学び、積み上げ、その結果出口へと近付くことが可能となる。この状態を３）参加
と呼ぶ。
　この支援フローを滞りなく、子ども 1人 1人の状況に応じて進むことができるように環境
を整備し、伴走するのが多文化コーディネーターの役割である。

◆多文化コーディネーターの役割について
　本事業における多文化コーディネーターは、主に教室外コーディネートを担当する者と、教
室内コーディネートを担当する者に役割を分担してきた。前者が地域における教育や福祉関係
者・諸機関とのネットワーク形成とその維持、外国にルーツを持つ子どもの置かれた現状や課
題に関する情報発信・提供を担ってきた。また、外国人保護者と子どもおよび就学・復学先と
なる小中学校間の円滑なコミュニケーションに必要なサポートを適宜実施した。　
　一方、内部コーディネート担当者は支援現場内における日本語教育や教科学習支援が、外国

関係諸機関との協力連携 

  

 

地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の 

 

構
築
／
広
報
活
動 

発見 
• アウトリーチ 

誘導 
• 訪問／送迎 
• 定着支援 

参加 
• 日本語学習 
• 教科学習 
• イベント／文化・
社会活動 

出口 
• 就学／復学
支援 

• 高校進学 
• 就労支援 

教育支援スキーム 
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にルーツを持つ子ども１人１人にとって適切なタイミング・内容で実施されるよう、学習支援
担当者への情報提供や学習カリキュラム間のコーディネートを行う他、支援を受けている子ど
も達の様子や周辺状況の変化をキャッチし、声かけや個別面談、進路相談などを実施してきた。
　
＜ケース 1：教室内外での連携に基づく支援＞
　母への怒りの感情から言葉を発することを拒否するフィリピン人女子 Eは、他市から転入
時に既に連携関係にあった中学校から直接コーディネーターに一報が入る。就学手続きは行
なったが不登校のためそのままフルタイムでの日本語教室通所を開始。学校、SSW、子ども家
庭支援センター、市教育委員会相談室、保健所、民生委員児童委員らとケース会議を重ねなが
ら支援を続ける。教室内ではコーディネーターや指導員の粘り強い働きかけにより徐々に発話
が見られるようになり英語、数学などの教科学習、また音楽バンドやみかん狩りなどの校外活
動にも積極的に参加ができるようになった。状態が改善されるにつれ「学校」への拒否感が強
かった本人の市教育委員会登校支援教室への通所が可能となり、今春通信制サポート高への進
学が決定した。

＜ケース 2：子どもだけでなく、当該家族全体に対する地域連携支援＞
　タイ人女子 Aは日本語がわからず学校が怖いと不登校となっていたが、不登校の一因が夜
勤で働くシングルマザーの母親、一時帰国中に中学校を除籍扱いとなった兄、保育園不就園で
昼夜逆転生活の 5歳の妹といった家庭状況にあることが判明し、学校、市教育委員会相談室、
SSW、民生委員児童委員、子ども家庭支援センターなどと連携しながら A本人のみならず家
庭への包括的な支援を行なった。妹は当教室のプレスクールに参加し就学準備を行い、母親は
子ども家庭支援センターを通じ公的福祉支援につながった。Aは当教室と連携体制にある市内
の都立定時制高校に進学し、コーディネーターは進学後も高校と定期的に情報交換を行ってい
る。

“連携”と“協力”－「多文化コーディネーター」の実務

①関係構築 
出会う／ 
共有する 把握する 発信する 

②関係維持 

リソースリスト 連絡・情報 
共有 

情報／ノウハウ提
供 

①人材募集／育成 

共有する 把握する 配置する 

②事業の円滑な運営 

進捗管理 連絡・情報 
共有（ＳＮＳ） 

情報／ノウハウ提
供 

内部コーディネート 

外部コーディネート 

情報 
発信 

事業
企画・
計画 
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　本事業における多文化コーディネートは前述の通り、関係諸機関との協力連携関係構築およ
び維持を中心とした外部コーディネート担当者と、子どもの定着支援からカウンセリング、日
本語・学習支援スタッフとの連絡調整等を担当する内部コーディネート担当者が業務を分担し
てきた事で一定の成果につながったと認識している。　多文化コーディネーターは始業前から
終業まで 1名以上が教室に在室するように配慮し、関係諸機関および外国人保護者、子ども
達と日常的なコミュニケーションがとれるようにした。
　この特定の曜日や時間帯であれば常に電話が通じる多文化コーディネーターの存在は、特に
生徒在籍校や市区町村教育委員会、子ども家庭支援センター等の関係諸機関が何らかの事案が
発生した際等に、「ちょっと多文化コーディネーターの○○さんに訊いてみよう」と言ったよ
うな、敷居の低い連携関係構築に寄与したと考えられる。
　この敷居の低い関係の構築により、地域の中で外国につながる子どもの課題は青少年自立援
助センターへ、と言った認識が概ね確立され、行政から学校の先生、民生委員や地域ボランティ
アの方々にとって、積極的に活用できる場となった。また、地域や学校によっては非公開の連
携会議やケース会議に参画するなど、「地域資源」の一つとなることができただけでなく、出
口先機関でもある学校との関係の深さは、1人の子どもが就学・学校復帰をする際に柔軟に対
応してもらいやすくなる、ある程度の「交渉」の余地が生まれる、などのメリットも生み出し
ている。

＜ケース３：学校長との信頼関係に基づく連携支援＞
日本語ゼロ初級で来日したネパール人女子 Rは就学手続きに赴いた市教委学務係において日
本語ができないとの理由で就学が許可されなかった。通学予定の学校の決定通知は発行された
ため、すでにその中学校と他の生徒に関して連携を取っていたコーディネーターが直接学校長
に連絡をとり学校と R、保護者との面談を要請した。当教室に信頼を置く校長は即座に市教委
に連絡し面談が実現し、Rは新年度より新 1年生として就学が決定した。

◆効果的な支援のための工夫
　内部における多文化コーディネートの成功要因は、多文化コーディネーターが本事業参加者
概ね全ての子ども達とソーシャル・ネットワーク・サービス（SNS）を通じて、支援の現場を
越えたつながりを積極的に確保したことである。これにより、支援が終了した子どもの予後の
把握や支援継続中の子どもの状況確認が詳細に行うことが可能となった。
この SNS での当事者とのコミュニケーションは、「電話」という手段に日本語の力不足から困
難を感じている場合に、そのハードルを下げ、悩みごとや困ったことがあった場合に、多文化
コーディネーターに子ども達が連絡を取りやすい状況を生み出すことができただけでなく、子
どもにとって支援者である多文化コーディネーターの存在をより、頼りに、身近に感じさせる
しかけの一つともなった。
　また、支援者間連携においては本事業に携わるスタッフの連絡と情報共有を、クラウド型の
グループウェア活用に切り替えたことが大きく功を奏した。スタッフは曜日により出勤するメ
ンバーが異なり、曜日間でカリキュラムの進捗や全体への連絡事項を共有することが一つの課
題であったが、多文化コーディネーターの管理の下、クラウド型グループウェアを利用するこ
とにより、その日の子ども達のコンディションやカリキュラムの進捗状況、子どもの出席・欠
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席等の情報をオンタイムでインターネット上から、現場から離れた場所にいても確認ができる
ようになった。また、多文化コーディネーターがインテークを行った新規入所生徒に関する情
報や、精神的な不調などが発生している生徒の情報などを事前に全員が把握することができ、
その役割に関わらず、スタッフ全体で 1人の子どもを把握し、支えられる環境が実現した。

　　　　　＜様々なイベント企画・準備も主にコーディネーターの主導による＞

　学習支援や日本語教育といった「現場」で行われる支援では、その現場の存在を当事者（ま
たはその保護者）が何らかの形で情報を得て、足を運んで初めて支援が可能となるが、情報が
届かなかったり、不登校・引きこもり状態が長いなどの理由から支援現場へ来ること自体がで
きないケースも少なくない。しかし、こうした子どもや家庭こそ真の意味で支援を必要とする
家庭であり、その「発見」と支援現場への「誘導」、「定着」を担う機能（本事業の場合、多文
化コーディネーターおよび送迎バスの運用）がなければ効果的な支援の実施は不可能であった
と言える。

◆今後に向けて
　本事業を受託した５年の間、常に外国につながる子ども達の「新しい」課題に直面してきた。
しかしそれは我々にとって新たな課題であるにすぎず、今現在も「発見」されずに困難に向き
合い続ける子ども達が地域には多数いると認識している。今後は本事業で培った経験、地域と
の人脈やノウハウを活かし続けることができるよう、支援規模の維持・拡充に努めてゆくと同
時に、多くの方々に外国につながる子ども達の現状や課題をご理解いただきつつ、可能な限り
のサポートをしていただけるよう情報発信に努めていきたい。


