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1.	
 はじめに	
 

定住化が進む中で、平成17・18年には外国人の子ど

	
  平成３年度から文部省（現文部科学省）は「日本

もの不就学実態調査が実施され、平成19年度には

語教育が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関

「初等中等教育における外国人児童生徒教育の充実

する調査」１を始め、平成４年度から日本語指導等、

のための検討会」が設置され、国が取り組むべき施

特別な配慮を要する児童生徒に対応した教員を配置

策として外国人児童生徒教育が位置づけられるよう

し、平成５年度から「外国人児童生徒等に対する日

になった。２この検討会は、その後5年間にわたり国、

本語指導のための指導者の養成を目的とした研修」

地方公共団体、企業等が取り組むべき施策を検討し、

を実施している。しかし、受入れ時の対応や日本語

平成20年６月には「外国人児童生徒教育の充実方策

指導の内容と指導体制については、地域や学校によ

について（報告）
」３で、就学支援に関する提言とと

って大きく異なり、必ずしも児童生徒の実態に応じ

もに、外国人児童生徒の適応指導・日本語指導につ

たものになっているわけではない。こうした状況の

いて日本語能力の測定方法と学習への反映方法、体

下、文部科学省は、日本語指導が必要な児童生徒を

系的な日本語指導のガイドラインの開発、研修マニ

対象とした「特別の教育課程」を編成・実施する制

ュアルの開発、日本語指導の能力に関する資格・認

度を平成 26 年４月からスタートさせた。

定制度の調査研究４などを提言した。

	
  本稿ではその制度化の背景と制度の概要を紹介し、

	
  平成 20 年秋には世界的な金融危機によって多く

最後に大学の日本語教員養成課程への期待を述べた

の外国人が失業したため、自宅待機・不就学など就

い。

学が困難な子どもたちへの対策が講じられた。平成
21 年１月と３月に緊急支援策「定住外国人の子ども

2.「特別の教育課程」の制度化の背景	
 

に対する緊急支援～定住外国人子ども緊急支援プラ

	
  文部科学省は平成15年８月の総務省の「外国人児

ン～」として、公立学校への受入れの円滑化方策や

童生徒教育に関する行政評価・監視結果に基づく通

ブラジル人学校等に通う子どもの就学支援等が取り

知」の指摘を受けて、平成17年４月に就学案内の例

まとめられた。実際に支援策が実現したのは、平成

文を掲載するなどの改訂を行った７ヶ国語版の「就

21 年４月の「定住外国人の子どもの就学支援に関す

学ガイドブック」を各都道府県、市町村教育委員会

る緊急提言」を受けて始まった「定住外国人の子ど

に配布した。また、平成18年６月には就学援助制度

もの就学支援事業」
（虹の架け橋教室）である。当初

の周知や、通学区域外でも日本語指導体制が整備さ

は義務教育段階の子どもを対象に日本語指導等を実

れている学校への通学を認めるなど、就学の機会を

施していたが、過年齢で中学校に通っていない子ど

逃すことのないように就学案内を徹底する通知文

も、過年齢で高校に通いたい子ども、幼稚園にも保

「外国人児童生徒教育の充実について」を出した。

育園にも通っていない就学前の子どもなど、多様で

さらに、外国人児童生徒数の増加や滞在の長期化、

複雑な背景の子どもたちの存在がわかり、対象枠を
8
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拡大して平成 26 年度までの事業となった。	
 

導の流れ」８を参照していただきたい。この資料に

	
  平成 21 年 12 月に「定住外国人の子どもの教育等

あるように、日本語指導が必要な児童生徒を「特別

に関する政策懇談会」は、平成 22 年５月に意見を

の教育課程」で指導するのは、
「取り出し」指導によ

踏まえた文部科学省の政策のポイントを取りまとめ、

って日本語指導をする場合である。その際、
「質の担

外国人児童生徒の日本語能力等に配慮した弾力的な

保を図る観点から」
、指導者、授業時数、指導場所な

カリキュラムの編成など制度面についての検討を行

どにおいて一定の要件が定められているが、児童生

い、小中学校に入りやすい環境を整備することを提

徒の実態を把握した上で「個別の指導計画」を作成

言した。	
 

して指導し、
学習評価も実施するというものである。

	
  この提言を受けて、平成 22 年 11 月に「日本語指

制度については Q&A でも詳細に解説されているの

導が必要な児童生徒の教育の充実のための検討会」

で、ここでは留意点を紹介する。

が設置され、日本語指導を学校の教育課程に位置づ

①指導対象

ける方法として、案の１では「特別の教育課程」と

	
  児童生徒が日本語指導の対象となるかどうかの判

して位置づけること、案２では各教科等の習熟度別

断は、学校長の責任の下で行い、
「主たる指導者（以

指導として行うことが提言された。そして、平成 24

下「日本語指導担当教員」
）を始めとする複数人によ

年４月に「日本語指導が必要な児童生徒を対象とし

り、児童生徒の実態を多面的な観点から把握・測定

た指導の在り方に関する検討会議」が設置され、指

した結果を参考とする」ことで、日常会話に問題が

導・支援体制の整備を目指して検討の上、平成 25

ないからといって、学習活動に取り組むために必要

年５月「審議のまとめ」５を公表した。さらに、平

な日本語の能力が十分でない児童生徒を見逃すこと

成 26 年１月には日本語指導が必要な児童生徒を対

なく指導する。

象にした「特別の教育課程」の編成・実施について、

②指導者

学校教育法施行規則の一部を改正、公布し、４月か

	
  日本語指導担当教員は、
教員免許を有する教員
（常

ら新制度がスタートした。

勤・非常勤講師を含む）で、児童生徒の実態の把握，

	
  しかし、この制度は４月から「特別の教育課程」

指導計画の作成，日本語指導及び学習評価を行い、

を編成して実施できるようにするためのもので、全

指導補助者は、
「必要に応じて配置し，日本語指導担

国一斉に実施するというものではない。地域・学校

当教員が作成した指導計画に基づき、日本語指導や

によっては、この制度を待たずに教員が指導計画を

教科指導等の補助や児童生徒の母語による支援を行

作成して取り出し指導を実施していたり、学生や日

う」としているが、それぞれの経験や蓄積を活かし

本語講師がボランティアで放課後に日本語指導した

て支援するだけでなく、必要である。

りするなど、外国人集住地域・散在地域のさまざま

③指導計画の作成及び学習評価の実施	
 

な状況があるため、現状の支援体制を否定すること

	
  「個々の児童生徒の日本語の能力や学校生活への

なく、速やかに地域に応じた行程表を作成し、
「特別

適応状況を含めた生活・学習の状況，学習への姿勢・

の教育課程」による日本語指導を実施するというこ

態度等の多面的な把握に基づき，指導の目標及び指

とである。

導内容を明確にした指導計画を作成し，学習評価を
行う」が、作成に当たっては、
「外国人児童生徒受入

3.「特別の教育課程」による日本語指導	
 

れの手引き」
の第３章
「日本語指導担当教員の役割」

3.1	
  制度の概要６	
 

や文部科学省の「かすたねっと」のサイトの「日本

	
  資料「義務教育諸学校における日本語指導の新た

語の能力に応じた指導プログラム例」９や「学習目

な体制整備について」７と、
「学校における日本語指

標例」10 が参考になる。今後さらに実践事例が掲載
9
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されれば、作成に役立つ。

必要な外国人児童生徒」とは、
「日本語で日常会

3.2	
  制度導入の効果	
 

話が十分にできない児童生徒及び日常会話がで

	
  「特別の教育課程」による日本語指導の実施によ

きても、学年相当の学習言語が不足し、学習活

り、児童生徒一人一人に応じた指導計画の作成・評

動への参加に支障が生じており、日本語指導が

価の実施による日本語指導の質の向上、教職員対象

必要な児童生徒を指す」とされた。さらに平成

の研修会や関係者会議の実施による地域や学校にお

24 年度からは、
「日本語指導が必要な児童生徒

ける関係者の意識及び指導力の向上、
「日本語指導」

の受入れ状況等に関する調査」と名称変更され

の体制整備による組織的・継続的な支援の実現など

た。
2.

が期待される。個別の指導計画に含まれる項目で児

教育振興基本計画（平成 20 年 7 月 1 日策定）

童生徒の家庭内言語や生育歴・学習歴などがわかり、

において外国人児童生徒への教育を推進するこ

指導に関する記録によって、児童生徒を複数の指導

とが提言されている。
3.

者で指導するときも情報を共有して連携することが

「外国人児童生徒教育の充実方策について（報

でき、転校時や中学校への進学時などにおいても継

告）
」

続した支援が可能になる。	
 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarine

	
 

t/003.htm
4.

4.	
 日本語教員養成課程への期待	
 

日本語能力の測定方法と学習への反映方法は

	
  外国人児童生徒が多い東海地域、愛知県では外国

「ＤＬＡ：Dialogic Language Assessment（外

人児童生徒教育の充実を図るための「外国語（ポル

国人児童生徒のための JSL 対話型アセスメン

トガル語、スペイン語、中国語）堪能者選考」
、静岡

ト）
」
（平成 25 年度）、体系的な日本語指導の

県では「ポルトガル語・スペイン語が堪能な者を対

ガイドラインは
「外国人児童生徒受入のてびき」

象とした選考」
、
岐阜県では児童生徒及び保護者に対

（平成 22 年度）、研修マニュアルは「外国人

して、文化や生活習慣の違いを説明できる程度のポ

児童生徒教育研修マニュアル」
（平成 25 年度）

ルトガル語またはタガログ語の語学力を有する者の

として実現したが、日本語指導の能力に関する

ための「多文化共生特別選考」がある。外国語力の

資格・認定制度の調査研究については、進展が

ある者の特別選考はあっても、残念ながら、日本語

ない。
5.

教育を専攻した者の特別選考はない。しかし、今後

「日本語指導が必要な児童生徒に対する指導の

は学校教育において日本語教師の活躍が大いに期待

在り方について（審議のまとめ）
」

される。そのために日本語教員養成課程で年少者日

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/05/

本語教育を充実させ、日本語教育を専攻した者の特

__icsFiles/afieldfile/2013/07/02/1335783_1_1.

別選考の実現したい。また、教員免許状更新講習に

pdf
6.

おいても年少者日本語教育を必修にして、研修を提
供していただきたい。

文部科学省「学校教育法施行規則の一部を改正
する省令等の施行について（通知）
」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarine
t/003/1341903.htm
制度に関する Q&A が 50 項目用意されている

注	
 
1.

平成 12 年度以降は「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」と名
称変更され、平成 18 年度から「日本語指導が
10
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７．文部科学省「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について（通知）
」
別添資料 http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/
__icsFiles/afieldfile/2014/01/ 14/1343186_1.pdf
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８．文部科学省「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について（通知）
」
参考資料
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2014/01/14/13
43187_1.pdf

９．日本語の能力に応じた指導プログラム例	
  	
 
http://data.casta-net.jp/kyouzai/shidou/shidou-program-rei.pdf
10．学習目標例
http://data.casta-net.jp/kyouzai/shidou/mokuhyou-rei-syoki.pdf
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