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＜特別寄稿＞ 

外国につながる子どもたちと共に 

―札幌子ども日本語クラブの活動から見える支援の現状と課題― 

 
谷 光*  
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第 1章 私が出会った子どもたち 

1. 支援した子どもたち 

この会に参加したのは小学校教師を退職した 2003 年の秋でした。以来、十数年ずいぶんたくさん
の子どもたちと出会いました。そして、たくさんのことを学ぶことができました。 
中国帰国者 3世、サハリンからの帰国 3世の小中学生・留学生や研究者のお子さん・領事館や出先
機関職員のお子さん・帰国子女・国際結婚夫妻のお子さん・仕事で来日した方のお子さんなど数十名

 
* 札幌子ども日本語クラブ代表 
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になると思います。渡日に至る背景は多様です。支援の期間も多くの子は 1年ですが、短い子は数か
月、長い子は 3年など様々です。以下、私が支援した子どもたちの中で特に印象に残る子どもたちの
ことを紹介します。 
 
2. 2003～2010年頃は中国帰国者の子どもたちと多く出会いました 

（1）中国帰国者三世のK君 
初めて支援した子です。中国では小学校を卒業したのですが、日本語の習得の必要から小 6に編入
しました。中学校に進学して、急に難しくなった勉強についていくのは大変でした。 
学校では、日本語、家に帰れば中国語の生活です。お母さんからは「あんたの中国語、最近へんに

なった」と言われ、学校では「へんな日本語」と言われます。 
ある日、「転校するかもしれない」と困った顔を見せました。「（慣れたのに）転校したくない」と「お

父さん疲れているから(転校しなくちゃならないな)」という思いの中で揺れ動いていました。中国で
は、工場の管理職をしていたお父さんも、日本語が不十分なこともあって水道工事のきつい仕事をし

ていました。毎日、疲れて帰り、食事をして寝るという生活をしているようでした。子どもの将来の

ことも考えて、知人のつてを頼り浜松に仕事を見つけて転居するという話が出ているようなのです。

「ぼくのために働いて、お父さん可愛そうだから…」と転校することに決めました。この年、私は中

国帰国支援センターの中国残留邦人聞き書き集の聞き取り調査に参加、私と同世代の男性の家庭を訪

問して聞き取り、原稿に起こす仕事をしました。過酷な人生を語ってくれました。K君のお父さんの
苦労がよくわかりました。 
 
（2）勝気だった Yさん 
中国帰国三世の Y さんは、小学校から日本の学校にいたので日常会話には困ることはありません。
しかし、中学 2年になって教科の学習についていけないことから支援をしてほしいと要請がありまし
た。友だちに知られたくないので学校ではなく、家庭で支援してほしいとのことでした。週 2回、夕
方から 2時間教科の支援をしました。はっきり自分を主張する子でした。日本人の同調的雰囲気の中
では異質の存在です。ある日、支援に行ったとき、泣きながら話をしてくれました。ブログに悪質な

悪口を書かれ、それがクラスのたくさんの子に広がって怖いというのです。「中国人なら中国へ帰れ」

「援助交際をしている」などと。すぐに担任の先生に話して、学校として対応してもらうようお願い

しましたが、「あいつがやったに違いない」とその子を呼び出してトイレで殴ってしまうという大きな

騒動になりました。その後、中学を卒業して中国へ戻り、結婚、出産。今、再び日本に来て働きなが

ら子育てをしています。その子を私たちの仲間が学習支援をしています1。 
 
3. 2010年頃～は多様なバックグラウンドを持つ子どもたちの支援を 

（1）E君のさびしさ 
小学校 5年生の男の子です。お父さんは中華料理店の料理人で、日本で進学させようと考えていま 

 
1 中国帰国者について正しい認識を持ってもらうために、「中国帰国者支援・交流センター」のHP（http 
s://www.sien-center.or.jp）などで調べてほしいと思います。 
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した。学年末の支援の日に、持って行った「ごんぎつね」の絵本を一緒に読みました。こんな感想を

書いてくれました。「この物語は人間の社会みたいだなと思った。人はだれでもまちがいをする。それ

で、誤解されたり、偏見を生んだりしてお互い理解できないことになり、さびしいことになる。一方

が悪いことに気づけば、相手とコミュニケーションして、お互い理解すればこういう悲しい結末には

ならないと思う。」  
とても賢い子で、日本語の理解でも同学年の子どもに負けない力をつけていました。悩みは学級の

中に安心して生活できる居場所を持てないことでした。不幸なことに学級が落ち着かず担任交代が繰

り返されていました。彼にちょっかいをかけて怒らせる男子たちがいました。「黙ってしまうことは自

分の非を認めることになる、自分の意見はちゃんと言え」と、家で教えられている彼の自己主張の強

さは、同調的雰囲気が支配する日本の学級の中では浮くことにつながったのです。「ぼくが中国人だか

らじゃないかと」と言う。トラブルがあると悪者にされてしまうことが多かったのです。さらに、今

まで唯一の友達だと思っていた子が次第によそよそしくなり、話しかけても避けられていることがシ

ョックだったようです。「帰りの会が終わって、みんなが友達とおしゃべりしながら帰る様子をただ見

ているのは悲しい」とも言う。子どもはみんな友達がほしいのです。彼のさびしさが心に響きました。 
 
（2）M君の悩み 
小学校 5 年生の M 君は南米のスペイン語圏から来ました。母国のサッカーのナショナルチームの
ユニフォームの似合う利発な子でした。しかし、6 年になってからイライラしていることが増え、勉
強していても、「わからない」と悲しい顔になることが多くなりました。  

4 年になると勉強の中身が質量ともに大きく変わります。丁度「9 歳 10 歳の壁」という時期でも
あります。話し言葉から書き言葉を獲得し、抽象的思考が可能になる時期とも言われます。言葉でし

っかりものを考えることを育てる時期であり、同時にそれは母語を豊かにする時期です。 彼の母語は
来日した時点で止まっていたように思います。さらに、獲得しつつある日本語もまだまだ 6 年生のレ
ベルには達していないという、二つの言語が中途半端な「ダブルリミテッド」の状態だったのではな

いかと思いました。 中学校でも、支援を継続することになり、時間が限られているので国語の教科書
の予習を中心に進めました。漢字が多くなり、長文を読みこなすのは大変です。テストの度に点数が

下がり、どの教科も思うような点数はとれません。テストでは小学校と比べて圧倒的に問題の量が多

く、時間内に全部を読むことすら不可能です。ある日、数学がわからないというのでので、方程式の

練習問題をしましたが、小学校での分数の通分、約分で躓いていることがわりました。方程式を解く

際の小数や分数の扱い方など繰り返し練習することが必要でした。来日前に受けてきたカリキュラム

と日本に来てからの学習の間にも乖離があったのかもしれません。 
 
（3）Y君の寄る辺のなさ 
小学校 4 年生から支援した Y 君。母語はロシア語。小学校入学と同時に支援を受けており、彼に
とって私は 4 人目の支援者でした。 ひらかな、カタカナの読みはできるものの漢字は低学年のレベ
ルです。したがって、教科の学習では、とても苦労していました。学習言語がなかなか入っていかな

いのです。 両親は日本語を話せず、家庭では全てロシア語の生活。しかし、幼児のときに日本に来た
のでロシア語の学校教育は一度も受けていません。教科書にでてくる学習言語を置き換える母語を十
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分獲得できていないのではないかと思いました。また、家庭での生活習慣、学習環境の改善が期待で

きず、家では宿題も含めて全く勉強できずにいました。夏休みや冬休みに学校から出されるボリュー

ムのある課題は一人ではやれません。夏休み、冬休みも数日、1 時間程一緒に課題をしました。中学
校でも支援を継続していたが、家庭が抱える様々な困難もあり、授業の中身も理解できず、学級の中

に安心して生活できる居場所をみつけることが難しく次第に欠席が増え、不登校になりました。 
 
（4）がんばり屋のEさん、でも高校受験には大きな壁が… 
中 1から支援を始めたモンゴルから来た子です。日本に来る前から日本に留学したことのある叔母
に日本語を教えてもらっていたということもあって、「みんなの日本語初級 1」は夏休み前にはなんと
か終えることができました。中学校の日本語学習支援は、日本語だけを教えていればいいというわけ

にはいかないのが難しいところです。中学校は入学してすぐに学力テストがあり、定期テスト、休み

明けの課題テストなどたくさんのテストが待ち受けています。テスト結果は高校受験に直結する内申

に反映します。テストに向けては、問題文にはルビを振ってもらうこと、電子辞書の持ち込みを許可

してもらい別室で受験するようにお願いしました。初めての学力テストはほとんど一桁の点数でした

モンゴルではクラスで一番をとっていたような子ですから、大きなショックを受けます。日本で進学

したいという希望でしたので、教科の援助もすることにしました。日本語の勉強をして、テストへの

対策などもすると週 2 回、一コマ 50 分ずつの支援ではとても間に合いません。テスト前には、一時
間支援の時間を増やしてもらいました。とりあえず、国語の教科書にルビをふっての予習、復習、そ

して、テストのための準備を始めました。教科書に準拠した市販のワークブックを使って漢字の読み、

問題文の読み取り、指示された回答の仕方、たとえば「記号で答えなさい」、「『その話』とはどのよう

な話ですか、あてはまる言葉を文章中から抜き出し書きなさい」「これがさしている一文を文書中ら抜

き出し、初めと終わりの５字を書きなさい」など指示を理解し、回答の仕方を教えます。数学の計算

は何とかなりますが文章題、社会、理科、技術家庭、音楽、保健体育すべてが読めない、読めても意

味がわからないのです。 
 2 年生になってからは少しずつ点数を取れるようになりました。2 年の後半には学級で上位の成績
をとれるようになりました。しかし、1年生の時の点数が響いてかランクはなかなか上がりません。 
3年に進級するとき支援を継続することになりました。しかし、壁は学校の中にもあります。「彼女よ
り点数の悪い子はたくさんいる。特別扱いはもういいんじゃない」といった雰囲気を感じました。日

本で高校進学を希望している生徒には、日本語の学習支援も学力保障を目標としてなくてはならない

のですかが、現在の市教委の事業がそこを目標にしているのかといえば、そうではありません。 
 
第 2章 私たちの学習支援 

1. 札幌市教育委員会「札幌市帰国・外国人児童生徒教育支援事業」の仕組み 

札幌市教育委員会の「札幌市帰国・外国人児童生徒教育支援事業」の仕組みは下記のようになって

います。 
札幌市の事業がなぜこのような仕組みになっているかを理解するには、事業の発足に関わる経過の

説明が必要です。①札幌子ども日本語クラブは、2001年に中国帰国者の子どもたちへの日本語学習支
援を目的に発足。活動を続けながら、札幌市、市教育委員会に公的支援の必要を粘り強く訴え続けま 
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【図 1】札幌市帰国・外国人児童生徒教育支援事業の仕組み 

 
出典）筆者作成 

 
した。②2006 年にようやく札幌市教育委員会が「札幌市立小学校及び中学校における帰国・外国人児

童生徒支援事業」を立ち上げました。③以来、この事業が会の活動をベースにスタートした経過もあ

って今日まで会員がボランティア登録し指導協力者として事業を支えています。④2003 年から会の主

催で「外国人・帰国者のための進路説明会」を開催しました。2007 年まで 5 回開催しました。しかし、

負担が大きすぎるので行政として開催するよう要望しています。⑤2008 年札幌市立大通高校が開校に

伴い「海外帰国生徒枠」が設けられ、支援している子どもたちに進路への大きな希望を与えています。

道立高校には特別枠は全くありません。 
 
2. 支援児童生徒数の増加とバックグラウンドの多様化 

支援児童生徒は 7 倍に増加しています。札幌市教育委員会作成資料によると、2016 年から 2019 年

までの 14 年間で、派遣校数は 9 校から 51 校へ、生徒数は 12 名から 86 名へと大きく増加しています

（図表２）。また、対象の子どもたちのバックグランドも多様化しています。2019 年度の支援児童生

徒の国籍は、図表 3 のように、小学校で 18 カ国、中学校で 10 カ国に上っています（日本国籍、日本・

中国、日本・韓国を含む）。 
 

【図表 2】帰国・外国人児童生徒教育支援事業 派遣実績の推移（2006～2019 年度） 
年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

派遣校数 9 校 13 校 19 校 17 校 15 校 15 校 19 校 25 校 
支援児童 
生徒数 12 名 21 名 27 名 32 名 29 名 34 名 33 名 42 名 

年度 H26 H27 H28 H29 H30 H31 
R1 

合計 
（延べ）  

派遣校数 34 校 27 校 28 校 27 校 39 校 51 校 338 校  
支援児童 
生徒数 57 名 49 名 63 名 60 名 71 名 86 名 616 名  

出典）札幌市教育委員会作成資料より筆者作成 
 

支援依頼 指導協力者派遣

指導協力者決定連絡派遣依頼
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【図表 3】帰国・外国人児童生徒教育支援事業 2019年度派遣実績数 
 小学校 中学校 高等学校 

派遣校数 40校 10校 1校 
支援児童 
生徒数 62名 22名 2名 

国籍 

中国 16、モンゴル 6、韓国 5、エジプト 5、イ
ンドネシア 3、アメリカ 2、バングラデシュ 2、
フィリピン 2、マレーシア 2、ネパール 1、ロシ
ア 1、ベトナム 1、インド 1、エストニア 1、ス
イス 1、チュニジア 1、日本 11、日本・中国 1 

中国 6、モンゴル 3、韓国
2、エジプト 2、ネパール
2、インドネシア 1、フィ
リピン 1、ロシア 1、日本
3、日本・韓国 1 

フィリピン 1 
日本 1 

出典）札幌市教育委員会作成資料より筆者作成 
 
第 3章 日本語学習支援の現状 

1. 日本語指導が必要な児童生徒とは 
「日本語指導が必要な児童生徒」は文部科学省の「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状

況等に関する調査」の定義によれば、「日本語で日常会話が十分にできない児童生徒及び、日常会話が

できても、学年相当の学習言語が不足し、学習活動への 参加に支障が生じており、日本語指導が必要
な児童生徒」となっています。そこには日本国籍の児童生徒も含まれます。文部科学省では、「帰国児

童生徒のほか、本人が重国籍又は保護者の一人が外国籍である等の理由から日本語以外の言語を家庭

内言語として使用しており、日本語の能力が十分でない児童生徒」を日本語指導の対象としています。 
 
2. 国の日本語指導の取り組み 

2013年度までの「日本語指導」は学習指導要領の教育課程には位置付けられず、『課外活動』(放課
後の活動)の中に位置づけられていました。文部科学省は 2014年に「日本語指導」を『特別の教育課
程』に位置付けて行うことができるよう学校教育法施行規則を改訂しました。これにより「日本語指

導」も学校教育の一環として、児童生徒一人一人の実態に応じて『特別の教育課程』を編成・実施す

ることができるようになりました。しかし、十分な条件整備がなされないまま、「特別の教育課程を編

成してやってください」と言われても今の学校の状況の中で個々の子どものニーズに応える指導がで

きるかといえば全く無理な話です。 
これまでも、多くの日本語指導が必要な子どもたち生活している集住地域や、日本語教室が設置さ

れ担当者が配置されている学校などでは、授業時間において「抽出指導（取り出し指導）」や「入り込

み指導」 などが実施されてきていました。国の条件整備が進められない中、地方自治体ごとの努力に
任せられているのが実態です。従って、指導内容や指導体制（指導者の身分、指導時間、指導場所等）

は地域や学校によって大きく異なっているのが現状です。 
2019 年に「日本語教育の推進に関する法律」（日本語教育推進法）が成立「国や自治体が日本語習
得のための体制を整えることが法律に明記されました。文科省は日本語指導を必要とする児童生徒に

対応した教員数の配置や、指導者の育成研修、日本語の初期指導から教科指導につながる段階のカリ

キュラム開発といった対策を推進しようとしています。 しかし、加配教員の数が圧倒的に不足してい
ます。加配教員数は、該当する児童生徒の数によって決まり、児童生徒一人ひとりの日本語能力や学

力のレベルは考慮されていません。加配教員は全国で 2,224人過ぎません。加配教員 1人当たりの必
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要児童生徒数の変更が急務です。  
児童生徒によって母国での学習状況が大きく異なり、発達の段階も異なります。一概に、在籍数だ

けで加配を決める現行のシステムは、現場のニーズにとうてい追いついていません。 母語も含めた初
期の学習支援、保護者に対して入学時の説明会や、個人面談などの場に通訳ボランティアの派遣など

実態に合わせた様々な条件整備が必要です。 
 
3. 実際の学習支援 

この表は文科省の「日本語指導が必要な児童生徒に対する『特別の教育課程』の在り方等について」

（初等中等教育局 国際教育課 2012年）に書かれているものです。 
 

【図表 4】公立学校において教育課程の中で行う日本語指導の目的 

 
出典）文科省初等中等教育局国際教育課「日本語指導が必要な児童生徒に対する『特別の教育課程』の在り

方等について」2012年 
  
ここには、海外から帰国した児童や外国人の児童の指導について小学校学習指導要領解説を（2008
年３月改訂、2011年度施行）を引用して次のように述べています。 
 

国際化の進展に伴い、学校現場では帰国児童や外国人児童の受け入れが多くなっている。一人一人 の
実態は、その在留国、在留期間、年齢、外国での就学形態や教育内容・方法、さらには家庭の教育方針 
などによって様々である。このため、一人一人の実態を的確に把握し、当該児童が自信や誇りをもっ

て 学校生活において自己実現を図ることができるように配慮することが大切である。 なお、外国人
児童等の中には日常的な日本語の会話はできていても学習に必要な日本語の能力が 十分ではなく、学
習活動への参加に支障が生じている場合もあることに留意する必要がある。また、教科の 指導におい
ては、児童一人一人に応じたきめ細かな指導が大切である。 

 
次の「特別の教育課程による指導内容」に関する次の図も同じ文書の中に掲載されています。 
この図のように指導期間の目安も対象の子どもの抱えている事情によって全く異なります。留学生

や研究者のお子さんのように一定の期間の滞在に合わせた支援もあれば、日本で高校、大学等への進 
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【図表 5】「特別の教育課程」による日本語指導を行う対象児童生徒と指導内容（案） 

 
出典）同前 

 
学を考えている場合には 3年～5年という長い期間の支援が必要な場合もあります。 
また、誰が指導するのかについては、文科省の文書には次のように書かれています。 

 
・学校の教育課程の一環として行われることから、主たる指導者は教員であることが必要。 
・教職経験者という人材が加わることにより、指導の幅が広がる。 
・在籍学級への「入り込み」指導や、課程外の指導では、地域人材・外部人材の協力を得ることは大い

に考えられる。 
・日本語指導担当教員は設置者へ届出を行った指導計画に従って、「特別の教育課程」による指導を中

心となって行う。指導補助者:日本語指導の補助を行う支援者、教科学習指導の補助を行う支援者、
子どもの母語が分かる支援者は学校が作成する指導計画に沿って、指導や支援の補助を行う。 

 
第 4章 急がれる支援事業の整備 

日本語の指導が必要な子どもたちが、札幌市内の小中学校に転入するとほとんど日本語が話せない

子どももすぐに学級に在籍することになります。文科省は「学校の教育課程の一環として行われるこ

とから、主たる指導者は教員であることが必要。」と述べていますが、札幌市に日本語指導のために加

配されている教員はわずか 4名です。従って、ほとんどの子どもたちは私たち指導協力者という名の
ボランティアが支援に当たっています。 
文科省初等教育局国際教育課『外国人児童生徒受け入れの手引き（改訂版）』（2019年）では、外国
人児童生徒が直面する課題として、①学校への適応、居場所の確保、②「学習するための言語能力」

の習得、③学力の向上、④かけがえのない自分をつくりあげていくこと、⑤新たな課題（母語・母文

化の保持、進路の問題、不就学ご文化）を挙げています。散在地域といわれる北海道・札幌の学校の

受け入れ態勢は、極めて心細い状況です。学校現場では、どう対応していいのかわからないという率

直な意見から「外国人を特別扱いせず、生徒としてみんな平等に扱う」といった教員の無理解の壁で

す。それは、子どもたちにとって日本語の学習はもとより授業についていくための日本語の習得する

上での高いハードルになっています。 
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1. 事業の抜本的見直しを要請 

市教委は国の学校教育法施行規則の改正を受け「日本語の能力に応じた特別の指導」の実施を学校

に指示しています。しかし、人的、財政的手立てもない中で、学校現場に期待することには無理があ

ります。会として、市教委に事業の抜本的見直しを要請しています。 
例えば福岡市のように事業を管轄する独立した部署をつくって「世界都市」（秋元市長の施政方針）

にふさわしい財政・人の配置をする体制整備が急務です。 
 

【図表 6】福岡市日本語サポートプロジェクト 

 
出典）文部科学省「平成 30 年度「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」
に係る報告書の概要（福岡市）」2018年 

 
福岡市は市費で 20人の日本語教師を雇用。人口約 160万、対象の児童生徒は約 260人。札幌市の
約 3倍、しかし全国どこでも同じ支援があるべきです。 
国が教育上の配慮などの目的で配置する「加配定数」での日本語教育のための加配は、札幌市 4名。

2026 年度には日本語指導が必要な児童生徒 18 人に対して １人の基礎定数に改訂の予定。この基準
自体が問題です。また、「数を増やすだけの薄めた加配」では点在する児童生徒への対応は無理です。 
 
2. 生活言語と学習言語 

ある程度日本語が話せるようになると、教員から「もう、支援は必要ないのでは」という声が出て

くることがあります。また、日本で生まれた子ども、幼少のときから日本で生活している子どもの中

にも「日本語はペラペラだから特に支援の必要はないのでは」と支援を要請しない＜隠れた対象＞の

子どもも少なくありません。こうした子どもの中には、生活言語能力は習得しているが、学習言語能

力が身についていない例が多いのです。生活言語能力は、学校生活に必要な日常会話で、1～2年で獲
得されると言われています。一方、学習言語能力は、教科学習の際に必要とされる教科書に出てくる
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言葉で、認知的には高次の言語活動を行う力です。学年相当の力をつけるまでに 5年から 7年かかか
ると言われています。母語を十分獲得できていない子にとって、日本語の学習言語の獲得は極めて難

しい課題なのです。 
 
3. 日本語指導の初期段階から求められる教科学習 

子どもたちへの日本語指導ではまずは生活に必要な日本語を、その上で教科指導をと考えられてきまし

た。しかし、言葉だけを取り出した日本語指導では、学級での授業に参加できる力の育成には十分ではあ

りません。教室での教科の学習に参加するためのきめ細かな援助がどうしても必要です。 
京都市教育委員会の日本語指導ボランティア派遣事業実施要綱には「日本語能力の向上と学力保障を図

るために日本語指導ボランティアを派遣する」と明記され、「学習言語能力」の獲得を目標としています。 
日本語指導の初期段階からの教科の援助は、①言語活動が暗記や言語操作以上の現実的な意味を持つ学

習になる、②知的興味や探求心を喚起し、学習に対する意欲的姿勢を引きだせる、③自然な文脈における

コミュニケーションの機会を提供する、といった利点があると言われています。しかし、札幌市教委の事

業実施要項は、「指導協力者は、教育委員会の依頼を受け、支援対象児童に対して日本語指導等を行う」と

そのあたりは曖昧にされています。 
 
4. 当面の課題 

（1）予算の増額 
 第一の課題は、予算の増額です。支援事業の実施要項には「支援対象児童生徒の過度な負担になら

ないよう、原則として 1回につき 2時間以内、週 2回を上限とする」、「日本語指導は、原則、教育課
程内で実施する」と示されています。夏休み、冬休みには学校からたくさんの課題が出されているの

にもかかわらず教育課程外なので支援は受けられないことになっています。これらは、子どもへの考

慮というよりは貧弱な予算が支援回数を制限せざるを得ないという財政的な制約によるものです。 
現在、指導協力者には、1回 1コマ 1000円の交通費相当の謝金が支払われています。政令指定都市
の中で最も低い「交通費相当の謝金」です。しかし、交通費、教材の準備など持ち出しも多く、全く

のボランティア活動で始めた私たちの世代はなんとかやってくることができましたが、次の世代にこ

の状況を引き継ぐわけにはいきません。 
初期指導の充実と高校に進学できる学力保障のためには、もっときめ細かな支援が必要です。そし

てそれを可能にする予算の増額が求められています。 
 文科省の検討委員会の「日本語（聞く・話す）の習得状況と指導に要する標準的な時間数、期間」

では次のような提起をしています。 
 

レベルⅠ ・まったくわからない。または、わかる単語がいくつかある程度で、意思疎通が図れない。 
・小学校低学年は週に 8時間程度。それ以上は 10時間程度。一か月程度。 

レベルⅡ ・日常繰り返される事情に限れば、半分くらい聞いてわかる。 
・小学校低学年は週に 6時間程度。それ以上は 10時間程度。3か月程度。 

レベルⅢ ・日常繰り返される事象については、ほぼ聞いてわかるが、授業での言葉はよくわからな

い。間違いが多く含まれるが、3語～4語での会話ができる。 

レベルⅢ ・小学校低学年は週に 3時間程度。小学校中高学年は 8時間程度、中学生は 8時間程度。8
か月程度。 
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レベルⅣ 

・日常生活に関する会話はほぼ聞いてわかるが、授業での言葉はよくわからない。間違いは

目立たなくなったが、授業での言葉を使った会話はまだ不十分である。 
・小学校低学年は週に 3時間程度。小学校中高学年は 6時間程度。中学生は 6時間程度。1
～2年程度。 

レベルⅤ 

・日常生活に関する会話には、ほとんど問題はない。小学校中学年以上では、授業での言葉

がまだよく理解できない。 
・取り出し指導は行わず、課外または入り込み指導、授業者の配慮により適宜対応する。2
～4年程度。 

 
（2）「特別な配慮」の合意形成 
第二の課題は、「特別な配慮」の合意形成です。札幌市教委は「特別な配慮」について「教育振興計画

の後期アクションプラン」の「安心して学ぶための支援」の項に「帰国・外国人児童生徒への日本語教

育支援」を示しています（札幌市教育委員会『札幌市教育振興基本計画≪改定版≫』2019年）。札幌市
教育委員会『令和 2年度札幌市学校教育の重点』（2020年）では、「特別な配慮を必要とする子どもへの
教育」として「帰国・外国人児童生徒等に対する教育の充実」を示し、次のように述べています。 
 

子どもの発達への支援〈特別な配慮を必要とする子どもへの教育〉 
子ども一人一人の発達を支える視点から、障がいのある子ども、不登校の子ども、海外から帰国した

子どもや日本語の習得に困難のある子どもなど、特別な配慮を必要とする子どもへの教育を推進しま

す。個々の実態に応じた指導内容や指導方法の工夫を、学校として組織的かつ計画的に行うことで、

特別な配慮を必要とする子ども一人一人の教育の充実を目指します。 
 
しかし、「特別の配慮」について学校現場での理解が進んでいるとは言えないのが現実です。 
中学校での学習支援は、日本語の初期指導と並行して少しでも授業に参加できるような教科学習の

支援、宿題や課題への援助、さらに定期テストなどに向けての援助など、難しさを抱えています。指

導協力者だれもが中学校の教科学習の支援ができるわけではありません。本来の役割でもないのです

が、なんとか力になってあげたいとできる範囲で精一杯援助していますが限界があります。 
転入直後の子どもたちはテストでほとんど点数が取れません。0 点や一桁の点数に大きなショック
を受けます。さらに、定期テストの結果は内申書に反映され、高校受験の大きな壁になります。高校

受験の制度の問題は、学校独自で解決できません。市教委には受け入れた経験のある学校の教員に集

まってもらい「特別の配慮」について検討を開始するよう要請しています。 
 
まとめにかえて 

札幌市子どもの権利条例は第５節で「子どものそれぞれの状況に応じた権利の保障」を謳い、第 28
条３項で「外国籍の子どもが、必要に応じて日本語を学ぶともに、自分の国、言語、文化などを学び、

表現すること」と不利益を生じさせないための取り組みをするように定めています。しかし、札幌市

では母語に係る公的支援はまったくありません。紙数の関係もあって母語の支援については触れるこ

とができませんでしたが、アイデンティティの形成に関わる重要な問題です。外国につながる子ども

たちには、どこの国で生活することになっても、たくましく生きていほしいと願いつつ、日本という

国に住んでいる今を共に生きる大人として伴走したいと考えています。  
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