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多文化共生社会の基盤となる
日本語教育充実化の重要性

外国語学部　中国語学科　4年

佐々木 聖曌

現状及び背景

　2018年12月の臨時国会で、「出入国管理及び難民認

定法設置法の一部を改正する法律案」（下に改正入管

法と書く）を採決した。この法案が成立する背景は、

少子高齢化によって、人手不足が深刻なため、外国

人を「労働者」として受け入れることを正式に決め

た。この法案が成立することによって、これから日

本がいよいよ国際化社会になっていくのではないか

と思っている日本人が少なくないだろう。だがそう

言い切れない。むしろおよそ30年前から日本はすで

に「国際化」状況になっていた。

　それは、1990年の「出入国管理及び難民認定法」が

きっかけであった。南米から日系人の労働力を確保

するのがこの法案の主な内容である。「多文化共生」

を掲げ始めたのはまさにこの時からである。しかし、

ここ数年、法案成立で来る外国人より、はるかに多

いのは、日本に出稼ぎに来た外国人、いわゆる「定

住外国人」である。毎年、25万人の勢いで急増して

いる。この人たちは、日本で生活が安定すると、自

分の家族を呼び寄せる傾向が強い。その中で、日本

に来たくもない外国につながる子どもが急増し、無

視できない存在になった。本論では、これらの外国

につながる子どもの日本語教育を主題にし、教育現

場の日本語教育における外国につながる子どもが今、

どのような現状であるか、どのような課題に直面し

ているか、さらに国や政府、各自治体の教育委員会

のあるべき姿を提示し、問題解決に向けた提言を行

う。なお、外国につながる子どもとは、なお、外国

につながる子どもとは、外国籍と様々な形で外国に

つながる日本国籍の子どもを総括して呼ぶものであ

る。

高校入試の直前に来日、大学4年生に
至った7年間――筆者の経験談

　私は東日本大震災の翌年である2012年3月日本に来

た。両親と長く離れて生活していたので、日本に来た時

はそんな嫌ではなかった。中学校を卒業してから日本に

来たため、日本の中学校に編入することができなかった。

そこで、神奈川県横浜市鶴見区にあるNPO法人のフリー

スクールで一年間日本語を勉強することになり、翌年に

日本の高校に入りたいという決意をした。ただし、そう

簡単ではなかった。日本人と同じ受験することになると、

国数英社理の五教科で受けなければならない。日本語

すらもできない当時の私は、深く絶望していた。

　その後、フリースクールの先生は、外国につながる子

どもの助け舟である「在県外国人等特別募集枠」（下に

在県枠）に入っている県立高校を教えてくれた。「在県

外国人等特別募集枠」とは、神奈川県在住来日トータ

ルで三年未満の外国につながる子どもが日本人と別で

受験することが出来る神奈川県の制度である。受験の

科目は国数英の三教科であり、問題にふりがなを振って

おり、面接は簡単な日本語で行う。この制度は日本の

自治体の中で数少ない外国につながる子どもへの支援

制度である。

　この制度を使って、無事に県立高校に入ることがで

きた。在県枠に入っている高校なので、外国につなが

る子どもへのサポート体制が整えられていた。

　例えば、国語、社会科、保健など専門用語がたくさ

んあり、内容が難しい授業の場合、外国につながる生

徒を取り出し、一つ小さなクラスを作り、簡単な日本語

で分かりやすく授業をした。いわゆる「取り出し授業」

である。また、入学説明会、合格者説明会、入学手続

き、保護者への連絡をする時、三者面談の時に多言語

の対応をしたり、通訳を配置したりした。これらのサポー

ト制度があったため、私は高校時代を楽しく過ごすこと
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ができた。もちろん、言葉の面で苦労したことがたくさ

んあったが、日本人の同級生と割と話したり、遊んだり

した。そういう意味で、私は周りの日本人との共生が

できたとも言える。

　三年間の勉強を通して、学校の推薦をもらい、大学

に無事に入学した。その後高校の先生から連絡をもら

い、学校説明会の通訳をお願いしたいと頼まれた。そ

こで、初めて支援を受ける側から支援する側に移った。

その後、母校から合格者説明会などいろいろ声をかけ

られ、母校での通訳活動も次 と々始まった。活動して

いた時、外国につながる生徒たちの一人ひとりの姿を

みると、高校に入りたかったが、周りの環境が厳しかっ

た自分の過去を思い出した。母校だけではなく、もっ

といろいろなところで外国につながる生徒のためにサ

ポートし、もっといろいろなところで発信していくべき

だと思い、さらに多くの活動を始めた。

　その後、神奈川県立K高校で学習指導員を勤め、D

高校でも通訳活動が始まった。そこで分かってきた課

題を解決するために、神奈川県の外国籍県民会議の

委員になり、高校内の日本語を勉強する場を設けるこ

とや、管理職を含む外国につながる生徒に関する教員

研修をしっかり行うことを提言書に書き、神奈川県知

事に手で渡した。

　外国につながる高校生の現状が分かった後、では中

学生はどんな問題を抱えているかと思い、中学生への

サポート支援も積極的に行った。Tラウンジで中学生の

学習支援教室のコーディネーターをしており、F館の中

学生フリースクールのサポート員やサマースクールのス

タッフもしてきた。

過去より後退している現状

　一連の活動を通して、教育現場における子どもへ

の取り組みは私が高校生の時代より、むしろ後退して

しまっているようだ。実際の例であるが、川崎市のあ

る中学校では、夏休みの宿題として、作文を書かせ

た。テーマは「税金の仕組み」、「犯罪非行をなくす方

法」1など日本人の生徒にとっても書きづらい内容であっ

た。日本に来て間もない、あるいは日本に来てそんな

に時間を経っていない外国につながる生徒にとっては、

絶望的なことである。作文の作成にサポートをしながら、

子どもたちの苦しみや悩みの様子をみると、やはり学

校は私たちのことをわかっていないと実感した。

　また、筆者が支援に入っている神奈川県立T高校で

は、3年生で大学に進学するために準備をしているW

さんという中国の女の子がいた。大学に進学したいと

いうのが目標だったが、両親が共働きで、家に帰ると、

いつも一人だった。両親からのケアや面倒を受けてい

なく、生活のリズムが乱れてしまった。大学に進学する

ための準備も遅れ、学校からそれに関する情報をもらっ

たようだったが、どうやらちゃんと伝わってこなかった。

大学への出願書類を締め切りのギリギリまで用意した

が、担任からもらわなければならない書類を遅れても

らったため、締め切りに間に合わなかった。行きたかっ

た大学に行けなくなったため、その後、Wさんは一気

に落ち込んで、学校に来なくなった。結局、単位が落

ちて、卒業見込みができなくなり、通信制の高校に転

入した。

　教育現場における取り組みの後退する原因は、サ

ポートを受ける側（生徒、保護者）やサポートをする側

（教育委員会、学校）の双方にある。まず、生徒側が

抱える問題を分析していく。

　日本でこれから進学、就職するために、日本語能

力試験を合格する必要がある。筆者は高校1年生の時、

日本語能力試験2級を、2年生に1級を合格した。周り

の同級生も積極的に日本語能力試験に参加した。それ

に対し、最近中学校や高校に在学する外国につながる

子どもは日本語学習意欲が低下してしまい、日本語能

力試験を受けなくなる傾向が強くなってきた。その原

因は、日本に来たくなかったからや、日本語ができなく

ても生活できるからと分かったためである。親は日本で

働いていることによって、自分が呼び寄せられ、場合

によっては、日本に旅行しに来たのに、そのまま日本

に残したという子もいる。来たくもないから、日本語学

習の意欲が低下してしまうことも考えられるだろう。

　もう一つは、特に中国の子たちの場合だが、中華街

や、どこでも見つかる中華料理など日本でも中国語が
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通じるところがたくさんある。学校の中でも、同じ中国

人同級生がいる。

　こうして、校内でも校外でも日本語を勉強する意

味がないと思ってしまう彼達が日本語を勉強しなくな

るのも想定内のことだろう。学校では居場所がなく、

家でも居場所がない。上に述べたように、両親が共

働きのため、あまり子どもの面倒を見られない。これ

らの原因によって、まず、子ども本人が抱えた問題

ができ、従って、日本語をはじめ、教科の勉強をし

たくない現状に陥ってしまう。

　一方、学校側をはじめ、サポートをする側の課題も

山積みである。まず、教育現場の先頭に立っている

教員は外国につながる子どもに対する意識が低下し

ている。その理由は、50歳以上のベテラン教員が減

少しているからである。筆者が高校生の時に、高校

にいたベテランの教員が多かったことに対し、今は若

手教員や中堅教員が増えてきた。筆者が活動してい

る神奈川県立T高校で、ベテランの教員からこういう

ことを聞いた。「最近、外国につながる子どもと関わ

りたくない若手教員がいる」。筆者が神奈川県外国籍

県民会議での提案書を書くために、調査をしたとこ

ろ、ほとんどの高校の若手教員が外国につながる子

どもに関する研修を受けていないことが分かった。

　川崎市のある中学校にいる来日したばかりの外国

につながる子どもは、「在県枠」を使って高校受験を

する予定だった。面接を受けるために、面接シート

を書かなければならない。日本に来たばかりなので、

日本語を話すことすらもできなかった。中学校の教

員から助けてもらい、面接シートを書いたが、難しい

用語がたくさん書いてあった。助けてもらうことはと

てもありがたいことであるが、難しい用語を書かせる

のは、やはり外国につながる子どもの現状をわかっ

ていないことだろうと思っている。

　学校を統括する教育委員会も問題を把握が難しい。

上に述べたように、夏休み宿題として人権作文や難

しいテーマの作文を書かせるのは、外国人の子ども

の現状を理解していない、教員の意識の低さである。

まさに、研修ができていないから、関わりたくない、

無関心などの若手教員が増えている。従って、それ

に応じる制度を作らなければならない。

求められている解決策

　上のようなさまざまな課題は一日でできたわけで

はない。それは、来日する家族滞在や労働者が急増

しており、国や政府をはじめ、外国人を受け入れる

体制や政策の作成が出遅れてしまい、様々な課題が

明らかになってきたのではないかと考える。確かに、

去年12月に入管法を改正し、今年6月に日本語教育推

進法を作成した。しかし、具体的な施策に入るのに

時間がかかると思われる。

　これらの課題は上に述べたように、サポートを受

ける側と、サポートを与える側の双方にある。生徒は、

それぞれ自分なりの課題を抱えているため、それを

一つずつ解決することが極めて難しい。生徒側の課

題を解決するより、国や政府をはじめ、支援する側

が政策、法律を作り、こうしてくださいという指示

があれば、少なくとも支援する側が抱えている問題

を解決するのではないかと考えている。問題解決に

つながるには、まず、各自治体の教育委員会が先頭

に立って、教員研修をしっかりと行うべきだと考え

る。自治体によって、状況が変わる場合が多いこと

は否めない。全国一律直ちに行うことは難しいこと

である。しかし、まず少なくとも外国につながる子

どもが集中する地域で行うべきだと考える。

　教員の初任者研修や初任管理職研修に外国につな

がる子どもへの教育（アイデンティティ）や日本語教

育の内容を組み込まなければならない。筆者の調査し

たところ、横浜市の場合だと、国際教室の担当の教員

は必ずそのような研修を受けることがわかった。2

「国際教室」とは、日本語指導が必要とする外国につ

ながる子どものため、授業をわかりやすく説明した

り、勉強面にサポートしたりする校内の施設である。

横浜市の小中学校は510校のうち、四分の一である

142校が国際教室を設置している。

H27（2015） H28（2016） H29（2017） H30（2018） H31（2019）

外国籍 2,601 2,856 3,111 3,415 3,658

外国籍につながる 5,433 5,567 6,018 6,298 6,445

総数
（日本語が
要指導）

8,034
（1,538）

8,423
（1,670）

9,129
（2,080）

9,713
（2,320）

10,103
（2,705）

R1年5月1日、横浜市教育委員会・小中学校企画課から

表１	 横浜市における外国籍及び外国につながる児童生徒数
	 （小・中・義務教育学校）3
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　五年間で、外国籍および外国につながる児童生徒

の総数が微増の傾向であるにも関わらず、日本語要

指導の人数が倍増ぐらいの勢いであることがわかっ

た。彼らにとっては、国際教室は学校であり、学校

のすべては国際教室である。

　ただし、外国につながる子どもに関する研修を受

ける国際教室の担当者でも課題がある。それは、国

際教室担当者の異動制度そのものだ。現在行ってい

る制度だと、担任を持っていない教員や、臨時採用

で取った教員を国際教室の担当者に充てる。そうす

ると、たとえ研修を受けても専門性が欠けているた

め、子どもの頼りや助けになりにくい。それを解決

するために、日本語教師の採用枠を設け、その枠で

採用した教員は国際教室の担当者だけになる。異動

する場合は、各学校の国際教室担当者同士で異動す

る。そうすると、外国につながる子どもへの日本語

教育の専門性を高めることができ、状況を全然知ら

なく、いきなり国際教室担当者になる状況を防ぐこ

ともできる。そして日頃、日本人生徒より劣等感を

持つ外国につながる子どもに夢や目標に持たせるた

め、先輩や卒業生を呼び戻し、経験談や高校進学の

話をしてもらう。外国につながる子どもの心のケア

相談のため、ネーティーブの先生を呼ぶことも有効

である。

　一方、国際教室担当者以外の普通の管理職や教

員（高校教員も含め）は、初任管理職研修、初任研

修、五年研修などに通じて、意識を高めていく。今

までの「選択履修」を「共通必修」に変えなければな

らない。教員の意識を高めることによって、外国に

つながる子どもはより安心な居場所を作ることがで

き、「分かってくれる先生がたくさんいるから、もっ

と頑張らないと」と思い、学習意欲の向上にもつなげ

ると考える。

　教育委員会や学校はすべての問題を解決しきれな

い。その場合には、民間のボランティアやNPO法人

に任せる。自分の国で中学校を卒業してから日本に

来て、次の年に高校受験を望む外国につながる生徒

が少なくない。中学校を卒業したから、普通の中学

校に編入することが出来ない。その時、学齢超過の

外国につながる生徒を支えているのは、民間のボラ

ンティア団体とNPO法人である。残念ながら、支援

の面からみると、政府、役所の存在感が極めて薄い。

もっと存在感や力を発揮しなければならない。そこ

には、民間のボランティア団体やNPO法人と連携す

ることが大切である。毎年、固定の予算を付けるこ

とによって、ボランティア団体とNPO法人の活動を

広げることができ、もっと多くの外国につながる子

どもへの支援ができる。

将来への展望及び日本のあるべき姿

　これからの日本は、様々な文化や背景を持つ人々

が来る見通しである。そうした中、多文化共生社会

ということが必要になってくる。多文化共生社会に

いかに辿っていくのか、というのは、単なる1人だけ

の課題ではなく、むしろ日本にいるすべての人の課

題であると考えられる。私から見ると、多文化共生

までには少なくとも3段階に分かれる。まず、外国人、

外国につながる人は日本に来ることによって、はじ

めて併存ができる。次に、次の段階に行くために

は、日本語を習得しなければならない。日本語を習

得することによって、日本人と交流できるようにな

る。いわゆる共存である。最後に、日本人と交流でき、

理解し合い、助け合うという一番理想的な共生に入っ

てくる。しかしながら、現状では共存、場合によっ

ては併存の段階にとどまっている。

　この論文を書きながら、筆者の自らの来日歴をも

う一度辿ることができた。神奈川県の「在県枠」と

いう外国につながる生徒の助け舟があり、高校内に

も様々なサポート体制を作っている。こんな素晴ら

しいことがあるのにも関わらず、外国につながる生

徒の学習意欲が低下してしまう。筆者の時にできた

のに、なぜ今はうまく行けなくなっただろうという

疑問がどうしても払拭できない。原因は外国人人口

が急増していることにあると考えている。そのため、

国や政府の環境整備は出遅れしてしまっている。従っ

て、外国につながる子どもの日本語をはじめ、教科
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の勉強意欲が低下、教員の研修を徹底していない、

外国人のより良い働く環境を整えていないなど一連

の問題が出てきている。

　今まで、子どもの日本語より大人の日本語が重視

されてきたから、逆に子どもの日本語学習問題が深

刻になってきた。そして、来日する外国人に対し、

様々な偏見を持っている日本人が少なくない。これ

は、多文化共生社会の実現に良くない現象とも言え

る。私の考えだが、ある程度の価値観ができた日本

人の大人の考え方を変えるより、今現在学校で勉強

している日本人の生徒の考え方を変えたほうがよい

ではないかと考えている。そうすると、学校という

教育現場や、先生という学校で一番生徒と接する人

の重要性が現れてくる。研修によって、先生の意識

を高めることにもつなげる。多文化を勉強した生徒

は、10年、20年後、大人になり、外国人への見方が

少なくとも今の日本人より柔らかくなるのではない

かと信じている。

　また、上に述べたような問題を解決することによっ

て、日本のための外国人人材を育成することができる。

ちなみに、筆者は、横浜市職員採用試験で合格した。

来年の4月から、横浜市の職員の一員として日本社会

に貢献をしていくつもりである。これから支援を受け

る、あるいは今現在受けている外国につながる生徒は、

きっと日本のために働いてくれる。その時、はじめて

多文化共生社会ができるだろうとも信じている。
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