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１． はじめに――問題の所在

　2008年，福田元首相により「留学生30万人計画」が発表された。2020年を目処に，当時12万人弱
であった留学生の受け入れを30万人にまで拡大することを目標としたこの計画は，「日本を世界に
開かれた国とし，アジア，世界との間のヒト，モノ，カネ，情報の流れを拡大する『グローバル戦略』
の一環として」，「高度人材受け入れとも連携させながら，国・地域・分野などに留意しつつ，優秀
な留学生を戦略的に獲得していく」姿勢を明確に打ち出したことにその特長がある1。1983年に策
定された「留学生10万人計画」では，日本と諸外国との相互理解の増進および開発途上国の人材育
成への貢献という観点から留学生の受け入れが進められてきたが2，「留学生30万人計画」では，この

「10万人計画」の成果を基盤としつつ，より積極的かつ効果的な人材の獲得が求められている3。そ
のため，これまでと同様に，宿舎や奨学金等の生活支援および日本語教育の充実等，受け入れ環境
整備の方策は示されたものの，英語のみによって学位取得が可能なコースをもつ国際化拠点大学

（G30）の選定や9月入学の促進等，「グローバル化」に即した抜本的な改革の見通しが示された。ま
た，高度人材としての留学生が大学卒業・大学院修了後も日本社会に一定期間留まることを目的
に，就職支援の提供や在留期間の見直し等の必要も指摘された。
　留学生には，大学院修士課程入学のために研究生として来日し博士課程までの期間を過ごす場
合，最低でも6年間の滞在が必要とされる。当初は一人で来日したものの，滞在の長期化に伴い家族
を呼び寄せ，また日本で子どもが生まれたことにより，家族の生活・教育にかかわる問題に直面す
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る留学生も少なくない。全国的にみれば「留学」ビザで滞在する外国人の割合はそれほど多くはな
いため4，帰国者や労働者の子どもに比べ，これまでそれらの問題が取り上げられることはほとんど
なかった。しかし，留学生30万人計画の遂行により，今後，留学生が日本の大学・大学院を卒業・
修了後就職し，長期滞在者を経て永住者になる可能性があることを考えれば，一時滞在者としての
留学生という枠を超えた支援・サービスの提供も一層求められる5。また，そのためには，かれらが
具体的にどのような支援・サービスを必要としているのかを把握しておく必要もあるだろう。
　これまで，留学生自身を対象としたサポートについては，主として大学における日本語教育や生
活支援の一環としてさまざまなプログラムが開発され，すでに普及と検証が積み重ねられてきた。
しかし，その家族，特に子どもを対象とした教育については，学齢期の子どもの場合，学校が扱う事
項と見なされるため，かれらがどのような課題に直面しているのかは，外国人児童生徒の教育にか
かわる課題として扱われてきた6。また，「外国人」の背景や日本語教育の必要性の程度には多様性
が見られることが認識されてきてはいるものの，留学生を高度人材としてよりも支援の対象と見る
見方からいまだ脱し切れていないためか，近年，海外子女教育研究では見られるような，保護者の
視点から子どもの海外（日本）での教育経験を整理した研究は7，私見の限り存在しない。
　そもそも，親に同伴する子どもの場合，オグブ（Ogbu）が「非意図的移民（involuntary 
minorities）」と定義するように，その移動は選択できるものではない。そのため，親はその物理的
移動に伴い要求される適応に責任を感じ，またそれゆえに自らのキャリア形成に照らして，選択を
迫られるのである。
　本稿では，留学生の子ども，なかでも学齢期の子どもに焦点を当て，かれらが置かれている教育
環境や課題を，保護者である留学生がどのように捉え，かつそれにどのように向き合っていこうと
しているのかを検討する。具体的にはまず，日本における外国人児童生徒を対象とした教育政策の
展開を整理し，その現状と課題を提示する。次に，外国人居住者に占める留学生の割合が高い，札
幌市における外国人の概況および外国人児童生徒に対する教育支援の全体像を示した後，A小学校
で留学生の保護者を対象に行った聞き取り調査から，かれらが自分の子ども達の教育にどのような
不安と期待・希望を持っているのかを提示したい。最後にそれらを踏まえた上で，留学生受け入れ
政策にかかわる環境整備の必要性について，検討する。

２．外国人の子どもを対象とした教育政策の展開

　日本で外国人の子どもの教育に対する支援の必要性が強く認識される契機となったのは，
1990年の「出入国管理及び難民認定法（入管法）」の改正であった。可能な限り外国人の国内流
入を制限しつつ，高齢化が進む日本社会の労働力を確保することを目的に，日本人の子孫にあ
たる者の帰国を許可したこの法改正は，国内に外国人労働者の急増をもたらすとともに，かれ
らに同伴する外国人児童生徒の教育の問題を表面化させた。翌1991年から，文部省（当時）は
その実態を明らかにすべく，「日本語指導が必要な児童生徒の受け入れ状況に関する調査」を
開始した。また，1992年には，総務庁よりそれらの児童生徒の就学の円滑化，受け入れ体制の
整備等を求める勧告が発表されるとともに，「日本語指導等特別な配慮を要する児童生徒に対
応した教員の配置」事業が進められ，さらには日本語指導教材の作成・配布も行われるように
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なった8。
　しかしながら，このような外国人の子どもの教育に関する取り組みは，独自にその構想を実
現させてきたのではなく，あくまでも既存の枠組みを踏襲するかたちで進められてきた。日本
語指導を必要とする児童生徒の存在は，はじめは帰国子女（1960年代）により，また続いて中国
帰国者の子ども達（1970年代）により可視化されてきたが，かれらに対する教育はいずれも「国
民教育」の一環と見なされたため，「国民形成」を主眼とする既存の学校教育制度および日本社
会への適応が強調された9。
　また，1980年代まで「外国人」という括りでは，上記した労働者の子ども達（ニューカマー）
に対しいわゆるオールドカマーと称される在日韓国・朝鮮人の子どもの教育が中心とされて
きたが，かれらの教育で大きな課題であった母語教育・民族教育が政策・制度の俎上に乗せら
れることがないまま，すなわち外国人教育政策の「二重構造」を維持しつつ，新たに流入する
子どもの日本語教育・適応教育が国の施策の中心へと移ってきた10。そのため，「多文化共生」
や「国際理解」といった観点から多様な背景を持つ子ども達に対する教育の重要性が主張され
るようになっても，いまだ日本語および適応指導に関心が集中する傾向は否めなかった。
　しかし，特に2008年のリーマンショック以後，それ以前から問題とされてきた外国人児童生
徒の不就学が深刻化し，数々のメディアや書籍等でその現状が報告されるようになると11，文
部科学省には，その対応の一環として，かれらに対する教育の質の向上が求められるように
なった。同年まとめられた『外国人児童生徒の教育の充実について』では，外国語による就学
案内や情報の提供，就学後のかれらの居場所づくりの促進，また適応・日本語指導の充実とし
て第二言語としての日本語（Japanese as a Second Language：JSL）カリキュラムの普及や日本
語指導に必要とされる教員の加配数の見直し，研修の充実等が提言された。
　そして2011年には，実際にその教育にかかわる人たち向けに『外国人児童生徒受け入れのた
めの手引き』が発行された。この「手引き」は，全6章で構成されるが，その第1章は，外国人児
童生徒の「多様性」への対応として，母語や出身地だけではなく，日本へ来た理由・時期や将
来設計，家庭環境のちがい等への配慮の必要性が述べられている12。またあわせて，かれらが
直面する課題も整理されているが，そのなかではこれまであまり取り上げられることのなかっ
た，母語・母文化の保持，進路，不就学の問題も言及されている13。続く各章では，学校管理
職，日本語指導担当教員，在籍学級担任，都道府県教育委員会，市町村教育委員会と，実際に教
育にかかわる関係者の役割や具体的な対応の仕方が，図説を交えつつ，詳しくまとめられてい
る。
　これまで，外国人児童生徒の受け入れに対する対応は，トップダウン的な政府の動きという
よりも，ボトムアップ的な地方の自治体の動きに影響を受けてきたため，ノウハウや人的ネッ
トワーク等が構築されていない外国人非集住地域では特に，問題が表面化してはじめて対応策
を検討するという「その場しのぎ」の対応に終始せざるを得ないとの実情があった14。そのた
め，この手引きはそのような状況の克服を目指すものと見なすことができる。また，教育現場
が抱える，外国人児童生徒受け入れ後の戸惑いと混乱を軽減する上でも，具体的な手引きの存
在は大きいだろう。
　2014年4月には，このような外国人児童生徒数の増加とかれらの背景の多様化への対応およ
び地域による支援体制のばらつきの解消を目的に15，関連諸法規の改正が行われ，学校教育の
なかで行う日本語指導については，現行の教育課程によらない「特別の教育課程」を編成・実
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施することができるようになった。これにより，義務教育諸学校においては，年間280単位ま
で（週8時間，ただし1単位時間は45分または50分），在籍学級の教育課程の一部の時間に替え
て，在籍学級以外の教室で指導を行うことが，制度的に保障される。また，正規の教育課程に
位置付けられたことから，担当教員に関する規定や研修の必要性，指導計画や評価の実施につ
いても明文化され，体制整備も進められる予定である。
　このように，外国人児童生徒を対象とした教育にかかわる取り組みは，2000年代後半以後，
文部科学省の主導により，急速にその体制を整備しつつある。特に，2011年発行の「手引き」
で外国人児童生徒の多様性が明文化され，かつ2014年には，一人ひとりに沿った教育の提供の
必要性という観点から，取り出し授業により行われる日本語教育が，公的に教育課程の一部と
して認められるようになったことの意義は大きい。もちろん，それらはいずれも，それ以前と
同様に，「日本語」による「適応のための支援」を前提としていることに変わりはない。しかし，
先の「手引き」発行以後，母語・母文化の保持や進路形成といった観点を持つ支援に注意が向
けられるようになったことは，大きな前進と言える。今後は，具体的対応の検討のためにも，
外国人児童生徒それぞれの背景やニーズの把握が一層必要だと考える。

３．札幌市における留学生の概況および外国人児童生徒に対する教育支援

3．1．札幌市に居住する外国人
　平成26年7月現在の札幌市の人口は，約194万人である16。そのうち，外国人登録を行ってい
る者の数は，約9,400人である。この数は，6年前（2008年）に9,000人を突破して以降，微増傾向
にある。また，国籍別にみると，アジア出身者が全体の約8割を占めるが，その約半数は中国出
身者，また残りの半数の約三分の二は韓国または朝鮮出身者である（表1参照）。

表1　平成26年度 札幌市における外国人登録者数の国籍別内訳（単位：人）

　札幌市のなかでは，北海道大学のある北区およびそれに隣接する中央区に居住する外国人が
多く，全体の約半数を占めている。北海道大学には，現在（2014年5月1日），約1,450人の留学生
が在籍する。同規模の他大学と同じく，そのうち8割強がアジア出身者であり，さらにその約6
割を中国出身者が占めている。また，学部・大学院の別では，大学院生が圧倒的多数で，国費
留学生の割合も高い17。
　少し古いデータになるが，2008年に大学が行った調査によれば，アンケートに回答した留学
生の約3割が既婚者で，「子どもがいる」と答えた者の割合も約2割存在した。特に医学系学部
でその割合が高く，結婚している者は約6割，「子どもがいる」者は約5割にも上る18。単純に関

中国 韓国 
または朝鮮 

アメリカ フィリピン ロシア その他 

3,357 
（35.7%）  

2,550 
（27.1%）  

514 
（5.5%）  

339 
（3.6%）  

281 
（3.0%）  

2,373
（25.1%）  

出所：札幌市ホームページ『統計さっぽろ（月報）平成 26 年 8 月号 No.389 』より筆者作成 
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連づけることはできないが，①大学院での学位取得を目的とする比較的年齢の高い学生も多く
（アンケート回答者の約8割が25歳以上），②滞在年数が長期化する（回答者の約15％は5年以上）
きらいもあることから，母国から家族を呼び寄せ，また滞日中に結婚し家族をもうける学生も
少なくないと想定できる。
　また，同大学には，英語を教育・研究の主たる媒介言語とするコースも五つあり（いずれも
大学院レベル），日本語能力がほとんどゼロに近い状態で来日する者も少なくない。そのため，
かれらの留学が子どもを伴う場合には，子どもの就学手続きから学校との諸連絡，子どもの日
本語指導に至るまで種々のハードルが存在する。これは，保護者にとってはもちろんのこと，
そのような子どもを受け入れる学校にとっても同様である。そのため，このような場合，同胞
の友人や知人を頼りに，同じ学区に居住するケースも多い。

3．2．札幌市における外国人児童生徒とかれらの教育に対する支援
　留学生をはじめとする外国人の増加により，学齢期の子ども・青年の数も増加傾向にある。
札幌市の公立学校に在籍する外国人児童生徒数は，小学校・中学校ともに微増を続けている。
2011年5月の統計によれば，小学校には143人，中学校には51人の外国人児童生徒が在籍する。
これらの「外国人」児童生徒数には，帰国子女や中国およびサハリン帰国者は含められていな
い19。
　また，これらの数字をかれらが在籍する学校の置かれる区ごとに見ていくと，北海道大学の
ある北区が最も多く（小学校41名，中学校12名），中央区（小学校26名，中学校17名）がそれに続
く。その他，小学校では厚別区，豊平区，西区がそれぞれ15名，16名，11名と二桁を示している
が，それ以外の区および中学校では北区と中央区を除き，一桁の在籍者数であった。
　一般に，学齢期にある外国人児童生徒の数を正確に把握することは難しい。それは，先に概
観したように，外国人児童生徒に対し教育上特別な支援が必要だと認識されはじめたのがここ
20年ほどとの政策的背景も然ることながら，いまだ外国人児童生徒の総数がそれほど多くはな
い札幌市のような都市において，かれらの国籍等，個人を特定できる可能性のある情報を開示
することは，特定の個人や家族に期せずして不利益を与えるかもしれないからである。先行研
究で指摘されてきたとおり，外国人児童生徒は日本の学校という同質的な空間のなかで日々直
面する差異へのまなざしに子どもなりに折り合いをつけて過ごしている例も少なくない20。そ
のようなかれら自身の努力を無駄なものにしないためにも，行政には一層の配慮が必要とされ
ているのである。
　文部科学省「日本語指導が必要な外国人児童生徒（平成24年版）」によれば，北海道の小・中
学校および高等学校には，日本語指導が必要な児童生徒として72名が計上されている21。もち
ろんこれは，札幌市の小中学校に在籍し，何らかの支援を必要としている外国人児童生徒の総
数と一致するものではないだろう。非集住地域においても不就学の児童生徒は存在するだろ
うし，統計上には表れない，学校や支援活動へのアクセスが途切れてしまった家庭もあるかも
しれない。
　札幌市では，市立学校に通う外国人児童生徒数の把握に努めるとともに，学校からの要望に
応じ，かれらの日本語・生活指導を主たる任務とする加配教員を配置し，支援の充実に努めて
きた22。また，帰国・外国人生徒教育支援事業として，こちらも各学校からの要望に応じて，指
導協力者および外国語（日本語）ボランティアを派遣する取り組みを行っている。これらの指
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導者およびボランティアは，基本的には週に2回，子どもの状況や学校の要望に応じて一定期
間，日本語指導を必要とする子どもに対し一対一で日本語指導を提供している。年度により若
干数は異なるものの，毎年約25名程度の児童生徒がこの支援を受けている。また，これらの学
校に対する支援とは別に，市の公共施設にて，主に教員経験者による日本語教室も開催してい
る。
　このような支援のあり方は，外国人児童生徒が「日本の学校で生活できるよう指導する」国
の方針と合致するもので，他の地方自治体においても同様に行われている。だが，実際に支援
の対象とされる子どもや家族は，そのあり方をどう捉えているのだろうか。特に，滞在期間が
不確定な留学生にとって，子どもに対する教育支援のあり方は，その滞在を左右する大きな指
標の一つになりかねない。そこで次に，A小学校での聞き取り調査から，かれらが置かれる現
状とそれに対するかれら自身の認識とを，具体的に見ていきたい。

４． A小学校の事例

4．1．調査の目的および方法
　今回，調査を実施したのは，北海道大学のある札幌市北区に位置するA小学校である。A小学
校の児童数は約330名，教職員数約30名で，各学年2学級ずつ計12学級から構成される。創立
80周年を迎えた歴史ある学校で，地域コミュニティとの結びつきも強い。また，コミュニケー
ション力の育成にも力を入れている。
　年度により多少差はあるものの，同校には，毎年約20名前後の外国人児童が在籍する。2011
年度は，18人の外国人児童が在籍し，そのうち留学生および研究員の子どもは約半数であっ
た。国籍は，モンゴル，インドネシア，中国，ネパール，バングラデシュ等多様である。このう
ち，特定の国・地域からの児童が複数名存在するとの特長が見られるが，それは，きょうだい
で同じ学校に通っているほか，同じ国・地域の出身者で固まって居住するとの留学生特有の理
由によるところも大きい。たとえば，先に言及したように，現在，北海道大学では英語を教授
言語とするコースが複数存在するが，そのため，留学に際して日本語能力を全く要求されるこ
となく渡日する者も少なくない。子どもを伴った留学の場合は特に，先に渡日・滞日する同胞
を頼り，同じ地域，さらには同じアパートに住み，互いに助け合いながら子どもの学校教育を
支えているケースもある。
　筆者らは，2011年5月から約1年間，数回にわたりA小学校を訪問し，外国籍の児童とその保
護者および教員，日本語指導に携わるボランティアを対象に聞き取り調査等を実施した。外国
籍の児童とその保護者については，特にかれらの背景を明らかにすることを目的に簡単な質問
紙調査を行い，その上で主として留学生・研究員（もしくは配偶者が留学生・研究員）という
保護者5名を含む数名に聞き取り調査を行った23。聞き取り調査では，保護者が日本語ができな
い場合には英語を媒介言語としたが，日本語でも英語でもコミュニケーションが難しい場合に
は，子どもに通訳を依頼した。また，時間は一人10分程度としてお願いしたが，長い場合には
40分程度におよぶこともあった。
　保護者に対しては，特に日本に滞在する期間と子どもの日本語教育および母語教育の状況と
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問題点について，一方，教員および日本語指導に携わるボランティアに対しては，外国人児童
に対するサポート体制とそこで感じる課題についてを中心に話してもらった。保護者に対し
ては事前に行った質問紙調査の項目を確認するかたちでインタビューを行ったが，教員および
ボランティアに対しては，特に事前に質問項目は用意せず，当日こちらの質問に一つずつ答え
てもらうかたちで実施した24。聞き取り調査はいずれも，A小学校の教室を借りて行った。

4．2．調査結果――留学生の教育に関する期待
　聞き取り調査を行った保護者の背景は以下，表2のとおりである。

表2　聞き取り調査を行った保護者についての情報

　ここでは聞き取り調査から見えてきた問題を，主として日本に滞在する期間，日本語教育，
母語教育という三つの観点から整理し，検討する。なお，本稿では，聞き取り内容の記載の仕
方について，その内容を重視したため，談話研究でみられるような発話行為そのものへの注目
は行っていないことを，あらかじめ断っておく。

（1）　滞在期間
　一般的に留学生の場合，日本での滞在期間は「短期」であるとのイメージが強いだろう。し
かし，表2から明らかなように，いずれも3～5年と比較的長期にわたっており，今後さらに2～5
年程度の滞在を予定している者もいた。
　聞き取り調査で指摘されたように，保護者の滞在期間の長期化と不確定さは，かれらの子ど
もの教育についての不安を駆り立てる要因となっている。たとえばBさんは，研究員である彼
女の配偶者もしくは彼の指導教員次第だとはいえ，子ども（娘）が日本で成長していくことに
ついて，以下のように懸念を示している（かっこ内の日本語訳は筆者）。

 出身国・ 

地域 

職業： 

自身／配偶者 

滞日年数 帰国予定 子の

数 

家庭での 

使用言語 

B さん 

（女） 

バングラデシュ 主婦／ 

研究員 

4 年 5 年後 3 人 ベンガル語， 

日本語 

C さん

（男） 

モンゴル 元留学生，自営業

留学生／ 

母と子：5 年 

父：合計 13 年

母：2014 年

父：10 年後

2 人 モンゴル語 7 割

日本語 3 割 

D さん 

（女） 

モンゴル 主婦／ 

留学生 

5 年 間もなく 2 人 モンゴル語 

E さん 

（女） 

モンゴル 留学生／ 

アルバイト 

5 年 3～4 年後 2 人 モンゴル語 

F さん 

（女） 

インドネシア 主婦／ 

留学生 

3.9 年 2012 年 

3 月 

4 人 インドネシア語
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質問者：And how long you want to live in Japan, from now?（それで，これからどのぐら
い日本に住みたいと思っていますか。）

Ｂさん：Actually, very real question, I don’t now depend of my husband･･･中略
･･･However, she go to 5 grade, 6 grade, very difficult（そうですね，とても切実な
質問ですね。夫次第でわたしはよくわかりません。でも，彼女は5年生，6年生にな
るので，とても難しくなります。）

質問者：Yes, very difficult, if you plan life in Japan…（そうですね，とても難しいですよね。
もし日本での生活を考えるということになると…）

Ｂさん：Actually depend of my husband teacher’s, but we try again in another English 
country or in our country…（実際には，夫の指導教員次第ですね。でもその後は，
別の英語圏の国へ行くか，国へ帰るか，ということになればと思います。）

　また，これから大学院に入学し学位を取得することを希望するEさんの場合，今後2～3年を
日本で暮らす予定だが，彼女の場合にも，子どもの教育が日本での滞在年数を決める一つの要
因になっている。

質問者：えっと，で大学院修士2年間終わったら，モンゴルに帰る･･･？
Ｅさん：そうです。そうですね，今のところ。
質問者：なるほど，じゃ，お子さん，かなり大きくなりますよね，日本で。
Ｅさん：そうですね，子どものことも考えながら，これから3～4年，日本に住むと決めた

けども，それがやっぱり小学校卒業させて，中（学校）も，行かしてから行くかな，
やっぱし，小（学校）のまま帰ったらどうでも向こうの言葉も理解できないし，書
いたり読んだりもそんなにできないから，･･･中略･･･（モンゴルでも）外国語を教
える高校とか中学校があるから，そういう中・高までとりあえず日本で過ごさせ
ないと，子どもも中途半端でどっちもわかんなくて，･･･後略･･･

　このようにEさんが指摘する，子どもが二つの言語の世界で成長することによりどちらの言
語も「中途半端」になってしまうことへの懸念は，Dさんにも共通に見られた。Dさんも，子ど
もが日本の学校へ通い始めたため，ある程度日本語が固まってからモンゴルに帰国し，日本語
を第二言語として教える学校に通わせたいと話していた。
　両親にとっても滞在期間中の日本語の壁は問題であるものの，子どもの場合には，この同じ
2～3年が言語の成長にとって大切な時期であるため，二つの言語の間に挟まって，日本語と母
語の両方の言語が十分に身につかないとの危険性もある。そこで次に，日本語教育および母語
教育に対する保護者の認識・考えを順に見ていきたい。

（2）　日本語使用・日本語教育
　日本語の使用および日本語の勉強についての質問は，すでに子どもと保護者，双方の質問紙
調査にてその程度を聞いていた。聞き取り調査に参加した留学生・研究員の子ども達は，事前
の質問紙調査にて全員が，日本語で「話す・読む・書く」ことができると答えている。しかし
ながら，保護者の認識は少し異なる。たとえばBさんは，子どもは学校で日本人の友達や先生
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と一緒にいて，いわゆる「日本語のサイクル」にいるので，両親より言語的にいい状況にある
と捉えているが，それでも「学習」上は，言語に問題があると指摘する。

Ｂさん：My daughter is grade 4, and 10 years old（娘は4年生で10歳です。）
質問者：And from 6 years old she lives in Japan?（娘さんは，6歳から日本に住んでいるん

ですよね？）
Ｂさん：Yes, yes（そうです，そうです。）
質問者：And she go directly to school? From Bangladesh to Japanese school?（それで，彼

女は直接，学校に，バングラデシュから日本の学校に入った，ということになるん
ですか？）

Ｂさん：Yes, yes. And then very difficult my daughter.（そうです。ですから，娘はとても
大変でした。） 

質問者：Now your daughter speak Japanese?（今はお嬢さんは日本語を話ますよね？）
Ｂさん：Yes, Japanese speaking and writing, but learning is more, more learning…（はい，

日本語を話すし，書きます。でももっと勉強しないと…。）

　Bさんは，このように，子どもがさらに学習する必要があると認識してはいるものの，両親
が日本語が出来ないため，学校の勉強や宿題の手伝いをすることができないとこぼしていた。
　また，Eさんの場合は，両親ともに日本語ができるため学校からの連絡や案内，さらには子
どもの宿題の内容を理解することはできるが，日本の学校の「教え方」が分からないため，自
分が習った方法で教えることに抵抗を感じている。

･･･中略･･･できるだけ手伝いを，面倒みようと思うんだけど，反対に，どうしても手伝い
しようというところで旦那がわかんなかったり，自分も何となく自信なくてどういう風に
教えたらいいのか。たとえば学校で，教育が違うから，というか，わたしがそういう，これ
はたとえば算数だったら，これはこう，あの，計算した方法というのも違う方法で教えて
もらった方だし，子どもが子どもなりに学校でどういう方法で教えてるか，それはちょっ
と心配で，わたしが違う方法で教えたら子どもが頭の中がばらばらになってしまったら…

　また，日本語についても，たとえば分からない言葉があったとき，自分は辞書を引く等，い
わば「大人」の方法で学んできたが，母語の語彙さえ十分ではない子どもにとっては，その方
法に無理があることを，以下のように説明している。

たとえば，わたしがぱっとわかんないときに出たら，向こうの辞書で訳して分かっちゃう
けども，子どもだったら簡単にわかる･･･，わたしモンゴル語の言葉で説明しても言葉が分
からないときも出てくるんです。だから，その日本語の理解がどういう風にするかが，方
法が見つからなくて，わたしが日本，その言葉が日本語で説明できなくて，ただモンゴル
語で説明できるとしたら，辞書すぐ引いて，モンゴル語で訳したらそれだよと，ぐらいし
か自分では理解できないのに，子どもが，子どもだったら，モンゴル語で言ってもわから
ないし，わたしがただ日本語で説明できないし，できても子どもがわかるくらいできない
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とか，そういう何となく授業の方でいる。授業だけじゃなくて生活とかでも，たまにそう
いうとき出てきますね。

　以上のことから，保護者は，①子どもが生活上，日本語ができるようになっても「学習」のた
めに必要とされる言語の習得には時間がかかること，②子どもの場合には，言語学習自体が言
語の発達と密接に関わっていることを経験的に理解していると整理できる。このような課題
を克服し，子どもの日本語習得を助ける上では，学校や行政による制度的支援はもちろん，保
護者の関わりも重要である。しかしながら，そこには，保護者の日本語力の問題，保護者が受
けてきた教育と子どもの受けている教育での内容・方法のちがいといった境界線が存在する。
母語教育の充実は，この境界線を超えるためにも必要なのかもしれない。

（3）　母語使用・母語教育
　母語は，親とのコミュニケーションの道具であり，日本語学習の土台でもある。帰国した際
に母語ができないと，家族や友達とのコミュニケーションも学校教育を受けることも困難にな
る。聞き取り調査をした留学生・研究員の子どもは，質問紙調査では全員，母語で「話す」こ
とが出来ると答えたが，「読む」・「書く」ことに困難を感じている子どもも少なからずいた。し
かし保護者の認識には，その内容に違いがうかがえた。
　Fさんは，子どものインドネシア語力に対しては，「書く」ことはできるが「話す」のは忘れて
いて難しいと評価している。さらに，Eさんも，家庭での使用言語がモンゴル語と日本語と混
ぜたかたちで使っていることを，子どもが「楽だから」と表現し，日本で生活していく上での
母語の使用・学習の難しさを感じていると答えている。さらに，CさんやBさんのように，早
い時期に日本に来た子ども達は，きょうだい同士であっても日本語を使うことが多く，特に下
の子の母語の習得が難しいことも指摘された。CさんやBさんの例ともに，下の子どもの場合，
日本語の学習が就学前に始まっているため，小学校に入学する際には日本語の問題は少なかっ
た。しかし逆に母語の維持・習得は，特に「外国」で暮らしている場合，学習環境が整ってい
なければ，一般的に難しい25。
　また，聞き取り調査からは，このような母語の問題に対しての保護者の反応が様々であるこ
とも明らかになった。たとえば，Dさんのように，子どもが母語ができないから帰国するとい
う意見もあるのに対し，Bさんのように，改めて英語圏の国または母国に移りたいという考え
もある。また，Cさんのように，日本にいる限り母語を教える必要がないとの意見もある。一
方，Eさんは，質問紙調査では，子どもに母語の勉強はさせていないと答えているが，実際に
は，その必要性があると感じ，可能であれば学校でも子どもが日本語が分からないうちは，子
どもの母語が少しでも分かる人を支援につけるべきだと強く主張する。その理由は，以下のよ
うに示された。

･･･中略･･･やっぱりあの日本人の子でもまれたから，日本語使って，周りも日本語使って
て，そういうレベルの日本語ではたまに足りないのかなというのも分かりますね。わたし
も説明，たとえば，料理作るときのあの，生のもの，生じゃないものにするために，いろい
ろ方法でするんですね。わかしたり，煮たりとか，たくさんそういう言葉あります。その
言葉も，全部わからないわけあるし，ただ，動作的にそういう風にしたら，動作的にはたと
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えば下にお湯が出て上にしたら蒸すとか，それだと，日本人は自然に毎日使ってるから，
新しい言葉にはならないんですね。…中略…だから，それは普通の日常生活と学校の普通
の言葉だとは困ってないけど，だんだんこれから教科書に載ってる言葉が難しくなってき
ているときは，理解出来ない言葉がだんだん出てくる。

　すなわち，子どもの学年が上がるにつれて教科学習がどんどん難しくなり，母語でも日本語
でも「知らない」言葉が多くなっていく。そのため，日本語習得を確かなものとするためにも，
一層母語教育の必要があると考えられる。
　しかしながら実際には，滞在期間の長期化・不確定さからくる言語の必要性に対する認識と
日本語指導を中心とする支援の提供という現行の条件下で，母語教育に対する支援を整備して
いくのは難しい。そこで次に，学校ではどのような課題に直面しているのかを，A小学校の教
員および日本語ボランティアへの聞き取り調査から検討する。

4．3．外国人児童に対する学校の支援体制
　調査実施当時，A小学校には，外国人児童の生活・修学支援を主たる任務とする加配教員（G
先生，A小学校で4年目）が配置されていた。北海道では他都府県に比べ外国人児童生徒の数が
それほど多くはないが，A小学校の場合には，毎年一定数の外国籍の子どもが在籍していると
の実績から，これまで加配が行われてきたという。加配教員になるための資格は特になく，研
修の機会も非常に限られている。また，先に言及したように，札幌市にはG先生を含め，4人の
外国人児童支援のための教員が各学校に配置されているが，基本的に横の繋がりも少ないとい
う。そのため，各学校では，教職員はもちろんのこと，後に示す日本語ボランティアとの協力
により，特に日本語指導を必要とする児童の支援に当たっている。
　G先生の主な任務は，教室内での教科指導の補助である。特に低学年で日本語がわからない
児童の場合には，その子どもだけを取り出し，作業の補助をすることもある。A小学校の場合，
留学生や研究員の子どもも多く在籍することから，生活適応が一段落し，日本語も初級程度は
身に付け，もう少しレベルアップを図りたいと思う段階で帰国するケースも多いという。その
ため，子どもは，本来であればこれからようやく教科学習に入ることができるという段階で学
習を中断せざるを得ない。また，G先生によれば，外国人児童の日本語能力については，集団
でいるとわからないが，一人ずつ取り出してみると，教科学習を無理なく行えるほど，十分に
身についていないとの難しさもある。
　一方，日本語が全く分からない子どもは，日本語ボランティアの指導を受けている。基本的
には1年間，指導を必要とする児童一人に対し一人が対応する。現在，A小学校では2名が日本
語指導にあたっているが，二人とも，基本的には子どもの置かれた状況や学校段階を考慮した
対応を心がけているという。留学生の子どもで，特に短期間しか滞在しない子どもの場合に
は，友達と仲良くできることに重点を置いた指導をしている。また，親が熱心で，文法から積
み上げて，という要望に従うことも多いという。しかしながら，家庭と直接連絡がとれないこ
とによりその背景や要望が詳しくは分からないこと，滞在期間が短いゆえ，日本語・母語とも
に中途半端になる危険性も指摘していた。後者については，上記，保護者への聞き取り調査で
も指摘されていた点である。
　G先生の外国人児童に対しての「学校全体での対応はない。すでに外国人児童がいることが
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当たり前で，配慮しているとすれば，いかにかれらにとって心地よい環境をつくっていくかで
あり，そのために手を貸すことはあっても特別視はしない」という言葉に表われているよう
に，いかなる背景があろうとも，どの子どもにも平等にかれらの適応力を育成することは重要
である。また，学校に多くが求められる傾向が指摘される今日，いかにその重要性・必要性が
認識されたとしても，一部の子どものみに必要とされる支援を「学校」が提供することにも，
現実的に無理がある。しかし，今後，国の方針によりさらなる留学生数の増加が見込まれ，滞
在期間の不確定な人々の増加が想定されるなか，かれらの定着にとっても，子どもの教育は争
点となる領域の一つであろう。

　以上のように，保護者，教員および日本語指導に携わるボランティアに対する聞き取り調査
から，子どもの「学習言語」の習得には時間を要すること，またそのことが保護者や教員にも
十分に認識されていることは明らかだと指摘できる。「生活言語」と「学習言語」のちがいや「学
習言語」の習得に母語の活用が有用であることは，すでに先行研究でも繰り返し主張されてき
た26。また，2011年の「手引き」以後，日本でも，政策文書等で母語の重要性に対する認識が明
言され，かつ日本語教育や教科教育を助けるものとして，その活用が奨励されている。
　子どもの来日時期やそれ以前の教育経験等にもよるが，聞き取り調査では保護者から，母語
も日本語も「中途半端」になってしまうことへの懸念が示されていた。また，帰国するという
選択肢のほかに，英語圏のちがう国へ移りたいとの声も聞かれた。特に保護者が日本語でのコ
ミュニケーションが難しい場合，周りに母語もしくは自分が理解可能な言語で対応してくれる
人がいなければ，子どもの学校生活を十分に把握するのは困難である。大学教育のグローバル
化に伴って，英語で修了できるコースが増え，その内容は徐々に整備されつつあるが，日本で
日常生活を送るに際しては生活言語である日本語が必要不可欠である。さらに，子どもの教育
についての不安は，ことばの問題だけではなく，自分で教えたくても教えられない，日本のや
り方がわからないという勉強・教育方法のちがいにも起因している。
　留学生のように滞在期間が不確定な場合，子どもの教育に対する支援の在り方自体が，その
滞在期間に影響を与える重要な要素の一つになりかねない。また，子どもを受け入れる学校側
にとっても，そのような親の不安は理解できるものの，適応指導が一段落し，ようやくこれか
ら教科学習に入れるというときに帰国する児童を見送る状況は，歓迎すべきものではないだろ
う。もちろん，教育の第一義的責任は保護者である親にあり，学校がどこまで責任を持つべき
かについては検討の余地がある。しかし，留学生および研究員である保護者が安心して日本で
勉強・研究に専念できる環境を整備することこそ，かれらの滞在期間を延ばし，日本に定着す
る道を開くことにつながると考えるのであれば，現在進められている学校教育での受け入れ体
制のさらなる充実とともに，留学生政策による受け入れ環境の整備も求められる。

５． おわりに――まとめと今後の課題

　本稿では，以上のように，日本における外国人児童生徒を対象とした教育政策の展開を整理
し，現状を提示した。また，札幌市における外国人児童生徒の概況を概観し，特に留学生の子
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どもが多く在籍するA小学校にて，保護者および教員，日本語ボランティアに聞き取り調査を
行い，かれらの日本語および母語教育に対する認識および考えを明らかにした。
　外国人児童生徒に対する教育は，近年，文部科学省の主導により，その体制を整えてきた。
2011年に発行された『外国人児童生徒受け入れのための手引き』で，外国人および日本語教育
を必要とする児童生徒の多様性を明文化するとともに，2014年には「特別の教育課程」の実施
を認め，一人ひとりの背景およびニーズに即した支援体制の整備を進める方針を打ち出した。
しかし，滞在期間が不確定で長期化する可能性もある留学生・研究員の場合，その対応は一層
複雑である。
　本調査で対象とした留学生は数も少なく，留学生家族全体を代表するものではもちろんな
い。しかしながら，滞在期間の不確定さと子どもの教育に対する不安とを照らし合わせ，最善
の方策を模索しようとする姿は共通にうかがえた。特に学習言語としての日本語の習得の難
しさを痛感すると同時に，母語の重要性に対する認識を，滞在年数の経過とともに深めていっ
ている様子は印象的であった。これは，自らが教育の恩恵を受けてきた留学生だからこそ，子
どもの教育の重要性を経験的に理解していることとも関係があるだろう。
　現在，留学生30万人計画のなかでは，留学生の受け入れ環境の整備として，「家族」に対する
生活支援に関する取り組みの促進も掲げられている。しかし，その扱いは，ビザの種別からも
わかるとおり，あくまでも「留学生」に対する支援の一環としての位置づけにある。各国の留
学生を惹きつけるには，魅力ある教育プログラムの提供はもちろんのこと，留学・就労中の留
学生が安心して勉強・研究に専念できる環境の整備が不可欠である。そして，それを保証する
政策的・制度的枠組みも求められている。聞き取り調査に応じてくれた留学生・研究員の保
護者からは，子ども達の日本での教育経験を今後のかれらの人生に活かせられればとの声も聞
かれたが，日本が留学期間中の一時滞在の場となるのみならず，その後の就職・生活の場とし
ても機能するような環境整備が求められる。その上で，大学や地域社会との連携は不可欠であ
ろう。個々の学校の取り組みや個々の教員の努力を支える制度的仕組みの構築が望まれる。

【謝辞】
　本調査に協力してくださった留学生・研究員および保護者のみなさま，子ども達，日本語ボ
ランティアの方々，さらにはA小学校の校長先生をはじめとする先生方に，この場を借りてお
礼を申し上げます。調査の性質上，学校名は記載しませんが，協力してくださった方々の真摯
な対応がなければ，調査は実施できませんでした。本当にありがとうございました。

注
 1  文部科学省，外務省，法務省，厚生労働省，経済産業省，国土交通省「留学生30万人計画」骨子，2008年7月29

日，p.1．

 2  栖原暁「『留学生30万人計画』の意味と課題」『移民政策研究』2010Vol.2第2号，2010年，p.9．なお，栖原の整理

ではより端的に，「･･･，従来留学生受け入れの主目的とされてきた途上国援助や人材育成等の『知的国際貢

献』は後方に押しやられ，『高度人材受入れとも連携させながら』，『優秀な留学生を戦略的に獲得していく』
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政策は，他の先進国と同じように，「グローバル化の波に乗り遅れないように」，外国人高度人材を積極的に

受け入れ，留学生の定住就労をも視野に入れた政策を採るようになったと整理している。（土田久美子・竹中
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香編著，駒井洋監修『移民の居住と生活』明石書店，2003年．）

12  なお，2012年5月時点で，日本語指導が必要な外国人児童生徒の数は，全国で約2万7千人である。同時期の全

国の公立学校に在籍する外国人児童生徒数が約7万2千人であったことから，単純計算すれば，約4割弱の子
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06青木麻衣子.indd   14 2014/12/15   17:47



105留学生の子どもが抱える教育上の困難を考える

houdou/25/04/__icsFiles/afieldfile/2013/04/03/1332660_1.pdf#search='%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%A

A%9E%E6%8C%87%E5%B0%8E%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E5%A4%96%E5%9

B%BD%E4%BA%BA%E5%85%90%E7%AB%A5%E7%94%9F%E5%BE%92+%E5%B9%B3%E6%88%9023%

E5%B9%B4'，2014年9月22日アクセス確認）

13  母語の継承は，教育言語の獲得にとっても効果があることは，カミンズをはじめとする多くの研究ですでに

明らかにされてきたところである。たとえば，ジム・カミンズ著，中島和子訳著『言語マイノリティを支え

る教育』慶応義塾大学出版会，2011年．など。

14  佐久間孝正『外国人の子どもの教育問題 政府内懇談会における提言』勁草書房，2012年．

15  この法改正は，近年，国際結婚の増加等に伴い日本語指導が必要な日本人児童生徒が増加していることを背

景にとられた措置との見方もある。（佐久間孝正「文部科学省の外国人児童生徒受け入れ施策の変化」『専修人

間科学論集　社会学篇』Vo.4,No.2，2014年，pp.35-45．）
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22  加配教員の配置については，通常の教員の配置と同様に，北海道教育委員会が管理している。

23  当初，質問紙調査の集計により全体的な傾向を抽出することも想定していたが，母数自体が多くない上，保

護者の職業，滞日年数等の背景が多様であり一概に比較が困難であったため，聞き取り調査のための資料と
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定されるが，①留学生でも奨学金受給の可能性があるため，経済的観点からのみでは差異化が難しいこと，

②研究員でも一定期間大学に在籍する場合，留学生と同様に，滞在期間の不確定さという問題を抱えている
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25  たとえば，青木麻衣子・萩野祥子「オーストラリアにおける日本人居住者の母語教育に対する意識――日
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Abstract
The aim of this paper is to analyze and present the current educational situation and issues of 

children of international students and researchers in Sapporo, where the number of international 
students among foreign residents is quite high, and to consider the support system for them under 
the national policy for increasing the number of international student. While a number of Japanese 
language programs have been developed and designed for international students, the education 
for their children have been regarded as the one for foreign children living in Japan collectively. 
Although the Ministry of Education （MEXT） revised the related registrations and allow schools 
to have special curricular for students who need the special assistance for Japanese language 
education as their own necessities, it is still on the way to comprehend their different needs.

This paper examines previous research and educational policies for foreign children in Japan. 
Furthermore, using data from interviews with parents, teachers and volunteers in a primary 
school in Sapporo, we present and analyze the reality, problems and challenges that are faced 
by children of international students in their process of learning at Japanese schools. Particular 
attention is paid to the problems of language learning and language development of both Japanese 
and mother tongues with their parents’ recognitions and expectations for their children’s 
education and their plan of length for staying in Japan.

In the final part of this paper, we consider that the international education policy should 
include more support for enhancing their living and experiences in Japan. It is necessary for 
them to remain studied or worked longer in Japan. For people who have not decided or are not 
able to decide the period for staying in Japan yet such as international students and researchers, 
the support system for their families, especially their children’s education might be one of the 
important factor whether they still remain in Japan or go back home or to another country. It is 
also needed to mention for having a corporative system for support these children in local society 
especially with universities.
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