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はじめに

社会のグローバル化の進展を背景に，ここ数年の外国籍の児童生徒や，保護者の国際結
婚などによる日本国籍の児童生徒の増加により，公立学校に在籍する日本語指導が必要な
児童生徒数は 3 万人を超えています。それにともなって，教育現場では，適応指導や日本
語指導のニーズが高まり，平成 26 年度には，省令改正により，取り出しの日本語指導を
「特別の教育課程」として正規の教育課程として編成・実施できることになりました。ま
た，平成 27 年度には，「学校における外国人児童生徒等に対する教育支援に関する有識者
会議」が設置され，その報告では，日本語指導を担当する教員の養成・研修が喫緊の課題
として示されました。更に，平成 29 年度より，加配定員により配置されていた日本語指導
等担当の教員が，基礎定数化されることになりました。
外国人児童生徒等教育にあたっては，日本語能力に応じた日本語指導や教科指導，児童
生徒の母国の文化的背景や家庭環境等を踏まえた生活指導，背景の異なる児童生徒の状況
に応じた指導計画の策定など多岐にわたり，学級・教科担任や日本語指導支援員，母語支
援員等との指導内容に関するコーディネート等，多様かつ専門的な役割が求められていま
す。しかしながら，外国人児童生徒等教育に携わることになった全ての教員が，必ずしも
これらの役割に必要な専門性を習得するための教育・研修を受けている訳ではありません。
また，外国人児童生徒等教育のための教員の養成に関しては，大学の教員養成学部等の
課程において「日本語教育」関連科目が設置されている例が見られますが，学齢期の児童
生徒の日本語習得に必要な学習活動に着目したものが多くはなく，また，日本語と教科の
統合的指導や生活指導など，外国人児童生徒等教育を担う教員に求められる資質・能力や，
養成のための教育課程・科目の在り方についての共通理解は必ずしも得られていない状況
にあります。したがって，当該教員に求められる専門的な資質・ 能力を身につけるための
教員研修や養成の充実に取り組むことが喫緊の課題となっています。
こうした中，平成 29 年度，外国人児童生徒等教育を担う人材を育成するため，文部科学
省が新たに打ち出した事業が，「外国人児童生徒等を担う教員の養成・研修モデルプログ
ラム開発事業」です。この事業では，日本語指導・教科指導・生活指導等の多様な役割を
担う外国人児童生徒等教育担当教員に必要な資質・能力を具体的に示すとともに，教員養
成学部等の課程・現職教員研修を通じてそのような教員の専門性を養うために必要なモデ
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ルプログラムを研究・開発することが目的となっています。
この度，日本語教育学会では，調査研究事業の一環として本事業に応募し，審査の結果
採択され，向こう３カ年の計画で事業を推進することになりました。単年度予算による事
業であるため，本報告書は１年目の事業のまとめとして発行するものです。
初年度は，外国人児童生徒等教育に携わる教員・支援員等に対する養成・研修の実態調
査及びその分析が中心となりました。これらの成果を踏まえ，担当教員の専門的力量が何
であるかを明らかにした上で，外国人児童生徒等教育にかかわる教育関係者の養成・研修
内容の更なる充実と職能の高度化を図ってゆきたいと願っています。
最後に，本事業にご協力くださった多くの方々に心よりお礼申し上げます。

平成 30 年 3 月
公益社団法人日本語教育学会
会長
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石井恵理子
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第１章
外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

第１章 事業概要
1.1

目的

グローバル化の進展とともに国内の外国人児童生徒等は増加し，その背景は多様化し
ている。平成 28 年度の文部科学省の調査（以下，文科省調査（H28）
）1によれば，公立
の小中高等学校，特別支援学校，中等学校に在籍する「日本語指導が必要な外国人(外
国籍)児童生徒」は，34,335 人であり，日本国籍の児童生徒 9,612 人を加えた数は，
43,947 人に上る。その状況は多様化しており，出身国・地域及び言語文化，来日経緯の
社会的歴史的背景，そして，日本語の習得状況・適応状況は，それぞれ異なる。同調査
によれば，母語別ではポルトガル語を母語とする外国籍児童生徒が 25.6％，中国語が
23.9％，フィリピノ語が 18.3％，スペイン語が 10.5％であるが，それ以外の言語を母
語とする児童生徒が，それぞれ少数であるが存在する。加えて，滞日年数の長期化，文
化間移動の繰り返しや親の婚姻関係の変化という要素も加わり，その教育課題は一層の
複雑化を見せている。例えば，日本国籍をもつ児童生徒の場合は，フィリピノ語を母語
とする児童生徒が 31.6％，中国語が 21.5％いるが，日本生まれの 2 世世代の存在や，
国際結婚，再婚に伴う子どもの呼び寄せという事情がある。
こうした多様化に応じるには，来日直後の日本語指導のみならず，文化的背景を踏ま
えた生活面の適応，教科学習への参加の保障，進学・就学等のキャリア形成等の，ライ
フコースの視点に立った継続的・総合的な教育・支援，そして周囲の子どもたちの教育
が必要とされる。
学校現場の多文化化を受け，新学習指導要領（平成 29 年 3 月公示）においては，
「総
則」に，
「特別な配慮を必要とする児童への指導」の項目として「（２）海外から帰国し
た児童などの学校生活への適応や日本語の習得に困難のある児童に対する日本語指導」
が挙げられている。学校の教育課程の編成において，外国人児童生徒等の教育が，重要
な課題として位置づけられたと言ってよいであろう。
これに先立ち，平成 26 年には，学校教育法施行規則の一部が改正され，取り出しの
日本語指導を「特別の教育課程」として編成・実施することが可能になった（平成 26 年
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1 月公示，4 月施行）2。これにより日本語指導は正規の教育課程に位置付けられ，教育
政策上の大きな転換点となった。しかし，文科省調査（H28）によれば，施行後 2 年を
経ても，その実施状況は，小学校で外国籍児童生徒が 48.4％，日本国籍児童生徒は
37.5％，中学校では外国籍児童生徒が 40.9％，日本籍児童は 54.6％であり，全面的な
実施には至っていない。その最大の理由として，現場からは「担当教員の配置がない」
，
「担当教員の専門性が不十分」という教育人材の問題が聞かれる。
文部科学省（平成 28 年）
「学校における外国人児童生徒等に対する教育支援の充実方
策について（報告）
」
（以下，有識者会議報告）においても，この問題が課題として示さ
れ，教員の養成及び研修の充実，支援員の育成の重要性が指摘されている。

・外国人児童生徒等教育を担う人材を育成するため，国は，日本語指導・教科指導・
生活指導等の多様な役割を担う外国人児童生徒等教育担当教員に必要な資質・能
力を具体的に示すとともに，教員養成学部等の課程・現職教員研修を通じてその
ような教員の専門性を養うために必要なモデル・プログラムを研究・開発するべ
きである。
・日本語教育や外国語によるコミュニケーション等の専門的な能力を有する外部
人材を，学校の外国人児童生徒等教育において教員を補助する支援員として一層
活用できるよう，都道府県及び市区町村は，支援員が学齢期の児童生徒の日本語
習得に関する留意事項や，学校における教科学習や生活指導上の基礎的な知識な
どについて習得することができるような研修機会を充実させることが必要であ
る。また，国は，支援員に対する研修を行う地方公共団体の取り組みへの支援を
通じてその促進を図るべきである。

（有識者会議報告書

p.17-19）

外国人児童生徒等教育に関連する養成・研修は，現在，教員養成課程を有する大学や
教職員支援機構及び地域の教育委員会の実施する現職教員研修において実施されてい
る。地域のＮＰＯ等においては，支援員向けの研修も見られるようになった。しかし，

2

文部科学省

CLARINET へようこそ「学校教育試行規則の一部を改正する省令等の試行

について」http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1341903.htm（2018 年 2
月 28 日アクセス）
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その実施は，外国人住民の集住している地域や学校を中心としたものであり，全国的な
広がりにはなっていない。その質の向上と，散在地域での教育・研修の推進に当たって
は，次の課題を解決する必要がある。
①外国人児童生徒等教育を担当する人材の資質・能力のモデルがないこと
②その人材養成・研修に関する内容・方法決定の基礎となる指標がないこと
③関わる人材タイプの多様性に応じた養成・研修を組織・設計するための考え方が
明確化されていないこと
そこで，本事業では，外国人児童生徒等教育を担う教員・支援員の養成・研修の改善
に向け，次の二つを目的とする。
①外国人児童生徒等教育を担う教員・支援員に求められる資質能力と教育内容の明示
②教員養成課程等の学部養成から現職教員研修までの一貫した体系的なモデルプロ
グラムの開発

1.2
1.2.1

外国人児童生徒等教育を担う教員・支援の資質能力の検討
言語教育担当教員の資質・能力

言語教育という点で共通する英語教育においては，小学校中学年からの英語活動と高
学年の教科化に向け，担当教員の資質能力の養成に関する議論が展開してきた。「英語
教育の在り方に関する有識者会議報告」
（平成 26 年）においては，その教員の養成に対
する提言が見られ，取り扱うべき内容として，英語活動に関しては「目的，目標，指導
法，授業実践，教材開発・活用法，教室英語の活用」「児童の発達，他教科等での学習
内容，学級経営等についての知識理解」が示されている。また，高学年の教科化に当た
り「学習指導要領の内容を踏まえた指導計画の作成，模擬授業，教材研究，効果的な評
価方法」を含むことが必要とされている。具体的な内容としては，英語学，第二言語習
得，異文化理解，発達段階に応じた指導法，実践的内容の取扱いの必要性が指摘された。
先に述べたように，外国人児童生徒等教育においては，上記の英語教育担当教員に求
められている「言語教育」の力に加え，文化間移動に伴う言語文化環境の変化の調整の
ための教育・支援や，学習の連続性を保障するための教育・支援を提供するための資質
能力が求められる。そこで，本事業においては，異文化間能力，21 世紀型スキル等のグ
ローバル化による複雑化する現代社会で必要とされる資質・能力にも目を配り，外国人
児童生徒等教育を担当する教員の資質能力について検討することにする。
3
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1.2.2

「多文化教員」の資質・能力

国内の外国人児童生徒等教育を担う教員の資質能力については，海外の知見を参考に
しつつ検討を重ねている段階であるが，本事業では，一定の枠組みの提示があるものと
して，
「多文化教員」の資質能力観（多文化教員養成モデル）3を参照する。
「多文化教員」
とは，外国人児童生徒等の多様な言語文化背景をもつ子どもたちの教育に携わる教員の
ことを指す。その資質・能力を階層化して捉えたものが下の図である。
教室等で子どもを対象に直接的に教育活動をする力を「教育実践力」と呼び，「教師
として成長する力」
（自身の教育活動を省察し，子どもの学習環境に働きかけをする力）
，
と「社会的実践力」（外国人児童生徒等教育について理念を形成して意思決定をし，社
会的な教育コミュニティをデザインし能動的に働きかける力）を基盤として配置してあ
る。三つの力が相互作用的に育成されるというモデルである。理念形成には，自身の教
育に関わる価値観を問い返し続けることが求められるが，このモデルは，第３章，第４
章で示す，中央教育審議会答申（平成 24 年，及び平成 27 年）の「学び続ける教員」の
概念や，「省察する中で相互に関連し合いながら形成される」という資質能力観に合致
する。次にこのモデルが示す力を養成するためのカリキュラム構造案を示す。本研究で
は，調査項目等の決定において，ここに示された項目を参照する。
• 「理念」の形成とそれ
に基づく意思決定
• 社会・地域の教育コミ
ュニティのデザイン

社会的実践力

教師として成長する力

• 自己の成長
• 環境づくり

人間性
コミュニケーション力

• 現場力
• 共感的批判的理解
教育実践力
• 知識・技能
図１ 多文化教員養成モデル
＜多文化教員養成モデル＞

3

齋藤ひろみ他（2011）科学研究費基盤（c）20520461『学校の多文化化で求められる教

員の日本語教育の資質・能力とその育成に関する研究』報告書
4
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＜多文化教育養成のためのカリキュラム構造＞
教育実践，授業実践

学習環境づくり

自己の成長

講義
（ 知
識）

・言語／日本語学
・教育・発達心理学
・第二言語習得論
・バイリンガル教育
・学習論
・コミュニケーション論
・教育方法論／カリキュラム論
・教材開発論

・異文化間教育
・多文化教育
・比較教育学
・ネットワーク論
・組織論
・言語／移民政策
＜その地域の＞
・グローバル化状況
・民族政策の歴史

・教育学
・教師論
（教師の成長）
・キャリア形成
・教育実践の分
析手法
・教育実践改善の
方法

参 加
型 の
授業
（ 技
術）

・事例分析を通して子ども
の言語習得・心理的・社
会的状況分析力の強化
・授業案作成力・教材開発
力・授業運営力の養成

・ケーススタディ等による地域の状況の
理解
・議論等を通した内省力の強化
・課題解決活動による異なる他者との
「協働」力の養成

現場での活
動・実習（実
践力）

1.3
1.3.1

・学校の参観と記録の作成 ・支援活動（学校で，地域で）
・実習（授業，教育活動） ・学校現場へのフィードバック
を通して，教育実践力，環境創造力，自己研修力の養成

外国人児童生徒等教育担当教員の状況
学校教育現場による「外国人児童生徒等教育」の多様性

外国人児童生徒等を受け入れている学校現場の状況は，児童生徒数及びその社会的歴
史的背景，地域の国際化状況，また，学校の受け入れ体制，地域の支援状況等がそれぞ
れ異なる。文科省調査（H28）においても，日本語指導が必要な児童生徒数の在籍人数
で見ると，外国籍の児童生徒が在籍する小中高等学校・特別支援学校・中学校 7,020 校
の内，5 名未満の学校が全体の 75.4％であるが，一方で 50 人以上という学校が小学校
では 35 校，中学校で 14 校見られる。市町村単位で見れば，全 825 市町村の内，５人未
満が 46.9％と半数近くを占めるが，他方，50-100 人が 73 市町村（8.8％）
，100-200 人
が 47 市町村（5.7％），200 人以上が 28 市町村（3.4％）と地域間，学校間の差異は大き
い。また，地域によって児童生徒の言語文化背景にも偏りが見られる。例えば，愛知県，
静岡県，三重県，岐阜県，滋賀県等では日系南米人の児童生徒が多数居住する。インド
シナ難民の受け入れ施設のあった神奈川県・兵庫県の一部地域にはベトナム人の児童生
徒が多く見られる。他方，大都市圏の神奈川県，東京都，大阪府は，出身国・地域の分
5
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布は多様である。
こうした，地域・学校の児童生徒数の違いは，多くの場合，担当者の配置や地域・学
校の受け入れ体制を決定づけている。同調査によれば，日本語指導を受けている外国籍
の児童生徒は 76.9％，日本国籍児童生徒は 74.3％である。日本語指導を行っていない
主な理由は，「担当者がいない，方法が分からない，教材がない」である。また，地域
の支援や学校外の指導を受けていることを理由に挙げる学校も見られる。
その他，学校内での外国人児童生徒教育の位置づけ，委員会派遣の指導員・母語相談
員等の有無，担当者研修の有無と内容，地域の支援活動との連携などの要素も加わり，
各地の状況は，千差万別である。そのため，養成・研修においても，この現場・地域の
多様性に対応可能な内容を提供することが求められる。さらに，現職研修や支援員の養
成・研修については，実施条件が大きく異なるため，養成・研修の担当者がその条件と
目的に応じて研修を柔軟に設計し実施することが必要となる。

1.3.2

外国人児童生徒等教育担当教員の役割と効果

文部科学省の「外国人児童生徒受入れの手引き」4には，外国人児童生徒等教育・日本
語指導担当者の役割が，四つに整理されている。
「児童生徒への教育活動」
「校内の連携・
共通理解」「家庭との連携・共通理解」「外部機関・地域との連携・共通理解」である。
現場の実態に即して，軽重はあっても４側面からのアプローチが求められる。しかし，
現状は，実態としても認識としても，十分とは言いにくい状況がある。
外国人児童生徒等を担当する教員の加配のある学校関係者（832 名）を対象に実施し
た「教員加配に関する調査」5では，教員の加配による効果について調査している。効果
を感じているかどうかを回答するものであるが，
「日本語」の習得，
「保護者への情報提
供」，
「指導の安定」，
「教員の連携」
，
「教科の内容理解」等，目前の子どもの困難の解決
において，効果があったと評価されている。一方，児童生徒の「部活動への参加」
，
「健
康安全」への意識，
「自学」の力，
「進路相談」では評価が低く，
「地域との関係」
，
「支援

4

文部科学省 ようこそ CLALINET へ 「外国人児童生徒受け入れの手引き」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm（2018 年 3 月 3 日ア
クセス）

5

齋藤ひろみ・菅原雅枝（2017）「外国人児童生徒教育等を担う教員の「加配」-制度を巡

る諸課題」
『都市問題』2017 年 9 月号
6
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者サポート」の活用，
「地域住民の理解」という地域に関わる項目や，
「多文化共生」
「児
童生徒の寛容度」といった周囲の教員・児童の文化的多様性への態度に関する項目で効
果が見られない。また，立場（指導主事・管理職・一般教員・加配教員・指導員（支援
員））による違いを見ると，教員加配の効果についての評価が最も高いのは「管理職」，
最も低いのは「一般教員」であり，「加配教員」自身の評価も低めであった。ここから
は，「一般教員」の関心・理解の低さと，教員間の連携の希薄さが浮かび上がる。
外国人児童生徒等教育・日本語指導担当教員の多くは，教員養成段階で外国人児童生
徒等教育や日本語指導関連の教育について学ぶ機会のないまま教壇に立っている。加配
されている教員（54 名）に実施した「困難」に関する調査6を見ると，その多くが「指
導方法」「指導内容」「指導計画」「教材」を困難として挙げている。調査協力者の７割
以上が担当３年未満の教員であったことから，担当者の交替が頻繁である実態に応じる
には，養成段階においても，現職研修においても，日本語指導に関する基礎的な力を高
める研修が必須だと考えられる。
外国人児童生徒等の教育は，正規採用の教員のほか，常勤講師，非常勤講師等の異な
る立場の者が担当している。教員の場合は数年単位で，常勤講師・非常勤講師の場合は，
1 年単位で異動や担当の変更があるケースが少なくない。立場の違いや頻繁な担当者の
交替は専門性の獲得が難しく，学校内での教育活動への関わり方や，他の教員との連携
には負の影響を及ぼしているようである。また，1.3.1 で述べたように，地域・学校に
より，教育委員会派遣等の指導員，国際交流協会等からの派遣支援員，ボランティアの
支援者等の有無も異なり，体制の違いに柔軟に対応し，異なる立場，専門性を有する関
係者と関わる力を高める研修が必要だと言えそうである。
本事業では，こうした状況に鑑み，教育者としての経験，外国人児童生徒教育に関す
る経験や知識，コミュニケーション力，日本語教育の専門性等の異なる，多様な受講者
を想定した養成・研修のモデルプログラムの提案を行う。

1.4

モデルプログラムのタイプと対象者

1.3 で示したような教育現場と担当者の多様性には，固定的な養成・研修プログラム
では対応が不可能である。そこで，モデルプログラムの開発に当たっては次の２点に留

6

同上
7
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意し，表のようにタイプを分けて開発を進める。

（ア）職務の多様性に対応可能なものとするために，目的に応じ，次の 3 種類のプログ
ラムを開発する。
基礎教育：管理職や学級担任など外国人児童生徒に関わる全ての教員を対象とする
もの
専門教育：外国人児童生徒等教育に専門的に携わる教員を対象とするもの
支援員教育：学習，生活を支援する日本語指導支援員を対象とするもの
（イ）中央教育審議会答申(2015)「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上に
ついて」を踏まえ，養成から研修まで，教員のキャリアステージに応じて，以下の
点を考慮し，体系的な養成・研修システムを構想すること。
・管理職や学校教職員全体を対象とするプログラム
・継続的な資質向上のための段階的なプログラム
・現在の現職対象研修プログラムの検討，改善

＜養成・研修モデルプログラムのタイプ＞

養成機関と対象
A.
基礎
教育
B.
専門
教育

C.支援員
教育

1.5

研修実施機関と対象

大学

教育委員会／学校他

教員免許を取得する学生

管理職・在籍学級担任
教科担当・その他学校教職員

大学

文部科学省／教育委員会等

教員免許を取得する学生
日本語教育を専攻する学生※
（※進路の可能性は多様）

外国人児童生徒等担当教員
日本語学級担当教員

地域の団体（国際交流協会，NPO 等）

地域の団体

支援員になろうとする者

支援員として活動している者

事業内容

平成 29 年度からの３ヵ年の事業であるが，予算は単年度単位である。そこで，本報
告書では，まず，３ヵ年のおおよその計画を示し，次に，１年目に当たる平成 29 年度
8
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の事業計画について具体的に述べる。

1.5.1 年次計画
3 年間の事業の計画としては，外国人児童生徒の教育に求められる資質・能力につい
て教員養成系大学・学部や，教育委員会などで実施されている関連研修の実施状況や内
容などの実態を調査し，その成果や課題を明らかにする。その調査結果を踏まえ，外国
人児童生徒教育・日本語指導に関連する領域の先行研究のレビューや専門家からのヒア
リングをもとに資質・能力の体系化と教育内容の明確化，また教育方法の検討を行う。
資質・能力モデルを基に国内の外国人児童生徒等教育の状況を踏まえ，養成・研修のモ
デルプログラム案を提示し，検証を行う。検証を受けて改定したモデルプログラムを，
セミナー等を開催して普及する。下に簡単に年次計画を示す。

＜本事業年次計画＞
年度
平成
29 年度

平成
30 年度

平成
31 年度

事業内容
実態調査とモデルプログラム案の作成
養成・研修の実態，資質能力に関する調査の実施
モデルプログラム（試案）の検証
モデルプログラム（案）の開発
モデルプログラムの開発
モデルプログラム案の検証
資質能力モデルの構築
モデルプログラムの開発
モデルプログラムの普及
モデルプログラムの普及セミナーの開催
モデルプログラム運用・活用に関するガイドブックの作成

1.5.2 平成 29 年度事業
（１）調査活動
調査１ 外国人児童生徒教育・日本語指導に関する養成・研修の実態調査
大学・教職大学院等における教員養成，教育委員会等における研修について，
外国人児童生徒教育及び従来の日本語指導に関して行われている養成・研修の内
容と方法に関して質問紙調査（郵送，悉皆）を実施し実態を把握する。
調査２

資質・能力に関する調査の実施
9
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外国人児童生徒等教育の経験者への「求められる資質・能力」のインタビュー
調査を実施する。指導主事，学校の管理職，教員，支援員，地域の支援者等，多
様な立場で外国人児童生徒等の教育・支援に携わっている方に依頼する。
調査３

期待される養成・研修内容に関する調査

外国人児童生徒等教育・日本語指導に関する研修に先駆的に取り組んでいる学
校・自治体（教育委員会）
，地域の日本語学習支援等を行う団体を対象に，期待さ
れる養成・研修の内容と方法に関してインタビュー調査を行う。
（２）モデルプログラム（案）の作成
資質・能力検討のための調査に並行し，モデルプログラムの構造化及び案の作成
を行う。モデルプログラム開発に当たっては，以下の点について情報を収集し，多
角的に検討を重ねて内容を決定し構造化する。
①教職課程における関連科目設置の可能性
②英語科コアカリキュラムの開発（文部科学省平成 28-29 年度事業）
③海外における多文化教育の教員の養成・研修の動向
④成人対象の日本語教育関係の養成・研修の動向
⑤実施機関・対象・目的・期間の多様性
（３）モデルプログラム（試案）の検証
調査活動・モデルプログラム作成に並行し，本研究調査部会委員により，モデル
プログラム（試案）の作成と実施・検証を行う。本調査研究部会委員が所属する大
学において担当する授業，或いは外部から依頼のあった研修において，モデルプロ
グラム(案)作成の方針に基づき授業・研修を設計し，試案として実施する。検証結
果は，モデルプログラム(案)の作成の参考とする。
（４）シンポジウム等の開催
平成 29 年度の本事業の報告の場として，外国人児童生徒等教育を担う教員・支
援員の資質・能力とその育成をテーマにしたシンポジウムを開催する。上記の調査
１～３の結果，及びモデルプログラム開発事業の進捗状況を報告し，国内の外国人
児童生徒教育のための教員養成・教員研修の現状と課題について議論する。シンポ
ジウムによってこの問題についての関係者の関心を喚起するとともに，翌年度以降
のモデルプログラムの試行と普及への協力を呼びかける。
（５）報告書の発行
10
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平成 29 年度事業の経過の報告と調査の中間報告を報告書としてまとめ，関係者
に送付する。またウェブサイト上で公開する（日本語教育学会 HP 等）
。

1.6

組織
本事業は，専門家会議，調査研究本部，調査研究部会，モデルプログラム開発部会
から成る組織により実施する。
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・専門家会議：各領域の専門家，教員養成課程を置く大学，教育委員会，学校等のス
テークホルダーによって構成した。
・調査研究本部：本事業の推進，統括を担う。また，本部員はそれぞれが作業部会ま
たは専門家会議の責任者となり，各組織間で密接な連携が行われるよう
にする。
・部会

：調査１，調査２，調査３に関する実質的な作業を行う。部会から２つ
の作業部会に 1 名ずつが参画し，作業部会との連絡調整にあたる。

・作業部会 ：調査に関わる具体的な作業を担う。作業部会１は調査１を，作業部会
11
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２は調査２・３を実施する。
・モデルプログラム試行協力機関・団体：モデルプログラムの試行・検証に協力を依
頼する組織・団体で構成する。平成 30 年度に本格的に組織し，検証
事業を進める。

1.7

平成 29 年度の事業実績

平成 29 年度の事業実施状況は以下の通りである。本報告書は，本事業の平成 29 年度
の成果をまとめたものであるが，事業ごとに本報告書の該当箇所を示した。

（１）各種会議の開催
①専門家会議の開催
回

開催日

開催場所

１

2017 年 9 月 18 日（日）13：30-16：30

「会議室のルビコン」201

２

2018 年 2 月 18 日（日）10：30-12：30

学習院大学 南 3−203 教室

②調査研究部会会議の開催
回

開催日

開催場所

１

2017 年 7 月 16 日（日）13：30-17：00

日本語教育学会会議室

２

2017 年 8 月 23 日（水）13：30-16：30

日本語教育学会会議室

３

2017 年 9 月 18 日（日）13：30-16：30

「会議室のルビコン」201

（第１回専門家会議と同時開催）
４

2017 年 10 月 29 日（日）13：30-16：30

日本語教育学会会議室

５

2017 年 11 月 5 日（日）13：00-16：00

京都教育大学浜田研究室

６

2017 年 12 月 17 日（日）13：30-16：60

日本語教育学会会議室

７

2018 年 1 月 6 日（土）13：15-18：00

ホテルアセント浜松会議室

８

2018 年 1 月 7 日（日）13：00-17：00

アクトシティ 44 会議室

９

2018 年 2 月 18 日（日）10：30-12：30

学習院大学 南 3−203 教室

（第 2 回専門家会議と同時開催）
10

2018 年 3 月 9 日（金）13：30-16：30
12
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（２）調査研究 （ ）内は，本報告書の該当章
①調査１

（第２章，資料２）

大学・教職大学院，県・市町村教育委員会，国際交流協会への質問紙調査
②調査２ （第３章 資料３，４）
外国人児童生徒等教育を担う教員の資質・能力に関するインタビュー調査
③調査３ （第４章 資料３，５）
外国人児童生徒等教育を担う教員の研修に関するインタビュー調査
（３）モデルプログラム（案）の開発
①外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修内容構成（案） （第５章）
④モデルプログラム（案）の構造と例
⑤モデルログラム（試案）の検証

（第６章，資料８）

（第７章，資料６，７）

（４）調査研究部会によるヒアリング
回

開催日・場所

2017 年 8 月 23
日（水）
日本語教育学
会会議室
２ 2017 年 10 月
29 日（日）
日本語教育学
会会議室
１

情報提供者
菅原雅枝（東京学芸大学）
「文部科学省委託『教員研修マニュアル』開発の経過と課題に
ついて」
金田智子（学習院大学）
「地域日本語教育における日本語指導能力評価について」
市瀬智紀（宮城教育大学）
「ESD（持続可能な開発のための教育）の視点から見た，
『外国
人児童生徒等教育人材育成』
」

３

2017 年 12 月

森茂岳雄（中央大学）

17 日（日）

「アメリカにおける多文化教師教育の展開－多文化教師教育

日本語教育学
会会議室

から社会的正義をめざす教師教育へ－」
中山あおい（大阪教育大学）
「ドイツとスイスの多文化に開かれた教師教育」

４

2018 年 1 月 6

茂木眞佐代（磐田国際交流協会）

日（土）

「『外国の子どもの学習サポーター』養成講座について」

ホテルアセン

内山夕輝（浜松市国際交流協会）

ト浜松会議室

「浜松市における子どものための日本語支援員の養成と研
修」

（５）事業についての公開
13
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①フォーラムの開催

（資料１）

テーマ：外国人児童生徒教育を担う教員・支援員の研修について考える
－浜松の取り組みに学ぶ―
日時：2018 年 1 月 7 日（日）

10：00－12：00

場所：アクトシティ 44 会議室
プログラム：
10：00 開会
趣旨説明
10：10

齋藤ひろみ（プロジェクト代表，東京学芸大学）

情報提供（資料１）
「浜松市における外国人児童生徒等の教育を支える仕組みと人」
池上重弘（静岡文化芸術大学

副学長）

「浜松市における外国人児童生徒等の状況と
担当教員研修について」
櫻井敬子（浜松市教育委員会 指導主事）
11：30 ディスカッション
12：00 閉会

③シンポジウムの開催（第 8 章でアンケート結果を示す）
タイトル：外国人児童生徒教育を担う教員・支援員の資質能力の育成
－モデルプログラム開発に向けて－
日時：2018 年 2 月 18 日（日）
場所：学習院大学

13：30－16：30

南 3－201 教室

プログラム：
13：30

開会挨拶 石井恵理子（日本語教育学会会長）
挨拶

13：40

小幡泰弘（文部科学省初等中等教育局国際教育課課長）

プロジェクトの概要
齋藤ひろみ（代表，東京学芸大学）

14：00

調査報告
調査１：外国人児童生徒等教育担当教員の養成・研修について
金田智子（学習院大学），伊東祐郎（東京外国語大学）
14
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市瀬智紀（宮城教育大学）
，河野俊之（横浜国立大学）
調査２・３：資質・能力及び担当者の養成・研修について
中川祐治（福島大学）
，仲本康一郎（山梨大学）
15：15 モデルプログラムの開発について
浜田麻里（京都教育大学）
，菅原雅枝（東京学芸大学）
川口直巳（愛知教育大学），中山あおい（大阪教育大学）
和泉元千春（奈良教育大学）
15：55 質疑応答
16：30 閉会

④事業概要等の公開
公益財団法人日本語教育学会ホームページにて、本事業の概要，フォーラム、シ
ンポジウムの開催情報などを掲載してきた。なお、本報告書についてもホームペー
ジで公開する予定である。

15
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第2章

調査 1「外国人児童生徒等教育担当教員の養成・研修に関

する調査」（質問紙調査）
2.1

調査目的

「外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業」と
は，近年の外国人児童生徒等の増加と，適応指導・日本語指導のニーズの高まりに応
えるため，外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修の在り方を探り，モデルプ
ログラムの開発を行うというものである。今後の養成・研修の在り方を検討するため
には，大学や教育委員会等での養成・研修の現状を把握することが重要である。
本調査は，教員養成課程が認定されている全ての大学，教職大学院，教育委員会，
国際交流協会を対象に，外国人児童生徒等を担当する教員や支援員の養成・研修に関
する実態を明らかにする，全国規模の調査としては初のものである。
本調査を通じ，外国人児童生徒等の教育を担当する教員や支援員の養成・研修に関
し，現状を把握すると同時に，今後に向けての課題や可能性を明らかにし，モデルプ
ログラムの開発につなげていく計画である。

2.2

調査概要

養成・研修に関し，大学・大学院と教育委員会・国際交流協会は役割や実施形態が異
なるため，調査票を 2 種用意した（各調査票は巻末資料を参照されたい）
。それぞれ調
査 A，調査 B として，以下，調査の概要を示す。
2.2.1

調査Ａ：大学・教職大学院対象調査

（1）対象及び対象数：
・教員養成課程が認定されている大学（通信課程及び二種免許を除く） 612 校
・教職大学院 53 校

計 665 校

（2）方法：質問紙調査（郵送法）
（3）実施時期：2017 年 11 月 1 日～11 月 30 日
（4）回収数：292 校（大学 262 校，教職大学院 30 校）＜回収率 43.9%＞
（5）質問紙の内容
1
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・「外国人児童生徒等に対する教育」に関連する事柄を扱っている科目について，科
目名，単位数，必修か否か，必修の場合の当該免許の校種，内容（23 項目からの選択
式），各内容に費やす時間
・関連授業の方法（12 項目からの選択式）
・関連授業による効果・成果（自由記述）
・関連授業に関する課題（自由記述）
・「外国人児童生徒等に対する教育」の能力育成のために，学生を対象として授業以
外で実施していること（自由記述）
・「外国人児童生徒等に対する教育」を行うために，どのような専門性を持つ人が必
要だと思うか（自由記述）

2.2.2

調査Ｂ：教育委員会・国際交流協会対象調査

（1）対象及び対象数：
・教育委員会 1,788 団体（市区町村 1,741，都道府県 47）
・国際交流協会（地域国際化協会） 62 団体

計 1,850 団体

「国際交流協会」については，今回の調査では「地域国際化協会」
（全 62 団
体）のみを対象とした。
「地域国際化協会」とは，総務省が地域の国際交流を推進
するにふさわしい中核的民間国際交流組織として認定した国際交流協会であり，
総務省の指針に基づき県等が作成した「地域国際交流推進大綱」に位置づけられ
る。総務省は地域国際化協会に対して，各種の支援措置を行っている。
（2）方法：質問紙調査（郵送法）
（3）実施時期：2017 年 11 月 1 日～11 月 30 日，2018 年 1 月 17 日～2 月 16 日
（4）回収数＜回収率＞：
市区町村教育委員会 766＜44.0％＞，都道府県教育委員会 39＜83.0％＞
国際交流協会 47＜75.8％＞
2
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（5）質問紙の内容
・＜教育委員会のみ＞管内・地域の小中学校における，日本語指導が必要な児童生徒
の在籍の有無
・「外国人児童生徒等に対する教育」に関連する研修の実施有無
・（実施していない場合）研修実施の必要性及び，研修実施の予定の有無
・
「外国人児童生徒等に対する教育」に関連する研修について，頻度，時間，参加者・
対象者
・研修のタイプ別に，参加形態（悉皆・選択・希望）
，参加者，日本語指導や外国人児
童生徒等について取り上げる時間，方法（12 項目からの選択式）
，内容（22 項目から
の選択式）
・関連研修による効果・成果（自由記述）
・関連研修に関する課題（自由記述）
・「外国人児童生徒等に対する教育」推進のために研修以外に実施していること（自
由記述）
・「外国人児童生徒等に対する教育」を行うために，どのような専門性を持つ人が必
要だと思うか（自由記述）

尚，本調査の実施に先立ち，複数の大学，教育委員会及び国際交流協会の関係者に対
してパイロット調査を行った。その結果を踏まえ，調査票の質問の内容，方法，表現な
どの調整を行っている1。
次節以降，調査結果の概要を示す。まず，養成・研修の実施状況に関する質問（主に
選択式回答）について調査 A と調査 B の結果を示し，養成・研修の成果や課題といった
自由記述式の質問については調査 A と B をまとめて示すこととする。最後に，調査 1 に
ついての考察を述べる。
1

パイロット調査実施にあたり，一般財団法人自治体国際化協会（CLAIR）を始めとする

複数の機関・組織にご協力いただいた。この場を借りてお礼申し上げる。
3
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2.3

結果概要：調査Ａ（大学・教職大学院対象調査）

2.3.1 「外国人児童生徒等に対する教育」に関わる科目について
（1）扱いの有無及び科目数
科目数

校数

科目数

回答 292 校のうち，「外国人児童生徒

校数

1 科目

45 6 科目

2

等に対する教育」に関連する事柄を扱っ

2 科目

21 7 科目

1

ている科目を実施しているのは，92 校

3 科目

13 8 科目

1

4 科目

4 9 科目以上

5 科目

4 計

（31.5％）,全体の約 3 分の 1 である。提

1
供されている科目数の内訳は左の表の通

92

りであり，約半数の大学が 1 科目のみで
の扱いとなっている。科目として挙げられていた全 213 科目の内，必修科目は 81
（38.0％），選択科目は 120（56.3％），無回答 12（5.6％）であった。また，213 科
目の内，88.3％が 2 単位の科目である。

（2）科目名と領域
領域（科目数）
日本語教育（56 科目）

科目名（例）
日本語教育概論，日本語教授法,等

年少者／外国人児童生徒 年少者日本語教育，外国人児童生徒教育概説，外国に
／子ども（27 科目）

つながる子どもの教育，等

日本語（25 科目）

日本語学概論,日本語文法論，等

教育（20 科目）

教育制度論，教育社会学，教育相談，等

国際（10 科目）

国際理解教育論,国際コミュニケーション，等

「外国人児童生徒等に対する教育」に関連する事柄を扱っている科目として具体的に
挙げられた科目の名称を領域で分類したところ，最も多いのは，「日本語教育」領域の
ものである。「年少者／外国人児童生徒／子ども」領域に加え，「日本語」領域も少な
くない。「教育」領域，「国際」領域においても，当該の事柄は扱われている。科目名
4
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に「外国人児童生徒」が含まれるなど，当該の内容を扱うために設けられた科目がある
一方で，「日本語学概論」「教育社会学」といった伝統的・一般的な科目で扱われてい
る場合も少なくないこと，様々な分野・領域の中で当該の内容を扱う可能性が広がって
いることがわかる。

（3）必修科目の校種
校種

必修科目となっている 81 科目のうち，34 科

科目数

幼稚園

6

目は教員免許の必修ではなく，日本語教員養成

小学校

7

プログラム等の必修科目であった。教員免許の

39

必修科目となっている場合，主に，中学・高校

2

の免許取得のためのものであることがわかる。

教員免許の必修ではない

34

しかし，幼稚園，小学校，特別支援学校の免許

計（複数選択あり）

88

取得のための必修科目の中で，「外国人児童生

中学・高校
特別支援学校

徒等に対する教育」に関する事柄が扱われてい
る場合もある。

（4）科目で扱う内容
23 の選択肢を用意し，
「外国人児童生徒等に対する教育」に関連する科目の中で扱
っている内容を全て選ぶ方法をとった。
次ページの表に見るように，23 項目の中で最もよく扱われているのは「16．国内に
おける外国人児童生徒等の現状（41.3％）
」である。「11．外国人児童生徒等の文化背
景（36.6％）」や「17．外国人受入施策・日本語教育施策（31.9％）
」の上位 3 位まで
は，外国人児童生徒の背景知識・状況理解に関わる事柄である。
「2．学力・認知的発
達と言語習得（30.5％）
」や「1．日本語の特徴（30.0％）
」「9．日本語の指導方法・教
材等の開発（29.6％）
」など，具体的に児童生徒に指導する際の内容・方法に関わる事
柄も上位を占めている。その一方で，「8．個別の指導計画の作成方法（18.8％）
」や
「4．日本語能力の評価 ＜対話型アセスメント DLA 等＞（15.0％）
」のように，指導に
直接的に関わる内容であっても，選択率が低い事柄もある。また，児童生徒の将来や
社会との関わりを意識した「14．外国人児童生徒等のキャリア教育と社会参加
（14.1％）
」を取り上げる科目も多いとは言えない。
5
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位

内 容 項 目（全 23 項目）

選択数

選択率

平均実施時

(実数)

（％）

間（時間)

1

16．国内における外国人児童生徒等の現状

88

41.3

1.30

2

11．外国人児童生徒等の文化背景

78

36.6

1.37

3

17．外国人受入施策・日本語教育施策

68

31.9

1.37

4

2．学力・認知的発達と言語習得

65

30.5

2.30

5

1．日本語の特徴

64

30.0

①9.28

6

9．日本語の指導方法・教材等の開発

63

29.6

③5.08

7

7．外国人児童生徒や保護者とのコミュニケーション

61

28.6

1.59

8

3．外国人児童生徒等の心理と適応

57

26.8

1.25

9

18．地域における外国人受入の歴史や現状

55

25.8

1.11

10

6．日本語の学習法に関する理論

54

25.4

④3.67

11

19．外国人児童生徒等の教育の理念・理論

53

24.9

1.33

12

12．外国人児童生徒等がいる教室での相互理解と学級経

51

23.9

1.70

営＜含．生徒指導＞
13

5．母語に配慮した支援・指導

47

22.1

1.34

14

10．教科等の学習支援方法・指導方法 ＜「JSL カリキュラム」

47

22.1

2.10

等＞
15

15．校内の体制作りや地域連携

46

21.6

0.90

16

23．現場を知る＜実地教育＞

42

19.7

②7.12

17

8．個別の指導計画の作成方法

40

18.8

⑤2.58

18

13．外国人児童生徒等の出身国に関する教育

34

16.0

1.20

19

22．外国人児童生徒等教育の実践を改善するための方法

33

15.5

0.95

20

4．日本語能力の評価 ＜対話型アセスメント DLA 等＞

32

15.0

1.87

21

21．外国人児童生徒等教育の実践を振り返るための方法

32

15.0

1.09

22

14．外国人児童生徒等のキャリア教育と社会参加

30

14.1

0.90

23

20．外国人児童生徒等教育の経験による教師の成長

27

12.7

1.94

5

2.30

無回答
6
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さらに，
「22．外国人児童生徒等教育の実践を改善するための方法（15.5％）
」「21．
外国人児童生徒等教育の実践を振り返るための方法（15.0％）
」「20．外国人児童生徒
等教育の経験による教師の成長（12.7％）
」といった，教師としての成長を支える資
質・能力に関わる事柄が含まれている例は少ない。
この問いでは，それぞれの内容について費やす時間も記入してもらった。表の「平
均実施時間」欄に，費やす時間の長い順に①から⑤までの番号を付している。
「1．日
本語の特徴」が最も長く，「23．現場を知る＜実地教育＞」
，「9．日本語の指導方法・
教材等の開発」がそれに続く。

2.3.2 授業の方法・形態
「外国人児童生徒等に対する教育」に関連する科目の全体について，授業の方法・
形態をたずねた。12 の選択肢以外に「その他」を設け，具体的に記入してもらった。
位

方法・形態

採用数（実数）

実施率（％）

1

1．講義

84

92.3

2

2．事例報告

44

48.4

3

6．教材作成

28

30.8

4

3．事例研究

27

29.7

5

4．指導案作成／活動設計

26

28.6

5

5．教材分析

26

28.6

7

10．模擬授業

21

23.1

8

7．授業見学

19

20.9

9

12．学習体験（外国語学習，異文化シミュレ

16

17.6

10 8．授業参加

14

15.4

10 9．授業補助

14

15.4

10 13．その他

14

15.4

13 11．教壇実習

12

13.2

6

6.6

ーションゲーム等）

無回答
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「外国人児童生徒等に対する教育」に関連する事柄を扱っている科目を実施してい
る 91 校で，ほとんどの大学・教職大学院で採用されている方法は「1.講義
（92.3％）
」である。半数近くは「2.事例報告（48.4％）
」を行っている。
「6.教材作成
（30.8％）
」「4．指導案作成／活動設計（28.6％）
」といった,実践的な活動を採用して
いる大学,「3.事例研究（29.7％）
」のような,自分で考えることが求められる活動を採
用している大学は全体の 3 分の 1 程度である。
「7. 授業見学（20.9％）
」や「8．授業
参加（15.4％）」及び「9．授業補助（15.4％）
」といった，実際に教育現場に行くこと
となる活動を取り入れている大学は必ずしも多いとは言えない。
「13．その他」として，「地域の学習支援教室への参加」
「放課後の学習（自習）の
補助」といった，外国人児童生徒に対する学習支援を挙げる大学が複数あった。他に
は「ゲストスピーカー（担当者，関係者，在日外国人）」を招いて話を聞くことや「映
像視聴に基づく意見交換」「海外移住資料館や民族学校訪問」などの記載もある。

2.4 結果概要：調査Ｂ（教育委員会・国際交流協会対象調査）
以下，市区町村教育委員会，都道府県教育委員会，国際交流協会の順で結果を示
す。
2.4.1

市区町村教育委員会の回答について（回答 766 件）

2.4.1.1 日本語指導が必要な児童生徒の有無
766 の教育委員会のうち，417 すなわち
半数以上（54.4％）の教育委員会が，現在，
管内や地域の小中学校に日本語指導が必
要な児童生徒が在籍していると回答して
いる。

2.4.1.2 研修実施の有無
「外国人児童生徒等に対する教育」に関する研修を行っている教育委員会は 96
（12.5％）と少ない。しかし，日本語指導が必要な児童生徒が在籍していなければ，
研修は喫緊の課題でないとも考えられるため，現在，管内や地域の小中学校に日本語
8
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[研修実施の有無：全体（n=766）]

[研修実施の有無：在籍有り（n=417）]

指導が必要な児童生徒が在籍していると回答した教育委員会のみについても集計した
（上図右）。現在，管内や地域の小中学校に日本語指導が必要な児童生徒が在籍してい
ると回答した教育委員会 417 のうち，当該の研修を行っているのは 91（21.8％）
，行っ
ていないのは 326（78.2％）である。この結果から，やはり，
「外国人児童生徒等に対す
る教育」に関する研修を行っている教育委員会は少ないと言える。

2.4.1.3 研修実施の必要性（研修を実施していない場合）
「外国人児童生徒等に対する教育」に関する研修を行っていないと回答した 670 のう
ち，
「必要だと考えており，実施する予定である」という回答が 11（1.6％）である一方，
「必要だと考えているが，今のところ実施の予定はない」という回答が 492（73.4％）
，
「必要だと考えていない」という回答が 156（23.3％）である。

[研修実施の必要性：全体（n=670）]

［研修実施の必要性：在籍有り（n=326）]

現在，管内や地域の小中学校に日本語指導が必要な児童生徒が在籍しているが，研修
を行っていないと回答した教育委員会 326 のうち，
「必要だと考えており，実施する予
定である」という回答が 10（3.1％）である一方，
「必要だと考えているが，今のところ
9
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実施の予定はない」という回答が 287（88.0％）
，
「必要だと考えていない」という回答
が 26（8.0％）である。
文部科学省『「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(平成 28 年
度)」の結果について』によると，全市町村数 1,741 中，日本語指導が必要な外国籍の
児童生徒が在籍する市町村数は 825（47.2％）であった。人数別にみると，
「5 人未満」
の市町村が全体の 348（53.2％）を占めた。このことから，管内や地域の小中学校に日
本語指導が必要な児童生徒が在籍しているが，その児童生徒数は非常に少ない，いわゆ
る散在地域であるため，「外国人児童生徒等に対する教育」に関する研修が重視されて
いないと考えられる。

2.4.1.4 研修の概要（以下，研修を実施している場合のみ回答）
（1）頻度
研修を実施している教育委員会 96 の
うち，「1 年に 1 回」が 26（27.1％）
，「1
年に 2 回」が 25（26.0％）で，この 2 つ
で半数を占める。また，1 年 5 回以上と
いう回答が 15（15.6％）である。1 年に
1 回以上との回答が 82 で，全体の 85.4％
を占める。

（2）時間数
1 回の研修の時間数をたずねた。
「2 時
間以上 3 時間未満」が 52（54.2％）で最
も多い。「3 時間以上 4 時間未満」が 23
（24.0％）
，
「1 時間以上 2 時間未満」が 12
（12.5％）と続く。平均すると，2 時間 16
分である。

10
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（3）参加者・対象者
複数回答のため，パーセントでなく実
数で示す。研修を実施している教育委員
会 96 のうち，研修の対象者・参加者が「日
本語指導担当教員」であると回答したの
は 81 であり，ほとんどが「日本語指導担
当教員」を対象としていることがわかる。
その一方で，
「日本語指導担当ではない教
員（38）
」が参加者・対象者である研修も少なからず実施されている。

（4）実施の有無（研修タイプ別）
有

無

無回答

ア．日本語指導担当者研修

78（81.3％）

14 （14.6％）

4 （4.2％）

イ．初任者研修

15（15.6％）

60 （62.5％）

21 （21.9％）

ウ．十年経験者研修

6 （6.3％）

67 （69.8％）

23 （24.0％）

エ．その他の経験年数による研修

7 （7.3％）

65 （67.7％）

24 （25.0％）

12（12.5％）

61 （63.5％）

23 （24.0％）

カ．進路指導

9 （9.4％）

68 （70.8％）

19 （19.8％）

キ．生徒指導

8 （8.3％）

67 （69.8％）

21 （21.9％）

オ．管理職研修

「ア．日本語指導担当者研修（81.3％）
」以外はあまり実施されていない。
ア～キに該当しない研修を実施している場合についても，研修名称を記入の上，内容・
方法等を回答してもらった。全 33 件の記入があった。「日本語指導」
「外国人児童生徒
教育」「特別の教育課程」「JSL」といった，明らかに「外国人児童生徒」に関わるテー
マを扱う研修のみならず，
「人権教育」
「スクールサポーター」
「情報教育」
「新任教頭研
修」といった，様々な内容・対象者の研修において，日本語指導や外国人児童生徒等に
ついて取り上げる可能性が広がっていることがわかった。

11
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（5）各研修で日本語指導や外国人児童生徒等について取り上げる時間
研修で日本語指導や外国人児童生徒等について取り上げる時間をたずねた。以下に，
「日本語指導担当者研修」以外の，実施件数の多かった 2 種の研修のみ，結果をまとめ
た。
「日本語指導担当者研修」では，
「2～3 時間」が半数を占めたが，それ以外の研修で
は，「講義のごく一部」など短時間の扱いであるところが多かった。
講義の

90 分以内 2～3 時間

4～7 時間

ごく一部
4

5

5

2～3 日

それ

（～20 時間）

以上

1

0

0

イ．初任者研修
(26.7％)

(33.3％)

8

(33.3％)

2

(6.7％)

2

0

(0.0％)
0

0.0％)
0

オ．管理職研修
(66.7％)

(16.7％)

(16.7％)

(0.0％)

(0.0％)

0.0％)

（6）研修の形態・方法（12 項目より選択，複数回答可）
位

方法・形態

採用数（実数）

実施率（％）

1

1．講義

67

85.9

2

2．事例報告

57

73.1

3

3．事例研究

30

38.5

4

7．授業見学

22

28.2

5

4．指導案作成／活動設計

19

24.4

6

5．教材分析

18

23.1

実施している研修の形態についてたずねた。最も実施件数の多かった「日本語指導担
当者研修」において，
「講義」が 8 割以上を占めており，次に「事例報告」が多かった。
「事例研究」や「授業見学」など，教育現場に直結するものも多かった。

（7）研修の内容（22 項目より選択，複数回答可）
扱う内容について研修別にたずねた。全 22 項目の内，
「日本語能力の評価」
「個別の
指導計画の作成方法」
「日本語の指導方法・教材等の開発」は「日本語指導担当者研修」
で回答が多かった。それ以外では，
「外国人児童生徒等の心理と適応」
「母語に配慮した
12
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支援・指導」
「児童生徒や保護者とのコミュニケーション」
「国内における外国人児童生
徒等の現状」が多かった。

2.4.2

都道府県教育委員会の回答について（回答 39 件）

2.4.2.1 日本語指導が必要な児童生徒の有無
39 の教育委員会のうち，37（94.9％）
の都道府県教育委員会が，現在，管内や地
域の小中学校に日本語指導が必要な児童
生徒が在籍していると回答している。

2.4.2.2 研修実施の有無
「外国人児童生徒等に対する教育」に関
する研修を行っている教育委員会は 19
（48.7％）である。2.4.2.1 で示した，
「現
在，管内や地域の小中学校に日本語指導
が必要な児童生徒が在籍している」割合
と比べると，研修はあまり行われていな
いと言える。

2.4.2.3 研修実施の必要性（研修を実施していない場合）
「外国人児童生徒等に対する教育」に関
する研修を行っていないと回答した教育
委員会 20 のうち，「必要だと考えており
実施する予定」との回答が 1（5.0％）で
あるのに対し，「必要だと考えているが，
今のところ実施の予定はない」との回答
が 15（75.0％）
，
「必要だと考えていない」
13
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との回答が 4（20.0％）である。

2.4.2.4 研修の概要（以下，研修を実施している場合のみ回答）
（1）頻度
「外国人児童生徒等に対する教育」に
関する研修を実施している教育委員会 19
のうち，
「1 年に 1 回」
「1 年に 2 回」
「1 年
に 3 回」がそれぞれ 8（42.1％）
，4（21.1％）
，
4（21.1％）となっており，1 年に少なく
とも 1 回は実施しているところが 18 あ
り，全体の 94.7％を占めている。

（2）時間数
1 回の研修の時間数をたずねた。
「3 時
間以上 4 時間未満」が 10（52.6％）で最
も多い。「5 時間以上 10 時間未満」が 5
（26.3％）
，
「2 時間以上 3 時間未満」が 3
（15.8％）と続く。平均すると，3 時間 36
分である。

（3）参加者・対象者
研修の対象者・参加者が「日本語指導担
当教員」との回答は 19 であり，全ての研
修が「日本語指導担当教員」を対象として
いることがわかる。その一方で，
「日本語
指導担当ではない教員（13）
」が参加者・
対象者である研修も少なからず実施され
ている。

14
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（4）実施の有無（研修タイプ別）
有
ア．日本語指導担当者研修

無

16 （84.2％）

3 （15.8％）

イ．初任者研修

6 （31.6％）

13 （68.4％）

ウ．十年経験者研修

4 （21.1％）

15 （78.9％）

エ．その他の経験年数による研修

4 （21.1％）

15 （78.9％）

オ．管理職研修

3 （15.8％）

16 （15.8％）

カ．進路指導

0 （0.0％）

19（100.0％）

キ．生徒指導

3 （15.8％）

16 （84.2％）

比較的，様々な研修で実施されている。

（5）各研修で日本語指導や外国人児童生徒等について取り上げる時間
研修で日本語指導や外国人児童生徒等についてどの程度の時間を取り上げるのかを
たずねた。「日本語指導担当者研修」を除き，実施件数の多かった「初任者研修」につ
いてのみ，結果を示す。

イ．初任者研修

講義の

90

2～3

4～7

2～3 日

それ

ごく一部

分以内

時間

時間

（～20 時間）

以上

2

2

1

0

0

0

(6) 研修の形態・方法,研修の内容
都道府県教育委員会は件数が少なく，また，市区町村教育委員会と重なる点も多いの
で，研修の形態・方法・内容の結果の紹介は省略する。

2.4.3

国際交流協会の回答について（回答 47 件）

2.4.3.1 日本語指導が必要な児童生徒の有無
この問いについては，教育委員会のみに回答を求めており，国際交流協会には回答を
求めなかった。
15
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2.4.3.2 研修実施の有無
「外国人児童生徒等に対する教育」に関
する研修を行っている国際交流協会は 22
（46.8％）団体である。市区町村教育委員
会，都道府県教育委員会よりも多い。

2.4.3.3 研修実施の必要性（研修を実施していない場合）
研修を行っていないと回答した 25 の協
会のうち，
「必要だと考えており実施する
予定」との回答が 2（8.0％）であるのに
対し，
「必要だと考えているが，今のとこ
ろ 実 施 の 予 定 は な い 」 と の 回 答 が 18
（72.0％）
，
「必要だと考えていない」との
回答が 4（16.0％）を占めている。

2.4.3.4 研修の概要（以下，研修を実施している場合のみ回答）
（1）頻度
「外国人児童生徒等に対する教育」に関
する研修を実施している国際交流協会 22
のうち，「1 年に 2 回」が 7（31.8％）
，「1
年に 1 回」が 5（22.7％）となっており，
1 年に 2 回までが半数を占める。1 年に少
なくとも 1 回は実施しているところが 16
（72.7％）団体ある。

16
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(2) 時間数
1 回の研修の時間数をたずねた。
「2 時
間以上 3 時間未満」が 8（36.4％）で最も
多い。「5 時間以上 10 時間未満」が 5
（22.7％）
，
「3 時間以上 4 時間未満」及び
「4 時間以上 5 時間未満」が 4（18.2％）
と続く。平均すると，4 時間 27 分である。
第２章

(3) 参加者・対象者
回答数 22 のうち，研修の対象者・参加

(2) 時間数

者が「日本語支援者」との回答は
19 であ
1 回の研修の時間数をたずねた。
「2
時
母語支援者 12

った。ほかに，
「日本語指導担当教員
（16）」
間以上
3 時間未満」が
8（36.4％）で最も
「日本語指導担当ではない教員（12）
多い。
「5 時間以上 10 時間未満」が 」
5，
「母語支援者
」と続く。
「その他」
（11）
（22.7％）
，
「3（12）
時間以上
4 時間未満」及び
は「ボランティア」
「地域日本語教室の指
「4
時間以上 5 時間未満」が
4（18.2％）
導者」「一般市民」などである。
と続く。
平均すると，4 時間 27 分である。

(3)
(4)参加者・対象者
実施の有無（研修タイプ別）
回答数
22 のうち，研修の対象者・参加
団体主催の研修を行っている国際交流
者が「日本語支援者」との回答は
19 であ
協会は 86.4％であり，多くは主催で実施
った。
ほかに，
「日本語指導担当教員（16）
」
している。団体主催の研修以外に，
「外国
「日本語指導担当ではない教員（12）
」， 」
人児童生徒教育実践講座（県教委主催）
「母語支援者
（12）
」と続く。
「その他」
（11）
や「団体共催の研修」
などを実施している
は「ボランティア」
ところもある。 「地域日本語教室の指
導者」
「一般市民」などである。

(5) 研修で日本語指導や外国人児童生徒等について取り上げる時間
(4) 「2～3
実施の有無（研修タイプ別）
時間（52.6％）」
「4～7 時間（36.8％）
」がほとんどである。これは，教育委員
団体主催の研修を行っている国際交流

会の回答と比べると，かなり長い。

協会は 86.4％であり，多くは主催で実施
している。団体主催の研修以外に，
「外国
」
17人児童生徒教育実践講座（県教委主催）
や「団体共催の研修」などを実施している
ところもある。
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(6) 研修の形態・方法（12 項目より選択，複数回答可）
実施している研修の形態につ

採用数
位

方法・形態

（実数）

実施率

「教
100.0％ 「事例報告」や「事例研究」

1

1．講義

19

2

2．事例報告

10

68.4％

3

3．事例研究

7

36.8％

4

6．教材作成

6

31.6％

5 12．学習体験

6

31.6％

6

5

26.3％

4．指導案作成／活動設計

いてたずねた。「講義」以外に，

材作成」
「学習体験」などが多か
った。

(7) 研修の内容（22 項目より選択，複数回答可）
全 22 項目の内，
「外国人児童生徒等の文化背景（78.9％）
」
「児童生徒や保護者とのコ
ミュニケーション（73.7％）
」
「日本語の指導方法・教材等の開発（73.7％）
」
「外国人児
童生徒等の心理と適応（68.4％）
」「国内における外国人児童生徒等の現状（63.2％）
」
「学力・認知的発達と言語習得（52.6％）
」が多かった。

18
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2.5 結果概要：自由記述式の回答について
自由記述の分析にはテキストマイニングソフト KHcoder を使用した。以下，質問毎に
その回答の分析結果を共起ネットワークで示し，解釈を加えつつ述べる。

2.5.1.1 「外国人児童生徒等に対する教育」関連授業の効果・成果：大学・大学院
外国人児童生徒の日

本語指導と教科指導
について理解

教員養成・教職科目
における意義付け

社会背景や文化的背景
についての理解

現状の課題と具
体的な方法につ
外国籍の子どもが多い

いて学んだ

回答件数（自由記述）は 89 件であった。全体に共通する認識としては，外国人児童
生徒の実態や教育について，全く知らなかった状況から,それらの児童生徒について意
識し理解することができた,また教員になるにあたって，外国人児童生徒の現状の課題
を知り具体的な方法を学ぶことができたことを指摘する回答が多かった。また，そうし
た外国人児童生徒の社会的背景について，実習などを通して学ぶことができたことや地
19
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域の課題や自分のとかかわりについての認識が芽生えた，といった回答が多くみられた。
典型的な記述としては「外国につながる子ども達が多いにもかかわらず，その実態を知
らない学生が多い。実際に子ども達がなぜ日本にいるかやどんな問題があるかを知って，
また学習支援活動や授業で接触することにより，より身近に感じることができるように
なった。」といった回答が挙げられる。

2.5.1.2 「外国人児童生徒等に対する教育」関連授業の効果・成果：教育委員会
外国人児童生

経験の浅い教員の

徒への理解と

学び

支援体制

JSL カリキュラムや DLA

特別の教育課程，

公開授業の実施，連絡協議会

個別指導計画の作成

市内での連携が図れる

現状の把握

自由記述の回答件数は 121 件であった。全体として，外国人児童生徒を担当する教員
が，日本語指導を含めてそうした児童生徒の支援方法への理解が深まったことが最も多
く挙げられていた。そのほかの成果としては，研修が情報を共有する機会になったこと，
20
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課題解決の取組みに向けた協議を行うことができたこと，連携したり，情報を共有する
場になったことが示されている。研修の具体的な内容としては，JSL カリキュラムや DLA
など具体的な方法が挙げられていた。その他，個別の指導計画や，学級での連携の方法
に関して効果があったことが指摘されていた。具体的には「市内すべての小中学校の外
国人児童生徒教育担当者が研修をうけ，各校で還流することで，外国人児童生徒教育に
対する共通認識，理解をはかれる。
」
「個別指導計画を取り上げることにより，生徒理解
の深まりや指導の見通しが持ちやすくなった。DLA の研修で，児童生徒の見取りに関す
る具体的な手立てを学ぶことができた。」といった回答がみられた。

2.5.1.3 「外国人児童生徒等に対する教育」関連授業の効果・成果：国際交流協会
ボランティアのスキルの向上

外国人児童生徒の日本語支援

課題や取組みの共有
ルーツ（背景）の理解

情報交換の場（教員）
現場の担当者からの情報

21
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自由記述の回答件数は 16 件であった。全体として，外国人児童生徒の日本語支援や
学習支援についての理解が進んだこと，現状の課題や取組みの方法を学ぶことができた
こと，教員が参加し，情報交換の場になったことなどが回答されていた。国際交流協会
からの回答としての特色は，ボランティアのスキル向上の場になったことや，ボランテ
ィア獲得の機会となったことを挙げる回答が複数あった。具体的には，「教員らの，外
国人児童生徒を軸にした情報交換の場となっている。
」
「外国ルーツの子どもの存在，子
どもたちが抱える課題などをより多くの人に知ってもらい，その教育支援の重要性を理
解してもらうことができた。
」「参加者同士がつながり，日本語指導者（ボランティア）
の確保につながった。」などといった回答が挙げられる。

2.5.2.1 「外国人児童生徒等に対する教育」関連授業実施上の課題：大学・大学院
回答件数（自由記述）は 79 件であった。授業を実施するにあたっての課題として次
のような要素が指摘できる。①カリキュラム上の当該科目の位置づけが不十分；必須科
目として認識されていないこと，②時間的な制約；免許を取得する教員養成課程の学生
には学ぶべき専門科目が多く，この課題について十分に扱うことができない。③実地経
験を積むための活動時間の不足；地域の外国人児童生徒の教室の支援と連携に課題があ
る，子どもと触れ合う機会が少ない。③継続的な実施の困難；授業で連携している担当
者（現職教員）や管理職の異動が多い，などである。具体的には，「系統的な学習を行
うことが必要だと思う。授業を設けても，選択する学生は少ない。外国の子どもの実際
に触れる体験が必要である。
」
「フィールドワークでは県内の日本語教室がある公立小学
校で行っているが，担当者や管理職の変更が多く，継続的な実施が困難である。」とい
った記述が挙げられる。

22
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一部の問題のみ

学生の志望・専

取り上げている

門との関連性

（包括性）
外国人児童生徒
についての授業
免許取得科
目や専門に
科目が多い
地域の教室との
連携，支援
大学における認
識と位置づけの
問題

の実地経験を積む機会の不足
子どもと触れ合う機会少ない。

2.5.2.2 「外国人児童生徒等に対する教育」関連研修実施上の課題：教育委員会
自由記述の回答件数は 100 件であった。外国人児童生徒等に対する研修についての課
題として以下のような点が指摘されていた。①研修の対象者である教員が（異動によっ
て）すぐに変わるため内容に深まりがない。②教員（または支援者）の指導経験に差が
ある。または，③地域によっても学校によっても差がある。④研修の内容（教える項目）
が定まっていない，マンネリ化している。⑤研修の時間が不足している。回数を増やす
必要がある。⑥専門知識があって指導ができるような講師がいない。具体的な回答とし
ては，「研修を深める必要がある。担当者が毎年変わっていくので，むずかしい面があ
23
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る。」
「研修を行える回数や時間が限られているため，研修が必要な人全てが受講できて
いない。」
「児童生徒の状況や支援者の経験及び力量が大きく異なるため，共通したニー
ズがなく，研修テーマの設定が難しい。」などの意見が挙げられる。

⺟語支援・学習支援の強化

専門知識のある人が非常勤

児童生徒の増加への対応

ニーズや経験の差がある
日本語指導担当者が少ない
毎年変わる 確保が難しい
実践が深まらない。

市内での連絡協議の場
の不足

2.5.2.3 「外国人児童生徒等に対する教育」関連研修実施上の課題：国際交流協会
自由記述の回答件数は 16 件であった。課題の主なものとして，指導する講師の問題，
研修に参加する参加者の問題，内容の問題（マンネリ化など）の 3 つが示されていた。
代表的な意見としては，「教員が外国人児童生徒等に対する教育について基礎的事項を
知らない方を多く含んでいるため，毎年実施しても研修内容が積み上がっていかない，
24
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研修回数を増やすことも難しい。
」
「外国人児童生徒等の日本語能力，学力の判定が行え
る人を増やしたいが，指導できる講師が身近にいない。
」
「内容がマンネリ化している。
」
といったものが挙げられる。

学習経験の差がある

支援ボランティア
地域連携できていない

相談サポーター
情報や知識が少ない。

参加者の確保と実施上の問題

2.5.3.1 外国人児童生徒教育における授業以外の活動：大学・大学院
回答件数（自由記述）は 72 件であった。学生による日本語支援，学習支援ボランテ
ィアについて言及したものが 43 件あり，授業以外の活動として学習支援ボランティア
が想定される場合が極めて大きい。学習支援のうち日本語支援について言及した回答が
25 件であった。その他の回答としては，海外における体験的な実習，国際教室や国際セ
25

－41－

第２章

第２章

ンターでのプロジェクト活動，在日外国人を対象とした調査研究を外国人児童生徒教育
と結びつけて学習しているケースなどが示された。具体的な例としては，「地域の外国
人支援のボランティアグループに参加し，日本語教育，児童生徒に対する教科教育，文
化交流行事を行っている。
」
「海外教育研修として日本語学校で実習を行い，継承語教育
の一環として，日本語指導と日本文化体験をしている。」といった回答がみられた。

日本語支援，学習支援
ボランティア

海外での実習

国際センターなどのプロジ
ェクトへの参加

子供を教える教員と
ともに研究

現場訪問と情報交換

2.5.3.2 外国人児童生徒等教育に対する研修以外に行っていること：教育委員会
自由記述の回答件数は 88 件であった。初期指導の教室の開設，支援員・通訳の派遣
を行っているとしているものが多かった。また，高校進学のための進路ガイダンス，教
育相談会，学習相談会を開設しているとの回答も複数あった。その他，外国人児童生徒
26
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にかかわる情報の発信，資料の配布。外国人児童生徒の課題の共有を図るための連絡協
議会や，情報交換の場の設置などについて言及する回答がみられた。具体的な回答とし
ては，「母語による支援を行うために，外国人児童生徒初期指導補助員を派遣。
」「高等
学校への進学を支援するために，高校進学ガイダンスを実施。
「大学，支援に関わる NPO，
」
国際交流協会等と，支援内容を充実させる目的で連絡協議会を実施している。」などが
挙げられる。

初期指導教室の開設

外国人児童生徒教員の配置
通訳，支援員の派遣

担当教員の配置

保護者向け進路ガイダンス
入学説明会

国際交流協会との連携
連絡協議会の設置

2.5.3.3 外国人児童生徒等教育に対する研修以外に行っていること：国際交流協会
自由記述の回答件数は 18 件であった。国際交流協会等が研修以外に行っている事業
としては，進路ガイダンスの開催が最も多かった。次に，日本語学習支援とそのための
27
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ボランティアの育成，教材の貸し出しについて言及されていた。そのほか，関係者を集
めた情報交換会の設置や，コーディネーターの設置を行っている協会もあった。具体的
な記述としては，「外国籍児童生徒，その親，教育関係者などを対象にした高校進学ガ
イダンスを開催している。
」
「小，中学校における児童生徒への日本語学習支援。県及び
市町教育委員会からの依頼に応じ，日本語指導及び教科学習の補助を行うボランティア
を小，中学校に派遣し，対象児童生徒が生活や学習上必要な日本語を習得できるよう，
支援を行う。」
「情報交換会。県及び市町教育委員会担当者，県及び市町特別非常勤講師，
小中学校での指導経験がある日本語指導／通訳ボランティア，小中学校の外国籍児童生
徒担当教諭，学習支援団体，大学日本語教育担当教員等が一堂に会することで，それぞ
れの活動の中で生じた疑問点や課題を共有している。」などが挙げられる。

通訳派遣

支援サポーター等

進路ガイダンス
高校生対象，親も参加対象

外国人児童生徒を対象とした

情報共有の場の設置

教育の実施
28
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2.5.4.1 「外国人児童生徒等に対する教育」を行うために必要な専門性について（意見・
考え）：大学・大学院

異文化理解の知識

学習状況の把握
発達や成⻑への理解
教科の知識
社会背景や歴史

外国人児童生徒

コミュニケーション能力

日本語教育の専門性

多様な言
語の習得

回答件数（自由記述）は 107 件であった。外国人児童生徒教育についての日本語指導
を含む専門的な知識が必要であると考える点で共通している。具体的には，多様な言語
の習得やバイリンガル，異文化理解などの知識が重要な項目として挙げられている。専
門性を養うためのコースの設定が必要である。そのコースの内容としては，学習状況の
把握，教科に関すること，コミュニケーション能力に関すること，発達に関すること，
外国人児童生徒の背景としての社会や歴史に関することといった事項が多く示されて
いた。具体的な回答としては，
「外国人児童生徒の日本語教育に関する専門性のある者，
29
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学校における異文化，多文化理解，国際理解教育に関する専門知識を持つ者，学校経営
の観点から外国人児童生徒教育について教授できる者」「子どもの成長や言語的，認知
的発達について幅広い知識を持つ・子どもの現状を家族や社会の歴史を視野に入れなが
らとらえられること」などといった記述が挙げられる。

2.5.4.2 「外国人児童生徒等に対する教育」を行うために必要な専門性について（意見・
考え）：教育委員会
外国人児童生徒教育への

発達段階に応じた相談

専門性

文化への理解
社会背景や家庭の事情

児童生徒に寄り添う
生活習慣に精通

JSL カリキュラムの構築

基本的なコミュニケーション

教科学習の測定

自由記述の回答件数は 95 件であった。そのうち日本語指導の専門性について言及し
たものが最も多かった。専門性の内容として，JSL カリキュラム，DLA や特別の教育課
程の知識を活用することについての言及もみられた。次に，発達に応じた対応能力につ
30
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いての意見も複数あった。その他，外国語能力，異なる生活習慣へ対応できること，高
校の進学情報を持っていて指導ができること，などが指摘されていた。そうした専門性
とともに児童生徒の状況に応じたコーディネート力，コミュニケーション力，連携する
力についても言及されていた。代表的な意見としては，「日本語指導に対する知識や経
験をもった方，母語が話せる方，外国人児童生徒支援に専門性のある方等」「日本語能
力測定やＪＳＬカリキュラム等を数多く実践した経験をもつ人」「保護者と学校をつな
ぐコーディネーターとしての力・カウンセリングの力」などが挙げられる。

2.5.4.3 「外国人児童生徒等に対する教育」を行うために必要な専門性について（意見・
考え）：国際交流協会
自由記述の回答件数は 14 件であった。日本語指導と教科指導についての専門性，外
国人児童生徒の生活背景への理解に始まり，DLA などを活用して個別の指導計画が立て
られることや学習障害への対応などについて述べられていた。また学校内外でのコーデ
ィネート力についても言及されていた。具体的な記述としては，以下のようなものが代
表的である。
「日本語指導と教科指導のそれぞれの役割を理解して指導できる人材」
「外
国人児童，生徒の背景及び子どもへの指導方法に理解がある方」「DLA を使った外国に
ルーツを持つ児童生徒に言語能力測定を実施できる専門家。加えて，能力測定後，これ
を元に学習指導計画の作成についてのアドバイザー」「学習障害等の他の要因によるも
のかを判断するのは難しい。そのような専門分野からの視点も必要となる」「外国につ
ながる児童生徒の現状を的確に把握するためにも，コーディネートできる人材が必要で
あると考える」。
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発達障害への対応

異なる生活へ認識

カウンセリング能力

母語を理解しコー
ディネートできる

DLA による指導計画

日本語指導と教科指導

外国人児童生徒への専門性

2.6 調査 1 についての考察
調査１の結果をもとに，養成・研修モデルプログラム開発への示唆を述べる。
１）長時間の授業・研修だけではなく，15 分，30 分といった短時間のモデルプログラ
ム案，観点や深まりの違いのある多様なモデルプログラム案の作成が必要である。
２）「近隣の市町村教育委員会間」
，「都道府県教育委員会と市町村教育委員会」
，「教育
委員会と国際交流協会」
，
「教育委員会・国際交流協会と大学・大学院」の連携が必
要である。
３）「外国人児童生徒等に対する教育」に関する授業や研修を担当できる講師の養成が
必要である。
32
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１）については，来年度以降，本事業で追究するべきことの１つであると考えられる。
教育委員会等に対する調査（調査 B）における，研修の「実施の有無（研修タイプ別）
」
の結果から，
「日本語指導担当者研修」以外ではあまり実施されておらず，さらに，
「5．
研修で日本語指導や外国人児童生徒等について取り上げる時間」の結果から，「日本語
指導担当者研修」以外の研修では，講義のほんの一部でしか取り上げられていない場合
が多いことがわかった。現在の「「外国人児童生徒等に対する教育」に関連する研修」
では，2 時間など，一定の時間を想定しているものが多いと考えられるが，実際には，
例えば，全 3 時間の研修の内，
「外国人児童生徒等に対する教育」に関しては 30 分しか
割けないということも多いと考えられる。これを「30 分なら割ける」と考え，そのよう
なニーズに合う研修モデルプログラム案を作成することが必要であると考えられる。
「時間的な制約」があることは大学等に対する調査（調査 A）における，
「「外国人児
童生徒等に対する教育」関連授業実施上の課題」の回答からもうかがえる。必要な科目・
内容であるという認識を関係者間で広げていくことと同時に，従来の大学授業の一部で
も扱えるような短時間のモデルプログラム案を作成することは意義があろう。
また，大学等に対する調査によれば，大学等の中には，「年少者○○」や「外国人児
童生徒○○」といった，まさに当該の内容を取り上げていることが想定される科目を設
けているところだけでなく，「日本語学○○」のような科目で当該の内容を部分的に扱
っているところもある。さらに，幼稚園や特別支援教育の免許の必修科目の中で扱われ
ている場合もある。様々な側面から「外国人児童生徒等に対する教育」への関連付けが
行われる可能性を拡大するためにも，費やす時間の長短のみならず，観点・切り口の多
様性，想定される教育現場の多様性に応えられるモデルプログラム案を用意することは
有用であろう。
２）については，既に実施されているものも多い。しかし，教育委員会及び国際交流
協会を対象とした調査における問い，
「日本語指導が必要な児童生徒の有無」
「研修実施
の有無」では，日本語指導が必要な児童生徒が在籍しているが，「外国人児童生徒等に
対する教育」に関する研修を行っていないこと，そして，研修が「必要だと考えている
が，今のところ実施の予定はない」という回答が多いことがわかった。
日本語指導が必要な児童生徒が少ない，いわゆる散在地域の場合に，「外国人児童生
徒等に対する教育」に関する研修が後回しになるのは仕方ないとも言える。その一方で，
日本語指導が必要な児童生徒自身やその現場にとっては，仮に該当する児童生徒が少な
33
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かったとしても，外国人児童生徒等に対する教育に関する研修が行われ，児童生徒に対
する適切な指導が行われることは喫緊の課題である。そこで，近隣の市町村教育委員会
間で連携して研修を実施することが考えられる。また，教育委員会の研修は学校教員を，
国際交流協会の研修は日本語指導員を対象としていると考えられるが，実際の参加者は，
重なり合うことが多いことが調査結果に表れている。また，国際交流協会の研修のほう
が教育委員会の研修よりも「外国人児童生徒等に対する教育」を扱う時間が長い。そこ
で，既に研修を実施していることが多い国際交流協会と教育委員会が連携して研修を実
施することも考えられる。
また，研修を実施している場合でも，「「外国人児童生徒等に対する教育」関連研修
実施上の課題」で，児童生徒の状況や教員・支援者の経験及び力量などが大きく異なる
ため，ニーズが様々であることや，研修内容が積み上がらず，マンネリ化しているとい
う問題が挙がった。これらも，複数の組織が連携して異なる対象・タイプの研修機会を
設けるなどにより，解決を図ることができよう。同時に，1）で述べたことと関連する
が,児童生徒の状況や教員・支援者の違いへの対応が可能となるよう,同一のテーマであ
っても，前提知識の異なるモデルプログラム案，深まりの異なるモデルプログラム案を
用意することが期待される。
大学等対象の調査における問い，「授業の方法・形態」では，大学での養成段階では
実際に教育現場に行くこととなる活動を取り入れている大学は必ずしも多くはないこ
とがわかった。大学生が教育委員会・国際交流協会の研修に参加し，そこで教育現場の
実際を知り，課題意識を醸成するような体験をすることは大いに役立つと考えられる。
３）については，「「外国人児童生徒等に対する教育」関連研修実施上の課題」で，
指導できる講師が身近にいないという問題が挙がった。ニーズに合う内容，時間の研修
モデル案を作成するだけでなく，それを担当できる講師の養成も重要な課題であると考
えられる。

〔謝辞〕
この調査を実施するにあたり，全国の大学・教職大学院，教育委員会，地域国際化協
会の方々には調査票の回答において多大なご協力をいただきました。あらためて感謝申
し上げます。
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第 3 章 調査 2 外国人児童生徒等教育を担う教員に求められる資
質・能力（インタビュー調査）
3.1 目的
調査 2 では，外国人児童生徒等教育を担う教員に求められる資質・能力について，関
係者のインタビューをもとに整理を行う。
国立教育政策研究所（2016）によれば，資質・能力とは「対象が変わっても機能する
ことが望ましい心の働き」であり，内容知よりも方法知に近いものであるとされている。
他方で，内容知との関連も重視され，両者は相互作用的に，らせん的深化がなされると
いう。
翻って，教員に求められる資質・能力については，たとえば，平成 24（2012）年の
中央教育審議会「教員の教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策に
ついて（答申）」1において，以下のような整理がなされている。
（i）教職に対する責任感，探究力，教職生活全体を通じて自主的に学び続ける力（使
命感や責任感，教育的愛情）
（ii）専門職としての高度な知識・技能
・教科や教職に関する高度な専門的知識（グローバル化，情報化，特別支援教育その
他の新たな課題に対応できる知識・技能を含む）
・新たな学びを展開できる実践的指導力（基礎的・基本的な知識・技能の習得に加え
て思考力・判断力・表現力等を育成するため，知識・技能を活用する学習活動や課
題探究型の学習，協働的学びなどをデザインできる指導力）
ただし，「これらは，それぞれ独立して存在するのではなく，省察する中で相互に関
連し合いながら形成されることに留意する必要がある。」との指摘があることには注意
する必要があろう。すなわち，ここには静的で固定的な能力観ではなく，可変的で相互
作用的な動的な能力観が示されている。
また，平成 27（2015）年の中央教育審議会「これからの学校教育を担う教員の資質
能力の向上について～学び合い，高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～（答

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1325092.htm（2018 年
３月３日アクセス）

1
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申）」2には「これまで教員として不易とされてきた資質能力に加え，自律的に学ぶ姿勢
を持ち，時代の変化や自らのキャリアステージに応じて求められる資質能力を生涯にわ
たって高めていくことのできる力や，情報を適切に収集し，選択し，活用する能力や知
識を有機的に結びつけ構造化する力などが必要である。」との指摘もある。
上に示された資質・能力がすべての教員に必要となる，いわば汎用的な能力であるの
に対し，本調査で探求するのは外国人児童生徒等教育に関わる資質・能力である。もち
ろん上記の資質・能力が求められることは言を俟たないが，外国人児童生徒等教育の文
脈に固有な資質・能力もあるはずである。本章では特にこの点に着目して整理を行うこ
ととする。

3.2 調査方法
外国人児童生徒等教育に実際に関わる多様な関係者 20 名へのインタビュー調査を実
施した3。本調査は，いわゆる外国人集住地域／分散地域を問わず，全国規模の調査であ
り，さらに調査協力者（インタビュー対象者）は，日本語指導担当教員，学校管理職，
教育委員会指導主事，コーディネーター，地域の NPO 等の支援者といった，本教育課
題への取り組みの中心的立場の人々である点に特徴がある。調査協力者の属性は表１の
通りである。

表

調査協力者（インタビュー対象者）の属性

立

場

分散地域

集住地域

教

諭

3

3

管理職（校長）

1

1

指導主事

1

1

常勤講師
1

非常勤講師
4

教育委員会等派遣の指導員

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1365665.htm（2018 年
３月３日アクセス）
3
本調査を実施するにあたり，インタビューに直接ご協力くださった方々，調査対象者を
ご紹介くださった方々に，この場を借りて，あらためて感謝申し上げます。
2

2
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支援団体派遣の支援者

1

地域ボランティア

1

ボランティア派遣団体の運営者
その他

2

1

計

13

7

インタビューは，本事業研究調査本部・作業部会の委員 9 名が実施した。事前にイン
タビューの進め方について文書により合意を得た。実施に当たっては，本事業の目的と
概要について調査協力者に説明し，趣旨をご理解いただいた上で，インタビューへの協
力を依頼した。また，調査において倫理面で十分に留意する旨を伝え，協力者より書面
で承諾を得たのちに実施した。インタビューの実施場所は，協力者が指定する場所とし，
許可を得られた場合には録音を行った。インタビュー時のメモと録音データをもとに，
記録を作成し分析を行った（各記録は資料４参照）。また，インタビュー協力者は，本
事業の担当者がこれまでに外国人児童生徒等に対する教育に関する各種事業を共に行
うなどして面識のある人々やその知り合い等である。
インタビューの内容は大きく次の 6 項目であり，半構造化インタビューの形式を採用
している。
1) 現在の，外国人児童生徒等教育・日本語指導への関わり方
・どのような立場で，どのような場面で，どのように関わっているか。
・やりがいを感じていることや困難を感じていることは何か。
2) 外国人児童生徒には，どのような力を身につけさせたいか。
3) 教員／支援員に求められる資質・能力について
・必要だと感じる資質能力は何か。
・一般の教員の資質能力では対応できないことがあるか，それは何か。
・立場（一般教員・管理職・指導主事…）によって，求められる資質・能力に違いはあ
るか，それは何か。
4) 学校に派遣されている日本語指導者や支援者，母語支援者には，学校で外国人児童生徒
等の指導・学習支援を行う上で，どのような資質・能力が求められるか。
5）教員と日本語指導員・支援者が協働して教育・支援を行うには，どのような力が必要だ
と思うか。
6）外国人児童生徒等教育に関して，最近考えていることについて
3
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実施時期は 2017 年 9 月～12 月であり，インタビュー時間は調査に関する説明や承
諾書の記入などの時間も含め，1～2 時間であった。

3.3 結果と考察
3.3.1 日本語指導から自立を支える支援へ
資質・能力に関する語り以外に特筆すべきものとして，特に経験年数の長い調査協力
者から，以下のような日本語指導を超えた支援の必要性，子どものライフコースを見据
え，子どもの自立を支える支援の必要性に関する声が多く寄せられた点が挙げられる。

・支援のゴールは「さよならを言うこと」で，周囲に適応していくように支援するのが
ミッション（分散・教委派遣指導員）
・「夢や希望を大切にする教育」が重要（分散・地域ボランティア）
・未来を担う子どもの人格形成に関わり，子どもの成長に立ち合えることにやりがいを
感じる（集住・管理職）
・一番身につけさせたいのは生きる力。日本で生活していくために必要な学ぶ力，自立
する力，日本社会の中で生きていく力。子どもが，自分を押し殺し，日本人にならな
きゃと考えなくてもよいように，その子がもっていることばを強みとして，それを社
会に還元しながら，自立して生きることができる力（集住・その他）

したがって，外国人児童生徒等教育を担う教員には，必ずしも日本語指導は教室内，
学校内に留まるものではなく，子どものライフコースを見据えた「学び（学習）の連続
性」の視点に立つことが求められよう4。

3.3.2 知識・技能・態度
たとえば，「21 世紀型スキル」（グリフィン他編 2014）では，必要なスキルを 10 個
の重要なスキルとして具現化し，さらに「知識」
「技能」
「態度・価値・倫理」の 3 つの
カテゴリーを設定し分析を行っている。また，異文化コミュニケーション（異文化間能

4

齋藤編（2011）には，外国人児童生徒教育を捉え直すキーワードとして「ライフコー
ス」「学び（学習）の連続性」が挙げられおり，「子どもたちの生活」を時間軸で描くこと
の重要性が指摘されている。
4
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力）の文脈においても，Byram（1997）によって，
「知識」
「技能」
「態度」の 3 要素に
もとづくモデルが提案されている5。
本章でも，これら「知識」「技能」「態度（・価値・倫理）
」といった 3 つのカテゴリ
ーを援用しながら，外国人児童生徒等教育を担う教員に求められる資質・能力の整理を
行う。

3.3.3 7 つの「する」力
調査の結果から浮かび上がった資質・能力について整理すると，
（1）
「知る」力，
（2）
「教える」力，
（3）
「見る」力，
（4）
「つなぐ」力，
（5）
「待つ」力，
（6）
「受け入れる」
力，
（7）
「進む」力，の 7 つの「する」力としてまとめることができる。このうち，
（1）
は知識のカテゴリーに，
（2）
（3）
（4）は技能のカテゴリーに，
（5）
（6）
（7）は態度のカ
テゴリーに相当するものと考えられる。

（1）「知る」力
この力には，日本語教育に関する知識や第二言語習得理論に関する知識，バイリンガ
ル教育の知識といったもののほか，広範な知識が含まれる6。
・広く浅く多様な領域の知識が必要（分散・教委派遣指導員）
-教科学習の知識を積み上げていくための知識や技能
-発達障害に関する知識や技能
-日本の学校文化の経験，知識
-教科学習のねらいの理解
-日本語教育面の知識
・第二言語習得に関する知識等をもっていて，第二言語としての日本語を学ぶ場合の
5

「知識」として「自己と他者に関する知識」
「相互交流に関する知識」
「個人や社会に関
する知識」
，
「技能」として「解釈と関連づけの技能」
「発見／相互交流の技能」，「態度」
として「自己を相対化する態度」「他者を評価する態度」が挙げられている。またバイラ
ムは別稿（2011）において，言語教育は単に言語を学ぶことに留まらず，
「共生すること
を学ぶ」のであり，そのための「異文化対話」の必要性を説く。そして，
「このコンテク
ストにおいては，言語能力だけを教えることは十分ではなく，異文化間能力も重要であ
る。異文化間能力を教えることには，知識を教えることも含まれるが，何よりもスキル，
態度，そして自身の，及び他者の文化と社会に関する批判的思考について教えることが含
まれる」と主張する。
6 以下，実際の語りを箇条書きで示す。
（ ）内は調査協力者の属性。
5
－55－

第３章

課題を理解して，日本語の力を伸ばす力（集住・その他）

（2）「教える」力
この力には，日本語指導そのものにあたる際に必要となる力，教科指導に関わる力，
日本語指導と教科指導を統合する力といった個人の力のほか，他者を巻き込み，日本語
指導をコーディネートする力といったものも含まれる。
・教材の選択の仕方や使い方を身につけることが必要（教材活用能力）（分散・地域
ボランティア）
・状況（来日経緯，学習歴）についての知識やカウンセリングマインド，日本語の専
門性をもって，適応指導や日本語指導をして，教室に戻せるように子どもに沿った
支援ができる力（集住・管理職）
・日本語を調整する，コントロールする力（分散・教委派遣指導員）
・日本語指導をコーディネートしていく能力（日本語支援者，母語支援者，ボランテ
ィアの活用など）
（集住・教諭）

（3）「見る」力
この力には，子どもに対する温かいまなざしだけでなく，想像力や分析的な視点，子
どもを取り巻く環境や背景，文脈といったものに対する多面的，複眼的な視点も含まれ
る。
・子どもを見極める力（分散・管理職）
・つまずきの原因を多角的に考えられる資質能力（分散・教委派遣指導員）
・その子やその子の周りの状況を見る力（分散・教委派遣指導員）
・子どもが何を求めているかを想像する力（分散・教委派遣指導員）
・その子の強み，弱みを見抜く力（集住・非常勤講師）
・子どもの抱えている課題を把握する力（分散・支援団体派遣の支援者）
・子どもをきちんと見て，子どもの困り感や躓きに気づく力（集住・その他）

（4）「つなぐ」力
外国人児童生徒等の教育にあたっては，個々の教員の力だけでは効果は不十分で，担
当者同士の協力・連携が不可欠である（文部科学省初等中等教育局国際教育課 2011）。
6
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・対人関係をうまく築くことができる能力（分散・教委派遣指導員）
・専門分野における情報を収集し，それを関係者と共有する力（分散・その他）
・多様な支援につなぐ力（母語支援，ボランティア，先進地域の取り組み，オンライ
ン教材など）（分散・その他）
・地域，行政，関係機関と連携し，力を借りながら教育活動を行う力（集住・管理職）
・保護者と信頼関係を築く力（分散・教諭）
・先生と連携が取れる，信頼が取れて，色々な話ができる力（分散・教委派遣指導員）

（5）「待つ」力
この力には，広義の「待つ」力が該当する。忍耐力や寛容性といったもののほか，冷
静さ，柔軟性，長期的な視点に立って支援する態度が必要となる。
・子どもを長い目で見る忍耐力（集住・教諭）
・長い目で子どもと関わりをもっていける人（分散・その他）
・他の教員等の助言を柔軟に取り入れ，生かす姿勢が大切（分散・その他）
・待つ力（ひと手間をかける）（分散・教育委員会派遣の指導員）
・冷静さ（感情移入しすぎない）（分散・教育委員会派遣の指導員）
・柔軟性（集住・教諭）
・寛容性（分散・教育委員会派遣の指導員）
・長いスパンで見ることが重要（集住・非常勤講師）

（6）「受け入れる」力
この力には，いわゆるカウンセリングマインドにおける受容・共感といった姿勢や，
他者および自己を尊重する態度，そのために必要となる母語（媒介語）のスキルなどが
含まれる。
・子どもの言語や背景文化を否定するのではなく，受け入れる力（分散・地域ボラン
ティア）
・心のケアをすること（分散・地域ボランティア）
・子どもの困難や大変さなどに寄り添おうという気持ち（集住・管理職）
・文化の違いや子どもの個性を受け止める力が必要（分散・教諭）
・子どもを受け入れる力や不安と緊張を理解する力が必要。媒介語なしでもサポート
7
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できるような力も大切（分散・支援団体派遣の支援者）

（7）「進む」力
この力は，自ら行動し周囲と積極的に関わっていこうとする姿勢や，周りの環境に働
きかけ環境を変えようとする態度，自律的に学ぶ姿勢を持ち生涯にわたって学び続ける
態度などが含まれる。これらは，成長し続ける教師，学び続ける教師の基盤となる資質
として特に重要な要素である。
・子どもたちの支援をしている人々の存在を知り，そこと連携しようと自分から求め
ていく力が必要（集住・管理職）
・日本語指導担当教員としては，具体的に連携が持ってもらえるように担任教員等に
アクションを起こしてもらえるような力が必要（分散・指導主事）
・新しいことに関して学んでみようと思う力（分散・その他）
・「取り込む」力（新しい情報を取り込む，編入してきた外国人生徒を学級に取り込
む）（分散・管理職）
・指導者同士で相互研修ができる場が必要（分散・指導主事）

3.4 まとめ―「する」力を「できる」力にするために
以上，本章では，調査協力者からの生の声にもとづき，外国人児童生徒等教育を担う
教員に求められる資質・能力について 7 つの「する」力として整理を行った。これらの
「する」力はいわば理想的なモデルであるが，では，現実にこれらを「できる」力に変
えていくにはどうすればよいであろうか。
そのための有効な手段の一つとして研修の充実をあげておく。ここでいう研修とは，
いわゆる悉皆研修のような制度として整えられた研修の確立と，自ら省察し，学び続け，
成長し続けることのできる自己研修力の育成の二つを含み，その両者の相互作用をいう。
これを養成段階または就業後といった時間軸から捉えると，先ほど挙げた「する」力
のうち「知る」力や「教える」力といった知識的，技能的な項目は，比較的大学の教員
養成課程のような養成段階でも身につけることのできるものであると考えられるが，態
度的な項目は，就業後ある程度の経験を経て次第に体得されていくものと考えられる。
その一方で，実際の現場経験，実際に外国人児童生徒との関わりを持つ中で，知識，技
能に対する学びの意欲が高まり，学び直しをしたいという思いが引き起こされることも
8
－58－

外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

十分にあり得る。その場合，かれらの学びの欲求を研修としてどのようにデザインする
のかが課題となってくるだろう。現在の限られたシステムの中で研修として具現化して
いくのか，そのためには，具体的で，実際に使い勝手のよい研修のモデルプログラムを
準備しておく必要があるだろう。これらについては以下の章でさらに議論を深めていき
たい。

【引用文献】
Byram, M. (1997) Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence.
Clevedon, UK: Multilingual Matters.
国立教育政策研究所（2016）
『資質・能力 [理論編]』東洋館出版
マイケル・バイラム(2011)「外国語教育から異文化市民の教育へ」
『異文化コミュニケー
ション学への招待』みすず書房
文部科学省初等中等教育局国際教育課（2011）『外国人児童生徒受入れの手引き』
Ｐ．グリフィン・Ｂ．マクゴー・Ｅ．ケア編（2014）『21 世紀型スキル』北大路書房
齋藤ひろみ編著（2011）
『外国人児童生徒のための支援ガイドブック』凡人社
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第 4 章 調査 3

外国人児童生徒等の教育を担う教員の育成のための

養成・研修（インタビュー調査）
4.1
4.1.1

調査の目的
教員の成長と教員研修

教員に求められる資質・能力はこれまでも幅広く論じられてきたが，現在は 2012 年
（平成 24 年）の中央教育審議会答申「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合
的な向上方策について」を受け，主体的に「学び続ける教員」像の確立を求めている。
知識基盤社会において日々変化する社会の要請に対応できるよう，教員は教員免許を取
得したのちも，自らの専門性を向上させるため研修に努めることが期待されている。
教育基本法には，「法律に定める学校の教員は，自己の崇高な使命を深く自覚し，絶
えず研究と修養に励み，その職責の遂行に努めなければならない」と規定されており（第
9 条第 1 項），そのために「教育公務員には，研修を受ける機会が与えられなければな
らない」
（教育公務員特例法第 22 条第 1 項）とされ，教育委員会や学校で初任者研修を
はじめとする法定研修，及び職務や課題に応じた研修の体系的な整備を図っている。
現在実施されている研修は，その形態・内容・方法によって次のように分類される。
‐研修形態

法定研修，校内研修，自主研修

‐研修内容

基本研修，課題研修，専門研修，特別研修

‐研修方法

講義，事例紹介，グループ活動，ワークショップ，ロールプレイ

4.1.2

本調査の目的

調査 3 では，外国人児童生徒等の教育に求められる資質・能力について，教員養成系
大学・学部，教育委員会などで実施されている関連研修の実施状況や内容などの実態を
インタビュー調査により明らかにする。その上で，国内の教員養成・研修，地域の支援
活動等の実態に即した教員養成，教員研修の方針を明確にし，それぞれの教育課程，教
育内容の在り方を示し，具体的な教育方法の検討を行う。
2017 年度は，教育委員会，学校，NPO 団体等の担当者を対象に，外国人児童生徒等教
育に関して期待される教員研修の内容・方法について，インタビュー調査を実施した。
本報告はその調査結果に基づくものである。
1
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4.2 調査の実施方法
以下，本インタビュー調査の実施方法について概要を示す。
＜対象＞

教育委員会，学校，NPO 団体等で外国人児童生徒等の教育・日本語指導のための研
修を実施している団体の担当者。
＜インタビュー内容・方法＞
大きく次の 4 つの項目から構成される，半構造化インタビューである。
1)これまでに実施した「外国人児童生徒等教育・日本語指導」の研修について
・対象・回数・内容・形態はどのようなものか。
・効果的だと感じた研修は何か。また，課題は何か。
・評価をどのように行っているか。
2)「外国人児童生徒等教育・日本語指導」に関し，研修で学んでほしいことについて
・新たに担当になる教師・支援者に学んでほしいことは何か。
・経験年数により，研修内容・形態をどう変える必要があるか。
3)担当以外の教員（一般学級担任，管理職）や指導主事にはどのような研修が必要か
4)学校教員と支援者・指導者の役割や協働についてどのような研修が有効か
＜調査協力者＞
本調査にご協力いただいた方は 8 名で，その立場による内訳は次の通りである1。
立

場

人

数

専門家として研修講師等を長年勤める研究者

1

県・市町村教育委員会指導主事

2

市町村教育委員会外国人児童生徒等教育コーディネーター

2

学校管理職

1

国際交流協会・地域の支援団体の担当者

2

いずれも，これまで外国人児童生徒等に対する教育に関する研修の企画・運営に積極
的に関わっている方々であり，本調査研究事業の担当者と面識がある。

1

本調査を実施するにあたり，インタビューに直接ご協力くださった方々，調査対象者を
ご紹介くださった方々に，この場を借りて，あらためて感謝申し上げます。
2
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＜実施時期・時間＞
2017 年 9 月～12 月に実施した。インタビュー時間は調査に関する説明や承諾書の記
入などの時間も含め，1～2 時間であった。
＜実施の方法＞
インタビュー担当者は，本事業の研究調査本部・作業部会の委員 7 名である。事前に
インタビューの進め方について文書により合意を得た。実施に当たっては，本事業の目
的と概要について調査協力者に説明し，趣旨をご理解いただいた上で，インタビューへ
の協力を依頼した。また，調査において倫理面で十分に留意する旨を伝え，協力者より
書面で承諾を得たのちに実施した。インタビューの実施場所は，協力者の指定の場所と
し，許可を得られた場合には録音を行った。インタビュー時のメモと録音データをもと
に，記録を作成し分析を行った（各記録は資料５参照）
。

4.3

調査の結果

4.3.1 全体の傾向
今回の調査からは，外国人児童生徒等教育について，法定研修，校内研修，自主研修
のすべてが実施されていることがわかる。開催の傾向としては，外国人集住地域では，
教育委員会が主導する法定研修や校内研修が行われているのに対し，外国人散在地域で
は，そうした研修の機会が少なく，NPO 法人などの民間団体が主導する研修に依存して
いるという実態が見えてくる。
外国人集住地域では，法定研修として，一般教員に向けた課題研修「外国人児童生徒
等教育研究会」に加えて，日本語指導者を対象とした専門研修「日本語指導担当者会」
が実施されているところもある。また，外国人児童生徒が多い学校では，自主参加の校
内研修を行っている学校もある。集住地域では，外国人児童生徒の教育に対する意識が
高く，具体的な取り組みが実現されているところが多いと考えられる。
これに対して，外国人散在地域では，民間ボランティア団体が主導で実施する自主研
修が多く，外国人指導サポートの会として月例勉強会を行っているところや，日本語指
導や適応教育の基礎を教える講習会を実施しているところがある。また，民間の団体で
は，外国人保護者のための日本語学習の機会を設けるなど，教員以外の関係者も含めた
研修を実施しているところもあり，外国人に向けた総合的な教育・支援サービスを考え
るときの参考になる。
3
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もうひとつ，研修の実施方法という観点からは，講義，事例紹介，グループ活動，ワ
ークショップ，ロールプレイなどがあげられる。調査結果からは，講義や事例報告を受
動的に聞くだけではなく，自らの問題意識を高めるグループ活動を取り入れることが重
要であるという意見が多く寄せられた2。
以下，調査結果をもとに，期待される研修の在り方について詳述する。

4.3.2

効果的な研修と問題点

4.3.2.1 効果的な研修
まず，どのような研修が効果的だったかという質問に対しては，日本語教育に関する
基礎知識，日本語指導の在り方や指導法を知るための研修が有益であるとされた。また，
ベテラン指導員による事例紹介，実際の授業活動の観察とその解説，さらに授業活動を
ビデオなどで録画し，映像化したものがあればよいといった意見があった。また，日本
語リライトの方法，評価のためのバンドスケールが役立つとの意見もあった。
また，支援する児童生徒を具体的に想定し，そうした児童生徒をどのように指導する
かを協議する「ケース会議」のような研修も有益であるとの意見もある。課題を協同で
解決することは，自己の実践を反省する機会にもなる。また，そのさい，グループの組
み合わせとして，日本語指導経験者，在籍学級の一般教員，ボランティア支援員といっ
た組み合わせにすると立場に応じた意見を交換できるという意見も提出された。
さらに，各教員が外国人児童生徒の支援のどこにいるかをマッピングする研修も有益
であり，子どもを長期的視野に立って支援することを学んだとするコメントもあった。
こうした社会的なポジショニングを自覚することは，コミュニティにおける自己の役割
を明確にするだけでなく，校長，担任，支援員，保護者，地域のボランティア等と協力
する支援のネットワークを構築する可能性を知るという意味でも重要である。
最後に，特筆すべき点として，日々の実践を情報交換しあうことができる研修，悩み
を語り合うなど励ましあうことができる研修も効果的であるという意見がある。日本語
指導員や支援員は，とかく校内で孤立しがちであり，同じ立場で相談できる人が近くに
いないという問題がある。そうした点からも，担当者会という機会は，互いに励ましあ

2

現在研修方法として注目されているワークショップ型研修は，参加者が各々の経験や課
題をもとに討議したり，作業したりするもので，その教育効果が高く評価されており，こ
こうした方法も効果的な研修のひとつとしてあげられる。
4
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い相互に専門性を高めていくコミュニティという意義を持つものと考えられる。

4.3.2.2 課題とその解決に向けて
次に，課題であると感じていることは何かという質問からは，まず，担当者の交代が
頻繁であり，担当者が交代したときに説明会や研修の内容が引き継がれないという問題
が提起された。担当者の交代は，指導主事，管理職など，外国人の子どもの教育に関わ
る関係者すべてにいえることであるが，その解決方法としては，少なくとも担当者が交
代するさいは，必ず引き継ぎをすることを研修で強調すべきであるという提案があった。
また，現場でのニーズが違いすぎて，研修テーマを選定するのが難しいという意見も
あり，グループ活動での事例共有でも，参加者それぞれが自身の事例を紹介し，困り感
の共有で終わってしまうというケースもあるという課題が提出された。これについては，
研修テーマを限定するなど，目標を明確にした研修にすることが肝要であるという提案
があった。また，情報共有の機会と教員研修を区別して案内するという方法も提案され
た。
さらに，研修を受けてその場ではできると思ったことが，実際の子どもをまえにする
とうまくいかないというケースもあるという。こうした課題に対しては，在籍校の教員
や管理職にも日本語指導を参観してもらい，いろいろな人からの意見をもらうとよい，
また経験やニーズに対応するためには，初年次研修のような経験に応じた研修や，教員
による教育研究会を作るとよいという意見が提出されている。
最後に，外国人児童生徒の教育に関わる人が集まる場がないので，指導員と担任がと
もに参加することを奨励し，情報交換することに意義があるといった意見もあった。教
育関係者がともに集まり，その指導や支援の在り方をともに協議する機会を設けること
は，教育・支援のネットワークを形成する意味でも，もうひとつの研修の方向性を示唆
するものとして参考になるものと考えられる。

4.3.3

日本語指導員・支援員の研修について

4.3.3.1 研修で学んでほしいこと
日本語指導員や支援員がどのようなことを学んでおくべきかという質問に対しては，
まず，外国人児童生徒等に関する基本情報として，文部科学省の教育施策・指針，県内
の外国人の子どもの現状を知っておいてほしいとの意見があった。またその手段として
5
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は，少なくとも，文部科学省による『外国人児童生徒受け入れの手引き』は手元におい
て読んでおくべきであるというコメントもあった。
次に，日本語に関する基礎知識，日本語指導の在り方や指導法，日本語指導に役立つ
教材，さらに，何をどういう順序で教えるかというシラバスについて知っておいてほし
いとの指摘もある。シラバスに関して付け加えれば，サバイバル日本語，日本語初期指
導，教科と日本語の統合等についても知っておくこと必要があるであろう。また，生活
言語と学習言語の違いなど，第二言語習得に関する基本的な理解も必要とされるという
意見もあった。
また，国によって学校教育制度が異なるということについても知っておくことが大切
であるとの意見もあった。例えば，新学期のスタートは国によって異なること，落第や
飛び級がある国もあることなどは知っておいたほうがよい。こうした教育制度の違いに
関する知識は，外国人の保護者に日本の学校はどのようなところかを説明するときに必
要とされる知識であると考えられる。
最後に，日本語指導員・支援員のために，研修以外の学びの機会を保障する方法とし
て，リソースルームを設置することが提案されている。リソースルームに何を置くかに
ついては今回触れられていないが，『外国人児童生徒受け入れの手引き』，『JSL 対話型
アセスメント（DLA）』，日本語学習や教科学習のための教材，前任者が作成した自主教
材・教具，日本語教育や異文化理解に関する本などは参考になるだろう。

4.3.3.2 経験年数による研修の在り方
経験年数による研修の在り方については，まず，初任者には，日本語の授業を見る研
修，具体的なコース設計の理論を知る研修が不可欠であるとの意見があった。ほとんど
の教員にとって外国人の子どもの教育ははじめての経験であり，前任者などベテラン教
員による指導の様子を見ることでイメージが得られる。また，長期的視野に立って指導
を行うためには，コース設計や個別の指導計画の立て方などを知っておく必要もあるで
あろう。
次に，経験の浅い教員には，実践を持ち寄って検討し合うグループ活動が効果的であ
るとの意見があった。またそのさい，初任者がグループ活動に入ってもよい。こうした
グループ活動は，相互の学びの機会となり，指導が化石化することを防ぐ効果があると
いう。また各々の教育実践について，学級担任，教科担任，日本語教育の専門家などか
6
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ら意見をもらうことも必要であることが指摘された。
また，経験の長い教員には，実践的な指導法に加えてその背景となる理論を知る研修
も効果的であることが指摘された。経験の浅い教員にとっては，具体的な実践こそが重
要であり，明日の授業に役立つ指導技術を得ることが最優先されるが，経験が長くなる
につれて，そうした個別の指導法に加えて，背景となる教育理念や学習理論を知り，効
果的な指導の在り方を批判的に検討できるようになることが求められる。
さらに，経験の長い教員には，外部者との連携や発信の方法を考える研修も必要であ
るとの意見が提出された。教師は成長するとともに，目の前の子どもの指導に集中する
だけでなく，周囲の環境へも配慮できるようになることが期待される。外国人の児童生
徒の教育・支援のネットワークを築き，子どもを学校や地域で全人的に支える体制を整
えていくコーディネーター養成のための研修が求められる。

4.3.4 一般教員・管理職・指導主事を対象にした研修について
4.3.4.1 一般教員を対象にした研修
在籍学級の担任に対しては，外国人児童生徒の学びや成長について知る研修の必要性
が見えてくる。外国人の子どもはただ毎日を学校で過ごしていれば自然に日本語が身に
つくわけではなく，日本語を学ぶための時間を確保することが必要であること，また日
本の学校文化に適応するための教育だけでなく，自分のルーツや母文化について学びを
深め，肯定的な態度を形成し，自らのアイデンティティを築いていくことを知ることが
大切である。
そのためには，日本語指導者，支援者と同様に，外国人児童生徒等教育の概要，第二
言語習得や異文化適応に関する基礎知識，さらに日本で生活する外国人の歴史的な背景
等についても知っておくことが望ましいという意見があった。さらに，日本語がわから
ない保護者への配慮も必要であり，通知書など重要な文書にはルビを振るといったこと
を研修で知る機会も必要であるという意見があった。
さらに，外国人児童生徒の学びを校内において協働で支援する意識を高めることも大
切である。在籍学級の教員は，外国人の子どもの指導を指導員や支援員にすべて任せて
しまいがちであるが，少なくとも個別の指導計画等は担任が責任を持つ領域であり，効
果的な支援を行っていくためには担任と指導員の連携は不可欠であるとの認識は研修
においても強調されるべきであろう。
7
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4.3.4.2 管理職・指導主事を対象にした研修
管理職を対象にした研修としては，外国人児童生徒の受け入れ・支援体制を整備する
ための研修の必要性が見えてくる。外国人の子どもが日本の学校，教室に入っていくプ
ロセスを明確化する，教育・支援のネットワークを形成するための方法を知る研修の機
会が必要とされる。また，各学校独自の課題を発見し，問題解決を図り，教育委員会と
折衝を行っていく力も必要となるとの意見も提出された。
そのためには，文部科学省の施策・指針，県内の外国人の子どもの現状，受け入れ・
支援体制づくり，近隣の学校等との連携づくりといった観点からの研修を整備する必要
がある。さらに，学びの環境づくりとして，校内にリソースルームを設置するなども効
果的であろうという意見もあった。また，具体的な研修の在り方として，外国人の子ど
もが多く在籍する学校の教員の話を聞く機会を設けることが効果的であるといった意
見も提出された。
最後に，研修といえば，研修の受講者に目が向けられがちであるが，研修を企画する
実施者への指導，研修の機会も必要である。法定研修の場合，教育委員会の指導主事が
研修を担当することになるが，指導主事がこの分野に精通しているとはかぎらない。文
部科学省が開催する連絡協議会や外国人児童生徒等教育に関する管理者を対象とした
教員研修の機会はすでにあるが，他県や他地区での実践を相互に学べる機会もほしいと
の意見もあった。

4.4 まとめ
以上，調査結果に基づき，外国人児童生徒等教育の現場がどのような教員研修を期待
しているかを述べてきた。現在，日本の学校でもグローバル化による学習者の多様化が
進んでおり，外国人児童生徒等教育に関する知識や能力を備えた教員の育成が喫緊の課
題となっている。こうした現状を踏まえ，外国人児童生徒等教育の現状と基本的な支援
方法について学ぶ研修の機会がすべての教員に提供されるべきであるといえる。
そのうえで期待される教員研修の在り方を言えば，一般教員，管理職，指導員，支援
員，保護者等，それぞれの立場に応じた研修を実施すること，またとりわけ指導員と支
援員については，初任者研修だけでなく，経験に応じた研修を実施することが求められ
る。加えて，外国人児童生徒の教育・支援に関わる教員が連携のネットワークを構築し，
8
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チーム学校として協力できる体制づくりをするための研修も期待されている。
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第 5 章 外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修の内容構成
5.1 モデルプログラム開発の考え方
5.1.1 養成・研修を実施する現場の状況と課題
本章では，モデルプログラムにおいて取り扱う内容である「養成・研修の内容構成一
覧」について紹介する。まずは，調査１，３の結果から，養成・研修で取り扱う内容を選
定する上で，考慮すべき現場の状況について整理する。
調査１より，大学における外国人児童生徒等教育に関する科目の設置・実施状況に関
しては，教育課程上の位置づけが不明確で「外国人児童生徒等教育」を科目として設置す
る大学は少ないことがわかった。また，多くの大学では日本語・日本語教育関連科目，国
際理解教育・異文化間教育関連科目などで取り扱っていることが明らかとなった。更に，
時間的な制約があることや，実地経験の場の確保や継続的な実施が困難であるという実態
が浮かび上がった。また，学生の多くが外国人児童生徒等教育が現場の課題になっている
という状況を知らないため，社会的状況などの基本的内容から学ぶ必要があることが示さ
れた。
一方，現職の教員のための研修に関しては，日本語指導が必要な児童生徒がいる市町
村でも，研修を実施している教育委員会は約 20%と低い。実施していない教育委員会も，
多くが研修の必要性があっても実施予定はないとしている。必要性に対する認識の問題に
加え，予算等の問題から実施が困難であることが想像される。また，実施している場合
も，年に 1-2 回のところが多く，1 回 2 時間強である。国際交流協会等でも，実施してい
る団体は半数程度で，頻度は教育委員会同様，年に 1-2 回の実施が多く，1 回の時間は 3
時間程度である。教育委員会，国際交流協会とも，研修の講師の確保が困難，研修内容が
明確でない上にマンネリ化が見られることに加え，参加者が毎回異なることや担当者の頻
繁な交替により，毎回基礎的な内容を取り上げざるを得ず，研修に深まりがないことが指
摘されている。現職教員研修の場合には，経験年数の差，学校現場のニーズの差が大き
く，数回の研修で応じることが困難であることも課題とされている。
調査３では，研修に先駆的に取り組んでいる機関・団体の担当者等に，研修の在り方
に関するインタビューを行ったが，調査１で描き出された研修の実態に加え，担当者間の
ネットワーク形成の必要性が挙げられている。また，ベテラン教師による実践事例の紹介
と分析や子どものケース会議等，協働で課題解決するプロセスを研修として設計すること
1
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が提案されている。

5.1.2 調査結果から示唆されるモデルプログラム開発の手続き
以上より，モデルプログラムの開発においては，養成・研修の現場の状況に鑑み，次の
手続きが必要だと考えられる。
1)外国人児童生徒等教育に携わる教員・支援者に求められる資質・能力を教師の姿とし
て具体的に描くとともに，取り扱う内容（学習する内容）を構造化して示すこと
2)地域や学校の実態に合わせて設定される養成・研修の目的に応じ，内容を組み合わせ
てアレンジできるように，モチーフ型の構造でプログラムを開発すること
3)養成・研修参加者の経験や専門性の違い，ニーズに応じて，多様な形態・方法で学べ
るように，プログラム例には，活動にバリエーションをもたせること
4)養成・研修実施者がデザインするときに参照できるように，授業・研修の具体例（カ
リキュラム例）を豊富に提供すること
5)養成・研修の成果を評価するための方法を，1)の教師像に関連付けて提示すること

5.2 外国人児童生徒等の教育を担う教員・支援者に求められる資質・能力
調査２では，①「知る」力，②「教える」力，③「見る」力，④「つなぐ」力，⑤「待
つ」力，⑥「受け入れる」力，⑦「進む」力の７つの力が重要であることが明らかになっ
た。また，調査３では，文化的多様性と社会的公正の実現を目指し，そのための教育実践
を積極的に担う教員が求められていること，また，外国⼈児童生徒等教育の全国的な動向
を把握しつつ，現場の課題を把握するための視点と知識・スキル・態度や科学的知見への
目配りが行える資質・能力が必要であること，などが指摘された。
これらの結果を踏まえ，齋藤ひろみ他(2011)『学校の多文化化で求められる教員の日本
語教育の資質・能力とその育成に関する研究 報告書』
（科学研究費成果報告書）等の先
行研究で得られた知見も加味しながら，外国人児童生徒等の教育を担う教員・支援員に求
められる資質・能力の内容項目の一覧を作成した。それが次ページに掲げた「養成・研修
の内容構成一覧」である。

5.3 内容構成一覧の構造
項目は研修のタイプに合わせて，全ての教員・支援者用の＜基礎＞，専門性を持って外
2
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国人児童生徒等教育をリードしていく教員用の＜専門＞，教員以外の立場で学校内外で外
国人児童生徒等を支援する＜支援員＞に大まかに分けて示している。なお，簡便のため
に，項目例は知識に関する項目を中心に主要なものだけに限定して例示している。
カリキュラム作成を行うときに参照しやすいよう，関連する項目をグルーピングして
「内容」としてまとめた。項目は全部で 21 の内容に分類された。この中には学校教育と
円滑に連携しながら支援を行っていくために＜支援員＞のみに必要な内容も含まれてい
る。学校教員であれば教職課程を履修したり日々業務に携わったりする中で自然に理解し
ている内容「④学校組織や教育行政学校教員」
「⑳教科の内容」等である。
表の左端の「領域」は「教職課程コアカリキュラム」
（平成 29 年 11 月 17 日・教職課程
コアカリキュラムの在り方に関する検討会）の枠組みを参照しつつ，学校教員一般に求め
られる資質・能力との比較を意識しながら内容を分類したものである（教職課程コアカリ
キュラムとの異同については，紙幅の関係でこの報告書では触れない）
。
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領域

内容（基礎・専
門・支援員）

項目例
○基本項目（必須）

＊現職者向け研修で取り扱う

外国人児童生

①外国人児童生徒

＜基礎＞

徒等の教育の

教育の考え方

○外国人児童生徒等とは（定義）

理念や思想

＜基礎・専門＞

○発達の視点
・多文化教育・異文化間教育
・ライフコース
＜専門＞
〇複言語主義，バイリンガル教育
・キャリア教育
・市民性教育

外国人児童生

②教育コミュニテ

＜基礎＞

徒等指導に当

ィのデザイン

〇教育コミュニティの核としての学校

たる教員の職

＜基礎・専門・支

○多数派であることの自覚（権威性）

務の意義と役

援員＞

〇異文化間能力（言語的気づき，異文化受容）

割

＜専門・支援員＞
〇教育の公正性，社会的正義
〇アドボカシー

外国人児童生

③外国人児童生徒

○日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査

徒等に関する

等受け入れの現状

○地域特性（当該自治体の受け入れ状況，集住/分散）

社会的・制度

と施策

〇在留外国人統計

的または経営

＜基礎＞

〇関連施策（教育課程における位置づけ，文部科学省の各

的内容（学級

種通知，文部科学省開発のカリキュラム・教材・評価ツ

経営，学校づ

ール，関係省庁の施策）

くり等を含

・就学義務と学習権（不就学の問題，義務教育年齢超過の

む）

問題）
・定時制高校，夜間中学
④学校組織や教育
行政
＜支援員＞

○校内組織（管理職，校務分掌，養護教諭，栄養教諭，学
校事務との連携）
〇当該地区の外国人児童生徒等の教育行政の窓口
・児童生徒徒情報の共有方法（学年会・教科会・連絡協議
会等）
・教員研修の仕組み
・チーム学校（SC，SSW）
＊都道府県行政と市町村行政・教育委員会による指導
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⑤学校の受入体制

＜基礎＞

＜基礎＞

○外国人児童生徒等の受入れの手続きと流れ
○校内の指導体制（教員加配，日本語指導員・母語相談員
（派遣）日本語支援者・学習支援者・母語支援者（ボラ
ンティア））
・取り出し指導・入り込み指導
・「特別の教育課程」，個別の指導計画
・拠点校（センター校），巡回指導，通級（自校・他校）
・初期集中日本語指導（教室）
・就学前準備教育（プレスクール）

⑥社会的，歴史的

＜基礎＞

背景

○国内のグローバル化

＜基礎・専門・支

・入国管理及び難民認定法，在留資格

援員＞

〇来日の経緯（国際結婚，難民，中国帰国者，日系人，在
日コリアン）
＜専門・支援員＞
・地域の歴史（民族的多様性，人権教育の歴史）
・地域の特色と多文化化状況（地域の経済活動と外国人住
民）
＊児童生徒の出身地，居住地の教育制度
＊海外移民の歴史（ブラジル，ハワイ，サハリン，東南ア
ジア他）

⑦学級経営と多文

＜基礎＞

化共生教育（周囲

○異文化理解

の子どもの教育）

〇ステレオタイプ，偏見，差別

＜基礎・専門＞

・異文化体験学習，外国語環境体験学習
＜専門＞
・（受け入れ側の）市民性教育
・自文化中心主義，文化相対主義
・異文化受容（異文化間トレランス）

⑧保護者との連携

＜基礎＞

＜基礎＞

○保護者とのコミュニケーション
・保護者の教育への関心と日本語力
・学校文書の伝達（就学関係資料，学校からのお知らせ等
の多言語版リソース）
・教育制度・学校文化の違い
・外国人の雇用状況とその背景
・繰り返される文化間移動（トランスマイグラント）
＊文化間移動と親子関係
＊家族の物語
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⑨地域の支援ネッ

＜専門・支援員＞

トワーク

〇学校・地域支援者の連携（NPO，ボランティア団体，国

＜専門・支援員＞

際交流協会等）
〇エスニック・コミュニティ
・福祉関係・医療関連機関との連携
・大学等との連携
＊地域の日本語教室（成人対象，子ども対象）
＊地域支援団体・支援者の取り組み(交流会，居場所づく
り等)

外国人児童生

⑩認知発達と言語

＜基礎＞

徒等の心身の

習得

○子どもの言語習得（母語と第二言語）

発達と学習の

＜基礎＞

・一次的ことばと二次的ことば

過程

・プレリテラシー（就学前支援の必要性）
・第二言語習得のプロセス（沈黙期，チャンクなど）
・二言語相互依存仮説/ダブル・リミテッド／セミリンガ
ル
・社会的経済的状況・社会資本の影響
＊マルチリンガリズム（加算的・減算的バイリンガリズム
＊発達障害，学習障害
⑪母語・母文化・

＜基礎＞

アイデンティティ

○母語／継承語

＜基礎・専門・支

・母語／継承語の機能（象徴的意味，親や親戚とのコミュ

援員＞

ニケーション等）
・母語保持／母語喪失
〇母文化・アイデンティティ
・文化本質主義／構築主義的と文化のハイブリッド性
＜専門・支援員＞
・サード・カルチャーキッズ
＊文化間移動をする子どもの生育環境
＊言語環境と言語使用
・母語教育

⑫外国人児童生徒

＜基礎＞

等の心理と適応

○文化間移動

＜基礎・専門＞

・子どもの文化適応の特徴（情意面，行動面，認知面の違
い）
・文化や宗教への配慮
・異文化適応のプロセス（U カーブ，W カーブ,ハネムー
ン・ピリオド）
＜専門＞
・心的文化変容（同化，排除，統合，境界化）
＊子どもの戦略
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外国人児童生

⑬キャリア教育と

＜専門・支援員＞

徒等のキャリ

社会参画

○キャリア形成（将来像）とことばの力

ア支援

＜専門・支援員＞

〇進路指導（進学・就業）
・多言語進路ガイダンス
・入試制度（特別枠・特別措置）
・ロールモデル
＊国籍，在留資格と職業

授業実践力

⑭現場での実践

＜専門・支援員＞

（現場での教壇実

・実地現場の理解

習・参与観察等に

・教員としての倫理

向けて）

・現場の状況・条件に応じた指導・支援計画の設計

＜専門・支援員＞

・対象児童生徒の実態に即した支援方法の決定
・児童生徒の参加状況による評価
・授業（実践）の振り返り（リフレクション）
・現場の担当者とのコミュニケーション
・実施記録の観点と書き方

教師としての

⑮自己の成長，環

＜基礎＞

成長

境づくり

・教師のキャリア

＜基礎・専門＞

・外国人児童生徒等教育の経験による力量形成
＜専門＞
・異領域との協働による環境づくり
・省察的実践家・自己研修型教師
＊成人学習（変容学習，アンドラゴジー）

日本語指導に

⑯日本語に関する

＜基礎＞

関する内容

内容

・外国語としての日本語（日本語を分析的に捉える：音

＜基礎・専門・支
援員＞

韻，文法，語彙）
＊諸言語との対照
＜専門・支援員＞
〇個別言語としての日本語の特徴
〇日本語の構造（音声，文字，表記，文法等）
・意味と機能
・ジャンルと文体
・日本語の語用論，社会言語学上の特徴

⑰日本語指導の理

＜専門・支援員＞

論と方法

○日本語教育の方法（学習活動，文型練習（オーディオ・

＜専門・支援員＞

リンガル・アプローチ），タスク活動，ロールプレイ，
シミュレーション，コミュニカティブ・アプローチ，内
容重視の言語教育／内容と言語の統合学習）
〇日本語の授業づくり（実態把握，目標の立て方，指導計
画の作成，評価）
〇教材・教具（リソース）の利用と作成
〇模擬授業
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・学習参加のための支援（スキャフォールディング，理解
支援，表現支援，記憶支援，自律支援，情意支援等）
・日本語教育の内容（シラバス：文型・場面・トピック）
・フォーカスオンフォーム（言語形式への意識化）リキャ
スト
⑱個別の指導計画

＜専門・支援員＞

の立て方

○コースデザイン

＜専門＞

〇日本語プログラム「外国人児童生徒受入の手引き」（サ
バイバル・日本語基礎・技能別・教科と日本語の統合学
習・教科の補習）
＜専門＞
＊学校・学年の指導計画
＊キャリア教育・人権教育・国際理解教育等とのクロスカ
リキュラム
＊個別の指導計画の作成

⑲言語能力の把握

＜基礎＞

＜基礎・専門・支

○生活言語能力と学習言語能力

援員＞

〇母語と第二言語（第三言語）の能力バランス
＜専門・支援員＞
〇言語能力とコミュニケーション能力
（社会言語能力，談話能力，語用論能力，社会文化能力）
・言語能力の測定法
〇4 技能のバランス
＜専門＞
＊言語テストの目的と種類，実施方法と結果の処理
＊言語能力測定ツール「DLA」の実施方法
＊教師のビリーフ

教科の指導に

⑳教科の内容

＜支援員＞

関する内容

＜支援者＞

〇学習指導要領
〇教科の内容とその系統性
・指導方法
・教室での活動
・授業のことば，教科のことば

㉑在籍学級での支

＜基礎＞

援

・学習参加のための支援（スキャフォールディング，理解

＜基礎・専門＞

支援，表現支援，記憶支援，自律支援，情意支援等）
・フォーカスオンフォーム（言語形式への意識化），リキ
ャスト
・外国人児童生徒等の日本語能力を考慮したカリキュラム
マネージメント
・周囲の児童生徒との学び合い
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第6章
6.1
6.1.1

モデルプログラム案の構造と活用方法

モデルプログラム案の構造
なぜモデルプログラムという考え方が必要か

上に，モデルプログラム全体の構成のイメージ図を示す。
図の右列上段の表は第 5 章で示した内容構成一覧表である。表に含まれる項目は，基
礎教育用，専門教育用，支援者育成用に分類されている。
5.1.2 でも述べたように，
この領域の専門家で，
しかも教師教育にも明るい場合には，
この内容構成一覧を元に目的や対象に合わせた養成・研修をデザインすることができる
だろう。しかし，実態調査から明らかになったように，実際には，外国籍児童生徒等教
育を担うことのできる教員の養成・研修を企画・実施する担当者は，外国人児童生徒等
教育に関する経験もさまざまである。必ずしもその領域について専門的な知識・技能を
有していないことも多い。
さらに，養成・研修の対象者も，教員歴，日本語指導に関する知識など，多種多様な
背景をもち，多様なニーズに応える必要がある。したがって，必要とされる内容をどの
ような方法で修得すればよいのかについても一定の目安を示す必要がある。
しかしながら，示されたカリキュラムが固定的で拘束力の強いものであるなら，養成・
研修を行う現場も，外国人集住地域か，分散地域か等，多様な特性を持っているため，
状況に合わず，実効性の薄いものになることが想定される。

1
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多様な養成・研修の現場のニーズに対応することができるようにするためには，養成・
研修の対象者，目的，時間数等に合わせて，自由に
内容と方法を選び，パーツを組み合わせてカリキ
ュラムを作ることができるような，いわば養成・研
修のカリキュラムデザインを支援するシステムを
開発することが適当なのではないかと考えられる
（右図参照）。本プロジェクトでは「モデルプログ

図

モデルプログラム開発の考え方

ラム」と呼ばれるパーツを組み合わせてカリキュラムをデザインすることを提案する。

6.1.2

モデルプログラムとは

モデルプログラムは一定の内容をどのような学習方法・形態で学ぶかを示したもので
ある。養成・研修の企画者は，上のイメージ図の左端の流れのように，目的，対象，時
間数等に合わせてモデルプログラムから適当なものを選び，組み合わせれば全体のカリ
キュラムを作成することが可能である。目的や条件に合った方法・形態を自由に選べる
ように，一つの内容について複数の型のモデルプログラムが用意されている。
方法は大きく「講義型」「活動型」「フィールド型」に分けて提案する多様な学習方法
があり，学習者のニーズや学習の行われる条件等によって，同じ内容でも適切な方法が
選べるようになっている。モデルプログラムの中で用意している方法・形態は以下のと
おりである。

ａ

講義型
座学を中心とした講義（一部に話し合い活動などを含む）

ｂ

活動型
・事例報告：報告者が自身の実践の事例を発表し，質疑応答を行う。
・事例研究：一つの事例（ケース）について，多様な観点から分析し，課題解決の
方法を考える。
・指導案作成・活動設計：特定の学習者を設定し，実際に指導案や活動案を作成す
る。
・教材分析・教材作成：学習活動を想定しながら市販の教材を分析したり，実際に
教材を作ったりする。
2
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・模擬授業：指導者役と学習者役に分かれて，作成した教材や指導案による授業を
行う。
・疑似体験：シミュレーションゲームや外国語による学習体験等，外国人の体験を
疑似的に経験する。
ｃ

フィールド型
実際に外国人児童生徒のいる場所や，支援を行っている場所に出かけて，見学や参
加観察を行ったり教育活動に参加したりする。教育実習もこれに含まれる。

本章第２節にモデルプログラムを組み合わせて構成したカリキュラムの実例を示す。
カリキュラムの中で用いられているモデルプログラムについてもあわせて示している。
また，巻末の資料（資料８）にその他のモデルプログラムの例を収録している。
なお，多様なモデルプログラムを組み合わせたカリキュラム例も開発する。そうして，
具体例を多く示すことで，企画担当者がこの分野の研修のデザインの経験があまりない
場合でも，どのようなモデルプログラムをどのように組み合わせればカリキュラムがで
きるかというイメージが持てるようにする。

6.1.3

教師の成長とモデルプログラム

もう一つ考慮すべき要素は「教員の成長」という観点である。調査３の結果からも示
唆されるが，教師教育は養成段階で終わるわけではない。学校教育の教員についてはそ
のキャリアステージに応じて「初任者研修」
「10 年経験者研修」などが，各都道府県レ
ベルで実施すべき「法定研修」として定められている。また，平成 24 年に中央教育審
議会から「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」が答
申されて以降，「学び続ける教員」が合言葉となっている。高度化，複雑化する教育課
題に対応するために教員自身がそのキャ
リアステージ全体を通して「学び続ける」
ことが必要であるという意味で，そのため
の制度設計が目指されている。外国人児童
生徒等の教育については，教員としてのキ
ャリアや専門性と外国人児童生徒指導者
図

としてのキャリアや専門性は必ずしも一
3
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致しないため，注意が必要であるが，各教員のキャリアや専門性に応じた養成・研修の
システムが必要である。
もう一つ，重視したい観点は，山﨑(2011)の提唱する教師の発達観の転換である。山
﨑は(1)「単調右肩上がり積み上げ型」発達観から，
「選択的変容型」発達観への変容が
必要であるとする。また，(2)「付与型」
「脱文脈・脱状況性」の力量観から「自己生成
型」「文脈・状況依存性」の力量観への転換が必要であるとする。
外国人児童生徒等への指導に当たる教員・支援者も実際に外国人児童生徒等と出会い，
その課題に対応しようと試行錯誤を繰り返す中で，「旧い衣を脱ぎ捨てながら（山﨑
2012:451）」成長を遂げ，教育・指導の場面や子ども達への理解が深みを増し，より豊
かな意味づけを得ていく。
本プロジェクトでも，養成・研修のシステムの中にこういった新たな発達・力量観を
組み込んでいきたい。
教員としての一定のライフステージにおいて，何らかの形で「外国人児童生徒等の教
育」という新たな課題に直面することは，それぞれの教員にとって，教師として変容し，
成長するきっかけとなりうる。そのように考えると，その葛藤を自身の成長に結び付け
ていけるような「仕掛け」を養成や研修の中に潜り込ませていくことも重要である。例
えば，養成段階では，自身の実践を振り返ったり，教員相互で成長を支えあっていく中
で発達を遂げていったりできるような基盤づくりが必要となろう。また現職教員への研
修についても，自身が関わる目の前の現場の捉え直しにつながるような研修のあり方を
考える必要がある。

6.2

モデルプログラムを活用したカリキュラム作成

ここでは， まず 6.2.1 でどのようにすれば，モデルプログラムを活用してカリキュ
ラムを作成することができるのかを，実例をもとに示す。

6.2.1

カリキュラム作成例

この研修は日本語指導が必要な児童が一定数在籍する学校で，日本語指導が必要な児
童の在籍する学級の担任を対象に実施された。各学級で外国人児童等にどのような支援
が必要かを考えてもらうこと等を目的としている。そのカリキュラムが次ページに示し
たものである。
4
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まず，この研修では⑲言語能力の捉え方1 にゆさぶりをかけ，学習言語能力の獲得に
は困難が伴うことに気づくことをねらって，展開２で活動型（疑似活動）で「外国語で
授業を受けえる体験」を行い，その体験をヒントに⑳在籍学級での支援のありかたにつ
いて考えている。
また文化間移動による心理面の影響にも関心を向けてほしいと考え，⑫外国人児童生
徒等の心理と適応や⑪母語・母文化・アイデンティティを用いた講義を行い，課題への
理解を深めてもらおうとしている。
これらの学びを経て，⑳在籍学級での支援や⑤学校での受け入れ体制を見直して，研
修をまとめている。
カリキュラム作成例 校内研修
日時

○○○○年 ○月 ○日（木）１３：３０～１５：００

研修名 授業科目名

○○市立〇〇小学校 校内研修会

講師

菅原雅枝

時間

9０分

受講者等に関する情
報

・人数： ２０人
・タイプ： 基礎・研修
・その他の情報： 在籍学級担任を対象（国際教室設置校）

講演題目・テーマ等

外国につながる子どもたちへの指導－クラスづくり・授業づくり－
外国人児童の学習時の困難について講義と体験を通して理解し，支援方法
について得られたヒントを元に自分のクラスで課題意識をもって対応しようとす
る。

到達目標

方法
形態

時間
（分）

導入：〇〇小学校にいる外国人児
童を捉え直す。
• 在留外国人数・日本語指導が必要
な児童生徒数を知り，国，市，〇
〇小学校の現状を捉える。

講義

10

展開１：受け入れ体制の振り返り

講義

10

活動

30

活動展開

外国人児童生徒等の受入手順を考
える。
• 自身の受け入れ時の対応を振り返
る。
• 『受け入れの手引き』等を基に，
受け入れ時の準備等について知
る。
展開２：在籍学級で求められる言語
能力とその支援について考える
英語による教科学習を体験し，子ど

1

留意点

モデルプログ
ラム
③現状と受
け入れ施策

授業言
語の選
択に際

参考資料
法務省統計
文科省調査

⑤学校での
受 け 入れ 体
制

文科省『外国
人児童生徒受
入れの手引
き』

⑲言語能力
の捉え方

自分で撮影し
た動画を使
用。ALT に依

○・・・・・は、第５章で示した「内容構成一覧」の内容、○数字はその番号である。
5
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もたちの気持ちを想像する。
• 外国の学校での算数の暗算テス
トの映像（6 分間）を見ながら，
一緒に答えを書く体験をする。
• 講師と受講者がやりとりしなが
ら，生活言語能力と学習言語能力
の違い」や第二言語で学習すると
きの子どものストレスについて考
える。
• 教師として必要な配慮（視覚情
報，話し方）や学習環境について
意識する。
展開３：文化間移動によって生じる
課題を知る
文化間移動する子どもの文化適応
の特徴について具体例を通じて理
解する。
• 家庭と地域の文化との違いによる
ストレス
• 母語・母文化の喪失等により家庭
内で生じるストレス
• 適応の 3 側面（情動・認知・行
動）と年齢との関係について理解
する。
展開４：在籍学級での支援を考える
• 理解を促す，表現を促す，記憶を促
す，自立を促す，情意を支援するの
５つの視点からの支援ができることを
知る
• わかりやすい日本語での情報提示
について知る
展開５：学校全体での支援体制を考え
る
校内の体制作りについて問題意識を
持つ
• 〇〇小学校の受入れ指導体制や教
員間の連携がどうなっているかを振
り返る
• 保護者，母語支援者，日本語ボラン
ティアとの連携や情報共有のあり方
について意識する

6.2.2

しては参
加者の
背景に
留意しな
が ら 決
定するこ
と

(疑似
体験)

講義

10

頼して同様の
動画を作成す
ることも可

⑳在籍学級
での支援

⑫外国人児
童生徒等の
心理と適応

⑪母語・母
文化・アイデ
ンティティ
講義

15

⑳在籍学級
での支援

講義

15

⑤学校での
受 け 入れ 体
制

モデルプログラム例

次に，このカリキュラムに使用したモデルプログラムのうち，③外国人児童生徒等受
け入れの現状と施策と⑫外国人児童生徒等の心理と適応を例として示す（これ以外の
モデルプログラムについては，資料８を参照されたい）
。
6
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次に挙げた③外国人児童生徒等受け入れの現状と施策

講義型は 60 分を基本に作ら

れている。しかし，この研修においては，短い時間の中に多様な内容を盛り込む必要が
あるため，備考欄の記述を活かして，取り上げる内容の絞り込みを行っている。
モデルプログラム例 ③外国人児童生徒等受け入れの現状と施策＜基礎＞ 講義型
時間
項目

60 分

流れ（・項目）

日本語指導が必要な児童生徒の受入れ状況等に関する調査（文科
省）、地域的特性、当該自治体の受入れ状況、外国人児童生徒等
教育に関する近年の動向、就学義務と学習権、在留外国人統計
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材
分析・教材作成／模擬授業／疑似体験）
ｃ フィールド型
活動

1 「外国人児童生徒
等」の数の変化を知
る（15 分）
・日本語指導が必要な
児童生徒の受入状
況等に関する調査
・在留外国人統計

1 文科省、法務省の統計から日本語指導が必要な児童生徒数の変
化を知る
①在留外国人統計から、1990 年代に「外国人児童生徒教育」の
転機があったことを知る
②「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査
（文科省）」から「日本語指導が必要な児童生徒」の人数、
母語、在籍校、在籍市町村についてその特徴を知る。

2 外国人児童生徒等
在籍の地域的特性
を知る（15 分）
・地域特性

2 文科省統計から、地域によって外国人児童生徒等の在籍状況が
異なることを知る。
①文科省統計の都道府県別、母語別グラフをもとに、児童生徒
数に地域による偏り（「集住」「散在」）が大きいことを確認
する。
②いくつかの県のグラフから、そのような母語分布になった理
由を考える。地域の歴史的、経済的特徴について知る。

3 当該自治体の受入
れ状況について知
る（30 分）
・当該自治体の受入れ
状況
・外国人児童生徒等教
育の近年の動向
・就学義務と学習権
備考

3 当該地自体（○○市／県）の外国人児童生徒支援について情報
交換をする。
①外国人児童生徒を受け入れた経験があるか、その際どのよう
な支援があったかについて話し合う
②外国籍児童生徒も公立学校に受け入れる方針が出ているこ
とを確認する

方法・形態

単発の研修では、１，２を合わせ 10 分程度で導入として実施す
る。時間が短いときは、１，２は簡単な紹介にとどめ、３の当該
自治体の受入れに関する情報に時間をかける。
7
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次に⑫外国人児童生徒等の心理と適応を例に，講義型，活動型，フィールド型の３つ
の異なる方法・形態のモデルプログラムを示す。養成・研修の目的，対象者，時間等に
応じて，このように多様な選択肢の中から選ぶことができるようになっている。
モデルプログラム例 ⑫外国人児童生徒等の心理と適応＜基礎＞ 講義型
時間
60 分
項目
方法・形態

流れ（・項目）
1 異文化適応を理解す
る。（10 分）
・同化／排除／統合／
境界化
・異文化適応のプロセ
ス

文化間移動，異文化適応のプロセス，発達段階と文化適応の特徴，
同化/排除/統合/境界化，教育的介入，ハネムーン・ピリオド
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材
分析・教材作成／模擬授業／疑似体験）
ｃ フィールド型
活動
1 文化間移動と異文化適応について自身の体験を元に考える。
①自身が文化間移動をした時の体験と比較しながら，「同化／排
除／統合／境界化」
「ハネムーン・ピリオド」
「カルチャー・シ
ョック」などの概念について理解する。
②異文化適応が U カーブ，W カーブなどのプロセスを経ることを
知る。

2

学校文化の多様性
に つ い て 知 る （ 20
分）
・隠れたカリキュラム

2 資料を元に学校文化の多様性を知る
①映像資料などで外国の学校の様子を知る
②異なる文化の「隠れたカリキュラム」や「よい子」像のちがい
等を紹介する。

3 子どもの異文化適応
の 特 徴 を 知 る （ 30
分）
・発達段階と文化適応
の特徴
・教育的介入

3 子どもの異文化適応の特徴
①大人より子どもの方が異文化適応が容易または困難になる要
因を考える。
自由意志の有無，ネットワーク，家族との関係，…
②発達段階と文化適応の 3 側面（情動，認知，行動）の関係を知
る。
③教員としてどのような教育的介入が可能か話し合う。

備考

時間が短いときは 3 を中心に 30 分程度で。
時間があるときは，話し合いに時間を充て 45 分程度で行う。

8
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モデルプログラム例 ⑫外国人児童生徒等の心理と適応＜基礎＞ 活動型
時間
項目
方法・形態

流れ（・項目）
1 異文化体験ゲーム
を行う（30 分）

90 分
異文化体験学習，自文化中心主義，文化相対主義，同化/排除/統
合/境界化文化間移動，教育的介入
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材
分析・教材作成／模擬授業／疑似体験）
ｃ フィールド型
活動
1 異文化体験ゲーム「バーンガ」を行う。
・グループに分かれる。ゲームが終わるまで話さないことを指示
する。
・
「バーンガ」を行う（参考文献：神奈川県教育委員会『人権教育
学習教材（平成 22 年版）
』
）

2 体験の振り返り（40
分）
・異文化体験学習
・自文化中心主義
・文化相対主義
・同化/排除/統合/境
界化

2 異文化体験ゲームの振り返り
・ゲームの間に感じたことを話し合う。
・DIA 法を使って，実際におこったこと(description)，それを見
てどう解釈したか(interpretation）
，どのような気持ちになっ
たか(affection)を分けて考える。
・自文化中心主義，同化/排除/統合/境界化などの概念を紹介し，
体験を整理する。
・ゲームと同じことが日常生活のどのようなときに起こりうる
か，またその場面に遭遇したらどうしたらよいかを話し合う。

3 教員・支援者の役割
を考える。
（20 分）
・文化間移動
・教育的介入
備考

3 教員・支援者の役割
・ゲームの体験を踏まえて，教員・支援者として文化間移動をす
る子ども達にどのような教育的介入ができるか話し合う。

9
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モデルプログラム例 ⑫外国人児童生徒等の心理と適応＜基礎＞ フィールド型
時間
項目

方法・形態

流れ（・項目）
１ オリエンテーショ
ン（30 分）
・文化間移動
・子どもの文化や宗教
への配慮
・発達段階と適応の特
徴
２ 支援活動（60 分）
・教育的介入

120 分
文化間移動、子どもの文化や宗教への配慮、発達段階と適応の特
徴、教育的介入、文化変容（同化、排除、統合、境界化）
、サード
・カルチャーキッズ
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材
分析・教材作成／模擬授業／疑似体験）
ｃ フィールド型
活動
1 訪問先のフィールド（学校、ボランティア教室）と児童生徒、
訪問時の活動とそのねらいについて知り、配慮すべきことを検
討する。
身体接触、宗教的背景、自尊感情、ジェスチャー等

2 フィールド（学校、ボランティア教室）で支援活動を行う。
①フィールドの担当者より、その時間のねらい、活動内容を聞き、
それに従って、子どもの支援を行う。（できれば、事前に、聞
いて、オリエンテーションで伝えておく）
②子どもの支援活動を行いながら、次の点を観察する
・子どもの学習上の困難
・コミュニケーション上の困難
・周囲の子どもや教師・支援者との係わり方

3 体験の振り返り（30 3 フィールドで参観したことを振り返る。
分）
①支援したことや子どもの様子を２②の観点から話し合う。可能
・心的文化変容（同化、
であれば、フィールドの担当者から話を聞く。
統合、排除、境界化） ②心的文化変容モデル、サードカルチャーキッズ概念に照らし、
・サード・カルチャー・
子どもの今の適応状況について分析する。
キッズ
備考

6.3

カリキュラム例

以下，基礎，専門，支援者の様々なタイプのカリキュラムを示す。それぞれに対応す
るモデルプログラムも記している。

10
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カリキュラム作成例（１）

基礎・養成

日時

○○○○年○月〇日

研修名・授業科目名

○○大学 「外国人児童生徒」（共通教育課目）の１時間分

講師

中山あおい

時間

90 分
受講者等に関する情 ・人数： 40 人
・タイプ： 基礎・養成
報
・その他の情報
講演題目・テーマ等 第二言語習得
到達目標
第二言語習得についての基本的理論について理解を深め、第二言語
習得段階の子どもに必要な対応を行うことができる
方法
時間
モデルプログ
活動展開
留意点
参考資料
形態 （分）
ラム
導入：課題設定
講義
10
⑩認知発達と
• 外国人の母親の作文を読む
言語習得

外国人児童生徒等にとって日本語
での学習言語能力の獲得が困難
な課題であることを知る。

展開 1：バイリンガル環境にあ
る子どもの言語習得の特徴を
理解する
• 生活言語と学習言語の違いを理
解する
• バイリンガルのタイプ（偏重型，
バランス型，ダブルリミテッド型）
を知る。
展開 2：外国人児童生徒等の作文
を分析する
• 1 次的セミリンガル状況にある子
どもが書いた作文を分析し，課
題の所在を知る。
• このような子どもにどのような指
導をするかグループで話し合う。
• 話し合いの結果を交流する。
展開 3：バイリンガリズムに影響を
与える要因を知る
• 言語のバイタリティや年齢な
ど，バイリンガリズムに影響
を与える要因について知る。
• 教員として子どものバイリン
ガリズムを促進するための方
法について考える。

講義

30

⑩認知発達と
言語習得

体験

30

⑩認知発達と
言語習得

講義

20

⑩認知発達と
言語習得

11
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カリキュラム作成例（２）

基礎・養成

日時

○○○○年 ○月 ○日

研修名・授業科目名

○○大学 教職実践演習

講師

川⼝直⺒

時間

90 分
受講者等に関する情 ・人数： ２０人
・タイプ： 基礎・養成
報
・その他の情報： 幼稚園教諭養成課程対象
講演題目・テーマ等 もし自分が外国にルーツをもつ園児の先生になったら
到達目標
外国にルーツを持つ子ども達のことばの発達状況を知り，保育者が自
らできる活動を考える。
方法
時間
モデルプログ
活動展開
留意点
参考資料
形態 （分）
ラム
導入：外国にルーツをもつ子ど
講義
5
法務省統
③現状と受
計
もの課題をリアルなものとして
け入れ施策
捉える
文科省調
当該自治体の在留外国人数・日
査
本語指導が必要な児童生徒数
を知り，当該自治体の現状を
捉える。
展開１：外国人園児の日本語習得 活動
30
講師から
⑩認知発達と
の課題を知る
（事
事例を紹
言語習得
外国人園児の保育経験者の事例 例報
介しても
報告を聞く
告）
よい
• 外国人園児にどのような課題
があるか想像する。
• 外国人園児の保育経験者か
ら，実際に保育の現場での外
国人園児の課題や実践事例を
聞く
展開２： 外国にルーツをもつ子 活動
15
⑲言語能力の 文 部 科 学
どものための言語能力評価ツー (疑
省 DLA
捉え方
ルを自身が体験しツールを理解 似体
「愛知県
する。
験)
プレスク
• 第二言語としての日本語の語
ールマニ
彙能力を評価するツールを紹
ュアル」等
介する。
• ペアになって評価ツールを体
験する
展開３：幼児期の語彙獲得の重要 講義
15
⑩認知発達と
性を確認する
言語習得
• 外国にルーツをもつ子どもの語
彙調査の結果のを紹介する。
12
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• 小学校では生活言語能力を前提
として学習言語能力を習得して
いくことから，幼児期に日常語彙
を獲得しておくことが重要である
ことを確認する。
展開４：保育の現場で行う活動案を
考える
・グループで幼児の語彙力を高め
る活動を考える。
・考えた活動案を発表する。

カリキュラム作成例（３）

活動
(活
動設
計)

25

⑰日本語指導
の理論と方法

基礎・研修

日時

○○○○年 ○月 ○日

研修名・授業科目名

○○市 教員研修

講師

和泉元千春

時間

50 分

受講者等に関する情
報

・人数： 40 人
・タイプ： 基礎・研修
・その他の情報：

講演題目・テーマ等
到達目標

多様な言語背景を持つ児童生徒を指導する教員自身が，メタ言語
能力を高め，多様な言語に対する興味や寛容性を高める。
方法
時間
モデルプログ
活動展開
留意点
参考資料
形態 （分）
ラム
導入：公立学校で学ぶ外国人児
講義
5
③受け入れの 文科省調
童生徒等の言語的背景を知る
査
現状と施策
・日本語指導が必要な児童生徒
統計等を見て，日本語指導を
必要とする外国人児童生徒等
はほとんどが英語以外の言語
を母語としていることを確認
する。
展開１： ハングルを見て読み方 活動
30
②教育コミ
の規則を考える
（疑
ュニティの
デザイン
• グループで話し合いながら，
似体
ハングルとローマ字を対応さ
験）
せ，ハングルの読み方の規則
を発見する
• 発見した規則を発表する

13
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展開２： 言語的気づきについて
学ぶ
・言語的気づきの重要性につい
て講義を聞いて理解する
• 言語的少数派に対して必要な
配慮や支援について考える。

カリキュラム作成例（４）

講義

15

②教育コミ
ュニティの
デザイン

専門・養成

日時

○○○○年 ○月 ○日

研修名・授業科目名

JSL 講座 言語能力と評価

講師

伊東祐郎

時間

90 分×5

受講者等に関する情
報

・人数： 10 人
・タイプ： 専門・養成
・その他の情報：日本語教員養成プログラム選択必修科目
講演題目・テーマ等 言語能力の捉え方と評価・指導法
到達目標
・生活言語能力と学習言語能力の違いについて知る
・子ともたちの言語習得及び言語発達の過程について理解する
・日本語指導にかかわる教育目標が設計できる知識を習得する
・教育目標と言語能力の評価について理解する
方法
時間
モデルプログ
活動展開
留意点
参考資料
形態 （分）
ラム
導入：言語能力を評価すること
講義
90
⑲言語能力の DLA（文部
の必要性を理解し，評価ツール
科学省）
把握
DLA の特徴と基本構成を知る
・児童生徒の学びの実態を産出
資料や実証的データで確認す
る。
・第一言語と第二言語の習得に
おける共通点と相違点につい
て考える。
・評価ツール DLA の概要を知る
展開１：＜はじめの一歩＞＜DLA 活動
90
⑲言語能力の
話す＞の測定・診断・評価を体
（疑
把握
験する
似体
• ペアになって子ども役と評価
験）
者役を担当し，測定，診断，
評価を体験する。

14
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展開２：＜DLA 読む＞の測定・
診断・評価を体験する
• ペアになって子ども役と評価
者役を担当し，測定，診断，
評価を体験する。

活動
（疑
似体
験）

90

⑲言語能力の
把握

展開 3：＜DLA 書く＞の測定・診
断・評価を体験する
ペアになって子ども役と評価者
役を担当し，測定，診断，評価
を体験する。

活動
（疑
似体
験）

90

⑲言語能力の
把握

展開 4：＜DLA 聴く＞の測定・診
断・評価を体験する
ペアになって子ども役と評価者
役を担当し，測定，診断，評価
を体験する。

活動
（疑
似体
験）

90

⑲言語能力の
把握

カリキュラム作成例（５）

専門・養成

日時

○○○○年 ○月 ○日〜○月 ○日

研修名・授業科目名

日本語教育実習（子どもの日本語教育）

講師

仲本康一郎

時間

90 分×１5 回
受講者等に関する情 ・人数： 8 人
・タイプ： 専門・養成
報
・その他の情報：日本語教員養成プログラム選択必修科目
講演題目・テーマ等 言語能力の捉え方と評価・指導法
到達目標
外国人児童生徒等の学びの現場において、日本語指導、教科指導を
体験することで，児童生徒に対して基礎的な指導・支援が行えるように
なること，また児童生徒に対する学習支援の可能性について主体的
に考えられるようになること。
方法
時間
モデルプログ
活動展開
留意点
参考資料
形態 （分）
ラム
講義
90
第 1 次：外国人児童生徒等に関
③受け入れの 法務省統
計
する基本的知識を得る
現状と施策
• 全国および当該自治体の在留
文科省調
⑩認知発達と
外国人数，日本語指導が必要
査
言語習得
な児童生徒数や受け入れ施策
『受入れ
⑫外国人児童
を知る。
の手引
生徒等の心理
• 認知発達と言語獲得の関連性を知
き』（文科
と適応
る
省）
・子どもの文化適応の特徴を知る

15
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第 2 次： 日本語指導の方法論の
基礎的な技能を身に付ける
• 日本語指導プログラム（サバイバ
ル，日本語基礎，教科と日本語
の統合，技能別，教科の補習）を
理解する。
• 日本語指導の授業づくりの手順
を知る。
• 教材分析を行う。
第 3 次：実習オリエンテーション
• 実習受け入れ校の教員から，教
員としての倫理や服務規程につ
いての説明を聞き，教員としての
責任について話し合う。
• 実習校の概要説明を聞き，実習
校の特性を理解する。
第 4 次：実習
• 日本語抽出指導教室での学習
支援に参加する
・毎時間実習ノートを記録し，
実習校の担当教員と振り返り
を行う。
第 5 次：実習報告会を行う
・実習を通した学びを各自でまと
め，発表する。

カリキュラム作成例（６）

講義

90×2

講義

90

体験
（実
習）

90×9

体験
（事
例報
告）

90

⑰日本語指導
の理論と方法

⑭現場での実
践

⑭現場での実
践

⑭現場での実
践

支援者

日時

○○○○年 ○月 ○日

研修名・授業科目名

○○県国際交流協会 外国にルーツを持つ子どもの支援者研修

講師

中川祐治

時間

60 分×7〜9

受講者等に関する情
報

・人数： 12 人
・タイプ： 支援員
・その他の情報：
先進的な活動を行っている個人・団体の視察研修
先進的な活動を行っている個人・団体を視察研修し、その内容を
他者と共有することにより、支援者のさらなるスキルアップと県
内外の日本語教室との広域的なネットワークの構築を図る

講演題目・テーマ等
到達目標

16
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活動展開
第 1 次：計画書の作成
・先進的な活動を行っている個
人・団体に関する情報収集
・研修の目的・内容を考える
・他団体視察時の観点を確認す
る（日本語指導，母語とアイ
デンティティ，キャリア教
育，等）
・行程、予算などの立案を行う
・計画書にまとめる
第 2 次：見学，インタビュー
・先進的な活動を行っている個
人・団体を実際に視察し，担
当者や学習者にインタビュー
を行う
第 3 次：レポート作成
・研修を行った成果を各自レポ
ートにまとめる
第 4 次：報告会での発表
・研修の成果を発表し質疑を行う

6.4

方法
形態
講義

時間
（分）
120

留意点

モデルプログ
ラム

参考資料

⑨地域との
支援ネット
ワーク
⑰日本語指
導の理論と
⑬キャリア
教育と社会

活動
(その
他：
視察)

120

活動
(その
他：
視察)
活動
(その
他：
視察)

60
〜180

120

⑪母語・母文
化・アイデン
ティティ

⑮自己の成
長，環境づく
り

今後の課題

外国人児童生徒等教育を担う教員・支援員の養成・研修を実施するためには，最終目
標としてどのような教員・支援員を育成するのかという目標（教師像・支援者像）と，
目標に基づく評価のあり方をあわせて考えていく必要がある。
今後，調査の結果を参照しながら，教師像・支援者像を策定しなければならない。ま
た，目標に準拠した評価の方法を検討する必要がある。これらについては，今後の課題
としたい。

17
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第７章 モデルプログラム（試案）の検証
7.1

モデルプログラム（試案）について

資質能力観の調査，モデルプログラム（案）作成と並行し，モデルプログラム（試
案）の検証を実施した。モデルプログラム（試案）は，齋藤他（2011）で示された「多
文化教員」の資質能力「実践する力・成長する力・環境を作る力」モデルに基づき，
各部会員が設計し，担当する授業・研修で実施したものである。実施前後のアンケー
トにより，内容・方法の有効性を検討し，モデルプログラム（案）編成の資料とする
ことを目的とした。

7.1.1 実施状況
平成 29 年度の実施件数は，表の
通りである。詳しくは，資料７「モ
デルプログラム（試案）検証実施

養成

現職教員研修

支援員研修

基礎教育：２

基礎教育：３

経験者：２

専門教育：４

専門教育：２

一覧」参照されたい。

7.1.2

検証方法

検証は，授業・研修の前後に受講者，企画者，講師・授業者に対して実施したアン
ケートによって行った（資料６参照）
。
受講者に対しては，教員歴・担当経験・外国人児童生徒等教育関連科目受講歴など
の情報とともに，以下の内容について質問した。
①

対象となる授業・研修で学びたいこと（事前）

②

①の各項目についてどのくらい学べたか（事後）

③

外国人児童生徒等教育・日本語指導についての考え（事前・事後）

④

参考になった点（事後・自由記述）

⑤

今後受けたい授業・研修内容（事後・自由記述）

⑥

効果的な授業・研修形態（事後）

①については，受講者総数に占める「選択した受講者数」を，各授業・研修への「期
待値」として示した。②は「１：参考にならなかった」から「５：非常に参考になっ
た」の 5 段階尺度とし，各項目の平均値を「授業・研修の『満足度』
」とした。また，
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扱われなかった項目は「０」とした。③のビリーフについては「１：そう思わない」
から「６：全くそう思う」の 6 段階尺度とし，各項目の平均値を事前事後で比較した。
授業・研修の企画・実施者に対しては，授業・研修経験，現場経験の有無などとと
もに，以下の質問をした。
a) 想定した受講者（事前）
b) 授業・研修の目的（事前：自由記述）
c) 授業・研修の内容構成（事前）
d) c)の項目について受講者はどのくらい学べたか（事後）
f) 受講者にさらに高めてほしい力とそのための方法（事後:自由記述）
c)，d)の項目は受講者への質問項目①②と共通である。

7.2

モデルプログラム（試案）検証結果

モデルプログラム（試案）の実施と検証のためのアンケート作成が並行して行われ
ていたためアンケートの質問の内容や表現が若干異なっており，検証結果の数値を比
較することは適当ではない。本章では，全体の傾向と検証事例を報告する。また，実
施されたモデルプログラム（試案）の検証のうちいくつかの例を資料７に示した。

7.2.1 全体の傾向
養成段階では，基礎教育・専門教育を問わず受講者の授業への期待値にはばらつき
があるものの満足度はおおむね高かった。また「母語やアイデンティティ」
「言語能力
の捉え方」にビリーフの大きな変化が見られ，授業を通して「日常会話ができても教
科学習への参加は難しい」
「母語を高めることが資源となる」といった認識を高めてい
ったと考えられる。一般の教員養成・日本語教育にかかわらず，外国人児童生徒等教
育に関する内容を扱うことの必要性が示唆される結果となった。
現職教員研修では，地域の特性や研修の種類（希望者研修，悉皆研修など）
，時間や
研修形態による違いが見られた。期待値については，日本語指導経験の有無によって
違いがあった。指導経験のない教員は保護者との関係や受け入れ体制などの研修を求
める傾向があったが，経験者には地域の特性などによって多様なニーズが見られた。
満足度は経験者の方が高い傾向にあった。現職教員は全体として「年齢による学び方
の違いがある」
「周囲は外国人の子どもの母語や母文化を大切にすべき」といったビリ
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ーフを持っているが，それらが研修によってどの程度強化されるかについては研修内
容や形態によって異なるようである。現職者研修においては研修設計の段階が非常に
重要であることが示唆された。

7.2.2

モデルプログラム（試案）検証事例① 専門教育・養成（資料７報告３）

【授業の概要】
•

授業名：日本語教育特講Ⅱ

•

時間：90 分×15 回

•

授業及び受講者（22 人）について：日本語教員養成プログラムの授業の一つ。
受講者の 6 割強が教員免許取得希望。

•

到達目標：日本国内で第二言語として日本語を学ぶ子どもたちの現状と，年少
者への日本語教育の理論を知り，指導案を立てられるようになる。また，子ど
もたちのニーズを知り，支援にかかわろうとする。

【15 回分のシラバス】

1

目標

形態

内容１

日本語指導が必要な児童生徒

講義

③現状と受入れ施策

の現状と背景を理解する
2

子どもの言語習得の特徴を知

⑥社会的，歴史的背景
講義

⑩認知発達と言語習得

講義

①外国人児童生徒教育の考え

る
3

年少者への日本語教育のポイ
ントを知る

方
⑩認知発達と言語習得
⑰日本語指導の理論と方法

4

日本語学習中の児童生徒が直

体験授業

⑤学校での受け入れ体制

面する課題を知る

講義

⑩認知発達と言語習得
⑲言語能力の捉え方

5

外国人児童生徒の心理とスト

講義

⑤学校での受け入れ体制

レスについて知る

１

⑧保護者との連携

第 5 章 「内容構成（案）
」の該当する項目を示した。
（事例②も同じ）
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⑪母語・母文化・アイデンテ
ィティ
6

外国人児童生徒教育をめぐる

講義

③現状と受入れ施策

施策について知る

④学校組織や教育行政
⑨地域の支援ネットワーク
⑲言語能力の把握

7

年少者のための日本語テキス

教材分析

⑰日本語指導の理論と方法

講義

⑰日本語指導の理論と方法

ト，資料の特徴を知る
8

サバイバルの指導を考える

ディスカッション
9

日本語基礎の指導を考える

講義

⑰日本語指導の理論と方法

活動設計
10

11

教科と日本語の統合学習の必

事例報告

要性を知る

ディスカッション

日本語と教科の統合学習の方

講義

⑰日本語指導の理論と方法

法論を理解する
12

年少者への授業を考える①

⑰日本語指導の理論と方法

⑳教科の内容
指導案作成/活動設

⑰日本語指導の理論と方法

計
13

年少者への授業を考える②

指導案作成

⑰日本語指導の理論と方法

活動設計
14

年少者への授業を考える②

授業案の発表，ディ

⑰日本語指導の理論と方法

スカッション
15

まとめ

【結果】
「日本語指導の方法」
「児童生徒等の背景」の期待値が 79％，次いで「受入れ施策」
「受入れ体制」「児童生徒等の心理と適応」「指導計画の立て方」が 68％と高かった。
これらの項目の満足度も 4 点を超えており高い。一方で，16％と最も期待値の低かっ
た「言語能力の捉え方」の満足度が 4.19 であるなど，学力や認知発達，母語やアイデ
ンティティといった項目で「期待値は低いが満足度が高い」という結果が見られた。
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これらはビリーフにも表れており，
「日常会話ができれば教科内容が理解できる」は否
定する方向に 0.97 の変化を見せ，
「重要なのは繰り返し練習すること」では「ややそ
う思う（4.63）」から「あまりそう思わない（3.73）
」へ，
「母語での読み書きは日本語
の読み書きにプラス」は「ややそう思う（4.37）」から「そう思う（5.07）」へ変化す
るなど「会話ができても教科理解は困難で，繰り返すだけでも，語彙力だけでも十分
ではない。母語は資源となり，日本語学習にもプラスである」という方向への変容が
見られた。またこれから学びたい内容として複数の受講者が「現場を知りたい」
「直接
支援したい」という点を挙げた。

7.2.3

モデルプログラム（試案）検証事例② 専門教育・研修（資料７報告４）

【研修の概要】
•

研修タイトル：日本語指導者養成上級講座「日本語と教科の統合学習」

•

時間：90 分×2 回

•

受講者：外国人児童生徒等教育経験を有する国際教室担当者。教員歴は多様。

•

到達目標：日本語と教科を統合した指導の必要性を理解し，対象となる児童生
徒のニーズを考慮した指導の計画を立てられるようになる。

【活動の展開】
活動

形態

時間

1. 「日本語と教科を統合した授業」の必要性につい

内容
⑩認知発達と

て確認する

言語習得

2. 日本語の目標の立て方を理解する

講義

30 分

3. 授業展開のポイントとそれぞれの段階で期待され

⑰日本語指導
の理論と方法

る活動について理解する
4. 取り上げたい単元を決定し，対象となる児童生徒

個人作

⑰日本語指導
10 分

の実態についてまとめる

業

の理論と方法

5. グループで 4 のうち一つを選択し，教科の目標と
班活動

40 分

日本語の目標を設定する
6. 第 1 回のまとめ・第 2 回に向けた課題の提示
7. 指導案の検討

10 分
班活動
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8. 「日本語と教科を統合した授業づくり」まとめ

講義

30 分

【結果】
研修企画者，講師の意図した項目（
「言語能力の捉え方」「学力・認知的発達と言語
習得」「日本語指導の方法」については受講者の期待値（60％以上），満足度（4.3 以
上）とも高かった。また，合計 3 時間の研修であったにもかかわらず，
「日常会話がで
きれば教科内容が理解できる」が 0.43，「重要なことは繰り返して練習すること」が
0.74，いずれもマイナスに変化するなど，研修の企画意図に沿う形でビリーフの変容
が見られた。ただし，「『この』研修の位置づけ」については，企画者が「日本語指導
上級者の養成」，講師が「『日本語と教科の統合学習』の実践力をつける」を意図して
いるのに対し，受講者の期待する研修内容は多岐にわたっており，受講者の多様なニ
ーズをプログラム化することが研修実施時の課題となることが示唆された。

7.3

検証事例からの示唆

事例①では受講者の意識の変容の大きさを指摘することができる。これは 15 回とい
う時間をかけての情報提供・活動の積み重ねの結果と考えられる。また，学生は教育
現場のイメージが持ちにくいため，養成段階から現場を知る機会を提供することが重
要である。授業者には，講義以外の活動形態を積極的に取り入れ，このような機会を
作ることが期待される。養成段階においては多くの場合授業企画者＝授業者であり，
受講者のニーズは把握しやすい状況である半面，現状では授業担当者が必ずしも外国
人児童生徒等教育を専門とするとは限らない。こうした授業者にとっては，養成段階
で身につけるべき内容の一覧が授業設計時のスコープとなるだろう。同時に，多様な
「時間」
「活動形態」を提示することで養成段階で外国人児童生徒等教育を取り入れる
際の一助となると考えられる。
事例②の現職教員研修では，満足度やビリーフの変容から受講者が研修企画者・講
師の意図した方向で一定の成果を上げたとみることができる。この一因として，研修
実施に当たって企画者と講師の十分な打ち合わせが行われたことが考えられる。受講
者のニーズ，地域の課題などが多様な現職教員研修では企画者の果たす役割は大きい。
企画者が地域・現場にあった研修を設計するには，当該地域の実態に即してどのよう
な力の養成が求められているのかを明確にする必要があるが，そのためには，まず研
修企画者に教員に求められる資質能力を育成する研修において提供すべき内容の全体
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像を提示することが求められる。
検証事例①は，前半で 5 章に示された内容を広くカバーし，後半は内容⑰を多様な
視点から活動を交えて実施したプログラム，事例②は内容⑰の活動型プログラムとみ
ることができる。試案検証から研修・養成段階での内容の全体像と具体化されたプロ
グラム例の提示の必要性が示唆されたが，モデルプログラムがそれに資するのではな
いかと思われる。

【謝辞】 モデルプログラム（試案）の検証にあたり，実施にご協力くださった大学，
教育委員会，団体の皆様に心より感謝申し上げます。
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第８章 本年度事業の成果と課題
8.1

本年度の成果

本年度は，3 つの調査とモデルプログラム（案）の開発・試案の検証を行った。その
成果から，外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修のモデルプログラムに関し，
開発上の課題と運用上の課題について検討する。

8.1.1

調査の結果より

大学・教職大学院における外国人児童生徒等教育に関する教育の実態，教育委員会及
び国際交流協会等における研修の実施状況に関する全国規模の質問紙調査（調査１）
，
担当する教員等の資質・能力に関するインタビュー調査（調査２），関連研修の実施状
況に関するインタビュー調査（調査３）を行った。
（１）調査１の結果
国内の教員養成課程をもつ全ての大学・教職大学院，都道府県教育委員会，市町村教
育委員会，国際交流協会等を対象に，「外国人児童生徒等教育を担う教員や支援員の養
成・研修」に関する実態を調査した。全国規模の調査としては初めてのものである。そ
の結果，大学の教員養成課程・教職大学院においては，この領域に関する科目の開設は
少なく，開設されている科目も，教員免許取得状の必修科目ではない場合が多いことが
明らかになった。大学の教員養成課程・教職大学院においては，平成 31 年度より，コ
ア・カリキュラムに基づき編成される新教職課程に移行する。教職課程の科目として開
設する場合は大学が「独自に設定する科目」とする以外には考えにくい。第１回専門家
会議における岩田康之氏（東京学芸大学教授）の講義「教職課程における「外国人児童
生徒等教育を担う教員」養成の位置づけ」でも，実現可能性という点からは，「教育の
基礎的理解に関する科目」や，「教科及び教科の指導法に関する科目（例：国語科教育
法等）」で，部分的に取り扱うことが推奨されるとのことであった。
現職教員研修に関する教育委員会からの回答では，日本語指導が必要な児童生徒が在
籍する場合，半数の県で研修が実施されているが，市町村では 20%強でしか行われてい
なかった。国際交流協会等においても、外国人児童生徒等の支援員のための研修の実施
は半数程度であった。にもかかわらず，全体的には，現職・支援員研修の必要性につい
ての認識は低く，今後も実施予定がないという回答が大半を占めていた。また，教育委
1
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員会，国際交流協会等の研修の対象には，担当教員，一般教員，日本語支援者，母語支
援者が含まれており，対象者の立場による研修の設計や，対象者の経験や特性を生かせ
る研修のもち方を検討する必要がある。

（２）調査２
外国人児童生徒等教育に携わる教員・支援員，教育委員会関係者，国際交流協会，地
域の支援員等の多様な立場の人へのインタビュー調査を実施し，求められる資質・能力
を，異文化間能力等で示されれる「知識・技能・態度」により捉え，7 つの「する力」
として整理した。知識として「知る」力，技能として「教える」「見る」「つなぐ」力，
態度として「待つ」
「受け入れる」
「進む」力である。暫定的な整理ではあるが，養成段
階から現職段階へという教員としてのキャリアの，時間軸による力量形成のプロセスと
して分かりやすく示すことができた。また，子どもや関係者との対話や現場経験により，
これらの力が相互作用的に形成されていくことがイメージされる。今後は，調査１，３
の結果との総合的な考察により、モデルとしての精緻化を図り，「外国人児童生徒等教
育を担う者」の教師像・支援員像として表現することが課題である。

（３）調査３
外国人児童生徒等教育に関わる研修を実施している機関で担当者や講師を経験した
者にインタビューを行い，研修のあり方や課題について検討した。現状としては，日本
語教育に関する基礎的な知識と指導のための特定のスキルに特化した研修が求められ
ている。効果的な研修には，経験者による事例紹介や授業参観など，直に見聞きして学
ぶことや，ある課題を共有しながら解決策を検討するケース会議などが挙げられた。課
題として，第２章（調査１の結果）でも触れられているが，担当者の頻繁な交替により，
研修内容が引き継がれないことが第一に挙がっている。その他，現場のニーズの違いが
大きいために研修テーマの決定に困難を伴うこと，関係者が情報交換や協議をする場と
ネットワークを形成するための機会の必要性が指摘された。特に，経験年数の違いや，
担当者以外の管理職や一般教員，支援員などの立場を考慮した研修の必要性が示された。

8.1.2

地域による研修の取り組み―ヒアリング，フォーラムより

2018 年１月６日に内部のヒアリング，1 月７日にはフォーラムとして，磐田国際交流
2
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協会，浜松市国際交流協会，静岡文化芸術大学，浜松市教育委員会1より，各団体・組織
が，地域で展開している外国人児童生徒等教育を担う教員・支援員の研修について紹介
いただいた。磐田国際交流協会では，学校で支援するサポーターの育成のための研修を
行っている。研修は，概論的な講義と指導主事による学校・地域の体制，そして担当教
員による実践事例の紹介と学校での実地研修から構成されていた。報告者の茂木眞佐代
氏によれば，受講者が情報と体験とを交差しながらサポーターとしての活動へ理解を深
めたようであった。さらに，この研修を通して，国際交流協会と教育委員会・学校との
連携が更に強いものになったという。
浜松市については，全体の仕組みに関して静岡文化芸術大学の池上重弘氏，教育委員
会の取り組みに関しては櫻井敬子氏，そして，NPO 団体や国際交流協会に関しては内山
夕輝氏に紹介いただいた。地域にある複数の NPO 団体と教育委員会とが，人材の配置と
各地区の教室運営によって，相互補完的に外国人児童生徒教育・支援を行っている。現
職教員研修については，担当者が数年単位で交替するために力量形成が難しいという現
状に対し，教育委員会がリーダー研修をスタートさせた。その一部は，国際交流協会と
の共催で実施している。NPO 法人も独自に，メンバーのスキルアップのための研修を開
催しているそうである。
このように，いずれも集住地域であるが，地域の規模と地域の人材数，支援団体の数
や規模，教育委員会と NPO 団体との関係，また大学等の関与の有無などにより，外国人
児童生徒等教育・支援の仕組み自体が異なる。それが，教員・支援員研修の実施主体，
そして対象者と研修内容の構成の決定に大きく作用していることがわかった。こうした
実情からも，固定的なカリキュラムでは多様な地域の実態に応じることが難しいことが
わかる。

8.1.3

モデルプログラム（案）の開発

第５・６章でも述べたが，調査・試案検証，およびにヒアリングからの示唆を受け，
外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラムはモチーフ型とし，選

磐田国際交流協会の茂木眞佐代氏，浜松市国際交流協会の内山夕輝氏，静岡文化芸術大学

1

の池上重弘氏，浜松市教育委員会の櫻井敬子氏に講演をいただきました。改めて感謝申し
上げます。
3
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択・組み合わせ・アレンジができるものを開発した。
「養成・研修内容一覧」を作成し，研修実施者が受講する学生や教員・支援員の実態
に応じて，内容を選択できるようにした。また，教育・支援現場や受講者の多様なニー
ズに対応するために，柔軟性と利便性を備えた選択・組み合わせ可能な構造のプログラ
ム郡を開発することにした。今年度は，内容一覧の 21 の内容項目についてモデルプロ
グラム（案）を作成した。実際に実施されている授業・研修の時間，頻度に鑑み，１プ
ログラムを 60 分程度のコンパクトなものとした。それによって，操作性の高いものと
なっている。また，講義型を軸に，同じ内容で活動タイプの異なるプログラム（案）を
提案しており，研修の目的や時間・物理的条件に合わせ，活動タイプも選択・加工でき
る仕組みを作った。開発したモデルプログラム（案）は，各内容の講義型のものを中心
に本報告書の巻末の資料８に収めてある。

8.2

公開時の評価―シンポジウムにお

ける参加者の反応より

協力者の立場

0.0%

第１章で示した通り，本年度は 7 月からの

7.0%

9.6%

16.7%

半年という短い期間ではあったが，３つ調査
の実施とその分析・考察，モデルプログラム

27.2%

1.8%

10.5%
15.8%

（試案）の検証，養成・研修の内容構成表の
作成とモデルプログラム(案)の開発を行っ

7.0% 4.4%

た。その中間報告として，2018 年 2 月 18 日

担当教員／学校教員

（日）にシンポジウムを開催し，本事業の概

行政関係者

要，各調査結果の報告，モデルプログラムの

学校に派遣されている支援員・相談員

構造とモデルプログラム例，活用例（カリキ

地域の支援者等

ュラム例）を紹介した。

自治体、公共団体の関係者

会場には一般参加者が約 150 名，本事業の
関係者が約 20 名，計 170 名が集った。本教
育課題に対する緊急性の高いニーズと本事

日本語教師養成機関の関係者
大学教員
学生

業への関心が表れたものと考えられる。以下
メディア関係者

に，シンポジウムで協力いただいたアンケー
トの結果を紹介する。アンケートでは，①回
4
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答者自身の外国人児童生徒等教育との関わり，②本シンポジ

関心をもった報告

ウムの報告で関心をもった内容（複数選択可）
，③モデルプロ

80%

グラムの活用に対する意志について尋ねた。回収率は 67.8％

60%

であった（146 件配布，99 件回収）

40%

員から注目されていることが分かる。次いで，日本語指導・外

試案検証

大学教員が 27.2％で最多であり，大学の日本語教育担当教

調査3

0%

調査2

（１）アンケート協力者の立場

調査1

20%

国人児童生徒等教育担当教員，学校教員が 16.7％と，日本語
教育学会主催のイベントとしては異例の多さであった。また，地域のボランティア支援
者等が 15.8％，学校に派遣されている支援員・相談員その他が 10．5％である，支援員
カテゴリーに入る方が合わせて約 26％を占めている。その他，日本語教師養成・派遣側
である日本語教員養成機関関係者と自治体や国際交流協会等公共団体関係者が合わせ
て 11.4％である。

（２）関心をもった報告内容
本事業の調査報告に関しては，モデルプログラム（試案）検証に関する関心が 70％近
くあった。参加者の多くが，受講者がどのようなニーズや期待をもって養成・研修に臨
んでいるのか，また，本事業が提案するプログラムがそれにどう応えうるのかに注目し
ていることが分かる。具体的なコメントには，「学部生のビリーフや，授業の受講学生
の期待値と満足度のズレに関心を持った」というものが多く，授業・研修後の評価の重
要性が示唆される。調査１に関しては，「大学の教員養成が抱える問題が共通している
ことが分かった」，「研修を行う担当者・企画者の役割に関して参考になった」。調査２
に関しては，「実際に子どもたちに接している現場の方の生の声が聞けた」
，「外国語教
員としての資質のみならず，年少者教育に関わる資質を備えていることが望ましいこと
がわかった」。調査３には，
「教員が連携や発信を求めていることが分かった」
，
「何を目
指して研修をするのかを明らかにすることが必要であると改めて認識した」といったコ
メントが見られる。
こうした反応からは，養成・研修を行うに当たり，受講する教員・支援員・学生の関
心とニーズの把握の必要性は感じつつも，これまでには十分には行われてこなかったこ
5
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とが想像され，本事業において調査を行ったことの

モデルプログラムの
活用について

意義は大きい。
8.5%

（３）モデルプログラムの活用について
モデルプログラムの活用については，
「是非活用し
たい」が 54.9％，「活用したいが改善が必要」が

36.6%

54.9%

36.6％であり，90％以上が活用に対して肯定的であ
る。その理由として，最も多くのコメントがみられ
たのは「目的や条件に応じてプログラムを選択して，
組み合わせ，柔軟にアレンジできること」であった。

A是非活用したい
B活用したいが改善必要
C活用は難しい

時間的な制約がある中で，固定的なカリキュラムで
は実施が困難であるが，条件に合わせて一部を選択して活用できる点が実際的であると
いう意見も見られる。さらに，「目標として資質・能力を明確にして研修を設計する考
え方」，
「内容構成一覧により外国人児童生徒等教育の養成・研修の全体像が把握できる
点」，
「教師の成長という考え方に基づくプログラムであること」が評価された。また具
体的なモデルカリキュラム例が参考になったという感想もある。
一方で，課題としては，「誰が養成・研修を行うのかによってモデルプログラム活用
の可否が左右される」「日本語指導と外国人児童生徒教育，そして一般の養成で学ぶべ
き内容をより詳細に区別すべきだ」「内容の取扱いの軽重の目安が必要だ」といった指
摘があった。また，実施に向けては，
「講義・研修を実施する者が学ぶ機会」
「活用事例
に関する情報交換の場の確保」「授業や研修で利用できる資料を入手できる仕組み」な
どが求められている。次年度からの検証に関しては，授業や研修の前後の変容のみでは
なく，その後の実践の変容から捉えてはどうかという提案も見られた。なお，モデルプ
ログラムの活用に先だち，外国人児童生徒等教育に関する養成・研修の必要性への認識
を高めることや，研修の予算化といった，環境や制度の整備に関するコメントも少なか
らず見られた。
シンポジウムの参加者からは，本年度の事業については一定の評価が得られた。次年
度以降も，現場と受講者の多様性に応じて柔軟に設計できるモデルプログラムの開発を
推進する。その運用のためには，養成する資質能力とモデルプログラムとの関係を明確
に示すこと，さらに，教員のキャリアや成長という視点から養成・研修提案を進めるこ
とが重要となろう。
6
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8.3

課題－次年度以降の本事業の展開2

平成 30 年度（2018 年度）は，平成 29 年度に作成したモデルプログラム（案）の検証
とそれに基づく修正が主たる事業となるが，モデルプログラムの開発と普及に向けて，
合わせて次の事業行う予定である。

（１）モデルプログラム(案)の検証と修正
＜検証の目的＞
協力団体を募り，モデルプログラムの有効性について検証する。
＜検証内容＞
モデルプログラムの検証は，関連する協力機関・団体，あるいは個人（大学教員の
場合）を募って実施する。基礎教育に関しては大学の教員養成課程，日本語教師養成
コースにおいて，専門教育については教育委員会が実施する現職研修で，支援員教育
に関しては国際交流協会等の養成・研修で，検証を進める。
検証協力者・団体は，モデルプログラム（案）に基づき，学校教員，あるいは学校
で外国人児童生徒等の日本語指導，学習支援等に当たる支援員を対象に，実施地域の
状況，受講者，その他の条件に応じて，外国人児童生徒等教育を担う教員・支援員の
ための養成・研修計画（カリキュラム）を作成し，実施する。
＜試案検証協力者会議＞
検証を進めるに当たり，担当者による協力者会議を組織し，定期的に会議を開催す
る。会議では，モデルプログラムの構造と活用方法，実施に向けたカリキュラムの作
成方法などについて協議し，検討を行う。

（２）資質能力モデル，及び「目指す教師像（目標）
」の開発
養成・研修を実施するにあたり，「外国人児童生徒等教育を担う教員・支援員」と
してどのような資質・能力を育むのかという目標の設定が必要である。そこで，資質
能力に関する調査を継続し，
「外国人児童生徒等教育を担う教員の資質・能力モデル」

2

本事業は単年度事業であるため，次年度については継続委託について正式に契約が
交わされた場合を想定して述べる。
7
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を創る。それを教師・支援者の姿として具体化し，「～することができる」等の表現
であらわす。いわゆる，目指す教師像・支援者像として目標化する3。モデルプログラ
ムをこの目標に関連付けて示すことにより，目指す教師像を具体的に設定することが
できる。それによって，養成・研修で受講者に経験させたい事柄や活動がイメージで
き，カリキュラムを設計しやすくなると考えられる。
その先の課題となるが，目標に準じて評価を行うためのツールを開発し，カリキュ
ラムの編成・実施・評価・改善という PDCA サイクルによるカリキュラムマネージメ
ントが可能になることが望まれる。

（３）モデルプログラム開発に関する情報の公開
本事業におけるモデルプログラム開発の経過及び成果物については，順次公表する。
公表の方法は次の通りである。
・日本語教育学会の HP に情報を掲載する。
・公開のセミナ―を開き公表する
・年度末にシンポジウムを開いて公表する。
・モデルプログラムに関するリーフレット等を作成して配布する

本事業の最終段階では，モデルプログラムの提供と共に，「外国人児童生徒等教育」
にどのような価値を付与して推進するのかといった，本教育領域の社会的な価値や役割
について，明確な指針をも示すことが必要だと考えている。合わせて検討を進めたい。

最後に，本事業の運営，実施にご協力くださった皆様に，改めて感謝申し上げる。

英語教育の教職課程コア・カリキュラム開発においても，資質・能力を「到達目標」とし

3

て具体的に示している。http://www.u-gakugei.ac.jp/~estudy/28file/report28_all.pdf
（2018 年 3 月 3 日アクセス） なお，専門家会議において，コア・カリキュラム開発の中
心メンバーであった粕谷恭子氏（東京学芸大学）にご講義をいただいた。ここに御礼申し
上げる。
8
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1

3

– ４点について具体的提言
• 指導体制の整備・充実、教員・支援員等の養成・確保、
指導内容の改善・充実、就学・進学・就職の促進
– ６つの基本的考え方の３番目で、連携の重要性を指摘
• 「国・自治体・学校・地域のNPOや大学等の適切な役割分
担・連携による指導・支援体制の構築」

• 「学校における外国人児童生徒等に対する教育支援
に関する有識者会議」（2015年11月、文部科学省）
▼
• 「学校における外国人児童生徒等に対する教育支援
の充実方策について（報告）」（2016年6月）

さまざまなアクターの連携の重要性

静岡文化芸術大学 副学長
池上重弘

2018年1月7日（日） ＠アクトシティ浜松

浜松市における外国人児童生徒等の
教育を支える仕組みと人

外国人児童生徒等を担う教員・支援員の研修について考える
－浜松の取り組みに学ぶ－

文部科学省委託「外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業」

２ 浜松市における外国人の動態

浜松おける外国人の動態を確認した上で、
浜松市における行政の施策展開を把握し、
外国人児童生徒等教育分野における連携を紹介し、
今後の課題を展望する

– 「景気調整のためのバッファ（緩衝）」

• 間接雇用の非正規労働者

– ブラジル 8,679人（40％）
– フィリピン 3,455人（16％）
– 中国 2,418人（11％）

• 国籍別

– 外国人人口 22,068人（人口の約3％）

• 2017年4月30日現在

–
–
–
–

• 報告の目的

– ブラジル人が大量流入、減少しつつも定住化
– 2010年代にはアジア系も増加（中国、フィリピン）

• 1990年の改定入管法施行

– 静岡県西部の工業都市（繊維、楽器、輸送機器）

• 浜松市

１ はじめに

4

2

2018/3/15
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出典：浜松市調査

無回答

1年未満

1‐2年

3‐5年

6‐8年

9‐11年

12‐14年

15年以上

10

9.3

11.7

15

15.1
14.5

16.5

16.5
15.8

14.5

12.9

11.6

20

25

2年未満は激減

18.7

26.1

30

（浜松市2006年調査と2010年調査の比較）

図３ 日本での通算滞在年数

とくに
ブラジル人が
大幅に減少

5

2006年調査
（N=1,252）
2010年調査
（N=380）

7

2010年調査で
15年以上が
４分の１

2008年後半の
リーマンショック
以降、急減！

図１ 浜松市の外国人登録者数の推移（各年３月末現在）

図２ 今後の日本での滞在予定

0.0

5.0

1.8

2.8
0.8

10.3

8.9

16.4

15.5

21.5

27.9

鈴木市長時代（2007～現在）

多文化共生施策の発展的継承

北脇市長時代（1999～2007）

多文化共生施策の本格展開

栗原市長時代（1979～1999）

多文化共生施策の黎明期

8

6

2010年調査
（N=380）

2006年調査
（N=1,252）

悩ましい人たちは
４割近くで変わらず

39.2
38.7

2010年調査で
永住希望が
３割近くに増加

10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

5.3

5.0

5.9

３ 行政による施策の展開

出典：浜松市調査

不詳・非回答

わからない

母国と日本以外の国に行く予定

できるだけ長く日本に滞在、
いずれは帰国予定

１０年以内に帰国予定

３年以内に帰国予定

日本に永住する予定

（浜松市2006年調査と2010年調査の比較）

2018/3/15

資料１

－111－

– 欧州評議会のプログラムにアジアから初加入
– 移民がもたらす多様性を活かした都市づくり

• 2017、インターカルチュラルシティ加盟

– 協働、創造、安心

• 2013、「多文化共生都市ビジョン」

– 「多文化共生センター」
– 「外国人学習支援センター」

初期適応支援、
母国語支援
日本語支援、
学習支援

公教育関係の
各種相談、
就学支援員、
就学サポーター
NPOに委託して
学校内外で支援

日本語
ボランティア
養成講座、
学校での支援
への接続

10

12

NPOと連携した
学習支援
就学前教室
第二世代の大学生

協会（HICE）

大学

ゆるやかに
連携

NPO

市教委

国際交流

公教育以外、不就学対策
外国人学校支援等

鈴木市長時代（2007～現在）

行政

４ 教育面での連携と協働

11

9

• 2004、情報サイト「カナル・ハママツ」（英、ポ、日）
• 2001、外国人集住都市会議設置を呼びかけ

– 2008、条例に基づく外国人市民共生審議会

• 2000、浜松市外国人市民会議

– 共生、交流・協力、連携、発信

• 2001、「世界都市化ビジョン」

（３）多文化共生施策の発展的継承

1982、HICE
1991、国際交流室、HICEの財団法人化
1992、「国際交流のまち推進基本計画」
1994、「世界に開かれたまち」大臣表彰
通訳、情報提供は充実
一方、柔軟に対応する志向性は欠落

北脇市長時代（1999～2007）

栗原市長時代（1979～1999）

• ２つの拠点施設と各種プログラム

•
•
•
•
•
•

（２）多文化共生施策の本格展開

（１）多文化共生施策の黎明期
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– 学校に派遣、
– 日本語や教科の指導補助、通訳・翻訳

• 就学支援員や就学サポーター

– 外国語に堪能な職員や指導経験豊富な職員
– 就学相談や学校訪問

• 帰国・外国人児童生徒相談員

– 外国籍児童生徒の多い学校の「教諭」枠増やす
– 加配された教員が取り出し授業等を実施

• 教員加配（外国人教育の専門家とは限らない）

浜松市教委の取組（１） 人の配置

浜北
フィリピン

中区エリア
多国籍

北西部
ベトナム

15

13

南部・西部
ブラジル・
ペルーなど
日系人

市内の子どもたちの国籍別分布傾向

14

– 市内の小中
– 取り出しや入り込みで日本語・学習支援

• 日本語・学習支援

– 親子のコミュニケーション、アイデンティティ確立

• ポルトガル語２、スペイン語１、ベトナム語１

– 市内４教室で土曜、１回２時間程度

• 母国語支援

– 市内の幼稚園・小中
– 日本語がわからないor不慣れな子ども対象
– 母語での適応支援

• 初期適応支援

16

浜松市教委の取組（２）NPOによる支援

– ８割、しかし定時制が３割

• 高校進学

– 日本生まれが6割、要日本語指導は7割

• 子どもたちの背景

– ８割の学校に在籍、集中校では10％前後

• 在籍校

– ブラジルがほぼ半数、近年はフィリピンが増加

• 国籍

– 2008年以降減少、ここ数年はほぼ横ばいから微増

• 総数

浜松市の外国人教育をめぐる特徴
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資料１

中日新聞 2015年5月9日
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17

• 現在でも年に６回、洗い出しと戸別訪問調査
19

– 第１段階：居住実態調査
– 第２段階：不就学家庭を訪問
→面談で理由を分析
→必要な支援策を構築
– 第３段階：心理カウンセラー等による個別支援等、
サポート体制を整備

• 2011年度より３年間で不就学ゼロを目ざす

浜松市国際課の取り組み（２）
不就学ゼロ作戦

– 高校進学を目指す
外国人中学生対象
– 放課後の学習支援
– NPOが受託
– SUAC生も支援
– ＠浜名高校
– ＠南部協働センター

• ステップアップ教室

浜松市教委の取組（3）
市教委、NPO、大学の連携

国際交流協会の事業として始まり、
現在は民間団体の事業
複数大学の学生ボランティアが
秋から準備を進める

• ぴよぴよクラス
（就学前外国籍児童学校体験教室）

民間の取り組み例（１）
ぴよぴよクラス

– 外国人学校に日本語講師を派遣

• 日本語支援

20

18

– 市内の外国人学校に通う就学年齢の子どもが購
入する教科書代の上限１万円

• 教科書代の３分の１を助成

– 各種学校認可を取得した市内の２校対象

• 市が補助金

浜松市国際課の取り組み（１）
外国人学校支援
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• 第二世代の台頭
• 多文化共生都市
ビジョン

Opportunity

• 各種アクター間の
ゆるやかな連携
• NPOの支援活動

Strength

機会

強み

脅威

弱み

• 一般市民のゼノ
フォビア
• 不安定な就労

Threat

• 地縁団体（自治
会）の関与不足
• 企業の参画不足
• 当事者団体間の
連携不足

Weakness

－浜松の状況のSWOT分析－

５ むすび

現在はNPOが３月に主催
学生団体のWISHが実施
第二世代の学生も活躍

23

21

•

•

•

•

•

22

24

池上重弘，2008，『外国人市民と地域社会への参加－2006年浜松市外国人調査
の詳細分析－』静岡文化芸術大学．
池上重弘．2016．「浜松市と企業・大学・市民による外国人住民受け入れの経緯
と課題」『社会政策』8(1)：57‐68．
池上重弘．2017．「サポート機関の支援－NPO等の果たす役割」『児童心理』
1035：95‐100．
浜松市企画部国際課，2010，「浜松市における南米系外国人及び日本人の実態
調査結果」
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kokusai/kokusai/documents/2010report.
pdf （2017/12/28閲覧）
文部科学省．2016．「学校における外国人児童生徒等に対する教育支援の充実
方策について（報告）」（2016年6月28日）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/06/1373387.htm （2017/12/28閲覧）

参考文献

• 「アラッセ」：ブラジル人
• 「フィリピノ・ナガイサ」：フィリピン人
• 「静岡ベトナム人協会」：ベトナム人

– 母国語支援、日本語支援、学習支援等

• 外国人当事者を中心としたNPOによる支援活動

• 外国人の多い団地で学習支援活動

– 外国籍児童支援から児童生徒対象の奉仕活動へ

• 市内在住ないし通学学生のボランティア団体

– CSN浜松

• 大学生によるインターカレッジ活動

民間の取り組み例（２）
学校外での支援
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資料１

資料１

市立小中学校に在籍する
外国籍児童生徒数の推移

浜松市教育委員会
教育総合支援センター
外国人支援グループ
櫻井 敬子

浜松市における
外国人児童生徒等の状況と
担当教員研修について

平成３０年１月７日
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多国籍化

平成29年5月1日調査より

24か国

外国籍の児童生徒 国籍別内訳

人口：約80万人

約５２km

約７３km

静岡県 浜松市

2013/6/4
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資料１

小
20
29
14
15
13
1
1
1
1
0
2
97
77

中
8
11
11
11
4
3
0
1
0
0
0
49
41
市内80.4%の
学校に在籍

集住・分散

－116－

193人

日本国籍・要日本語指導

在籍数
0
1～4
5～9
10～19
20～29
30～39
40～49
50～59
60～69
70～79
80～
合計
在籍有

外国籍児童生徒在籍数

市外転入

健康安全課（結核検査）

教育総務課（手続き）
学校

不就学
浜松国際交流協会

外国人学校

教育総合支援センター（就学ガイダンス）

区役所
（住所変更）

初（再）入国

外国につながる児童生徒

外国につながる児童生徒の受入

① 日本語で日常会話が十分にできない
② 日常会話ができても、学年相当の学習言語能力が不足し、
学習活動の取組に支障が生じている

小722人・中302人
計 1,024人

日本語指導の必要な児童・生徒数

2013/6/4
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資料１
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学校Ａ

学校Ｂ

センター

センター方式

支援者派遣型 支援

学校Ａ

学校Ｂ

在籍校での支援

日本語能力に応じた支援の推進

①児童生徒…
氏名（フリガナ）、生年月日、性別、国籍、出生地、
上陸許可年月日、在留資格、居住地、自宅電話、日本語能力
②保護者…
氏名（フリガナ）、児童生徒との続柄、職業、生年月日、
携帯電話番号、日本語能力
③状況…
前学校、生育歴・就学歴、家族構成および家庭の状況、帰国予定
④その他…
発達障害等診断の有無・宗教等、
⑤健康状態…
アレルギー、結核精密検査の要不要
⑥初期適応指導…
初期適応の有無、
バイリンガル支援者の派遣
データで学校に送付

就学ガイダンスで聞き取る児童生徒に係わる情報
【実施者：教育総合支援センター】

・ 相談できる人がいない。
・ 編入時のガイダンス記録が送
られてきたけれど、どのように使
うのか。
・ 支援者がたくさん来るが、どの
子供に支援したらよいか
・ 取り出しでは、何を教えたらよ
いか。

外国人担当教員の困り感

６ 在籍学級において、日本語で学ぶ

５ 日本語・学習支援の実施

４ 日本語基礎指導

３ 初期適応指導の実施

初めての
担当です

在籍学級で
支援なしで
学べる

【実施者：教育総合支援センター】

２ 初期適応指導・日本語基礎指導の必要有無の判断

１ 編入手続き前のガイダンス
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浜松市の外国人指導の核となる担当を
育てる
（校長推薦のリーダー研）

担当の孤立感・・・
指導に自信が持てない

相談する人が校内にも校外にもいない

担当者の7割近くが年度ごとに替わってしまう

・ ＪＳＬカリキュラムや日本語指導
のポイントを知りたい。
・ ＪＳＬカリキュラムの実践をもっと
知りたい。
・ 取り出しでは、漢字やドリルしか
やっていないけど・・・
・ 日本語ができないから定着しな
いのか、発達支援が必要な子供な
のか。

子供にとって必要な支援は？
校内の教員間の温度差を感じる。
外部機関との連携は？
将来について考えさせるよい方法は？

「初めての担当で
はないけれ
ど・・・」
6月実施の研修会
参加者の感想よ
り

・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・

８

７

６

５

４

３

２

１

事例演習「外国語での授業体験」
講義「ブラジルの学校と日本の学校の文化の違い」
講師：外国人講師
演習 「ひょうたん島問題から多文化共生を考える」
講師：浜松国際交流協会
実践協議「ＤＬＡの結果を活かした支援について
講師：
班別協議「個別の指導計画の立案とその修正」
教育総合支援センター 指導主事
事例協議「ＪＳＬカリキュラムの授業について」
講師：
講義「外国人児童生徒教育を推進するリーダーとして」
講師：担当グループ長
協議「課題への取組発表」

内容等
講義「浜松市における外国人子供支援事業について」
教育総合支援センター 指導主事
演習「情報交換による課題の共有」
事例協議「子供の日本語能力の把握と校内支援体作り」
浜松市外国人教育指導員

子供たちの実態把握・目標設定
時間割の組み方
支援者のコーディネート方法
授業の組み立て方 指導案づくり
子供たちの置かれている状況・環境理解
保護者理解
校内の職員への働きかけ
提出物の把握
など

外国人担当として必要なスキル
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資料１

資料１

４／１６

ＤＬＡ研修

多文化理解（浜松国際交流協会）

多文化理解（浜松国際交流協会）

発達支援に関わる外国人児童
生徒の指導について

２ 6/20

３ 8/1

４ 8/1

５ 9/12

７ 2/6

まとめ 実践発表

６ 11/21 ＪＳＬカリキュラム研修②

ＪＳＬカリキュラム研修①

１ 5/23

リーダー研修

講師：平成29年度スキルアップ研修修了者

兼 外国人担当希望者研修

兼 外国人担当希望者研修

兼 外国人担当希望者研修

浜松市教育委員会指導主事

「外国人児童生徒等への日本語指導体制づくりと
特別の教育課程について」

（新）新任外国人担当研修

平成３０年度の教員研修（案）

2013/6/4
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資料２

資料２

2017 年 11 月 1 日
各

位
公益社団法人日本語教育学会
会長 石井恵理子

文部科学省委託事業「外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修
モデルプログラム開発事業」について（協力のお願い）
時下，ますますご清祥のことと存じます。
公益社団法人日本語教育学会は，文部科学省からの委託を受け，
「外国人児童生徒等教育
を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業」
（平成 29～31 年度＜予定＞）を進め
ております。これは，近年の外国人児童生徒等の増加と，適応指導・日本語指導のニーズ
の高まりに応えるため，外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修の在り方を探り，
モデルプログラムの開発を行うというものです。
このたび，その一環として，教員養成を行う全ての大学，教職大学院，教育委員会，国
際交流協会等の研修事業を実施する団体を対象として，
「外国人児童生徒等教育担当教員の
養成・研修に関する調査」を行うこととなりました。教員養成を行う大学，教職大学院，
教育委員会につきましては，その全てを対象とし，外国人児童生徒等教育担当教員の養成・
研修に関する全国の実態を初めて把握する調査となります。この調査を通じ，現状を把握
すると同時に，今後に向けての課題や可能性を明らかにし，モデルプログラムの開発につ
なげていく計画です。
お忙しいところ大変恐縮ですが，本調査の趣旨をご理解くださり，お送りいたします調
査票にご回答くださいますよう，お願い申し上げます。誠に勝手ながら，回答は 2017 年 11
月 30 日までに，同封の返信用封筒で郵送していただければ幸いです。尚，本調査の結果に
つきましては，冊子及びホームページにより 2018 年 4 月に公表する予定です。
ご協力に感謝申し上げます。
記
1．調査票「外国人児童生徒等教育担当教員の養成・研修に関する調査
―教育委員会・団体等調査―」

1部

以上

101-0065 東京都千代田区西神田 2-4-1 東方学会新館 2F Tel: 03-3262-4291 Fax: 03-5216-7552
Toho-Gakkai New Bldg. 2F, 4-1 Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0065, Japan
Tel: +81-3-3262-4291 Fax: +81-3-5216-7552
URL: http://www.nkg.or.jp E-mail: office@nkg.or.jp
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［大学及び教職大学院用］

外国人児童生徒等教育担当教員の養成・研修に関する調査
－養成系大学・学部／教職課程／教職大学院調査－
ご記入にあたってのお願い

このたびは，本調査にご協力いただき，ありがとうございます。
（１） ご回答は，研究目的のためだけに使わせていただきます。調査結果は統計
処理をして公表しますので，大学毎の回答を公表することはありません。ま
た，大学名が特定されるような形で公表することもありません。
（２） 回答の方法は，質問項目によって異なりますので，各質問の指示にご注意
ください。
（３） 各大学の実際の状況をお尋ねするアンケートです。状況を最もご存知の方
がご回答くださるよう，お願いいたします。
（４） 2017 年 11 月 30 日（木）までに，同封の返信用封筒で郵送してください。
切手は不要です。

以上，お手数をおかけしますが，よろしくお願い申し上げます。
（調 査 企 画）
〒101-0065 東京都千代田区西神田 2-4-1 東方学会新館 2Ｆ
公益社団法人 日本語教育学会 http://www.nkg.or.jp/
電話：03－3262－4291

☆本調査に関し，もしご不明の点がございましたら，下記までご連絡ください。
（調 査 実 施）
〒150－0013 東京都渋谷区恵比寿１－１３－６
社団法人 新情報センター http://www.sjc.or.jp
電 話：０３－３４７３－５２３１（受付時間：平日
担

当：田島・利光
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9：00～12：00
13：00～17：00 )

資料２

資料２

I. 大学について
F1．大学・学部名、あるいは研究科名等をお伺いします。
①

大学

②＜教職大学院のみ＞

学部

学科／

大学大学院

大学 教職課程
研究科

専攻

F2．（上記①の場合）取得できる免許状をお伺いします。（該当するもの全てに〇）
1．幼稚園

2．小学校

3．中学校

F3. 回答者名・職名をお伺いします。

4．高等学校

5．特別支援学校

＜回答者氏名＞
＜職名＞

F4．連絡先をお伺いします。＜電話＞
＜FAX 番号＞
＜Ｅメール＞

Ⅱ. 「外国人児童生徒等に対する教育」に関わる科目について
Q1.「外国人児童生徒等に対する教育」に関連する事柄を扱っている科目について，科目名を全
て以下の表に記入し，単位数を記載の上，扱っている内容全てに○をしてください。また，そ
の内容を扱うおおよその時間を（
）の中に記入してください。1 時間は 60 分としてお答え
ください。必修科目となっている場合は，関係する免許の種類を記入してください。
もし，3 科目以上ある場合は，お手数ですが次ページをコピーして回答をお願いします。
科目名及び単位数

「外国人児童生徒等に対する教育」の内容

＜科目１＞
科目名：

1. 日本語の特徴（
時間）
2. 学力・認知的発達と言語習得（
時間）
3. 外国人児童生徒等の心理と適応（
時間）
4.
日本語能力の評価＜対話型アセスメントＤＬＡ等＞（
時間）
単位数：
5. 母語に配慮した支援・指導（
時間）
6. 日本語の学習法に関する理論（
時間）
7. 外国人児童生徒や保護者とのコミュニケーション（
時間）
Q.必修ですか。
8.
個別の指導計画の作成方法（
時間）
1. いいえ
9. 日本語の指導方法・教材等の開発（
時間）
2. はい
時間）
10. 教科等の学習支援方法・指導方法＜「JSL カリキュラム」等＞（
↓
11. 外国人児童生徒等の文化背景（
時間）
＊どの校種の免許
12. 外国人児童生徒等がいる教室での相互理解と学級経営 ＜含.生徒指導＞
ですか。
（
時間）
1）幼稚園
13. 外国人児童生徒等の出身国に関する教育（
時間）
2）小学校
14. 外国人児童生徒等のキャリア教育と社会参加（
時間）
3）中学・高校
15. 校内の体制作りや地域連携（
時間）
（教科：
） 16．国内における外国人児童生徒等の現状（
時間）
4）特別支援学校
17. 外国人受入施策・日本語教育施策（
時間）
5）教員免許の必修 18. 地域における外国人受入の歴史や現状（
時間）
科目ではない
19. 外国人児童生徒等の教育の理念・理論（
時間）
20. 外国人児童生徒等教育の経験による教師の成長（
時間）
21. 外国人児童生徒等教育の実践を振り返るための方法（
時間）
22. 外国人児童生徒等教育の実践を改善するための方法（
時間）
23. 現場を知る＜実地教育＞（
時間）
1
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資料２
＜科目２＞
1. 日本語の特徴（
時間）
2. 学力・認知的発達と言語習得（
時間）
科目名：
3. 外国人児童生徒等の心理と適応（
時間）
4. 日本語能力の評価＜対話型アセスメントＤＬＡ等＞（
時間）
単位数：
5. 母語に配慮した支援・指導（
時間）
6. 日本語の学習法に関する理論（
時間）
7. 外国人児童生徒や保護者とのコミュニケーション（
時間）
Q.必修ですか。
8. 個別の指導計画の作成方法（
時間）
1. いいえ
9.
日本語の指導方法・教材等の開発（
時間）
2. はい
時間）
10. 教科等の学習支援方法・指導方法＜「JSL カリキュラム」等＞（
↓
11. 外国人児童生徒等の文化背景（
時間）
＊どの校種の免許
12. 外国人児童生徒等がいる教室での相互理解と学級経営 ＜含.生徒指導＞
ですか。
（
時間）
1）幼稚園
13. 外国人児童生徒等の出身国に関する教育（
時間）
2）小学校
14. 外国人児童生徒等のキャリア教育と社会参加（
時間）
3）中学・高校
15. 校内の体制作りや地域連携（
時間）
（教科：
） 16．国内における外国人児童生徒等の現状（
時間）
4）特別支援学校
17. 外国人受入施策・日本語教育施策（
時間）
5）教員免許の必修 18. 地域における外国人受入の歴史や現状（
時間）
科目ではない
19. 外国人児童生徒等の教育の理念・理論（
時間）
20. 外国人児童生徒等教育の経験による教師の成長（
時間）
21. 外国人児童生徒等教育の実践を振り返るための方法（
時間）
22. 外国人児童生徒等教育の実践を改善するための方法（
時間）
23. 現場を知る＜実地教育＞（
時間）
＜科目３＞
1. 日本語の特徴（
時間）
2. 学力・認知的発達と言語習得（
時間）
科目名：
3. 外国人児童生徒等の心理と適応（
時間）
4. 日本語能力の評価＜対話型アセスメントＤＬＡ等＞（
時間）
単位数：
5. 母語に配慮した支援・指導（
時間）
6. 日本語の学習法に関する理論（
時間）
7. 外国人児童生徒や保護者とのコミュニケーション（
時間）
Q.必修ですか。
8. 個別の指導計画の作成方法（
時間）
1. いいえ
9.
日本語の指導方法・教材等の開発（
時間）
2. はい
時間）
10. 教科等の学習支援方法・指導方法＜「JSL カリキュラム」等＞（
↓
11. 外国人児童生徒等の文化背景（
時間）
＊どの校種の免許
12. 外国人児童生徒等がいる教室での相互理解と学級経営 ＜含.生徒指導＞
ですか。
（
時間）
1）幼稚園
13. 外国人児童生徒等の出身国に関する教育（
時間）
2）小学校
14. 外国人児童生徒等のキャリア教育と社会参加（
時間）
3）中学・高校
15. 校内の体制作りや地域連携（
時間）
（教科：
） 16．国内における外国人児童生徒等の現状（
時間）
4）特別支援学校
17. 外国人受入施策・日本語教育施策（
時間）
5）教員免許の必修 18. 地域における外国人受入の歴史や現状（
時間）
科目ではない
19. 外国人児童生徒等の教育の理念・理論（
時間）
20. 外国人児童生徒等教育の経験による教師の成長（
時間）
21. 外国人児童生徒等教育の実践を振り返るための方法（
時間）
22. 外国人児童生徒等教育の実践を改善するための方法（
時間）
23. 現場を知る＜実地教育＞（
時間）

2
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資料２
資料２
Q2．Q1 で回答した「外国人児童生徒等に対する教育」に関連する授業では，どのようなことを
行いますか。行っているもの全てに○をしてください。科目別に答える必要はありません。
1.講義

2.事例報告

3.事例研究

4.指導案作成／活動設計

6.教材作成

7.授業見学

8.授業参加

9.授業補助

10.模擬授業

5.教材分析
11.教壇実習

12.学習体験（外国語学習，異文化シミュレーションゲーム等）
13.その他（

）

＊以下の質問については，ワープロを活用するなど，別紙での回答でも構いません。
Q3．現在行っている「外国人児童生徒等に対する教育」に関連する授業により，どういった効
果・成果があがっていますか。具体的にお答えください。

Q4．現在行っている「外国人児童生徒等に対する教育」に関連する授業について，課題（実施
対象・時期・内容・方法等，改善を検討したい点）はありますか。具体的にお答えください。

Q5．学生を対象として，
「外国人児童生徒等に対する教育」をする力を育むために，授業以外で
行っていることはありますか。具体的にお答えください。（例．学習支援ボランティアの派遣）

Q6. 「外国人児童生徒等に対する教育」を行うために，どのような専門性を持つ人が必要だと
思いますか。お考えをお書きください。

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。
＜お願い＞「外国人児童生徒等に対する教育」に関連する事柄を扱っている科目のシラバス等，授
業の内容・方法について示された資料がありましたら，添付していただければ幸いです。

3
－124－

外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

［教育委員会・団体等用］

資料２

外国人児童生徒等教育担当教員の養成・研修に関する調査
－教育委員会・団体等調査－
ご記入にあたってのお願い

このたびは，本調査にご協力いただき，ありがとうございます。
（１） ご回答は，研究目的のためだけに使わせていただきます。調査結果は統計
処理をして公表しますので，機関・組織毎の回答を公表することはありませ
ん。また，機関・組織名が特定されるような形で公表することもありません。
（２） 回答の方法は，質問項目によって異なりますので，各質問の指示にご注意
ください。
（３） 各機関・組織の実際の状況をお尋ねするアンケートです。状況を最もご存
知の方がご回答くださるよう，お願いいたします。
（４） 2017 年 11 月 30 日（木）までに，同封の返信用封筒で郵送してください。
切手は不要です。

以上，お手数をおかけしますが，よろしくお願い申し上げます。
（調 査 企 画）
〒101-0065 東京都千代田区西神田 2-4-1 東方学会新館 2Ｆ
公益社団法人

日本語教育学会

http://www.nkg.or.jp/

電話：03-3262-4291

☆本調査に関し，もしご不明の点がございましたら，下記までご連絡ください。
（調 査 実 施）
〒150－0013 東京都渋谷区恵比寿１－１３－６
社団法人 新情報センター http://www.sjc.or.jp
電 話：０３－３４７３－５２３１（受付時間：平日 10：00～12：00
13：00～17：00）
担 当：田島・利光
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資料２

資料２

I. 機関・組織について
F1．機関・組織名をお伺いします。

1．教育委員会名

教育委員会

2．その他 団体名
F2. 回答者名・職名をお伺いします。

＜回答者氏名＞
＜職名＞

F3．連絡先をお伺いします。：＜電話＞
＜FAX 番号＞
＜Ｅメール＞
F4.

＜教育委員会のみ回答してください。＞

現在，管内や地域の小中学校に日本語指導が必要な児童生徒は在籍していますか。
1．はい

2．いいえ

3．不明

Ⅱ. 「外国人児童生徒等に対する教育」に関する研修について
Q1.「外国人児童生徒等に対する教育」に関連する研修の実施状況について答えてください。
2013 年度～2017 年度の研修についてお伺いします。
Q1—1. 「外国人児童生徒等に対する教育」に関連する研修を行っていますか。
1．はい （Q1-3 へ）
Q1-2.

2．いいえ（Q1-2 へ）

研修実施の必要性があるとお考えですか。また，今後，研修を行う予定はありますか。

1．必要だと考えており，実施する予定である。
2. 必要だと考えているが，今のところ実施の予定はない。
3．必要だと考えていない。
＊Q1-1 が「いいえ」の場合は，以下の質問にお答えいただく必要はありません。このまま返信
用封筒でご返送ください。ありがとうございました。
Q1-3. どのぐらいの頻度で行っていますか。
1．1 年に

回

2．隔年

3．3 年に 1 回

4．不定期

Q1-4. 1 回の研修はどのぐらいの時間数ですか。1 時間は 60 分でお考えください。
時間
Q1-5. 研修の参加者・対象者はどういった方々ですか。当てはまるもの全てに○をしてくださ
い。
1．日本語指導担当教員（外国人児童生徒教育・日本語指導を担当している教員）
2．日本語指導担当ではない教員（上記 1 に該当しない教員）
3．日本語支援者

4． 母語支援者

5．その他（

）
1
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Q2. 次のアからクの研修の中で，
「外国人児童生徒等に対する教育」に関連する内容を取り上げ
ることがありますか。それぞれお答えください。教育委員会はア～キについて，団体等はクに
ついて回答をお願いします。同じ研修を複数回実施している場合は，その標準的・平均的なも
のを選び，答えてください。また，ア～クに該当しない研修を実施している場合は，ケ～サに

） 有・ 無

有・ 無

サ（

ク 団 体 主催 の 研 修

有・ 無

） 有・ 無

キ 生 徒 指導

有・ 無

コ（

カ 進 路 指導

有・ 無

） 有・ 無

オ 管 理 職研 修

有・ 無

ケ（

エ その他の経験 年数によ る 研修

有・ 無

有・ 無

ウ 十 年 経 験 者研 修

イ 初任者研修

実施していない場合は「無」に○

有・ 無

Ⅰ．実施している場合は「有」，

ア 日 本 語 指 導 担 当 者研 修

研修名をご記入いただき，それぞれについてお答えください。

をつけてください。
Ⅱ．「Ⅰ」で「有」としたものについて，その概要を教えてください。
１ ２

１ ２

１ ２

１ ２

１ ２

１ ２

１ ２

１ ２

１ ２

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

3）希望研修

１ ２

2）選択研修

３

1）悉皆研修

１ ２

1．参加形態は 1)～3)のどれに最も近いですか。実施している研修ごとに○を１つ付けてください。

2．研修に参加するのはどのような人ですか。1)～4)のあてはまるもの全てを選んで○をつけてく
１ ２ ３ ４

１ ２ ３ ４

１ ２ ３ ４

１ ２ ３ ４

１ ２ ３ ４

１ ２ ３ ４

１ ２ ３ ４

4）日本語指導支援者

１ ２ ３ ４

3）教員一般

１ ２ ３ ４

2）日本語指導担当教員

１ ２ ３ ４

1）管理職

１ ２ ３ ４

ださい。

3．研修で日本語指導や外国人児童生徒等について取り上げる時間は合計どのぐらいですか。1)～

１ ２ ３

１ ２ ３

１ ２ ３

１ ２ ３

１ ２ ３

１ ２ ３
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１ ２ ３

2

１ ２ ３

3）事例研究

１ ２ ３

2) 事例報告

１ ２ ３

1) 講義

１ ２ ３

4．研修の形態は 1)～12)のどれになりますか。あてはまるもの全てに○をつけてください。

１ ２ ３ ４ ５ ６

１ ２ ３ ４ ５ ６

１ ２ ３ ４ ５ ６

１ ２ ３ ４ ５ ６

１ ２ ３ ４ ５ ６

6) それ以上

１ ２ ３ ４ ５ ６

5) 2～3 日（8～20 時間）

１ ２ ３ ４ ５ ６

4) 4～7 時間

１ ２ ３ ４ ５ ６

3) 2～3 時間

１ ２ ３ ４ ５ ６

2) 90 分以内

１ ２ ３ ４ ５ ６

1) 講義のごく一部

１ ２ ３ ４ ５ ６

6)のいずれか１つに○を付けてください。

４ ５ ６ ７ ８ ９

資料２
４ ５ ６ ７ ８ ９

４ ５ ６ ７ ８ ９

４ ５ ６ ７ ８ ９

４ ５ ６ ７ ８ ９

４ ５ ６ ７ ８ ９

9）授業補助

４ ５ ６ ７ ８ ９

8）授業参加

４ ５ ６ ７ ８ ９

7）授業見学（含．他校での見学）

４ ５ ６ ７ ８ ９

6）教材作成

４ ５ ６ ７ ８ ９

5）教材分析

４ ５ ６ ７ ８ ９

資料２
4）指導案作成/活動設計

10）模擬授業

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11）公開授業と授業研究会

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12）学習体験（外国語学習，異文

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

化シミュレーションゲーム等）
13）その他（具体的に書き添えて
いただければ幸いです）
5．実施しているそれぞれの研修で，以下の 1)～22)の内容を扱いますか。あてはまるもの全てに
サ（

コ（

ケ（

ク 団 体 主催 の 研 修

キ 生徒指導

カ 進路指導

オ 管 理 職研 修

） １ ２ ３ ４

） １ ２ ３ ４

） １ ２ ３ ４

１ ２ ３ ４

１ ２ ３ ４

１ ２ ３ ４

１ ２ ３ ４

１ ２ ３ ４

５ ６ ７

５ ６ ７

５ ６ ７

５ ６ ７

５ ６ ７

５ ６ ７

５ ６ ７

５ ６ ７

８ ９

８ ９

８ ９

８ ９

８ ９

８ ９

８ ９

８ ９

10） 教科等の学習支援方法・指導

８ ９

9）日本語の指導方法・教材等の開発

８ ９

8）個別の指導計画の作成方法

８ ９

ミュニケーション

エ その他の経験 年数によ る 研修

7）外国人児童生徒や保護者とのコ

５ ６ ７

6）日本語の学習法に関する理論

５ ６ ７

5）母語に配慮した支援・指導

５ ６ ７

メントＤＬＡ等＞

１ ２ ３ ４

4）日本語能力の評価＜対話型アセス

ウ 十年経験者研修

3）外国人児童生徒等の心理と適応

１ ２ ３ ４

2）学力・認知的発達と言語習得

１ ２ ３ ４

1）日本語の特徴

イ 初任者研修

ア 日本語指導担当者研修

○をしてください。その中で 1 時間以上扱うものには◎をしてください。

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11）外国人児童生徒等の文化背景

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12）外国人児童生徒等がいる教室

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

方法＜「JSL カリキュラム」等＞

での相互理解と学級経営 ＜含.生
徒指導＞

13） 外国人児童生徒等の出身国に
関する教育

3
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資料２
外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業
14） 外国人児童生徒等のキャリア 14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
教育と社会参加

15）校内の体制作りや地域連携

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16） 国内における外国人児童生徒

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

等の現状

17） 外国人受入施策・日本語教育
施策

18） 地域における外国人受入の歴
史や現状

19） 外国人児童生徒等の教育の理
念・理論

20） 外国人児童生徒等教育の経験
による教師の成長

21） 外国人児童生徒等教育の実践
を振り返るための方法

22） 外国人児童生徒等教育の実践
を改善するための方法

＊以下の質問については，ワープロを活用するなど，別紙での回答でも構いません。
Q3．現在行っている「外国人児童生徒等に対する教育」に関連する研修により，どういった効
果・成果があがっていますか。具体的にお答えください。

Q4．現在行っている「外国人児童生徒等に対する教育」に関連する研修について，課題（実施
対象・時期・内容・方法等，改善を検討したい点）はありますか。具体的にお答えください。

Q5．
「外国人児童生徒等に対する教育」を推進するために，教育委員会あるいは団体として，研
修以外に行っていることはありますか。具体的にお答えください。（例．研究部会）

Q6．
「外国人児童生徒等に対する教育」を行うために，どのような専門性を持つ人が必要だと思
いますか。お考えをお書きください。

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。
4
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資料３

資料３

2017 年 月 日
所属機関
様
公益社団法人日本語教育学会
会長 石井恵理子

文部科学省委託事業「外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデル
プログラム開発事業」に関する研究協力について（依頼）
平素よりお世話になっております。
日本語教育学会では，文部科学省委託事業「外国人児童生徒等教育を担う教員の要請・
研修モデルプログラム開発事業」に採択（内諾）され，今年度より研究を進める予定です。
つきましては，貴殿に本研究にご協力いただきたくお願い申し上げます。
記
１． 事業名：「外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業」
２． 協力依頼内容： 下のいずれか、あるいは両方
外国人児童生徒等教育を担う教員の資質・能力に関するインタビュー調査へのご協力
外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修に関するインタビュー調査へのご協力
３． 期間：2017 年●月～●年●月予定
４．謝礼：文部科学省の規定に基づき支給
４． 調査実施者：担当者名（所属）
連絡先：
以上
問合先：本事業調査研究本部代表 齋藤ひろみ（東京学芸大学 教授）
事務局

工藤聖子・村瀬玲

〒184-8501 東京都小金井市貫井北町 4-1-1 東京学芸大学
電話：042-329-7239

e-mail：mo.mo.pro.jimukyoku@gmail.com

公益社団法人日本語教育学会（白石）
〒101-0065 東京都千代田区西神田 2-4-1 東方学会新館 2F
電話

03-3262-4291 FAX 03-5216-7552 E-mail office@nkg.or.jp

101-0065 東京都千代田区西神田 2-4-1 東方学会新館 2F Tel: 03-3262-4291 Fax: 03-5216-7552
Toho-Gakkai New Bldg. 2F, 4-1 Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0065, Japan
Tel: +81-3-3262-4291 Fax: +81-3-5216-7552
URL: http://www.nkg.or.jp E-mail: office@nkg.or.jp
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資料３
外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

協力への承諾について
ご依頼申し上げた文部科学省委託事業「外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修
モデルプログラム開発事業」における調査にご協力いただける場合、下記の承諾欄にご署
名をお願いいたします。
なお、ご協力いただき収集したデータについては、本事業プロジェクト事務局にて厳重
に保管し、本事業に係る研究・モデル開発活動以外には使用いたしません。また、個人が
特定されることはございません。
ご理解の上、ご協力をご承諾くださいますようお願い申し上げます。
公益財団法人日本語教育学会
本プロジェクト調査研究本部 代表 齋藤ひろみ

・・・・・・・・・・承諾書・・・・・・・・・・

文部科学省委託事業「外国人児童生徒等教育を担う教員の要請・研修モデルプログラ
ム開発事業」の調査に協力します。
年

月

日
署名

101-0065 東京都千代田区西神田 2-4-1 東方学会新館 2F Tel: 03-3262-4291 Fax: 03-5216-7552
Toho-Gakkai New Bldg. 2F, 4-1 Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0065, Japan
Tel: +81-3-3262-4291 Fax: +81-3-5216-7552
URL: http://www.nkg.or.jp E-mail: office@nkg.or.jp
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ࡗ࡚࠸࡚㸪㸰ࡘ┠ࡢゝㄒࡋ࡚᪥ᮏㄒࢆᏛࡪሙྜࡢㄢ㢟ࢆ⌮ゎࡋ࡚㸪᪥ᮏㄒࡢຊࢆఙࡤࡍຊࡸ㸪ࡇ

㈨ᩱ㸲

䐠䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䜔ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹㻌

ࡸ᪥ᮏㄒᣦᑟ㛵ಀࡢ◊ಟࡢㅮᖌࡋ࡚ㅮ⩏ࢆࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᅾࡣ㸪ᑓ㛛ᐙࡋ࡚㸪Ꮫᰯࢆゼၥࡋ࡚ᨭ࣭ᣦᑟࡢᵝᏊࢆཧほࡋ࡚ຓゝࡋࡓࡾ㸪እᅜேඣ❺⏕ᚐᩍ⫱

௨๓ࡣ㸪࣎ࣛࣥࢸࡋ࡚㸪ᅋᆅࡢ୍ゅ࡛ᏊࡶࡢࡓࡵࡢᏛ⩦ᨭᩍᐊࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⌧

䐟䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺ሙ㠃䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䛛䚹㻌

䠍㻌 ⌧ᅾ䠈እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜈䛾㛵䜟䜚᪉㻌

ϩ ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗ 㸦⌧ᅾࡢ㛵ࢃࡾ᪉㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿ⪃࠼㸧

᭷ ᪥ᮏㄒᩍᖌ㣴ᡂㅮᗙཷㅮ㸦1 ᖺ㛫㸧

㸲 㛵㐃◊ಟཷㅮ⤒㦂

ࡑࡢ ᩍ⫱ጤဨࡢᣦᑟࡋ࡚ 6 ᖺ㸦࠺ࡕᢸᙜᣦᑟࡋ࡚㸯ᖺ㸧

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡋ࡚   ܇ᨭ⪅ࡋ࡚     㸦 20 㸧ᖺ

ࡾ࠶ڧ㸦   㸧ᖺ  ࡋ࡞܇㸦ⱥㄒࡢᑓ㛛Ꮫᰯ࡛ㅮᖌ⤒㦂࠶ࡾ㸧

㸰 ᩍ⫋⤒㦂

ࡢࡑ܇ 㸦ᑓ㛛ᐙࡋ࡚㸪ᮾᾏᆅ༊ࡢᩍဨ◊ಟ㛗ࡃ㛵ࢃࡗ࡚ࡁࡓ㸧

ڧᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ   ࢸࣥࣛ࣎ڧὴ㐵ᅋయࡢ㐠Ⴀ⪅➼

ڧᩍ⫱ጤဨ➼ὴ㐵ࡢᣦᑟဨ  ڧᨭᅋయὴ㐵ࡢᨭ⪅ 

ڧศᩓ   ܇㞟ఫ

ᆅᇦࡢ≧ἣ

Ϩ ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ㄪᰝ㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࡢグ㘓１

㈨ᩱ㸲

資料４

࡞ࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ

࠸࠸ࡀ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿ➼㸪ࡶࡗඃඛࡍࡁࡇࡀ࠶ࡿࠋࡇࡕࡽࡽᣦᑟ

ᗓ┴࡛⾜ࢃࢀࡿ◊ಟ

－133－
ࢀ࡞࠸ࠋ

ᰯ 3 ᖺ⏕௨ୖࡢࡍ࡚ࡢᏊࡶࡀཧຍྍ⬟㸧ࡢ㐠Ⴀࡶᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ

  ᪥ᮏㄒᣦᑟࡢᢸᙜᩍဨࡋ࡚Ꮫ⣭ᢸ௵ࡼࡾồࡵࡽࢀࡿຊࡣ㸪⮬ศࡕࡀ࠺❧ሙࡢே㛵ࢃࡗ࡚ࡑ
ࡢᏊࡢࡇࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡅࡿຊࠋᑡᩘᅾ⡠ᰯ࡛ࡣࡑࡢᏊ㛵ࢃࡿேဨࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆసࡗ࡚㸪
యไࢆసࡿຊࡀᚲせࠋ⮬ศࡀ᪥ᮏㄒᣦᑟࢆࡋ࡚࠸ࡓࡶᚰࡅ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᣦᑟ࠸࠺❧ሙࡔ㸪

㆑࡛᥋ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛㸪࠺ࡋ࡚ࡶᨭࡋࡍࡂ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡃᚑ᮶ࡽࡢ᪥ᮏㄒᩍᐊタ⨨ᰯࡢయ

ไࡣᏊࡶࡗ࡚ࡶಖㆤ⪅ࡗ࡚ࡶࡼࡃ࡞࠸ࠋ

䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻㐪䛔䛿䛒䜚䜎䛩䛛䚹㻌

䐡❧ሙ䠄እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜ⪅௨እ䛾䠈୍⯡ᩍဨ䞉⟶⌮⫋䞉ᣦᑟ䈈䠅䛻䜘䛳䛶䠈ồ䜑

ࡑࢀᑐᛂ࡛ࡁࡿᤵᴗࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿඛ⏕ࡣ࠸ࡿࠋ
ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᅔࡿࢇ࡛ࡍࡼࠖゝ࠺㸪ࡁࡕࢇ

⪃࠼᪉࡛ᣦᑟࡍࢀࡤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࡀ㸪᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅ࡸᩍဨࡣࠕᨭࡋ࡚࠶ࡆ࡞ࡅࢀࡤࠖ࠸࠺ព

ാࡁࡅࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿຊࢆ㌟╔ࡅ࡚ࡋ࠸ࠋಖㆤ⪅ࡶྠᵝࠋᣦᑟ⪅ഃࡀࡑࡢຊࢆ㣴࠺࠸࠺

  ࠸ࡕࡤࢇ㌟╔ࡅ࡚ࡋ࠸ࡢࡣ㸪⮬ศࡀຮᙉࡸ᪥ᮏࡢࡇ࡛ࢃࡽ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡗࡓࡁ㸪ே

䠎㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ䛻䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛥䛫䛯䛔䛷䛩䛛䚹㻌

࠸ࠋ

ᩍဨ୍⯡ࡢ㈨㉁⬟ຊࡀ࠶ࡿேࡣᑐᛂ࡛ࡁࡿࠋᾏእ⾜ࡗࡓ⤒㦂ࡸࡕࡀ࠺ゝㄒࢆᏛࢇࡔ⤒㦂ࡀ࠶ࡗ
ࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࡀ㸪ࡑࢀࡀ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪ࡇ࠺࠸࠺ᅔࡾࢆᣢࡗࡓᏊࡶࡀ᮶ࡓ㓄៖ࡋ࡚㛵ಀࢆసࡗ࡚࠸

ࡅ࡚࠾ࡅࡤኵࡸ㸪Ꮚࡶࡣ⮬↛᪥ᮏㄒࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿ㸪➼ࠋⓎಙࢆࡋ࡚࠸࡞࠸࠸ࡅ࡞

䛭䜜䛿䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛷䛩䛛䚹㻌

䐠እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᩍ⫱䜔᪥ᮏㄒᣦᑟ䛷䛿䠈ᩍဨ୍⯡䛾㈨㉁⬟ຊ䛷䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠈

࡞࠸ࡀ㸪୍ே㛵ࢃࢀࡿ㛫ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᣦᑟ⪅ྠኈ࡛┦◊ಟࡀ࡛ࡁࡿሙࡀᚲせࠋ

  ࡑࢀࡲ࡛ࡢᤵᴗసࡾࡢຊࡀ㊊ࡾ࡞࠸ேࡣ᪥ᮏㄒᣦᑟࡶ㞴ࡋ࠸ࠋಶู㛵ࢃࡗ࡚ࡃ㛫ࢆࡿࡋ

ࡇࡀ࡞࡞⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸ࠋయ㦂ࡢ᭷↓ࡀࡁ࠸ࡢࠋ

ࡀࡗ࡚㸪⏕άࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᩥᏐࡀ᭩ࡅ࡚ࡶ㐩ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡁ࡞࠸ࠋࡑࡢ

ࡀ࠶ࡿ࠺ࡣࡁ࠸ࡢ࡞ᛮ࠺ࠋᏊࡶࡀ᪥ᮏㄒࢆᏛࡪࡇࡣ➨እᅜㄒࢆᏛࡪࡇࡣࡕ

ᩍ⫱ࡘ࠸࡚ᇶᮏⓗ࡞⌮ゎࡢ࡞࠸ேࡀ⾜ᨻࡢ୰ࡶࡲࡔ࠸ࡿࠋᏊࡶࡢẕㄒࡀࢃࡿேࢆࡑࡤࡘ

1 ே࡛ 18 ேࡣ࡚ࡶぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡢࡼ࠺యไࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡀᚋࡢㄢ㢟ࠋࡲࡓ㸪Ꮚࡶ㐩ࡢ

ㄢ㢟ࡣࠕᇶ♏ᐃᩘࠖ࡞ࡾ㸪18 ே 1 ேࡀ㓄⨨ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡀ㸪ᕠᅇᣦᑟࢆࡋ࡚࠸ࡿ

ࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ

ᛮࡗ࡚࠸ࡓࠋ࠸ࡲࡣࡢᏛᰯ࠸࡚ࡶ᪥ᮏㄒᣦᑟࡀཷࡅࡽࢀࡿయไࢆసࡿࡇࡀ࡛ࡁ㸪ࡑࢀࡣ

⌧ሙ࠸ࡓࡁࡽ㸪ᑡᩘᅾ⡠ᰯᣦᑟ⪅ࡸẕㄒᨭࡀࡘ࡞࠸࠸࠺⌧≧ࢆఱࡋ࡚࠸ࡓ࠸

䐠䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䜔ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹㻌

  ᅜㄒࡢ㛫࡛ࡶᩥᏐࡢ᭩ࡁ᪉ࢆᤵᴗ୰ࡉࡏࡿࡇࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࠋ⮬ศࡀእᅜㄒࢆຮᙉࡋࡓ⤒㦂

ࡤࡼ࠸ぢ࡚ࢃࡿࡼ࠺࡞◊ಟࡀᚲせࡔ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᣦᑟ⪅ࡢᩘࡶከ࠸ࡢ࡛㸪⮬ศ୍ே࡛ࡣぢษ

ࡢᏊࡶ㸪ಖㆤ⪅⟶⌮⫋࡛⾜ࢃࢀࡿ㠃ㄯࡢ❧ࡕྜ࠸ࡶࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ேᶒᩍ⫱ᢸᙜࡋ࡚㸪ᅵ᭙ࢥࣜᩍᐊ㸦Ẹ᪘ᩍᐊࡢ⦰ᑠక࠸㛤タࠋᅾ᪥ࡢᏊࡶࡔࡅ࡛࡞ࡃᑠᏛ

࡞࠸ேࡀ࠸ࡿࠋ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆసࡗ࡚ࡶゎỴࡋ࡞࠸ࠋึࡵ࡚᪥ᮏㄒᣦᑟࢆᢸᙜࡍࡿேࡣ㸪࠺ࡍࢀ

ࡘࡣእᅜேࡢᏊࡶࢆཷධࢀ࡚࠸ࡿᏛᰯయไసࡾࡢࢻࣂࢫࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋཷࡅධࢀእᅜே

ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇࡀ‶㊊ឤࢆᚓࡿࡁࡇࢁ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀࢃࡿேࡑ࠺࡛

䐟䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺ሙ㠃䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䛛䚹㻌

ேᶒᩍ⫱ᢸᙜࡢᣦᑟࠋᩍဨ◊ಟࢆ⏬ࡋࡓࡾ㸪ᤵᴗࢆࡳ࡚ࢻࣂࢫࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶ࠺୍

ᢸᙜ⪅⮬㌟ࡀࢡࣛࢫࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛㸪ಖㆤ⪅ࡢᶫΏࡋࢆࡍࡿࡇ࡛⮬ศࡢ‶㊊ឤࢆឤࡌࡼ࠺

䠍㻌 ⌧ᅾ䠈እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜈䛾㛵䜟䜚᪉㻌

࣒ࣛࢆసࡽ࡞࠸ࡴࡎࡋ࠸ࡢ࡞⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᨭࡋࡍࡂࡿࡇࡢཎᅉࡣ㸪᪥ᮏㄒᣦᑟ

ࡃ⦎⩦ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿࠋࡑ࠺࡛࡞࠸ᣦᑟࢆࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃ࢆぢ࡚ࡶࡽࡗࡓࡾ㸪ࡇࡕࡽ࡛࢝ࣜ࢟ࣗ

ࡍࡿ㸪ࡑࡢࡣࠕࢃࡾࡲࡋࡓࠖゝࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡀ㸪ࡲࡓḟぢ⾜ࡃᮘྥࡗ࡚ᩥᏐࢆ᭩

࡛సࡽࢀࡓᣦᑟほࡣ࡞࡞ኚ࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋ࠼ࡤࡦࡽࡀ࡞ࡢᏐᙧࡸ᭩ࡁ㡰ࡣṇࡋࡃ࡛ࡁࡓ࠺ࡀ

ᩍဨ◊ಟࢭࣥࢱ࣮ ᪥ᮏㄒᣦᑟᣦᑟ⪅◊ಟ 2 ᅇ

᪥ᮏㄒᩍᖌ㣴ᡂㅮᗙ

ࡼ࠸㒊ศࡢ༊ูࡀ࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ≉ᩍ⫋⤒㦂ࡢ㛗࠸ேࡣ㸪᪥ᮏࡢᏊࡶ㐩ࢆᣦᑟࡋࡓ⤒㦂ࡢ୰

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡋ࡚   ڧᨭ⪅ࡋ࡚     㸦     㸧ᖺ

ϩ ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗ 㸦⌧ᅾࡢ㛵ࢃࡾ᪉㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿ⪃࠼㸧

㸳 㛵㐃ศ㔝Ꮫ⩦⤒㦂

㸲 㛵㐃◊ಟཷㅮ⤒㦂

ᙜࡍࡿேࡣ࣓࣮ࢪࡋࡃ࠸ࠋ

܇᪥ᮏㄒᣦᑟ㸦ᅜ㝿ᩍᐊᢸᙜ㸧ᢸᙜᩍဨࡋ࡚

㸱 ᢸᙜ⤒㦂

  ࠸ࡕࡤࢇ࡛ࡁ࡞࠸ᛮ࠺ࡢࡣ㸪ᐇ㝿ࡢ 45 ศࡢᣦᑟࡢᵓࠋࡇࡔࢃࡿࡁ㒊ศ㸪ࡇࡔࢃࡽ࡞ࡃ࡚

ࡿࡼ࠺ࡋࡓ࠸࠸࠺⪃࠼࡛ᣦᑟィ⏬ࢆ❧࡚࡚࠸ࡃࡇࡀ࣓࣮ࢪࡋࡃ࠸ࡼ࠺ࡔࠋ≉ึࡵ࡚ᢸ

ࡾ࠶܇㸦 17 㸧ᖺ  ࡋ࡞ڧ

㸰 ᩍ⫋⤒㦂

  ࠸ࡲ≉ูࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡣ 1 ᖺ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ1 ᖺᚋఱࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸪ࡇࢀࡀ࡛ࡁ

ࡢࡑڧ

䐟ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖㈨㉁⬟ຊ䛿䛺䜣䛷䛩䛛䚹㻌

䠏㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜢ᢸᙜ䛩䜛ᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻䛴䛔䛶㻌

ڧᩍ⫱ጤဨ➼ὴ㐵ࡢᣦᑟဨ  ڧᨭᅋయὴ㐵ࡢᨭ⪅ 

ڧᩍㅍ   ܇  ⫋⌮⟶ڧᣦᑟ  ڧᖖㅮᖌ  ڧ㠀ᖖㅮᖌ

㸯 ❧ሙ

࣭⮬ศࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪥ᮏࡣࡕࡀ࠺ࡶࡢ᪥ᮏࡢࡶࡢࢆ୧᪉ࡶ౯್ほࡋ࡚ᣢࡗ࡚࠸ࡽࢀࡿே

࣭⮬ศࡀࡸࡾࡓ࠸┠ᶆࢆ⮬ศ࡛Ỵࡵࡽࢀࡿຊ

 ࡣ㸪

㈨ᩱ㸲

ڧᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ   ࢸࣥࣛ࣎ڧὴ㐵ᅋయࡢ㐠Ⴀ⪅➼

܇ศᩓ   ڧ㞟ఫ

ᆅᇦࡢ≧ἣ

Ϩ ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ㄪᰝ㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࡢグ㘓２

㈨ᩱ㸲

外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

㠀ᖖ㞴ࡋ࠸ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ㐌 4 㛫᪥ᮏㄒᣦᑟࡀ࠶ࡿࡁ㸪࠸ࡲᏛ⣭࡛ࡇ࠺࠸࠺ࡇࢆࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࡛㸪ࡇ࠺࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡚ࡋ࠸㸪࠸࠺ලయⓗ࡞࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸࡚㸪ࡔࡽ᪥ᮏㄒᣦᑟ

⾜ࡗࡓࡁ㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓどⅬࡽࡶぢ࡚࠸ࡿࠋ

ࢃࡽ࡞࠸ࡽᏛࡰ࠺࠸࠺ே㸪⊂⮬ࡢ᪉ἲ࡛ࡸࡗ࡚ࡋࡲ࠺ேศࢀࡿࠋ᪥ᮏㄒᣦᑟ࠸࠺ほⅬ

ࡢඛ⏕࡞ࡽලయⓗᏊࡶ࠺ࢃࡿ࠸࠺ヰࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ

ࢧ࣏࣮ࢺᰯ࡛ࡣ㸪」ᩘྡࡢ᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜ⪅ࡀ㓄⨨ࡉࢀ㸪᪥ᮏㄒᣦᑟ⤒㦂⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ꮫᰯᩍ

ࣥࢡࡋ࡚࠸ࡅࡓࡽᛮ࠺ࠋⱥㄒάື࡛ࡣྠࡌࡼ࠺࠸ᴦࡋࡃάືࡍࡿࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛㸪㏻ࡌࡿ
ࡇࢁࡣ࠶ࡿࠋࡓࡔ㸪⌧ሙࡢඛ⏕ࡣⱥㄒⱞᡭព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿேࡀᖺ㱋ࢃࡽࡎከ࠸ࠋⱥㄒ
άື࡛ࡣࢳࣕࣥࢶࡸ㸪ḷࡸࢤ࣮࣒ࢆࡗ࡚ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡲࡍࡼࡡ㸪ゝࡗ࡚ࡶ㸪ࡌࡷ࠶ࡸࡗ࡚
ࡳࡲࡍ࠸࠺ேࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ேࡀ࠸ࡿࠋ

ࡣ㠀ᖖ࠺ࡲ࠸ࠋ᪥ᮏㄒᩍ⫱⤒㦂⪅ࡣேᩍ࠼࡚࠸ࡓࡢ࡛㸪Ꮚࡶ┦ᡭ࠸࠺ቨࡪࡘࡿ࡞

ᛮࡗࡓࡀ㸪Ꮚࡶࡗࡓࡓࢇ㸪ྠࡌ࡛ࡣ࠺ࡲࡃ࠸࡞࠸ࡇࡣࡍࡄࢃࡿࠋពḧࢆࡶࡗ

࡚Ꮫࡪࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡋ㸪୰Ꮫ⏕ࡔᛮᮇ࡛ࡋࡷࡗ࡚ࡃࢀ࡞࠸ࡇࡶ࠶ࡿࠋᏛᰯᩍဨ⤒㦂⪅

ᑐ㸪ືモࡢά⏝ࢆࡁࡕࢇධࢀ࡞࠸㸪➼࠸࠺ࡇࡔࢃࡾࡀ࠶ࡿேࡣ࠸ࡿࡀ㸪ືモࡢά⏝ࡀࡁࡕ

ࢇ࡛ࡁࡿࡇࡣ᭩ࡁゝⴥࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛㸪࡛ࡁࡓࡽࡸࡗࡓ᪉ࡀ࠸࠸ᛮ࠺ࠋ
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ࡶ⯆ࢆᣢࡗ࡚ཧຍࡋ࡚ࡃࢀࡿࡢ࡛ࡣࠋ⮬ศ⮬㌟ࡀᏛࡪᚲせࡶ࠶ࡿࡋ㸪ࡑ࠺࠸࠺ࡇࢆᑓ㛛ࡋ࡚

௵ࡢඛ⏕ヰࡋࡅࡃࡃ㸪⟶⌮⫋ࡋ᥋ゐ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀከ࠸ࡀ㸪⟶⌮⫋ࢆ㏻ࡋ࡚ࠕඛ⏕ఏ

࠼࡚࠾࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡞ࡢാࡁࡅࡀ࡛ࡁࡿேࡶ࠸ࡿࠋ

ࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᑠᏛᰯࡣ㸪࠸ࡲ≉ูᨭᩍ⫱࡛ࠕࢣ࣮ࢫ㆟ࠖࡢ㔜せᛶࡀゝࢃࢀ࡚

ࡇࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞ຊࡀᚲせࠋ୰ᏛᰯࡣࡶࡶࠕᏛᖺᅋ࡛ぢࡿࠖ࠸࠺ែໃࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪㐃ᦠ

᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜᩍဨࡋ࡚ࡣ㸪ලయⓗ㐃ᦠࡀᣢࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺ᢸ௵ᩍဨ➼ࢡࢩࣙࣥࢆ㉳

䠑㻌 ᩍဨ䛸᪥ᮏㄒᣦᑟဨ䞉ᨭ⪅䛜䠈༠ാ䛧䛶ᩍ⫱䞉ᨭ䜢⾜䛖䛻䛿䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹㻌

ᛮ࠺ࠋ

ࢀࡤ࠸࠸㸪ᐇ㝿ᐙᗞゼၥࡋ࡚ఏ࠼ࡓ࠺ࡀ࠸࠸㸪➼ࢆ⮬ศࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ఏ࠼ࡽࢀࡿ࠸࠸

࡚ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣẕㄒᨭဨࡢ❧ሙ࡞ࡽࢃࡿࡣࡎ࡞ࡢ࡛㸪௦ࢃࡾ࠺ࡍ

ఏࢃࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿேࡀࡲࡔࡲࡔከ࠸ࠋ࠼ࡤẕㄒヂࡉࢀࡓ࠾ࡓࡼࡾࢆࡶࡽࡗࡓࡽゝࡗ࡚㸪

ᨭࡋࡍࡂ࡞࠸ࡼ࠺ゝࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤ㸪ᩍဨࡣ㸪Ꮫᰯࡽࡢ࠾ࡓࡼࡾࢆ⩻ヂࡍࢀࡤಖㆤ⪅

ࡑࡇࡲ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸᩿ࡿࡇࡶᚲせࠋẕㄒᨭဨࡣᨭࡋࡓ࠸ࡽᨭࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡀከ࠸ࡀ㸪

ከ࠸ࡀ㸪ࢃࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆᏛᰯᩍဨゝ࠼ࡿຊࡶᚲせࠋࡲࡓ㸪㐣ᗘ࡞せồࢆࡉࢀࡓࡁ㸪

ࡳྲྀࡗ࡚㸪࠾࠸ఏ࠼࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡞ຊࡀᚲせࠋẕㄒᨭဨࡣᏛᰯࡘ࠸࡚ࢃࡽ࡞࠸ࡇࡶ

࠸ࡿே㐃ᦠࡍࡿࡇࡶᚲせࠋ

ಟࢆࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡢࢸ࣮࣐⤌ࡳྜࢃࡏ࡚◊ಟࡀ࡛ࡁࡓࡽ㸪୍⯡ᩍဨࡶ⮬ศࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸࡞ࡃ࡚

ࢃࢀࡿࡀ㸪
ࠕᢲࡋࠖࡢᙉ࠸ேࡢ᪉ࡀ࠺ࡲࡃ࿘ࡾࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡿࠋ㐌 1 ᅇࡋ⾜࡞࠸ࡢ࡛ᢸ

ẕㄒᨭဨࡢሙྜࡣ㸪ಖㆤ⪅㛵ࢃࡿᶵࡢ᪉ࡀከ࠸ࠋಖㆤ⪅Ꮫᰯᩍဨࡢᛮ࠸ࢆ୧᪉࠺ࡲࡃࡃ

እᅜ࣮ࣝࢶࡢᏊࡶࡢᩍ⫱ࡢ୰ࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞せ⣲ࡀ࠶ࡿࠋ≉ูᨭࡸ⏕ᚐᣦᑟୖࡢㄢ㢟㸪㈋ᅔ
࡞ࠋ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞せ⣲⤖ࡧࡃࠋ◊ಟࡶ࠸ࡲࡣࠕ᪥ᮏㄒᣦᑟࡀᚲせ࡞Ꮚࡶࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋ࡚◊

࡚ࡳࢇ࡞࡛ぢ࡚࠸ࡃయไࡀసࢀࡿேࡣୖᡭ࡛ࡁࡿࠋ࣎ࣛࣥࢸࡀࡑࡇࡲ࡛ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ゝ

䠒㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䛻㛵䛧䛶䠈᭱㏆⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠄䝣䝸䞊䛷ㄒ䛳䛶䜒䜙䛖䠅㻌

᪥ᮏㄒࡢᩍᮦࡲ࡛ࡣண⟬ⓗᡭࡀᒆ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪ⱥㄒάືࡢᩍᮦࡀ࠼ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࣜ

࡛ࡢࡼ࠺࡞ຊࢆࡅ࡚࠸ࡃࡢࢆ⪃࠼࡚࠸࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࠋࡓࡔ᪥ᮏㄒᩍ⫱⤒㦂⪅ࡣึᮇᣦᑟ

᪥ᮏㄒᣦᑟ࣎ࣛࣥࢸࡢሙྜࡣ㸪࣎ࣛࣥࢸ୍ேࡔࡅ࡛ぢࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡢேാࡁࡅ

ࡢࡀ࡞࡞ఏࢃࡽ࡞࠸࠸࠺ኌࡀ࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࣇࣛࢵࢩ࣮ࣗ࢝ࢻࢆࡗ࡚▷㛫ࡓ
ࡃࡉࢇ⦎⩦ࡍࡿ➼ࡢᩍᤵἲࡣ࠶ࡲࡾ᪥ᮏࡢᏛᰯᩍ⫱࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠸ࡲⱥㄒάືࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪

࡞ࡃ㸪ࡑࡢᏛᖺࡢᩍ⛉ࡢᏛ⩦ࡢࡼ࠺ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡀᚲせࠋⓎ㐩ẁ㝵ྜࢃࡏ࡚㸪ࡢᏛᖺ

ဨ⤒㦂⪅ࡶ࠸ࡿࡢ࡛㸪᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜᩍဨࡽࡣ㸪ࡸࡣࡾ㸪ືモࡢᩍ࠼᪉ࡀ࠺ࡋࡓࡽ࠺ࡲࡃ⾜ࡃ

  ᪥ᮏㄒᩍ⫱⤒㦂⪅࡛Ꮫᰯ࡛ࡢᣦᑟධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿேࡶ࠸ࡿࡀ㸪᪥ᮏㄒࡣ᪥ᮏㄒ㸪࠸࠺ࡢ࡛ࡣ

⩦ᨭ䜢⾜䛖䛖䛘䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛩䛛䚹㻌

ࡽࡣ᪥ᮏㄒᣦᑟࡢᢏ⬟㛵ࡍࡿ◊ಟࡣࡸࡣࡾᚲせࠋ

ᮏㄒࡢᩍ⛉᭩ࢆぢࡓࡁఱࢆࡍࢀࡤࡼ࠸ࡀࢃࡽ࡞࠸ࠋ࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸ࢃࡽ࡞࠸ࡁ㸪

ࡣబ⸨㒆⾨ඛ⏕᮶࡚ࡶࡽࡗ࡚㸪ᅜⓗ࡞ືྥ࡞ࡘ࠸࡚ヰࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ሙ

䠐㻌 Ꮫᰯ䛻ὴ㐵䛥䜜䛶䛔䜛᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅䜔ᨭ⪅䠈ẕㄒᨭ⪅䛻䛿䠈Ꮫᰯ䛷እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᣦᑟ䞉Ꮫ

࠼ࡤ㸪ඖᩍဨࡢ᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅ࡣ᪥ᮏㄒ㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆఏ࠼ࡿࡓࡵ㸪ᐇ㝿ᢸᙜ⪅ࡀ
ලయⓗぢࡏࡓࡾ㸪ࢧࣂࣂࣝࡢᶍᨃᤵᴗࢆぢࡏࡓࡾ࠸࠺ࡇࡣࡸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡀ࡞࠸㸪᪥

ࡿ㸪ᣦᑟࡢࡘ࡞ࡀࡾ㸪ຠᯝ࡞ࡶ࠺ᑡࡋᗈ࠸⠊ᅖ࡛ぢ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞ヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤ᮶ᖺ

࠸ࠋ

ࡇࢆఏ࠼ࡿࠋ⟶⌮⫋ࡢ◊ಟ࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡶษࡔࡀ㸪Ꮫᰯࡢ୰࡛Ꮚࡶࡓࡕ㛵ࢃࡿయไࡣ࠺ࡍ

ࡃࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛᪥ᮏㄒࢆᏛࡪ㛫ࡀᚲせ㸪㸪ࡑࡢᏊࡢᅜࡢࡇࢆᏛࡪ㛫ࡀᚲせ㸪࠸ࡗࡓ

࡛ࡣࡇ࠺࠸࠺ࡇࢆࡋ࡚ࡋ࠸࠸࠺ࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇࡀᚲせࠋࡑࢀࡀ࡛ࡁ࡞࠸㐃ᦠࡣ㞴ࡋ

࡛࠺ࡋ࡚ࡶ᪥ᮏㄒᣦᑟࡘ࠸࡚ࡣ᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅࠾௵ࡏ࡞ࡾࡀࡕࠋᑠᏛᰯࡢᢸ௵ࡘ࠸࡚ࡣ㸪

ࡀ㸪⟶⌮⫋ࡣࡑࢀࡶྵࡵ࡚యࢆぢ࡚࠺ࡲࡃື࠸࡚࠸ࡿࢆぢ࡚࠸ࡃ❧ሙࠋᣦᑟࡋ࡚Ꮫᰯ

୍⯡ᩍဨࡢ◊ಟ࡛ࡣ㸪Ꮚࡶ┤᥋ࢃࡿࡢ࡛㸪ẖ᪥㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡓࡽ⮬↛᪥ᮏㄒࡀ㌟

࠸ࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡛ࡶᢸ௵୍ே࡛ከࡃࡢㄢ㢟㛵ࢃࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࡋ㸪ᐇ㝿✵ࡁ㛫ࡶ࡞࠸ࠋࡑࡢ୰

ே㛫㛵ಀࢆసࡗ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡋ࡚࠸ࡃຊࡀᚲせࠋ⟶⌮⫋࡛ࡶྠࡌࡼ࠺࡞ຊࡣᚲせࡔᛮ࠺

㈨ᩱ㸲

ண⟬ྲྀࡾࡸయไసࡾ➼࡛⾜ᨻࡢேఏ࠼ࡿຊࡀᚲせࠋᚲせᛶࢆᙉᅛᙇࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣᾐ㏱ࡋ࡞࠸ࠋ

㈨ᩱ㸲

資料４

ڧᩍㅍ   ܇  ⫋⌮⟶ڧᣦᑟ  ڧᖖㅮᖌ  ڧ㠀ᖖㅮᖌ

㸯 ❧ሙ

ࢆᣢࡘ࠸࠺ࡇࡀ࡞ࡅࢀࡤᡂ❧ࡋ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇࡣᩍဨ㣴ᡂࡢẁ㝵࡛ࡣᏛ࡞࠸ᛮ࠺ࠋಶ
ูࡢࢣ࣮ࢫ࡞ࢆ▱ࡽ࡞࠸㞴ࡋ࠸ᛮ࠺ࡽࠋ

܇᪥ᮏㄒᣦᑟ㸦ᅜ㝿ᩍᐊᢸᙜ㸧ᢸᙜᩍဨࡋ࡚㸦᪥ᮏேᏛᰯ࡛㸧

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡋ࡚   ڧᨭ⪅ࡋ࡚     㸦     㸧ᖺ

㸱 ᢸᙜ⤒㦂

࡞ࡋ

㸳 㛵㐃ศ㔝Ꮫ⩦⤒㦂
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䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻㐪䛔䛿䛒䜚䜎䛩䛛䚹㻌

䠏㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜢ᢸᙜ䛩䜛ᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻䛴䛔䛶㻌

ࡕࢇ⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ࡿࡇ࡞ࡿࠋࡑࢀࡀእᅜேඣ❺⏕ᚐ㌟ࡘࡅࡉࡏࡓ࠸ຊ࡛࠶ࡿࠋ

⪃࠼ࡿ㸪᪥ᮏㄒຊ㸪᪥ᮏㄒ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࡇࠋ
ࠕ᪥ᮏࠖ♫࡛ࡁ

ࡁ⣡⛯⪅࡞ࡿࡇࠋࡇࡢⅬࡣ㸪᪥ᮏேඣ❺⏕ᚐࡶྠࡌ࡛㸪ࡇࢀࢆࠕእᅜேඣ❺⏕ᚐࠖ࠸࠺Ⅼࡽ

  ࡢẁ㝵࡛ࡢヰࡼࡿᛮ࠺ࡀ㸪ࡁࡃゝ࠼ࡤ㸪᪥ᮏ♫ࢆ⏕ࡁᢤ࠸࡚࠸ࡃຊ㸪ᑗ᮶⮬❧ࡋ࡚Ⰻ

䠎㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ䛻䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛥䛫䛯䛔䛷䛩䛛䚹㻌

ࡉࡽ㸪Ꮚࡶࡸಖㆤ⪅ࡢ≧ἣࡀከᵝࡍࡂࡿࡇࡶᅔࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ

ࡓ㸪୍㒊ᆅᇦࡢၥ㢟ࡋ࡚ࡽ࠼ࡽࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿࡇࠋ

࠺ࡋࡓၥ㢟┤㠃ࡋࡓ⤒㦂ࢆᣢࡓ࡞࠸ேࡀከ࠸ࡢ࡛㸪ࡑࢀࡶయไ࡙ࡃࡾࡀ㐍ࡲ࡞࠸せᅉࡢ୍ࡘࠋࡲ

ᙜ⪅ᚲせ㸪ᢸ௵ᚲせ࡞ෆᐜࡀ᫂☜࡞ࡽ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࠋᨭ⪅ࡣࠕᩍᐊ⤒Ⴀࠖࡣ࠸ࡽ࡞࠸ࠋ

ㄒᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࢀࡀఱ࡞ࡢࢆ᫂☜ࡍࡿࡇࡀඛỴࠋᨭ⪅ࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿෆᐜ㸪ᅜ㝿ᢸ

␗࡞ࡿᛮ࠺ࠋࡴࡋࢁ㸪㛫ࢆసࡿ࡞ࡢࠕᩍᐊ㐠Ⴀࠖࡢຊࡀᚲせࠋ᪥ᮏㄒ㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸ᪥ᮏ

ᅜ㝿ᢸᙜ⪅ࡣ㸪⦭㒊ࡀᥦ♧ࡍࡿࠕຊ㔞ࠖࡣ㒊ᚲせࠋࡓࡔࡋ㸪
ࠕᩍᐊ⤒ႠࠖࡣࠕᏛ⣭⤒Ⴀࠖࡣ

ሗࡢඹ᭷ࡣᚲせࡔࡀ㸪㐃ᦠࡋ࡚ືࡃ࠸࠺ࡢࡣ⌧ᐇࡋ࡚㞴ࡋ࠸㠃ࡀ࠶ࡿࠋ
䠒㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䛻㛵䛧䛶䠈᭱㏆⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠄䝣䝸䞊䛷ㄒ䛳䛶䜒䜙䛖䠅㻌

❺⏕ᚐࡢၥ㢟┤㠃ࡋ࡞࠸㝈ࡾ㸪ࡇࡢၥ㢟ࡢඃඛ㡰ࡣ㧗ࡲࡽ࡞࠸ࠋ⌧ᅾࠕୖࡢேࠖࡢୡ௦࡛ࡣ㸪ࡇ

⪅ᅜ㝿ᢸᙜ⪅ࡀ㐃ᦠࡍࡿࠋࡑࡢ࠺࠼࡛㸪ࠕ᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜࠖᅾ⡠ᢸ௵ࡀࡘ࡞ࡀࡿ㸪࠸࠺ᵓᅗࠋ

࡞ࡾ㸪ᅜ㝿Ꮫ⣭ᢸᙜᩍဨࡣᩍ⛉ࢆᩍ࠼࡚࠸ࡿࠋศᴗไࠋ᪥ᮏㄒᣦᑟ㛵ࡋ࡚ࡣ㸪᪥ᮏㄒᨭ

᪥ᮏㄒᣦᑟࡢࢫ࢟ࣝࡣ㸪ᨭ⪅ࡢ࠺ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡔࡽ᪥ᮏㄒᣦᑟࡘ࠸࡚ࡣ࠾௵ࡏ

䠑㻌 ᩍဨ䛸᪥ᮏㄒᣦᑟဨ䞉ᨭ⪅䛜䠈༠ാ䛧䛶ᩍ⫱䞉ᨭ䜢⾜䛖䛻䛿䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹㻌

ࡣࡑ࠺ࡋࡓேࡀቑ࠼ࢀࡤ࠸࠸ᛮ࠺ࠋ

᪥ᮏㄒᩍ⫱⬟ຊ㸪ᩍဨචチࡣ࠶ࡗࡓ࠺ࡀ࠸࠸ࡣᛮ࠺ࡀ㸪ࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࠋᑗ᮶ⓗ

ㄒ㠀ẕㄒヰ⪅ࡢࢣ࣮ࢫ㸧

Ꮚࡶࢆཷࡅධࢀࡿጼໃ㸪ಖㆤ⪅ࡢࢧ࣏࣮ࢺ㸪᪥ᮏㄒᣦᑟࡢࡓࡵࡢࢫ࢟ࣝ㸪᪥ᮏㄒࡢຊ㸦᪥ᮏ

⩦ᨭ䜢⾜䛖䛖䛘䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛩䛛䚹㻌

䠐㻌 Ꮫᰯ䛻ὴ㐵䛥䜜䛶䛔䜛᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅䜔ᨭ⪅䠈ẕㄒᨭ⪅䛻䛿䠈Ꮫᰯ䛷እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᣦᑟ䞉Ꮫ

ᤊ࠼ࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

 ࠕᑐே㛫ࠖࡢ࡞ࡢ࡛㸪ே㛫ᛶ⤒㦂▱౫Ꮡࡍࡿ㒊ศࡀࡁ࠸ᛮ࠺ࠋࡔࡽ㸪≧ἣࢆ✚ᴟⓗ

 ࣭ᣦᑟ㸸ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺ㸪⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡇࡀ࡞ࡢ࡛ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡢຊࡀᚲせ

 ࣭⟶⌮⫋㸸⤒㦂▱ࡀ࡞࠸୰࡛ࡢࡇࡀከ࠸ࡢ࡛㸪
ࠕぢ㆑ࠖ

㆑ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇࠋᏛᰯ㸦⟶⌮⫋㸧ࡢ⌮ゎࡀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪⌧ᐇࡋ࡚ࡣ㸪እᅜேඣ

యไ࡙ࡃࡾࡀ㐍ࡲ࡞࠸ࡇࠋࡑࡢせᅉࡣ㸪ලయⓗࡣ㸪ண⟬ࡀቑ࠼࡞࠸㸪ࡲࡓ㸪Ꮫᰯෆ࡛ࡢㄢ㢟ព

㸺ᅔ㞴࡞Ⅼ㸼

᪥ᮏࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿឤࡌ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡘ࠸࡚ඛࢇࡌ࡚ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᛮ࠸ࠋ

ᅔࡗ࡚࠸ࡿᏊࡶࡢᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᐇឤࡀ࠶ࡿࡇ㸪ࡲࡓ㸪ࢃࡗ࡚࠸ࡿㄢ㢟ࡀ㸪ᑗ᮶ࡢ

㸺ࡸࡾࡀ࠸㸼

䐠䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䜔ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹㻌

ࢀࡽᐇࡉࡏ࡚࠸ࡁࡓ࠸㸧ࠋ

⏬ᐇࠋᅜ㝿ᩍᐊᢸᙜ⪅ࡢ◊ಟࡢ⏬ᕠᅇࡋ࡚ᤵᴗどᐹ㸩ᣦᑟࢆᐇ㸦ࡓࡔࡋึᖺᗘ࡞ࡢ࡛ࡇ

  ᣦᑟࡢ❧ሙ࡛㸪እᅜேඣ❺⏕ᚐࡢᩍ⫱┦ㄯࢆᢸᙜࠋᏛᰯὴ㐵ࡢᨭ⪅ᨭ⪅ࡢ◊ಟࡢ

䐟䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺ሙ㠃䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䛛䚹㻌

䠍㻌 ⌧ᅾ䠈እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜈䛾㛵䜟䜚᪉㻌

ϩ ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗ 㸦⌧ᅾࡢ㛵ࢃࡾ᪉㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿ⪃࠼㸧

ᩥ⛉┬୰ኸ◊ಟ㸦୕㔜㸧
㸪ᩥ⛉┬ᢸᙜᣦᑟ㐃⤡༠㆟

㸲 㛵㐃◊ಟཷㅮ⤒㦂

䐡❧ሙ䠄እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜ⪅௨እ䛾䠈୍⯡ᩍဨ䞉⟶⌮⫋䞉ᣦᑟ䈈䠅䛻䜘䛳䛶䠈ồ䜑

ᩍ࠼ࡽࢀࢀࡤእᅜேࡶᩍ࠼ࡽࢀࡿ㸪ࡣᛮࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࠕឡࠖࡘ࠸࡚ࡶ㸪⫼ᬒࢆ⌮ゎࡍࡿ㸪▱㆑

ࡾ࠶ڧ㸦 18 㸧ᖺ  ࡋ࡞ڧ

㸰 ᩍ⫋⤒㦂

ͤᢸ௵ࡋ࡚እᅜேඣ❺᥋ࡋࡓ⤒㦂ࡣ 8 ᖺ

᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ▱㆑ࡸ㸪Ꮚࡶࡢ⫼ᬒ㸪Ⓨ㐩ẁ㝵ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡞ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᑠᏛᰯ 1 ᖺ⏕ࡀ

ᩍဨࡋ࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞ຊࡀኚࢃࡽ࡞࠸࠸࠺ࡢࡣձ࡛㏙ࡓ㏻ࡾࠋ᪥ᮏㄒᣦᑟ࡛ࡣᑓ㛛ᛶࡀᚲせࠋ

䛭䜜䛿䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛷䛩䛛䚹㻌

䐠እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᩍ⫱䜔᪥ᮏㄒᣦᑟ䛷䛿䠈ᩍဨ୍⯡䛾㈨㉁⬟ຊ䛷䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠈

㸪ࠕኚࡢᑐᛂࠖࡣྥୖᚰࡶ࠸࠼ࡿࠋㄢ㢟ࢆぢࡘࡅ࡚ࡑࢀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃຊࡀᚲせࠋ

ࠕឡࠖࡣᏊࡶᏳᚰឤࢆ࠼ࡿࡇ
  ࠕᢏ⬟ࠖࡣᏊࡶࡢぢྲྀࡾ㸪ࡑࢀᇶ࡙ࡃᣦᑟࡢᡭ❧࡚㸪

ࠕឡࠖ
ࠕኚᑐᛂࡍࡿຊࠖ
  ᩍဨồࡵࡽࢀࡿຊࡣእᅜேඣ❺⏕ᚐᢸᙜࡶྠࡌ࡛㸪ࠕᢏ⬟ࠖ

䐟ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖㈨㉁⬟ຊ䛿䛺䜣䛷䛩䛛䚹㻌

㈨ᩱ㸲

ࡢࡑڧ

ڧᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ   ࢸࣥࣛ࣎ڧὴ㐵ᅋయࡢ㐠Ⴀ⪅➼

ڧᩍ⫱ጤဨ➼ὴ㐵ࡢᣦᑟဨ  ڧᨭᅋయὴ㐵ࡢᨭ⪅ 

܇ศᩓ   ܇㞟ఫ ᕷෆ୧᪉ࡢᆅᇦࡀ࠶ࡿㄆ㆑

ᆅᇦࡢ≧ἣ

Ϩ ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ㄪᰝ㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࡢグ㘓３

㈨ᩱ㸲

外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

ᇶ࡙ࡃࠋ

ࡣ㓄៖ࡀᚲせࠋ
㸧

Ꮫࡢᑓ㛛ࡣ᪥ᮏㄒᩍ⫱㸪ᾏእ⤒㦂㸸ᾏእᩍ⫱ᐇ⩦

㸳 㛵㐃ศ㔝Ꮫ⩦⤒㦂

－136－

ࡋࡲ࠸ࡅࢇ࡞ࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࠋ
Ⅼ㸦᪥ᮏㄒᩍ⫱ⓗ࡞どⅬ㸪Ⓨ㐩ẁ㝵㓄៖ࡋࡓどⅬ㸧࡛ᥦ♧ࡍࡿ

ࡀ㸪ᢸ௵ࡣゝㄒⓗ࣭ᩥⓗ࡞ၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᐙᗞ⎔ቃࡸಶேࡢᛶ᱁ࡢၥ㢟ࡔ⪃࠼࡚࠸ࡿ㸪࡞ࡢࢣ
࣮ࢫࡀ࠶ࡿࠋᢸ௵ࡀゝㄒⓗ࡞どⅬ㸪ᩥⓗ࡞どⅬ࡛ඣ❺ࡢၥ㢟ࢆ≉ᐃࡍࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡣ㸪ᣦᑟဨ
ࡀࡑࢀࢆ⿵࠼ࡤࡼ࠸ࠋ୍᪉࡛ಖㆤ⪅ࡢᅔࡾឤࡣᢸ௵ࡋศࡽ࡞࠸ࠋᣦᑟဨ㸪ᢸ௵ࡀࡑࢀࡒࢀࡢᑓ
㛛ࡢ❧ሙࡽ࠺ࡲࡃᙺศᢸ࡛ࡁࡿ࠸࠸ࠋ

ࡲࡓ㸪ࡢࡼ࠺࡞ᩍᮦࢆ㑅ࡤࡼ࠸ศࡽ࡞࠸ᣦᑟဨᑐࡋ࡚ࡣ㸪㐺ษ࡞ᩍᮦࢆ⤂ࡋࡓࡾࡍ

Ꮫᖺ௨ୗࡢඣ❺ࡢሙྜࡣ㸪࣓ࢱㄆ▱⬟ຊࡢⓎ㐩ࡢⅬࡽࣉࣞࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆࡣࡄࡃࡴࡓࡵࡢཷ㦂⏝ᩍ

ᮦࡸ≉ูᨭ⏝ࡢᩍᮦ࡞ࢆ⤂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢຓゝࡣ᪥ᮏㄒᏛ⣭࡛ࡢ࣎ࣛࣥࢸࡢ⤒㦂

❺ࡘ࠸࡚㸪᪥ᮏㄒࢥ࣮ࢹࢿࢱ࣮ࡋ࡚ࡣேࡢே㛫㛵ಀࡢᵓ⠏ၥ㢟ࡀ࠶ࡿឤࡌ࡚࠸ࡿ

ࢥ࣮ࢹࢿࢱ࣮ᣦᑟဨ࣭ᢸ௵ࡢ㛫ၥ㢟ㄆ㆑ࡢࡎࢀࡀࡳࡽࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ࠼ࡤ㸪࠶ࡿඣ

䛭䜜䛿䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛷䛩䛛䚹㻌

䐠እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᩍ⫱䜔᪥ᮏㄒᣦᑟ䛷䛿䠈ᩍဨ୍⯡䛾㈨㉁⬟ຊ䛷䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠈

ࡿࠋᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ௨ୖࡢඣ❺⏕ᚐᑐࡋ࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ▱㆑ࡸ⌮ㄽࡀᙺ❧ࡘࡀ㸪ప

せࢆຓゝࡍࡿ㸪ᢸ௵ࡽᏛᰯࡸಖㆤ⪅ヰࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ

࡙ࡽ࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜ㸪᪥ᮏㄒᣦᑟࢥ࣮ࢹࢿࢱ࣮ࡢ❧ሙࡽᏛᰯഃࡢࡼ࠺࡞ᩍᮦࡀᚲ

᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡣ㸪⮬ศ࡛㉎ධࡍࡿ࠾㔠ࡀࡿࡓࡵᩍᮦ‽ഛ࡛ᅔࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪Ꮫᰯഃ┤᥋ゝ࠸

ᣦᑟဨࡣ㐌 1 ᅇ 1-2 㛫Ꮫᰯ࠸ࡿࡔࡅ࡞ࡢ࡛㸪ᢸ௵ࡸᰯ㛗ࡢே㛫㛵ಀࡀ⠏ࡁࡃ࠸ࠋ࠼ࡤ

ࡗ࡚ࡼࡗࡓࡡࠖゝࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌࡿࠋ

ࢥ࣮ࢹࢿࢱ࣮㸸Ꮚࡶࡢ≧ἣᛂࡌ࡚㸪ᨭဨࡀࢇ࡞ᣦᑟࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸪ከゅⓗ࡞ど

ၥ㢟ࢆᢸ௵ሗ࿌ࡋ࡚ࡶ㸪ᢸ௵ࡽⓎ㐩ẁ㝵ࡢほⅬࡽࠕࡢᏊࡶྠࡌ࡛ࡍࡼࠖゝࢃࢀ࡚

㸺ࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ㸼

DLA ᐇᚋ⾜࠺Ꮫᰯഃ㸦ᰯ㛗㸪ᢸ௵㸪ᨭဨ㸧ࡢ༠㆟ࡢ㝿㸪
ࠕࡇ࠺࠸࠺ඹ㏻ㄆ㆑ࢆᣢࡘሙࡀ࠶

ࡧ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡢᩍဨ➼ࡢຓゝࢆᰂ㌾ྲྀࡾධࢀ㸪⏕ࡍጼໃࡀษࠋᣦᑟဨࡀ᪥ᮏㄒ㠃ࡢ

䐠䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䜔ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹㻌

ຊࡀษࡔࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ➨ゝㄒࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ⤒㦂ᅛᇳࡍࡿඣ❺ࡢ⬟ຊࡀఙ

࣭ᖺᗘᮎ㸪Ꮫᮇᮎ㸪ᙜヱඣ❺ࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊࡢఙࡧࢆ ᐃࡍࡿ㸦DLA㸪ㄒᙡㄪᰝ㸪ᖹᖖほᐹ㸧

 ࣭ᣦᑟဨ㸪ᩍဨྥࡅࡢ◊ಟࡢᐇ

ᐇ㝿ࡣ㸪ࡍ࡚ࡢ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆᣦᑟဨᮇᚅࡍࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛㸪ᰂ㌾ᑐᛂࡍࡿ⬟

࣭እᅜேඣ❺⏕ᚐࡢᅾ⡠ᰯᑐࡍࡿ᪥ࠎࡢࢧ࣏࣮ࢺ㸪ᤵᴗཧほࡼࡗ࡚ᨭ≧ἣࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺

Ⓨ㐩ẁ㝵㓄៖ࡋ࡚≉ูᨭඹ㏻ࡍࡿᨭࡢ▱㆑ࡸ㠀⬟ࡀᚲせࠋ

ᣦᑟဨ㸸㧗Ꮫᖺඣ❺ࡣ➨ゝㄒࡋ࡚᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼ࡿ▱㆑㸪ᢏ⬟㸪␗ᩥ㛫⬟ຊࡀᚲせࠋపᏛᖺࡣ

ࡢࡢሙྜࡣᏛᰯࡢせㄳࡼࡾ DLA ࢆᐇ㸧

Ꮚࡶࡢၥ㢟ࡢᡤᅾࢆ≉ᐃࡍࡿຊ

࣭ᕷ❧ᑠ୰Ꮫᰯࡢ᮶᪥ඣ❺⏕ᚐࡢ᪥ᮏㄒᣦᑟせྰࢆุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᕷὴ㐵ࡢሙྜࡣヱᙜඣ❺㸪ࡑ

䐟ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖㈨㉁⬟ຊ䛿䛺䜣䛷䛩䛛䚹㻌

䐟䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺ሙ㠃䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䛛䚹㻌

ᕷࡢᩍ⫱ጤဨࡢ᪥ᮏㄒᣦᑟࢥ࣮ࢹࢿࢱ࣮ࠋ࡞ࢃࡾ᪉ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࠋ

䠏㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜢ᢸᙜ䛩䜛ᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻䛴䛔䛶㻌

ࡽ࡞࠸ㄆ㆑࡛ࡁࡿຊ㸧ࡶᚲせࡔࠋ

ࡅ㸪Ꮫ⩦ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⥔ᣢࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ⮬ศࡢ⌮ゎᗘࢆㄆ㆑࡛ࡁࡿຊ㸦ศࡽ࡞࠸ࡇࢆศ

䠍㻌 ⌧ᅾ䠈እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜈䛾㛵䜟䜚᪉㻌

ϩ ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗ 㸦⌧ᅾࡢ㛵ࢃࡾ᪉㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿ⪃࠼㸧

㧗ᰯ༞ᴗᚋ㸪᪥ᖖࡢல⣽࡞ࡇࡽᏛ⩦㠃ࡲ࡛⮬ᚊ࡛ࡁ࡞࠸ேࡶከ࠸ࠋ⮬ศ࡛Ꮫ⩦࡛ࡁࡿࢫࢺࣛ

DLA 㣴ᡂ◊ಟ㸪DLA ㅮᖌ㣴ᡂ◊ಟ㸪ᨭᅋయࡢ◊ಟ

ࢸࢪ࣮㸦᪥ᮏㄒ࡛ࣀ࣮ࢺࢆసᡂࡋ㉁ၥࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋศࡽ࡞࠸ࡇࢆᩍᖌ㉁ၥࡍࡿ➼㸧ࢆ㌟ࡘ

ᩍᖌࡀ㛵ࢃࢀࡿᮇ㛫ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪୍ே࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡃຊࢆࡘࡅ࡚࠸ࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ

ͤ◊✲ࡢࣇ࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ 3 ᖺ

㸲 㛵㐃◊ಟཷㅮ⤒㦂

䠎㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ䛻䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛥䛫䛯䛔䛷䛩䛛䚹㻌

ͤᏛ㒊௦Ꮚࡶᨭࡢᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ

ͤ࣎ࣛࣥࢸࡋ࡚ྲྀࡾฟࡋᩍᐊࡢࢧ࣏࣮ࢺ 3 ᖺ

࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㸦ᤵᴗཧほࡣᣦᑟဨࡢᣦᑟຊ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ඣ❺ࡢᏛ⩦≧ἣࡢᢕᥱࡀ┠ⓗ࡞ࡢ࡛㸪ຓゝ

ᣦᑟ᪉ἲ㛵ࡍࡿຓゝࢆࡍࡿሙྜࡣ㸪ᤵᴗཧほᚋࡢ༠㆟ࡢ㝿ᣦᑟဨ࠺ࡲࡃ㸪ᵝᏊࢆぢ࡚⾜

㞴ࡋ࠸ࠋᩍ⛉Ꮫ⩦ࡢ⤒㦂ࡸ▱㆑ࡢ࠶ࡿᣦᑟ୍⥴ࡸࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡋ࡚   ڧᨭ⪅ࡋ࡚     㸦  㸧ᖺ

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟ㸦ᅜ㝿ᩍᐊᢸᙜ㸧ᢸᙜᩍဨࡋ࡚

㸱 ᢸᙜ⤒㦂

࠸ࡃࡢࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ୍ぢ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡑࡢ⌮ゎࡀὸ࠸ሙྜࡶከࡃ㸪ࢣ࣮ࢫࡶᵝࠎ࡞ࡢ࡛◊ಟࡶ

ࡢࡑ܇㸦ᩍ⫱ጤဨ᪥ᮏㄒᣦᑟࢥ࣮ࢹࢿࢱ࣮㸧3 ᖺ┠

ࡾ࠶ڧ㸦    㸧ᖺ  ࡋ࡞܇

ᣦᑟဨࡣ㸪᪥ᮏㄒᣦᑟࡘ࠸࡚ࡣ▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࢆ༑ศ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡀᩍ⛉Ꮫ⩦ࡸⓎ㐩ẁ㝵ྜࢃ
ࡏࡓᣦᑟࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂ࡀ࡞࠸ேࡀከ࠸ࠋ᪥ᮏㄒᣦᑟᩍ⛉Ꮫ⩦୧᪉ࡘ࠸࡚⌧ሙࡢᑓ㛛ᛶࢆ࠶ࡆ࡚

ڧᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ   ࢸࣥࣛ࣎ڧὴ㐵ᅋయࡢ㐠Ⴀ⪅➼

5 ᖺࡿ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᐇ㝿ࡣ㛗ᮇⓗ࡞ᨭࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ

ࡢᙺࡔᛮ࠺ࠋࡋࡋ㸪ᨭࡢ㛫ᩘࡀ༑ศ࡞ࡓࡵ㸪ࡑࢀࡀ㞴ࡋ࠸ࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⩦ゝㄒࡢ⩦ᚓࡣ

పᏛᖺඣ❺ࡢሙྜࡣᨺࡗ࡚࠾࠸࡚ࡶ᪥ᖖ⏕άࡢ᪥ᮏㄒࡣఙࡧࡿࡀ㸪ࡑࡢᮇ㛫ࢆ▷ࡃࡍࡿࡢࡀ⚾

㸺ᅔ㞴ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ㸼

㈨ᩱ㸲

ڧᩍ⫱ጤဨ➼ὴ㐵ࡢᣦᑟဨ  ڧᨭᅋయὴ㐵ࡢᨭ⪅ 

ڧᩍㅍ   ڧ  ⫋⌮⟶ڧᣦᑟ  ڧᖖㅮᖌ  ڧ㠀ᖖㅮᖌ

܇ศᩓ   ڧ㞟ఫ

㸰 ᩍ⫋⤒㦂

㸯 ❧ሙ

ᆅᇦࡢ≧ἣ

Ϩ ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ㄪᰝ㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࡢグ㘓４

㈨ᩱ㸲

資料４

ဨྥࡅ᪥ᮏㄒᣦᑟ◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪ཧຍ⪅ࡀᑡ࡞ࡗࡓࠋ

どⅬࡘ࠸࡚ཧຍᩍဨࡽྛᏛᰯࡢ⌧ሙࡲ࡛ሗࡀఏࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋᖺᗘࡣ 10 ᖺᮍ‶ࡢᩍ

ᕷ❧ࡢᑠ୰Ꮫᰯᑐࡋ㸪ᖺᗘึࡵᜳⓙ◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪᪥ᮏㄒᣦᑟࡢษࡉࡸၥ㢟ㄆ㆑ࡢ

䠒㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䛻㛵䛧䛶䠈᭱㏆⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠄䝣䝸䞊䛷ㄒ䛳䛶䜒䜙䛖䠅㻌

ከᵝ࡞ᨭࡘ࡞ࡄຊ㸦ẕㄒᨭ㸪࣎ࣛࣥࢸ㸪ඛ㐍ᆅᇦࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸪࢜ࣥࣛࣥᩍᮦ࡞㸧

ࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙࡢேࡀ⮬㌟ࡢᑓ㛛ศ㔝࠾ࡅࡿሗࢆ㞟ࡋ㸪ࡑࢀࢆ㛵ಀ⪅ඹ᭷ࡍࡿຊ

䠑㻌 ᩍဨ䛸᪥ᮏㄒᣦᑟဨ䞉ᨭ⪅䛜䠈༠ാ䛧䛶ᩍ⫱䞉ᨭ䜢⾜䛖䛻䛿䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹㻌

ͤ㸱㔜」ࡢࡓࡵឡࡋࡲࡍࠋ

⩦ᨭ䜢⾜䛖䛖䛘䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛩䛛䚹㻌 㻌

䠐㻌 Ꮫᰯ䛻ὴ㐵䛥䜜䛶䛔䜛᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅䜔ᨭ⪅䠈ẕㄒᨭ⪅䛻䛿䠈Ꮫᰯ䛷እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᣦᑟ䞉Ꮫ

    ၥ㢟ᑐࡍࡿព㆑ࢆ㧗ࡵࡿ㸦Ⓨ㐩ẁ㝵ᛂࡌࡓ᪥ᮏㄒࡸᩥࡢၥ㢟ࡢᏑᅾࡢྍ⬟ᛶ㸧

㆟ࡢሙࢆタࡅࡿ㸪࡞㸧
㸪ᇶᮏⓗ࡞ᨭ㛵ࡍࡿ▱㆑㸦ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࡸ DLA ࡞㸧

ᰯ㛗㸸ಖㆤ⪅ᑐᛂ㸪Ꮫᰯࡢయไ࡙ࡃࡾ㸦Ꮫᰯయ࡛ᨭ㛵ࢃࡿጼໃ㸪ᨭဨࡢ༠㆟ࡢሙࡸࢣ࣮ࢫ

ಶูኌࡅࢆࡍࡿ㸪࡞㸧

ᣦᑟဨ㸪ᢸ௵ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡢࡍ࡚ࡢᩍဨࡀ㓄៖ࡍࡁ㸦࠼ࡤ㸪ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ࡛ヰࡍ㸪

ᢸ௵㸸ཷࡅධࢀᚲせ࡞㓄៖ࠋ࠼ࡤ㸪ᣢࡕ≀ࡢㄝ᫂ࡣᩥⓗ࡞⫼ᬒㄝ᫂ࡀేࡏ࡚ᚲせࠋ

䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻㐪䛔䛿䛒䜚䜎䛩䛛䚹㻌

䐡❧ሙ䠄እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜ⪅௨እ䛾䠈୍⯡ᩍဨ䞉⟶⌮⫋䞉ᣦᑟ䈈䠅䛻䜘䛳䛶䠈ồ䜑

㈨ᩱ㸲

外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

－137－

ڧᩍㅍ   ⫋⌮⟶܇㸦ᰯ㛗㸧 ڧᣦᑟ  ڧᖖㅮᖌ  ڧ㠀ᖖㅮ

㸯 ❧ሙ

⩦ᨭ䜢⾜䛖䛖䛘䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛩䛛䚹㻌

－138－

䐠እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᩍ⫱䜔᪥ᮏㄒᣦᑟ䛷䛿䠈ᩍဨ୍⯡䛾㈨㉁⬟ຊ䛷䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩

࠺࠸࠺Ẽᣢࡕࠋ

ᶵ㛵㐃ᦠࡋ㸪ຊࢆࡾ࡞ࡀࡽᩍ⫱άືࢆ⾜࠺ຊࠋࡑࡋ࡚㸪Ꮚࡶࡢᅔ㞴ࡸኚࡉ࡞ᐤࡾῧ࠾

  እᅜேࡢᏊࡶࡢᩍ⫱ᦠࢃࡿ࠺㛵ಀ࡞ࡃ㸪ࡸࡿẼㄪᩚຊࡀ㔜せࠋᆅᇦ࣭⾜ᨻ㸪㛵ಀ

䐟ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖㈨㉁⬟ຊ䛿䛺䜣䛷䛩䛛䚹㻌

㸱 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜢ᢸᙜ䛩䜛ᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻䛴䛔䛶㻌

༑ศ࡞⌮ゎࡸ⾲⌧ࡢຊࡀ㌟ࡘ࠸࡚࠸࡞࠸Ꮚࡶࡓࡕ࡞ࡢ࡛ࠋ

  ᪥ᮏ♫࡛ά㌍ࡍࡿຊࢆ᪥ᮏㄒࡢຊࡶྵࡵ࡚⫱ࡳࡓ࠸ࠋ᪥ᖖ⏕ά࡛ࡣᅔࡿࡇࡣ࡞࠸ࡼ࠺ࡔࡀ㸪

䠎㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ䛻䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛥䛫䛯䛔䛷䛩䛛䚹㻌

ࡢ㛵ಀࡀⴠࡕ╔࠸࡚࠸࡞࠸ࡇࡔࠋ

ᅔ㞴ࡣ㸪⤫ྜࡋ࡚ࡽࡲࡔ㸲ᖺ┠࡛㸪ಖㆤ⪅ࡸᆅᇦࡢ᪉ࡢ⌮ゎࡀ༑ศᚓࡽࢀ࡚࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡑ

⮬↛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶ⟶⌮⫋ࡢᑐሙ࡛᭷ពࡔឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ

ᩥඹ⏕ࢆᰕࡋࡓᏛᰯ࡛㸪ᵝࠎ࡞ᅜࡢᏊࡶ࣭ಖㆤ⪅ࡀ㌟㏆࠸ࡿࡀ⮬↛࡛㸪ከᩥࡢ⎔ቃࡀ

ᮍ᮶ࢆᢸ࠺Ꮚࡶࡢே᱁ᙧᡂ㛵ࢃࡾ㸪Ꮚࡶࡢᡂ㛗❧ࡕྜ࠼ࡿࡇࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌࡿࠋከ

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠄ࢼࢩ㸧㻌

ᆅᇦఫẸࡢ⌮ゎࢆಁ㐍

ղ䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䜔ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹

࠸ࡣ㸪ᤵᴗ㐠Ⴀ㸪ẕㄒᨭ㸪㛵ࢃࡾ᪉ࢆศࡅ࡚ᢸᙜࡍࢀࡤࡼ࠸ࠋ㻌
䠒㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䛻㛵䛧䛶䠈᭱㏆⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠄䝣䝸䞊䛷ㄒ䛳䛶䜒䜙䛖䠅㻌

ᩍ⫋ဨࡢᩍ⫱ ಖㆤ⪅ࡢ㐃⤡࣭Ꮫᰯᩍ⫱ࡢཧࡢಁࡋ

ࡋ࡚ㄪᩚࡍࡿຊࠋ77 ࡢࡼ࠺࡞ᙧែ࡛࠶ࢀࡤ㸪 㛫ࡢᤵᴗࡢὶࢀ࡞ࢆ༠ຊࡋ࡚㐠Ⴀࡍࡿຊࠋ࠶ࡿ

እᅜேఫẸࡀ㞟ఫࡍࡿᅋᆅࢆᰯ༊ࡶࡘᑠᏛᰯࡢᰯ㛗ࡋ࡚

   Ꮚࡶࡢ⏕ά࣭Ꮫ⩦㠃ࢆ⟶⌮⫋ࡋ࡚ᢕᥱ࣭ᑐᛂ

 ࠾࠸ࡢᙺࢆ᫂☜ࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀ㔜せࠋ㛫ࡸᢸᙜ⪅ࢆࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࡍࡿேᮦࡀᚲせ
࡞ࡿࠋᩍဨࡢ⿵ຓࡋ࡚ࡢ 77 ࡀᚲせ࠺ࡶࡼࡿࡀ㸪77 ࡛࡞ࡅࢀࡤ༢⊂࡛ᣦᑟࡍࡿຊ㸪㐃ᦠ

ձ䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺ሙ㠃䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䛛䚹㻌

䠑㻌 ᩍဨ䛸᪥ᮏㄒᣦᑟဨ䞉ᨭ⪅䛜䠈༠ാ䛧䛶ᩍ⫱䞉ᨭ䜢⾜䛖䛻䛿䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹㻌

ࠋ㻌

䠍㻌 ⌧ᅾ䠈እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜈䛾㛵䜟䜚᪉㻌

⌮ゎࡋ࡚㸪ᨭࡍࡿࡇࢆམࢃ࡞࠸ࡇࠋಶࠎࡢᏊࡶࡢ≧ἣ༶ࡋ࡚ᣦᑟᕤኵࢆࡍࡿࡇࡀ

Ꮫ⩦ᨭࢆࡍࡿ᪉ࡣ㸪᪥ᮏㄒᣦᑟࡢᑓ㛛ᛶࡀࡑࢀ㧗ࡃ࡞࠸ேࡀከ࠸ࡽ㸪ࡲࡎࡣ⮬㌟ࡢᴗົࢆ

  ᪥ᮏㄒᣦᑟࢆᢸᙜࡍࡿேࡣ㸪Ꮚࡶࡀศࡽ࡞࠸ࡁㄝ࡛᫂ࡁࡿࡽẕㄒࡀ࡛ࡁࡿ᪉ࡀࡼ࠸ࠋ

ϩ ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗ 㸦⌧ᅾࡢ㛵ࢃࡾ᪉㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿ⪃࠼㸧

᭷ ᮾிእᅜㄒᏛ ከᩥ♫ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ◊ಟ㸦㸱ᖺ㛫㸧ཷㅮ

㸳 㛵㐃ศ㔝Ꮫ⩦⤒㦂

ษ࡛ࡁࡿᏛᰯࡋࡓࠋࡓࡔࡋ㸪ࡑࢀࡣ㈨㉁ࡋ࡚≉ู࡞ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ീຊࡣᚲせࠋ
䠐㻌 Ꮫᰯ䛻ὴ㐵䛥䜜䛶䛔䜛᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅䜔ᨭ⪅䠈ẕㄒᨭ⪅䛻䛿䠈Ꮫᰯ䛷እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᣦᑟ䞉Ꮫ



᭷ ࡘࡃࡤࡢᩍဨ◊ಟࢭࣥࢱ࣮ࡢ୰ኸ◊ಟཷㅮ 㸰ᅇ

㸲 㛵㐃◊ಟཷㅮ⤒㦂

ࡑࡢ ᩍ⫱ጤဨࡢᣦᑟࡋ࡚ 6 ᖺ㸦࠺ࡕᢸᙜᣦᑟࡋ࡚㸯ᖺ㸧

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡋ࡚   ڧᨭ⪅ࡋ࡚     㸦 㸵 㸧ᖺ

܇᪥ᮏㄒᣦᑟ㸦ᅜ㝿ᩍᐊᢸᙜ㸧ᢸᙜᩍဨࡋ࡚ 㸦ᩍ⛉㸸୰Ꮫ࣭ⱥㄒ㸧

㸱 ᢸᙜ⤒㦂

  ⟶⌮⫋ࡋ࡚ࡣ㸪⚾⮬㌟ࡣ㸪ከᵝ࡞⫼ᬒࢆᣢࡘᏊࡶ࣭ಖㆤ⪅ࡀ࠸ࡿࡇࡀᙜࡓࡾ๓࡛㸪ࡑࢀࢆ

ࢆࡋ࡚㸪ᩍᐊᡠࡏࡿࡼ࠺Ꮚἢࡗࡓᨭࡀ࡛ࡁࡿຊࡀᚲせࠋ

ࡾ࠶܇㸦 35 㸧ᖺ  ࡋ࡞ڧ

Ṕ㸧ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡸ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࣐ࣥࢻ㸪᪥ᮏㄒࡢᑓ㛛ᛶࢆࡶࡗ࡚㸪㐺ᛂᣦᑟࡸ᪥ᮏㄒᣦᑟ

ࡢࡑڧ

㸰 ᩍ⫋⤒㦂

ㄒᣦᑟࡢᩍဨࡣྲྀࡾฟࡋࡓᏊࡶࡢಶูࡢᑐᛂࠋ᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜ⪅ࡣ㸪≧ἣ㸦᮶᪥⤒⦋㸪Ꮫ⩦

ڧᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ   ࢸࣥࣛ࣎ڧὴ㐵ᅋయࡢ㐠Ⴀ⪅➼

  ᢸ௵ࡣ㸪ࢡࣛࢫࡢ୰࡛እᅜேࡢᏊࡶࢆぢ࡚Ꮫ⣭㐠Ⴀࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢᑐࡋ㸪ྲྀࡾฟࡋࡢ᪥ᮏ

䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻㐪䛔䛿䛒䜚䜎䛩䛛䚹㻌

䐡❧ሙ䠄እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜ⪅௨እ䛾䠈୍⯡ᩍဨ䞉⟶⌮⫋䞉ᣦᑟ䈈䠅䛻䜘䛳䛶䠈ồ

ᨭࢆࡋ࡚࠸ࡿேࠎࡢᏑᅾࢆ▱ࡾ㸪ࡑࡇ㐃ᦠࡋࡼ࠺⮬ศࡽồࡵ࡚࠸ࡃຊࡀᚲせࠋ

 እᅜࡢᏊࡶࡓࡕࡢ⯆㛵ᚰࢆࡶࡕ㸪᪥ᮏ㏄࠼ධࢀࡿẼᣢࡕࡀ࡞࠸㞴ࡋ࠸ࠋᏊࡶࡓࡕࡢ

䛛䠈䛭䜜䛿䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛷䛩䛛䚹㻌

㈨ᩱ㸲

ڧᩍ⫱ጤဨ➼ὴ㐵ࡢᣦᑟဨ  ڧᨭᅋయὴ㐵ࡢᨭ⪅ 

ᖌ

ڧศᩓ   ܇㞟ఫ

ᆅᇦࡢ≧ἣ

Ϩ ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ㄪᰝ㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࡢグ㘓５

㈨ᩱ㸲

資料４

ڧᩍㅍ   ڧ  ⫋⌮⟶܇ᣦᑟ  ڧᖖㅮᖌ  ڧ㠀ᖖㅮᖌ

㸯 ❧ሙ

㈨ᩱ㸲

᪥ᮏㄒᩍ⫱㛵ࡍࡿ⤒㦂㸪ᾏእ⏕άయ㦂࡞ࡋࠋ

－139－

⏕ᚐࢆᏛ⣭ྲྀࡾ㎸ࡴ㸧
㸪Ꮚࡶࢆぢᴟࡵࡿຊ㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ሗࢆྲྀࡾ㎸ࢇ࡛ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿຊ

  㛵ಀࢆసࡿຊ㸪ሗࢆⓎಙࡍࡿຊ㸪
ࠕྲྀࡾ㎸ࡴࠖຊ㸦᪂ࡋ࠸ሗࢆྲྀࡾ㎸ࡴ㸪⦅ධࡋ࡚ࡁࡓእᅜே

䐟ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖㈨㉁⬟ຊ䛿䛺䜣䛷䛩䛛䚹㻌

䠏㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜢ᢸᙜ䛩䜛ᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻䛴䛔䛶㻌

ͤẕㄒࡸẕᅜࡢᩥࢆษ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡋ࠸

⌮ゎ࡛ࡁࡿࡇࡶษࠋ

ᮏ࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡑࢀࡀ᪥ᮏㄒ࡛࡛ࡁࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ୍⎔ࡋ࡚㸪᪥ᮏࡢᩥࢆ

 ࣭᪥ᮏㄒࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ㸸࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ሙ㠃࡛⮬ศࡢᛮ࠸ࢆఏ࠼ࡿᡭẁࢆᣢࡘࡇࡀᚲせࠋ᪥

 ࣭⮬ศࡢ⏕ࡁ᪉ࢆ⮬ศ࡛Ỵࡵ࡚࠸ࡃຊ㸦ࡑࢀࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞≧ἣࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ㸧

䠎㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ䛻䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛥䛫䛯䛔䛷䛩䛛䚹㻌

࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

」㞧࣭ᅔ㞴࡞≧ែ࠶ࡿᐙᗞࡀ࠶ࡾ㸪Ꮚࡶࡓࡕᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࡀ㸪ᐙᗞࢆ࠺ࡍࡿࡇࡶ

㸺ᅔ㞴㸼

ࢆࡍࡿࡇࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌࡿࠋ

ឤࡌࡿࠋJSL ⏕ᚐࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡛Ꮫᰯࡀࢃࡗ࡚࠸ࡃᛮ࠺ࡢ࡛㸪ࡑ࠺ࡋࡓᩍဨ㞟ᅋసࡾ

ᮏᰯࡢᩍဨࡣ JSL ⏕ᚐࡢᩍ⫱➼ࡘ࠸࡚▱ࡽ࡞࠸ࡀ㸪ሗࢆᥦ౪ࡍࢀࡤኚࢃࡗ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࢆ

㸺ࡸࡾࡀ࠸㸼

䐠䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䜔ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹㻌

࡙ࡃࡾࡸሗᥦ౪ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵື࠸࡚࠸ࡿࡇࢁ

Ꮫᰯ⟶⌮⪅㸦ᰯ㛗㸧ࡋ࡚㸪ᩍဨ㞟ᅋ JSL ⏕ᚐ⌮ゎࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀᏛᰯ⤒Ⴀୖᚲせ⪃࠼㸪యไ

䐟䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺ሙ㠃䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䛛䚹㻌

䠍㻌 ⌧ᅾ䠈እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜈䛾㛵䜟䜚᪉㻌

ϩ ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗ 㸦⌧ᅾࡢ㛵ࢃࡾ᪉㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿ⪃࠼㸧

ᏛⱁᏛᅜ㝿ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢ JSL ◊ಟ

ᩍဨࡣఱࡶ▱ࡽ࡞࠸ࡔࡅࠋᆅᇦࡸᰯࡶ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓࣔࢹࣝࢆసࡾࡓ࠸ࠋ

  యไࢆసࡿࡇ㸪ᩍဨሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡀఱࡼࡾษࠋࡑࢀࡼࡗ࡚Ꮫᰯࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࠋ

䠒㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䛻㛵䛧䛶䠈᭱㏆⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠄䝣䝸䞊䛷ㄒ䛳䛶䜒䜙䛖䠅㻌

࠾࠸⌮ゎࡍࡿຊ㸦ດຊ㸧

䜎䛩䛛䚹㻌

䠑㻌 ᩍဨ䛸᪥ᮏㄒᣦᑟဨ䞉ᨭ⪅䛜䠈༠ാ䛧䛶ᩍ⫱䞉ᨭ䜢⾜䛖䛻䛿䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛔㻌

ͤ┤᥋ࡢᢸᙜ⤒㦂ࡣ࡞ࡋࠋእᅜே⏕ᚐᅾ⡠Ꮫ⣭ࡢᢸ௵⤒㦂ࡣ 11 ᖺ

㸳 㛵㐃ศ㔝Ꮫ⩦⤒㦂

ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ㸪ࡘ࡞ࡄຊ㸪Ꮚࡶࢆᛮ࠺Ẽᣢࡕ㸪ぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚ᣦᑟᙜࡓࡿࡇ㸪Ꮫᰯ
ᩍ⫱ࡸᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ㸪㸩᪥ᮏㄒᣦᑟຊ

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡋ࡚   ڧᨭ⪅ࡋ࡚     㸦     㸧ᖺ

㸲 㛵㐃◊ಟཷㅮ⤒㦂

⩦ᨭ䜢⾜䛖䛖䛘䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛩䛛䚹㻌

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟ㸦ᅜ㝿ᩍᐊᢸᙜ㸧ᢸᙜᩍဨࡋ࡚

㸱 ᢸᙜ⤒㦂

⌧ሙ࡛ࡣ❧ሙ㛵ࢃࡾ࡞ࡃ㸪ᩍဨࡋ࡚ᚲせࡉࢀࡿຊࡣྠࡌࠋ
䠐㻌 Ꮫᰯ䛻ὴ㐵䛥䜜䛶䛔䜛᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅䜔ᨭ⪅䠈ẕㄒᨭ⪅䛻䛿䠈Ꮫᰯ䛷እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᣦᑟ䞉Ꮫ

ࡾ࠶܇㸦 34 㸧ᖺ  ࡋ࡞ڧ

㸰 ᩍ⫋⤒㦂

ᣦᑟࡣၥ㢟ព㆑ࡀᣢ࡚ࡿேࡀᚲせ㸪ࡲࡓ㸪ሗఏ㐩⬟ຊࡀ≉㔜せࠋ

ࡢࡑڧ

䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻㐪䛔䛿䛒䜚䜎䛩䛛䚹㻌

䐡❧ሙ䠄እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜ⪅௨እ䛾䠈୍⯡ᩍဨ䞉⟶⌮⫋䞉ᣦᑟ䈈䠅䛻䜘䛳䛶䠈ồ䜑

⬟ຊࡋ࡚ᣢࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

࡞࠸ࠋ ձ࡛㏙ࡓຊࡣࡍ࡚ࡢᩍဨᚲせࠋࠕᑓ㛛ᛶࠖࡣ㧗ࡅࢀࡤ㧗࠸࠸࠸ᛮ࠺ࡅࢀ㸪

䛭䜜䛿䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛷䛩䛛䚹㻌 㻌

䐠እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᩍ⫱䜔᪥ᮏㄒᣦᑟ䛷䛿䠈ᩍဨ୍⯡䛾㈨㉁⬟ຊ䛷䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠈

ڧᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ   ࢸࣥࣛ࣎ڧὴ㐵ᅋయࡢ㐠Ⴀ⪅➼

ڧᩍ⫱ጤဨ➼ὴ㐵ࡢᣦᑟဨ  ڧᨭᅋయὴ㐵ࡢᨭ⪅ 

܇ศᩓ 㸦ᕷෆ࡛ࡣ᭱ࡶ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿᆅᇦ㸧  ڧ㞟ఫ

ᆅᇦࡢ≧ἣ

Ϩ ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ㄪᰝ㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࡢグධࢩ࣮ࢺ
記録６

㈨ᩱ㸲

外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

܇ᩍㅍ   ڧ  ⫋⌮⟶ڧᣦᑟ  ڧᖖㅮᖌ  ڧ㠀ᖖㅮᖌ

㸯 ❧ሙ

⟃Ἴࡢ୰ኸ◊ಟ

Ꮫ⣭ᡠࡍ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋᩍᐊ୍⥴࠸ࡿ㛫ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᢸ௵ࡢඛ⏕┦ㄯࡋࡓࠋ

－140－

ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡁ࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋ᪥ᮏㄒࡢᏛ⩦ࡔࡅὀ┠ࡍࡿࡢࡣࡼࡃ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

ࡔ࠸࠺ࡇࡀࡶࡗ᪩ࡃࢃࡿࡼ࠸ࠋࢫ࣒ࣛࡢᏊࡶࡣ㸪ࣝࢥ࣮ࣝᾘẘࡶࡔࡵࡔࡗࡓࠋࡑ࠺

䐠እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᩍ⫱䜔᪥ᮏㄒᣦᑟ䛷䛿䠈ᩍဨ୍⯡䛾㈨㉁⬟ຊ䛷䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠈

࠸࠺ഃ㠃ࡶ࠶ࡿࡀ㸪ᮏேࡢẕᩥࢆཷࡅṆࡵࡽࢀࡿࡇࡀࡲࡎ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

  ᐇࡣࡔࢀ࡛ࡶࡼ࠸ᛮ࠺ࠋ┦ᡭྜࢃࡏࡿᰂ㌾ᛶࡀ୍␒ࠋ᪥ᮏࡢ࣮ࣝࣝᚑࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸

䐟ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖㈨㉁⬟ຊ䛿䛺䜣䛷䛩䛛ࠋ

䠏㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜢ᢸᙜ䛩䜛ᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻䛴䛔䛶㻌

ࡼࡗ࡚ࡶᣦᑟࡀࡕࡀࡗ࡚ࡃࡿࠋ

ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ♫⛉ࡸ⌮⛉࡛⯆ࡀࡇࡲ࡛⥆ࡃࡢࡀ࣏ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋఱᖺ࡛᪥ᮏࢆ㞳ࢀࡿ

ࡽࡀ࡞ࡸᩍᐊ࡛ࡢຮᙉࡘ࠸࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡞ࡿࠋ5࣭6 ᖺ⏕ࡣᏊࡶࡢゝㄒᏛ⩦⬟ຊࢆࡅࡿ

Ꮫᰯ⏕άࡘ࠸࡚ᩍ࠼ࡿࡇࡽጞࡲࡿࠋ1 ᖺ⏕ࡣ᪥ᮏࡢᏊࡶ࠸ࡗࡋࡻࡸࢀࡿࠋ2࣭3 ᖺ⏕ࡣࡦ

ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ㸪㐩୍⥴㐣ࡈࡏࡿࡇࠋ࠶࠸ࡉࡘࡽࡣࡌࡲࡾ㸪ࢺࣞࡢ࠸᪉ࡸ

䠎㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ䛻䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛥䛫䛯䛔䛷䛩䛛䚹㻌

ࡋࡓࡇࡀࡶࡗ᪩ࡃࢃࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠸ࠋ

ಖㆤ⪅ࡢ᪉ࡽẕㄒࡶᩍ࠼ࡓ࠸࠸࠺ᝎࡳࡶ⪺ࢀࡿࠋࣇࣜ࢝ࡽ᮶ࡓ࠾Ꮚࡉࢇࡢሙྜ㸪୰ᅜ
ࡽ᪥ᮏ᮶࡚㸪ゝㄒⓗᏳᐃ࡛࠶ࡗࡓࠋᛮ⪃ゝㄒࡀ☜ᐃࡋ࡞࠸ࡢࡀၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ୧ぶࡶࡼࡃ

࡞ࡗࡓࡀ㸪୧ぶࡣ᐀ᩍⓗ࡞ほⅬࡽࡑࡢࡇࢆ࠺ࡅࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ፹ࡍࡿ❧ሙࡋ࡚ࡣ㸪ࢲ࣓

࠸ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡇࡢ㒊ศࢆࢀࡔࡅᩍ࠼ࡿぢᴟࡵࡀ࡛ࡁࡿࡇࡀ㔜せࠋ

  Ꮫ⩦ࡢࢫࢱ࣮ࢺࡀ 1 ᖺ⏕࡛࡞ࡗࡓሙྜ㸪࢟ࣕࢵࢳࢵࣉࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ♫ࡣ 3 ᖺ⏕ࡽᆅ⌮ࡀࡣ

䠒㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䛻㛵䛧䛶䠈᭱㏆⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠄䝣䝸䞊䛷ㄒ䛳䛶䜒䜙䛖䠅㻌

ୖ㏙ࡢ࠾ࡾࠋ

䜎䛩䛛䚹㻌

ࡃ࡚ࡶ㸪ྰᐃࡉࢀࡓཷࡅṆࡵࡽࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤ㸪Ꮫⱁ࡛㸪እᅜேࡢᏊࡶࡀᑠேࡢᙺ

ᅔ㞴ࢆឤࡌࡿࡢࡣ㸪ᩥࡢ㐪࠸࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡣࡇ࠺ࡔᩍ࠼ࡿࡇ࡛㸪ྰᐃࡋ࡚࠸ࡿࡘࡶࡾ࡛࡞

ᰯ㸪Ꮚࡶࡢࡼ࠺ࡍࡀࢃࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡁࡶ㸪ᶫΏࡋࡋ࡚ࡢᐇឤࡀࢃࡃࠋ

ࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡁࡣ㸪ᏊࡶࡀᏛ⩦ࡘ࠸࡚ศࡗࡓ࠸ࡗ࡚࠸ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ

䐠䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䜔ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹㻌

䠑㻌 ᩍဨ䛸᪥ᮏㄒᣦᑟဨ䞉ᨭ⪅䛜䠈༠ാ䛧䛶ᩍ⫱䞉ᨭ䜢⾜䛖䛻䛿䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛔㻌

ࢆ⾜࠼ࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ᅜ㝿Ꮫ⣭ࡢᢸ௵ࡋ࡚㸪ࢺ࣮ࢱ࡛ࣝ 30 ྡࡢ⏕ᚐࢆᩍ࠼ࡓࠋ᪥ᮏㄒᣦᑟࡀ࠸ࡽ࡞࠸㛫ࡣẕ

⮬ศࡓࡕࡀࡘࡃࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪እᅜࡢ᪉࠸ࡗࡋࡻࡘࡃࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ཧຍᆺࡢάື

䐟䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺ሙ㠃䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䛛䚹㻌

፬ࡢ᪉ࡀ㸪3 ྡእᅜேࡢᨭ㛵ࢃࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢࣂࢵࢡࢆᡭసࡾࡋ࡚ࡃࢀࡿࠋ᭱ึࡣ

࠸ࠋᏛࡢᏛ⏕ࡉࢇࡀ༞ㄽసᡂࡢ㐣⛬࡛ᡭఏࡗ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡓࠋᾏእ࡛⏕άࡋࡓࡇࡢ࠶ࡿ᪥ᮏேࡢ

࣎ࣛࣥࢸ࡛᮶࡚ࡃࢀࡿேࡣࡸࡾࡓࡃ࡚᮶࡚࠸ࡿࡢ࡛ၥ㢟࡞࠸ࠋᨺㄢᚋࡢᐟ㢟ᨭࡣ࠶ࡾࡀࡓ

⩦ᨭ䜢⾜䛖䛖䛘䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛩䛛䚹㻌

䠐㻌 Ꮫᰯ䛻ὴ㐵䛥䜜䛶䛔䜛᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅䜔ᨭ⪅䠈ẕㄒᨭ⪅䛻䛿䠈Ꮫᰯ䛷እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᣦᑟ䞉Ꮫ

࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࡇࡣၥ㢟ࡔࠋ

ᰯࢆ࠶ࡆ࡚እᅜேࡢඣ❺ࢩࣇࢺࡍࡿࠋᏛᰯ࡛ࡣ᪥ᮏㄒࢆヰࡏࡿࡼ࠺࡞ࡿᣦᑟࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸

  ᩥࡢ㐪࠸ࡸᏊࡶࡢಶᛶࢆཷࡅṆࡵࡿຊࡀᚲせࠋ௨๓ࡵ࡚࠸ࡓᑠᏛᰯ࡛ࡣၥ㢟ࡀ࡞ࡗࡓࠋ

䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻㐪䛔䛿䛒䜚䜎䛩䛛䚹㻌

䐡❧ሙ䠄እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜ⪅௨እ䛾䠈୍⯡ᩍဨ䞉⟶⌮⫋䞉ᣦᑟ䈈䠅䛻䜘䛳䛶䠈ồ䜑

ࡣ㸪ᩍဨࡢ⬟ຊࢆㄽࡌ࡚ࡶᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

Ꮚࡶࡳ࡚࠸ࡓࠋࡳࢇ࡞࡛ࡸࡿᴦࡋ࠸ࡇཧຍࡉࡏࡼ࠺ᛮࡗ࡚ࡶ㸪࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ

ࢸࢫࢺ࡛Ꮫຊࢆㄆᐃࡍࡿࡽࡋ࠸ࠋᏛᰯࡣ༗๓୰ࡋ᮶࡞ࡗࡓࠋ࿘ࡾࡢ⏕ᚐࡶ༗๓୰ࡋ᮶࡞࠸

ᐙᗞࡢၥ㢟ࠋ௨๓ࣟࢩேࡢᏊࡶࢆཷࡅᣢࡗࡓࡀ㸪ࣟࢩ࡛ࡣᐙᗞෆᩍ⫱ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡚㸪

䛭䜜䛿䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛷䛩䛛䚹㻌

㈨ᩱ㸲

䠍㻌 ⌧ᅾ䠈እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜈䛾㛵䜟䜚᪉㻌

ϩ ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗ 㸦⌧ᅾࡢ㛵ࢃࡾ᪉㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿ⪃࠼㸧

㸳 㛵㐃ศ㔝Ꮫ⩦⤒㦂

㸲 㛵㐃◊ಟཷㅮ⤒㦂

܇᪥ᮏㄒᣦᑟ㸦ᅜ㝿ᩍᐊᢸᙜ㸧ᢸᙜᩍဨࡋ࡚

㸱 ᢸᙜ⤒㦂

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡋ࡚   ڧᨭ⪅ࡋ࡚     㸦 7 㸧ᖺ

ࡾ࠶܇㸦 33 㸧ᖺ  ࡋ࡞ڧ

㸰 ᩍ⫋⤒㦂

ࡢࡑڧ

ڧᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ   ࢸࣥࣛ࣎ڧὴ㐵ᅋయࡢ㐠Ⴀ⪅➼

ڧᩍ⫱ጤဨ➼ὴ㐵ࡢᣦᑟဨ  ڧᨭᅋయὴ㐵ࡢᨭ⪅ 

܇ศᩓ   ڧ㞟ఫ

ᆅᇦࡢ≧ἣ

Ϩ ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ㄪᰝ㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࡢグ㘓７

㈨ᩱ㸲

資料４

܇ᩍㅍ   ڧ  ⫋⌮⟶ڧᣦᑟ  ڧᖖㅮᖌ  ڧ㠀ᖖㅮᖌ

㸯 ❧ሙ

܇᪥ᮏㄒᣦᑟ㸦ᅜ㝿ᩍᐊᢸᙜ㸧ᢸᙜᩍဨࡋ࡚

㸱 ᢸᙜ⤒㦂

ᅜ㝿⌮ゎ㸪እᅜㄒάື㸪ⱥㄒ㏻ヂ࣎ࣛࣥࢸ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦◊✲㒊

㸳 㛵㐃ศ㔝Ꮫ⩦⤒㦂

䛭䜜䛿䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛷䛩䛛䚹㻌

－141－

䐠እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᩍ⫱䜔᪥ᮏㄒᣦᑟ䛷䛿䠈ᩍဨ୍⯡䛾㈨㉁⬟ຊ䛷䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠈

 ࣭ぢࡿຊ㸪ほᐹຊ

 ࣭⮫ᶵᛂኚࡉ

 ࣭࣓࣮ࢪࡍࡿຊ㸪Ⓨຊ㸦ࡑࡢᏊఱᚲせ㸪ࡑࡢࡓࡵࡣ࠺ࡍࢀࡤ࠸࠸㸧

 ࣭ࣇࣞࣥࢻ࣮ࣜࡉ㸪࣮࢜ࣉࣥࢿࢫ㸪㛤ᨺⓗ࡞ᛶ᱁

 ࣭ಙ㢗㛵ಀࢆ⠏ࡃຊ

 ࣭ⱥㄒຊ㸦ㄒᏛຊ㸧㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ

䐟ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖㈨㉁⬟ຊ䛿䛺䜣䛷䛩䛛䚹㻌

䠏㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜢ᢸᙜ䛩䜛ᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻䛴䛔䛶㻌

࣭ẕᅜ᪥ᮏࡢᶫΏࡋᙺ࡞ࡗ࡚ࡋ࠸ࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞どⅬࢆ㌟ࡅࡿ

 ࣭ẕᩥࡶษࡋ࡚ࡋ࠸

䠎㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ䛻䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛥䛫䛯䛔䛷䛩䛛䚹㻌

 ࣭ࡋࡓࡽࡋࡓࡔࡅ㏉ࡗ࡚ࡃࡿ࠸࠺㓬㓮㸦ࡸࡾࡀ࠸㸧

 ࣭Ꮚࡶࡀࢇࢇ᪥ᮏㄒࢆヰࡏࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡢࢆぢࡿ႐ࡧ㸦ࡸࡾࡀ࠸㸧

࣭㏻ᖖࡢᩍဨ⏕ά࡛ࡣ⤒㦂࡛ࡁ࡞࠸㸪ࢲࢼ࣑ࢵࢡ࡞ືࡁࡀ࡛ࡁࡓ㸦ࡸࡾࡀ࠸㸧

࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞どⅬࢆ㌟ࡘࡅࡽࢀࡓ㸦ࡸࡾࡀ࠸㸧

䐠䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䜔ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹㻌

 ࣭1 ᖺ㛫 10㹼15 ே⛬ᗘࠋᏛᖺ㸪ᅜ⡠ࡣࣂࣛࣂࣛࠋ᪥ᮏ⏕ࡲࢀ㸪እᅜฟ㌟࡞࣮ࣝࢶࡶᵝࠎ

ࡢ㐃ᦠ㸪㏻▱⾲࡞ࡢᩥ❶ࡢⱥㄒ∧ࡢసᡂ࡞

࠸

࣭ົᰯࡀ࠶ࡿᆅᇦࡣ㐜ࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺༴ᶵឤࠋࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ┴࡛ࡘࡃࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞

 ࣭ᑠᏛᰯ࠾࠸࡚㸪᪥ᮏㄒᣦᑟᏛ⣭ࡢᢸ௵ࡋ࡚ 7 ᖺ㛫㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓࠋ⦅ධᏛࡢᡭ⥆ࡁ㸪ಖㆤ⪅ࡢ

ࢧ࣏࣮ࢺ㸪ᩍ⫱ጤဨ࣭㏆㞄Ꮫࡢᡴࡕྜࢃࡏ࣭ㄪᩚ㸪᪥ᮏㄒᣦᑟ㸦ྲྀࡾฟࡋᣦᑟ㸧
㸪Ꮫ⣭ᢸ௵

࣭◊ಟࡢᶵࡀ࡞࠸
࣭ࡢᩍ⛉㐪ࡗ࡚㸪ᝎࡳࡸሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸

䠍㻌 ⌧ᅾ䠈እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜈䛾㛵䜟䜚᪉㻌

䠒㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䛻㛵䛧䛶䠈᭱㏆⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠄䝣䝸䞊䛷ㄒ䛳䛶䜒䜙䛖䠅㻌

㸦↓ᅇ⟅㸧

䠑㻌 ᩍဨ䛸᪥ᮏㄒᣦᑟဨ䞉ᨭ⪅䛜䠈༠ാ䛧䛶ᩍ⫱䞉ᨭ䜢⾜䛖䛻䛿䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹㻌

࣭ࢳ࣮࣒࡛ືࡃࡓࡵࡢຊ㸦Ꮩ❧ࡋ࡞࠸㸪㝸㞳ࡋ࡞࠸㸧

⩦ᨭ䜢⾜䛖䛖䛘䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛩䛛䚹㻌

䠐㻌 Ꮫᰯ䛻ὴ㐵䛥䜜䛶䛔䜛᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅䜔ᨭ⪅䠈ẕㄒᨭ⪅䛻䛿䠈Ꮫᰯ䛷እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᣦᑟ䞉Ꮫ

 ࣭᪥ᮏㄒᣦᑟࡢษࡉࢆ▱ࡿ㸪ᑓ㛛ᛶࡢ⌮ゎ㸦ᣦᑟ㸧

⣭ᢸ௵᪥ᮏㄒᏛ⣭ᢸ௵ࡢ㐃ᦠࢆࡣࡿ㸦⟶⌮⫋㸧

 ࣭Ꮫᰯࡢ୰࡛᪥ᮏㄒᣦᑟࡢඛ⏕ࢆࡢࡼ࠺άࡋ࡚࠸ࡃࡢ㸪᪥ᮏㄒᏛ⣭ᢸ௵ࢆ㝸㞳ࡏࡎ㸪ᅾ⡠Ꮫ

䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻㐪䛔䛿䛒䜚䜎䛩䛛䚹㻌

䐡❧ሙ䠄እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜ⪅௨እ䛾䠈୍⯡ᩍဨ䞉⟶⌮⫋䞉ᣦᑟ䈈䠅䛻䜘䛳䛶䠈ồ䜑

 ࣭ಖㆤ⪅ಙ㢗㛵ಀࢆ⠏ࡃຊࡀ࡞࠸㞴ࡋ࠸

 ࣭࣐ࣥࢶ࣮࣐ࣥᙧᘧ࡛ࡢᣦᑟຊ

 ࣭ㄒᏛຊ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ

㈨ᩱ㸲

䐟䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺ሙ㠃䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䛛䚹㻌

ϩ ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗ 㸦⌧ᅾࡢ㛵ࢃࡾ᪉㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿ⪃࠼㸧

ࡘࡃࡤ୰ኸ◊ಟ㸪JSL ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ◊ಟ

㸲 㛵㐃◊ಟཷㅮ⤒㦂

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡋ࡚   ڧᨭ⪅ࡋ࡚     㸦 7 㸧ᖺ

ࡾ࠶܇㸦 30 㸧ᖺ  ࡋ࡞ڧ

㸰 ᩍ⫋⤒㦂

ࡢࡑڧ

ڧᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ   ࢸࣥࣛ࣎ڧὴ㐵ᅋయࡢ㐠Ⴀ⪅➼

ڧᩍ⫱ጤဨ➼ὴ㐵ࡢᣦᑟဨ  ڧᨭᅋయὴ㐵ࡢᨭ⪅ 

܇ศᩓ   ڧ㞟ఫ

ᆅᇦࡢ≧ἣ

Ϩ ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ㄪᰝ㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࡢグ㘓８

㈨ᩱ㸲

外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

܇ᩍㅍ   ڧ  ⫋⌮⟶ڧᣦᑟ  ڧᖖㅮᖌ  ڧ㠀ᖖㅮᖌ

㸯 ❧ሙ

䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻㐪䛔䛿䛒䜚䜎䛩䛛䚹㻌

  ࣭ᣦᑟ ᆅᇦ⊂⮬ࡢㄢ㢟ࢆⓎぢࡋ㸪ண⟬⋓ᚓ࡞ពḧࢆࡶࡗ࡚ၥ㢟ゎỴࡋ࡚࠸ࡃຊ

－142－

 ᪥ᮏㄒᨭ⪅㸪ẕㄒᨭ⪅㸪࣎ࣛࣥࢸࡢ༠ຊయไ

࣭ᩍဨồࡵࡽࢀࡿ୍⯡ⓗ࡞⬟ຊ

䐟ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖㈨㉁⬟ຊ䛿䛺䜣䛷䛩䛛䚹㻌

䠏㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜢ᢸᙜ䛩䜛ᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻䛴䛔䛶㻌

 ࣭⏕ࡁࡿຊ㸪㐺ᛂຊ㸪ࡓࡃࡲࡋࡉ

ࢆ㧗ࡵ㸪ࣂࣜࣥ࢞ࣝᩍ⫱ࡢྍ⬟ᛶࢆᶍ⣴ࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺

ࡢẕㄒࡸẕᩥࢆᑛ㔜ࡍࡿᩍ⫱ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋእᅜே⟇㛵ࡍࡿᅜࡸᆅᇦ㸪ᕷẸࡢព㆑

   ⌧ᅾࡢ᪥ᮏㄒᣦᑟࢆ୰ᚰࡋࡓᩍ⫱ࡣ㸪㐺ᛂᩍ⫱࠶ࡿ࠸ࡣྠᩍ⫱ࡶ࠸࠼㸪እᅜேࡢᏊࡶ

  ࣭᪥ᮏ࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒຊ

  ࣭Ⓨ㐩ぢྜࡗࡓㄆ▱⬟ຊ

 ࣭᪥ᮏㄒᣦᑟᑐࡋ࡚㸪ẕㄒ࣭ẕᩥࡢᩍ⫱ࡣ㐜ࢀ࡚࠸ࡿ

   㸬⛣Ẹࡢゝㄒᨻ⟇㸪DLA ホ౯㸪≉ูࡢᩍ⫱ㄢ⛬

 ࣭እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱ᑐࡍࡿᩥ⛉┬ࡢጼໃࡀ๓ྥࡁ࡞ࡗ࡚ࡁࡓ

䠒㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䛻㛵䛧䛶䠈᭱㏆⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠄䝣䝸䞊䛷ㄒ䛳䛶䜒䜙䛖䠅㻌

Ꮫᰯ⾜࡞ࡶ㓄៖ࡋࡓ᪥⛬࣭㛫ㄪᩚ

Ꮚࡶᨭ⪅ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ

 ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ㸪ே㛫㛵ಀࡢᵓ⠏㸪ㄪᩚຊ

䠎㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ䛻䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛥䛫䛯䛔䛷䛩䛛䚹㻌

ࡗ࡚ᮏᙜᚲせ࡞ᩍ⫱ࡀ⾜࠼࡚࠸࡞࠸ࡇ

  ࣭㧗ᰯ㐍Ꮫࢆ᥍࠼࡚࠸ࡿ୰Ꮫ⏕ࡢᩍ⫱ࡣཷ㦂ࡢࡓࡵࡢࢸࢡࢽࢵࢡᣦᑟ࡞ࡾࡸࡍࡃ㸪ࢀࡽ

࣭⮬⩦ᩍᮦ࡛࠶ࡿࡓࡵᮏᙜຊࡀఙࡧ࡚࠸ࡿ࠸࠺Ⅼ࡛Ᏻࡀṧࡿࡇ

࣭ᩍᮦ◊✲㸪ᩍᮦసᡂࡢࡓࡵࡢ㛫ࡀࢀ࡞࠸࡞࡛ᩍᮦࢆ⮬సᡂࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ

  ࣭᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼ࡿࡓࡵࡢᩍ⛉᭩ࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ➼ࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ

㸺ᅔ㞴ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ㸼

  ࣭༞ᴗᚋᏊࡶࡓࡕฟ࠸㸪ඖẼ⏕άࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆぢࡿࡇ

 ࣭᪥ᮏㄒᣦᑟࢆࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡃ⬟ຊ

䠑㻌 ᩍဨ䛸᪥ᮏㄒᣦᑟဨ䞉ᨭ⪅䛜䠈༠ാ䛧䛶ᩍ⫱䞉ᨭ䜢⾜䛖䛻䛿䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹㻌

࣭᪥ᮏㄒຊ㸪Ꮫຊ㸪⏕ࡁࡿຊ࡞㸪Ꮚࡶࡓࡕࡢ᪥ࠎࡢᡂ㛗ࡢᵝᏊࢆぢࡿࡇ

㸺ࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ㸼

 Ꮫᰯᩍ⫱ࡢ⌧ሙ⤒㦂ࡀ࠶ࢀࡤࡉࡽࡼ࠸
  ࣭࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࣭࣐ࣥࢻ

䐠䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䜔ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹㻌

ࡘࡅࡉࡏࡿࡓࡵࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

  ࣭Ꮫᰯ⌧ሙࡸᏊࡶࡢᩍ⫱ࡢ⌮ゎ

  ࣭እᅜேࡢᏊࡶ㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑

䐟䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺ሙ㠃䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䛛䚹㻌

Ꮫᰯᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ᩍㅍࡋ࡚㸪እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ࢆᑐ㇟㸪᪥ᮏㄒࡢึᮇᣦᑟ㸪Ꮫ⩦ゝㄒ⬟ຊࢆ㌟

  ࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᇶ♏▱㆑㸪ᢏ⬟

䠍㻌 ⌧ᅾ䠈እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜈䛾㛵䜟䜚᪉㻌

⩦ᨭ䜢⾜䛖䛖䛘䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛩䛛䚹㻌

䠐㻌 Ꮫᰯ䛻ὴ㐵䛥䜜䛶䛔䜛᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅䜔ᨭ⪅䠈ẕㄒᨭ⪅䛻䛿䠈Ꮫᰯ䛷እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᣦᑟ䞉Ꮫ

        Ꮫᰯ⊂⮬ࡢㄢ㢟ࢆⓎぢࡋ㸪ၥ㢟ゎỴࡋ࡚࠸ࡃຊ

Ꮫ㝔㸦᪥ᮏㄒᩍ⫱㸧 㸯ᖺ㛫

࣭⟶⌮⫋  Ꮫᰯᩍ⫱ጤဨࡢᢡ⾪

እᅜேࡢಖㆤ⪅ࡢ㓄៖ 㸬㏻▱᭩࡞㔜せ࡞ᩥ᭩ࡣࣝࣅࢆࡿ

  ୍࣭⯡ᩍဨ እᅜேࡢᏊࡶ㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑ 㸬Ṕྐⓗ⫼ᬒ㸪➨ゝㄒ⩦ᚓ

Ꮫദ⮬◊ಟ㸦ᩍᮦ ᨺ㏦Ꮫࠕ᪥ᮏㄒᩍᤵἲࠖࢆ⏝㸧

ϩ ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗ 㸦⌧ᅾࡢ㛵ࢃࡾ᪉㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿ⪃࠼㸧

㸳 㛵㐃ศ㔝Ꮫ⩦⤒㦂

┴ᩍ⫱ጤဨദ ᩍဨ◊ಟ 19 ᖺᖺ㸱ᅇ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬እᅜ⡠ඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱ ᩍဨ◊ಟ 㸰ᅇ

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡋ࡚   ڧᨭ⪅ࡋ࡚     㸦 19 㸧ᖺ

܇᪥ᮏㄒᣦᑟ㸦ᅜ㝿ᩍᐊᢸᙜ㸧ᢸᙜᩍဨࡋ࡚

㸱 ᢸᙜ⤒㦂

䐡❧ሙ䠄እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜ⪅௨እ䛾䠈୍⯡ᩍဨ䞉⟶⌮⫋䞉ᣦᑟ䈈䠅䛻䜘䛳䛶䠈ồ䜑

          ᰯ㛗㸪ᩍ㢌㸪୍⯡ᩍဨ㸪ಖㆤ⪅㸪ᩍ⫱ጤဨ㸪ᆅᇦ࡞

ࡾ࠶܇㸦 30 㸧ᖺ  ࡋ࡞ڧ

ࡢࡑڧ

᪥ᮏㄒᨭ⪅㸪ẕㄒᨭ⪅㸪࣎ࣛࣥࢸࡢά⏝࡞

  ࣭᪥ᮏㄒᣦᑟࢆࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡃ⬟ຊ

䛭䜜䛿䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛷䛩䛛䚹㻌

䐠እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᩍ⫱䜔᪥ᮏㄒᣦᑟ䛷䛿䠈ᩍဨ୍⯡䛾㈨㉁⬟ຊ䛷䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠈

࣭Ꮫᰯࡢෆእ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ

㸰 ᩍ⫋⤒㦂

㸲 㛵㐃◊ಟཷㅮ⤒㦂

࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᇶ♏▱㆑㸪ᢏ⬟

㈨ᩱ㸲

࣭እᅜேཷࡅධࢀ➼㛵ࡍࡿᇶ♏▱㆑ ᪥⣔ேࡢṔྐࡸ♫ⓗ࡞≧ἣ㸪ἲᚊୖࡢᇶ♏▱㆑࡞ࡶ

ڧᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ   ࢸࣥࣛ࣎ڧὴ㐵ᅋయࡢ㐠Ⴀ⪅➼

ڧᩍ⫱ጤဨ➼ὴ㐵ࡢᣦᑟဨ  ڧᨭᅋయὴ㐵ࡢᨭ⪅ 

ڧศᩓ   ܇㞟ఫ㸦┴ୗ࠾࠸࡚㸧

ᆅᇦࡢ≧ἣ

Ϩ ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ㄪᰝ㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࡢグ㘓９

㈨ᩱ㸲

資料４

ڧᩍㅍ   ڧ  ⫋⌮⟶ڧᣦᑟ  ڧᖖㅮᖌ  ڧ㠀ᖖㅮᖌ

㸯 ❧ሙ

䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻㐪䛔䛿䛒䜚䜎䛩䛛䚹㻌
ࡾྜ࠸ࢆࡘࡅ࡞ࡀࡽࡸࡗ࡚࠸ࡃຊ

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡋ࡚   ڧᨭ⪅ࡋ࡚     㸦    㸧ᖺ

   እᅜேࡢᩍ⫱ࡀࢡ࣮ࣟࢬࢵࣉࡉࢀ࡚ࡿࡅࠊࡶࡗࡁ࡞ࡶࡢࡢ୰ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
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䐡❧ሙ䠄እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜ⪅௨እ䛾䚸୍⯡ᩍဨ䞉⟶⌮⫋䞉ᣦᑟ䈈䠅䛻䜘䛳䛶䚸ồ䜑

   ࡞࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸

䛭䜜䛿䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛷䛩䛛䚹㻌

䐠እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᩍ⫱䜔᪥ᮏㄒᣦᑟ䛷䛿䚸ᩍဨ୍⯡䛾㈨㉁⬟ຊ䛷䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䚸

Ꮚࡶࡇ࠺࠸࠺ຊࢆࡘࡅࡓࡽ࠸࠸ᛮ࠺ࡶࡢࢆᤵᴗ࡛ᩍ࠼ࡽࢀࡿຊ

ᩍᐊ⤒Ⴀࡢຊ

᪂ࡋ࠸ࡇ㛵ࡋ࡚Ꮫࢇ࡛ࡳࡼ࠺ᛮ࠺ຊ

䐟ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖㈨㉁⬟ຊ䛿䛺䜣䛷䛩䛛䚹㻌

䠏㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜢ᢸᙜ䛩䜛ᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻䛴䛔䛶㻌

⮬ศࡢ⫼ᬒࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡾⓎಙ࡛ࡁࡿຊ㸦⮬ศࡢࡇࢆ⮬ศ࡛ࢃࡿຊ㸧

   ᪥ᮏㄒࡢ⩦ᚓࡸ᪥ᮏேࡘࡁ࠶ࡗ࡚࠸ࡃࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊฟ㌟ᩥࡸ⮬ᩥࢆᑛ㔜ࡋ

   ࡑࡢᏊࡽࡋࡉࢆ⥔ᣢࡋࡘࡘⓎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ຊ

䠎㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ䛻䚸䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛥䛫䛯䛔䛷䛩䛛䚹㻌

ඛ⏕᪉ࡶࠊάືࢆᏛᰯࡢ୰࡛ㄆ▱ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡲ࡛ᅔ㞴ࡔᛮ࠺

᪂ࡓ࡞Ꮫᰯࡸᩍ⫱ጤဨධࡗ࡚࠸ࡃࡁ㸦ึࡵ࡚㛵ಀࢆࡘࡃࡿࡁ㸧ᅔ㞴ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ

㸺ᅔ㞴㸼

Ꮚࡶࡢᡂ㛗ࠊⓎ㐩࡞ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊど㔝ࡀᗈࡀࡿࠋ

㸺ࡸࡾࡀ࠸㸼

䐠䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䜔ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹㻌

⤌ࡳࠊᩍᮦࡘ࠸࡚࠸ࡗࡋࡻヰࡋྜ࠸⪃࠼ࠊ࠸ࡗࡋࡻάືࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᐇ㝿ࡣᏊࡶᩍ࠼࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ◊✲ࢆ㛤࠸࡚ᐇ㊶ኚࢃࡗ࡚࠸ࡿඛ⏕᪉࠸ࡗࡋࡻྲྀࡾ

   ゝⴥࡢᩍ⫱ࢆぢ࡞࠾ࡍࡁࡗࡅ࡞ࡿࡀࠊࡑࢀࡀඛ⏕ࡓࡕࡀࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢᡠࡗ࡚࠸ࡃࠋ

䠍㻌 ⌧ᅾ䚸እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜈䛾㛵䜟䜚᪉㻌

   ᩍ⫱ࡗ࡚࡞ࢇࡔࡗࡅࠊ❧ࡕᡠࡿࠋᏛࡧྜ࠸ࡢ࡞࡛ᇵ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ᪂ࡋ࠸ࢸ࣮࣐ࡔࡅࠊᩍ⫱㛵ࢃࡿேࡣࡎࡗࡸࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋ

 ཎⅬᖐࡿࠋ

䐟䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䛷䚸䛹䛾䜘䛖䛺ሙ㠃䛷䚸䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䛛䚹

ϩ ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗ 㸦⌧ᅾࡢ㛵ࢃࡾ᪉㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿ⪃࠼㸧

㸳 㛵㐃ศ㔝Ꮫ⩦⤒㦂

䠒㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䛻㛵䛧䛶䚸᭱㏆⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠄䝣䝸䞊䛷ㄒ䛳䛶䜒䜙䛖䠅㻌

100㸣⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࡅࠊࡸࡗ࡚࠸ࡃຊ㸦㐪࠺ࡇࢁࢆぢࡼ࠺ࡍࡿຊ㸧
㐪ࡗ࡚࠸࡚ࡶ╔ᆅⅬࡸጇ༠Ⅼࢆぢࡘࡅࡼ࠺ࡍࡿຊ

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟ㸦ᅜ㝿ᩍᐊᢸᙜ㸧ᢸᙜᩍဨࡋ࡚

㸱 ᢸᙜ⤒㦂

㸦ಶಶࡢᩍ⫱ほࡀ㐪ࡗ࡚㸧ᢡࡾྜ࠸ࡀࡘ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ࠸ࡗࡋࡻࡸࡗ࡚࠸ࡅࡿຊࠊ

௰Ⰻࡃࡍࡿຊࠊ
㸦㐲៖ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㸧ാࡁࡅࡿຊࠊ୍Ṍࡩࡳࡔࡍຊ

䠑㻌 ᩍဨ䛸᪥ᮏㄒᣦᑟဨ䞉ᨭ⪅䛜䚸༠ാ䛧䛶ᩍ⫱䞉ᨭ䜢⾜䛖䛻䛿䚸䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹㻌

㛗࠸┠࡛Ꮚࡶ㛵ࢃࡾࢆࡶࡗ࡚࠸ࡅࡿேࠊࡸࡉࡋ࠸ே

⩦ᨭ䜢⾜䛖䛖䛘䛷䚸䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛩䛛䚹㻌

䠐㻌 Ꮫᰯ䛻ὴ㐵䛥䜜䛶䛔䜛᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅䜔ᨭ⪅䚸ẕㄒᨭ⪅䛻䛿䚸Ꮫᰯ䛷እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᣦᑟ䞉Ꮫ

ࡾ࠶ڧ㸦    㸧ᖺ  ࡋ࡞܇㸦Ꮫࡢᩍဨ⤒㦂㝖ࡃ㸧

㸲 㛵㐃◊ಟཷㅮ⤒㦂

㈨ᩱ㸲

   ࡞࠸ᛮ࠸ࡓ࠸ࡀࠊ⟶⌮⫋ࡸᣦᑟࡣᙳ㡪ຊࡀࡁ࠸㸦ࡢ࡛㸧᪂ࡋ࠸ࡶࡢࢆྲྀࡾධࢀࡿຊࡸᢡ

㸰 ᩍ⫋⤒㦂

ࡢࡑ܇ 㸦Ꮫᩍဨ࣭ᑓ㛛㸸᪥ᮏㄒᩍ⫱㸧

ڧᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ   ࢸࣥࣛ࣎ڧὴ㐵ᅋయࡢ㐠Ⴀ⪅➼

ڧᩍ⫱ጤဨ➼ὴ㐵ࡢᣦᑟဨ  ڧᨭᅋయὴ㐵ࡢᨭ⪅ 

܇ศᩓ   ڧ㞟ఫ

ᆅᇦࡢ≧ἣ

Ϩ ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ㄪᰝ㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࡢグ㘓10

㈨ᩱ㸲

外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡋ࡚   ڧᨭ⪅ࡋ࡚     㸦  㸯  㸧ᖺ

ேᶒᩍ⫱

⩦ᨭ䜢⾜䛖䛖䛘䛷䚸䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛩䛛䚹㻌
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  ᩍဨࡶࡳࢇ࡞࡛ሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡼ࠺࡞Ꮫᰯ࡙ࡃࡾࡀᚲせ

ẕㄒ᪥ᮏㄒࢆ⤖ࡧࡘࡿࡅࡿຊ

ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ㸦ࣀࣥࣂ࣮ࣂࣝࡶྵࡵ࡚ࠊࢃࢁ࠺ࡍࡿຊ㸧

  㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫࢱࣝࡢ㐪࠸㸧ᩥࡢ㐪࠸ࢆᩍ࠼ࡿࡇࡶᚲせ

   Ꮫ⩦㠃ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ⏕ά㠃࡛ࡶࠊ࠼ࡤ᪥ᮏࡢᏊࡶࡣࢫࢺ࣮ࣞࢺࡶࡢࢆゝࢃ࡞࠸

 

┦ᡭࢆ⌮ゎࡋࠊඹឤ࡛ࡁࡿຊ

䐟ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖㈨㉁⬟ຊ䛿䛺䜣䛷䛩䛛䚹㻌

䠏㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜢ᢸᙜ䛩䜛ᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻䛴䛔䛶㻌

   㡑ᅜㄒࢆᛀࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

   ࡎࡗ᪥ᮏ࠸ࡿࡢ࡞ࡽࠊࡢᏊࡶ୍⥴⏕ά࡛ࡁࡿຊࢆ㌟ࡘࡅ࡚ḧࡋ࠸ࠋ

䠎㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ䛻䚸䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛥䛫䛯䛔䛷䛩䛛䚹㻌

࡚࠸ࡿࠋᨭᏛ⣭ධࢀࡽࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡛࠸࠸ࡢࡔࢁ࠺ࠋ

᪥ᮏㄒᣦᑟࡢඛ⏕ࡣࠊࡲࡗࡓࡃ᪥ᮏㄒࡀ࡛ࡁ࡞࠸ඣ❺ࡋࡘ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊᢸ௵ࡀᑐᛂࡋ

ᮏᙜศࡗࡓ࠺Ᏻࠋ≉ᅜㄒࢆᩍ࠼ࡿࡁ㞴ࡋࡗࡓࠋ

㸺ᅔ㞴㸼

㡑ᅜㄒࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡛ K ࣏ࢵࣉࡢዲࡁ࡞Ꮚࡶ௰Ⰻࡃ࡞ࢀࡓࡁ

᪥ᮏࡢᏊࡶᩥࡢὶࡀ࡛ࡁࡓࡁ

ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀྲྀࢀࡓࡁ



㸺ࡸࡾࡀ࠸㸼

ࡲࢃࡾࡢᏊࡶࡀ㐪࠺ᩥࡢᏊࡶࢆ㝖ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࡉࡏࡓ࠸ࠋ

  ࡑࡢᏊࡶࡢၥ㢟ࢆࠊ࠸ࡗࡋࡻ⪃࠼࡚࠶ࡆࡿࡇࡀᚲせ

㸴 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱㛵ࡋ࡚ࠊ᭱㏆⪃࠼࡚࠸ࡿࡇࡘ࠸࡚㸦ࣇ࣮࡛ࣜㄒࡗ࡚ࡶࡽ࠺㸧

  Ꮚࡶࡢ⫼ᬒ㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸ౯್ほࡀ୍⥴㸦ඹ᭷㸧

ࡢᩍဨ࠸ࡗࡋࡻ࡞ࡍࡿ㛫ࡀᚲせ

᭶୍ࡢ㒊࡛Ꮚࡶࡢ≧ἣࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᛁࡋ࠸ࡢ࡛༠ാࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸

䠑㻌 ᩍဨ䛸᪥ᮏㄒᣦᑟဨ䞉ᨭ⪅䛜䚸༠ാ䛧䛶ᩍ⫱䞉ᨭ䜢⾜䛖䛻䛿䚸䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹㻌

  ᪥ᮏㄒࡢ▱㆑

  Ꮚࡶࡢ⫼ᬒ㛵ࡍࡿ▱㆑

Ꮚࡶࡢၥ㢟ࡢ⫼ᬒࢆぢ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿຊ㸦ᅔࡗ࡚࠸ࡿࡇࠊ⏕ά࡛ࡋࢇ࠸ࡇࠊࡉࡳࡋࡉ࡞㸧

  ᨭᚲせ࡞ᢏ⬟㸦ᩍ࠼ࡿຊࠊᏊࡶࢆ⌮ゎࡍࡿຊ㸧

䐠䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䜔ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹㻌

❺ࡢᢸ௵ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ

⌧ᅾࡣᑠᏛᰯ 1 ᖺ⏕ࡢᢸ௵ࡔࡀࠊᖺࡲ࡛ົࡋ࡚࠸ࡓᑠᏛᰯ㡑ᅜㄒࢆẕㄒࡍࡿ㸯ᖺ⏕ࡢඣ

䐟䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䛷䚸䛹䛾䜘䛖䛺ሙ㠃䛷䚸䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䛛䚹㻌

䠍㻌 ⌧ᅾ䚸እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜈䛾㛵䜟䜚᪉㻌

ϩ ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗ 㸦⌧ᅾࡢ㛵ࢃࡾ᪉㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿ⪃࠼㸧

㸳 㛵㐃ศ㔝Ꮫ⩦⤒㦂

㸲 㛵㐃◊ಟཷㅮ⤒㦂

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟ㸦ᅜ㝿ᩍᐊᢸᙜ㸧ᢸᙜᩍဨࡋ࡚ ܇ᢸ௵ࡋ࡚

㸱 ᢸᙜ⤒㦂

䠐㻌 Ꮫᰯ䛻ὴ㐵䛥䜜䛶䛔䜛᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅䜔ᨭ⪅䚸ẕㄒᨭ⪅䛻䛿䚸Ꮫᰯ䛷እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᣦᑟ䞉Ꮫ

ࡾ࠶܇㸦 14 㸧ᖺ  ࡋ࡞ڧ

㸰 ᩍ⫋⤒㦂

   ᑡ࡞࠸㈈ᨻࡢ୰࡛ࠊ
㸦ேဨࡸ◊ಟࡸ࠸ࡌࡵࡢண㜵࡞㸧ᚲせᛂࡌ࡚ண⟬ࢆࡿຊ

ڧᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ   ࢸࣥࣛ࣎ڧὴ㐵ᅋయࡢ㐠Ⴀ⪅➼

ࡢࡑڧ

䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻㐪䛔䛿䛒䜚䜎䛩䛛䚹㻌
   ᙺࡢ㐪࠸ࡋ࡚ࠊ⟶⌮⫋ࡣ୍⯡ᩍဨࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆࡍࡿ㸦ᕷせㄳࢆఏ࠼ࡿ࡞㸧ຊ

܇ᩍㅍ   ڧ  ⫋⌮⟶ڧᣦᑟ  ڧᖖㅮᖌ  ڧ㠀ᖖㅮᖌ

㸯 ❧ሙ

䐡❧ሙ䠄እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜ⪅௨እ䛾䚸୍⯡ᩍဨ䞉⟶⌮⫋䞉ᣦᑟ䈈䠅䛻䜘䛳䛶䚸ồ䜑

ேேࡢຊࠊ࠾ୡヰࡋࡼ࠺ࡍࡿẼᣢࡕ

䛭䜜䛿䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛷䛩䛛䚹㻌

䐠እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᩍ⫱䜔᪥ᮏㄒᣦᑟ䛷䛿䚸ᩍဨ୍⯡䛾㈨㉁⬟ຊ䛷䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䚸

㈨ᩱ㸲

ڧᩍ⫱ጤဨ➼ὴ㐵ࡢᣦᑟဨ  ڧᨭᅋయὴ㐵ࡢᨭ⪅ 

܇ศᩓ   ڧ㞟ఫ

ᆅᇦࡢ≧ἣ

Ϩ ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ㄪᰝ㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࡢグ㘓11

㈨ᩱ㸲

資料４

ڧᩍ⫱ጤဨ➼ὴ㐵ࡢᣦᑟဨ  ڧᨭᅋయὴ㐵ࡢᨭ⪅ 

܇᪥ᮏㄒᣦᑟ㸦ᅜ㝿ᩍᐊᢸᙜ㸧ᢸᙜᩍဨࡋ࡚

㸱 ᢸᙜ⤒㦂

Ꮫ㝔ಟኈㄢ⛬

㸳 㛵㐃ศ㔝Ꮫ⩦⤒㦂

 CALP ➼ࡢ⌮ㄽࢆ▱ࡗ࡚࠸࡚㸪ẕㄒࡢྰᐃࢆࡋ࡞࠸
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せᛶࡸᤵᴗཧほ᮶࡚ࡶࡽ࠺ࡇ

  ಖㆤ⪅ࡢᑐᛂ㸸᪥ᮏேࡣᑐᛂࡢࡳࡔࡀ㸪እᅜேࡣᨭ㸪ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ࠼ࡤ㸪ᣢࡕࡢᚲ

䛛䠈䛭䜜䛿䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛷䛩䛛䚹㻌

䐠እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᩍ⫱䜔᪥ᮏㄒᣦᑟ䛷䛿䠈୍⯡䛾ᩍဨ䛾㈨㉁⬟ຊ䛷䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩

  ᅜ㝿ᩍᐊࢆዲࡁ࡞ࡿࡇ

  ᰂ㌾࡛࠸ࡿࡇ

Ꮚࡶࢆ㛗࠸┠࡛ぢࡿᚸ⪏ຊ

᪥ᮏㄒᣦᑟࡢᑓ㛛▱㆑࣭⬟ຊࠋࡉࡽ㸪ࡑࢀࢆ㌟ࡘࡅࡼ࠺ࡍࡿຊࠋ

䐟ᚲせ䛰䛸ឤ䛨䜛㈨㉁⬟ຊ䛿䛺䜣䛷䛩䛛䚹㻌

䠏㻌 ᩍဨ䠋ᨭဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻䛴䛔䛶㻌

ࡾ㸪᪥ᮏㄒࢆ㌟ࡘࡅࡿຊ

ලయⓗࡣ㸪᪥ᮏㄒࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㐠⏝⬟ຊࢆࡘࡅࡿࡇࡸ㸪ࢃࡽ࡞࠸ࡇࢆㄪࡓ

  ඣ❺ࡣࡇࢀࡽࡶ᪥ᮏ࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡞ࡢ࡛㸪㐍Ꮫࡍࡿຊ㸪ᑵ⫋ࡍࡿຊࢆ㌟ࡘࡅࡉࡏࡓ࠸ࠋ

䠎㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ䛻䛿䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛥䛫䛯䛔䛷䛩䛛䚹㻌

 ୍᪉㸪ࢽ࣮ࢬࡀቑ࠼⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࡑࢀᑐᛂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀᏳ

 ᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜᩍဨ࡞ࡗࡓᙜẚ㸪ᅜ㝿ᩍᐊࡀᐇࡋ࡚ࡁࡓឤࡌࡿࠋ



㸫ᖖ㸦⮫௵ࢆྵࡴ㸧5 ྡ㸪㠀ᖖ 3 ྡ㸪እᅜㄒ⿵ຓᣦᑟဨ 1 ྡ

 ཷࡅ࡚ධࢀ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿ㸻ྠㄪࡢᙉせ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸㸪⪃࠼ࡿࡇࡀ࠶ࡿ

  ᚋ㸪ಙឡሿࡢሗࡶ▱ࡾࡓ࠸
䠒㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䛻㛵䛧䛶䠈᭱㏆⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠄䝣䝸䞊䛷ㄒ䛳䛶䜒䜙䛖㸧

㸫ᅜ㝿ᩍᐊ 200 ྡ㸪ྲྀࡾฟࡋ 140 ྡࡢඣ❺

䐠䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䜔ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹㻌

  ⫋ဨᐊ࡛ࡶ㏆ࡃ⨨ࡍࡿ

 ྠࡌ⎔ቃ࠸ࡿࡇ㸦ᩍᐊࢆศࡅ࡞࠸㸧

  ሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ

䠑㻌 ᩍဨ䛸᪥ᮏㄒᣦᑟဨ䞉ᨭ⪅䛜䠈༠ാ䛧䛶ᩍ⫱䞉ᨭ䜢⾜䛖䛻䛿䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹㻌

  ⮬ศࡲࡓࡣᏊࡶࡀእᅜㄒࢆຮᙉࡋࡓࡇࡀ࠶ࡿே㸫᪥ᮏே

  ⮬ศࡀ᪥ᮏㄒࢆຮᙉࡋࡓࡇࡀ࠶ࡿே㸫ẕㄒᨭ⪅ࡢሙྜ

䐟䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺ሙ㠃䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䛛䚹㻌

䠍㻌 ⌧ᅾ䠈እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜈䛾㛵䜟䜚᪉㻌

ϩ ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗ 㸦⌧ᅾࡢ㛵ࢃࡾ᪉㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿ⪃࠼㸧

ᜳⓙ◊ಟ㸦㸶ᖺ๓㸧 DLA ◊ಟ㸦㸱ᅇ㸧 ࡘࡃࡤ୰ኸ◊ಟ

㸲 㛵㐃◊ಟཷㅮ⤒㦂

  ᣦᑟࡀዲࡁ

  Ꮚࡶࢆษ

ࡾ࠶܇㸦 15 㸧ᖺ  ࡋ࡞ڧ

㸰 ᩍ⫋⤒㦂

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡋ࡚   ڧᨭ⪅ࡋ࡚     㸦 6 㸧ᖺ

  ᰂ㌾ᛶ

ࡢࡑڧ

⩦ᨭ䜢⾜䛖䛖䛘䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛩䛛䚹㻌

܇ᩍㅍ   ڧ  ⫋⌮⟶ڧᣦᑟ  ڧᖖㅮᖌ  ڧ㠀ᖖㅮᖌ

ڧᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ   ࢸࣥࣛ࣎ڧὴ㐵ᅋయࡢ㐠Ⴀ⪅➼

  ᣦᑟ㸸⮬ศࡔࡅ࡛Ỵᐃࡋ࡞࠸㸪ࣂࣛࣥࢫឤぬ
䠐㻌 Ꮫᰯ䛻ὴ㐵䛥䜜䛶䛔䜛᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅䜔ᨭ⪅䠈ẕㄒᨭ⪅䛻䛿䠈Ꮫᰯ䛷እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᣦᑟ䞉Ꮫ

ڧศᩓ   ܇㞟ఫ

㸯 ❧ሙ

  ⟶⌮⫋㸸ぢ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿ㸪ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ㸪ぢ᮶࡚ࡃࢀࡿ

  ୍⯡ᩍဨ㸸ዲࡁ࡛࠸ࡽࢀࡿࡇ

䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻㐪䛔䛿䛒䜚䜎䛩䛛䚹㻌

䐡❧ሙ䠄እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜ⪅௨እ䛾䠈୍⯡ᩍဨ䞉⟶⌮⫋䞉ᣦᑟ䈈䠅䛻䜘䛳䛶䠈ồ䜑

㈨ᩱ㸲

ᆅᇦࡢ≧ἣ

Ϩ ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ㄪᰝ㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࡢグ㘓12

㈨ᩱ㸲

外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

㏻ಙᩍ⫱㸦ࣝࢡ㸧

㸳 㛵㐃ศ㔝Ꮫ⩦⤒㦂

－146－

ࡓࡽ㸪ᣄ⤯ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡣ↓⌮ࡣ࡞࠸ࠋ

ኚ࡞Ꮫᰯ࡞ࡢ࡛㸧⏕ᚐࡓࡕศࡾࡸࡍࡃヰࡍᇶᮏࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿඛ⏕ࡀከ࠸ࠋ᪂ࡋ࠸ඛ⏕ࡶぢ࡚Ꮫࢇ
࡛࠸ࡿࠋ࣋ࢸࣛࣥࡢඛ⏕ࡣ㸪࡞࡞㞴ࡋ࠸ඛ⏕ࡶ࠸ࡿࠋ࠼ࡤ㸪ᮏᰯ࡛ࡣ᪥ᮏㄒᣦᑟࡀᚲせ࡞⏕
ᚐࡢูᐊཷ㦂ࢆㄆࡵ࡚࠸࡚㸪ၥ㢟ᩥࡀࢃࡽ࡞ࡅࢀࡤ㸪ཱྀ㢌࡛ㄝ᫂ࢆࡍࡇࡶ࠶ࡿࠋࡓࡔ㸪᭱ึࡣ
⮬ศ࡛⪃࠼࡚ࡋ࠸ࡢ࡛㸪ၥ㢟ᩥࣝࣅࢆࡘࡅࡓࡾ㸪ὀ㔘ࢆࡘࡅࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋࣝࣅࢆࡅࡿࡢ࡛㸪
ࢸࢫࢺၥ㢟ࢆ᪩ࡵᥦฟࡋ࡚ࡋ࠸ࡇ㸪ࡲࡓ⾜㛫ࢆᗈࡵࡗ࡚ࡋ࠸࠸࠺ࡇࡣᩍົࡽ⫋

  ࡇࡇ࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡃຊࠋᏛຊࡶ♫㐺ᛂ⬟ຊࡶࠋᮏᰯࡢ⏕ᚐࡣᆅᇦᐃఫࡍࡿேࡀከ࠸ࠋ㧗ᰯ㏦ࡿ

ࡔࡅ࡛ࡣ࠺ࡲࡃ⾜࡞࠸ࠋ࠸ࡗࡓࢇ༞ᴗࡋ࡚㸪20 ṓ㏆ࡃ࡞ࡗ࡚㸪㧗ᰯࢆཷࡅࡓ࠸ゝࡗ࡚ࡃࡿேࡶ

࠸ࡿࠋᏛᰯࢆฟ࡚ࡋࡲ࠺㢗ࡿேࡀ࠸࡞࠸ࠋ᫇ࡼࡾࡣᐙ᪘࡛ఱ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡣゝ࠼㸪ࡇ

࠺࠸ࡗࡓศ㔝ࡣᐙ᪘࡛ࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

  ᮏᰯ࡛ࡣ㸪᪥ࠎࡢᴗົࡢ୰࡛㸪ඛ⏕᪉ᑐᛂࡢ᪉ࢆఏ࠼ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᰯࡢඛ⏕᪉ࡣ㸦

䠎㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ䛻䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛥䛫䛯䛔䛷䛩䛛䚹㻌

࠸࡛ࢃࡗࡓࡽᛮ࠺ࠋ

ࢩࣕࢵࢱ࣮ࢆୗࢁࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣࡔࡵࠋእᅜㄒ࡛ࡶ࠾ࡑࢀࡎ㛵ࢃࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ⟶⌮⫋㸪ᣦᑟ
ࡶྠࡌࠋ

ぢࡓࡁ㸪ࡑࢀࡀ᪥ᮏㄒࡢၥ㢟࡞ࡢ㸪≉ูᨭࡢၥ㢟࡞ࡢࢃࡽ࡞࠸ࡇࡀከ࠸ࠋᑠᏛᰯࡄࡽ

  ᇶᮏࡣ୍⯡ᩍဨྠࡌ࡛㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞Ꮚࡶࡢ≧ἣᩄឤ࡞ࡿࡇࠋ᪥ᮏㄒࡀ㏻ࡌ࡞࠸ࡔࡅ࡛

䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻㐪䛔䛿䛒䜚䜎䛩䛛䚹㻌

䐡❧ሙ䠄እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜ⪅௨እ䛾䠈୍⯡ᩍဨ䞉⟶⌮⫋䞉ᣦᑟ䈈䠅䛻䜘䛳䛶䠈ồ䜑

እᅜࡘ࡞ࡀࡿᏊࡶ࡞ࡽ㸪ࡑࡢᏊࡶᚲせ࡞ᑐᛂࢆࡍࡁࠋ

୧⪅ồࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡣᇶᮏⓗࡣྠࡌࡔᛮ࠺ࠋࢇ࡞Ꮚࡶ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㛵ࢃࡿࡇࡣࠋ

䛭䜜䛿䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛷䛩䛛䚹㻌

䐠እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᩍ⫱䜔᪥ᮏㄒᣦᑟ䛷䛿䠈ᩍဨ୍⯡䛾㈨㉁⬟ຊ䛷䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠈

❆ཱྀ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ

ᰯෆࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⟶⌮⫋ࡸᩍ⫱ጤဨࡶ㐃ᦠࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࠸ࡲࡣ⮬ศࡀᆅᇦᏛᰯయࡢ

ᆅᇦࡢᨭ⪅ࢆࡘ࡞ࡄ࡞ࠋ≉ูᨭᩍ⫱ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱྠࡌࡼ࠺ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱࡀᚲせࠋᏛ

  ࡑࡢࡣ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜㄒᩍ⫱ࡢ㐪࠸ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇࠋࡲࡓࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺຊࠋᏛᰯ

ᑐᛂࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ≉ูᨭࡢᚲせ࡞Ꮚࡶࡣ୍ᐃࡢྜ࡛࠸ࡿࡀ㸪ࡼࡃゝࢃࢀࡿࡼ࠺Ꮚࡶࢆ

㊊ࡾ࡞࠸ࡍࢀࡤ㸪≉ูᨭ㛵ࡍࡿࡇࠋྠࡌᏛᰯࡢ≉ูᨭࡢඛ⏕ࡶᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠸࡞ࡀࡽ㸪

ࡶ㸪㟁ヰࡀࡗ࡚ࡁ࡚ᨭࡋ⾜ࡗࡓࠋࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࡣ࡞࠸ࠋ

ࡶ࠾ࡽࡎ㸪ぶᡉࡶ᪥ᮏㄒࡀ࡛ࡁࡿேࡀ࠸࡞࠸ᐙ᪘ࡀከࡗࡓࠋ㏆ᡤࡢࢺࣛࣈࣝࡸ㸪ᐙ᪘ࡢẼ࡞

࠸࠺ࡇ࡛ཷࡅධࢀ࡚࠸ࡓࠋ᪥ᮏㄒࡸ⏕ά㐺ᛂᨭ➼㸪ึᮇᣦᑟࡢᑐᛂࡀከࡗࡓࠋᙜࡣᨭ⪅

᫇ࡣ୰ᅜࡽࢲࣞࢡࢺධࡗ࡚ࡃࡿ⏕ᚐࡀከࡗࡓࠋ㐣ᖺ㱋ࡶከࡗࡓࡀ㸪㧗ᰯ㐍Ꮫࡋࡓ࠸

≉ูᨭࡢᑐ㇟࡛ࡶ࠶ࡿᏊࡶࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ

ࡾ࡛㸪᪥ᮏㄒᣦᑟࡣࡔࡀ㸪≉ูᨭࡢᑐ㇟࡞ࡿᏊࡶࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏㄒᣦᑟࡢᑐ㇟࡛ࡶ㸪

ᅔ㞴ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇࡣ㸪᭱㏆ᑐ㇟⏕ᚐࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇࠋ᭱㏆ࡣ᪥ᮏ⏕ࡲࢀࡢᏊࡶࡤ

ࡋࡀᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡾࡍࡿጼࡀぢࡽࢀࡿࡇࠋ

ࡸࡾࡀ࠸ࡣ㸪ಶูᑐᛂࡼࡗ୍࡚ᩧᣦᑟ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡾ㸪⮬ศ࡛ぢ㏻

䐠䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䜔ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹㻌

ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᛮ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵᩍ⫱ጤဨࡀཷࡅධࢀయไࢆᩚ࠼ࡿࡁࠋయไࡀ࡞࠸୰࡛㸪✺↛እᅜࡽࡸࡗ࡚ࡁ

ࡌࡼ࠺㸪ඖࠎࡣ࠶ࡲࡾ⯆ࡀ࡞࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪ᩍᖌ࡛࠶ࡿࡽࡣ㸪⏕ᚐ㛵ࢃࡗ࡚ࡋ࠸

୰Ꮫᰯ࡛᪥ᮏㄒᩍᐊࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺᗘࡣ᪥ᮏㄒᣦᑟࡣࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪ྲྀࡾฟࡋࡢᩍ⛉ᣦᑟࢆ

ࡕࢁࢇ㸪㒊άᣦᑟ࡛ࡶ㔝⌫⯆ࡀ࡞࠸ࡢ㔝⌫㒊ࡢ㢳ၥࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࡢྠ

䐟䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺ሙ㠃䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䛛䚹㻌

ᬒࡘ࠸࡚ࡶ㛵ᚰࢆᣢࡘࡇࠋࡓࡔࡇࢀࡣᏛᰯᩍဨ࡞ࡽࡔࢀࡶồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡶ

ࡏࡿ࠺ࡀ࠸࠸ࡀ㸪ࡑࢀࡼࡾ㸪ᏊࡶࡓࡕࡢẼᣢࡕࢆ▱ࢁ࠺ᛮ࠼ࡿࡇࠋಖㆤ⪅ࡸᏊࡶࡓࡕࡢ⫼

JSL ࡢᏊࡶࡢຊ㸦Ꮫຊ㸪⏕άຊ㸪Ẽᣢࡕ㸧ᩄឤ࡞ࢀࡿࡇࠋࡶࡕࢁࢇእᅜㄒࡀヰࡏࡓࡽヰ

䐟ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖㈨㉁⬟ຊ䛿䛺䜣䛷䛩䛛䚹㻌

䠍㻌 ⌧ᅾ䠈እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜈䛾㛵䜟䜚᪉㻌

ϩ ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗ 㸦⌧ᅾࡢ㛵ࢃࡾ᪉㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿ⪃࠼㸧

࡞ࡋ

㸲 㛵㐃◊ಟཷㅮ⤒㦂

䠏㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜢ᢸᙜ䛩䜛ᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻䛴䛔䛶㻌

࡞ࡿ㸪ࡑ࠺ᛮ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡿࡀ㸪୰Ꮫ⏕ࡢࡑࡢࡓࡵࡢ✀ࡲࡁࢆࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࡁ࡞࠸ࠋ᪥ᮏேࡢሙྜ㐪࠸ࢆᇙࡵࡿࡢẚ࡚㸪ᅵྎࡢࡇࢁࡽ࡞ࡾ㐪࠺ࡢ࡛㸪ኚࠋே

܇᪥ᮏㄒᣦᑟ㸦ᅜ㝿ᩍᐊᢸᙜ㸧ᢸᙜᩍဨࡋ࡚

㸱 ᢸᙜ⤒㦂

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡋ࡚   ڧᨭ⪅ࡋ࡚     㸦     㸧ᖺ

ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪እᅜ࣮ࣝࢶࡢᏊࡶࡢሙྜࡣ㸪࠾࠸ࡢࢃࡔࡲࡾࡀゎࡅࡿࡼ࠺ヰࡍࡇࡀ࡛

ڧᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ   ࢸࣥࣛ࣎ڧὴ㐵ᅋయࡢ㐠Ⴀ⪅➼

ࡾ࠶܇㸦 23 㸧ᖺ  ࡋ࡞ڧ

㏻ヂ⪅ࠖࡀᚲせࠋᏊࡶࡓࡕࡣぶࡢᩥ㐪ឤࢆ࠸ࡔࡃࠋ᪥ᮏேࡢᏊࡶ࡛ࡶࡑ࠺࠸࠺ࡇࡣ࠶ࡿ

ڧᩍ⫱ጤဨ➼ὴ㐵ࡢᣦᑟဨ  ڧᨭᅋయὴ㐵ࡢᨭ⪅ 

㸰 ᩍ⫋⤒㦂

Ꮫࢇ࡛ࡶࡽ࠺ࠋࡶࡕࢁࢇ㸪ࡍ࡚ࡢ⏕ᚐࡑࢀࡣᚲせࡔࡀ㸪እᅜ࣮ࣝࢶࡢᏊࡶࡢሙྜࡣࠕᩥࡢ

܇ᩍㅍ   ڧ  ⫋⌮⟶ڧᣦᑟ  ڧᖖㅮᖌ  ڧ㠀ᖖㅮᖌ

㸯 ❧ሙ

ࡢࡑڧ

ࡀ㸪⾰㣗ఫࡔࡅ࡛ࡣ㊊ࡾ࡞࠸ࠋᛮᮇࡢᏊࡶᚲせ࡞ࡇࡀ࠶ࡿࠋಖㆤ⪅ࡗ࡚ࡶᚲせ࡞ࡇࢆ

ڧศᩓ   ܇㞟ఫ

ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡛ࡶᑗ᮶ࡢᒎᮃࡀᣢ࡚ࡿࡼ࠺㸪᪥ࠎࡢ⏕άࡢ୰࡛ㄒࡗ࡚⪺ࡏ࡚࠸ࡿࠋಖㆤ⪅ࡶ࠸ࡿ

ࡿᏊࡶࡶ࠸ࡿࡀ㸪ᑠᏛᰯࡽࡎࡗࢃࡽ࡞࠸ࡲࡲࡔࡗࡓࡢ࡛㸪ࡑࢇ࡞⡆༢࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞

ࡾฟࡋ࡛ᣦᑟࡋ࡚ࢃࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ⮬ಙࡀᣢ࡚࡚࠸࡞࠸⏕ᚐࡀከ࠸ࠋ୰Ꮫᰯ࡛ษࡾ┤ࡋ࡛࡛ࡁ

  ⏕ࡁ࡚࠸ࡃຊࡣ㸪ලయⓗࡣ㸪ຮᙉࡣ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡶࡀࢇࡤࡿຊࡸᚰࡢᙉࡉࠋᏛຊࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྲྀ

㈨ᩱ㸲

ᆅᇦࡢ≧ἣ

Ϩ ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ㄪᰝ㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࡢグ㘓13

㈨ᩱ㸲

資料４
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㊰ࢆಖ㞀ࡍࡿ㸪ᚋࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡿᛮ࠺ࠋ

ᡶ࠸ࡔࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡶእᅜฟ㌟ࡢᏊࡶࡣቑ࠼ࡿࡇࡀணࡉࢀࡿࠋࡢࡼ࠺Ꮚࡶࡓࡕࡢ㐍

࡚࠸ࡿࠋ᭱㏆㸪࠶ࡿ㧗ᰯ㐍Ꮫࢆᕼᮃࡍࡿ⏕ᚐࡀぢᏛࢆ⏦ࡋ㎸ࢇࡔࡇࢁ㸪ධᏛࡣ㞴ࡋ࠸㸪㛛๓

  ࡲࡓ㸪ከᵝ࡞ฟ㌟ᅜࡢ⏕ᚐࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚㸪㧗ᰯ࡛ཷࡅධࢀ࡚ࡶࡽ࠺ࡢࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓឤࡌ

ࡿ㆟ࡸ‽ഛసᴗ࡛㸪እ㒊࡛⾜ࢃࢀࡿ◊ಟ࡞ࡶཧຍ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࠋ

ᢸᙜࡢ⮬ศࡶᏛᖺᅋධࡾ㸪Ꮫᖺࡢࢆศᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋᏛᖺࡢ⾜㛵ࢃ

 ᭱㏆㸪ከᛁ࡛࡞࡞ຮᙉࡍࡿ㛫ࡀࢀ࡞࠸ࠋᑡᏊ࡛Ꮫᰯࡢつᶍࡀᑠࡉࡃ࡞ࡾ㸪᪥ᮏㄒᩍᐊ

䠒㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䛻㛵䛧䛶䠈᭱㏆⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠄䝣䝸䞊䛷ㄒ䛳䛶䜒䜙䛖䠅㻌 㻌

࠸ࡿࠋ

ࡶࡢሙྜࡣ⮬ศࡀ❆ཱྀ࡞ࡗ࡚እ㒊㐃⤡ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪እ㒊⪅ࡽᚓࡓሗࡣᢸ௵ࡶඹ᭷ࡋ࡚

Ꮫᰯࡔࡅ࡛࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣእ㒊ࡘ࡞ࡀࡗ࡚ᨭࡍࡿࠋࡑ࠺࠸࠺࣮࣋ࢫࡀ࠶ࡿࠋእᅜࡘ࡞ࡀࡿᏊ

  ᮏᰯ࡛ࡣ㸪Ꮫᰯࡑࡢࡶࡢࡀኚ࡞ࡢ࡛㸪㐃ᦠࡋ࡚࠾࠸ᨭ࠼ྜࢃ࡞࠸ඹಽࢀ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ

䠑㻌 ᩍဨ䛸᪥ᮏㄒᣦᑟဨ䞉ᨭ⪅䛜䠈༠ാ䛧䛶ᩍ⫱䞉ᨭ䜢⾜䛖䛻䛿䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹㻌

࡞࡞ேᮦࡣᚓ㞴࠸ࠋ

ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᩍဨࡀඹ᭷ࡍࡿࡼ࠺࡞ሗࡣẕㄒᨭ⪅ࡶఏ࠼࡚࠸ࡿࠋᑓ㛛ᛶ⇕ពࡀᚲせࠋ

ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡓࡔ㸪㐩࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡅࡌࡵࡣᚲせࠋᏛᰯᏊࡶࡢ㛫ࢆࡘ࡞࠸࡛ࡶࡽ࠺ᚲせ

ᩍᖌᏊࡶࡢ㛫ධࡗ࡚ࡃࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
ࠕඛ⏕ࠖࢆࡾࡊࡍࡇ࡞ࡃ㸪⏕ᚐᐤࡾῧ࠺ࡇ

ࡘ࡞ࡀࢀࡿࠖ࠸࠺ⅬⅬࡀ࠶ࡿࠋᏊࡶ㐩ࡀࠕ⮬ศࡢഃࡢேࠖᛮ࠼ࡿࡇࡀษࠋ࠸ࢃࡤ

  ᮏᰯ࡛ࡣẕㄒᨭ⪅ࡀࡁ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋẕㄒᨭ⪅ࡣ࡞ࢇゝࡗ࡚ࡶࠕẕㄒ࡛Ꮚࡶ

⩦ᨭ䜢⾜䛖䛖䛘䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛩䛛䚹㻌

䠐㻌 Ꮫᰯ䛻ὴ㐵䛥䜜䛶䛔䜛᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅䜔ᨭ⪅䠈ẕㄒᨭ⪅䛻䛿䠈Ꮫᰯ䛷እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᣦᑟ䞉Ꮫ

◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋእᅜ࣮ࣝࢶࡢᏊࡶࡢᅾ⡠ࡀᑡ࡞࠸ᑠᏛᰯࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪ᚲせࠋ

ࡶ࠶ࡿ᪉ㅮ₇ࢆ౫㢗ࡋࡓࠋࡶ࠺୍ࡘࡢ◊ಟࡣᑠ୰ྜྠ◊ಟࠋྠࡌᰯ༊ࡢᑠᏛᰯ୰Ꮫᰯࡀྜྠ࡛

࠸࠺ࡇࡀᣲࡀࡗࡓࡢ࡛㸪ಖㆤ⪅ࡢᛮ࠸ࢆඹ᭷ࡋࡼ࠺࠸࠺ࡇ࡛㸪༞ᴗ⏕࡛⌧ᅾࡣᮏᰯಖㆤ⪅࡛

࣮࣐ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖺࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢㄢ㢟ࡢࡾ㏉ࡾࡢ୰࡛㸪ᐙᗞࡢ≧ἣࡀࢃࡗ࡚࠸࡞࠸

ࢆヰࡋࡓࡾ㸪ヰࡋ᪉ࡢࢥࢶ࡞ࢆఏ࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ᰯෆ◊ಟ࡛ࡣ㸪㸰~㸱ᖺ 1 ᅇ㸪ᖐᅜ⏕ᚐ⌮ゎࢆࢸ

ࢲࣥࢫࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪂Ꮫᮇࡣከᛁ࡞ࡢ࡛ 30 ศ⛬ᗘࠋ↓⏝࡞ㄗゎࡢ࡞࠸ࡼ࠺㸪⏕ᚐࡓࡕࡢ⫼ᬒ

  ࡑࡢ㸱ࡘࡢᰯෆ◊ಟࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎ᪂╔௵⪅ᑐ㇟᪂Ꮫᮇࡀጞࡲࡿ๓ࠕ᪥ᮏㄒᩍᐊ࢞

ᚎࠎఏ࠼᪉ࡢࢥࢶࡀࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋࡲࡓಖㆤ⪅ࡢ≧ἣࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ

㌟ಖㆤ⪅㟁ヰࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࢆព㆑ⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᭱ึࡣ᪥ᮏㄒࡀ㏻ࡌ࡞ࡃ࡚ⱞປࡍࡿࡀ㸪

ဨ㆟࡛ဨఏ࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡛ࡶ⾜㛫ࡀワࡲࡗࡓࢸࢫࢺࢆసᡂࡍࡿேࡶ࠸ࡿࠋ᭱㏆ࡣ㸪ᩍဨ⮬

㈨ᩱ㸲

外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

ڧᩍㅍ   ڧ  ⫋⌮⟶ڧᣦᑟ  ڧᖖㅮᖌ  ܇㠀ᖖㅮᖌ

㸯 ❧ሙ

܇᪥ᮏㄒᣦᑟ㸦ᅜ㝿ᩍᐊᢸᙜ㸧ᢸᙜᩍဨࡋ࡚

㸱 ᢸᙜ⤒㦂

Ꮫ㝔ಟኈㄢ⛬

㸳 㛵㐃ศ㔝Ꮫ⩦⤒㦂
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⮬ศ࡛Ꮫ⩦ࡍࡿຊ

࠶ࡁࡽࡵࡎࡀࢇࡤࡿຊ

䠎㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ䛻䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛥䛫䛯䛔䛷䛩䛛䚹㻌

ࡤ㸪⤮ᮏ㸧

᪥ᮏㄒࣞ࣋ࣝ࡞ࡼࡗ࡚ᚲせ࡞ࣜࢯ࣮ࢫࡀ㐪࠺ࡢ࡛㸪ࡑࢀྜࢃࡏࡓࡶࡢࢆᩚഛࡋࡓ࠸㸦࠼

Ѝᑐ⟇ࡋ࡚㸪ᐙࡢேᏛᰯ᮶࡚ࡶࡽ࠺㸪㏻ヂࢆ㏻ࡋ㸪୰ᅜㄒ࡛㟁ヰࡍࡿ㸪ᐙ㏄࠼⾜ࡃ

ಖㆤ⪅ࡢព㆑ࢆኚ࠼ࡓ࠸㸦↓㛵ᚰࡣࡔࡵ㸪ດຊࡀᚲせ㸪ಖㆤ⪅ࡶᏊࡶࢆᨭ࠼ࡿ㸧

ᣢࡕ≀ࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࡇ

䠒㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䛻㛵䛧䛶䠈᭱㏆⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠄䝣䝸䞊䛷ㄒ䛳䛶䜒䜙䛖䠅㻌

ᣢࡕ≀㸪⏕άࡘ࠸࡚▱ࢁ࠺ࡍࡿ

࠸ࡘᖐᅜࡍࡿ㸸ᐟ㢟ࢆ㛗ᮇఇᬤ┤๓࡛࡞ࡃ㸪᪩ࡵ࠼ࡿ࡞㛵ࢃࡿ㸧

ᑠࡉ࡞࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡛ࡶ㸪ࡑࡢᏊࡀ㉳ࡇࡋࡓࡇ㸪ゝࡗࡓࡇࢆⓎಙࡍࡿຊ㸦࠼ࡤ㸪ẕぶࡢ≧ἣ㸪

䠑㻌 ᩍဨ䛸᪥ᮏㄒᣦᑟဨ䞉ᨭ⪅䛜䠈༠ാ䛧䛶ᩍ⫱䞉ᨭ䜢⾜䛖䛻䛿䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹㻌

࡞࠸㸭ඃࡋ࠸㸪ࡢࡼ࠺㸪ᙅࡳࡣᙉࡳࡶ࡞ࡾ࠺ࡿ㸧

ࡑࡢᏊࡢᙉࡳ㸪ᙅࡳࢆぢᢤࡃຊ㸦࠼ࡤ㸪ヰࡍ᭩ࡃ㸪Ꮠࡣở࠸ࡀ㸪⤮ࡣୖᡭࠋࡓࡔࡋ㸪ࡔࡽࡋࡀ

ᐙᗞ⛉ᩍဨࡽ࠺ࢀࢇⲡࡀᚲせゝࢃࢀࢀࡤ㸪ࡑࢀࢆᮏேࡸᢸ௵ゝ࠺㸧

ࡑࡢᏊࡶࢆࡾࡲࡃேࠎࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸦࠼ࡤ㸪㡢ᴦᩍㅍࡽ➜ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸㸪

⩦ᨭ䜢⾜䛖䛖䛘䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛩䛛䚹㻌

䠐㻌 Ꮫᰯ䛻ὴ㐵䛥䜜䛶䛔䜛᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅䜔ᨭ⪅䠈ẕㄒᨭ⪅䛻䛿䠈Ꮫᰯ䛷እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᣦᑟ䞉Ꮫ

ᣦᑟ㸸⌧ሙࢆບࡲࡍࠋ⌧ሙ࠺ࡋࢆࡘ࡞ࡆࡿࠋ࠸ࡘࡶぢ࡚࠸ࡿࡇ

ᮅ㣗ࢆᦤࡗ࡚࠸࡞࠸㸪ᐷࡿࡢࡀ㐜࠸࡞㸪⏕ά㠃ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ

ᐟ㢟㸪ᐙᗞᏛ⩦ࢆࡉࡏࡿேࡀ࠸࡞࠸ࡇ

⛣ືࡀከࡃ㸪Ꮫ⩦ࡢศ᩿ࡀ㉳ࡇࡿࡇ

㸺ᅔ㞴㸼

ᗯୗ࡛࠺㸪᫂ࡿࡃ᥋ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡇ

ẕᏛ⣭࡛ࡣᾘᴟⓗ࡛ࡶ㸪ᅜ㝿ᩍᐊ࡛ࡣពḧⓗ࡛㸪ᅜ㝿ᩍᐊࡀᒃሙᡤ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ

ᩥἲ㡯㸪⾲⌧ࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡛㸪సᩥ➼࡛ࡑࢀࢆ࠾࠺ࡋ㸪㉁ࡀࡼࡃ࡞ࡿࡇ

᮶᪥┤ᚋࡣᬯࡗࡓᏊࡶࡀ᫂ࡿࡃ࡞ࡿࡇ

㸺ࡸࡾࡀ࠸㸼

䐠䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䜔ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹㻌

ᢸ௵ࡢᶫΏࡋࢆ⾜࠺

⾜㸦㡢ᴦ࡞㸧ཧຍ

᮶᪥ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ㸪᪥ᮏ㸪⤥㣗㸪ᣢࡕ≀㸪ᩍᐊ⏝ㄒࢆᩍ࠼ࡿ

ࡇ

ᰯ㛗㸸ከᩥ࡛࠶ࡿࡇࡀࡼ࠸ࡇ㸪ࡇࡢᏛᰯ࡛ࡼࡗࡓⓎಙ࡛ࡁࡿࡇࠋᩍဨࢆບࡲࡋ㸪Ᏺࡿ

㸯ᅇ㸪6㹼8 ྡ Ꮚࡶࡣ㸪ᅜㄒࡢᤵᴗ࡛㸪㐌㸯㛫ࡣẕᏛ⣭㸪㸲㛫ࡣᅜ㝿ᩍᐊ

୍⯡ᩍဨࡘ࠸࡚ࡣ㸪㐪࠸ࡣ࡞࠸ࠋ㛗࠸ࢫࣃ࡛ࣥぢࡿ࠺

᪥ᖖ⏕άᨭ㞀ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ᢸ௵ࡼࡾࢡࣛࢫ࡛ࡘ࠸࡚࠸ࡅ࡞࠸㐃⤡ࡀ࠶ࡗࡓᏊࡶࢆᣦᑟ

䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻㐪䛔䛿䛒䜚䜎䛩䛛䚹㻌

䐡❧ሙ䠄እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜ⪅௨እ䛾䠈୍⯡ᩍဨ䞉⟶⌮⫋䞉ᣦᑟ䈈䠅䛻䜘䛳䛶䠈ồ䜑

㛗࠸ࢫࣃ࡛ࣥぢࡿࡇࡀ㔜せࡔࡀ㸪ᢸ௵ࡣ㸪㸯ᖺ㛫࠸࠺㸪▷࠸ࢫࣃ࡛ࣥぢࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋ

䛭䜜䛿䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛷䛩䛛䚹㻌

䐠እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᩍ⫱䜔᪥ᮏㄒᣦᑟ䛷䛿䠈ᩍဨ୍⯡䛾㈨㉁⬟ຊ䛷䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠈

 ࣭ࡑࡢᏊ⯆ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸪࠸ࢁࢇ࡞ࡇ⯆ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ

࣭Ꮚ⫱࡚⤒㦂ࡀᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿ

ЍᏊ౪ࢆぢ࡚࠾ࡃ㸪ࡑࡋ࡚㸪ぢ࡚࠾ࡃࡇࢆᮏேఏ࠼ࡿ㸦⥅⥆ࡍࡿࡇࡀ㔜せ㸧

࣭Ꮚࡶࡢ⎔ቃ㸪⫼ᬒࢆぢࡿຊ

ࡿ㸧Ѝ࠺ᑐᛂࡍࡿ㸪ࣉ࣮ࣟࢳࡢ᪉ἲࢆ⏝ពࡋ࡚࠾ࡃ

࣭ఱࡀᚲせࢆぢᢤࡅࡿຊ㸦࠼ࡤ㸪ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡅ࡛ࡁ࡞࠸ or ᮏᙜ࡛ࡁ࡞࠸㸪ࡢࡕࡽ࡛࠶

䐟ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖㈨㉁⬟ຊ䛿䛺䜣䛷䛩䛛ࠋ

䠏㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜢ᢸᙜ䛩䜛ᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻䛴䛔䛶㻌

⮬ᅜே௨እࡢ㐩ࢆసࡿࡇࢆບࡲࡍ

ㄢ㢟ࡣ⤯ᑐࡸࡿࡼ࠺ᣦᑟࡍࡿ

Ꮫ⩦ࡍࡿࡇࡀᑗ᮶ࡢ⮬ศࢆᨭ࠼ࡿᮏேッ࠼ࡿ

Ѝࡑࡢࡓࡵ㸪

㈨ᩱ㸲

ᅜ㝿ᩍᐊ࡛㐌㸲᪥ 16 㛫㸪㠀ᖖㅮᖌࡋ࡚㸪㸱ᖺ⏕ࢆᢸᙜ

䐟䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺ሙ㠃䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䛛䚹㻌

䠍㻌 ⌧ᅾ䠈እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜈䛾㛵䜟䜚᪉㻌

ϩ ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗ 㸦⌧ᅾࡢ㛵ࢃࡾ᪉㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿ⪃࠼㸧

≉࡞ࡋ

㸲 㛵㐃◊ಟཷㅮ⤒㦂

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡋ࡚   ڧᨭ⪅ࡋ࡚     㸦 2 㸧ᖺ

ࡾ࠶܇㸦ᑓ௵ 5 ᖺ 㠀ᖖ 12 ᖺ 㸧ᖺ  ࡋ࡞ڧ

㸰 ᩍ⫋⤒㦂

ࡢࡑڧ

ڧᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ   ࢸࣥࣛ࣎ڧὴ㐵ᅋయࡢ㐠Ⴀ⪅➼

ڧᩍ⫱ጤဨ➼ὴ㐵ࡢᣦᑟဨ  ڧᨭᅋయὴ㐵ࡢᨭ⪅ 

ڧศᩓ   ܇㞟ఫ

ᆅᇦࡢ≧ἣ

Ϩ ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ㄪᰝ㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࡢグ㘓14

㈨ᩱ㸲

資料４

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟ㸦ᅜ㝿ᩍᐊᢸᙜ㸧ᢸᙜᩍဨࡋ࡚

㸱 ᢸᙜ⤒㦂

Ꮫࡢࢮ࣑㸦ᮾእ㸧ࡶᡤᒓ

㸳 㛵㐃ศ㔝Ꮫ⩦⤒㦂
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ࡑࢀࡒࢀ㸪ᅜㄒ⛉ࡢᙧᐜモ㸪ᙧᐜືモ࡛࠶ࡿࡇ㸧

᪥ᮏㄒࡢᩍᤵἲࡘ࠸࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ㸦࠼ࡤ㸪ືモࡢ㸱ࢢ࣮ࣝࣉศࡅ㸪ᙧᐜモ㸪ࢼᙧᐜモࡀ

ఱࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࢆぢࡘࡅࡿຊ

᪥ᮏࣇ࣮ࢫࢺ࡛࡞࠸ࡇ㸪ⱥㄒࣇ࣮ࢫࢺ࡛࡞࠸ࡇ

䐟ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖㈨㉁⬟ຊ䛿䛺䜣䛷䛩䛛䚹㻌

䠏㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜢ᢸᙜ䛩䜛ᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻䛴䛔䛶㻌

Ѝ࠸ࡗࡋࡻࡸࡿࠋࡘࡲࡎࡁࡀ࠶ࡗࡓࡽᡠࡿࠋᑀ࡞ᨭࡀ࡛ࡁࡃ࠸

ᑠ㸳࣭㸴㸸ࡸࡿࡇࡀከࡍࡂࡿࠋࡀࢇࡤࡿࡇࢆព㆑ࡉࡏࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸

ᑠ㸱࣭㸲㸸⣲┤

ᑠ㸯࣭㸰㸸᎘ࡀࡽࢀࡿࡇࡀከ࠸ࡢ࡛㸪ㄞࡳ⪺ࡏ࡞ࢆ⾜࠺

Ꮫᖺࡼࡿࡀ㸪⮬ศ࡛ຮᙉࡍࡿ㸦ࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒ㸧ຊ㸪ㄪࡿຊ㸪㧗ᗘ࡞᪥ᮏㄒࡍࡿຊ

䠎㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ䛻䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛥䛫䛯䛔䛷䛩䛛䚹㻌

⾜࠺ࡇࡀᏛᰯࡢ㒔ྜ࡛ኚࢃࡿ㸪㐃⤡ࡀᝏࡃ࡚㸪⾜࠾࠺ࡋࡓࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡁࡀ࠶ࡿ

Ꮚࡶࡀ࡞࡞ఙࡧ࡞࠸ࡁ

ࡢ࡛ࡣ࡞࠸

ᅜ㝿ᩍᐊ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀᏛᰯࡼࡗ࡚ࡁࡃ␗࡞ࡿࡓࡵ㸪᭱పࣞ࣋ࣝࢆ⤫୍ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ

ࡸࡿẼࢆࡘࡅࡉࡏࡿࡣ࠺ࡍࡿࡁࡉࡽ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ

㸺ᅔ㞴㸼

ಖㆤ⪅ࡢᣦᑟ㸽ࡀ㔜せ

⤂ࡋࡓࡶࡢࢆᢸ௵➼ࡀά⏝ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡁ

㧗ᰯཷ㦂ࢆぢᤣ࠼࡚㸪ಖㆤ⪅▱ࡽࡏࡿࡇࡀ㔜せ

㸺ࡸࡾࡀ࠸㸼

Ꮚࡶࡀࡔࢇࡔࢇࢃࡗ࡚ࡃࡿ㸪Ꮫᰯࡀᴦࡋࡃ࡞ࡿࡇ

࠸ࡘࡲ࡛࠸ࡿ㸪࠸ࡘᖐࡿࡢࡢሗࡀ㔜せ

䐠䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䜔ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹㻌

  Ꮫ⣭ࡢ࠾ࡓࡼࡾࡀࡶࡽ࠼ࡿ
䠒㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䛻㛵䛧䛶䠈᭱㏆⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠄䝣䝸䞊䛷ㄒ䛳䛶䜒䜙䛖䠅㻌

ྛᑠᏛᰯ㸪㐌㸯ᅇ㸰㛫ࡎࡘ㸪ὴ㐵ࡢᣦᑟဨ

  㸪ఱࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿࢆ⪺ࡅࡿ㛫

ЍᏛᖺࡈࡢᏛ⩦࣏ࣥࢺࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ

┦ᡭࢆಙ㢗ࡋྜ࠺ࡼ࠺࡞㛵ಀ࡙ࡃࡾ

䠑㻌 ᩍဨ䛸᪥ᮏㄒᣦᑟဨ䞉ᨭ⪅䛜䠈༠ാ䛧䛶ᩍ⫱䞉ᨭ䜢⾜䛖䛻䛿䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹㻌

࡚㸪ࡈࡓࡈࡓࡋ࡚࠸ࡿ➼㸧

 Ẽ࡙࠸ࡓࡇࢆᅜ㝿ᢸᙜ㸪ᢸ௵ሗ࿌ࡋ࡚㸪ඹ᭷ࡍࡿ㸦࠼ࡤ㸪ᮅ㣗ࢆࡗ࡚࠸࡞࠸㸪ぶᡉࡀ᮶

⩦ᨭ䜢⾜䛖䛖䛘䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛩䛛䚹㻌

䠐㻌 Ꮫᰯ䛻ὴ㐵䛥䜜䛶䛔䜛᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅䜔ᨭ⪅䠈ẕㄒᨭ⪅䛻䛿䠈Ꮫᰯ䛷እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᣦᑟ䞉Ꮫ

ᣦᑟ㸸ࡈࡲࡍࡾࡣࢲ࣓ࠋ⮬㌟ࡢ⤒㦂ࢆヰࡏࡿࠋ㐃ᦠࡢࡁࡗࡅࢆసࡿ

ึᮇ㹼᪥ᖖ⏕άᨭ㞀ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡲ࡛

䐟䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺ሙ㠃䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䛛䚹㻌

䠍㻌 ⌧ᅾ䠈እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜈䛾㛵䜟䜚᪉㻌

ϩ ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗ 㸦⌧ᅾࡢ㛵ࢃࡾ᪉㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿ⪃࠼㸧

᪥ᮏㄒᏛᰯࡢኟᏘࢭ࣑ࢼ࣮㸪DLA ◊ಟ

㸲 㛵㐃◊ಟཷㅮ⤒㦂

܇᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡋ࡚   ڧᨭ⪅ࡋ࡚     㸦 10 㸧ᖺ

ࡾ࠶ڧ㸦    㸧ᖺ  ࡋ࡞ڧ

㸰 ᩍ⫋⤒㦂

Ѝ㏻ヂࡀᚲせ୍ኌࡅࡿ㸪⮬ศࡀࡑࡢேࡔࡗࡓࡽ⪃࠼ࡿຊ㸪ኻᩋࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡿ㸪㛵ࢃࡿ

⟶⌮⫋㸸యࢆぢࡿຊ㸪ඣ❺ဨࢆぢࡿຊ㸪┠㓄ࡾ࣭Ẽ㓄ࡾ

ࡢࡑڧ

୍⯡ᩍဨ㸸ࡑࡢᏊ࣐ࢼࢫ࣓࣮ࢪࢆᣢࡕࡍࡂ࡞࠸ࡇࠋኌࡅ

䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻㐪䛔䛿䛒䜚䜎䛩䛛䚹㻌

䐠❧ሙ䠄እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜ⪅௨እ䛾䠈୍⯡ᩍဨ䞉⟶⌮⫋䞉ᣦᑟ䈈䠅䛻䜘䛳䛶䠈ồ䜑

᪥ᮏㄒࣞ࣋ࣝ or ㄆ▱ࣞ࣋ࣝࡢࡕࡽࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࢆぢᢤࡃࡇ

䛭䜜䛿䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛷䛩䛛䚹㻌

ڧᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ   ࢸࣥࣛ࣎ڧὴ㐵ᅋయࡢ㐠Ⴀ⪅➼

ڧᩍㅍ   ڧ  ⫋⌮⟶ڧᣦᑟ  ڧᖖㅮᖌ  ڧ㠀ᖖㅮᖌ

㸯 ❧ሙ

㈨ᩱ㸲
䐠እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᩍ⫱䜔᪥ᮏㄒᣦᑟ䛷䛿䠈ᩍဨ୍⯡䛾㈨㉁⬟ຊ䛷䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠈

܇ᩍ⫱ጤဨ➼ὴ㐵ࡢᣦᑟဨ  ڧᨭᅋయὴ㐵ࡢᨭ⪅ 

܇ศᩓ   ڧ㞟ఫ

ᆅᇦࡢ≧ἣ

Ϩ ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ㄪᰝ㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࡢグ㘓15

㈨ᩱ㸲

外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

ࡶษࠋ
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䛭䜜䛿䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛷䛩䛛䚹㻌

䐠እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᩍ⫱䜔᪥ᮏㄒᣦᑟ䛷䛿䠈ᩍဨ୍⯡䛾㈨㉁⬟ຊ䛷䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠈

࠶ࡿࡢ࡛㸪ຍ㓄ࡢඛ⏕ྠኈ࡛ሗࢆࡍࡿࡇࡀ㔜せࠋ

  ᑓ㛛ⓗ▱㆑㸪Ꮫၥⓗ࡞▱㆑㸪ಶேሗࡸ⫼ᬒࡘ࠸࡚ᨭά⏝ࡍࡿຊࠋయไࡋ࡚ࡣ㞴ࡋ࠸≧ἣ

䐟ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖㈨㉁⬟ຊ䛿䛺䜣䛷䛩䛛䚹㻌

䠏㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜢ᢸᙜ䛩䜛ᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻䛴䛔䛶㻌

ࡀ㔜せࠋ

࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡗ࡚࠸ࡃ㸪᪥ᮏㄒຊࡀࡘࡃࡢࡶ᪩࠸ࠋ࿘ࡾࡢ㛵ಀࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃຊ

ࡢຮᙉ㛫ࢆࣟࢫࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏㄒ୪⾜ࡋ࡚㌟╔ࡅࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ࿘ࡾࡢᏊࡶ㐟ࢇࡔࡾࡋ

  ▷ᮇⓗ࡞ຊ㛗ᮇຊࢆ୪⾜ࡋ࡚㌟ࡘࡅࡿࡇࡀ㔜せࡔࠋ
㸦᪥ᮏㄒ㞟୰ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚㸧ᩍ⛉

䠎㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ䛻䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛥䛫䛯䛔䛷䛩䛛䚹㻌

᪥ᮏே࠸ࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏㄒࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸪Ꮫᰯཷࡅධࢀ࡚ࡶࡽ࠺ࡲ࡛㛫ࡀࡿࠋ

࠸࡞࠸ࠋᕷෆࡣᣦᑟ༠ຊ⪅ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡀ࠶ࡿࡀ㸪࣋ࢺࢼ࣒ࡢᏊ౪ࡢᨭ㸪࣋ࢺࢼ࣒ே࡛ࡣ࡞ࡃ㸪

ᅔ㞴࡞Ⅼࡣ㸪Ꮚ౪ࡀᏛᰯධࡗࡓᚋᏛᰯࡢ⌮ゎࡀⷧ࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠋᨭ⪅ࢆ㏻ヂ⪅ࡋ⪃࠼࡚

ࡘࡅࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࠋࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢩࢫࢸ࣒ᑐࡍࡿ┦ㄯ௳ᩘࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ

ᮏᖺᗘࡽࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࢆ❧ࡕୖࡆࡓࡇ࡛㸪ᅔ㞴┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿぶࡸᏊࡶࢆぢ

䐠䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䜔ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹㻌

᪥ᮏㄒ࣎ࣛࣥࢸ㣴ᡂㅮᗙ࡛ࡣ㸪እᅜேࡢᏊ౪ࡢどⅬࢆྲྀࡾධࢀࡓㅮᗙࢆ㛤タࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᮇ㛫୰እᅜேࡢ⏕ᚐࢆᑐ㇟ࡋࡓࠕኟఇࡳࡇࡶᩍᐊࠖࢆ㛤タࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡿࠋ10 ேࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ̿ࡢ୰࡛ࡶ㸪ᐇ⦼ࡢ࠶ࡿேࡣఱᗘࡶὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

  ᕷࡢᅜ㝿ほග༠ࡣ㸪ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࢆጞࡵࡓࠋᩍ⫱ጤဨᏛᰯࡢ㝽㛫ࢆᇙࡵ࡚࠸

ᨭ⪅ྥࡅࡓ◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᕷὴ㐵ࡢᣦᑟ༠ຊ⪅ᑐࡍࡿ◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ኟఇࡳ

䠒㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䛻㛵䛧䛶䠈᭱㏆⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠄䝣䝸䞊䛷ㄒ䛳䛶䜒䜙䛖䠅㻌

䠍㻌 ⌧ᅾ䠈እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜈䛾㛵䜟䜚᪉㻌

䐟䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺ሙ㠃䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䛛䚹㻌

࡛ࡣ㸪␃Ꮫ⏕ࢆὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋእᅜࡘ࡞ࡀࡿᏊࡶࡢᨭࡣㄒᏛຊ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

Ꮚࡶࡢᢪ࠼࡚࠸ࡿㄢ㢟ࢆᢕᥱࡍࡿຊࠋᏛᰯࡶ࠺ࡲࡃࡸࢀࡿࡇࠋ⌧≧ࡢᕷࡢᣦᑟ༠ຊ⪅ไᗘ

䠑㻌 ᩍဨ䛸᪥ᮏㄒᣦᑟဨ䞉ᨭ⪅䛜䠈༠ാ䛧䛶ᩍ⫱䞉ᨭ䜢⾜䛖䛻䛿䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹㻌

⏕ᚐྥࡅࡢ◊ಟ

ᩍဨචチ㸦ⱥㄒ㸧

ᏊࡶࢆཷࡅධࢀࡿຊࡸᏳ⥭ᙇࢆ⌮ゎࡍࡿຊࡀᚲせࠋ፹ㄒ࡞ࡋ࡛ࡶࢧ࣏࣮ࢺ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ຊ

᪥ᮏㄒᨭ⪅ࡸᨭ⪅ࡣ㸪ᩍᮦࡢ㑅ᢥࡢ᪉ࡸ࠸᪉ࢆ㌟╔ࡅࡿࡇࡀᚲせ㸦ᩍᮦά⏝⬟ຊ㸧

⩦ᨭ䜢⾜䛖䛖䛘䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛩䛛䚹㻌

࣎ࣛࣥࢸᅋయⱥヰᏛᰯࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢㅮᗙ㸪AJALT ࡢእᅜேඣ❺

ϩ ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗ 㸦⌧ᅾࡢ㛵ࢃࡾ᪉㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿ⪃࠼㸧

㸳 㛵㐃ศ㔝Ꮫ⩦⤒㦂

㸲 㛵㐃◊ಟཷㅮ⤒㦂

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡋ࡚   ܇ᨭ⪅ࡋ࡚     㸦 30 㸧ᖺ

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟ㸦ᅜ㝿ᩍᐊᢸᙜ㸧ᢸᙜᩍဨࡋ࡚

㸱 ᢸᙜ⤒㦂

䠐㻌 Ꮫᰯ䛻ὴ㐵䛥䜜䛶䛔䜛᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅䜔ᨭ⪅䠈ẕㄒᨭ⪅䛻䛿䠈Ꮫᰯ䛷እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᣦᑟ䞉Ꮫ

ษ࡛࠶ࡿࠋ

ࡾ࠶ڧ㸦    㸧ᖺ  ࡋ࡞܇

㸰 ᩍ⫋⤒㦂

ࡁࡓࡀ㸪ㄒᙡࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵⓎ㐩㞀ᐖ⤖ࡧࡅࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆぢᴟࡵࡿ⬟ຊࡀ

ڧᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ   ࢸࣥࣛ࣎ڧὴ㐵ᅋయࡢ㐠Ⴀ⪅➼

ࡢࡑڧ

⌧ሙࡢඛ⏕ࡀእ㒊ࡢຊࢆࡾࡿຊࠋᏊ౪ࡢຊࢆಙࡌࡿຊࡀษ࡛࠶ࡿࠋ⟶⌮⫋ࡢ㈨㉁ࡀၥࢃࢀ࡚

䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻㐪䛔䛿䛒䜚䜎䛩䛛䚹㻌
࠸ࡿࠋᢸ௵ࡢඛ⏕ࡀ㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆㄆࡵࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ⏕ᚐࡣᑠᏛᰯࢆ㌿ࠎࡋ࡚

ڧᩍㅍ   ڧ  ⫋⌮⟶ڧᣦᑟ  ڧᖖㅮᖌ  ڧ㠀ᖖㅮᖌ

㸯 ❧ሙ

䐡❧ሙ䠄እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜ⪅௨እ䛾䠈୍⯡ᩍဨ䞉⟶⌮⫋䞉ᣦᑟ䈈䠅䛻䜘䛳䛶䠈ồ䜑

ᐃ࡞ᐙᗞ≧ἣࡀ࠶ࡿࠋ

ぶࡀၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿሙྜࠋࡑ࠺ࡋࡓࡇࡘ࠸࡚ࡣᢅ࠺ࡇࡀ㞴ࡋ࠸ࠋẕᏊᐙᗞࡸᏊ౪ࡢᏳ

㈨ᩱ㸲

ڧᩍ⫱ጤဨ➼ὴ㐵ࡢᣦᑟဨ  ܇ᨭᅋయὴ㐵ࡢᨭ⪅ 

܇ศᩓ   ڧ㞟ఫ

ᆅᇦࡢ≧ἣ

Ϩ ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ㄪᰝ㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࡢグ㘓16

㈨ᩱ㸲

資料４

ࠕ᪥ᮏேࡗࡱࡉࠖࢆࡇࡲ࡛ồࡵࢀࡤࡼ࠸ࡢ㸽࠼ࡤ㸪እᅜே࡞ࡲࡾࡢⓎ㡢ࡘ࠸࡚࿘ᅖࡽ
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࣭᪥ᮏࡢᏛᰯᩥࡢ⤒㦂㸪▱㆑㸦ᣦᑟဨࢆ㛗ࡃࡸࡗ࡚࠸ࡿ⤒㦂ⓗᩍ⛉Ꮫ⩦ࡢࡡࡽ࠸ࢆ⌮ゎ

࡚࠸ࡓࠖᢸ௵⤒⏤࡛⪺ࡃࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌࡿࠋ
㸦ᙜヱඣ❺ࡀูࡢᏛᰯ㌿ฟᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁᨭࢆࡋ

䐠እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᩍ⫱䜔᪥ᮏㄒᣦᑟ䛷䛿䠈ᩍဨ୍⯡䛾㈨㉁⬟ຊ䛷䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠈

࠸㛫࡛ඣ❺ࡢၥ㢟Ẽ࡙ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸧

࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ㸦ഴ⫈㸧ࡢ▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࡀ࠶ࡿ㸪ඣ❺ࡢၥ㢟ᢕᥱᙺ❧ࡘࠋ
㸦ᐇ㝿ࡢᨭ࡛ࡣ▷

ᑐ㇟ඣ❺ࡣ᮶᪥┤ᚋ㸦ᑠ㸯ᚋ༙㸧ࡽ⥅⥆ࡋ࡚ᨭࢆࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪
ࠕඛ⏕ࡀ᮶ࡿࡢࢆᚰᚅࡕࡋ

ࡢᢡ⾪⬟ຊ㸪ࡢᩍ⛉ࡢᩍဨࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿຊࠋ

㸺ࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ㸼

ᑐே㛵ಀࢆ࠺ࡲࡃ⠏ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿ⬟ຊ㸪࠼ࡤ㸪ᢸ௵ࢳ࣮࣒ࢸ࣮ࢳࣥࢢࡍࡿຊࡸ⟶⌮⫋

䐠䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䜔ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹㻌

⮬㌟ࡢᾏእ⤒㦂ᇶ࡙࠸࡚ඣ❺ࡢቃ㐝ඹឤࡍࡿࡇࠋ

ᐇ㝿ࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇࢆᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

   ࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱㠃ࡢ▱㆑

ᩍ⫱ጤဨࡽࡣࠕ᪥ᮏㄒᣦᑟ௨እࡢࡇࡣࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠖゝࢃࢀࡓࡇࡶ࠶ࡿࡀ㸪

ᢸ௵ࡽࡢ౫㢗࡛㸪ぶࡢ㠃ㄯ㏻ヂࡋ࡚ධࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ

ࡋ㸪㐺ษ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿᛮ࠺㸧

࣭Ⓨ㐩㞀ᐖ㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸᢏ⬟㸦Ⓨ㐩㞀ᐖࡢྍ⬟ᛶẼ࡙ࡃ⛬ᗘࡢ▱㆑࡛ࡼ࠸㸧

᮶᪥ᙜึࡣⱥㄒࡶ⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪⌧ᅾࡣࢇ᪥ᮏㄒ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᢸ௵➼ࡢ๓ᡴࡕྜࢃࡏࡣ࡞ࡋࠋ

࣭ᩍ⛉Ꮫ⩦ࡢ▱㆑ࢆ✚ࡳୖࡆ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ▱㆑ࡸᢏ⬟

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᗈࡃὸࡃከᵝ࡞㡿ᇦࡢ▱㆑ࡀᚲせࠋ

 ࡘࡲࡎࡁࡢཎᅉࢆከゅⓗ⪃࠼ࡽࢀࡿ㈨㉁⬟ຊࠋ

䐟ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖㈨㉁⬟ຊ䛿䛺䜣䛷䛩䛛䚹㻌

䠏㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜢ᢸᙜ䛩䜛ᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻䛴䛔䛶㻌

ᩍ⛉ࡢㄒᙡࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡢ࡛ᣦ♧ࡸෆᐜ➼ࡢ⌮ゎ☜ㄆࢆ㏻ࡋ࡚ㄒᙡࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺ᣦᑟ

⌧ᅾࡣᩍ⛉ᤵᴗධࡾ㎸ࡳ࡛ࡢᨭຍ࠼࡚㸪ᖹᖖࡸኟఇࡳࡢᐟ㢟ࢆᨭࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ሙ㠃㸸ᕷࡢᩍ⫱ጤဨὴ㐵࡛᮶᪥ࢧࣂࣂࣝᨭ 30 㛫㸦ẖ᪥ᐇ㸧ࢆᢸᙜࡋࡓᚋ㸪

㢖ᗘ㸸㐌 1 㛫

ᑐ㇟㸸ᮾ༡ࢪࡽࡢᑠ 3 ⏨ඣ

᪥ᮏỌఫࡍࡿඣ❺࡞ࡢ࡛㸪ᩍ⛉ࡢຊࡢ✚ࡳୖࡆ㸦㐍Ꮫࡶᅔࡿࡓࡵ㸧

✵Ẽࢆㄞࡴࡇ㸦㞟ᅋࡢ୰࡛ࡢゝືࡀ᪥ᮏேඣ❺ࡢ୰࡛␗㉁ࡔᤊ࠼ࡽࢀࡿ㸧

䐟䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺ሙ㠃䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䛛䚹㻌

❧ሙ㸸᪥ᮏㄒᣦᑟဨ

⮬ศࡢゝⴥ࡛⮬ศࢆ⾲⌧ࡋ㸪⮬ศ࡛ክࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿຊࠋ⮬ᕫᐇ⌧ࡍࡿຊ

䠍㻌 ⌧ᅾ䠈እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜈䛾㛵䜟䜚᪉㻌

䠎㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ䛻䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛥䛫䛯䛔䛷䛩䛛䚹㻌

ࡋ࠸ឤࡌࡿࡇࡀከ࠸ࠋ
㸦࠼ࡤ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖࡢၥ㢟࡞ࡢ᪥ᮏㄒࡢၥ㢟࡞ࡢࡢุ᩿㸧

Ꮫᰯᩍ⫱࡛ࡢᩍ⫋⤒㦂ࡸᏊࡶㄆ▱Ⓨ㐩➼ࡢ▱㆑ࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡘࡲࡎࡁࡢཎᅉࢆุ᩿ࡍࡿࡢࡀ㞴

ᮏࡢᏛᰯ࡛ࡣࡋࡕࡷ࠸ࡅ࡞࠸ࢇࡔࡼࠖ࠸࠺⟅࠼ࡣ⌮⏤࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ឤࡌࡿࠋ

ᩍ⫋Ꮫ㝔ᅾᏛ୰㸦ᑠචྲྀᚓ 4 ᖺࢥ࣮ࢫ㸧

ࡅධࢀഃ㸧ࡢ㐪ឤࡀ࠶ࡿࠋᙜヱඣ❺ࠕ࠺ࡋ࡚ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡋۑۑ㸽ࠖ⪺ࢀࡓࠕ᪥

᪥ᮏㄒᩍ⫱㛵ಀࡢฟ∧♫ົ

ᣦࡉࢀ࡚ࡶ㸪⚾ࡣⓎ㡢ࡣ࠶ࡲࡾẼ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡶࡗከᵝᛶࢆㄆࡵྜ࠼ࢀࡤࡼ࠸ࡢ㸪࿘ᅖ㸦ཷ

⡿ᅜ 2 ᖺᅾ㸦ᅜ㝿ὶᇶ㔠⡿ᅜⱝᡭ᪥ᮏㄒᩍဨ(J-LEAP)

ᏛᏛ㒊᪥ᮏㄒᩍ⫱ᑓᨷ༞ᴗ㸦ᡂே␃Ꮫ⏕ᑐ㇟ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱㸧

ᐜࡣᐇែᢕᥱ㸧ཧຍ

▐᥎ ࡋ㸪ᙜヱඣ❺ఏ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

࠸ࡲࡲᤵᴗཧຍࡋ㸪≧ἣࢆಠ▔ⓗぢ࡚㸦ᩍᖌࡢⓎゝࡸ࿘ᅖࡢඣ❺ࡢゝືࡽ㸧ࠕ✵Ẽࢆㄞࢇ࡛ࠖ

܇᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡋ࡚㸦 1.5 㸧ᖺ    ڧᨭ⪅  

Ꮫࡸ⮬య➼ࡀദࡍࡿእᅜேඣ❺⏕ᚐᩍ⫱㛵ࡍࡿ༢Ⓨࡢ◊ಟ㸦ෆ

ࢦ࣮ࣝࡢඹ᭷ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋᏛᰯᩍဨࡢ▱㆑⤒㦂ࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡑࡢ㛫ࡢᏛ⩦ࡢࡡࡽ࠸ࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡞

ᤵᴗ๓ᢸ௵ᩍ⛉Ꮫ⩦ࡘ࠸࡚ᡴࡕྜࢃࡏࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᤵᴗࡢᏛ⩦ࡢࡡࡽ࠸ࡸ

㸺ᅔ㞴ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ㸼

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟ㸦ᅜ㝿ᩍᐊᢸᙜ㸧ᢸᙜᩍဨࡋ࡚

ͤࡓࡔࡋ⡿ᅜ㧗ᰯ㸦1 ᖺ㸧
㸪ᗂ࣭ᑠ㸦1 ᖺ㸧࡛ 2 ᖺ㛫ࡢ TA ⤒㦂࠶ࡾ㸦JF ὴ㐵㸧

ࡾ࠶ڧ㸦    㸧ᖺ  ࡋ࡞܇

ᢸ௵ࡽ⏕άᣦᑟࢆ௵ࡉࢀࡿࡇࡶከ࠸ࠋ

ࡀࡅࢆ⾜࠺ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢࡑڧ

❺ࡢ㛵ಀࡀᐦ࡞ࡾࡍࡂ࡞࠸ࡼ࠺ࠕ࿘ࡾ⪺࠸࡚ࡳࡓࡽ㸽ࠖ࡞࿘ᅖே㛫㛵ಀࡀ⠏ࡅࡿࡼ࠺ኌ

ϩ ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗ 㸦⌧ᅾࡢ㛵ࢃࡾ᪉㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿ⪃࠼㸧

㸳 㛵㐃ศ㔝Ꮫ⩦⤒㦂

㸲 㛵㐃◊ಟཷㅮ⤒㦂

㸱 ᢸᙜ⤒㦂

㸰 ᩍ⫋⤒㦂

୍᪉࡛ᙜヱඣ❺ࡀᣦᑟဨ௨እࡢ࿘ᅖ࠺ࡲࡃ㛵ಀసࡾࡀ࡛ࡁࡿࡇࡶษࠋᨭࡢࢦ࣮ࣝࡣࠕࡉ
ࡼ࡞ࡽࢆゝ࠺ࡇ࡛ࠖ㸪࿘ᅖ㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺ᨭࡍࡿࡢࡶᣦᑟဨࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥ࡞ࡢ࡛㸪ᙜヱඣ

܇ᩍ⫱ጤဨ➼ὴ㐵ࡢᣦᑟဨ  ڧᨭᅋయὴ㐵ࡢᨭ⪅ 

ڧᩍㅍ   ڧ  ⫋⌮⟶ڧᣦᑟ  ڧᖖㅮᖌ  ڧ㠀ᖖㅮᖌ

㸯 ❧ሙ

ᢸ௵ࡶ㸪ඣ❺ࡀᣦᑟဨఱ࡛ࡶヰࡋ࡚ࡼ࠸࠸࠺㞺ᅖẼࢆసࡗ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࡚࠸ࡿࠋ
㸧⥅⥆ࡋ࡚ᨭࡋ࡚࠸ࡿࡇຍ࠼㸪
ࠕ⚾ࡣ࡞ࢇ࡛ࡶゝࡗ࡚ࡶ࠸࠸ࢇࡔࡼࠖ࠸ࡘࡶఏ࠼ࡿ

㈨ᩱ㸲

ڧᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ   ࢸࣥࣛ࣎ڧὴ㐵ᅋయࡢ㐠Ⴀ⪅➼

܇ศᩓ   ڧ㞟ఫ

ᆅᇦࡢ≧ἣ

Ϩ ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ㄪᰝ㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࡢグ㘓17

㈨ᩱ㸲

外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業
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⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㒊ศࢆࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ࡛ࠖゝ࠸࠼ࡿᣦᑟࡔࡅࡔ㸪ㄒᙡຊࡀఙࡧ࡞࠸ࠋ

ࡲࡓ㸪Ⓨ㐩ၥ㢟ࡀ࠶ࡿඣ❺㛵ࡍࡿ▱㆑ࡶ㔜せࡔࠋ

ࣛࢫࡢ୰࠸࡚㸪ᩍ⛉ࡢຮᙉࢆࡍࡿࡇࡀษࡔᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࠸࠺ࡇࡀฟ࡚ࡃࡿࢃ࠸ࡑ࠺ࠋ᪥ᮏㄒࡢຊࡶษࡔࡀ㸪
㸦᪥ᮏㄒࡢ㸧⣽࠸ᣦᑟࢆࡍࡿࡼࡾࡶࢡ

⛉ࡢຊࢆ✚ࡳୖࡆ࡚࠸࡞࠸㸪᪥ᮏ࡛㐍Ꮫࡍࡿ㝿ࠕ࠶ࡢࡁ㸪࠶ࢀࢆࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡽࠖ

ᅾࡣ㸪Ꮫᰯᩥࡢ୰ࡣ㸪୍ぢ⌮ᑾ࡛↓㥏ぢ࠼ࡿࡇࡶពࡀ࠶ࡿศࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋᩍ

ᩍ⛉ᣦᑟࡢษࡉࢆ③ឤࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢどⅬ࡛ࡋᤊ࠼ࡽࢀ࡞ࡗࡓࡀ㸪⌧

䠒㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䛻㛵䛧䛶䠈᭱㏆⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠄䝣䝸䞊䛷ㄒ䛳䛶䜒䜙䛖䠅㻌

ࠕ㣴ᡂࠖ࠸࠺ほⅬ࡛ࡣᙺ❧ࡘࡢ࡛ࡣᛮ࠺ࠋ

⚾ࡢሙྜ㸪ᾏእ࡛ࡢ TA ࡢ⤒㦂ࡀ࡚ࡶᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢫࢡ࣮ࣝࢧ࣏࣮ࢺ㸪ᩍ⫱ᐇ⩦ࡢ⤒㦂ࡶ

ࢆ♧ࡋ࡚ࡽࡍࡿ࡞ࠋ

ࡢᣦᑟࡘ࠸࡚ຓゝࡋࡓ࠸ሙྜ࡛ࡶ㸪ࡲࡎࡣᢸ௵ࡢヰࢆ⪺࠸࡚ඹឤ㸦ᢸ௵ࡢⱞປᑐࡍࡿࡡࡂࡽ࠸㸧

ᣦᑟဨࡣ㸪ᢸ௵ᩍဨࡢᣦᑟ᪉㔪ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᩍဨࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆࡍࡿ࠸࠺ጼໃࠋᢸ௵ᙜヱඣ❺

䠑㻌 ᩍဨ䛸᪥ᮏㄒᣦᑟဨ䞉ᨭ⪅䛜䠈༠ാ䛧䛶ᩍ⫱䞉ᨭ䜢⾜䛖䛻䛿䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹㻌

࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡿࠋ㏻ヂ⤊ጞࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡶ࠶ࡿࡼ࠺ࡔࠋ

ẕㄒᨭ⪅ࡢ୰ࡣᐙᗞࡶᐦ㐃⤡ࢆྲྀࡾྜ࠸㸪
ࠕ࠾ẕࡉࢇⓗ❧ሙ࡛ࠖᨭᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿேࡶ

⩦ᨭ䜢⾜䛖䛖䛘䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛩䛛䚹㻌

䠐㻌 Ꮫᰯ䛻ὴ㐵䛥䜜䛶䛔䜛᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅䜔ᨭ⪅䠈ẕㄒᨭ⪅䛻䛿䠈Ꮫᰯ䛷እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᣦᑟ䞉Ꮫ

࠸ࡓලయⓗ࡞ຓゝࢆࡍࡿຊࡀ࠶ࡿࡼ࠸ࠋ

ᐇ㝿ࡣ㞴ࡋ࠸ࡼ࠺ࡔࠋ᪥ᮏㄒᣦᑟࢆᑓ㛛ࡍࡿᢸᙜ⪅ࡣ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡸᩍ⛉ᩍ⫱ࡢ▱㆑ࡶ࡙

ᩍ⫱ጤဨࡣ㸪ᣦᑟဨᏛᰯ㛫ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࡁࢥ࣮ࢹࢿࢺࡍࡿᙺࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࡀ㸪

⟶⌮⫋ࡣࡃ⯆ࢆࡶࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ㸦᪥ᮏㄒᣦᑟဨࢆ㓄⨨ࡋ࡚⤊ࢃࡾ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ㄆ㆑㸧

ࡍࡿࡇࡀᚲせࡔᛮ࠺ࠋ

ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ୍᪉ᣦᑟဨࡣᙜヱඣ❺ࢆࠕᑐಶேࠖࡋ࡚ᣦᑟࡍࡿどⅬ❧ࡗ࡚㸪ඣ❺ࡢゝືࢆ⌮ゎ

୍⯡ᩍဨࡣᩍ⫋⤒㦂ࡽࠕᑐ㞟ᅋࠖࡢᣦᑟࡢどⅬ❧ࡗ࡚㸪ᙜヱඣ❺ࡢゝືࢆ୍⯡ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿ

䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻㐪䛔䛿䛒䜚䜎䛩䛛䚹㻌

䐡❧ሙ䠄እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜ⪅௨እ䛾䠈୍⯡ᩍဨ䞉⟶⌮⫋䞉ᣦᑟ䈈䠅䛻䜘䛳䛶䠈ồ䜑

ᛮ࠺ࠋ

࠸ࡿࠋ୍⯡ࡢᩍဨࡣᾏእ⤒㦂ࡸእᅜㄒ㐠⏝⬟ຊࡀ࡞࠸ࡇࡀከ࠸ࡢ࡛㸪ࡑࢀࡣ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸

㦂ࡽඹឤࢆ♧ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠕእᅜேࡋ࡚ࡢᏑᅾࠖࡢ࠸࠸࣮ࣟࣝࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡾࡓ࠸ࡶឤࡌ࡚

ඣ❺ࡢᨭࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ぶࡢ㠃ㄯ㏻ヂࢆ㢗ࡲࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࡀ㸪⚾ࡢሙྜࡣᾏእ⏕άࡢ⤒

䛭䜜䛿䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛷䛩䛛䚹㻌

㈨ᩱ㸲

資料４

ڧᩍㅍ   ڧ  ⫋⌮⟶ڧᣦᑟ  ڧᖖㅮᖌ  ڧ㠀ᖖㅮᖌ

㸯 ❧ሙ

ᩍဨචチ㸦ⱥㄒ㸧

᪉ࡢᩥ⯆㛵ᚰࢆᣢࡕ㸪⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࠋ

ࡇࢆ⪺࠸࡚࠾ࡃࠋᩍဨࡣከᛁ࡞ࡢ࡛ᨭ⪅ࡽኌࢆࡅࡿࡇࡀษࠋ
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ⓗ㛫ࡶ࡞࠸ᏊࡶࡣධᏛࡢ㝿ࡢ㓄៖ࡀ࠶ࡿࡀ㸪㛗ᮇ࡛⏕άࡋࡓᏊࡶࡣ㓄៖ࡀ࡞࠸ࡽࡔᛮ
ࢃࢀࡿࠋᏛ㐍Ꮫࢆᕼᮃࡋ࡚ࡶ㸪㐍Ꮫ࡛ࡁ࡞࠸⏕ᚐࡀከ࠸ࠋ

࣒ࢆ☜❧ࡋࡓࠋ௰㛫ࡶ࡛ࡁࡓ༠ാసᴗព⩏ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࡢᆅᇦࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙

ࡃࡾࡸ㸪௰㛫ᡂ㛗࡛ࡁࡓࡇࡶ႐ࡧ࡛࠶ࡿࠋ

ࡁࡓࡇࡣఱࡢ⯆ࢆᣢࡘຊࠋᏊࡶࡣẕᩥ᪥ᮏᩥࢆ⤫ྜࡋ࡞ࡀࡽᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍဨࡶ

≉㸪Ꮚࡶࡢゝㄒࡸ⫼ᬒᩥࢆྰᐃࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ཷࡅධࢀࡿຊࠋᏊࡶࡀẕᅜ࡛ษࡋ࡚

㞴ࡋ࠸▱ࡿࡇࠋᏛᰯᩥࡢ㐪࠸㸦ẚ㍑ᩍ⫱㸧
㸪ᑐ↷ゝㄒᏛࠋ

ᏊࡶࡢᏛ⩦㸪ᚰ⌮㛵ࡍࡿࡇࠋእᅜㄒᩍᤵἲ㸪᪥ᮏㄒࢆእᅜㄒࡋ࡚ࡳࡿࡇࠋ᪥ᮏㄒࡢఱࡀ

䐟ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖㈨㉁⬟ຊ䛿䛺䜣䛷䛩䛛䚹㻌

䠏㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜢ᢸᙜ䛩䜛ᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻䛴䛔䛶㻌

࡞࠸ࠋ㌟㏆࠸ࡿேࡢࡸࡾྲྀࡾࡢ୰࡛㸪⮬ศ⮬㌟ࢆ㧗ࡵࡽࢀࡿຊࢆ㌟╔ࡅࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ࡿࠋ᪥ᮏ࡛⏕ࡲࢀࡓᏊࡶࡣゝⴥࡢⓎ㐩ࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࠋㄒᙡࡀᑡ࡞࠸ࠋᏛᰯ࡛ࡢၥࢆゎỴࡍࡿሙࡀ

  ᖺ㱋ࡼࡗ࡚㐪࠺ᛮ࠺ࠋᖺ㱋ࡢ㧗࠸Ꮚࡶࡣ㸪᪥ᮏ♫㐺ᛂ࡛ࡁࡿຊࢆ㌟╔ࡅࡿᚲせࡀ࠶

䠎㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ䛻䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛥䛫䛯䛔䛷䛩䛛䚹㻌

࡞࠸ࠋ
ࠕክࡸᕼᮃࢆษࡍࡿᩍ⫱ࠖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ࡽ㧗ᰯࡲ࡛▱㆑ࡢ✚ࡳୖࡆࡸᴫᛕࡢ⩦ᚓ࡞ࡢయ⣔ࡀ࡞࠸ࠋ᪥ᮏࡢᏊࡶẚࡿࢧ࣏࣮ࢺࡀᑡ

ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㝈⏺ᅔ㞴ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋእᅜேࡢᏊࡶࡢཷࡅධࢀែໃࡀ᫂☜࡛࠶ࡿࠋᑠᏛᰯ

  እᅜேඣ❺⏕ᚐࡢ୰࡛ࡣ᪥ᮏ࡛㛗ࡃ⏕άࡋࡓᏊࡶࡢ㐍Ꮫࡀࡼࡃ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣ㸪᪥ᮏ᮶࡚ẚ㍑

እᅜேඣ❺⏕ᚐࡗ࡚ᚲせ࡞ࡇࡀఱࡶࡑࢁࡗ࡚࠸࡞࠸ᮇࡽ㸪୍ࡘ୍ࡘసࡾୖࡆ㸪ࢩࢫࢸ

࡛ⴠࡕࡇࡰࢀࡓᏊࡶࡀぢࡽࢀࡿࠋ୧ぶࡀฟ✌ࡂฟ࡚㸪♽∗ẕ➼⫱࡚ࡽࢀࡓ␃Ᏺඣ❺࡛࠶ࡿࠋ

ࡋࡓᏊࡶࡀ┠❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨๓ࡣᏛຊࡀẚ㍑ⓗ㧗࠸Ꮚࡶࡀከࡗࡓࡀ㸪᭱㏆ࡣ୰ᅜࡢᩍ⫱ࡢ୰

ࡢࡣ 13 ᖺ๓ࡽጞࡲࡗࡓࠋ

䐠䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䜔ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹㻌

 㟈⅏ࡢ࠶ᙜᆅᇦ࡛ࡣእᅜேඣ❺⏕ᚐࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ≉୰ᅜࡽࡢඣ❺⏕ᚐ࡛㸪୰Ꮫᰯࢆ༞ᴗ

ᨭࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᣦᑟෆᐜࡣ᪥ᮏㄒᣦᑟ㸪ᩍ⛉ᣦᑟ㸪ᚰࡢࢣ࡞࡛࠶ࡿࠋእᅜேࡢᏊࡶࢧ࣏࣮ࢺ

䠒㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䛻㛵䛧䛶䠈᭱㏆⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠄䝣䝸䞊䛷ㄒ䛳䛶䜒䜙䛖䠅㻌

䐟䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺ሙ㠃䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䛛䚹㻌

እᅜேࡢᏊࡶࢧ࣏࣮ࢺࡢࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬㌟ࡣ㐌 8 ᅇᏛᰯ࡛㸪8 ᅇᏛᰯእ࡛ඣ❺⏕ᚐࡢ

ࡗ࡚ࡋ࠸ࡇࢆ᫂グࡋ࡚࠾ࡃࠋ᭱ึࡢᡴࡕྜࢃࡏ࡛ᩍဨࡽࡇ࠺࠸࠺ࡇࢆࡋ࡚ࡋ࠸࠸࠺

ᢸ௵ࡢᩍဨẖ᪥ᡴࡕྜࢃࡏࢆࡍࡿࠋࡑࡢࡁࡢグ㘓ࢆṧࡋ࡚࠸ࡃࡇࠋグ㘓ࡣᩍဨࡐࡦࢃ

䠑㻌 ᩍဨ䛸᪥ᮏㄒᣦᑟဨ䞉ᨭ⪅䛜䠈༠ാ䛧䛶ᩍ⫱䞉ᨭ䜢⾜䛖䛻䛿䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛ࠋ㻌

ᏊࡶࢆཷࡅධࢀࡿຊࡸᏳ⥭ᙇࢆ⌮ゎࡍࡿຊࡀᚲせࠋ፹ㄒ࡞ࡋ࡛ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿຊࡶษࠋ

᪥ᮏㄒᨭ⪅ࡸᨭ⪅ࡣ㸪ᩍᮦࡢ㑅ᢥࡢ᪉ࡸ࠸᪉ࢆ㌟╔ࡅࡿࡇࡀᚲせ㸦ᩍᮦά⏝⬟ຊ㸧

⩦ᨭ䜢⾜䛖䛖䛘䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛩䛛䚹㻌

䠐㻌 Ꮫᰯ䛻ὴ㐵䛥䜜䛶䛔䜛᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅䜔ᨭ⪅䠈ẕㄒᨭ⪅䛻䛿䠈Ꮫᰯ䛷እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᣦᑟ䞉Ꮫ

ᴟⓗඣ❺⏕ᚐኌࡀࡅࡋ㸪ᚰࡢࢣࢆࡍࡿࡇ࡞㸪Ꮫᰯయࡢ㞺ᅖẼసࡾࡀ࡛ࡁࡿࡇࡀษࠋ

ᰯ㛗ᩍ㢌ࡀࠕእᅜேඣ❺⏕ᚐཷࡅධࢀࡢᡭᘬࡁࠖࡢᏑᅾࢆ▱ࡽ࡞࠸ࠋ⟶⌮⫋ࡀ㸪ᢸ௵௨እࡢேࡶ✚

䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻㐪䛔䛿䛒䜚䜎䛩䛛䚹㻌

䐡❧ሙ䠄እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜ⪅௨እ䛾䠈୍⯡ᩍဨ䞉⟶⌮⫋䞉ᣦᑟ䈈䠅䛻䜘䛳䛶䠈ồ䜑

ࡘᅔ㞴࡞≧ἣ࡞ࡗࡓࡢࢆ▱ࡿࡇࡀษ࡛࠶ࡿࠋ

㒊ศ㸪Ḟⴠࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀࡳ࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ୍᪉ᩍဨࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀぢ࠼࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡘ᮶᪥ࡋ࡚㸪࠸

ᩍဨࡣᏊࡶࢆぢࡿࡢࡀ▷ᮇ㛫࡛࠶ࡿࠋ㛗ᮇⓗ࡞ぢ᪉ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋᡂ㛗ࡢ㐣⛬࡛ᢤࡅ࡚࠸ࡿ

䛭䜜䛿䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛷䛩䛛䚹㻌

䐠እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᩍ⫱䜔᪥ᮏㄒᣦᑟ䛷䛿䠈ᩍဨ୍⯡䛾㈨㉁⬟ຊ䛷䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠈

㈨ᩱ㸲

䠍㻌 ⌧ᅾ䠈እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜈䛾㛵䜟䜚᪉㻌

ϩ ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗ 㸦⌧ᅾࡢ㛵ࢃࡾ᪉㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿ⪃࠼㸧

㸳 㛵㐃ศ㔝Ꮫ⩦⤒㦂

⏕ᚐྥࡅࡢ◊ಟ

࣎ࣛࣥࢸᅋయⱥヰᏛᰯࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢㅮᗙ㸪AJALT ࡢእᅜேඣ❺

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡋ࡚   ܇ᨭ⪅ࡋ࡚     㸦 30 㸧ᖺ

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟ㸦ᅜ㝿ᩍᐊᢸᙜ㸧ᢸᙜᩍဨࡋ࡚

㸱 ᢸᙜ⤒㦂

㸲 㛵㐃◊ಟཷㅮ⤒㦂

ࡾ࠶ڧ㸦    㸧ᖺ  ࡋ࡞܇

㸰 ᩍ⫋⤒㦂

ࡢࡑڧ

܇ᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ   ࢸࣥࣛ࣎ڧὴ㐵ᅋయࡢ㐠Ⴀ⪅➼

ڧᩍ⫱ጤဨ➼ὴ㐵ࡢᣦᑟဨ  ڧᨭᅋయὴ㐵ࡢᨭ⪅ 

܇ศᩓ   ڧ㞟ఫ

ᆅᇦࡢ≧ἣ

Ϩ ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ㄪᰝ㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࡢグ㘓18

㈨ᩱ㸲

外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

ڧᩍㅍ   ڧ  ⫋⌮⟶ڧᣦᑟ  ڧᖖㅮᖌ  ڧ㠀ᖖㅮᖌ

㸯 ❧ሙ

䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻㐪䛔䛿䛒䜚䜎䛩䛛䚹㻌

᪥ᮏㄒᩍဨ 420 㛫ㅮᗙ㸪JIAM ◊ಟ㸪ࡑࡢ༢Ⓨࡢ◊ಟᖺᩘᅇཧຍ

ᡂேࡢ᪥ᮏㄒ࣎ࣛࣥࢸ㸪እᅜㄒᏛ⩦㸪ࡃࡶࢇࡢࢫࢱࢵࣇ

㸲 㛵㐃◊ಟཷㅮ⤒㦂

㸳 㛵㐃ศ㔝Ꮫ⩦⤒㦂
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䐠እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᩍ⫱䜔᪥ᮏㄒᣦᑟ䛷䛿䠈ᩍဨ୍⯡䛾㈨㉁⬟ຊ䛷䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠈

 ࣭ᐶᐜᛶ

 ࣭ࡑࡢᏊࡀఱࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸪ఱ࡛ࡘࡲࡎ࠸࡚࠸ࡿࡢࡀ࣓࣮ࢪ࡛ࡁࡿຊ

 ࣭≉ู࡞ᨭࡀᚲせ࡞ሙ㠃㸪≉㓄៖ࡀせࡽ࡞࠸ሙ㠃࠸࠺ࡶࡢࢆぢศࡅࡽࢀࡿຊ

䐟ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖㈨㉁⬟ຊ䛿䛺䜣䛷䛩䛛䚹㻌

䠏㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜢ᢸᙜ䛩䜛ᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻䛴䛔䛶㻌

 ࣭␗ᩥᑐࡍࡿ῝࠸⌮ゎ

 ࣭ㄡຓࡅࢆồࡵࡽࢀࡿຊ㸪ᶓᗈࡀࡗ࡚࠸ࡅࡿຊ㸪ே⪺ࡃຬẼ

 ࣭⮬ศࡢຊ࡛ᑗ᮶ࡢ⮬ศࡢ࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚ࡑࡇ㐍ࢇ࡛࠸ࡃຊ

䠎㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ䛻䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䜢㌟䛻䛴䛡䛥䛫䛯䛔䛷䛩䛛䚹㻌

࣭ࡸࡿẼࢆฟࡉࡏࡿࡇ㸦ᅔ㞴㸧

࣭Ꮫᰯࡸಖㆤ⪅ࡽྲྀࡾฟࡋࡀᚲせࡔồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ㸦ࡸࡾࡀ࠸㸧

 㸦㸰㸧ࡘ࠸࡚

࣭Ꮫᰯࡽᢞࡆࡢ≧ែ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᫂☜࡞┠ᶆタᐃࡸሗ࿌᭩ࡢᥦฟ࡞ࡢ⩏ົࡀ࡞࠸㸦ᅔ㞴㸧

࣭ࡁࡕࢇヰࡏࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓᏛᰯࡽホ౯ࡉࢀࡓࡇ㸦ࡸࡾࡀ࠸㸧

㸦㸯㸧ࡘ࠸࡚

䐠䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䜔ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹㻌

ࡾฟࡋᣦᑟࠋᩍ⛉Ꮫ⩦ࡘ࡞ࡀࡿᨭ㸦≉సᩥᣦᑟ㸪㐍Ꮫᣦᑟ㸧

㸦㸰㸧ᩍ⫱ጤဨὴ㐵ࡢ↓ൾࡢᨭ⪅ࡋ࡚㸪୰Ꮫᰯ 3 ᖺ⏕ዪᏊ⏕ᚐᑐࡋ࡚㸪㐌 1 ᅇ 1 ࢥ࣐ࡢྲྀ

ࡾฟࡋᣦᑟࠋᩍ⛉Ꮫ⩦ࡘ࡞ࡀࡿᨭ㸦≉సᩥᣦᑟ㸧

㸦㸯㸧ᩍ⫱ጤဨὴ㐵ࡢ᭷ൾࡢᨭ⪅ࡋ࡚㸪ᑠᏛᰯ 3 ᖺ⏕⏨Ꮚඣ❺ᑐࡋ࡚㸪㐌 2 ᅇ 2 ࢥ࣐ࡢྲྀ

䐟䛹䛾䜘䛖䛺❧ሙ䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺ሙ㠃䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛻㛵䜟䛳䛶䛔䜎䛩䛛䚹㻌

䠍㻌 ⌧ᅾ䠈እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜈䛾㛵䜟䜚᪉㻌

ϩ ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗ 㸦⌧ᅾࡢ㛵ࢃࡾ᪉㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿ⪃࠼㸧

䠑㻌 ᩍဨ䛸᪥ᮏㄒᣦᑟဨ䞉ᨭ⪅䛜䠈༠ാ䛧䛶ᩍ⫱䞉ᨭ䜢⾜䛖䛻䛿䠈䛹䛾䜘䛖䛺ຊ䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛔㻌

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟဨࡋ࡚   ܇ᨭ⪅ࡋ࡚     㸦  8  㸧ᖺ

࣭ᩍ⫱ጤဨࡣ㸪ඛ⏕ᑐࡋ࡚ࡶࡗ◊ಟࡢᶵࢆタࡅ࡚ḧࡋ࠸

࣭◊ಟࡶࡗ㈎ḧཧຍࡋࡓ࠸

࣭ᨭ⪅㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㔜せᛶ

ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ

ᙜࡓࡗࡓ㸪ࡾ㉺࠼࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡞ຊࢆ㌟ࡅࡿࡣ࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼

࣭ᙜึࡣ㸪┠ࡢ๓ࡢ㸪ࡇࡢᏊࡳࡓ࠸࡞࣓࣮ࢪࡋࡶ࡚࡞ࡗࡓࡀ㸪᭱㏆ࡣ㸪ᅔ㞴࡞ࡇࡪࡕ

䠒㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䛻㛵䛧䛶䠈᭱㏆⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠄䝣䝸䞊䛷ㄒ䛳䛶䜒䜙䛖䠅㻌

࣭Ꮚࡶࡢ≧ἣࢆศࡾࡸࡍࡃ㸪ṇ☜ఏ࠼ࡽࢀࡿຊ

䜎䛩䛛䚹㻌

 ࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒࡢ▱㆑
 ࣭࣓ࢱⓗ㸪ࡑࡢᏊࡸࡑࡢᏊࡢ࿘ࡾࡢ≧ἣࢆぢࡿຊ

ڧ᪥ᮏㄒᣦᑟ㸦ᅜ㝿ᩍᐊᢸᙜ㸧ᢸᙜᩍဨࡋ࡚

㸱 ᢸᙜ⤒㦂

 ࣭ࡑࡢᏊࢆ࣓࣮ࢪࡋ࡞ࡀࡽぢࡿࡇ㸪Ὕᐹຊ

࣭ඛ⏕㐃ᦠࡀྲྀࢀࡿ㸪ಙ㢗ࡀྲྀࢀ࡚㸪Ⰽࠎ࡞ヰࡀ࡛ࡁࡿຊ

ࡾ࠶ڧ㸦    㸧ᖺ  ࡋ࡞܇

⩦ᨭ䜢⾜䛖䛖䛘䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛩䛛䚹㻌

䠐㻌 Ꮫᰯ䛻ὴ㐵䛥䜜䛶䛔䜛᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅䜔ᨭ⪅䠈ẕㄒᨭ⪅䛻䛿䠈Ꮫᰯ䛷እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᣦᑟ䞉Ꮫ

 㸦↓ᅇ⟅㸧

ࡢࡑڧ

㸰 ᩍ⫋⤒㦂

㈨ᩱ㸲

䐡❧ሙ䠄እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟᢸᙜ⪅௨እ䛾䠈୍⯡ᩍဨ䞉⟶⌮⫋䞉ᣦᑟ䈈䠅䛻䜘䛳䛶䠈ồ䜑

㸦↓ᅇ⟅㸧

䛭䜜䛿䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛷䛩䛛䚹㻌

ڧᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ   ࢸࣥࣛ࣎ڧὴ㐵ᅋయࡢ㐠Ⴀ⪅➼

܇ᩍ⫱ጤဨ➼ὴ㐵ࡢᣦᑟဨ  ڧᨭᅋయὴ㐵ࡢᨭ⪅ 

܇ศᩓ   ڧ㞟ఫ

ᆅᇦࡢ≧ἣ

Ϩ ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ㄪᰝ㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࡢグ㘓19

㈨ᩱ㸲

資料４

ڧᩍㅍ   ڧ  ⫋⌮⟶ڧᣦᑟ  ڧᖖㅮᖌ  ڧ㠀ᖖㅮᖌ

㸯 ❧ሙ

࣭ேࡢヰࢆ⪺ࡃ

 ࣭ᣦᑟຊ㸦ᩍᮦศᯒ㸧

ᅜ㝿⌮ゎㅮᗙࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮㸦⣙ 10 ᖺ㸧
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䛭䜜䛿䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛷䛩䛛䚹㻌

䐠እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼䛾ᩍ⫱䜔᪥ᮏㄒᣦᑟ䛷䛿䠈ᩍဨ୍⯡䛾㈨㉁⬟ຊ䛷䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠈

 ࣭ᚅࡘຊ㸦ࡦᡭ㛫ࢆࡅࡿ㸧

 ࣭Ꮚ౪ࢆࡼࡃほᐹࡍࡿຊ

䐟ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖㈨㉁⬟ຊ䛿䛺䜣䛷䛩䛛䚹㻌

䠏㻌 እᅜேඣ❺⏕ᚐ➼ᩍ⫱䞉᪥ᮏㄒᣦᑟ䜢ᢸᙜ䛩䜛ᩍဨ䛻ồ䜑䜙䜜䜛㈨㉁䞉⬟ຊ䛻䛴䛔䛶㻌
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外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

□ボランティア派遣団体の運営者等

☑支援者として

（ 20 ）年

・ボランティア養成講座の講師 ・免許更新講習の講師
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に理解が得られない。担当の指導主事や管理職に情報を提供するなどして，理解を促す必

教育委員会や学校の管理職の理解がないと，教員が一般に公開されている研修にでること

課題３：教員は任意団体か開催する研修に参加しない

巡回等を減らす等の工夫で対応してほしい。

ないために研修に参加させないという場合もある。研修の重要性を認識して，必要性の内

支援員の人が研修に参加する場合には，交通費や報酬を支払う必要があるが，その予算が

課題２：支援員の場合，研修に参加するための予算を別途立てないと実施しにくい。

担当者が交替する 4 月に研修を実施できるとよい。

課題１：研修の実施時期が遅い。

ーズに対応するためにはどうすればよいですか。

③課題だと感じていることはなんですか。また，その解決には何が必要だと思いますか。参加者の経験やニ

実際の実践に結び付けて具体的に考えられるような研修がよい。

講義等で聞いた話を，教員の立場で何ができるか，支援者の立場で何ができるかを考えたりして，

・研修を通して，教育･支援の当事者として意識できる研修

ともある。

際に経験をするよう研修であれば，研修参加者がその後継続してその現場で支援をしたりするこ

て，段階を踏んで考え，実際に日本語教室を見に行って現場を知る機会がある。その後，現場で実

まずは講義を聞く，次に，自身の持ち味を生かす方法や地域での支援でなにができるか等につい

・ワークショップ的な要素を含む研修

②効果的だと感じた研修はどのようなものですか。

毎年実施される全国的な研修と国際交流協会の研修のコーディネートを行っている。
（年５回程度）

・集住地域の県・市の研修会の講師

依頼されて講義を行うことが多い（月３回程度）が，研修の内容の相談にものっている。

①主にどのような研修を実施していますか。対象・回数（年間）・内容・形態（活動）

１ 現在「外国人児童生徒等教育・日本語指導」に関して行っている・あるいは行ってきた養成・研修について

求められる養成・研修に関するインタビュー

その他 教育委員会の指導主事として 6 年（うち担当指導主事として１年）

□日本語指導員として

☑なし（英語の専門学校で講師経験あり）

□日本語指導（国際教室担当）担当教員として

）年

３ 担当経験

Ⅱ

□非常勤講師

☑その他 （専門家として，東海地区の教員研修に長く関わってきた）

□地域ボランティア

□支援団体派遣の支援者

□管理職（校長） □指導主事

□教育委員会等派遣の指導員

□教諭

□あり（

立場

２ 教職経験

１
□常勤講師

求められる養成・研修に関する調査（インタビュー）の記録１

Ⅰ インタビュー対象者に関する基本情報

調査３

資料５
要がある。

体的に伝える研修が必要だろう。

た人には，支援の教室の具体的な様子や，学習者が支援教室に参加することで何を得ているかを，具

ある。日本語学習支援を，知識やスキルを教えることという意識が強すぎる人が少なくない。そうし

て話す」ということも支援になると伝えると，それならできるかもしれないと前向きになることが

と最初からできないと考える人がいる。しかし，その後に「一緒に教科書の写真を見て，それについ

「教科は教えられないから･･･」
支援者の場合，たとえば「JSL カリキュラム」関する研修の後に，

どのような研修が有効だとおもいますか。

４ 学校教員と指導者・支援者が相互の役割を理解し，協働して教育・支援に当たれるようにするためには，

校務分掌に外国人児童生徒が位置づけられるだけでも異なるというようなことを学ぶ機会を作る。

について学んでほしい。担当者と教務主任だけでは，学校全体の意識改革に結びつかない。学校で

管理職対象の研修が必要だ。外国人の子どもの問題を学校の課題として位置づけることの重要性

を受ける必要があると思いますが。あるという場合，どのような内容の研修が有用だと思いますか。

③学校の管理職や指導主事等の学校の運営・管理に当たる立場の方にも，この領域の教育についての研修

２②，３を参照

②初任教員対象かベテラン教員対象かにより研修内容・形態をどう変更すべきだと思いますか。

支援者から学ぼうという見方・考え方を得られる研修が必要。

子どもが学校・教室以外の場所で何を経験し，どんなことを学んできるのかを知ることや，地域の

①一般の在籍クラスの担任・教科担任の教員にはどのような研修が必要だと思いますか。

３ 外国人児童生徒等教育・日本語指導担当ではない教員対象の研修について

などの具体的な課題のある研修がよい。

最初の１ヶ月に，何をすべきかを学べる研修が必要だ。知っておくべきことを明確にして書き記す

＜経験の浅い教員への研修＞

に変更すべきだと思いますか。

②受講者の外国人児童生徒等教育・日本語指導の経験年数の違いによって，研修内容・形態等をどのよう

どもの実態を把握することや，在籍学級の先生や教務の先生と連携することの重要性

特に，新採の教員や，講師でまだ担任経験もない若い教員が担当する場合は，子どもに向き合って子

だと思いますか。

①新たに外国人児童生徒等教育・日本語指導の担当になる教員／支援者はどのようなことを学んでおくべき

２ 「外国人児童生徒等教育・日本語指導」を担当する教員／支援者に学んでほしい内容について

なし

④研修成果の評価をどのように行っていますか。その方法に問題があるとすればなんですか。

資料５

資料５

立場

□管理職

□非常勤講師

□ボランティア派遣団体の運営者等

□常勤講師

☑現職教員研修

求められる養成・研修に関するインタビュー

□養成（支援員） □支援者研修

□養成（教職）
（

）年

（ 1.5 ）年

□大学教員として ☑指導主事として □団体職員として （ 1.5 ）年

□その他

□地域ボランティア

□教諭

内容：外国人児童生徒教育に関わる講演

内容：指導法に関する研修
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外国人児童生徒等教育や日本語指導に関する専門的な内容を得るといった研修も大切である

られるよう研修の機会を増やしていくことが大切である。

特に問題は感じていない。

アンケート調査（記述式回答，４段階評価）を実施している。

④研修成果の評価をどのように行っていますか。その方法に問題があるとすればなんですか。

・地区ごとに集まって情報交換をする場があればよい。

うならば，ビデオに録画して視聴するなどの工夫がされてもよい。

解決：日本語指導員を増員すること以外には，外国人児童生徒等教育に関する一般教員の理解を得

業が行われており，どのような苦労をされているかを見る機会がほしい。時間的に制約があるよ

在籍クラスの教員との理解が得にくく連携体制がとれていない

・日本語指導が行なわれている様子を実際に見てもらうことが重要であると考える。どのように授

どのような研修が有効だとおもいますか。

４ 学校教員と指導者・支援者が相互の役割を理解し，協働して教育・支援に当たれるようにするためには，

があるが，さらに他県や他地区での実践を相互に学べる機会があるとよい。

・現在，文部科学省の連絡協議会や外国人児童生徒等教育に関する管理者を対象とした教員研修等

する研修の機会が必要であると考える。

・学校の管理職を対象としたリーダー研修で外国人児童生徒等教育の必要性やその教育効果等に関

あると思う。

を受ける必要があると思いますが。あるという場合，どのような内容の研修が有用だと思いますか。

③学校の管理職や指導主事等の学校の運営・管理に当たる立場の方にも，この領域の教育についての研修

態を変更する必要はないと考える。

日本語指導の経験の有無が重要であり，初任教員対象かベテラン教員対象かにより研修内容・形

②初任教員対象かベテラン教員対象かにより研修内容・形態をどう変更すべきだと思いますか。

が，実際に現場で指導にあたる教員の生の声を聞くことから得られるものは大きいと考える。

→

外国人の子どもが多く在籍する学校の教員の話を聞く機会

①一般の在籍クラスの担任・教科担任の教員にはどのような研修が必要だと思いますか。

３ 外国人児童生徒等教育・日本語指導担当ではない教員対象の研修について

実践的な日本語指導法に関する研修

＜経験年数の長い教員への研修＞

外国人児童生徒等教育の重要性を理解してもらう研修

＜経験の浅い教員への研修＞

に変更すべきだと思いますか。

②受講者の外国人児童生徒等教育・日本語指導の経験年数の違いによって，研修内容・形態等をどのよう

例．生活言語と学習言語の違い

・日本語指導の在り方や指導法に関する基礎知識

例．文部科学省の教育施策・指針，県内の外国人の子どもの現状，外国人受け入れの手引き

・外国人児童生徒等教育に関する基本的な情報

だと思いますか。

①新たに外国人児童生徒等教育・日本語指導の担当になる教員／支援者はどのようなことを学んでおくべき

２ 「外国人児童生徒等教育・日本語指導」を担当する教員／支援者に学んでほしい内容について

資料５

県内に外国人散在地区が広がり，学校間を移動するのに時間がかかる

外国人の子どもの数が増加し，一人の教員が担当する子どもの数も増えてきている

課題：日本語指導員の負担が大きい

ーズに対応するためにはどうすればよいですか。

③課題だと感じていることはなんですか。また，その解決には何が必要だと思いますか。参加者の経験やニ

異文化コミュニケーションに関するワークショップ など

学級担任，教務主任，管理職など，立場に応じた対応の方法に関する研修

外国人児童生徒等教育に関する基礎知識が得られる内容の研修

・帰国外国人児童生徒教育研究会

悩みを語り合うなど励ましあうことができる研修

日々の実践を情報交換しあうことができる研修

日本語指導に関する専門的知識，実践的指導法に関する研修

・日本語指導センター校担当者会

②効果的だと感じた研修はどのようなものですか。

（含 ワークショップ形式の参加型研修）

回数：２回／年間

指導実践に関する情報交換

対象：県内の教員（80 名程度）

回数：３回／年間

・帰国外国人児童生徒等教育研究会

対象：日本語指導担当教員（県内 18 名）

・日本語指導センター校担当者会

①主にどのような研修を実施していますか。対象・回数（年間）・内容・形態（活動）

１ 現在「外国人児童生徒等教育・日本語指導」に関して行っている・あるいは行ってきた養成・研修について

Ⅱ

３ 担当経験

２ 職業的経験

１

☑指導主事

求められる養成・研修に関する調査（インタビュー）の記録２

Ⅰ インタビュー対象者に関する基本情報

調査３

資料５

外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

立場

□管理職

□非常勤講師

□ボランティア派遣団体の運営者等

□常勤講師

☑現職教員研修

経験やニーズに対応するためには，1 年目向けの研修のように，経験に応じた研修が必要だと思

い）。

（ 8 ）年

（無回答）

－158－

は，日本語指導担当者だけということではなく，外側の意見を聞くことが必要なので，学

時間が取れなかった。不完全燃焼になった。グループワークは必要。

ない。

研修を受けたときはこうしようと思ったことが，実際の子ども達へのかかわりにあまり生きてい

ーズに対応するためにはどうすればよいですか。

③課題だと感じていることはなんですか。また，その解決には何が必要だと思いますか。参加者の経験やニ

せだといろいろな立場からの話ができる。

って日本語指導をしている人，教員経験者，在籍学級の一般教員，ボランティア，といった組み合わ

教員に来てもらうためには，研修の時間帯を工夫する必要があり，実現が難しい。

本語指導担当者で話し合いをするのが一番良いのでは。そういう研修をしたいが，管理職や一般

・連携については，実際にやっている人に来てもらって，話を聞いた後，管理職等，一般の教員，日

はないので外部の人。そういう人との連携をどうするかは考えなければならない。

・学校の体制として外部の力を借りなければならないことはあるだろう。母語支援者なども教員で

どのような研修が有効だとおもいますか。

４ 学校教員と指導者・支援者が相互の役割を理解し，協働して教育・支援に当たれるようにするためには，

※ ３の項目は，教師対象研修の実施団体の関係者のみのため回答なし

修。指導者からのアンケートもよかった。グループの組み合わせを考えるのが難しい。教員経験もあ

３ 外国人児童生徒等教育・日本語指導担当ではない教員対象の研修について

の結果を持ち寄って，具体の子どもについてどのように指導するかをケース会議のように考えた研

・ベテランの日本語指導担当者には，外部者との連携や発信の仕方を考える研修は必要。

語の専門の人に模擬授業を担当してもらったが，そういう観点は 1 年目も必要。

。実際に各先生が指導している子どもたちの DLA
去年実施した研修で，テーマは「DLA の活用」

②効果的だと感じた研修はどのようなものですか。

について櫻井先生に来てもらう。授業公開も 2 回行う。

級担任や教科担任，日本語教育専門の人などの意見がもらえるとよい。1 年目の人も日本

るグループ形式の研修が必要。初任者がそこに入ることもよい。グループ形式というの

けだと，もう少し突っ込んで聞きたいとか，自分の学校ではこうしているといったやりとりをする

B については，4 月はコース設計，こういった子どもたちの教育の基本を知識として伝える，DLA

・少し経験を積んだ教員：理論を知るというよりは自分たちの実践を持ち寄って検討し合ったりす

だった。来年は午前は座学，午後は活動にしてもらった方がいいという反省が出ていた。話を聞くだ

が，一通り学ぶ。

・初任者：だれかがやっている授業を見る，具体的なコース設計の理論を知る，等，受身的にはなる

担任はどのように受け入れたのかを実践報告してもらった。今年は午前中だけだったので，講義型

に変更すべきだと思いますか。

ある日突然日本語がわからない子どもが来た時に，全校で見ていける体制をどのように作ったのか，

②受講者の外国人児童生徒等教育・日本語指導の経験年数の違いによって，研修内容・形態等をどのよう

ちの課題をどのように感じておられるかを話してもらった。もう一つは少数在籍校の元校長から，

〇〇小中学校の校長が中央研修に参加したのでその内容の伝達と，校内の体制，そういう子どもた

A については，文科省の隔年の調査や本市の調査，日本語指導体制の説明，今年度は配置校である

だと思いますか。

①新たに外国人児童生徒等教育・日本語指導の担当になる教員／支援者はどのようなことを学んでおくべき

ている。

本語指導年 7 回実施。ボランティアもすべてではないが年に何回かは受けてもらえるようにし

の手法にも内容にも限界を感じている。だめだとは思っていないが，マンネリ化している。
２ 「外国人児童生徒等教育・日本語指導」を担当する教員／支援者に学んでほしい内容について

員，サブサポート校，トータルサポート校など，日本語指導教員を配置している学校の教員，日

部講師からもアドバイスをしてもらうことでよりよい研修を実現したいと思っている。最近，研修

B「日本語指導担当者指導力向上セミナー」：日本語指導担当者，特別の教育課程実施生徒在籍校教

を研究することが必要。研修方法も自分一人のポケットでは限られている。研修企画をしている外

A「多文化共生社会実現に向けた研修」
：全市・全校種対象（日本語ボランティアも参加可）年 1 回

員の目は入らない。自分一人でやっていることの限界を感じている。研修についても，研修のあり方

的に見てもらう必要がある。受講者の感想を見て検討する際には，行政の人も関わってくれるが，教

方法に問題があるとすると，アンケートは受講者の感想なので，第三者評価など外部の目で客観

が数値で出てきて，ヒアリングが行われる（セミナーは対象が限定されているので，載せる必要がな

（ 8 ）年

掲載の研修（一般に広く周知する必要のある全市・全校種対象のもの）については，アンケート結果

アンケートを回収して次年度の研修を検討する時に参照する。総合教育センターの研修一覧冊子

④研修成果の評価をどのように行っていますか。その方法に問題があるとすればなんですか。

う。研修は 7 回しかないので，どのように考えるか。また（教員による）教育研究会を作りたい。

①主にどのような研修を実施していますか。対象・回数（年間）・内容・形態（活動）

求められる養成・研修に関するインタビュー

□養成（支援員） ☑支援者研修

□養成（教職）

□大学教員として ☑指導主事として □団体職員として （ 5 ）年

□その他

□地域ボランティア

□教諭

員や管理職にも見てもらって，いろいろな人から声掛けし合えたらいいかなと思う。

解決のためには，できるかどうかわからないが，日常的に授業を見合うだけではなく，在籍校の教

資料５

１ 現在「外国人児童生徒等教育・日本語指導」に関して行っている・あるいは行ってきた養成・研修について

Ⅱ

３ 担当経験

２ 職業的経験

１

☑指導主事

求められる養成・研修に関する調査（インタビュー）の記録３

Ⅰ インタビュー対象者に関する基本情報

調査３

資料５

資料５

□管理職

□非常勤講師

求められる養成・研修に関するインタビュー

（

（

１

）年
）年
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アンケートによる評価：ざっと読んで終わり，というのが現実だが，そこから課題を拾いあげ，次

④研修成果の評価をどのように行っていますか。その方法に問題があるとすればなんですか。

だし，年 4 回と回数が多いので「困る」
。マンネリ化しやすい

・支援者への研修：すべきことが比較的明確なので，研修を企画することについては教員より楽。た

と思って研修を企画するが，それでいいのか，というのがわかりにくいのがこの世界。

格」とすることが必要。何をもって「充足」とするのかが不明なところが課題。その時々には必要

教員は形を求めるので，何をカバーすればいいのかを明確にして，それをクリアすることで「資

・学校教員への研修：意識と必要性の違いが大きいこと。ケースが多様すぎる。

ーズに対応するためにはどうすればよいですか。

③課題だと感じていることはなんですか。また，その解決には何が必要だと思いますか。参加者の経験やニ

い情報を伝えることは必要だと思う。

グループワークの中で，伝えるべきエッセンスが伝わるようにしていかなければならない。新し

・グループワークが効果的

②効果的だと感じた研修はどのようなものですか。

形態：講義，グループディスカッション（情報共有）

・国際教室担当者連絡協議会 悉皆 年 2 回

全市的に深めたいと思って開いている。

この内容になった。学校文書を使い，好評だった。本来は「特別の教育課程」に関する理解を

企画は前任者。ただし，その後参加者からもっとやりたいという要望があったので 2 回とも

今年度の内容：
「やさしい日本語」
「特別の教育課程」 形態：講義とワーク

・帰国外国人教育担当者会（子どもの在籍の有無にかかわらず担当者がいる）悉皆 年 2 回

形態：講義，グループワーク，授業研（今年度はなし）

参加者 45～70 人／登録者 100 人程度 内容：日本語指導の進め方

・支援者（学校派遣）の研修 年 4 回 自由参加（「できるだけ来てください」
）

①主にどのような研修を実施していますか。対象・回数（年間）・内容・形態（活動）

１ 現在「外国人児童生徒等教育・日本語指導」に関して行っている・あるいは行ってきた養成・研修について

Ⅱ

※今年度が担当指導主事の初年

□養成（支援員） □支援者研修

☑現職教員研修

□養成（教職）

□ボランティア派遣団体の運営者等

□常勤講師

３ 担当経験

□その他

□地域ボランティア

□教諭

□大学教員として ☑指導主事として □団体職員として （ １ ）年

立場

２ 職業的経験

１

☑指導主事

求められる養成・研修に関する調査（インタビュー）の記録４

Ⅰチェック項目 （基本的な質問項目）

調査３

資料５

難しい。

教員の能力を高める研修になるかということそうではない。単純に，
「連携すればいい」というのは

すればいいか，という話し合いの中に教員がいることは，教員の，支援者に対する理解は深まるが，

が，それですべて解決するわけではないので積極的に動こうとは思わない。支援者の「領域」で何を

研修の場に違う立場の人が来るのはよいことだと思う（支援者の研修に教員が参加する，など）

ていくことが大切だと思う。

ものために何をするべきかを考えて動くことが重要だと考えているのでそれぞれの立場で力をつけ

分業をきちんとしてそれぞれの役割を果たすことが重要。自分は，それぞれの立場で，自分が子ど

どのような研修が有効だとおもいますか。

４ 学校教員と指導者・支援者が相互の役割を理解し，協働して教育・支援に当たれるようにするためには，

・受ける必要がある。文科の中央研修などの内容を知っていることは重要。

を受ける必要があると思いますが。あるという場合，どのような内容の研修が有用だと思いますか。

③学校の管理職や指導主事等の学校の運営・管理に当たる立場の方にも，この領域の教育についての研修

・初任でもベテランでも，内容は変わらないはず。

②初任教員対象かベテラン教員対象かにより研修内容・形態をどう変更すべきだと思いますか。

くべきだと思う。

はどんなことかを伝える研修をしたい。基本，学級担任は何も知らない。が，地域の現状は知ってお

という不安がある。できるとしたら，編入した児童生徒に対して何をしたらいいのか，日本語指導と

現状では実施されていない。必要性はあると思う。が，立ち上げてどれだけ人が来るかわからない

①一般の在籍クラスの担任・教科担任の教員にはどのような研修が必要だと思いますか。

３ 外国人児童生徒等教育・日本語指導担当ではない教員対象の研修について

とは思うがそうもできない。

当者は毎回変わる。一方，複数年いる場合もあるので，担当年数によって研修内容を変えるべきだ

・担当者の経験年数によって学ぶべき内容は異なると思う。形態なども変えるべきだとは思うが，担

に変更すべきだと思いますか。

②受講者の外国人児童生徒等教育・日本語指導の経験年数の違いによって，研修内容・形態等をどのよう

い。だから，希望研修より，外国人児童生徒が多い学校での校内研のような形のほうが現実的。

は難しいと思う。国際担当になれば「ニーズ」があるので，学ぼうと思うけれど，通常はそうではな

これらはすべての関係者が知っておいてほしい。ただ，教員養成課程に位置づかないと一般教員に

・教育心理のようなものの基本

・児童理解的なもの

・日本語指導に関するエッセンスは知っておきたい

だと思いますか。

①新たに外国人児童生徒等教育・日本語指導の担当になる教員／支援者はどのようなことを学んでおくべき

２ 「外国人児童生徒等教育・日本語指導」を担当する教員／支援者に学んでほしい内容について

聞くことの意味がどれくらいあるかは疑問。それはアンケートで十分わかるので OK

の研修を組む。研修は，企画側の意図があって作られるものなので，受講者側がどう感じたかを

資料５

外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

立場

□管理職

□常勤講師

□大学教員として □指導主事として □団体職員として （

☑現職教員研修
（ 2 ）年

－160－

語指導に関する研修が必要。
（語彙の概念学習の必要性に対する認識等）。

が主となっている場合が多い。母語が確立していない子ども，特により低学年の児童に対する日本

②効果的だと感じた研修はどのようなものですか。

上記（1）
：制度説明会（2 年目）を実施したことで支援体制に関する情報が周知され，支援申請が増

指導員の経験の長い先生は，第二言語としての日本語教育を専門としている人が多く，文法指導

経験年数というよりその人のバックグラウンドによって研修内容を変えるほうがよい。

に変更すべきだと思いますか。

② 受講者の外国人児童生徒等教育・日本語指導の経験年数の違いによって，研修内容・形態等をどのよう

境的な問題として捉える視点を持つ研修が必要。

特別支援の先生は 3 年生までに語彙の習得が必要だという知識等，発達障害の問題ではなく，環

教職経験がある先生には基礎的な日本語の知識に関する研修が必要

成人向けの日本語教育経験者には第二言語と発達言語の違いに関する研修が必要

だと思いますか。

①新たに外国人児童生徒等教育・日本語指導の担当になる教員／支援者はどのようなことを学んでおくべき

２ 「外国人児童生徒等教育・日本語指導」を担当する教員／支援者に学んでほしい内容について

・今回の研修は満足しましたか？ 指導に生かせますか？ ・どんな研修が必要ですか。

研修会の満足度アンケート（H29 年度はうち 2 回のみ実施）

④研修成果の評価をどのように行っていますか。その方法に問題があるとすればなんですか。

難しい

在の形態（すべての担当者会を両者対象とする）なった。回数は参加者の負担を考えると増やすのは

形態：講義形式＋グループワーク

やさしい日本語

内容：ケース検討

回数：1 回（今年度のみ）60 分程度

対象：スクールサポーター（入り込み授業の支援）

（4）スクールサポーター研修

希望があった場合のみ，
（2）のテーマや各校の具体的なケース検討

（3）校内研修

形態：講義形式（+グループワーク（研修テーマ，担当者による）
）

教室の発話，等，年度ごとに計画

外国人児童生徒の日本語支援の基本知識，やさしい日本語，読解能力（国語教科書）
，

うち 2 回は研修：これまでの例

内容：主に情報交換の場。日常の支援や指導の問題を共有し，助言する

回数：年に 6-7 回

（受け入れ校の）日本語指導員，担任
対象：

（2）担当者会

これまでは，指導員の研修（＝担当者会。計 6-7 回）のうち 3 回は担任も参加可とし，情報共有の
場としていたが，担任への研修，両者（担任と指導員）の情報共有の場の必要性という理由から，現

形態：講義形式

ほうがよいかもしれない。

方法など。また情報共有の機会と研修は名称を分けるなどして明確に区別して案内する

マを設定していたが，もっと限定してもよいかもしれない。例えば，日本語能力別の指導

内容：外国人児童生徒に対する奈良市の支援体制に関する説明

回数：年度初めに 1 回

権関係の教員が出席する場合もあり。

対象：各校 1 名。教頭または校長が出席する場合が多い。指導員を派遣している学校は担任や人

＜解決方法＞これまでは全参加者のニーズに合うよう「教科学習」といった抽象的なテー

わってしまう。

（1）悉皆研修

プワークでの事例共有でも，参加者がそれぞれ自身の事例を紹介し，困り感の共有で終

：それぞれの現場でのニーズ（事例）が違いすぎて，テーマを選定するのが難しい。グルー
上記（2）

＜解決方法＞引継ぎの大切さも研修内容に含めたほうがよい。

ーズに対応するためにはどうすればよいですか。
上記（1）
：担当者が代わった際に説明会や研修の内容が引き継がれない。

（ 2 ）年

③課題だと感じていることはなんですか。また，その解決には何が必要だと思いますか。参加者の経験やニ

問題に対する認識が高まる。

上記（3）：校内研修は各校のケースを元に実態を伝えることができるため，校内のすべての教員に

現場の先生方が何に困っているかを具体的に知ることができる。

できない場合でも他校の指導員や担任と日ごろの悩みを共有できる。市教委としても，

ることを奨励し集まって情報交換することに意義がある。指導員と担任とが一緒に参加

①主にどのような研修を実施していますか。対象・回数（年間）・内容・形態（活動）

求められる養成・研修に関するインタビュー

□養成（支援員） ☑支援者研修

□養成（教職）

☑その他（地域ボランティアとして 3 年）

）年

□非常勤講師

□ボランティア派遣団体の運営者等

☑その他（日本語指導コーディネイター）

□地域ボランティア

□教諭

えた。
上記（2）：外国人児童生徒の教育に関わる人が集まる場がないので，指導員と担任と一緒に参加す

資料５

１ 現在「外国人児童生徒等教育・日本語指導」に関して行っている・あるいは行ってきた養成・研修について

Ⅱ

３ 担当経験

２ 職業的経験

１
□指導主事

求められる養成・研修に関する調査（インタビュー）の記録５

Ⅰ インタビュー対象者に関する基本情報

調査３

資料５

資料５

ようだ。（保護者の困り感を把握した上で児童生徒の指導が可能）

要。学校教育関係者がメンバーになっているボランティア団体は学校との連携がうまく行っている

保護者の支援という点からも，学校教育と地域ボランティアとの連携を促進するような研修が必

どのような研修が有効だとおもいますか。

４ 学校教員と指導者・支援者が相互の役割を理解し，共同して教育・支援に当たれるようにするためには，

を受ける必要があると思いますが。あるという場合，どのような内容の研修が有用だと思いますか。

③学校の管理職や指導主事等の学校の運営・管理に当たる立場の方にも，この領域の教育についての研修

② 初任教員対象かベテラン教員対象かにより研修内容・形態をどう変更すべきだと思いますか。

境的な問題として捉える視点を持つ研修が必要。

特別支援の先生は 3 年生までに語彙の習得が必要だという知識等，発達障害の問題ではなく，環

教職経験がある先生には基礎的な日本語の知識に関する研修が必要

①一般の在籍クラスの担任・教科担任の教員にはどのような研修が必要だと思いますか。

３ 外国人児童生徒等教育・日本語指導担当ではない教員対象の研修について

資料５

外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

－161－

求められる養成・研修に関する調査（インタビュー）の記録６

立場

☑現職教員研修

求められる養成・研修に関するインタビュー

□養成（支援員） □支援者研修

□養成（教職）

☑その他 （校長として２年）
（

）年

（ 7 ）年

□大学教員として ☑指導主事として □団体職員として （ 6 ）年

□その他

□ボランティア派遣団体の運営者等

☑管理職（校長） ☑指導主事（前職） □常勤講師 □非常勤講師

□地域ボランティア

□教諭

－162－

・担当者がすぐに交替するので，スキルが積み重なっていかない。一方で，多くの人が，個の教育に

ら新学期が始まる，飛び級の有無というようなこと。

・国による学校教育制度の違いに関する基本情報も重要。例えば，中国は 9 月から，韓国は 3 月か

難しいとして，何をどの順番に教えるかというシラバスの様なもの知っておいた方がよい。

・日本語指導に関わるのであれば，日本語の指導の簡単なプロセスを学ぶべきだ。420 時間の研修は

思いますか。

①新たに外国人児童生徒等教育・日本語指導の担当になる教員／支援者はどのようなことを学んでおくべきだと

２ 「外国人児童生徒等教育・日本語指導」を担当する教員／支援者に学んでほしい内容について

望を尋ねるという方法がよい。

・授業づくりの講座では，参加者にニーズを聞いて，それに合わせて研修を行っていたが，事前に要

・自由記述のアンケートで，勉強になったことを回答してもらっていた。

④研修成果の評価をどのように行っていますか。その方法に問題があるとすればなんですか。

デミックな面での説得性が必要だ。

は，その内容が適当かどうか不安だった。多文化社会コーディネータの研修を受けてみたが，アカ

・子どもに合わせなければならないが，子どもが多様であるために，自分の経験をもとにした講義で

・参加者の経験やニーズに対応するためにはどうすればよいですか。

③課題だと感じていることはなんですか。また，その解決には何が必要だと思いますか。

・授業づくり講座は，ニーズに応じて内容を決定していた。

とっては，研修の場にもなった。

・研修そのものではないが，中学生対象の進学に関する説明会を行ったが，そこに参加した教員に

②効果的だと感じた研修はどのようなものですか。

また，月に１回，自主参加の授業づくり講座を運営し，講義を行った。規模は 1-5，6 人と小さい。

その後 6 年間は，国際理解教育の担当として，授業研究会の講師として学校を訪問。

教育委員会の国際教室担当指導主事として，教室訪問をし指導をした（１年）
。

①主にどのような研修を実施していますか。対象・回数（年間）・内容・形態（活動）

１ 現在「外国人児童生徒等教育・日本語指導」に関して行っている・あるいは行ってきた養成・研修について

Ⅱ

３ 担当経験

２ 職業的経験

１

Ⅰ インタビュー対象者に関する基本情報

調査３

資料５
ついて経験し理解する教員が増えるという考え方もできる。

どのような研修が有効だとおもいますか。

４ 学校教員と指導者・支援者が相互の役割を理解し，協働して教育・支援に当たれるようにするためには，

※ ３の項目は，教師対象研修の実施団体の関係者のみのため回答なし

３ 外国人児童生徒等教育・日本語指導担当ではない教員対象の研修について

験の違いによる。

・この領域に関しては，ベテランも初任も同じ。教師としての経験以上に，外国の子どもに接した経

に変更すべきだと思いますか。

②受講者の外国人児童生徒等教育・日本語指導の経験年数の違いによって，研修内容・形態等をどのよう

・初任者が外国人児童生徒の存在やその教育の問題を知るには，良い機会になる。

資料５

資料５

立場

□管理職

□非常勤講師

□ボランティア派遣団体の運営者等

□常勤講師

☑現職教員研修

求められる養成・研修に関するインタビュー

□養成（支援員） ☑支援者研修

□養成（教職）
（

（

）年
）年

5
5

□大学教員として □指導主事として ☑団体職員として （ 5 ）年

☑その他

□地域ボランティア

□教諭

－163－

・教材理解

・子どもをよく見るという観察力

・自立を促す支援

だと思いますか。

①新たに外国人児童生徒等教育・日本語指導の担当になる教員／支援者はどのようなことを学んでおくべき

２ 「外国人児童生徒等教育・日本語指導」を担当する教員／支援者に学んでほしい内容について

研修会終了後，参加者アンケートをとって，次の研修内容に活かせるようにしている

④研修成果の評価をどのように行っていますか。その方法に問題があるとすればなんですか。

・種をまく。浅くとも広く理解者を増やす

・福島の地域性を考慮して，出張型の研修に切り替えている

・総論的なものではなく，より具体的な，個別的なものにする。その子の課題解決型にする

⇒そのために

・散在地域としての課題として，ニーズが表面化しにくい。ノウハウが蓄積しにくい

・今，目の前にいるその子に必要なものだけが欲しい

・話の一部を切り取って，すべての子どもにも当てはまるかのように誤解されてしまう

ーズに対応するためにはどうすればよいですか。

③課題だと感じていることはなんですか。また，その解決には何が必要だと思いますか。参加者の経験やニ

・実際の教室活動を見せながら，解説・説明を加える。映像化もよいのでは？

・一方向の講義だけではなく，ベテラン支援者から話してもらう事例紹介

②効果的だと感じた研修はどのようなものですか。

＋質疑応答＋ワークショップ（90 分程度）

的な考え方，支援者の心構え，日本語指導プログラム，支援者の役割，具体的な指導方法など，講義

『受け入れの手引き』をもとに，早期適応支援の基本
教員（加配）
・支援者・管理職を対象に 5 回，

①主にどのような研修を実施していますか。対象・回数（年間）・内容・形態（活動）

１ 現在「外国人児童生徒等教育・日本語指導」に関して行っている・あるいは行ってきた養成・研修について

Ⅱ

３ 担当経験

２ 職業的経験

１

□指導主事

求められる養成・研修に関する調査（インタビュー）の記録７

Ⅰ インタビュー対象者に関する基本情報

調査３

資料５

切であることを理解してもらえるような研修

それぞれの役割をよく理解し，報告書やノートのやり取りをするなど，連絡を密にすることが大

どのような研修が有効だとおもいますか。

４ 学校教員と指導者・支援者が相互の役割を理解し，協働して教育・支援に当たれるようにするためには，

※ ３の項目は，教師対象研修の実施団体の関係者のみのため回答なし

３ 外国人児童生徒等教育・日本語指導担当ではない教員対象の研修について

散在地域である本県では経験を積むということは現実的でない

に変更すべきだと思いますか。

②受講者の外国人児童生徒等教育・日本語指導の経験年数の違いによって，研修内容・形態等をどのよう

資料５

外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

□管理職

求められる養成・研修に関するインタビュー

）年

（ 13 ）年

（

－164－

経験の浅い人は，言葉のコントロールや，児童生徒の立場で考えられるようにすること，インプッ

に変更すべきだと思いますか。

②受講者の外国人児童生徒等教育・日本語指導の経験年数の違いによって，研修内容・形態等をどのよう

を作ることも大切。

い。リソースルームをつくっておいて支援者が常にそれを参照して，自分で勉強できるような環境

外国語としての日本語，日本語の教材の内容，学力をつけるためのサポートの仕方を学んでほし

だと思いますか。

①新たに外国人児童生徒等教育・日本語指導の担当になる教員／支援者はどのようなことを学んでおくべき

２ 「外国人児童生徒等教育・日本語指導」を担当する教員／支援者に学んでほしい内容について

を学びに生かしている。

研修を受けたあと，そのことをフィードバックして，自分たちで実践してみることで，研修の効果

④研修成果の評価をどのように行っていますか。その方法に問題があるとすればなんですか。

リライト教材を作っても著作権の問題で，公表できないのが課題である。

補うことが大切である。研修会の経費の問題もあるが，国際化協会から経費を得た。

研修では，自分たちの中から出てきた課題を拾い上げ解決すること，自分たちに足りない部分を

ーズに対応するためにはどうすればよいですか。

③課題だと感じていることはなんですか。また，その解決には何が必要だと思いますか。参加者の経験やニ

立った。子どもを長期的に見守ることを教えていただいた。

加配の先生のお仕事についても学んだ。自分が支援のどこにいるのかマッピングする考え方も役に

リライトの仕方とバンドスケールの考え方が効果的だった。齋藤ひろみ先生から，小川先生から

②効果的だと感じた研修はどのようなものですか。

機会を提供することなどもしている。

ライト教材の研修と開発が中心になった。最近は日本社会を知らない外国人保護者のために学習の

他地域の状況，外国人の子供支援の理論，国語教科書の体系や内容などが中心であった。そののちリ

2005 年に外国人の子どもサポートの会を立ち上げてから，月 1 回の勉強会（研修）をしている。

①主にどのような研修を実施していますか。対象・回数（年間）・内容・形態（活動）

１ 現在「外国人児童生徒等教育・日本語指導」に関して行っている・あるいは行ってきた養成・研修について

Ⅱ

☑養成（支援員） □支援者研修

□現職教員研修

□養成（教職）

）年

□非常勤講師

□ボランティア派遣団体の運営者等

□常勤講師

□大学教員として □指導主事として □団体職員として （

□その他

☑地域ボランティア

□教諭

３ 担当経験

立場

２ 職業的経験

１

□指導主事

求められる養成・研修に関する調査（インタビュー）の記録８

Ⅰ インタビュー対象者に関する基本情報

調査３

資料５

もある。そのような学校・学級では，外国人児童生徒はとまどうことがない。

明確であると外国人児童生徒は入っていきやすい。教室でのやりとりを明確化している学校や学級

営自体が大変そうである。学校のプロセス，教室でのやりとり，教室に入っていくプロセスが生徒に

学校と地域が結びついた研修をしているところもあるが，本県の現状はそうではない。学校の運

どのような研修が有効だとおもいますか。

４ 学校教員と指導者・支援者が相互の役割を理解し，協働して教育・支援に当たれるようにするためには，

きるようにすることと，学校間の情報交換をしてほしい。

校長や教頭への研修も大事である。文科省の手引きをまず本でほしい。学校の中でシステムがで

を受ける必要があると思いますが。あるという場合，どのような内容の研修が有用だと思いますか。

③学校の管理職や指導主事等の学校の運営・管理に当たる立場の方にも，この領域の教育についての研修

②初任教員対象かベテラン教員対象かにより研修内容・形態をどう変更すべきだと思いますか。

児童生徒教育全般についてはすべての教員に知っていてもらいたい。

実際に外国人の子どもを担当していなくても，声がけするとか見守る姿勢が重要である。外国人

①一般の在籍クラスの担任・教科担任の教員にはどのような研修が必要だと思いますか。

３ 外国人児童生徒等教育・日本語指導担当ではない教員対象の研修について

経験を経た人は，自分の経験を周りの人に伝えていくことを学ぶべきである。

トする情報をコントロールすることなどを学ぶべきである。

資料５

資料５

資料６

資料６
外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業
ID

文部科学省委託「外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業」

養成に関するアンケート（教員養成課程・受講者用）
日本語教育学会では、文部科学省の委託を受け、日本語指導が必要な外国人児童生徒等（日本国籍の

児童生徒を含む）の教育を担う先生や支援者の方、教育学部の学生の皆さんのための養成・研修のモデ
ルプログラムの開発を進めております。その基礎調査として、現在、養成・研修の内容を検討するため

にアンケートを実施しています。（アンケート結果は、本事業・研究の目的以外には使用いたしません。
また、個人が特定されることもございません。）是非ご協力いただけますようお願い申し上げます。

日本語教育学会 本事業研究調査部会 齋藤ひろみ（代表 東京学芸大学）

浜田麻里（京都教育大学）
・金田智子（学習院大学）伊東祐郎（東京外国語大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅰ

ご自身について （該当するものに〇 、問いによって数字や✓を記入）
※「外国人児童生徒」には日本国籍で日本語指導が必要または外国にルーツをもつ児童生徒を含む。

①学年 １ 1 年生

２ 2 年生

３ 3 年生

４ 4 年生

②海外に半年以上住んだことがありますか。 １ ある

５ 院生･研究生(現職教員を含む）

２ ない

③外国人児童生徒対象のボランティア活動を行ったことがありますか。
１ 行ったことがある（経験年数

年）

２ 経験なし

④日本語学、日本語教育、外国人児童生徒教育等について学んだことがありますか。
１ ある

２ ない

⑤将来、外国人児童生徒等教育や日本語指導に担当教員として携わってみたいと思いますか。
１ ぜひ携わってみたい

２ 機会があれば携わってみたい

３ できれば携わりたくない

４ 絶対に携わりたくない
Ⅱ

この授業を受講するに当たって

この授業で何を学びたいと思いますか。（該当するもの全てに✓を入れてください。
）
□ 1. 外国人児童生徒等の現状と受入施策
□ 2. 学校での受け入れ体制
□ 3. 外国児童生徒の言語・文化、社会的歴史的背景
□ 4. 外国人児童生徒等の心理と適応
□ 5. 外国人児童生徒教育の理念・理論
1
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□ 6. 言語能力の捉え方
□ 7. 学力・認知的発達と言語習得
□ 8. 日本語指導計画の立て方
□ 9. 日本語指導の方法
□10. 日本語の特徴
□11. 母語・母文化やアイデンティティ
□12. 外国人児童生徒等と周囲との相互理解と学級経営
□13. 外国人児童生徒等のキャリア形成と社会参加
□14. 保護者との連携
□15. 地域の支援状況とネットワーク
□16. その他 具体的に（
Ⅲ

）

外国人児童生徒教育・日本語指導についてのお考え

以下の項目について、自分の考えに最も近い数字に○をつけてください。
例） 英語は小さいころから耳にしていないと、正しい発音ができない。
全くそう思う

そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

そう思わない

全くそう思わない

６・・・・・・５・・・・・・４・・・・・・３・・・・・・２・・・・・１
1.日本で生活していれば、自然に日本語を身に付けられる。

６・５・４・３・２・１

2.日本語で日常の会話ができれば、教科内容が理解できる。

６・５・４・３・２・１

3.家族とは⺟語で話した方がよい。

６・５・４・３・２・１

4.学校教育で、外国人の子どもの文化・言語に触れる活動をするべきだ。

６・５・４・３・２・１

5.日本語学習で最も重要なことは、何度も繰り返し、話したり書いたりして練習することだ。
６・５・４・３・２・１
6.⺟語で読み書きを学んだことがあると、日本語の読み書きを学ぶときにプラスになる。
６・５・４・３・２・１
7.日本語能力が低い児童生徒には、日本語能力に合わせて学習内容も下げた方がよい。
６・５・４・３・２・１
8.⺟語の力を⾼めることが、日本社会で自分の将来を切り開くための資源になる。
６・５・４・３・２・１
9.日本語を上達させるには、日本の習慣や文化に従って行動することが必要だ。
６・５・４・３・２・１
10.日本語の力で最も大事なことは、語彙量を増やすことだ。

６・５・４・３・２・１

受講前の質問はここまでです。次のページに学生番号を記入して提出してください。ご協力ありがとうございました。

2
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回答日

Ⅳ

年

月

日

ID

この授業を受講して
０ 扱われなか

った

１ 参考になら

なかった

⇔

２あまり

⇔

⇔

参考になった

３まあまあ

４

内容

⇔

５非常に

①この授業を受講して、何がどのぐらい参考になりましたか。

1. 外国人児童生徒等の現状と受入施策

５

４

３

２

１

０

2. 学校での受け入れ体制

５

４

３

２

１

０

3. 外国児童生徒の言語・文化、社会的歴史的背景

５

４

３

２

１

０

4. 外国人児童生徒等の心理と適応

５

４

３

２

１

０

5. 外国人児童生徒教育の理念・理論

５

４

３

２

１

０

6. 言語能力の捉え方

５

４

３

２

１

０

7. 学力・認知的発達と言語習得

５

４

３

２

１

０

8. 日本語指導計画の立て方

５

４

３

２

１

０

9. 日本語指導の方法

５

４

３

２

１

０

10. 日本語の特徴

５

４

３

２

１

０

11. 母語・母文化やアイデンティティ

５

４

３

２

１

０

12. 外国人児童生徒等と周囲との相互理解と学級経営

５

４

３

２

１

０

13. 外国人児童生徒等のキャリア形成と社会参加

５

４

３

２

１

０

14. 保護者との連携

５

４

３

２

１

０

15. 地域の支援状況とネットワーク

５

４

３

２

１

０

②

本授業で、最も参考になったことはなんですか。

③

今後、外国人児童生徒等の教育についてどのような授業を受講したいと思いますか。

④

どのようなタイプの授業が効果的だと思いますか。
（該当するもの全てに✔を入れてください。
）
□１ 講義形式

□２ 設定したテーマに関する話し合い

□４ 授業体験・指導案作成・模擬授業等の活動
□６ その他（

□３

□５ 研究授業
）

3
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将来、外国人児童生徒等教育や日本語指導に担当教員として携わってみたいと思いますか。
１ ぜひ携わってみたい

２ 機会があれば携わってみたい

３ できれば携わりたくない

４ 絶対に携わりたくない
Ⅴ

外国人児童生徒教育・日本語指導についてのお考え

以下の項目について、自分の考えに最も近い数字に○をつけてください。
例） 英語は小さいころから耳にしていないと、正しい発音ができない。
全くそう思う

そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

そう思わない

全くそう思わない

６・・・・・・５・・・・・・４・・・・・・３・・・・・・２・・・・・１
1.日本で生活していれば、自然に日本語を身に付けられる。

６・５・４・３・２・１

2.日本語で日常の会話ができれば、教科内容が理解できる。

６・５・４・３・２・１

3.家族とは⺟語で話した方がよい。

６・５・４・３・２・１

4.学校教育で、外国人の子どもの文化・言語に触れる活動をするべきだ。

６・５・４・３・２・１

5.日本語学習で最も重要なことは、何度も繰り返し、話したり書いたりして練習することだ。
６・５・４・３・２・１
6.⺟語で読み書きを学んだことがあると、日本語の読み書きを学ぶときにプラスになる。
６・５・４・３・２・１
7.日本語能力が低い児童生徒には、日本語能力に合わせて学習内容も下げた方がよい。
６・５・４・３・２・１
8.⺟語の力を⾼めることが、日本社会で自分の将来を切り開くための資源になる。
６・５・４・３・２・１
9.日本語を上達させるには、日本の習慣や文化に従って行動することが必要だ。
６・５・４・３・２・１
10.日本語の力で最も大事なことは、語彙量を増やすことだ。

６・５・４・３・２・１

質問は以上です。回答後、学生番号の書かれた表紙を外して提出してください。ご協力ありがとうござ
いました。
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文部科学省委託「外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業」

研修に関するアンケート（現職者研修・受講者用）
日本語教育学会では、文部科学省の委託を受け、日本語指導が必要な外国人児童生徒等（日本国籍の
児童生徒を含む）の教育を担う先生や支援者の方、教育学部の学生の皆さんのための養成・研修のモデ
ルプログラムの開発を進めております。その基礎調査として、現在、養成・研修の内容を検討するため
にアンケートを実施しています。（アンケート結果は、本事業・研究の目的以外には使用いたしません。
また、個人が特定されることもございません。）是非ご協力いただけますようお願い申し上げます。
日本語教育学会 本事業研究調査部会 齋藤ひろみ（代表 東京学芸大学）
浜田麻里（京都教育大学）
・金田智子（学習院大学）伊東祐郎（東京外国語大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅰ

ご自身について （該当するものに〇 、問いによって数字や✓を記入）

※「外国人児童生徒」には日本国籍で日本語指導が必要または外国にルーツをもつ児童生徒を含む。
①年齢
②お立場

１ 20 歳代

２

30 歳代

３ 40 歳代

１ 日本語指導担当教員（幼 小 中

４

50 歳以上

５

60 歳以上

高 中等 特別支援 ）

２ 学級担任、教科担当教員、その他教員（幼 小 中 高 中等 特別支援 ）
３ 管理職

４ その他関連機関職員

６ ボランティア（支援者）
９

５ 教育委員会派遣等の指導員・支援者

７ 学生

その他（

８ 指導主事

）

③外国人児童生徒の支援・教育活動を行っていますか。
１ 行っている（経験年数

年）

２ 以前行っていた（経験年数

年）

３ 経験なし

④日本語、日本語教育、外国人児童生徒教育等について専門機関で学んだことがありますか。
１ ある （ 大学・大学院で

日本語教師養成講座で ）

２ ない

⑤外国人児童生徒等教育・日本語指導に関する研修会等に参加した経験がありますか。
１ ある （
Ⅱ

回程度）

２ ない

本研修への参加に当たって
本研修で何を学びたいと思いますか。
（該当するもの全てに✓を入れてください。）
□ 1. 外国人児童生徒等の現状と受入施策
□ 2. 学校での受け入れ体制
5
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□ 3. 外国児童生徒の言語・文化、社会的歴史的背景
□ 4. 外国人児童生徒等の心理と適応
□ 5. 外国人児童生徒教育の理念・理論
□ 6. 言語能力の捉え方
□ 7. 学力・認知的発達と言語習得
□ 8. 日本語指導計画の立て方
□ 9. 日本語指導の方法
□10. 日本語の特徴
□11. 母語・母文化やアイデンティティ
□12. 外国人児童生徒等と周囲との相互理解と学級経営
□13. 外国人児童生徒等のキャリア形成と社会参加
□14. 保護者との連携
□15. 地域の支援状況とネットワーク
□16. その他 具体的に（
Ⅲ

）

外国人児童生徒教育・日本語指導についてのお考え
以下の項目について、自分の考えに最も近い数字に○をつけてください。
例） 英語は小さいころから耳にしていないと、正しい発音ができない。
全くそう思う

そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

そう思わない

全くそう思わない

６・・・・・・５・・・・・・４・・・・・・３・・・・・・２・・・・・１

1.日本で生活していれば、自然に日本語を身に付けられる。

６・５・４・３・２・１

2.日本語で日常の会話ができれば、教科内容が理解できる。

６・５・４・３・２・１

3.家族とは母語で話した方がよい。

６・５・４・３・２・１

4.学校教育で、外国人の子どもの文化・言語に触れる活動をするべきだ。

６・５・４・３・２・１

5.日本語学習で最も重要なことは、何度も繰り返し、話したり書いたりして練習することだ。
６・５・４・３・２・１
6.母語で読み書きを学んだことがあると、日本語の読み書きを学ぶときにプラスになる。
６・５・４・３・２・１
7.日本語能力が低い児童生徒には、日本語能力に合わせて学習内容も下げた方がよい。
６・５・４・３・２・１
8.母語の力を高めることが、日本社会で自分の将来を切り開くための資源になる。
６・５・４・３・２・１
9.日本語を上達させるには、日本の習慣や文化に従って行動することが必要だ。
６・５・４・３・２・１
6
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10.日本語の力で最も大事なことは、語彙量を増やすことだ。

６・５・４・３・２・１

研修前にお答えいただくのはここまでです。ここから後の質問は研修終了後に回答をお願いします。
Ⅳ

研修に参加して
０ 扱われなか

った

１ 参考になら

なかった

⇔

２あまり

⇔

⇔

参考になった

３まあまあ

４

内容

⇔

５非常に

①研修に参加して、何がどのぐらい参考になりましたか。

1. 外国人児童生徒等の現状と受入施策

５

４

３

２

１

０

2. 学校での受け入れ体制

５

４

３

２

１

０

3. 外国児童生徒の言語・文化、社会的歴史的背景

５

４

３

２

１

０

4. 外国人児童生徒等の心理と適応

５

４

３

２

１

０

5. 外国人児童生徒教育の理念・理論

５

４

３

２

１

０

6. 言語能力の捉え方

５

４

３

２

１

０

7. 学力・認知的発達と言語習得

５

４

３

２

１

０

8. 日本語指導計画の立て方

５

４

３

２

１

０

9. 日本語指導の方法

５

４

３

２

１

０

10. 日本語の特徴

５

４

３

２

１

０

11. 母語・母文化やアイデンティティ

５

４

３

２

１

０

12. 外国人児童生徒等と周囲との相互理解と学級経営

５

４

３

２

１

０

13. 外国人児童生徒等のキャリア形成と社会参加

５

４

３

２

１

０

14. 保護者との連携

５

４

３

２

１

０

15. 地域の支援状況とネットワーク

５

４

３

２

１

０

） ５

４

３

２

１

０

16. その他（II で挙げた内容

②

本研修で、最も参考になったことはなんですか。

③

今後、外国人児童生徒等の教育について研修会に参加したいと思いますか。

④

どのようなタイプの研修が効果的だと思いますか。
（該当するもの全てに✔を入れてください。
）
□１ 講義形式

□２ 設定したテーマに関する話し合い

□４ 授業体験・指導案作成・模擬授業等の活動
□６ その他（

□３

□５ 研究授業
）
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今後、外国人児童生徒等教育や日本語指導に担当教員として携わってみたいと思いますか。
１ ぜひ携わってみたい

２ 機会があれば携わってみたい

３ できれば携わりたくない

４ 絶対に携わりたくない

Ⅴ

外国人児童生徒教育・日本語指導についてのお考え
以下の項目について、自分の考えに最も近い数字に○をつけてください。
例） 英語は小さいころから耳にしていないと、正しい発音ができない。
全くそう思う

そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

そう思わない

全くそう思わない

６・・・・・・５・・・・・・４・・・・・・３・・・・・・２・・・・・１
1.日本で生活していれば、自然に日本語を身に付けられる。

６・５・４・３・２・１

2.日本語で日常の会話ができれば、教科内容が理解できる。

６・５・４・３・２・１

3.家族とは⺟語で話した⽅がよい。

６・５・４・３・２・１

4.学校教育で、外国人の子どもの文化・言語に触れる活動をするべきだ。

６・５・４・３・２・１

5.日本語学習で最も重要なことは、何度も繰り返し、話したり書いたりして練習することだ。
６・５・４・３・２・１
6.⺟語で読み書きを学んだことがあると、日本語の読み書きを学ぶときにプラスになる。
６・５・４・３・２・１
7.日本語能力が低い児童生徒には、日本語能力に合わせて学習内容も下げた⽅がよい。
６・５・４・３・２・１
8.⺟語の力を⾼めることが、日本社会で自分の将来を切り開くための資源になる。
６・５・４・３・２・１
9.日本語を上達させるには、日本の習慣や文化に従って行動することが必要だ。
６・５・４・３・２・１
10.日本語の力で最も大事なことは、語彙量を増やすことだ。

６・５・４・３・２・１

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。
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資料６
外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業
文部科学省委託「外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業」

研修に関するアンケート（NPO 等研修・受講者用）
日本語教育学会では、文部科学省の委託を受け、日本語指導が必要な外国人児童生徒等（日本国籍の

児童生徒を含む）の教育を担う先生や支援者の方、教育学部の学生の皆さんのための養成・研修のモデ
ルプログラムの開発を進めております。その基礎調査として、現在、養成・研修の内容を検討するため

にアンケートを実施しています。（アンケート結果は、本事業・研究の目的以外には使用いたしません。
また、個人が特定されることもございません。）是非ご協力いただけますようお願い申し上げます。

日本語教育学会 本事業研究調査部会 齋藤ひろみ（代表 東京学芸大学）

浜田麻里（京都教育大学）
・金田智子（学習院大学）伊東祐郎（東京外国語大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅰ

ご自身について （該当するものに〇 、問いによって数字や✓を記入）

※「外国人児童生徒」には日本国籍で日本語指導が必要または外国にルーツをもつ児童生徒を含む。
①年齢
②お立場

１ 20 歳代

２ 30 歳代

３ 40 歳代

４ 50 歳以上

５ 60 歳以上

□１ 現子ども対象ボランティア（支援者）

□２ 教育委員会派遣等の現職指導員

□３ 成人対象日本語ボランティア

□４ ボランティア未経験者

□５ 関連機関職員

□７ その他（

□６ 学生

③海外に半年以上住んだことがありますか。

１

ある

）

２ ない

④外国人児童生徒対象の教育やボランティア活動を行ったことがありますか。
１ 行ったことがある（経験年数

年）

２ 経験なし

⑤日本語学、日本語教育、外国人児童生徒教育等について専門機関で学んだことがありますか。
１ ある

２ ない

⑥外国人児童生徒等教育や日本語指導に関する研修等に参加した経験がありますか。
１ ある （

回程度）

⑦学校教員として勤務した経験がありますか。

２ ない
１ ある （

年程度）

２ ない

⑧今後、外国人児童生徒等教育や日本語指導に支援者として携わってみたいと思いますか。
１ ぜひ携わってみたい

２ 機会があれば携わってみたい

４ 絶対に携わりたくない
9

－173－

３ できれば携わりたくない

資料６

Ⅱ

資料６

この研修を受講するに当たって
この研修で何を学びたいと思いますか。（該当するもの全てに✓を入れてください。
）
□ 1. 外国人児童生徒等の現状と受入施策
□ 2. 学校組織や教育行政
□ 3. 学校での受け入れ体制
□ 4. 外国児童生徒の言語・文化、社会的歴史的背景
□ 5. 外国人児童生徒教育の理念・理論
□ 6. 外国人児童生徒等の心理と適応
□ 7. 言語能力の捉え方
□ 8. 学力・認知的発達と言語習得
□ 9. 日本語指導計画の立て方
□10. 日本語指導の方法
□11. 日本語の特徴
□12. 母語・母文化やアイデンティティ
□13. 教科の内容に関する知識
□14. 外国人児童生徒等と周囲との相互理解と学級経営
□15. 外国人児童生徒等のキャリア形成と社会参加
□16. 保護者との連携
□17. 地域の支援状況とネットワーク
□18. その他 具体的に（

Ⅲ

）

外国人児童生徒教育・日本語指導についてのお考え

以下の項目について、自分の考えに最も近い数字に○をつけてください。
例） 英語は小さいころから耳にしていないと、正しい発音ができない。
全くそう思う

そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

そう思わない

全くそう思わない

６・・・・・・５・・・・・・４・・・・・・３・・・・・・２・・・・・１
1.日本で生活していれば、自然に日本語を身に付けられる。

６・５・４・３・２・１

2.日本語で日常の会話ができれば、教科内容が理解できる。

６・５・４・３・２・１

3.家族とは⺟語で話した方がよい。

６・５・４・３・２・１

4.学校教育で、外国人の子どもの文化・言語に触れる活動をするべきだ。

６・５・４・３・２・１

5.日本語学習で最も重要なことは、何度も繰り返し、話したり書いたりして練習することだ。
６・５・４・３・２・１
6.⺟語で読み書きを学んだことがあると、日本語の読み書きを学ぶときにプラスになる。
６・５・４・３・２・１
7.日本語能力が低い児童生徒には、日本語能力に合わせて学習内容も下げた方がよい。
６・５・４・３・２・１
10
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8.⺟語の力を⾼めることが、日本社会で自分の将来を切り開くための資源になる。
６・５・４・３・２・１
9.日本語を上達させるには、日本の習慣や文化に従って行動することが必要だ。
６・５・４・３・２・１
10.日本語の力で最も大事なことは、語彙量を増やすことだ。

６・５・４・３・２・１

研修前にお答えいただくのはここまでです。ここから後の質問は研修終了後に回答をお願いします。

Ⅳ

この研修を受講して
０ 扱われなか

った

１ 参考になら

なかった

⇔

２あまり

⇔

⇔

参考になった

３まあまあ

４

内容

⇔

５非常に

①この研修を受講して、何がどのぐらい参考になりましたか。

1. 外国人児童生徒等の現状と受入施策

５

４

３

２

１

０

2. 学校組織や教育行政

５

４

３

２

１

０

3. 学校での受け入れ体制

５

４

３

２

１

０

4. 外国児童生徒の言語・文化、社会的歴史的背景

５

４

３

２

１

０

5. 外国人児童生徒教育の理念・理論

５

４

３

２

１

０

6. 外国人児童生徒等の心理と適応

５

４

３

２

１

０

7. 言語能力の捉え方

５

４

３

２

１

０

8. 学力・認知的発達と言語習得

５

４

３

２

１

０

9. 日本語指導計画の立て方

５

４

３

２

１

０

10. 日本語指導の方法

５

４

３

２

１

０

11. 日本語の特徴

５

４

３

２

１

０

12. 母語・母文化やアイデンティティ

５

４

３

２

１

０

13. 教科の内容に関する知識

５

４

３

２

１

０

14. 外国人児童生徒等と周囲との相互理解と学級経営

５

４

３

２

１

０

15. 外国人児童生徒等のキャリア形成と社会参加

５

４

３

２

１

０

16. 保護者との連携

５

４

３

２

１

０

17. 地域の支援状況とネットワーク

５

４

３

２

１

０

） ５

４

３

２

１

０

18. その他（II で挙げた内容：

③

本研修で、最も参考になったことはなんですか。
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④

今後、外国人児童生徒等の支援や教育についてどのような研修を受講したいと思いますか。

⑤

どのようなタイプの研修が効果的だと思いますか。
（該当するもの全てに✔を入れてください。
）
□１ 講義形式

□２ 設定したテーマに関する話し合い

□４ 授業体験・指導案作成・模擬授業等の活動

事例を聞く

□５ 研究授業

□６ その他（
⑥

□３
）

今後、外国人児童生徒等教育や日本語指導に支援者として携わってみたいと思いますか。
１ ぜひ携わってみたい

２ 機会があれば携わってみたい

３ できれば携わりたくない

４ 絶対に携わりたくない
Ⅴ

外国人児童生徒教育・日本語指導についてのお考え
以下の項目について、自分の考えに最も近い数字に○をつけてください。
例） 英語は小さいころから耳にしていないと、正しい発音ができない。
全くそう思う

そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

そう思わない

全くそう思わない

６・・・・・・５・・・・・・４・・・・・・３・・・・・・２・・・・・１
1.日本で生活していれば、自然に日本語を身に付けられる。

６・５・４・３・２・１

2.日本語で日常の会話ができれば、教科内容が理解できる。

６・５・４・３・２・１

3.家族とは⺟語で話した方がよい。

６・５・４・３・２・１

4.学校教育で、外国人の子どもの文化・言語に触れる活動をするべきだ。

６・５・４・３・２・１

5.日本語学習で最も重要なことは、何度も繰り返し、話したり書いたりして練習することだ。
６・５・４・３・２・１
6.⺟語で読み書きを学んだことがあると、日本語の読み書きを学ぶときにプラスになる。
６・５・４・３・２・１
7.日本語能力が低い児童生徒には、日本語能力に合わせて学習内容も下げた方がよい。
６・５・４・３・２・１
8.⺟語の力を⾼めることが、日本社会で自分の将来を切り開くための資源になる。
６・５・４・３・２・１
9.日本語を上達させるには、日本の習慣や文化に従って行動することが必要だ。
６・５・４・３・２・１
10.日本語の力で最も大事なことは、語彙量を増やすことだ。

６・５・４・３・２・１

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。
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モデルプログラム（試案）検証

基礎・専

養成・

実施機

門・支援

研修

関・団体

実施一覧

研修・授業名

備考

本報告
書掲載

員
１

基礎

養成

大学

外国人児童生徒教育

報告１

２

基礎

養成

大学

外国人児童生徒教育概説

報告２

３

専門

養成

大学

日本語教育特講Ⅱ

報告３

４

専門

養成

大学

言語習得と発達

国語選修・
専攻の学生

５

専門

養成

大学

児童・生徒のための日本語教育論 B

報告５

６

専門

養成

大学

帰国／外国籍児童生徒教育の研究

現職者多数

７

基礎

研修

学校

校内授業研究会

全教員参加

８

専門

研修

県教委

外国人の子ども支援関係者ネットワーク

経験者

報告６

会議
９

専門

研修

市教委

日本語指導者養成上級講座

経験者

報告４

10

支援員

研修

団体

日本語ボランティアスキルアップ講座

経験者

報告７

11

基礎

研修

県教委

多様な言語文化背景を持つ子どもたちの

担当者・学

ことばとライフコース

級担任

外国人児童生徒への日本語教育－子ども

教員免許更

たちのライフコースと学びの連続性－

新講習

初期指導・教科指導・キャリア教育

立場・経験

12
13

基礎
専門・支

研修
研修

大学
団体

援員

とも多様
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モデルプログラム（試案）検証報告
Ⅰ

１

基本情報
☑ 養成

□ 研修

受講者 人数

42 名

研修・授業名

外国人児童生徒教育

実施機関

教員養成系大学 Ａ

アンケート結果（企画者１人

Ⅱ

受講者 42 人）

１．受講者（受講者アンケートⅠ）
①

1 年生 35 人，2 年生 0 人，3 年生 6 人，4 年生 1 人

② 海外経験 有 7 人，無 35 人
③

外国人児童生徒対象のボランティア経験 有 2 人，無 40 人

④ 教員免許を取得する予定 有 18 人，無 22 人，無回答 2 人
⑤

将来外国人児童生徒教育や日本語指導に担当教員・支援員として携わってみたいか
【事前：回答者 42 人】
ぜひ携わってみたい 17 人，機会があれば携わってみたい 24 人，できれば携わりたくない 1 人
【事後：回答者 38 人】
ぜひ携わってみたい 12 人，機会があれば携わってみたい 25 人，無回答１人

２. 受講者のニーズと企画者の認識（受講者アンケートⅡ，企画者・講師対象アンケートⅡ②）
授業の位置づけが「教養基礎科目」であるため，企画者は「外国人児童生徒教育」の基本的な事柄
についての理解を深めることを目的にし，
「1.現状と課題」～「7.学力・認知発達…」及び「12.外国人
児童生徒等と周囲との相互理解・学級経営」を中心に授業を構成するとともに，講師の方には主に初
期指導や「8.日本語指導計画の立て方」
「9.日本語指導方法」について担当していただいた。
受講者が全項目で 60%以上期待する項目は，順に「11.母語母文化アイデンティティ」「4.心理と適
応」
「1.現状と課題」
「7.学力・認知発達…」
「6.言語能力の捉え方」
「10.日本語の特徴」であり，4 項目
において企画者の意図と重なるものの，
「11.母語母文化アイデンティティ」「10.日本語の特徴」は企
画者が強く意図したものではなかった。
３．成果
（１）受講者のビリーフの変容（回答者 36 人）
項目

前

後

1 日本で生活していれば自然に日本語を身に着けられる

4.51

4.03

-0.48

2 日常会話ができれば教科内容が理解できる

3.26

2.25

-1.01

3 家族とは母語で話す

4.37

5.22

0.85

4 学校教育で外国人の子どもの文化・言語に触れる活動

4.97

5.25

0.28

5 重要なことは繰り返して練習すること

4.80

4.56

-0.24
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6 母語で読み書きを学んだことがあると日本語の読み書きにプラス

4.46

4.97

0.51

7 日本語能力が低い児童生徒には日本語能力に合わせて学習内容を下げる

3.89

4.39

0.50

8 母語を高めることが資源になる

4.49

4.92

0.42

9 日本語を上達させるには日本の文化習慣に従う

3.89

3.11

-0.78

10 語彙量を増やすことが大事

4.03

3.75

-0.28

・15 回の授業を通して，受講者のビリーフが，①「日常会話ができれば教科内容は理解できる」を否
定する方向に，また②「日本語を上達させるには日本の文化習慣に従う」も否定する方向に変容し
ている。一方，③「家族と母語で話すこと」が重要であり，母語が「日本語の読み書きにプラス」
になることを肯定するように変容している。
・
「日本語能力が低い児童生徒には日本語能力に合わせて学習内容を下げる」が上昇していることから，
教科学習と日本語学習の結びつきについても授業で扱う必要があると考えられる。
（２）受講者（38 人）・企画者の評価（アンケート事前Ⅱと事後Ⅳ①）
研修内容 （企画者・講師の意図）

期待値

満足度

企画者評価

１.現状と受け入れ施策

76%

4.36

4

2.学校での受入

53%

4.05

4

3.外国人児童生徒等の言語・文化，社会的歴史的背景

55%

4.36

4

4.外国人児童生徒等の心理と適応

79%

4.38

4

5.外国人児童生徒等教育の理念・理論

47%

4.28

3

6.言語能力の捉え方

63%

4.28

4

7.学力・認知的発達と言語習得

68%

4.51

4

8.日本語指導計画の立て方

42%

4.28

4

9.日本語指導方法

58%

4.26

4

10.日本語の特徴

63%

3.90

0

11.母語母文化アイデンティティ

82%

3.85

3

12.外国人児童生徒等と周囲との相互理解・学級経営

55%

4.03

4

13.外国人児童生徒等のキャリア形成・社会参加

21%

3.64

0

14.保護者との連携

45%

3.67

0

15.地域の支援状況とネットワーク

34%

3.66

0

・満足度が高かった内容（薄い網掛け）は，企画者が意図したものと一致している。
・受講者の期待値は低いが，満足度が高かったもの（濃い網掛け：
「5.外国人児童生徒等教育の理念・
理論」「8.日本語指導計画の立て方」）もあり，学生に「外国人児童生徒教育」に関する新たな知
見をもたらしたと考えられる
（３）受講者

「もっとも参考になったこと」
（アンケートⅣ②）

以下の４つに大別される。具体例をいくつか抜粋する。
① 外国人児童の現状
・外国人の生徒の現状を知れたこと
・外国にルーツのある子どもが日本にきて，どのようなことに困っているのかという事例紹介
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・外国人児童の現状や何が必要なのかよくわかった
・外国人児童に対する学校の対応など，私の周りになかったので初めてしることばかりで参考にな
りました
② 言語習得に関すること
・外国人児童生徒の言語習得に関する問題
・社会生活言語は約 2 年でできるようになるのに学習思考言語は 5 年から 7 年かかること
・外国人児童に日本語を教えるときにはその子の母語の能力がどれぐらいあるかを知ることも大事
であること
・言語習得が年齢によって異なること
③ 文化や適応に関すること
・言語学習の種類，その子の背景や文化などをも考えて接していくこと
・外国人の子どもの文化の受け入れ方について
・外国人の児童や家族が文化の壁に苦しんでいること
・外国人児童生徒等の心理と適応
・外国人児童生徒，保護者が経験している壁
④ （模擬）授業に関すること
・外国人児童に対する模擬授業ができたのがとてもいい経験になりました
・模擬授業，実際にすることで難しさを知れた
・授業内容の準備は子どもの立場から考えること
・日本語指導が必要な生徒に対する授業の組み立て方
・模擬授業での講評
４．今後の研修について
（１）受講者は研修形態に関し，次のように希望している。（受講者アンケートⅣ④）（回答者 40 人）

1.講義

22 人

2.話し合い

17 人

3.事例を聞く

26 人

4.体験

25 人

5.研究授業

6人

・
「事例を聞く」
「体験」が多くなっていることから，1 回生の多い受講者のためには経験が足りない
分，それを補うような従業形態を望んでいることがわかる。
（２）企画者は，課題と形態について次のように述べている。（企画者アンケートⅢ）
＜課題＞ 実際の子どもの状況について体験的に学ぶ必要がある。
日本人学生を相手に模擬授業を行ったが，実際に日本語が母語でない子どもや大人に教え
る機会があることが望ましい。
＜形態＞ 学校や NPO など日本語を母語としない子どもの教育や支援を行っている現場を訪問する，
あるいはボランティアなどを行う機会があればいい。また当事者の話を聞くなど，体験的
な学習が必要。
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モデルプログラム（試案）検証報告
Ⅰ

２

基本情報

☑ 養成

□研修

受講者 人数

学生 46 人

研修・授業名

外国人児童生徒教育概説

実施機関

教員養成系大学 Ｂ

アンケート結果（講師１

Ⅱ

受講者 40）

１．受講者（受講者アンケートⅠ）
① 3 年生 26 人，4 年生 13 人，大学院生 1 人
② 海外経験 有 4 人，無 35 人，無回答 1 人
③

外国人児童生徒対象のボランティア経験 有 6 人（4 か月～1 年），無 34 人

④ 日本語学，日本語教育，外国人児童生徒教育等の学習歴

有 7 人，無 32 人，無回答 1 人

⑤ 将来外国人児童生徒等教育や日本語指導に担当教員として携わってみたいか
【事前】
ぜひ携わってみたい 2 人，機会があれば携わってみたい 30 人，できれば携わりたくない 5 人，
絶対に携わりたくない 1 人，無回答 2 人
【事後】
ぜひ携わってみたい 8 人，機会があれば携わってみたい 29 人，できれば携わりたくない 3 人，
絶対に携わりたくない 0 人
２．受講者のニーズと授業担当者の認識（受講者アンケートⅡ，授業担当者アンケートⅡ①②）
受講者と授業担当者の間で授業内容についての認識に大きなずれがあった。一般の学校教員を目指
す学生，一般教養として学ぶ学生を想定し，目標は「外国人児童生徒に関する基本的な知識を得る」
とした。従って，授業内容の構成については，外国人児童生徒に関わる基本的な知識全般を扱うこと
にした。そのため，
「9．日本語指導の方法」と「10．日本語の特徴」においては，時間的に難しいだ
ろうと考えて，あえて授業の構成内容には含めていなかった。しかし，受講生が最も学びたいとして
いる項目は，
「9．日本語指導の方法」
（40 人中 32 人）であり，2 番目に多かった項目は「4．外国人
児童生徒の心理と適応」
（40 人中 30 人）
，3 番目は「1．外国人児童生徒等の現状と受け入れ施策」と
「3．外国人児童生徒の言語・文化，社会的歴史的背景」
（40 人中 21 人）であった。将来教壇に立と
うとしている教員養成大学の学生は，卒業後にすぐに役立てられる実践力をつけたいという思いから
具体的な日本語指導の方法を知りたいと考え，学級経営をするために必要な心理や適応について学び
たいと望んでいることが推測できる。最も少なかった項目は，「15．地域の支援状況とネットワーク」
（40 人中 2 人）であり，この項目については授業の構成内容とし，NPO 団体の代表をゲストティー
チャーとして話を聞く時間を企画した。
３．成果
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受講者のビリーフの変容（回答者 40 人）（アンケート事前Ⅲと事後Ⅴ）
項目

前

後

差（後－前）

1 日本で生活していれば自然に日本語を身に着けられる

3.75 3.43

-0.32

2 日常会話ができれば教科内容が理解できる

2.30 2.03

-0.27

3 家族とは母語で話す

4.00 4.68

0.68

4 学校教育で外国人の子どもの文化・言語に触れる活動

4.60 4.98

0.38

5 重要なことは繰り返して練習すること

4.15 3.85

-0.30

6 母語で読み書きを学んだことがあると日本語の読み書きにプラス

4.00 5.10

1.10

7 日本語能力が低い児童生徒には日本語能力に合わせて学習内容を下げる

3.83 3.53

-0.30

8 母語を高めることが資源になる

3.98 4.63

0.65

9 日本語を上達させるには日本の文化習慣に従う

3.80 3.83

0.03

10 語彙量を増やすことが大事

3.60 3.45

-0.15

10 項目の中で最も変容が見られた項目は，
「6 母語で読み書きを学んだことがあると日本語の読み書
きにプラス」であった。次に「3 家族とは母語で話す」，「8 母語を高めることが資源になる」の順で
変容がみられたことから，母語力に関するすべての項目において，学生達は，ビリーフの変容が見ら
れたと言える。マイナスに変化した項目数 5 項目の中の 4 項目（1，2，5，10）の主な内容が，日本で
の生活や日本語に慣れること，繰り返しの練習や語彙量を増やすことの重要性をあらわすものであっ
た。学生達が日本語だけを重要視する考えから母語の重要性にも意識がいくようになったためだと考
えられる。
（２）受講者（40 人）・授業担当者の評価（アンケート事前Ⅱと事後Ⅳ①）
研修内容 （企画者・講師の意図）

期待値

満足度

1.外国人児童生徒等の現状と受け入れ施策

53%

4.13

4

2. 学校での受け入れ体制

45%

4.03

4

3. 外国人児童生徒等の言語・文化，社会的歴史的背景

53%

4.10

3

4. 外国人児童生徒の心理と適応

75%

3.95

2

5. 外国人児童生徒教育の理念・理論

35%

3.90

4

6. 言語能力の捉え方

28%

3.95

4

7. 学力・認知的発達と言語習得

28%

3.70

4

8. 日本語指導計画の立て方

35%

3.20

1

9. 日本語指導方法

80%

3.58

2

10.日本語の特徴

38%

3.05

2

11. 母語・母文化やアイデンティティ

25%

3.78

3

12. 外国人児童生徒等と周囲との相互理解と学級経営

45%

3.93

2

13. 外国人児童生徒等のキャリア形成と社会参加

25%

3.88

3

14.保護者との連携

38%

3.78

3

15.地域の支援状況とネットワーク

5%

3.80

4

16.その他

0%
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学生が最も満足した項目は，
「1.外国人児童生徒等の現状と受け入れ施策」（満足度 4.13），2 番目
は「3. 外国人児童生徒等の言語・文化，社会的歴史的背景」（満足度 4.10），3 番目が「2. 学校で
の受け入れ体制」（満足度 4.03）となり，満足度 4（参考になった）をいずれも超えていた。授業担
当者の自己評価と学生の満足度を比較すると，いずれも講師評価よりも学生満足度が上回っていた。
学生が授業に最も期待した「9.日本語指導の方法」
（80％）の満足度においては 3.58 であり，講師の
自己評価 2（あまり）を上回っていた。このことから，これらの項目においては，授業担当者が思って
いる以上に学生は満足していたと言える。授業担当者の自己評価よりも満足度が低かった項目は，
5.6.7.15 の 4 項目であったが，これらの満足度はいずれも 3.5 を超えており，それほど授業担当者の
自己評価を下回っているというわけではない。全体的に言えることは，学生の期待は，5％～80％と項
目によってかなりの違いがあったが，満足度を見てみると，3.5 以上のものがほとんどであり項目間で
それほど大きな差はなかった。
（３）受講者

「もっとも参考になったこと」
（アンケートⅣ②）

・現状，一つ一つの事例と対応
・ブラジル人学校，定時制など現場の話から子ども達を多面的に知ることができた
・言語能力（日常会話能力と学習言語能力，日本語との関係）
・母語の重要性
・子どもが抱えている困難（母語を忘れることや文化の違い）
・子どもの背景を知ること
・子どもの不安や悩み，それに対する学校や事業の対応
・子どもへの接し方
・子どもを囲む学校や地域コミュニティの取り組みや実態
・家庭や地域など学校以外の機関の連携の必要性
考えさせることの必要性，持っている知識からスタートすることの重要性
・言語習得のプロセス
・指導案についてグループでの意見交換
・子どもに対する考え方
・心理
・学校体制
・親との連携
・バイリンガル教育についての留意点
・子どもや保護者への対応
・指導法
・日本語指導が必要な子どもはどんな子どもか
・取り出しの影響
４．今後の授業について
（１）今後，どのような授業を受講したいか（受講者アンケートⅣ③）
・実際に外国人の子どもや大人とグループで話すことができるもの
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・指導実践，指導案作成，指導計画の立て方
・学校現場でのケーススタディー
・実際の学校現場のビデオを見る
・簡単な日本語での授業
・学校全体で協力すること
・学級経営
・リライト教材を作る
・様々な外部講師を招いての授業
・実際の現場をもっと知ることができるもの
・実際に子どもと関わる，学校に行く
・具体的な教材
（２）受講者は研修形態に関し，次のように希望している。（受講者アンケートⅣ④）（回答者 40 人）

1.講義

25 人

2.話し合い

16 人

3.事例を聞く

28 人

4.体験

19 人

5.研究授業

4人

6．その他（フィールドワーク）

1人

（３）授業担当者は，課題と形態について次のように述べている（授業担当者アンケートⅢ）
【課題】
日本語指導計画の立て方，実践力をつける授業。学生たちの多くが教員を志望であり，教員採用
試験に合格している学生もいることから，実際の現場を知ることができ，実践力をつける授業が必
要である。
【形態】
様々な方面の外部講師から実際の現場の話を聞くような授業であったり，学生自らが学校現場で
子どもと関わることができるような授業形態を取り入れる必要がある。
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モデルプログラム（試案）検証報告
Ⅰ

３

基本情報
☑ 養成

□研修

受講者 人数

学部 3，4 年生 22 人

研修・授業名

日本語教育特講Ⅱ

実施機関

総合大学

アンケート結果（講師１

Ⅱ

受講者 21：事前事後回答したもの 19，事後のみ回答したもの 2）

１．受講者（受講者アンケートⅠ）
① 3 年生 17 人，4 年生 2 人
② 海外経験 有 2 人（留学生）
，無 17 人
外国人児童生徒対象のボランティア経験 有 1 人（1 年）， 無 18 人

③

④ 教員免許取得予定 有 12 人，無 7 人
⑤ 将来外国人児童生徒等教育や日本語指導に担当教員として携わってみたいか
【事前】
ぜひ携わってみたい 5 人，機会があれば携わってみたい 13 人，できれば携わりたくない 1 人，
【事後】
ぜひ携わってみたい 3 人，機会があれば携わってみたい 11 人，無回答 5 人，
２．受講者のニーズと授業担当者の認識（受講者アンケートⅡ，授業担当者アンケートⅡ①②）
この授業は「日本語教員養成課程」に位置付けられており，受講者の中にはすでに成人への日本語
教育の授業づくりや実習経験のある学生もいた。このため，授業担当者は「成人への指導との違いを
発達や子どもたちの背景からとらえられるようになること」を重視した。また，前半を広く国内の外
国人児童生徒等の状況や課題に関する知識，後半を日本語指導の方法とした。日本語教員養成の別の
授業で扱っている日本語の特徴や学校教員として必要な事項（教科の知識，保護者との連携）は明確
にはシラバスに位置付けなかった。
受講者が学びたいと考えた項目は「4．外国人児童生徒の背景」「10．日本語指導の方法」が 19 人
中 15 人，「1．現状と受入施策」「3．受け入れ体制」「6．外国人児童生徒の心理と適応」
「9．指導計
画の立て方」が 19 人中 13 人であった。これまで学んできた成人への授業づくりにも共通する項目が
上がっていると考えられる。その一方で「7．言語能力の捉え方」は 19 人中 3 人と最も低かった。
３．成果
（１）

受講者のビリーフの変容（回答者 19 人）（アンケート事前Ⅲと事後Ⅴ）
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項目

前

後

差（後－前）

1 日本で生活していれば自然に日本語を身に着けられる

3.47

3.20

-0.27

2 日常会話ができれば教科内容が理解できる

3.11

2.13

-0.97

3 家族とは母語で話す

4.53

4.87

0.34

4 学校教育で外国人の子どもの文化・言語に触れる活動

4.95

5.00

0.05

5 重要なことは繰り返して練習すること

4.63

3.73

-0.90

6 母語で読み書きを学んだことがあると日本語の読み書きにプラス

4.37

5.07

0.70

7 日本語能力が低い児童生徒には日本語能力に合わせて学習内容を下げる

3.58

3.47

-0.11

8 母語を高めることが資源になる

4.42

4.93

0.51

9 日本語を上達させるには日本の文化習慣に従う

3.84

3.40

-0.44

10 語彙量を増やすことが大事

4.16

3.53

-0.62

最も大きな変容が見られた項目は「2 日常会話ができれば教科内容が理解できる」であった。全体と
して，生活言語能力と学習言語能力の違いや日本語習得における母語の重要性に変容が見られ，繰り
返しや語彙の学習だけでは外国人児童生徒等への指導として十分でないことなどへの気づきがあった。
（２）受講者（19 人）・授業担当者の評価（アンケート事前Ⅱと事後Ⅳ①
期待値

満足度

担当者

1 外国人児童生徒等の現状と受け入れ施策

68.4%

4.33

4

2 学校組織や教育行政

42.1%

4.05

2

3 学校での受け入れ体制

68.4%

4.14

4

4 外国人児童生徒の言語・文化，社会的歴史的背景

78.9%

4.38

4

5 外国人児童生徒教育の理念・理論

42.1%

4.14

4

6 外国人児童生徒等の心理・適応

68.4%

4.48

4

7 言語能力の捉え方

15.8%

4.19

4

8 学力・認知的発達と言語習得

47.4%

4.29

4

9 日本語指導計画の立て方

68.4%

4.29

2

10 日本語指導の方法

78.9%

4.33

3

11 日本語の特徴

26.3%

3.52

0

12 母語・母文化やアイデンティティ

42.1%

4.24

3

13 教科の内容に関する知識

26.3%

3.86

0

14 外国人児童生徒等と周囲との相互理解と学級経営

42.1%

4.10

1

15 外国人児童生徒等のキャリア形成と社会参加

31.6%

3.71

1

16 保護者との連携

31.6%

3.90

2

17 地域の支援状況とネットワーク

36.8%

3.90

2

全体として，受講者の満足度は高かった。
「学びたい」としていた項目及び担当者の評価との関係で
いうと，期待値・満足度・評価とも高い項目と（A 群：太字），期待値は低いが満足度・評価が高い項
目（B 群：網掛け）がある。また期待値も評価もそれほど高くないが満足度が「4」を超える群（C 群：
網掛け＋太字）も見られた。B 群については，発達段階にある年少者への指導であるがゆえに重要と
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される点に受講者が気付いたことが満足度の要因であると推測される。同様に，C 群は受講者にとっ
て新しい情報が多く，印象に残ったのではないかと考えられる。
（３）受講者「もっとも参考になったこと」（アンケートⅣ②）※事後のみ回答した 2 人を含む計 21 人
・外国人児童生徒の文化や言語背景
・外国人児童生徒の文化的背景や心理状態の実例から，子どもたちに必要なことがわかったこと
・子どもたちに寄り添った支援の方法
・外国人児童の立場，教師の現場がよく分かった
・多様な子どもに教えるということ
・外国人児童の学習意欲の維持の大切さ
・学習言語能力と生活言語能力についての説明
・教科担当と連携して学習言語を身につけさせなくてはならないということ
・日本語指導の方法
・日本語テキスト，指導資料を見比べ，
「日本語テキスト」といっても幅広く，メリットデメリット
が存在した。今後自分が教材を選ぶときにどうすればいいか分かった
４．今後の授業について ※事後のみ回答した 2 人を含む計 21 人
（１）今後，どのような授業を受講したいか（受講者アンケートⅣ③）
・外国人保護者のことを勉強したい
・指導方法やかかわり方
・実際に外国人児童生徒と何らかの形で関われる授業
・心のケアの方法について
・実際の具体的な話を聞いたり映像をもっと見たい
（２）受講者は研修形態に関し，次のように希望している。（受講者アンケートⅣ④）

1.講義

12 人

2.話し合い

17 人

3.事例を聞く

15 人

4.体験

8人

5.研究授業

2人

6．その他

0人

（３）受講者がさらに高めることを期待される力とそのための内容・形態（授業担当者アンケートⅢ）
【高める力】
具体的場面で，自分で考え判断できるようになること。知識でなく，実践につながる力。
【内容と形態】
想像以上に「年少者」に関する知識経験がなく，結果として広く浅く知識を与えることで終わっ
てしまった。実践力を身につけるにはこれを基礎としてその上に演習・実践型の授業が必要だと思
う。
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モデルプログラム（試案）検証報告
Ⅰ

基本情報
□ 養成

Ⅱ

４

☑研修

受講者 人数

現職教員・国際教室担当教員 30 人

研修・授業名

日本語指導者養成上級講座

実施機関

〇〇市教育委員会

アンケート結果（企画者１

講師２

受講者 26）

１．受講者（受講者アンケートⅠ）
① 20 代３人，30 代５人，40 代５人，50 代 10 人，60 歳以上２人，不明１人
② 日本語指導担当者 18 人，一般教員８人
③ 日本語指導・支援経験
④ 専門機関での学習歴
⑤ 研修会参加経験

現在担当 20 人，以前担当４人，経験無 2 人
有 15 人，無 11 人

有 24 人，無 3 人

企画者は日本語指導担当教員に加え一般教員を想定。講師は担当教員のみを想定。
２．受講者のニーズと企画・講師の認識（受講者アンケートⅡ，企画者・講師対象アンケートⅡ②）
研修の目的に関しては，受講者の間で，研修内容についての認識に大きなずれがある。
受講者が外国人児童生徒等教育に関して全般的学ぶことを期待しているのに対し，企画・講師企画
者は「上級講座」であることへの意識が強く，特に，講師は「日本語と教科の統合学習」の実践力の
強化に焦点化されている。
・受講者：全項目で 10 人以上が「学びたい」とし，60%以上が期待する項目は，順に「4.心理と適応」
「9.日本語の指導方法」
「1.現状と課題」
「7.学力・認知発達…」
「6.言語能力の捉え方」であった。
・企画者：目的を受講者に日本語指導に関する知見や指導力をより深めて頂くことで日本語指導力向
上の機会を提供するとし，内容としては「4.心理と適応」
「6.言語能力の捉え方」
「7.学力・認知
発達と言語習得」
「8.日本語指導計画の立て方」
「9.日本語指導の方法」で構成したいと考えてい
る。
・講師：日本語と教科の統合学習の重要性と計画を立てる手順を理解し，対象児童生徒及び教科単元
を想定して学習指導計画を作成することができる。作成した学習指導計画のグループ協議を通
し，理解を深めて実施に向けた具体的なイメージを形成することができる。講師は，この目的
に沿って，内容を７．８．９で構成している。
３．成果
（１）

受講者のビリーフの変容（回答者 21 人）
項目

前

後

差（後－前）

1 日本で生活していれば自然に日本語を身に着けられる

2.76 2.62

-0.14

2 日常会話ができれば教科内容が理解できる

2.14 1.71

-0.43
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3 家族とは母語で話す

4.60 4.76

0.15

4 学校教育で外国人の子どもの文化・言語に触れる活動

4.95 4.67

-0.30

5 重要なことは繰り返して練習すること

4.36 3.62

-0.74

6 母語で読み書きを学んだことがあると日本語の読み書きにプラス

5.24 5.38

0.14

7 日本語能力が低い児童生徒には日本語能力に合わせて学習内容を下げる

2.95 2.78

-0.28

8 母語を高めることが資源になる

4.50 4.58

0.03

9 日本語を上達させるには日本の文化習慣に従う

3.69 3.57

-0.12

10 語彙量を増やすことが大事

4.10 4.05

-0.05

（２）受講者 （26 人）・企画者 ・講師の評価（アンケートⅣ 「参考になったか」の回答）
研修内容 （企画者・講師の意図）

期待値

満足度

1-6 回答

企画者

講師

１.現状と受け入れ施策

69%

3.44

18 人

０

０

2.学校での受入

54%

3.37

19

３

３

3.外国人児童生徒等の言語・文化，社会的歴史的背景

50%

3.32

19

０

０

4.外国人児童生徒等の心理と適応

85%

3.90

21

０

４

5.外国人児童生徒等教育の理念・理論

38%

3.55

22

４

３

6.言語能力の捉え方

58%

4.30

23

４

３

7.学力・認知的発達と言語習得

62%

4.39

23

４

４

8.日本語指導計画の立て方

54%

4.39

23

４

４

9.日本語指導方法

73%

4.35

23

４

４

10.日本語の特徴

46%

3.27

22

０

０

11.母語母文化アイデンティティ

23%

3.29

21

０

０

12.外国人児童生徒等と周囲との相互理解・学級経営

42%

3.30

20

０

０

13.外国人児童生徒等のキャリア形成・社会参加

42%

2.95

19

０

０

14.保護者との連携

42%

2.71

17

０

０

15.地域の支援状況とネットワーク

31%

2.75

16

０

０

16.その他

4%

3.50

2

（３）受講者

「もっとも参考になったこと」
（アンケートⅣ②）

０

・教科の指導をしながら日本語の指導をする視点
考えさせることの必要性，持っている知識からスタートすることの重要性
・言語習得のプロセス
・指導案についてグループでの意見交換
４．今後の研修について
（１）受講者は研修形態に関し，次のように希望している。
（受講者アンケートⅣ④） （回答者 23 人）

1.講義

14 人
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2.話し合い

14 人

3.事例を聞く

11 人

4.体験

12 人

5.研究授業

7人

（企画者・講師アンケートⅢ）
（２）企画者及び講師は，課題と形態について次のように述べている。
【課題】
企画者：教科と日本語の統合学習のための指導力。担任と連携しながら指導できるコミュニケ
ーション力。
講師：
「日本語」の授業を計画，実践できる力。そのあとで今回の研修を受講するのが望ましか
ったと思う。
【形態】
企画者：聞いて終わりではなく，参加者が主体的に学べる研修
講師：授業の相互検討を行うなどの機会を研修として組む。
講義だけでなく，ワークショップや話し合いの時間を組み込んだ研修。

－190－

資料７
外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

モデルプログラム（試案）検証報告
Ⅰ

基本情報
☑ 養成

Ⅱ

５

□ 研修

受講者 人数

学部 2, 3 年生 6 人 大学院生 1 人 留学生 2 人 計 9 人

研修・授業名

児童・生徒のための日本語教育論Ｂ

実施機関

教員養成系大学 Ｃ

アンケート結果（講師１

受講者 5）

１．受講者（受講者アンケートⅠ）
① 学部 2 年生 1 人，3 年生 3 人，大学院生・現職者 1 人
② 海外経験 無 5 人
③

外国人児童生徒対象のボランティア経験 有 2 人，無 3 人

④ 日本語学，日本語教育，外国人児童生徒教育等の学習歴

有 4 人，無 1 人

⑤ 将来外国人児童生徒等教育や日本語指導に担当教員として携わってみたいか
【事前】
ぜひ携わってみたい 2 人，機会があれば携わってみたい 3 人
【事後】
ぜひ携わってみたい 3 人，機会があれば携わってみたい 2 人
２．受講者のニーズと企画・講師の認識（受講者アンケートⅡ，企画者・講師対象アンケートⅡ②）
・受講者：学びたいという期待値が 50％を下回った項目は「１.現状と受け入れ施策」
「5.外国人児童
生徒等教育の理念・理論」
「10.日本語の特徴」
「11.母語母文化アイデンティティ」
「13.外国人児
童生徒等のキャリア形成・社会」である。実は対象となったこの授業は前期の「児童・生徒の
ための日本語教育論Ａ」と後期の「児童・生徒のための日本語教育論Ｂ」が対になる形で設計
されている。前期はいわば「理論編」として，外国人児童生徒を取り巻く社会状況，制度，外
国語としての日本語の特徴等を扱っている。そして後期には「実践編」として，日本語指導計
画の作成，日本語プログラムの指導案作成や模擬授業などを行っている。そのことはシラバス
にも書かれているし，前期のＡでもそのことは説明している。ここで期待値が 50％を下回った
内容はちょうどＡの授業ですでに取り扱ったものと重複する。そのため受講生の期待値も低く
なっており，授業企画者である講師の企画意図が正しく受講者に理解されていると言える。
一方，満足度については，どれも「3 まあまあ」以上となっており，講師が扱っていないと
考えている内容についても学べたという意見が多い。
・講師：興味深いのは，講師があまり扱ったと考えていない（０〜３と回答している）項目でも，期
待値が高い項目（例えば「4.外国人児童生徒等の心理と適応」や「5.外国人児童生徒等教育の理
念・理論」等）は，満足度が高くなる傾向があることである。受講者が興味を持ち，知りたい
と思っている内容については，アンテナの感度がよくなるため，講師がそのように意識してい
なくても，その内容の文脈にひきつけて学んでいくということかもしれない。
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３．成果
（１）

受講者のビリーフの変容（回答者 5 人）
前

後

1 日本で生活していれば自然に日本語を身に着けられる

3.80

3.40

-0.40

2 日常会話ができれば教科内容が理解できる

1.60

2.60

1.00

3 家族とは母語で話す

3.80

4.20

0.40

4 学校教育で外国人の子どもの文化・言語に触れる活動

5.40

5.80

0.40

5 重要なことは繰り返して練習すること

3.80

4.20

0.40

6 母語で読み書きを学んだことがあると日本語の読み書きにプラス

4.20

4.00

-0.20

7 日本語能力が低い児童生徒には日本語能力に合わせて学習内容を下げる

3.40

3.00

-0.40

8 母語を高めることが資源になる

4.20

4.60

0.40

9 日本語を上達させるには日本の文化習慣に従う

3.40

3.40

0.00

10 語彙量を増やすことが大事

3.40

4.40

1.00

項目

差（後－前）

回答者数が少ないため，この結果から一般化した結論を導き出すことは難しいが，比較的大きく変容
したビリーフとして「2 日常会話ができれば教科内容が理解できる」
「10 語彙量を増やすことが大事」が
ある。講師側が意図した方向性「教科内容は日常会話ができても簡単には理解できない」とは逆の方向
性への変容が現れているばかりか，いずれも事後と事前の差の平均が 1.0 となっていることから，ほぼ
全員が意図とは反対の方向にビリーフが変容したことを示している。
一つの原因として考えられるのは，授業の中で日常会話が何とかできる段階の子どもの日本語能力を
踏まえて，授業での学習に参加できるような力に引き揚げるための日本語学習指導案の作成を繰り返し
行ったことである。そのため，
「日常会話ができていれば，それを土台として教科の学習に参加できる力
を養う教育は可能」という意味にこのビリーフの文言が理解されたのではないかと考えられる。
（２）受講者（5 人）・講師の評価（アンケートⅣ 「参考になったか」の回答）
研修内容 （企画者・講師の意図）

期待値

満足度

講師

１.現状と受け入れ施策

40%

3.80

０

2.学校での受入

60%

4.00

０

3.外国人児童生徒等の言語・文化，社会的歴史的背景

60%

3.60

０

4.外国人児童生徒等の心理と適応

80%

4.00

０

5.外国人児童生徒等教育の理念・理論

20%

4.20

３

100%

4.60

５

7.学力・認知的発達と言語習得

80%

4.60

４

8.日本語指導計画の立て方

80%

4.80

５

9.日本語指導方法

60%

4.80

５

10.日本語の特徴

20%

3.40

２

11.母語母文化アイデンティティ

40%

3.00

２

6.言語能力の捉え方
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12.外国人児童生徒等と周囲との相互理解・学級経営

60%

4.00

３

13.外国人児童生徒等のキャリア形成・社会参加

40%

3.80

０

14.保護者との連携

60%

3.60

０

15.地域の支援状況とネットワーク

60%

4.00

０

16.その他

0

0

０

（３）受講者

「もっとも参考になったこと」
（アンケートⅣ②）

・日本語指導計画，指導の方法
・日本語の能力に応じたプログラムの考え方の事例を聞くことができてよかったです
・日本語学習指導計画の立て方（どんなところが難しくてどう支援するか）
・日本語指導のプログラムを実際に作ってみたこと
・今，外国人児童生徒がどんな状況に甘んじているのかがわかったこと。また，そのために何をすれ
ばいいのか大まかにでもつかめたこと
Ⅱの１．に記したように，わずかであるが「日本語指導にぜひ携わってみたい」の人数が 2 人から 3
人に増えている。実際の日本語指導プログラムを作ってみることで，この領域で働くことに興味を持つ
受講生が増えたことは評価できるであろう。
４．今後の研修について
（１）受講者は研修形態に関し，次のように希望している。（受講者アンケートⅣ④）

1.講義

4人

2.話し合い

5人

3.事例を聞く

4人

4.体験

4人

5.研究授業

4人

（回答者 5 人）

（２）今後どのような授業が受けたいかについて，受講者と講師は以下のように回答している（企画者・
講師アンケートⅢ）
・授業を実際にしている先生からお話を聞くことができる授業
・今回は実践的なものでしたが，知識や現状を学ぶ授業も受講したいです
・外国人児童生徒の心理状態について
・やさしい日本語についてもう少し深められるといい
・実践例を見たり，実際に外国人児童生徒と触れあう授業
（３）どのようなタイプの授業が効果的かについて，以下のように分析できる。
受講者：実は，現職教員以外の受講者は，すべての形態に〇を付けていた。学ぶべき内容にあ
わせて多様な方法で学びたいということとも理解できるが，学部生であるだけに，ま
だまだこんな力を付けたいから，このような方法で，といった，方法と学びとの相互
作用にまで十分焦点が絞れていないとも考えられる。
講師：今学期の授業では，現職教員の他，実際に日本語指導ボランティアを体験している学生
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や特別支援教育を専門として学んでいる学生等多様な受講生がいた。この授業は例年
グループで指導案を作成する作業を行うことが多いが，今年は講師が指導案や模擬授
業への講評を述べるだけではなく，評価のポイントを示した上でグループで話し合い
ながら授業の改善点を考えるという作業を増やした。
「話し合い」が全ての受講生に効
果的とされているのは，このグループでの話し合いによる振り返りの作業が好評であ
ったとものと考えられるだろう。
今後の課題としては，日本語指導が必要な児童生徒に実際に会ったことのない受講
生に具体的なイメージを持ってもらうにはどうすればよいかを考える必要がある。受
講生からのコメント４.（２）でも「実践例」「触れあう授業」といった提案が上がっ
ているし，
「やさしい日本語」についても，日本語指導が必要な子どもたちと日本語を
使ってうまくコミュニケーションをする体験をしたいという要望であると理解できる。
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モデルプログラム（試案）検証報告
Ⅰ

基本情報
☑ 養成

Ⅱ

６

□ 研修

受講者 人数

現職教員 2 人，大学院生

研修・授業名

帰国/外国籍児童生徒教育の研究

実施機関

教員養成系大学 Ｃ

アンケート結果（企画者１

2 人，留学生 4 人

受講者 3）

１．受講者（受講者アンケートⅠ）
① 大学院生・現職者 3 人
② 海外経験 有 1 人，無 2 人
③

外国人児童生徒対象のボランティア経験 有 1 人，無 2 人

④ 日本語学，日本語教育，外国人児童生徒教育等の学習歴

有1人

⑤ 将来外国人児童生徒等教育や日本語指導に担当教員として携わってみたいか
【事前】
機会があれば携わってみたい 3 人，
【事後】
ぜひ携わってみたい 1 人，機会があれば携わってみたい 2 人
２．受講者のニーズと企画・講師の認識（受講者アンケートⅡ，企画者・講師対象アンケートⅡ②）
・受講者：
「10.日本語の特徴」以外の項目は，少なくとも１名が「学びたい」としていた。全員が学
びたいとしたのは「4.心理と適応」
「9.日本語の指導方法」
「11. 母語・母文化やアイデンティテ
ィ」
「12. 外国人児童生徒等と周囲との相互理解と学級経営」であり，２人（66％）以上が「学
びたい」としたのは「2. 学校での受け入れ体制」
「6. 言語能力の捉え方」
「13. 外国人児童生徒
等のキャリア形成と社会参加」
「14. 保護者との連携」
「15. 地域の支援状況とネットワーク」で
あった。
・企画者：この講義は学校教育や支援等の現場で実際に児童生徒の教育や支援に携わっている方を毎
回ゲストスピーカーに招いて行う授業である。本来は１週毎にニーズと評価を調べることがで
きればより詳細な結果が得られたかもしれないが，煩瑣であるため，１学期（15 週間）の授業
の総括としてアンケートを行った。
それぞれの内容については，ほとんど全てがどの講義でも話題として取り上げられる可能性
を持っていた。むしろ，講師の意図としては，外国人児童生徒等の課題は，日本語なら日本語，
文化なら文化と明確に分けられるものではなく，様々な課題をマクロな背景に位置づける視点
や，複数の課題の間の関連性を意識することで，現場の課題の複合性に気づき，問題解決の手
がかりを与えるのではないかと考えていた。そのため，ゲストスピーカーの依頼に当たっては，
各回の個別のテーマは設定されていたものの，多様な観点からの児童生徒の捉えを融合させ，
総合的な視野に立って支援を行おうとしている人に依頼を行った。
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なお，この科目は学部専攻専門科目として設置されており，本来，＜専門・養成＞タイプとし
て設計されているが，今学期についてはアンケート回答者はすべて日本語教室担当ではない現
職教員ならびに現在支援員を担当している大学院生であったため，実質としては＜基礎＋専
門・研修＞であった。
３．成果
（１）

受講者のビリーフの変容（回答者 3 人）
項目

前

後

差（後－前）

1 日本で生活していれば自然に日本語を身に着けられる

2.67

2.00

-0.67

2 日常会話ができれば教科内容が理解できる

1.33

1.33

0.00

3 家族とは母語で話す

4.67

4.33

-0.33

4 学校教育で外国人の子どもの文化・言語に触れる活動

5.67

6.00

0.33

5 重要なことは繰り返して練習すること

3.00

3.67

0.67

6 母語で読み書きを学んだことがあると日本語の読み書きにプラス

5.00

4.33

-0.67

7 日本語能力が低い児童生徒には日本語能力に合わせて学習内容を下げる

3.33

2.67

-0.67

8 母語を高めることが資源になる

5.33

5.33

0.00

9 日本語を上達させるには日本の文化習慣に従う

2.67

3.33

0.67

10 語彙量を増やすことが大事

3.33

3.67

0.33

回答者数が少ないため，この結果から一般化した結論を導き出すことは難しいが，比較的大きく変容
したところについては「1 日本で生活していれば自然に日本語を身に着けられる」や「7 日本語能力が低
い児童生徒には日本語能力に合わせて学習内容を下げる」が減少している点が注目される。ただ一方で，
日本語習得が思ったよりも児童生徒にとって困難な課題であることを知ったためか，
「5 重要なことは繰
り返して練習すること」や「9 日本語を上達させるには日本の文化習慣に従う」というビリーフが強まっ
たり，
「6 母語で読み書きを学んだことがあると日本語の読み書きにプラス」というビリーフが弱まった
りしている様子も見受けられる。
（２）受講者（3 人）・講師の評価（アンケートⅣ 「参考になったか」の回答）
研修内容 （企画者・講師の意図）

期待値

満足度

企画者

１.現状と受け入れ施策

33%

4.67

３

2.学校での受入

67%

4.67

４

3.外国人児童生徒等の言語・文化，社会的歴史的背景

33%

4.67

４

100%

5.00

５

5.外国人児童生徒等教育の理念・理論

33%

4.67

２

6.言語能力の捉え方

67%

4.00

２

7.学力・認知的発達と言語習得

33%

4.00

２

8.日本語指導計画の立て方

33%

3.67

３

100%

3.67

４

4.外国人児童生徒等の心理と適応

9.日本語指導方法

－196－

資料７
外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業

0%

3.00

０

11.母語母文化アイデンティティ

100%

4.67

５

12.外国人児童生徒等と周囲との相互理解・学級経営

100%

4.67

５

13.外国人児童生徒等のキャリア形成・社会参加

67%

4.67

４

14.保護者との連携

67%

4.33

５

15.地域の支援状況とネットワーク

67%

4.67

４

0

0

0

10.日本語の特徴

16.その他

少人数の授業であったこともあり，全体に満足度は非常に高い。例えば「4. 外国人児童生徒等の心理
と適応」については，期待値も満足度も全員が最も高い得点を与えている。
期待値と満足度の間に不一致が見られる項目に着目してみると，期待値が高かったのに満足度が低い
項目として「9. 日本語指導方法」がある。実際にはある週の講義で，日本語指導が必要な児童生徒が在
籍する場合の授業について，活動案作成も含めてかなり丁寧に指導をしていただいている。想像の域を
越えないが，これは日本語の指導ではなく教科の指導として受け取られたのかもしれない。また，すで
に他の授業で日本語指導の方法論を学んでいる受講者の満足度が低く，既習事項の繰り返しと受け取ら
れたことが影響しているものと思われる。
反対に期待値は低かったのに満足度が高かった項目として「3. 外国人児童生徒等の言語・文化，社会
的歴史的背景」がある。これらに相当する授業内容としては，特にこの地域で出身者の多い中国，フィ
リピン，イスラム教の文化について取り上げたことが評価されたものと思われるが，文化の違いはふだ
んその文化の出身者と接していて理解しているつもりでも気づいていないこともあり，学びが多い内容
かもしれない。また，
「5. 外国人児童生徒等教育の理念・理論」については特に授業の中で取り上げられ
たとは企画者は考えていないのだが，満足度が高かった。おそらく実践者がそれぞれの取り組みを語る
中で，自身の取り組みを支える理念についても受講者に伝わるものがあったのだろう。例えば次の（３）
「もっとも参考になったこと」の「外国にルーツを持つ子どもだけを特別性にするのではなく，学校に
いるみんなが特別」ということばは，ある回の講師が語ったことばだが，こういった「現場の言葉」が
受講生に与える影響が大きいことは興味深い。
（３）受講者

「もっとも参考になったこと」
（アンケートⅣ②）

・各校や教育委員会でどのように取り組みをしているかを知ることができたこと。どのように子ども—
保護者—学校—地域をつなげていくか考えられた。
・外国にルーツを持つ子どもだけを特別性にするのではなく，学校にいるみんなが特別であるという
視点でした。
・外国にルーツを持っている児童や生徒・保護者の方の様々なケースを知る（出会う）ことができ，
考え方や気持ちの理解につながった。
４．今後の研修について
（１）受講者は研修形態に関し，次のように希望している。（受講者アンケートⅣ④）

1.講義

1人

2.話し合い

3人
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3.事例を聞く

3人

4.体験

1人

5.研究授業

0人

（２）今後受けたい授業について，受講者は以下のように述べている。
・ゲストティーチャーの話を聞いた上で，具体的に学校でどんなことができるか，また，どんなこと
をしなくてはならないかを皆でまとめるような授業（現職教員が中心なら可能）
・母語やアイデンティティを保持してあげる方法，活動
・できれば，日本に渡日されて大人になられた方や，日本で生まれ育った外国ルーツの方の話が聞け
ればいいのではないでしょうか？
（３）企画者及び講師は，課題と形態について次のように述べている。
（企画者・講師アンケートⅢ）
【課題】
企画者：具体的な学校での取り組みについて考える授業は，現職教員対象の研修としてうって
つけの内容だと思われる。また，母語指導の方法について授業で取り上げることは，
いまはリソースの関係でできていないが，将来は大切な課題になるだろう。しかし元々
この授業は学部生向けにデザインされており，なんといっても，学部生の受講者が少
ないことが残念である。散在地域では自分自身が学校教員になったとしても，日本語
指導の担当者になるという可能性は限りなく低いため，なかなかこの授業の意義が理
解されにくい。
【形態】
企画者： この授業では「2.話し合い」
「3.事例を聞く」の形態が多く採用されていた。実際に
授業を通して体験したこれらの形態が，受講者から評価されたものと考えられる。
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モデルプログラム（試案）検証報告
Ⅰ

８

基本情報
□ 養成

☑ 研修

受講者 人数

現職教員 39 人，その他 ７人，計 46 人

研修・授業名

免許更新講習 「外国人児童生徒への日本語教育－子どもたちのライフコース
と学びの連続性を保障する－」

実施機関

教員養成系大学 Ｄ

※利用したアンケート（質問紙）は，旧バージョンである。資料 6 に示したものと構成は同じであ
るが個々の項目は異なる。
Ⅱ

アンケート結果（企画者１

受講者 46）

１．受講者（受講者アンケートⅠ）
年齢：30 代 21 人，40 代 15 人，50 代 10 人

①

② 教員経験：3 年未満１人，~5 年未満 7 人，~10 年未満 14 人，~20 年未満 14 人，
~30 年未満 8 人，30 年以上 2 人
③ 外国人児童生徒教育の経験：無 28 人，3 年未満 8 人，~5 年未満 2 人，~10 年未満 2 人
~20 年未満 3 人，20 年以上 1 人，不明 2 人
④ 海外経験：有 22 人，無 24 人
⑤ 外国人児童生徒との係わり：
担当教員 4 人，在籍学級担任 9 人，教科担当教員 10 人，学校の教職員として 4 人
関わりなし 10 人，その他 7 人，不明 2 人
２．受講者のニーズと企画・講師の認識（受講者アンケートⅡ，企画者・講師対象アンケートⅡ②）
・受講者：全体として強いニーズはなく，50%以上の者が学びたいと選択している項目は「1.日本語
教育の現状と課題」
「4.外国人児童生徒の適応・社会参加」
「8.母語・母文化やアイデンティティ」
「9.保護者との関係・連絡」の４項目のみであった。
・講師：免許更新講習の選択科目の講習であるため，受講者については，関心はあるが，外国人児童
生徒教育・日本語指導に携わったことのない教員集団だと捉えている。そのため，本教育領域
の概要を知り，関心を教育者としての具体的な行動や活動に転じるきっかけとして，この講習
を意味づけている。講習内容は，外国人児童生徒教育の現状と課題，制度，理念，日本語指導
の方法に関する関連理論を中心に構成し，体験的に学べるように計画されている。活動として，
希少言語（クメール語）の学習体験，事例研究（グループディスカッション），教科の授業での
支援方法の検討（グループ作業）を配置している。
３．成果
（１）

受講者のビリーフの変容（回答者 40 人）
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前

後

1.日本語で日常の会話ができれば，教科内容が理解できる。

2.74

2.15

-0.59

2.日本語学習で最も重要なことは，母語と日本語の訳の練習をすることだ。

2.69

2.28

-0.41

3.日本人の子どもも，外国人の子どもの母語を知る機会を設けるべきだ。

5.07

5.11

0.04

4.日本で生活していれば，自然に日本語を身に付けられる。

2.80

2.61

-0.20

5.母語ができないと，民族的なアイデンティティが安定しない。

4.44

4.76

0.32

6.母語で読み書きを学んだことがあると，日本語の読み書きを学ぶときにプラスになる。

4.69

5.17

0.49

7.家族とは母語で話した方がよい。

4.76

4.54

-0.22

8.日本語が話せない子どもでも，視覚的な補助やジェスチャーなどで，簡単な意思疎通はできる。

4.72

5.22

0.50

9.誤りを訂正しなければ，日本語は上達しない。

3.47

3.50

0.03

10.日本語を話さなくても，言われたことを理解できている期間がある。

4.64

4.96

0.31

11.日本語学習で最も重要なことは，何度も繰り返し，話したり書いたりして練習することだ。

4.20

4.56

0.36

12.年齢によって，日本語の学び方は異なる。

4.87

5.52

0.66

13.日本語学習で最も重要なことは，模倣することだ。

4.04

4.41

0.37

14.日本語の力で最も大事なことは，語彙量を増やすことだ。

4.00

4.09

0.09

15.授業などで，外国人の子どもの文化や言語に関する内容に触れるべきだ。

5.15

5.28

0.13

16.しゃべれるのに教科内容が理解できないのは，学力の問題だ。

2.33

1.96

-0.37

項目

差（後－前）

事前の段階で，3 と 15 の 2 項目で強いビリーフ（5.0 以上）が見られ，受講者が「外国人の子ども
の文化や言語に対する周囲の関心と教育上の活用」が必要だと考えていることがわかる。事後には，
更に，「第二言語としての日本語の習得と母語や認知・学力面との関係」や「言語習得の年齢要因や」
「コミュニケーション」に関する項目（６,8,12,16）が更に強化されている。また，事前事後の変化
が大きい項目が，1，8，12 の 3 項目であるが，講師の意図に沿った方向での変容である。一方で，日
本語習得の困難に関わる内容が多かったことや，クメール語の学習経験のインパクトが強かったため
か，７の「家庭内の言語選択」
，11,13 の「言語学習の重要な点は繰り返すことと模倣」に関しては，
文化的多様性や柔軟なコミュニケーションに関わる面で，僅かではあるが閉じた方向へ変化している。
（２）受講者（46 人）・講師の評価（アンケートⅣ

「参考になったか」の回答）

項目

期待値

満足度

講師評価

１.日本語教育の現状と課題

58.7%

4.47

4

２.外国児童生徒の来日の経緯などの社会的背景

47.8%

4.21

4

３.外国人児童生徒の言語・文化背景

41.3%

4.33

4

４.外国人児童生徒の適応・心のケア

52.2%

4.16

4

５.日本語能力の捉え方

45.7%

4.07

3

６.日本語指導の方法

41.3%

4.00

3

７.指導計画の立て方

43.5%

4.21

2

８.日本語の特徴

56.5%

4.31

2
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９.母語・母文化やアイデンティティ（心理）

67.4%

3.50

4

10.保護者との連絡・地域との連携の仕方

28.3%

3.43

2

先に述べたように，講習前の期待値はどの項目もあまり高くなかった。しかし，満足度は 10 項目中 8
項目で 4.0 以上と高いものとなった。特に，１の現状と課題，3 の外国人児童生徒の背景，8 の日本語の
特徴の 3 項目が 4.3 以上と高い。ただし，講師の認識とのズレはあり，日本語指導に関わる側面では，
講師の評価に対して，受講者の満足度は高い。
（３）受講者

「もっとも参考になったこと」
（アンケートⅣ②）

・国の制度が除々に整えられつつあることや，受け入れ体制について知り，希望が見えてきた
・日本語の学習に困難があると一口に言っても，様々な背景があるということを学んだ
・子どものライフコース，つまり目の前の課題をこなせば良いのではない，未来へ向けた教育という
考え方が参考になった
・言葉を学ぶプロセスの中で気を付けたいことが学べ，外国人児童に限らず，通常の学習のプロセス
にも応用できると感じた
・外国人児童生徒の母語・母文化のアイデンティティについて理解できた
・おしゃべりの日本語の力と認知力を支える言語の発達や教科学習との違いが参考になった
・普段，感じていること，考えてきたことについて，理論やデータを使って具体的な説明が聞けた
・クメール語（初めて生で聞きました）だけの授業を通して，日本語の分からない生徒の気持ちが体
験的に分かった。また，視覚情報やくり返し学習の大切さを感じた
・いくつかの事例や，活動の工夫を教えていただいたことで，これまでの経験ではイメージできない
場面を頭に描いて考えることができた
・日本語の教材で読解の活動を体験し，子ども（もしくは保護者も）が躓きそうなところに気づけた
・実際の指導を意識した教材の検討をグループで行ったことで，話し言葉ができても，学習を理解す
る為には細かな手立てが必要であることが分かり，参考になった
４．今後の研修について
（１）受講者は研修形態に関し，次のように希望している。（受講者アンケートⅣ④）（回答者 46 人）

1.講義

20 人

2.話し合い

24 人

3.事例を聞く

20 人

4.体験

26 人

5.研究授業

7人

（２）今後受けたい授業について，受講者は以下のように述べている。
・「特別の教育課程」を担当する教員に必要とされる資質や能力について知りたい。
・現場（日本語学級）でのとりくみ方
・中学や高校段階での状況や課題について学びたい。
・幼稚園や保育園など，年齢が小さい子どもたちへの指導・支援について。
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・外国人児童に対する発達支援の相談の進め方について知りたい。
・子どもたちの背景（地域別，国別）による指導方法
・外国人にとっての教科指導や，通常級における日本語に通じない子どもへの教え方・支援方法
・日本語指導の教材の開発や利用方法の工夫に関する研修
・母語やアイデンティティを保持するための方法，活動
・子どものライフコースを考慮した日本語指導の組み立て方
・家庭（外国人児童生徒，日本語に通じない児童生徒の）との連携について（主に進路実現に関して）
・支援員さんとの連携の方法
・外国人の子たちに対する差別や偏見について考える研修
・実際の授業の様子をビデオでも見られるとイメージしやすいと思う。
・ポルトガル語や中国語など，どれかひとつでも勉強して話せるようになりたい。
・事例を多く用いた考察
・具体的な指導例を考える研修
・現場で実際に教えていらっしゃる方の事例や体験談を聞く講習。
（３）課題と研修形態について（企画者・講師アンケートⅢ）
講師からは，アンケートに対して，次のような回答があった。
【課題】
6 時間の講習会で，大学の 1 科目（90 分×15 回）の授業に相当する内容量を取り扱った。その
ため，話し合いなどの時間が短くなってしまい，理解が十分には深まらなかったと思われる。また，
初めて接する言語であるクメール語の学習体験のインパクトが強く，その印象が日本語学習をして
いる子どもたちの日本語習得の多様な状況や課題への意識化を阻害してしまった可能性がある。ビ
リーフにおいては，講師のメッセージとは反対方向への変容にそれが現われている。時間をかけて，
子どもたちの日本語習得の段階性と，そのステージに合った支援・教育の方法について検討する必
要があったと感じている。一方で，海外の生活体験を有する受講者が多く，受講前から文化的な多
様性や国外の言語文化に関心の高い集団であった。この点を，講習会の内容でうまくいかせる工夫
があれば，経験を現場での外国人児童生徒等への教育で発揮するための具体的なイメージをもつこ
とができたのだろうと考えている。
【形態】
この授業では，クメール語の体験学習，講義の中でのクイズ(ペアで相談)，3.事例についての話
し合い（小グループ），日本語の読解活動の体験，教科書の理解困難な内容・ことばに関する支援方
法の検討（小グループ）と，多様な形態，多様な活動を組み込んだ。受講者からも，事例検討，実
践者の経験を求める声が多い。教員として授業研究会などを経験している受講生であった。そのた
め，外国人児童生徒のケースや実践事例を自身の教育経験・実践に照らしながら分析し，そこから
学ぶことができると思われる。
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モデルプログラム例（暫定版）
支援者

専門

基礎

内容

講義型

①外国人児童生徒教育の考え方

○

○

②教育コミュニティのデザイン

○

○

③外国人児童生徒等受け入れの現

○

○

状と施策

④学校組織や教育行政

○
○

○

⑥社会的，歴史的背景

○

○

⑦学級経営と多文化共生教育（周囲
の子どもの教育）

○

○

⑧保護者との連携

○

○
○

○

○

⑪⺟語・⺟文化・アイデンティティ

○

○

⑫外国人児童生徒等の心理と適応

○

○
○

⑭現場での実践（現場での教壇実

○

習・参与観察等に向けて）

○

○

○

○

⑯日本語に関する内容

○

○
○

⑱個別の指導計画の立て方

○

⑲言語能力の把握

○

網：該当内容なし

○
○

○

○
事例研究

○
疑似体験

○

○
事例研究

○
事例研究，疑似体験，経
験の振り返り

○

○
活動設計

○
模擬授業

○
活動設計

○

⑳教科の内容
㉑在籍学級での支援

○

○

⑮⾃⼰の成⻑，環境づくり

⑰日本語指導の理論と方法

○
教材分析･教材作成

○

○

⑩認知発達と言語習得

⑬キャリア教育と社会参画

○
事例報告

フィー
ルド型

○

⑤学校の受入体制

⑨地域の支援ネットワーク

活動型

○
○

○
○

○：本報告書収録
1
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モデルプログラム例 ①外国人児童生徒教育の考え方＜基礎＞ 講義型

時間
項目

方法・形態

流れ（・項目）

60 分
日本語指導が必要な児童生徒の受入れ状況等に関する調査（文科
省）
，地域的特性，当該自治体の受入れ状況，外国人児童生徒等教
育に関する近年の動向，就学義務と学習権，在留外国人統計
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
活動

1「外国人児童生徒等」 １ 「外国人児童生徒等」についての呼称からその多様性を知る。
の多様性を理解する ①「外国籍児童生徒」
「日本語指導が必要な児童生徒」
「文化間移動
（15 分）
をする子ども」などの多様な呼び方があることを紹介し，国籍・
・
「外国人児童生徒等」
言語・文化などで単純に分類できないことを理解する。
とは（定義）
②「日本語指導が必要な児童生徒」について文科省が示す定義を知
る。
2 子どもが文化間移動 ２ 成人との比較を通して，学齢期の文化間移動に伴う課題を知
をすることの課題を
る。
知る（20 分）
①成人（留学生・就労者）と日本の学校に編入した外国人児童生徒
・発達の視点
が生活の中で直面する課題・困難を想像し，
「発達」という視点
の重要さを知る。
②文化間移動によって生じやすい子どもたちの成長・発達の「非連
続」
「分断」がもたらす課題を知る。
3 異なる言語文化を持 ３ 児童生徒・教員が多様な文化に触れることの意義を考える。
つ子どもの編入がも ①文化が異なることによって起きる「トラブル」の事例から，なぜ
たらす変化について
「トラブル」になるのか，どうすればよいかを話し合う。
考える（25 分）
②日本人（日本語・日本文化保持者）とは異なる視点・価値観を知
・多文化教育・異文化
り，文化・価値観を異にする人々が暮らすために何が必要かを考
間教育
える。
備考

授業や研修の導入として行うときは，１のみを情報提供の形で確認
し，２，３は関連する項目（２⇒②教育コミュニティのデザイン，
３⇒⑦学級経営と多文化共生教育）の中で扱うことも可能。

2
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モデルプログラム例 ①外国人児童生徒教育の考え方＜基礎＞ 活動型

時間
項目
方法・形態

流れ（・項目）

90 分
「外国人児童生徒等」とは（定義）
，発達の視点，多文化教育・異
文化間教育，ライフコース
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
活動

1

外国人児童生徒等 1 ゲストスピーカーの話聞くにあたり，以下の点について確認す
の来日の背景につい
る。
て知る（20 分）
-「外国人児童生徒等」の背景の多様性
・
「外国人児童生徒等」 -学齢期の文化間移動を理解する上でのライフコースという視点を
とは（定義）
持つ必要性
・ライフコースの視点
2 子どもが文化間移動 2 ゲストスピーカーとして元外国人児童生徒を迎え，体験を聞く。
をすることの課題を
知る（60 分）
・発達の視点
3 多様な文化を持つ子 3 ゲストスピーカーの体験談から，日本の外国人児童生徒等教育の
どもがともに学ぶこ
状況（体験当時の）を整理し，外国人児童生徒等への教育で何を
との意味と課題を理
大切にしなければならないと思ったかを話し合う。児童生徒・教
解する（10 分）
員が多様な文化に触れることの意義を考える。
・発達の視点
・多文化教育・異文化
間教育
備考

3
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モデルプログラム例 ①外国人児童生徒教育の考え方＜基礎＞ フィールド型

時間
項目
方法・形態

流れ（・項目）

90 分
「外国人児童生徒等」とは（定義）
，発達の視点，多文化教育・異
文化間教育，ライフコース
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
活動

1

外国人学校訪問の 1 外国人学校の訪問に際し，以下の点について理解，確認する。
準備をする（30 分） ①以下の内容に関する講義を通して外国人学校について理解する。
・
「外国人児童生徒等」
・学校教育法上の分類（一条校・各種学校・専修学校）
とは（定義）
・国際学校と民族学校
②学校訪問に際しての留意事項を確認する。
③見学時の視点，インタビュー内容を（グループごとに）話し合う
2 外 国人 学校で 子ど 2 「外国人学校」を訪ね以下の活動を行う。
も・教員・保護者か ①学校設立の経緯，学校運営の方針，困難な点などを聞き取る。
ら話を聞く
②子どもたちとのコミュニケーションを通して日本で暮らす子ど
もたちの思いを知る。
③学校選択の理由について保護者，教員に話を聞く。
3 訪問を通して日本に 3 グループごとに以下の点について話し合う。
おける外国人学校の -なぜ外国人学校が作られたのか
意味について考える
-なぜ保護者は外国人学校を選択したのか
・多文化教育・異文化 ⇒ 外国人学校の存在を通して「日本の」学校教育における「外国
間教育
人児童生徒等教育」の課題を考える。この活動を通して，社会・
学校における多文化教育・異文化間教育の必要性を理解する。
備考

4
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モデルプログラム例 ②教育コミュニティのデザイン＜基礎＞ 講義型

時間
項目
方法・形態

流れ（・項目）

60 分
教育コミュニティの核としての学校，多数派であることの自覚，異
文化間能力
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
活動

1 外国人児童生徒にと 1 事例を通して外国人児童生徒等にとっての教師・学校の意味につ
っての教師・学校の
いて知る。
意味を知る（30 分） ①元「外国人児童生徒」による出版物等から学校や教員との思い出
・教育コミュニティの
に関する部分を読む（視聴する）
。
核としての学校
②外国人児童生徒等にとって，よい教員・よい学校とは何か話し合
・異文化間能力
う。
③話し合いの結果を共有する。その際，以下の点に着目できるよう
にする。
-自分とは異なる文化を持つ子どもに寄り添うこと
-子どもにかかわる情報・支援の核としての学校の役割
2 学校文化の違いを理
解する（25 分）
・多数派であることの
自覚（権威性）
・異文化間能力

２ 具体例の検討を通して，学校文化の違いとそれに伴う子どもた
ちの戸惑いについて理解する。
例）清掃の意味について
-なぜ学校教育に「清掃」があるのかを考える。
-子どもたちが「清掃」をしない国やその理由を紹介する。
-「清掃」を拒否する子どもや保護者にどう対応するかを通して，
多数派の意見が持つ力（少数派への無自覚な圧力）について理解
する。
3 コミュニティの中の 3 話し合いの報告，講義を通して以下の点を確認する。
学校の役割を知る（5 -多数派が持つ無意識の権威性を自覚する必要があること
分）
-外国人児童生徒等は学校内外で「無自覚な権威性」にさらされる
・教育コミュニティの
可能性があること
核としての学校
-学校としての取り組み，学校と地域のつながりが期待されている
・社会的正義
こと
備考
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資料 8

資料８

モデルプログラム例 ③外国人児童生徒等受入れの現状と施策＜基礎＞ 講義型

時間
項目

方法・形態

流れ（・項目）

60 分
日本語指導が必要な児童生徒の受入れ状況等に関する調査（文科
省）
，地域的特性，当該自治体の受入れ状況，外国人児童生徒等教
育に関する近年の動向，就学義務と学習権，在留外国人統計
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
活動

1 「外国人児童生徒等」 1 文科省，法務省の統計から日本語指導が必要な児童生徒数の変化
の数の変化を知る
を知る。
（15 分）
①在留外国人統計から，1990 年代に「外国人児童生徒教育」の
・日本語指導が必要な
転機があったことを知る。
児童生徒の受入状況
②「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（文
等に関する調査
科省）
」から「日本語指導が必要な児童生徒」の人数，母語，
・在留外国人統計
在籍校，在籍市町村についてその特徴を知る。
2 外国人児童生徒等在 2 文科省統計から，地域によって外国人児童生徒等の在籍状況が異
籍の地域的特性を知
なることを知る。
る（15 分）
①文科省統計の都道府県別，母語別グラフをもとに，児童生徒数
・地域特性
に地域による偏り（
「集住」
「散在」
）が大きいことを確認する。
②いくつかの県のグラフから，そのような母語分布になった理由
を考える。地域の歴史的，経済的特徴について知る。
3 当該自治体の受入れ 3 当該地自体（○○市／県）の外国人児童生徒支援について情報交
状況について知る
換をする。
（30 分）
①外国人児童生徒を受け入れた経験があるか，その際どのような
・当該自治体の受入れ
支援があったかについて話し合う。
状況
②外国籍児童生徒も公立学校に受け入れる方針が出ていること
・外国人児童生徒等教
を確認する。
育の近年の動向
・就学義務と学習権
備考
単発の研修では，１，２を合わせ 10 分程度で導入として実施する。
時間が短いときは，１，２は簡単な紹介にとどめ，３の当該自治体
の受入れに関する情報に時間をかける。
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モデルプログラム例 ③外国人児童生徒等受入れの現状と施策＜基礎＞ 活動型

時間
項目

方法・形態

流れ（・項目）

90 分
日本語指導が必要な児童生徒の受入れ状況等に関する調査（文科
省）
，地域的特性，当該自治体の受入れ状況，外国人児童生徒等教
育に関する近年の動向，就学義務と学習権，在留外国人統計
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
活動

1 外国人児童生徒等の 1 外国人児童生徒等の受入れについて，以下の点を確認する。
受入れについて確認
-地域によって在籍数や言語の多様性などの特徴があること
する（10 分）
-公立学校でも外国人児童生徒の受入れを積極的に行う方針であ
・受入れ状況等に関す
ること
る調査
-様々な自治体が外国人児童生徒等の受入れに関わる資料を用意
・地域的特性
していること
・就学義務と学習権
２ 各地の資料を比較 2 自治体等が出している外国人児童生徒等の受入れに関する資料
する。
（60 分）
を収集する（各自 HP からダウンロードするなどして，紙媒体で
持ち寄る）
。
以下の手順で検討する。
-想定している読み手（保護者か学校関係者か）
，内容（制度の紹
介・学校案内・マニュアルなど）で分類する。
-共通している点と，特徴的なところを整理する。
３ 資料の特徴を知る 3 資料の特徴を報告する。その後，立場（来日直後の外国人保護者，
(20 分)
初めて外国人を受けいれる教員，国際交流協会等の職員など）に
よってもっとも使いやすいものを選びその理由を発表する。
備考
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資料 8

資料８

モデルプログラム例 ③外国人児童生徒等受入れの現状と施策＜基礎＞ フィールド型

時間
項目

方法・形態

流れ（・項目）

180 分
日本語指導が必要な児童生徒の受入れ状況等に関する調査（文科
省）
，地域的特性，当該自治体の受入れ状況，外国人児童生徒等教
育に関する近年の動向，就学義務と学習権，関連施策
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
活動

1 国際教室訪問の準備 1 国際教室の訪問に際し，以下の点について理解，確認する。
をする（30 分）
-近年，外国人児童生徒等をめぐる制度上の変化が起きていること
・近年の動向
-以下の内容に関する講義を通して国際教室について理解する。
・関連施策
・当該地域の日本語指導体制
・当該自治体の受入れ
・訪問する学校の状況
状況
-学校訪問に際しての留意事項を確認する。
・就学義務と学習権
-見学時の視点，インタビュー内容を（グループごとに）話し合う。
2 国際教室を訪問する 2 国際教室を訪ね以下の活動を行う。
（60 分）
①国際教室での指導内容・体制（受入れ状況，特別の教育課程の実
施，評価の方法など）について担当教員にたずねる。
②日本語を学ぶ子どもたちと休み時間を過ごし，コミュニケーショ
ンをとる。
３見学した国際教室に 3 グループごとに学校訪問の結果をポスター等にまとめて発表す
ついて報告する（60
る。
分）
4 外国人児童生徒等の 4 教室訪問の報告を受け，講義を通して以下の点を確認する。
受入れ状況について -外国人児童生徒等の受入れの状況は地域によって異なること
確認する(30 分)
-在籍数の多い学校では国際教室が設置されていること
-子どもにとっての国際教室の役割
備考

外国人児童生徒等が学ぶ場としては，NPO 等の日本語・学習支援教
室などもある。
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モデルプログラム例 ④学校組織や教育行政＜支援員＞ 講義型

時間
項目
方法・形態

流れ（・項目）

60 分
当該地区の外国人児童生徒等の教育行政の窓口，校内組織，児童生
徒情報の共有，チーム学校
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
活動

1 外国人児童生徒等教 1 当該地域の外国人児童生徒教育行政の窓口と業務の範囲を知る
育行政の窓口を知る ①自治体のホームページ等で，学齢の外国人児童生徒に関する相談
（15 分）
窓口が明示されているかを確認する。相談できる内容についても
・当該地区の外国人児
確認する。
童生徒等の教育行政 ②（NPO 等の場合）支援員がどのような経緯で学校に派遣されるの
の窓口
か，その仕事内容はどのように規定されているかを確認する。
2 校内組織について知 2 校内組織を知り，学校とどのように連携するかを考える
る（15 分）
①学校に派遣される際の流れ，学校側の窓口が誰であるかを，参加
・校内組織
者同士で確認する。
・児童生徒情報の共有 ②学校側にどのように児童生徒に関する情報や指導内容を伝えて
きたかを話し合う。支援員が提供した情報がどのように校内の教
員に共有されているかを話し合う。
③校内組織について知る。多様な立場の教職員との連携が必要であ
ることを知る。
3 チーム学校という考 3 「チーム学校」という考え方について知る。また，どのような人々
え方を知る（30 分）
が関わるのかを知り，それぞれの役割について情報を得る。
・チーム学校
①スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの存在に
ついて知る。
②連携の具体例があればそれによって連携の在り方を確認する。
備考
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資料 8

資料８

モデルプログラム例 ⑤学校の受け入れ体制＜基礎＞ 講義型

時間
項目
方法・形態

流れ（・項目）

60 分
外国人児童生徒等の受入れの流れ，校内の指導体制，取り出し指
導・入り込み指導，地域単位での指導体制
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
活動

1 転編入の流れを知る 1 当該自治体（地域）での，外国人児童生徒の受入れの流れと手
（15 分）
続きを知る。
・外国人児童生徒等の ①外国籍家庭の自治体への転入の流れを知る。
受入れの流れ
・自治体ごとに対応が異なることを知る。
・当該地自体での，外国人児童生徒編入にかかる案内の有無，内容
を知る。
②外国人児童生徒の編入に際し，児童生徒の情報をどこで，だれが
収集しているかを知る。
2 自治体・校内の日本 2 自治体・学校によって指導の体制が異なることを知り，当該地
語支援体制を知る
域・学校での日本語指導が必要な児童生徒への支援体制を知る。
（15 分）
例）
・学校内の立場による役割の違い
・校内の指導体制
日本語指導担当教員，学級担任，管理職，その他
・取り出し指導・入り
・日本語指導教室の有無，取り出し・入り込み支援
込み指導
・外国人児童生徒教育に関する研究会・研修システムの有無
・地域単位での指導体
・市教委等による通訳，日本語指導員派遣
制
・教育委員会とのかかわり
3 外国人児童生徒等の 3 学校での受け入れの流れを確認する。また，各段階で収集する
受入れに際しての面
情報とその共有について理解する。
接のポイントを理解 ①保護者との面接時に確認すべき事項を知る。
する（30 分）
②面接に同席する教員（管理職，担任，日本語指導・外国人児童生
・外国人児童生徒等の
徒担当教員，日本語指導員・母語支援員等教育委員会派遣支援員，
受入れの流れ
養護・栄養教員）
③校内の支援体制を作る重要性について知る。
備考

時間が短い場合には，２については自治体等で行われている支援に
ついて確認する（受講者に質問を投げかけ全員で共有するなど）に
とどめ，３の面接にかかる留意事項を中心的に取り上げる。
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モデルプログラム例 ⑤学校の受け入れ体制＜基礎＞ 活動型
時間
項目

方法・形態

流れ（・項目）

60 分
外国人児童生徒等の指導体制，取り出し指導と入り込み指導，教員
加配，日本語指導員・母語相談員・地域ボランティア，拠点校・巡
回指導・通級，初期集中日本語指導（教室）
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
活動

1 学校の指導体制につ 1 小中学校の外国人児童生徒等の指導体制に関する図の読み取り
いて知る（10 分）
を通して，イメージをつくる。
・外国人児童生徒等の
-外国人児童生徒等教育にどのような教職員，外部の支援員など
指導体制
が関わっているか，また，教員加配の制度について知る。
・教員加配
-取り出し指導と入り込み指導の違いを知る。
・拠点校・巡回指導
-自校の他の施設で指導を受ける場合があることを知る。
・初期集中日本語指導
・取り出し指導・入り
込み指導
2 学校内の指導体制の 2 校内の指導体制に関わる事例（数例）を読んで指導体制を図に
多様性を理解する。 表し，自治体・学校によって指導の体制が異なることを理解する。
（35 分）
複数のグループに分かれ，A－D から 1 つを選んで，その指導体
制を図式化する。体制の利点と課題等について発表する。
A 加配された教員が担当し，日本語学級が設置されている例
（教育委員会かい派遣の日本語指導員・母語相談員がいる）
B 教員加配・日本語学級はなく，学内で担当者を配置し，教育
委員会等からの派遣日本語指導員が中止に取り出し指導をし
ている例
C 学外に初期の集中日本語教室があり，児童生徒が通級してい
る例。初期指導終了後は，自校で教育委員会派遣の日本語指導
員が取り出し・あるいは入り込み支援を行う。
D 隣接の拠点校の担当教員，週に数回巡回で指導に来る例。学
内には，地域のボランティア支援員が入り込み支援を行う。
3 担当教員等の役割を 3 学校の指導体制（2 の事例を参照）による担当教員等の役割の
知る。
（15 分）
違いとその重要性について，話し合いを通して理解する。
・管理職・担当者・学
-担当者・管理職・学級担任・学内の他の教職員の役割の違い
級担任の役割
-学内の外国人児童生徒等の理解を図ること
-地域の関係機関，支援者・支援団体との協力関係構築
備考
短時間で扱う場合は，２を中心にする。なお，講義型の後に実施す
る場合は，1 は割愛。
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資料 8

資料８

モデルプログラム例 ⑥社会的歴史的背景＜基礎＞ 講義型

時間
項目
方法・形態

流れ（・項目）

60 分
国内のグローバル化，子どもたちの来日の経緯，地域の特色と多文
化化状況，入国管理及び難民認定法，海外移民の歴史
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
活動

1 地域・学校が多文化 1 受講者同士の交流により学校内が多文化化していることに気づ
化している状況を知
く。
る（15 分）
①外国人児童生徒と接した経験について話し合う。
・国内のグローバル化 ②在留外国人統計（法務省）
，日本語指導が必要な児童生徒等の受
入れ状況に関する調査（文科省）のデータから国内のグローバル
化，学級に言語文化の異なる子どもたちが在籍することが「特別
ではない」時代であることを理解する。
2 外国人児童生徒等の
来日の経緯について
知る（40 分）
・入国管理及び難民認
定法
・子どもたちの来日の
経緯
・地域の特色と多文化
化状況
・海外移民の歴史

2 映像資料，出版物，統計等から，国内の外国人児童生徒等の来日
の経緯を知る。
①90 年代からの外国人労働者の増加の背景を知る。
②子どもたちが「本人の意思にかかわらず」来日していることを理
解する。同時にそれに伴う子どもの思い・ストレスを理解する。
※必要に応じて，出版物，映像資料などを活用し，
「リアリティ」
のあるものにしたい。
③難民，中国帰国者，日系人，在日コリアンの来日の歴史的経緯に
ついて知る。特に日本語に問題のない児童生徒の文化背景を尊重
する必要性を理解する。
④国際結婚家庭の増加，それに伴う文化間移動について知る。

３ 日本にいる外国人 3 外国人児童生徒等の文化的，言語的背景の多様性，その歴史的背
児童生徒等の背景に
景について確認する。
ついて確認する（5
分）
備考
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モデルプログラム例 ⑦学級経営と多文化共生教育＜基礎＞ 講義型

時間
項目
方法・形態

流れ（・項目）

60 分
異文化理解，ステレオタイプ・偏見・差別，⾃文化中心主義・文化
相対主義
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
活動

1 ステレオタイプの問 1 経験や事例を通して，ステレオタイプな見方の問題を理解する。
題を知る（10 分）
①海外でステレオタイプな見方をされた経験を話す。
・ステレオタイプ・偏
「日本人はいつも・・・」
見・差別
②「ステレオタイプ」な見方を挙げる。
③ステレオタイプ的な思い込みの問題性を確認する。
2

子どもたちに異文
化をどう伝えるかを
考える（40 分）
・ステレオタイプ・偏
見・差別
・異文化理解
・自文化中心主義・文
化相対主義

2 それぞれの経験と話し合いを通して，文化の違いを理解するこ
と，それを伝えることの難しさを知る。
①差別の経験などを話し合い，どこでも起きうることを確認する
②日本では異文化であることがどのような差別や偏見を生むか想
像し，話し合う。
③学校現場で起こりそうな事例を取り上げ，班で子どもたちにどう
伝えるかを考える。
※ピアスの問題，食事のマナー，ラマダンなど（事例を扱った書籍
から提示するのもよい）

3 多文化共生教育の必 3 話し合いの結果を踏まえ，日本人児童生徒への教育（多文化共
要性を確認する（10
生教育）の重要性を確認する。
分）
①学校文化と子どもの家庭文化の「違い」が文化の上下関係になら
ないようする必要があること
②「違い」が判明したときに，
「外国人児童生徒側」にのみ修正を
求めず，日本人児童生徒にも「違い」として理解させる必要があ
ること
備考
時間が短い時は，話し合いではなく講師が事例を挙げながら説明す
る。
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資料 8

資料８

モデルプログラム例 ⑦学級経営と多文化共生教育＜基礎＞ 活動型

時間
項目
方法・形態

流れ（・項目）

60 分
異文化理解，ステレオタイプ・偏見・差別，異文化体験学習・外国
語環境体験学習
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
活動

1 ステレオタイプの問 1 外国語学習体験を通して外国語で学習する難しさを知る。
題を知る（10 分）
①英語で算数の授業を受ける。
・ステレオタイプ・偏 ②授業を受けた感想を話す。
見・差別
例）わかった。
わからなかったけれど努力した。
あきらめた。
2

子どもたちに異文 2 何が難しかったかを話し合い，外国人児童生徒の思いと，かれら
化をどう伝えるかを
への支援の方法を考える。
考える（40 分）
例）周囲が答えを書いているのを見て恥ずかしかった。
・ステレオタイプ・偏
初めから無理だと感じてあきらめた。
見・差別
なんとなくわかる単語もあったので，集中して聞いていたら
・異文化理解
とても疲れた。
・自文化中心主義・文
隣の教室から雑音が聞こえてきて聞き取れなかった。
化相対主義
視覚的資料を使ってくれればわかったと思う。
3 多文化共生教育の必 3 体験に基づき，日本語力が十分でない子どもたちへの支援の方法
要性を確認する（10
について確認する。
分）
・あきらめる気持ちが生じやすい
・母語で聞き取るときより集中力が必要
・環境整備・教師の支援で学習に参加できる可能性があること
備考
扱う言語・内容は「２」で何を取り上げるかによる。このモデルは
教科学習の困難さであるため，受講者の言語力に差がある英語とし
た（多少英語ができても教科学習は困難ことを確認するため）
。編
入当初の子どもの体験をさせるには，全受講者がわからない言語が
望ましい。
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モデルプログラム例 ⑦学級経営と多文化共生教育＜基礎＞ フィールド型

時間

60 分＋インタビュー活動

項目

異文化理解，ステレオタイプ・偏見・差別

方法・形態

ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型

流れ（・項目）

活動

1 インタビュー活動の 1 異文化での差別や偏見について話す。
準備をする（30 分） 〇異文化環境で差別された経験について話す。
・ステレオタイプ・偏 〇インタビューする項目について確認する。
見・差別

2 インタビューをする

２ 留学経験のある日本人学生，学内の留学生に差別された経験に
ついてインタビューする。
・出身地・留学先等の情報
・具体的状況
・その時の思い
・その後「差別」はなくなったか。どのような経緯でなくなったか。

3 異文化理解の重要性 3 インタビュー結果から差別されやすい状況を考える。差別をなく
を理解するインタビ
す方法について考える。
ュー（30 分）
①インタビュー結果を報告する。
②グループに分かれ，
「差別・偏見」が起こりやすい状況について
考える。
③インタビューの事例を取り上げ，それらの「差別・偏見」をなく
すためにはどうすればよいかを話し合う。
④学校現場で起きた事例，または学校現場でも起こりうるものを取
り上げ，子どもたちにその問題をどう伝えるかを考える。
備考
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資料 8

資料８

モデルプログラム例 ⑧保護者との連携＜基礎＞ 講義型
時間
項目

方法・形態

流れ（・項目）
1 外国人保護者が日
本の学校に関わる
際にどのような課
題に直面するかを
知る（15 分）

60 分
保護者とのコミュニケーション，保護者の教育への関心と日本語
力，外国人の雇用状況とその背景，学校文書の伝達，教育制度・学
校文化の違い
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
活動
1 外国人保護者が直面する課題を知る。
・日常会話程度の日本語力を持つ保護者が日本の学校に関わろうと
したときにどのような課題に直面するかを想像して列挙してみ
る。
・外国人保護者の視点から日本の学校文化や教育制度が特異と感じ
られる例を紹介する。

2

外国人の雇用状況 2 外国人の雇用状況を知る。
を知る（10 分）
・外国人労働者数統計（厚労省）や，各種文献の外国人の雇用に関
・外国人の雇用状況
する統計資料で，外国人の就労をめぐる状況を知る。
・繰り返される文化間 ・実際の家族の移動のケースなどを紹介しながら，文化間移動は国
移動
から国へ繰り返されることを確認する。
3

保護者への情報伝 3 保護者への情報伝達の具体的な方策を考える。
達の具体的な方策 ・家庭訪問に関する学校文書の具体例を分析し，外国人にとって対
を考える（20 分）
応が難しいのはどのような点かを考える。
・家庭訪問について初めて体験する保護者に「やさしい日本語」を
使って説明するという設定で説明の方法を実際に考えてみる。

4

多言語リソースに 4 学校文書の多言語リソースについて知る。
ついて知る（15 分） ・
「就学ガイドブック」
（文科省）
，
「かすたねっと」
（文科省）等，
保護者に多言語で学校情報を提供するためのツールについて知
る。
・地域に多言語に対応できる相談窓口があればその情報を確認す
る。
備考
時間がない場合は，1 を中心に。
時間がある場合は，1 で実際に外国人保護者等をゲストスピーカー
に迎えて話を聞いてもよい。
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モデルプログラム例 ⑧保護者との連携＜基礎＞ 活動型
時間
項目
方法・形態

流れ（・項目）
1 外国人保護者が日
本の学校で直面す
る課題に関する事
例を読む（20 分）
・保護者とのコミュニ
ケーション
2

ロールプレイを振
り返る（20 分）
・保護者の教育への関
心と日本語力
・教育制度・学校文化
の違い
3

60 分
保護者とのコミュニケーション，保護者の教育への関心と日本語
力，教育制度・学校文化の違い
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
活動
1 外国人保護者と学校の関わりに関する事例を読み，ロールプレ
イを行う。
①それぞれ，グループで保護者の立場，担任の立場，日本語教室担
当者の立場に立つ人を決め，事例を読み解く。
②それぞれの立場に立った読み解きを発表する。
③それぞれの立場で解決策を話し合うロールプレイを行う。
2 ロールプレイを振り返る。
・次の観点からグループでロールプレイを振り返る。
-なぜ意見のすれ違いが起こったか。
-見方のズレを解決するためにはどうすればよかったか。
・気付いたことを全体で交流する。
・教育制度・学校文化の違いに触れながら講師がまとめる。

保護者と円滑に連 3 保護者との円滑な連携を進めるためにどうすればよいか，方策
携するための方策を
を話し合う。
考える（20 分）
・話し合いの結果を簡単なポスターにまとめて発表し，全体で交流
する。

備考
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資料 8

資料８

モデルプログラム例 ⑨地域の支援ネットワーク＜専門＞ 講義型

時間
項目

方法・形態

流れ（・項目）
1 地域の状況を知る(10
分）
・エスニック・コミュ
ニティ

60 分
学校・地域支援者の連携（NPO，ボランティア団体，国際交流協会
等）
，エスニック・コミュニティ，福祉関係・医療関連機関との連
携
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
活動
1 地域に在住する外国人数統計などを参照しながら，エスニック・
コミュニティの活力の状況を確認する。

2 地域の NPO や国際交 2 地域の国際交流協会や NPO の活動を知る。
流協会の活動を知る ①近隣の複数の国際交流協会のパンフレットやウェブサイトを参
（25 分）
照して活動やイベントを確認する。※団体は規模や目的など多様
・学校・地域支援者の
な方がよい。
連携
②なぜこのような活動が必要なのかを考える。
3 多様な主体の連携に 3 多様な主体の連携の実例から学ぶ
ついて考える
（25分） ①文献や「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細
・福祉関係・医療関連
かな支援事業」
（文科省）を初めとする各種報告書を読み，様々
機関との連携
な地域で多様な形態の連携が行われていることを知る。
②自分の地域であればどのような団体が外国人の支援に関わって
いるか調べてみる。
備考
可能であれば，実際に活動を見学して報告会を実施したり，支援者
をゲストスピーカーに招いて直接話を聞いたりすることが望まし
い。
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モデルプログラム例 ⑩認知発達と言語習得＜基礎＞ 講義型

時間

60 分

項目

第二言語習得のプロセス（沈黙期，チャンク）
，子どもの言語習得，
母語と第二言語，一次的ことばと二次的ことば，二言語相互依存仮
説/ダブル・リミテッド，一次的セミリンガル，プレリテラシー
方法・形態
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
流れ（・項目）
活動
1 第二言語習得のプロ 1 第二言語習得の一般的なプロセスについて講義を聞いて理解す
セスを理解する(10
る。また，沈黙期が存在することを知る。
分）
・第二言語習得のプロ
セス
2 子どもの第二言語習 2 事例やデータから子どもの第二言語習得の特徴を事例などから理
得の特徴を知る(20
解する。
分）
①事例やデータに第二言語習得のプロセスを当てはめて分析する。
・子どもの言語習得
②自身の外国語学習の過程や成人の第二言語習得と比較する。子ど
もの第二言語習得は成人と異なることを確認する。
3 認知発達と言語の関 3 認知発達と言語の関係に関する考え方を理解する。
係を理解する(20分） ①実証研究のデータから母語と第二言語の相互関係について考え
・母語/第二言語
る。
・二言語相互依存仮説/ ②二言語相互依存仮説やダブル・リミテッド，一次的セミリンガル
ダブル・リミテッド， に関する説明を聞き，母語が発達に果たす役割の重要性を理解す
一次的セミリンガル
る。
③プレリテラシーの具体な行動例を聞き，重要性を理解する。
4 第二言語習得の知見 4 1〜3 までで得た知識を踏まえて，外国人児童生徒等の日本語習
を踏まえて対応を考
得を促進するために支援員としてできることを(1)来日直後の中
える(10 分）
学１年生，(2)日本生まれ，幼稚園年長児，(3)日本生まれ，小学
校 4 年生，等，条件を分けて考える。
備考

短時間の場合は，2 を中心にし，データ分析は省略して重要な概念
のみを 10～15 分程度で伝える。
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資料 8

資料８

モデルプログラム例 ⑪母語・母文化・アイデンティティ＜基礎＞ 講義型
時間
項目

60 分
⺟語／継承語，⺟語／継承語の機能，⺟⽂化，アイデンティティ

方法・形態

ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
流れ（・項目）
活動
1 ⺟語/継承語の機能 1 ⺟語/継承語の重要さを理解する。
を理解する（15 分） ①⺟語/継承語の定義を，⺟国語，第一言語等，他の用語と比較
・⺟語／継承語
しながら確認する。
・⺟語／継承語の機能 ②⺟語/継承語の様々な機能を考える（親子のコミュニケーショ
ン，乳幼児期の情意や認知の発達を支える，アイデンティテ
ィを象徴する，等）
。

2 バイリンガル環境 2 マルチリンガル環境下の子どもの言語獲得の課題を知る。
下の子どもの言語 ①バイリンガリズムのタイプ（加算的/減算的，受容バイリンガ
獲得の課題を知る
ル）を紹介しながら，⺟語保持や継承語獲得の難しさや⺟語
（20 分）
喪失に伴う困難を知る。
・マルチリンガリズム ②なぜ⺟語保持や継承語獲得が難しいのかを考える。
・⺟語保持/⺟語喪失
3 アイデンティティ
について考える（25
分）
・⽂化的ハイブリッド
性
・本質主義的／構築主
義的アイデンティ
ティ

3 アイデンティティについて考える。
①自分自身を象徴するものは何かを 10 個考える。挙げたものの
⽂化的出自を考え，自分自身が多様な⽂化との接触から影響
を受け，多様な⽂化を取り込むことで自身のアイデンティテ
ィが形成されていることを確認する。
②アイデンティティについての⽂化本質主義的見方と構築主義
的見方を紹介する。
③外国にルーツをもつ児童生徒の作⽂などを読み，アイデンテ
ィティの多様性を確認する。

備考

時間がない場合は，1 に簡単に触れた後，2 を行う。
時間がある場合は，１＋2 と 3 に分けて，それぞれ先行研究を
紹介しながら行う。
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モデルプログラム例 ⑫外国人児童生徒等の心理と適応＜基礎＞ 講義型
時間

60 分

項目

文化間移動，異文化適応のプロセス，発達段階と文化適応の特徴，
同化/排除/統合/境界化，教育的介入，ハネムーン・ピリオド
方法・形態
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験）
ｃ フィールド型
流れ（・項目）
活動
1 異文化適応を理解す 1 文化間移動と異文化適応について自身の体験を元に考える。
る。
（10 分）
①自身が文化間移動をした時の体験と比較しながら，
「同化／排除
・同化／排除／統合／
／統合／境界化」
「ハネムーン・ピリオド」
「カルチャー・ショッ
境界化
ク」などの概念について理解する。
・異文化適応のプロセ ②異文化適応が U カーブ，W カーブなどのプロセスを経ることを知
ス
る。
2

学校文化の多様性 2 資料を元に学校文化の多様性を知る。
について知る
（20分） ①映像資料などで外国の学校の様子を知る。
・隠れたカリキュラム ②異なる文化の「隠れたカリキュラム」や「よい子」像のちがい等
を紹介する。
3 子どもの異文化適応 3 子どもの異文化適応の特徴
の特徴を知る
（30分） ①大人より子どもの方が異文化適応が容易または困難になる要因
・発達段階と文化適応
を考える。
の特徴
自由意志の有無，ネットワーク，家族との関係，…
・教育的介入
②発達段階と文化適応の 3 側面（情動，認知，行動）の関係を知る。
③教員としてどのような教育的介入が可能か話し合う。

備考

時間が短いときは 3 を中心に 30 分程度で。
時間があるときは，話し合いに時間を充て 45 分程度で行う。
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資料 8

資料８

モデルプログラム例 ⑫外国人児童生徒等の心理と適応＜基礎＞ 活動型
時間

60 分

項目

文化間移動，子どもの文化や宗教への配慮 ，発達段階と適応の特
徴，自文化中心主義，教育的介入
方法・形態
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
流れ（・項目）
活動
1 課題の把握（30 分） 1. 文化間移動をする子どもが直面する文化的差異を想像する。
・文化間移動
①来日直後の外国人児童が違いに戸惑うだろうことを，付箋に書き
・子どもの文化や
出す。
宗教への配慮
アンさんはフィリピンから来た小学 4 年生です。学校文化の
違いで，どんなことに戸惑うと思いますか。
②それぞれが想像した事柄を，付箋を示しながら紹介する。
③付箋をグループ化し，
「想像される戸惑い」としてラベルを付け
る。
2 事例研究（45 分）
2. 外国人児童生徒等の事例（エピソード）から，文化適応につい
・自文化中心主義
て知る。
・発達段階と適応の特 ①グループ内でそれぞれが異なるエピソードを読み。他の 2 人に紹
徴
介する。
エピソード例
A 忘れ物（学校に持ってくるもの）が多い
B たべたことがない料理が多く，給食がたべられない
C ピアスをつけてくる
②各エピソードについて話し合う
・どうして問題が起きるのか。
（子どもの行動の背景にある文化を
理解する）
・解決のためには，何をすればよいのか。
（自己の文化を捉え直す）
・子どもの年齢が異る場合，エピソードの事態はどう変化するか。
3 解決方法の検討（15 3 １の「想像される戸惑い」を軽減するために，教師・支援者と
分）
して，どのような支援・教育をするか話し合う。
・教育的介入
子どもに直接働きかけることは？周囲の子どもたちに働きかけ
ることは？
備考
１の児童，２のエピソードは，地域や学校でよく話題になることな
どを例として示す。内容⑫について講義を行った後であれば，２を
中心に 45 分程度で実施。
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外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業
資料 8

モデルプログラム例 ⑫外国人児童生徒等の心理と適応＜基礎＞ 活動型
時間

90 分
異文化体験学習，自文化中心主義，文化相対主義，同化/排除/統合
項目
/境界化 文化間移動，教育的介入
方法・形態
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
流れ（・項目）
活動
1 異文化体験ゲームを 1 異文化体験ゲーム「バーンガ」を行う。
行う（30 分）
・グループに分かれる。ゲームが終わるまで話さないことを指示す
る。
・
「バーンガ」を行う（参考文献：神奈川県教育委員会『人権教育
学習教材（平成 22 年版）
』
）
2 体験の振り返り（40
分）
・異文化体験学習
・自文化中心主義
・文化相対主義
・同化/排除/統合/境界
化

2 異文化体験ゲームの振り返り
・ゲームの間に感じたことを話し合う。
・DIA 法を使って，実際におこったこと(description)，それを見
てどう解釈したか(interpretation）
，どのような気持ちになった
か(affection)を分けて考える。
・自文化中心主義，同化/排除/統合/境界化などの概念を紹介し，
体験を整理する。
・ゲームと同じことが日常生活のどのようなときに起こりうるか，
またその場面に遭遇したらどうしたらよいかを話し合う。

3 教員・支援者の役割 3 教員・支援者の役割
を考える。
（20 分） ・ゲームの体験を踏まえて，教員・支援者として文化間移動をする
・文化間移動
子ども達にどのような教育的介入ができるか話し合う。
・教育的介入
備考
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資料 8

資料８

モデルプログラム例 ⑫外国人児童生徒等の心理と適応＜基礎＞ 活動型
時間

60 分

項目

文化間移動，適応の U カーブ・W カーブ，発達段階と適応の特徴，
教育的介入
方法・形態
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
流れ（・項目）
活動
1 異文化適応を理解す 1 文化間移動と異文化適応について自身の体験を元に考える。
る。
（10 分）
①自身が文化間移動をした時の体験と比較しながら，
「同化／排除
・同化／排除／統合／
／統合／境界化」
「ハネムーン・ピリオド」
「カルチャー・ショッ
境界化
ク」などの概念について理解する。
・異文化適応のプロセ ②異文化適応が U カーブ，W カーブなどのプロセスを経ることを知
ス
る。
2

学校文化の多様性 2 資料を元に学校文化の多様性を知る。
について知る
（20分） ①映像資料などで外国の学校の様子を知る。
・隠れたカリキュラム ②異なる文化の「隠れたカリキュラム」や「よい子」像のちがい等
を紹介する。
3 子どもの異文化適応 3 子どもの異文化適応の特徴
の特徴を知る
（30分） ①大人より子どもの方が異文化適応が容易または困難になる要因
・発達段階と文化適応
を考える。
の特徴
自由意志の有無，ネットワーク，家族との関係，…
・教育的介入
②発達段階と文化適応の 3 側面（情動，認知，行動）の関係を知る。
③教員としてどのような教育的介入が可能か話し合う。

備考

時間が短いときは 3 を中心に 30 分程度で。
時間があるときは，話し合いに時間を充て 45 分程度で行う。
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外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業
資料 8

モデルプログラム例 ⑫外国人児童生徒等の心理と適応＜基礎＞ フィールド型
時間

120 分
文化間移動，
子どもの文化や宗教への配慮，発達段階と適応の特徴，
項目
教育的介入，文化変容（同化，排除，統合，境界化）
，サード・カ
ルチャーキッズ
方法・形態
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
流れ（・項目）
活動
１ オリエンテーショ 1 訪問先のフィールド（学校，ボランティア教室）と児童生徒，訪
ン（30 分）
問時の活動とそのねらいについて知り，配慮すべきことを検討す
・文化間移動
る。
・子どもの文化や宗教
身体接触，宗教的背景，自尊感情，ジェスチャー等
への配慮
・発達段階と適応の特
徴
２ 支援活動（60 分）
・教育的介入

2 フィールド（学校，ボランティア教室）で支援活動を行う。
①フィールドの担当者より，その時間のねらい，活動内容を聞き，
それに従って，子どもの支援を行う。
（できれば，事前に，聞い
て，オリエンテーションで伝えておく）
②子どもの支援活動を行いながら，次の点を観察する
・子どもの学習上の困難
・コミュニケーション上の困難
・周囲の子どもや教師・支援者との係わり方

3 体験の振り返り（30 3 フィールドで参観したことを振り返る。
分）
①支援したことや子どもの様子を２②の観点から話し合う。可能で
・心的文化変容（同化， あれば，フィールドの担当者から話を聞く。
統合，排除，境界化） ②心的文化変容モデル，サードカルチャーキッズ概念に照らし，子
・サード・カルチャー・
どもの今の適応状況について分析する。
キッズ
備考
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資料 8

資料８

モデルプログラム ⑬キャリア教育と社会参画＜専門＞ 講義型
時間

60 分

項目

キャリア形成（将来像）とことばの力，進路指導（進学・就業），
多言語進路ガイダンス，入試制度（特別枠・特別措置），ロール
モデル，国籍，在留資格と職業
方法・形態
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教
材分析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
流れ（・項目）
活動
1 外国人児童生徒の進路 1 外国人児童生徒等の進路に関する実態調査の結果（例：外国
の課題を知る （15 分）
人集住都市会議東京 2014，等）を分析し，進路の課題を知る。
2 高校入試に関する取り 2 高校入試に関する全国の都道府県の様々な取り組み（多言語進
組み例を知る（15 分）
路ガイダンス，入試制度（特別枠・特別措置）
）を講義を聞い
・多言語進路ガイダンス
て理解する。
・入試制度（特別枠・特別
措置）
・ロールモデル
3 キャリア形成とことば 3 キャリア形成とことばの力の関連性について講義を聞いて知
の力の関連性を理解す
る。
る。
（10 分）
4 キャリア形成とことば 4 キャリア形成とことばの力を促進する具体的な取り組みに
の力を促進する具体的
ついて考える。
な方法を考える。（20 ①社会参画を促す実践例を文献や報告書（例：
「定住外国人の子
分）
どもの就学支援事業」
」
（虹の架け橋事業）成果報告書）を読
みキャリア形成としての意義について考える。
②①のような取り組みを通じてことばの力がどのように養われ
ているかを考える。

備考

時間がない場合は，2 を中心に 10 分程度で行う。
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資料 8

モデルプログラム ⑬キャリア教育と社会参画＜支援者＞ 活動型
時間

60 分

項目

キャリア形成（将来像）とことばの力，進路指導（進学・就業），
多言語進路ガイダンス，入試制度（特別枠・特別措置），ロール
モデル，国籍，在留資格と職業
方法・形態
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教
材分析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
流れ（・項目）
活動
1 外国人児童生徒等の社 1 外国人児童生徒等の社会参画を促進するためにどのような力
会参画に求められる力
が必要かグループでブレインストーミングして考える。次の
を考える（15 分）
観点から考えてみる。
-意識・態度
-知識
-スキル
2 外国人児童生徒等の社 2 社会参画を促す実践例を文献や報告書（例：
「定住外国人の
会参画を促す具体的な
子どもの就学支援事業」
（虹の架け橋事業）成果報告書）を読
取り組みを知る。
みキャリア形成としての意義について考える。
（20 分）
3 キャリア形成とことば 3 キャリア形成とことばの力の関連性について講義を聞いて理
の力の関連性を理解す
解する。
る。
（10 分）
4 キャリア形成とことば 4 キャリア形成とことばの力を促進する具体的な取り組みに
の力を促進する具体的
ついて考える。
な方法を考える。（20 ①各グループで具体的に対象を設定して次の点から考える。
分）
-対象となる児童・生徒を設定し，現在の状況を考える。
-進路を決定するために，どんなことができたら（できるように
なったら）いいか考える。
-活動を考えてみましょう。
-その活動をするときに，生徒がつまづきそうなことはあるか。
（例：求人票が読めない，どんな職業があるかわからない）
-そのときどんな支援があるといいか。
②グループで考えた活動を発表して交流する。
備考
時間がない場合は，2 を中心に 10 分程度で行う。

27

－233－

資料 8

資料８

モデルプログラム ⑭現場での実践＜専門＞ 講義型
時間

60 分

項目

実地現場の理解，教員としての倫理，現場の担当者とのコミュニケ
ーション，実施記録の観点と書き方
方法・形態
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成・活動設計／教材分
析・教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
流れ（・項目）
活動
1 教員・支援者として 1 教員・支援者として子どもに接する場合の留意点を話し合い，以
の行動規範を知る
下の点について確認する。
（15 分）
守秘義務，態度，子どもとのコミュニケーションの取り方，文
・教員の倫理
化の違いへの配慮（身体接触等）
，教員・支援者としての責任
2

実地研修を行う教 2 実地研修を行う教室の担当教員の話を聞き，現場の概要を知り，
室を理解する （30
その特徴を理解する。
分）
①実地研修を行う地域の在住外国人の状況，学校全体，当該教室の
・実地現場の理解
在籍数などについての説明を聞く。
②在籍の外国人児童生徒等の背景を想像する。
③在籍の外国人児童生徒等の日本語習得状況についての説明を聞
く。
3 実施記録の観点と書 3 実施記録の観点の説明を聞き，書き方を確認する。
き方を知る（15 分）

備考

実地現場の見学や実習の準備として行うことを想定している。
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外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発事業
資料 8

モデルプログラム例 ⑮自己の成長，環境づくり＜基礎＞ 講義型
時間
項目

60 分
教師のキャリア，力量形成，省察的実践家，成長する教師（自己研
修型教師）
，異領域との協働 環境づくり

方法・形態

ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成/活動設計／教材分
析/教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型

流れ（・項目）

活動

1 教師のキャリアにつ 1 教員の事例を読み，そのキャリアを次の点から検討し，意識化す
いて意識する（15 分） る。
・教師のキャリア
-教育観とその変容
・力量形成
-キャリアステージ
（着任➾ミドルリーダー➾シニアリーダー）
-力量形成（実践力・専門性・組織運営の力）
-個人的経験と教師としての経験
2 「成長する教師」の 2 講義と話し合いを通して「成長する教師」のイメージをもつ。
イメージを描く（20 ①講義を通してドナルド・ショーンの「省察的実践家」につい
分）
て理解する。
・省察的実践家
-実践的認識論（
「技術的な熟練」の限界）
・成長する教師
-行為のなかの省察（内省）
②教師は何をきっかけに変容するのか，省察の役割は何かを話し合
い，
「成長する教師」のイメージをつくる。
3 外国人児童生徒等教 3 外国人児童生徒等許育の困難を想像し，その経験の教師としての
育を経験することの
キャリアにおける意味について話し合う。
意味を考える
（25分） ①外国人児童生徒等教育の担当になった場合，教師として困る
・異領域との協働
ことと，その解決方法について話し合う。
・環境づくり
例「日本語でのコミュニケーションができない」
「保護者の教育観と学校の教育方針が異なる」
➾ 解決のヒントとして，次の点を示す
-異領域との協働，環境づくりの重要性
-自己の価値観の内省
②上記の経験が，教師としてのキャリアにとってどのような意味
をもつか話し合う。
-どのような視野の広がりや力量の向上
-キャリアステージとの関係
備考
15 分程度で扱う場合は，３を中心として取り扱う。
教職課程の科目で取り扱う場合は，4 年次の「教職実践演習」等
が適当。
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資料８

モデルプログラム例 ⑯ 日本語に関する内容＜基礎＞ 講義型
時間

60 分

項目

外国語としての日本語（音韻，文字，語彙，文法，談話・文章）
形態素 音素 統語

方法・形態

ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成/活動設計／教材分
析/教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型

流れ（・項目）

活動

1 日本語と英語の違
いについて考える
（10 分）

1 英語と日本語の違いを挙げ言語の次の要素のどれに当たるか考
える。
-音
-文字
-語彙
-文法
-談話・文章

2 日本語の仕組みの 2 １文をどこで分けられるか考え，日本語の仕組みの全体像を捉え
全 体 を 捉 え る (20
る。
分)
例）私／は／昨日／寿司／を／食べ／た。
・形態素
私→わ／た／し
わ→W／a
・音素
-意味をもつ単位（形態素）
→その組み合わせで文が無限に作れる
-音の単位（音素）→その組み合わせで形態素が作れる
3 日本語の音韻面の 3 日本語の音韻に関し，英語との比較を通して理解する。
特性について理解 -「ラ」とｒ・ｌ，
「フ」とｈ・ｆ 等
する。
（10 分）
-school と「スクール」 閉音節（子音で終わる）
・開音節（母音
・音韻体系
で終わる）★アクセント（高低か強弱か）に触れてもよい
4 日本語の文法面の 4 文法面について形態素と統語に関して理解する。
特性について理解 ①形態素と文の関係について，両言語の違いを理解する
する（20 分）
-日本語は膠着語（語幹に意味を持つ接辞を累加する）
例）食べたかった（食べる＋願望＋過去）
-英語は屈折語（語尾を変化させる）
例）Ｉ wanted to eat it.
②主語・目的語・動詞の語順を例に統語について両言語の違いを理
解する
-日本語は 主語（s）
・目的語（o）
・動詞（v）
-英語は 主語(s)・動詞(v)・目的語(o)
５．語の意味範囲の違 5 両言語の対応する語の意味範囲の違いを確認する。
い に つ い て 知 る 。 例）
「ここ／そこ／あそこ」と here／there
（10 分）
「行く／来る」と go／come
等
備考
短時間で扱うのであれば，１と２を取り扱う。
英語ではなく，子どもたちの母語との比較でもよい。
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資料 8

モデルプログラム例 ⑰日本語指導の理論と方法＜支援員＞ 講義型

時間
項目

方法・形態

流れ（・項目）

60 分
学習者ニーズ，日本語教育の内容（シラバス：文型・場面・トピッ
ク）日本語教育（言語教育）の方法（オーディオ・リンガル・アプ
ローチ，コミュニカティブ・アプローチ）
，教室活動（パターン・プ
ラクティス，タスク活動，ロールプレイ）
，内容重視の日本語教育・
日本語と教科の統合学習
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成/活動設計／教材分析
/教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
活動

1 自身が受けてきた 1 受けてきた外国語教育について，次の観点で振り返る。
外国語教育を振り
何を学んだか，どのように学んだか，どのような学習材を利用し
返る（5 分）
て学んだか，どのような教え方が効果的だと思ったか。
・言語教育の方法
2 日本語教材の目次をもとに，目的に合ったシラバス（項目）で教
2 学習ニーズとシラ
えることの重要性を理解する。
バ ス の 関 係 を 知 ①子どもの学習ニーズと教材の目次とをマッチングをし，学習項目
る。
（15 分）
の選定の重要性を知る。
・シラバス（文型・ ②文型シラバスの例を見て，学習項目の選定の仕方を知る。
場面・トピック）
文型シラバス・場面シラバス・トピックシラバス
3 代表的な言語教育 3 ２タイプの授業のビデオを見て，それぞれの利点と問題点につい
の方法について知
て話し合う。
る。
（25 分）
①オーディオ・リンガル法の授業と，コミュニカティブ・アプロー
・オーディオ・リン
チ（タスク活動）の動画を見ながらメモを取る。
ガル法
②それぞれの方法の利点と問題点をペアで話し合う。
・コミュニカティ
-オーディオ・リンガル法，コミュニカティブ・アプローチ
ブ・アプローチ
-パターン・プラクティス，タスク活動，ロールプレイ
4 日本語と教科の統
合学習について知
る。
（15 分）
・内容重視の日本語
教育
・日本語と教科の統
合学習
備考

4 指導案の例を通して，日本語と教科の統合学習の考え方や授業の
仕方を知る。
①おしゃべりができるが教科の理解が困難な子どもの事例から，日
本語で学習参加する力を育成する必要性に気づく。
②日本語と教科の統合学習の指導事例（指導案）を見ながら，授業
を想像し，その考え方と授業の構成の仕方を知る。
可能であれば，１，２，３の活動を時間をかけて取り扱い，十分な
理解と実践の基礎的なスキルを高めることが望ましい。また，実習
時の学習として位置づけてもよい。
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資料８

モデルプログラム例 ⑰日本語指導の理論と方法＜専門＞ 活動型
時間
項目

方法・形態

流れ（・項目）

90 分 × 2 回
学習活動（文型練習，タスク活動，ロールプレイ，シミュレーショ
ン）日本語プログラム（サバイバル，日本語基礎，技能別日本語，
日本語と教科の統合学習，教科の補修）
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成/活動設計／教材分析
/教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
活動

1 日本語プログラム 1 日本語指導における「日本語基礎」プログラムの内容と実施上の留
意点を文科省「外国人児童生徒受け入れの手引き」等で確認する。
「日本語基礎（文
-取り扱う内容：音・文字・語彙・文型
型）
」の目的を確認
-日本語指導のコースにおける位置づけ
する。
（10 分）
-正確さと適切さ・滑らかさのための練習の違い
-成人の学習スタイルとの違い
2 日本語の学習活動 2 「文型」を中心に学ぶ場合の学習活動を体験的に理解する。
講師が実施する次の活動に参加する。
を体験する。（50
-文型練習（リピート・代入・変換・結合・QA 練習）
分）
-タスク活動（インフォーメーションギャップのある活動等）
（・項目は活動欄に記載）
-ロールプレイ（約束をする，教え合う，質問をする等）
-シミュレーション（係りの仕事，日直の仕事等）
（グル
3 日本語の学習指導 3 学習項目（文型）を選定して，学習指導計画案を作成する。
を作成する（30 分） ープでの活動が望ましい）
①日本語基礎（文型）の学習指導案例を読み取りながら，指導計画
として何を具体的に決定し，指導案に表すかを理解する。
※次の時間までに
-対象の実態把握
-目標設定
-学習項目の選定
完成させてくる。
-活動展開（導入・基本練習・運用練習・まとめ） -評価方法
②対象を設定し，指定された学習項目（文型）に関し学習指導計画
を立てる。
４ 模擬授業を行う 4 ３で作成した学習指導計画に基づき，模擬授業を実施する。
10 分程度（授業プランのどの部分の模擬授業を明確にして実施）
（60 分）
可能であれば録画し，振り返り活動で活用する。
５ 模擬授業を振り 5 実施した模擬授業の振り返りを書き，気づいた点を話し合う。
-対象者に適した目標・学習内容・活動か
返り，気づいた点
-目標が達成できる活動展開になっているか。
について共有する
-授業者は，発問・指示・学習者への対応が適切だったか。
（30 分）
備考
＜内容⑱講義型＞を受けた後，模擬授業を行うことが望ましい（そ
の場合１，２の活動は割愛）
。時間があれば，その他のプログラムに
ついても学習指導案を作成し，模擬授業を行う。
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モデルプログラム例 ⑱個別の指導計画の立て方＜専門＞ 講義型

時間
項目

方法・形態

流れ（・項目）

60 分
コースデザイン，日本語プログラム（サバイバル，日本語基礎，技
能別日本語，日本語と教科の統合学習，教科の補修）
，個別の指導計
画
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成/活動設計／教材分析
/教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
活動

1 個別の指導計画の 1 「特別の教育課程」の実施上の留意点を読み，個別の指導計画の
作成の必要性について知る。
作成の必要性につ
-実態（来日年令，母語，日本語能力，学習歴，家庭の言語
いて理解する（５
環境）把握
分）
-指導内容の選定と組み合わせ
・個別の指導計画
-指導期間と頻度の決定
2 コース設計の考え 2 コースデザインの手続きについて，講義を通して知る。
-実態把握（レディネス分析・ニーズ分析）
方を知る。
（15 分）
-目標言語調査（生活・学習で求められる日本語）
・コースデザイン
-シラバス（学習項目）の決定
-教授法，教育方法の決定（教室活動，教材）
-評価の方法
3 各種日本語プログ 3 次の日本語プログラムについて，指導の具体例をもとに理解する。
-サバイバル日本語
ラムについて理解
-日本語基礎（文字表記，文型，語彙，文型）
する。
（25 分）
-技能別日本語
・サバイバル日本語
-日本語と教科の統合学習
・日本語基礎（文字表記・
文型・語彙）
・技能別日本語
・日本語と教科の統合学習
4 個別の指導計画を 4 個別の指導計画例（来日直後の小学 5 年生，非漢字圏出身）
を，異なるタイプの児童生徒に合わせて変更し，個別の指導
立てる。
（20 分）
計画の立て方を理解する。
例）日本生まれの小学１年生
小学 3 年で来日した小学６年生
来日直後の漢字圏の中学２年生
備考
可能であれば，２，３の活動を時間をかけて取り扱い，十分な理解
と実践の基礎的なスキルを高めることが望ましい。
この内容を実習時の学習内容としてもよい。
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資料８

モデルプログラム例 ⑱個別の指導計画の立て方＜専門＞
時間

活動型

60 分

項目

コースデザイン，日本語プログラム（サバイバル日本語・日本語基
礎・技能別日本語・日本語と教科の統合学習・教科の補習），キャリ
ア教育・国際理解教育等とのクロスカリキュラム・個別の指導計画
の作成
方法・形態
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成/活動設計／教材分析
/教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
流れ（・項目）
活動
1 「個別の指導計画」 1 日本語指導の「特別の教育課程」としての編成・実施に関する資
料を確認し，
「個別の指導計画」の作成の必要性を理解する。
作成の必要性を知
-外国人児童生徒の編入時期の違い・多様性への対応
る（5 分）
-正規の「教育課程」としての申請に求められる指導計画
-公的な指導記録
2 「個別の指導計画」 2 「個別の指導計画」例を読み取り，把握・決定しなければならな
い事項について理解する。
の構成要素を理解
-誰を対象に？（実態把握：成育歴・学習歴，母語・日本語の力，
する。
（15 分）
家庭内の言語環境・学習環境，将来の生活拠点）
-何をどのような進度で教えるか？（日本語プログラムの選択，組
み合わせ，実施時期の決定）
-誰が，どのぐらいの期間で，どのぐらいの頻度で教えるか？
「個別の指導計画」
3 「個別の指導計画」 3 次の児童生徒のいずれかのタイプについて，
（大枠）を作成する。
を設計する。（25
A 来日直後の小学 2 年生（フィリピン出身）
分）
B 来日直後の中学 2 年生（中国出身）
C 滞日期間 3 年の小学 5 年生（ネパール出身）
D 滞日期間 3 年の中学 3 年生（ブラジル出身）
E 日本生まれの小学 3 年生（ベトナム出身）
F 日本生まれの小学 6 年生（ペルー出身）
4

「個別の指導計 4 作成した「個別の指導計画」についての発表を通して，多様性へ
の対応と学習の連続性を保障することの重要性を理解する。
画」作成の上で考
滞日期間が同じ児童生徒を選んだ者のペア→全体
慮すべき点を理解
-年齢，学年による違いを考慮した計画が必要
する（15 分）
-指導計画の決定には更に詳しい実態把握が必要
-家族の状況，将来像等を考慮した総合的な判断が重要

備考

同内容の講義型の授業・研修を受けた後に実施することが望ましい。
研修の場合は，
「個別の指導計画」の例を参加者で作成経験のある方
に紹介いただいてもよい。
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モデルプログラム例 ⑲言語能力の把握＜基礎＞ 講義型
時間
項目

60 分
ビリーフ，言語能力とコミュニケーション能力，生活言語能力と学
習言語能力，母語と日本語の力，言語能力の評価・測定方法
方法・形態
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成/活動設計／教材分
析/教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
流れ（・項目）
活動
1 自身の言語能力に関 1 言語学習に関するビリーフのアンケートに回答し，自身の言語能
する認識を振り返る
力の捉え方を振り返る。
（15 分）
ぺアでアンケートの回答について，なぜそう考えるのかを次のポ
・ビリーフ
イントから話し合う。
-言語能力と一般的な能力（知能や学力など）
-年齢と言語習得の特徴
-学習方法と習得
2 コミュニケーション 2 自身の外国語学習経験に照らして，言語能力とコミュニケーショ
能力について知る
ン能力（Canal＆Swain）の次の４要素について，理解する。
（10 分）
-文法能力（音韻，文字，語彙，文構造）
・言語能力とコミュニ
-社会言語能力
ケーション能力
-談話能力
-ストラテジー能力
3 外国人児童生徒等の 3 外国人児童の産出資料や研究知見をもとに，外国人児童生徒等の
言語能力を捉え方に
言語能力の捉え方を理解する。
ついて理解する（20 ①講義でカミンズの「生活言語能力（BICS）」と「学習言語能力
分）
（CALP）
」について知り，外国人児童の作文例や会話例から，学
・生活言語能力と学習
習言語習得の重要性について理解する。
言語能力
②研究知見をもとに，母語の日本語の力の関係について知り，両言
・母語と日本語の力の
語の力を把握することの重要性について理解する。
関係
4 言語能力の把握の方 4 言語能力の把握の方法について，具体例をもとに知る。
法について知る。
（15
-日常の言語使用状況の聞き取り（家庭で，家族と）
分）
-技能別の能力把握の方法
-文部科学省開発「JSL 対話型日本語能力アセスメント DLA」を利
用した日本語能力の測定
備考
15 分程度で扱う場合は，３を中心に取り扱う。
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資料８

モデルプログラム例 ⑳教科の内容＜支援員＞ 講義型

時間
項目

60 分
学習指導要領，教科の内容とその系統，指導方法，教室内の活動，
授業のことば，教科のことば

方法・形態

ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成/活動設計／教材分析
/教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
流れ（・項目）
活動
1 外国人児童生徒の 1 教科書を見て，外国人児童生徒の困難について，次のポイントで
教科学習における
話し合う。
困難について確認
-児童生徒の教科学習経験・有する知識とのギャップ
する（10 分）
-教科の授業への参加の困難
・教科の内容
★支援をしている児童生徒が使用している教科書（算数・数学か理
科）の持参を求める。
2 支援している児童
生徒の学年の学習 2 １で見た教科書の内容が，学習指導要領のどこに基づいて構成さ
指導要領の内容を
れているのかを調べる。
知る。
（20 分）
○学習指導要領から次の点を読みとり，児童生徒が教科学習でどの
・学習指導要領
ような力を高めているのかを理解する。
読み取ること：学年による目標の違い，学習内容とその系統

3 算数科の指導方法 3 教師用指導書から授業の進め方を想像し，学校での教科教育の指
について知る。
導方法について知る。
（20 分）
①教科の指導方法いついて読み取る。
・指導方法
-問題解決型の学習が重視されていること
・教室の活動
-子どもたちの思考の流れに合致するように，内容が順に配置され，
・授業のことば，教
組み立てられていること
科のことば
-生活経験を学習に結びつけていること
②教師の指示や発問，教科の重要なことばを抜き出し，児童生徒が
理解できるようにするための工夫を考える。
4 支援員としての教 4 1 で話し合った外国人児童生徒の困難を，支援員としてどのよう
科学習の支援方法
な方法でサポートできるか，ペアで話し合う。
について検討す
-一緒に学ぶこと
る。
（10 分）
-じっくり考える時間を与えること
-学力に合わせ下学年の内容を学ぶ機会をつくること
備考
15 分程度で扱う場合は，３を中心に取り扱う。
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資料 8

モデルプログラム例 ㉑在籍学級での支援＜基礎＞

時間

講義型

60 分

項目

学習参加のための支援（スキャフォールディング）,フォーカス・オ
ン・フォーム（言語形式の意識化，リキャスト）,カリキュラムマネ
ージメント,周囲の児童生徒との学び合い
方法・形態
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成/活動設計／教材分析
/教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
流れ（・項目）
活動
1 学級の中の外国人 1 外国人児童生徒が学級内でどのように学習をしているかを思い起
こす。
児童生徒の学習参
-「普通」
「問題ない」ように見えるが本当にそうか。
加状況を振り返る
-「お客様」状態になっていることはないのか。
（10 分）
-周囲の子どもたちはどうかかわっているのか。
2 学習参加を促す支 2 学習参加を促すための理解や表現の支援の必要性について知り，
援について知る。 その方法について理解する。
①ヴィゴツキーの「発達の最近接領域」について知り，自力で学習
（20）
参加する力を育むための支援（スキャフォールディング）が重要
・スキャフォールデ
であることを知る。
ィング
②外国児童生徒等の学習参加を意識した授業例（学習指導案）から，
有効な支援の方法について理解する。
-理解支援 -表現支援 -記憶支援
-自律支援 -情意支援
3 言語への意識化の 3 教科の授業で，児童生徒に語彙や文の形に意識を向けさせる方法
を，具体的な例をもとに理解する。
方法について知
フォーカス・オン・フォームの具体例
る。
（15）
-リキャスト
・フォーカス・オン・
-インプットの強調
フォーム
・リキャスト
4 在籍学級での外国 4 １で検討した在籍学級の外国人児童に対して行える支援を検討す
る。
人児童生徒への支
援を検討する（10） -カリキュラムマネージメント
（外国人児童生徒の学び方を考慮した単元計画）
・カリキュラムマネ
-周囲の子どもとの学び合い
ージメント
-スキャフォールディング
備考
15 分程度で扱う場合は，３を中心に取り扱う。
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資料 8

資料８

モデルプログラム例 ㉑在籍学級での支援＜基礎＞
時間

フィールド型

90 分

項目

学習参加のための支援（スキャフォールディング）,フォーカス・オ
ン・フォーム（言語形式の意識化，リキャスト）,周囲の児童生徒と
の学び合い
方法・形態
ａ 講義型
ｂ 活動型（事例報告／事例研究／指導案作成/活動設計／教材分析
/教材作成／模擬授業／疑似体験／経験の振り返り）
ｃ フィールド型
流れ（・項目）
活動
1 授業参観の視点を 1 外国人児童生徒が在籍する学級への訪問の目的を確認し，参観の
視点を共有する。
もつ（10 分）
-教員は，内容理解や学習参加のために，どのような支援（スキャ
・スキャフォールデ
フォールディング）を行っているか。
ィング
-外国人児童生徒等は，授業のどのような学習場面で何をするとき
に困っているのか。
-グループ活動などで，周囲の子どもたちとどのように関わりなが
ら参加しているか。
2 授業を参観し，学 2 上記の視点をもって，一般学級での授業を参観する。
習参加のための支 ※講師は，次のような支援が見られた場面をメモし，授業後のセッ
ションで紹介できるようにしておく。
援に気づく。（45
支援（スキャフォールディング）の効果
分）
-理解のための支援
（・項目は活動欄に記載）
-表現のための支援
-覚えやすくするための記憶支援
-自分でも学べるようにするための自律支援
-意欲等を維持するための情意支援
具体的な方法 -フォーカス・オン・フォーム
-リキャスト
3 在籍学級でできる 3 観察した授業について話し合い，外国人児童生徒の学習参加上の
困難と，それに対する教師の支援と効果について検討する。
支援とその効果に
ついて検討する。 ①3 つの視点で授業中に気づいたことを，付箋に書いて発表し合う。
②支援の効果を「理解・表現・記憶・自律・情意」等から考える。
（25 分）
③それ以外に見られた支援について講師の話を聞く。
4 在籍学級担任とし 4 自身が在籍学級の担任になった場合，授業中どのように支援を工
夫したいかペアで話し合い，支援方法についてイメージをもつ。
て工夫したいこと
を考える。(10 分）
備考
★在籍学級で，外国人児童生徒等への日本語面の配慮を行っている
先生の授業を拝見させていただく。
内容㉑の講義型の授業・研修の後に実施する場合は，活動１を割愛
する。また，人数が多く参観が難しい場合は，授業のビデオを見て
事例分析（活動型）の授業として実施する。
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