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Ⅰ

開催概要

（１） 目

的

2001 年 4 月に約 31 万人だった都内の外国人住民の数は、2021 年 4 月には約 54 万人
になり、この 20 年間で約 1.73 倍に増加しました。
一方、新型コロナウイルス禍では、在住外国人を取り巻く新たな課題や問題が浮き彫りとな
り、さまざまな団体や多様な人々が連携することに改めて注目が集まっています。
このような状況の中、国際化市民フォーラム in TOKYO では、皆さんと一緒に多文化共生
について考え、参加者の新たな気づきや行動するきっかけとなることを目指します。
（２） 実施方法
（３） テ ー マ
（４） 内

分科会方式（３分科会）
「今、ともに創る多文化共生」

容

Ａ分科会：

多文化共生の「これまで」と「これから」

Ｂ分科会：

外国ルーツの中学生を進学につなげるために

Ｃ分科会：

それって本当に必要なの？届いているの？
～外国人住民への情報とその伝達をめぐる現状と課題～

（５） 日

時

令和４年２月５日（土）10:00 ～ 17:00

（６） 開催方法

ＺＯＯＭによるオンライン開催

（７） 定

各分科会 100 人

員

（８） 参 加 費

無料

（９） 主

催

一般財団法人東京都つながり創生財団

（10） 共

催

東京都

（11） 後

援

独立行政法人国際協力機構

国際交流・協力 TOKYO 連絡会

日本国際連合協会東京都本部
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一般財団法人自治体国際化協会

Ⅱ

実施概要

Ａ分科会
●テ ー マ：

多文化共生の「これまで」と「これから」
この国際化市民フォーラムはこれまで 15 年以上にわたり開催してきました
が、その間、私たちが取り組んできた「多文化共生の社会づくり」も、時代とと
もに様々な変遷がありました。
本分科会の前半では、これまでのフォーラムのテーマとともに、多文化共生の
「これまで」を振り返ります。後半では、
「これから」を見据えて、異なる分野間
の新たな連携や、担い手の可能性を探りながら、今後の多文化共生社会のあり方
を考えます。

モデレーター：

渡戸

一郎

明星大学

パネリスト：

トランタン・ファト

名誉教授

NPO 法人 IWC 国際市民の会

田中

慎吾

社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会

薦田

庸子

コミュニティ通訳における保健・医療分野の研究会メンバー
公益財団法人武蔵野市国際交流協会

●参 加 者

第１部
渡戸

一郎

JSL 教室卒業生
地域相談支援課長

チーフ・コーディネーター

184 名

基調講演：多文化共生の「これまで」
明星大学

名誉教授
資料の２・３スライド目に、日本社会の「多文
化共生」の現状評価を考える際に指標となる問いを
まとめてみた。例えば、エスニックな景観（エスノ
スケープ）やエスニック料理店が増え、外国人の同
僚・子どもが増えたという方も多いのではないだろ
うか。一方でヘイトスピーチの増加や外国籍住民
をめぐる制度上の問題といった課題も浮き彫りに
なってきている。これら、多文化共生に関するこ

都市社会学の立場から、1980 年代後半以降、
外国人居住者及びその集住地域の調査、自治体の多

れまでの流れと課題について、考察していきたい。
１）前史としての「国際化」と「グローバル化」

文化共生施策（当時は「国際化施策」
）の策定や推

1985 年、日本は円高を容認したプラザホテル

進に携ってきた。本講演では、第一部で多文化共

で G5 の合意があり、バブル期に入る。それを背

生の「これまで」を概観し、第二部のパネリスト

景にアジア諸国からの出稼ぎ労働者、中国・韓国か

による事例紹介から、今後の新しい展開をフォロー

らの留学生といったニューカマーが急増し、旧自治

したい。

省（現総務省）が「国際化」政策を始めた。そこには、

問：今日の日本社会は『多文化共生』が進んでい

これまで国が担ってきた国際交流や外交を、今後

るか？

は自治体もその担い手になるという指針が含まれ
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ていた。このため都道府県や政令市等で国際交流

2010 年代には東日本大震災などから、多文化

協会ができ、それを位置づける国際政策が作られ

防災訓練や多言語支援センターの必要性の高まり、

ていく。東京都でも 1994 年に
「国際政策推進大綱」

広域連携の取り組みが広がった。一方で竹島や尖閣

が制定された。以後、
「国際化」は政治行政のキー

諸島の問題などを契機にヘイトスピーチも高まる。

ワードとなっていく。

「ヘイトスピーチ解消法」ができたものの罰則規定

90 年代は「グローバル化」という言葉が出てき

がないため、自治体によってはより実効性のある

た。グローバルな規模で人が移動し、移民・難民

条例策定へ展開した。また 2010 年代は欧州評議

という言葉が普及しはじめる。
「国際化」に対し「グ

会の「インターカルチュラル・シティ・プログラム」

ローバル化」は担い手が異なる。
「国際化」は国家

が紹介された。浜松市ではこの「多様性を生かし

が主軸であることに対し、
「グローバル化」は自治

た都市社会政策」の視点をいち早く採り入れたが、

体や多国籍企業、NGO、グローバルメディア、移民・

総務省の多文化共生推進プランの改訂、東京都の多

難民、市民などが主体となることを指す。

文化共生推進指針でもこの視点が反映されている。

２）
「多文化共生」の起点・展開、特徴・類型

・
「多文化共生」施策は、どれほど浸透・定着して

・日本における「多文化共生」の起点・展開

いるか？

このような前史があった上で「多文化共生」と

昨年の台東区の「多文化共生に関する意識調査」

いう言葉が出てくるが、実は 70 年代くらいから使

を引用したい。18 歳以上の台東区内在住の日本

われてきた。特に先住民アイヌや在日コリアンの

人・外国人を対象とした調査である。日本人に「多

社会運動を受け、北海道や東京近辺、関西で共生

文化共生社会という言葉を知っているか」と聞い

のあり方が問われ、90 年代に入ると頻繁に使われ

たところ「知っている」が約 24％、
「聞いたこと

るようになった。

はあるが内容は知らない」が約 28％、
「知らない」

90 年代には家族の呼び寄せや、日本での家族の

が 46% という結果であった。若い人や外国人との

形成もあり、外国人の定住化が進んでいく。日本

交流機会の多い人ほど、認知度が高い傾向がある。

人の国際結婚も増え、外国ルーツの子どもが増加

一方、
「日本の生活で外国人が困っていること・心

した。そういった外国ルーツの子どもが保育園や

配なことは何か」を聞いたところ、
「日常生活のルー

学校でどのように受けられるべきか、現場が模索

ルがよくわからない」は日本人：約 47% に対し外

する時期に入る。

国人：約 7％で、意識のギャップがはっきりと出た。

2000 年代に入ると、定住者としての日系南米

この背景には、調査に答えた外国人の定住化が進

人が増えていく。主に製造業中心の都市が声をか

んでいることもあるが、日本人と外国人の意識差

け合い、
「外国人集住都市会議」が 2001 年に創設

がこれほどあることは着目したい。

された。会議では「多文化共生」がキーワードと

・
「多文化」とは、
「共生」とは？

して使われるようになり、会議で浮上した課題は

「多文化」や「共生」という言葉は人や文脈によっ

日本政府に提言された。こうした働きかけを受け、

て解釈が異なるが、ここではこう考えたい。
「多文

総務省は 2006 年に「地域における多文化共生推

化」とは、今日の社会ではジェンダー、セクシュ

進」プランの枠組みを示し、都道府県や政令市等に

アリティ、年齢、障害、民族、国籍、出身地、言語、

同プランの作成を促した。その後、リーマンショッ

宗教など多様なマイノリティに配慮した社会づく

クにより派遣労働者が大量に解雇され、失業した

りである。さらに個人の持つ社会経済的・文化的属

日系南米人の帰国が増加した。一方、2010 年代

性の重層性も着目される。SDGs に「誰一人取り

に入ると、中国・フィリピン・ベトナム・ネパール・

残さない」とあるように、一人ひとりを大事にす

インドネシア等からの技能実習生や留学生等が増

ると同時に、その一人の中にある交差性（属性の

加し、外国人集住都市会議の参加自治体も変化し

重層性）への視点も重要になる。
「共生」は、受入

ていく。

れ社会側の視点が強いが、一方的な視点や論理で
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はなく、外国ルーツの人との対等性を確保しつつ、

の無年金問題、医療通訳問題、介護保険制度の周知

互いの異質性を理解し尊重し合うことが重要であ

の遅れ等が浮き彫りになる。これに対し、最近では

る。インターカルチュラル・シティで強調される

ヘルパー 2 級の資格を取る外国人女性が増えるほ

ように、交流の広がりが重要な意味を持つ。

か、技能実習に介護の在留資格もでき、ケアの担

「共生」社会の難しさには、
「日本人ファースト」

い手としての外国人が増えてきている実態もある。

と思われるような外国人優遇批判や、ネット上で特

「多文化共生推進プラン」では多言語サービスを

定の属性の人への攻撃、ヘイトスピーチなどがあ

取り上げ、相談体制の整備や情報の言語化を図っ

る。これに対しては、メディアや家庭、学校、地

てきた。特に多言語化ではマイノリティ言語をど

域での教育の取り組みが非常に重要である。また、

うサポートするかが課題だったが、2018 年 12

自治体が差別禁止条例を策定することは、象徴的

月の入管法改訂で、国が予算を出し 14 言語のワン

にも意味がある。

ストップサービスセンターが全国で立ち上がった。

・ヨーロッパ移民における移民政策の類型

また最近は各自治体でやさしい日本語の取り組み

ここで、ヨーロッパで移民が増えてきた都市の

も進んでいる。このような言語政策では、多言語

政策に関し、アムステルダム大学で行われた調査か

支援の専門性をいかに高めていくか、そして有期

ら紹介する（スライド 11）
。政策類型は、受入れ

雇用が多い相談員の地位向上が重要な課題である。

側社会の外国人に対する地方自治体の態度や仮定

また外国人が日本で生活する上で、日本語を学

を示している。
「政策なし」は、外国人の増加は一

ぶ姿勢や努力は必要だが、同時に日本社会の文化

時的な現象のため特段対応しないという態度。
「ゲ

的同化圧力が強い中で、どれだけ母語や母文化を

ストワーカー政策」は、外国人はゲストワーカーで

尊重できるかも問われている。外国人が暮らしや

あり短期で帰国するため深い政策はしないという

すい社会の実現には、制度・政策と市民社会の両

態度。
「同化政策」は、定住者としての移民は年月

者からの土壌づくりが重要になる。

とともに同化していくという態度。
「多元主義政策」

４）
「多文化共生」の前提としての外国人・移民とは

は、定住者としての移民のよそ者性は維持される

外国人の定義は、狭い意味では法的に日本国籍

べきという態度である。しかし 80 年代の後半あた

を持たない人を指す。日本は片方の親が日本国籍

りから、この多元主義（多文化主義）は社会の分

であれば日本国籍を継承できるという血統主義を

断を招くという批判が高まり、2010 年代あたり

採っており、日本で生まれた外国人の子どもが必ず

から「異文化間交流政策（インターカルチュラル・

しも日本国籍をとれるわけではない。外国籍の人々

ポリシー）
」が主張され始める。これは、定住者と

の法的地位は在留資格に基づく。在留資格は大きく

しての移民のよそ者性は、強調されすぎてはなら

2 つに分かれている。一つは身分系、
つまり永住者、

ないという考え方である。例えば、移民の子ども

定住者、永住者の配偶者などで、これらの在留資格

に対しては母語・母文化を尊重・保障するだけなく、

の方は生活保護を受けられる。一方、活動系の働

ホスト社会の言語・文化を習得してもらうことも

く在留資格の方は、生活保護などの支援が受けら

必要とすると考える。

れない。2012 年改正住民基本台帳法が施行され、

３）住民としての外国人 / 移民の変化と政策課題

同時に外国人登録法がなくなった。中長期滞在外

出身国、来日の経緯、在留資格、就労状況、家族、

国人は、住民基本台帳に住民として登録されるが、

世帯構成など様々な点で外国人住民の多様化は進

在留資格のない人は非正規滞在者として、そこか

展している。定住化が進む中で、その地域の市民

ら排除されるという問題が起きている。子どもの

であり、日本社会の市民だという意識が進む一方、

教育や災害避難所での扱い、ワクチン接種等で排

外国人住民が抱える問題や必要とする支援も多様

除されるリスクが高まり、こういう人たちにも対

化していく。格差社会化や在住外国人の高齢化が進

応すべきという取り組みが進んできている。

み、年金加入に必要な年数が取れない在日コリアン

一方、広い意味の外国人とは、いわゆる「移民」
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という定義であり、日本国籍者も含む外国出身者と

たり、在留資格の不安定さが浮き彫りになったり、

その子どもを指す。ある本によると、1.5 世は外国

ヘイトの問題も起きている。また 1.5 世、２世が

生まれで６歳以降の来日の人、２世は外国人の親か

抱える課題として、ダブルリミテッド（セミリンガ

ら日本で生まれた人・もしくは 6 歳未満の来日の

ル）の問題がある。母語もホスト社会の言語も不

人を指す。日本では帰化の情報が数値しか公表さ

十分で、中学校卒業後も学業が身についていなかっ

れないため、
「〇〇系日本人」という日本人の多様

たり、高校を中退してしまったりすることが起き

性を認識できる呼称が普及しないが、アイデンティ

ている。またそうした方たちの子どももダブルリ

ティや国籍の複数性といった問題は存在する。

ミテッドになってしまうという、負の世代継承の

もう一つ「エス二シティ」と「人種」について

問題もある。こうした方たちへの支援が、今日の

述べたい。
「エスニシティ」は、ここでは「民族」

重要な課題になっている。

とほぼ重なると捉え、自分がどういう民族だと思っ

５）移民政策と「多文化共生」

ているかの帰属意識がポイントになる。
「人種」を

移民政策と外国人政策では移民政策の方が広く、

問う際、それは必ずしも科学的なカテゴリーでは

移民政策では外国にルーツを持つすべての人を対

なく、人種差別については日本では lookism・見か

象とする。在留資格に関する政策と、先ほどの同化

けの問題が大きく影響する。例えば外見上、外国

政策・多文化共生政策等を含む社会統合政策からな

人とみなされやすい東南アジア系、中東系、アフ

るのが、移民政策である。そしてこうした高い社会

リカ系などの方が警官の職質を何度も受ける、日

統合政策の前提に人権政策がある。社会統合政策で

本国籍を取った後もいつまでも外国人と言われる、

は、マイノリティの方々を周辺化せず、インクルー

といったことがある。

ジョン・包摂していくことが重要である。インター

2010 年代以降、外国人や移民を「支援の必要

カルチュラル統合モデルは本来、
「包摂」を土台に、

な弱者」というよりも、
「自立した市民」と位置づ

多様性と同時に平等性を追求していくものである

ける傾向が強まっている。一方でグローバル化・新

ことを再認識する必要がある。

自由主義政策のもとで階層分化も進んでいく。最近
では新型コロナ禍で外国人が脆弱な立場に置かれ
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ʀࠅਕʤࠅड़ਐϩʖςʥ༓ਕʀஎਕʀ࿂ਕʀՊଔ͗͏Ζ
ʀࠅਕʤࠅड़ਐϩʖςʥͶଲͤΖϖφηϒʖο͓͗ͪ
ʀʰଡชԿڠਫ਼ʱͳ͏͑ݶཁͺซ͏ͪ͞ͳ͍͗Ζ

ో  ރҲ ʤָ໌༬گदʥ

ʀஏҮࠅਕͳࠅࡏިླྀͶࢂՅ͢ͱΊͪ͏
1

2
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ʁࠕೖೖຌऀճͺʰଡชԿڠਫ਼ʱ͗ΞͲ͏Ζ͖ʃʤକ͘ʥ

 ࢛ͳ͢ͱʰࠅࡏԿʱͳʰήϫʖώϩԿʱ

ʀஏҮͶࠅਕे͓͗Ζͺɼఏ߇͍͗״Ζ

ʀ೧ɼϕϧδқΝؽܘͶೖຌͺώϔϩـܢͶಧɽ
ˢཔࠅਕଁٺʤ౨ΠζΠʀೈΠζΠʀ౨͖Δड़Ֆ͙࿓ಉंΏमʀָཻਫ਼͵ʹʥɽ

ʀਕݰঙೖຌͺɼࠅਕൊ͘ͲͺΕཱིͪ͵͏

ˢ࣑ࣙڈʰࠅࡏԿʱࢬࡨʤࠅࡏިླྀʀྙڢकରͳ͢ͱ࣑ࣙରΝҒͰ͜ʥ

ʀʰೖຌਕϓΟʖηφʱͲ͍Ζ΄ͫ͘

ʞʞಕැݟʀྫࢤৼͶɼࠅࡏࡨͰ͚ΕΏࠅࡏިླྀڢճʀιϱνʖ͵ʹઅ

ʀࠅਕ੭ं͵Ͳɼஏ๏ࢂ͗ݘฯ্͠ΗΖ΄ͫ͘

ˢҐޛɼʰࠅࡏԿʱ࣑͗ߨΫʖϭʖχͶɽ

ʀࠅਕ͗ভҽͶ͵Η͵͏ͺ͕͖͢͏

ʀ೧େʛʰήϫʖώϩԿʱΏʰήϫʖώϩ͵ਕҢಊʱʰҢʀೋʱ
͞ͳͻٶɽ

ʀࠅਕޮແҽ͗؇ཀྵ৮Ͷ͵Η͵͏ͺͪΕͫ

ʀʰࠅࡏԿʱͺࠅՊ͗कɽҲ๏ɼʰήϫʖώϩԿʱͺࠅՊɼ࣑ࣙରɼଡࠅۂةɼ

ʀೖຌͲਫ਼ΉΗͪࠅਕࢢʹͶͺೖຌࠅΝ༫͓ΖΆ͑͗Γ͏

1*2ɼήϫʖώϩʀϟυΡΠɼҢʀೋɼࢤ͗ؖΚΖɽ

3

4

̐ɿʰଡชԿڠਫ਼ʱ఼ًʀఴɼಝʀྪܗ

ʀ೧େʛ ౨ೖຌਔࡄͲଡชԿࡄ܉࿇ɼଡࢩޢݶԋιϱνʖ
॑གྷ͗߶ΉΕɼ132ɼָ͵ʹͳ߁Ү࿊ܠखΕૌΊɼ߁͗
Ζɽ

̏ʥೖຌͶ͕͜ΖʰଡชԿڠਫ਼ʱ఼ًʀఴ

ʀ߶ΉΖϖφηϒʖοʀυϠͶଲ͢ͱɼ೧ɼʰϖφηϒʖοմ
ভ๑ʱཱིɽ
ˢ࣑ࣙରΓΕࣰް͍Ζড়ྭࡨఈखΕૌΊɽ

ʀʛ೧େʁेଔΠϊΏࡑೖαϨΠϱఏ߇ʀҡ٠ਅཱི͢ͱӣಊఴ
ˢʰڠਫ਼ʱʰଡชԿڠਫ਼ʱ֕೨Νًɼ͍ͨΕ๏͗ΚΗΖ
ʀ೧େʛʁཔࠅਕଁٺɼՊଔܙʀͦر;ݼΏఈेԿఴɼࠅࡏ݃࠙
ଁՅɼࠅϩʖςࢢʹଁՅɼฯүԄʀָߏͲण͜Η๏ໝࡩ
ʀ೧େʁʰఈेंʱͳ͢ͱೖܧೈธਕଁٺΝण͜ɼ
ˢࠅਕॄेࢤճ٠ʤ೧અʥ͗ʰଡชԿڠਫ਼ʱΝࢨ͢ɼැͶݶಊ
ˢ೧ɼ૱ແʰஏҮͶ͕͜ΖଡชԿڠਫ਼ਬϕϧϱʱ࣑͗ࣙରखૌΊΝଇͤ
ʀ೧ɼϨʖϜϱεϥρέͲࠅਕ࿓ಉंྖմޑɽ͗ंࠅؾକड़ͪ͢ࡑೖϔϧ
ζϩਕͺͶݰঙɽ೧େɼେΚͮͱࠅɼϓΡϨϒϱɼϗφψϞɼϋϏʖ
ϩɼϱχϋεΠࣰٗसਫ਼ʀָཻਫ਼͗ଁՅɽ
ˢࠅਕॄेࢤճ٠ࢂՅ࣑ࣙରݰঙɽ
5

ʀԦय٠ճʰϱνʖΩϩοϣϧϩʀετΡʤ,&&ʥʱखΕૌΊΝ
ࢂߡͶɼʰଡ༹Νऀࢤ͖ͪ͢ճࡨʱࢻ఼Νɽ
ˢ ૱ແʰஏҮͶ͕͜ΖଡชԿڠਫ਼ਬϕϧϱʱրఙ
ˢ ౨ښʰଡชԿڠਫ਼ਬࢨਓʱࡨఈʤʥ
ʀʰೖຌگޢүਬ๑ʱޮාࢬߨʤʥ
6

ʀրਜ਼؇๑ʤʥˢࡑཻࣁ֪ʰಝఈٗ̏ߺʀߺʱΝઅ

̐ʥ֕೨ಝ

̑ʥʰଡชԿڠਫ਼ʱࢬࡨͺɼؔ͞ɼʹΗΆʹਃಃʀఈ͢ͱ͏Ζ͖ʃ

ʀʰ
ʰଡชԿڠਫ਼ʱͳ͏͑ݶཁͶͺʬೖຌਕ YVࠅਕʭ್ߴଲཱིࢻ఼͗
͏کɽ
ʞʞͨ͞Ͷͺɼʰ
ʰୱҲଔࠅՊʱਈң࣍ʀ࠸ਫ਼ࢊ

ᶅୈ౨ۢʰଡชԿڠਫ਼ͶͤؖΖқࣟࠬʱ
ʤ೧ʛ̗݆ࠬɼࡂҐ಼ۢࡑेೖຌਕએਕɼࠅਕએਕΝଲেɼյफིʁೖຌਕ
ˍɼࠅਕˍʥ

ʀೖຌਕʰଡชԿڠਫ਼ऀճʱͳ͏͑ݶཁஎౕʁ
ʰஎͮͱ͏Ζʱˍ
ʰซ͏ͪ͞ͳͺ͍Ζ͗ɼ಼༲ͺஎΔ͵͏ʱˍ
ʰஎΔ͵͏ʱˍ
ʞऑ͏ਕΆʹɼࠅਕͳިླྀؽճଡ͏ਕΆʹɼஎౕ͗߶͏ܑ

ʀ͖͢͢ଠ๏ɼࠅखಚɼҡଔؔ݃࠙ɼೖຌਫ਼ΉΗࠅΏϝρέη
ϩʖςࢢʹ͵ʹଁՅ͵ʹɼʰࠅ༟པਕʱଁՅΝഐܢͶɼ
Φηόψεϥψϩ͵ೖຌਕऀճߑ಼͗෨͖ΔঅʓͶร༲
ːʰ
ʰҢഐܢΝͯਕʱগཔਬܯʤ੍ઔ༨ɼʥ
˽ࠅਕ ؾԿਕ ྈ͏ͥΗ͖͗ࠅͲ͍Ζࠅࡏࣉਕ˾
೧݆ೖʁ༁ ຬ̓એਕ
ˢ೧ʁ༁ ຬਕ
ˢ೧ʁ༁ຬ̕એਕ

ʀೖຌਫ਼ࠅͲਕ͗ࠖͮͱ͏Ζ͞ͳʀৼഓ͵͞ͳ
ʰೖਫ਼ϩʖϩ͗Γ͚͖Δ͵͏ʱೖຌਕˍ  ࠅਕˍ
ʰೖຌޢಣΊॽ͘Ͷ҈͍͗Ζʱ
ೖຌਕˍ ! ࠅਕˍ

7

8
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̒ʥʰଡชԿʱͳͺɼʰڠਫ਼ʱͳͺʃ

ᶆड़ࠅࡑཻ؇ཀྵு
ʰྫ೧ౕࡑཻࠅਕͶଲͤΖેخࠬ֕གྷʱ

ʰଡชԿʱʁࠕೖऀճͲͺɼζΥϱξʖʀιέεϣΠϨτΡʀ೧ྺʀ
্͗͏ʀଔʀࠅʀड़ਐஏʀޢݶʀभʹ͵گɼଡ༹͵ϜόϨτΡ
Ͷഓྂͪ͢ऀճͰ͚ΕͶखΕૌ͞ͳ͗ٽΌΔΗͱ͏Ζɽ͠ΔͶɼ

ʤ೧݆ࠬɼࡂҐௗंཻࡑغʀಝพӮें ຬਕΝଲেɼ
ޢݶࠬධΝഓාɼ༙ްյɽյིˍʥ

ʀޮద͗ؖؽ৶ͤΖଡޢݶๅ৶͗ঙ͵͏ ˍ

ːݺਕͯऀճࡃܨదʀชԿద॑
˲ʰ
ʰݺพʱͳʰ
ʰިࠫʱʤLQWHUVHFWLRQDOLW\ʥࢻ఼॑གྷ

ʀޮదؖؽʹ͞Ͷ૮ͤΗͻΓ͏͖͖Δ͵͖ͮͪ ˍ

ʰڠਫ਼ʱʁϙηφऀճҲ๏ద͵ࢻ఼ΏཀྵͲͺ͵͚ɼଲΝ֮ฯͯ͢
ͯɼ͏ޕҡ࣯Νཀྵմ͢ɼଜ॑͑͢͞ͳɽ

ʀබӅͲয়Νਜ਼֮Ͷఽ͓ΔΗ͵͖ͮͪ ˍ
ʀܗαϫψӪڻͶͯ͏ͱ৶བͲ͘Ζๅๅ͗ݱ͖Δ͵͏
ˍ

ːʰڠਫ਼ʱೋ͢͠
ʬೖຌਕϓΟʖηφʭɼϋρφࠅਕ༑۲൹ɼϖφηϒʖο
˳ ϟυΡΠΏگүʤՊఋɼָߏɼஏҮʥखΕૌΊɼ
ߨͶΓΖࠫพࢯےড়ྭͰ͚Ε

9

10

̑ɿेͳ͢ͱࠅਕҢรԿͳࡨ՟ୌ

̓ʥϦʖϫρϏҢࢤͶ͕͜ΖҢࡨྪܗʤන̏ʥ
ड़ॶʁ0LFKDHO$OH[DQGHUʁ

㏽䨔朜♉
Policy Type

ੁऩख
Non-Policy

।५ॺডشढ़ش
ੁ
Guestworkers
Policy

৲ੁ
Assimilationist
Policy

༃ʁోރҲ

੪ଝੁ
Pluralist Policy

ৎ।५ॺড કधखथभ

કधखथभ

કधखथभ

যঢ়બपঢ়

धखथभ

شढ़شधखथभ ড়؟जभेज

ড়؟जभेज

ড়؟जभेज

घॊ্ؚ

ড়

ড়

ਙमଷघॊ

ਙमऔो

ਙमਘ৹औोૌ

टौअق৲ك

ॊसऌटقધ

ऍदमऩैऩः

৲ଝك

قॖথॱشढ़ঝॳ

২/ෘ

ड़ਐࠅɼోೖܨҤɼࡑཻࣁ֪ɼम࿓য়ڱɼՊଔʀଵߑ͵ʹ
఼Ͳࠅਕेଡ༹Կ͗ఴ͢ɼఈेԿΝഐܢͶʰࢤқࣟʱ͗
ఈͤΖҲ๏ɼࠅਕे͗์͓ΖୌΏචགྷͳͤΖࢩԋΝҲׇΕ
ͶͣΔΗ͵͏ೋ͗͢͠ଁɽΔ͘͢ʰ್ۅԿʱఴɽ

Intercultural
Policy

५ॺ-ਗব ৎਠ

ঽ৬भଙ

̏ʥࠅਕेʰଡ༹Կʱ͗ఴ

౮ધ৲ઐ
ੁ

̐ʥωϣʖΩϜʖࠅਕे߶ྺԿ͗ߨ
೧ۜາՅंୌɼҫྏ௪༃ୌɼղޤฯݧౕबஎஙΗୌ
Ά͖ɼชԿదഐܢҩ͏Ͷഓྂͪ͢ίΠͰ͚Εɼղޤ୴͏
घͳ͵Ζࠅਕेү͵ʹ͗՟ୌɽ

গছঝ؞३ॸॕ
ੁك
11

12

̒ɿʰଡชԿڠਫ਼ʱͳ͢ͱࠅਕʀҢͳͺ

̑ʥޢݶࡨ՟ୌ

ːʰೋʱͺࠕյɼྲྀ

ᶅ௪༃ʀຍ༃ରඍɼᶆ૮ର֨ैɼᶇๅଡޢݶԿʤϜόϨτΡޢݶΏ
ʰΏ͢͠͏ೖຌޢʱͲ৶චགྷΝʥΝɼेγʖϑη͵͖ͶରܧదͶҒ
Ͱ͜ɼΝ߶Όͱ͏͚͞ͳɼΉͪɼ૮ηνρϓ͵ʹஏҒ҈ఈԿ͗॑གྷ͵՟ୌɽ

̏ʥࠅਕͳҢఈٝʤ๑దऀճࡃܨదऀճชԿదʥ࠸ݗ౾
ᶅڳٝࠅਕʻ๑దࠅਕ
ʀۛେࠅࠅՊܙͶΓΕࠅ๑ఈ
ˢʰ୯͗ࠅ͖ʱ๑దͶఈٝ͠ΗΖΓ͑Ͷ͵Ζ
ೖຌͺ݄౹कٝʤୢ͢ɼྈܧकٝʥ
ʀʰࠅेʱʻೖຌࠅҐਕʓ
๑దஏҒʤʰࡑཻࣁ֪ʱͶ͚Ͱخʥʞʞ॑ࠅɼໃࠅंଚࡑ
ʰࠅਕʤࡑཻࣁ֪พʥਕݘϒϧϝρχʱʤؖղʥʁ
ˢ ඉਜ਼͖ंࡑ଼وΔӮेंΉͲ
ʀ೧ɼրਜ਼ेخ๑ࢬߨͲௗࠅغਕͺʰेʱԿɼඉਜ਼ࡑ଼و
ंͺഋঈɽ
ˢ ࢢʹگүɼࡄ֒ඈೋॶɼϭέοϱંझ͖Δഋঈ͠ΗΏͤ͏

̒ʥޢʀชԿΝଜ॑
ೖຌͲఈेཱིࣙͪ͢͢ࢤͶ͵ΖͶͺೖຌޢΝָࢡͳྙ͗චགྷɽ͖͢͢ೖຌͲͺ
ՊଔɼָߏɼஏҮͲชԿదಋԿѻྙ͗͏کͲɼಋ࣎ͶʹΗͫ͜ޢʀชԿΝଜ॑
Ͳ͘Ζ͖͗ΚΗΖɽ

̓ʥࠅਕ͗Δ͢Ώͤ͏ऀճࣰݳͶͺɼౕʀࡨͳࢤऀճྈं
͖ΔౖৗͰ͚Ε͗॑གྷ
ᶅଡชԿڠਫ਼ਬড়ྭఈɼᶆޮແमݘͶ͕͜Ζࠅড়ߴభഉɼࠅਕޮແҽʀ
گҽʀอ࢞ޤଁՅɼᶇϚϧϱτΡΠʀࢤಊ߁͗ΕɼᶈҡชԿؔ݃࠙ʀۛྣިࡏ
13
͵ʹΉΕɼᶉࠫพʀยݡմভɼ͵ʹ

14
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ᶇҢͳͺ
ᶆ߁ٝʤऀճชԿదʥࠅਕ
ʀڳ
ڳٝʁࣰ࣯దͶҢेऀճͶਫ਼ຌڎΝߑ͢ͱ͏Ζఈेࠅਕͳ
ͨࢢଛɽೖຌͲͺɼકޛɼࠅમݘΝ༫͓ΔΗ͵͖ͮͪڈ৪ஏड़
ਐंʤROG FRPHUʥୌΝӀͥ͘Ζɽ
ʞʞࡑೖαϨΠϱҲʰૈࠅʱࢦɼ್ʰࡑೖʱࢦ

ʀೖຌࠅंࠅड़ਐंʤ̏ʥͳͨࢢʹʤɼ̐ʥ
ˢ ࠅϩʖςʰ˕˕ܧೖຌਕʱɼϝρέηϩʖςਕʓ
ˢ ΠυϱτΡτΡΏ਼ࠅʤ॑ࠅʥୌ

ʀ࠹
࠹߁ٝʁਕ  ๑దஏҒɼ  Ңಊ͗ࣙద͖ඉࣙద͖ɼ  Ңಊ
ཀྵ༟ɼ  ଼ࡑؔغͶ͖͖ΚΔͥɼຌཔेڋஏΝΗͱࠅڧΝӿ͓
Ζ͖ɼҲࠅ಼ͲҢಊ͢ͱ͏ΖɼΉͪͺҢಊ͍ͪ͢ΔΑΖਕ
ʤࠅࡏҢेؖؽ,20ʥ

ʀΦηωετΡʤHWKQLFLW\ɼଔʥͳਕझʤUDFHʥ
ˢ ԦธͲͺʰਕझࠫพʱɼೖຌͲͺʰଔࠫพʱ
ʀORRNLVPʤʥୌ
ˢ ܱׯ৮࣯Νण͜Ώͤ͏ࠅਕɼೖຌࠅखಚޛࠅਕͳݡΔΗ
Ζਕ͵ʹ
15

16

̐ʥ೧େҐ߳ɼࠅਕΏҢΝʰࢩԋචགྷ͵ओंʱΓΕɼʰཱིࣙͪ͢
ࢤʱͳҒͰ͜Ζܑ͗کΉΖɽ͖͢͢Ҳ๏ͲɼήϫʖώϩԿɼࣙ༟क
ٝࡨԾͲԿ͗ఴɽ͠ΔͶ
&29,'ʘϏϱυϝρέͲ๑దऀճࡃܨชԿద͵੮ओ͗ූٺ

̑ʥҢେΏ̐େ͗์͓Ζ՟ୌͳࢩԋ॑གྷ
ָͶָ͢ஏҮकྙۂةͶम৮ͤΖं͗ड़࢟ΌΖҲ๏ɼξ
ξϔϩϨϝ
τρχʤιϝϨϱΪϩʥΉΉɼଆۂݳࣆͶम͏ͱ͏Ζଖ͍Ζ
͏ͺ߶ߏୂंɽ

ʀࠅਕࡑཻ҈ఈ͗ූٺʤࡑཻݸغߍ͵ʹͲ؇ͺࠠࡸʥ
ʀಝఈࠅʀଔਕϖφଁՅ

ˢౕΠέιη͢Ώͤ͠ɼࢩԋंͳͯ͵͗Εɼʰڋॶʱ
ʤگճɼָसࢩԋ࣪گʥ֮ฯ͗ΉͤΉͤ॑གྷͶɽ

ʀճऀౙࢊʀմޑʀۂٵͲߨ͘Νࣨ͑ඉਜ਼و࿓ಉंɼεϱήϩ
Ϝδʖɼࣰٗसਫ਼ɼָཻਫ਼͵ʹʻ੮
੮ओͳ͢ͱࠅਕ
ˢචགྷ͵ๅڛΝΌɼಋ๖ରΏࢤର͵ʹ͗ࢩԋͶΕड़ͤ
ˢ࣑ࣙର૮ର՟ୌʻ༙ް͵ʰࢩԋʱͶͯ͵͝ΖͪΌͶɼ
֦झޮదؖؽɼϚϧϱτΡΠʀ132ɼࠅਕαϝϣωτΡɼָ
ͳೖࠔ͖Δ࿊ܠɼا͓ݡΖ৶བܐؖߑ͗චགྷ

ˢۛ೧ͺఈ࣎߶ߏͲָऑंଁ͓ɼָʀम৮ࢩԋ͗՟ୌԿɽ
ʰՊଔ଼ࡑʱਫ਼ైम৮Ͷͪ͜ࡑཻࣁ֪รߍචགྷΏָୌ
ʤওָۜʥɽ

17

18

̐ʥೖຌҢࡨఴ

̓ɿҢࡨͳʰଡชԿڠਫ਼ʱ

ʽ೧ରʾ
ʀ೧େϱχεψೋणΗΝؽܘͶ೧ɼड़ࠅ؇ཀྵ;ٶ
ೋఈ๑ఈɽ
ώϔϩغਕघଏԾͲʰώρέχΠʱ͖Δඉਜ਼وҢ࿓ಉं
ླྀΝࣆࣰɽ

̏ʥҢࡨߑ
Ң๑ʤࠅͶϩʖςΝͯਕʨࠅਕʶೖຌࠅΝ
ʀࠅਕ๑ʽҢ
ͯଔదঙ਼ंʩͶଲͤΖࡨʥ

ʽ೧ରʾ
ʀ೧ɼրਜ਼ड़ࠅ؇ཀྵ;ٶೋఈ๑ࢬߨ˲எࣟ࿓ಉं͵ʹ
ͪΌࡑཻࣁ֪ඍͳඉਜ਼ंࡑ଼وഋঈΝౕԿɽͫ͗ಋ࣎Ͷɼ
ʰγχχΠʱ͖Δೖܧਕʀݜरਫ਼ʀࣰٗसਫ਼णΗΝΌɼ࿓ಉ
ࢤ҈સอͳ͢ͱඉज़࿇ಊ࿓ं͗֨ɽ
ʀͨͪΌɼ
೧ֆۜ༧ؽثΝؽͶɼැͺೖܧਕࢩࠅؾԋࡨ
ࣰࢬͳಋ࣎ͶɼఈेࠅਕࢬࡨରܧԿྙͳʰࠅਕͳڠਫ਼ʱࣰ
ݗݳ౾ճઅɽ͖͢͢͞खΕૌΊͺɼकౚ๊ݘշͶΓΖࣙౚ
Ͳݘஇɽ

ʀड़ࠅ؇ཀྵࡨʶࡑཻ؇ཀྵࡨ
ʶऀճ౹ࡨʤಋԿࡨɼଡชԿकٝɼଡชԿڠਫ਼ࡨʥ
ʀऀճ౹ࡨʁਕݘࡨʤਕझʀଔࠫพࢯے๑ʥ
ʀऀճ౹ࡨͲͺɼϜ
ϜόϨτΡਕʓΝबวԿͦͥɼใઃʤLQFOXVLRQʥ
͢ͱ͏͚͞ͳ͗͘ΚΌͱ॑གྷɽʰϱνʖΩϩοϣϧϩ౹Ϡυϩʱͺ
ຌཔɼʰใઃʱΝౖୈͶଡ༹ͳಋ࣎ͶฑΝ௧͚͏ͱ͢ٽͲ
͍Ζ͞ͳɼΝ࠸֮ͤΖචགྷɽ
19

20
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ːೖຌҢࡨՃ

ʽ೧ରʾ
ʀࠅਕॄेࢤ࣑ࣙର͖ΔགྷٽΝण͜ͱɼʰ͢͏ࡑཻ؇ཀྵʱౕ
ͳʰࠅਕेධʱౕΝͤΖͶࢺΖ
ʤ2009೧؇๑ͳेخຌୈீ๑Νրਜ਼Ѝ2012೧ࢬߨɼࠅਕౌ๑ͺഉࢯʥɽ
ࠅਕड़ࠅ؇ཀྵๅͳࡑཻ؇ཀྵๅҲݫ؇ཀྵԿͳಋ࣎Ͷɼेخ
ຌୈீࡎىɽ

ʀऀճฯ্ݘཤͺ೧େͶҲԢ֮͠Ηͪ͗ɼໃฯݧࠅਕ
͗ਫ਼ɽ༽ޑͶ͕͜Ζۋଶ۲ɼेฯ্ɼՊଔ࠸݃ɼड़ਫ਼Ͷ
ΓΖࠅΠέιηɼดࢤܗݘʤ॑ࠅʥɼஏ๏ࢂ͗ʹ͵ݘɼ
֮Ͷݘཤͳ͢ͱฯ্͠Ηͱ͏͵͏ɽڈ৪ஏड़ਐ਼େͶΚͪ
ΖఈेࠅਕͶଲ͢ͱɼͲ༽ޑࠅ๑ͲชԿฯ࣍Ͳɼ
ָߏگүͲݘཤΏಝพ͵ી͗ชԿ͠ΗΌΔΗͱ͏͵͏ʤٸ
ౣɼʥɽ

ʀΉͪɼʰ߶ౕਕࡒʱ֭ಚࡨʤϛϱφౕʥͳಋ࣎Ͷɼঙࢢ߶ྺԿʻ
ਕݰঙͶଲԢ͢ͱࣰٗसౕన༽֨ʤ1993೧ౕଏ࣎
20৮झ͖Δ80৮झͶॳ࣏๎ʥ͗ΌΔΗ
ʀ͠ΔͶ2018೧؇๑րਜ਼Ͷ͕͜Ζʰಝఈٗ̏ߺʱͶΓͮͱୱ९
࿓ಉմےͶಁΊͮͪɽ

ʀ(8͖ࠅΝ͖ࠅΝർֳͤΖ0,3(; ʤҢ౹ࡨࢨ਼ʥ Ͳͺɼ
ೖຌͺࠅखಚɼ࣑ࢂՅ͗ఁ͚ɼگүɼࠫพ͗͘ࢯےΚΌͱఁ͏
ʤۛ౽ɼʥɽ

21

22

̑ʥۛ೧ࡨఴ
ːͨޛɼೖຌگޢүΏࠅਕࢢʹमָʀگүͶͤؖΖ๏ਓ
Ώࢨਓ͵ʹ֦͗ு͖Δॳ࣏ͬड़͠Η͍ͯͯΖɽ

ʀ೧݆ɼրఙ؇๑ࢬߨɼࡑ
ࡑཻࣁ֪ʰಝఈٗ̏ߺʀߺʱઅ
ˢਕݰঙʀ߶ྺऀճ౺པͲਕघଏൔज़࿇ʀඉज़࿇ۂແͶࠕޛ೧ؔͶۂझ
Ͳ࠹ຬਕࠅਕ࿓ಉंΝण͜ΗΖ๏ਓɽ͵͖Ͳوໝ͗ຬਕΝ͓Ζͺɼ
ਕघଏ͗ࠃ͵ղޤຬਕɼৱۂຬਕɼݒઅ̒ຬਕɼϑϩέϨʖωϱήຬਕɼ
ۂຬਕɼӁৱྋʀଆۂຬਕɽ͞ΗΔͺॊཔࠅਕࣰٗसਫ਼ౕͲण
Η͗ೋ͢͏म࿓ɽʰٗҢʱͳ͏͑ٝΝචགྷͳͦͥɼॵΌͱୱ९࿓ಉंणΗ
Ͷۛ͏ࠅͲܙਕ࿓ಉंΝण͜ΗΖͳ͏͑қັͲɼʰҢࡨʱ࢟ͫͳͤΖࢨఢ
͍Ζʤྜྷɼʥɽ

ʰೖຌگޢүਬͶͤؖΖࢬࡨΝ૱ద͖ͯްՎదͶਬͤΖͪ
Όخຌద๏ਓʱʤֵ٠݀ఈʥ
ʰࡑཻࢩԋͪΌΏ͢͠͏ೖຌޢΪχϧϱʱʤɼࡑཻ؇ཀྵ
ுɼชԿுʥ

ʰࠅਕࢢڛमָଇ;ٶमָয়ڱѴͶͤؖΖࢨਓʱ

ʀ͞णΗࡨͶ͢ͱʰࠅਕࡒणΗʀڠਫ਼ͪΌ૱దଲ
Ԣࡨʱͳ͏͑ࡨࢬܯࡨϏρίʖζ ʤԱԃʥ ͗ͬड़͠ΗΖ
ʤɽҐޛɼैࣰրఙʥɽ
ˢߨʀਫ਼ๅଡޢݶԿʀ૮ରɼਫ਼γʖϑηڧɼೖຌگޢ
үɼࠅਕࢢڛگүɼ࿓ಉڧඍ͵ʹ͗͝ܟΔΗͱ͏Ζ͗ɼॊཔ
ॐׄΕࢬࡨॄҐ౹ཀྵ೨ͺ͵͏ɽ

ʤ̏ชՌʥ

ʰ߶ָߏͶ͕͜ΖೖຌࢨޢౕԿࣰै;ٶ๏ࡨͶͯ͏ͱʱ
ʤๅࠄʥʤʥ

23

24

ʴࢂߡชݛʵ
Ѫ෨༡ʀࠕࢢߔؖʀݣಛʀోރҲʀԄϜʖύชʰ࠴ճʁଡชԿڠਫ਼ऀճͳϟϱνϩϖϩηʱ
ʲೖຌऀճਈҫָճࡸࢿʳߺתɼ
ζΥωϓΟʖʀΦώʖύʖφʤࢃԮسඔ༃ʥʲໃқࣟώΠηʗʗਕͺ͵ͧਕझࠫพΝͤΖ͖ʳ
੶ॽవɼ
ζΥωʖʀΦϩϘϱϗρέʤછҬথࢢ༃ʥʲߨ͚ɼߨͮͪɼߨͮͱ͢Ήͮͪʳപਭऀɼ
ࣙ༟ਕڢݘճฦʲࠅਕͺ͵ͧভ࢞Ͷ͵Η͵͏͖ʗʗޮద͵ࠅࠫพభഉͶ͜ͱʳీീॽవɼ

ౣࢢښʲΏ͢͠͏ʳԟޮऀɼ
ౣஒࢢʀݘʀޘӮ᭫ʀԁҬԓʲޮָཱིߏࠅگҽʗʗگҽਫ਼ɼʰ๑ཀྵʱͳ͏͑ปʳ੶ॽవɼ

ݬٳʀੁຌָฦʲϜόϨτΡୌ͖Δߡ͓ΖऀճָʗʗࠫพΝ͓͞ΖͪΌͶʳ༙ൻֵɼ
ࢃܔଆʀيඛʲ࣑ࣙର৮ҽͪΌϱνʖΩϩοϣϧϩʀετΡʳԦय٠ճɼ
ోރҲʰ࣑ࣙରʀࠅଡชԿڠਫ਼ࡨ࠸ߑͶ͜ͱʱʲࢤेָʳߺɼࢤेָճɼ
ోރҲʰ࣑ࣙରࠅਕҢࡨݳয়ͳ՟ୌʱʲࢤܯժʳߺɼೖຌࢤܯժڢճɼ
ోރҲʰʰଡชԿڠਫ਼ʱͳࡄʗʗϜόϨτΡͳ͢ͱࠅਕใઃͺՆ͖ʱʲۛେভʳ
ߺɼ
ోރҲʰΠϱίʖφࠬ݃ՎߡࡱʁࠅਕंेڋͶଲͤΖnࡄ֒|ؖ࿊ๅͳڛnࢩԋ|͍Ε๏
ʗʗܗαϫψΤϩη״ઝΝৼͶʗʗʱʲࠅਕॄेࢤճ٠ ܊ഇʀ੫Ԯϔϫρέ
ࠬๅࠄॽʳ

ओಯലँॉऋधअओकःऽखञ؛

0LFKDHO $OH[DQGHU  n&RPSDULQJ /RFDO 3ROLFLHV WRZDUG 0LJUDQWV $Q $QDO\WLFDO )UDPHZRUN D 7\SRORJ\
LQ
DQG 3UHOLPLQDU\ 6XUYH\ 5HVXOWV| LQ 3HQQLQ[5..0DUWLQLHOOR09HUWRYHF6 HGV  &LWL]HQVKLS
25
(XURSHDQ &LWLHV (QJODQG $VKJDWH S

26
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第２部

パネリストによる話題提供

話題提供①：トラン

タン

ファト

NPO 法人 IWC 国際市民の会 JSL 教室卒業生
ンスで自分の経験談やアドバイスを伝える立場に
なった。参加して改めて気づいたのは、周りの日
本人の先生や関係者たちの強い思いである。その
思いは生徒たちにもしっかり伝わっていて、強い
絆や信頼関係を感じる場面をたくさん見た。
一方で、貧困や両親の考え方により、学問より
もアルバイトを優先する子も多くいる。学校が介入
できる範囲も限られているため、結局は家庭環境に

１）私のこれまで（自己紹介）

左右されてしまう。そのような子たちが、成績の低

中学 2 年生の秋にベトナムから来日した。両親

下や中退によって、就職に不利な状況に置かれて

は先に来日し、すでに永住者になっていた。私は家

いるという状況も見えてきた。学校だけではなく、

族滞在の定住者として、日本での生活をスタートし

社会的なサポートの必要性を感じている。

た。午前中に IWC で日本語の勉強をして、午後は

３）これから

中学校に戻って教科の授業を受けた。高校受験は、

私は、日本社会は弱者に優しい社会だと思って

日本人の生徒と同じように受験するしか方法がな

いる。皆が順序を守り、人を評価するための資格も

かったが、推薦方式で第一志望の都立高校に入学

多い。外国人でも同じ資格を持っていれば、ある

することができた。

程度の信頼度が保障される。災害時の配給なども、

高校入学後、日本で建築を学びたいと思い、日

並べば外国人でももらうことができる。日本人が優

本大学理工学部の建築学科を目指したが、在留資

先されていると感じたことはあまりない。何より

格が定住者だったので日本人と同じように受験す

も、このフォーラムに携わっている人たちのよう

る必要があった。当時は来日してまだ 4 年しか経っ

に、多文化共生について真剣に取り組んでいる人た

ておらず、学力不足を感じていたところ、短大か

ちがいる。事前の打合せを通じて、私も多くのこ

ら大学に編入学するという方法を先生に教えても

とを知ることができた。このフォーラムをより多

らい、日本大学の短大に入学した。3 年次に理工学

くの人に知ってもらえるよう、ネットワークを作

部の建築学科に編入学。大学卒業後は都内の企業

り上げることが最も重要だと思う。これまでの実

で建築設計の仕事に就きながら、一級建築士の資

施報告書もホームページで見ることができるので、

格取得を目指して勉強をしている。今は永住者の

外国人だけでなく日本人にも知ってもらいたい。そ

資格を持っており、27 歳になった。

のネットワークを作り上げるのは、行政と民間の

２）IWC 卒業後

あいだの中間領域であり、多文化共生のこれから

同じ境遇の子どもたちに向けて、進学ガイダ

のカギだと思っている。
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渡戸：来日してから数年間は日本語の習得なども大変で、IWC の先生方も熱心に指導をされたと思う。学
校でいじめなどはなかったか。
ファト：特にいじめられていると感じたことはなかった。最初は日本語が話せなかったので、皆は英語など
で話してくれた。言葉が通じないことで壁を感じることはあったが、嫌がらせなどは感じたことがな
い。IWC の先生はもちろん、学校の先生も、とても手厚くサポートしてくださった。
渡戸：日本語の初期指導は、ある程度専門性を持った人が教える必要がある。きちんと教えないと、学校に
おける学習言語の習得に影響が出る。とても大変な数年間だが、ファトさんはその条件に恵まれたの
だと思う。
進学ガイダンス等でロールモデルの役割を果たしていることも、非常に重要だ。ファトさんのよう
な人が増えることが望まれる。ライフステージの変化などで忙しくなると、活動に参加できなくなる
人も多いかもしれない。貴重な人材をネットワークとしてつなげていくことが重要である。

ࢴ͞ΗΉͲʤ়ࣙހղʥ

ʀָߏ೧ਫ਼वͶཔೖ

ଡชԿڠਫ਼
ʰ͞ΗΉͲʱͳʰ͞Η͖Δʱ

ˢ

࣏೧Ͳ߶ߏणݩ

ʀޗ,:&ͲೖຌޢหکɼޛޗͺָߏͲदۂ
ʀ߶ߏणͲݩͺࢴڧ۲Ͷͮͪࢾݩ๏ࣞ͗ঙ͵͖ͮͪ
ˢೖຌਕࢢୣͳಋͣѽ͏Ͳणݩ
ʀਬપ๏ࣞͲҲࢦཱི߶ߏͶ֪

132๑ਕ ,:&ࠅࡏࢤճ -6/࣪گଖۂਫ਼
ϗφψϞड़ਐ φϧϱ νϱ ϓΟφ

ࢴ͞ΗΉͲʤ়ࣙހղʥ

ࢴ͞ΗΉͲʤ়ࣙހղʥ

ʀ߶ߏࡑָɼೖຌͲݒΝห͏ͪ͢ک

ʀָଖޛۂͺݒઅܯࣆΝͪ͢͏

ʀඬ೧ָΝ݀Όɼणݩห࢟ک

ʀम৮ಊΝໃࣆ྅͢
ˢݒͲ಼ࡑݳઅܯࣆΝ͢ͱ͏Ήͤɽ

ʀण࣎ݩͺཔೖ͢ͱΉͫ೧

ˢ

ָྙଏ
ʀҲݒڅ࢞ࣁ֪रಚหک

ʀඬָͶָ
ˢࢦָݒָՌͶ̑೧࣏ฦָ
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,:&ଖޛۂ

,:&ଖޛۂʤ͓ͪݡୌ఼ʥ

ʀಋͣڧ۲ࢢڛୣҟָΪξϱηͶනͤΖଈͶࢂՅ
ʀΪξϱηͲͺࣙରݩΏΠχώη͵ʹఽ͓ͱ͏Ζ

ʀࠅਕָਫ਼Պఋڧ
සࠖΏྈߡ͓๏Ͳ ָΓΕΠϩώφ༑
ˢָߏఁԾͲָߏୂΏम৮ཤ

ʀࢂՅ͢ͱրΌͱࣆͪͣ״

ʀָߏͫ͜Ͳ͵͚ɼऀճదγϛʖφ͗චགྷ

ˢָਫ਼ͪͬबΕೖຌਕਫ਼͏ࢧ͏ک
ˢָਫ਼ୣͶఽΚΕ ྈंͳូ͏ک৶བܐؖ

͞Η͖Δ

ଡชԿڠਫ਼͞Η͖Δ伶

ʀೖຌऀճͺओंͶ༑͢͏ऀճͫͳࢧͮͱ͏Ήͤɽ

ʀճ٠ࣆͬΚͦͲୖࢃࣆΝஎΗͪ

ʀև͠ΞͺॳΝगΕɼਕΝՃͲ͘Ζࣁ֪͚ͪ͠Ξ͍Ζ
ˢࠅਕͲಋͣࣁ֪Ν࣍ͮͱ͏Ηͻ͍Ζఖౕ৶བౕ͗
ฯৄ͠ΗΖ

ʀϓΧʖϧϞΝͲ͘Ζͫ͜ୖࢃஎͮͱΔ͏ͪ͏
ʀϓΧʖϧϞΝخ൭ͶϋρφϭʖέΝࡠΕ͍͝Ζࣆ͗࠹॑གྷ
ˢࠅͳ๑ਕؔҮ

ʀՁΓΕɼଡชԿڠਫ਼Ͷͯ͏ͱਇݍͶखΕૌΞͲ͏Ζਕୣ͗͏Ζࣆ

͟ࢻ͍͘Ε͗ͳ͑͟͡͏Ήͪ͢ɽ
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話題提供②：田中

慎吾

社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会

地域相談支援課長

学生と高齢者のオンライン交流会などの取り組み
を行っている。
３）コロナ禍で取り組んでいること
豊島区の在留外国人は飲食店などに勤務してい
る方が多く、コロナ禍で経済的な影響を受けてい
る。豊島区では、社協が実施する特例貸付事業に
申請する人の約 4 割が、外国人の方である。貸付
を受けた世帯は、金銭的な問題だけではなく、仕事、
１）豊島区民社会福祉協議会（社協）について

子育て、在留資格など生活面での課題があること

社会福祉協議会（社協）は民間の非営利組織で、

が、このコロナ禍で明らかになった。

どの自治体にも設置されている。住民や地域の団体

公益社団法人シャンティ国際ボランティア会が

が地域福祉を進めていくために、必要な取り組み

「JPF 休眠預金活用事業」に応募することに伴い、

を一緒に作っていく組織である。地域の特性や課

区内にある弁護士法人東京パブリック法律事務所

題によって、それぞれの社協の役割は異なる。本

と豊島区民社協も事業に関わることになった。そ

日お話しするのは、あくまでも豊島区民社協の取

れが本日紹介する「コロナ禍で困窮する外国人家

り組みとして聞いていただきたい。

庭への生活・法的支援による包括的生活安定支援」

地域共生社会を推進するための事業として、コ

事業である。本事業では、生活支援の領域は主に社

ミュニティソーシャルワーカー（CSW）を配置し

協が、在留資格などの法的な領域は弁護士事務所

ている。豊島区の場合は、豊島区から豊島区民社協

が中心になって支援する。この事業には、既出の

が委託を受ける形でこの事業を行っている。地域

三者だけではなく、区内のいろいろな支援団体が、

の各拠点にワーカーを配置して、全世代を対象に、

それぞれの強みを活かして連携している。

暮らし全般の相談を受けている。地域の様々な人

支援事業の枠組みは「生活支援」
「法的支援」
「社

や関係機関とネットワークをつくりながら、この

会的包摂」
だ。フードパントリーで食料配布を行い、

事業に取り組んでいる。

配布対象者に生活上の困りごとを聞き取り、関係

２）これまでの取り組み

者で共有する。必要な方には、役所やハローワー

豊島区は、新宿区に次いで 2 番目に外国人比率

クなどへの同行も含めた継続的な支援を行い、在

の高い自治体だが、コロナ禍前の約 10.5% から、

留資格の変更などの法的支援は弁護士が対応する。

今は約 8.5% に減少している。国籍別に見ると中

また社会的包摂の一環として、外国人自身が支援の

国の方が非常に多く、ベトナム、ネパール、韓国、

担い手となる体制をつくりたいと考え、シャンティ

ミャンマーと続く。ここ数年はアジア諸国出身、

国際ボランティア会が中国、ネパール、ミャンマー

20 歳代、留学生、単身世帯の方々が多い。

などの出身者数名をコーディネーターとして雇用。

豊島区には多文化共生推進課という課が設置さ

支援者側に加わっている。

れているが、国際交流協会はない。外国籍住民の困

食料配布と相談会は大体毎月 1 回のペースで実

りごとなどは、各窓口で対応している。豊島区民

施し、
1 月までで 350 件近くの相談を受けた。ミャ

社協は「豊島区民地域福祉活動計画」で、多文化

ンマーの方の相談が非常に多いが、ミャンマーの

共生の推進を掲げている。具体的には、
災害時の
「や

国内事情の影響で帰国することもできず、日本で

さしい日本語」について話し合う機会や、多文化

の生活が苦しくなっている方もいるようだ。仕事

共生のための交流会、コロナ禍で来日できない留

やお金の相談が多いが、日本語習得、子どもの教育、
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公的手続き、転居に関する話もよく聞く。就労機

４）これから取り組みたいこと

会創出の必要性を感じたことから、昨年の 11 月に

これまでに得たつながりやご縁を大切にしなが

特定技能ビザのセミナーを開き、在留資格の変更

ら、在住外国人の抱える生活課題について、地域

や試験についてレクチャーした。2 月下旬には、ハ

の中で一緒に考える場面を作り、ともに取り組ん

ローワークと連携した就労支援イベントも予定し

でくださる方を増やしたい。さらに、国籍関係な

ている。
この取り組みは行政や支援団体、
NPO 法人、

く地域の中で皆が知り合いになり、
「おたがいさま」

企業など、いろいろな方々との連携により成り立っ

の関係性をつくっていきたい。
「支援する・される」

ている。会場を提供していただくなど、地域の中

ではなく、困っていることがあればお互いに助け

で取り組むということを意識している。

合う、そのような地域づくりを目指したい。

౾ૈᵺෝᶇᶇᶏᵴᶃᶘ
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ܹࡪಱÿߑң

Ӕમᶗᶞओ̱ҒࡐᶛЈᶿᶻ܈ᶺࢾᶯߑң
_ӔøĀओ̱Ғࡐࠞࠄ͑Ýࡷঈæĝ÷Ûě6Ӕ
ओ̱ҒࡐࠞࠄР౾ుࠅ7ģٚ৺è÷ÕĜ
_ܹࡪಱĕ൭Ϊࡐ֦âÿࡐκüЈĠĜߌషģओը֔ĕĕæ
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_ӔમüĀ֚ف൪ҔͥûúĀûàܹࡪಱÿ؈ěåù
ûúüõÕ÷ĀΘ࣠ॾ֥࣡øড়യÿŃŚŰŇŌûúģڊയ
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܇üը֔ůů੧ÿΪܪÿ˽ڛओը֔੧øÿߌషਃҍ

Ғࡐʍۑÿߖࡆù֚൪ÿࣹࠄκÿ˽ڛûúģࠄĒ÷ÕĜ ⅆ

ݎਣӔ6Ӕओ̱ҒࡐࠞࠄР౾ుࠅ7*ℿℽℾⅆ⅀Ը+ ⅅ
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話題提供③：薦田

庸子

コミュニティ通訳における保健・医療分野の研究会メンバー
公益財団法人武蔵野市国際交流協会 チーフ・コーディネーター
医療現場における外国人対応やサポートの現状を
確認した。都立病院などの大病院では、医療通訳の
配置が少しずつ進展している。東京五輪・パラリ
ンピックの開催を受け、訪日客向けの民間通訳サー
ビスは進む一方、在住者が対象の地域のクリニック
では、通訳アプリや家族・友人の助けを借りて対処
する、通訳者のいる大病院への紹介状を書かざる
を得ないなど、サポートはなかなか進んでいない。

2 年前にこのフォーラムで、外国人が医療機関

また、国際交流協会はボランティアによる通訳・

にかかる際の課題を取り上げ、武蔵野市国際交流

翻訳を実施しているところが多いが、医療の場で

協会の事例を紹介した。その後、当時の分科会メ

の通訳は、一律に除外しているところがほとんど

ンバーを中心に研究会を作り、この大きな課題を

であった。

解決するために何ができるかを検討してきた。今

研究会では、これらの課題を解消するためには、

回はその中間報告をしたい。

ボランティアとプロの医療通訳の隙間を埋めるコ

１）これまでの経緯

ミュニティ通訳が必要ではないかと考えた。地域の

外国人が医療機関受診時に抱える課題は、情報

ボランティアがその存在としてステップアップす

不足、制度の違い、言葉の壁など多様である。例え

ることで、カバーできる範囲、裾野が広がる可能

ば、どこに行ったらよいかわからない、問診票の記

性がある。自分たちの足元の課題として、地域の

入、病状説明、診断、会計、次回予約、服薬指導など、

クリニックでのコミュニティ通訳を前提とする「東

そのタイミングは多岐に渡る。また医療機関での

京モデル」を検討した。

通訳は高い専門性が必要となるため、区市町村の

３）
「東京モデル」の提案

協会がその人材育成を一から担うのは困難である。

東京モデルでは、プロとボランティアの隙間領

2019 年度の国際化市民フォーラムでは、相談・

域をカバーする存在を「多文化コミュニケーション

通訳・医療の現場から見える課題を整理し、それ

支援員（保健・医療分野）
」
（以下、
「支援員」という。
）

ぞれの現場で支援に関わる主体の役割と、連携の

と名付けた。言葉の通訳だけではなく多文化コミュ

可能性について考察した。このフォーラムでの発

ニケーションを支援するという意味を込めている。

表を契機に、分科会関係者有志（医師、医療通訳者、

支援員は、病気に罹ってからプライマリ・ケアとし

国際交流協会職員、在住外国人支援の NPO 代表）

てクリニックで適切なケアを受けるまでをサポー

で研究会を発足し、毎月 1 回、これまで 18 回研

トする。診察室の中だけではなく、受診の予約から

究会を行った。

薬局の服薬指導も対象とすることを想定している。

２）研究会での検討

プロの医療通訳者と支援員が担う範囲の境界につ

人が安心・安全に生活していくには、必要な時
に必要な医療にアクセスできることが必須である。

いては、外国人にとってサポートが必要な場面を
想定しながら検討した。

多様な文化的背景を持つ人が暮らす東京で、多文

同モデルは予算措置と人材育成が肝で、支援員

化共生社会を実現するには、外国人の医療の問題

の活動は有償であることが重要である。受益者を含

を避けることはできない。

め、費用負担のあり方が大きなポイントだ。個人的

この課題を考えるにあたり、まずは東京都内の

には、受益者、コーディネーションを担う国際交
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流協会、広域行政が分担してくのがよいと考える。

４）対応領域の拡大

また研修、認定、登録システムや、希少言語がで

本モデルは、基本となる共通部分の上に一定の

きる人材の融通など、一地域では担えないことは

専門知識を乗せていくイメージで、教育、行政、福

広域で行うことが重要である。

祉、司法などの他分野にも応用可能である。今後

同モデルのイメージはスライド 7 のとおりであ
る。支援員、
国際交流協会などのコーディネーター、

は保健・医療分野における「東京モデル」が、他
分野へ「つながっていく」可能性を検討したい。

クリニックがそれぞれに研修を受講し、認定 / 登

本研究会の報告書は、東京都つながり創生財団

録される。困っている外国人はコーディネーター

の東京都多文化共生ポータルサイトに掲載してい

にアクセスし、コーディネーターがケースにあっ

る。よろしければご覧いただきたい。

た支援員を見つけ、支援員と地域のクリニックを
つなげる。そして支援員は、地域のクリニックと

https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/
event/detail_3454.html

医療者をつなぐ。三者がそれぞれにフィードバッ
クできる仕組みも必要だ。

渡戸：地域のクリニックを重視して、地域で支え合うための仕組みを作ろうという考え方は非常によいと思
う。しかし、医療通訳には専門性が必要という考え方もある。場合によっては命に関わるような問題
もあるだろう。リスクヘッジはどのように考えているか。
薦田：プロの医療通訳者によるバックアップという方法も考えられる。例えば、支援員で対処が難しいケー
スは、プロにオンラインで支援を求められるようなシステムも必要だと思う。

]
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第３部

パネルディスカッションと質疑応答

＜パネルディスカッション＞
渡戸：豊島区民社協の連携事業はどのように始まったのか、苦労した点などを伺いたい。
田中：貸付事業で困っている外国人が非常に多いことを実感する中、三者（シャンティ国際ボランティア
会・東京パブリック法律事務所・豊島区民社会福祉協議会）が元々、それぞれにつながっていたこと
で、生活課題を知るためにも食料支援と生活相談をしようということになった。
苦労した点は必要な方への周知方法で、貸付事業の利用者に案内を送ったり、チラシの多言語翻訳
などを行ったが、なかなか集まらなかった。外国人コーディネーターの勧めで、外国人コミュニティ
の Facebook ページへの投稿などを行った結果、豊島区外や都外の方も来るようになった。それぞ
れの居住地でいろいろな課題を抱えていることがわかり、それはそれでよかったと思っている。
渡戸：この事業に関し区からの働きかけはあったか。また、法的支援が必要な事例はあったか。
田中：今回の包括的支援は三者でスタートしたもので、行政には事業開始後に報告をした。今は広報などの
協力を得ている。
法的支援は、在留資格や労働系のトラブルで具体的な受任に至ることがあった。本人負担が難しい
場合は、法テラスを利用することもあるが、休眠預金活用事業の予算枠で必要費用を充当したケース
も数件ある。
渡戸：支援を受ける側から、支援する側の人材が育成されていくと非常によい。将来的に、社協の職員に多
国籍人材が入ってくるとよいのではないか。
田中：今回の特例貸付事業で初めて、申請者の多いミャンマー、ネパール、ベトナム国籍の方々に臨時職員
として一緒に仕事をしてもらった。今後も、そのような対応が必要になると考えられる。

渡戸：薦田さんにお聞きしたい。
「東京モデル」を他分野に広げるにあたり、何か課題はあるか。また、地
域のクリニックと広域という枠組みはどのように運用されるのか。
薦田：外国人が困っているのは保健・医療の分野だけに限らない。子育て、教育、児童福祉、福祉などの領
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域でも、言語面や文化的なサポートを要する人は無数にいる。地域のボランティアがステップアップ
することで、助けられる範囲が広がっていけばよいと思う。
枠組みについては、まず、広域で研修や認定 / 登録を受けた支援員が、人材バンクのようなネット
ワークになる。同じように、国際交流協会もコーディネーターとしての登録を行う。武蔵野市であれ
ば、武蔵野市国際交流協会が人材バンクの中の武蔵野市在住の支援員にアクセスして協力してもらう、
という形を想定している。ただし、希少言語は登録数が少ないことが見込まれるので、遠方から来て
もらうこともあろうかと思う。

渡戸：ファトさんにお聞きしたい。今ベトナム人コミュニティの中で、特に子どもや教育のことで、どのよ
うなことが課題になっているか。学校と地域が子どもたちを支えていくための仕組みとして、今後ど
のようなものがあるとよいと思うか。
ファト：私の両親の代にはそういったコミュニティがあるが、私たちの代になると、いわゆる日本生まれの
人がとても多い。生まれてからずっと日本語を使っていて、普通に日本の学校に入り、日本の企業に
就職して、日本社会に溶け込んでいる人が多い。IWC には自分と同じような境遇の子たちがいたが、
IWC と学校がしっかり連携していた。IWC にいて学校の授業が受けられない場合も、ある程度はそ
のような事情が考慮されたうえで成績がつけられていたように思う。
今後は、日本での進学や就職を経験した自分のような存在が、新しく日本に来た子たちに自分の経
験を伝え、日本でよりよい生活ができるように導いていけるとよい。日本人だけでなく、外国人もそ
のような活動に積極的に参加して、お互いに支えていけるようにしたい。
渡戸：学校の中で、お互いの自尊感情を高め合うようなことができるとよい。ファトさんの場合、自分から
他の日本人生徒にアピールしたり、自分の文化的な背景を伝えたりしたことはあるか。
ファト：中学の時は、なかなかコミュニケーションが取れないこともあったが、自分から英語で積極的に話
すことで、友人から日本語を教えてもらったりした。うまく分かり合えないときは先生に相談して、
話し合ったこともある。高校に入って少しずつ日本語で話せるようになり、できるだけ日本人に興味
を持つようにした。どのような笑いのツボがあるのかを学んだり、日本の文化に興味を持って接した
りすることで、相手も心を開いてくれた。私の学校では、特に支援教室や外国人のための居場所とい
うものはなかった。普通の日本人と同じように、自分も困ったら保健室に行く、という感じだった。
外国人の子が、日本人が普通にしていることを知るか・知らないかは、非常に大きな差になると思う。

薦田：田中さんにお聞きしたい。私たちも武蔵野市民社会福祉協議会とのつながりを作り始めている。社協
と連携するコツがあれば教えていただきたい。
田中：それぞれの団体には強みと弱みがあるため、お互いに補い合いながら、一緒に取り組むことができれ
ばありがたい。その地域が持つ特性や必要性によって、社協の事業や取り組みは大きく異なる。私た
ちは豊島区の社会福祉協議会なので、豊島区外の方を継続的に支援するには限界があるが、連携して
いるシャンティ国際ボランティア会は、地域を問わず支援することができる。一方、社協としては、
他の社協とのネットワークといった強みもある。それぞれにできること・できないことがあり、認識
や課題を共有して、皆で共感しながら取り組めるとよいのではないかと思う。

ファト：外国人支援はお金を生まない、非営利的な活動に分類されると思う。行政と民間の中間を担う役割
のニーズは非常に高く、重要だと思うが、継続するための動機づけや資金的なバックアップがどのよ
うに行われるのか、とても気になる。この領域の取り組みを持続可能な形にすることが、今後の課題
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だと思う。
田中：休眠預金事業としての取り組みは今年の２月までだが、シャンティ国際ボランティア会がまた別の助
成金を申請して、今年の夏頃までは継続の目途が立っている。シャンティ国際ボランティア会からは、
この事業で見えてきた課題と仕組みの提案を、政策提言につなげていくと聞いており、ファトさんが
おっしゃった、持続可能な形に向けた働きかけもしていく予定である。市民活動としてできるところ
を進めていき、それが行政の仕組みなどに取り込まれていくとよいと思う。豊島区役所には、熱心で
柔軟な職員がとても多い。お互いに課題を共有していくためにも、現場から少しずつ積み上げていき
たい。
渡戸：慶応義塾大学で教授を務められた大江守之さんは、
「強い専門システム」に対して、
「弱い専門システ
ム」があるとおっしゃっている。
「強い専門システム」は、行政や企業が持っている専門性のあるシ
ステムのことで、ある程度持続可能である。それに対して、市民社会から生まれる「弱い専門システ
ム」は、地域のニーズや実情に即しているが、持続可能性を担保するのはなかなか難しいシステムを
指す。そこで、
「弱い専門システム」をサポートする「強い専門システム」のあり方が重要になる。

＜参加者からの質問＞
Q １：ファトさんは、日本語や学校生活のことをどのように習得したのか。学校や行政からの対応は十分だっ
たか、あるいは強化を求めたいところはあったか。高校受験では、他の外国出身の学生も同じように
推薦を受けたのか。
ファト：日本語と学校生活の習得は、自分からいろいろな日本人に積極的に話しかけて習得した。またテレ
ビ番組で日本の文化や会話のキャッチボールを勉強して、実際の生活場面に活かした。学習教科の中
では、やはり国語は苦手だったため、得意な数学で補っていた。
当時、私がいた学校は、外国人生徒は私一人だけだったが、IWC と連携して学校全体でサポート
してくれた。強化を求めたい点は、学校にうまく溶け込めない外国ルーツの子どもたちをつなぐネッ
トワークがあるとよい。さらにその輪が、日本人の子どもたちまで広げられるような仕組みがあると
よいと思う。
高校入学時は、日本人の生徒たちと同じ推薦枠の試験を受けた。試験は面接で、中学校の成績と校
長先生が書いた推薦文も考慮された。外国人のための特別な推薦試験があるわけではない。

Q ２：社協が地域の多文化共生分野を担っていることを大変興味深く感じた。外国人コーディネーターの育
成は、どのように行っているのかお聞きしたい。
田中：コーディネーターはシャンティ国際ボランティア会が雇用しているので、社協が人材の発掘や養成を
しているわけではない。今回は一般的な募集ではなく、ピンポイントでお声がけをしたと聞いている。

Q ３：外国人支援は障害者支援に共通することが多いように感じる。人材が限られる中で、支援者間の相互
協力や情報交換などの機会はあるのか。
田中：豊島区には多文化共生を担当する部署はあるが、生活支援等は別部署が担当している。子どものこと
は子育て支援課、国際交流は文化観光課、日本語教室や教育は学習・スポーツ課や教育センターが担
当している。本来は部署間で共有できる場があるとよいが、現状はまだその取り組みはなく、まさに
今、課題に感じているところ。
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Q ４：
「東京モデル」は、運用開始の目途が立っているのか。
薦田：運用開始の目途は立っていない。研究会の提言を皆さんにご覧いただき、是非このモデルが必要だと
言っていただきたい。またこれを機に、広域行政の方々にも受け止めていただけるとありがたい。

Q ５：2010 年以降、日本は外国人の「自立」を強調したとのことだが、自立を促すためには、どのよう
な施策をすることが望ましいのか。これから先、どのような多文化共生が必要となるか。
渡戸：何を「自立」と考えるかは、ホスト社会側にとっての期待像もある。日本で就労、就学している方た
ちはとても忙しく、経済的な生活基盤を作ることに一生懸命で、地域活動への参加や地域行政との接
点はなかなかない。また、日本に永住するかどうかわからない方も多く、自分の出身社会や出身国と
のつながりを持つ、
「トランスナショナル」な存在という性格も持つ。そのような中で、実際には自
立した活動を行っていても、日本社会からは見えないということもある。先日、NHK BS1 で「新
大久保 明日を探す多国籍タウン」というドキュメンタリー番組が放映された。新大久保の商店街が
取り組んでいる「インターナショナル事業者交流会」を長年にわたり取材したもので、今回はその第
3 弾である。コロナ禍の苦境にありながらも、新たなビジネスチャンスの可能性に取り組む韓国人、
ベトナム人、ネパール人が取材の対象で、同国人同士の助け合い、国籍や出身社会を越えた助け合い
などの姿が非常に印象的だった。日本人側からはなかなか見えないが、このように「自立した姿」と
いうのは、すでにあるとも思う。いかにそのような人々とつながるか、ということが重要だ。

まとめ
渡戸

一郎

明星大学

名誉教授

最近は「多様性」という言葉が頻繁に行き交っている。
「多様性を活力に変える」といった文言も見られ
るが、それは決して容易なことではない。一方、企業では、
「多様な人材を採用し、いろいろな視点や発想、
生き方の人々が一緒に働くことによって、生産性も高まる」という考え方が浸透してきている。地域の中で
は、
「人々の多様性をお互いに認め合って、つながっていくことが、地域の住みよさを向上させる」という
考え方もある。
「多様性」はとても難しいが、やはり皆で考えていきたいキーワードである。
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B 分科会

●テ ー マ：

外国ルーツの中学生を進学につなげるために
外国ルーツの子どもたちはたくさんの困難を抱えています。中でも子どもたち
にとって、高校進学は大きな壁となっています。本分科会では、高校進学の現状
を踏まえ、当事者、保護者、日本語指導員、元小学校校長、それぞれの立場の人
から生の声を聴きます。どのような課題があるのかを多面的に捉え、共有すると
ともに、子どもたちに関わる人たちがどのような役割を担うことが必要なのかを
考えていきます。

ファシリテータ—：

中山

眞理子

パネリスト

生沼

ジェイコブ

：

NPO 法人多文化子ども自立支援センター
NPO 法人八王子国際協会

代表理事

学習教室学習者 OB、

フィリピン出身

●参 加 者

梁

大鵬

NPO 法人 IWC 国際市民の会

宮﨑

由梨

認定 NPO 法人多文化共生センター東京

浦山

太市

葛飾区

なかよし

通訳、保護者・中国出身
日本語指導員

代表、元小学校校長

136 名

基調講演
中山

眞理子

NPO 法人多文化子ども自立支援センター

代表理事

た。例えば 1993 年に技能実習生制度がスタート、
2001 年には集住都市会議が発足している。EPA
（経済連携提携）が先駆けとなり、インドネシア、
フィリピンそしてベトナムから人が入ってきたこ
ろが第 3 ステージとなる。2011 年の東日本大震
災によって減るが、5 年がかりで元に戻り、緩やか
に伸びている。
移民学会の想定では、40 年後には 12% が外
・外国人の人口と動向

国ルーツになるだろうといわれている。その時は

外国人人口は、1970 年以前はほぼ変動なく 70

1300 万人の外国のルーツの方が日本にいる。こ

万人ぐらいで推移していた。それから増加傾向が

の 12% は今の新宿の状態である。これは大変なも

始まり、80 年代半ばまでの第 1 ステージでは、研

のになると思う。

究者や国費留学生がいて、在日の方たちが中心で

・日本語指導が必要な児童生徒

あった。第 2 ステージは個人私費留学生、企業の

2 年に 1 回、調査があり、日本語指導が必要な

ビジネスマンや日系人等が、高度成長の日本を目指

児童生徒は、急激な勢いで増加していることが分か

し大量に流入。日本語学校が急増し、各地に国際

る。どの調査でも、日本国籍でありながら、日本

交流協会のようなものができた。この時にいわゆ

語支援が必要な児童生徒数が 2 割はいる。自治体

るニューカマーが大勢来日し、定住化が促進され、

によって数値に大幅な落差があるが、東京の数値

第 3 ステージを象徴するようなことがスタートし

は人口比で非常・異常に低い。実際は、最低でも
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この数字の約 2.2 倍から 3 倍ぐらいの児童生徒が、

429 人、13.1% で小学校より多いが、このうち

日本語指導を必要としていると考える。

11 学級 232 人が夜間中学である。ここでの問題

子どもだから日本人の中に放っておけば自然に

は、日本語が教員資格の教科ではないので、専門外

日本語を覚えるというのは、特に年少者に対する

の教師が指導に当たることが多く、任期がだいたい

神話である。生活日本語はだいたい 2 年でできる

2 年のため経験や技術の蓄積が難しいことである。

ようになり、小さい子ほど発音も良く、ジョーク

日本語の勉強には 600 時間必要だと私は考えて

を言いふざけ合うこともできるようになる。学習

いる。個々に依って必要な時間数は異なるが、
時間、

言語には 5 年から 7 年かかるということになって

予算で制約されるのが学校の宿命である。一般論と

いるが、適切な指導があってこそ、である。ここ

しては 5 年から 7 年の指導で潜在能力に近づくと

がポイントになる。

言われているが、抽象概念や理論の展開では決定

日本語指導が必要な外国文化の背景のある子

的な弱点となり、なかなかカバーできない。10 年

の 数 は、 全 国 で は 小 学 生 の 44.2%、 中 学 生 の

経っても潜在能力の近似値しか出てこない。それ

44.3% を 占 め る。 一 方、 東 京 都 で は 小 学 生 の

だけ外国語で学習することは難しいということで

19.0% であり、東京に来る子どもたちは非常に優

ある。日本語に限らず第二言語で学習する場合の、

秀で支援がいらないことなる。果たしてそうなのだ

言語の壁というのがこのような部分である。

ろうか。中学生では 32.8% で上昇しているかにみ

日本語の初級終了後半年ぐらいから成績が向上

えるが、ここには夜間中学も含まれている。愛知

する。焦ってやっても部分的なものにしかならず、

県は非常に高く小学生 70.3%、中学生 66.7% で

立体的な構築での日本語というものが出てこない。

ある。私の現場経験から言えば、このぐらいの数

潜在能力について、数学は割と早く出るが、半年

字が妥当と考える。どうして自治体によって差異

たって 7 割ぐらい出ればラッキーなケース。国語

が出てくるのだろうか。愛知は集住都市が多いと

と日本語は、同じものを扱っていても方向・目的

ころであるから、その影響だろう。そして生活言

が違うので、
似て非なる最も遠い教科である。英語・

語と学習言語との違いに関し、都道府県レベルで

数学・理科では４か５をとる潜在能力の高い子ど

取り組みに差異が出るのは、そのようなことに影

もでも、国語では 2 年から 3 年でまだ 2 くらいの

響されるのではないかと思う。

評価しか得られない。

2015 年 1 月に文科省が策定して、翌年度から

高校進学がなぜ必要かを考えてみたい。全国の

日本語に関する特別の教育課程ができた。指針で

高校進学状況は全入に近い。大阪、神奈川はかな

は日本語指導を 1 年で 10 から 280 時間、それ以

り高く 85% の外国のルーツがある子どもたちが高

上行ってもよいということになっている。週に換

校進学を果たしているが、東京は 60% 程度である。

算すると 7、8 時間を想定しているようだ。この特

学齢期に来日した子の 90% 以上が事実上、定住、

別の教育というのは、必要ならば制限をつけずに

永住、帰化の道を選んでいく。家族ビザでは一生、

必要性がなくなるまで教えるという意味だと私は

週 28 時間以内のアルバイトしかできない。大学入

解釈している。日本語を教える人たちは、教員資

学基準には日本語検定 1 級、専門学校基準は日本

格がある指導員、資格のない補助員というように

語検定 2 級がないとなかなか入れない。

区別されている。今後、日本語教師資格は国家資

都立高の入試では外国人特別枠を持つ学校が８

格として一本化が図られ、教員免許の中に日本語

校あるが、来日 3 年未満の制約があり、これを少

というものが加わるであろう。

しでも超えてしまうと対象外となる。もう一つの

東京都には、日本語指導が必要な児童生徒が 10

問題は潜在能力が試されない受検システムである。

人集まれば教員一人を加配するという、日本語学

英語か日本語の面接と作文の試験があり、英語圏の

級という制度がある。2019 年は小学校で 39 学級、

ネイティブは受かりやすいシステムになっている。

593 人、6.8% が日本語学級で学んだ。中学校は

この枠で入学しても、ついていけない、又は易し

-28-

すぎるということが起こる。入学してから十分な

42.19% ぐらいしかない。日本の子どもとの差が

日本語教育と教科学習の支援がない、こんなレベ

ここで非常に出てくる。非正規雇用率も 4.62% と

ルでは勉強にならないと中退する生徒もいる。ま

40% と差が出ている。そして、就職も進学もしな

た、調査書の評価では、技術系 4 教科は主要 5 教

い子どもが 18.18% いる。

科の 2 倍のポイントになる。5 教科受検の時、本

最後に、多文化子ども自立支援センターについ

試験と調査書の比率が 7 対 3 又は 6 対４になるが、

て説明する。日本語教科学習で居場所作りと自立支

この調査書の部分がなかなか難しい。能力の高い

援を行っている。日本語教育支援のほか、日本語能

子でも技術系教科では調査書に 1 や 2 が並んでし

力試験、英語検定などの資格獲得支援をしている。

まい、実力のところに入れないということがある。

さらに、社会人になるための各種資格獲得の支援。

特別枠の受検では、ルビ振りや時間延長、辞書持

高校に繋げることが終点ではなく、ここから自立し

ち込みなどの配慮もあるが、入学後のもう一つの

て日本の社会を担う人材に育てていくということ

問題として、日本語支援の不十分さがある。

が目的にある。個々の目的、条件に合った自立の

外国人特別枠では国籍が意味を持つ。日本国籍

ために、学校との連携を行っている。また、学習

は適用されない。つまり、日本語指導を必要とす

障害のあるお子さんたちも受け入れている。その

る子どもたちの 2 割には適用されないことにな

中の一つは識字障害である。不登校や難民等、様々

る。また、平成 29 年の文科省の調査によると、外

な人の自立を支援している。

国籍の中途退学者率は 10% 弱である。進学率は
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事例発表①
生沼

ジェイコブ

NPO 法人八王子国際協会

学習教室学習者 OB、フィリピン出身

わかりやすく、クラスメイトとも仲良くなり、と
てもよい環境だった。日本語指導もあり、授業以
外の時間に日本語を基礎から徹底的に学習できた。
バスケ部に入り、友達も増え、少しずつ日本語も
上達した。
3 つの団体からの支援を受け、大学受験に向け
て勉強した。CCS では特に面接対策、英語論文の
書き方を、学校では進路相談や手続きの支援を受
けた。そのおかげで大学に入ることができた。
私はフィリピンのセブ島出身で中 3 になる前の

大学入学後、CCS で勉強を教えてもらう側から

春休みに来日した。大学での主専攻は英語、副専

勉強を教える支援者になった。そこで気づいたこと

攻はメディア・コミュニケーション。現在は英語

が 2 つある。1 つ目は特別措置について知らない

を生かし、在住外国人とも関わることの多い仕事

生徒が多いこと。特別措置に限らず、高校受験の手

をしている。

続きは難しく、子ども本人には理解できないことも

フィリピンでは進級の際に登録手続きが必要だ

多い。2 つ目は、子どもには、勉強が好きな子／勉

が、母から来日の誘いがあったので手続きをしな

強は嫌いだがやる子／勉強が嫌いでやらない子の

かった。しかし来日に向けたビザ取得に予定以上の

３つのパターンがあり、勉強が好きな子は少ないと

時間がかかり、進級できず日本にも行けない空白

いうこと。子どもたちの話を聞くと、学校は勉強す

の期間がほぼ 1 年あった。その間、2、3 カ月は家

る場であり、親からも勉強へのプレッシャーが強い

庭教師と共に、その後は独学で日本語を勉強した。

と感じている子が多い。子どもたちの勉強のやる気

約 1 年後に来日して日野市の中学校の３年に編

がでるようにするためには、勉強を強制せず、子ど

入した。日本語はほとんどわからず、クラスメイ

もが気を楽にできる居場所が必要と感じた。CCS

トとコミュニケーションもとれず、
「言葉の壁」が

の八王子教室でそのような場所を目指していくと、

一番困った。学校では取り出しの日本語の授業と、

子どもたち自らが「先生教えて」と言うようになっ

授業中の通訳という 2 つの支援があった。非常に

た。具体的には、遊びを通して日本語の勉強を行っ

良い支援だったが、回数や時間はもっと増えると

た。ボランティアが教えて子どもが教わるのでは

よい。週 2 日で１日２～３時間は物足りなかった。

なく、子ども同士で教えあう関係を作ったことに

学校以外では、日野市国際交流協会と八王子国

より、子どもたちが気を楽にして過ごせる場になっ

際協会でそれぞれ週 1 回日本語を、CCS で学校の

た。

勉強や高校進学の支援を受けた。多言語高校進学

最後に、私自身は良い環境に置かれ、大学まで

ガイダンスにも参加し、進学に役立つ情報を得ら

進学して就職できたが、そのようにできる子ばか

れた。

りではない。進学率を上げるためには、どのよう

受験は在京枠の国際高校を英語面接・作文で受

な支援を受けられるかを伝えることが一番重要だ。

験したが、倍率が高く合格できなかった。一般入

子どもたちに“支援が受けられるよ”と伝えるだ

試で 3 科目と面接で受験し、八王子拓真高校（三

けで、子どもの将来は変わってくる。

部制定時）に進学した。先生はやさしく、授業は
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事例発表②
梁

大鵬

NPO 法人 IWC 国際市民の会

通訳、保護者・中国出身
娘が学校生活に慣れるまでは、長く厳しい道の
りだった。振り返ると、思春期の娘が異国へ転校
することに対して、私は準備不足で、学校の先生
も対応が難しそうだった。
・教育関係の通訳としての経験から
私はほぼ日本語ゼロで日本に来て、独学で IWC
の成人教室に１年間通った。日本語能力試験に挑戦
し、
1 級を取った。その後、
IWC の先生にすすめられ、

・来日後の娘の学校生活から

自分の子育ての経験を活かし、時々教育の場で通訳

私は、10 年前に妻の転勤で中国から日本に来た。

をしている。JSL の生徒、
中学生の親子と学校の間、

その時、娘は小学校 6 年に編入し、息子は幼稚園

高校進学ガイダンス、在京枠入試資格審査など様々

年少組に入った。娘の日本語はゼロであった。国

なケースを経験した。そこで中国出身の子どもたち

語の授業は一年間通訳がついて、副校長先生が常

に関する教育の現状について、大掴みに３点わかっ

に助けてくれた。1 年間、片道 1 時間かけて１週

た。一つ目は、
子どもの状況はそれぞれであること。

間に２回 IWC の JSL に通い、
公文教室の日本語コー

来日のきっかけは親の都合で無理に来させられる

スも利用した。2 年経って、授業にほぼついていけ

人もいるし、日本のアニメをよく見て日本に来た

るようになった。IWC は「IWC 国際市民の会」の

いと思った人もいるし、中国の学校の勉強に苦労

略で、JSL というのは、
「Japanese as Second

して逃げ場として日本に来る人もいる。それによっ

Language」の略である。IWC は、品川区教育委

て、最初のモチベーションは違う。思春期の子ども

員会の委託を受けて、区立の小、中学校に通う外国

の異国への転校は、生活の激変と文化の衝突で忍耐

から来た子どもを、午前中は中学校から取り出し

心が育てられるが、高校受験までの来日時間の長さ

て、日本語や学校で使う言葉を指導している。当

は進学にも影響する。次に、家庭面もそれぞれの事

時私の家族は品川区外在住だったので、区外枠で

情であること。親の学歴と職種は、日本社会と教

受け入れてもらった。

育制度の理解度に影響する。また、親の日本語レベ

娘の友達関係は最初の 1 年間は孤立した状態で、

ルは学校とのコミュニケーションが取れるかにつ

さらに中１の時は誤解され、
いじめられた。その後、

ながる。友達ができないため、親子関係は子どもの

合唱祭でピアノ伴奏を務めることで、クラスメイ

ストレス解消に大きく影響する。そして三つ目は、

トに認められ、友達ができた。最初の頃、学校と

自治体や学校により支援には大きな違いがあるこ

のコミュニケーションは妻がやっていたが、だん

と。日本語と授業サポートを完備している自治体

だん私がやるようになった。その頃千代田区教育

と学校もあれば、何とかしている自治体もあるし、

委員会を尋ねたところ、日本語補習教室がないと

あまり行動していない自治体もある。よく支えて

言われ、自分で IWC を見つけた。娘の心の健康も

もらった子どもは自信を持ちやすく、授業につい

気になって、小学校の時はカウンセラーと 2 回相

ていけるし、進路も早く見つけることができる。

談して、中 1 の時は娘のいじめの悩みの解消にも

まとめ：子どもは来日のモチベーションが違う。

努力した。進学について、本人は積極的で、中 1

性格と併せた家庭と環境のサポートにより、高校進

から塾に通った。塾で友達もでき、競争心を生み、

学の結果も相当違う。中 1 後半に来日して国際高

楽しく第一志望高校に進学した。

校に合格した生徒もいるし、小学校の半ばに来て、
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中 3 になっても日本語が下手で中国語のほうが上

方などを理解させることによって、子どもは適応し

手く、進路をなかなか見つけられない人もいる。中

やすくなると思う。特に理解力がある中学生には効

学校生活の過ごし方で順調な高校生活が送れるか、

果があると考える。心の準備があったら、辛さも軽

さらには今後の人生の幸福感にも影響するかもし

減される。それらに関する案内や特別な説明も必要

れない。

だ。第三は、
まず子どもとその家庭の状況を把握し、

・子どもが慣れることについて

対策を立て、子どもがなじみやすい環境をできる

外国人が住みやすい環境を作るには、子どもが

だけ早く作ることができたら、子どもは学校生活

慣れることがポイントである。言葉の壁よりも、文

に早く溶け込めるだろう。第四は、
補習教室を作り、

化や習慣などの違いは大きな問題だ。外国人ルー

日本語教室との連携等の勉強面でのサポートはも

ツの子ども及び親と教育関係者との間は、お互い

ちろんだが、心のサポートを行うことが重要だ。行

に理解しないと距離感を生み、子どもの学校生活

政が、経験のない学校の先生へガイドブック等を

は楽しくならない。これらについての 4 つの感想

提供すれば、子どもの新しい学校生活はスムーズ

を話したい。

に進められるだろう。必要な家庭に対しボランティ

第一に、中国では、生徒の競争心を育んで、特

ア通訳をつけ、通訳者を通じて子どもの状態をフォ

性を認める。成績を強調し、
学校の方が推し進める。

ローすれば、関与する方々も安心でき、子どもの

手本があって学ばせることは普通のやり方である。

成長も順調にいくだろう。

人前で褒めたり、𠮟ったりすることも一つの促す

来日最初の１年間の経験は重要である。子ども

方法である。そのやり方を浴びてきた子どもが突

がいつでも助けてもらえる、大人が子どもの困っ

然日本の教育環境に入って、違和感があるのは当

ていることを把握し、援助できる環境が整ったら、

たり前ではないだろうか。逆に、先生も子どもの

子どもは色々な困難を必死に乗り越えて、日本社

行動に対して違和感があるかもしれない。第二に、

会の一員になれると信じている。

入学とともに、親子に日本の教育制度や進路の決め
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事例発表③
宮﨑

由梨

認定 NPO 法人多文化共生センター東京

日本語指導員

全くわからない若しくはひらがなが少し読める、と
いう状態である。
日本語指導の教室は、区内の各学校から生徒が
集まり、学年や出身国もバラバラの生徒が一緒に学
ぶ。更に、４月から指導が開始する生徒もいれば５
月からという生徒もおり、順次生徒が出入りする。
スライド 10 は、カタカナがなかなか覚えられない
生徒と一緒に、ひらがなとカタカナを比べながら
私は NPO 法人多文化共生センター東京で日本語
指導員を務めている。

どうやったら覚えられるかアイディアを出し合っ
た時の黒板である。スライド 11 は、６カ月の指

日本語指導は、自治体によって制度が異なる。

導後の到達度の例である。漢字圏出身の中２生は、

荒川区では、主に来日間もない子どもたちを対象

ひらがな・カタカナをすぐに覚えて漢字に移行し、

として、学校生活や社会生活にスムーズに適応で

最終的には小４程度の漢字まで進むこともある。一

きることを目的に、日本語の初期指導と、その後

方、非漢字圏出身の生徒では、すごく頑張っても最

の継続指導としての補充学習指導を実施している。

終的に小２程度の漢字までというように、進度は個

事業は４つの内容で構成されており、当 NPO では

人によって異なる。文字の他にも小学校低学年程度

中学生の初期指導と、小学校高学年と中学生の補充

の読み物ややさしい日本語のニュースを読んだり、

学習指導を担当している。初期指導は 9 ～ 12 時

作文を書いたりする。漢字圏の生徒は習得が早い

の３時間で、中学生は、登校後に教育センターに移

ようにも見えるが、文字のような目で見た情報が

動して日本語指導を受け、給食までにそれぞれの

強いので、教科名や「掃除」
、
「給食」等の学校生活

学校に戻る。週４日の継続指導を最長 3 カ月間集

の言葉が聞いてわかるようになるのは指導終了間

中して受けられる。集中した指導は初期指導にとっ

近ということもある。

て非常に有効であり、荒川区の事業の良さである。

指導では、児童生徒のニーズに合わせ、学校と

初期指導終了後の中学生と小学校高学年は、放課

連携することを目指している。
「わたしの〇〇」と

後の指導に移行する。5 時半～ 7 時半までの 2 時間、

いうテーマでポスターを作製した際に、学校の担任

週３日間の指導を原則３カ月受けられる。

の先生がクラスでそのポスターを掲示してくれた

これらの指導を受けるためには、学校が教育委

ことがある。また、自習ノートの取り組みをしてい

員会に申請し、教育委員会から当 NPO に連絡がき

るクラスに在籍している生徒に対しては、クラス

て、日本語指導が始まる。学校と NPO は電話や訪

の子と同じように提出できるようサポートをした。

問を通して情報交換を行う。当 NPO は外国にルー

その後、担任の先生にポスターを褒めてもらったこ

ツをもつ子どもや家族の支援を行っているので、必

とを嬉しそうに報告してくれたり、自習ノートを

要に応じて協力しながら指導にあたる。

「〇〇先生（担任名）のノート」と呼んですごく大

荒川区では初期指導を、
「日本の習慣や学校生活

事にしている様子を見て、私も嬉しかった。

でのきまりや日本語の基礎的な理解を支援する」
、

６カ月間の中で、生徒たちはまだ慣れない日本

中学生の場合は、それを「系統立てて仲間とともに

語で一生懸命話をしてくれる。よい話ばかりでは

学習できるように実施する」としている。指導の

なく、嫌な気持ちになった話や頑張れなかった話

開始時にはレベルチェックを行うが、ほとんどが、

の他、国の教育制度や習慣とどう違うかという説
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明や、納得できないといった話もある。

る。ほとんどの生徒が最長の３カ月の指導を受ける

６カ月の指導では、学校生活や授業に十分な日

が、それは同時に学校の授業を受けられないことも

本語力はつかない。指導終了後が不安で、継続し

意味する。過去には中３生で、学校と本人・保護

た指導を望む生徒や保護者が多くいる。当 NPO の

者の希望により、ひらがなカタカナと簡単な会話

ボランティア学習支援等を紹介するが、全ての生

ができるようになったらクラスで授業を受けさせ

徒がそこに参加するわけではない。そのような生

たいとして、１カ月半程度で初期指導を終了した

徒は当 NPO とのつながりが切れてしまうが、指導

事例もある。この「柔軟な指導体制」のベースには、

員が定期的に学校を訪問し、生徒の様子を聞くよ

たとえ 1 ヵ月半であっても、集中した指導の実施

うにしている。その際、学校の先生が、生徒が学

の価値は大きいという考えがある。二つ目は「学校

校で大変だということで、再度当 NPO につなげて

との協力」
。学校の先生は多忙であり、訪問機会の

くれたケースもある。

設定が難しかったが、教育委員会が訪問の定例化

中２の終わり頃から中３にかけて来日した生徒

を提案し、学校へ働きかけてくれたことによって、

は、受験期に初期指導を受けることになる。日本

定期的な訪問が実現した。訪問時には指導内容の

語が十分ではない状態での受験になることに加え、

報告や生徒が書いた作文等を先生に渡し、生徒の

来日前には勉強を頑張っていて満足のいく成績を

良いところを伝えたり、今後の課題等を共有したり

とっていたような生徒が、来日後は、日本語のため

することを心がけている。三つ目は「生徒との関

に授業が分からなかったり、授業内容は理解でき

わり」
。指導終了後もつながれるような関係づくり

るのに試験で点数が取れない、といったことから

を目指すことは勿論、入試に関わる情報提供や支

葛藤を抱える生徒もいる。そのジレンマから、積

援をする時には、指導員と生徒の関係だけでなく、

極的に授業に参加できない、高校進学や将来が考

担任の先生と生徒の関係性を尊重することが大切

えられず、受験に対するモチベーションも持てな

である。定期訪問を通じて先生と入試に関わる情

いこともある。それでも、例えば、担任の先生の

報を交換したり、高校説明会の申し込みを手伝う

勧めで参加した高校の体験入学を契機に見違える

こともある。

ように前向きになり、自主的に作文や面接の練習

今日は荒川区の事例について紹介したが、取り

をするようになった生徒もいる。三者面談等で志

組みの充実には行政による制度設計の影響が大き

望校を決定したり、在京外国人生徒対象入試で作

い。一方で、その制度のよいところや改善できると

文や面接を英語と日本語の何れで受けるかを自分

ころを把握し、どう実際に運用するか、活用する

で決めたり、そうした過程を経て、生徒たちは受

かを考えていくことが重要だ。自治体によって様々

験と向き合っていく。

な優れた取り組みが行われているが、それぞれの

最後に、荒川区の日本語指導の場で当 NPO が取

優れたところを学び合い、外国ルーツの中学生の

り組んでいることを紹介する。一つ目は「柔軟な

進路実現を応援していくために、よりよい指導や

指導体制」
。児童生徒に合わせた指導内容の検討の

制度実現に努めていきたい。

他、指導期間もニーズに合わせた設定が必要であ
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ึᮇᣦᑟ㸭⿵Ꮫ⩦ᣦᑟࡢ࣓࣮ࢪ
A୰Ꮫᰯ
㠀₎Ꮠᅪ ୰㸱
ᣦᑟᮇ 㸲,㸳,㸴᭶

B୰Ꮫᰯ
₎Ꮠᅪ ୰㸱
ᣦᑟᮇ㛫 㸳,㸴᭶

A୰Ꮫᰯ
₎Ꮠᅪ ୰㸯
ᣦᑟᮇ 㸳,㸴,㸵᭶

C୰Ꮫᰯ
㠀₎Ꮠᅪ ୰㸰
ᣦᑟᮇ㛫 㸴,㸵,㸶᭶

ƻǒƕƳȷǫǿǫȊ

ᏊࡶࡓࡕࡢᵝᏊ㸭㛵ࢃࡾ

ᏊࡶࡓࡕࡢᵝᏊ㸭㛵ࢃࡾ

ǫஉࢸƷПᢋࡇᲢ̊Უ Ĭח܌Ј៲
ɶᲬᲢˎᲣ
Ტኖ᧓Უ
ǫ ĭ᩼ח܌Ј៲ ɶᲫᲢˎᲣ
ึᮇᣦᑟ㸦㹼㸱࢝᭶㸧
ࡦࡽࡀ࡞࣭࢝ࢱ࢝ࢼ

ƦƷ˂ᲴδᇜȷဃࢻƷȋȸǺƴӳǘƤƨਦݰ
ܖఄƱƷᡲઃ

⿵Ꮫ⩦ᣦᑟ㸦㸱࢝᭶㸧

₎Ꮠ

ᩥᏐᣦᑟ

࣭ࢹࢡࢸ࣮ࢩࣙࣥ
࣭リࡢ㡢ㄞ
࣭₎Ꮠ…ᑠ㸲⛬ᗘ
࣭₎Ꮠ…ᑠ㸰⛬ᗘ

• ࠕࢃࡓࡋࡢࠐࠐ㸦ᅜࠊ⏫ࠊዲࡁ࡞ࡶࡢ㸧࣏ࠖࢫࢱ࣮Ⓨ⾲
• Ꮫᰯࡢ⮬⩦ࣀ࣮ࢺࡢࢧ࣏࣮ࢺ㸦࠶ࡿࢡࣛࢫ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸧
• ཷ㦂㠃᥋㢼ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢸࢫࢺ

ࢧࣂࣂࣝ᪥ᮏㄒ

ᇶ♏࣭ᢏ⬟ู᪥ᮏㄒ

ࢸ࢟ࢫࢺ㸩
࣭ᑠᏛᰯపᏛᖺㄞࡳ≀
࣭ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ
ࢽ࣮ࣗࢫ
࣭3㹼400Ꮠ⛬ᗘࡢసᩥ
࣭200Ꮠ⛬ᗘࡢసᩥ

ᩍ⛉ࡢ⿵ຓ

࣭ᐟ㢟ࡸࢸࢫࢺࡢ
᪥ᮏㄒ㠃ࡢࢧ࣏࣮ࢺ

ᇶ♏᪥ᮏㄒࡢ
ࡅࡣࡋ

• ⤮ᮏ
• ⓒே୍㤳㸭࢝ࣝࢱ
• ࣮࣐ࣟᏐ

ᩥ⛉┬㸦2019㸧ࠕእᅜேඣ❺⏕ᚐཷධࢀࡢᡭᘬࡁ㸦ᨵゞ∧㸧ࠖࢆཧ⪃ᩚ⌮
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ᏊࡶࡓࡕࡢᵝᏊ㸭㛵ࢃࡾ

ᏊࡶࡓࡕࡢᵝᏊ㸭㛵ࢃࡾ

ᣦᑟ⤊ᚋࡢྲྀࡾ⤌ࡳ

⣙㸴࢝᭶ࢆ࠸ࡗࡋࡻ㐣ࡈࡍ୰࡛⏕ᚐࡓࡕࡣ…

ࡔࡲڸᏛᰯ⏕άࡸᤵᴗ༑ศ࡞᪥ᮏㄒຊࡣ࠸࠼࡞࠸

࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㢦ࢆぢࡏ࡚ࡃࢀࡓࡾࠊ
࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ヰࢆࡋ࡚ࡃࢀࡲࡍࠋ

࣭ᣦᑟ⤊ᚋࡀᏳ࡛ࠊ⥅⥆ࡋࡓᣦᑟࢆᕼᮃࡍࡿ⏕ᚐ࣭ಖㆤ⪅ࡀከ࠸
эNPO⊂⮬ࡢᴗ㸦࣎ࣛࣥࢸᏛ⩦ᨭ㸧➼ࢆ⤂ࡍࡿ

࣭ዲࡁ࡞ࡶࡢࡢヰ
࣭ࡣࡌࡵ࡚㐩ࡀ࡛ࡁࡓヰ

࣭NPOࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀษࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ⏕ᚐࡢሙྜ

࣭࠸ࡸ࡞Ẽᣢࡕ࡞ࡗࡓヰ

эᐃᮇⓗᏛᰯࢆゼၥࡋࠊᏛᰯࡢඛ⏕⏕ᚐࡢᵝᏊࢆ⪺ࡃ

࣭ࡀࢇࡤࡗࡓヰ

ᣦᑟ⤊ᚋࡋࡤࡽࡃ⤒ࡗ࡚ࡽࠊᗘࡘ࡞ࡀࡿ⏕ᚐࡶ

࣭ࡀࢇࡤࢀ࡞ࡗࡓヰ
࣭ᅜࡢᩍ⫱ไᗘ
࣭⩦័ࡸ⪃࠼᪉

ᏊࡶࡓࡕࡢᵝᏊ㸭㛵ࢃࡾ

ᏊࡶࡓࡕࡢᵝᏊ㸭㛵ࢃࡾ

ཷ㦂ᮇࡢ⏕ᚐࡓࡕ㸦୰㸰ࡢ⤊ࢃࡾࡈࢁ㹼୰㸱㸧

ཷ㦂ᮇࡢ⏕ᚐࡓࡕ㸦୰㸰ࡢ⤊ࢃࡾࡈࢁ㹼୰㸱㸧

ڸ᮶᪥㛫ࡶ࡞࠸ࡓࡵ᪥ᮏㄒຊࡶ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸≧ែ࡛ࡢཷ㦂

ཷ࡛ࢫ࣮࣌ࡢࢀࡒࢀࡑە㦂ྥࡁྜࡗ࡚࠸ࡃᵝᏊ
㸦㸧

⸨ⴱڸ

࣭ᢸ௵ᩍㅍࡢാࡁࡅ࡛㧗ᰯࡢయ㦂ධᏛཧຍ

⮬ศࡢᅜ㸸ຮᙉࡀዲࡁࠊ㐍⣭ヨ㦂࡛ࡶ‶㊊ࡢ࠸ࡃ⤖ᯝࡔࡗࡓ

эぢ㐪࠼ࡿࡼ࠺㧗ᰯ㐍Ꮫ๓ྥࡁ

᪥ᮏ㸸᪥ᮏㄒࡀࢃࡽ࡞࠸ࡓࡵᤵᴗࡀࢃࡽ࡞࠸

эᅾிእᅜே⏕ᚐᑐ㇟ධヨࡢヨ㦂ෆᐜ⯆

ᤵᴗෆᐜࡣ⌮ゎ࡛ࡁ࡚ࡶヨ㦂࡛Ⅼᩘࡀྲྀࢀ࡞࠸

э⮬ⓗసᩥࡸ㠃᥋ࡢ⦎⩦ࢆࡍࡿࡼ࠺

э✚ᴟⓗᤵᴗཧຍ࡛ࡁ࡞࠸
э᪥ᮏ࡛ࡢ㧗ᰯ㐍Ꮫ࣭ᑗ᮶ࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸

࣭ᚿᮃᰯỴᐃ ࣭ཷ㦂᪉ἲỴᐃ ࡞

ཷ㦂ᑐࡍࡿࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥపୗ

᪥ᮏㄒᣦᑟࡢሙ࡛ࡁࡿࡇ㸦እ㒊ᅋయࡼࡿึᮇᣦᑟ㸧
⮬యࡼࡗ࡚≧ἣࡸไᗘࡀ㐪࠺୰࡛ࠊ⮬ศࡓࡕࡣఱࡀ࡛ࡁࡿ
ᰂ㌾࡞ᣦᑟయไ

• ඣ❺⏕ᚐྜࢃࡏࡓᣦᑟෆᐜࡢ᳨ウ
• Ꮫᰯࡸಖㆤ⪅࣭ᮏேࡀ⣡ᚓ࡛ࡁࡿᣦᑟᮇ㛫タᐃ

Ꮫᰯࡢ༠ຊ

• ᐃᮇⓗ࡞Ꮫᰯゼၥ㸦༊ᩍጤࡢ༠ຊࡼࡾᐇ⌧㸧
• ᣦᑟෆᐜࡢሗ࿌ࡸᡂᯝ≀ࡢඹ᭷

⏕ᚐࡢ㛵ࢃࡾ

• ᣦᑟ⤊ᚋࡶࡘ࡞ࡀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㛵ಀ࡙ࡃࡾ
• ධヨࢃࡿሗᥦ౪ࡸᚲせᛂࡌࡓᨭ

ࡢࡳ⤌ࡾྲྀࡢࢀࡒࢀࡑۻඃࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁࢆ
Ꮫࡧྜ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ㸟
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事例発表④
浦山

太市

葛飾区

なかよし

代表、元小学校校長
ても後回しになってしまう状況があるように思う。
二つ目は、日本語が覚えられない、話せないことで、
学習に支障をきたしていると思われる子が何人か
いたことである。学校では、学習がなかなかでき
ないのは、日本語が十分にできないからだろうと
見過ごしてしまうことがいくつかあった。これは
私がボランティアをやる中で、現場はもう少し真
剣になっていただきたいと思うことの一つである。
三つ目は、小学生低学年から中学年で来日すると、

私は、かつて学校という教育現場に身を置いて
いた立場からいくつか述べたい。

だいたい 1 年から 2 年ほどで生活言語としての日
本語はできるようになるが、その場合も高校受験

一点目は、外国ルーツの子どもを支援すること

で苦労するため、もっと丁寧な日本語指導が必要

になったきっかけについて話したい。在職中に外

なのではないかということだ。子どもたちは様々

国ルーツの子たちが何人か学校にいた。そして退

なマイナス面あるいは課題を持っているが、その

職後、教育センターで不登校の子たちの勉強を教

子たちに応じた個別の指導計画が必要だと考える。

える立場になったが、その中にも外国ルーツの子

三点目は、学校だからできること、そしてでき

たちが何人か来ていた。これが外国ルーツの子た

ないことについて述べたい。様々な子どもたちの

ちへ目を向ける大きなきっかけになった。2010

生活面・学習面、交友関係、家庭の様子などをしっ

年、葛飾区で外国人児童のための学習支援ボラン

かりと把握するのが学校であり、学校はその子に応

ティアの講座が 5 回ほど開かれ、参加した。その

じたきめ細かで適切な関わりができるはずである。

講座を受けたメンバーで何かできないかというこ

これは学校外で学習指導をしているボランティア

とになり、2010 年の 9 月にみんなで「なかよし」

では、
なかなか及ばない。しかし実際は、
ボランティ

という日本語支援のグループを立ち上げた。2018

アでもその子どもに寄り添うことで、学校以上の情

年の 4 月には、区、教育委員会による日本語支援

報が集まることもある。学校という公共公的な機関

をする「日本語ステップアップ教室」が始まった。

で子どもたちを見ていくには、どうしても、この

これは行政にずっとお願いし続けてきた事業で、こ

範囲内でという枠や、線引きが出てくることがあ

こでも私たち「なかよし」が支援をした。

る。これにより、学校でできること、できないこと、

二点目は、現場を離れる前から感じていた事で、

あるいはやれないことが生じてしまうのだと思う。

さらにボランティア等をやる中で強まった考えを

学校によっては、そうした点にとことん向き合っ

三つほど述べたい。一つ目は外国人のための在京枠

ているところもある。

入試のことである。特別な入試制度があり、資格

目の前の困難を有する子どもに対して、学校が

審査も必要であるが、そのような情報が、学校の

真剣に対応を模索すると、学校にその対応ができる

先生の意識の高い低い、浅い深い等に依存してい

人材を置けばよいということになるが、実際はなか

るように見受けられる。外国ルーツの子どもがた

なか難しい。それができる外部との連携を、もっと

くさんいる学校の先生方はよく知っているが、そ

主体的に進めてもいいのではないかと思う。そして

うではない学校では、在京枠入試についての知識

当然、先生方含め、外国ルーツの子どもたちに対す

が十分ではない。対象生徒が少なければ、どうし

る学校全体の意識の向上、学習技術の向上を培う研
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修などもしっかりとやっていく必要があると思う。

だとすれば、ますます諸機関との連携が大きく必

このような研修を通して、子どものために動いて

要となる。また、研修も必要となる。最近、文科

いく、色々な知恵を出していくことが大切である。

省も東京都も一生懸命に外国ルーツの子どもたち

自分でできなければ、できる人・できるところと

の対応を模索し、提案している。とてもうれしい

つながればよいが、学校現場にはこの、つなげる人、

ことである。各現場で、各学校であの子たちの笑

あるいは、つなげられる人が少ないと思う。 現場

顔のために頑張っていただけると本当にうれしい。

の方はとても忙しく、余力がないのかもしれない。
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䛂ᅜ㝿ᕷẸ䝣䜷䞊䝷䝮䛃㻞㻜㻞㻞㻜㻞㻜㻡㻔ᅵ㻕㻌 㻌 ᾆᒣ㻌 㻌 㻮 ศ⛉㻌
䖪䝔䞊䝬䛂እᅜ䝹䞊䝒䛾୰Ꮫ⏕䜢㐍Ꮫ䛻䛴䛺䛢䜛䛯䜑䛻䛃㻌
㻌
䠍䠅䛺䛬䚸እᅜ䝹䞊䝒䛾Ꮚ䜈䛾᪥ᮏㄒᨭ䜢䛩䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䛾䛛䚸䛂䛺䛛䜘䛧䛃⤖ᡂ䛾⤒⦋㻌
㻌
ձᏛᰯᅾ⫋୰እᅜࡽ᮶᪥ࡋࡓఱேࡢඣ❺㛵ࢃࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡇࢁࡽὀ┠
ղⴱ㣭༊❧⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐺ᛂᣦᑟᩍᐊᢸᙜ࡛Ⓩᰯࡢඣ❺࣭⏕ᚐࡢᏛ⩦ࢆᢸᙜ 
ᖺ  ᭶㹼  эࡇࡇ᪥ᮏࡢᏊࡓࡕຍ࠼࡚እᅜࡘ࡞ࡀࡿᑠ࣭୰Ꮫ⏕ࡀఱே࠸ࡓࠋ
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մ ᖺ  ᭶ࠊᏊࡶ᪥ᮏㄒᏛ⩦ᨭࠕ࡞ࡼࡋࠖ⤖ᡂ䋻㈨ᩱ 㻼㻚䠎䠄ึᮇ䛾άື䠅
㻌
ۻ
ࠑᏛ⩦ᨭࠒ㻞㻜㻝㻜 ᖺタ❧ᙜึ䡚Ꮫᰯ䛾౫㢗䜢ཷ䛡᪥ᮏㄒ䝃䝫䞊䝖䛻ධ䜛㻔㻟 ᰯ㻕䚹
㧗◁୰᪥ᮏㄒᏛ⣭䛷䛾ᨭ㻔᭶䡚㔠㻕䠙㻞㻜㻝㻣 ᖺ䜎䛷㻔௨㝆䛿ᩍ⫱䝉䞁䝍䞊䝇䝔䝑䝥
䜰䝑䝥ᩍᐊ䛷䛾ᨭ䋻㻞㻜㻞㻝㻚㻣 䜎䛷㻕䚹ᅵ᭙ᩍᐊ㻔᭶䠎䋻㻞㻜㻝㻣 䜘䜚䚹⌧ᅾẖ㐌㻕䚸ኪ㛫
ᩍᐊ䠙㐌䠍䋻⌧ᅾኪ㛫ᩍᐊ䛿⾜䜟䛪䚹᪥᭙ᩍᐊ䡚᭶䠍㻔㻞㻜㻝㻥 ᖺ䜘䜚㻕䚸୕Ꮨఇᴗ୰
䛂 䛺 䛛 䜘 䛧 䛃㻌
䛾Ꮫ⩦䜔ᩍ⛉᭩➼䜈䛾䝹䝡䜚䛿タ❧䜘䜚⥆䛔䛶䛔䜛䚹㻌
⌧ ᅾ 䜎 䛷 䛾㻌
ୖࠑۻグ௨እࡢὶ➼ࠒᰘཪⰼⅆ䚸ᩱ⌮㻔㣯Ꮚ㻕䚸䜰䝉䜰䞁ὶ㻔ᅜ
ά
ື㻌
❧䜸䝸䞁䝢䝑䜽䝉䞁䝍䞊㻕䚸䛚ⰼぢ䚸ίỈሙぢᏛ䚸ᅜ㝿ὶ䜎䛴䜚䚸᪥୰₎リ䛛䜛
䛯➼䚹㻞㻜㻝㻤 ᖺ䜘䜚᪥ᮏㄒ䝇䝢䞊䝏䜢ጞ䜑䜛䚹㻌

ࡶ࠶ࡿ ࠋ
ճᑠᏛ⏕పᏛᖺࡽࡢ᮶᪥ඣ❺ࡣ᪥ᮏㄒࡢ⪺ࡃヰࡍࡣ㡰ᛂࡀ᪩࠸ࠋࡋࡋㄞࡴ᭩ࡃ࡞ࡿ
ᅔ㞴ࡀᚅࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉୰࣭㧗Ꮫᖺ᮶᪥ࡋࡓඣ❺ࡣࠊ୰Ꮫ⏕࡞ࡗ࡚ࡶࡑࡢࡲࡲ࠸࠺ࡇ
ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࠕᅾிᯟࠖࡶධࢀࡎ͐
 эᐙᗞ࡛ࡢ᪥ᮏㄒ⎔ቃࠊᩍ⫱⎔ቃࠊࣉࣛࢫᮏேࡢ㡹ᙇࡾලྜࡼࡾࡁࡃᕪࡀฟ࡚࠸ࡿࠋ

䠏䠅Ꮫᰯ䛰䛛䜙䛷䛝䜛䛣䛸䚸䛭䛧䛶䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛿䚹㻌
䠘ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘䠚㻌

䈜௧ 㻞 ᖺ 㻟 ᖺᗘ䛿䚸䝁䝻䝘ᘏ䛾Ⅽ䚸ሙ⏝ྍ䚸ᘏ㜵Ṇ䛾䛯䜑䛺ㅖ䜲
䝧䞁䝖䛿୰Ṇ䛸䛺䛧䛯䚹
㻌 䋻㈨ᩱ 㻼㻚䠏䠉䠐䠄ⴱ㣭༊ᩍ⫱ጤဨ䞉䛻䜋䜣䛤䝇䝔䝑䝥䜰䝑䝥ᩍᐊ䠅㻌
㻌
ͤࠕ࡞ࡼࡋࠖࡣࠊ᭷ᚿࡢ࣎ࣛࣥࢸ⤌⧊ࠋἲே㸦132 ⤌⧊㸧ࡣࡽࡎάືࡋ࡚࠸ࡿࠊẸ
㛫ࡢࡺࡿࡸ࡞ᅋయ࡛ࡍࠋ⤌⧊ࡢᣑࡸ࣋ࣥࢺࡢቑຍࡣᴟຊ᥍࠼ࠊᏊࡶࡓࡕ┤᥋

࣭ヱᙜࡢඣ❺⏕ᚐࡢ᪥ᖖ ⏕ά㠃ࠊᏛ⩦㠃ࠊ㛵ಀࠊᐙᗞࡢᵝᏊ͐ ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀᏛ
ᰯ ⟶⌮⫋ࠊᢸ௵ ͐ࡢࡣࡎࠋ࡞ࡢ࡛ࠊࡼࡾ㐺ษ࡞㛵ࢃࡾࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡣᏛᰯእ࡛Ꮫ⩦ࠊ
ᣦᑟࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ࣎ࣛࣥࢸࡣཬࡤ࡞࠸ࠋ

эᐇ㝿ࡣࠊ࣎ࣛࣥࢸ࡛ࡶᏊࡶࡢࠕᐤࡾῧ࠸ᗘࠖࠕ┿ᗘࠖࡼࡾᏛᰯ௨ୖࡢሗ
ࡣ㞟ࡲࡿࡶ࠶ࡿࠋࠕ┿ࡉࠖࠕᛮ࠸ࠖࡀࠊࠕಙࠖࠕ㢗ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᏛᰯࡶ
ྠࡌࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋᑡᩘࡔࡽᚋᅇࡋ͐ࡣ㑊ࡅࡓ࠸ࠋ
࣭⚾⮬㌟ࡣ㸦Ꮚࡶࡢᩍ⫱ࠊᏛ⩦㛵ࢃࡿࡇࡣ㸧ࠕᏛᰯ࡛࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡣࢇ࡞࠸ࠖ
ಶேⓗࡣᛮࡗ࡚࠸ࡿࡀ͐͐ࠋ
࣭ࠕබⓗᶵ㛵࣭⤌⧊ࠖࠕᯟෆ࡛㸻ᯟࢆฟࡎࠖࢆᏲࡾࠊࠕಶࠎே㸻ඣ❺⏕ᚐࠊಖㆤ⪅ࠖᑐᛂࡣࠊ

ࢃࡿ㛫ࢆษࡍࡿࡼ࠺ᚰࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋࢫࢱࢵࣇࡶཧຍᏛ⩦⪅ࡶಖㆤ⪅㛵ಀ⪅ࡶ⤌
⧊ࡋ࡚ࡢᯟ㸦άືࡢ⥺ᘬࡁ㸧ࡣタࡅࡎ⼥㏻ࡢࡃࠕ࡞ࡼࡋ࡛ࠖ࠶ࡾࡓ࠸ᛮ࠸ࡘࡘά
ືࢆࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡋࡋࠊࢃࡓࡋࡓࡕࡢάືࡔࡅ࡛ࡣᏊࡶࡓࡕࡢᵝࠎ࡞ᅔࡾឤᑐᛂ
ࡋࡁࢀ࡞࠸ࡇ㸦ேᩘⓗᑓ㛛ⓗ͐➼ࠎ㸧ࡶከࠎ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡣࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢⓙ
ࡉࢇࡀࡁ࡞ຊ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ䋻㈨ᩱ 㻼㻚䠑䠄䛛䛴䛧䛛Ꮚ䛹䜒ⱝ⪅ᛂ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䠅

ࠕ࡞ࡼࡋࠖάືࡣᣐⅬ࡞ࡿᅛᐃࡢᏛ⩦ሙࡣ࡞ࡃࠊ༊ෆࡢබඹタࢆ⏝ࡋ⾜ࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋᖾ࠸ࠊࠕᩍ⫱ጤဨ࣭⏕ᾭᏛ⩦ㄢࠖࡢィࡽ࠸࡛タ⏝㈝ࡣච㝖ࠊࡲࡓࠕⴱ㣭
༊࣭Ꮚࡶᛂㄢࠖࡽࡣάື㈝ࡢ୍㒊⿵ຓࡶ࠸ࡓࡔࡁάື࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ᭷㞴࠸࡛ࡍࠋ

ࡇࡢ⠊ᅖෆ࡛͐࡞ࡿࠊᙜ↛࡞ࡀࡽࠊᏛᰯ࡛ࡣࠕ࡛ࡁࡿࡇࠖࠊࡑࡋ࡚ࠕ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࠖ
ࠕࡸࢀ࡞࠸ࡇࠖࡣ⏕ࡌࡿࠋ

ࡓࡔ㞴ⅬࡣࠊᐃࡢᏛ⩦ሙࡣⓙ㛤ࢀࡓබඹタ࡛ࡍࡽࠊᢡࡁ࡞⾜㔜࡞ࡗ
ࡓ࡞ࡣᏛ⩦ሙࡢኚ᭦ࡀ㉳ࡇࡿࡇ࡛ࡍࠋ

㻌
䠘୍⯡ⓗ䛺䛂䛿䚸Ꮫᰯ䛷䛿䛷䛝䛺䛔䛣䛸䋻䛷䛝䛻䛟䛔䛣䛸䛃䠚㻌
ࠐⓏᰯඣ❺⏕ᚐࡢᐙᗞゼၥࠊ㈋ᅔᐙᗞࡢᑐᛂࠊ㧗ᰯゼၥ➼ࡢᘬ⋡͐➼ࠎࡀ࠶ࡿࠥಶ
ேሗࡢධࠊ↓⌮ ᮃࡲ࡞࠸ࡇ ࡢධࠥࠋ
 ࡋࡋࠊࡇࢀࡽࡢࢇࡣᏛᰯእࡢ⤌⧊࣭ᶵᵓ࣭ᶵ㛵࣭ᅋయ➼ࡢయⓗ✚ᴟⓗ࡞㐃
ᦠ࡛ゎỴ㏆࡙ࡃࠋࡲࡓ⟶⌮⫋ࠊᩍ⫱ጤဨࡢᣦᑟ࣭༠㆟ࡢࡶἲⓗᕪࡋᨭ࠼࡞ࡅࢀࡤ
ࠕ࡛ࡁࡃ࠸ࠖᛮࢃࢀࡓࡇࡶఱࠕ࡛ࡁࡿࠖࡇ㌿ࡌࡿࡇࡶ͐ࠋ

 эᏛᰯࡣࠊ┠ࡢ๓ࡢᅔ㞴ࢆ᭷ࡍࡿᏊᑐࡋ┿ᑐᛂࢆ⪃࠼ᶍ⣴ࡍࡿ࡞ࡽࠊࡑࢀࡀ࡛ࡁࡿ

㻌

ࠕேࠖࢆධࢀࢀࡤ࠸࠸ࠊࡑࢀࡀ࡛ࡁࡿእ㒊ࡢ㐃ᦠࢆయⓗồࡵࢀࡤ࠸࠸ࠋ
эࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀ࡛ࡁࡿேᮦࣂࣥࢡࡀ࠶ࡿᩍ⫱ጤဨࡣᑡ࡞࠸ࡼ࠺࡛ࡍࠋࡓࡔ᭱㏆ࡣ

㻌

㻌
㻌
㻌
㻌

㻌

6& ࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ ຍ࠼ࠊ66: ࢫࢡ࣮ࣝࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ ࡢ᥇⏝࣭ά⏝࡛
Ꮫᰯእࡢ㐃ᦠࢆᙉࡵࡓᑐᛂࢆࡿᏛᰯࠊᩍ⫱ጤဨࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡇࡣᚰᙉ࠸࡛ࡍࠋ

㻌

э࡞㐃ᦠඛ
ͤᏊࡶ㣗ᇽࠊ⚟♴㛵ಀタࠊ࣎ࣛࣥࢸ᪥ᮏㄒᩍᐊࠊᅜ㝿ὶ༠ࠊᩍ⫱ጤဨ
እࡢᗇෆ㛵ಀ㒊ᒁࠊᨺㄢᚋᏊࡶᩍᐊࠊඣ❺㤋͐➼ࠋ

䠘䛷䛝䜛䛣䛸䠚㻌 Ꮫᰯ䛸䛧䛶䈈䋻⟶⌮⫋䠄䋽ᩍ⫱ጤဨ䠅䛾Ꮡᅾ㻌

㻌
㻌
㻌

ձᏛᰯᩍ⫱㛵ࢃࡿ⪅ 㐍㊰ᣦᑟ㛵ࢃࡿᩍㅍࠊᩍ⛉ࠊᏛ⣭ᢸ௵➼ ࡢព㆑ྥୖࠊᏛ⩦ᢏ
⾡ࡢྥୖ➼ࡢ◊ಟࢆࡍࡿࡇࠋ
   Ў
 эᙜ↛ࠊᇶᮏⓗ࡞እᅜ࣮ࣝࢶࡢᏊࡢᑐᛂࡢᇶᮏࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢᇶᮏ➼ࡢ◊ಟࠊྠ
ᑡᩘ⪅ࠊᙅ⪅ࡢᑐᛂࠊ㛵ࢃࡾ᪉ࡢᇶᮏࡶ◊ಟࢆࡍࡿࡇࠋ
ղ㏥⫋⪅ணᐃ⪅࡛እᅜ࣮ࣝࢶࡢᏊࡢᣦᑟ⯆ࢆᣢࡘᩍဨࢆ◊ಟࡋ㏥⫋ᚋࠊ㠀ᖖ➼࡛᥇
⏝ࡲࡓࡣእ㒊࡚࣎ࣛࣥࢸ➼࡛ά㌍࡛ࡁࡿ㐨ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࠋ
ճ㧗ᰯධᏛࡢࡓࡵࠕእᅜேᯟධヨࠖࡢ㧗ᰯࡶ࠶ࡾࠊࡑࡢࠕ㈨᱁ᑂᰝࠖ➼ࡀ࠶ࡿࡇࡢ࿘▱ࠊ
◊ಟࢆࡍࡿࡇ㸦Ѝᮾி㒔❧㧗ᰯࡢሙྜ㸧ࠋ

㻌
㻌
㻌
  Ќ
ࠕ䛺䛛䜘䛧䛃Ⓨ㊊䛾㻌
䛝䛳䛛䛡䛸䛺䛳䛯ㅮ
ᗙ䠄㻞㻜㻝㻜 ᖺ䠅㻌

մ㐃ᦠ࡛ࡁࡿሙࡢ◊ಟࠊᏛ⩦࣭࿘▱ࢆࡍࡿࡇࠋ

◊ಟࡋᏛࡧэ ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿᅔ㞴ࢆ᭷ࡍࡿ࠶ࡢᏊࡢࡓࡵ ᐇ⾜ࠊືࡃࠋ
ͤ࠸ࢁ࠸▱ᜨࢆᕠࡽࡋືࡃྰ͐ ࠕἲࠖ㐪ࢃ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࠊࠊ ࠋ⮬ศ࡛࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤࠊ
࡛ࡁࡿே ࡇࢁ ࡘ࡞ࡆࡿࠋ

Ⓨ㊊ᚋ 㻡 ᖺ㛫䚸ྠ㊃㻌 㻌
᪨䛾ㅮᗙ䛜⏬䛥䜜㻌 㻌
䛂䛺䛛䜘䛧䛃䛾άື䛾㻌 㻌

Ꮫᰯ⌧ሙࡣࠊࡇࡢࡘ࡞ࡆࡿேࠊࡘ࡞ࡆࡽࢀࡿேࡀᑡ࡞ࡍࡂࡿࠋ
эሗࡀ࡞࠸ࠊᑡ࡞࠸͐ࠋ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࢆࡘ࡞ࡆࡿవຊࡀ࡞࠸͐㸽㸟
ᛁࡋ࠸ࠕാࡁ᪉ᨵ㠉͐ࠖ㸦ቑࡸࡉ࡞࠸͐ࣉࣛࢫ࣐ࢼࢫ࠶ࡿ㸧
Ѝࡲࡍࡲࡍㅖᶵ㛵ࡢࠕ㐃ᦠࠖࡀᚲせ࡞ࡿࠋࡋࡋ⮬๓࡛㈐௵ࢆࡿࡇࢆམࢃ࡞࠸ࡇࠋ

ࡶࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡗࡓࠋ

1
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䛂䛺䛛䜘䛧䛃άື⤂㻌 㻌 㻞㻜㻝㻠 ᖺ㻌
㸺ࡘࡋࡃࢫ
ࢫࢸࢵࣉࢵࣉᩍᐊ㸼


㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
2

3

㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

㻞㻜㻞㻝 ᖺ 㻢 ᭶䜘䜚䛂䛻䜋䜣䛤䝇䝔䝑䝥䜰䝑䝥ᩍᐊ䛃㐠Ⴀ䛿ᩍ⫱ጤဨ䜘䜚䛂ᰴᘧ♫䜾䝻䞊䝞䝹䝷
䞁䜾䛃䠄㻌 ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㻌 㨶ᓮ㻌 ᏹᮾி㒔㇂༊ᜨẚᑑ༡䠍䠉䠍䠏䠉䠍䠌㻌 䝝䜲䜾䝻䞊䝡䝹䠏䠌䠍䠅䛻ጤク䛥䜜⌧ᅾ䛻
⮳䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

䠘䛛䛴䛧䛛Ꮚ䛹䜒ⱝ⪅ᛂ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䠚㻌
䛂䜅䜜䛒䛔Ꮫ䜃䜖䜑ሿ䛃䠄䊻እᅜ䝹䞊䝒䛾Ꮚ䛯䛱䛻┠䜢ྥ䛡䛯䛝䛳䛛䛡䛾↓ᩱሿ䠅䚸䛂䛺䛛䜘
䛧䛃䛺䛹䚸ከ䛟䛾ⴱ㣭༊ෆ䛾ᅋయ䛜ሗ➼䜢⾜䛔༠ຊ䛧ྜ䛳䛶䛔䜛䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛷䛩䚹䝛䝑
䝖䝽䞊䜽ཧຍ䛾ㅖᅋయ䛿䚸ඹ䛻Ꮫᰯ䛷䛥䜎䛦䜎䛺ᅔ䜚ឤ䜢ᣢ䛳䛯Ꮚ䛯䛱䛾Ꮫ䜃䛾ሙ䜔ᒃሙᡤ
䜢ᥦ౪䛧άື䛧䛶䛔䜎䛩䚹㻌

άື┠ⓗ㻌㻌

ⴱ㣭༊䜢୰ᚰ䛻Ⓩᰯ䚸ᩍ⫱ᅔ㞴䛻䛺䛳䛶䛔䜛Ꮚ䛹䜒䞉ⱝ⪅䜢ᛂ䛧䛶䛔䜛ᅋ
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質疑応答
Q １：小・中学校に日本語学級が設置されていなくても、日本語指導教諭の加配制度がある。日本語指導を
受けている子どもの数は説明された数より多いのでは？
中山：加配についても文科省の調査に反映されている。今年度、東京都によって、市区町村の状況も開示さ
れた。色々な手法があるので、これまで積んできた経緯や人材などを活用し、各自治体で最善の方法、
色々な方法で支援があるとよい。

Q ２：日本語指導員の国家資格化はいつ頃、どのようなものになるのか？
中山：国家資格化は政府の方針として１０年程前から検討されており、現在最終段階にきている。近々、発
表されるだろうが、現在、まだ発表はない。

Q ３：ジェイコブさんは、気持ちの面と学びとして得るものが多かったという点で、取り出し授業と教室で
の通訳とではどちらの方が良かったか？
生沼：取り出し授業の方が良かった。歴史や地理、昔話等も含めて学ぶことができ、日本語以上のことを学
べた。気持ちと学びの両方から、取り出し授業が役に立った。
Q ４：CCS とはどのような団体か？
生沼：CCS は、外国にルーツを持つ子どもたちを支援する大学生によるボランティア団体。高校進学支
援や、学校の勉強や日本語を教えたりする。

Q ５：梁さんが異文化（中国と日本）の中で、子育てで大変だったこと、親として工夫したことは？
梁 ：言葉はもちろん習慣や文化もわからないまま来日し、先生や学校とコミュニケーションをとることが
難しかった。学校の制度もわかっていなかったので、子どもを助けることができず、無力感を感じた。
まず自分が日本語をしっかり学び、前向きな姿勢を子どもに見せることで励みになるようにした。子
どもの悩みや学校での苦労について話を聞き、フォローした。カウンセラーや学校の先生に相談する
こともあった。日本語をサポートしてくれる場を探し、一緒に塾の見学にも行った。できることはあ
まり多くなかったが、できる限りのことをした。

Q ６：荒川区の児童生徒の実態は？
宮﨑：当 NPO で担当しているのは荒川区の日本語指導の一部であるため、区の外国ルーツの児童生徒の全
体は把握しきれていない。参考まで、Ｒ１年度に当 NPO による指導を受けたのは、中学生は１５名、
小学生２名。

Q ７：教育委員会と連携を図る際のポイントは？
宮﨑：毎月の報告を教育委員会に提出する際は、書類を持参している。メールではなく、直接担当者と顔を
合わせて話すことの大切さを感じている。

Ｑ８：1 クラスの担当者数は？
宮﨑：生徒は少ないと 1 名、多くて５～６名。２名程度の指導員がレベル別に担当。
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Ｑ９：児童生徒の特性を把握し、担当者間で指導方法をどのように共有しているのか？
宮﨑：色々な考えがある中で指導方針を決めていくことは難しいが、現在指導員は４名でそれほど多くな
い。その中で毎日指導に入る者が主な計画を提案し、
その他の指導員と相談し、
連携して指導している。

Ｑ 10：入試での辞書持ち込みの詳細は？
中山：来日 3 年未満の者が対象で、学校長を通じて申請する。母語／日本語の辞書が対象で、電子辞書は
不可。紙の辞書も書き込みがあったら不可。

Ｑ 11：入試の特別枠の技術系科目の詳細は？
中山：技術系科目は、音楽、保健体育、技術・家庭、美術。内申書において主要 5 教科は素点×１だが、技
術系は×２。来日してこれらの科目を学んだことのない生徒にとってはとても難しい。

Ｑ 12：学校訪問の対象生徒とそのペースは？また、訪問は業務の範囲内なのか？
宮﨑：訪問の対象は全生徒。巡回訪問は業務の範囲内だが、訪問時期等について細かい取り決めがなかった
ため、初期指導開始直後／初期指導終了の少し前／補充指導終了後の３つの時機での実施を提案し、
その他必要に応じて適宜訪問している。

Ｑ 13：荒川区の事業の財源、人材は？また、センターから家が遠い子はどうしているのか？
宮﨑：荒川区の事業なので、予算等は区の事務事業分析シートで公表されている。人材は、当 NPO 担当の
部分は NPO の人材。センターから遠くとも、中学生は電車や自転車で通うことができるが、小学生
は夜になってしまうので、保護者が希望せず指導につながらないこともある。

Ｑ 14：なかよしのメンバーのうち教育職経験者はどのくらいか？
浦山：教育経験者は、会員１８名の内 4 名、ボランティア 20 名の内 2 名。

Ｑ 15：日本語指導が必要な児童生徒の潜在能力が試されるようなテストシステムとは？
中山：そういうものがあればよい。教えているときの反応、子どもたちのパフォーマンス、時間などがひと
つの指標になるだろうか。
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まとめ
中山

眞理子

NPO 法人多文化子ども自立支援センター

代表理事

4 人のパネリストの発表を踏まえ、どんな支援が必要かをまとめる。
支援の形は、日本語学習の面では、自治体によって方法は異なっても、多くの時間を早期に集約して行う
ことが有効。情報の面では、
中学生以上は本人も理解力があるので、
保護者だけでなく本人にも伝えるとよい。
学齢期に来日した子どもの 90％以上が定住、永住して日本社会で生きていく。社会をともに支えるパート
ナーという認識を持てば、一過性でない日本語教育支援、心の支援ができる。40 年後の日本をイメージし
てほしい。300 万人いた第二次ベビーブーマーだが、現在出生者数は年間 100 万人以下に減っている。移
民学会では人口の 12％が外国ルーツという推計を出している。長期的な視野で子どもを育成、支援してい
くことに真剣に向き合っていかなければならない。
これらを踏まえ、日本国籍の生徒への配慮や来日 3 年未満という縛り等、都立高校の受検システムの改
善を東京都にお願いしたい。第二言語を学ぶ難しさを想像してほしい。例えば、アラビア語で中学や高校の
授業が２、３年でわかるだろうか。また、東京都の日本語学級をもっと広げることや、東京都だからできる
研修の実施が望まれる。
地方自治体と教育委員会には、受け入れに必要な情報収集をし、各自治体において子どもたちに最善の支
援システムを確立してほしい。そのためには人材、予算を確保し、指導と支援の実施をお願いしたい。子ど
もたちが心も健やかにいられるように、先生への研修等も必要である。
学校現場の忙しさは承知しているが、子どもたちにとって受検制度は難解であり、学校は情報を得るうえ
で重要な場である。教育現場ではわかりやすい書き換えなど分かるように工夫をして情報をつないでほしい。
また、環境の変化によって子どもたちは、騒ぐ、歩き回る、物を壊す、不登校になるということもあるが、
６カ月はみてもらいたい。そこが鍵になる。日本語指導や支援により、子どもたちは見違えるように変貌す
る。結果を急がないで待つ心を持ってほしい。そして、外国語で教科を学習し、筆記して回答しなければな
らないことの困難さを理解し、頑張っている子どもたちを評価してほしい。
日本語指導に関わる NPO やグループでは、
「子どもだから」とせずにしっかりと学習に向き合ってほしい。
だいだい合っているという漢字の表記では、学校の成績評価につながらない。また、広い視野での情報収集
と発信、保護者と密接な連携支援に加え、学校とは異なり年限などの制約がないという特性を生かし、学校
ではない居場所づくりの発想と実践を期待する。
立場の違う組織、個人がつながる連携も重要である。実践の例として、高校進学ガイダンス、社協や子供
食堂等がある。子どもが来てよかったなという場所づくりが大切。教育においても大学や教育機関、私塾な
ども含めて、お互いができないところを補完しあって子どもを支えていけるとよい。
最後に、2015 年度に特別な教育課程が制定されたが、令和５年度から高校でも実施できるようになる。
制度が大きく前進していく中で、国語／日本語の単位選択につながっていくことや、教員資格の中に日本語
という分野が設けられることを期待したい。
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C 分科会
●テ ー マ：

それって本当に必要なの？届いているの？
～外国人住民への情報とその伝達をめぐる現状と課題～
私たちが伝えたい情報は外国ルーツの人々にとって本当に必要な情報なので
しょうか。情報は外国ルーツの人々にしっかり届いているのでしょうか。どの外
国ルーツの人々にも情報が伝わるにはどうすればよいのでしょうか。
本分科会ではまず、外国ルーツの人々と現場で向き合う 3 名が各々の経験を
発表します。それらの発表に対して、外国ルーツの方々や有識者がコメントした
後、一般参加者も含めたパネルディスカッションで情報伝達の改善策を探り、ど
んな社会をめざすかをいっしょに考えていきます。

司会・進行
パネリスト

：
：

●参 加 者

100 名

松井 和久
葵 佐代子
河原 順一 氏
宮原 麻季 氏

独立行政法人国際協力機構東京センター 国際協力推進員
一般社団法人 OCNet 理事
小平市国際交流協会 事務局長
認定 NPO 法人シャプラニール＝市民による海外協力の会
海外活動グループ・チーフ
コメンテーター： 清水 エド
ひらがなネット株式会社：タイ出身
トーマス・レニック
一橋大学公共政策大学院留学：ジャマイカ出身
よぎ
全日本インド人協会会長：インド出身
佐藤寛
ジェトロ・アジア経済研究所

事例発表①
葵

佐代子

一般社団法人 OCNet

理事
日本人を含むこの社会全体にある課題だと考えて
いる。
・中国帰国者センターの事例について
OCNet の活動に中国残留邦人の支援がある。中
国残留邦人というのは、1945 年 8 月以降中国に
置き去りにされ、長い間、日本に帰れなかった人た
ちのことを指す。日本では 1981 年頃から肉親探
しが始まり、日本への帰国が少しずつ行われてき

私は OCNet で中国からの帰国者の支援、そして

た。そんな中、2008 年に中国残留邦人を支援す

レガートおおたで多言語相談窓口の相談員をして

る法律が大きく改訂された。地域できめ細かい支援

いる。

をすることになり、大田区では 2009 年に大田区

外国人住民とは、日本に住む日本国籍ではない

中国帰国者センターが設立された。今年で戦後 77

人たちのことを言うが、日本国籍であっても長い間

年経つことから帰国者は高齢者が多く、60 代から

外国に行って日本語がわからなかったり、生活習

80 代、90 代の方もいる。中にはコロナ禍で家に

慣が違ったりする場合もある。本分科会テーマは、

閉じこもり、コロナ鬱のようになってしまう方も
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いた。中国帰国者センターでは、1 人暮らしの帰国

しい日本語の原文は、
「自転車に乗るときの注意書

者を中心に電話での安否確認や、最近の生活など

き」を三つの発行源が異なる生活ガイドブックから

を聞くことをしている。

引用した（資料参照）
。やさしい日本語といっても、

そんな中、昨年の 6 月に大田区からコロナワク

３つとも分かち書きや言い換え、絵や図を用いた方

チンの接種券が郵送された。一人暮らしの男性帰

法などが異なっていて、多様な書き方があること

国者に電話をかけたところ、
「ワクチンとは一体何

にまず驚いた。次に３種類のうち１つを選んで翻

ですか」と、接種について何も知らないような反

訳してほしいと頼んだ。すると１を選んだ人は６

応だった。この方は 60 代で、日本語の会話はほと

人、２を選んだ人は４人、３を選んだ人はいなかっ

んどわからない。子どもの頃に中国で学校に行け

た。複数選んだ人は２人いた。1 が多かった理由は、

なかったため、中国語も字は読めない。そのため、

最初だったからというのと、短かったことがあると

スマホで中国のテレビやドラマを見るのが楽しい

思う。外国人に日本語の文章を読んでもらうには、

という方だった。世界中でコロナが流行っているこ

文章の短さが重要である。2 はぱっと見て絵がある

とは知っていても、大田区でワクチン接種が始まっ

ので、分かりやすいと思った人が多かったのでは

ていることは知らなかった。日頃から、郵便受け

ないか。

に入っているものは全部広告に見えて捨ててしま

正しく意図通りに理解した方は１２人中 3 人で、

うと言う。接種券が入っていた封筒には、中国語で

その他 9 人は違う意味で理解していた。このよう

コロナワクチンの接種券だということが書かれて

に誤って理解されることもあることを、発信側は

いたが、
その方には何の意味も持たなかった。結局、

知っておくべきである。

中国帰国者センターのスタッフが大田区に接種券

情 報 発 信 手 段 は チ ラ シ や HP、Twitter、

の再発行を依頼、本人には接種券について説明し、

Facebook など様々であるが、これらはすべて書

ようやく 2 回の接種を終えた。

き言葉である。私の友人に外国出身で日本語はほと

最近 3 回目の接種券が送られてきた。今度はそ

んど不自由がなく、仕事で通訳もしている人がい

れを捨てずに帰国者センターに持って来て、無事

る。その人からある日、
「葵さん、医療費の自己負

に 3 回目の予約をすることができた。そこで気が

担は高校生まで無償になったの？」と聞かれた。街

ついた事は、自分の国の言葉でも読めない人がい

中で“高校生までの医療費無償化”というポスター

るということだ。

を目にしたのだ。ポスターの上部には
“チャレンジ”

外国人に限らず、学校に行くことができず字が

とあり“無償化を目指す”という意味だった。
“チャ

読めない、書けないという人がいる。特に、日本を

レンジ”という言葉を見落とし“無償化になった”

含めたアジアでは長い間、女性は勉強しなくてもい

と思ってしまったのだ。

いという考えがあった。多言語相談窓口に来る方の

情報を発信する側は、読む人が書き言葉をどう

中には、学校に行かせてもらえなかったという方

受け取るかということを、想像すべきである。書き

もいる。高齢者が多いが、40 代・50 代でも字が

言葉を多言語に翻訳したり、やさしい日本語にす

読めない方はいるし、女性だけでなく男性もいる。

ることは、とても重要で必要なことだが、字を読

情報発信する側はそういう事実を忘れ、外国語に翻

めない人もいる。読めても、書き方によっては意

訳したり、やさしい日本語にするだけでいいと思っ

味が伝わらないだけではなく、違う意味に理解し

てしまっているように思う。

てしまう人もいる。それを発信する側が理解しな

・やさしい日本語について

ければいけないと思う。ではどうすればよいかは、

やさしい日本語は外国人に理解されているのか
を検証するため、OCNet で日本語の勉強をしてい

やはり人と人との具体的な関係がカギになると思
う。

る 12 人の外国人に、３種類のやさしい日本語を母

読んだがわからないところがある、届いた手紙

国語に翻訳してもらうことをお願いしてみた。やさ

に何が書いてあるかわからない、そんなときに気
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軽に聞けたり、字が読めないということを安心し

孤立せずにどこかで社会とつながってこそ、多言

て言える、そんなつながり・関係が必要だと思う。

語翻訳ややさしい日本語が活きてくるのだと思う。

人と人とのつながり・信頼関係が土台にあり、
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事例発表②
河原

順一

小平市国際交流協会

事務局長
その活動が「にほんごプレスクール」である。当
協会もその日本語学習支援ボランティアと連携し
て本事業に取り組むことになった。
「にほんごプレスクール」の活動は、外国にルー
ツのある親子のための日本語教室を開くことであ
る。高校進学率の全国平均 99％に対し、外国ルー
ツの子どもは約 70％である。これは日常会話に比
べて、教科学習に関する日本語習得には時間がか

小平市国際交流協会は外国人住民への生活支援

かることに起因する。
「子どもだから言語習得は大

に取り組んでいるが、生活に必要な情報が外国人住

丈夫」という考えで、日本語学習支援や就学に関

民に届いていないという課題がある。そこで今回

する支援がおろそかになっている現状があると考

は、企画段階から外国人協力者に参画してもらい

えた。そこで、就学前の子どもをもつ外国ルーツ

参加者を集めている「にほんごプレスクール」事

の保護者に、日本の学校生活についてや、小平市

業を紹介する。

国際交流協会が行っている日本語学習支援につい

小平市に住む外国人は約 5000 人。26 市中 4

て知ってもらうため、
「にほんごプレスクール」を

～ 5 番目に外国人が多い。約 8 割がアジア出身者

企画した。実際に子どもたちがここで学ぶ内容は、

で、最も多いのが中国、韓国、ベトナムと続く。在

あいさつや遊びだけでなく、ひらがなや数字を用

留資格別では永住者が約 1200 人、特別永住者が

いた読み書きもある。

約 1000 人、留学生が約 800 人である。永住者

「にほんごプレスクール」の運営・準備は、日本

は自身のコミュニティ中で困りごとを相談し、留

語教室に携わるボランティア 4 人と日本語会話教

学生は同じ大学の日本人学生からサポートを受け

室に通う外国人学習者 4 人である。カリキュラム

ているため、国際交流協会への相談件数は比較的

や教材、チラシは協働で作成する。

少ない。

「にほんごプレスクール」の広報では、英語と日

本事業のきっかけは、小平市国際交流協会のこ

本語の 2 種類のチラシを作成し、配架時は英語面

ども日本語学習支援で指導するボランティアが、一

が表になるように工夫した。配布場所は、公共施

般社団法人多文化社会専門職機構が文化庁から受

設や掲示板、スーパーマーケット、飲食店、クリニッ

託した地域日本語教育コーディネーター研修を受

ク、駅などである。他にも、民生委員、公立・私立

講したことである。研修では、実践活動計画を策

保育園長、幼稚園協会の定例会などに出向いてプロ

定して実施する研修課題があった。その際、この

グラムの説明をしているが、集客に苦労しているの

研修講師から、企画の段階から外国人スタッフも

が実態である。今回は、
効果的な集客方法について、

募集して一緒に実践活動を行うよう指導があった。

当事者である外国人から助言をいただきたい。
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事例発表③
宮原

麻季

特定非営利活動法人 シャプラニール = 市民による海外協力の会
海外活動グループ・チーフ
9 万 7000 人。比率は全体の約 4% で、決して多
い方ではないが、10 年前と比べると約 4 倍になっ
ている。在留資格で多いのは、家族滞在、留学、技
人国（技術・人文知識・国際業務）と呼ばれる就
労を目的とした在留資格、そして技能の四つで 8
割以上を占める。母国での就労機会が少なく、多
くの若者が日本以外の国にも留学する。日本に来
たネパール人留学生はまず日本語学校に入り専門

私は青年海外協力隊等の経験から 5 年ほどネ

学校に進む、そして卒業後、日本で就職というルー

パールに滞在をしていたことがあり、本日は在住

トをたどることが多い。就職後は家族を呼び寄せ、

ネパール人向け情報提供をテーマにお話させてい

できれば長く日本にいたいという方が多い。一方、

ただく。

技能の在留資格のネパール人は、だいたい 10 年以

シャプラニールは 1972 年に設立した団体で、

上の調理経験がある方で、ツテを頼って日本に来日

バングラデシュ、ネパールで事業を展開してきた。

する。日本では、一日中レストランで働くような

現地に事務所と現地駐在員を置き、現地スタッフ

長時間労働をしており、妻子を日本に呼び寄せて

とともに活動をしている。今年度（2021 年度）

いる方が多い。このように、単身で来た人たちが

から日本国内での在住外国人向け事業を開始した。

世帯化していく状況もある。このような状況の中、

活動は大きく分けて二つ。一つは情報発信型のオ

シャプラニールはどのような情報を提供すべきか

ンラインイベントでネパール人向けに生活情報を

を検討するため、提供情報の抽出を行った。

発信している。もう一つはフードパントリー兼生

私たち支援側は医療保険や子育て支援、防災、

活相談である。国内事業自体は広く在住外国人を

日本語教育などを提供すべきと考えていたが、ネ

対象とするものであるが、現地ネパールで約 25 年

パール人からニーズが高かったのは就労支援や無

の活動実績があるため、オンラインイベントに関

料通訳、長く日本にいられる在留資格についてで

しては特にネパール人を対象とした経緯がある。

あった。またコロナ禍においては持続化給付金につ

ネパールは人口約 3000 万人、
宗教はヒンドゥー

いてや子どもの教育への関心も高いということが

教を中心として仏教徒とイスラム教徒などその他

わかった。これら調査の結果、私たちはネパール

の宗教が少数派としている。カーストという言葉を

人家族に対し子どもの成長にフォーカスした情報

聞いたことあるかもしれないが、そうした制度とい

提供を行うことにした。妊娠や出産、
教育の場面は、

うより慣習がある。生活習慣や言葉、宗教が異なる

今まで小さなネパール人コミュニティの中で生活

ため、ネパール語を母語としない方もたくさんい

していた人が、否が応でも日本社会と関わらざるを

る。純就学率は 90% 以上であるものの、ドロップ

得なくなる機会である。ネパール人は家族を大事に

アウトする子どもも多い。農村部と都市部では教育

する方が非常に多いので、子どもに関することは

に格差があり、一概にネパール人といってもネパー

外に出るきっかけになると考えた。このことから、

ル語がわからない方もいる。それは日本に住むネ

子どもの成長にフォーカスした情報提供のイベン

パール人も同じである。

トを行うことにした。

日本在住の外国人約 282 万人中ネパール人は約
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5 回のイベントの結果は、申込者 175 名に対し

参加者 44 名で 25% の参加率であった。他団体の

者、レストラン経営などの経営者ビザを持ってい

ネパール人向けのイベント参加率は 34%、日本国

る、または学業を修めて日本で就職し、ある程度

内の民間企業が日本人向けに行う情報提供型のイ

の日本語能力がある方々である。そして非常に多

ベントは一般的に 46％ぐらいである。これらと比

いのがグループ 3 に属する方々で、日本語があま

較すると参加率が低いことがわかる。

り話せない、わからない方々である。在留資格は技

一方、参加者からは“もっと教えて欲しい”
“ネ

能や家族滞在、また若い留学生もこのグループに

パール語だったから非常によかった”という感想

属する。この活動から見えてきた課題は、取り巻

が寄せられ、有益な情報提供ができることがわかっ

く状況により必要な支援や情報は違うこと、ネパー

た。ただし、参加するまでのハードルが非常に高

ル人コミュニティ内での情報拡散には限界がある

いことも明らかになった。

ということ、誰もが日々の生活で忙しく、ネパー

参加を促す工夫としてネパール語のチラシ作成
や Facebook での告知を行い、これらのネパール

ル人コミュニティに頼りすぎるのは難しいという
ことであった。

人コミュニティ内での情報拡散を狙った。しかし

この結果、ネパール人コミュニティ以外のきめ

実際は、多種多様なコミュニティがあり、一方で

細やかな情報提供者や世話役の育成が必要という

コミュニティに属さない人たちが一定数いること、

ことが分かった。またグループ 3 にまつわる課題

情報にアクセスできる人・できない人の差が激し

は生活に直結することもあり、周りの日本人など

く、ネパール人コミュニティ内での情報拡散者の

のホストコミュニティの支えが重要になってくる

層は薄いということがわかってきた。

と考える。

この結果を、便宜上三つのグループに分けると、

ネパール人といってもさまざまな人々がいる。

グループ 1 は日本語が非常に堪能で、長期滞在・

「在住外国人」というアイデンティティがあるわけ

高学歴、世話役を担う人もいる。グループ 1 に属

ではなく、それぞれ違うということが本事業を行っ

する人は非常に少ない。グループ 2 は中長期滞在

たことによる大きな学びである。
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コメント①
清水

エド

ひらがなネット株式会社：タイ出身
らえることはありがたい。私の同僚は入学式で着
ていく服を日本人に尋ねたところ、
「ちゃんとした
服を着ていけばいい」と言われ、自身が思う「ちゃ
んとした服」としてドレス（オレンジのワンピース）
を着て入学式に出席した。しかし、周りの保護者は
当たり前のようにスーツを着ており、同僚は恥ず
かしい思いをしたという。にほんごプレスクール
で学校からのお便りの内容を教えてくれれば、な
お助かる。

■葵氏（一般社団法人 OCNet）の発表

協会が作るチラシや HP は、漢字にふりがなを

発表資料にふりがなが振ってあり非常に助かっ

ふったり、やさしい日本語で書いてくれれば、よ

た。漢字も読めない、英語もできない外国人にとっ

り外国人に伝わると思った。

て、ふりがながあることは意味を調べる時にとて

■宮原氏（シャプラニール＝市民による海外協力

も助かる。

の会）の発表

また以前は自分も行政からのチラシを捨ててい

ネパール人やタイ人は日本語がわからないまま

た。今は夫の助言で取っておくようになったが、

来日し、飲食店のキッチンで働くことが多く、日

OCNet の活動は、日本語がわからない外国人に

本語を使う機会が乏しい。そのため、金銭トラブ

とって、大変助けになると思う。

ルに巻き込まれることもある。こういった方々に

■河原氏（小平市国際交流協会）の発表

日本語の支援をしてもらえると助かると感じた。

にほんごプレスクールで日本の文化を教えても
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コメント②
トーマス・レニック

一橋大学公共政策大学院留学：ジャマイカ出身
うべきなのか考えさせられた。
■河原氏（小平市国際交流協会）の発表
小平市国際交流協会の HP を見ると英語とやさ
しい日本語で記載されている。中国人や韓国人が
多いのであれば、中国語や韓国語などでも記載し
たほうがよいのではないかと思った。
■宮原氏（シャプラニール＝市民による海外協力
の会）の発表

■葵氏（一般社団法人 OCNet）の発表

在住ネパール人は人数が多く、レストランで働

英語が公用語であるジャマイカでも英語がわ

く人が多いとのこと。働く中でハラスメントや差別

からない人が多く、コロナ禍ではジャマイカでも

を受ける可能性もあるため、長く日本で働く外国人

OCNet の事例と同じようなことがあった。日本に

は、自分の権利を正しく理解すべきである。日本で

住む外国人で母国語が読めない人には、母国語の

働くネパール人に、ハラスメントなどに対する自

学習機会が必要だと考えるが、誰がその負担を負

分の権利を理解してもらう機会が必要だと考える。

コメント③
よぎ

全日本インド人協会会長：インド出身
■河原氏（小平市国際交流協会）の発表
多岐にわたる国際交流協会の活動は素晴らしい。
一方で、今後も移民が増えていくことを鑑みると、
それに伴う問題が拡大する前に、東京都で体系的
な対応が必要と考える。都は政策の導入や進め方
を各自治体に任せるのではなく、期限を切って推
進していくべきだと思う。そしてその活動と体制
の持続性も担保してほしい。

■葵氏（一般社団法人 OCNet）の発表

■宮原氏（シャプラニール＝市民による海外協力

移民への情報発信は、平常時と災害時の 2 つに

の会）の発表

分けて考える必要がある。やさしい日本語は一つの

移民や在住外国人をひとくくりで見ないことが

ツールではあるが、できるだけ外国語による情報

大事である。国籍、教育、経済的な背景、日本で

発信が行われることが望ましい。特に災害情報は、

の滞在期間によって、移民が求めるものは異なる。

やさしい日本語よりも外国語での情報発信が重要

国や地方公共団体は彼らのニーズを正しく理解し、

である。東日本大震災以降、自動翻訳が急速に発展

対応していく必要があると思う。

したが、その精度にはいまだ懸念がある。自動翻訳

移民政策についても、自助、共助、公助の考え

を導入する場合、地方自治体はきちんと見比べて、

方を当てはめなければならない。彼らのニーズや

よりよいものを採用してほしい。

直面する課題を列挙し、行政が担うこと、協会や
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支援団体が行うこと、個人が自身で対応すべきこ

く、これは不法滞在者の増加にもつながる。日本に

とを整理する必要がある。

は人材を必要とする企業と求職する日本人と外国

最後に、日本の移民政策・受入政策が明確でな

人の家族なども存在する。そのため東京都主導で、

いことを指摘したい。日本では、日本で留学・就学

人と雇用主とのマッチング制度を整えることが必

する人と雇用主とのマッチングのメカニズムがな

要であると思う。

コメント④
佐藤

寛

ジェトロ・アジア経済研究所
ビスとつながっていないという課題がある。公的
アクターを通して医療サービスにたどり着いたと
しても、医療分野の人たちの外国人住民への理解
が十分ではないため、門前払いになってしまうこ
ともある。まれに外国人自身の同胞コミュニティ
から支援団体を経由し、医療サービスにつながる
こともあるが、その場合、公的アクターはバイパ
スされてしまう。

私たちは現在、国立国際医療研究センターと連

以上から①外国人に対して適切な情報提供をす

携してコロナ禍で医療情報をどう届けるかという

るだけでなく、外国人の周りにいる日本人にも外国

研究を行っている。この研究で分かったことは、行

人が必要とする適切な情報を伝えること、②そし

政が伝えたい情報は外国人住民のニーズと一致し

て公的アクターに対しても、外国人には特有のニー

ていないということである。なぜなら、行政はマ

ズがあることを伝えること、の重要性がわかるだ

ジョリティーの立場にあり、知ってほしいと思う情

ろう。

報はマイノリティー（外国人や障害者）が知りたい

例えば、ワクチンや PCR 検査に関し外国人が保

情報と異なるからである。この問題を克服するた

健所に連絡すると、
「かかりつけ医に行って下さい」

めには、外国人住民と共に発信すること、そして

と言われる。かかりつけ医などおらず、保険にす

外国人の周囲にいる日本人に発信する事が大切で

ら入っていない外国人は山ほどいるのに、医療サー

ある。なぜなら公的アクターに直接アクセスでき

ビス関係者は保険に加入していない人がいるとい

る外国人は少なく、まずは職場や雇い先の日本人、

う事が想像できない。まずは外国人の周りにいる日

学校や日本語ボランティア、ママ友 ･ パパ友など周

本人、公的・制度的アクター、医療サービスに携わ

囲の人を頼るので、彼らに公的アクターへつない

る日本人に、外国人住民が置かれている状況を知っ

でもらうことが効果的だと考えられるからである。

てもらう必要があると考える。

さらに、外国人支援の公的アクターが医療サー
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質疑応答
Ｑ１：チャット欄に書かれた質問から始める。日本語がわからない外国人が日本の情報を探すとき、どのよ
うな方法をとることが多いのか？
清水：夫が日本人なので、夫から情報を得ている。日本語がわからないタイ人の友人は、Facebook のコ
ミュニティに聞いて教えてもらっている。
レニック：同様に Facebook のジャマイカ人コミュニティで、日本語がわかるジャマイカ人に教えてもらっ
ている。
宮原：ネパール人も Facebook から情報を得ている。ただし、気を付けなければならないのは、自治体毎
に対応が異なる情報もあるということ。Facebook は一般的な情報や個人の経験に基づく情報のため、
そこで情報格差が生じるケースもある。

Ｑ２：外国ルーツの子どもの高校進学率を上げるために、行政はどのような支援しているのか？また、今後
中学生・高校生への日本語指導はどのように進められるのか。
河原：小平市国際交流協会の活動は小中学生への就学支援であり、高校進学への支援はまだ取り組めていな
い。しかし高校進学の課題は大きいため、何ができるかは今後考えていきたい。今は日常生活の中で、
外国ルーツの子どもが沈み込んでいたり、国語や社会の成績が上がらなかった場合のサポートに力を
入れている。それ以上は教育委員会も一緒に考えていくべきことであり、そのために現場の声として、
生徒の実態を教育委員会に発信していきたい。
よぎ：教育は社会の根幹であり、外国ルーツの子どもの進学率の低さは非常に深刻な問題である。日本での
教育を恐れて子どもを日本に連れて来なかったり、連れてきた子どもを自国に帰してしまう親もいて、
それにより家族がバラバラになるケースもある。これは日本にとって大きな損失だと思う。外国ルー
ツの子どもたちには、日本語能力と、中学、高校、大学進学等、日本の教育制度に関する情報が足り
ない。したがって、教育制度の情報提供や、日本語補助教室の展開が必要である。また、国際学校と
公立学校が平行している。公立学校の子どもは英語を学ばない、国際学校に通う子どもは日本語を覚
えないため、海外の大学に進学するケースが多い。この問題に対しても、日本の教育制度と日本語の
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理解度を上げることが優先されるべきだと考える。外国人が多い学校で日本語の補助教室を設置する
ことが大事。公立国際学校の設立を検討すべき。
松井：何のために日本語を勉強するのかという意味付けも重要。単に日本語を正しく学べばよいという話で
なく、日本側が、外国ルーツの子どもをどう教育して、どのように日本社会で活躍してほしいのかを
明確にすることが必要と感じた。

Ｑ３：外国ルーツのキーパーソンが重要と聞くが、そのようなキーパーソンをどうすれば見つけることがで
きるのか？
よぎ：非常に難しい問題だと思う。自分が区議会議員になっても、それを知らない人が多い。考えられる方
法として、コミュニティに出向いて聞き込みを行うこと。例えばインド人であれば江戸川区西葛西に
多く住んでいるため、どういう人が活動しているのかを調べたり、SNS グループを覗いてみる、ま
た全日本インド人協会がつくっているようなウェブサイトを探すことも考えられる。一方で、
キーパー
ソンを見つけたとしても、その人をマスコット化しないことが重要。その人の言うことがすべてだと
行政が取り扱うのは、非常に危ないと思う。
佐藤：我々の調査研究でも、どうやってキーパーソンを見つけるのかが課題となっている。厚労省から各国
のキーパーソンを教えてほしいという要請があったが、キーパーソンに情報を流せば周りのすべての
人に情報が伝わるわけではではない。サブコミュニティがいくつもあって、サブコミュニティの中で
は互いに対立しているケースもある。SNS での母国語の情報発信の中には、詐欺に誘導するような
悪質なサイトや技能実習生向けの転職サイトもあり、母国語 SNS ならどこに流しても良いわけでは
ない。クリスマスに「三密を避けましょう」というネパール語の動画を流したが、ほとんど見てもら
えなかった。我々が成功した例は、
ベトナム語のウェブサイトの管理者に情報を発信してもらったケー
スである。その管理者と配信内容を検討することで、
20 万人のアクセスを得た。このように、
キーパー
ソンは情報拡散に「利用する」のではなく、情報を「一緒につくる」ということが重要である。
松井：そのような信頼できるキーパーソンはどのように見つけたのか？
佐藤：ベトナム人の中には留学生といったハイソサエティと、技能実習生のローソサエティがある。この二
つの集団は同じ日本にいてもつながっていない。我々が情報提供をしたいのは、なかなか情報にアク
セスできないローソサエティに属する人たちである。彼らの情報源は、大衆娯楽的な SNS である。
そうしたところには色々な人がアクセスするとベトナム人留学生から聞き、そのコミュニティに我々
からアクセスした。何度かやり取りをする中で相手が我々の意図に共感し、協働することができた。
宮原：当団体では、当団体の評議員を務める在住ネパール人が信頼できる方で、情報を発信に協力していた
だいている。一方で、情報の囲い込みが起きている現状もあるのではないか。例えば、留学生には情
報が届くが、技能実習生には届かないといった現状もある。地域の中には困っている人の助けになり
たいと感じているネパール人もいるので、そういった方々と地道につながっていくことが重要と考え
る。
松井：清水氏が勤める「ひらがなネット株式会社」は、多文化共生にビジネスの要素を取り入れている会社
であるが、同社では、誰かと一緒に情報発信を行った経験はあるか？
清水：ある。ビジネスとして人気ユーチューバーに情報発信をしてもらい、大変盛り上がった。ビジネスと
して依頼することで、お互い気持ちよく仕事ができたと思う。
よぎ：神奈川県や川崎市は外国人代表者会議を設置している。代表者は公募だが、どのような活動を行い、
どのように社会やコミュニティに貢献しているかは確認されている。東京都や都内の自治体も、外国
人代表者会議のような組織をつくるべきである。彼らが行政に課題やニーズを伝え、行政が政策を進
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めていくことが望ましいと思う。
レニック：一人のキーパーソンを探すのではなく、地域毎にキーパーソンを探し、正確な情報を伝えるべき。
自分はジャマイカ大使館と連携して、得た情報を Facebook に発信している。今は関東のコミュニ
ティに属しているため関東のコミュニティにはその情報が伝わるが、九州や四国に住んでいるジャマ
イカ人には届かないと思う。
松井：行政が情報を発信することに抵抗を持つのは、流した情報が正確でないと、行政への信頼性が落ちる
ことを恐れているからではないか。この問題をどう克服すればよいのかも、大きな課題である。こう
いった行政側の不安を解消するにはどうしたらよいか？
佐藤：日本政府が情報を発信する際、一般的には大使館を経由する。しかし、外国人の中には大使館と関わ
りたくない、関われない人もいる。このため、大使館につなげばその国の人々全員に情報がいきわた
ると考えることは間違いである。また色々なインフルエンサーがいるが、インフルエンサーがそれぞ
れのコミュニティの中でどういう位置づけなのかを理解したうえで、アプローチすべき。有名である
かどうかで見定めると、情報の流れに偏りが生じてしまう。フェイク情報に関してはそれ自体を対処
するよりも、より多くの正確な情報を発信することが大切である。外国人だけでなく、彼らの周りに
いる日本人にも情報を拡散することが重要と考える。それにより、情報の正確さが少しでも保たれる
のではないか。各コミュニティに閉じこもっている外国人が、周りの日本人に聞いてみたら、正しい
情報が入ってくるケースもあるからだ。
松井：情報を 1 対 1 で得るより、各コミュニティや日本人とのつながりから情報を得られる環境をつくる
ことが大切だと感じた。外国人コミュニティのみならず日本人とも関わりをもつことで、外国人側が
情報を取捨選択できる、正確性が担保できるようになる。SNS のみを使うのではなく、外国人コミュ
ニティや、周りの日本人との関係をどのようにつくっていくかにも、もっと目を向ける必要がある。
そのために行政がすべき点についてはどうか？
河原：にほんごプレスクールの外国人ボランティアスタッフは日本語会話教室で学んでいる方でもあり、日
頃の付き合いもある。みんなで高尾山に行ったり、駅伝大会を開催するなど、外国人が集まるイベン
トを地道に開催し、顔の見える関係を築くことで、情報がどんな形で伝わっているかを確認している。
ただし、コロナや災害のような緊急情報は、顔の見える関係だけに頼るのでは不十分であり、情報の
質によっても異なるのではないかと考える。
葵 ：小さい時に日本に来て母語がわからなくなってしまった方の中には、自分の子どもに母語の教育をし
たいと思っている方がいる。例えばそういった方たちが母語教育のグループを立ち上げた際、会場を
準備したり、教科書代を支援したりするなど、外国人が活動をすることに行政が支援することもでき
るのではないかと思う。またフェイクニュースの言及もあったが、
ワクチン接種など行政が責任をもっ
て遂行すべきことに対しては、行政が責任をもって多言語の窓口をつくるべきである。小さな問題で
も気軽に聞ける窓口を恒常的に開けておくために、予算と人員を確保すべきと思う。
レニック：外国人と日本人が同じ外国人向けの情報を得て、共有できることが重要という視点はその通りと
思うが、自分が長崎に住んでいたとき、周囲の日本人は外国人にほとんど関心がないようだった。外
国人が開く料理教室への参加者は英語に興味のある日本人だけであり、日常生活では挨拶さえもして
もらえなかった。このような環境では、どのように関係をつくっていけばよいか知りたい。
宮原：行政や支援団体などが企画する多文化共生イベントに積極的に参加する日本人と、それすら知らない
日本人がいて、後者の方が圧倒的多数。実際は、気が付いたら周りに外国人がいたという日本人が多
いと思う。学校においても、外国籍の保護者が多いことには気付くが、だからといってどうしたらよ
いかわからない日本人が多いのではないか。国際協力団体の支援者でさえも、コンビニで働く外国人
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と、ボランティアをしている現地の外国人への支援活動が結びつかないという現状である。そういっ
た中、国際協力団体ができることは、それらを結び付けるため、今の日本の現状の背景にあるもの、
外国人が来日せざるを得ない母国でのプッシュ要因と、日本社会が彼らを必要とするプル要因を日本
人に代弁していき、日本人側の意識改善を図っていくことだと思う。また行政は、こうした声に出せ
ない外国人住民の声を国際協力団体が代弁していることを理解し、協力して頂くことが、一つの在り
方と考える。
松井：国際協力団体や国際交流協会が、今後、どのように日本社会と連携を取れるかがカギになる。
佐藤：国際交流協会は外国人に関心のある人だけを対象にするのではなく、外国人に無関心な日本人に対し
ても、外国人の大切さを伝えるアプローチをすべきだと思う。とある町では、外国人の大切さを訴え
町立の日本語学校を設立した結果、日本語学校にくる外国人は受け入れるようになったが、技能実習
生に対しては冷たい態度をとる日本人住民の実態があった。北海道放送が作った番組「ベトナムのカ
ミさん〜共生社会の行方〜」でも、こうしたステイタスの異なる外国人に対する態度の違いが映され
ている。いずれにしても、日本人住民は地域にとっていかに外国人住民が大切かを認識すべきであり、
それを伝えることが自治体の役目である。外国人を見たときに日本人が自然と声をかける日が来るよ
う、日本人の意識改革に努めることが、国際交流協会の役割ではないかと思う。

松井：最後に、フロアも含めて全般的なコメントを求めたい。
村田（東京都）
：行政は「とりあえずこれをやればよい」ということを求めたがる。ここまでの話に出たや
さしい日本語万能論やキーパーソンのマスコット化、情報発信の媒体の少なさなどがそれである。し
かし「どれか一つ」というのではなく、粘り強く、各所と関係をつくることを恐れないことが重要だ。
例えば昨年度、都は東京都外国人新型コロナ生活相談センター（TOCOS）という相談窓口を開設し、
大きな成果があった。しかしその要因は、CINGA という多文化共生で実績のある団体と協働するこ
とで様々なネットワークに東京都がつながることができたからであり、そのことを忘れてはならない。
また、周りの日本人を含めて関係を広めていく事について、都は国際交流協会だけでなく、地域の日
本語教室、社会福祉協議会、学校、国際協力団体などとも関係をつくり、重層的、複合的な取り組み
をしていかないと「多文化共生」は実現できないと感じた。
佐藤：日本人は、外国人が生活を送るうえでの障害が、日本人よりも多いことを知るべきである。行政は外
国人を在留資格で区分するが、実際はさまざまな場面でイレギュラーな事情を抱えている人が多い。
本来は親切な行政の窓口の方も、そういった状況を知らないために、在留資格を基準に杓子定規な対
応で切り捨ててしまうことが発生している。医療現場でも似たようなことが起こっている。それらを
回避するには、行政や医療機関の方に外国人の置かれている状況に関する情報を提供すること、その
提供方法を考えたりすることが大切だと思う。
よぎ：移民社会の問題解決において、外国人への日本語教育や生活マナーの教育が卓上にあがるが、同じ地
域の日本人に対しても、外国語を学べる機会や、海外でどんな生活をしてきたのか、外国の文化・習
慣を知る機会をつくることが有効である。政治家や行政にとっては、外国人のみに主体を置くサービ
スを行っても評価されない。このため日本人側へ取り組みがあると、そういった立場の方もアプロー
チしやすいと思う。また自分の周りには帰国子女やハーフの子どもがいるが、
彼らのアイデンティティ
形成と教育の問題は深刻である。好奇心で国際結婚をした結果、うまくいかないケースもあり、日本
国内で離婚。その結果、日本人の親が子どもの親権をひきつぎ、親の元に残った子どもは日本人とし
て生活していく中、100％日本人にはなれないことに困惑してしまうケースがある。そういった子
どもたちへの政策も考えることが大事なのではないかと思う。
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レニック：自分も日本で住む中で、言語の壁から発言できなかったり、行政にアプローチできないことがあ
る。行政・教員で海外に住んだことのない人は、そういった苦労を知らないのではないか。行政や教
員が海外で生活する機会があれば、帰国した時に外国人が本当に必要とする情報がわかるのではない
か。外国人と接する人たちに、海外に行く機会を提供することも手段として考えられる。

まとめ
松井

和久

― Ｃ分科会からの提言 ―
独立行政法人国際協力機構東京センター

国際協力推進員

１．情報提供側は、情報の受け手の多様性や困難に対する想像力を高める必要がある。例えば、文字が読め
ない人の存在、同じネパール人でも様々なネパール人がいるという想像力を、行政側だけでなく一般の日
本人も高める必要がある。さらに、その想像力は対外国人だけでなく、対日本人にも当てはめることがで
きる。同じ日本人でも、立場が弱い人や障がいのある人など、様々な人の存在に想像力を働かせることが
重要である。

２．情報提供の対象を外国人のみならず周囲の日本人にも拡大し、日本人と外国人との関係を構築すること
が必要である。こうした関係構築を促すようなイベントや日本語教室を行い、日本人と外国人との接点を
つくっていくこと、顔が見える関係から情報が伝達される関係性を構築することが重要である。

３．国際交流協会や外国人支援団体は在住外国人支援に注力してきたが、日本人に対する外国人理解に寄与
する活動を行うことも重要である。国際協力団体のような在住外国人の母国の事情に精通する団体は、そ
の経験から国際交流協会・外国人支援団体に協力することができるのではないか。

４．行政側は、どうしたらより良い情報提供ができるのかを考え続けることが重要である。
「とりあえずこ
れをやればよい」という姿勢ではなく、どのようにしたらより分かりやすい情報になるのかを、現場で活
動する人と一緒に考えていく。そのためにはさまざまな関係者、例えば地域日本語教室の関係者や社協職
員などとの関係を、粘り強くつくっていくことが重要である。
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Ⅲ

国際化市民フォーラム in TOKYO アンケート結果
ᨥ҄ࠊൟȕǩȸȩȠ KP61-;1 ǢȳǱȸȈኽௐ
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ȷዮᛯႎƳϋܾƳƷưŴଐஜᛖܖ፼ૅੲƴ᧙ǘƬƯ࠰ૠƷݲƳƍᐯЎƸȝǤȳȈǛƭƔǊƳƬƨƔ
ǒŵനᔺࠊᨥʩ්ң˟ȷᕟဋ൞ႆᘙƷžǳȟȥȋǱȸǷȧȳૅੲՃſƴƭƍƯƸࢍƍ᧙࣎Ǜ
ਤƬƨŵ

ƦƷ˂ƷƝॖᙸ
ȷᐯЎǋȀȖȫȪȟȆȃȉƷɶܖဃƷଐஜᛖӕǓЈƠಅǛƠŴƦƷࢸܭС᭗ఄƴᡛǓЈƠǇƠ
ƨƕŴƦƷࢸƕൢƴƳƬƯƓǓǇƢŵ༏࣎ƳܼࡊƷӒ᩿ŴƦƏưƸƳƍܼࡊǋƋǓŴƦƷɶưǋ
ࢬǒƕƳǔǂƘᑣƍʴဃǛᡛǔƜƱƕưƖǔǑƏŴ࣎ƔǒஓǜưƓǓǇƢƠŴᐯЎǋ˴Ɣࢫƴ
ᇌƬƯᘍƖƨƍƱ࣬ƬƯƓǓǇƢŵ
ȷȕǡȈƞǜƷǑƏƳȭȸȫȢȇȫƷႇئƴƸŴʻࢸǋࢳƠǇƢŵ
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ȷǳȭȊଢƚࢸǋŴǪȳȩǤȳưƷ͵ǛࠎஓƠǇƢŵ
ȷૠ࠰ЭǇưƷː᧓ϋƷʩ්˟ƱƍƏǤȡȸǸƔǒᏮƠƯŴឋƕ᭗ƘƳƬƯƍǔƱ࣬ƍǇƠƨŵᣃ
ϋƷӲЎƷእǒƠƍӕǓኵǈǛኰʼƠƯƍƘƱŴӲ؏עƷӕǓኵǈƕǑƘƳƬƯƍƘƱ࣬ƍ
ǇƢŵࢳƠǇƢŵʻࢸƸŴžƭƳƕǓſžᡲઃſƕǭȸȯȸȉƱ࣬ƍǇƢŵ
ȷȕǡȈƞǜƷǑƏƳܱᨥଐஜƴƖƯƔǒƷ˳᬴Ǜ˨ƑǔƷƸŴᝮƩƱ࣬ƍǇƠƨŵʻŴଐஜᛖ
ǍଐஜƷဃƴƬƯƍǔ૾ǁƷࠎஓƴƳǔƱ࣬ƍǇƠƨŵ
ȷǪȳȩǤȳ͵ƸŴᐯܡƔǒӋьưƖǔƷưŴ٭ٻᑣƍưƢŵǢȕǿȸǳȭȊƱƳƬƨǋŴዒ
ዓƠƯǪȳȩǤȳ͵Ǜ౨᚛ƍƨƩƖƨƍưƢŵ
ȷ᩼ࠝƴ᩿ႉƔƬƨưƢŵȇǣǹǫȃǷȧȳƸǋƏݲƠᧈƘƯǋᑣƍƔƱ࣬ƍǇƠƨŵ
ȷƨǇƨǇଐஜᛖᏋƷȜȩȳȆǣǢǛɶғưƠƯƍǔӐᢋƔǒʻׅƷȕǩȸȩȠǛƑƯǋǒ
ƍǇƠƨŵƜƏƍƏȕǩȸȩȠƕஊǔƱƍƏऴإǛǋƬƱ࠼ƘԓჷƠƯǄƠƍưƢŵ
ȷȐȩȳǹƷӕǕƨᢃփƩƬƨƱ࣬ƍǇƢŵ
ȷٳʴưƳƘ᳸Ј៲ᎍƱƍƏᚕƍ૾ǛƠƯƍƨƜƱƴज़᥄ƠǇƠƨŵ
ȷᑥŷƳƷ˰נᎍƔǒբ᫆ໜŴࠎஓƢǔƜƱƕƋǕƹŴǋƬƱ˨ƍƨƍŵ
ȷȑȍȫɶឋွࣖሉưᛅƕƋƬƨƕŴૅੲƷዒዓǛܱྵƞƤǔƨǊƷᄩ̬ᲢѣǛૅƑǔφ˳
ႎƳˁኵǈƮƘǓᲣƴƭƍƯƷŴႆޒႎƳȆȸȞ౨᚛˟ǛᎥƍƯǈƨƍᲢሊ੩ᚕ౨᚛˟ႎƳᲣŵ
ȷ˰އƠƯƍǔٳƴȫȸȄǛਤƭʴŷƷࠊൟƞǜǁƷૅੲƴƭƍƯӲᘍƷࣖݣǛჷǓƨƍŵ
ȷᨂǒǕƨ᧓ϋưᩊƠƍƔƱƸ࣬ƍǇƢƕŴ3# Ʒ᧓ǛǋƏݲƠƱƬƯƍƨƩƚƨǒƱज़ơ
ǇƠƨŵ
ȷʻࢸǋܭႎƴƜƷǑƏƳئǛᚨƚƯǄƠƍưƢŵࣖݣࠧ܌ǛƠƯǋǒƑǔƱŴƳƓƋǓƕƨƍ
ưƢŵ
ȷǄǅ᧓ᡫǓƴᡶǈŴӲႇّᎍƷ૾ŷǋᛦૢƕ٭ٻƩƬƨƱ࣬ƍǇƢŵႇّᎍƷ૾Ʒ૰ƷȀǦ
ȳȭȸȉƕŴǻȟȊȸࢸƴǋӧᏡưƋǕƹǑǓ̝МƔƱ࣬ƍǇƠƨŵ
ȷȆȸȞǛƬƨನư͵ƞǕƯǈƯƸƲƏưƢƔŵࠢ࠼ƘưƸƳƘȆȸȞЎǛᨂܭƠƯƸƲ
ƏưƠǐƏƔŵ
ȷிʮᣃƷғȷࠊưƷٳʴૅੲưƷӕǓኵǈǛൔ᠋ȷኰʼƢǔǑƏƳȕǩȸȩȠŵٶ૨҄σဃƸ
ᐯ˳ƷҥᢿፙưƸưƖƳƍƱᎋƑǔŵƲƏƍƏᡲઃƕ࣏ᙲƳƷƔǛჷǓƨƍŵ
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żɼƳज़ेŽ
٭ٻឱ
ȷ̓܇ƨƪǛǊƙǔܖఄƷཞඞŴૅੲƷཞඞŴφ˳ႎƳƓᛅƕᎥƚƯ٭ٻӋᎋƴƳǓǇƠƨŵᑥŷ
Ƴ૾ƨƪƕѣƍƯŴࢹŷƴཞඞƕѣƍƯƍǔƱƍƏƜƱǋܱज़ưƖǇƠƨŵ
ȷྵנδᇜဃࢻǁƷଐஜᛖᏋƴઃǘƬƯƓǓŴஜଐƷƓᛅƸྵཞƱᛢ᫆ƴƭƍƯჷǓƨƍƜƱƕ
ዡ፠ƞǕƯƍǇƠƨŵཎƴဃකƞǜƱనƞǜƷƓᛅƕ٭ٻӋᎋƴƳǓǇƠƨŵ
ȷٳʴδᇜƷƨǊƷܖ፼ૅੲƷȑȍȪǹȈƷᛅƕƱƯǋᑣƔƬƨŵ
ȷɶޛέဃƷᝅ݈ƳჷᜤƱኺ᬴ƴؕƮƘᎋݑщưŴஜȆȸȞƷᛢ᫆ƱǍǔǂƖǢǯǷȧȳƕ˴Ɣ
ƕŴǑƘྸᚐƕưƖƨŵ
ȷிʁသࠊƴƯȜȩȳȆǣǢưɶ࠰  ܖဃƴܖ፼ǛƠƯƍǇƢŵஹଐƠƯ  ࠰ƕᢅƗǇƠƨƕŴ
୍െࢽǒǕƳƍऴإǛᑥŷƳᚌࡇƔǒࢽǔƜƱƕЈஹǇƠƨŵ
ȷႇّᎍƷ૾ŷƕŴΨܖ፼ᎍŴ̬ᜱᎍŴྵנଐஜᛖਦݰǛƞǕƯƍǔ૾ŴΨՃưȜȩȳȆǣǢ
ܴǛᇌƪɥƛƨ૾ŴƱȐȩǨȆǣȸƴ݈ǜưƍƯŴ٭ٻᑣƔƬƨưƢŵٳȫȸȄƷ܇Ʋǋƨƪ
ǁƷଐஜᛖਦݰƸŴᐯ˳ƴǑƬƯ࢟७ƴࠀƕƋǔƜƱǛჷǓŴᏋۀՃ˟ƱƷᡲઃƕƏǇƘ
ƍƬƯƍǔᐯ˳ƸƲƷǑƏƴƠƯƦǕǛನሰƠƨƷƔჷǓƨƍƱ࣬ƍǇƠƨŵ
ȷɶޛέဃƷٳʴȫȸȄƷ܇ƲǋƨƪǁƷ༏ƍ࣬ƍǛᎥƔƤƯƍƨƩƖǇƠƨŵǇƨŴஹଐƞǕ
ƨ૾Ʒኺ᬴ᛩǍૅੲǛƞǕƯƍǔ૾Ʒኺ᬴ᛩǛႺƏƔƕƑƯŴǑƔƬƨưƢŵ
ȷɶޛέဃƷؕᛦᜒƱǇƱǊƕ٭ٻǘƔǓǍƢƘŴǇƨႇّᎍƷɶƴ࢘ʙᎍŴ̬ᜱᎍŴ˳ׇƷ
૾ŷƕƓǓŴƍǖƍǖƳᇌئƷ૾ƷƓᛅƠǛᎮƚƯŴƱƯǋѠࢍƴƳǓǇƠƨŵ᧓ሥྸƕእ
ǒƠƔƬƨưƢŵ
ȷӲ૾᩿Ʒ૾ƷƓᛅƠǍྵཞǛƓᎥƖƢǔƜƱƕưƖƯŴ٭ٻӋᎋƴƳǓǇƠƨŵྵנƸଐஜᛖܖ
ఄƴѮѦƠƯƓǓǇƢƕŴʻࢸ؏עƷଐஜᛖᏋሁᝡྂưƖǔئǛƠƯƍƜƏƱ࣬ƬƯƓǓǇ
Ƣŵ
ȷྵנଐஜᛖਦݰƴ᧙ǘǓŴଐŷƷӕኵǛƶƯƍǇƢŵਦݰϋܾȷਦ૾ݰඥȷئއ˺ǓሁŴஜ
ଐƷᜒƷɶƴμƯዡ፠ƞǕƯƍǇƠƨŵʻࢸ࣏ᙲƳऴإǛƍƨƩƖŴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ

ȷૅੲƳƞƬƯƍǔ૾ŷŴૅੲǛӖƚƨኺ᬴ƷƋǔ૾ŴૅੲǛӖƚƨኺ᬴ƷƋǔ܇ƲǋƷᚃƳƲŴ
ಮŷƳᇌئƷ૾ŷƔǒŴƦǕƧǕขƍϋܾƷƓᛅǛƓᎮƖƢǔƜƱƕưƖŴዮӳႎƳྸᚐǛขǊ
ǔƜƱƕЈஹƨƱ࣬ƍǇƢŵ
-73-

ȷǸǧǤǳȖƞǜƷ˳᬴ᛩŴనƞǜƷƓᛅƷɶƷŴɶƱଐஜƷᏋƷᢌƍǍŴଐஜƴஹǔ̓܇ƨ
ƪƷƦǕƧǕƷཞඞƴƭƍƯƷᛅŴɶޛƞǜƷٳʴƷנᏡщƴƭƍƯƷƜƱƱŴӖ᬴Ʒᛖ
ƱଐஜᛖǛǘƚǔǂƖƩƱƍƏᛅሁŴ٭ٻѠࢍƴƳǓσज़ưƖǔϋܾưƠƨŵ
ȷૅੲƷφ˳ႎƳ૾ඥǍૅੲƞǕǔͨƷൢਤƪሁǛǑƘӕǓɥƛƯƍƨƩƍƨŵܱᨥƷئưᢘဇư
ƖƦƏƳʙ̊ǛӕǓɥƛƯƍƨƩƍƨŵ
ȷᜒࠖƷႏಮƷƓᛅƴज़࣎ƠǇƠƨŵཎƴɶޛಮƷஇࢸƷǇƱǊƷƓᛅŴ᩼ࠝƴज़ѣƠǇƠƨŵஊ
ᩊƏƝƟƍǇƠƨŵ
ȷžǇƬƨƘჷǒƳƍᚕᛖưᅹǛܖƿƜƱƷ٭ٻƞǛेƠƯǈƯƘƩƞƍſƱƍƏƓᚕᓶƴŴ
ज़᥄ǛӖƚǇƠƨŵჷǒƳƍƷܖఄƱƍƏசჷƷɭမƴ৲ƛλǕǒǕƨƓ܇ƞǜƷɧܤƸƍƔ
ƹƔǓƔŵݩஹƸƱǛƭƳƙƚƴƳƬƯƘǕǔנ܍ƔǋƠǕƣŴʴƱʴƱƠƯݣሁưƋ
ǔƜƱǛЭ੩ƴŴൢਤƪǛ݃ƤዓƚƳƘƯƸƳǒƳƍƱ࣬ƍǇƠƨŵƦǕǛƠƯƘƩƞƬƯƍǔ
έဃ૾ƴ࣎ƔǒॖǛᘙƠƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ
ȷũǻȟȊȸƷᡶǊ૾ᲴؕᛦᜒƴዓƍƯӲᇌئȑȍȩȸƷȪǢȫƳኺ᬴ǛᅆƞǕƨƜƱŵũ
࠰ƴ  ɢʴƷٳȫȸȄƕއǔƜƱǛेƞƤƨƜƱŵũƦƷٳȫȸȄƸŴଐஜƴఌǛ
ɦǖƠƨဃƕЭ੩ưŴƦƷໝƴଐஜᛖǛܖ፼ᎍਦݰᎍӑ૾ƕŴ᭗ǊƯǏƘŵƦƜưƲƏྵཞǛ
٭ƑǔƷƔƷᙻໜǛᅆƞǕƨƜƱŵũᐯЎƕᡵɟݱɶܖဃǛǪȳȩǤȳਦݰƢǔɶưŴ˂ƷƋǒ
Ǐǔӷơ૾ӼǛႸਦƢ˳ׇƱƷᡲઃƕŴǑǓᙲƩƱज़ơƞƤƯƘƩƞƬƨƜƱŵ
ȷȕǡǷȪȆȸǿȸŴȑȍȪǹȈƷ૾ŷƷᇌئƕਦૅݰੲͨŴ࢘ʙᎍƷܖ፼ᎍŴƦƠƯ̬ᜱᎍƱȐ
ȩȳǹƕӕǕƯƍƨŵཎƴŴ̬ᜱᎍƷᛅǛ˨Əೞ˟ƕʻǇưƔƬƨƷưŴ021 ඥʴ +9% ᨥ
ࠊൟƷ˟ƷనಮƷႆᘙƕƱƯǋᝮưŴ̬ᜱᎍƷ૾ƷƝᒊіǛИǊƯφ˳ႎƴჷǔƜƱƕЈஹǇ
Ơƨŵज़ᜓƠƯƍǇƢŵ

ឱ
ȷբ᫆ƷݱٻŴಮŷƳᛢ᫆ƸǇƩǇƩƋǔƷƩǖƏƕŴிʮᣃϋƷૅੲƷΪܱƿǓǛᙸ᧓Ǖƨŵ
૾עƴƸƳƍƜƱưŴ̓܇ƨƪǛӕǓࠇƘؾƷᢌƍŴૅੲƷҽƞŴૅੲ˳ׇƷૠሁŴؾƕ
ᩏථƷࠀǛဃǜưƍǔǑƏƴ࣬ƬƨŵئƳƲƕٶƍŴ҅᧙ிưǒƢٳቔܼࡊƷ̓܇ƨƪǁ
ƷૅੲƸŴிʮƱൔǂǔƱŴǇƩǇƩưŴƦƷȎǦȏǦŴ২ᘐŴᡲઃሁǛŴμӲעƴƭƳƛƯŴ
࠼ƛƯǄƠƍƱ࣬ƬƨŵଐஜቔǛਤƬƯƍƯǋŴଐஜᛖǛᛅƤƣŴᏋǋӖƚƯƍƳƍƜƱƔ
ǒŴئѮѦƳƲƴƭƖŴ˯Ŵᧈ᧓іƳƲŴȍǬȆǣȖǵǤǯȫƴᨋǔʴǋᙸƯƖƨŵ
ଐஜʴƷƢǂƯƷܼࡊƕƦƏưƳƍǑƏƴŴᏋƴ༏࣎ưƳƍܼࡊǋٶƘƋǔƠŴ༏࣎ƴ᧓Ʊ
ƓƱіщǛƔƚǒǕƳƍܼࡊǋٶƘƋǔƩǖƏŵૅੲǛᎋƑǔƸŴᏋƴ༏࣎ưƳƍܼࡊƷ
̓܇ƨƪǛेܭƠƨ૾ƕŴǑǓٶƘƷ̓܇ƴᅈ˟ƷૅੲƷǛࠀƠ˦ǂǒǕǔൢƕƢǔŵൿƠƯŴ
ɟᢿƷᏋ༏࣎ƳܼࡊǛेܭƢǔƷƸŴƖǕƍƝƱƢƗǔƔƳƱƍƏྵܱƕƋǔǑƏƴ࣬Əŵʻ
ƷƴŴૅੲǛҽƘƠƯƍƘƜƱưŴٳƴƭƳƕǔδᇜȷဃࢻƕŴƓᛅƍƨƩƍƨȕǣȪ
ȔȳƷ૾ƷǑƏƴŴૅੲƞǕǔͨƔǒŴૅੲƢǔͨƴׅƬƯƘǕǔƕஹǔǇưŴૅੲƢǔͨ
ƷʴƕૠǛفǍƠŴҽƍૅੲƕưƖǔǑƏƴƳǔǇưŴǇƩǇƩᚾᘍᥴᛚƷଐŷƕዓƘƷƔ
Ʊ࣬ƍǇƢƕŴƦǕƧǕƷႏƞǜƷଐŷƷƝނщƴॖǛᘙƠǇƢŵ
ȷᩊƠƍȆȸȞƩƱ࣬ƍǇƢƕŴ៲ᡈƳᙻໜƔǒŴƔǈᄃƍƨƓᛅǛƍƨƩƖŴƱƯǋӋᎋƴƳǓ
ǇƠƨŵ
ȷෙٳƴǋȫȸȄǛਤƭ̓܇ƨƪƴݣƢǔଐஜᛖૅੲȷᡶܖƷܱ७ǛಮŷƳᇌئƴᇌƭʴƷŴࠢ࠼
ƍᙻໜƔǒჷǔƜƱƕưƖƨƔǒŵ
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ȷଐஜƴஹଐƞǕƯŴܴ᩿ưᒊіƞǕƨŴ܇ƲǋǍᚃƷဃƷ٣ƕᎥƚƨƨǊŵ
ȷிʮᣃƴƓƚǔဃࢻƷཞඞƳƲŴྵཞƕǑƘЎƔǓǇƠƨŵƨƩŴٳȫȸȄƷ܇ƲǋƨƪƷᡶ
ྙܖƕ˯ƍƷƕŴɼƱƠƯଐஜᛖщǍܖщƷբ᫆ƳƷƔŴኺฎႎƦƷ˂ƷҾ׆ƳƷƔŴǋƏݲƠ
ჷǓƨƔƬƨưƢŵிʮᣃᏋۀՃ˟ƴᛦ௹ƠƯǄƠƍƱƜǖưƢŵ
ȷஹଐƔǒᡶܖǁƷƝᒊіŴƝ܇ऒƴ݃ǓชƏᚃƷƝᒊіŴƳƲƷᛅǛƓᎥƖưƖ٭ٻӋᎋƴƳǓ
ǇƠƨŵ
ȷȑȍȪǹȈƷႆᘙ᧓ƕឱǓƳƍᢿЎƕƋƬƨŵ
ȷᡦɶŴ᪦٣ƕᡦЏǕƯҗЎƳឋբƷׅሉǛᎥƘƜƱƕưƖƳƍᢿЎƕƋǓŴ٭ٻឱƴƸƳǓǇ
ƤǜưƠƨŵ
ȷžٳȫȸȄƷɶܖဃǛᡶܖƴƭƳƛǔƨǊƴſƷȆȸȞưŴٳȫȸȄƷ࢘ʙᎍƷ૾Ŵ̬ᜱᎍ
Ʒ૾ƷܱᨥƷኺ᬴ƕᎥƚƨƜƱƕᑣƔƬƨưƢŵǇƨŴྵנƷཞඞŴբ᫆ໜŴૅੲƷᇌئƔǒƷ
ӕǓኵǈƱӲ૾᩿ƔǒŴဃƷ٣ƕᎥƘƜƱƕưƖᝮƳ᧓ƴƳǓǇƠƨŵ
ȷ̬ᜱᎍƱƠƯᡶែƷᛅƷφ˳̊ƳƲǋ˨ƑǔƱŴƏǕƠƔƬƨŵ
ȷٶ૨҄σဃǻȳǿȸிʮƞǜƷǑƏƳ˳ׇƕƋǔƜƱƴज़ѣƠƨŵ
ȷٳƷ૾ŴଐஜƷ૾ӑ૾ƷᇌئƔǒƷᛅƕ˨Ƒஊॖ፯ưƠƨŵٶ૨҄σဃƕᒉƍщƴࡽƖዒƕǕ
ƯƍƘ᫂ǋƠƞƱσƴŴᘍǍܖఄྵئƴƋǔᇌƪǕƷཞඞǋƋƿǓƩƞǕǇƠƨŵɶޛέဃ
ƷƓᛅƴƸƜǕǇưƷƝኺ᬴ưؔǘǕƨᄩ̮ƕƋǓŴƦǕƕщࢍƘƜƪǒƴˡǘƬƯƖƯŴᙦǛ
ദƢǑƏƳज़ᙾƴƳǓǇƠƨŵ
ȷဃකǸǧǤǳȖƘǜƷᛖǓƕҮᝋႎƩƬƨŵૅੲǛӖƚƨͨƷ٣ǛᎥƘೞ˟ƸݲƳƍƷưŵ

ƲƪǒƱǋƍƑƳƍ
ȷٳቔȷٳȫȸȄƷ܇ƲǋƨƪƷཞඞǛಮŷƳᙻໜƔǒƷƓᛅưჷǔƜƱƕưƖŴᐻԛǛਤƭ
ƖƬƔƚƴưƖƨŵȑȍȪǹȈƕݲƳƘƯǋƍƍƷưŴǑǓᛢ᫆Ʒ৭੮ƱƍƏƱƜǖǇưขؗƠ
ƯǄƠƔƬƨŵ
ȷǋƏݲƠφ˳ႎƳૅੲ૾ඥƴ᧙ƢǔϋܾǛࢳƠƯƍƨŵ

ƦƷ˂ƷƝॖᙸ
ȷĬ˞কࢸƴឋբƴሉƑǔ࢟ࡸƸᑣƍƱ࣬ƍǇƢŵĭǦǨȓȊȸưƸƳƘݣ᩿ưƷ͵ƕϐưƖ
ǔƜƱǛᫍƬƯƍǇƢŵ
ȷĬȑȯȸȝǤȳȈƷ૰Ǜဒ᩿σஊƠƳƕǒƓᛅƍƨƩƚƨƷưŴƱƯǋЎƔǓǍƢƔƬƨưƢŵ
ĭ࠰ŴཞඞǛǢȃȗȇȸȈƠƳƕǒŴ͵ƠƯƍƨƩƚǔƱ٭ٻƋǓƕƨƍưƢŵ
ȷǪȳȩǤȳ͵ƕܭბƢǔƷưƋǕƹŴ ଐ᧓ƴЎƚƯ͵ƠƯǋǑƍƷưƸƳƍƔƱ࣬ƍǇƠ
ƨŵ
ȷǳȭȊᅤƴƓƍƯŴଐஜᛖƷਦݰŴǵȝȸȈƸᡦЏǕƯƸƍƚƳƍʙǛોǊƯၘज़ƠǇƠƨŵʻ
ࢸǋŴ̬ᜱᎍƷ૾ƷƝᒊіƳƲǛᎮƘೞ˟ƕƋǓǇƠƨǒŴஊᩊƍưƢŵ
ȷǳȭȊӓளࢸǋŴǪȳȩǤȳƴǑǔȕǩȸȩȠƷ͵ǛࠎஓƠǇƢŵȏǤȖȪȃȈưǋǋƪǖǜ
ƔǇƍǇƤǜƕŴٶʴૠƷᩔᙲƕᙸᡂǇǕǔᄂ̲ƷئӳŴǪȳȩǤȳƷȡȪȃȈƕဃƔƞǕǔ᩿
ƕٻƖƍƱ࣬ƍǇƢŵ
ȷٳʴƷ̓܇ƷଐஜᛖૅੲƴઃǘƬƯƍƖƨƍƱ࣬ƍǇƠƨŵஹଐƠƨٳʴƷ̓܇ƕŴଐஜʴ
ƱӷơǑƏƴٹǛᡙƏƜƱƷưƖǔǑƏƴƳǕƹƍƍƱ࣬ƍǇƢŵ
ȷӲᐯ˳ǍȜȩȳȆǣǢ˳ׇƷଐஜᛖᏋǍᡶܖƳƲƷЎƠƯƍǔऴإǛɟΨ҄ưƖǕƹƱ࣬
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ƍǇƠƨŵ
ȷᒰ߷ғƷƓᛅƕ٭ٻѠࢍƴƳǓǇƠƨŵ
ȷŴᘍǍᏋۀՃ˟ƱૅੲᎍሁƱƷॖ࣬ျᡫǛŴᘏƍƘஜ᪦ưưƖǔǑƏƴƳǔƱŴƓʝƍ
ƷǑǓǑƍႆेǍǢǤȇǢǛဃƔƢƜƱƕưƖǔƱ࣬ƍǇƢŵᛡƕɟဪǔƷƔŴᎋƑƨƍưƢŵ
ǷǹȆȠƕưƖƯƍƳƍƱŴٳƴƭƳƕǔ܇ƲǋƨƪƩƚưƳƘŴଐஜƴǋƱǋƱ˰ǜưƍǔ
ࠊൟᲢൟᲣǋƬƨƜƱƷ࢘ʙᎍƱƳǓǇƢŵ
ȷᒰ߷ғƷਦݰՃƷ૾ƷƓᛅƸŴƱƯǋӋᎋƴƳǓǇƠƨŵᑥǜƳᐯ˳Ʒ૾ƷӕǓኵǈǋᎥƖƨ
ƘƳǓǇƠƨŵ
ȷʻׅƷȑȍȪǹȈƴǑǔྵئƷဃƷ٣ǛᎮƚǔǑƏƳ˖ဒƸŴஊᩊƍưƢŵʻࢸǋዓƚƯഒƠƍ
Ʊ࣬ƍǇƢŵϋܾƕຜƍǘǓƴŴ᧓ƕᨂܭƞǕƯƍƯŴឋբǁƷׅሉ᧓ƕŴݲƠឱଔᢅƗƨ
ƖǒƍƕƋƬƨƔǋƠǕǇƤǜŵƱƸᚕƑŴҗЎƴឱƠƯƍǇƢŵƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ
ȷ܇ƲǋǛӕǓࠇƘཞඞŴʻࢸƷᛢ᫆ሁƸᆢಊႎƴӕǓɥƛƯƍƨƩƖƨƍŵǇƨŴƭƳƕǓоဃ
ᝠׇƴƸᢃփƩƚưƳƘɼ˳ႎƳ੩ᚕǋࢳƠƨƍŵ
ȷ̓܇ᢋƷૅੲƷƓˡƍǛƠƨƍƱƸ࣬ƬƯƍǇƢƕŴᐯЎƕưƖǔƜƱƕ˴ƔǘƔǒƳƍƷ
ưŴλӝƱƳǔǤșȳȈǍᄂ̲ƕƋǔƱஊǓᩊƍưƢŵ
ȷឋբƷϋܾǛӧᙻ҄ƠƯƍƨƩƚƨǒƱ࣬ƍǇƠƨŵʙѦ૾ƷਃƕٻƖƘƳǔƱƸ࣬ƍǇƢ
ƕŴឋբƕ 3Რ# ƴ૨܌ưᡛǒǕƯƍǔƷưŴᝳǓ˄ƚƯƍƨƩƘƩƚưǋᑣƔƬƨƔƱ࣬ƍǇ
ƢŵƲƜǇưƕឋբưŴƲƜƔǒƕׅሉƳƷƔǘƔǒƳƍᢿЎƕƋǓǇƠƨŵ
ȷឋբǛǇƱǊǔ᧓ƕǋƏݲƠƋǕƹƍƍƱ࣬ƍǇƠƨŵ
ȷفьƢǔٳʴǁƷӕǓኵǈǛŴʻƸᐯ˳Ŵ021ŴȜȩȳȆǣǢƕ᪴ࢌƬƯƍǔƕŴఌஜႎƴ
ƸʖምǛԃǊŴƕǋƬƱᝧ˓ǛਤƬƯŴңщƴਖ਼ƠᡶǊƯഒƠƍŵǁƷƳǔƖƔƚŴ˴
ƕưƖǔƔǘƔǕƹңщƠƨƍưƢŵ
ȷ٭ٻǹȠȸǺƳᡶᘍưƠƨŵʻࢸೞ˟ƕƋǓǇƠƨǒŴᘍͨưٳဌஹƷδᇜဃࢻૅੲǛᘍ
ƳƬƯƍǔ૾ƷƓᛅǋ˨ƬƯǈƨƍưƢŵƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ
ȷʻׅƷȕǩȸȩȠưƸŴᒰ߷ғŴᓹғŴοྛࠊ܇ଐࠊŴƦƠƯŴɶғƷӕǓኵǈƕኰʼ
ƞǕǇƠƨŵிʮưٳʴஇٶƷૼܿғƸƲƏƳƷƔŴჷǓƨƍưƢŵ
ȷଐஜᛖਦݰƴ᧙Ƣǔ࢘ʙᎍƷ૾ŷƹƔǓưƠƨƷưŴƓᛅƕ៲ᡈưƠƨŵଐஜᛖਦݰƷؕஜႎᎋ
Ƒ૾ǋ࣏ᙲưƢƕŴ࢘ʙᎍƕஇǋ࣏ᙲƱƠƯƍǔƜƱǛჷǓŴƦƷᚐൿƴщǛදƙƜƱƕưƖǔ
ǑƏƳŴऴإǋƍƨƩƚǔƱŴྵئƸяƔǓǇƢŵǪȳȩǤȳӋьŴஊॖ፯ưƠƨŵ
ȷ࠰ŷٳʴʴӝƸفƑŴǳȭȊࢸƸƞǒƴفьƢǔƱ࣬ǘǕǇƢŵٳʴδᇜဃࢻǁƷૅੲǋ٭
҄ƠƯƍƘƱ࣬ƍǇƢƕŴǍᣃǍ૾עᐯ˳ƷӕǓኵǈƳƲǛȪǢȫǿǤȠưჷǔƜƱƕưƖ
ǔೞ˟ƕƋǔƱƏǕƠƍưƢŵ
ȷ᩼ࠝƴᑣƍȕǩȸȩȠưƠƨŵƱƔƘᦋႎưܔᇌƢǔӲೞ᧙Ŵ˳ׇƕңщƠƯƍƘƜƱƕٶƍ
ɶưŴࠊൟƕɼ˳ƱƳǓᑣƍசஹƷƨǊƴѣƠƯƍǔʙƕЎƔǓŴ٭ٻ۹ƠƘƳǓǇƠƨŵ
ž
ᨥ҄ࠊൟȕǩȸȩȠſƷƝǛࢳƠǇƢŵ
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żɼƳज़ेŽ
٭ٻឱ
ȷƜǜƳƴΪܱƠƨϋܾưƋǔƴǋƔƔǘǒƣŴӋьᝲƕ૰ƩƬƨƷƕƋǓƕƨƍưƢŵǳȭȊ
พưٳЈƕСᨂƞǕƯƍǔƷưŴƜƷǑƏƳೞ˟ƴƓᛅǛᎥƚƨǓŴ૰ǛᛠǇƤƯƍƨƩƘƜ
ƱưٻƍƴѠࢍƴƳǓǇƠƨŵ
ȷٳʴƕႺ᩿ƠƯƍǔբ᫆ǛႏƞǜƴྸᚐƠƯƍƨƩƚƨƜƱƴƭƍƯŴٳʴ࢘ʙᎍƱƠƯƸ
٭ٻƏǕƠƘ࣬ƍǇƢŵǇƨŴಮŷƳӕǓኵǈǛƞǕƯƍǔႏƞǜƔǒŴʻࢸƷˁʙƳƲƷӋᎋ
ƴƳǔȒȳȈǛƨƘƞǜƍƨƩƖŴ٭ٻѠࢍƴƳǓǇƠƨŵ
ȷӲ˳ׇŴଐஜٳ˰נʴƷ૾ᢋƷಮŷƳᛅǛᎥƘƜƱưŴʻƷૅੲƷƋǓ૾ƕஜ࢘ƴٳʴƴ
ƱƬƯƍƍǋƷƳƷƔਰǓᡉǓٶƘƷൢ˄ƖǛࢽǔƜƱƕưƖƨŵ
ȷႆƳॖᙸŴעƴឱƷბƍƨϋܾưƠƨŵ
ȷଏƴƍǖƍǖƳئưᛖǒǕƯƍǔǑƏƳऴإưƸƳƘŴʻǇƞƴٳ˰נʴƷ૾Ʊ᧙ǘƬƯƍǔ
ʴŴǇƨ࢘ʙᎍƷ૾ƔǒŴஇૼƷŴဃƷऴإǛƍƨƩƚƯŴᑥŷƳൢƮƖǍܖƼǛࢽǔƜƱƕư
ƖǇƠƨŵಮŷƳǻǯǿȸƷʴŷƕƜƷǑƏƴॖᙸǛЈƠӳƏƜƱưŴʻƷཞඞƷऴإƷƢǓӳ
ǘƤŴƦƠƯƦƜƔǒƲƷǑƏƳ૾ӼࣱưᡶǜưǏƚƹǑƍƔƱƍƏƜƱƕŴଢᄩƴЎƔƬƨƱ
࣬ƍǇƢŵӷơșǯȈȫǛǋƬƯŴƦƷǑƏƳǻǯǿȸƕңщƠӳƍŴǑǓǑƍᅈ˟ƴƢǔƨǊ
ƴƖƔƚƕưƖƨǒƍƍƳƱ࣬ƍǇƠƨŵ
ȷྵئƷᇌئƔǒŴƋǔƍƸ࠼ƘƦƷྵئƴƔƔǘƬƯƍǔ૾ƷƓᛅƕᎥƚƯŴƱƯǋᚑႆƞǕǇ
ƠƨŵଐஜᛖࠖƱƠƯသܖဃƱƠƯƍǇƠƨƕŴ؏עƷٳʴȫȸȄƷ૾Ʊσƴٶ૨҄σဃ
ᅈ˟ƷܱྵǛႸਦƢѣƴ࠼ƛƯᘍƖƨƍƱࢍƘ࣬ƍǇƠƨŵ
ȷᨥʩ්Ɣǒٶ૨҄σဃƷᅈ˟ǁƱƍƏᢊሂƕǈƑƯƖƨǑƏƴ࣬Əŵφ˳ႎƳբ᫆ໜǍ੩ᚕƳ
ƲƍǖƍǖƳ᩿ƔǒƷᛅǛᎥƚƨŵ,+%# Ʒ૾ƷӮ˟ŴᡶᘍŴǇƱǊ૾ƕƱƯǋǑƔƬƨŵٳ
ǁƷૅੲ˳ׇƕנଐٳʴƷբ᫆ƴǋႸǛӼƚǔǑƏƴƳƬƯƖƨƜƱƸŴƱƯǋᑣƍƜƱƩƱ
࣬Əŵ
ȷஇࢸƷǇƱǊƴƋǓǇƠƨƕŴƓʝƍƷेщƱٳʴƷԗᡀƴƍǔଐஜʴƱƷໜǛƭƘƬƯ
ƍƘƜƱŴٳʴƸǋƱǑǓଐஜʴƷྸᚐƕᡶǉǑƏƳӕǓኵǈŴǘƔǓǍƢƍऴإ੩̓Ʒ૾ඥ
ƳƲǛᎋƑƨƍƱ࣬ƍǇƠƨŵ
ȷऴإˡᢋŴ੩̓૾ඥƴƭƍƯಮŷƳǢȗȭȸȁƕƋǔƜƱǛોǊƯᛐᜤƠƨ᩼ࠝƴΪܱƠƨϋܾ
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ƷǻȃǷȧȳưƠƨŵ
ȷႇّᎍƷ᫊ƿǕƕٶ૨҄σဃǛ᠆ƴƠƳƕǒǋᨥңщǍኺฎŴሊሁŴٶЎƴǘƨƬƯƍƯŴ
ƦƷƨǊٶᚌႎƳᙸ૾ƔǒƷƝॖᙸƕ˨ƑƯƱƯǋӋᎋƴƳǓǇƠƨŵ
ȷ࢘ʙᎍưƳƚǕƹŴƳƔƳƔൢƮƚƳƍǑƏƳᙻໜǛƝኰʼƨƍƨƩƚƨƷưŴႆ̮૾ඥƴƭƍ
ƯોǊƯᙸႺƠƕưƖǔǑƏƴƳǓǇƠƨŵ
ȷႆᘙᎍƷϋܾƴݣƠƯٳʴ˰ൟƔǒǳȡȳȈǛƍƨƩƖŴ࢘ʙᎍႸዴưƷƝਦઇƕ᩼ࠝƴѠࢍ
ƴƳƬƨƨǊŵ
ȷ᩼ࠝƴᅆՐƕٶƔƬƨưƢŵᐯЎƔǒԗǁƷǢȗȭȸȁƷ࣏ᙲࣱǛज़ơǇƠƨŵ
ȷಮŷƳѣǛƠƯƍǔଐஜʴƩƚưƸƘŴٳƴȫȸȄǛਤƭ૾ŷƷॖᙸǋᎥƚƨƷƕᑣƔƬ
ƨŵ
ȷಮŷƳ࢟ưଐஜƴ˰ǉଐஜʴƕٳʴǛǵȝȸȈƠƯƍǔƜƱǛჷǔƜƱƕưƖƨŵ

ឱ
ȷƍǖƍǖƳᇌئƷʴƷƓᛅǛᎥƚƯǑƔƬƨŵॖᙸʩ੭˟ǛǋƏݲƠᎥƍƯƍƨƔƬƨ ǋƏݲƠ
ᧈƍ᧓ŴƋǔƍƸᛅ᫆ǛƬƯƋǔƱƍƍ 
ȷƨƘƞǜƷȒȳȈŴǭȸȯȸȉǛƍƨƩƖǇƠƨŵᐯЎƨƪƷѣȷȗȭǰȩȠƷ૾ӼࣱᲢଐஜ
ʴƕ˖ဒƠƯٳቔƷ૾ƴӋьƠƯƍƨƩƘ࢟ƔǒŴٳቔƷ૾Ʊɟደƴ˖ဒƠƯȗȭǰȩȠǛ
ႆ̮ƠƯƍƘ૾ӼᲣǁƷᘻƪƕưƖǇƠƨŵ
ȷƲƜƷ؏עǋӷơƜƱưपǜưƍǔƜƱƕǘƔƬƯŴᐯЎƨƪƩƚƷբ᫆ưƸƳƍƜƱƕǘƔǓ
ǇƠƨŵǇƨŴǭȸȑȸǽȳƱƷƭƳƕǓ૾ǋƍƘƭǋƷ૾ඥưӕǓኵǜưƍƔƳƚǕƹƳǒƳ
ƍƜƱǋᛐᜤưƖǇƠƨŵ
ȷഒǛᚕƑƹŴȖȬǤǯǢǦȈǻȃǷȧȳƳƲŴႇّᎍƷ૾ŷǋฆƥƯӋьᎍƷ૾ŷƱƷॖᙸʩ੭
ƷئƕƋƬƨǒᑣƔƬƨưƢŵ
ȷƳƔƳƔƷၘƍƓᛅƹƔǓưŴʻࢸƷѣǛƲƏᡶǊƯƍƘƔᎋƑǔƖƬƔƚƴƳǓǇƠƨŵ
ȷٳʴǁƷऴإ੩̓ƷȎǦȏǦƷᛅǛेƠƯƍƨƕŴƦǕˌЭƷբ᫆Ʒ੩ឪƕٶƘŴӋᎋƴ
ƳƬƨŵ
ȷٳʴႻᛩ˟ƳƲǍƬƯƍǇƢƕŴٳƷ૾ƷᨼǇǓƕݲƳƔƬƨƷưᨼܲƴƸƲƏƍƏ૾ඥƕ
ƋǔƷƔǛჷǓƨƔƬƨƕŴӋᎋƴƳǔƱƜǖǋƋƬƨƷưဇƠƯƍƖƨƍŵ
ȷٳ˰נʴǍӷơƷɶưǋٶᆔٶಮưŴȍȑȸȫʴǳȟȥȋȆǣƷǑƏƴƻƱƘƘǓƴưƖƳ
ƍƜƱŴᡆᡮưႎᄩƳऴإႆ̮ƴƸǇƩƍǖƍǖƳᛢ᫆ƕƋǔƜƱŴଐஜʴƴݣƢǔգᔎѣǋ
࣏ᙲƳƜƱƳƲǋǘƔǓŴѠࢍƴƳǓǇƠƨŵ
ȷᚨƷ࠼إਃ࢘ƱƠƯσज़ƢǔᢿЎƕٶƘƋǓǇƠƨŵᨼܲƴᒊіƠǇƢƕŴтႎƳોծሊǛஓ
ǉƜƱǑǓŴעᢊƴǑƍ᧙ࣱ̞ǛሰƘƜƱƕٻЏƩƱ࣬ƍǇƠƨŵ
ȷႆᘙᎍƷ૾ŷƷѣƷɟᇢǛ˨ƑƨŵǳȡȳȆȸǿȸƷ૾ŷƷƝॖᙸǛ˨ƑƨŵҗЎƳᜭᛯƷλ
ǓӝưƸƋƬƨƕŴʻࢸƷѣᚘဒƴᣐॾƠƯƍƘໜƴƭƳƕǔƱ࣬Əŵ
ȷಮŷƳᇌئƷ૾ƷᛅƕᎥƚƨƔǒŵžᆆൟſƱƍƏᚕᓶƕ̅ǘǕƯƍƨƕŴଐஜǋƖƪǜƱžᆆ
ൟſƕفƑƯƍǔƜƱǛᛐǊǔǂƖŵଐஜʴͨƷྸᚐƕ࣏ᙲƩƱज़ơƨŵ

ឱưƖƳƔƬƨ
ȷᩊƠƍբ᫆ưƢŵƍǖƍǖƳኵጢŴƍǖƍǖƳǳȟȥȋȆǣƕዂǜưƓǓŴƦǕƧǕƴᛢ᫆ƕƋ
ǓŴᙐӳႎƴᚐൿƠƯƍƔƳǕƹƳǓǇƤǜƶŵ
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ƦƷ˂Ʒॖᙸ
ȷʻׅƸƍǖƍǖƳᇌئƷȑȍȪǹȈȷяᚕᎍƷᛅƕᎥƚƯஊॖ፯ưƠƨŵǇƨŴٳʴ˰ൟǁƷ
ऴإˡᢋƴƭƍƯŴᨥʩ්ң˟ƕƳƢǂƖƜƱǁƷॖᙸǛ˨Əೞ˟ǛᚨƚƯƘƩƞǕƹƱƋǓ
ƕƨƍƱ࣬ƍǇƢŵ
ȷ
ᲢଐஜʴưǋᲣ
ž૨܌ƕᛠǊƳƍʴƕƍǔſƱƍƏƜƱƴ࣬ƍᐱǒƳƍʴƨƪƕƍǔƱƍƏʙƴᭃ
ƖǇƠƨŵЎᅹ˟ $ ưӕǓɥƛǒǕƨƔǋƠǕǇƤǜƠŴଏƴӕǓɥƛƨƜƱƷƋǔᛢ᫆ƔƱ࣬
ƍǇƢƕŴž᧓ٸɶܖſǋɟƭƷλӝƩƱज़ơǇƠƨŵ
ȷƜƷࢸƲƷǑƏƴཞඞƕ٭ǘƬƯƍƬƨƷƔƳƲƷႆ̮ǋƍƨƩƚƨǒ۹ƠƍưƢŵ
ȷǳȭȊᅤƷ͵ưᩊƠƍƜƱǋƋƬƨƜƱƱਖ਼ݑƍƨƠǇƢŵƝᒊіƷɶưƷ͵ǛƋǓƕƱƏ
ƝƟƍǇƠƨŵưƖǕƹŴȞǹǯǛٳƠƯႆᘙƠƯƍƨƩƍƨ૾ƕ٣ƕᡫǓǍƢƔƬƨƱज़ơǇ
ƠƨŵȆȸȞƴƸӞƞƱૼƠƞƕƋǓŴଐஜƷٶ૨҄σဃŴឬ᭗ᱫᅈ˟ŴіʴӝƷϐᎋȷϐᛦ
ૢƴƭƍƯŴ̾ʴƱƠƯ˳ׇƱƠƯ˴ǛƢǂƖƔŴ˴ƕưƖǔƔᎋƑƨƍŵ
ȷȇǣǹǫȃǷȧȳǋႆưƋǓŴӮ˟ᡶᘍŴஇࢸƷӕǓǇƱǊƕእǒƠƔƬƨưƢŵό๖Ƴᢃ
փǛƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ
ȷƱƯǋϋܾƷຜƍ˖ဒƩƬƨƱ࣬ƍǇƢŵЎᅹ˟ưਫƛǒǕƨբ᫆ໜƕᘍƴފƘƜƱǛ࣎Ɣǒ
ᫍƬƯƍǇƢŵʻࢸǋƠӧᏡưƋǕƹŴᘍƱٳʴƕžٶ૨҄σဃᅈ˟ſƴƭƍƯႺᛅƤǔ
ئƕƋǕƹᑣƍƱ࣬ƍǇƢŵ˳ׇޓưƸ᧸ᏋƷɟƱƠƯŴٳʴǁƷ᧸ܴǍଐஜƷ
ܹƴ᧙Ƣǔऴإႆ̮ǋܱƠƯƍǇƢŵƦƷѣƷɶưܱज़ƢǔƷƸŴנଐٳʴƷૠƕفь
Ƣǔɟ૾ưŴܹࣖݣǛԃǊŴٶ૨҄σဃǍᚕᛖƴ᧙ǘǔʙಅƴƭƍƯƸŴȜȩȳȆǣǢ˓Ƥƴ
ƳƬƯƍǔƱƍƏໜưƢŵȗȭƱƠƯٶ૨҄σဃƴ᧙ǘǔʴǍ˳ׇǛᏋƢǔƨǊŴᘍƔǒƷ
ႎƳૅੲƕਘΪƞǕǔƜƱǋŴᨥ҄ƴƸ࣏ᙲƳƷưƸƳƍưƠǐƏƔŵ
ȷǍƞƠƍƴǄǜƝƴƨǑǒƳƍŵᧈ૨ưƳƘჺ૨ưȫȓ˄ƚƯŵƳƲŴϐࡇᄩᛐưƖǇƠƨŵᘍ
ưƳƍ؏עƷȜȩȳȆǤǣǢܴƳƲƷ࣏ᙲࣱǛၘज़ƠǇƠƨŵ
ȷȪȳǯƳƲǛȁȣȃȈƴ්ƠƯƍƨƩƚƨƷưŴࢸưǏƬƘǓᙸǒǕǔƷƕǑƔƬƨưƢŵ
ȷࡽƖዓƖŴƜƷբ᫆ǛǓɦƛƯƍƨƩƖƨƍŵ
ȷᚐƔǓǍƢƘΪܱƠƨϋܾǛᜒƠƯƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍǇƢŵᜒ˟ƴӋьƠƯŴʻࢸ
ƲƷǑƏƴࣖݣƢǕƹǑƍƔƱƯǋӋᎋƴƳǓǇƢŵ
ȷٳʴŴଐஜʴƕƓʝƍǛჷǔƜƱƕؕႴƴƋǓǇƢŵٳƷ૾ƕŴᐯƷǳȟȥȋȆǣƴ᫂Ƭ
ƯƓǓŴ˴ǛƠƯǄƠƍƷƔᆢಊႎƴᘍŴ021 ƋǔƍƸԗǓƷଐஜʴƴݣƠƯႆ̮ƠŴˡǘ
ǔƢǔˁኵǈƮƘǓƕ࣏ᙲƩƱज़ơǇƢŵ
ȷʻׅƷǑƏƴŴྵئǛჷƬƯƍǔ૾ƨƪƷဃƷ٣ưƷᜭᛯƕᎥƖƨƍŵ
ȷऴإƷފƚ૾ƴƭƍƯƷᐯ˳Ŵ˳ׇưƷы̊ŵƜǜƳƜƱǛǍƬƨŴǍƬƯƍǔƱƍƏ̊Ǜ
ᑥŷኰʼƠƯǄƠƍŵ
ȷಮŷƳᇌئƔǒƷࣂॖᙸǍྵཞƳƲǛƓ˨ƍƢǔƜƱƕưƖƯŴƱƯǋѠࢍƴƳǓǇƠƨŵžǍ
ƞƠƍଐஜᛖſƴ᫂ǓƢƗǔƷƸүᨖŴƱƍƏƷǋƋǓǇƢƠŴ
žƀǍƞƠƍଐஜᛖƁƕǘƔǔȬ
șȫƷଐஜᛖщƕ៲ƴბƚǒǕǔཞ७Ǜᛡƕ੩̓ƢǔƷƔſƱƍƏƜƱǋᛢ᫆ƳǜƩǖƏƱज़ơ
ǇƠƨŵ
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⦅㞟࣭Ⓨ⾜   ୍⯡㈈ᅋἲேᮾி㒔ࡘ࡞ࡀࡾ⏕㈈ᅋ
        ࠛ ᮾி㒔᪂ᐟ༊す᪂ᐟ㸰┠㸲␒㸯ྕ ᪂ᐟ㹌㹑ࣅࣝ㸶㝵
              ᪂ᐟ㹌㹑ࣅࣝෆ⚾᭩⟽  ྕ
        㟁ヰ    

༳ๅ      ♫⚟♴ἲே ᜠ㈷㈈ᅋ ᮾி㒔ྠ⬊ㆤ ᴗᒁ


