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【要旨】
2011 年 3 月、国は日系定住外国人施策に関する行動計画のなかで、外国人の高校進学希望者にかかわる受
入れについての環境整備の必要性を明示した。未だ外国人は就学義務の対象外と扱われているなか、国が外
国人の高校進学にかかわる支援を明文化した意義は大きい。しかしながら、外国人生徒の入学者選抜の在り
方について、全国的な実態を明らかにした調査研究はほとんど実施されておらず、各地の現状が比較できな
いという課題が残されていた。
そこで本特集では、
「外国人生徒のキャリア形成とボランティア」をテーマに設定し、
「研究」と「実践」とい
うボランティア学を支える両輪の関係性について改めて検討したい。そのために、まず本論では外国人の高校
進学希望者の登竜門である外国人生徒にかかわる高校入学者選抜の現状把握を試みる。高校進学をめざす外国
人生徒が置かれた教育環境について全国の自治体別に実態を比較したうえで、それぞれの地域で尽力する NPO
の実践論文から、外国人生徒のキャリア形成においてボランティアが今を担う役割を明らかにしていきたい。
【キーワード】外国人生徒、高校進学、キャリア形成、理論と実践、外国人高校生

１．特集の設定とその背景

人である限り、その子を小・中学校等に就学義務は生

では、「サービス・ラーニング」「在住外国人」を特

め、国内で未だ不就学の子どもが実在するものの、

定テーマとして研究発表を募ったところ、外国人児

外国人の子どもの不就学問題は日本社会のなかで

2012 年度の国際ボランティア学会・第 14 回大会

じない」
（鈴木 2012: 120）と扱われている。そのた

童生徒にかかわる応募が目立った。この大会の開催

緊急性をもつ課題として認識されるようになった

地であった愛知県は、文部科学省が公立学校を対象

１）

に実施している「日本語指導が必要な児童生徒の受

は、各関係者の工夫によって不就学者減少をめざし

入れ状況等に関する調査」において、第 2 回調査

た実践が行われている。外国人の不就学問題の根本

から全国第 1 位を独走する地域である。そのため、

的な原因が政府の外国人の就学扱いの見解にある

愛知県内の公立小中学校では外国人児童生徒が在

としても、各地の取り組みにより近年は、「日本人

籍する光景は珍しくなく、全校児童数の約 6 割を外

と同等」の進路・進学を希望する外国人の若者が増

国人児童が占めるという小学校も実在するほどで

加している。なぜならば、外国人が多く暮らす自治

ある。こうした地域の特性もあり、第 14 回大会の

体等で構成する外国人集住都市会議が「子どもの教

研究発表では、外国人児童生徒にかかわる研究につ

育は、高校進学だけが目標ではなく、それだけを成

いて、研究者だけではなく、地域で活躍する NGO/

功指標とすべきではない。しかし、現実問題として、

NPO や院生・学生の発表も多く、国際ボランティ

外国人の子どもが、日本社会において自ら未来を切

ア学会らしい生き生きとした実践や活動報告を共

り拓き一定の役割を担うためには、高校へ進学する

有できることができた。

ことが重要な意味を持つことは、紛れもない事実で

。そして、外国人住民が集住する自治体において

そこで、第 14 回大会の成果を踏まえて本号の特

ある」（外国人集住都市会議 2012:18）と説明する

集では、「外国人生徒のキャリア形成とボランティ

とおり、日本社会で外国人の若者が生きるために

ア」に迫ろうと考えた。外国人の義務教育について、

は、
「日本人と同等」の学力、つまり高等学校（以下、

「日本国内に居住する者であっても、その者が外国

「高校」と記す）卒業程度の学力が求められるから
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である。このような現実のなか、学校や家庭では補

夜間学級に通う生徒や中学校卒業程度認定試験の

えないことに取り組むのが、地域で共に暮らすボラ

受験状況も変化し、学齢を超過した義務教育未修了

ンティアであるのだ。

の外国人住民についても、高校進学希望者が増加し
ている（小島 2011）。

２．問題の所在

ところで、高校の入学の扱いは学校教育法施行規

法務省入国管理局によると、外国人登録者の総数

則第 90 条で規定され、入学者の選抜に基づいて校

は 2008 年末に過去最高を記録して以降、年々減少

長が許可すること（第 1 項）、学力検査は当該高校

している。2008 年末と 2011 年末の外国人登録者数

を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が行

を国籍別に比較すると、特にブラジル籍（-32.8％）

うこと（第 5 項）と定められている。つまり、高校

の減少は著しい。これは 2008 年秋の未曾有の経済

は義務教育課程ではないため、当該高校を設置する

危機により、製造業を中心とした派遣労働に従事

自治体の判断が高校入学者選抜の在り方と大きく

するブラジル人などの外国人労働者が解雇された

関係する。このような現状から、前述の外国人集住

ことと関係する。そのため、将来に希望や夢を抱

都市会議は、早くから高校を設置する自治体に対し

きながら懸命に日本の学校や外国人学校で学んで

て、外国人生徒にかかわる高校入学者選抜の在り方

いたその子どもたちまでにもしわ寄せがいった。保

について問題提議を行ってきた２）。しかしながら、

護者の失業等の理由により授業料の支払いが難し

その根拠となる実態の提示はなく、自治体による入

くなり、経済的な理由から就学が継続できない状況

試の違いやその問題点などが不明のため、外国人生

に置かれ、学齢期のブラジル人住民のなかで不就学

徒にかかわる自治体別による高校入学者選抜の現

者が急増したのである。こうした非常事態をうけ

状が比較できないという課題があった。

て国は、「これまで、日系定住外国人を日本社会の

一方で、外国人生徒の入学者選抜の在り方にか

一員として受け入れる体制が完全には整っていな

か わ る 研 究 は、 兵 庫 県 の 事 例 検 証 を 行 っ た 辻 本

かったことが、今回このような状況を招いたともい

（2003）をはじめ、外国人集住県と入試制度を比較

える。今後もこれらの人々の定住を認める以上、日

した乾（2008）、東海 4 県の特別入試枠に着眼した

本社会の一員として受け入れ、社会から排除されな

細川（2011）、東京都に暮らす外国ルーツの子ども

いようにするための施策を国の責任として講じて

と高校進学に関する実態調査を行った多文化共生

いくことが必要である」（日系定住外国人施策推進

センター東京（2011）、神奈川県の事例検証を行っ

会議 2010:2）とし、2010 年 8 月に日系定住外国人

た高橋（2011）などあるが、いずれも事例研究にと

施策に関する基本方針を発表した。そして 2011 年

どまっている。事例研究が多いその理由として、中

3 月には具体的な施策を明文化した日系定住外国人

国帰国生徒と外国人生徒の高校入学者選抜にかか

施策に関する行動計画を発表し、そのなかで「高校

わる全国調査を試みた安場（2003）は、「今回の調

への進学を希望する生徒の受入れについての環境

査では、各地の実態までは把握することができてい

整備の支援」が明示されたのである。

ない」
（安場 2003,29）とし、研究の限界を述べている。

未だ外国人は就学義務の対象外と扱われている

つまり、外国人生徒の高校入学者選抜にかかわる研

なか、国が外国人の高校進学にかかわる支援を明文

究について、全国的な実態を示した調査研究がほと

化した意義は大きいだろう。この背景には、近年

んど実施されてこなかったのである。そのため、外

の日本国内における中学卒業者の進路状況の変化

国人の高校進学希望者のために各地域ではボラン

が関係すると考えられる。学校基本調査によると、

ティアが尽力しているものの、自治体別高校入学者

1975 年に 91.9％であった中学卒業者の進学率は、

選抜の実態が不明のため、各地の実態が比較できな

2010 年は 98.0％までに上昇している。特に、国民

いという課題が残されていた。

的教育機関として教育の効果が広く社会に還元さ

そこで本特集では、「外国人生徒のキャリア形成

れているなどの要因により 2010 年度から開始した

とボランティア」をテーマに設定し、
「研究」と「実

公立高校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度

践」というボランティア学を支える両輪の関係性に

の存在は、高校進学が必須化している実態の証とい

ついて改めて検討したい。そのため、まず外国人の

えるだろう。こうした動向とも比例し、公立中学校

高校進学希望者の登竜門である外国人生徒にかか
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わる高校入学者選抜の現状把握を試みる。高校進学

協力依頼文と調査票を郵送した。その後、
郵送、
電話、

をめざす外国人生徒が置かれた教育環境について

FAX、電子メール、訪問などを通じて、調査票を回

全国の自治体別に実態を比較したうえで、それぞれ

収した。その結果、2012 年 3 月末日までに 50 教委

の地域で尽力する NPO の実践論文から、外国人生

（83.3％）から回答を得ることができた３）。

徒のキャリア形成においてボランティアが今を担
3-2．調査結果

う役割を明らかにしていきたい。

（１）外国人生徒を対象にした入学者選抜の有無と

３．調査内容とその結果

その内容

3-1．調査方法

外国人生徒を対象にした入学者選抜の有無を分

全国における外国人生徒の高校入学者選抜の現

析した結果、
「有る」教委は 15 教委（30.0％）であっ

状把握を目的に、まず、① 2012 年度入学者にかか

た。学校種別にみると、全日制は 15 教委、定時制

わる外国人生徒を対象にした高校入試の状況、②外

は 9 教委、通信制は 2 教委であった（表 1）。

国人生徒の就学状況、③外国人生徒の教育支援体制

「有る」の 15 教委について、回答別に出願資格、

の現状、の 3 項目を把握するための調査票を作成し

対象学校数、選抜検査内容を比較した。その結果、

た。そして、47 都道府県の教育委員会（以下、
「教委」

出願資格は 3 つに区分でき、「来日 3 年以内」が 11

と記す）および全政令都市のうち高校入学者選抜担

教委で最も多く、次いで「来日 6 年以内」が 3 教委、

当部局をもつ 13 政令都市の教委の計 60 教委の高校

「限定なし」が 1 教委であった。

入試担当部署宛てに、2011 年 11 月 30 日付で調査
表1

※1
※2

対象学校数は 2 つに区分でき、
「限定校」
（10 教委）

外国人生徒を対象にした入学者選抜が「有る」と回答した 15 教委の状況

○印は「有る」、×印は「無い」、斜線は「該当校無し」を示す
○印は該当項目が「有る」を示す
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が「全校」（5 教委）より多かった。
選抜検査内容は回答別に 4 つに区分でき、
「面接」

に何らかの措置を受けられることを示す。
「有る」の 31 教委について、回答別に出願資格、

が 14 教委で最も多く、次いで「学力検査」が 11 教

措置の内容を比較した。その結果、出願資格は、
「外

委、
「作文」が 9 教委、
「その他」が 10 教委であった。

国人（籍）生徒」と「中国帰国（引揚）生徒」の 2

その他とは、時間延長やルビ振り、多言語対応など

つに区分できた。区分別にみると、外国人生徒はす

の個別対応（4 教委）、調査票を含む評価（2 教委）、

べての教委に、中国帰国生徒は 28 教委に明記され

20 歳以上の対応（1 教委）などであった。

ていた。その条件を比較すると、いずれも「詳細条
件有り」が「個別判断」より多かった。

（２）外国人生徒を対象にした入試特別措置の有無と

措置の内容は回答別に 6 つに区分でき、「ルビ振

その内容

り」が 13 教委で最も多く、次いで「時間延長」が

外国人生徒を対象にした入試特別措置の有無を

11 教委、
「科目数減」が 9 教委、
「個別判断」が 8 教委、

分析した結果、
「有る」教委は 31 教委（62.0％）であっ

「面接」が 4 教委で、「その他」が 7 教委であった。

た。学校種別にみると、全日制は 30 教委、定時制

その他とは、別室受験（3 教委）、辞書持込み可（2

は 29 教委、通信制は 10 教委であった（表 2）。なお、

教委）、作文多言語対応可（1 教委）であった。

入試特別措置とは、一般の受験生と共に受験する際
表2
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※ 1 ○印は「有る」、×印は「無い」、△印は「一部有る」、斜線は「該当校無し」を示す
※ 2 ●印は「個別判断」、■印は「詳細条件」を示す ※ 3 ○印は「該当項目有り」を示す

（３）日本の中学校に相当する外国人学校中等部
卒業者にかかわる日本の公立高校入学者選抜出願
資格の扱いについて
日本の中学校に相当する外国人学校中等部卒業
者にかかわる日本の公立高校入学者選抜出願資格
の扱いについて分析した結果、
「認めない」の 16 教
委（32.0％）が、「認める」の 14 教委（28.0％）よ
り多かった（図 1）。なお、「その他」とは、個別判
断する場合などを示す。

（N=50 教育委員会）
図１

日本の中学校に相当する外国人学校中等部卒業者にかかわる
日本の公立高校入学者選抜出願資格の扱い
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（４）外国人生徒の教育支援体制について
外国人生徒や外国人生徒が在籍する高校に対し
て教委が予算を計上して行う対応や施策などの教

４．調査から明らかになったこと
本調査の結果、全国における外国人生徒の高校入
学者選抜の現状と課題が明らかになった。

育支援体制の有無を分析した結果、
「無し」の 25 教

まず 1 つ目が、外国人生徒の在籍状況の把握の有

委（50.0％）が、「有り」の 22 教委（44.0％）より

無と公的取り組みとの関連である。外国人生徒の在

多かった（図 2）。なお、
「回答なし」が 3 教委（6.0％）

籍状況の把握の有無別に、入学者選抜、入試特別措

であった。

置、教育支援体制の有無を比較したところ、外国人
生徒の在籍状況を把握してない自治体については、
入学者選抜と教育支援体制が無い自治体の比率が
高かった（表 3）。つまり、基礎データを把握して
いない自治体は、外国人生徒にかかわる対応や施策
が確立してない傾向が高い。
2 つ目が、高校入学後の外国人生徒に対する教育
支援体制の重要性である。本調査実施と近い時期
（N=50 教育委員会）

図2

外国人生徒の教育支援体制の有無

に行われた文部科学省の ｢ 日本語指導が必要な外
国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査（平成
22 年度）
」
（以下、
「文科省調査」と記す）について、
自治体別学校種別に結果を比較すると、学校種別で

（５）外国人生徒の在籍状況について

「高校」の該当者が 0 人の地域は 11 自治体であった。

当該自治体内の高校における学校種別国籍別に

それらの自治体について、本調査で把握できた 9 教

よる外国人生徒数の把握の有無を分析した結果、

委を比較すると、いずれにおいても教育支援体制は

「無し」の 30 教委（60.0％）が、「有り」の 20 教委

無であった（表 4）
。つまり、入学後の具体的な学

（40.0％）より多かった（図 3）。なお、不明や回答

習支援の有無が外国人生徒の高校進学と大きく関係

なしについては「無し」に含み、分析を行った。

していると考えられる。以上から、外国人生徒が継
続して安心して学べる環境づくりにおいて、入学者
選抜や入試特別措置に準じた具体的な入学後の学習
支援にかかわる施策が必要であるといえる。
3 つ目が、日本の中学校に相当する外国人学校中
等部卒業者にかかわる日本の公立高校入学者選抜
出願資格は自治体により判断が異なることである。
国は「日本にある外国人学校中等部は中学校ではな

（N=50 教育委員会）
図3

外国人生徒の在籍状況の把握の有無

表3
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学資格を有するものではありません」（初等中等教
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外国人生徒の在籍状況の把握の有無別公的取り組みの比較
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表4

文科省調査の高校で該当者が 0 人であった 9 自治体別本調査結果の比較

※表中の○印は「有る」、×印は「無い」、△印は「一部有る」を示す
なお、本調査で回答が得られなかった 2 教委（山口県、徳島県）を除く

勢を示している。しかしながら、自治体は当該地域

全国で初めて「日本語を母語としない人たちのため

内にある外国人学校を「学校」として判断し、外国

の高校進学ガイダンス」を実施した。吉田は、高校

人生徒の進路保障を主眼にした柔軟な対応を行っ

進学ガイダンスの実績から具体的な高校入学後の

ている実態も明らかになった。

キャリア支援へ繋がった実践の過程を述べている。
第二論文は、NPO 法人神戸定住外国人支援セン

５．おわりに－本特集の意義とは

ターの学習支援と奨学支援の事例から、学びの保障

外国人生徒の高校進学に着眼すると、自治体によ

を考察した金・志岐論文である。金が理事長をつと

る公的取り組みの格差が大きいことが本調査から

める NPO は、外国人児童生徒を対象にした学習支

明らかとなった。まずこの格差を最小限化するため

援だけでなく、高校進学者の奨学支援にも取り組

には、当該自治体において学校種別や国籍別の外国

む。その理由を「『学力保障』と『進路保障』を重

人高校生徒数把握は必須であり、その上で、入学者

視することで日本社会への『同化』を促すといった

選抜や入試特別措置の対応とあわせた入学後の施

短絡的な場ではなく、社会参加の機会を保障し、貧

策づくりや対応の構築、外国人学校中等部卒業者の

困や社会的排除の再生産を断ち切るため」と説明す

進路保障を考えていくことが重要である。

る。こうした活動の根底には、活動拠点のある神戸

このように自治体の違いがあるなかでも、
「日本人

市長田区が古くからの移住者多住地域であること

と同等」の進路・進学を希望する外国人の若者のた

や、学習支援は地域に暮らす子どもの声から誕生し

めに尽力しているのが、地域で共に暮らすボラン

たことなど、永年におよぶ地域社会との丁寧な対話

ティアである。したがって、本稿の 1. で述べたテー

が礎となっている。活動から得た学びを根拠に金・

マ設定の趣旨に基づき、外国人生徒のキャリア形成

志岐は、「ホスト社会である日本があるべき変化を

にかかわる実践に取り組む 4 つの NPO に執筆を依

遂げて受け入れているか」と自ら立てた問いの考察

頼した。

は興味深い。

第一論文は、神奈川県の事例からボランティアと

第三論文は、外国にルーツをもつ若者が設立し

教育委員会の協働が持つ可能性をキャリア支援の

た NPO 法人 Mixed Roots× ユース × ネット★こんぺ

在り方から考察した吉田論文である。前述のとお

いとうの活動実践から、同じ境遇で育つ後輩を応援

り、自治体により外国人生徒の高校入学者選抜の内

する仕組みづくりの在り方を提案した論文である。

容は異なり、その内容も入学年度によって異なるた

この NPO は、国際ボランティア学会が選考および

め、入試以前に複雑な高校入試制度の理解が外国

表彰する隅谷三喜男賞を 2012 年度に受賞した。
「日

人生徒にとって第一関門となる。このようななか、

系人の若者が才能を発揮でき、生まれ育った地域社

吉田がメンバーの一人として活動する NPO 法人多

会に貢献するにはどうしたらいいのか。そんな問

文化共生教育ネットワークかながわは、1995 年に

題意識から始まったユニークな活動が評価された」
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（岐阜新聞 2013）ものの、この受賞は自らの活動の

だいた計 50 教委は、北海道、青森県、宮城県、秋田

意義を問い直す契機にもなったという。当事者であ

県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東

る外国人青年が果敢に取り組むその理由を実践か

京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

ら導いた考察に注目したい。

山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、

第四論文は、外国人児童生徒のキャリア形成への

滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、

環境づくりに取り組む NPO 法人愛伝舎の活動実践

島根県、岡山県、広島県、香川県、高知県、福岡県、

を考察した論文である。三重県のキャリアガイド

佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島

セミナー事業を受託することによって筆者である

県の 39 都道府県と、札幌市、仙台市、さいたま市、

坂本・神水は、活動拠点を置く三重県において広域

千葉市、川崎市、横浜市、浜松市、京都市、大阪市、

な人的ネットワークを獲得した。そして、このネッ

神戸市、広島市の 11 政令都市の教委であった。

トワークを生かし、NPO として認識する地域の課
題を解決しながら県事業を活用して実践していく

【引用文献】

知の過程を説明している。このような具体的な例示

安場淳. 2003. 各都道府県による “ 中国帰国生徒・外国人

は、外国人生徒のキャリア支援の方法で模索する他

生徒 ” の進学保障の現状－公立高校の入試特別措置

の自治体や NPO に大きなヒントとなるだろう。

の設置状況についての調査報告－ . 中国帰国者定着

上記の 4 篇を通じて本特集の議論が、国内で増加
する外国人の子どもが当たり前に活躍できる社会
づくりの一助になることを心から願いたい。

促進センター紀要 10: 1-30.
乾美紀. 2008. 高校進学と入試 . 志水宏吉編．高校を生き
るニューカマー－大阪府立高校にみる教育支援 . 明
石書店 . 29-43.
外国人集住都市会議. 2006. よっかいち宣言－未来を担う

【注】
１）例えば教育社会学者である志水（2008）は、日本の

子どもたちのために .

学校におけるニューカマーの子どもがかかえる教育

外 国 人 集 住 都 市 会 議. 2012. 外 国 人 集 住 都 市 会 議 東 京

問題の一つに不就学問題があることを先行研究から

2012．多文化共生社会をめざして－すべての人のつ

導き、岐阜県可児市において筆者が行った研究（小島・

ながり、ともに築く地域の未来（外国人集住都市会

中村・横尾 2004）をとりあげ、「この研究に刺激を

議東京 2012 当日資料）.

受けるような形で、ここ数年、外国人集住都市会議
に参加している自治体を中心に、ニューカマーの子

岐阜新聞. 2013. 隅谷三喜男賞を受賞（2013 年 2 月 18 日
朝刊）.

どもたちの不就学の実態をていねいに把握しようと

小島祥美. 2011. 学齢を超過した義務教育未修了の外国人

いう取り組みが進められている」（志水 2008:18）と

住民の学習権保障 . ボランティア学研究 11: 21-33.
小島祥美・中村安秀・横尾明親. 2004. 外国人の子どもの

説明する。
２）2006 年 11 月 21 日に発表した外国人集住都市会議の

教育環境に関する実態調査－行政・民間団体・大学

「よっかいち宣言」のなかで、外国人生徒が不利にな

研究者による協働研究調査報告書（2003 年度調査の

らないような公立高校選抜基準づくりや入学後の学
習支援体制の整備の必要性を述べている（外国人集
住都市会議 2006）。なお、同会議が 2012 年 11 月 12
日に発表した「いいだ宣言」のなかで高校入試制度

志水宏吉. 2008. ニューカマーと日本の学校．志水宏吉編．
高校を生きるニューカマー . 明石書店 .
初等中等教育局国際課. 2011.「日本語指導が必要な外国

及び高校における支援についても言及しているが、

人児童生徒の受入れ状況等に関する調査（平成 22 年

当日配布資料に明記されているとおり、筆者（小島）

度）」の結果について . 文部科学省 .（http://www.mext.

の研究成果を参考に調査したもので独自調査による

go.jp/b_menu/houdou/23/08/1309275.htm,2013.11.30）

ものではない（外国人集住都市会議 2012: 25）。
３） 本 調 査 研 究 は、 科 学 研 究 費 補 助 金（ 若 手 研 究 B）
「ヒューマン・グローバリゼーションにおける教育環
境整備と支援体制の構築に関する研究」（課題番号
22730673）の助成をうけて実施した。調査協力いた

10

まとめ）. 可児市・可児市国際交流協会 .

ボランティア学研究

Vol.14

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室 . 高
等 学 校 入 学 資 格 Q ＆ A. 文 部 科 学 省（http://www.
mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/sikaku/1311012.
htm,2013.11.30）
鈴木勲編. 2012. 逐条学校教育法 . 学陽書房 .

外国人生徒のキャリア形成とボランティア

高橋清樹. 2011. 外国につながる生徒の高校進学と進学の
支援・神奈川の場合 . 移住連貧困プロジェクト編 . 日
本で暮らす移住者の貧困 . 現代人文社 . 47-48．
多文化共生センター東京．2011. 東京都に暮らす外国ルー
ツの子どもと高校進学に関する実態調査 .
辻本久夫. 2003. 外国人生徒の中学校卒業後の進路課題 兵庫県の緊急な教育課題．解放教育 33(2): 52-59.
日系定住外国人施策推進会議. 2010. 日系定住外国人施策

に 関 す る 基 本 指 針 . 内 閣 府（http://www8.cao.go.jp/
teiju/guideline/pdf/fulltext.pdf,2013.11.30）
日系定住外国人施策推進会議. 2011. 日系定住外国人施策
に 関 す る 行 動 計 画 . 内 閣 府（http://www8.cao.go.jp/
teiju-portal/jpn/policy/pdf/fulltext-koudo.pdf,2013.11.30）
細川卓哉. 2011. 外国人生徒の高校進学に関する教育課題
- 特別入試枠に着目して . 名古屋大学大学院教育発達
科学専攻・教育論叢 54: 3-12.

Volunteers and Career Formation of Foreign Students:
Established Educational Environment Confronting Foreign Students Who Intend to Enter High School
Yoshimi Kojima
(Aichi-shukutoku University)
We have set the theme for this special issue as “volunteers and career formation of foreign students.” We re-examine
the close relationship between “research” and “practice” for supporting volunteer studies. In March 2011, in the action
plan on Measures for Foreign Residents of Japanese Descent, the Japanese government specifically identified the need
to improve the environment for the acceptance of foreign junior high school students who intend to join high school. For
a country that still omits compulsory school attendance for foreign students, this stipulation supporting foreign students’
entry to high school is especially significant. However, although the selection criteria of public high school student differ
among local governments, few studies have addressed the actual situation of the entire country. Thus, as the established
educational environment confronting foreign students who intend to enter high school in each area is unknown, it is the
local volunteers who support foreigners living in the area to enhance their abilities as required by the local Japanese
society. Therefore, we first examine the actual nationwide selection criteria for foreign students in public high schools.
We describe the current role of volunteers in foreigners’ career formation, by comparing each local government’s
requirements and analyzing reports on the NPO practice in each community.
Keywords : foreign student, entry to high school, career formation, research and practice, high school immigrant students
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特集：外国人生徒のキャリア形成とボランティア
高校進学ガイダンスと外国につながる子どものキャリア支援

高校進学ガイダンスと外国につながる子どものキャリア支援
－神奈川県における教育委員会と NPO の協働－
吉

田

美

穂（NPO 法人多文化共生教育ネットワークかながわ、中央大学）

【要旨】
高卒資格を基礎的なものとしてみなす日本社会において、外国につながる子どもたちの低い高校進学率を
放置すれば、彼らは、学歴を媒介として貧困へと水路づけられてしまう。
本稿は、神奈川県の事例を中心に、高校進学ガイダンスをはじめとする、外国につながる子どもたちに高
校教育を保障する取り組みの現状を明らかにし、ボランティア団体（NPO）と教育委員会の協働が持つ可能
性について、考察するものである。
神奈川県においては、地域支援者の相互協力によって高校進学ガイダンスが始まったが、2000 年代半ばより
ボランティア団体と教育委員会との協働が本格化した。ボランティアの地域支援者と教育委員会はそれぞれの強
みを持っており、両者の協働が持つ可能性は大きい。2013 年現在、高校進学ガイダンスに始まった協働は、高
校進学後を支える多文化教育コーディネーター事業に発展している。各高校で支援にあたる多文化教育コーディ
ネーターは、学習支援や居場所支援だけでなく、高校卒業後を意識したキャリア支援にも取り組み始めている。
【キーワード】外国につながる子ども、高校進学ガイダンス、協働、多文化教育コーディネーター、キャリア支援

１．はじめに

なっている。

外国につながる子どもたちの高校進学率が低い

本稿は、神奈川県の事例を中心に、外国につなが

ことは、支援者の間では、長く指摘されてきた。約

る子どもたちのための高校進学ガイダンスの現状

98％の子どもが高校に進学する日本社会において、

と課題を明らかにし、ボランティア団体が主体と

高校卒業資格は、就職や上級学校進学の基礎資格と

なって行政と協働することの意義、高校における就

しての意味合いを強く持っている。高校に入学でき

学サポートや高校後に向けたキャリア支援への発

ない、あるいは高校に入っても中退した場合、日本

展の可能性を考察するものである。

社会で就ける仕事は限られ、経済的にも厳しい状

なお、筆者は教育社会学の研究者であると同時

況に置かれる可能性が極めて高い。内閣府の報告書

に、神奈川県の高校進学ガイダンス主催団体であ

などにおいても「困難を有する子ども・若者」とし

る NPO 法人多文化共生教育ネットワークかながわ

1）

て高校中退者が強く意識されている 。こうした状

（ME-net）のメンバーであり、同団体で教育相談事

況の中、高校に進学することすら難しいにも関わら

業、多文化教育コーディネーター派遣事業などに携

ず、社会的に看過され厳しい状況に置かれてきたの

わってきた。この論考は、引用文献に加え、ガイダ

が、外国につながる子どもたちである。高卒の学歴

ンス事業開始時の ME-net 中心メンバーへの聞き取

を持たない多くの外国につながる子どもたちが、安

り、これまでの自身の経験と研究、首都圏を中心と

定した職を得られず、貧困に直面していく社会 ―

する高校進学ガイダンス主催者交流会を通して得

それは、学歴を媒介として、エスニシティと階層が

られた情報等に基づくものである。

2）

重なる不公正な社会だといえよう 。
外国につながる子どもたちが日本社会でキャリ
アを形成していくためには、高校入試という壁を越

２．外国につながる生徒の高校進学の現状
2-1．外国につながる子どもたち

え、入った高校でドロップアウトすることなく卒業

本稿では、高校進学ガイダンスなどの対象とな

後の進路を見いだしていくことが、重要な条件と

る子どもたちを、「外国籍」ではなく「外国につな
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がる子どもたち」という語でとらえていく。「外国

よって活用できる入試制度が異なることから、この

籍」というカテゴリーでは把握できない子どもた

ような情報の把握は、ガイダンスに関わる支援者に

ちの多様な実態を背景に、支援に関わるボランティ

とって重要なものとなっている。さらに、来日時期

アや団体等も、
「外国籍」ではなく「外国につながる」

が幼少期なのか、中学生相当の年齢になってからな

あるいは「外国につながりを持つ」という語を積極

のか、母国・日本それぞれでの教育歴なども、支援

的に用いているからである。

していく上での重要な情報である。

近年注目されているように、日本国籍を持ってい
ても、外国の文化を背景として育つ子どもたちは少

2-2．高校進学支援を必要とする子どもたちの数と

なくない。このことは、文部科学省の「日本語指導

高校進学率

が必要な児童生徒の受入れ状況に関する調査」にお

異なる言語・教育文化・国籍等のために、高校入

いて把握されている「日本語指導が必要な日本国籍

試について特別な情報提供やサポートを必要とし

3）

の児童生徒数」の増加にも明らかである 。
国籍に関わらず、生育過程とくに家庭における日

ている子どもたちは全国でどれくらいいるのだろ
うか。その把握は容易ではない。

本語経験の少なさや、外国人保護者に届く日本の教

外国籍の子どもについてみると、法務省・在留

育に関する情報の不足は、子どもたちの学習やキャ

外国人統計（2012 年末）で義務教育年齢（7 ～ 15

リア形成にさまざまな困難をもたらす。外国につな

歳）にあたる子どもは、約 10 万人である。ここから、

がる子どもの家庭内で交わされている会話は、簡単

すでに日本で 4 世・5 世と世代を重ね、日本語や日

な日本語、保護者の母語と日本語のミックスなどさ

本での教育情報などに困難を抱えていない在日韓

まざまであるが、難しい内容になると親子間で意志

国・朝鮮の子どもたちなどを除いた数が、高校進

4）

の疎通が難しいことも少なくない 。また、外国人

学に関わって特別な配慮やガイダンスを必要とし

保護者に日本の学校文化や教育制度に関する情報

ている可能性が高い。文科省「日本語指導を必要と

が届いておらず、結果として、保護者が子どもの学

する外国人児童生徒」調査で把握されているのは約

習や進路について関与することが難しくなってし

2 万 7 千人であるが、このデータは過少であると考

5）

まっている場合も多い 。

えられる。同調査では、「日本語で日常会話が十分

高校進学ガイダンスを必要とする子どもたちの

にできない児童生徒」及び「日常会話ができても、

現実のケースは多様であるが、外国籍／日本国籍と

学年相当の学習言語 6） が不足し、学習活動への参

新来日／日本生まれという軸で概念的な整理を試

加に支障が生じており、日本語指導が必要な児童生

みたのが、表 1 である。

徒」が対象とされているのだが、具体的な調査方法

ボランティアによる高校進学ガイダンスは、下の

や指標が現場に示されていないからである。実質的

表１のいずれの子どもたちに対しても開かれてい

に判断は現場任せとなっており、日本語指導の研修

る。神奈川県においては、国籍や来日時期などに

機会が十分与えられていない現場教員は、学習言語

表1
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が不足していても見過ごしてしまう可能性が高い。
結果として、支援を必要とする多くの子どもたちが
潜在化していると考えられる。

ているというデータにも現れている。
では、神奈川の高校入試に課題はないのだろう
か。実際の進学率はどの程度なのか。

では、どの程度が高校に進学できているのか。外
国籍の子どもの高校進学について、公的機関による

表２ 「在県外国人等特別募集」実施校

全国規模の調査は行われておらず、確かなデータは
存在していない 7）。研究者による推計をみてみると、
鍛冶致（2011）は、国勢調査をもとに外国籍の高校
在籍率を、中国 75％、フィリピン 40 ～ 45%、ブラ
ジル 30 ～ 35% などとしている。出身国によって違
いはあるものの、全体として 5 割前後という数字は、
日本社会の中で、外国につながる子どもたちが置か
れた極めて厳しい状況を示している。
日本国籍の子どもたちについては、上記の文科省
調査の「日本語指導を必要な日本国籍の児童生徒」
数のデータ以外には把握する方法はない。母数も確
定できない以上、高校進学率を計算することはでき
ない。しかし、在留年数が短い子どもの場合、高校
進学の難しさは外国籍の生徒と大きな差はないと
思われる。

＊相模向陽館高校は昼間定時制単独校。
午前部・午後部に各 10 名の定員が置かれている。

2-3．神奈川における高校入試制度の現状と課題

ME-net とかながわ国際交流財団（KIF）が県教育

全国に比べて、神奈川県はどのような状況にある

委員会の協力を得て実施した「外国につながりのあ
る子どもの教育に関する調査」11）をみると、「在県

のだろうか。
神奈川県の公立高校の入試には、在留年数が短い

枠」はあるものの、その効果は限定的であることが

外国籍の生徒のための特別枠が用意されている。こ

みえてくる（吉田 2010）。この調査では、県内の国

の枠は、正式には「在県外国人等特別募集」
（以下「在

際教室を設置している中学校を対象に、「在県枠」

県枠」と表記）といい、県内 10 校に設けられ、志

に志願資格を有する生徒の進路状況を量的に把握

願資格は「外国籍で、入国後の在留期間が通算で 3

した 12）。それによると、2010 年度入試で「在県枠」

年以内（2 月 1 日現在）」8）となっている。入試判定は、

を活用して合格した生徒は、志願資格のある 124 名

国語・数学・英語の学力検査 3 教科と面接で行われ

中 37 名と、3 割を切っていた。「在県枠」校が地域

る。こうした特別枠の存在を調査した小島（2012）

的に偏在していること、定員数が限られているため

によれば、全国 60 の都道府県及び政令指定都市の

リスクの高い「在県枠」にチャレンジするより、倍

教育委員会のうち、2012 年度入学者の入試選抜に

率が低く合格可能性が高い高校に出願する生徒が

おいて特別枠があるのは、回答した 50 自治体のう

多いことが理由として考えられる。とくに横浜市東

ち 16 自治体、募集定員が明確に示されているのは

部や川崎市の子どもたちは通える地域に在県枠が

7 自治体のみであった 。その中で、神奈川県内の

少なく、あらかじめ、合格しやすい定時制などを受

定員は 109 人と最も多い。神奈川県教育委員会は、

けるケースが多い。2010 年度の調査で明らかになっ

定員内不合格を出さない方針を貫いているので、こ

た高校進学者のうち 28.3％が定時制に進んでおり、

9）

。神奈川

その割合は、全県の 4.4％に比較して極めて高くなっ

県は、全国的にみても最も先進的な取り組みをして

ている。進学をあきらめたり、浪人したりする生徒

いる教育委員会の一つだといえよう。その結果は、

もおり、2010 年度入試では、国際教室のある中学

上記の文科省調査（2012）で、日本語指導が必要な

の在県枠志願資格該当者の高校進学率は 85.5％と、

外国人高校生の 19.3％（382 人）を神奈川県が占め

神奈川県全体の高校進学率 97.8％（2009 年度）よ

れは実質的に保障された定員枠である

10）
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り 10 ポイント以上低かった。この調査が比較的支

833 人が参加した。参加者数という点では、全国的

援を受けやすい国際教室のある中学校のみを対象

に見ても東京に次ぐ規模であろう。

にしていることを考えれば、実際の進学率はさらに
低くなると考えられる。

ガイダンスは、休日の半日をかけて行われる。前
半の全体会では、はじめに、ガイダンスに参加して

「在県枠」は確かに多くの子どもたちの高校進学

いる高校の紹介があり、高校の種類、高校生活、神

を支えているものの、現状ではその効果は限られて

奈川県の高校入試システム（特別枠や特別措置含

いるといえるだろう。

む）
、奨学金などについての説明が行われる。次に、

さらに、「在県枠」の要件そのものの妥当性とい

高校に在学している外国につながる高校生たちが前

う問題もある。枠を設置すれば、その枠の要件には

に立ち、それぞれの入試経験や高校生活、将来の夢、

まらない子どもたちが出てくる。在留年数が 3 年を

受験生へのアドバイスを語る。休憩をはさんだ後半

超えた生徒、来日して 2 年だが出生時から日本国籍

は、受験生・保護者は高校ごとのブースに分かれて、

を有している生徒、日本生まれだが家庭では保護

学校情報を聞いたり相談したりすることができる。

者の母語を話している生徒などは、枠の外になる。

どの高校を選んだらいいかわからない人のための総

この調査においても、中学校関係者から、
「在県枠」

合相談ブースや、特別枠の要件の詳細や外国の学校

の要件に関わる多くの要望が出された。ひとつは、

を卒業した場合の資格審査などの制度上の質問に応

通算 3 年以内という在留年数の緩和、もうひとつは

じる教育委員会入試担当者のいるブースもある。

日本国籍への拡大である。
国籍にかかわらず、日本生まれ・日本育ちの子ど

資料としては、10 言語で用意された「公立高校
入学のためのガイドブック」が基本的なものになる

もが増えつつある現在、家庭内の言語・文化と日本

（スペイン語、ポルトガル語、中国語、タガログ語、

社会の言語・文化の間を往復して生活する中で、十

韓国朝鮮語、英語、タイ語、ベトナム語、カンボジ

分な学習言語が獲得できず学力に課題を抱える子

ア語、ラオス語）。また、補助的な資料として、県

どもたちが少なくない。こうした生徒たちの高校進

内高校マップや地域の学習支援教室一覧、奨学金一

学についての調査は神奈川県においてもなされて

覧なども配られる。

おらず、その進学の実態はつかめていない。

参加者は、地域の支援教室や中学校からのガイダ
ンスの情報を得て参加する。支援教室のボランティ

３．高校進学ガイダンスの現状と教育委員
会との連携・協働
3-1．神奈川県の高校進学ガイダンスの概要

他県に比べれば高校に進学しやすい制度的な条
件 を 持 っ て い る 神 奈 川 県 で あ る が、 そ れ で も 高
校に入るのは容易ではない。また、特別枠や特別
措置

13）

などの制度がある分、学校選びや手続きに

は複雑さがある。こうした中で、母語通訳のある高
校進学ガイダンスの果たす役割は大きい。
神奈川県の「日本語を母語としない人のための高
校進学ガイダンス」は、9 ～ 10 月にかけ、神奈川
県内 5 カ所

14）

で開かれている。通訳言語は、事前

に寄せられる要望によっても異なるが、中国語、ス

ア・スタッフと一緒に来る子どもたちもいる。
ガイダンスの場は、次のようなさまざまな機能を
持っている。
・母語で、高校受験のしくみや高校生活に関わる
情報を得ることができる。
・外国につながる生徒が多く入学している複数の
高校の話をきくことができる。
・どの高校をどのような方法で受験したらいいの
かわからない場合も、国籍、来日時期、日本語力、
学力などをふまえて、総合的な相談をすること
ができる。
・制度的なことについて、県教育委員会の担当者
に直接相談することができる。

ペイン語、ポルトガル語、タガログ語、タイ語、韓

・外国につながる先輩から、入試への具体的なア

国朝鮮語、ベトナム語など各会場 7 ～ 8 言語である

ドバイスや高校生活の話をきき、自分の将来像

ことが多い。2012 年度には、子ども 235 人、保護者・

を描くことができる。

家族 197 人、通訳 74 人、高校教員 135 人（のべ 80

・多くの外国につながる子どもと保護者が集い、

校）、高校生スタッフ 65 人、中学教員 25 人、一般

複数の母語が話される空間を経験することで、

参加 44 人、教育委員会 8 人、スタッフ 50 人の、計

同じような状況に置かれているのは自分だけで
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はないと実感することができる。

高校のブースと並んで、県教育委員会による相談

・日本語が十分でない保護者が、日本の教育情報
から疎外されることなく、子どもの教育に関わ
ることができる。

ブースを設置してもらうことができ、ガイダンスの
実質面での連携も深まった。
そして、2006 年度、「かながわボランタリー活動

・今後、利用できる学習教室や教育相談窓口など
について、情報を得ることができる。

推進基金 21」16）の協働事業としてガイダンスを行
うことにより、県教育委員会高校教育企画課 17）と
の協働が実現したのである。5 年間続いた同基金に

3-2．神奈川のガイダンスの歴史―ボランティアから

よる協働事業の枠組みの中で、県教育委員会高校教

教育委員会との協働へ

育企画課と ME-net は、ガイダンスの充実だけでな

このような神奈川県のガイダンスは、地域のどの

く、高校入学後の支援にも取り組むことになった

ような背景から生み出されてきたのだろうか。

（多文化共生教育ネットワークかながわ 2011）。

神奈川県は、全国 4 番目に多い 16 万人以上の外

2006 年度には、それまで ME-net が作成してきた

国籍県民が居住しており、県民の 1.8％を占めてい

「公立高校入学のためのガイドブック」が県教育委

る。中国 34.3％、韓国・朝鮮 19.0％、フィリピン

員会と共同編集となった。ガイダンスへの参加が望

11.0％、ブラジル 5.6％、ペルー 4.2％、ベトナム 4.0％

まれる高校に対して、県教育委員会から出張依頼が

など、国籍の多様性も特徴であろう

15）

。

出され、参加する高校が増加した。さらに、2007

神奈川県において、全国に先駆けて高校進学ガ

年度には、「外国につながる子どものための支援

イダンスが始まったのは 1995 年である。早くから、

ネットワーク会議」、
「多文化教育コーディネーター

子どもたちに寄り添って学習や高校進学を支援す

派遣事業」という 2 つの事業が開始された。高校進

るボランティアの活動が活発であったことが、その

学後の支援に関わるこれらの事業については、項を

背景になっている。1970 年代の終わりころから急

改めて詳述したい。

増していったインドシナ難民、中国帰国者、南米、

「かながわボランタリー活動推進基金 21」による

フィリピン、タイなどからの出稼ぎの人々などを

助成が終了した 2011 年度以降、これらの事業は、神

支援するため、県内各地には次々草の根の団体が生

奈川県の「ボランタリー団体等と県との協働の推進

まれ、子どもたちの学習支援教室がつくられていっ

に関する条例」に基づく協働事業に移行した。ガイ

た。1980 年代末にはそれらの団体が集まって、外

ドブックは、ME-net と県教委の共同編集、県教育委

国につながる子どもたちの課題について共有する

員会が印刷し、ME-net が配布するという分担になり、

動きも始まり、緩やかなネットワークが形成され

ガイダンス本体は、県教育委員会から ME-net に委託

た。複雑な入試システムをふまえながら、どの高校

される事業となった。また、他の 2 事業も新しい協

を選択し、どのように受験準備を進めたらよいの

働事業の枠組みの中で継続、発展している。

か、親身になって子どもたちを支援するボランティ
アの存在が、ガイダンスの原点だといえる。

3-3．他地域での高校進学ガイダンスの概況と課題

このような流れの中で、支援活動に関わっていた

高校進学ガイダンスは、現在、神奈川県以外の多

高校教員や地域の学習教室支援者が中心となって

くの地域でも取り組まれている。主催者が交流する

ME-net を結成、各地の支援者に呼びかけて実行委

場も毎年開かれており、2013 年 1 月に神奈川県で

員会がつくられ、1995 年に初めてのガイダンスが

開かれた「外国から来た生徒のための進路進学ガイ

開催されたのである。この年、在県枠を設置した高

ダンス主催者交流会」には、茨城、埼玉、千葉、東京、

校が開校されたことも一つの契機となった。

神奈川、長野、静岡から参加者が集い、宮城、滋賀、

初年度は県教育委員会とはつながりを持たない
ままの開催であったが、ガイダンスの充実を求め
て、ME-net は教育委員会との連携・協働を模索し

熊本からは資料参加があった（多文化共生教育ネッ
トワークかながわ 2013）。
報告内容を整理して、ガイダンスの概況を示した

ていった。1996 年度には県教育委員会の後援を得、

のが表３である。ガイダンスの内容はいずれも神奈

2000 年度には、ガイダンスでの県教育委員会担当

川と共通しており、先輩の体験談などは、どのガイ

者によるあいさつが実現した。2003 年度には、各

ダンスでも取り入れられている。

ボランティア学研究

Vol.14

17

吉田 美穂

運営面では、どの地域のガイダンスも教育委員会

て活発な情報交換がなされた。なかには、県の国際

の後援を受け、程度の差こそあれ広報面などで協力

課や国際交流協会などの担当者が課題意識を持っ

を得ている。しかし、教育委員会の職員がガイダン

ていても、教育委員会の理解が不足しているケース

スに参加している地域は少ない。県や市が共催して

もあるなど、縦割り行政の問題も報告された。教育

も、教育委員会は後援に留まっている場合もある。

委員会をいかに巻き込むことができるのか、各地域

主催者交流会の「行政との協働」をテーマとする

で支援者による模索が続いている。

分科会では、各地域の行政との連携のあり方につい
表3

ガイダンス主催者交流会で共有された各地の概況

＊表中の NPO は、自治体または自治体外郭団体以外の市民による団体を指す。法人格の有無を問わない。
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3-4．ガイダンスを担う主体と教育委員会との協働
高校進学ガイダンスを誰がどのように担うのが、

いが、この間、神奈川県でガイダンスの中心を担っ
てきたスタッフは、ガイダンスは、地域の支援者に

望ましいのか。この項では、ガイダンスを担う主体

よっても担われるべきだと考えている。その理由

について、考察したい。

は、以下のようなものだ。

主として公立高校への進学ガイダンスである以

①身近で支援しているボランティアの方が、より

上、開催の経済的な負担も含めて、公立高校を設置

子どもや保護者のニーズに基づいたガイダン

している教育委員会が主体となって行うのが本来

スを企画運営することができる。

の姿であるというのが、一つの考え方である。実際

地域の学習教室などで身近に子どもたちに接し

に、大阪府や川崎市などのガイダンスは、行政主体

ている支援ボランティアは、子どもの学習状況や生

で行われている。

活状況、直面している課題などについて、行政以上

確かに、入試や高校教育を所管する教育委員会の

に知りうる立場にある。このため、子どもや保護者

存在は大きい。神奈川県においても、教育委員会と

のニーズや困難を理解した上で、ガイダンスの内容

協働することによって、ガイダンスは安定した経済

を構成し、適切に運営することができる。

的な基盤を得て開催されるようになり、内容的にも
充実した。高校の設置者である教育委員会が関わる
ことによって、正確な情報提供、制度に関する細か

②教育委員会の出せる情報や対応できる相談に
は、限界がある。
ガイダンスに参加する子どもと保護者にとって、

な説明も可能になり、参加高校も増えた。市町村

「どの学校なら入れるか」という問題は切実なもの

教育委員会を通して中学校側にも働きかけやすく

である。だが、行政の場合、一般的な内容を超えて

なった。さらに、高校入学後の支援についても取り

情報を出すことは難しい。社会的には流布しており

組みが始まっている。こうした状況は、まだ本格的

日本人はよく知っている偏差値的な情報も、教育委

な協働が実現していない他県のガイダンス関係者

員会としては言うことができない。個々の悩みに

から、先進的なものとして見られてもいる。

沿った相談は、むしろ支援ボランティアの方が対応

では、ガイダンスは、教育委員会主体で開催すれ
ばよいのだろうか。当初、ボランティアが始めたと
しても教育委員会の仕事に移行し、最終的には教育
委員会の責任で行うことが最も理想的な姿だと言
えるのだろうか。

しやすい面がある。
③行政は短期の人事異動が一般的で、質の継続に
おいて不安がある。
教育委員会をはじめとする行政は、人事異動が 3
年程度の短期で行われるのが一般的である。した

支援する主体の形成や行政のあり方には地域に

がって、外国につながる子どもたちの教育課題に詳

よる違いもあるので、一概に言いきることは難し

しい人材がいつも担当になるとは限らない。事業そ

図１

地域の支援者と教育委員会のそれぞれの強みと協働
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のものは継続されても、質を維持することには不安

としても機能している。これまでに会議で取り上

がある。その点、支援ボランティアは、地域に根差

げた実践例は、
「たぶんかフリースクールよこはま」

し、その支援の専門性は蓄積されていく。その力を

（2009 年度）18）、「日本生まれや幼少期来日の子ど

生かすことは、ガイダンスの質の維持につながる。

もたちの低学力問題に対するプレ・スクール」
（2010

また、ガイダンス後も、子どもたちを地域の支援資

年度）、
「多文化教育コーディネーターによるキャリ

源につなぎ、フォローしていくことができる。

ア支援」（2011 年度）などである。

教育行政のあり方や地域の支援者の力量などに

2013 年度のネットワーク会議には、県教委高校

よって地域ごとに最適なバランスは異なるであろ

教育企画課・ME-net・KIF に加え、県・国際課企画

うが、ボランティア支援者と教育行政がそれぞれの

グループ、県立言語文化アカデミア講座・研究課、

強みを生かし、連携・協働する形が、高校進学ガイ

県教育委員会行政課人権教育グループ、神奈川県立

ダンスにおいては望ましいと言えるだろう。

青少年センター青少年サポート課などの行政担当
者と、県内で外国につながる子ども支援に関わって

４．高校進学ガイダンスからキャリア支援へ

いる NPO 9 団体が参加し、キャリア支援をテーマ

神奈川県では、ガイダンスだけでなく、教育委員

に情報交換するとともに、地域若者サポートステー

会と地域支援者の協働によって、進学後の支援が進

ションのワーカーを招いて学習会を行った。

められるようになった。そこには、子どもの成長に

このように、新たに見いだされる課題やその対応

寄り添いながら、高校進学後、さらに卒業後も見据

について、NPO と行政が共に学ぶ場の継続的な設

えてキャリア支援に取り組もうとするボランティ

置は、外国につながる子どもを取り巻く状況の変化

アの意識がある。

に合わせて支援を発展させていく上で、大きな力に
なると考えられる。

4-1．外国につながりを持つ子ども支援のための
ネットワーク会議

4-2．多文化教育コーディネーター派遣事業

2007 年度から、県教育委員会高校教育企画課・
ME-net・かながわ国際交流財団（KIF）が県内の支援

2007 年度から始まったもう一つの協働事業が「多
文化教育コーディネーター派遣事業」である。

NPO や県行政の関連する部課に呼びかけ、年 1 ～

この事業は、高校進学ガイダンスなどで ME-net

2 回、「外国につながりを持つ子ども支援のための

とつながる各地域の支援者の中から、「せっかく高

ネットワーク会議」（以下「ネットワーク会議」と

校に入ったのに、やめてしまう子どもたちがいる」

表記）が開かれるようになった。

という問題提起が寄せられるようになったことか

ネットワーク会議の大きな特徴は、NPO と行政

ら、高校での学習や学校生活を支援する制度を、

の交渉の場ではないという点である。会議の目的

ME-net 側が教育委員会に提案し、2007 年度に県立

は、行政の各セクションとさまざまな支援団体の

高校 4 校で始まった。

間で、それぞれの取り組みに関する情報を交換し、

その後、2008 年度には 9 校、2009 年度には 12 校

課題意識を共有することにある。高校入試について

と拡大していき、2013 年度現在 16 校の県立高校で

は、早くからこのネットワーク会議で話題になり、

実施されている。16 校の内訳は、
「在県枠」
募集校 9 校、

NPO が強く望んだ高校入試の「在県枠」の拡大を

定時制 4 校、クリエイティブスクール 2 校 19）、通

めぐって、意見交換が行われた。その中から、実際

信制 1 校である。
「在県枠」以外の学校が 7 校含ま

に「在県枠」がどの程度機能しているのか、具体的

れているのは、
「在県枠」要件にあてはまらない子

な調査をしてはどうかという提案が出され、前述の

どもたちや、
「在県枠」倍率が高い地域の子どもた

「外国につながりを持つ子どもの教育に関する調査

ちが、定時制、クリエイティブスクール、通信制に

プロジェクト」の実施につながった。調査結果は、
2010 年の「ネットワーク会議」で報告され、入試
をめぐる状況認識の共有が図られた。

多く進学している実態を反映している。
多文化教育コーディネーター制度の基本的なし
くみは次の通りである。

また、ネットワーク会議は、県内での新たな動

県教委が、高校側のニーズを把握して実施校を

きや試みについて、行政と NPO が情報共有する場

決定すると、ME-net が多文化教育コーディネーター

20
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（以下、
「コーディネーター」と表記）の人材を各学

制度的にバックアップするほか、各コーディネー

校に推薦し、学校長が委嘱する。コーディネーター

ターが研修を通じて学校の中での支援可能な状況

は、実際の学校の様子を観察し、各学校の窓口とな

をつくる能力を高めていく必要がある。そのための

る職員と協議しながら必要な支援を考え、適切なサ

重要な場となっているのが、年 5 ～ 6 回開かれる

ポーター（学習支援者、外国につながる先輩、通訳

コーディネーター会議である。各学校の状況や課題

など）を配置し、支援を進める。コーディネーター

を共有し、アドバイスし合うとともに、他校の取り

が一部分サポーターを兼ねることもある。コーディ

組みを学ぶ。この場には県教委の担当者も同席し、

ネーターとして推薦されている人材は、地域の学習

課題認識を共有する。

補習教室の支援者、大学教員、日本語教育の専門家、

各校で展開される支援は、日本語・教科の学習支

小中学校等の日本語指導協力者、ME-net 教育相談

援と、交流会や文化祭企画などを通じた居場所支援

経験者などである。

が重要な柱になっていることが多い。それに加え

一連の支援に必要な予算については、ME-net が

て、学校の状況に応じて、母語による聞き取り相談

コーディネーターの研修や事務経費を担い、県教育

調査の実施、通訳・翻訳手配、教員対象研修会など

委員会の「日本語を母語としない生徒支援者派遣事

が組み合わされ、実施されている 22）。そして、こ

業」がコーディネーター・サポーターの派遣費用を

の数年、ほとんどの学校で取り組まれるようになっ

担う

20）

。

たのが、キャリア支援の実践である。

制度の概要は、県教委が年度当初に招集した会
議において、ME-net 事業担当者やコーディネーター

4-3．コーディネーターによるキャリア支援

も同席し、各校担当者に説明される。また、秋には

キャリア支援は、なぜ重要なのか。

中間報告会が開かれ、各校の担当教員・管理職・コー

第一に、外国につながる子どもたちの周囲には、

ディネーターが参加し、それぞれの支援の取り組み

身近なキャリア・モデルが少ないという問題があ

が共有される。

る。成長してから来日した保護者世代と異なり、日

外部から入ったコーディネーターが教員と協働

本社会で育ち教育を受ける子どもたちにとって、同

して支援を進めるにあたっては、さまざまな困難が

じような境遇の身近な存在が日本社会でキャリア

伴う。学校側が、外国につながる生徒の教育課題や

を築いている姿に出会う機会は少ない。このため、

支援方法について十分な認識を欠いている場合も

子どもたちは、自分たちの高校卒業後のキャリアに

少なくなく、ともすれば、「補完」的な役割にとど

ついて具体的に思い描くことが難しい。これは進路

められてしまいかねない

21）

。そうならないために、

前述の会議などを通して ME-net と県教育委員会が

図２

だけの問題に留まらない。第二言語で教科を学ぶ困
難な学校生活の中で、目標の見えにくさは、ともす

事業イメージ図
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れば、学習意欲の低下や、高校生活を継続しようと
する意志の減退につながる可能性を持っている。
第二に、子どもたちが将来に夢を描いても、上

スの実施
③個別の生徒の進路相談への対応、書類記入のサ
ポート等の個別支援

級学校についての情報が得られなかったり、入学

④大学など上級学校紹介プログラムの実施

のためのさまざまな書類や奨学金の手続きに必要

とくに多くの高校で取り組まれているのが、①の

な高度な日本語に対応できなかったりするという、

外国につながる先輩との交流会である。どのように

現実的な困難がある。学校制度は国によって大きく

準備して進路実現していったのか、どんなふうに日

異なる。日本の高等教育は学費負担が大きく、入試

本で働いていくことができるのか、専門学校や大学

方法は、一般入試の他に、推薦入試、AO 入試など

はどのようなところか。身近なモデルとなりうる先

複雑である。日本人家族ならば自然に得られている

輩と、ときには母語を交えながら語り合う機会は、

ような情報も、文化や言語が壁となって得ていない

子どもたちにとって大変貴重なものとなっている。

ことも多い。母国の教育制度のもとに育った保護者

②の取り組みも、一部の高校で行われているが、

にとっては、制度の違いが壁となって理解しにくい

重要な取り組みである。保護者が、日本の教育制度

内容もある。一般に、日本語で高い学力を示すこと

や教育文化を知り、費用なども含めて子どもの進路

が困難な子どもたちの場合、AO 入試などが有効な

実現に協力できるかどうかが、子どものキャリア形

方法となることも多いが、AO 入試の方法は大学に

成に直結するからである。

よって多様であり、その準備も支援なしでは困難で

③は、必要に応じて一部の高校で、取り組まれて

ある。また、大学によっては外国につながる子ども

おり、このような支援を受けて、大学進学を果たす

が利用できる入試枠がある場合もあるが、出願資格

子どもたちも出てきている。

などは大学によって異なり、丁寧な情報収集が不可

④は、コーディネーターの中の大学関係者が中心

欠で、通常は生徒の手に余る。また、奨学金などの

となって企画するプログラムで、説明会だけでな

書類は、日常では使わないような表現も多く、これ

く、外国につながる先輩たちによるキャンパス案内

も支援なしに手続きを進めることは難しい。

や交流会も組み合わされている 24）。各校のコーディ

第三に、外国籍の場合、就職にしても進学にし
ても、国籍や在留資格などで壁にぶつかる場合が

ネーターが、学校を超えて、進学を考えている生徒
に参加を呼びかけている。

ある。この点について、高校側が十分な情報を持っ

コーディネーターによるキャリア支援は、しか

ていないことが少なくない。例えば、在留資格が「家

し、課題も抱えている。そのひとつは、卒業生の進

族滞在」のままでは就労できないが、学校によって

路把握の難しさである。学校によっては、コーディ

は在留資格の確認もしないままに就職活動をさせ

ネーターによるキャリア支援を歓迎はしても、卒

てしまったり、進学して資格を得ても在留資格の変

業後の進路結果については個人情報として管理し、

更ができないため、就労の可能性のない分野へ進学

コーディネーターにも明らかにしないケースや、学

を勧めてしまったりする場合もある

23）

。

校として外国につながる生徒の進路に限定して整

このように、キャリア支援の必要性は極めて高

理していないケースも見られる。しかし、卒業後の

く、専門的な知識やスキルを持った人材が関わるこ

進路実態が把握できないまま、キャリア支援に取り

との意義は大きい。外国につながる子どもの高校生

組むことは難しい。進学にしても就職にしても、全

活を伴走しながら支えるコーディネーターは、支援

体の傾向はどうなのか、国籍はどう影響しているか

する生徒の年次が進むにつれて、その必要性を強く

など、支援のために知っておきたい情報は多い。ま

認識し、取り組みを進めるようになった。コーディ

た、学校にも、外国につながる生徒だからこその困

ネーター会議においても、キャリア支援の実践につ

難を認識した上で、彼らの進路状況の把握に努め、

いては、活発な情報交換が行われている。

進路保障に取り組んでもらう必要がある。

コーディネーターが具体的に進めるキャリア支
援は次のようなものである。

高校に入学させた生徒について、その進路をどの
ように保障できるのか。コーディネーター会議を

①外国につながる先輩との交流会の開催

通して課題認識を共有した県教委高校教育企画課

②母語通訳をつけ保護者も招いた進路ガイダン

は、2013 年度から、コーディネーター派遣校を対

22
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象とした卒業生進路調査が始めている。結果はネッ

なくし「日本語指導が必要な児童生徒」になったこ

トワーク会議やコーディネーター事業中間報告会

とからも、日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒

で報告され、今後、支援に生かす取り組みが始まっ

数の増加が看過しえないものになっているといえる

ていくものと思われる。

だろう。

高校後の進路保障の取り組みが成果を挙げるに

4） 外国人保護者の子育て支援ニーズに関して調査した

は、まだ時間がかかるだろう。しかし、神奈川県に

吉田（2012）によれば、親子の進路についての話し

おいては、高校入試から卒業後のキャリア支援ま

合いに、地域の支援者が通訳として入る事例も存在

でつながった切れ目のない支援が、教育行政によっ

する。

ても意識されるようになってきたと言える。

5） 日本の小学校は保護者に家庭での学習支援を期待す
るが、こうした日本の学校文化を共有していない外

５．終わりに

国人保護者は多い。また、関わろうとしても言語が

本稿は、神奈川県の事例をもとに、外国につなが

壁になって困難である。また、国によって教育制度

る子ども支援における、行政とボランティア団体の

が異なることから生じる問題もある。例えば、義務

協働が持つ可能性を検討した。神奈川県では、地域

教育でも留年制度がある南米出身の保護者は、日本

で子どもたちの支援にあたってきたボランティア

の小中学校でも進級できるのであれば学力も付いて

自らが、高校進学ガイダンスを組織し、さらに教育

いるととらえ、子どもが学習に躓いていることに気

委員会に働きかけて協働することによって、高校進

づくのが遅れるなどの課題がある。異なる教育制度

学だけでなく高校入学後の生活を支え、キャリア支

や学校文化について、意識的に外国人保護者に伝え

援にも取り組むようになっている。

ることが重要である（吉田 2012）。

外国につながる子どもたちの高校進学をめぐる

6） 第二言語の習得についての研究から、言語習得にお

状況は厳しく、神奈川の状況は、全国から見れば、

いては、生活言語と学習言語という異なるレベルが

ごく一部の事例に過ぎない。しかし、その取り組み

あることが明らかになっている。習得するのに、前

は、内容や方法において、今後、全国のボランティ

者は 1 ～ 2 年、後者は 5 ～ 7 年かかると言われている。

アや教育行政の参考になるものを多く含んでいる
と思われる。
公教育において、ボランティアがその主体性を発

7） 小島祥美（2012）らの調査に対して、多くの教育委
員会が高校に在籍する外国人生徒人数を把握してい
ないと回答している。

揮しつつ、行政と協働して子どもたちの学びとキャ

8） 日本国籍を取得して 3 年以内の者も外国籍と同等と

リアを支えている神奈川の事例は、市民的公共性の

みなされる。また、小学校入学以前については、通

担い手としてのボランティア（入江 2000）の意義

算 3 年以内という在留期間に算入しない。

を示すものだといえるだろう。

9） 人数を明示していない自治体の場合は、「若干名」な
どの表現が多い。なお、志水（2008）が取り上げて

【注】
1） 子ども・若者支援地域協議会運営方策に関する検討
会議（2010）。

いるように、大阪府立高校の特別枠の充実はよく知
られているが、小島（2012）の調査に対しては大阪
府が回答していないため、ここには含まれていない。

2） 移住連 貧困プロジェクト（2011）は、貧困をめぐる

10）神奈川県教育委員会は、公立高校の入試で定員内不

議論や実践の中でも周縁化されてきた移住者と貧困

合格を認めていない。定員内に入れば、調査書の評

の問題を扱っている。

価や学力検査の点数に関わらず原則不合格としない。

3） 日本語指導が必要な児童生徒の受け入れ状況等に関

定員内不合格については、これを許容する県の方が

する調査 ( 平成 24 年度 )」
（文部科学省 2013）によれば、

多いのが実態であり、このことが外国につながる子

日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒数は、平成

どもたちの高校進学をさらに厳しいものにしている。

15 年度 2,886 人から平成 24 年度には 6,171 人まで増

11）この調査は、その後も KIF によって継続して実施さ

加している。「日本語指導が必要な外国人児童生徒の

れている。結果および分析は、かながわ国際交流財

受け入れ状況等に関する調査」として行われてきた

団 (2013)「国際教室在籍生徒の進路にかかわるアン

同調査が、平成 24 年度版から、「外国人」の文言を

ケート調査」を参照。
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12）この調査は、その目的から、精度の高い結果を得る
ことができるよう、日本語指導が必要な児童生徒が
5 名以上いて国際教室が設置されている中学校のみ

を展開するために多目的に支出可能な予算を、別枠
で 20 万円程度用意している。
21）吉田（2010a；2011）は、多文化教育コーディネーター

を対象として行われた。対象を限定した理由は、全

制度に関わる人々へのインタビューと参与観察から、

県の中学校を対象にした場合、調査の意義を理解し

外部から入る地域人材が「補完」的な役割にとどめら

てもらうことが難しく、どの生徒が在県外国人等特

れず、学校組織と協働することを可能にする諸条件に

別募集の資格に該当するかなど生徒状況について把

ついて検討している。

握できていない中学校の回答が多く含まれ、不確か

22）多文化共生教育ネットワークかながわ（2011）には、

なデータしか得られない可能性が高いと想定された

各校の取り組みが紹介されている。また、鶴見総合

ためである。

高校については、坪谷・小林（2013）に聞き取り調

13）神奈川県の場合、在留 6 年以内の場合は、事前の申

査とそれに基づく教員研修、外国につながる先輩と

請により、学力検査の時間延長、問題へのルビふり、

の交流活動、日本語学習支援、多文化共生教育指針

面接時のわかりやすい言葉での対応などの措置を受

の策定など、コーディネーターによる諸活動が詳し

けることができる。

くまとめられている。

14）2012 年度は、さがみはら国際交流ラウンジ、いちょ
う小学校コミュニティハウス、かながわ県民セン
ター、ひらつか市民活動センター、厚木ヤングコミュ
ニティセンターの 5 カ所。

23）例えば、美容師や保育士の資格を得ても、そのこと
によって就労可能な在留資格への変更はできない。
24）これまで、早稲田大学、横浜市立大学、相模女子大学、
関東学院大学などを会場に、実施されている。

15）データは、神奈川県「県内外国人統計」
（2013）による。
16）県の条例によって設けられた基金。公益を目的とす
る特定課題に県行政の担当部門と NPO が協働で取り
組む事業を推進する。最長 5 年 1000 万円を上限とす
る事業経費が出るため、財政的に厳しい環境にある
県行政にとっても NPO にとっても、新しい取り組み
に踏み出す大きな支えとなっている。
17）高校教育企画課には、入学者選抜・定員グループが
置かれており、公立高校入試を担当している。
18）ME-net の独自事業。学齢を超過した外国につながる
子どもの高校受験準備のため、教科学習・日本語学
習のクラスを展開している。小島（2011）参照。
19）クリエイティブスクールとは、「これまで必ずしも持
てる力を十分発揮しきれなかった生徒を積極的に受
け入れ、社会実践力を育成する」学校として神奈川
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High School Admission Guidance and Career Support for Children with
International Backgrounds:
A Collaboration between the Board of Education and NPOs in Kanagawa Prefecture
Miho Yoshida
(Multicultural Education Network Kanagawa, Chuo University)
If the low high school entrance rate of children with international backgrounds is left as it is, then in Japanese
society, where graduating high school is deemed fundamental, they will be channeled into poverty by means of their
educational background. This paper focuses on cases in Kanagawa Prefecture, and is considering the possibilities held
by collaboration between volunteer groups (NPOs) and the Board of Education by clarifying the current state of the
approaches to guaranteeing high school education for children with international backgrounds, including high school
progression guidance. High school admission guidance commenced in Kanagawa Prefecture through mutual cooperation
between local supporters, while collaboration between volunteer groups and the Board of Education gained momentum
from around the middle of the 2000s. Regional support volunteers and the Board of Education each have their strengths,
and the possibilities held by collaboration between both parties are large. In 2013, the collaboration that started with high
school admission guidance is being expanded to a multicultural education coordinator project in Kanagawa Prefecture.
The multicultural education coordinators that give study support and provide ‘places to stay’, and have also commenced
an initiative for career support with a focus on life after graduating high school.
Keywords : children with international backgrounds, high school admission guidance, collaboration, multicultural
education coordinator, career support
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特集：外国人生徒のキャリア形成とボランティア
外国にルーツを持つ子どもへの「学びの保障」がもたらすもの

外国にルーツを持つ子どもへの「学びの保障」がもたらすもの
－神戸市における KFC の進学支援の実践から－
金

宣吉、志岐

良子（特定非営利活動法人

神戸定住外国人支援センター（KFC））

【要旨】
1980 年代、90 年代に起きた難民条約批准によるインドシナ難民受入、身元引受人制度改善による中国残留
邦人帰国者の増大、入管法改定による日系人在留資格拡大、急増した国際結婚などによって外国にルーツを
持つ子どもが日本に急増した。日本のような高度産業社会では、外国にルーツを持つ子どもの進学の重要性
が認識されるべきであるが、正確な状況の把握さえ十分ではない。外国にルーツを持つ子どもの高校進学率は、
日本人の子どもの 50％～ 70％程度と推察されており、その原因として移住家庭をとりまくさまざまな問題が
ある。子どもたちが何につまずいているかを知ることができないと「学びの保障」について本質的に考える
べき視点も生みだしをえない。
本稿では、進学を阻む要因と進学を実現するための支援について、古くからの移住民多住地域である神戸
市長田区における進学支援活動から考える。その上で進学支援の成果や課題を、移住家庭で育まれる母文化
の継承や民族名の選択といった当事者である子どもの生き方も含めて考えたい。また子どもたちが成長する
ホスト社会である日本があるべき変化を遂げて受け入れているかという課題についても考察したい。
【キーワード】外国にルーツを持つ子ども、進学支援、学びの保障

はじめに

1980 年代半ばまで日本における外国人の子どもは、

在日コリアンや華僑の子どもなど外国籍を持ち日本生
まれで日本語を理解できる子どもが大半であった。
しかし円高による日本への出稼ぎ希望者の増大、

見ても外国から移住した家庭の子どもの多くが、移
住国（日本）で成人すると考えられる。
ところが、こうした子どもたちに関して、母語保
障や文化活動といった「文化の問題」を取り上げる
ことはあっても、子どもたちにとって日本社会との

1981 年の難民条約批准によるインドシナ難民の受

大きな壁となっている「就学・進学」の問題につい

け入れ、1985 年の身元引受人制度改善による中国

てはあまり議論されてこなかった。日本における就

残留邦人帰国者の帰国増、1990 年の入管法改定に

職・就労の現状を考えたとき、教育における外国に

よる日系人 3 世までに拡大された在留資格、1980

ルーツを持つ子どもの「高校進学」の重要性はいっ

年代から急増した国際結婚などにより日本国籍保

そう認識されるべきであるが、現状は正確な状況把

持者も含めた外国で生まれた子どもの渡日が広

握さえおこなわれていない。

がった。

実際に全国の外国にルーツを持つ子どもの進学

さらには、日本生まれでも保護者のうちの一方ま

状況を先行研究１や公表データをもとに推察しても

たは両方が海外から移住してきたため、日本語や日

高等教育、資格取得の分岐点になる高校への進学率

本の習慣を理解しにくい子ども（2 世）が日本に増

は日本人の子どもより著しく低い。その原因として

えている。

言葉の問題がクローズアップされることが多いが、

これら外国にルーツを持つ子どもは、外国人学校
やインターナショナルスクールといった教育機関

実態は単に言葉の問題にとどまらず移住家庭をと
りまくさまざまな要因が推察される。

を除くと概ね日本の公教育、公立の小中高学校に通

本稿では、多くの子どもたちの希望でもある高校

い教育を受けている。この数十年の日本における外

進学を阻む要因が何かということ、さらには進学を

国にルーツを持つ子どもの歩みや諸外国の事例を

実現するための支援について、古くから在日コリア
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ンや奄美群島出身者に代表される移住者が多数生

重債務の相談や公園に避難するベトナム人たちの

活する神戸市長田区における特定非営利活動法人

ための炊き出しを行っていた。支援していた外国人

神戸定住外国人支援センター（以下、
「KFC」と記す）

被災者たちから日本語ができないことでの不便さ

の進学支援の取り組みから考える。その上で、外国

を訴える声が上がり、「日本語を学習したい」とい

にルーツを持つ子どもの進学支援の成果や課題を、

う要望から、川沿いの公園での青空日本語学習の場

単に子どもの進学実績のみで捉えず、移住家庭で

を設ける。その後、事務所を構え、マンツーマンレッ

育まれる母文化の継承や民族名の選択といった当

スンだけではなく、グループで学習できる場、生活

事者である子どもの生き方も含めて考えたい。なぜ

する外国人のための生活日本語学習の場の提供、日

なら進学支援の成果や課題を考える前提として、被

本語テキスト作成などに取り組んでいる。

差別の側に立つ外国にルーツを持つ子どもが落と

現在の KFC は活動領域が広がり、マイノリティ

しこめられてきた情報の欠如や幼少期からの学習

高齢者の文化や言語にも対応した施設まで網羅し

環境の劣悪さによる「学び」の価値観の欠落、学習

た高齢者支援事業なども行っている。

意欲の低さや将来に対する諦め、セルフエスティー

KFC が位置する神戸市の西部地域にある長田区

ムの欠如を考慮しなければ進学支援の意義を正確

は、神戸港開港と沿岸部産業の発展にともなう都

に捉えられないと考えるからである。

市労働者の流入に対応するため拡大された市域で

KFC の進学支援が外国にルーツを持つ子どもに

ある。長田区は、神戸市が都市計画として中心市

「学力保障」と「進路保障」を重視することで日本

街地のスラム解消を目的に旧葺合区と旧林田区（現

社会への「同化」を促すといった短絡的な場ではな

長田区）に木賃宿の建設を限定したこともあり低

く、社会参加の機会を保障し、貧困や社会的排除の

廉な住宅を求める移住労働者の集積が進んだ。長田

再生産を断ち切るために役立っているか。進学支援

区には、九州・四国・中国地方といった日本国内か

の取り組みを通じて、少しでも社会的排除から子ど

らの移住だけでなく、植民地であった朝鮮からの移

もたちを守り育てる場所をつくりだすことができ

住、日本国内に在住していた他地域からの在日コリ

ているか。外国にルーツを持つ子どもが進学するに

アン移住も多く、古くから関西でも有数の外国人多

あたって何につまずき、何が壁となっているかを理

住地域となった。特に第 2 次世界大戦戦後は、在日

解できるに場になりえているかを検証したい。

コリアンがゴムサンダルづくりを起源とするケミ

また進学支援に関わる支援者を通して、子どもた

カルシューズ産業の興隆に深くかかわったことで

ちが成長するホスト社会である日本があるべき変

より一層の外国人集住が進む。1980 年代に入ると、

化を遂げて受け入れているかという課題について

兵庫県姫路市に設置された姫路定住促進センター

も考察したい。

出所後の在日ベトナム人が、言語的ハンディがあっ

本稿が、子どもだけでなく保護者、支援者、学

ても就労しやすいケミカルシューズ産業に集積さ

校関係者といった外国にルーツを持つ子どもをと

れていく。これら在日コリアン、在日ベトナム人ら

りまく人たちに進学支援（学習支援、奨学支援）

長田区の外国人住民は、単身の出稼ぎではなく家族

がもたらすものを考える機会の一助となれば幸い

を伴う構成であり、外国にルーツを持つ子どもの教

である。

育課題も古くからあり、今現在まで多層・多重化し
て継続している。

１．KFC の進学支援（学習支援と奨学支援）
1-1．学習支援のとりくみ
（１）KFC とは

外国にルーツを持つ子どもが通う学校では、様々
な子どものルーツ国にかかわる文化活動がおこな
われるようになり、場合によっては母語保障など

本稿でとりあげる学習支援の主体である KFC は、
1995 年の阪神淡路大震災後にできた「被災ベトナ

への取り組みもみられるようになった。他方で、日
本人が住む国である日本という認識は払拭されず、

ム人救援連絡会」と「兵庫県定住外国人生活復興

「チョ－セン帰れ」、「ベトナム帰れ」といった言葉

センター」という２つのボランティア団体が統合

に代表されるルーツ国と密接した表現の排除や差

して 1997 年にできた NGO である。

別が克服されず現在も続いている。こうした問題

KFC は、震災直後より仮設住宅の申し込みや多
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は、子どもたちの人間関係などに矮小化されること

外国にルーツを持つ子どもへの「学びの保障」がもたらすもの

も多く、日本人社会と少数者の間に存在する構造的

低い状況を改善し、自分の夢や目標を持ち、自立自

差別は見過ごされがちである。

活できるよう高校進学をメルクマールとすること

KFC が地域で認識してきた外国にルーツを持つ

である。

子どもの教育課題を列挙すると、①保護者の不安定

高校進学を達成するには、中学生から学習を始め

な就労による貧困、②保護者の婚姻などによる国際

ても時間的に難しいと考え、当初は小学生だけを対

間も含めた頻繁な移動、③日本語習得の問題、④母

象に学習をはじめる予定であった。しかし、ある保

語または日本語習得の保障ができないことによる

護者から「中学生の兄も学習させて欲しい」という

思考言語の欠落、⑤言語、文化ギャップが生みだす

希望があったことで、当初から中学生も対象として

家族間のコミュニケーションの難しさ、⑥学校や家

活動することとなった。活動を開始した頃は、子ど

庭における学習サポート環境の欠落などによる低

もは当初 7 名であったが、またたく間に子どもが増

学力、⑦低学力と家庭の貧困が複合的に関係した

え、現在（2013 年 7 月時点）では 45 名を超える子

（高校）進学の困難、進学しても頻繁に起きるドロッ

どもたちが週に 1 日から 3 日学習している。現在、

プアウト、⑧進学の困難さを背景とするライフチャ

小学生を対象とした学習支援は火曜日、水曜日、木

ンスの少なさと貧困の再生産、⑨社会から周辺化さ

曜日の週 3 日、中学生は水曜日、木曜日の週 2 日実

れることによる非行行動といったものである。

施している。

低学力や進学の課題は、外国にルーツを持つ子ど

学習内容は、渡日して間もない子どもは日本語を

も自身にもホスト社会にとっても切実な課題である

学習してある程度できるようになると、漢字など母

が、外国にルーツを持つ子ども自身や家庭に課題が

国では学習しなかったものや自分だけではこなせ

還元され日本社会では取り組まれにくい状況である。

ない宿題をしている。日本生まれの子や日本に長期
間住んでいる子で、宿題のサポートが必要な子は宿

（２）学習支援のきっかけ
KFC が学力保障を中心とした学習支援に取り組

題をし、宿題が自分でできる子にはできるだけ発展
的な学習をしてもらうように努めている。

んだきっかけは、KFC が運営していた日本語支援

ベトナムにルーツを持つ子どもが多いため、開設

教室に通う子どもの「宿題を教えてほしい」、
「学校

当初からベトナム語ができるスタッフが母語を使

の勉強を教えて欲しい」という声をうけてのことで

用して日本語・教科学習を行っている。現在はベト

あった。

ナム人留学生・社会人のボランティア支援者 2 名と、

この声の裏にある外国にルーツを持つ子どもの実
情は、日本語で書かれた宿題を教えてもらえる人が
いない、学校の勉強を教えてもらえる人がいないと
いうことである。学齢期の子どもにとって日々課さ
れる宿題を教えてもらえないことは、単に学校への

アルバイトでベトナム人留学生 1 名がベトナム語を
使った日本語・教科学習支援に携わっている。
また最近では、KFC で学習した中国人大学生が中
国語を使って学習支援なども行なっている。
小学校が学期末に作成する成績表「あゆみ」は、

提出物を出せないということにとどまらない。日本

1 年生では 2 段階、それ以降は 3 段階評価となって

語での勉強を教えることができない家庭への子ども

いる。外国人の保護者は一番低い評価を付けられて

のまなざしは諦め、時には恥ずかしさに繋がり信頼

いても、1･2 年生までは子どもの学習の明らかな遅

や愛着を失わせることも見られる。

れを把握しにくいのか、3･4 年生になってから、
「子

学習においては、復習機能を持つ宿題ができない
ことは学習の定着、蓄積が得られず、学校の勉強に
ついていけなくなる。結果、進学の道が閉ざされる
という問題も起きる。

どもの学習が遅れているから学習させて欲しい」と
子どもの学習の申し込みに来る保護者が多い。
これまで、学習支援事業を始めてからの８年間に
は、学習支援以外にも様々な企画を実施した。2007

KFC では、2003 年から 2 年間、夏休み期間など

年 6 〜 7 月には、情報を入手しにくい外国人の子ど

に短期間の宿題学習などを実施し、その後 2005 年

もと保護者に複雑な高校入試のシステムや日本の

より本格的に学習支援を開始した。学習支援を本格

高校について知ってもらおうと、通訳や翻訳資料を

的に開始するに際してはそのミッションを明確化

つけ、中学校教員による「高校進学ガイダンスと個

した。高校進学率が日本人の子どもに比べて著しく

別相談会」を開催している。その頃中学生だったベ

ボランティア学研究

Vol.14

29

金

宣吉、志岐 良子

トナム人青年は、当時を振り返り、
「（高校入試の情

している賀川記念館と協力して、小学生と就学前の

報とか）全部 KFC で教えてもらった。僕、まだ覚

子どもの学習支援を拡大して実施している。

えてる。（その高校進学ガイダンスの）授業を受け
て、（公立の工業高校 3 校の）高校の名前とか覚え
たんです。私立やったら、お金かかるんやったら、

1-2．学習支援が積み上げてきたもの
これまで学習支援にきた子どものルーツは、ベト

行きたくないと思ってたんです」と KFC で情報を

ナム、フィリピン、中国、ペルー、オランダ、コロ

得て、進学先を決めたことを話した。現在では教

ンビア、パキスタン、ボリビア、インドネシア、ア

育委員会主催のガイダンスも開催され、多言語での

フガニスタン、ウクライナ、ロシアなどで、約 200

情報も受けられるようになっているが、数年前まで

名を支援してきた。転居してしまった子どももいる

はそういったことが実施されていなかったこともあ

ため正確な数字とは言えないが、その中で母国へ帰

り、保護者も中学生本人も情報を得られる機会が少

国してしまった子どもは 7 名で、うち 2 名は親の強

なく、進学を諦めてしまう場合もあった。

制送還など在留資格の問題から帰国せざるを得な

その他にも、試験対策だけでなく、2007 年 12 月

かった子どもである。また中には一旦帰国後、再渡

には「推薦入試のための面接と作文の指導」を行っ

日している者もいる。活動開始 3 年目ぐらいからは、

た。渡日して 3 年たちやっと進学意欲が湧いてきた

対象者を公立小・中学校に通っている者に限ってい

ベトナム人中学生が、この指導によって推薦で高校

ることもあるが、この数字から定住し、日本社会で

に合格を果たした。その後も推薦入試を希望するも

生きていく外国にルーツをもつ子どもが圧倒的に

のがいるときには、現在も継続して支援してくれて

多いことがわかる。

いる中学校教員による面接・作文指導を個別に実施
している。

KFC に通って中学卒業まで学習を継続しようと
する子どもは一定の進学意欲があるため、やはり高

また高校入試などの情報提供とともに、ロールモ

校進学率は高くなっている（表 1）。しかし、中学

デルとなる先輩から話を聞く機会を設け、高校をど

1 年生でいじめに遭い不登校となり、中学 3 年生の

う選択したかや高校生活について語ってもらい進

年齢で KFC にきたものの、数ヶ月学習して、働き

学意欲を高めてもらう機会も設けた。

出してしまった子もいた。その子どもの家庭は再婚

加えて、年数回の交流会、中学 3 年生を対象とし

家庭で、義父との関係がうまくいかず、一人暮らし

た夏休み集中学習クラス、カナダ人大学教員などに

をすることとなったため、できるだけ早くに自活し

よる英会話・英語クラス、子どもを暴力から守るワー

たいという思いがあったと思われるが、進学に向か

クショップ、そろばん教室なども開催してきた。

わせられなかったのは非常に残念である。また高校

年に数件、就学前の子どもの学習希望も受けるこ

進学したものの中退をしてしまった子どももいる

とがあり、2011 年 1 月より毎年 1 〜 3 月に就学前の

のが現状で、高校進学しても、卒業するというハー

子どもに学習支援や日本の学校のしくみを学ぶプレ

ドルはまだ残っている。

スクールも始めている。プレスクールの参加者は毎

通常、NPO などが運営する学習教室は月２回や

回 3 名から 6 名。通ってくる子はほとんど保育園か

週１回、多いところでも週に２回開催しているとい

幼稚園には通っている。小学生以上の兄弟・姉妹が

う状況であり、KFC のように常設の教室スペース

いる子は日本語の会話も問題なくできる場合が多い

を持っており、メインのコーディネーターが常駐し

が、兄弟・姉妹がいないと日本語での会話が難しい

ているところは皆無といっていい。
KFC の学習支援は、常設の場所があり、常駐ス

ことが多い。
ただ保育所以外に習い事をさせていたり、外国人

タッフがいることで、子どもが常に相談に来られる

の保護者以外の日本語を話す大人と接する機会が多

体制がとれている。子どもは保護者が解決できない

い子どもだとやはり言葉の数が多く、他の子どもと

問題、例えば、学校の持ち物についてのお知らせや

比較しても学習にあまり支障なく取り組める場合も

配布されたプリントについてわからないことを聞

ある。

きに来ている。また家のガスが止まった、水漏れし

KFC の学習支援は、2013 年からは拠点を神戸市
東部へも広げ、長年地域に根付いて社会活動を展開
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ている、家族が倒れた、など様々な相談も日々持ち
込んでくる。

外国にルーツを持つ子どもへの「学びの保障」がもたらすもの

学習支援に来ていて既に高校卒業年齢となった

その規模より小さくても外国にルーツを持つ高校生

27 名の中では、就職は 14 名、進学は大学には 6 名、

の奨学金を設立してもらえないかと奨学金設立の必

専門学校には 2 名が進んでいる（その他大学浪人 1

要性を訴え、外郭団体常務理事の理解も得られた。

名、不明 4 名）。また高校卒業後、一旦、就職して

マイノリティの子どもにたいする奨学金活動は、

から、自分で学費を貯めて、専門学校に進学したり

同和奨学金や朝鮮奨学会をはじめ重要な教育支援

ほかにも現在働きながら専門学校への進学を目指

の活動である。しかし奨学金設立は、兵庫県の外郭

し貯金をしている者もいる。大学・専門学校へ進学

団体の内部起案までされたが結果として見送られ

している者はほとんどがなんらかの奨学金を受給

た。国際交流・国際協力事業中心の外郭団体におい

している。高校、大学への進学時には、保護者が家

て、日本で育ち学ぶ外国にルーツを持つ子どもの奨

庭の経済状況を話すかどうかにかかわらず、経済面

学支援への取り組みが位置づくことはなかった。

を気にしながら進学を検討している様子が見られ、

他の方法で給付制の奨学金制度設立ができない

外国にルーツを持つ子どもの家庭の経済状況の厳

かと KFC 理事会で議論する中で、外国人の子ども

しさが垣間見られる。

の教育に取り組む大学教員で KFC の理事でもある
野崎志帆が責任者となり、奨学金設立を目指すこと

1-3．奨学支援のとりくみ

となった。大学教員、行政職員、弁護士、地域活動

学習支援を初めて２年経った頃、学習支援に来て

に熱心な僧侶、教育関係 NPO などに実行委員就任

いた１人の中学生が経済的な理由もあり、高校進学

依頼を行い、2007 年 11 月に「定住外国人子ども奨

せずに働くという道を選んだ。このことから、経済

学金実行委員会」を立ち上げ、給付制奨学金制度設

的な支援の必要性を感じ外国にルーツを持つ高校

立に向けて始動した。2008 年から奨学金支給を開

生の奨学金を設立したいという声が KFC 内部から

始している。

あがる。

対象は、兵庫県下在住の外国にルーツを持つ高校

そこで、兵庫県の外郭団体が私費大学留学生を対

生で、1 学年 3 名採用、現在 9 名が奨学金を受けて

象とした大規模の奨学金制度を設けていたことから、

いる。経済状況以外に、将来ロールモデルとなりう

表１

KFC で中学を卒業した子どもの高校進学状況
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る人材になりえるかという点も選考時には重要な

接や交流会などの参加も義務付けている。奨学生同

選考基準となっている。

士・ボランティアの大学生との交流や、実行委員で

どのくらいの奨学金を何人に支給するかを検討

ある大学教員などからのアドバイスは、学校生活や

する中で、実行委員からの「進学意欲につながるよ

進学への意欲にもつながっており、これまで高校を

うある程度意味のある額を」との声もあり、金額は

中退してしまった者はいない。

月額 15,000 円、3 名であれば支給し続けられるであ

これまで、奨学生となったのは、ペルー、ベトナ

ろうということで、支給金額と人数が決定した。ま

ム、中国、フィリピン、メキシコ、韓国などにルー

た単なる奨学金支給というだけではなく、応援して

ツを持つ高校生たちである。卒業した 9 名のうち 1

いる人がたくさんいるというメッセージを送るの

名を除いて、大学、専門学校などに進学している。

も奨学金事業の大きな役割である。

国立大学や有名私立大学に進学した者もおり、今

奨学金を貸与ではなく、給付にすることは当初か
ら方針として決めていた。日本人でも奨学金の返還

後、様々な形で支える側に回ってくれることも期待
している。

ができない人が増えており、政府が給付制の奨学金

奨学生となった高校生たちは、年に 3 回、支援者

を設立するという話も出るようになったが、特に

の方への報告という形で、様々なテーマで作文を書

外国人の場合、家族が安定的な収入がないことも

き、近況や学習状況を把握するための面談を行なっ

多く、国籍条項をはじめとし就職におけるハンディ

ている。面談を担当した実行委員からは、進学に関

キャップもあるため、本人が返還するのも難しいこ

する情報量が少ないなどの声を聞くことが多い。

とがあるため貸与ではなく給付とした。

また就職の希望を聞くと、「自分の一番の取り柄

運営にあたっては、大きな基金があっての奨学金

である語学力を生かして通訳・翻訳の仕事にした

ではなく毎年多くの人に協力をもらい子どもへ支

い」という奨学生が多いが、自分の日本語と母語の

給する奨学金であるため、当初、資金面は不安定で

語学力でどの程度の通訳・翻訳ができるのかを把握

あった。2 年目に、篤志家から一定額の寄付が集ま

できているものは少ない。

り、現在は、今年 5 回目となるチャリティコンサー
ト実施や神戸まつりなどイベントへの財源集めの
出店、寄付で安定的な運営が出来るようになってき
ている。

以下は、ある奨学生を面談した時の実行委員の記
録である。
「大学進学についての知識、準備が進んでいな
いように見えました。大学の『理系』、
『文系』の
意味もわかっておらず、模試を受けて判定を見

1-4．奨学支援が積み上げてきたもの
定住外国人子ども奨学金のこれまでの応募者（表 2）

るという知識もないようでした。また進学に必
要な費用もわかっていないようであまりにも漠

と選考された奨学生のルーツ（表 3）は、以下の表

然としている状況です。家庭内の会話も母語のみ

のとおりである。

で、読書も母語の本で、どうしても日本語の理解、

奨学生に選ばれた者には、イベントへの参加やコ
ンサートでの登壇、年 3 回の成績表を持参しての面

語彙の習得が進んでいない状況にあり、
『具体的』
という言葉の意味もわかっておらず、進学希望者

表 2 「定住外国人子ども奨学金」への応募者数
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表３

定住外国人子ども奨学金に選考された奨学生のルーツ

ないことや、保護者からの保護・監督下にない状況
も見られた。これらも影響して学習意欲が低い子ど
もが多く見られる。
ここでは、これまで KFC の学習支援でかかわっ
た印象深い子どもたちの事例を紹介したい。
（１）渡日したくなかった子どもたち
生活費の確保や母国での就学のためなど様々な
理由で一時期離れて暮らす親子がいる。呼び寄せら
れた時には親子関係が上手くいかなくなっている
ことも多い。

の少ない学校（高校）のことも考えるときめ細や

ある中国人の中学生は、親と離れて暮らしていた

かなサポートが必要な状況だと考えます。アドバ

時のことと親と再会した時のことを以下のように

イスとして、学校の先生たちから適切な助言をも

語っている。

らうことの必要性を繰りかえし伝えました。」

「小学校の時、中国でお父さんとお母さんが離
婚してん。お父さんがアル中で大変やったから。

奨学生の中でも学校教員に相談できるものは、や

お母さんは自分が小学校の時に日本に来て、日

はりきちんとした情報を得て、目標を持って学習も

本人の今の父親と再婚してん。僕は中学校になっ

できている。しかし、早い段階から情報を入手し、

て、呼び寄せられて、日本に来たんや。

目標を持った学習をしてもらうことができているの

中国にいたときはおじいさんとおばあさんに

は僅かで、高校 3 年生頃になり慌てて進学について

預かってもらってて、その数年間、全くお母さん

考え出し、望む進学先に進学できていない者も少な

は自分のことを心配してくれへんかった。中国で

くない。

はお正月に新しい服を着るんやけど、全くお母さ

一方、うまく周りの支援者から情報や支援を得ら
れたもの中には、AO 入試などの大学入試制度をう

んは送ってもこないし、見かねた親戚のおばさん
が用意してくれてん。

まく活用し、例えば母語であるスペイン語の検定も

日本に来て数日はお母さんと中国将棋をした

受け、志望大学に進学していくものもいる。奨学支

り、一緒に過ごしたけど、すぐに仕事に行くよう

援を通じて、外国にルーツを持つ子どもは、高校と

になって、ずっと 1 人やった。そのうち帰ってき

ちがって語学や厳しい経済状況、マイノリティ性が

たら、小言ばかり言われて、お小遣いもくれない

時に大学入試のアドバンテージとなるので、重要な

し、喧嘩ばかりしてんねん」

進学・進路情報を提供することがいかに大切かも実
感している。

日本に来日してからは、同じような経験をもつ子
どもが学校にはおらず、友人もなかなかできずに、

２．KFC の子どもたち

2-1．学習支援、プレスクールの子どもたち
外国にルーツを持つ子どもたちは、様々な困難を
抱えている。

非常に寂しかったようだ。
本事例以外にも、母国では友人もいて、優しい祖
父母に可愛がられ、たくさんの親戚も周りにいると
いう環境から突然日本にくることになり、日本語が

日本人と結婚した母親から呼び寄せられたもの

わからないことでやる気をなくしてしまった子ど

の日本では数歳上の姉と２人暮らしで食事をまと

ももいる。母国では勉強ができたが、日本での生活

もにとれていないような環境で暮らす中学生や小

が長くなると国に帰っても以前のようには学習に

学生、再婚家庭で義理の日本人の兄弟・姉妹と言葉

ついていけなくなってしまっていることに気づき、

の壁などもありうまく馴染めない状況、母国で長年

半ば諦めのような心境のなか、本来の力を発揮でき

放置されたという思いから呼び寄せられても保護

ずに高校へ進学していく子もいる。

者とうまくいかないなど家庭での安心感が得られ
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（２）言葉の問題

家庭やルーツ国で過ごす時間が増え日本語に触れ

子どもたちにとって日本語習得は大きな困難で

る機会が大幅に減ることで、せっかく進捗していた

ある。しかし、課題はそれだけに留まらない。例え

日本語能力が落ち、帰国後は学校での教員の簡単な

ば子どもたちが日本語を主たるコミュニケーション

指示さえ理解できなくなってしまうこともある。

言語にしたとき、保護者は日本語ができないために、
いろんな場面で子どもが家庭や学校での通訳として

（３）アイデンティティ・名前について

の役割を果たさないといけないことがある。ある中

アイデンティティで悩んでいる子どもも多々見

国からきた中学生は、保護者の仕事の面接に立ち会

受ける。あるベトナムにルーツをもつ日本国籍の小

うことになったという話を下記のように話した。

学生が、「○○ ( 自分 ) は何人なん？」と聞いてきた

「いややわ。また父親の面接の通訳で行かなあ

ことがある。「ベトナム人だった両親を持つからベ

かん。なんで私だけ…。普通、親の面接に子ども

トナム系の日本人や。日本国籍を取ったから、ほか

が付き添わへんやろ。親が日本人やったらよかっ

の国やったらベトナム系日本人とかいうけど。日本

たのに。」

人やで」というと安心したような顔をしていた。
小学生ぐらいだと自分の家庭の外国人性と自分

役所から来た文書を前に、南米から日本に来て数

が日本社会に同化している状況を他者がどのよう

年の中学生を日本語の日常会話ができない保護者

に見ているかが気になるようである。その背景とし

が「なんでわからないの」と怒るのを見たこともあ

ては外国人が日本社会では排除されるという認識

る。仕事をしているわけでもないのに日本語をほと

が子どもにもあり、影を落としているようである。

んど学習もせず過ごしている保護者が、難しい行政

小学校の途中で帰化をしたりすると、「あいつはほ

用語がわからない子どもをどうして怒るのか、と疑

んまはベトナム人や」と中学にあがっても影で噂を

問を感じもした。

されることがあったと語った子どももいる。

保護者が日本語を理解できないことで、子どもは

「やっぱり歴史の授業になったら出てくるじゃ

誰にも相談もできず様々な場面で判断を迫られた

ないですか。結構何かしら、ベトナム戦争や（ベ

り、行政用語や医療用語などの難しい言葉の通訳を

トナムのことが）出てきたら、
（クラスメイトが）

させられたりと子どもの抱えるストレスは大きい。

ちらって見てみたり。」
（ベトナムにルーツを持つ

また保護者が日本語ができず、子どもは母語ができ

日本国籍の青年）

ないことから、寂しさを漏らす子どももいる。
「お母さんは日本語も読まれへんし、話されへ

と、日本国籍を取得していてもルーツ国と繫げら

ん。お母さんともっと深い話したいけど、私もそ

れることがアイデンティティを揺らすようであり、

こまで中国語できひんからなあ。」

「ちらって見てみたり」する行為自体が、子どもに
対してルーツへのネガティブな印象を持たせてい

また、コミュニケーションがとれないことから、
家庭では簡単な買い物さえままならないような状
況も発生している。

るような語りも聞かれた。
また名前についても、
「妹が小学校に上がったら
このままの名前だといじめられるから、日本名をつ

「こないだ、おかんに買い物を頼まれてんけど、

けようと思うけど、どんな名前がいいか」という相

ベトナム語で言うから何を買ったらいいかわか

談や、
「弟は名前を日本名に変えるけど、自分は変

らへんかってん。ほんで、必死にジェスチャーを

えたくない」というような相談を受けたこともある。

して、やっとなにを買ってきたらええんかわかっ

ある 4 年生の時に渡日したベトナム人の小学生

てん。」

は、５年生の時に、
KFC スタッフ：「○○（本人のベトナムの名前）
」

以上のように、親子の会話が「ご飯たべる？」
「う
ん」程度の家庭も多く、母語はもちろん、日本語の
語彙数も少なく、学習に支障をきたしていることも
多い。また、夏休みなどに長期帰国することにより
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Ａ :「ベトナムに行ったらベトナムの
名前を使う。日本にいるときは

人の子どもが、学校生活を送るなかで忌避してきて
いることは明らかである。

日本人になるから日本の名前を使
う。将来は日本国籍をとるんや」

（４）学校でのできごと
子どもが一番長い時間生活するのは学校である。

と話し、日本にいるときには日本人になりたい、と

学校に関して語られることでとりわけ印象深いの

いう複雑な思いを感じた。

が、いじめや教員の無理解、サポーターの嫌がらせ

KFC では、日本人性が圧倒的な力を持つ学校や
社会状況を考え単純に学校での使用名を学習支援
の場には持ち込まず、家庭で使用している名前（主

などである。子どもたちは孤立無援のなか通学して
いる。
あるフィリピン人の小学生は、

に民族名になるが）を使うようにしている。学校で

「給食の時間に、おなかが痛くなって保健室に

は日本名を使用している子どもでもルーツを大事

行ってん。給食当番の日やったから、みんなに、

にしてほしい、出自を隠さず成長してほしいという

『当番さぼったやろ。フィリピンに帰れ』って、

姿勢からである。
名前に関しては、国際結婚家庭の子どもも多いこ

言われてん。おなかが痛かったから保健室行った
だけやのに…。死にたい。」

とからどの名前がルーツを大事にする名前である
かは単純ではないが、家庭の外国人性や母語・継承

と話し、また別の日にも

語でも自由に話ができる環境のなかで「日本的でな

「今日、いじめられた。先生がいない時に、漢

い名前」を呼ぶことで、安心してマイノリティであ

字テストがあって、みんな見せ合ってたのに、○

る自分を認識して過ごして欲しいと考えている。

○（私）が見せてって言っても見せてくれなかっ

また 日本で使っているカタカナの名前が既に自

てん。」

分の名前ではないと感じている子どももいる。
「中学校で名前変えてん。外で使うだけやから

日本人同士でもある嫌がらせなのかもしれない

別にええやん。小学校の時使ってたカタカナの名

が、外国にルーツをもつ子どもたちには「フィリピ

前も別にちゃんとした本名じゃないもん」

ンに帰れ」、
「ベトナムに帰れ」、
「中国に帰れ」とい
う出生を揶揄する言葉が投げつけられている。そこ

この「ちゃんとした本名じゃない」という子ども
の表現には、外国人の名前は、カタカナで表記する
という日本の慣習と外国人の子どもの本名が持つ
ギャップを表している。ベトナムで生まれた子ども

に日本の学校での外国にルーツを持つ子どもの人
権の取り組みの薄さを感じずにはいられない。
また学校教員との関係でも様々な問題が起こっ
ている。

にとっては、漢字、ひらがなの「氏（うじ）」、「名

「（日本に来てから）クラスメイトの『あほ』と

前（なまえ）」で構成される日本的名前が標準のな

かけなしている言葉は早くに分かるようになっ

かにミドルネームがありアルファベット表記され

た。いやなことを言われていることがわかったか

る自分たちの名前を、正確な発音表記も難しいカタ

ら、言い返したかったけど、日本語ができないか

カナで単に対応させても既に名前が変わっている

ら、手を出した。そしたら、担任の先生が『謝り

という感覚があるようだ。

なさい』と理由も説明できない自分をクラスメー

名前を尊重するということは、異なる文化への深

トみんなの前で謝らせた」（ベトナム人青年）

い理解であるということを子どもの言葉が示唆し
ている。

という語りが聞かれた。学校ではこのような対応が

神戸市におけるベトナム国籍の子どもの学校で

取られており、理由も聞かれずに一方的に謝らされ

の本名使用率は、1998 年に 91.7% だったものが、

るという形でただその場を収めるだけの対応が取

2012 年には 45.5％と大幅に下がってきている。こ

られている。

のことからも、カタカナのベトナムの名前を使用し

その他にも、兵庫県では、子ども多文化共生サ

て、日本人でないことが認識される状況をベトナム

ポーター制度という日本に来たばかりの子どもに
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は母語ができるサポーターが週 1 ～ 3 日派遣される

れるのが良かったです」（中学校時代に学習にき

制度があるが、そのサポーターとのやりとりで問題

ていたベトナム人青年）

が起こり、嫌がらせを受けたと保護者から訴えが
中学入学当初、保護者に連れられて数ヶ月母国ベ

あったこともある。
「スペイン人と結婚した日本人がサポーターと

トナムへ一時帰国し、その間学校での授業が受けら

して来た。子どもがペルーの歴史（昔、スペイン

れず、中学２年生になってもアルファベットを理

に金をたくさん盗られた）の話をしたら、サポー

解できていなかったが、個別学習で自分に合わせ

ターからの嫌がらせが始まった。小学校の入学式

てローマ字から教えてもらえたことがよかったと

に正装でいくということを教えてもらえなかっ

語っている。

たし、子どもも嫌がらせを受けた」（ペルー人の

「勉強する時間を設けることができた。ここ
に来ることで。家におったらしなかっただろう

保護者）

と・・」（中学校時代に学習にきていたベトナム
このように単に母語（スペイン語）ができるから

人青年のインタビューより）

というだけでサポーターとして派遣することで、ト

Ａ ：「塾って先に予習じゃないです

ラブルになっている。教育委員会が宗主国と植民地

か。今、ここがわからへんのに

といった状況を把握し、母語ができる事以外の要素

予習して

も加味して、派遣を検討する必要があるのではない

いですか。ここに来たら、『今日

だろうか。

はここが授業でわからへんかっ

もわからないじゃな

た』って言ったら、おさらいが

また、サポーターによっては「私は通訳ですから、
日本語は教えません」という者もいる。サポーター

できるので、それがすごくよかっ

の地位の向上とともに、サポーターの役割の明確化

たですね。」

や子どもへの接し方など研修し改善させる必要が

KFC スタッフ：「勉強はそれなりに効果があった
と」

あると考える。
サポーターの中には、サポーターの限界をしっか

Ａ ：「 そ う で す ね。 高 校 に も 入 れ た

り把握し、子ども自身が自分で学習できる力をつけ

ので。」（中学校時代に学習にき

る、自分で学習する方法を教えるといったように、

ていたベトナム人青年のインタ

指導している人もいる。一方で単なる時給の高いア

ビューより）

ルバイトになっている人もいる。
学校によってはサポーターが、保護者へのお知ら

「めっちゃ教えてくれて、結構多分、成績も上

せの翻訳に追われ、子どもと接する時間が非常に限

がったと思う。」
（中学校時代に学習にきていたペ

られてしまっていたりとほかの課題も多い。

ルー人青年のインタビューより）

３．「学びの保障」のもたらすもの
～子どもたちの声から～

学習に関しては、個別のニーズに応えてくれたの
が良かったという声が多数聞かれた。また日本語を

3-1．子どもと家庭にとって

学習しているもの、宿題を学習しているもの、学年

子どもと家庭にとって、学習支援がなにをもたら

を落とした教科学習をしているもの等、学習内容が

したのか、青年となった彼（女）たちや学校教員の

それぞれであることから、自分の学習内容を恥ず

語りから明らかにしたい。

かしいと思わず学習できる環境でもあることがわ

「僕が（KFC に）来ていた時はですけど、本当

かった。

に周りが日本語がしゃべれへん子ばかりで。（中

KFC スタッフ：「何か私たちが（KFC に来ている

略）それでちょっと入りやすかったです。『ロー

子どもたちに）できることあん

マ字がわかんないですけど』、みたいなん言った

のかなあ」

ところで、日本語しゃべれとるから。（中略）全
然ましやと思って。個別指導で自分に合わせてく
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KFC スタッフ：「あるの」

でしゃべっとって、『ああ、わか

Ａ：「あります、あります。私は（こ

る、わかる、それ、わかる』み

こに）来たら、S さんとかに話

たいな感じ。『ある、ある』みた

聞いてもらってたじゃないです

いな。」

か。」

KFC スタッフ：
「ベトナム人の親やったら、それ、

KFC スタッフ：「うん、うん。」

あるというのは、何か具体的に

Ａ ：「（ 家 に ） 帰 る と、 普 通 に 喋 る、
伝えるだけしんどくなるんです

ある。
		 親に言ったってわからへん。日

よ、親に。だから普通に日本語

本 人 の 親 や っ た ら わ か る け ど、

で喋るだけで、通じ合うのが楽

ベトナム人の親、こんなんわか

なんですよ。だからそれだけで

らへんねんとかみたいな話。」

も全然違うんですよって私は思

Ａ ：「ある、うん。もう多分半分くら

い ま す け ど。」（ 中 学 校 時 代 に

い親の話やで。」

学習にきていた青年のインタ

KFC スタッフ：「何か 1 つか 2 つ、思い出せるよ

ビューより）

うなことあるか。」
Ａ ：｢ 何かな、うち、うちはあったっ

またある小学校教員は以下のように話した。

けな。何かベトナム人の親のキ

「B 君が、この間『先生見てみて』とうれしそ

レるポイントがわからんという

うに連絡帳を持ってきたんですよ。これまでお

のと。」

母さんが連絡帳になにか書く事がなかったから、

KFC スタッフ：「ああ、親のキレるポイントが、

KFC の先生にサインとか連絡を書いてもらった

ベトナムなん。」

のが嬉しかったみたいです」

		「それがみんな、『そうそう』っ
て感じなん。」

というように、家庭ではコミュニケーションの問題

Ａ ：｢ うん。『わからん、わからん』

から十分に話せないことを、KFC の学習支援教室

みたいな感じ。」（中学校時代に

では聞き、時にはアドバイスしたり、サポートした

学習にきていたベトナム人青年

りということがある。学校で楽しかったことであっ

のインタビューより）

たり、今運動会の練習でこんなことしている、とい
うようなたわいもないことから学校での嫌がらせ、

以上のように、ベトナム人の保護者を持つ子ども

保護者への不満など様々な話におよぶ。日本の学校

特有の話ができて楽しかったと学校では話せない

教育を受けていない保護者には、いちいち説明が必

家庭での（文化の）話ができたと思い出を語る者も

要であったり、その説明が言葉の問題でできなかっ

いる。

たりということを KFC の学習教室では受け止め、

KFC スタッフ：「自分の周りにとっての、同じ世

家庭の役割を補うような役割も果たしてきたと言

代とかのベトナム人との輪みた

える。

いなんはあるんかな。」

また「ここへ来ると調子に乗っていた」「ありの

Ａ ：｢ 輪はないですね、正直言うと。

ままの自分が出せ」という声も聞くことがあり、日

私の学年も、学校とかにも（ベト

本人の子どもばかりの場から解放される場の提供

ナム人が）いなかったんで、他校

ともなっている。

には探したらいてるけど、私の行

KFC スタッフ：「 じ ゃ あ、KFC に 同 じ 環 境 と か

く学校、行く学校にはいなかった

同じ背景の人がおるのが良かっ

りしてたんで、本当になかなか、

たってこと」。

KFC でできた友達が自分の中の

Ａ ：「うん。何か、『こうこうこうい
うことあってな』みたいな感じ

輪みたいな。それも、今も結構長
いこと続いてるんで。
」
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KFC スタッフ：誰と仲よくやってたの。

支援者は、子どもと接するだけで元気になるから

Ａ ：「M と仲よくしてますし、I ちゃ

継続できているという人や、自身の子ども時代の経

んとか。夏になると、去年も行っ

験から経済的・言語的ハンデを緩和してあげたいと

てたじゃないですか、花火、こ

いう人、海外生活で自分も助けてもらったから恩返

れからするみたいな。結構、年

ししたいという人、これまでの教師経験を少しでも

に１度か 2 度ぐらいはみんなで

役立てたいという人たちである。子どもに「わかっ

集まって、公園で花火して、最

た」という瞬間が提供できたり、成績が良くなるこ

近どないとか話したりはしてま

とが最も大きな喜びだが、子どもからベトナムのこ

すね。」

とや中国など母国のことを聞かせてもらうことも、

KFC スタッフ：
「ベトナム人というよりは KFC
（の輪）でやってる。」
Ａ：
「そうですね、いろんなもう、はい。
」

支援者の楽しみの一つになっている。このように
「やりがい」や「いきがい」、留学を考えている一部
の学生の「自分磨き」にもなっている。学生の中に

KFC スタッフ：「同じように外国の血を引いてる

は、教員、保育士を目指すものもおり、社会人に

人たちの輪が、それは続いてるっ

なった時に外国にルーツを持つものへのまなざし

て感じ。」

を持ってもらうことも期待している。

Ａ ：「そうですね。」（中学校時代に学

また、支援者は、子どもの学習を支援するだけで

習にきていたベトナム人青年の

なく、活動資金の寄付や子どもが楽しみにしている

インタビューより）

休憩時間のお菓子の差入などの協力もしてくれる。
あどけない外国にルーツを持つ子どもを支えたい

Ａ：「中学は余りしゃべれなかったで

という思いが原点であると思われるが、支援を通し

す。こっち（KFC）に来て、ちょっ

て子どもの置かれている厳しい状況の理解が進む

とずつしゃべれるようになって、

と多くの人が子どもへの理解を深め、子どもの努力

高校でしゃべりました。」

を背景も加味して認め、自らの友人などへ支援の輪

KFC スタッフ：
「しゃべる訓練したのは KFC やっ
た。」

を広げてくれる。
外国人犯罪などネガティブなイメージが蔓延し

Ａ ：「多分、それです。多分、意図的

ている現在、外国にルーツを持つ子どもの可能性を

にじゃなくって、本能的に。」（中

広げる支援は、「日本人」にとっても貴重な支援と

学校時代に学習にきていたベト

なっている。

ナム人青年のインタビューより）

ホスト社会にとっては、どうだろうか。学校で
こぼれおちてしまっている子どもが、KFC にやっ

このように KFC を卒業したあとも続く友人関係

てきがちである。学校教員も問題を抱えた子ども

が築けた子どもたちもいる。そして、KFC が支援

を KFC に連れてくる。学校で手に負えなくなった

者やスタッフと気軽に話すことができる場である

子どもたちを引き受けている KFC を、ある研究者

ことから、高校での友人づくりにも役立っている子

は学校の「下請け」と表現した。社会の問題解消

もいることがわかった。

に向け自主的に取り組むはずの NGO が、「下請け」
と評され、いささか憤慨するところもあるが、学校

3-2．支援者とホスト社会にとって
これまで KFC の学習支援は、大学生、留学生、
リタイアしたシニア層、主婦などたくさんの支援者
（ボランティア）に支えられてきた。大学生・留学
生は、外国語大学の学生や国際系の学生だけでな

から排除され、こぼれおちていく子どもを少しでも
包摂しないことには、将来社会のお荷物となってし
まう可能性が高いことを考えると無給の「下請け」
を続けるしかない。
前述したように、外国にルーツを持つ子どもは、

く、大学の教員や大学のボランティアセンターなど

置かれている状況が十分に理解されていないため

から情報を得て様々な学部の学生が学習支援に参

に能力にあった学力の保障を受けられていない。そ

加してくれている。

の上、本名（民族名）を名乗れる取り組みも少なく、
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出自を明らかにしづらくなっている学校の中で、理

学校、保護者との連携にも課題がある。第一に、

不尽な状況を理解し変える力を奪われている。その

神戸市教育委員会が３年前より開催している学校

ことは、決してホスト社会にとって望ましいことに

と NPO などの地域の学習教室の交流会により、小・

ならない。

中学生が地域の NPO などの学習教室で学習して

外国にルーツを持つ子どもが、学習し、解放され

いる実態は学校でも把握されるようになってきた。

る場所が育む子どもの成長は、結果として地域を支

また、この交流会が開催される前も KFC に来てい

える大人が生まれることに繋がる。

る子どもが通う学校の訪問は何度か実施もし、学校

外国人の「外国」に目が向くかぎり、外国にルー

に認知してもらえるように努めてきた。しかし、数

ツを持つ子どもの日本での「学びの保障」を多くの

人の熱心な先生は学習している様子を見に来るこ

人が理解することは難しいかもしれないが、目の前

ともあるが、学校現場との連携はなかなか取れてい

にいる外国にルーツを持つ子どもの声に耳を傾け

ない。

る姿勢を持てば、「宿題を教えてほしい」、「学校の

第二に、保護者との連携も難しい。学校のように

勉強を教えて欲しい」という子どもの声が意味する

個別懇談会を実施したり、高校進学のための情報提

日本社会の課題を理解することは難しくない。

供の場を開催したり、保護者向けに子どもを暴力か

日本人のほとんどの子どもが高校進学、卒業に

ら守るためのプログラムを実施するものの、どうし

よって学力を育み、その中で人間関係をひろめ自信

てもその場限りになってしまう。保護者に「これこ

を持ち、夢や希望も持つ中で、ホスト社会を支える

れこういう宿題がでるから、学習したかどうかの確

一員となっていく外国にルーツを持つ子どもの進

認だけでもしてください」と頼んでみても、日本

学・就学のハンディを補う社会資源はどこが担うに

語の理解が十分でない保護者からは「わからないか

しろ必要である。

ら、おまかせします」と言われてしまうことも多い。

現状では、学校や家庭だけでは果たせない環境を

保護者の日本語力、教育への関心が高い場合には、

整えるための一つの機能として、KFC が作りだし

やはり子どもたちの学力や進学意欲が高くなるこ

てきた「学びの保障」の場が不可欠となっている。

とが多いため、保護者に「おまかせ」ではない関
わりをする必要性を理解してもらわなければなら

3-3．「学びの保障」をとりまく課題

ない。保護者が小学校低学年ぐらいまでは宿題の

兵庫県には、大阪府や奈良県にある外国人の高校

サポートを行っていたり、保護者自身が学習をサ

特別入学枠といったものが存在しない。そのため、

ポートできないときには様々な学習の場を探し利用

中学校での成績が振るわない子ども（この地域では

して、子どもを学習させている保護者もいる。
「そ

下位 40％程度）は、学費の高い私立や定時制、単

の頃はすごく忙しくてしんどかったけど、そのおか

位制といった高校を選ばざるを得ない状況がある。

げで日本語もできるようになったので、今は親には

家庭的にも経済的に厳しい環境にある外国にルー

感謝している」をいう子どもの声もあり、保護者の

ツを持つ子どもが、経済的負担が大きい私立高校や

教育への関わりをいかに増やしていくかも大きな課

中途退学率の高い定時制、単位制を選択せざるをえ

題である。そのためにも保護者に早い段階で日本の

ない状況は、結果として在日外国人の困窮の固定

教育システムや外国の子どもたちのハンディキャッ

化、貧困の再生産に繋がっている。

プ、ライフチャンスを増やすための高校進学の必要

このような厳しい状況を克服し、なんとか高校進

性を理解してもらえる場の設定が必要である。

学をしても問題はある。KFC の活動目的が（希望
する）高校に進学することとなっているため、支援

3-4．「学びの保障」のもたらすもの

が中学生までに限られてしまっているが、高校へ

以上のように、KFC の進学支援は、子どもを中

入っても日本語の問題などから、学習についていく

心として、保護者や支援者などへ様々な「学びの保

のが難しく、留年・中退する子どももいる。この状

障」を行ってきた。進学支援の結果、高校に進学し

況を改善したいと思うが、中学生の支援者が不足し

卒業できた外国にルーツを持つ子どもは、正社員で

ている現状から考えても、高校生の学習支援に踏み

働く機会を得ている。また転職しても正社員で働く

出すことは難しい。

ことができている場合が多い。
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一方、高校へ進学できなかったまた進学しても卒

えられない「学びの保障」を提供し、子どもが生き

業できなかった子どもは、アルバイトなど不安定な

生きと生活を送れる可能性が高まることを支援を

雇用形態の中で働き、希望する職種への転職がまま

受けた青年たちは教えてくれた。

ならないこと状況が見られる。ある高校を中退して

子どもたちが成長して、日本社会を支える一員と

しまったベトナム人青年は、「これ（靴の製造の仕

なっているたくましい姿をみると、支援する側も力

事）しかできないですやん」と話した。日本で中学・

を与えてもらえている。進学支援がもたらすもの

高校を卒業し、母国中国企業で就職できた中国人青

は、決して一方向的ではなく、弱い環境で育つ子ど

年がいる一方、同じようにできれば中国企業で働き

もに冷たい「世間」に異議を持つ人たちを実は支え

たいと考えても高校を中退してしまい、「高校卒業

てくれている。

していないから僕は（中国でも）雇ってもらえない。

外国にルーツを持つ子どもが自立・自律し成長し

不安定でも日本で働くほうが収入になるから、日本

た後のホスト社会に与える社会的効果、経済的効果

で働く」という青年もいる。

を示しながら、進学支援活動が生みだす「学びの保

このように、将来どこの国で生きていくとして

障」の大切さ、必要性を今後も広げていきたい。

も、ライフチャンスを広げるためには高校進学・卒
業が必要となっている。最低限、高校卒業すること

４．おわりに

で、その後、希望する職種への転職や就職後に専門

本稿は、外国にルーツを持つ子どもの進学支援

学校などへ進学することも可能になっている。岐路

から見えてきた「学びの保障」の大切さを伝える

となる高校への入り口と出口の門を通ることがい

機会を作ってくれたことがきっかけで書かれたも

かに大切かを、青年になった外国にルーツを持つ子

のである。外国にルーツを持つ子どもが発する「ど

どもたちがわかっても、学びなおしが難しい日本で

うせ頑張ったって …」という言葉に集約される焦

はチャンスは少ない。

燥、諦め、絶望、それを持たせる世間の冷たさに抗っ

そのためにも学校現場ではできない、NGO だか
らできる個別学習の強みを活かし、それぞれの子ど

て活動する人の思いの一部でも文字にできていた
ならと考える。

もにとって必要な学習を見極め、かつその学習が子

KFC の進学支援は、多くの「国際化」が好きな

どもにとって楽しい場づくりがいる。現状は、特

人が求める「外国人らしさ」に応えない活動である。

別入学枠などのアドバンテージがない限り外国に

国際交流、国際協力中心のいままでの路線とも主

ルーツを持つ子ども自身の努力では高校の門は高

流となりつつある言語・文化中心の「多文化共生」

い。それでも進学をあきらめずに学習できる環境づ

路線とも違う外国にルーツを持つ子どもの「進学」

くりは、子どもにも支える大人にも高校進学という

を支える活動はこれからも地味で光があたりにく

メルクマールを超えた「学び」を提供してきた。

いかもしれない。しかし、自分探しもアイデンティ

前述した靴製造に従事しているベトナム人青年

ティづくりも大人が大人として子どもの将来を考

は、学習支援の場で出会った子どもが自分をサポー

え「学びの場」を作れてこそではないだろうか。そ

トしてくれたこと、自分が後から来たベトナム人

のためのメルクマールとしての進学にこだわる姿

の子どもをサポートしたことを語っている。外国に

勢をこれからも KFC として持ち続けたい。そのた

ルーツを持つ子どもが出会い、相互扶助できる場に

めには、その意義をもう少し丁寧に深く掘り下げる

も KFC の学習支援はなった。日本人ではない自分

ことが必要である。多くの人が理解、共感できるよ

と同じ子どもが隣にいることの解放感、学校や子ど

うにしていくことが持続には必要であり、教育事業

もとコミュニケーションが取れない家庭の溝を埋

は続けていくしかない。

める補完的役割、情報が不足しがちな子どもへの身

本稿を KFC の進学支援を担当してきた筆者の一

近な相談所としての機能等、進学を支援する中でも

人である志岐良子の思いを伝え終えさせてもらい

たらしてきたことも子どもの語り等から見えた。進

たい。

学支援を支えるリソースが少ない現在、支援者や活

学習支援・奨学支援を受けていた彼（女）ら外国

動資金の確保など困難も抱えているが、地域にこの

にルーツを持つ子どもが今、高校を卒業して、大学

ような施設があることで、学校や保護者だけでは与

進学や就職をし、イベントや学習支援活動を手伝う
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など、支える側にも徐々に回ってくれている。外

謝をしたい。

国にルーツを持つ小・中学生たちにとっては、ロー

また本稿の前提となる KFC の外国にルーツを持

ルモデルとなる先輩たちと出会い、進学意欲を高

つ子ども支援は、「日本人」であることが前提とな

め、母語で安心して話ができる時間を持てる機会と

る社会で「生きづらさ」を抱える子どもへの就学・

なっている。

進学、奨学支援の必要を考え、実践してきたたくさ

これまで活動を継続してきた筆者としては単純

んのボランティアによって支えられている。日々の

に関わりを持ってもらえることだけでも嬉しいこ

外国にルーツを持つ子どもの成長を支えてくれて

とだが、それだけでなく批判の対象となりがちな外

いる KFC のボランティアにあらためて感謝したい。

国人支援におけるパターナリズムから明確に脱却

最後に書くことが苦手な NGO のスタッフにこの

し、当事者性を強め、今後はより主体をはっきりさ

拙稿を出す力を与えてくれたのは、厳しい環境のな

せた形へ活動を少しずつ変容させてもいきたいと

かでもかかわる大人たちに笑顔やひたむきな姿勢

考えている。

で楽しみや喜びを与えてくれた KFC の学習支援に

日本人である私が外国にルーツ子どもと関わる

来ている外国にルーツを持つ子どもたちであった。

ことには一定の限界がある。これまでそれを埋めて

日々、問題もたくさん起こすが成長した姿で希望を

きたのが、KFC の理事長であり、もう一人の筆者

あたえてくれている KFC の外国にルーツを持つ子

でもある金宣吉である。外国人として、日本で教育

どもたちに心から感謝したい。

を受け、社会人としての経験も持ち、そして現在は
当事者として、外国人支援をしている。これまで、
学校や社会での、疎外感やいらだち、一部の支援者
として関わる人たちのいい加減さ、そして当事者自

【注】
１）例えば、乾（2008）、鍛治（2007）、大曲ら（2010）、
髙谷ら（2013）が詳しい。

身のだらしなさなど、様々な思いを感じて活動して
きている。
当事者として日本社会で生き、日本社会にだけで
はなく、当事者にも厳しい。一方、当事者ではない

【引用文献】
乾美紀. 2008. 高校進学と入試 . 志水宏吉編 . 高校を生きる
ニューカマー . 明石書店 .

ことから当事者へ厳しい目を持てないことも多い

大曲由起子・高谷幸・鍛治致・稲葉奈々子・樋口直人.

筆者は、運営方針などで対立することもしばしば

2010. 在学率と通学率から見る在日外国人青少年の教

あった。どんなに日本に来てまだ日が浅くても、ど

育 ―2000 年国勢調査データの分析から . 大阪経済法

んなに日本語が不自由でも、いったん社会に出たら

科大学アジア太平洋研究センター 8: 31-38.

そのような事情は考慮されないのが「普通」である。

鍛治致. 2007. 中国出身生徒の進路規定要因 ― 大阪の中国

「できないものはできない」と切り捨てられるのが

帰国生徒を中心に . 教育社会学研究第 80: 331-349.

社会の常であるというように（志水 2008:21）、KFC

志水宏吉. 2008. ニューカマーと日本の学校 . 志水宏吉

の活動が、社会で自立・自活できることを目的にし

編 . 高校を生きるニューカマー . 明石書店 .

ている限り、子どもが社会に出ていくことを想定し

髙谷幸・大曲由起子・樋口直人・鍛治致. 2013, 2005 年国

た活動でなければならない。子どもの将来の自立・

勢調査にみる外国人の教育 ― 外国人青少年の家庭背

自活を暗に妨げてしまっているかもしれない筆者

景・進学・結婚 ―. 岡山大学大学院社会文化科学研

自身の甘さを自覚し、戒めながら、これからも活動

究科紀要 35: 59-76.

を継続していきたい。
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Factors Related to Ensuring the Education of Foreign Children:
The Practice of Educational Support at Kobe Foreigners Friendship Center
Songil Kim and Yoshiko Shiki
(Kobe Foreigners Friendship Center)
Since Japan ratified the Convention on the Status of Refugees in the 1980s and 1990s, the number of refugees from
Indo-China has increased rapidly. Furthermore, as the Immigration Control Law was reformed and the qualifications
for status of residence for Japanese descendants were changed, the number of remaining Japanese descendants in China
who repatriated to Japan also increased. In addition, the number of mixed marriages between Japanese and foreigners
increased rapidly.Under these circumstances, there has also been a rapid increase in the children in Japan who have
foreign roots.An economically advanced society such as Japan ought to be aware of the importance of foreign children’s
education; however, an accurate understanding of the ratio of those who go on to higher education has not yet been
sufficiently achieved. The rate of children with foreign roots who go on to higher education is conjectured to be about
50% to 70% of that of Japanese children. This is due to domestic economic conditions, learning environments, and
educational problems that affect migrant families. First, in order to properly consider educational support for the children
with foreign roots, it is essential to grasp what kinds of difficulties are hindering their progress. In this article, we consider
the learning support practice of an NPO in Nagata-ward, Kobe-city. This area was chosen for the investigation as it has
had a high population of foreign migrants for many years. Regarding learning support, it is also necessary to consider
how the mother-culture is passed down to the children in foreign migrant families, and the selection of ethnic names. In
addition, we need to consider Japan as the host society where these children grow up, and in particular what changes it
needs to achieve regarding how it accepts and deals with them.
Keywords : children in Japan who have foreign roots, educational support, learning support
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外国人高校生を応援する仕組みづくりへの挑戦

外国人高校生を応援する仕組みづくりへの挑戦
－ NPO 法人 Mixed Roots x ユース x ネット★ こんぺいとうの実践報告－
マルセロ 1)2)、オチャンテ

渡辺

オチャンテ

村井

村井

メルセデス 1)、

ロサ

カルロス 1)3)、小島

祥美 1)4)

1)

NPO 法人 Mixed Roots x ユース x ネット★ こんぺいとう
2)

マルセロ行政書士事務所
3)

環太平洋大学

4)

愛知淑徳大学

【要旨】
本論は、外国にルーツをもつ若者が設立した NPO の活動実践から後輩を応援することの意義を考察しなが
ら、同じ境遇で育った先輩が後輩を応援する仕組みづくりのあり方を提案する。
本論で取り上げる NPO 法人 Mixed Roots× ユース × ネット★こんぺいとうは、東海地域で育った若者が中
心となって設立した団体である。東海地域は 1990 年以降に外国人住民が急増し、特に親や家族と共に来日し
た子どもが最も多い地域で、公立学校における日本語指導が必要な児童生徒数は全国でも上位を占める。同
NPO の活動メンバーある筆者たちは、来日した当時は日本語がわからずに学校生活や進路進学で苦労も多かっ
たものの、学校の先生や友人、家族、そして出会った多くの方々の支援により、多くの難を乗り越えること
ができた。現在は一人の社会人として自立し、日本で生活を営む若者たちである。
こうした筆者たちが挑戦した活動から得た学びは、「ルーツに自信がもつことの重要性」であった。未だ外
国人が置かれた教育環境が改善されず進学や進路で悩む外国人高校生が多い現状において、後輩との対話の
場や難を乗り越える数々のヒントを先輩として提供していきたい。
【キーワード】外国人高校生、外国人青年、ルーツ、移民

１．前史－ NPO 法人 Mixed Roots x ユース
x ネット★ こんぺいとう結成まで

2012 年 5 月 5 日のこどもの日、外国にルーツを

もつ東海 3 県（岐阜、三重、愛知）で育ったユース

のように日本社会にしっかり根付いた、地域に貢献
できる人材でありたいという願いを込めて、信長と
ゆかりある岐阜に拠点をおいたご縁から、団体名を
「こんぺいとう」と名づけた。

世代の若者（20‐30 才代）が中心となり、「Mixed

団体の立ち上げは、外国にルーツをもつマルセロ

Roots× ユース × ネット★こんぺいとう」( 以下、｢ こ

と外国人の子どもの教育支援に永年携わってきた

んぺいとう」と記す ) を設立した。それは、今暮ら

小島の、2012 年 2 月に行った沖縄視察からはじまっ

す地域において、支援される側でなく「志援者」と

た。海外移民者が多い沖縄県では、世界に暮らす沖

して地域社会の活性化や住みよいまちづくりに寄与

縄にルーツをもつ若者（ウチナーンチュ）が繋がっ

する活動を実現したい、という若者たちの想いから

て世界若者ウチナーンチュ連合会を 2011 年 10 月に

はじまった。活動の目標は、外国にルーツをもつ子

結成し、アイデンティティの継承や文化継承などの

どもたちが活躍できる社会づくりである。

活動を行っている。東海 3 県には外国にルーツを

日本のお菓子と根付いた金平糖は、織田信長にポ

もつ若者が多いなかで、ウチナーンチュのように外

ルトガル宣教師から献上された菓子「コンフェイト

国にルーツをもつ若者が繋がる方法はないのだろ

（ポルトガル語の confeito）」が起源である。金平糖

うか、その模索がはじまった。そこで、マルセロと
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小島が知る外国にルーツをもつユース世代に呼び

現在は「日系ペルー人」と自己を紹介しながらも、

かけたところ、偶然にもそのメンバーの「5 月 5 日」

その「日系」について意識しなくなっていた。

が空いていた。この偶然の出会いが、若者たちの挑
戦のスタート日となったのである。

合宿の 1 日目では、お互いのルーツについて話し
合った。これらの話し合いを通して、私たちは来日

本論では、こんぺいとうが誕生した 2012 年 5 月

後に出身国と異なった学校文化や日常生活に慣れ

から 2013 年 8 月までに（本論執筆時）行った活動

るのに必死であったため、自分たちのルーツについ

から、外国にルーツをもつ後輩を応援することの意

てあまり考える機会がなかったことに改めて気づ

義を考察していく。特に、当事者として問題意識を

いた。この合宿の参加者は全員が日本で大学を卒業

持って取り組んだ活動の意義の問い直しから、同じ

した社会人である。そして、日本に暮らすブラジル

境遇で育った先輩が後輩を応援する仕組みづくり

人やペルー人の多くが従事する単純労働でない場

のあり方を提案していきたい。

所で勤めている、周囲からは「成功者」と言われる
外国人青年である。こうした私たちだからこそ、歴

２．ルーツを知ること

史と向き合うことに意義があることを感じた。

こんぺいとうが誕生して、すぐに合宿を計画し

2 日目では、南米へ移民した日本人のゆかりある

た。今後の活動の方向性を考えると共に、同じよう

地のフィールドワークを行った。まず、移民船が

な移民の体験してきた青年とこれまでの歩み、辛い

出港した神戸港へ向かった。そこにある移民船乗

経験や成功した場面などを共有しながら、ルーツに

船記念碑「希望の船出の銅像」を見ながら、祖先た

ついて考え、振り返る場づくりをつくりたかったか

ちが知らない国へと旅立ったときを想像した。先祖

らである。

らが見たものと同じ太平洋を前にすることで、ゆっ

本節では、ルーツを考えることを目的に行った合

くりと祖先たちの思い、不安と希望について振り

宿を紹介しながら、外国人青年にとってルーツを巡

かえることができた。次いで、ブラジル移民をテー

ることの意義を考えていきたい。

マにした第 1 回芥川賞受賞長編小説「蒼氓」にも登
場する「赤土の坂道」を歩きながら、日本初の移住

2-1．ルーツを考える合宿とは

者のための大規模な施設「神戸移住センター」へ向

2012 年 6 月、ブラジル移民発祥の地である神戸

かった。現在は、神戸市立海外移住と文化の交流セ

にて、ルーツを考える合宿を 1 泊 2 日で実施した。

ンターとして、当時の姿を残した建物のなかで海外

参加者のなかには日系ブラジル人やペルー人、そ

移民を学ぶことができる。移住ミュージアムで様々

して日本人の青年もいた。日系ブラジル人やペルー

な資料をみることで、南米へと移民した私たちの

人といえども、乳幼児で来日した者もいれば、小学

祖先が体験したことを身近に感じることができた。

校高学年や中学校の年齢で来日した者もおり、来日

見知らぬ国への不安を胸にしての船での長旅、訪れ

当時の経験は異なる。筆者の一人であるロサは、日

る国の情報の無さ、大好きな家族との離れ離れの生

系ペルー人 4 世で、日本の中学校年齢時に来日した。

活、自分の国に戻って来られるかどうかも分からな

自分たちのルーツについて考えるため、各参加者は

いまま出発した祖先たちの思いを感じた。合宿を通

合宿前に家系図づくりが課せられていた。日本で生

して同じ年代の皆と共感し、私たちの体験と先祖が

活する日系南米出身の子どもは、「外国にルーツを

生きてきた過去とも照らし合わせることもできた。

持つ子ども」という枠にあてはめられているため、
多くの場合、自分たちの「ルーツ」というと頭に浮

2-2．ルーツを巡ることの意義

かぶのは「生まれた国」である。筆者（ロサ）もそ

前述のとおり、日本に在住していると遠く離れた

の一人で、母親からのルーツは日本であると聞い

母国の文化やアイデンティティを考えることが多

て育ったが、生まれた国・ペルーがルーツと思い

いが、日本を離れて南米へと移民した祖先たちの思

描くのが通常である。特に来日してからは、ペルー

いや体験、また日本に残った親戚と、多くの場合関

に対しての誇りが強くなったように感じる。このよ

わることなく日本で生活をしている。また、姓や顔

うな状況であるために、今まで日本での自分のルー

立ちが「日本的」であっても、多くの場合「外国人」

ツに思いを巡らす経験はすることなく、来日前より

として見なされることが多いため、離れた母国のア
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イデンティティを強く意識することが多い。

思議な時間となりました。私たち日系人や日本と

日系人であっても、父や母の両方に日本のルーツ

外国にルーツがある人たちと一緒に多くのこと

がある者もいれば、筆者（ロサ）のように母方だけ

を語って、一人ひとりの思いを聞いて、みんなそ

が日系人で、父方が現地のルーツを持つ者もいる。

れぞれの歴史があって、外国人だからではなく、

また、人によって母国にいた頃から日本との繋がり

人間って興味深いなと思いました。

や親密さは異なるため、それによってルーツに対す

今回の活動を通して、自分の祖先の歴史につい

る考え方が変わるかもしれない。筆者は、親が出稼

てたどり着きたいと思います。お祖父ちゃんやお

ぎとして来日するまでは、ペルーでは日本の文化に

祖母ちゃんたちのブラジルでの暮らしや父と母

触れることがあまりなく、日系人としての意識も強

が覚えている限りのことを小さい頃聞かされま

くなかった。来日してから、日本語と日本の文化に

した。しかし、ブラジルへ渡る前の話や日本に残

触れ、日本に留まった曾祖父の親戚と出会える機会

された親戚については、詳しく知りません。それ

に恵まれ、家族と共に曾祖父の実家を訪れることが

ぞれの出身地は知っているので、両親とともに

できた。そこで、自分と日本との繋がりを感じ、曾

探っていきたいと思います。

祖父の実家のお墓の前で、日本人の祖先がいること
を実感し、一人ペルーへと渡った曾祖父の思いを振
りかえり、身近に感じることができた。

今回の合宿に参加者した日系ブラジル人の感想
でも「私たちの先祖がブラジルへ行ったように、私

こうした体験から学んだことは、ルーツを巡る

たちは今日本に来ていて働いたり学校へ通ったり

ことは祖先の思いや私たちの過去に目を向けるこ

しています。中にはもうすでに日本社会に貢献して

とができることである。ブラジルやペルーへと渡っ

いる人、そんな可能性を持つ人など様々です。将来

た祖先たちは様々な苦労や障壁を乗り越え、徐々に

はそんな多彩なルーツを持った人が日本で活躍で

地位を得て、それぞれの国の社会に様々なジャンル

きる社会になるよう全力で今自分のできることを

において貢献した人たちである。彼らの努力を見つ

やりたいです」と語った者がいる。また、もう一人

めなおすことで、日本に移民している私たちに、こ

の参加者は「自分の祖先の歴史について辿っていき

の日本の社会で活躍できるための勇気と力を与え

たいと思います。お祖父ちゃんやお祖母ちゃんたち

てくれる。

のブラジルでの暮らしは、父と母が覚えている限り

では、今回の合宿の参加者は、ルーツを巡ること

のことを小さい頃に聞かされました。しかし、ブラ

からどのようなことを考えたのか。参加者の声から

ジルへ渡る前の話や日本に残った親戚については、

考えてみたい。

詳しく知りません。それぞれの出身地は知っている
ので、両親とともに辿っていきたいと思います」と

参加者の声（日系ブラジル人・20 代女性）

述べている。

私たちの先祖がブラジルへ行ったように、私た

以上から、この合宿を通して多くの参加者がルー

ちは今日本に来ていて働いたり学校へ通ったり

ツを巡るための第一歩を踏み出す気持ちを抱くこと

しています。中にはもうすでに日本社会に貢献し

ができたと考えられる。それは、私たちの歴史に向

ている人、そんな可能性を持つ人など様々です。

かって心を開き、そこにあった出来事を肯定的に受

将来はそんな多彩なルーツを持った人が日本で

止め、様々な体験を通して、自分という者を見つめ

活躍できる社会になるよう全力で今自分のでき

なおす場であったこと、そして仲間と共にそれらの

ることをやりたいです。

出来事を語り合い、共感できる場であったからかも
しれない。日本の社会に慣れ、精神的な余裕がでて

参加者の声（日系ブラジル人・20 代女性）
なぜ、ブラジルへ渡らなければならなかったの

きた私たちだからこそ、この時期に、自分を見つめ
なおすためのルーツを考えることの重要性を感じた。

か、地球の裏で私たちの祖先はどのように暮ら

日本でのルーツを知ることで、日本との繋がりを

していたのか、家族と離れ離れになって悲しい

実感でき、誇りを持てるようになる。その結果、祖

思いをした人々もいると思います。神戸合宿は、

先たちの祖国である日本のために、そして将来を担

わたしにそんなことを考えさせられた貴重な不

うミックスルーツの子どもたちのために、貢献でき
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る人たちになりたいと考えるようになるのではな

の試験日までの 4 ヵ月間、日本語を頑張って勉強し

いだろうか。つまり、前向きにルーツを振り返るこ

たが、ひらがな、カタカナ、小学校 1 年生で学習

ととは、人間として成長する機会を与えることに繋

する漢字、初級レベルの日本語会話しか習得でき

がることをこの合宿から学んだ。

なかった。当時は外国人生徒を対象にした特別な入
試の対応はなく、全日制高校の生徒と同じ教室で全
教科の試験を受験しなければならなかった。そのた
め、数学と英語以外の教科は問題文さえも理解する
ことができず、受験時間はただただ座ってチャイム
が鳴ることを待つだけであった。その受験時間の記
憶といえば、3 月の寒い教室と、一律の制服を着た
日本の学生の緊張した顔である。そのなかでの筆者
の緊張感は、他の受験生と比較できないほどであっ
た。面接はさらに粗末であった。問いかけられた質
問は、話し方から内容まで、初級レベルの日本語と
は程遠いレベルの表現で、ほとんど理解することは
できなかった。そのことに気づいてくれた面接官

写真 1

ルーツを考える合宿（神戸・移民船乗船記念碑前）

は、途中で簡単な話題へと質問事項を切り替えてく
れた。そのお陰で、日本語はほとんど片言にすぎな

３．外国人高校生にエールを送ること
筆者の一人であるカルロスは、ペルー生まれの日

かったが、
「高校で勉強をしたい」
「大学へ行きたい」
という自分の気持ちを伝えることができた。

系 4 世で、16 歳の時に家族と共に来日した。それ

高校入学後、筆者（カルロス）は日本語の能力を

から 16 年が経過し、現在は日本国内にある私立大

身につけていきながら、日本での生活に慣れていっ

学の専任講師としてニューカマーの子どもの教育

たが、10 代の南米の若者にはこのような異質な文

をテーマに研究している。したがって、本節では、

化に触れ合うことが楽なものではなかった。高校に

研究者という立場ではなく、日本の学校教育の道を

入学してすぐに自宅近所の工場で働き始めた時に

歩んだ一人のペルー人青年として、外国人高校生に

は文化の違いで衝突したり、学校では不良だらけの

エールを送ることの意義を考えていきたい。

高校生と出会って考え方の違いを知ったりなど、辛
いことを数多く経験した。

3-1．日本の学校教育の道を歩んだ一人のペルー人
青年の歩み

来日までの 16 年間しかペルーに暮らしていない
が、日本の定時制高校に入学した当時の筆者には、

1989 年の出入国管理及び難民認定法の一部改正

「貧しいペルー」「テロリズム時代のペルー」「競争

に伴い、1990 年代になると日系ブラジル人や日系

で不平等な社会のペルー」の現実をしっかり身につ

ペルー人の来日が増加した。特に、家族での来日が

いていた。そしてなによりも、難しい状況であるな

多かったため、国内の公立小中学校では日本語がわ

かで頑張っている周囲の人々の姿のことは心に焼

からない児童生徒も年々に増加していったのであ

き付いていた。それらの思いは、筆者のアイデン

る。こうしたなかで、当時の中学卒業後の進路はほ

ティティの礎であり、日本で頑張るためには不可欠

とんどの場合が定時制の高等学校（以下、高等学校

な刺激であった。その気持ちは当時と依然と変わっ

を「高校」と記す）であった。その理由には、主に

ておらず、現在でも筆者を毎日支える部分である。

言語能力（日本語）の問題があげられる。それでも

明確な将来への目標があることで、苦しい勉強と仕

定時制高校には最低限の日本語能力は必要である

事の高校生活を乗り越えた。定時制高校に通う生徒

ため、高校入試の面接試験には日本語による日常会

と筆者の日本語能力に差がなかったことも幸いし

話レベルが試された。

て、筆者は教科学習に加えて日本語学習に専念する

来日当初、筆者（カルロス）は挨拶程度の日本語

ことができた。日本語習得の過程で、日本文化につ

しかできなかった。そのため、来日して定時制高校

いても学習した。筆者は日本語を第二外国語として
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勉強することができたのは、母語を完全に習得して

人にはその必須条件が欠けていたことが明らかに

から来日したことが大きい。当時の筆者の周囲で

なった。この研究を通じて、大学院まで進学してい

も、母国で大学等の進学資金稼ぎを目的に来日して

た筆者は恵まれていたことを実感した。

仕事し始めたが、仕事した分が給料としてどんどん

近年になり、日系ブラジル人やペルー人の高校や

貯まる「金の魅力」に負け、母国での進学でなく、

大学進学は珍しくなくなってきたものの、岐阜県立

日本での就労に従事する人が大半であった。

定時制高校のサッカー部員のことを知って驚いた。

筆者（カルロス）が日本で大学に進学した頃も、

そして、筆者と同じく定時制高校に通いながら日中

「ペルー人が大学進学」と新聞に大きく取り上げら

は仕事をし、なおかつサッカー部でこれまで実績を

れるほど当時は珍しいことであった。日本語での日

あげたチームに成長していることの嬉しさは誇り

常会話には困ることはなかったが、読み書きの能力

に変わった。頑張っている彼らの先輩として直接

は当時の日本語能力試験 2 級に相当するレベルで

会って話をしてみたい、応援したいという思いの一

あった。日本の大学進学には日本語能力試験 1 級レ

心で、本企画の準備に取り組んだのである。

ベルが必要といわれていたため、当時の高校の先生
たちからは筆者の大学進学希望について「受験する

3-2．事前準備

こと自体が現実的でない」と、専門学校を勧められ

こんぺいとうの活動拠点を置く岐阜県内の公立

た。しかしながら、諦めずに勉強を続け、大学の特

定時制高校に、部員 21 人のうち 19 人が外国人生

徴など調べながら大学受験に挑んだのである。

徒で構成されたサッカー部があることを筆者の一

無事に大学に合格できたことで、「新たな挑戦の

人のマルセロが知った。このサッカー部は 2012 年

はじまり」と思い、様々なことに取り組んだ。来日

度の県大会で優勝し、2011 度の初出場に続いて全

してからずっと暮らしていた三重県伊賀市では、筆

国高校定時制通信制大会に出場が決定していた。

者はパイオニア的な存在であった。そのため、ボラ

2011 年度は初戦で敗退したため、2012 年度の彼ら

ンティア団体が主催する外国人住民を対象にした

たちの目標は全国大会での 1 勝であった。しかし

高校進学ガイダンスには積極的に参加した。そこで

ながら、部員のほとんどが雇用が不安定な家族を

は、先輩として外国人コミュニティに進学の大切さ

支えるために働きながらの学業と練習を両立して

を伝えた。

いるため、練習試合の経験が少ないという課題を

「進学しなければいい仕事を見つからない」とい
う考えが強かった筆者は、外国人コミュニティのな

抱えていた。
そこで私たちは、このサッカー部に練習試合で

かに、なぜ高校や大学に進学しない人がいるのか、

きる場づくりと、将来の目標を考える場づくりを

なぜ学校を辞めてしまう人がいるのか、考えるよう

プレゼントしたいと考えた。具体的には、筆者（カ

になった。大学進学後にはじめた外国人児童生徒の

ルロス）が勤務する体育学部を有する岡山にある

教育支援ボランティアでも、学力と言語能力の関係

私立大学に高校生を招待し、①現役大学生サッカー

に関心を持つようになった。こうした疑問が大学

部と練習試合を行うこと、②筆者（カルロス）が定

院進学の契機となり、外国籍の子どもの教育をテー

時制高校卒業後からの歩みを伝えること、③体育学

マとして研究を進めることにした。そして、修士論

部など日本の大学を見学しながら進路・進学につい

文執筆にあたっては、日本の高校を中途退学した日

て考えること、3 つである。

系ブラジル人やペルー人を対象に調査を行った。こ

これらの活動を実現するために、まず私たちに

の調査の結果、主に日本語の壁が大きな負担である

は先立つ資金がないという大きな壁にぶつかった。

ことが明らかになった。子どもには親の支えや信頼

そこで、全国の人たちに外国人高校生の頑張る姿

できる先生、理解のある学校、の 3 点がなければ強

を知ってもらいながら資金協力を得ることを考え

い精神が育てられない。日本語と母語を覚えられな

た。「外国人高校生に夢と希望を届けるプロジェク

ければいけない状況に置かれている彼らにとって、

ト」と名付け、世界最強のファンドレイジング・ツー

これら 3 点は必須条件である。すべて揃って進学し

ル「JustGiving」を活用し、全国に支援を呼びかけ

た高校生は、卒業後の進路にも大きく作用し、成功

たところ、2012 年 7 月の約 10 日間で、15 万円に

者も多い。しかしながら、高校を中途退学した外国

協力いただくことができた。これらの支援は、高
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校生の参加費では足りなかった旅費として大切に
活用した。

試合が開始すると、大学生と高校生のサッカー部
の実力の差がはっきりと証明された。しかし、高校

一方で、筆者（カルロス）が勤務する大学は設立

生チームも大学生チームに負けないで、こんぺいと

して 6 年目という状況でこうした企画は初めてであ

うメンバーの応援に応えながら最後まで真剣に試

り、筆者自身もどのように企画に取り組んだらよい

合に取り組んだ。試合終了後、高校生サッカー部の

のか頭を抱えていた。専任講師 2 年目で、右も左も

メンバーは大学生サッカー部と監督に丁寧に挨拶

分からない状態であったので、同じ学科に所属す

をし、感謝の気持ちを精一杯伝えていたのがとても

る先輩の先生方に助言いただきながら準備を進め、

印象的であった。高校生たちは試合には負けたが、

大学側に活動の意義を伝えた。その結果、実施予定

大学生がつくるサッカーチームにすっかり魅了さ

日の直前に本企画が許可され、高校生全員の宿泊と

れていた。その証拠に、その夜、高校生たちは宿泊

2 食分の食事について大学側から援助いただけるこ

施設で大学生のサッカー部を話題にしていた。

ととなったのである。筆者にとって大学に勤務して

筆者（カルロス）は大学生の交流試合とは別に高

初めての企画書づくりであったので数多くの対応

校生たちへのプレゼントとして、岡山のサッカーク

に追われたが、すべての問題が無事に解決できたと

ラブチームのブラジル人選手に声をかけていた。試

きは本当に嬉しかった。

合後、岡山ファジアーノのチアゴ・オノリオ選手と
アンデルソン・アパレシード・ゴンサ選手が来てく

3-3．活動内容

ださった。2 人はプロのサッカー選手として、日本

2012 年 7 月 28 ～ 29 日の 2 日間、定時制高校生サッ

のサッカーチームで活躍するブラジル人選手であ

カー部員を岡山に招き、現役大学生サッカー部との

る。試合に負けた高校生たちは少し落ち込んでいた

交流試合を行い、大学のオープンキャンパスに招待

が、プロ選手の登場に高校生の表情はすぐに変わっ

した。

た。短時間であったが、プロ選手との交流に高校生

1 日目、岐阜県美濃加茂市から岡山県にある筆者

たちはとても喜んでいた。

（カルロス）の勤務する大学キャンパスまで、高校

2 日目、高校生たちは大学オープンキャンパスに

生とこんぺいとうのメンバーは約 7 時間をかけてバ

参加した。午前は学長の講演を聞いたり、大学の施

スで到着した。筆者は大学キャンパスで高校生たち

設を見学したりした。大学で学びながらスポーツ選

と初めて挨拶した。高校生たちとニコニコしながら

手として取り組む大学生の世界を知ってもらおう

南米らしい挨拶を交わしたが、彼らはどうも筆者が

と、大学内にある本格的なジムの施設にも案内し

大学生のサッカーチームの監督と勘違いをしてい

た。高校生たちはジム施設に興味津々で、学生ス

た。「南米らしい顔」の筆者は、日本でサッカー関

タッフの説明を真剣に聞き、時には質問も行ってい

係に見られるのは初めてではなかったが、外国人高

た。午後は、大学の模擬授業に参加し、英語での質

校生からも監督と思われるとは予想外であった。

疑応答にも積極的に取り組んでいた。

筆者が所属する大学のサッカー部は全国レベルの

最後に、先輩として筆者（カルロス）が「進学の

実力で、大学生たちは勉強と部活を両立しながらこ

大切さ」「諦めないことの大切さ」を主にした特別

れまでの人生をサッカーの練習に費やしてきた選手

講義を行った。この高校生と同じ立場であった筆者

ばかりである。大学生サッカー部との交流試合から、

は、来日してからの 16 年間を振り返って得たこと

日本の大学生レベルのスポーツの力を知ってもらい

を語り、諦めないで進学を選んだことへの意義を

たかった。なぜなら、日本と違って、南米には大学

語った。さらに、支えられている人の声を聞くこと

にサッカー部という本格的なスポーツチームが実在

の大切さや仕事で得た金の誘惑への注意も伝えた。

しないからである。スポーツ選手をめざすのならば

高校生たちは筆者の話しを苦労した先輩の言葉と

大学には進学しない。つまり、「サッカーがうまい

して受け止めたようで、説教のような話にも終始

ならスポーツクラブの選手になれ」と、学歴とは無

真剣に聞いていた。高校生サッカー部の部長とキャ

関係という考えが一般的である。今回の交流試合に

プテンから丁寧な挨拶があり、南米らしい挨拶で高

は、日本と南米との違いを高校生に伝えたいという

校生と筆者は別れた。

狙いもあったのである。
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3-4． 外国人高校生にエールを送ることの意義

略 ) このように遠くはなれた異国の日本で活躍す

本実践の参加者の声を紹介しながら、外国人高

る方々に直接話を伺えたことは彼らにとって貴

校生にエールを送ることの意義について考えてみ

重な機会になった。オープンキャンパスでは大学

たい。

の施設を見て回った後、カルロス先生から講義を
していただいた。「就労で得た賃金で進学しなさ

参加者の声（日系ブラジル人・40 代女性）

い。遊んでてはダメ。ブラジルに帰ったら良いと

実際に日本の定時制高校を卒業し、現在は日本

いう甘い考えもあると思うがあっちの方がもっ

で大学の教員として活躍するカルロスさんの姿

と厳しい競争社会。言葉も現地の人にはかなわな

は、高校生たちに大きな希望を与えたようです。

い。日本で頑張ることを考えよう。それには進学

なぜなら、高校生たちは大学を見学したとき、と

して長く続けられる仕事に就くことが大事。」普

ても真剣に大学の先生方の話しを聞き、大学の模

段から私たち教員も同じことを言っているが、や

擬授業に積極的に、そして楽しそうに参加してい

はり経験者、自分と同じ境遇であった人に語って

たからです。今回の経験は、彼らたちの生活に

もらうと説得力がある。生徒の目の色が変わるの

今すぐに実らなくても、長い将来の人生のなかで

を感じた。

きっと生きることと、私は思います。
日本で暮らす外国人高校生が送る学校生活には、
参加者の声（引率した高校教員・男性）

難が多くある。難が多くあるにもかかわらず、特別

（省略）本校に通学する生徒は昼間にパートタ

な教育制度が存在しない。小学校から中学校への進

イム、アルバイト、派遣労働などを行っており、

学と中学校から高校への進学では、日本では「進学」

その後学校へ登校する生活を送っている。このよ

の意味がかなり異なる。そのため、高校へ進学した

うな生活を送る中で強制されているわけでもな

外国人高校生にとって、母語と日本語の異なった

く、自発的にサッカーに打ち込む彼らの姿は素晴

世界を未完成のまま持ち続け、日本語の問題がずっ

らしいと感じている。部活動とは本来生徒が「自

と付きまとうのである。よく言えば「バイリンガル」

治」を学ぶ場である。自分達で課題を検討しその

だが、多くの場合は言語の運用能力の低い二言語

解決策を立案し、自発的に行動することを学ぶこ

にとどまる。日常会話が上手な日本語で読み書きで

とが目的である。また試合会場でのマナーや自分

きないポルトガル語の日系ブラジル人とは、その例

の環状をコントロールする自制心の育成など課

の一つである。自己の自信に結びつくだけのツール

題もみられるが、創部３年目でここまで来たのは

に語学を達成するためにはそれなりの努力が必要

生徒達やこれまで携わってこられた先生方の努

であるが、教育機関において子どもへの指導方法が

力の賜物だと思われる。

適正でなければ教育は子どもと親任せになってし

岡山にある大学までバスで移動し、交流試合を

まうのではないだろうか。従来の日本に暮らす外国

させていただき、大学合宿所に宿泊させていただ

人高校生たちの多くは、こうした現状のなかで様々

いた後、オープンキャンパスにも参加させていた

な形で頑張ってきた。筆者（カルロス）自身が高校

だくことが出来た。IPU サッカー部は 2010 年に

生の時に諦めるという気持ちはなかったが、「これ

は第 34 回総理大臣杯出場するような強豪校であ

は無理だ」と感じたことは少なくない。それはほと

る。本校サッカー部は岐阜県定時制通信制体育大

んど「日本語」に対する気持ちであった。今回の実

会優勝校とはいえ技量不足であるため、試合にな

践で出会った外国人高校生と同じ気持ちである。

らない部分もあったが、県内優勝で慢心していた

外国人高校生には、多様な可能性を与え、将来の

生徒に喝が入った。全国大会当日も「IPU ほど強

夢を持たせ、頑張る気持ちにさせることは不可欠で

い学校は無いはずだから」と鼓舞する生徒もお

ある。筆者（カルロス）が高校の時、残念ながら高

り、県外や学校外に出かけて練習、岡山ＦＣファ

校生の先生から「できない」
「無理」
「難しいからや

ジアーノの選手との意見交換や記念撮影する経

めたほうがいい」と言われたことが多々あった。そ

験の重要性を強く感じた。

れらの発言は現実的な発言だったかもしれないが、

今回生徒にとって様々な出会いがあった。( 中

先が見えない外国人高校生にとって適してない言
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来、一度もブラジルにいる祖母に手紙を出していな

葉である。
彼ら外国人高校生にとって、初めての大学訪問で
あっただろう。この大学に同じ道を歩んだ外国人が
教員をしているというのは、彼らにとって「無理」

かった。
2013 年 5 月末、筆者（マルセロ）は初めて九州
へ行った。そして、熊本にいる父方の祖母の弟の妻

「難しい」という世界に「可能」「頑張ればできる

であるお祖母ちゃんに会いに行った。遠い親戚だし、

んだ」という世界へ変わるための大切な機会であっ

会ったこともないので、何を話せばいいのだろうと

たことが、引率した高校教員の感想からもわかる。

心配をしていたが、実際に会ったら、このお祖母ちゃ

外国人高校生に対して体験談を伝える機会があっ

んが何回かブラジルへ遊びに来ていたことをはじめ

ても、勤める大学に招待して外国人高校生に進学

て知った。ブラジル訪問時のアルバムを一緒に見て

する意味を伝えることは、筆者（カルロス）にとっ

いたら、筆者と筆者の両親の写真が出てきた。そし

ても初めての試みであつた。本実践を通じて、元気

て、驚いたことに筆者を抱いているお祖母ちゃんが

な姿の外国人高校生と出会って、彼らのような若者

写っていた。
「お互い過去に会っていたんだね」と、

を引っ張って行きたい、やらなければいけないとい

二人で喜びあった。また、お祖母ちゃんからは、視

う使命を強く感じた。

力検査で問題があったために祖母の弟だけが渡伯で
きなく、とても辛い想いをした話を聞いた。
加えて、ここで会えたのが筆者の日本語名の由来
となった伯父であった。その伯父というのは、この
お祖母ちゃんの息子である。筆者が生まれる少し前
に祖父母が日本に来て、俊幸伯父さんに会った。こ
の伯父のように賢く、立派な人間になってほしいと
いう祖父母の想いで、筆者は伯父と同じ読みの「敏
行」と名付けてもらった。伯父はとても優しい人で、
なんだか嬉しかった。
そのあと、福岡へ向かった。福岡には、母方の祖

写真 2

外国人高校生と現役大学生の練習試合

母の従兄弟にあたるお祖父ちゃんに会いに行った。
筆者の叔父が最近訪問したと聞いていた。しかし、
それはまったく異なっていたことがわかった。お

４．岐阜県人移民 100 周年に取り組んだ
こと

祖父ちゃんは、
「あんたと同じくらいの歳に来たよ」

2013 年 3 月 30 日、岐阜県人のブラジル移民が開

のお礼の手紙が入っていて、
「1987 年」と書いてあっ

始して 100 年を迎えた。こんぺいとうの活動拠点を

た。叔父は最近ではなく、筆者と同歳くらいの時に

岐阜においた縁から、岐阜県人のブラジル移民の歴

ルーツ探しの旅に来ていたのだ。それは、結婚した

史を伝える実践に取り組んだ。本節では本実践を通

ばかりの時で、長女が生まれる頃だった。

じた学びをまとめる。

と言い、古い箱を出してきた。その中には叔父から

なぜ急に筆者は自分のルーツが気になったのだ
ろうか。もしかしたら、結婚して子どもが 2 人誕生

4-1．岐阜県人移民 100 周年に取り組むきっかけ－

し、その子どもと実母が遊んでいる姿を見て、幼少

ルーツ探しの旅

時に祖母に遊んでもらっていた筆者の思い出が重

筆 者 の 一 人 で あ る マ ル セ ロ は、2012 年 初 め に

なり、家族の絆の大切さを知ったのかもしれない。

「ルーツ探しに九州へ行こう」と、ふと思いついた。

こうした経験から、今までの 100 年を知って、

「父方のルーツが熊本県で、母方のルーツが福岡県

いろんな想いのバトンを受け取ってほしいと考え、

にある」と何回か母に聞かされていたが、これま

「岐阜県人ブラジル移民 100 年誌」
（以下、
「100 年誌」

で関心がなかった筆者はそのことを全く覚えてい
なかった。思えば、母方の祖母に育てられた「お祖
母ちゃんっ子」だったのに、1991 年に来日して以
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4-2． 岐 阜 県 人 ブ ラ ジ ル 移 民 100 年 誌 づ く り と
Gifu-to の実践からの学び
100 年誌づくりにあたり、筆者であるマルセロと
小島は横浜にある海外移住資料館を訪問した。移

ら」と答える人が大半を占めていたが、その一方で、
「お歳暮を贈ったことがないが地域経済と市民活動
を応援したいから」という理由での購入者も多く、
活動を通じて新たな発見もあった。

民にかかわる資料館の保管や保存数は日本最大で

加えて、この贈り先は岐阜県内のみならず、青森

ある海外移住資料館において、岐阜県民の移民にか

県、宮城県、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、

かわるまとまった資料を検索いただいたところ 0 件

静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡県、大分県、

であった。その後、岐阜県図書館や岐阜県内の数々

鹿児島県、熊本県、宮崎県と 15 都府県へ岐阜の魅

の図書館を訪問したが、岐阜県人の移民にかかわる

力が届けられたことから、岐阜の知名度向上にも貢

資料がとても少ないことがわかった。そこで私た

献できたといえるだろう。

ちは、岐阜県人の移民の歴史や現代までのことが、
10 歳の子どもでもわかるような、やさしい日本語

4-3．岐阜県人移民の歴史を辿るスタディツアーの

とポルトガル語で説明した 100 年誌をつくることに

実践からの学び

したのである。

日本からブラジルへの海外移民は、1908 年 4 月

100 年誌は 3 部構成とし、第 1 部を「かけはし」

28 日から開始した。 岐阜県人のブラジル移民のは

とし、岐阜県民のブラジル移民にかかわる歴史やゆ

じまりは、それから 5 年後の 1913 年 3 月 30 日に神

かりある人物をまとめた。第 2 部を「きずな」とし、

戸港を出発した若狭丸であった。そこで、岐阜ブラ

移民の歴史を大切にして未来のために岐阜やブラジ

ジル移民 100 周年を記念し、岐阜県人移民の歴史を

ルで活躍する人物や活動をまとめた。いずれの執筆

辿るスタディツアー神戸編を企画した。神戸で活動

についても各関係者や当事者に依頼し、寄稿協力い

する NPO 法人関西ブラジル人コミュニティとコラボ

ただいた。特に、
ブラジルで活躍する岐阜県人
（1 世）

し、ブラジル移民が始まった 4 月 28 日に開催した。

の皆さんからの寄稿にあたっては、在ブラジル岐阜

スタディツアーの工程であるが、2013 年 4 月 28

県人会や邦人新聞・ニッケイ新聞社に協力いただい

日の朝に岐阜駅を専用バスで出発し、約 4 時間かけ

たことで実現できた。

て旧神戸移住センターに到着した。移住ミュージア

また、第 3 部を「みらい」とし、岐阜とブラジル

ム見学し、センター内で活動する NPO 法人関西ブ

で育った若者を対象に自らでインタビューをして

ラジル人コミュニティのブラジル・ポルトガル語母

まとめた。国内のブラジル学校や日本の公立学校か

語教室に通う子どもたちの発表会に参加した。そ

ら日本の大学に進学した人、工場で働きながら夜間

れは、曾祖父母の移民史について調べたことであっ

中学へ進学した人、不景気で帰国したブラジルで頑

た。その後、通称移民坂を通りながら神戸港に向

張っている人など、日系ブラジル人の若者たちのイ

かって歩き、プチ移民体験として乗船もした。神戸

ンタビュー集である。

港周辺を散策しながら、夜 10 時頃に岐阜駅に到着

100 年誌づくりを行いながら、「お歳暮・お年賀
に岐阜県産品を買って、県民ブラジル移民 100 周

した。
本実践には、岐阜県に暮らす日系ブラジル人と日

年を応援しよう」と題した Gifu-to 活動にも試みた。

系ブラジル人にかかわる NPO 関係者である日本人

売り上げの一部がこの 100 年誌出版費へ寄付される

など総勢 20 人が参加した。参加者の大半がユース

という仕組みで、岐阜県美濃加茂市で県産品を扱う

世代（10-30 才代）で、ブラジル移民の歴史辿りを

( 有 ) 富貴園さんにご協力をいただき、寄付つき県

目的に神戸旅行が初体験者であった。以下、代表的

産品を 100 セット限定で試験的に販売した。

な参加者の声を紹介する。

この試験販売は 2012 年 12 月中旬から 1 カ月間限
定で行ったが、数多く販売することができた。短

参加者の声（日系ブラジル人・大学生・女性）

期間でこれだけの数を販売できた理由は、県産品

初めて神戸を訪れ、移民が行われた当時の建造

を受け取った人が筆者たちの試みに共感して新た

物がまだ残されていることに感動しました。移住

な購買に繋がったからである。購入者に購入理由

センターで見た当時の映像からは、移民への希望

を聞いたところ、「100 年誌づくりを応援したいか

が語られているように感じました。また、子ども
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たちの発表を見て、自分が祖父や祖母、移民を経

参加した日系ブラジル人大学生からは、「神戸か

験した家族のことを何も知らないことに気づか

ら帰ってきた後に両親から多くを聞き、自分のルー

されました。神戸から帰ってきた後に両親から多

ツについてまた深くすることができた」「家族のた

くを聞き、自分のルーツについてまた深くするこ

めに祖国を離れる覚悟を決心した曾祖父の気持ち

とができたこと、その機会をあたえられたことに

や想いを、僅かではあるが私は理解することができ

感謝したいです。

た」などルーツに肯定的に捉える感想が目立った。
加えて、日本人大学生からは、「日本のグローバリ

参加者の声（日系ブラジル人・大学生・女性）
旧神戸移住センターにて、「日系ブラジル人」

ゼーションは多くの人が移動したという意味で 105
年前に始まっていたのではないかと感じた」と、日

をテーマに作文を書いた子どもたちの発表を聞

本の移民の歴史から現代に繋げて理解する意見が

いた。彼らは、祖父や父母から聞いた神戸移住収

出ていた。

容所や移民船での生活など移民にかかわる体験

以上から、移民の歴史を辿るスタディツアーの実

談をまとめ上げ、発表していた。私は、彼らの「自

践は、当事者である日系ブラジル人大学生には自身

分がブラジル人である」と胸を張って言える熱意

の誇りをもつきっかけづくりと、日本人大学生には

に感動した。私が彼らの年齢の頃には、アイスや

地域に暮らす外国人住民理解の促進の一助に繋が

油ギトギトの唐揚げばかり頬張っていたからだ。

ると考えられた。

半生を移住先で過ごした曾祖父にとってブラジ
ルは母国であるが、当時幼い曾祖父にとって神戸

4-4．実践から考えたこと

移収容所での生活は、家族と共であったとはい

幼い頃から、日本から移民して農家として大変な

え、ストレスと不安に満ちていたかもしれない。

苦労をしながら働いた祖父母のこと、何時間もかけ

私は以前に旧神戸移住センターを訪問した経

て学校に通いながら死ぬほど頑張って就職や進学

験があるが、当時の私は展示してある移民移住の

した両親のことをよく聞かされた。しかし、なぜ日

資料を表面上でしか見ていなかった。自分の祖先

本からブラジルへ渡らなければならなかったのか、

や日本人がここで旅立ち、ブラジルでの日系人の

どんな想いで移民をしたのか、どんな暮らしを祖父

社会基盤を築いたことに、私はいまいち実感が持

母が日本でしていたのか、詳しくは知らなかった。

てなかった。今回の神戸ツアーに参加によって、

日本人のブラジル移民について知った時、両親が口

家族のために祖国を離れる覚悟を決心した曾祖

うるさく言っていた「昔はみんな苦労したんだよ」

父の気持ちや想いを、僅かではあるが私は理解す

の本当の言葉の意味を知った。国内で多文化共生社

ることができた。

会をめざした活動が、今後どのような道を辿らなけ
ればならないのか、日本人のブラジル移民は多くの

参加者の声（日本人・男性・大学生）
私は今回初めてスタディツアーに参加しまし

ヒントをくれているようにも感じた。
最優先の課題は、日本へ出稼ぎに来た日系ブラジ

た。昨今、グローバリゼーションという言葉をメ

ル人子弟の教育である。こうした子どもたちには、

ディアでよく聞くことができるが、日本のグロー

岐阜県民ブラジル移民 100 周年を通じて、先祖が筆

バリゼーションは多くの人が移動したという意

者たち以上に苦労をしながらも、ブラジル社会へ

味で 105 年前に始まっていたのではないかと感じ

様々な貢献を行うことで、
「ジャポネス・ガランチー

た。

ド（日本人は信用できる）」という信頼を勝ち取っ

グローバル化が進み、日系ブラジル人だけでな
くさまざまな国から来日し、さまざまな目的を

た事実を知り、力強く生きる勇気を持ってほしい
と、本実践を通じて強く感じた。

もって生活を日本でしている。グローバルな日本
を目指すのであれば、私たち日本人はもちろん外
国人も住みよい環境を整えなければならないと

５．さいごに
今までに挑戦した実践とそこから得た学びを踏
まえ、コミュニティの後輩である外国人高校生を応

改めて感じた。

援する仕組みづくりを提案したい。
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近年の外国人の子どもを取り巻く教育環境は、

未来を創る力を育むことができた。幸運にも、学

筆者であるマルセロ、ロサ、カルロスが来日した

校の先生や友人、家族、そして出会った多くの方々

1990 年代に比べると状況が大きく変わってきてい

の支援により、今日まで成長することができた。だ

る。外国人の子どもが多く暮らす地域では、地域の

からこそ、同じ境遇で生まれ育った先輩として、他

実情に即した多種多様な実践が実施され、就学を支

に社会で活躍している先輩との輪を広げ、地域社会

える仕組みが確立されつつある。また、行政やボラ

の理解を得るために、ルーツに自信がもつことがで

ンティア団体などによって、中学卒業後を考える進

きるような情報を発信していきたい。そのことが、

路進学ガイダンスなども積極的に実践されている。

後輩との対話の場を提供し、難を乗り越えるヒント

こうした成果により、従来と比較して中学校の中途

の提供につながることを本実践から確認できた。支

退学者は減り、高校進学者も増え、定時制高校だけ

援に恵まれた者として、今後も積極的に後輩に貢献

でなく、全日制高校に通う外国人高校生も増えてい

していきたい。

る。そして、大学や専門学校に通う外国人青少年も
徐々に増加している。
その一方で、高校を卒業する外国人高校生は未だ

【引用文献】
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と思う一方で、将来の夢を聞くと、モデル、サッカー

2013. 岐阜県人ブラジル移民 100 年誌 .

選手、通訳、幼稚園や学校の先生など、限られた職
業を示すことが多い。これは決して悪いことではな
いが、世界が広いのと同じように、様々な職業と可
能性があることに気づくような場と機会が少ない
ことが関係していると考えられる。つまり、彼らが
将来の夢を思い描く時、現実的な夢として見ること
ができるような仕組み、将来への展望を与える活動
が必要であるのだ。
とりわけ、「日本の文化、価値観を理解し、親か
ら受け継いだ文化と価値観、また多文化化する社会
の中に育っている彼らには、現在の日本社会が必要
としている資源がある」（オチャンテ、2013）こと
を前提とした社会において、外国人青年が自分らし
く生きることができる環境整備が重要となる。ルー
ツを知ることは誇りと自信へ繋がることが、本実践
から明らかになった。つまり、「自分とは何者であ
るのか」を確認する作業やルーツに自信がもつこと
ができる場づくりこそが、外国人高校生が未来を創
る力を育むことに比例するといえる。
こんぺいとうメンバーは、多くの難を乗り越え、
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Supporting Immigrant Students in the Tokai Area:
A Report Based on Efforts Made by the NPO "Mixed Roots Youth Net Conpeito"
Marcelo Watanabe1)2), Rosa Mercedes Ochante Muray1),
Carlos Ochanta Muray1)3), Yoshimi Kojima1)4)
1)
( NPO Mixed Roots Youth Net Conpeito, 2)Certified Administrative Procedures Legal Specialist Marcelo Office
3)
International Pacific University, 4)Aichi Shukutoku University )
The NPO mentioned in this paper “Mixed Roots×youth×Net ★ Conpeito” was formed by youth immigrant members
raised in the Tokai area. In the 90s an increasing number of foreigners including many families with children started in
the Tokai area. Since then, the number of children in need of Japanese language education became the highest in Japan.
Many of the members of this NPO came to Japan with no language skills and had experienced countless difficulties
throughout their lives that could only be overcome thanks to the support provided by school teachers, family and friends.
It’s because of this that they have turn into successful role models. The activities of this NPO made the authors learned
the importance of self confidence in respect to their roots and to confirm that it has been an important hint to help their
younger generations. Since a lack of educational support is still present in many areas of Japan, this paper proposes ways
of support based in their work through this NPO.
Keywords : high school immigrant students, immigrant youth, roots, immigration.
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特集：外国人生徒のキャリア形成とボランティア
外国人児童生徒のキャリア形成への環境づくり

外国人児童生徒のキャリア形成への環境づくり
－三重県キャリアガイド出前セミナー事業を事例に－
坂本久海子、神水

円（特定非営利活動法人

愛伝舎）

【要旨】
1990 年代から、三重県にも製造業の担い手として多くの日系外国人が住むようになった。当初は短期間
のデカセギのつもりだった彼らも、子どもが日本に適応し、学校で学ぶようになると、定住の道を選ぶ人も
多くなった。
日本の教育制度や教育事情をよく知らない家庭で育っている子どもや保護者のために、外国人が集住する
自治体では教育委員会が進学ガイダンスを開催している。三重県キャリアガイド出前セミナー事業は、三重
県が外国人を「住民」という視点から実施する施策で、この事業に先立ち、県はキャリアガイド DVD を 2 枚
作成した。
NPO 法人愛伝舎は、2012 年度から 2 年続けてこの事業を受託している。当事者である子どもや保護者にだ
けではなく、教育関係者、地域社会に向けて民生委員・児童委員の方々、企業・産業界の学習会、社会福祉
関係者など、多様な立場の方々を対象にしてセミナーを開催している。
セミナーで DVD を視聴し、講師に自分や家族の経験や思いを話してもらうと、参加者は深い共感や理解を
示した。地域社会の広い層への発信を通して、多文化共生の道が開けていくことを実感している。
【キーワード】外国人児童生徒、キャリア形成、地域社会、ネットワーク

１．三重県の外国人住民を取り巻く背景

下、
「入管法」という。）の改正で、日系３世までの

三重県は紀伊半島の東部に位置し、東に海、西に

外国人について在留資格が拡大された。これに伴っ

山を臨む南北に長い地形をしている。県南部を中心

て、国内における就労制限がなくなり、多くの南米

に、自然の恵みを生業として、農業、山間部での林

系外国人が来日した。入管法が改正される直前の

業、海辺の水産業など第一次産業が盛んであり、名

1989（平成元）年に、10,441 人であった三重県の外

古屋に近い北勢・中勢地域、大阪への交通の便が良

国人登録者数は、2008（平成 20）年には約 5 倍の

い伊賀地域では製造業の工場が多い。

53,082 人にまで増加した。しかし、同年 9 月のリー

自動車関連、電子部品・デバイス・電子回路、化

マンショックを境にして、経済状況が悪化してき

学工業などの、工場による県内生産の割合は北勢地

たことから登録者数も減少に転じ、2012（平成 24）

域だけでも県生産額の 47.7％を占め、県の重要な産

年 12 月末の外国人住民数２）は、41,811 人となって

業となっている。これらの工場生産を支える従業員

いる３）。

（派遣、請負を含む）として、外国人労働者が三重

しかし約 1 万人の減少をもってしても、外国人住

県で多く働いている。北勢、中勢、伊賀地方ではブ

民数は入管法以前の 4 倍の人数を数え、県内総人口

ラジル人を中心に南米系日系人、松阪市はフィリピ

に占める外国人の比率は 2.23％４） と高い。製造業

ン人が多い。外国人住民のうち、労働者数は 19,649

が主産業である北勢・中勢・伊賀地域では、さらに

人、このうち製造業で働く外国人は 11,896 人である。

その割合は高く、総人口の 10％以上外国人が居住

これは、外国人労働者数の 60.5％を占めている 。

する市町が 4 市ある５）。

１）

また、水産業が盛んな南西地域においては、漁業に
携わる外国人も増えてきていると聞く。
1990（平成 2）年に出入国管理及び難民認定法（以

これは、外国人が労働者として製造業に従事する
割合が多い 2011 年（60.5％）ことから、工場があ
る土地の周辺に集住するようになったためである。
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外国人集住都市会議の会員都市 27 都市のうち、三

派遣制度の運用、東海 3 県 1 市で外国人の適正雇用

重県は 5 市（津市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、伊

にむけた「憲章」の策定、経済環境の悪化に対する

賀市）が参加している。これは、静岡県の７市に次

緊急雇用対策の実施、「三重県国際化推進指針（第

ぐ多さである。県営住宅や市営住宅、あるいはア

一次改訂）」の策定、などがこの多文化共生ステッ

パートなどが多い地域を持つ学校区では、彼らの子

プアップ・プログラムで行われた。

弟である外国人児童生徒が小中学校に通うように

現在、県は、2012（平成 24）年から 2015（平成

なり、1990 年代の学校現場は受け入れ態勢の整備

27）年までの予定で、県内市町、他都道府県、経済

に追われた。

団体、国、国際交流財団・協会、NPO 団体、ボランティ

外国人の急増によって行政手続きなどの面で文書

ア、など関係機関・関係者とともに、外国人住民を

の母語翻訳や通訳の配置など、行政サービスの整備

「支援が必要な対象」としてではなく、
「地域社会を

がすすんだ。教育に関しては、不就学がないように

支える人材」として捉えてさまざまな事業を進めて

教育制度の周知を工夫し、行政と教育現場の地道な

いる。

努力によって適応教育や日本語指導などのスキルが

これらの事業主体が、三重県環境生活部多文化共
生課である。キャリアガイド出前セミナー事業も

積みあがっていった。
三重県の外国人住民を国籍別にみると、ブラジル
が 12,674 人で全体の 30.3％を占め、以下中国、韓
国または朝鮮、フィリピン、ペルーと続いており、

2012（平成 24）年から 2 年連続で、企画提案コン
ペによる業務委託によって実施されている。
外国人に関する施策を「多文化共生社会づくり」

上位 5 か国で 85.6％を占めている。また、国籍の数

の視点で捉え、外国人を日本人と同じ「地域住民」

は 98 か国となっている。

の視点から課題解決を図り、事業化している。事実、

注３）

このような背景をもとに、三重県では 2001（平

この多文化共生課が作成した 2 枚のキャリアガイド

成 13）年から、多文化共生社会づくりに向けた取

DVD は、教育的支援、啓もうが目的、内容である

り組みが進められている。

が、教育支援としてではなく生活支援施策として位
置づけられている。

２．三重県の外国人関連施策

この DVD を利用して行っているキャリアガイド

2001（平成 13）年から 3 年間、県はモデル地区（四

出前セミナー事業では、教育関係者６） のほかに地

日市市、鈴鹿市）を設定し、緊急雇用対策事業で巡

域社会の担い手７） を対象者に設定している。外国

回相談、検討会などの事業を実施した。

につながる子どもたちや保護者の状況・背景を、彼

2004（平成 16）年からの翌 3 年間は、緊急性の

らの隣人として地域住民に啓発する機会ととらえ

高い課題を中心に先導的な取り組みとして、共生社

ているため、と考えられる。キャリアガイドセミ

会推進緊急プロジェクト事業を実施した。この内

ナー事業の企画提案コンペの参加仕様書には、この

容は、生活情報を提供するオリエンテーションの

ほかにも、事業の目的達成のための自主企画を実施

実施、防災啓発、医療通訳派遣制度の構築と運用、

するように求められており、事業受託者がもつコネ

不就学児童生徒の居場所づくり、「三重県国際化推

クションや人材を駆使して、地域社会に多様な手立

進指針」の策定などであり、生活情報提供オリエン

てで事業の成果を広めるよう県が期待しているこ

テーションは、現在もいくつかの市町で単独事業と

とが感じられる。

して継続して実施されている。

今回、紹介する事業は、2012（平成 24）年 3 月に

2007（平成 19）年から 2010（平成 22）年までの

県が作成したキャリアガイド DVD を三重県内の全

4 年間には、多文化共生ステップアップ・プログラ

学校に配布して（2012）
、その 2 年前に作成された 1

ムを実施した。これは、多文化共生社会づくりのた

枚目の DVD とともに、外国につながる子どもたち

めに、市町をはじめとして多様なステークホルダー

のエンパワーになるよう学校関係者には利用を促し

との連携が必要という認識の高まりから、「ネット

ながら、参加者に対して外国につながる子どもたち

ワーク」を構築し事業を展開していくものである。

への理解を深め、多文化共生を考えるなどの啓発を

県内 11 市町が参画した多文化共生市町ワーキング

行うというものである。

の開催、日本語支援ボランティアの育成、医療通訳
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３．愛伝舎と教育事業

愛伝舎は 2005（平成 17）年に設立され、外国人

家庭と地域社会をつなぐ団体のひとつとして一貫
して NPO 活動を行っている。理事長と副理事長、
このふたりが学校現場で出会い、外国につながる子
どもたちの置かれた苦しい家庭環境の状況改善に
乗り出したことが活動の発端であり、教育問題に関
心がある知己も多くいる。
2008（平成 20）年度より、文化庁や県の事業委
託で生活者のための日本語教育、就労のための日本
語教育、そしてさらに、2011（平成 23）年 9 月に、

写真１

生活・文化部男女参画・NPO 室（当時）の協働事

キャリアガイド DVD Ⅱ

業提案で「外国籍児童生徒放課後学習支援事業」を

能性は無限大！』進路・進学ガイダンスなどで、ご

企画提案、受託するなど、教育支援活動を積み上げ

活用ください。三重や母国で活躍する先輩のメッ

てきた。

セージが満載！外国につながる子どもたちのキャ

企画提案コンペによる事業者選定は、経営基盤が

リア教育に役立ちます」と記載されていて、主に子

貧弱な NPO でもその提案に参加することができる。

どもたちを視聴対象として作成された。子どもたち

資本のしっかりしている企業体と、高い公平性を

のロールモデルとして 20 代から 30 代の先輩が登場

もって理念と実践で競い合えることは、NPO が社

し、どのような子ども時代、学校生活を送ったかな

会課題の解決に向けて力を発揮できるチャンスと

どについて話している。このほか、外国人の多い高

して特筆すべきことではないかと考える。

校を約 9 分間紹介している。

現在、愛伝舎には、教育系職員として教育現場の
＜ DVD Ⅰのコンテンツタイトル＞

経験者 3 人（そのうち教職免許を所持する者 2 人）
のほかに日本語教師有資格者 1 人と、教職や日本語

1

通訳を目指す大学生

教師の免許を持つ 7 人のサポーターがいる。また、

2

大手自動車部品メーカーで活躍する会社員

副理事長の米川アンジェリカ綾は、中学校で外国人

3

小学校・スペイン語の先生

児童生徒指導助手を経験しており、外国人側の事情

4

母国へ帰ってからも

かつやくするせんぱ

いたち

を代弁できる人材として、支援される側の自立を見
通して、懐深く事情を理解した上での教育支援を可

5

コンピューター関係のエンジニア

能にしている。

6

ブラジル日本語センターのスタッフ

協働事業で行なってきた学習支援では、外国につ

7

日本語のせんせい

ながる子どもたちの学習を教科教育と社会教育（マ

8

まとめのことば

ナーや文化的習慣などの習得）と位置づけて、支援

9

高校編

日本の高校について

を構築した。社会という出口を意識して子どもの成
長に寄り添うことを心掛けてきた。キャリア教育を

これらのコンテンツには、ポルトガル語、英語、

教科教育、社会教育に並走する教育事業と位置づけ

スペイン語、中国語の字幕をつけることができる

て、キャリアガイドセミナー事業のコンペへの参加

仕様になっている。日本語の力に不安があっても、

を決意した。

児童生徒が母語や公用語字幕で理解することがで
きる仕様になっていて、出演者を通して日本の教育

４．キャリアガイド DVD について

キ ャ リ ア ガ イ ド DVD は、2010（ 平 成 22） 年 3

制度に間接的に触れる機会ともなるものだ。彼らが
高校、大学などに進学している姿を見て、三重県の

月に 1 枚目、2012（平成 24）年に 2 枚目（写真 1）

高校入試制度に外国人向けの受験方法があること、

が県環境生活部多文化共生課によって作成された。

自分自身で教育費をねん出しながら学ぶこと、など

2010 年に作成された 1 枚目の DVD カバーには「『可

の実例を見ることができる。こうして三重県で育っ
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た外国籍の大学生、社会人が、乗り越えなければな

制度、進学、就職及びビジネス慣習について知識

らなかったことや夢、目標についてメッセージを伝

を得ることで、保護者の教育意識が高まり、一方、

えている。

子どもが将来に向かって夢や目標をもって、学校

2 枚 目 の DVD『 キ ャ リ ア ガ イ ド DVD Ⅱ 』 の
DVD ケースには「深めよう絆。確かな未来をつく
るために」と書かれている。
「絆」という言葉からは、

での学習や日本語、母国語の習得に前向きに取り
組む状態を生み出す」
出典／三重県環境生活部多文化共生課「平成 25

子どもたちの教育環境を意識していることが感じ

年度キャリアガイド出前セミナー事業企

られる。子どもたちの保護者だけでなく、教育関係

画提案コンペ 参加仕様書」より引用

者、地域の人々などに向けても、外国人の子どもや
その家族について、あるいは彼らの思いについて、

ところで、学校現場では、教科教育において日本

知ってもらい、理解を深めることが作成意図にある

語で学ぶ力をつけていく JSL カリキュラムの実践

のだろう。「絆」という言葉に、同じ地域の仲間だ

活用が進んでいる。三重県教育委員会では昨年度、

という視点を感じさせる。コンテンツ内容でも保護

北勢 6 市 15 校を指定して外国人児童生徒のための

者の意識、考え方がインタビューによって明らかに

教科指導研究事業を実施した。今年度の外国人児童

され、学校や関係者の連携によって道が開けたこと

生徒担当者会議で、小中学校教育課からその実践に

などが語られている。

ついて小中学校の参加教職員に発表が為され、各校
でのカリキュラムの一層の活用が期待されている。

＜ DVD Ⅱのコンテンツタイトル＞

JSL カリキュラムは、外国につながる子どもたち

1

成功の可能性

への支援として進められてきたものであるが、実際

2

家族愛の大切さ

には日本の子どもたちにとっても学習理解の助け

3

学校外での学習の大切さ

になっているとの認識が広がっている。

4

夢をあきらめない

5

奨学金を活かして夢を叶える

6

強い意思で子供を導く

7

家族の絆を大切に

すなわち、教職員を日本語教育のために配置し、年

8

子供の得意分野を伸ばしましょう

間時間を定めて（指導計画を立てて）、日本語学級

9

母国語も日本語も両方大切にする

を運営することが法令で定められる。学校現場で、

また、文部科学省は、2014（平成 26）年 4 月 1

10 高校を卒業して得られること／三重県立
飯野高校校長、三重県立北星高校校長

日から日本語指導が必要な児童生徒を対象とした
「特別の教育課程」を実施する予定となっている。

外国につながる子どもたちの支援が教科教育、日本
語教育、の 2 面で進んでいる。
一方、環境生活部多文化共生課キャリアガイドセ

ブラジル人学校から日本の大学に進学し、就職し

ミナー事業では、上記の参加仕様書で述べられてい

たエミレーツ航空の CA、10 代で働いた後に復学し

るように、教育現場では行えない母語教育への重要

たブラジル人学校の高校生、ボリビア人大学生、な

性が指摘されていて、三重県全体で外国につながる

ど多様な国籍の多様な生育歴をもつ子どもや家庭を

子どもたちの教育が多面的にとらえられているこ

紹介して、共感しやすいものになっている。日本の

とがわかる。

公立学校へ子どもを通わせる保護者、三重県に多い
南米系日系人以外の国の保護者、親子など、それぞ

つぎに、これまでに実施してきたキャリアガイド
セミナーの紹介を行っていく。

れの母国の教育観と日本の教育事情の違いを乗り越
えての子育て観、教育方針の例を知ることができる。

６．キャリアガイドセミナー紹介
6-1．子ども向けセミナー

５．キャリアガイドセミナー概要
この事業は、下記の趣旨・目的のもとに実施され
「外国につながる子ども・保護者が日本の教育
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実態をふまえたテーマを設定し、それに見合う講師

2012 年度は、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市、

を選定した。高校受験を控えた中学生が参加の中心

伊賀市、三重県立飯野高校、ニッケン学園（ブラジ

になることから、進学する意義、今大切なこと、な

ル人学校）にて実施し、2013 年度は、桑名市、津市、

どをテーマにして、教育の出口である就労を意識さ

松阪市、飯野高校、鈴鹿市立創徳中学校、EAS（ブ

せるようにセミナーを構成していった（写真 2）。

ラジル人学校）、四日市工業高校（定時制）、津高校

日本の学校だけではなく、ブラジル人学校でもセ
ミナーを実施した。ブラジル人学校では、母国のカ

にて実施した。今後は、四日市市、伊賀市でも実施
予定である。

リキュラムの教育を母語でおこなっており、日本在
住が一時的だという前提で子どもたちが在籍して

6-2．保護者向けセミナー

いるといえる。ところが、ブラジル人学校の高校

保護者だけをセミナーに参加してもらうのでは

生から、両親は帰国するが自分は日本の大学に進

なく、子ども向けセミナーと抱き合わせての開催

学したいという相談を受けたり、今年 12 月にブラ

や、学校行事のなかに入り込んで開催するなど、工

ジル人学校を卒業する 14 人の高校 3 年生の進路で、

夫しながら開催している。

6 人が日本に残って進学（2 人）、就職（4 人）が決

子どもが小学生、中学生、高校生、と、その学齢に

まっていると聞いたりした。このようにいつか母国

よって保護者に知ってほしいテーマを選んだ。教育に

に帰国することを前提としている学校からも、日本

関する情報（特に奨学金に関する情報）
、教育にかか

社会に巣立つ子どもたちがいる。このような子ども

る費用についての関心が、いつも突出して高かった。

たちは日本社会との接点が少ないため、教育に関す

また、懇談会のように車座になって話をすること

る情報量が非常に限られている。数が少ないとはい

で、受け身で話を聞くだけではなく、身近な悩みな

え、日本で社会に入っていく子どもたちのために、

どが発言として出てきた。保護者たちが周囲に相談

やはり、ブラジル人学校のような外国人学校をキャ

できずに不安でいる実態がわかり、密度の高い内容

リア教育のブラックボックスにしてはならない。

の話し合いとなった（写真 3）。

「外国人が大学に行けるなんて思わなかった。」

子どもの教育への関心が高くなっていることと、

セミナーに参加した中学生の口調には軽い驚き

外国人がデカセギから日本定住を選択するように

があった。目の前にいる先輩の姿、先輩の話す内

なったこととは無関係ではない。外国につながる子

容の説得力の大きさは絶大である。ロールモデル

どもたちの大部分が高校進学を希望している。教育

を持ちにくい子どもたちにとって、自分の何がキャ

制度などを保護者に周知する進学ガイダンスの実

リア形成に結びつくのか知る術がない。講師として

施とともに、個々の保護者が持っている教育に関し

出会った先輩が自分の将来を「見える化」する働き

ての個別の不安や悩みが軽減・解消できるような取

をしている。

り組みが必要である。

写真２ 飯野高校にて
（大学の先生の話に聞き入る高校生たち）

写真３ 鈴鹿市
（保護者を国・地域別にグループ分けして悩みなどを共有しやすくした）
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なお、2012 年度は、四日市市、鈴鹿市、津市、

議 6 か所にて実施し、2013 年度は、外国籍児童生

松阪市、いなべ市立阿下喜小学校にて実施し、2013

徒担当者会議、三重県人権教育課講座、三重県立飯

年度は、桑名市、津市にて、また、愛伝舎介護研修

野高校、鈴鹿市立郡山小学校にて実施した。今後は、

生と学習支援の保護者に向けて実施した。今後、国

清和小学校、笹川東小学校でも実施予定である。

籍別のセミナーも行う予定にしている。
6-4．地域社会に向けて
6-3．教職員向けセミナー

2012 年度「三重県民生委員児童委員ブロック別

県内 6 か所の会場で開催される「外国籍児童生徒

研修会」（写真 5）で、県内 9 か所の会場で講話を

担当者会議」（写真 4）には、外国につながる子ど

行う機会を県からいただいた。「三重県に暮らす外

もがいる、いないにかかわらず、必ず各校 1 名の教

国籍の子供たち」をテーマに合計 4,000 名の民生委

職員が小中学校から参加している。ここで、先の

員児童委員を前にして、地域の人々を見守る存在の

キャリアガイド DVD を進路指導や多文化共生、国

民生委員児童委員に、DVD を見ていただき、三重

際理解教育に活用していただくために視聴しても

県に暮らす外国籍の子供の現状を日本の人口の減

らう。三重県の小中学校には「日本語指導を必要と

少問題にからめて説明した。

する小中学生」が 1,519 人（2012 年 9 月 1 日三重

近所のトラブルや、不就学の問題、就学援助の相

県教育委員会調査）在籍している。2011（平成 23）

談などに実際に対応されている方もいて、熱心に耳

年卒業の外国籍の中学生の高校進学率は 90％を超

を傾けていただいた。地域の暖かい理解が子どもの

えている。この高い数値は、三重県教育委員会、各

健全な育成に欠かせないことを、再認識させられる。

市の教育委員会と各学校現場の取り組みの成果で

人口が減少する日本で教育を受けて育っていく

あるものの、十分な学力がついていない、あるいは

子どもたちは、将来、日本の社会の担い手になって

経済的な事情で、全日制高校ではなく定時制や通信

納税者、消費者となっていく。このことを地域社会

制という選択肢しかない生徒もいる。今後、高校に

に向けて発信することによって、多くの人に理解し

進学した子どもたちが途中で学業をあきらめずに

てもらうことができた。DVD に出演して語りかけ

卒業することが課題である。

る保護者や子どもたちの姿に深く共感していただ

また、各地のセミナーでは講師として当事者であ
る外国人保護者や外国籍の高校生を呼び、生の声を

けたことなどから、今後、それぞれの地域で多文化
共生が進んでいくことを予感する。

直接聞いてもらった。教職員として何をすることが

地域社会の中心的存在である民生委員児童委員へ

大切か、考えてもらうきっかけのひとつとして、大

の発信ができたことは、地域社会の理解が委員を通

変有意義なものである。

して浸透しやすいという利点がある。県の委託事業

なお、2012 年度では、外国籍児童生徒担当者会

写真４ 外国籍児童生徒担当者会議
（各会場 50 ～ 200 名の教職員が参加する）
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のであり、愛伝舎にとって、新しい切り口であった。
また、今年度は前年度からさらに考え方を進め

れてしまうこともある。
奨学金の受給申請で、保証人のことや必要書類、

て、教育の出口としての「社会」を意識してセミナー

手続きに関して、保護者にどうしても理解してもら

設定をした。新たなセミナー対象者として企業、産

えないことがつらかった、と語った高校生がいた。

業界を加えたことがそれである。企業関係者に対し

日本人の子どもが経験しない苦労をしているケー

て、県内に住む、外国につながるこどもたちの存在

スである。

と彼らの可能性を発見し、今後、自社人材になり得

活動や事業を通して、私たち日本人側が学ぶこと

る存在としての価値を見出してもらいたいという

も多い。キャリアガイドセミナー事業でも、これら

考えで、企業への発信を積極的に進めている。

の事実を相互理解へつなげることを新しい課題と

なお、2012 年度では、民生委員児童委員研修会

して捉えている。

にて実施し、2013 年度では、うれし野塾（企業勉
強会）、京都外国語大学大学生 8）、三重県社会福祉
協議会、鈴鹿社会福祉協議会にて実施。鈴鹿ロータ
リークラブを予定している。

８．講師―関わることによる共振
自分の経験談や半生、家族の歩み、異国の生活で
の辛く不安な気持ち、あるいはそこで努力でつかみ

このほか、企業・産業界の学習会、人権関係、社

とったもの …。参加者に向かって語りかけてくれ

会福祉関係などの講座や、学校の人権学習でファシ

た講師のほとんどが、人前で話したことがない一般

リテーターや講師を依頼されることが数々あり、こ

人である。国籍も、性別も、年齢もさまざまな講師

のような場においても、外国につながる子どもたち

に共通していえることは、皆、「人との関わり」が

の姿や教育について発信し、周知理解に努めている。

人生に影響したということであった。それぞれ、多
くのことを示唆する話を語った。

７．テーマ

志望高校に合格したばかりの高校生は、中学校の

対象参加者によって、また、地域特有の事情に

進路指導で志望高校に合格することは難しいと言

よって、テーマは様々に設定した。内容は表 1 のと

われていたそうだ。途方に暮れていた彼女に、ある

おりである。

先生が声をかけた。

特別なことをテーマにしているわけではない。家

「わたしはあなたのことを絶対あきらめない。」と

庭で保護者が子どもに期待している将来を、実現に

折に触れ気にかけてくれた先生の励ましを支えに

近づける工夫と情報をテーマにしているにすぎな

してがんばってきた、と彼女は語り、参加者に向

い。日本人なら保護者が自分の人生経験や見聞を

かって訴えた。

子どもに伝えられることである。外国人家庭では、
これがどちらにも共有できない経験として存在し、
保護者と子どもの間には理解しあえない溝が生ま
表１

「私たちのことをあきらめないでください。最後
まで応援してください。」
中学 2 年生でブラジル人学校から転校した女子大

対象別テーマの設定例
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生は、当初、中学校のなかで迷子になったという。

よって参加者の心に灯をともしながら、講師自身

話しかけられても返事ができず、いじめにも何度も

も参加者に語る経験を心のなかで整理していくこ

遭った。そんな経験をしても道を逸れずに頑張った

とになり、自分の振り返りとなることも、セミナー

のは、一所懸命日本語を教えてくれた日本語支援教

を重ねて実感することとなった。

室の先生をがっかりさせないためだった。セミナー
では、後輩たちの具体的な学習の悩みに自分の経験
をもとにアドバイスしていた。

９．さいごに

－ NPO の役割を考える

NPO は、社会課題の解決を理念とする。愛伝舎

日本人の夫と結婚して子育てをしたフィリピン

が外国につながる子どもたちの教育に関して持っ

人女性は、日本語がわからなかったために、子ども

ていた課題意識と、企画提案コンペの内容が一致し

につらい思いをさせてしまった、と涙ながらに語っ

たことは、大変幸運だった。しかし、NPO の課題

た。日本語が読めないからと学校の通信を保護者に

意識が行政事業に一致しないとき、NPO はその社

見せなかった息子と、写真で息子だけが体操服を着

会課題を、組織の存在意義を懸けて社会に伝えてい

ていなかったことをあとから知った母。お互いの思

く術を探さなければならない。あるいは、現実社会

いの複雑さは、参加者だった学校関係者を唸らせ

と課題をすり合わせて解決を調整するのか再考す

た。この経験が、母が必死に日本語の読み書きを学

る、という試練に立ち向かわなければならない。
NPO が存続のために（すなわち社会課題の解決

んだ源となった。
正規採用で働く社会人の男性は、大学へ進学しな

のために）努力すべきことは、問題に立ち向かう上

かった。かつて、自分が派遣で働いていた職場に、

で、常に社会の動向に目を向け、一つの社会課題が

後輩が大学を卒業して正社員として入社してきた。

単独の問題ではなく、全体、世界全体の影響のもと

紆余曲折の後に、現在、彼は理解ある会社社長のも

にあぶりだされていることを忘れない。そして、た

とに就職し、資格取得を目指しながら自己実現して

くさんの分野のニュースをもとに分析する。こうし

いる。

て得られた知見を発信していく。こうした作業が必

会社社長は、外国に住んだときの経験から、外国

要不可欠なのだ。

人の気持ちを知ったと語った。自分が持っている環

地道な情報収集と分析を現場に活かし、現場の実

境をマイナスに考えず、プラスにすることを考える

践の集積をもとに、さらに分析を積み重ねていくと

よう助言した。

いう循環を、淀みなく行える組織が、意義ある組織

学校を介して、教職員、児童生徒、保護者とい

として社会から望まれているということを痛感する。

う関係には、抑圧されたところがある。たとえば、

キャリアガイド出前セミナー事業では、人的ネッ

息子の公正な評価を聞きたくて学校担任に尋ねた

トワークが大きく広がった。県事業という信頼をも

保護者に対して、思いやりのつもりでやんわりぼか

とにして各市町の教育委員会と連絡を取り合い、県

して答えたため、保護者に不信感を抱かせた、とい

教育委員会の担当者に顔を知ってもらい、県社会福

う例がある。このような体験に対して、外国人保護

祉協議会、大学などの機関とも新たに関係を作るこ

者は子どもの学校生活を想像することもできず、言

とが出来た。

葉のハンディから周囲に聞きたいことを聞けない。

ネットワークを維持するには、相手に新たな視点

一方で文化背景と行動様式の違う外国人保護者に

をもたらす、新鮮な情報を与える、深い理解を促す

対して、とまどいながら対応する日本人側。お互い

などのことができる懐の深さが必要だ。先ほど述べ

に持っている善意が結果的に逆効果になっている

た地道な情報収集と分析の作業あるいは数々の実

場面が多くなって、不安な気持ちが増幅していく。

践の結果が相手の心に印象を残す。事業受託によっ

私たちが考えていた以上に、参加者が抱えている

て広げることができたネットワークが、これからの

不安は行き場がない、と感じる。根本的な解決は個

努力によって愛伝舎の財産となっていく。ひとつひ

別の対応でしていくことだが、ここに講師の話が風

とつ、こうした財産をふやしながら、愛伝舎の活動

穴を開けた。

を進めていきたい。「多様性を豊かさに！！」― 愛

立場が違っていても、参加者自身の体験と講師の
経験が共振して、感じ合うものがある。語る言葉に
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５）四日市市 18.5％、鈴鹿市 18.1％、津市 17.3％、伊賀市

【注】
１）2012 年 1 月三重労働局発表による。
（mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0027/5580/
2012130174630.pdf）

10.4％
６）三重県教育委員会主催外国人児童生徒教育担当者会
議（県内 6 カ所：熊野、津、伊賀、四日市、松阪、伊勢）

２）住民基本台帳法の改正と外国人登録法の廃止により、

での DVD 上映および説明。このほか、学校単位のセ

平成 24 年 7 月 9 日から外国人住民も住民基本台帳制

ミナー（小・中・高・ブラジル人学校など）、教職員

度の対象となった。外国人登録制度に基づいて登録し

の研修会などで実施。

ていた外国人住民のうち、基本台帳に移行されなかっ

７）2012 年度はモデル事業として実施され、三重県内に

た外国人は計上されていない。したがって、外国人登

4000 人いる民生委員児童委員との連携という先駆的

録者数と外国人住民数は厳密には同義ではない。

なアプローチが試みられた。今年度は、県社会福祉

３）三重県環境生活部多文化共生課発表統計資料より抜粋。

協議会、鈴鹿市社会福祉協議会、鈴鹿ロータリーク

４）2012 年 12 月三重県のデータによる。2010 年国勢調

ラブにおけるセミナーの実施を予定している。

査によるデータでは、都道府県人口に占める外国人

８）ブラジルポルトガル語学科学生 6 名のうち、ブラジ

人口の割合は全国で 1.3％、三重県は 1.8％で全国第 4

ル国籍が 2 名。滋賀県日本ラチーノ学園の生徒たち

位となっている。

のサポートをしている。

Creating Career-Development Environment for Alien Children Growing Up in Japan:
A Case Report, “The Career Guide Seminar Project” Implemented by Mie Prefecture
Kumiko Sakamoto and Madoka Kamimizu
(NPO Aidensha)
Over 40 thousands of Nikkei (Japanese ancestry) are in Mie Prefecture mostly as the factory workers. In the beginning
many of them had planned a short-term migrant, but a part of them have decided to settle down in Japan while their
children grew up and fit in at schools. In the cities where many foreign people live, every school board holds the career
guidance for junior high school students and their parents, who don’t know well about Japanese educational systems or
Japanese educational circumstances. Mie Prefecture implements the certain projects for them, through the position of the
resident welfare, and one of them is the educational project called “The Career Guidance Seminar Project”. We ‘Aidensha’,
the non-profit organizations for diversity of cultures, have entrusted with it from 2012. We hold seminars not only for the
non-Japanese, but for various Japanese; educators, local and children’s welfare commissioners, business managers, and
social welfare parties. Participants of the seminars express deep impressions and sympathy, watching the DVD, produced
by Mie Prefecture, and listening to the stories of the speakers. Expanding the range of dialogue toward societies makes
multicultural community, we realize and trust.
Keywords : alien children growing up in Japan, career-development, local community, network
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【第 14 回大会報告】
なごや、大好き！だから、考えよう

なごや、大好き！だから、考えよう
－国際ボランティア学会・第 14 回大会報告－
第 14 回大会実行委員長

小

島

祥

美（愛知淑徳大学）

ス・ユニット Sin Titulo）の「演劇による多文化共

■３つの新しい試み

2013 年 2 月に開催した国際ボランティア学会第

14 回大会では、3 つの新しいことを試みた。

生への試み」の 2 名であった。
3 つ目が、昼食休憩の時間帯をランチ・ディスカッ

1 つ目が、開催日を 1 日に集約したことである。

ションとし、ランチ持参で自由に意見交換できる場

午前の部では研究発表を、午後の部では市民公開プ

を設定したことである。結果、大学生や若い研究者

ログラムを開催した。結果、午前の研究発表では、

の参加が多く、研究発表時とは異なった自由に議論

研究者による学術発表だけではなく、NGO/NPO な

できる場を提供できた。

どの活動実践者や大学院生・学部生による活動報告

その他、親睦会では愛知県内に暮らすペルー人コ

も多く、研究と実践の成果を広く共有する場を提供

ミュニティに協力依頼し、彼（女）たちの手料理を

できた。

囲みながら懇親いただける場を用意した。調理を担

2 つ目が、研究発表に優秀発表賞を設けたことで

当したペルー人からは、「日本の大学に初めて入っ

ある。本大会実行委員の 4 名が審査と選考を担当し、

て、日本人の人たちに喜んでもらえて嬉しかった」

卓越した研究発表を表彰した。受賞者は、世森歩氏

など、喜びに満ちた感想が多数寄せられた。こう

（立命館大学社会学研究科）の「デジタルツールに

した機会の活用は外国人住民も気軽に参加できる

よる外国人児童学習支援ネットワーク形成に向け

きっかけとなり、多くの人に新しい出会いや学びの

て ― 京都市におけるインドネシア人児童学習支援

場の提供にも繋ることを学んだ。

の実践を事例に」及び田室寿見子氏（パフォーマン

□■学生レポート「ランチ・ディスカッション」
ランチ・ディスカッションでは主に 2 つのことが行われました。1 つは他団体との交流、もう 1 つはディ
スカッションを通してボランティアで起こっている問題についての意見交換でした。
まず私は、他大学のボランティア団体とそれぞれの活動について語り合いました。私は地域ででき
るボランティアを中心に話しましたが、相手の方は東北復興のボランティアについて話してくれまし
た。被災地の様子や実際の活動について詳しく聞くことができ、「もっと新たに活動をすべきでは」と
考えながら聞き入っていました。私だけでなく、周囲の参加者も時間を忘れて語り合っていました。
その後のディスカッションでは、ボランティア参加者のモチベーションについて話し合いました。
いろいろな意見が出るなかで、授業の時間が空いた時にできるボランティアを提供する「空コマボ
ランティア」は、学生にとって魅力的に思えました。「私の大学にもあったらいいな」と思ったと同
時に、自分達にあったスタイルを模索する必要性を感じました。交流を通して自分達の活動を見直し、
「新たなことにチャレンジしたい」という気持ちが生まれました。この時間は私にとって、とても有
意義でした。
愛知淑徳大学ビジネス学部 １年（大会開催時） 堀木政志
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小島 祥美

パンフレットの挨拶文で、次のように説明している。
「名古屋市では、行政だけでなく、多くの市民
活動団体がみなさんの身近な社会的課題の解決
に向けて取り組んでいます。しかし、これらの団
体が、十分にその力を発揮するためには、市民の
みなさんからの寄付などといった支援が重要に
なってきます。（中略）市民のみなさんからのあ
たたかい寄付により、子ども・子育て支援に取り
組んでいる団体が大いにその力を発揮し、真の意
優秀発表賞・授賞式

味で市民のみなさんとともに『子ども・子育て家
庭に日本一やさしいまちナゴヤ』をつくっていき
たいと思います。」
出典／一般財団法人あいちコミュニティ財団「なご
や子どもとつくる基金」パンフレットより

そして、もう１つが、第 2 部で大村秀章愛知県知
事と大西健丞氏の議論により、災害緊急支援として
愛知県と大西氏が代表理事を務める法人との具体
的連携が開始したことである。
以上から、これら具体的な内容の論考は、ボラン
ティア学研究の果たすべき役割を浮き彫りにする
と考え、本号では大会報告に加えて、特別寄稿を設
ペルー人コミュニティの手料理

けることとした。執筆者は、第 1 部の基調講演者で
あった鵜尾雅隆氏と活動報告者の木村真樹氏、第 2
部の実践報告者の大西健丞氏の計 3 名である。特別

■特別寄稿の設定とその背景

寄稿を設けることで、ボランティア学における「理

第 14 回大会では、
「なごや、大好き！だから、考

論」と「実践」の関係について、特に本学会で市民

えよう。」をテーマに、研究と実践を結ぶ市民公開

公開プログラムを企画する意義について、議論の場

プログラムを企画した。 第１部の公開シンポジウ

と材料を提供したい。

ムでは、
「お金の地産地消から、地域の未来を描く」
と題し、地域内で志のあるお金を社会課題の解決へ
繋げるしくみ “ 市民ファンド ” について、第 2 部の

■さいごに

第 14 回大会の市民公開プログラムでは、社会福

緊急フォーラムでは、「東海地震に負けない！みん

祉法人名古屋市社会福祉協議会の協力を得て、手話

ながやるべきこととは」と題し、阪神淡路大震災お

通訳および要約筆記を導入した。また、会場内で

よび東日本大震災からの教訓について、考える場を

は、社会福祉法人愛知県セルプセンターの協力を得

設定した。その結果、開催地において 2 つの具体的

て、社会福祉施設の手作り弁当やパンを出張販売し

な実践につながった。

たり、福島や宮城など被災エリアの障がい者福祉施

1 つは、第 1 部で河村たかし名古屋市長と木村真

設で作った商品「ミンナ DE カオウヤ」を販売した

樹氏が議論した内容が具現化したことである。木村

りなど、開催地の皆さんが様々なかたちで、気軽に

氏が代表理事を務める財団が、名古屋市の平成 25

参加・参画いただける場づくりにも挑戦した。

年度起業支援型地域雇用創造事業（市民活動団体活
動資金支援事業）を受託することで、なごや子ども
とつくる基金が誕生した（2013 年 10 月）
。この基
金について河村市長は、なごや子どもとつくる基金
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第 14 回大会開催にご協力いただいた多くの方々
に、この場を借りて厚く御礼申しあげます。

なごや、大好き！だから、考えよう

□■学生レポート「第 2 部・緊急フォーラム」
新潟中越地震、阪神・淡路大震災、東日本大震災から見えた課題は沢山ありました。今回の緊急フォー
ラムを聞き、その課題をどのように改善し、次に生かしていくかを考えていくことが、いま必要とされ
ていると感じました。同時に、私はこれから起こる東海地震に真剣に向き合えていなかったこと、心の
どこかでは他人事のように考えていたのだと強く感じました。今回のように一般市民も参加することが
出来る機会がもっと広まり、一人一人が過去に起こった災害の歴史を知る上で、それぞれどのような課
題があったか、今後何をしなければならないかを考えていかなければならないと思います。
私はこのフォーラムを通して、災害時に活動をしていた人々、そこから見えた課題といった貴重な
話を聞くことができ、自分なりにやらなければならないことをもう一度考え直し、普段から人と人と
のつながりを大切にしていきたいと改めて感じるきっかけとなりました。
愛知淑徳大学交流文化学部 ３年（大会開催時） 横井祐子

公開シンポジウム「お金の地産地消から、地域の未来を描く」

東日本大震災被災地エリア授産品販売「ミンナ DE カオウヤ」

緊急フォーラム「東海地震に負けない！みんながやるべきこととは」

手話通訳および要約筆記
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【第 14 回大会・特別寄稿】
日本の寄付市場の現状とこれからの可能性

日本の寄付市場の現状とこれからの可能性
－寄付 10 兆円時代実現に向けた現状と課題－
鵜

尾

雅

隆（NPO 法人 日本ファンドレイジング協会 代表理事）

【要旨】
日本の寄付市場は約１兆円。社会のために役立ちたい人が増加している傾向の中で、寄付市場についても、
増加傾向にある。東日本大震災の際の寄付は日本人の 15 歳以上人口の 76.9％が行っており、震災寄付額も 6,000
億円を超える。その寄付者意識や最新の動向、日本の寄付の歴史や今後の可能性について全体像を解説する。
あわせて、寄付 10 兆円時代の実現に向けた今後の課題と展望を取りまとめる。
【キーワード】寄付、社会貢献、ファンドレイジング、ボランティア

１．はじめに

本らしい新たな社会課題の解決システムを構築する

我が国の NPO や公益法人などの民間非営利組織

かが非常に重要な課題となっているといえる。

の活動については、阪神淡路大震災以降のボラン

我が国は、近代以前から、歴史的に相互扶助型の

ティア活動への関心の高まり、及び特定非営利活動

社会を構築し、行政だけによらない社会サービスを

法人法の制定や公益法人改革などを経て、着実に実

生み出してきた。本稿では、現在の日本の寄付市場

績を積み重ね、かつ、社会の認知を得てきつつある。

の全体像を解説しつつ、日本の寄付の歴史について

社会の公共を全て税金や行政サービスで担えるとす

概観する。更に、近年の新しい傾向や今後の展望に

ればよいが、実際には、行政サービスでは、公平性

ついて紹介する。

の議論や非効率性の議論がどうしても出てきくる。

本稿では、2013 年に国際ボランティア学会で行っ

更には少子高齢化に伴い、財政支出も増加し、財政

た基調講演をベースとして、今の日本社会の変化

赤字も 1,000 兆円を超え、今日、日本は課題先進国

を踏まえた、寄付や社会的投資などのソーシャル

といわれる状況になっている。そこで、よりきめの

マネーの動き、そして今後の展望について取りま

細かい柔軟な社会サービスの担い手としての NPO

とめることとしたい。

等の役割が重要になってきている。他方で、NPO
等の活動において、最大の課題が財源の獲得である。
現時点で、多くの NPO 等が最大の課題を収入の確
保としている状況である。今日、税金によらない、
民から民への資金の流れをいかにして生み出し、日

２．日本の寄付の現状
2-1．日本の寄付の推移

まず、日本の寄付の全体像について「寄付白書（日
本ファンドレイジング協会編）」から概観する。日

【活動を行ううえで苦労している点】

ＮＰＯ法人の経営状況に関する実態調査（日本政策金融公庫総合研究所
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鵜尾 雅隆

本ファンドレイジング協会は、2010 年より毎年 1 回、

しているといえる。

全国寄付実態調査を行い、この調査結果および各種

個人会費については、共感性に基づく支援性資金

統計を用いて、日本の寄付市場規模を推計してき

と、いわゆる実利的な目的での会員とが混在してい

た。我が国の家計調査でも寄付支出のサンプリング

るため、全てを寄付性の資金として扱うことは適当

調査を実施しているが、教育、宗教という日本の寄

ではない。

付の大きな割合を持つ部分の寄付を除外した統計

この寄付額を各国比較においてみたのが次の図

となっているため、教育と宗教も含めた寄付実情調

である。レートを 1 ドル 100 円、1 ポンドを 160 円

査を実施したものが「寄付白書」にまとめられてい

と考えると、米国の寄付市場は約 31 兆円、英国が

る。その結果は、下図の通りである。

2 兆円、日本が 1 兆 1 千億円、となる。各国 GDP

2009 年から 2011 年までの日本の寄付マーケットは、

を見ると、米国が約 14.99 兆 US ドル、日本が 5.87

個人寄付、法人寄付合せて約 1 兆円規模で推移し

兆 US ドル、英国が 2.45 兆 US ドルとなっており、

ている。但し 2011 年は東日本大震災の影響もあり、

経済規模としては、概ね米国が日本の 3 倍、英国は

震災関連の個人寄付推計総額 5,000 億円が加わり、

日本の半分となっている。

約 1 兆 7,000 億円となった。

この比較の中で考えると、個人寄付については米国

欧米諸国では、寄付は個人寄付が多いが、日本

が 22 兆円強、英国 1.4 兆円強、と日本 5,182 億円となっ

では個人寄付と法人寄付が概ね半分ずつの割合と

ている反面、法人寄付については、米国が 1.8 兆円強、

なっている点が特徴的である。震災寄付という特殊

英国が 990 億円強となっており、日本の法人寄付 7,168

事情があったものの、総じて日本の 1 兆円強で推移

億円は、では経済規模比でみたときにも米国にも匹敵

【日本における寄付総額、会費総額の推移】寄付白書 2013

【各国寄付の比較】寄付白書 2013
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する規模となっており、英国よりも大きい。

などの習慣としての動機も少なくない。

この法人寄付については、過去の経年でみると次
のようになる。

2012 年のひとつの傾向として、
「毎年のことだか
ら」という選択肢への回答が減少し、能動的な理由

国税庁の税務統計から作成した法人寄付の傾向

が増加したという結果となった。この一つの背景に

を見ると、経済状況の変化などにより、アップダウ

は、震災寄付を経験して、より能動的な理由から寄

ンはあるものの、総じて右肩上がりで法人寄付が伸

付先選定をする人が増えたことがあるかもしれない。

びてきているのが日本の状況である。また、寄付法

また寄付に対する考えでは「寄付を活かし社会

人数、寄付についても、2009 年以降は大きく伸び

にどう変化が生まれたのか知りたい」「寄付は未来

ている。欧米型の寄付は個人が主で法人寄付が相対

社会への投資だと思う」などの回答が高い割合を

的に少ない中で、日本の法人寄付は個人寄付とほぼ

示す。寄付という行為を未来社会への投資と捉え、

同レベルにある点は、特徴的であるといえる。

寄付のリターンとしてどう社会に変化が生まれた
のかという情報を望んでいることが分かる。また、

2-2．寄付の動機・意識

「寄付をするならば税制優遇はあったほうがよい」

次いで寄付を行っている人が、どのような意識で

と思う割合も高く、寄付に際して寄付先が税制優遇

寄付を行っているか見ていこう。「自分にあった寄

適用団体になることへの高い期待が伺える。これら

付の方法だったから」が最も高く、次いで「他人

は 2009 年から 2012 年にかけて 2 年以上寄付を行っ

や社会のためであり、問題の解決に役立ちたいか

た人でも同様の傾向であるとともに、更に高い割合

ら」など寄付の方法に着目した動機や積極的な動機

を示している。寄付をする際に重視すること、をみ

が上位に挙げられた。他方で、
「毎年のことだから」

てみると、「活動の趣旨や目的に賛同・共感・期待

【日本の法人寄付の推移】寄付白書 2013

【寄付の動機】
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できること」
「寄付金の使い道が明確で、有効に使っ

これは、寄付者満足を与えられるようなコミュニ

てもらえること」「寄付の方法がすぐにわかり簡便

ケーションを十分にできていない NPO 等の存在と

であること」などが上位を占め、透明性、共感、簡

いう別の課題も浮き彫りにしている。

便な方法がポイントであることがみてとれる。
他方で、「寄付したことで達成感を感じられた」
という人は 5 割に満たないという結果にもなった。

今後の可能性として、寄付をした人の中で見ると、
5 割以上の人が、
「資産があれば支援してきた団体に
資産の一部を残したい」と回答しているとう点である。

【寄付に対する考え方】寄付白書 2013

【寄付先を選ぶ際に重視すること】
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「寄付先を選ぶ際に重視すること」という問いに

おいては、金融資産が比較的高年齢層にあることを

対しては、2009 年に寄付した人と 2009 年から 2012

鑑みても、日本でも少子高齢化の進展に伴い、貯蓄

年で 2 年以上寄付を行っている人との間で、ほぼ

による相当な資産を保有している高齢者が増加す

同じ傾向として、「活動の趣旨や目的に賛同・共感・

る一方、相続する子どもは相対的に減少しており、

期待できること」「寄付金の使い道が明確で、有効

今後の遺贈寄付の動向には注目が必要である。

に使ってもらえること」などが上位に来ている。
では、遺贈寄付については、どのような傾向があ

2-3．震災寄付と震災後の意識の変化

るのであろうか。全体として、40 歳以上の回答者

東日本大震災に対して 8512 万人の人が金銭もし

（調査年では寄付をしていない人を含む）の約 24％

くは物資による寄付を行なった。これは 2011 年の

が遺贈寄付に前向きな回答を示している。また、当

15 歳以上人口の 76.9％に相当する。寄付白書 2012

該年に 5 万円以上の寄付をした人でとってみると、

の推計によると震災寄付の総額は、義援金・支援金

この割合が 36％程度にまで伸びている。我が国に

合わせて約 6,000 億円（個人・法人含む）であった。

【遺産の意思】寄付白書 2013

【東日本大震災後の意識や行動の変化と
震災後の寄付の有無（物資含む）】寄付白書 2012

【震災後の意識や行動の変化】寄付白書 2012
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東日本震災後の意識や行動の変化として、もっと

の手段としては、「ボランティア」と「寄付」が両

も大きな傾向としてでたのは、
「政府に任せるだけで

輪と言えるだろう。ボランティアは、自らの時間

はいけないと思うようになった」という回答である。

と労力をつかって、
「自らが誰かのために行う行為」

他方で、意識面の変化は様々にあるものの、実際の

であるとすれば、寄付は、
「誰かを信じて託す行為」

地域活動への参加や寄付やボランティアなどの行

とも言える。

動の変化にはまだいたっていないという現状も見

ボランティアと寄付は、違う行為ではあるが、社
会貢献活動を中心に据えてみるとコインの表と裏

て取れる。
他方で NPO に対する考え方では、2011 年に震災
寄付を行った人たちは、「NPO はこれからの社会の

のような関係である。
この二つの柱は、税金以外の資源（時間やお金）

課題の解決に役立つ」（そう思う、どちらかといえ

を使って、社会活動を行うことであり、現在では市

ばそう思うを併せて 73.8％）といった前向きな評価

民社会を支える重要なインフラとなっている。

がある反面、「NPO の情報公開は不十分である」と
回答する割合も高く（同、77.0％）NPO のセクター
全体として情報開示の努力が必要であることが伺

過去 10 年間の傾向として、社会のために役立ちた
いという個人が増加傾向にあるという状況がある。
内閣府の調査で、「社会のために役立ちたいか」
という問いに対して、「そう思っている」という回

える。

答が増加傾向にあり、7 割ちかくにまで達している。

3

今後の可能性、課題と展望

3-1．社会貢献意識の高まり

3-2．近年の寄付の変化

世界中で社会貢献（フィランソロピー）活動に

これまで見てきたように、日本では全体としてみ

対する関心が高まってきている。フィランソロピー

ると、社会を構築する主役は政治や行政・企業で

とは、広く人類全般に対する愛にもとづいて、よ

あった。しかし近年、第三の軸としての NPO への

いものを広めたり、クオリティオブライフ（QOL）

注目がなされてきている。

を高めたりすることを目的とした、利他的・奉仕的

特にバブル崩壊以降、社会構築の担い手は、行政・

な活動全般を指し、より一般的には社会貢献活動の

企業だけでは行き詰まりを見せており、特に大きな

ことである。この社会貢献活動にはさまざまな種類

転機となったのが、1955 年に起きた阪神淡路大震

があるが、「自ら社会貢献を主軸とした事業を NPO

災である。

や公益法人、ソーシャルビジネスとして起こす」と

6000 人以上の死者を出した災害に際して、政府

いう選択肢を取ることができる人は限られている

の対応が遅れる一方で、民間による迅速な支援が高

ので、一般の職業人や主婦などが取りえる社会貢献

い注目を集めた。

【NPO に対する考え方（震災寄付）】寄付白書 2012
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【社会への貢献意識】

内閣府

企業や団体による支援の他、特にボランティアの

社会意識に関する世論調査

2012

（１）遺贈寄付が進みやすくなる仕組みの導入

活躍が注目を集めた。被災者支援のボランティア

年間 40-50 兆円ともいわれる相続において、寄付

に参加した人は、一日に平均 2 万人を超え、3 か月

しやすくなる仕組みの構築が必要である。それは、

で述べ 100 万人を超えたとも言われ、この年は「ボ

税制面では、フロー課税については既に整備された

ランティア元年」とも言われた。

ので、ストック課税（土地や株などを寄付した際

これを契機に、社会的活動に参加する人が増加

の減税措置）についての税制面の整備や、遺言を 1

し、活動も大きな注目を集めることになる。1998

割の人しか書かないと言われる日本社会において、

年には、特定非営利活動促進法が制定され、各地に

いかにして遺言に基づく寄付が進む仕組みを構築

さまざまな NPO が設立され、社会構築を担う存在

していくかという課題がある。他方で、2013 年の

として大きな注目を集めた。

相続税改正により、課税範囲が増えたことで、急速

また活動内容や団体の健全性などが認められた

に遺言や相続に関する関心が高まっているのも事

認定 NPO などの制度もできたが、当初条件が厳し

実であり、今後、こうした社会認識の変化を捉えた

く、全 NPO 法人の中で認定 NPO となれたのはわず

取り組みが必要である。その際には、金融機関や弁

か数パーセントであった。しかし 2011 年に法律が

護士会など、シニアが相続相談する相手側の対応が

改正、施行され、寄付を受けやすくなり、今後はさ

鍵となる。

らに社会の担い手として NPO の存在が注目されて
いくことになると予想されている。

（２）オンラインの寄付の仕組みの急成長

この 2-3 年の寄付市場での最大の変化は、オンラ
3-3．今後の課題と展望
こうした変化の中で今後の寄付市場の成長発展
を考えるうえでの課題と展望は次の 5 点である。

インの寄付の仕組みが急成長を果たしたということ
である。JustGiving Japan が 10 億を超える寄付を集
Ready For? のような「クラウドファ
めたのをはじめ、
ンディング」サイトが数多く生まれ、新しいオンラ
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イン寄付の流れを生み出している。こうしたオンラ

想される。そうしたなかで、今後の可能性として「社

インの仕組みが急成長していることは、今後の若年

会投資市場」の形成という考え方がある。これは

層の寄付行動に影響を与えることが期待できる。

ソーシャルビジネスをふくめて社会的リターンの
ある事業のみが上場できる仕組みで、英国等に既に

（３）ファンドレイジング力の向上

寄付を受ける側の NPO 等のコミュニケーション
力が低いことも、寄付市場が成長するうえでは大き
な課題であったと言える。その点では、2012 年に「認
定ファンドレイザー資格制度」が日本ファンドレイ
ジング協会によってスタートし、既に 330 名（2013
年 11 月時点）の有資格者が誕生し、研修受講開始
者が 1100 人を超えているということが、今後のセ
クター全体の底上げの観点から重要である。
（４）寄付教育の推進

日本社会では、小中高の公教育において残念なが
ら適切な寄付教育が行われているケースは極めて
まれである。
社会貢献教育（フィランソロピー教育）の本質
は「自らの多様な価値観に基づいて、社会の益に
なる行動を選択し、実践することを通じて、自ら
が社会にとってかけがえのない存在であることを
知る」ということにある。しかし、日本の公教育
では、「寄付教育」というと、学校の指定する街頭
募金に立たせたり、学校の指定する寄付先の募金
箱を教室において募金させるといった、「選択」に
ついて学ぶ機会のない「体験だけする」寄付教育
になっている。これは、「逆」寄付教育、つまりむ
しろ寄付について「使い道がよく分からない」「ピ
ンとこない」といった印象を子どもたちに持たせ
る結果となっている。（ボランティア教育において
も、「学校の指定する公園でゴミ拾いをやらせる」
というのは同じ意味で逆教育である。）。今後、正
しい意味での社会貢献教育を日本に定着させる取
り組みが急務である。日本ファンドレイジング協
会は既に全国 65 教室で「寄付の教室」を展開して
きたが、今後全ての小中高校で実現することを目
指している。
（５）社会投資市場の形成

共感に基づく寄付と、共感に基づく投資は、社会
的リターンを求めるという本質的な意味合いにお
いて、大きな違いがない。そこで、今後は寄付と社
会的投資の垣根はさらに低くなってくることが予
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先例がある。近い将来、日本においてもこうした市
場が構築されることが考えられる。

【第 14 回大会・特別寄稿】
地域内 “ 志金 ” 循環モデルへの挑戦

地域内 “ 志金 ” 循環モデルへの挑戦
－みんなで “ 志金 ” を持ち寄るしくみを次世代に－
木 村 真 樹
（一般財団法人 あいちコミュニティ財団 代表理事）
（コミュニティ・ユース・バンク momo 代表理事）
【要旨】
50 年後には現役世代１人で高齢者１人を支える時代がやってくる日本。社会が成熟し、買い替え需要しか
ない上に、お金を使う人が減っていく。普通に考えれば、景気がよくなることは想像できない。そうなれば
当然税収も減り、あらゆる公共サービスをすべて行政が担うことは難しくなる。そうした中、社会の課題に
いち早く気づき、その解決に挑む NPO をどうしたらみんなで応援できるか。「志金」を集め、地域の NPO に
必要なお金の流れをつくろうという仕組みづくりが現在、全国各地で進められている。筆者はこれまで NPO
バンクを経営するなかで、個人にとって出資は、「返してもらえるお金」として、寄付よりも出しやすさがあ
る一方で、企業にとっては寄付の方がありがたいことを実感してきた。また、NPO にとって融資は、助成よ
りも自立（自律）が促されるが、返済が見込めない場合には当然融資を受けられない。そうした段階の NPO
をどう支えるかが課題のひとつであった。筆者の今後のチャレンジは、「地域内 “ 志金 ” 循環モデル構想」の
実現である。日本でいちばん “ 志金 ” が循環する地域を目指して、中間支援組織、行政、地域金融機関等と
の連携を通して NPO に必要なお金の流れをつくる。
【キーワード】人口減少社会、志金、持ち寄る

１．はじめに
地域課題を「見える化」し、その解決に挑む市
民公益活動団体（以下、
「NPO」と記す）へ「志金」

れからは「お上」がどうにかしてくれる時代ではな
くなっていくのは明らかである。
私たちの財団がある愛知県は、他県に比べまだ

を融通することで、安心できる地域の未来づくりに

「マシ」なのかもしれない。愛知県全体では人口が

取り組む「市民コミュニティ財団」（以下、「財団」

現在も増え続けており、2015 年を超えたあたりか

と記す）の設立が現在、全国各地で相次いでいる。

らようやく減りはじめると予測されている（図１）。

2009 年 3 月に誕生した「京都地域創造基金」では、

よって、全国的にみたら、まだ「豊かな」県である

2013 年 11 月までに 1 億 7000 万円以上の寄付を集め、

と考えられる。

子どもが夜に 1 人だけで過ごさざるをえない家庭に

各地の「豊かさ」を比較するために NPO 法人数

食事や入浴、学習の手助けをする NPO や、若年性

を調べたところ、愛知県内の NPO 法人数は、全

認知症の患者が働ける場をつくる活動に助成して

国で 9 番目に多いが、人口で割ると茨城県に次い

きた。また、地元信用金庫と連携し、NPO が使い

で 2 番目に少ない県であることがわかった（図 2）。

やすい融資制度もつくっている。
財団設立者たちに共通する問題意識のひとつは、

「NPO」という存在を、
「誰も気づいていない課題に
気づき、その解決に向けて動き始めた人たち」とし

「日本はすでに人口減少社会に突入している」とい

たならば、気づいて、動き始めた人が少ない県だと

う事実である。人口が減っていくということは、お

いえるだろう。つまり愛知県は、いまだ人口も多く、

金を使う人や稼ぐ人も減るということであり、しか

税収もあって、行政が比較的なんとかできている県

も、世の中はモノにあふれ、買い替え需要しかない。

であると考えることができる。

そんななかで税収が増えることは想像しづらく、こ
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図１

愛知県の人口推移と将来見通し（愛知県ら 201214）

図２
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ＮＰＯ法人認証数の比較（愛知県ら 201216）

地域内 “ 志金 ” 循環モデルへの挑戦

２．市民コミュニティ財団を立ち上げた
理由

2-1．前史－地元の金融機関から NPO バンクの立ち

ていた預貸率が下がり続けたのは、預金が順調に伸
びている中で、貸出が伸び悩んでいるためだ。また、
同時期に、地方銀行でも 1998 年 4 月には 81.8％だっ

上げへ

た預貸率が 2013 年 4 月には 70.3％と同様に低下し、

筆者は NPO の仕事で生計を立てるようになって

信用組合の預貸率は、2013 年 4 月で 51.4％である。

10 年が経つ。大学を卒業後、地元の金融機関に就職。

このように、各地で集められた預金は、その地域の

世の中にはたくさんお金があり、地域金融機関は

活性化のために活用することが難しくなっている。

貸したいと考えているのに貸す先が見つからない。

こうした現状に気づき、NPO バンク「コミュニ

一方、社会問題を解決しようと奮闘する NPO はお

ティ・ユース・バンク momo」（以下、「momo」と

金がなくて困っている。現場で感じたこのミスマッ

記す）を 2005 年に立ち上げた。momo は、民間か

チを解決しようと金融機関を退職した。

ら配当のない出資でお金を集め、それを原資に環

前述のように、NPO が活動を続けるなかで何に

境、福祉、まちづくりなど、さまざまな地域づくり

困っているかといえば、まず「お金」である。企業

に融資する愛知県初の NPO バンクである。これま

も行政も関わっていない問題に取り組んでいると

でに 500 名以上の出資者から、金銭的なメリットが

いうことは、サービスの受益者から対価を取ること

まったくない出資金を 5,000 万円以上集めてきたと

が難しく、事業にかかるすべてのコストをまかない

いうことは、1 人平均 10 万円の「志金」を持ち寄っ

づらいのが現状である。

ていただいていることになる。「志金」とは、誰も

一方で、地方金融機関で預金を集めて融資をして

知らない地域の課題に気づき、黙って見過ごすこと

いた筆者の立場から考えると、地域のなかにお金が

がどうしてもできず、その解決に向けてとにかく行

ないわけではない。愛知県内に本店を置く地方銀

動を起こし始めた NPO を応援しよう！

行、信用金庫、労働金庫の全 19 地域金融機関の預

いが込められたお金のこと。この「志金」を原資に、

金総額は 20 兆円を超えている。そのうち、融資し

momo で は 2013 年 12 月 末 ま で に 45 件、1 億 円 以

ているのは 12 兆円で、地元の金融機関にお金を預

上を、貸し倒れもなく、融通してきたのである。

という想

けても、8 兆円は県外で使われているというのが実
情である（図 3）。

2-2．NPO バンクでは解決できない問題と限界

2013 年 4 月、全国の信用金庫の預貸率が初めて

しかしながら、こうした活動を通じて momo で

50％を下回った（愛知県内に本店を置く 15 の信用

も解決できていない問題があることに気づいた。そ

金庫の預貸率は 51％）。内訳は預金 126 兆円強のう

れは、お断りをしている融資申込先もあるという現

ち、貸出金が 63 兆円弱で、残りは株式や債券に運

実である。

用されている。1998 年 4 月時点では 70％を上回っ

先ほど「貸し倒れがない」と言えた要因のひとつ

（出典）愛知県、コミュニティ・ユース・バンク momo（2012）
図3

これまでの地域内資金循環
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は、「返済できない」事業者には融通していないこ

いた。つまり、働きたいのに働けない人たちがいっ

とである。つまり、融資を断っているからである。

ぱいいるということである。

地域に必要な取り組みでも、融資は返済を伴う以

これからは生産人口が減っていくなか、待機児童

上、応援できない場合もある。

の問題は社会的にも大きな損失である。そして、こ

また、他地域と比較して、まだマシで、豊かな愛知

れまでの社会では活躍しづらかった女性や障がい

県とはいえ、生きづらさや暮らしづらさがないわけ

者、外国人などの住民に今後は活躍してもらわない

ではない。

と、いまの社会の水準は保てなくなることは目に見

例えば、認可保育園にかかわる問題である。筆者

えている。以上から、認可保育園は、行政からの補

が暮らす名古屋市は、2011 年度には待機児童数が

助金で運営されているなか、今後はそのコストを誰

全国一多い街であった（表 1）。現在 2 歳の筆者の

がどう負担していくのだろうか。

娘は運よく保育園に入ることができたが、保育園

加えて、愛知県の高齢者を支える問題も考えてみ

に入りたくても入れない人たちが周りにたくさん

よう。愛知県の人口は、確かに総数は右肩上がりで
増えているものの、年齢構成を詳しくみると課題

表1

待機児童数が 100 以上を増加した市区町村

が見える。1970（昭和 45）年には 55.3％が 29 歳以
下の若者たちで占められていたが、2009（平成 21）
年には 31.7％。若者たちが占める割合は 3 分の一以
下まで激減した（図 4）。この事実から見えてくる
愛知県の未来は、これから一気に超高齢化社会へと
転じていく、支えられる側が加速度的に増えていく
県であるということである。
このようななかで、高齢者をこれまで支えてき
た県予算をみると、この 10 年でほとんど変わって
いない。総額は 2 兆 3,000 億円前後で変化がないな
か、高齢者に充てられる「健康福祉費」という費

（出典）厚生労働省（2011）

目は 2002 年度に 8.4％であったが（図 5）、2011 年

図4
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度には 15.7％とすでに倍増している（図 6）。つまり、
「健康福祉費」が今後ますます必要となる一方でそ

NPO バンクである momo は、地域金融機関にア
クセスできない人たちへ、これまで確かに「志金」

の財源となる税収は今後おそらく減っていくなか、

を融通してきた。しかし、先ほど「貸し倒れがない」

高齢者を支えるコストを誰がどう負担するのだろ

と言えた要因のひとつは、「返済できない」事業者

うか。

には融通していないことである。つまり、融資を

以上から、あらゆる公共サービスをすべて行政が
担うことが難しいのが実態である。これらの問題を

断っているからである。
momo はここ数年、毎年 10 件前後の融資をして

解決するには、地域の中にある民間のお金を「志金」

きたものの、申し込みや相談数はその倍の 20 件ほ

として解決策に振り向けていく、具体的な仕組みや

どある。お断りした取り組みを決して否定している

仕掛けが必要であることは明らかである。地域の課

のではなく、地域に必要な取り組みでも、融資は返

題にいち早く気づき、その解決に取り組む NPO を

済を伴う以上、応援できない場合もある。

どうしたらみんなで応援できるかを次章以降記載

そこで、資金的な支援としては、返済がない「助成

していく。

金」というカタチで、「志金」を融通する仕組みを
つくれないかと考え、あいちコミュニティ財団設

３．あいちコミュニティ財団が果たす役割
3-1．あいちコミュニティ財団の着想

立に至った。つまり、創業時はあいちコミュニティ
財団（市民コミュニティ財団）が支え、事業化の可

具体的に地域課題に取り組む NPO を応援できる

能性が出てきたら、次は momo が支える。さらに

仕組みや仕掛けづくりとして生まれたのが、「地域

事業が発展すれば、地域金融機関が支える。このよ

内 “ 志金 ” 循環モデル構想」である。図 7 の地域内 “ 志

うな事業者の発展段階に合わせた「志金」融通の仕

金 ” 循環モデル構想図は、名古屋市が 2011 年 12 月

組みを具体的につくることが、課題解決にお金を振

に策定した「市民活動促進基本方針」の中でも使用

り向けることにつながるのではと考えたのである。

されている。

（出典）愛知県（2002）
図5

2002 年度の愛知県の財政概要

（出典）愛知県（2011）
図6

2011 年度の愛知県の財政概要
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3-2．あいちコミュニティ財団の特徴

者自立支援法」などがその代表例であるが、そんな

地域内 “ 志金 ” 循環モデル構想について補足説明

今の「当たり前」は、すべて誰かの「ほっとけない！」
から始まっているのである（図 8）。

をしたい。
NPO が、誰も気づいていない課題に気づき、
「ほっ

最近、新聞等でも取り上げられている問題とし

とけない！」と動き始めた人たちならば、時間軸の

て、「ドメスティック・バイオレンス（DV）」や「子

最初は誰も知らない、認知度がまったくない状況

どもの虐待」があるが、筆者が講演などでこの言葉

からスタートしている。しかし、
「ほっとけない！」

を口にすると、うなずく人が必ず何人かいる。つま

で始まったものの中には、時間の経過とともに周囲

り、言葉にしただけで、それがどんな問題か伝わっ

を巻き込み、認知度を高めていった結果、
「事業化」

たということは、すでに事業化や制度化の領域に入

「制度化」の領域へと踏み入れている取り組みもあ

りかけている、認知度の高い問題と考えられる。し

る。制度化で言えば、「介護保険制度」や「障がい

かし、こうした問題を伝える言葉がなかった時、
「メ

（出典）名古屋市（2011）より筆者作成
図7

地域内 “ 志金 ” 循環モデル構想

（出典）深尾昌峰氏発想図
図8
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スティック・バイオレンス」は表面的には「夫婦げ

ける準備を進めている。公益法人になると、個人で

んか」としか言いようがなかったかもしれない。子

あれば寄付金額の半分近くが確定申告すると戻っ

どもの虐待であれば、「しつけ」としか捉えようが

てくる。課題解決に向けた、税金とは違うお金の流

なかったかもしれない。

れをつくりたいと考えている。

このような考えのなかで momo がこれまで応援

愛知県内の NPO で活動している人たちにとって、

してきた事業者を位置づけると、事業化・制度化さ

おなじみの助成金に「あいちモリコロ基金」がある。

れた領域であったと考えることができる。すなわ

これは、2005 年に愛知県で開催された万博の剰余

ち、あいちコミュニティ財団で支えたいのは、この

金から、毎年 1 億数千万円が県内の NPO に助成さ

「ほっとけない！」という領域であるのだ。

れているという助成金制度である１）。この助成金も

もちろん、この領域にもさまざまな NPO が実在す

10 年使い切りで、このままだと 2016 年度にはなく

る。あいちコミュニティ財団は、
「寄付」や「助成」

なってしまうという状況であるため、NPO を支え

というカタチで他者からの「志金」を融通する以上、

る仕組みとしてあいちコミュニティ財団が果たす

問題の当事者の困りごとを本気で解決するために、

役割が大きいと考えられる。

事業化や制度化を最速で目指す志ある人や取り組
みを応援したいと考えている。

あいちコミュニティ財団の特徴として、役員の
半分は NPO に所属する愛知県民であることである。

当然ながら、これらの構想は単なる思いつきで

愛知県といっても広域であるため、尾張、知多、名

はなく、動き始めてから設立までに 2 年を要した。

古屋、三河で NPO を支援する NPO のメンバーに声

2011 年度に筆者が代表理事を務める momo は愛知

がけした。また、評議員には、自らの NPO を「ほっ

県からの受託事業で日本で最も「志金」が循環する

とけない！」から「当たり前」へと成長させてきた

仕組みを検討し、その結果を「お金の地産地消白書

先輩たちにも加わっていただいた。さらには、NPO

2011 ＠愛知県版」としてまとめ、市民コミュニティ

セクターの中だけで「志金」を融通するわけではな

財団の設立を愛知県へ提案させていただいた。提案

いので、今の「当たり前」を担う企業や行政、大学

後の 2012 年度は、それを具現化するために財団設

教員にも参画いただき、多彩なメンバーで構成した。

立の準備で走り回った。主な取り組みは次の通りで
ある。
・ 2012 年 5 月 28 日 「市民コミュニティ財団設
計プロジェクト」を立ち上げ（22 名の「呼び
・ 2012 年 7 月 1 日

市民コミュニティ財団の設

立に向けた「賛同人」募集を開始
・ 2012 年 9 月 24 日 「あいちコミュニティ財団

さいごに、これまでの助成金や他地域の市民コ

・ 2012 年 10 月 14 日

市民コミュニティ財団の

設立に向けた「賛同人」募集を〆切（計 600 名）
・ 2012 年 10 月 28 日

1 つ目は、地域で「志金」を持ち寄ることへのこ
だわりである。市民コミュニティ財団の先行事例で
ある京都地域創造基金の「カンパイチャリティ」も、
東京資本の全国チェーン店では展開していない。

設立準備会」を設立

あいちコミュニティ財団

「発起人」募集を開始
あいちコミュニティ財団

「発起人」募集を〆切（計 653 名・寄付総額
9,501,789 円）
・ 2013 年 2 月 23 日

－あいちコミュニティ財団

ミュニティ財団との違いを述べたい。

かけ人」）

・ 2013 年 2 月 22 日

４．さいごに
の挑戦

そこで、あいちコミュニティ財団では地域での資
金循環を推進し、そのプロセスで「志金」を生み出
すさりげない仕掛けをつくっていきたいと考えて
いる。例えば、某地域金融機関の関係者と話してい
るのが、預金やローンなどの寄付付き商品である。
「定期預金 1 件につき○円」
「住宅ローン 1 件につき
○円」と基金を積み上げて、その金融機関の営業エ

あいちコミュニティ財団「設

立記念パーティ」を開催

リアの「ほっとけない！」取り組みに助成する取り
組みである。

こうして 2013 年 4 月に一般財団法人として設立

この「ほっとけない！」領域を支えるには、寄付

し、同年 11 月現在、寄付や助成のトライアルを行

や助成金など、支援性の高いお金の流れが不可欠で

うことと、公益財団法人として愛知県から認定を受

ある。つまり、この領域への寄付集めをあきらめて
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しまうことは、この領域の課題解決をあきらめてし

りわけ、愛知県の経済規模は他県と比較しても大き

まうことに等しい。

く、企業セクターで育まれてきた知識やスキルは地

2 つ目は、財団の商品は「情報」ということであ
る。「寄付」と聞いてイメージされる光景のひとつ
に「街頭募金」があるが、「お願いします」と声を

域資源のひとつであるため、この点を生かしていき
たい。
市民コミュニティ財団を設立・運営することが、

かける関係性は長続きしづらいのではないかと感

とんでもないチャレンジであることは、その手を挙

じている。筆者が今まで momo で出資を募ってき

げた筆者自身が一番よくわかっているつもりであ

た経験からも、1 回、2 回はお願いできても、3 回、

る。財団の基本的なビジネスモデルは、寄付を集め、

4 回と回数が重なると、お願いする方もされる方も、

その一部を運営費に回し、残りを助成するわけであ

お互いしんどくなっていく。

るが、これで飯を食っていこうものなら、多額の

NPO は地域や社会の課題解決に挑んでいるので

寄付を、しかも毎年、集め続けなければならない。

あれば、その解決策が本来、商品のはずという仮

その大変さがわかっていながら手を挙げたのは、東

説のもと、その解決策を「寄付」という方法で買っ

日本大震災がきっかけであった。震災発生 2 ヶ月後

てもらうには、その解決策にまつわる「情報」が必

に娘が生まれた。我が子に対して、原発や放射能で

要ではないかと考えた。したがって、あいちコミュ

はなく、親として何が遺せるかを自問した。その中

ニティ財団では、解決策を実感できる情報共有の仕

で、年間 10 件程度の融資、しかも申し込みや相談

掛けづくりにも取り組んでいきたい。

の半分は断っている momo だけでは足りないこと

3 つ目が、助成する財団にもかかわらず、
「脱助成」
をめざしたいことである。この点は、筆者が最もこ

を痛感した。一方で、
「プロボノプロジェクト」など、
地域金融機関の巻き込みも震災後に始めている。

だわりを持っていることである。助成金は「成長を

これからの社会を見据えれば、先に述べた「ドメ

助けるお金」と書くが、文字通りにはなかなか生

スティック・バイオレンス（DV）」や「子どもの虐

かされていないと感じている。渡すお金はときに、

待」のように、地域社会では気づいていない問題が、

成長したいという想いや覚悟、機会を奪う恐れもあ

今後ますますモグラのようにボコボコ出てくるだ

る。momo もそんな問題意識で始まったからこそ「融

ろう。今はまだコインを入れられて、モグラたたき

資」にこだわり、少額でも毎月返済していくことで、

に挑めるのかもしれないが、このまま何も仕掛けな

事業者に自信をつけてもらいたいという想いで、こ

いで、その財源が増えていくことは想像できない。

れまでやってきた。一方で、momo を設立して 8 年

それならば、モグラたたきのコインを入れ続けられ

が経ち、融資だけでは応援できない「ほっとけな

る仕組みだけは、次世代に遺したいと強く思ったの

い！」領域があることに気づいた。財団を立ち上げ

である。

た筆者自身も今まさに「ほっとけない！」のスター

できない理由はたくさんあるが、やる理由が 1 つ

ト地点にいるわけで、その領域の資金的支援は、ど

でもあるなら、筆者はチャレンジしたいという着想

うしても渡すお金になってしまうのである。

から、あいちコミュニティ財団の設立へ至った。現

では、助成先の成長をどのように促すか、という

在はまだ実績がほとんどないので、この志しか商品

問題の対応策を解説したい。例えば、仕事の場合、

がない。それでも、まずはご一緒いただける多くの

私たちも給料だけもらって成長してきたわけでは

みなさんと、具体的な一歩を踏み出したいと考えて

なく、上司や先輩、同僚に仕事を教えてもらい、ま

いる。ぜひご参加ください。

かせてもらって、ときには叱咤激励を受けながら、
【注】

成長してきた。
つまり、財団の資金的な支援は、非資金的な支援

１）あいちモリコロ基金とは、2005 年「愛・地球博」の

とセットで考えている。成長に必要な「人のかか

収益をもとに 2007 年 8 月 30 日に設立され、NPO や

わり」を、私たちは NPO の “ 志金 ” 調達をサポー

ボランティア等多数の市民参加に支えられた愛・地

トするボランティアスタッフ「フレンドレイザー」

球博の成果を受け継ぎ、一層発展させるため市民の

２）

と連携し、企業セクター

自発的な社会貢献活動を支援する基金を示す。2007

の従業員を「志金」とともに融通していきたい。と

年から 10 年間、毎年１億数千万円程度助成されるこ

や中部プロボノセンター
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とで、愛知県内の市民公益活動を促進している。
2） 中部プロボノセンターとは、主に大企業の役職員に
NPO へのプロボノ活動を提供する NPO 法人である。愛
知県内の企業人が中心となり 2013 年に設立された。
【引用文献】
愛知県. 2011．政策指針（平成 23 年度）.
愛知県. 2012.NPO 法人の財政・財務の実態 .
愛知県・コミュニティ・ユース・バンク momo. 2012.『お
金の地産地消』白書 2011 ＠愛知県版．
厚生労働省. 2011. 保育所関連状況取りまとめ（2011 年 4
月 1 日）
愛知県. 2002. あいち財政の概要（2002 年度）.
名古屋市. 2011. 市民活動促進基本方針．

ボランティア学研究

Vol.14

87

【第 14 回大会・特別寄稿】
災害緊急支援における自治体と民間団体の連携

大規模災害に備えた自治体と民間団体の連携
大

西

健

丞（公益社団法人 Civic Force 代表理事）

【要旨】
2013 年の国際ボランティア学会の大会開催地である愛知県と、災害支援団体 Civic Force は、同年 4 月、災
害時等の相互協力に関する協定を交わした。Civic Force は災害支援で自治体との連携を重視しており、隣の
三重県や静岡県袋井市、宮城県気仙沼市とも同様の協定を結んでいる。将来の大規模震災で深刻な被害が予
想される自治体側には、Civic Force と提携・協力関係にある企業を含め、民間のリソースを被災者支援や復
興に最大限に活用したいという意図があるようだ。
Civic Force 設立の背景には、2004 年の新潟県中越地震の際の教訓がある。地元の自治体との連携不足で物
資や情報が届かず、企業の力を支援に活用する体制も不十分だった。これらを改善するため、さまざまな支
援組織のリソースを集約するプラットフォームとして、また支援活動全体を効果的に調整するためのハブと
して、Civic Force は設立された。先の東日本大震災では、一部とはいえ企業と進めてきた事前合意が支援に
生かされた。
災害対応では、自治体と民間の団体や企業がそれぞれの得意分野を生かし、現場で効果的に連携すること
がきわめて重要である。自治体側にもその意識が高まっており、連携は今後さらに拡大・深化していくと考
えられる。
【キーワード】災害支援、プラットフォーム、自治体、事前合意

１．民間のネットワーク活用をめざした
災害支援協定

大村秀章知事は「本県で災害が発生したとき、
Civic Force には、東日本大震災での取り組みによっ

2013 年 4 月 17 日、名古屋市中区にある愛知県公

て培われたノウハウや、民間ならではのネットワー

館で、愛知県と Civic Force との「災害時等におけ

クを活用いただけるということで、心強く思ってい

る相互協力協定」の調印式が行われた。Civic Force

る」と期待を寄せた。筆者は、産業・都市機能が

は、災害支援を専門とする民間団体で、筆者はその

集中している愛知ではとりわけ緊急時に食料や燃

代表を務めている。

料などを迅速に供給することが欠かせない、と指摘
したうえで、「これまでの経験と、企業や自衛隊な
どとのネットワークを生かし、全力を尽くしたい。
行政支援の隙間に入ってきちんと機能できるよう、
勉強していく」と決意を表明した。
協定には、大規模災害の際に迅速で効果的な被災
者支援ができるよう相互に連携・協力することが
記され、具体的な取り組みとして①災害時におけ
る情報の収集・伝達②災害時における物資の調達・
供給・緊急輸送③被災市町村から要請があった場合
の避難所等での被災者支援④愛知県が主催する防
災訓練への Civic Force の参加⑤定期的な意見交換
の実施 ―― が挙げられている。活動の詳しい内容

図1

愛知県と Civic Force の協定調印式。
右が大村秀章知事、左が筆者

は、その時々の現場の状況に応じて話し合って決め
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るが、事前に協定を交わしておくことで平常時から

クを連日動員し、食料、燃料、毛布、生活必需品な

信頼関係を構築し、いざというときの調整をスムー

ど総計 380 トンにのぼる救援物資を避難所などに届

ズに進めるねらいがある。

けたこと。宮城県気仙沼市と結ぶフェリーをすべて
失った気仙沼湾内の離島・大島の汽船会社に、瀬戸

２．きっかけは国際ボランティア学会
「緊急フォーラム」
今回の相互協力協定を結ぶことになった直接の

内海の広島県江田島市で退役したカーフェリーを
無償貸与する仲立ちをしたこと。それらの緊急段階
の支援を中心に、スライドを使って説明した。また、

きっかけは、同年 2 月に愛知淑徳大学で開かれた国

発生が心配されている南海トラフの巨大地震をは

際ボランティア学会の第 14 回大会で、緊急フォー

じめとした今後の大規模災害に備え、Civic Force と

ラムのパネラーとして大村知事と筆者が一緒に登

して企業や自治体との事前の連携を特に重視して

壇したことだった。大村知事は自民党の衆議院議員

いることも伝えた。

だったころ、やはり筆者が代表を務めている国際協

プレゼンテーションを聞いていた大村知事は「民

力 NGO ピースウィンズ・ジャパン（PWJ）の支援

間団体にもそこまでのことができるのか」と驚いた

活動を視察するため現場に来られた際に案内した

様子だった。終了後に少し立ち話をする時間があっ

ことがあり、旧知の間柄だった。

たので、「Civic Force はいくつかの基礎自治体や企

「東海地震に負けない！ みんながやるべきことと

業と大規模災害に備えた支援協定を結んでいるが、

は」をテーマにしたフォーラムで、筆者は、東日本

都道府県レベルの提携関係はまだありません。愛知

大震災に対応した Civic Force の支援活動を紹介し

県と Civic Force で最初にやりませんか」と持ちか

た。栃木県のヘリコプター会社との間で事前に交わ

けると、大村知事も「ぜひ、やりましょう」と応じ、

していた協定に基づいて、震災翌朝から調査のた

その後、実務レベルで順調に話が進んだ。

めヘリを飛ばしたこと。引っ越し会社の大型トラッ

３．防災訓練でも自治体と協力

内閣府が 2013 年 3 月までに公表した南海トラフ

巨大地震の被害想定では、最悪の場合、死者数が
32 万 3,000 人、経済被害額が東日本大震災の 10 倍
を超える 220 兆円という、かつてない衝撃的な数字
が示された。なかでも大都市や工業地帯を抱える愛
知県は、建物や工場内の設備などの直接的な被害額
が全国で最悪の 30 兆 7,000 億円にのぼることに加
え、避難者数、断水人口、都市ガスの供給停止戸数
なども全国で最も多く、きわめて深刻な被害を受け
図2

東日本大震災の被災地支援―ヘリによる初動調査

図 3 東日本大震災の被災地支援―
トラックによる救援物資の大量輸送
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る可能性が示された。こうした状況に県も危機感を

図4

東日本大震災の被災地支援―カーフェリーの就航支援

災害緊急支援における自治体と民間団体の連携

募らせ、被災者支援に民間のリソースをもっと積極

県より少し早く、3 月 27 日だった。

的に取り込むことが必要だと判断したのだろう。と

Civic Force は、静岡県袋井市、宮城県気仙沼市と

りわけ Civic Force が東日本大震災の支援を通じて

も同様の協定を結んでいる。9 月 1 日の「防災の日」

数百にのぼる企業と協力関係を築いていることは、

には、南海トラフ地震による津波がさかのぼってく

知事の目には魅力的に映ったに違いない。

ることを想定した木曽川河川敷での愛知県の防災

実は愛知県と並行して、隣の三重県とも協定の締

訓練を視察。袋井市では、避難所の設営、備蓄食料

結に向けた話を進めていた。こちらは同年 2 月に

の炊き出しなど、被災者の負担を減らすための避難

福島県で開かれた、若手の企業経営者や組織のリー

所運営方法を学ぶ訓練に参加した。

ダーらが集う催しで鈴木英敬知事と出会い、意気投

また、気仙沼市で 11 月に行われた津波総合防災

合したことがきっかけだった。三重県は海岸線が長

訓練では、東日本大震災後に設立された NPO 法人

いうえ、大地震の揺れや津波で名古屋や京阪神との

「オールラウンドヘリコプター（ARH）」と協力し、

間を結ぶ高速道路、鉄道などが寸断されれば、陸

ヘリを活用した被害状況の調査や物資輸送の訓練

の孤島のような状態になって支援が届かなくなる

を行った。Civic Force と ARH はさらに、気仙沼市

恐れが強い。鈴木知事は、これまで用意してきた行

と周辺地域を対象に平常時はヘリを医療搬送に活

政主導の防災対策だけではとても足りないと感じ、

用し、災害時は被災地支援に優先使用するという新

さまざまな企業、病院、自衛隊などと協力関係を

たな運用にも取り組んでいる。災害への備えと地域

築いている Civic Force と協定を結ぶことによって、

医療への貢献を両立させる試みは、他の自治体から

企業などの力を災害対応に積極的に取り入れよう

も注目されている。

と考えたようだ。協定の締結は、三重県の方が愛知

４．国内の災害支援への挑戦
イギリスの大学院で紛争解決を学んだ筆者は、
1996 年に PWJ を立ち上げ、以来、イラクやアフガ
ニスタンなどの紛争地を中心に食料や生活物資の
提供、住居支援、医療支援などを展開してきた。こ
れまで約 18 年間で、PWJ が活動した地域は 25 カ
国（2013 年 11 月現在）になった。そのなかには地
震や台風などの自然災害の被災地も含まれ、特に
2000 年代以降は、スマトラ島沖の地震・津波、パ
キスタン地震、ハイチ地震、そして最近のフィリ
ピン台風災害など、自然災害に対応した出動のケー
スが増えている。
図5

静岡県袋井市での避難所設営訓練

日本国内の災害支援に目を向け始めたのは 2003
年ごろからだ。近い将来起きると言われている南海
トラフ地震を中心に、対策を事前に検討しておく必
要があると考え、PWJ 内に国内災害対応のタスク
フォースを組織して研究を始めた。1995 年の阪神・
淡路大震災の後、海外の数多くの支援現場でノウハ
ウを培ってきた NGO として、足元の日本で起きる
災害の支援に貢献することは、大切な使命だと感じ
たからだ。
2004 年の 10 月に発生した新潟県中越地震の際、
PWJ は初めて国内災害の現場で支援に乗り出した。
大手スーパーのイオングループと連携し、大型テン

図6

愛知県の防災訓練

ト「バルーンシェルター」をスーパーの駐車場に広
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げて、約 3 週間にわたって避難所を運営した。バルー

業や流通・小売業なら自社の倉庫や店舗に大量の物

ンシェルターは、難民キャンプに家族用のテントが

資を保有しているし、飲食、娯楽、理美容などのサー

届くまでの間、雨風をしのげるようにと、繊維メー

ビスを提供できる企業もある。また、多数の社員を

カーの帝人と PWJ が共同開発したもので、強度や

支援の要員として被災地に送り込むこともできる。

耐候性にすぐれ、小さく折りたたんで持ち運ぶこと

しかし、災害の緊急支援は特殊なノウハウを必要と

もできる。イオングループは地域防災への貢献とい

し、企業にはその経験が乏しいため、支援に習熟し

う観点から、バルーンシェルターを購入し、主要店

た NGO などの「つなぎ役」がいないと、企業のリソー

舗に配備してくれていた。

スを効果的に生かすことはできない。やはり平常時
からコミュニケーション回路を持ち、役割や手順を
調整しておくことが重要だ。

６．大切なのは支援全体の調整機能
筆者が数多く経験してきた海外の大規模災害で
は、人道支援の調整を専門とする国連人道問題調整
事務所（United Nations Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs；UNOCHA）などが現場にチー
ムを送り込み、支援全体の調整役を担う。食料、シェ
ルター（住居）
、医療、保健、教育といった分野ご
とに、あるいは県や郡といった地域ごとに、さまざ
図7

新潟県中越地震の際、避難所として活用した
バルーンシェルター

まなレベルの調整会議が開かれ、各国から支援に来
た NGO、国際機関、地元政府、軍などが情報交換
して役割分担を決める。UNOCHA はそこで集めた

５．新潟の震災支援で見つかった課題

情報をまとめて関係者に送付したりウェブ上で公開

多い時で 450 人ほどの被災者がテント内に寝泊ま

したりし、各組織が支援の方針や手段を決めるのを

りし、PWJ は炊き出しや保健・衛生相談などのサー

助ける。支援の空白や重複が生じるのを避け、効果

ビスをイオングループと協力して提供した。この

的で効率的な支援を可能にするためのシステムだ。

ときは規模の比較的大きな余震が繰り返して起き

また、たとえば米国では、大規模災害のときには

たため、体育館などの避難所を避けて自家用車内

連邦緊急事態管理庁（Federal Emergency Management

で夜を過ごす人も多く、倒壊する恐れがないバルー

Agency of the United States；FEMA）という専門機

ンシェルターは喜ばれた。秋の新潟は夜になるとか

関が強い権限を持って災害対応の全体を統率する。

なり冷え込んだが、バルーンシェルター内にストー

一方、日本では内閣府が所管する中央防災会議が

ブを設置すると、暖かく過ごすことができた。

防災基本計画の策定等を担っているものの、FEMA

しかし、課題も残った。一つは地元の自治体との

のように災害対応を指揮することを想定された常

連携不足である。支援に関する事前の情報共有や調

設の専門機関はない。もちろん災害時には国にも自

整ができていなかったのはもちろん、PWJ という

治体にも対策本部が立ち上げられるが、災害対応の

団体の存在すら認識されていなかったため、実際

専門知識やノウハウを持った職員は少なく、さまざ

に大勢の避難者がバルーンシェルター内で生活し

まな支援組織を束ねて有機的に連動させる役割を

ていたにもかかわらず、当初は自治体が作成した

十分に果たしているとはいいがたい。しかも、も

避難所リストに掲載されなかったのだ。そのため、

ともと自治体の災害対応計画のなかに民間企業や

最初の数日間、行政からの物資や情報は一切届か

NGO を生かそうという発想が欠けているため、災

なかった。

害対策本部による情報共有や調整の範囲は行政組

もう一つは、企業の力を効果的に支援に取り込む
仕組みが欠けていたことだ。企業はそれぞれの専門
分野において豊富なリソースを持ち、たとえば製造
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織内部か、せいぜい警察、消防、自衛隊などとの間
にとどまるケースが多い。
新潟県中越地震の経験を通じて、筆者は、政府、

災害緊急支援における自治体と民間団体の連携

企業、NGO などの垣根を越えて被災地支援にかか

ラットフォームとしての Civic Force の機能はまだ

わるさまざまな組織・機関の活動を把握し、全体と

十分とはいえなかったが、冒頭で触れたヘリの活用

して最大の効果を発揮できるように計画・調整する

をはじめ、企業などと事前に関係を構築してきたこ

機能が必要だと感じた。その問題意識に基づき、情

とが役立った場面も少なからずあった。加えて、イ

報、人、資金、物資などのリソースを集約するプラッ

ンターネットの SNS（Social Networking Service）を

トフォーム（土台）の役割を果たそうと立ち上げた

活用した募金も非常に大きな成果をあげ、国内災害

のが、Civic Force である。構想に賛同した PWJ な

支援のさらなる強化に向けて貴重な学びを得るこ

ど 3 つの NGO が中心となって 2008 年にスタートし、

とができた。

翌 2009 年には法人化して公益社団法人となった。

筆者らはいま、アジア太平洋地域にまで目を向け、
Civic Force が中核となって域内の NGO や企業など
の相互協力による災害対応システムを構築しよう
としている。アジアは世界のなかでも際立った自然
災害の多発地域であり、災害による死者や被災者の
多くが集中している。各国の政府、ビジネスセク
ター、NGO による JPF 型のプラットフォーム（ナ
ショナル・プラットフォーム）の構築を支援し、さ
らにそのナショナル・プラットフォームどうしが連
携・協働することで、支援の相互派遣や受け入れを
スムーズにしようという構想だ。日本のほか韓国、
インドネシア、フィリピン、スリランカが参加し、

図8

Civic Force の概念図

国際協力の分野では、2000 年に設立されたジャ
パン・プラットフォーム（JPF）が、そうしたセ

「Asia Pacific Alliance for Disaster Management（APA）」
として 2012 年秋に立ち上がった。当初は日本に事
務局機能を置き、新しい国際機関として活動する予
定だ。

クター間連携の役割を果たしている。政府の ODA

2013 年 11 月、巨大台風「ハイエン」による甚大

資金や民間からの寄付金がこれまでに 300 億円以

な被害を受けたフィリピン中部の支援では、Civic

上、JPF を通じて流れ、日本の NGO の緊急支援を

Force は APA に参加するフィリピンの災害支援団体

支えてきた。そのおかげで、JPF に参加する NGO

CDRC（Citizens’ Disaster Response Center）と協力し

は年間数億円規模のプロジェクトを現場で運営で

て活動している。すでに現場では国境を超えた連携

き る よ う に な り、 支 援 の ス ピ ー ド も 飛 躍 的 に 高

が動き始めているのだ。

まった。Civic Force は JPF の国内版という位置づ
けでもあった。

APA は民間主体の組織だが、将来的には物資・
人員の輸送、病院船の活用などの面で軍との協力
の可能性も探っていきたいと考えている。すでに

７．アジアに広がる民間主導の災害支援
システム
Civic Force は発足当初から、自治体や企業、病院

などとの「事前合意」に力を入れてきた。災害支
援にかかわるさまざまな組織が日ごろから情報交
換や連携を密にし、支援の想定プランを確認しあっ
ておけば、災害時の混乱のなかでも素早く的確な判
断ができ、より多くの被災者のニーズに迅速にこた
えることができる。災害対応訓練も日ごろから一緒
に行い、信頼関係を深めていった。
その途上で起きたのが東日本大震災である。プ

図9

Asia Pacific Alliance の設立
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図 10

現地の災害支援団体 CDRC と協力して進めた
フィリピン台風被災者支援

2010 年、米軍が主催した「Pacific Partnership」に、
Civic Force や PWJ など 4 つの日本の民間団体が参
加し、東南アジア各国に寄港しながら、医療支援な
どの演習を行った。民・軍の協力はこれまでも人道
支援における課題の一つだったが、大規模災害対応
は協力を前進させるのに格好のテーマといえる。

８．高まる民間の役割
阪神・淡路大震災では、全国から駆け付けた個人
ボランティアの働きが注目され、後に特定非営利活
動促進法（NPO 法）が制定されるきっかけの一つ
にもなった。それから 16 年後の東日本大震災では、
Civic Force や PWJ のような NGO の組織的でバラエ
ティに富んだ支援活動が高く評価された。国の動き
はまだ鈍いといわざるを得ないが、災害復旧や被災
者支援の前線に立つ自治体の首長や防災担当者の
なかには、NGO と組んで対応能力を高めようと考
える人も増えてきたように感じる。災害対応計画を
見直し、民間の企業・団体との協力や役割分担につ
いて具体的に書き込む自治体も出てきた。
気仙沼市はもとより、今回の愛知県や三重県との
協定締結の背景にも、そうした自治体側の意識の変
化があると考えられる。行政だけですべてやろうと
するのではなく、民間の力を積極的に活用しようと
いう発想は、他のさまざまな公共サービス分野と同
様に、災害対応における民間団体の役割をいっそう
高めることにつながるだろう。Civic Force としては、
今後もこのような協力関係を拡大・深化させる方針
であり、他の自治体にも連携を働きかけていきたい
と考えている。
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パプア――森と海と人びと
村井吉敬著

めこん（2013 年）
日下部

「パプア－森と海と人びと－」と題された本書は、

尚徳（文京学院大学）

資源の乱獲を防ぐ地域独自の慣行である。著者は、

アゲハチョウの話題からスタートする。曰く、パプ

このような「サシ」の慣習はコモンズを保全すると

アに生息するトリバネアゲハは、蝶愛好家なら誰も

同時に、死者を悼むなどの宗教的な意味をもってい

が獲ってみたい蝶であるらしい。著者は東南アジア

ると指摘している。

社会経済論を専門とし、「エビと日本人」をはじめ

著者は「サシ」をめぐる旅の中で、パプアの人び

数々の名著を書き記してきた村井吉敬氏である。本

とが直面している厳しい社会状況を目の当たりにし

書でも述べられているが、ともかくも「現場」を歩

た。著者が特に憤りを感じたのは、村人を監視し精

き、声なき声に耳を傾けるのが著者の流儀である。

神的に圧迫する軍の存在であり、そこに住む民を無

スンダ社会を描いた「スンダ生活誌」から、スラ

視した開発であった。そして、パプアを「未開の地」

ウェシ、マルクを経て、本書「パプア」にいたるまで、

とし、そこに住む人びとを「野蛮人」として扱う日

人生を賭してインドネシアの海域を歩きつづけた

本やパプア以外のインドネシアの人びとに対して

著者の関心は、一貫してそこに住む「小さな民」に

は、以下のような苦言を呈している。
「パプアの山

あった。偏見や差別の対象になりやすく、無秩序な

の人びとが、どれほどかサツマイモの栽培に長けて

開発の犠牲になることの多い「小さな民」に寄り添

いるか、狩猟民のマリンの人びとの鹿笛を使った猟

おうとする姿勢は、すべての著作に一貫している。

がいかに優れているのか、タブラヌスの刳り舟に彫

そして、どんなに困難な状況下にあっても強くたく

られた彫刻がどんなにか抽象図案を巧みに使うか、

ましく、時にしたたかに生きる「小さな民」の持つ

こうしたことはほとんど伝わっていない。暮らしの

知恵からの学びを著者は大切にした。一方で、「小

知恵や技術、そして芸術性をいかに持ち合わせよう

さな民」の生活を顧みない開発や人権侵害に対して

とも、パプアは『未開』で、開発の対象でしかない」
。

は、客観的データや「小さな民」からの詳細な証言
をもとに鋭い批判を展開した。
その著者の最後の著作となったのが本書「パプア」

第2章

パプアって何だ？

本章では、パプアの地理的特性や民族構成を概観

である。パプアは、日本のほぼ真南、赤道直下に位

すると同時に、そこに住む人びとの生活様式や伝統

置するニューギニア島の西半分をさす。東半分は、

を写真とともに紹介している。また、
西洋人が「原始」

独立国パプア・ニューギニアである。パプアは 1969

を求めてやってくる観光村を紹介し、観光客相手に

年にインドネシアの一州として併合されたが、現在

したたかに生きる住民と、パプアを「原始」の対象

まで独立運動が続いている。治安部隊による運動へ

としてしか捉えない西洋社会とのいびつな関係を、

の弾圧や人権侵害に関する報告は後を絶たない。

パプアに対する植民地政策の歴史から論じている。

著者の遺作である本書を、教え子の一人である私

章の後半では、日本の戦争の痕跡がパプアにもあ

が評せるのか一抹の不安が残るが、本稿では、でき

ることを伝えている。パプアには今なお第二次世界

るだけ本書の記述を引用することにより、著者の思

大戦の犠牲者の遺骨が眠っている。この事実に触れ

いをそのまま伝えたいと考えている。

た著者は次のような感想を述べている。「日本軍や
米軍の犠牲者についてはある程度の数がわかるが、

第1章

パプアに行った

本章は、「サシ」の現場をめぐるフィールドワー

パプアの人の犠牲の実態はほとんど何もわからな
い。日本の慰霊団の人びとの慰霊ツアーに『文句』

クをもとに記されている。サシは、魚やヤシの実を

を言うつもりは毛頭ないが、まずパプアの人の犠牲

住民が自主的に禁漁、禁採取にすることによって、

に思いをはせるべきではないだろうか」。
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パプアの人類学・社会学的な考察に始まり、「未

第5章

希望のパプア

開」の地に住む民と開発された地に住む西洋人の対

最終章では、著者が訪ねたタブラヌス村の様子を

比、最後には自分たちの生きる社会との関係を一つ

フィールドノート形式で描いている。そこに暮らす

のフィールドワークから紡ぎ出す。まるで著者の講

人びとが、何を食べ、どこに住み、何に喜びを感じ、

義を聞いているかのような一章である。

何に憤っているのか、現場に寄り添う地域研究者や
援助関係者であっても時として忘れがちな、しかし

第3章

パプア人はマラリアか OPM―独立したい

決して忘れてはならない「小さな民」への視点がこ

パプア

こにはある。時には村人と釣りをし、時には政治談

本章では日本の占領以後のパプアの抵抗と弾圧

義に耳を傾ける。著者のフィールドでの村人とのつ

の歴史をひもといている。パプアがインドネシアに

きあい方が目に浮かぶような一章である。

帰属する根拠は、国連監視下で実施された住民投

そして、パプアの NGO の指導者であるデギー・

票である。しかし、パプアの人びとは、選挙行動

ルマロペン氏の言葉に、著者の意見を重ねる形で本

は強制された「選択肢のない行為」であったとし、

書は締めくくられる。「よその権力や中央の決定す

今日まで独立を主張している。著者は、2000 年に

る開発プランではなく、地域主体のプランが優先さ

開催されたパプア大会議に参加し、会議のエピソー

れない限り、開発の悲劇はこれからもいくらでも

ドやパプア内部の駆け引きについて記述している。

起きる」。こうした開発の構造を克服するには、
「民

踊りあり、歌あり、祈りありの会議を、著者は草の

のパワーがカネとは別次元で確立されること」が必

根の民主主義と表現し、議決のみで意思を示す一般

要である。「民にパワーがある。それを『上』に利

的な民主主義とは異なるとしている。しかしながら

益を及ぼそう」という「トリックル・アップ」とい

同時に、草の根の民主主義だけでは独立は達成でき

う発想に希望を託して、著者は最後の筆をおいた。

ないとも論じており、国際世論や国連の支持といっ
た政治力学の重要性を提起している。

本書を手にとったのは、著者の葬儀の時であっ
た。悲しみに包まれる中で参列者に手渡された本書

第４章

大きな自然と開発と

は、場違いなほどに美しかった。著者の撮影したフ

開発という荒波によって失われつつある、大自然

ルカラー写真に彩られている本書は、著者の伝えた

の恵みとともに生きる人びとの生活を、主として食

かったパプアの美しさと、そこに住む人びとのいき

の視点から描いている。インドネシア政府による

いきとした生き様の結晶なのかもしれない。

ジャワなどの人口過密地域からパプアへの移住政

アゲハチョウで始まった本書は、開発とは何かと

策は、パプアにおける移住者の割合を 51％にまで

いう大命題でとじられる。著者にとっては、そのす

押し上げた。外国企業によるエビトロール漁や、国

べてがパプアの森と海と人びとからの学びであっ

際石油資本の BP 社による天然ガス開発は、パプア

た。あとがきによれば、著者は「そんなパプアにま

の豊かな自然を破壊した。このような、変わること

だ何度も行きたいと思っている」。過去 20 年間に

のない開発する者とされる者の関係を見続けてき

20 回もパプアを訪れた筆者だが、もっともっとパ

た筆者は、以下のような指摘を残している。

プアを歩き、学び、そこに暮らす「小さな民」と一

「もともといた人びとが不安もなく、圧迫もなく

緒に考えたかったのだ。

平静に暮らすこと、そして自分たちの努力が発展に

そして、我々ももっともっと筆者である村井先生

つながる。こうしたことが全く保証されていないの

の言葉を聞いていたかった。先生のアジアの「小さ

が今のパプアの状況である。独立だ、自治だという

な民」からの学びに耳を傾けたかった。しかし、そ

以前の問題がここにはある、というより、なぜ彼ら

れはもうかなわない。我々は先生の著作からそれを

が独立だ、自治だと言わなければならないのか。そ

感じ続けるしかない。もっとも、こんなことを書評

のことは『天然資源』を求めてやまぬわたしたちの

に書いたら「私の本はほどほどにして、現場をもっ

問題でもあるのではないだろうか」。

と歩きなさい」と先生に諭されてしまいそうだ。
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医療通訳士という仕事 ――ことばと文化の壁をこえて
中村安秀・南谷かおり編著

大阪大学出版会（2013 年）
小

島

祥

美（愛知淑徳大学）

本書は、医療通訳者だけではなく、医療に従事す

あった。規程の作成はあくまでも第一歩であり、こ

る医師や看護師の研修や教育の教材としての活用

れから起こりえる倫理的問題を解決していくため

を目的に出版されたものである。2012 年現在の在

の教育や相談体制の必要性を指摘している。規程の

留外国人数は 200 万人を超え、日常的に多文化共生

前文には、策定に関わった人たちの深い思いが込め

という言葉を耳にし、多言語化された情報も目にす

られていることを感じる。

るようになった。しかし、誰もが利用し、時には命

4 章「医療通訳士の教育研修システム」では、神

にかかわる医療サービスにおいて、未だに多言語の

奈川県における先駆的な医療通訳士養成システム

保障が立ち遅れている。本書はこれまでに各地で展

を紹介している。このシステムは、派遣する団体と

開されてきた医療通訳にかかわる取り組みを紹介

医療機関はともに協力して医療通訳士を守り育て

し、様々な立場の筆者から今後の課題と展望を提示

るという理念に基づく。医療通訳士が通訳に徹する

している。本書は 3 部構成で、第一部の「医療通訳

ことができる環境づくりは、各地での取り組みにも

士とは」では、外国人に対する医療制度の背景を踏

通ずるものがある。

まえ、医療通訳の必要性と基準や倫理規程づくり等
をまとめた 4 本の論文が掲載されている。
1 章「医療通訳士の必要性と重要性」では、日本
の 50 年にわたる国民皆保険制度は日本語がわかる

次いで第二部「医療通訳士の役割」では、医療通
訳士が病院やコミュニティーで果たす役割のみな
らず、今後の動向が気になる医療ツーリズムにおけ
る役割を考察した 5 本の論文が掲載されている。

日本人にとっての制度であり、そこには日本語がわ

5 章「病院における医療通訳士の役割」では、い

からない外国人に対する視点が抜け落ちているこ

ち早く国際外来を立ち上げ、医療通訳士が常駐する

とを指摘する。そして、「医療通訳の課題は日本の

りんくう総合医療センターでの取り組みを紹介し

医療のあり方に関する問題提起につながっている」

ている。同センターは医療通訳士の養成に OJT（On

（18 頁）と論じている。
2 章「医療通訳士に求められる共通基準」では、
医療通訳という活動を牽引してきた 2 つの市民団体

the Job Training）を積極的に取り入れている。エピ
ソードを交えての現場で学ぶこと（OJT）の重要性
が述べられ、説得力がある。

が中心となって作成した「医療通訳共通基準」を説

6 章「コミュニティー活動における医療通訳士の

明している。日本ではボランティアが善意で通訳同

役割」では、医療通訳をコミュニティー通訳の一つ

行しているという現状がある。しかし、医療通訳を

として位置付け、そのあり方と果たすべき役割を述

行うために最低限必要な知識と技術の基準が必要

べている。医療通訳は専門的な知識とスキルを持っ

ではないか、という思いから共通基準の策定に至る

た者が行うべきである。しかし、外国人支援活動を

経緯とその内容を解説する。同基準は、医療通訳を

しているうちに、悩みながらも医療現場まで通訳同

目指す個人の学習だけではなく、通訳士を育成する

行するようになった経験を持つ人は少なくない。本

団体が行う研修や講座などにも活用されることを

章の筆者はその一人として、医療通訳士も患者を包

目的としている。

括的に支援するコミュニティー通訳としての視点

3 章「医療通訳士倫理規程を読み解く」では、本

を持つことの重要性を説く。

書の「はじめに」にも掲載されている医療通訳士倫

7 章「メディカルツーリズムの将来性と医療通訳

理規程が作成された背景ならびにその内容を述べ

士の必要性」では、世界的に増加傾向にあるメディ

ている。日本で医療通訳といえばボランティア活動

カルツーリズムの日本での展望と医療通訳に求め

であったが、専門的な職業という認識からの策定で

られる役割を考察している。日本におけるメディカ
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ルツーリズムの動向はまだ予測できないことが多

ステム」では、愛知県で開始した「あいち医療通訳

い。しかし、患者は最先端の高度な医療を求めての

システム」の背景と現状を説明している。これは、

来日から、医療通訳士には高いスキルが求められる

医療関係団体、大学、NPO、愛知県と県内の市町村

だけでなく、「コンシェルジェの役割」の必要性を

で構成された検討会議での案から開始したシステ

も指摘している。

ムであるところに注目したい。その他、外国人集住

8 章「外国人患者から見た医療通訳士の役割」で
は、本書で唯一、外国人患者の立場から医療通訳に

地区の取り組みとして、三重県と岐阜県の通訳派遣
制度の具体的な事例も紹介している。
13 章「IT を利用した医療通訳システム」では、

求められていることを論じている。日本語が理解で
きない患者は病院にいるだけで精神的な不安を感

群馬県内の病院で遠隔医療通訳サービスを試験的に

じており、それを軽減できるのは医療通訳士であ

臨床導入し、サービスの有用性と問題を調査した取

る。医療通訳士には大きな期待がかかるが、逆に患

り組みを紹介している。対人通訳の負担を減らすこ

者を不安にさせることもあるという。医療通訳士に

とができる手段として 24 時間対応可能な遠隔医療

は「温かさを持った尊敬されるような対人援助を患

通訳は、今後さらに活用されることが期待される。
14 章「コミュニティビジネスとしての医療通訳」

者から期待されている」（97 頁）と説明する。
9 章「米国における医療通訳士の発展の軌跡から

では、本章の筆者の NPO が取り組む医療通訳シス

学ぶ」では、米国において医療通訳制度が発展した

テム構築のためのモデル事業（神戸）を例に、医療

経緯をまとめている。米国での医療通訳士の発展

通訳をコミュニティビジネスとして事業化するこ

は、民族団体によるアドボカシー運動と医師をは

との課題や問題点を考察している。医療通訳を専門

じめとする医療関係者による研究の蓄積に支えら

的な仕事として社会に根付かせることが必要であ

れていた。すなわち、医療サービスが公の保険制

るが、利潤を主な目的とする企業サービスにはそぐ

度で支えられている日本では、医療通訳士の発展

わない。コミュニティビジネスとしての事業化の試

に政府や自治体が果たすべき役割が大きいことを

みは、注目に値する。
15 章「聴覚障害者の医療シーンにおける情報保

指摘する。
最後の第三部「医療通訳士活動の実態」では、

障の課題」では、障害福祉制度として行う手話通訳

各地域における医療通訳養成の具体的なカリキュ

派遣制度を紹介している。患者と医師のコミュニ

ラムや先駆的な取り組み、聴覚障害者に対する手

ケーションを橋渡しするという役割においては医

話通訳派遣制度を紹介した 6 本の論文が掲載され

療通訳者と共通し、医療現場において配慮すべき点

ている。

は参考になることが多い。

10 章「自治体における医療通訳士教育について」

以上、本書は日本における医療通訳の現状と課題

では、長崎県における医療通訳士養成の取り組みを

をわかりやすくまとめ、医療通訳者養成の具体的な

具体的なカリキュラムとともに紹介している。外国

カリキュラムなどの事例紹介の提示も多いことか

人は住民であることから、各自治体はその安全と健

ら、これから地域社会で医療通訳の問題に取り組も

康を守るために地域の特性に応じた早急な医療通

うとしている行政や市民団体にとってはマニュア

訳派遣システム構築の重要性を指摘する。

ルとしての利用価値も高い。

11 章「『医療通訳』を創る」では、医療機関や

医療は「誰もが保障されるべき公正、平等を旨と

地域社会での実態調査を踏まえて、本章の筆者の

する人権」（10 章）であり、日本語がわからない人

NPO と京都市国際交流協会が協働で開始した医療

が医療サービスにアクセスできない状態は早急に

通訳派遣制度（京都）を説明している。岐阜県事

改善されるべきである。また、「医学は世界共通で

業で実施した具体的な通訳士養成プログラムの事

あるが、医療は文化」（1 章）であることから医療

例紹介に加え、医療従事者向けの教材や多言語で

通訳士に求められるスキルは言語能力だけではな

のコミュニケーションを支援するアプリケーショ

く、異文化を深く理解することが必要である。また、

ンの開発など、先駆的な取り組みと成果の考察は

「温かさのある通訳士」
（6 章、8 章）になるためには、
・

12 章「外国人集住地区における医療通訳派遣シ

100

ボランティア学研究

・

・

・

・

・

・

・

・

・

おもてなしではなく、おもいやりの素養が大切であ

興味深い。

Vol.14
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【書評】

現代エスノグラフィー ――新しいフィールドワークの理論と実践
藤田結子・北村文編著

新曜社（2013 年）
山

口

洋

典（立命館大学）

「ところで、この研究の追試可能性はどのように

チと、その歴然とした差を読者に示すのだ。そして、

検証されたのか？」これはかつて土木工学を基軸と

帯にも示されているように、この「新しい」アプロー

した環境社会工学を専門としていた評者が、修士

チに「おもしろさ」と「うまみ」を感じてもらえる

論文の公聴会の際に副査から投げかけられた質問

よう促している。そもそも、5 ページにわたって記

である。論文のテーマは「市民活動拠点施設にお

されている「はじめに」こそ、本書の秀逸なレビュー

ける地域通貨導入による地域活性化に関する研究」

となっているのだが、冒頭のような「従来からの」

であった。研究方法として、滋賀県草津市の草津コ

アプローチさえも批判的に捉えられる研究環境に

ミュニティ支援センターにおいて、約 2 年間にわた

身を置いてきた評者の関心に沿い、以下、評を続け

るアクションリサーチによった、と記したものの、

ていくこととしよう。

冒頭の質問が投げかけられた上、「普遍的な結論な

本書は文化人類学や社会学を専門とする 14 名の

のか」とさらなる問いが続いた。今であれば、新し

共著によってまとめられている。偏見ではなく、実

い方法論への無理解もしくは無関心により、研究へ

感として、共著による書籍を編集することは簡単な

の視点が異なるのだ、と認識した上で、適切な回答

ことではない。しかし本書は、後述するように、分

ができるのだが、当時は「同じことを二度行うなん

担執筆される上での基本フォーマットが的確に定め

て、できるわけがない」、
「今回は協力者に恵まれた

られたこともあって、読後には一人の著者が執筆し

からできたのであって、別の地域でも成功するなん

たような感覚が残るだろう。こうした形式的な側面

て言えるはずがない」などと息巻いた。

に相まって、14 名が「新しい」アプローチを取り入

本書は、フィールド「について」（about）フィー

れて研究しているという共通項からの連帯感が文体

ルド「で」（in）研究するのではなく、フィールド

と論調の統一感をもたらしているのかもしれない。

「とともに」
（with）よりよいフィールド「のために」
（for）研究する研究者のための手引きである。冒頭

本書は 4 部で構成され、第一部はフィールドワー
クという方法論の歴史、第二部は新しいフィールド

のエピソードは 2000 年の 2 月の出来事なのだが、

ワークの方法論、第三部は現場での応用、第四部は

それ以降、いわゆる質的研究という観点に注目が

展開後に向き合う問題、という流れで、読者を奥深

集まっている。各種書籍（例えば、ウヴェ・フリッ

き実践的研究の世界へ誘っていく。第一部では、マ

クが 1995 年にドイツで刊行した『質的研究入門』

リノフスキー『Argonauts of the Western Pacific』
（1922

が 2002 年に邦訳、2011 年に新版が訳出）や学会の

年、邦訳『西太平洋の遠洋航海者』は 1967 年に初

設立（例えば、2004 年の「質的心理学会」）などが、

版）以降の約 100 年のあいだの思想や哲学、また科

その端緒である。そして本書からは、この 10 年の

学論が順次紹介され、ジェイムズ・クリフォードと

質的研究の方法論の進展を俯瞰することが可能だ。

ジョージ・マーカスによる『Writing Culture』（1986

本書の冒頭で、編者の一人である藤田は「従来か

年、邦訳『文化を書く』は 1996 年に初版）以降が

らの」フィールドワークと「新しい」フィールドワー

「新しい」アプローチとまとめる。そして本書のタ

クを対比し、本書が提示する方法論の世界を鮮明な

イトルにも掲げられた「エスノグラフィー」とは、

ものとしている（p.5）。具体的には、「参与観察は

フィールドワークの「プロセス」（参与観察という

科学的な調査法であるから、適切な訓練が必要で

方法）と「プロダクト」（成果としての論文など）

ある」という従来からのアプローチと、「科学的な

の両面で捉えられると示している（p.21）。その上

方法を身に着けることは必ずしも真実を発見する

で、「新しい」アプローチによるエスノグラフィー

ことにはつながらない」という「新しい」アプロー

では、書き手は (1) データを取捨選択している、(2)
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山口 洋典

レトリックの制約を受ける、(3) 非対称的な権力関

なっている。

係を持つ、(4) 西洋の権威を前提にする、(5) 書き手

これまで評者は『フィールドワークの技法』（佐

が持つ制約に影響を受ける、ために (6) 唯一絶対の

藤郁哉、2002 年）を用いて、フィールドワークの

「the truth」ではなくフィクションや主観性が潜んだ

方法論を教えてきたが、その中で紹介されている

「partial truths」に迫るものだと注意を促す（pp.25-

「オーバーラポール」について、小さな違和感を覚

27）。さらに、こうした特徴を顕在化させる「新しい」

えていた。現場との親密な関係構築が研究成果に影

アプローチには、「主流派には、これらの議論や研

響を与えることには論を待たないが、フィールドを

究に対して（中略）レッテルを貼り、特殊な立場と

「よりよい」ものにしようという意志があり、互い

して位置づける傾向が見られる」（p.29）とも記し

の関心の相乗効果がもたらされたとき、言わば「ウ

ている。

ルトララポール」が醸成されるためである注１）。転

従来の仮説検証型の、言わば実証型・啓蒙的では

じて本書は、フィールドワーカーが外部者として

ない研究をどのように進めるか、それが第二部で紹

のフィールドにどう「貢献」
（p.165）できるかなど、

介される 10 のアプローチである。
「アクティブイン

まさに研究の「新しい」可能性を拓く一冊となって

タビュー」や「フェミニストリサーチ」などはその

いると共に、これまで用いられてきた用語の再定義

名前からイメージがつきそうだが、それぞれの方法

（例えば「インフォーマント」を「調査協力者」と

論と具体例、そして研究方法として捉えたときの

言い換える）など、まさにこれからのフィールド

「残された課題」について、それぞれの方法論の提

ワーカーの手を引く一冊となっている。巻末に記さ

唱者などを紐解きつつ、うまく析出、整理、編集し

れた 52 冊の文献解題も含め、編者・筆者らの労を

て 6 ページないし 8 ページで簡潔にまとめられてい

多としたい注２）。

る。ただし、「アクションリサーチ」と「マルチサ
イティッドエスノグラフィー」だけは「残された課

注 1）大矢根と渥美 (2007) は、研究者が研究モード

題」としては書かれていない。それは、前者につい

で現場に携わる過程を「実査→解析→還元」

ては研究を通じて直面する「困難」（p.84）は指摘

と整理した上で、現場では「ラポール」が「い

できるが、それが調査法そのものの課題ではないこ

とも簡単に 感じとられてしまう」(p.260) こ

と、また後者は、研究法自体が「方法論を洗練させ

とに注意を促す。そして、
「逆説的ではあるが、

ていたく途上にある」（p.123）ためである。

調査者とインフォーマントという 2 つの役割

では、実際のフィールドで「新しい」アプローチ

に立つ人々が、rapport を結ぶという事態が

はどのように実践されているかを示すべく、第三部

消滅してこそ調査が始まる」と述べている。

では「社会運動、ボランティア」を含む 9 つのトピッ

本評において提示した「ウルトララポー ル」

クが紹介されている。そして、とりわけボランティ

という概念もまた、調査者（研究者）とイン

アのエスノグラフィー（という方法）では「現場で

フォーマント（実践家）との関係に一線を画し、

のコミットメントを問われる場面に遭遇」という

互いに所与の役割を有していると実定化する

特徴があるため、「まるで透明人間のように純粋に

点への批判という意味で通じる議論である。

客観的な考察を進めることは難しい」と、
「新しい」

注 2） い わ ゆ る 注 釈 付 文 献 リ ス ト（annotated

アプローチこそが妥当とされる理由が述べられて

bibliography）の作成こそ、研究の背景を整

いる（p.182）。また、在日朝鮮人運動、部落解放運動、

理し、 問題の先鋭化をする上で重要な手順で

野宿者支援の 3 つのエスノグラフィー（による成果）

ある。研究法 についての文献解題を行うこと

から、「思考・実践することが非常に困難な局面に

で、研究の作法を洗練させていくことが必要

おいて、参与と観察を深めることの意味を常に問い

であると示す本書は、この点からも研究法に

直すことが決定的に重要」（p.189）という課題が示

ついての理解を図るための良書なのだ。

されている。こうした指摘は、結果として第 4 部
で詳述される研究途上で研究者が向き合う問題（同

大矢根淳・渥美公秀．2007．災害社会学における研

意、権力、親密性、守秘義務、匿名性、利益、など）

究 実践．浦野正樹ら編．災害社会学入門．弘文堂．

に真摯な姿勢で臨まねばならない理由の説明にも

259-263．
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【執筆・投稿規定】

『ボランティア学研究』執筆・投稿規定
本誌は，国際ボランティア学会の機関誌であって、特集、論文、研究ノート、フィールドレポート、書評
などからなり、発行は 1 年 1 巻とする。冊子として発行する他、国際ボランティア学会の責任において、電
子データとしても公表する。
１．投稿資格
・筆頭著者は本学会員に限る。
・投稿される論文等は未刊行のものに限る。定期刊行物（学術雑誌、商業雑誌、大学・研究所紀要など）
や単行本として既刊あるいは刊行予定のもの、あるいはこれらに投稿中の論文は本誌に投稿できない。
２．投稿原稿の種類
・ボランティア学に関する論文、研究ノート、フィールドレポート、書評とする。
・論文：独創的な研究論文など。12,000 〜 20,000 字（図表・注記・文献・要約を含む全文）。
・研究ノート：ボランティア学にとって重要な研究資料やデータのまとめなど。12,000 〜 20,000 字（図表・
注記・文献・要約を含む全文）。
・フィールドレポート：継続的な活動についてのレポート。6,000 〜 10,000 字（図表・注記・文献・要約
を含む全文）。
・書評：最近出版された日本語あるいは外国語の著書に対する書評。3,000 字程度（文献等を含む）。
・編集委員会が必要とみなした場合には、投稿原稿が制限字数を越えても認められることがある。
・なお、英文での投稿を希望する場合は、制限ワード数などについて、別途編集委員会に照会すること。
３．投稿原稿の構成
①第 1 ページには、日本語のタイトルと著者名、所属、英文のタイトルと著者名、所属、ならびに著者（代
表者）の連絡先（住所および電子メールアドレス）、投稿原稿の種類、謝辞のみを記す。
②第 2 ページには、日本語のタイトル、日本語の要約、日本語のキーワード、ならびに英文のアブストラクト、
英文のキーワードを記す。
③第 3 ページ以降に、日本語のタイトル、原稿の種類に続き、原稿本文を書くこと（著者名は書かないこと）。
④書評には、英文のタイトルは必要ない。
４．要旨とキーワード
日本語の要旨は 500 字以内、英文のアブストラクトは 300 ワード以内、キーワードは、日本語、英文とも
3 〜 5 語とする。ただし、書評には、要約・キーワード（日本語・英語とも）は必要ない。
５．投稿原稿の執筆要領
１）原稿はワープロ使用を原則とする。用紙は A4（縦置き・横書き）を用い、1 ページは、横 40 字（全角
文字で）×縦 40 行とする。
２）表記について
・平易簡潔な文体で、新仮名づかいおよび常用漢字を用いる。
・句点は「、」、読点は「。」を用いる。
・数字は半角で、算用数字を用いる。
・ローマ字は半角を用いる。
３）注記および引用文献は論文末に、注記・引用文献の順で記載する。
４）図表、注、引用文献の記述形式は、別添の「執筆要領〔図表表記・引用法〕」に従う。
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５）論文と研究ノートにおいて、章や節等は以下のように番号をつける。
（例）
１．ボランティアの意味 ― 現在から過去へ ―
1-1. ボランティア活動の類型
(1) 社会問題への対応
６．投稿原稿の送付
投稿は、電子ファイルでの投稿を基本とする。MS-Word で作成したファイルを学会の事務局のアドレスに
送付すること。ファイルは図表を含めて一つにまとめること。件名に「ボランティア学研究投稿原稿送付」
と明記する。
〔送付先〕「ボランティア学研究」編集委員会宛
E-mail：volsocio@hus.osaka-u.ac.jp
７．投稿原稿の審査
1 原稿ごとに 2 名の査読者を選定し、
投稿原稿の採否は、
編集委員会において決定する。審査にあたっては、
その結果を参考にする。査読者には、投稿者名を伏して依頼する。
８．著作権
学会誌に掲載された投稿原稿の著作権は学会に帰属する。
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「ボランティア学研究」執筆要領〔図表表記・引用法〕
１.

図表について
本文中の当該箇所に挿入する。ただし原則として、表と図はそれぞれ 400 字として数える。表には、表 1、

表 2 のように通し番号を付ける。表題は表の上部に付け、必要に応じ、注および出典を明記する。図の扱
いも表と同様にするが、表題は図の下部に付ける。
表1

ボランティアに対する意識（年齢別）

（注）
（出典）

（注）
（出典）
図1

ボランティア参加者数の推移

２．注について
注番号は、論文全体の通し番号で文中の必要箇所の右上に次のようにつける。
例）社会的相互行為 1) とは私たちが ･･･
３．引用方式
基本的に、論文中の引用方式を統一することが重要である。
（1）本文中での引用文献
文中の引用箇所には（第一著者の名字

西暦の発表年）を記載する。複数の場合は「；」
（全角）で区切る。

引用ページは、発表年の後「:」（半角）で区切り、明記する。また、数字は半角算用数字を用いること。
例）中田（2000）は、…
（中田 2000）
（木村 2002；Rothman 1997；田中 1998）
（WHO 1999）
（佐藤 2008: 211）
（2）翻訳のある外国書からの引用
原典から直接に引用する場合は、Thane（1996: 23-4）あるいは（Thane 1996: 23-4）のように記載するが、
翻訳書から引用する場合は、Thane（=2000: 34-5）あるいは（Thane=2000: 34-5）のように記載する。
原典と翻訳書からの引用を併記する場合は、Thane（1996: 23-4=2000: 34-5）あるいは（Thane 1996: 234=2000: 34-5）のように記載する。
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（3）短い引用
文献から短い文章を引用するときは、本文中に「
中に「

」が使用されている場合はその箇所を『

」でくくる形で引用を行う。その際、引用文
』に変える。

（4）長い引用（以下，□は空欄を表す）
本文・・・・・・
1 行空ける
□□□・・・・・・・・
□□・・・・・・・・・
□□・・・・・・・・。（佐藤 2008: 25）
1 行空ける
□本文・・・・・
・・・・・・・・
４．引用文献の記載方式（文末の文献欄における記載の方式）
①単著の場合
著者名．出版年．書名（タイトル ― サブタイトル）．出版社名．
（例）
中田豊一．2000．ボランティア未来論 ― 私が気づけば社会が変わる．参加型開発研究所．
Goffman, Erving. 1961. Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates.
Doubleday.
〔注〕
ⅰ．ファーストネーム、ミドルネームはイニシャルだけでもよい。
②共著の場合
文献上の著者順．出版年．書名（タイトル ― サブタイトル）．出版社名．
（例）
後藤武・佐々木正人・深澤直人．2004．デザインの生態学 ― 新しいデザインの教科書．東京書籍．
Kirk, Stuart and W. J. Reid. 2002. Science and Social Work: A Critical Appraisal. Columbia University Press.
③編書の場合
編者名．出版年．書名（タイトル ― サブタイトル）．出版社名．
（例）
内海成治編．2005．国際協力論を学ぶ人のために．世界思想社．
内海成治・勝間靖・中村安秀編．2008．国際緊急人道支援．ナカニシヤ出版．
Clark, Chris (ed.). 2001. Adult Day Services and Social Inclusion. Jessica Kingsley Publishers.
Hoffman, Susanna M. and Anthony Oliver-Smith (eds.). 2001. Catastrophe and Culture. School of American
Research Press.
〔注〕
ⅰ．欧文の場合、編著者名の後に、編者が１名の場合は ed. 複数の場合は eds. を入れる。
④編書論文の場合
論文著者名．出版年．論文名．編者名．書名．出版社名．論文初頁 - 終頁．
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（例）
岡本榮一．2006．ボランティア = 自ら選択するもう一つの行き方．岡本榮一・菅井直也・妻鹿ふみ子編．
学生のためのボランティア論．大阪ボランティア協会．6-21．
Stalker, Susan. 2001. Inclusive Daytime Opportunities for People with Learning Disabilities. Clark, Chris (ed.).
Adult Day Services and Social Inclusion. Jessica Kingsley Publishers. 46-66.
⑤雑誌論文の場合
論文著者名．出版年．論文名．掲載雑誌（もしくは紀要）名

巻 ( 号 ): 論文初頁 - 終頁 .

（例）
小野晶子・山内直人．2002．経済学からみたボランティア．ボランティア活動研究 11: 50-66.
厚東洋輔．1999．ボランティア活動と市民運動．奈良女子大学社会学論集 6: 125-141.
Ash, Sarah L. and Patti H. Clayton. 2004. The Articulated Learning: An Approach to Guided Reflection and
Assessment. Innovative Higher Education 29(2): 137-154.
〔注〕
ⅰ．3 名を超える著者については 3 名まで連記し、それ以上は「ほか（欧文の場合は et al.）」で表記する。
ⅱ．雑誌名、紀要名は出版元に関する表記は原則必要ないが、その名だけでは出版元がわかりにくい場
合は表記する。
ⅲ．雑誌・紀要の巻・号については、たとえば第 42 巻第 2 号を 42(2) というように表記する。巻のみ、
もしくは号のみの場合は、たとえば第 25 号を 25 というように表記する。
ⅳ．掲載頁が年巻通算頁で記されているものは、その頁で表記する。その場合は、号数表示を省略してよい。
⑥翻訳書の場合
原典の書誌情報．（＝翻訳の出版年．訳者名．訳書のタイトル．出版社名．）
（例）
Goffman, Erving. 1961. Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates.
Doubleday.（＝ 1984．石黒毅訳．アサイラム－施設被収容者の日常世界 . 誠信書房．）
〔注〕
ⅰ．外国語文献の書名、雑誌名はイタリック体で表記するが、和文献は普通体とする。
ⅱ．ファースト・オーサーのみ、ファミリーネーム，ファーストネーム
み）．で表記し、後は、ファースト

ミドルネーム（イニシャルの

ミドルネーム（イニシャルのみ）ファミリーネームで表記する。

複数の表示は and を使用する。
⑦初出誌の掲載誌と再掲編著書を共に示したい場合
初出誌に関する書誌情報（再録：再録編著書に関する書誌情報）
（例）
吉田民人．1974．社会システム論における情報：資源処理パラダイムの構想．現代社会学 1(1): 7-27.
（再録：1990．情報と自己組織性の理論．東京大学出版会．153-72.）
⑧報告書の場合
著者または組織名．刊行年．報告書名．発行組織名 .
（例）
ボランティア白書編集委員会．2001．ボランティア白書 2001．日本青年奉仕協会 .
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⑨政府刊行物等の場合
編集機関名．出版年．書名．発行元．
（例）
厚生労働省．2010．厚生労働白書（平成 22 年版）．日経印刷．
⑩修士論文・博士論文の場合
著者名．論文提出年．論文名．○○大学大学院○○学研究科修士論文（あるいは博士学位論文）．
⑪学会報告原稿の場合
著者名．発行年．表題．学会報告要旨集名（開催大学名）．原稿初頁 - 終頁 .
（例）
山口洋典・渥美公秀．2006．砂漠緑化活動のアフォーダンス：中国内蒙古自治区白二爺砂丘の 7 年．
第 7 回国際ボランティア学会大会発表要旨収録集（文教大学）．40-41．
⑫電子メディア情報の場合
著者名．公表年または最新の更新年．表題 [Web page]．発信元（URL, アクセス年月日）．
（例）
初等中等教育局国際教育課．2009．「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関
す る 調 査（ 平 成 20 年 度 ）」 の 結 果 に つ い て． 文 部 科 学 省（http://www.mext.go.jp/b_menu/
houdou/21/07/1279262.htm, 2011.7.20）．
The International Society for Third-Sector Research. About ISTR[Web page]. The International Society for
Third-Sector Research Web site.
（http://www.jhu.edu/~istr/about/, January 19, 2004）.
⑬ CD-ROM の場合
Anderson, Shauna C. and Keila B. Poulsen (eds.). 2002. Anderson's Electronic Atlas of Hematology [CD-ROM].
Lippincott Williams & Wilkins.
５．文末における注リストの記載方式：片カッコ № を列挙する。
【注】
1）□・・・・・・・本文
□□・・・・・・・・・
2）
3）
６．文末における文献リストの記載方式
①文献リストには本文中に引用もしくは言及した文献のみを記載する。
②１文献ごとに改行する。
③著者（ファースト・オーサーのファミリーネーム）の ABC 順に並べる。日本人のラ行は R の位置につける。
④同一著者の複数の文献がある場合は、出版年の古い順に並べる。
⑤同一著者の複数の文献が同一出版年である場合は、
（出版年 a）
（出版年 b）
（出版年 c）という具合に並べる。
⑥同一著者が共著のファースト・オーサーになっている場合は、単著が終わった後に並べていく。
以上
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第 14 号をお届けします。今号では「外国人生徒のキャリア形成とボランティア」を特集し、4 名の方から
寄稿いただきました。巻頭論文および全体の取りまとめとは、小島祥美理事・編集委員に執筆をお願いしま
した。外国にルーツを持つ子どもの高等学校進学、就職という課題を取り上げています。ご寄稿いただきま
した関係の皆様に心より感謝申し上げます。特に日々の活動の中で必要な支援をされている組織の方々に参
画いただけましたことは、実践と研究の橋渡しをしたいと願っている本学会にとってうれしいことです。
次に、第 14 回大会（小島祥美大会実行委員長）は、愛知淑徳大学で 2013 年 2 月に開催され、その報告も
収録されています。開催日を 1 日に集約したことに加え、NGO/NPO の方々や若い学生の実践発表が多く、こ
れまでの大会とは違った大会運営がなされました。ご参加いただけなかった方には、是非ご一読いただき、
その場の雰囲気を味わっていただければ幸甚です。
今回、自由投稿論文として一篇も収録できなかったことは、まずお詫びしないといけません。当初の投稿
数が 3 篇と少なかったこともありますが、査読の結果、大幅な修正を行っていただくことになり、最終的に
修正稿の提出をしていただくに至りませんでした。編集委員会としては、修正稿に対しては、荒削りのもの
も含め、積極的に採録し、会員諸氏の健全な批判をいただきたいと思っています。年 1 回の刊行ですので、
修正稿の提出期限を設定せざるを得ないわけですが、できる限り 2 ヶ月程度の修正期間をもてるよう、留意
したいと思います。
最後に、私はアフリカ諸国に調査に行くことが多いのですが、昨年 9 月にナイロビで起こったテロ事件は、
世界に衝撃を与えました。さらに 12 月半ばのクリスマス前に、南スーダンでは政府軍と反体制派の武力衝突
が起きました。2 年半前に独立し、ようやく人々に平和な生活が戻ってきたばかりです。南スーダンでは、数
多くの日本の NGO が活動されていました。そのような方々の献身的な活動が再開され、人々の生活が少しで
も良い方向に進むことを祈っています。
（澤村）

［編集委員会］
澤村信英（大阪大学、委員長）、小島祥美（愛知淑徳大学）、藤掛洋子（横浜国立大学）、
山口洋典（立命館大学）
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