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「多文化」ってこういうこと

相談窓口担当者のための





みなさんは、言葉の通じない国で生活した経験はありませんか？ また、制度や文化、価値観などが違う

国で、困ったことやトラブルに巻き込まれたことなどはありませんか？

言語や文化の違う国で生活することは、時に大きなストレスを生むことがあります。そのようなストレスは、

何か生活上で問題を抱えたり、理解できない、納得できないことに遭遇したりする際には、特に強く感じる

ことでしょう。

日本に暮らす外国人の中にも、表面的には日本人と変わらない生活を送っているように見えて、実際は

日々、様々なことで悩んだり、苦しんだりしている人がいます。その中には、身近な人や相談機関などに相

談することができる人もいれば、誰にも頼れず、一人で悩みを抱えている人もいます。

全国で2番目に外国人住民数の多い愛知県では、早くから多言語による相談窓口を市町村等に設置し

たり、NPOなどの支援活動が行われたりしてきましたが、それでも年々、多様化、そして複雑化する外国人

住民の問題に対応していくには不十分なところがあります。

当協会では、そのような状況にある外国人住民が、必要な制度やサービスを適切に利用でき、安心して

生活できるための環境づくりを目的に、行政窓口や専門機関、学校、NPOなど向けに外国人が抱える問

題の背景や課題をまとめた冊子を昨年度から作成し、配布しています。今年度のテーマは「子どもの教

育」です。

文部科学省の調査では、愛知県の日本語指導が必要な外国人児童生徒数は他を大きく引き離して第

1位です。1990年代から増加したブラジルやペルーなどの南米出身の子どもに加え、近年はフィリピン、中

国、タイ、ネパールなど、アジアの国々からの子どもたちも増えています。

また、日本生まれ、日本国籍でありながら、外国につながりを持ち、日本語指導の必要な子どもや、異な

る国籍の外国人同士の国際結婚の家庭に生まれた子ども、障害を持つ外国人の子どもなど、一人ひとり

の子どもが抱える課題も多様化しています。

本書では、当協会の多文化共生センターに寄せられた相談の中から、「子どもの教育」に関する事例を

題材として、こうした相談に対応する上で知っておくとよい基礎的な情報や留意点を中心に紹介していま

す。これまであまり外国人の相談に対応する機会がなかった方にも、既に外国人の相談に関わっている方

にも、本書をお読みいただき、それぞれの母国の事情や文化的背景について再認識していただいた上で、

どうすれば日本の制度や社会を相談者にわかりやすく伝えることができるかを考えていただきたいと思い

ます。

子どもは地域社会全体で育てるものです。彼らが夢や希望を持って学習を続け、成長していくことで、

将来、この地域の重要な担い手となってくれるよう、彼らに関わる全ての機関・団体の方々に、本書をお読

みいただければ幸いです。

最後に本書を作成するにあたり、インタビューや記載内容の確認などにご協力いただいたみなさまに心

からお礼を申し上げます。

平成29年3月

公益財団法人 愛知県国際交流協会
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本書の使い方

愛知県は、全国でも２番目に外国人住民が多い県です。（平成28年6月末現在）

本書は、当協会の相談窓口「多文化共生センター」に寄せられた外国につながりを持つ子どもたちの

教育に関連する事例を挙げながら、愛知県に多く住む外国人の10の出身国、①ブラジル ②中国・台

湾 ③韓国・朝鮮 ④フィリピン ⑤ベトナム ⑥ペルー ⑦インドネシア ⑧アメリカ ⑨タイ ⑩ネパール

の教育事情等を紹介し、スムーズな相談対応を行う上で重要なポイントをまとめてみました。

教育についての相談は、手続きや制度に関することももちろんですが、外国につながりを持つ子ども

の場合は特に、付随して起こる問題、たとえば、日本語能力、家庭環境、在留資格…などの様々な問

題に繋がっていきます。いくつかの問題が複雑に絡み合っていることも多く、よく話を聞いてみないと分

からないということもあります。相談者それぞれの状況や想いが関係してきますし、解決の方法もケー

スバイケースです。

本書に掲載していることがすべてではありませんし、絶対的な答えでもありません。ただ、日本人に

とって「あたりまえ」のことが実はあたりまえでないこと、日本人ならすぐに理解できることが実は外国

人にとってはわかりにくい場合があること…などに気づくきっかけとして、多くの窓口の担当者の方に

活用していただければうれしいです。

第1章 統計から見る愛知県内の外国人児童生徒の状況
地域における外国人住民の状況は急速に変化しています。今、自分の関わっている地域にどのような

外国人がどのくらい住んでいるのか、そのうち子どもの数や学校での在籍数はどのくらいかなど、大ま

かな傾向をつかんでおくといいでしょう。

第２章 学校・教育に関する制度

海外から日本の学校への入学や編入についての基本的な手続きの流れと、10か国の教育制度をま

とめました。基本的な知識としてあらかじめ知っておくといい内容ですが、実際にはケースによってさら

に細かい要素が加わってくる場合がありますし、制度はよく変わりますので、実際の相談の時には専門

機関に必ず確認するようにしましょう。

第５章 教育に関する資料

さらに詳しく情報を得たいときに役立つ資料や関係機関などの情報をまとめました。最新データなど

を調べる際にも参考にしてください。

第３章 相談対応で知っておきたいポイント

「当然わかるだろう」と思うことが相手にはわからなかったり、「当然こうだろう」と思うことが実は違って

いたり、という誤解や思い込みを避けるために、本章では8つのテーマで、相談窓口や学校等関係機関

の担当者が確認したほうがいいこと、伝えたほうがいい情報などをまとめてみました。

事例の相談はわかりやすくするため、かなりシンプルにしていますが、いろいろな可能性を踏まえて、決

め付けたり思い込んだりせず、相談者とじっくりコミュニケーションをとるようにしましょう。

対応のポイント：特に押さえておくといいポイントを挙げてみました。

コラム：さらに理解を深めるためのエピソードとして盛り込んでみました。日本との違い

を楽しんでください。

第４章 知っておこう！ それぞれのお国事情

本冊子で取り上げた10か国について、教育や文化、価値観などについて、国ごとの特徴や面白ネタな

どを集めてみました。
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第1章

統計から見る

愛知県内の外国人児童生徒の状況



中華人民共和国

ネパール連邦民主共和国

タイ王国

インドネシア共和国

ベトナム社会主義共和国

フィリピン共和国

大韓民国

国旗 国 言語 宗教

ア
ジ
ア

インドネシア共和国 インドネシア語 イスラーム（87%）、キリスト教（10%）など

タイ王国 タイ語 仏教（94%）、イスラーム（5%）など

大韓民国 韓国語 無宗教（43%）、仏教（24%）、プロテスタント（24%）など

中華人民共和国 漢語（中国語） 仏教（18%）、民間信仰（22%）、キリスト教（5%）など

ネパール連邦民主共和国 ネパール語 ヒンドゥー教（81%）、仏教（9%）、イスラーム（4%）など

フィリピン共和国 フィリピノ語（国語・公用語）、英語（公用語）
（80前後の言語がある）

カトリック（81%）、イスラーム（5%）など

ベトナム社会主義共和国 ベトナム語 無宗教（81%）、仏教（9%）、カトリック（7%）など

北
米

アメリカ合衆国 主として英語（法律上の定めはない）
プロテスタント（51%）、カトリック（24%）、無宗教（16%）
など

南
米

ブラジル連邦共和国 ポルトガル語 カトリック（65%）、プロテスタント（22%）など

ペルー共和国 スペイン語（他にケチュア語、アイマラ語等） カトリック（81%）、福音主義（13%）など
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外国人住民数上位は
こんな国



ペルー共和国

ブラジル連邦共和国

アメリカ合衆国

2016年6月末現在、愛知県には156の国や地域の外国人が暮らしています。
愛知県において外国人住民数が多い10か国は次の国です。

出典：外務省および米国中央情報局のwebサイト
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愛知県に住む外国人

2016年6月末現在、愛知県には156の国や地域の外国人が217,465人暮らしています。その数は愛知県の総

人口の2.9%です。また、ブラジル、中国、フィリピン及び韓国が上位を占めています。全国統計と比較すると、ブラ

ジルやペルーの国籍の外国人が多いという特徴があります。

出典：法務省 在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表（2016年6月末）

愛知県の中で、外国人住民数が最も多いのは、名古屋市です。また、総人口に対する外国人住民の割合の

高いのは、知立市、高浜氏市、小牧市などです。

市町村別外国人住民数（上位）

名古屋市 71,886人

豊田市 15,539人

豊橋市 14,899人

岡崎市 9,929人

小牧市 8,124人

西尾市 7,329人

中区 8,147人

港区 7,643人

中川区 5,793人

中村区 5,334人

市町村総人口に対する外国人住民割合（上位）

知立市 6.49% （4,582人）

高浜市 5.99% （2,800人）

小牧市 5.44% （8,124人）

碧南市 5.26% （3,767人）

岩倉市 4.85% （2,314人）

西尾市 4.34% （7,329人）

国籍別外国人住民数

市町村別外国人住民数

愛知県（217,465人） 全 国（2,307,388人）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

名古屋市

豊田市

豊橋市

岡崎市

3,894人

5,948人

6,775人

3,290人

22,012人

2,746人

1,403人

1,638人

16,385人

1,210人

1,293人

1,321人

8,259人

1,610人

2,888人

1,674人

4,869人

797人

385人

675人

16,467人

3,228人

2,155人

1,331人

ブラジル

中国

韓国

フィリピン

ベトナム

その他

49,444 

45,684 

32,288 

31,468 

15,655 

7,522 

5,037 

5,003 

2,604 

2,601 

2,478 

17,681 

ブラジル

中国

フィリピン

韓国

ベトナム

ペルー

ネパール

インドネシア

アメリカ

タイ

朝鮮

その他

677,571 

456,917 

237,103 

176,284 

175,744 

60,689 

53,050 

50,908 

47,670 

46,690 

39,540 

285,222 

中国

韓国

フィリピン

ブラジル

ベトナム

ネパール

アメリカ

台湾

ペルー

タイ

インドネシア

その他



永住者

713,604人

30.9%

特別永住者

344,322人

14.9%
留学

257,739人

11.2%

技能実習

210,893人

9.1%

定住者

164,880人

7.1%

技術・人文知識・

国際業務

154,021人

6.7%

家族滞在

140,245人

6.1%

日本人の配偶者等

139,746人

6.1%

特定活動

41,578人

1.8%

技能

38,600人

1.7% その他

101,760人

4.4%

永住者

64.7%

定住者

27.0%

日本人の配偶者等

6.2%

永住者の

配偶者等

1.6%

家族滞在

0.1%
その他

0.3%

永住者

37.3%

技能実習

20.4%

家族滞在

9.6%

技術・人文知識・

国際業務

8.0%

留学

7.7%

その他

17.0%

特別永住者

80.8%

永住者

10.0%

日本人の配偶者等

2.1%

技術・人文知識・

国際業務

1.8%

家族滞在

1.5%

その他

3.7%

永住者

48.2%

定住者

26.1%

日本人の

配偶者等

12.9%

技能実習

7.7%

永住者の配偶者等

2.6%

その他

2.5%

日本に住む外国人は、日本での活動内容や身分に基づいた在留資格を持っています。（→P.104）日本全国と
比較して、愛知県では、永住者や定住者などの活動内容に制限がない在留資格の外国人が多くを占めています。

在留資格別の外国人住民数は、国籍ごとに特徴があります。
愛知県の外国人住民数が多い上位4か国を例に挙げると、ブラジルやフィリピンでは永住者が最も多く、次に

定住者が続きます。また、韓国は特別永住者が約8割を占めており、中国では1位の永住者に続き、2位が技能
実習、3位が家族滞在となっています。

ブ
ラ
ジ
ル

韓
国

中
国

フ
ィ
リ
ピ
ン

出典：法務省 在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表（2016年6月末）

在留資格別外国人住民数

国籍別在留資格別外国人住民数
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愛知県 全 国

永住者

82,281 

38.1%

特別永住者

28,057人

13.0%

定住者

27,618人

12.8%

技能実習

23,095人

10.7%

日本人の配偶者等

13,104人

6.1%

留学

10,881人

5.0%

家族滞在

9,454人

4.4%

技術・人文知識・

国際業務

9,201人

4.3%

特定活動

3,868人

1.8%

その他

8,572人

4.0%

出典：法務省 在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表（2016年6月末）



愛知県に住む
外国人住民の推移

愛知県に住む外国人は増加傾向にあります。中でも、永住者や定住者などの長期滞在者の割合が高くなって

います。

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

36,686 35,768 34,981 34,089 33,105 32,237 31,419 30,599 29,326 28,410 28,057 

48,842 56,013 
64,036 67,790 70,234 72,695 73,807 76,609 78,069 80,572 82,281 

46,373 

48,157 
45,003 34,749 29,103 26,315 25,295 24,665 24,849 26,100 27,618 

25,535 

25,687 
23,584 

20,151 
17,296 16,306 14,458 13,545 13,208 12,978 

13,104 

1,379 

1,709 2,020 

2,233 
2,432 2,817 2,941 3,135 3,340 3,500 

3,570 

49,699 

54,850 
58,808 

55,804 

52,666 
50,326 

48,050 49,255 51,881 
57,791 

62,835 

特別永住者 永住者 定住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 その他
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出典：法務省 在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表（各年末現在、2016年のみ6月末現在）

愛知県に住む外国人住民数の推移（在留資格別）

208,413
200,673197,808195,970

200,696
204,836

214,816

228,432
222,184

209,351

＜総数＞

人

年

217,465



50 
222  379 

1,213 

2,517 
2,522 

2,626 

2,817 
2,415  2,439 

2,457  2,643  2,790  3,093 

4,132 

5,003 

101 
243 

498 
767 

1,304  1,422 
1,618  1,735  1,703  1,728 

2,123 
1,964 

2,057 

2,226 
2,489  2,601 1,796 

5,489 

9  27  92  414 

1,083  1,092  1,195 
1,404 

1,583  1,762 
2,126 

2,387 

2,760  3,247  4,062 

5,037 

524 

2,274 

4,650 

60  61 

84 

521 

2,640  3,273 

4,173 

4,951 

4,392 
4,127 

4,388 

5,177 

6,621 

9,140 

851 

1,374 
1,665 

1,707 

2,071 

2,272 

2,361  2,581 
2,495 

2,445 
2,386 

2,308 
2,522 

2,498 
2,518  2,604 

64

8 

1,028 

3,366 

5,017 

7,532 

7,957 
8,292 

8,542 

8,067 
7,706  7,582 

7,219  7,279  7,315 
7,479  7,522 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

57,056 
55,403 

52,407 

47,788 

43,434 

42,922  42,252 

41,598 
40,643  39,502  38,438 

37,405 

36,569 
35,114  34,185  33,946 

10,389 

15,831 

30,532 

35,522 

41,605 

46,167  47,099  47,454 

47,313  46,952  46,683  45,914  45,481 
45,684 

10,764 

19,771 

21,844 
24,065 

25,829  25,923  26,185 

26,636  26,248 
27,523  29,095 

31,171 
32,288 

13,130 
15,655 

10,764 

29,787 

47,561 

71,004 

76,297 

80,401  79,156 

67,162 

58,606 

54,458 

50,533 
48,734  47,695  48,008 

49,444 

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

入管法改正
日系外国人の就労を認める「定住者」
の在留資格を新設。

新しい在留管理制度
外国人登録制度が廃止され、外国人住民
にも日本人と同じように住民票が作られ
るようになりました。

東日本大震災

リーマンショック
景気不況のため失業者などが帰
国。

2008年の景気不況により、失業した人など、多くの外国人が帰国しました。日系人が多いブラジルやペルー

の外国人住民が一時的に減少しましたが、ここ数年はまた少しずつ増えています。

また、ベトナムやネパールなど、アジアからの外国人が増加しています。
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中国

ブラジル

韓国・
朝鮮

フィリピン

ペルー

ネパール

インドネシア

アメリカ

タイ

ベトナム

出典：2006年まで法務大臣官房司法法制調査部編「出入国管理統計年報」、2006年から法務省「登録外国人統計」、2012年から法務省
「在留外国人統計」（各年末現在、2016年のみ6月末現在）

※2015年末在留外国人統計から、「韓国・朝鮮」に係る表記が、「韓国」、「朝鮮」と区別し表記されることとなりましたが、国籍別の推移がわか
りやすいよう、このグラフでは「韓国・朝鮮」（同統計「韓国」及び「朝鮮」の合計）として記載しています。

愛知県に住む外国人住民数の推移（国籍別）

人



外国につながりを持つ
子どもの状況
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920 
1,044  998  1,022  959  935 

806  810  842  804  791  781  785  740  786  808  861  863 
997 

1,526 

826 

907  955  957 
939 

816 
805  837  816 

755  733  724  715 
684  698  724 

823  815 

1,072 

1,614 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

女

男

歳

愛知県に暮らす外国人住民のうち、20歳未満は35,293人（2016年6月末現在）です。また、愛知県は、東京都

に次いで2番目に20歳未満の外国人が多い地域となっています。

人

11,278人 9,504人 4,408人 4,894人

出典：法務省 在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表（2016年6月末）

ブ
ラ
ジ
ル

韓
国

中
国

フ
ィ
リ
ピ
ン

愛知県に住む外国人数の上位４か国における年齢層の内訳は次のとおりです。

0～19歳

12,510人

25.3%

20～64歳

35,750人

72.3%

65歳以上

1,184人

2.4%

0～19歳

2,465人

7.8%

20～64歳

19,951人

63.4%

65歳以上

9,052人

28.8%

0～19歳

6,450人

14.1%

20～64歳

38,579人

84.4%

65歳以上

655人

1.4%

0～19歳

5,788人

17.9%

20～64歳

26,336人

81.6%

65歳以上

163人

0.5%

＜総数＞

愛知県に住む20歳未満の外国人住民数
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日本語指導が必要な児童生徒数

248人

65人

96人

101人

706人

808人

1,305人

3,044人

その他

ベトナム語

英語

韓国・朝鮮語

中国語

スペイン語

タガログ語/フィリピノ語

ポルトガル語

50人

7人

17人

53人

80人

107人

135人

479人

510人

その他

ベトナム語

韓国・朝鮮語

英語

スペイン語

中国語

ポルトガル語

タガログ語/フィリピノ語

日本語

愛知県の外国人児童生徒数 (国公立及び私立）

6,483 

5,852  5,952  5,852  5,885  6,069 
6,337 

6,676 

2,493 
2,780  2,768  2,780 

3,066  2,980  2,981  2,906 

625  691  798  965  988  1,031  1,057  1,184 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

小学校

中学校

高等学校

愛知県内の小学校に通う外国人児童の数は2011年以降、増加しています。また、中学校の外国人生徒は

2012年をピークにほぼ横ばいとなっています。一方で、高校に通う外国人生徒は２００８年と比較して2倍近くまで

増えています。

人

出典：文部科学省 学校基本調査 統計表

年

2014年度の文部科学省の調査によると、愛知県の学校に通う外国人児童生徒のうち、6,373人が日本語指

導を必要としています。この数は全国で最も多い数となっています。

また、日本国籍の子どもについても、両親の一方が外国籍の子どもや帰国子女など、日本語指導が必要な

児童生徒の数が1,438人と全国で最も多い数となっています。

学校別

小学校 4,379人

中学校 1,769人

高等学校 211人

特別支援学校 14人

日本語指導が必要な日本国籍の児童・生徒数（1,438人）

日本語指導が必要な外国籍の児童生徒数（6,373人）

小学校 1,181人

中学校 243人

高等学校 7人

特別支援学校 7人

母語別

出典：文部科学省 日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査 （2014年度）

学校別 母語別
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日本語指導が必要な外国人中学生の進路状況

愛知県内の子ども向け日本語教室の推移

外国人中学生の進路状況 日本人を含む
全中卒者の進学率進路希望（2015年12月） 進路状況（2016年4月）

全日制高 40.3% 43.8% 90.1%

定時制高 23.9% 24.2% 2.0%
通信制高 3.8% 5.3% 4.9%
高等専門学校 0.8% 0.2% 0.3%

特別支援学校 1.7% 1.3% 1.0%
専修学校・各種学校 9.0% 9.1% 0.2%
就職 11.7% 2.3% 0.4%

その他（無業、帰国など） 8.4% 13.8% 1.0%

愛知県内には、外国人児童生徒に対し、日本語学習の機会を提供している地域日本語教室が増えてきて

います

25
33 30

38 40
52

43

60

30
22

27

48
39

45 48 52
47

61

72

60 60 57 59
54

0

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

子ども向け

一般＆子ども

一般

日本語指導が必要な外国人児童生徒数の推移（愛知県）

1,817 

2,032 

2,299 

2,779 

3,182 

3,853 

4,372 

4,081 

4,072 

4,379 

732 

672 

691 

765 

838 

1,083 

1,366 

1,427 

1,613 

1,769 

41 

67 

63 

67 

63 

71 

79 

91 

172 

211 

8 

5 

4 

9 

6 

23 

27 

24 

21 

14 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2012

2014

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

出典： （公財）愛知県国際交流協会調べ

出典： ・外国人中学生の進路状況： 愛知県教育委員会調べ
・日本人を含む中卒者の進学率： 文部科学省 学校基本調査（平成27年度）

2016年3月に愛知県内の公立中学校（名古屋市以外）を卒業した外国人生徒のうち、日本語指導が必要

な生徒530人を対象に調査した結果、約70%が高等学校に進学しています。また、日本人を含めた全ての中

学校卒業者と比較すると、全日制高への進学率は低く、定時制高や専修学校・各種学校への進学率が高く

なっています。また、就職を選ぶ人の割合が多いのが分かります。

人

年

教室

年

出典：文部科学省 日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査



第２章

学校・教育に関する制度



義
務
教
育

選抜試験

幼稚園
保育園

小学校
（6年）

中学校
（3年）

高校 全日制 (3年)
高校 定時制 (4年)

高等専門学校 (5年) 等
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中学夜間
学級

中学卒業程度
認定試験

プレスクール

地域日本語教室等での
日本語学習支援

日本の学校について①

中
等
教
育

必要に応じて、通って

いる期間中も、学校や

地域での日本語学習
支援を受けます。

初
等
教
育

就職等

※上記のほか、障害のある子どものための特別支援学校（小学部・中学部・高等部）

や、他県には中等教育学校 (6年)もあります。

初期日本語指導教室 等

就職等

外国人学校、インター
ナショナルスクール

＜就学前教育～高校＞

小学校入学直前の外国人の子どもを
対象に、市町村や国際交流協会などが

実施するものです。初期の日本語や学
校生活について学びます。（→P.38）

小中学校に入ってきたばかりの外国人の
子どもを対象に、実施されるものです。初
期の日本語や学校生活について学びま
す。「早期適応教室」や「プレクラス」など、
市町村により名称が異なります。（→P.36）

各地の国際交流協会や公民
館等で、主にボランティアによ
り運営・実施されている日本語
教室です。外国人の子どもを
対象とした教室も多くありま
す。（→P.37）

日本の高校へ進学を希望
する場合は、中卒認定試験
で受験資格を得る必要があ
ります。（→P.34）

やむを得ない理由で中学校に
行けなかった方に対して、中学
校卒業程度の学力があるかど
うかを認定するために国が行
う試験です。合格者は高校入
試の受験資格を得られます。
（→P.37）

公立学校 私立学校 外国人学校 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ

授業料
小中学校は無料、

高校は有料
有料 有料 有料

教科書 小中学校は無償で支給 小中学校は無償で支給 自己負担 自己負担

日本語力
必要

（一部地域・学校では
日本語学習支援あり）

必要 不要
不要

（英語力が必要）

高校入試

受験資格

中学を卒業すれば

与えられる

中学を卒業すれば

与えられる
中学卒業程度認定試験

に合格する必要がある

中学卒業程度認定試験

に合格する必要がある

帰国する場

合の現地校
への転入等

カリキュラムが異なる

ため、外国人学校等
よりは容易でない

カリキュラムが異なる

ため、外国人学校等
よりは容易でない

比較的容易に現地校

へ転入できる

英語圏への帰国または

現地のｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ

であれば比較的容易

＜学校種類別比較表＞ ※詳細はP.17参照

（→P.38,45）

（P.18に続く）
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学校の種類による違い

入学 費用 その他

公立
・授業料：無料
・教科書：無償で支給される
・その他教材費は自己負担

・授業は日本語で行われる
・日本語力の低い子どもは別途、初期日本語指導教室などで
日本語習得が必要

・市町村により受入体制や方針が異なる

私立

・授業料：4５万円前後/年
・教科書：無償で支給される
・その他の教材費や入学金
など自己負担あり

・授業は日本語で行われる
・外国人児童生徒の受入については、学校ごとに判断される

外国人
学校

・授業料：60万円程度/年
（ブラジル人学校の場合）

・教科書：自己負担
・その他の教材費や入学金
など自己負担あり

・授業は母国語で行われるため、日本語力の低い子どもでも
入学できる

・母国のカリキュラムによる教育を行うため、帰国した際、現地
の小中学校への転入や高校進学が比較的容易

・学校数はあまり多くなく、遠方から通う場合は、親が送迎する
必要がある学校もある

・日本の高校への進学を希望する場合は、中学卒業程度認定
試験に合格し、受験資格を取得するか、中学夜間学級を卒
業する必要がある

インター
ナショナル
スクール

・授業料：150万円前後/年
・教科書：自己負担
・その他の教材費や入学金
など自己負担あり

・授業は英語で行われるため、日本語力の低い子どもでも、あ
る程度の英語力があれば入学できる

・愛知県内には学校数が少なく、遠方から通うことが難しい
・日本の高校への進学を希望する場合は、中学卒業程度認定
試験に合格し、受験資格を取得する必要がある

◆ 小中学校

入学 費用 その他

公立

・授業料：約12万円/年
・教科書：自己負担
・その他教材費は自己負担
・就学支援金制度対象

・入試及び授業は日本語で行われる
・一部の全日制高校や定時制前期選抜の入試では、ルビ付き
で学力検査を受けられるなど、外国人生徒のための配慮があ
る

・授業についていくための日本語力を身につけていない生徒は、
合格できないことがある

私立

・授業料：２６万円前後/年
・教科書：自己負担
・その他の教材費や入学金
など自己負担あり

・就学支援金制度対象

・授業は日本語で行われる
・外国人生徒の受入については、学校ごとに判断される
・中高一貫校もある

外国人
学校

・授業料：60万円程度/年
（ブラジル人学校の場合）

・教科書：自己負担
・その他の教材費や入学金
など自己負担あり

・一部の学校は、就学支援
金制度の対象

・授業は母国語で行われるため、日本語力の低い子どもでも入
学できる

・母国のカリキュラムによる教育を行うため、帰国した際、現地の
高校への転入や大学進学が比較的容易

・学校数はあまり多くない
・日本の大学への進学を希望する場合、一部の指定校以外の
学校は、高校卒業程度認定試験に合格し、受験資格を取得す
る必要がある

インター
ナショナル
スクール

・授業料：150万円前後/年
・教科書：自己負担
・その他の教材費や入学金
など自己負担あり

・一部の学校は、就学支援
金制度の対象

・授業は英語で行われるため、日本語力の低い子どもでも、ある
程度の英語力があれば入学できる

・愛知県内には学校数が少なく、遠方から通うことが難しい
・日本の大学への進学を希望する場合、一部の指定校
（→P.19）は、卒業後に受験資格が得られる。それ以外の学校
は、高校卒業程度認定試験に合格し、受験資格を取得する必
要がある（私立大学の場合は個別対応あり）

◆ 高校



大学院（2年または5年）、
就職、留学、帰国 等

選抜試験

高校 全日制 (3年)
高校 定時制 (4年)

高等専門学校 (5年) 等

大学 (4年)
短期大学 (2年)

専門学校 (主に2年) 等
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高等学校卒業程度認定試験

日本の学校について②

中
等
教
育

高
等
教
育

就職等

外国人学校、インター
ナショナルスクール

外国人学校やインターナショナルスクー

ルからの大学進学については、その学校

が外国の高等学校相当として指定され

た学校であれば受験資格が得られます。

指定されていない学校の場合は、高等

学校卒業程度認定試験の合格が必要

です。（→P.34）

＜高校～大学＞

地域日本語教室等での
日本語学習支援

様々な事情で高校等を卒業していな
い方に対して、高校卒業程度の学力が

あるかどうかを認定するために国が行

う試験です。合格者は大学入試の受
験資格を得られます。（→P.35）

海外の大学等からの留学

日本語習得のための「語学留学」、学位取得や研究のための「長期留学」、 学位取得を目的としない1
年以内の「短期留学」などがあります。また、短期留学には、大学間などの協定に基づく「交換留学」

と、協定に基づかないプログラムがあります。
なお、海外で１２年の教育を修了していない人が日本で進学する場合は、以下の方法で大学等の入学
資格を得なければなりません。

① 母国の大学等に1年または2年在籍し、12年の学校教育を受けてから来日する。
② 「大学入学のための準備教育課程」と指定されたコースで1～2年間学ぶ。

公立高校 私立高校 外国人学校 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ

大学入試
受験資格

高校を卒業すれ
ば与えられる

高校を卒業すれ
ば与えられる

一部の指定校以外は、高
等学校卒業程度認定試験

に合格する必要がある

一部の指定校以外は、高
等学校卒業程度認定試験

に合格する必要がある

＜学校種類別比較表＞ ※ 詳細はP.17参照

国公立大学 私立大学 専門学校 日本語教育機関

日本語力

必要
（一部の留学生向けプロ

グラムは英語で授業が

受けられる）

必要
（一部の留学生向けプロ
グラムは英語で授業が

受けられる）

必要 不要

初年度
授業料等
（平均）

54万円/年
88～380万円/年
（学部により異なる）

80～130万円/年 40～100万円/年

※ 初年度授業料等には、授業料のほか施設・設備費などが含まれます。
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学校の種類による違い

入学 費用（平均） その他

国公立
大学

・初年度授業料等：約54万円/年
・入学金：23～28万円/年
・教科書、その他教材費は自己負担

・正規課程の修業年限は通常4年だが、医学・歯学な
ど6年のものもある

・学位取得を目的としない短期留学制度あり
・書類審査、学力検査、面接、日本留学試験＊、日本語
能力試験、大学入試センター試験など、複数組み合
わせて試験を行う

・外国人（留学生）向けの特別な入試を行っていると
ころが多い

私立大学

・初年度授業料等：88～380万円/年
（学部により異なる）

・入学金：24～130万円
（学部により異なる）

・教科書、その他教材費は自己負担

短期大学

・初年度授業料等：84～180万円/年
（学部により異なる）

・入学金：25万円前後
・教科書、その他教材費は自己負担

・修業年限は通常2年（医療技術・看護等は3年）
・書類審査、学力検査、面接、日本留学試験＊、日本語
能力試験、大学入試センター試験など、複数組み合
わせて試験を行う

・外国人（留学生）向けの特別な入試を行っていると
ころが多い

高等専門
学校

（国立）

・初年度授業料等：約25万円/年
・入学金：約8.4万円
・教科書、その他教材費は自己負担

・中学校卒業後、５年間（商船は５年６か月）教育を行う
学校

・修了すると準学士の称号が得られる
・入試は、全国の高専の共同選抜試験で行われる

専門学校

・初年度授業料等：
平均80～130万円/年

・入学金：12～27万円
・教科書、その他教材費は自己負担

・職業や実生活に必要な知識・技術・技能の習得など
を目的とした教育機関

・日本語能力試験N1またはN2レベルなど、日本語力
についての要件を満たしている必要がある

・英語で授業を受けられるコースはない
・修業年限は、専門士2年以上、高度専門士4年以上

日本語
教育機関

・初年度授業料等（入学金含む）：
平均40～100万円/年

・教科書、その他教材費は自己負担

・設置者や目的、入学資格等により、以下の3種類が
ある。
①日本語学校
②私立大学・短大留学生別科
③大学院・大学（学部）・短大の日本語関連学科

・1～2年間で、集中的に日本語を学ぶ
・選考は通常、書類審査で行われる

◆ 大学等

【日本の高校を卒業していない人が日本の大学に入学するための基本要件】

以下のいずれかの基本要件を満たしている必要があります。

① 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者

② 外国における、12年の課程修了相当の学力認定試験に合格し、18歳以上の者

③ 日本において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校を修了し、18歳以上の者

④ 国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア資格を保有し、18歳以上の者

⑤ 日本において設置された、国際的な評価団体（WASC、CIS、ACSI）の認定を受けた外国人学校の

12年の課程を修了し、18歳以上の者

⑥ 大学において個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者で、18歳以上の者

※ ①～③について、12年未満の課程の場合は、さらに指定された準備教育課程又は研修施設の課程等を修了す

る必要があります。

＊：日本留学試験(EJU)
日本留学試験とは、留学したい人のための日本語力と基礎学力（理科・総合科目・数学）を測る試験で、日本

の大学（学部）等への入学選考試験として600 以上の大学等に利用されています。受験するために、日本に行く
必要はなく、海外14の国・地域の17都市で受けられます。



外国人の子どもは、就学年齢となった場合、基本的には日本人の子どもと同じように住んでいる地域

の公立小中学校に入学することとなります。ただし、公立小中学校に通うためには、役所での手続きが必

要となります。

また、世界各国の教育制度は、就学する年齢や教育課程等、様々な点で異なるため（→P.２６） 、海外

の学校から編入学する場合には、海外の学校で発行された証明書等の書類が必要になります。

ここでは、外国人児童生徒が日本の公立の学校へ入学・編入学する際の手続きについて紹介します。
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外国人の子どもが公立小中学校へ
入学・編入学する時の手続き

海外の学校と日本の学校の大きな違い

海外の学校と日本の学校では、以下の点が違うため問題となることがあります。国ご

との違いをきちんと把握し、子どもにとってより良い教育環境にするための配慮が必要

です。

 義務教育年齢及び範囲

 就学対象年齢、学校年度

国や地域、文化ごとにも違うこれらのことにも注意

入学・編入学を考える上で、以下のようなことについても、日本の制度をきちんと伝え

ないとトラブルのもとになります。

 受験制度（高校進学に受験が不要な国がある 等）

 教育に係る費用負担（公立は給食費が無料 等）

 宗教（男女がともに学ぶことが認められていない文化圏がある 等）

日本の学校では、子どもは年齢により学年が決められます。外国人の子どもの場合、母国の学

校の学年と一致しないことがあるので、注意が必要です。なお、子どもの日本語能力等の事情に

より、年齢相当の教育課程を受けることが適切でないと判断された場合は、 1年（あるいはそれ

以上）下の学年に編入することもあります。その場合、学年を重ねて1年（あるいはそれ以上）遅

れて、順々に進級していくこととなります。（→Ｐ.43）

このコーナーでは、主に海外の学校から日本の公立の小中学校への入学・編入学の手続きにつ

いてご説明しますが、そのほかにも日本にある外国人学校やインターナショナルスクール、私立の

学校などからの入学・編入学、不就学の子どもの入学・編入学など、外国人の子どもについては

様々なケースが見られます。

個別によく聞き取りをして、情報収集するなど、適切な対応を心がけてください。



海外の学校から日本の公立小・中学校へ入学・編入学する際の手続き
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★ 国内転学の手続きについて

手続きや必要書類は基本的には日本人と同じです。日本の市区町村教育委員会や学校は、他の市区町村

と連携して転学の手続きを行うため、転学する場合は、必ず事前に学校または市区町村教育委員会に相談す

ることが重要ですが、外国人の保護者の場合、その認識があまりないことがあるので注意が必要です。

★ 帰国する場合について

保護者は事前に学校または市区町村教育委員会に相談し、帰国後に現地の学校に入学や編入学するため

の書類（在学証明書・卒業証明書・教育課程証明書・成績証明書など）を用意してもらう必要があります。母国

語への翻訳や、外務省及び総領事館等での認証も必要で、作成に時間がかかることから、時間に余裕をもって

相談をしてもらうことが重要です。

➊ 役所で手続きをする

保護者は、子どもと一緒に指定された学校へ行き、入学・編入学のための手続きをするとともに、学

校と今後の学校生活などについて話し合う。

＜学校での手続きに必要な書類＞

・役所でもらった「就学通知書」等の書類

・母国の学校関係の書類（在籍証明書や成績証明書など）

＜話し合う内容の例＞

・子どもの情報（名前、性別、生年月日、国籍ほか） ・家族構成

・編入学前に母国で受けた教育 ・来日年月日 ・滞在予定期間

・母国での学年（就学年数） ・日本語学習歴

・本人及び家族の日本語使用の様子 ・宗教上の留意事項 ・入学後の日本語指導

➋ 学校で手続きをする

ここでは、外国人の子どもを日本の公立の小学校または

中学校へ入学・編入学させるときに行わなければいけない

ことをご紹介します。

なお、以下は一般的な例で、ケースにより必要書類や手

続きが異なる場合もありますので、その都度、役所や学校

に確認が必要です。

※ すでに住民票に登録があり、次の年に小学校へ入学する年齢の子どもの場合は、通常、日本人と同様、保護者あ

てに「就学案内」が届く（届かない場合は教育委員会に問い合わせる必要がある）。「就学案内」を受け取ったら、そ

の案内に従って就学時健康診断を受ける。

「就学通知書」、「転入学通知書」などの書類を受け取り、

指定された学校の名前や場所を確認する。

＜手続きの流れ＞

① 役所で手続きをする

・入学・編入学の希望を出す

・必要書類を提出する

② 学校で手続きをする

＜海外の学校から編入をする場合＞

保護者は、市区町村に転入届を出すとと

もに、教育委員会で、子どもを日本の学校へ

入学・編入学させたいという意思を伝える。

＜家族で来日した場合＞

保護者は、はじめに市区町村の住民登録

担当窓口で、転入届を出す。続いて、市区町

村の教育委員会で、子どもを日本の学校へ

入学・編入学させたいという意思を伝える。
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外国人の子どもが公立高校へ
入学・編入学する時の手続き

このコーナーでは、主に海外の学校から日本の公立の高校への入学・編入

学の手続きについてご説明しますが、近年、国内の外国人学校からの進学の

ケースも多く見られるため、その場合の違いについてもご紹介します。

日本の高校の入学資格

① 中学校、特別支援学校の中学部等を卒業した者、又は中等教育学校の前期課程を修了した者
（学校教育法第57条）

② 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者（学校教育法施行規則第95条第1項）

③ 在外教育施設（中学校と同等であると指定された課程）を修了した者

（学校教育法施行規則第95条第2項）

④ 文部科学大臣の指定した者 （学校教育法施行規則第95条第3項）

⑤ 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則（昭和41年文部省令第36号）により、中
学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者 （学校教育法施行規則第95条第4項）

⑥ その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
（学校教育法施行規則第95条第5項）

文部科学省ホームページ「高等学校入学資格について」 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/sikaku/1310999.htm

日本の高校へ入学するためには、年齢が15歳以上で、かつ、以下のいずれかに該当する者でなくては

なりません。また、愛知県の公立高校を受験するには、原則として保護者とともに県内に住所を有してい

ることも要件となります。

年齢が15歳以上で、外国において学校教育における9年の課程を修了した者については、上記の②の

要件を満たしているため、日本の高校の受験が認められることとなります。もし9年間の教育課程を修了

していなければ、⑤の中学校卒業程度認定試験により受験資格を取得する必要があります。

また、日本にある外国人学校やインターナショナルスクールの中等部については、日本の制度では中学

校として認められていないため、それらの学校から高校進学を希望する場合についても、⑤の中学校卒

業程度認定試験で受験の資格を取得しなければなりません。

なお、高校への編入学については、海外の高校で1年以降の課程を修了している、あるいは、10年以上

の教育課程を修了していれば可能となります。ただし、その場合、来日後、1年以内に編入のための試験

を受け、合格する必要があります。

【参考①】 愛知県の公立高校（全日制課程）入試のスケジュール （平成29年度入学者選抜）

※海外＝海外帰国生徒にかかる入学選抜、外国人＝外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜（→P.23）

2月 3月

全
日
制

Bｸﾞﾙｰﾌﾟ ２/21,22 一般出願
2/20,22

推薦及び海外
・外国人出願

3/6 学力検査（一般、海外）
3/7 面接、外国人学力検査 3/17

合格者発表
Aｸﾞﾙｰﾌﾟ

3/9 学力検査（一般、海外）
3/10 面接、外国人学力検査

定
時
制

前期 2/27,28 出願 3/14 入学検査 → 3/17 合格者発表

後期
3/21,22 出願

3/24 入学検査 → 3/27 合格者発表

通
信
制

前期
2/17～20 出願
（入学検査を行う

場合は2/26）
→ 3/１ 合格者発表

後期 3/22～28 出願（入学検査を行う場合は3/29） → 3/31 合格者発表
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【参考②】 愛知県の公立高校（全日制課程）の入試の種類 （平成29年度）

◇ 一般選抜

中学校の調査書（内申書）等の提出書類、学力検査の成績、面接の結果などに基づき、総合的に評

価して、合否を決めるものです。デザイン科など一部の学科では、このほか特別検査（実技試験）も行

われます。

なお、海外の学校出身の場合は、最終学年の成績証明書またはこれに代わるものを、調査書の代わ

りに提出します。

また、外国人学校などからの入学や、不就学の子どもの場合は、中学校卒業程度認定試験に合格し

た上で、文部科学省から認定証明書及び調査書の交付を受け、それを提出する必要があります。

◇ 推薦選抜

日本の中学校からの推薦を受けて、高校への入学者を選抜するものです。選抜の基準は、学業成績

やスポーツの成績、芸術分野など様々です。

なお、一般選抜と同様、学力検査（5教科）を受ける必要があります。これは、推薦選抜で不合格と

なった場合、一般選抜の対象となり、その際に学力検査の成績を資料として用いるためです。（推薦選

抜では、学力検査の成績は資料として用いられません。）

◇ 特別選抜

海外帰国生徒や外国人生徒など、特別な事情に配慮して行われるものです。

以下の２つの選抜と、愛知県立新城東高校作手校舎（人と自然科）、愛知県立田口高校（普通科及

び林業科）で実施されている「連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜」の計3種類の特別選抜が

あります。

• 海外帰国生徒にかかる入学者選抜（海外帰国生徒選抜）

原則として、継続して2年以上海外に保護者とともに在住していた者で、帰国後2年未満であること

などの要件を満たした者が対象です。調査書等の提出書類の内容と、学力検査のうち国語、数学及

び外国語（英語）の成績、並びに面接等の結果を資料として、合否が判定されます。

この選抜で不合格となった場合は、一般選抜の対象となるため、志願先高校・学科を第1志望とし

て一般選抜にも出願し、学力検査（5教科）を受ける必要があります。

平成29年度の実施校は、愛知県立中村高校（普通科）をはじめ6校です。（→P.84）

• 外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜（外国人生徒等選抜）

次のいずれにも該当する生徒が対象となります。

① 外国籍を有する者または保護者が中国等引揚者＊である者など特別な事情があると認められる

者（引揚者とは、昭和20年9月2日以前から引き続き中国等に居住していた者等で、その後永住の目的をもって帰国した者）

② 小学校第4学年以上の学年に編入学した者または第3学年以下の学年に編入学し、特別な事

情があると認められる者

調査書等の提出書類の内容と、外国人生徒等選抜の学力検査の成績、並びに面接等の結果を資

料として、合否が判定されます。学力検査は、国語、数学及び外国語（英語）の基礎的な内容で、一般

選抜の学力検査とは別になります。また、問題の漢字にはルビが付き、外国語（英語）の聞き取り検査

は行われません。

この選抜で不合格となった場合は、一般選抜の対象となるため、志願先高校・学科を第1志望とし

て一般選抜にも出願し、学力検査（5教科）を受ける必要があります。

平成29年度の実施校は、愛知県立名古屋南高校（普通科）をはじめ9校です。（→P.84）
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海外の中学校などを卒業して、愛知県の公立高校

の入試を受ける場合の手続きについて紹介します。対

象となるのは、正規の学校で9年の課程を修了または

修了見込みの人です。

【１】 海外の学校から日本の公立高校へ入学する際の手続き

愛知県教育委員会高等学校教育課に電話をしてから行き、高校入学希望の旨を伝え相談します。また、

出願資格があるかどうかの審査を受けます。審査にかかる日数、入試の日程等を考慮して、早めに書類の審

査を受けておくと安心です。審査の結果、出願資格が認められれば、「出願資格確認書」が発行されます。

【必要な書類】

・年齢・国籍がわかる書類（在留カード、パスポート、住民票など）

・9年の課程を修了している（または修了見込みである）ことを証明する書類（「成績証明書」、「卒業証明

書」など）

※ 海外の学校から書類を取り寄せる場合には、予想以上に時間がかかることが多いので、早めに準備をすることが大

切です。

➊ 愛知県教育委員会に相談し、資格審査を受ける

出願する高校の決定後、愛知県教育委員会 高等学校教育課で「入学願書」を受け取ります。ただし、事

前に電話で訪問日時を調整します。

➋ 出願高校を決める

決められた日時に、入学検定料とともに「出願資格確認書」と「入学願書」、「成績証明書」を出願する高

校へ持っていきます。

※ 入学検定料は、県立高校は愛知県収入証紙（収入印紙ではないことに注意）を入学願書に貼って、納付します。

➌ 出願する

学力検査や面接などを受けます（3月）。 いずれも日本語で行われます。合格したら、その高校に入学でき

ることになります。

➍ 入学者選抜を受ける

※高校への入学・編入については、愛知県の公立高校の例を紹介しています。他の都道府県の場合は、各教育委員会へお問合せください。

愛知県教育委員会高等学校教育課のホームページに、高校受験について外国人向けの日本語（ルビつ

き）、英語、ポルトガル語、スペイン語の案内があります。

「高等学校への入学」 http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kotogakko/0000027366.html

＜手続きの流れ＞

① 教育委員会に相談し、資格審査を

受ける

② 出願高校を決める

③ 出願する

④ 入学者選抜を受ける

★高校の修学援助について

国公私立を問わず、要件を満たせば、授業料に充てるための「高等学校等就学支援金」を受給できます。私

立高校等に通う場合、所得に応じて支給額が加算されます。また、一部の外国人学校やインターナショナルス

クールも対象です。この就学支援金は返済の必要はありません。

各都道府県でも、低所得世帯に対し、授業料以外の教育費（教科書費、教材費、学用品など）を支援するた

めの返済不要の「高校生等就学給付金」のほか、奨学金事業などを行っています。
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外国からの帰国者等が第1学年当初の入学時期以外の時

期または第2学年以上に入学することを希望する場合は、編

入学考査を受けることができます。

一般的に編入学は、学校長が、相当年齢に達し、当該学年

に在学する者と同等以上の学力があると認めた場合に編入

学が可能となります。

愛知県の県立高校では、以下のとおり海外帰国生徒の編

入学を実施しています。外国人生徒の編入学の取扱いも海

外帰国生徒の編入学に準じて行われます。

【２】 海外の学校から日本の公立高校へ編入学する際の手続き

・応募資格を教育委員会が確認する。

➊ 資格・条件について、愛知県教育委員会に相談する

・受験科目：各学校が定める。 （英語・数学・国語など）

・編入学考査で不合格の場合、別の学校に出願することができる。

➍ 編入試験を受ける（時期：4月1日～1月8日）

＜手続きの流れ＞

① 教育委員会に連絡し、資格・条件

について相談する

② 志願先の高校に連絡し、編入学の

希望を伝え、相談する

③ 出願する

④ 編入学考査を受ける

＜出願資格＞

1. 相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められる者。

2. 日本の中学校を卒業しているか、又は外国における正規の教育機関の9年の課程を修了していること。

3. 原則として、継続して1年以上海外に在住していたこと。

4. ３の在住期間中、外国における正規の教育機関で学んでいたこと。

5. 来日後1年以内であること。

6. 保護者もしくは保護者に代わる身元引受人とともに愛知県内に在住していること。

＜編入学を認める時期＞

各学年において、4月1日から翌年1月8日までの期間です。

＜編入学考査＞

志願のあった学校で随時実施。編入学考査の科目等については、各学校が定めます。

＜出願に要する書類等＞

1. 継続して1年以上海外に在住していたことを証明する書類（適宜の書式。保護者の所属長等の証明書

又はこれに代わるもので、在住期間を示したもの等。）

2. 海外の学校が発行する成績・単位修得証明書又はそれに準じるもの

3. 本人及び保護者が海外に在住したまま出願する場合は、帰国に関する申立書

4. 本人のみ帰国する場合は、保護者に代わる者の身元引受承諾書

5. 高等学校教育課が発行する編入学出願届受理証明書

6. 編入学願

➋ 志願先の高校に連絡し、希望を伝え、相談する

・日本語の学習状況と学力を勘案し、志望校を選んで相談する。

➌ 出願する

・出願に要する書類と愛知県収入証紙を志願する学校へ持って行き、出願する。
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各国の教育に関する制度や学校の生活を、項目別にまとめご紹介します。

国名

項目

日本
アジア

インドネシア タイ 韓国 中国

学校制度 6-3-3-4 6-3-3-4 6-3-3-4 6-3-3-4 6-3-3-4

義務教育期間

9年間 9年間 9年間 9年間 9年間

小学校6年
中学校3年

小学校6年
中学校3年

小学校6年
中学校3年

初等学校6年
中学校3年

小学6年（一部地域は5
年）
初級中学3年（一部地域
は4年）

義務教育以降
（大学まで）

高等学校3年
大学4年

高等学校3年
大学4年

高等学校3年
大学4年

高等学校3年
大学4年

高級中学3年
大学4年

就学前の教育 幼稚園／3～5歳

TKA幼稚園年少（4～5
歳）
TKB幼稚園年長（5～6
歳）

幼稚園／3～5歳 幼稚園／3～5歳

幼稚園／3～6歳
保育と教育の結合を原

則としている。 （保育所は
0歳から3歳未満の子ども

のみ対象としている。）

年度／就学年齢基準日
4月～翌年3月
4月1日までに満6歳にな
る子どもが就学

年度は7月上旬～6月下
旬

5月16日～翌年3月
15日／5月1日～30
日に満6歳になる子は、
同年の5月16日に入
学

1月1日～12月31日ま
でに満6歳になる日の翌
年3月に就学。
但し、満5歳や7歳の入
学も可能。

9月～7月
8月31日までに満6歳に
なる子どもは小学に就学
（満7歳の地域もある）

学期／月

3学期制 2学期制 2学期制 2学期制 2学期制

1学期: 4月～7月
2学期: 9月～12月
3学期: 1月～3月

1学期: 9～12
2学期: 1～6

前期: 5月16日～10
月10日

後期: 11月1日～3月
15日

1学期: 3月～7月
2学期: 9月～2月

1学期: 9月1日～1月中
旬

2学期: 2月中旬～7月中
旬

学校の休み
土日祝
夏休み、冬休み、春休み

日曜日は休み
土日祝
夏休み（3月～5月）

10月

夏休み（7,8月の間の約
4週間、冬休み（12～1月
の間約4週間、春休み（2
月の間約2週間）

夏休み（7,8月の間の約7
週間）、春節休み（1,2月
の間の約4週間）

特別な配慮が必要な子

どもへの対応

視覚障害、聴覚障害、知

的障害、肢体不自由、病

弱・身体虚弱

不明

一般学校でインクルー
シブ教育。

視覚障害、聴覚障害、
知的障害、肢体不自由
者の障害者学校あり。

視覚障害、聴覚障害、知

的障害、肢体不自由等。

＊各自治体教育庁に特殊
教育支援センターがある

日本の特別支援学校に

あたる特殊学校があるが

非常に不足している。

行政
都道府県や市町村の教育
委員会

国家教育省 教育省 各自治体の教育庁

国務院教育部、地方の

省・自治区・直轄市、県・

市（区）の教育委員会（教
育庁又は教育局）

❶
各
国
の
教
育
制
度
概
要
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アジア 北米 南米

ネパール フィリピン ベトナム アメリカ ブラジル ペルー

8-4-3～4 1-6-4-2 5-4-3-4（又は5）
6-3-3、5-3-4、6-2-4、6-6な
ど（州・地域等により異な
る）

9-３-4 6-5-5

8年間 13年間 9年間 州により異なる。 9年間 11年間

基礎教育8年

幼稚園1年
小学校6年
中学校4年間
高等学校2年間

小学校5年
中学校4年

州により異なる。
例：イリノイ州7-17歳、カ
リフォルニア州6-18歳で、
就学期間が最も長いのは
ニューメキシコ州などの5-
18歳。また、ほとんどの公
立小学校は入学前1年間
の就学前クラスを有し、多
くの児童がそこから就学
している。

幼稚園2年
初等教育（日本の小・中

に相当）9年
中等教育（日本の高等学

校に相当）3年
（幼稚園及び中等教育について

は2016年法改正により追加さ
れたが、当面は移行期間とし、
幼稚園2年間を修了しなくても

小学校には入学できる。）

初等教育（基礎教育）（日
本の小に相当）6年
中等教育（基礎教育） 5
年
（ただし、憲法や総合教育
法によると、就学前教育
も義務教育とされてい
る。）

中等教育4年
大学 3‐４年

大学
高等学校3年
大学4～5年

2年制大学、4年制大学 大学4～5年 大学 5年

1‐2年（3～4歳）の幼児教
育あるが、地域により限
定的

幼稚園3～5歳（公立幼
稚園は小学校と併設さ
れている）

小学校以前の教育は義
務ではない。3歳で入園
するベトナム人向け幼稚
園は3年間の教育課程。

幼稚園のほか保育学校
等で行われ、通常3～5歳
児を対象とする。

幼児教育としては、0～3
歳は保育園、4～５歳はプ
レスクール（幼稚園）
※幼稚園は義務教育

就学前教育（基礎教育）
0-5歳
義務教育とされている。

4月～3月
3月中旬までに満5歳にな
れば就学

6月～3月

9月5日～5月25日
(年により変動あり)
当該年の12月までに満6
歳になる者は、その年の

学校年度開始日（9月）に

就学

州や学校により異なる。ワ
シントン州の標準的な
例：年度は9月1日-8月31
日。その年の8月31日ま
でに 満6歳になる者は、
同年の9月に小学校1年
生となる。

2月～12月中旬

3月～12月
3月31日に満3歳になる
子供は就学前教育に就
学

学期制なし 2学期制 2学期制 全国共通制度はない 3学期制 4学期制

1学期: 6月～10月
2学期: 10月～3月

1学期: 9月5日～1月10
日
2学期: 1月13日～5月25
日

州や学校により異なる。
代表的なもの：
2学期制: ①8月-12月,
②1月-5月 / 3学期制:
①9月-12月, ②1月-3月,
③4月-5月 / 4学期制: 
①9月-12月, ②1月-3月,
3月-6月, 6月-8月

1学期: 2月～4月
2学期: 5月～8月
3学期: 9月～1月
年間最低200日、800時
間の授業が行われる。

1学期: 3月上旬～5月中
旬 / 2学期: 5月中旬～7
月下旬 / 3学期: 8月上
旬～10月中旬 /
4学期: 10月中旬～12月
下旬

土曜日
60日程度の休暇の時期

を学校が決定する。多く
は夏期休暇となるが、山

間部は冬期休暇が多い。

夏休み 4月、5月の約2か
月間
1学期から2学期の区切り
に約2週間
フィリピンでは4月、5月が

もっとも暑い。

小学校は木曜日と日曜

日が休み、中学校は日曜

日のみ休み
1月から2月がテト（旧正

月）休暇、7月から8月が

夏休み

州によって異なる。

夏休み（6～8月頃）、冬休

み（12月末頃）、春休み
（3月末）など

冬休み（7月）、夏休み
（12月中旬～1月下旬）

冬休み（7月ごろ）、夏休
み（12月下旬～2月）

特殊学級、特別支援学校
あり（視覚障害児、聴覚
障害児、知的障害児）。し
かし、障害児の多くが教
育を受けられていない

１９９７年から地域のすべて
の学校でSped（特殊教
育）プログラムが義務化
されている。しかし、障害
児の多くが教育を受けら
れていない

インクルーシブ教育、特別
支援学校（精神障害児、
聴覚障害児、視覚障害
児）、準インクルーシブ教
育

IDEA（個別障がい者教育
法）により、学校は個々の
児童生徒に適切な支援
を無料で提供することが
義務付けられている。

州立、市立、私立で知的

障害、肢体不自由、聴覚

障害の特別支援学校あり。

普通の学習を困難にする
何らかの障害を持つ人が
特別基礎教育の対象と
なる。個別対応をしながら
通常の学級に含めること
を目標とされる。

教育省 教育局、地域教

育事務所、教育委員会
初等・中等教育の管轄機
関は郡教育事務所

教育省 教育訓練省
州教育省の下に郡教育

局、その下に学校区があ

る。

初等教育については、州
と市町村教育委員会。た
だし、次第に市町村の教
育委員会に移行されつつ
ある。
中等教育については、州
教育委員会

教育省、州教育局、地域
教育部

なお、基本的に公立義務教育の基本的な情報を載せていますが、州や地域、私立の学校等、掲載情報と異な
る場合がありますので、必要に応じて本国の当該窓口で確認してください。

※義務教育の概念は国によって異なります。
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国名

項目

日本
アジア

インドネシア タイ 韓国 中国

授業時間
午前の授業、昼食

掃除、午後の授業、クラブ

活動

午前・午後の2部制（校舎
が少ないため、午前・午後
で生徒を入れかえて授業
を行う学校が多い）

午前の授業、

昼食、昼休み

午後の授業、掃除

午前の授業、

昼食、昼休み

午後の授業

午前の授業、昼食

昼ね、午後の授業

授業の言語 日本語 インドネシア語 タイ語 韓国語
中国語

少数民族の言語

カリキュラムの特徴

（基本的な科目以

外のもの）

【小学校】
国語、社会、算数、理科、生

活、音楽、図画工作、家庭、
体育、道徳、特別活動、総

合的な学習の時間、外国

語活動
【中学校】
国語、社会、数学、理科、音
楽、美術、保健体育、技術・

家庭、外国語、道徳、特別

活動、総合的な学習の時

間

【小学校】
国語、算数、理科、社会、体
育、図工、宗教

【中学校】
国語、算数、理科、社会、体
育、図工、宗教、英語、保健
体育、情報、環境、その他
の活動

【小学校】
「生活経験の強化」

タイ人として生きるために
必要なことを学ぶ。

「瞑想」

朝礼や午後の授業開始前

に10～15分実施。

「ボーイ&ガールスカウト」
自然や健康について学び

野外授業等奉仕活動を実

施。

英語は小学校から実施。

【小学校】
各教科は日本とほぼ同様

だが、「英語」が教科に入っ
ている。
そのほか、創意的体験活
動」がある
【中学校】
選択科目があるのが特徴
（漢文、環境、生活外国語
（ドイツ語、フランス語、ス
ペイン語、中国語、日本語、
ロシア語、アラブ語、ベトナ
ム語）、保健、進路と職業
からの選択）そのほか、創
意的体験活動」がある

各教科は日本とほぼ同様

で、そのほか各種活動もあ

る。

宗教対応 対応していない 不明

タイ国民の多くは仏教徒

であるため、道徳の時間は

僧侶が先生になることもあ
る。

対応していない 宗教は歴史の知識として

のみ取り扱う。

教育費
授業料、教科書代無償。

教材費、給食費は徴収さ

れる。

公立の小学校・中学校は

無償。行政の予算や各学

校、保護者の経済状態で
負担額が異なる

授業料無償。教科書、教材

費、給食費、その他必要経

費が徴収される場合あり。
授業料は無料

義務教育は農村部から段

階的に無償化を進めてお

り、2008年9月に全面無償
化の方針を打ち出された。

留年 ない

ある
小学校から高校までは各
年の進級試験と最終年の
卒業試験があり、これに合
格しないと進級または卒業
できず留年となる。

ある
年間授業日数が２/３に満た

ない場合は留年になる。
ある

飛び級、早期卒業、
早期入学

ない ある ない ある ある

外国人児童生徒へ

の対応

加配教員、取り出し授業、

プレスクール、母語教育支

援実施

言語特別指導は学校により

異なる
言語特別指導は一般的に

実施していない
特別学級が設置されてい

る。
ない

❷
義
務
教
育
の
学
校
の
概
要
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アジア 北米 南米

ネパール フィリピン ベトナム アメリカ ブラジル ペルー

午前の授業、昼食、午後
の授業

午前、午後の二部制が多
い。マニラなど3部制（朝、
昼、晩）の学校もある。
幼稚園：午前クラス（8時
～11時）午後クラス（13
時～16時） / 中・高校：
昼間クラス（7時30分～
16時）夜間クラス（16時
～21時、土曜日終日）
小学校6年のテストの成
績で昼間か夜間に自動
的に振り分けられる。

午前組と午後組の2つの
登校組に分かれ、同一教
室を2回使用する2部制
（教育施設が不足してい

るため）

州・地域・学校により異な
る

午前、午後の二部制（夜
間があると三部制）
5～6時限授業
私立は全日制の場合も。

午前、午後の二部制（夜
間があると三部制）

ネパール語

英語

文系科目はフィリピノ語、
理系科目は英語を主に地
方言語（小学校１,２年生）
フィリピノ語を補助言語と
利用

ベトナム語

英語

（他の言語を話す教員・
助手を配置している州や
学校がある。また、ワシン
トン州では英語以外の
外国語、バイリンガル・イ
マージョン教育も行われ
ている。）

ポルトガル語
スペイン語

原住民の言語

【初等教育】
母国語、サンスクリット語、
職業前教育

中等教育は、職業訓練
が重視される。

【幼稚園】
日本の幼稚園と同じ内容

だが、英語、母語、フィリピ
ノ語など言語教育を重視

【初等・中等教育（Grade 
1～10）】
母語、フィリピノ語、英語、

数学、科学、社会、保健教
育、音楽、芸術、体育、ヘ

ルス(Health)、家庭・生活、

技術・生活（農業水産、家

庭経済、情報通信、工業：

中等教育のみ）

【小学校】
ベトナム語、算数、道徳、

自然と社会、科学、歴史、
地理、労働、歌・音楽、美

術、体育、健康

選択科目：外国語、情報、

家庭経済

州や学校により異なる。
45州で外国語等の選択
科 目 か ら 構 成 さ れ る
「Common Core」を導入し
ている。
ウェストバージニア州授業
教科の例：
＜小学校＞国語（英語）、
数学、科学、社会科、保健
体育、美術、音楽、図書メ
ディア、21世紀技術（21st
Century Skills/Tools)
＜中学校＞国語（英語）、
数学、科学、社会科、保健、
体育、美術、音楽、外国語、
図書メディア、ベース8、21
世紀技術（21st Century
Skills/Tools)

【初等教育】
ポルトガル語、倫理、環境
と健康、文化多様性、性
教育
【中等教育】
ポルトガル語

音楽は一つの科目として

ではなく、美術教育の中

に含まれる。
また、宗教教育ではカト

リック教について学び、道
徳教育の選択肢がない。

さまざまな民族、カースト、
宗教、言語、文化や地域
の理解促進が組み込ま
れている

国民の約９０％がキリスト
教のため、道徳などを通じ

て宗教教育が重視されて
いる

不明 不明
私立学校では対応して
いる場合あり。

初中等教育ではキリスト
教について学ぶ科目があ
る。

授業料：8年生まで無料、
9-10年生の女性とダリッ
ト※は無料。その他：10
年生まで教科書無料。

授業料無料
授業料：無料～60万ドン
その他、教材費が必要

一般的に公立では授業料
の徴収はない。その他の費
用は州や学校により異なる。
インディアナ州では、教科
書は公共備品なのでレン
タル料を払い、1年間借り
受ける（書き込み禁止）。

国立、公立の場合は無料 公立学校の場合は無料

ある ある ある ある

ある
読み書きが未達成な初等

教育前期4年までは、学
力評価による落第禁止。

就学前教育及び初等教

育の1年目にはないが、2
年目以降の初等教育及
び中等教育にはある

ある ある ある ある ない

特別な才能がある青少年は
特別基礎教育の対象。個別対
応及び通常の学級に含めるこ
とを目標とされるが、到達した
能力に応じて他学年への移行
もある。中等教育2年目修了
時に年平均15.00以上の成績
だ っ た 者 は 優 秀 者 学 級
(COAR)に進むことが可能とな
る 。 COAR に は 国 内 25 地 域
7,200名の中等教育3・４・５年
の生徒が在籍している。

ある

外国人がフィリピンの基

礎教育を享受することは

可能であるが，公立学校
ではなく，私立学校に限ら

れる。
外国人が私立学校への

入，編入学を希望する場

合には，希望する当該私
立学校と直接手続きを行

う。

不明

州により異なる。
イリノイ州の例：英語を母
国語としない生徒が一定
数を超えると、これらの生
徒を対象にESLやELDと呼
ばれる英語を学ぶための
特別なクラスが開設され
る。ワシントン州の例：公立
学校は英語が第一言語で
ない生徒に言語特別指導
を行うことを法律で義務づ
けている。指導方法は学校
により異なる。

私立学校では対応してい
るところもある。例えば外
国人向けのポルトガル語
の授業を行う等。

不明

※ダリット：ヒンドゥー教にまつわるカースト制度において差別されてきた人々のことを言う。



国名

項目

日本
アジア

インドネシア タイ 韓国 中国

昼食
（弁当・給食・家庭

で）

小学校は給食。中学校は
地域により弁当、給食のと
ころがある。

給食はない。家で食べる。

ランチを持ってくるか買う。

給食あり。お弁当のところ
もある。
軽食やお菓子の売店もあ
る。

給食あり
各市道により無償の場合
がある。

給食あり

登校の仕方（送迎・

集団・親）
小学校は集団登校。中学

校は個別に登校。
徒歩、バス

個別登校
（徒歩、バス、家族による

車やバイクでの送迎）
個別登校

徒歩、バス、自家用車、ス

クールバスが利用されて

いる。

行事（入学式・運動
会ほか）

入学式、保護者懇談会、

家庭訪問、運動会、遠足、

キャンプ、修学旅行、文化
祭、卒業式

入学式、遠足、修学旅行、

運動会、卒業式

※参観日はないが、先生
と懇談する日がある

授業参観（年2回程度）
入学式、保護者懇談会、

運動会、遠足、修学旅行、

文化祭、卒業式

入学式、卒業式、運動会、
修学旅行など

クラブ活動 ある 不明 ある ある ある

保護者会・PTA ある
ある（先生と保護者は別
の組織を作っている）

ない ある ある

掃除 子どもたちが掃除する 子どもたちが掃除する 下校前清掃

学校による。

（例：ソウル市の小・中・高

1,277の学校中約60％
（772校）が掃除会社を利

用している。2015年 1月
ソウル市教育庁調べ）

子どもたちが掃除する

制服

小学校（私立は制服、公
立は私服）
中学校・高校は制服が多
い（一部、私服のところも
ある）

ある（小学校は赤と白、中

学校は青と白、高等学校

はグレーと白）

あり（白いYシャツ・ブラウ
ス、紺系ズボン・スカート）

小学校（私立は制服、公
立は私服）
中学・高校は制服が多い
（一部、私服のところもあ
る）

学校が定めた制服と運動

服があり、生徒たちは，学

校にいる間、ほぼ運動服を
着て活動する。

初等教育就学率
（男/女）％

100／100 93／94 97／96 97／96 ―

中等教育就学率
（男/女）％

99／100 76／74 ８３／8９ 97／96 ―

根拠法 学校教育法 不明 国家教育法 初・中等教育法
憲法、教育法、義務教育
法、高等教育法、教員法、

など

❹
そ
の
他

※ 就学率は、公式の初等教育年齢または中等教育年齢に相当する子どもであって初等教育または中等教育に就学する子どもの
人数が、当該年齢の子どもの総人口に占める割合。ユニセフ「世界子供白書2016」統計による。ただし、タイについては在東京タイ
王国大使館の情報による。

❸
学
校
生
活
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アジア 北米 南米

ネパール フィリピン ベトナム アメリカ ブラジル ペルー

給食はない。弁当か帰宅

して昼食をとる。

給食はない。弁当か露店
で購入も。小学校の低学
年だと親が弁当をもって
きて校庭などで一緒に食
べることもある。お昼休み
は誰でも学校内に入れる
学校もある。

不明
州・学校により異なる。

弁当、給食、学校のカフェ

テリアなど。

午前の部・夜間は、給食
あり。おやつがある学校も
ある。おやつや軽食を持
参して休憩時間に食べた
り、学校内に売店が併設
されている場合もある。

就学前教育、初等教育に
おいては栄養プログラム
が義務付けられている。
学校内に売店があり、軽
食を購入することができ
る。

地域により異なる。村落
部は数時間の徒歩もある。
私立はスクールバスがあ
る。

地域により異なる。個別

登校、親の送迎もあり。

地域により異なる。集団
登校、親がバイクで送迎、
スクールバスで通うことも
ある。

小中学校はスクールバス、
保護者の送迎などが多い。
その他、徒歩や公共交通
機関の利用もある。

都市部、地方によって異
なる。治安の問題から親
や送迎する場合が多いが、
私立学校のようにスクー
ルバスを提供しているこ
ともある。

日本のような集団登校が

ない。

運動会 運動会、学園祭
入学式、先生の日（11月
20日）、卒業式

小中学校では入学式・卒

業式はない。高校では卒

業式が行われる。

遠足、フェスタ・ジュニーナ
（6月の祭り）、フェイラ・

デ・シエンシア（科学発表
会）、卒業式等。公立、私

立でも行事は異なる。

公立、私立で行事は異な

る。

ある ある（活発ではない） 不明 ある
公立ではないが、私立で
は行われているところも
ある。

公立ではない。

ある ある 不明
保護者会（PTO）があり、
学校運営にボランティア
として協力する。

ある 保護者会(APAFA)がある

ある
当番制で

子どもたちが掃除する
清掃員が行う 清掃員が行う ある

担当制による

教室内掃除あり

ある 私立のみある ある 私立の一部はある
初等・中等教育ともに有。
（Tシャツだけという簡易
な制服が多い。）

初等・中等教育ともにあ
る

95／94 95／99 ― 93／93 ― ９５／96

58／62 62／74 ― 87／89 ― ７７／７９

教育法 教育法 不明
各州の州憲法及び教育

法（又は学校法）

ブラジル教育基本法第
9394‐96号
国家教育計画

憲法、総合教育法、大学
法、教職改革法、保護者
団体の公立学校への参
加を定める法律など
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各国の学校系統図を紹介します。一般的な課程を掲載しており、地域や設
置主体により異なることもあります。ブルー色は義務教育期間を表示していま
す。また、大学院は記載していません。

なお、就学開始年齢が6歳でない場合、学年が表示の目盛と異なります。

各国の学校系統図
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特別支援学校、高
等学校・大学（通信
制、定時制）、専修
学校等あり

インドネシア

教育文化省管轄の
学校と、宗教省管
轄のイスラム系学
校がある。高校は、
普通高校と職業高
校がある。高校後、
専門学校あり。

タイ 韓国 中国

高
等
教
育

大学

中
等
教
育

普通・
職業

高等学校

中学校

初
等
教
育

初等学校

就
学
前
教
育

幼稚園

地域により小学校入学
が6歳、7歳と異なる。6歳
入学の在学年齢は7歳
入学よりも1歳ずつ下が
る。
中学卒業後、専門学校
や職業中学の選択肢あ
り。職業技術学院あり。

高
等
教
育

大学

中
等
教
育

高級中学

初級中学

初
等
教
育

小学校

就
学
前
教
育

幼稚園

高
等
教
育

大学

中
等
教
育

高等学校

中学校

初
等
教
育

小学校

就
学
前
教
育

幼稚園

高
等
教
育

大
学

中
等
教
育

高校

中学校

初
等
教
育

小学校

就
学
前
教
育

幼稚園
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教
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大学
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教
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教
育

小学校
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幼稚園
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ネパール

学年
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宗教学校、オル
タナティブスクー
ルあり。
※基礎教育が5歳
からのため、表示
の学年と異なる。

フィリピン ベトナム アメリカ ブラジル

高
等
教
育

大学

中
等
教
育

高等学校

中学校

初
等
教
育

小学校

就
学
前
教
育

幼稚園

職業訓練
校あり。

高
等
教
育

大学

中
等
教
育

高校

中学校

初
等
教
育

小学校

就
学
前
教
育

幼稚園

保育園
（0歳～）

高
等
教
育

大学

中
等
教
育中学校

初
等
教
育

小学校

就
学
前
教
育

幼稚園

保育園
（0歳～）

高
等
教
育

大学

初
等
中
等
教
育

４年制

ハイス
クール

ミドル
スクー

ル

小学校

就
学
前
教
育

幼稚園

保育学
校

ペルー

高
等
教
育

大学

中
等
教
育

高校

中学校

初
等
教
育小学校

就
学
前
教
育

幼稚園

法的には、
就学前も
義務教育。

年齢

下級

ハイス
クール

上級

ハイ
スク
ール

※州により
異なる

高
等
教
育

大学

中
等
教
育

中等教育

初
等
教
育

基礎教育

就
学
前
教
育

幼児教育



インターナショナルスクール
インターナショナルスクールについて、法令上特段の規定はありませんが、一般的には、主に英語により

授業が行われ、外国人児童生徒や海外帰国子女などを対象とする教育施設であると捉えられています。

一部の学校では、海外経験のない日本人の子どもや、英語圏以外から来日した外国人も受け入れると

ころがあります。

日本のカリキュラムに則っていないため、中学部を卒業しても日本の高校受験資格は得られません。大

学受験については、学校によっては修了すれば高等学校相当としてみなされ、受験資格が得られるとこ

ろもあります。

海外帰国子女（海外帰国児童生徒）
1年以上継続して海外で生活をした後、日本へ帰国してきた日本国籍の子どもを指します。親が海外

駐在や留学などをする際に、子どもを連れて行く場合が多く見られます。そういった子どもは現地で普通

の学校に通うこともあれば、日本人学校やインターナショナルスクールに通うこともあります。従って、海外

渡航した年齢や滞在期間、就学状況などにより、日本語能力も異なります。日本に帰国してからの高校

や大学への進学は、「海外帰国子女枠」で入ることのできる学校もあります。

外国人学校
外国人学校とは、外国につながりを持つ子どもを対象に教育を行う学校です。主に、国ごとの教育カリ

キュラムに従って、その国の言語で教育が受けられます。ブラジル人学校、朝鮮人学校、中華学校などが

あります。学校によって、就学前教育・初等教育・中等教育のうちのどの過程を行っているのかは異なり

ます。

インターナショナルスクールと同様、日本のカリキュラムに則っていないため、中学部を卒業しても日本の

高校受験資格は得られません。大学受験については、学校によっては修了すれば高等学校相当としてみ

なされ、受験資格が得られるところもあります。

外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメントDLA （→P.53）

（Dialogic Language Assessment For Japanese as a Second Language)

文部科学省が開発した日本語能力の対話型評価ツールです。主に、日本語による日常会話はできても

教科学習に困難を感じている児童生徒を対象としています。子どもたちの言語能力を「話す」「読む」「書

く」「聴く」の四つの面から把握し、どのような学習支援が必要であるかを検討する際の参考となる情報

を得ることができます。また、指導の達成度を知る評価にもなります。

外国人生徒等選抜 （→P.47）

外国人生徒や中国帰国生徒のための入学者選抜の特別定員枠のことを言います。自治体により設け

ているところと設けていないところがあり、名称も異なります。また、外国人生徒のみを対象としたところ、

中国帰国生徒を含めて対象としているところがあります。

愛知県では、外国人児童生徒及び中国帰国生徒等を対象に9校（→P.84）で行っています。
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ここでは、外国につながりを持つ子どもの教育に関わる際に、使われる
用語を５０音順で説明しています。なお、3章の事例でも取り上げているもの
については、ページ数を記載していますので、併せてご覧ください。

あ

か

外国につながりを持つ子どもの教育
に関するキーワード
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外国につながりを持つ子ども

国籍や家庭環境など、何らかの形で外国につながりを持っている子どもを指します。外国籍の子ども

だけでなく、日本国籍でも親が日本以外の言語や文化背景を持つ子どもや、海外に長期滞在して日本

へ戻ってきた帰国子女も含めます。

来日した外国籍の子どもや、日本で生まれ育った外国籍の子ども、日本国籍と外国籍の親を持つ日

本国籍の子ども、二重国籍の子ども、外国籍の親や国際結婚をした親から生まれて手続きがなされず

国籍のない子どもなど、子どもが持つ背景は様々であるためこのような呼び方をします。

他にも、同義で使われる言葉として、「外国にルーツを持つ子ども」や「外国人児童生徒」など、様々な

呼び方が見られます。「外国人児童生徒」は、場合によって日本国籍の子どもを含まないこともあります。

下学年編入 （→P.40）

年齢相当の学年ではなく、下の学年に編入することをいいます。海外や外国人学校から編入する場合、

子どもの日本語能力や学力等を判断すると、必ずしも年齢相当の学年に編入することが妥当であるとは

限らないためです。文部科学省では、平成21年の「定住外国人の子どもに対する緊急支援について（通

知）」において、学校に柔軟な対応を求めています。

下学年編入の際には、メリット・デメリットを学校と生徒及び保護者がしっかりと把握しておくことが必

要です。

加配教員 （→P.54）

公立学校の教員定数に上乗せして配置される非常勤の教員で、教育上特別の配慮を必要とする児

童生徒に対して指導を行います。日本語能力が十分ではない子どもたちについても、日本語指導を充

実させるため、学級数等から算定されるいわゆる基礎定数とは別に、外国人児童生徒の日本語指導を

行う教員を、公立義務教育諸学校に配置されています。

原級留置 （→P.43）
進級・卒業せずに、次年度も同じ学年に留まることを言います。学校は、各学年の修了する時や卒業す

る時には、児童生徒の成績を評価して定めることが求められていますが、授業の出席状況や学習の到

達度が充分でない場合、この措置が講じられることがあります。そのため、学習に必要な日本語能力を

身につけておくことが必要です。

語学相談員、語学支援員、外国人生徒教育支援員 （→P.54）

語学相談員、語学支援員は公立の小中学校において、日本語指導が必要な児童生徒に対して、語学指

導の補助及び学校生活に関する相談・適応指導を行います。保護者への連絡を行ったり、通知文などの

翻訳もします。

愛知県には、ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語/タガログ語の語学相談員が各教育事務所に配置さ

れ、小・中学校を巡回して、子どものサポートを行っています。また、市町村ごと、または学校ごとに独自に

同様の活動を行う多言語スタッフを配置しているところもあります。語学支援員、学校サポーターなど、そ

の呼び名も様々です。

外国人生徒教育支援員は、学習活動や学校生活の支援を行います。愛知県の県立高校では、外国人

生徒が多い高校に配置されています。

高等学校卒業程度認定試験 （→P.49）

高等学校を卒業できなかった等、様々な理由で大学などの受験資格がない人に対し、高等学校を卒

業したものと同等以上の学力があるかどうかを認定するための試験です。合格者は、大学、短大、専門

学校の受験資格が与えられます。就職、資格試験にも活用することができます。

科目の選び方で合格に必要な科目数が変わり、８科目～10科目です。国語、数学、英語は必修で、地

理歴史、公民、理科は科目選択になります。世界史、日本史、数学、英語においては、技能検定などの所

定のレベルを合格している人は、科目免除を受けることができます。また、高校等で修得した単位があ

れば、科目免除になる場合もあります。

試験は、年に2回行われます。一度の試験で全ての科目に合格する必要はなく、合格科目を累積する

ことができます。受験できるのは16歳以上ですが、18歳未満で全ての科目に合格した人は、18歳の誕

生日から合格者となります。
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JSL（Japanese as a Second Language)カリキュラム （→P.53）

第二言語として日本語を学ぶ子どもたち、日本語の力が不十分な子どもたちへの教育のために、文部

科学省が開発したカリキュラムのことを指します。それまで、日本語指導と教科指導が切り離されて行わ

れており、日本語教育を優先する考えがありました。このカリキュラムでは日本語指導と教科指導を統合

的に捉え、学習活動に参加するための力を育成することを目指しています。

また、このカリキュラムは、固定的なものではなく、子どもたちの実情に合わせて指導者がカリキュラムを

作るためのツールでもあります。学年相当の授業内容が理解できない場合、授業の内容のレベルはそのま

まにして、子どもたちが理解しやすい日本語を使いながらわかりやすい授業を行うという指導者の力量を

高めることをも目指しています。

初期指導教室 （→P.52）

日本語の初期指導が必要な児童生徒に対して、通常の学級に入る前に一定期間、基礎的な日本語指

導、学校生活に馴染みやすくするための指導を行う教室のことを言います。

スクールカウンセラー （→P.57）

児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有する者（臨床心理士等）のことを言い

ます。学校や教育委員会に配置されています。

不登校やいじめ、友人関係や親子関係、学習関係などの児童生徒に対するカウンセリングのほか、児童

生徒の対応に関して保護者や教職員への助言、事件・事故等の緊急対応における被害児童生徒の心の

ケア、教職員等に対する児童生徒へのカウンセリングマインドに関する研修、子どもの心理的問題への予

防的対応（ストレスチェック）などを業務として行っています。

まだ配置されていない公立小中学校もありますが、文部科学省では、全ての公立小中学校に配置する

ことを目指しています。

スクールソーシャルワーカー （→P.57）

教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や経験を有する者（社会福祉士、精神保

健福祉士等）のことを言います。学校や教育委員会に配置されています。

家庭環境や地域団体への働きかけ、個別ケースにおける福祉等の関係機関との連携・調整、要保護児

童対策地域協議会や市町村の福祉体制との協働、教職員等への福祉制度の仕組みや活用等に関する

研修などを業務として行っています。

配置されていない自治体もありますが、文部科学省では、全ての中学校区に配置することを目指してい

ます。

ダブルリミテッド （→P.63）

日本語、母語ともに言語能力が不十分で、複雑な思考を表現できない状態にあることを言います。

例えば、幼い頃に来日した子どもは、母語の習得が未熟な状態のため、日本で習得した言葉を母語へ置

き換えることが困難になりがちです。その結果、日本語でも母語でも表現できずコミュニケーションが取り

づらくなったり、学習に支障が出たりして、年齢相応の認知力や言語的思考能力が上手く機能しなくなる

状態になってしまいます。

外国での居住経験の有無にかかわらず、外国につながりを持つ子どもはなり得る可能性があり、日常会

話ができており問題ないように見えても、この状態に陥っている場合があります。

一方、日本語でなくても母語で読み書きができる土台があると、母語を基盤にして日本語能力や思考

力、認知力を伸ばしやすくなります。

地域日本語教室 （→P.52, 59）

各地の国際交流協会や公民館等で開催され、無料か低額の授業料で勉強することができる教室です。

日本語教室の多くは、ボランティアによって運営されているのが現状です。日本語の知識を身につけるこ

とが目的ですが、教室への参加を通じて、外国人が他の学習者や講師との交流することにより、地域との

つながりを持つ場にもなっています。

さ

た
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中学校卒業程度認定試験 （→P.45, 46）

中学校卒業程度認定試験については、病気などやむを得ない事由によって保護者が義務教育諸学校

に就学させる義務を猶予又は免除された子に対して、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定す

るために国が行う試験であり、合格した者には高等学校の入学資格が与えられます。

日本の国籍を有しない、中学校就学年齢より上の子どもも受験できます。また、2年以上海外で生活し

て帰国した人、日本に帰化した人なども対象となります。

特別の教育課程 （→P.53）

「特別の教育課程」による日本語指導は、児童生徒が学校生活を送る上や教科等の授業を理解する

上で必要な日本語の指導を、在籍学級の教育課程の一部の時間に替えて、在籍学級以外の教室で行

う教育の形態です。学校教育法施行規則第56条の2、第79条、第108条及び第132条の3に基づき、小

学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において行われ

ます。

取り出し指導 （→P.52）

児童生徒一人ひとりに応じた指導計画を作成し、それを実施していくことを主な役割として、生活面の

適応、日本語学習、教科学習などについて在籍学級以外の教室で指導を行います。

日本語指導の必要な児童生徒 （→P.13, 14, 53）

日本語で日常会話が十分にできない児童生徒及び日常会話ができても学年相当の学習言語が不足

し、学習活動への参加に支障が生じており、日本語指導が必要な児童生徒のことを指しています。

文部科学省が「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」を実施しており、その中で

定義しているものです。なお、この調査は、日本語指導が必要な児童生徒の教育改善を図る目的で、全

国の公立小・中・高等学校・中等教育学校及び特別支援学校に対して2年ごとに行っているものです。

調査結果については、13～１4ページに記載しています。

日本語能力試験
日本語を母語としない人の日本語能力を測定し、認定する試験です。独立行政法人国際交流基金と公

益財団法人日本国際教育支援協会が実施しています。言語知識、読解、聴解の要素で総合的に日本語

のコミュニケーション能力を図ります。N１（難しい）～N５（易しい）のレベル別で、年に２回試験が実施されま

す。N1、N2の合格者は、中学校卒業程度認定試験において、国語の試験の免除を受けることができます。

日本人学校（海外）

国内の小学校、中学校又は高等学校における教育と同等の教育を、海外に在住する日本人の子ども

に行うことを目的として設置されている全日制の教育施設です。一般的に、現地の日本人会等が主体

となって設立され、その運営は日本人会等や進出企業の代表者、保護者の代表などからなる学校運営

委員会によって行われています。

日本人学校は、文部科学大臣から国内の小学校、中学校若しくは高等学校と同等の教育課程を有す

る旨の認定を受けており、日本人学校中学部卒業者は国内の高等学校の入学資格を、高等部卒業者

は国内の大学の入学資格をそれぞれ有しています。

入り込み指導 （→P.52）

学校において、日本語指導を必要とする子どもが所属する学級において、授業中に日本語指導担当

教員や支援員などが入って、対象の子どもを支援することをいいます。支援員には、語学相談員やボラ

ンティアなどが含まれます。

な

は
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不就学
義務教育期間相当の子どもが、国公立、私立の学校、外国人学校を含んだどの学校にも就学していな

いことをいいます。授業料が払えなかったり、日本語が理解できなかったり、勉強についていけなかったり、

様々な理由があります。

プレスクール （→P.44）

学校教育法第1条による公立学校の入学予定者のうち、新1年生年齢の外国人の子どもを対象とし

て、文化や言語の多様性を前提としながら年齢相応の認知発達の支援を図り、初期の日本語指導及

び学校生活指導を行います。

実施主体としては、市町村の教育委員会、多文化共生担当課、幼稚園・保育園担当課、国際交流協会、

外国人支援団体などがあります。

放課後学習支援 （→P.52）

学校に通っている外国人の子どもを対象として、放課後に日本語学習や学習支援をすることをいい

ます。多くは、民間団体で行われているのが現状です。子どもにとっては、学習するだけでなく、放課後

の居場所にもなっています。

母語・母文化 （→P.62）

幼い頃に最も慣れ親しみ、生活で使ったり思考したりする言語のことを母語、幼い頃に慣れ親しみ影

響を受けた文化・慣習を母文化と言います。子どもの母語がどの言語になるかは、その子どもの成育

環境に影響されます。その人が属する国の言語は「母国語」で、母語とは区別されています。母語と母

国語が一致するとは限りません。

母語は親とのコミュニケーションの手段となり、子どもは親から母語を通じて社会の規範や価値観も

自然に学びます。親から受け継がれた母語や母文化は子どものアイデンティティ形成に大きな影響を

及ぼします。

母語を保持している子どもに対する学習支援の方法として、母語による事前学習を取り入れたり、わ

からない言葉を母語で確認したりして、母語を活用すると効果的な場合があります。

夜間中学、中学夜間学級 （→P.45）

夜の時間帯に授業が行われる公立中学校の夜間学級です。全国では、8都府県25市区の31校の中

学校に夜間学級が設置されています。（平成28年4月現在）文部科学省では、夜間中学が少なくとも

各都道府県に1校は設置されるよう、その設置を促進しています。

日本の義務教育修了年齢を超えている、中学校を卒業していない等の要件を満たしていれば、外国

人も日本人と同じように入学を申し込むことができます。

平成27年7月には、文部科学省から、不登校や虐待など様々な事情から十分な教育を受けられず卒

業した人が、もう一度中学校で学びたいと思った場合にも、夜間中学に入学することができるという方

針が示されました。（文部科学省「義務教育修了者が中学校夜間学級への再入学を希望した場合の

対応に関する考え方について（通知）」 27初初企第15号 平成27年7月30日）なお、この場合、市区町

村の教育委員会が、個々の事情に応じて柔軟に再入学の判断をすることとされているため、夜間中学

や市町村に個別に相談する必要があります。

やさしい日本語 （→P.55）

普段使われている言葉を外国人にもわかるように配慮した、簡単な日本語のことをいいます。例えば、

「土足厳禁」を「くつをぬいでください」などと、難しい表現を使わないようにすることで、外国人もすぐに

理解ができるようになります。

1995年の阪神・淡路大震災では、大勢の人が甚大な被害を受けましたが、その中には日本語を十分

に理解できない外国人も多くいました。「やさしい日本語」は、そのような災害時にできるだけ早く、正し

い情報を得られ、適切な行動を取れるように考え出さました。

や
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相談対応で知っておきたいポイント



呼び寄せた子どもは何年生？

生まれてからずっと中国で暮らしていた子どもを、3月に日本へ呼び寄せました。

4月から、地元の公立学校へ通わせたいのですが、どうしたらいいですか？

今11歳で、中国では5年生でした。日本では何年生になるのでしょう？

この事例では話されていますが、このような相談があった時はまず、次のことを確認しま

しょう。

● 子どもの年齢 ● 母国でどこまでの教育課程を修了しているか

● 母国の教育制度 ● 子どもの日本語能力

● 来日時期

【公立小中学校への入学・編入学】

原則として、日本では子どもの年齢に応じて、小学校や中学校の相当学年に入学・編入学すること

となっています。しかし、母国と日本との学校年度の違いや、義務教育期間の違いなど、制度が異なる

ために編入学する母国の学年と一致しない場合があります。

また、日本語能力が十分でない等の事情により、年齢相当の教育課程を受けることが適切でないと

判断された場合は、 1年（あるいはそれ以上）下の学年に編入することもあります。その場合、学年を重

ねて1年（あるいはそれ以上）遅れて順々に進級していくこととなります。

このケースでは、まず保護者に日本の教育制度の概要と、公立の学校へ入学・編入学するための手

続きの流れ（→P.20）を説明した上で、居住地の市町村教育委員会に問い合わせるように伝えましょう。

例えばこの事例の場合、中国ではほとんどの地域で日本と同じ6・3・3制で、義務教育期間は小学校

6年間と初級中学（日本の中学校に相当）3年間ですが、農村部などの一部地域では5・4・3制（義務

教育期間は小学校5年間と初級中学4年間）を取っているところもあります。

また、中国の学校年度は9月から始まります。就学年齢は6歳からですが、日本が前年の4月2日～当

該年の4月1日までに満6歳になった子どもが小学校1年生になるのに対し、中国ではその年の8月31

日までに満6歳となった子どもが9月1日から1年生になります。なお、就学年齢に関しても、農村部では

7歳からというように、地域により異なることがあります。

出身地の教育制度や本人の学習履歴を詳しく聞くなどして、確認する必要があります。

さらには、外国人児童生徒の場合、日本語の能力も学習面及び学校での生活面で大きな問題とな

ります。（→P.52, 58） そこで、文部科学省では、子どもの学力や日本語能力を適宜判断し、柔軟な対

応をすることが望ましいとしています。（→P.41）

保護者が入学・編入学について不安を感じているようであれば、学校とよく相談するように伝えま

しょう。

● 40 ●
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「定住外国人の子どもに対する緊急支援について（通知）」 全文 （文部科学省HPより）

20文科初第8083号

平成21年3月27日

各都道府県・指定都市教育委員会教育長

各都道府県知事 殿

附属学校を置く各国立大学法人学長

文部科学省初等中等教育局長

金森越哉

昨今の景気後退を背景に、日系ブラジル人等の定住外国人の雇用状況が厳しくなっており、ブラジル人学

校等に通学しているこれらの者の子どもの就学が困難になりつつあることが懸念されています。

このような状況を踏まえ、文部科学省では、本年1月30日に、平成20年度中に講ずべき施策を中心に取り

まとめた「定住外国人の子どもに対する緊急支援 ～定住外国人子ども緊急支援プラン～」（別添1参照）を

公表するとともに、3月27日に、平成21年度以降に講ずべき施策を中心に取りまとめた「定住外国人の子ど

もに対する緊急支援（第2次） ～定住外国人子ども緊急支援プラン～」（別添2参照）を公表いたしました。

文部科学省においては、これらのプランに基づき、外国人の子どもたちの就学機会の確保を図るため、公立

小学校・中学校等（以下、「学校」という。）への円滑な受入れなど必要な施策を講じておりますので、貴職に

おかれても、地域の実情を踏まえつつ、下記の取組を中心に、本プランの内容を踏まえた定住外国人の子ど

もの受入施策の充実に努められるよう、お願いします。

また、「外国人児童生徒教育の充実について」（平成18年6月22日文部科学省初等中等教育局長通知）

（別添3参照）において示されている各事項についても、引き続き、取り組まれますよう、念のため申し添えます。

なお、都道府県教育委員会にあっては域内の市町村教育委員会（特別区教育委員会を含む。以下同じ。）

に対し、都道府県知事にあっては域内の私立学校に対し、附属学校を置く各国立大学の学長にあっては管

下の附属学校に対し、この旨を周知願います。

記

1．定住外国人の子どもの学校への円滑な受入れについて

教育委員会や学校においては、定住外国人の子どもの受入れに当たり、地域の実情や学校における受入

体制の状況を踏まえつつ、以下の方策を講じられたい。

（1）外国人児童生徒を受け入れる学校においては、外国人児童生徒のための日本語指導教室等を設けるな

どして、日本語指導や適応指導を適切に行うこと

（2）外国人学校を退学するなどにより不就学となった外国人の子どもの学校への受入れを促進するため、本

人や保護者の希望に応じ、当該学校内に置かれている日本語教室等において、体験的に受け入れるなど

して一時的に在籍させるとともに、本人の当該教室への在籍期間や本人、保護者の希望を踏まえ、適切な

時期に正式に入学させるような取扱いを講じること

（3）学校においては、外国人の子どもの受入れに際し、年齢相当の学年への受入れに限らず、一時的又は正

式に下学年への入学を認める取扱いとすることが可能であることから、外国人の子どもの学力や日本語能

力等を適宜判断し、必要に応じこのような取扱いを講じること

2．不登校の外国人児童生徒への対応について

教育委員会や学校においては、不登校の外国人児童生徒に対する適切な対応を図るため、学校と家庭、

関係機関等と連携するなどして、学校復帰など社会的自立に向けて支援するとともに、地域の実情等を踏ま

えつつ、必要に応じて、以下の方策を講じられたい。

（1）学校に在籍する外国人児童生徒が学校不適応を起こして、不登校となっている場合、教育支援センター

（適応指導教室）の実情に応じて受け入れることを検討すること

（2）学校教育法施行規則第56条、第79条等に基づき、当該児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を

編成して教育を実施することを検討すること
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義務教育期間と年齢

日本の義務教育は小学校6年間、中学校3年間の計9年間ですが、海外では異なることも多く、また、法

改正があったり、同じ国内でも地域・学校ごとに違うところもあります。

例えば、フィリピンは幼稚園1年間と高校2年間も義務教育とされる1-6-4-2制を取っています。ペルーで

は3歳からの就学教育の期間も義務教育とされていますし、アメリカでは州により6-3-3制、5-3-4制、6-2-4

制など異なる制度を取っています。また、義務教育の概念が国によって異なることもあります。

学校年度も、日本のように4月からはじまる国は少なく、9月始まりや、1月、2月始まりなど様々あり、子ど

もの就学年齢の基準も同様に異なります。（→P.26）

年齢 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

日本、インドネシア、
タイ、韓国、中国、ブ
ラジル

ネパール

フィリピン

ベトナム

ペルー

◇ 主な国の義務教育年齢 一般的な状況を紹介しています。地域によっては、年齢が多少前後する場合があります。

3歳～

◇ 主な国の学校年度 一般的な状況を紹介しています。

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

日本、ネパール
4月～3月

インドネシア 7月～6月

タイ 5月～3月

韓国 3月～2月

中国 9月～7月

フィリピン 6月～3月

ベトナム 9月～5月

ブラジル 2月～12月

ペルー 3月～12月

幼稚園等 中学校小学校 高校

3．その他

上記1及び2において記載した各事項の実施にあたっては、上記のプランに記載されている国の事業の活

用が可能であることから、適宜、これらの事業を活用した実施方策について検討されたい。

（別添1）定住外国人の子どもに対する緊急支援～ 定住外国人子ども緊急支援プラン ～

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/004/1296672.htm
（別添2）定住外国人の子どもに対する緊急支援（第２次）～定住外国人子ども緊急支援プラン～

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/004/1296674.htm
（別添3）外国人児童生徒教育の充実について（PDF：16KB）

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/004/002/001.pdf
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母国での学習の進捗状況や日本語能力による編入の特例措置

市町村や学校により、子どもの母国での学習の進捗状況や日本語能力、勉強に対する意欲などを考慮

して、希望すれば該当する学年の一つ下の学年への編入を認める場合があります。これを下学年編入

（→P.35）といいます。また、中学校の場合、卒業後の高校進学に向けての準備期間を設けるため、一部の

学校では、3年生の途中で編入した子どもが、もう一度3年生を経験できるという原級留置（→P.35）を認

めることもあります。

しかし、これらの特例措置には、メリットとデメリットの両方があります。

メリットは、日本の学校や学習に適応しやすくなるとともに、日本語や教科の学習面で時間的猶予がで

きることです。

デメリットは、しばらくして日本語能力などが他の子どもたちに追いついたため、元の学年に戻りたいと

思っても、容易には戻れないことです。年齢が下の子どもたちの中で、自分だけ背が高く体格が良いことを

気にしたり、年齢が下の子たちとは会話の内容や興味が合わず違和感を感じる子もいます。

また、スポーツが得意な子どもが試合や大会に出ようと思っても、年齢制限に引っかかり出場できないな

ど、同学年の子どもたちより年齢が上であるだけで不利益な状況に陥ることもあります。

目先のことだけを考えず、どうしたらその子どもにとって一番良いのかを多方面から考慮することが大切

です。

外国人の家族の中には、日本で暮らしている親と離れて、母国で祖父母や親戚に育てられている子ども

がいます。親の日本での就労生活を安定させるためであったり、両親が離婚したために経済的な事情で親

子で暮らすことが難しいためだったり、その背景は様々です。

親が日本に就労目的で来ることは、海外でお金を稼がねばならない母国の経済的な事情が大きな理由

ですが、子どもを国に残して来日するのには、親戚一同が協力しながら子育てをするという価値観があるこ

とも影響していると思われます。

親の日本での生活が安定したり、結婚・再婚などで子どもを育てることのできる環境が整ったりして、そう

した子どもを来日させることを「呼び寄せ」といいます。（子どもだけでなく、配偶者や親などを海外から来

日させる「呼び寄せ」もあります。） 特に中国やフィリピンなど、アジアの国からの呼び寄せのケースが多く見

られます。

呼び寄せられた子どもたちの多くは、母国で日本語に触れたことがないまま来日し、日本での慣れない生

活や学校での勉強と並行して、急いで日本語も習得しなければならないという厳しい状況となります。また、

これまで一緒に暮らしてきた祖父母や親戚、仲良くしてきた友達などと離れ、淋しい思いをする子もいるで

しょう。せっかく親と一緒に暮らせることになったのに、日本での生活に馴染めなかったり、自分の将来が不

安になって、帰国してしまう子どももいます。

親の立場としては、「最初から日本に一緒に連れて来たかったがどうしてもできない事情があった」、「母

国の親戚が育てられなくなったので、やむを得ず呼び寄せることとなった」など、様々な理由によってこれま

でともに暮らせなかった子どもに対し申し訳なく思っている場合があります。少しでも早く生活や学校に慣

れてもらい、日本で幸せに暮らせるようになってほしいと望む親の声を多く聞きます。

せっかく子どもを呼び寄せたのに、残念な結果にならないためには、来日する子どもたちが感じる戸惑い

や不安をできるだけ早く解消し、安心して学校生活が送れるように、保護者だけでなく、学校や地域などが

連携して子どもをサポートすることが大切です。

呼び寄せられた子どもたち
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公立小学校への入学・編入学の際に学校から伝えるといいこと

海外から来日した子どもを公立小学校に入学や編入学させるには、保護者が居住する市区町村の役

所または教育委員会へ行き、日本の学校への入学を希望する意思があることを伝え、申請します。その際、

子どもと保護者それぞれの在留カードや特別永住者証明書の提示が必要です。手続きはいつでも受け

付けています。（→P.２０）

その後、所定の学校へ行き、入学・編入学の手続きを行います。その際に、環境や子どものこれまでの学

習履歴などを確認した上で、今後の学校生活等について、学校と保護者とでよく話し合います。

学校からは、日本人の保護者なら当然知っているはずのことでも、学校での生活の内容やルールなど、

保護者と知っておいてほしいことを丁寧に伝えてあげましょう。

また、保護者が学習や学校生活について不安を感じることがある

様子なら、その場で学校に質問したり、相談できるような時間を

設けてあげるといいでしょう。

＜学校での手続きの際に確認することなど＞

◇ 学校から保護者に確認することの例

・出身国、地域 ・家族構成・家庭環境

・来日履歴 ・日本語能力

・母国での学習履歴、学力

・母国の学校生活 ・母語、家庭内言語

・健康状態 ・アレルギー ・宗教的な制限（食事、服装、男女の接触 等）

・将来の展望（日本に永住する、数年後に帰国する 等）

◇ 学校から保護者にできる限り伝えるべきことの例

・学年及び学習内容 ・学校生活 ・必要物品

・学校行事

入学式、始業式、運動会をはじめ、海外の学校ではあまり行わない行事が意外と多くあります。

・学校のルール

休む際には保護者から学校へ連絡する、宿題をきちんと提出する等、日本人にはあたりまえと思われる

ことも知らない場合が多いため、説明しておく必要があります。

・費用（積立金・給食費・PTA会費など）
義務教育期間中は教材費を含め、費用負担のない国があるため、きちんと説明する必要があります。

・通学方法

集団登・下校はなく、保護者が送迎したり、スクールバスを利用したりする国があり、馴染みのない人が

多いため、注意が必要です。

豊橋市や知立市、小牧市をはじめ、愛知県内の市町村では、小学校の新1年生になる外国人の子どもた

ちを対象に、初期の日本語を習得しながら、日本の学校生活について学ぶプレスクールを実施しているとこ

ろがあります。（→P.38） 運営主体は、教育委員会や国際交流協会、NPOなど地域により異なります。

プレスクールに通うことにより、ひらがなが読めるようになったり、本読みが楽しくなったりして、学校に行く

ことが楽しみになる子どもも多くいます。また、これから小学校に上がる子どもたちの情報が、プレスクールか

ら就学先の学校にも届くので、入学後の指導がよりスムーズになる効果もあります。就学に不安を感じてい

る子どもや保護者には、プレスクールを紹介しましょう。

プレスクール実施の有無については、市町村教育委員会にお問い合わせください。

プレスクール
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公立中学校への入学・編入学

中学校への入学・編入学の手続きも、基本的には前述の小学校の手続きと同じ（→P.20）ですが、編入

する際、高校への進学に向けて学力面と日本語能力の面とでより細やかな配慮が必要となります。

中学校３年生になる年齢で来日し、それまで日本語の勉強をしたことがない子どもの場合、高校へ進学

するために子ども本人の相当の努力と、親や学校など周囲からかなりのバックアップが必要です。たとえ、

母国の学校で入試に必要な基礎学力を身につけていても、日本語で書かれた試験問題を読んで理解し、

解答を書くことができる日本語力を短期間で身につけるのは、非常に難しいと思われます。必要に応じて、

下学年編入・原級留置（→P.35, 43）などの柔軟な対応を検討するといいでしょう。

日本では、6歳～15歳が義務教育期間です。15歳で来日した子どもは、中学3年生に編入することが考

えられますが、市町村により対応は異なります。

日本の中学校へ編入学できない場合で、高校進学を希望する際には、中学夜間学級（→P.38）に通っ

て中学卒業資格を取得したり、中学校卒業程度認定試験（→P.37）に合格し、高校入学資格を得る方法

があります。

中学夜間学級は、夜の時間帯に授業が行われる公立中学校の夜間学級で、日本の義務教育修了年齢

を超えている、中学校を卒業していない等の要件を満たしている人を対象としています。

現在、愛知県内には次の中学夜間学級があり、多くの外国人生徒が通っています。

「中学夜間学級」

◇授業日時 週３回 (原則 月・水・金) 午後６時～午後８時３０分

◇授業場所 愛知県教育会館３階 他 ◇修業年限 ２年

◇授業料 無料

◇教科書 名古屋市内公立中学校で使用されているもの(無償で支給）

◇問合先 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 教育振興課 中学夜間学級担当

名古屋市中区新栄1-49-10 愛知県教育会館

TEL：052-242-1588 URL：http://aichi-kyo-spo.sakura.ne.jp/education/yakan/yakanchuugaku.html

また、中学校卒業程度認定試験は、何らかの事情で中学校を卒業していない満15歳以上の人や、満15

歳に達するが年度の終わりまでに卒業できない見込みの生徒等について、中学校卒業程度の学力がある

かどうかを認定するために国が行う試験です。合格者には高等学校の入学資格が与えられます。日本の

国籍を有しない、中学校就学年齢より上の子どもも受験できます。

なお、日本にある外国人学校は法律で定められている学校ではないことから、外国人学校の中学校を卒

業しても、日本の公立高校への進学のための条件は満たしません。その場合、中学校卒業程度認定試験

に合格するか、夜間中学へもう一度入って、卒業するなどする必要がでてきます。

日本の高校への進学を希望する場合は、入学資格を得るために、早めに日本の小学校や中学校へ編入

た方がいいでしょう。



子どもを高校に進学させたいと思っています。

子どもは母国タイで中学校を卒業し、3月に来日しました。日本語はほとんどできません。

子どもが入れる高校はありますか？ 家庭の経済状況はあまり良くないので、できれば費

用のあまりかからない学校だと助かります。
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● 母国の教育制度を確認し、日本の高校受験の資格があるか確認しましょう。

● 日本の高校の制度や受験、費用などについてきちんと説明しましょう。

● 日本語能力がほとんどなければ、日本の公立高校へは入学できません。高校進学に向

け、まずは日本語をしっかり身につけるように伝えましょう。

子どもに日本語能力がほとんどないと、日本の公立高校への入学は難しいです。仮に入学できたとし

ても、高校生活においても、ある程度の日本語力がなければ勉強についていけず、進級できないなどの恐

れもありますし、友だちや先生とのコミュニケーションが難しく、有意義な学生生活を送ることができない

ことも心配されます。

そういったことを踏まえ、保護者には、まずは子どもに日本語を身につけるよう伝えましょう。

また、高校進学の際に入試が必要なかったり、高校でも無償で学べたりする国・地域がありますので、

日本の教育制度や、日本では公立高校でも費用がかかること、実際にどれくらい必要であるのかも説明

しておきましょう。家庭の経済状況により高校の費用を支払うことができないという場合は、就学支援金

などの情報（→P.47）も併せて提供しましょう。

なお、海外の中学校を卒業していても、日本の高校に進学できる要件を満たしていない場合があります。

P.45の「公立中学校への入学・編入学」でも紹介しているとおり、教育制度が違うことにより、年齢や就学

期間が異なり、高校進学に必要な条件を満たしていない場合は、受験に先立ち中学校卒業程度認定試

験（→P.37）に合格することが必要です。

この事例の場合、「できれば費用のあまりかからない」高校を希望ということですが、日本語能力がない

ことが大きな障害となります。

高校受験の試験問題を読んで理解し、正しく解答するためには、しっかりと日本語を身につける必要が

あります。そのため、来日後すぐに高校に進学することは困難だと思われます。

子どもが日本での高校生活を円滑に過ごすためには、進学を1年遅らせても、地域日本語教室などで

受験に必要な日本語力をつけることが大切であるとアドバイスしましょう。日本語教室の中には、高校受

験に向けた勉強を中心に行っているところもあります。

なお、この相談では、なぜ高校に行かせたいのか述べられていません。今後日本に定住するか、将来ど

んな仕事につきたいかなどによって、行く高校の種類も異なります。日本語の学習と並行して、高校の情

報を集めて、親子でよく話し合う機会を設けるよう伝えましょう。

海外から来たばかり。
日本の高校へ入学したい！

【高校受験・進学】



高校入学への資金援助
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来日したばかりの子どもだけでなく、日本で育った外国人の子どもたちの中には、経済的に余裕がな

いため、中学校卒業後、就職する子どもたちもいます。高校進学の経済的な負担を軽減する方法として

は、国公私立問わず、高等学校等に通う一定の収入額未満の世帯の生徒に対して、授業料に充てるた

め、国が高等学校等就学支援金を支給する制度があります。

詳しくは、文部科学省のホームページに掲載されています。

「高校生等への修学支援」 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/

来日直後の高校入学・編入学について

中学校卒業後に来日し、日本語の勉強をしたことがないということであると、進学するのには子ども本

人の相当の努力と、親や周囲のサポートが必要となります。

高校入学後も、日本語能力を十分身につけることができなければ授業についていけなくなったり、他の

子どもたちともコミュニケーションがうまく取れなかったりして、学校生活から気持ちが離れてしまうことも

心配されます。高校での学習内容は、中学校に比べて専門的で、広範囲にわたるので、進級・卒業する

には学習習慣を身につけて、主体的に学ぶ意欲を持ち続ける必要があります。

こうしたことを考えると、慌てず、着実に日本語を学びながら、受験や高校生活のための準備をする方

が子どもにとっていい場合もあります。

公立高校の受験に年齢の上限はありません。本人が年下の子どもたちと一緒に学ぶことに抵抗があっ

たとしても、後の高校生活をより有意義に過ごすことができるよう、十分に準備してから受験するように

提案することも大切ではないでしょうか。

高校進学のシステムは国によって様々です。中等教育が中高一体であることによって高校進学そのも

のが存在しなかったり、義務教育であることによって入学試験がなく希望する全ての生徒を受け入れら

れるようになっていたり、修了試験を受け合格すれば進学が可能となっていたりと、多様です。

高校入試のない国から来日した外国人にとっては、入試は未知のものです。まず、高校に入学するには

入試に合格しなくてはいけないということから、進学に向けてのスケジュールを丁寧に説明することが大

切です。

◆ 高校に進学するために入試がない国の例：ネパール、ペルー

愛知県では、一定の条件を満たした外国人の子どもは、外国人生徒等選抜（→P.23, 34）という制度

を利用して受験することができます。この制度では、国語・数学・英語の3教科で、漢字にルビの付いた

問題で試験を受けることができます。平成29年度現在、愛知県内でこの選抜を実施している公立高校

は9校です。（→P.84）

また、高校の定時制課程の前期選抜でも、条件を満たせば漢字にルビのついた問題で学力検査を受

けることができます。

これらの情報は、愛知県教育委員会のホームページに多言語で掲載されています。

「高等学校への入学」

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kotogakko/0000027366.html （外国人の皆さんへ）

高校受験のない国がある

外国人児童生徒への特別な配慮



子どもの高校卒業後の進路のことで、近々学校の先生と、話をしなければなりません。

夫と私は派遣会社から派遣された工場で働いています。近所のペルー人たちは、高校

卒業後、すぐに働いている人もいるので、子どもに早く働いてもらいたいと思っていました。

でも、子どもは進学をしたいと言っています。親としても子どもの希望をかなえてあげた

いと思うのですが、進学費用や今後の家族の生活を考えると、いろいろ不安です。
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● 子どもが自分の将来についてどのように考えているのか、また、両親はどうしてほしいのか

など、親子でよく話し合うよう伝えましょう。

● 子ども及び家庭の状況などを詳しく聞きながら、必要な情報を提供します。

＜確認するといいこと＞

・ 今後も日本に住み続けるつもりか。母国や他の国への出国予定はあるのか。

・ 子どもは将来どんな仕事をしたいか。そのためにはどんな技術や知識が必要か。

・ 家庭の経済状況はどうか。子どもが大学等へ進学希望した場合、費用を負担できるか。

● 経済的に余裕のない場合などには、奨学金制度を紹介しましょう。

大学進学、就職etc.
高校卒業後、子どもの進路どうする？

【大学進学、就職、キャリアデザイン】

子どもの進学について考える際、まず本人が将来何になりたいのか、どんな仕事に就きたいのかなどを

確認する必要があります。そして、そのためにどんな知識や技術が必要なのか、大学で学ぶ必要があるの

か、専門学校の方がいいのか…など、調べていくといいでしょう。

なお、子どもは、身近な人をロールモデルにして、生活のすべを学びます。仕事に関しても同様です。自分

の親や周囲の大人たちだけではなく、いろいろな人との出会いが子どもの夢を広げます。

高校では、勉強だけでなく、どんな職業があるのか、その職業を選択するならどんな技術や知識を身に

付けなくてはいけないか、そのためには大学進学も必要なのかなどを知って、考える時間も必要です。仕事

の体験や会社見学、先輩の話を聞く（→P.70）機会などをたくさん作り、子どもが自分の将来のイメージを

膨らませられるようにしてあげるといいでしょう。

多くの高校では、夏休み等を利用して地元の企業でインターンシップを行うプログラムを行っています。

また、日本語教室や学習支援教室でも、先輩を通じて情報交換が活発に行われていたり、企業訪問、就職

相談などを実施しているところもあります。詳しくは、先生に相談してみましょう。

学校の先生と相談する前に、親子で今後のことについて十分に話し合って、疑問点や不安なことなどが

正確に伝わるようにすることも大切です。

キャリアデザイン
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奨学金や教育ローンの活用

高校に入学する外国人の子どもたちは増加していますが、大学進学はまだまだハードルが高いようです。

その理由は様々ですが、一つは、経済面が挙げられます。高校進学の場合にも、せっかく行きたかった高

校の入試に合格したのに、親が進学に必要な費用を用意していなかったため、諦めざるを得なくなる外国

人生徒の話を時々聞きますが、大学進学に関しても同様です。外国人の保護者たちに、自分の子どもた

ちの将来を小さなうちから一緒に考え、そのために必要な準備を整えておくように早めに伝えることがとて

も大切です。

大学進学の経済的な負担を軽減する方法として、進学した学生が対象として受けられる奨学金、主に

保護者が受ける教育ローンがあります。外国人の保護者たちは、奨学金等の制度を知らない場合もありま

すので、経済的な理由で大学進学をあきらめる前に、一つの選択肢として理解してもらいましょう。

奨学金については、大学、自治体、民間団体等、様々なところが奨学金制度を設けています。奨学金の

種類は、返還の必要のある貸与型、返還の必要のない給付型があります。受けられる条件、申込の時期、

金額等の内容は各団体で定めています。詳しくは、通学している高校の先生や各大学等、実施団体に問い

合わせてください。独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）では、同団体で奨学金を設けているだけで

なく、他団体の奨学金のリストも掲載されていますので、参考にするといいでしょう。

独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）http://www.jasso.go.jp/shogakukin/

教育ローンは、国（日本政策金融公庫）が行っているもの、その他金融機関が行っているものがあります。

＜奨学金と教育ローンの主な違い＞

大学進学に向けて

大学入学資格は、12年の教育課程を修了していることが必要になります。（→P.19）

外国人学校は日本の教育課程とはみなされませんが、外国の高校に相当するとみなされている学校を

修了した場合は、大学受験ができます。ただし、外国の学校へ行っていて、修了したのが12年未満の場合、

指定された教育課程等を修了することが必要です。高等学校卒業程度認定試験（→P.35）に合格した場

合も受験が可能です。詳しくは、文部科学省のホームページに掲載されています。

「大学入学資格について」 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314.htm

また、各大学が定期的に行っているオープンキャンパスや模擬授業に参加をしたり、先輩などの体験談を

聞いたりすることは、大学生活のイメージや大学について知る良い機会になります。

なお、外国人の場合、留学生として大学に入学・編入学することも選択肢としてあります。大学のほか、短

大や専門学校、高等専門学校などで、それぞれ外国人留学生の受入を行っています。学校の探し方や入

学などについては、次のサイトで詳しく紹介しています。

「Study in Japan 日本留学総合情報ガイド」 http://www.studyjapan.go.jp/jp/toj_stopj.html

奨学金 教育ローン

内容
家庭の経済的な事情により進学が困難な学生のた
めの経済的支援。返済不要の「給付型」と返済が必
要な「貸与型」（無利子・有利子）がある。

用途が教育関係に限られたローン

利用者 本人 保護者

利用条件 成績に関する条件、収入に関する条件がある 収入に関する条件がある

返済開始時期 卒業後 借入の翌月または翌々月

利息 在学中は無利息 借りた翌日から発生する



私も夫も日系ベトナム人で定住者の在留資格を持って日本で暮らしています。子ど

もは母国で親族に育ててもらっていましたが、日本で育てていくことにしました。母国

で小学校3年まで修了して、短期滞在で子どもを連れてきました。公立の小学校へ

の編入学手続きをしようと思ったら、市役所で短期滞在であることを理由に入れな

いと言われました。
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まず、両親が最初に行わないといけないことは、子どもの在留資格の変更手続きです。日

本で生活していくためには必須の手続きです。

そして、在留資格の手続きを行いながら、市役所や学校には手続き中であることを説明し

て、柔軟に対応してもらえないか相談してみましょう。

日本に住むためには在留資格が必要

離れて暮らしていた子どもと一緒に日本で暮らしたいと思う両親が、まず短期滞在で呼び寄せ（→P.43）

て様子を見るという場合があります。しかしながら、短期滞在は、家族の訪問や観光で一時的に日本に滞在

する人のための在留資格なので、そもそも、日本で生活していく人ための在留資格ではありません。本来は、

日本に呼び寄せる時に家族で一緒に暮らしていけるような在留資格を取るべきでしょう。

親が定住者であれば、定住者の在留資格に変更申請することとなります。やむを得ない事情があると認め

られる場合は、短期滞在から他の在留資格に変更が許可されることとなります。

在留資格変更申請の手続きの窓口は、住所地を管轄する地方入国管理局です。必要な書類や手続き方

法などは、多言語で電話相談ができる外国人在留総合インフォメーションセンター（TEL：０５７０－０１３９０４）が

便利です。短期滞在の在留期限を越えてしまうと不法滞在になってしまいます。様々な証明書類が必要と

なりますので、書類を揃える期間も考慮に入れ、早めに準備を始めましょう。

在留資格は、日本に在留する外国人に対し、その活動内容などに応じて付与される資格で、全部で27種

類（法的地位である「特別永住者」を入れると28種類）があります（→P.104）。

その中には、活動内容に応じた在留資格と身分又は地位に基づく在留資格があります。専門的な知識を

持っている外国人は仕事の内容に応じて、「技能」（中国料理の調理師など）や「教育」（大学教授など）など

の在留資格が与えられ、その人が扶養する配偶者や子どもには「家族滞在」の在留資格が認められます。ま

た、身分に基づく一定の条件を持っている人には「定住者」（日系人など）や「日本人の配偶者等」（日本人

の配偶者や子ども）などの在留資格が与えられます。

みんなと一緒に学びたい！
就学できるでしょうか。

【在留資格の就学への影響】
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先に述べたとおり、短期滞在は日本に一時的に滞在する者のための在留資格ですから、この事例の子ど

もは、日本の住所を持たず、すぐに帰国する子どもであると市役所ではみなされてしまったのでしょう。日本

で子どもと暮らしていきたいという意思と、在留資格の変更手続きを始めたことを明確に伝えて相談をしま

しょう。

外国人の子どもの就学の受け入れは、市町村教育委員会が窓口となっていますが、日本で生活していけ

る在留資格を持たない子どもの受け入れについては、各市町村教育委員会が個々の事情を見て判断する

こととなります。

文部科学省の通達（24文科初第388号）の「外国人の子どもの就学機会の確保に当たっての留意点につ

いて」では、「在留カード等の提示がない場合であっても、一定の信頼が得られると判断できる書類により、

居住地等の確認を行うなど柔軟な対応を行うこと」となっており、住民登録をまだ行っておらず在留カード

を提示できない場合でも、柔軟に就学を考慮するように通達しています。

市町村の対応

子どもの将来はどの国で？

外国人の人たちの来日目的や在留期間は人それぞれですが、初めから日本に永住することが前提なの

ではなく、日本で仕事をして、ある程度稼いだら母国へ帰るつもりにしている人が少なくありません。

呼び寄せられた子どもが苦労して日本の生活や学校に馴染んで生活していける道筋が見えたところで

帰国することになると、子どもはどう感じるでしょうか。

また、日本で生まれた外国人の子どもは、日本で過ごせば過ごすほど、日本の生活に馴染んでいきます。

母国で育った子どもが、来日後に学校で馴染んだり勉強したりすることに苦労するのと同様、日本に馴染ん

だ子どもは、帰国した時に母国の文化や言葉、学校生活の違いに戸惑い、ストレスを感じます。

子どもの将来を見据えたライフプランを考えるようにしましょう。

日本の憲法及び教育基本法で、日本人の子どもには教育を受ける権利があり、その保護者は義務教育

の学校に就学させる義務を負っています。

日本に住む外国人の子どもについては、憲法や教育基本法では、外国人には教育を受けさせる義務を課

せられないとされていますが、国際人権規約の規定を踏まえ、外国人の教育を受ける権利を保障していま

す。また、外国人の子どもが公立の小中学校へ就学を希望する場合は、日本人と同様に子どもを無償で受

け入れることになっています。

子どもの在留資格が短期滞在であっても、不法滞在であっても、教育を受ける権利は有しているのです。

文部科学省の通知では、これらのことを踏まえ、市町村教育委員会が柔軟な対応をすることが求められて

います。

子どもの教育を受ける権利



先週から、自分が担任する小学校3年生のクラスにフィリピン人の子どもが通っています。

その子は日本語に触れる機会が全くなかったそうで、基礎的な会話すらできません。

日本語を早く習得してもらい、授業も理解できるようになってもらいたいのですが、学校とし

てもはじめて外国人児童を受け入れるので、どうしたらいいのか分かりません。

文部科学省では、公立学校や教育委員会などがそれぞれの役割を理解し、円滑な受け入れに力を注ぐ

ことができるよう、｢外国人児童生徒受入れの手引き」を作成しています。手引きでは、外国人の子どもが

持つ多様な背景を理解することから、日本語指導のあり方や環境整備など、外国人児童生徒を受け入れ

る際に必要となる情報、管理者・学級担任・日本語指導担当などの役割まで詳しく解説しています。

また、手引きには、外国人児童生徒が在籍する学級での取り組みについても書かれています。学習面の

支援だけではなく、教室の中で教員や他の子どもたちと接することで、少しでも多くの日本語に触れること

も大切だとされています。

文部科学省「外国人児童生徒受入れの手引き 」（平成23年3月）

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm
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参考になる手引きを見つける

● 「外国人の児童生徒の受け入れの手引き」を文部科学省が作成し、ネットで公表してい

ます。自治体でも同じような手引きを作成し、公表しているところがあるので、参考にすると

よいでしょう。

● 愛知県は外国人住民数が多い県です。 外国人の受け入れ経験が豊富で、指導のノウハ

ウを蓄積している学校もたくさんあります。それらの学校に問い合わせたり見学したりして参

考にするとよいでしょう。

● 適切な日本語指導をするためには、正しく日本語能力を把握する必要があります。まず

は、日本語能力を確認することが必須です。

日本語が全くできない子どもは、サバイバル日本語からスタートします。まずは、「トイレに行きたい」、「危な

い」などの健康や安全に関することやあいさつ、教科の名前など学校生活において緊急性の高い言語を身に

つけてもらいます。

県や市町村、学校の取り組みとして、段階的に日本語を習得していけるように、該当年齢の学年の教室に

いきなり入らず、日本語を一定期間の間、集中して学ぶ初期指導教室（→P.36）を行っているところがありま

す。また、学級に入ってからも一部の授業を外国人児童生徒のみを集めた別教室で行うという取り出し授業

（→P.37）を多くの学校で行っています。取り出し授業のメリットは、児童一人ひとりの日本語能力に合わせて

指導できるところです。取り出し授業の様子を公開している自治体もあるので、見学に行ってみるとよいで

しょう。また、学級での授業に入り込んで入り込み指導（→P.38）を行う方法もあります。

また、学校だけで抱え込まずに、放課後学習支援（→P.38）や地域日本語教室（→P.37）などと連携して

日本語の支援をしていくのも一つの方法です。

日本語が全く分からない児童生徒の教育支援

日本語が全く話せない子どもに
どう教える？

【外国人児童生徒の日本語教育】
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外国人児童生徒への日本語指導、教科指導を組み立てるには

出典：文部科学省ホームページ

文部科学省では、日本語指導が必要な児童生徒を対象としたカリキュラムや日本語能力評価ツールを

作成しています。

学校教育におけるJSLカリキュラム （→P.36）は、日本語指導と教科指導を統合的に捉え、初期指導の

後に日本語指導と並行して実施するもので、日常的な会話の力ではなく、学習に参加するための「学ぶ

力」を育成するためのカリキュラムです。

外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメントDLA （→P.34）は、ペーパー型でなく対話型の日本

語能力の評価ツールで、指導プログラムの設定の前の評価にも、指導の達成度を知る評価にもなります。

これらは、広く学校現場で活用されるほか、地域日本語教室などでも参考にされています。

また、平成26年4月1日、文部科学省は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

（→P.37）の編成・実施を可能としました。 （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）」）

「特別の教育課程」による日本語指導は、児童生徒が学校生活を送る上や教科等の授業を理解する上

で必要な日本語の指導を、在籍学級の教育課程の一部の時間に替えて、在籍学級以外の教室で行うも

のです。これにより、児童生徒一人ひとりに応じたきめ細かな日本語指導が行われることが期待されてい

ます。
・学校教育におけるJSLカリキュラム

小学校 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/008.htm
中学校 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/011.htm

・外国人児童生徒のための JSL対話型アセスメントDLA
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.htm
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日本語指導をする担当教員

日本語能力が十分ではない子どもたちに対する日本語指導を充実するために、加配教員（→P.35）な

ど、外国人児童生徒等指導の担当教員を配置する措置があります。担当教員は、外国人児童生徒に対し

て個別指導や集団指導を行います。

加配教員数は、日本語指導が必要な児童生徒の人数に応じて決められ、10人未満の場合は配置され

ません。愛知県では、平成27年度から、日本語指導が必要な児童生徒の在籍者が著しく多い学校への配

置基準を改善し、一部県単独定数を措置しています。

学校での多言語対応

愛知県内の公立小中学校には、語学相談員（→P.35） 、語学支援員（→P.35）などと呼ばれる、学習サ

ポートを多言語で行うスタッフのいる学校があります。市町村により業務の範囲は異なりますが、語学指導

の補助や学校生活に関する相談・適応指導、保護者と学校との通訳、保護者に対する教育相談等を行っ

ています。

例えば、愛知県教育委員会では、ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語/タガログ語の語学相談員を各

教育事務所等に配置し、地域の学校を巡回しながら児童生徒の支援を行っています。また、名古屋市教育

委員会では、スペイン語ではなく中国語の相談員が配置されています。

その他の言語の対応については、外国人コミュニティなどへ支援を相談するのも一つの手段です。

また、県立高校においても、外国人生徒教育支援員（→P.35）と呼ばれる学習活動や学校生活の支援

を行うスタッフが配置されている学校があります。

ポルトガル語 スペイン語 中国語 フィリピノ語/タガログ語

愛知県 ４名 5名 ― 2名

名古屋市 7名 ― 14名 7名

＜語学相談員などの配置状況（平成28年度）＞

＜愛知県の配置基準＞

＜愛知県の配置状況（平成28年度）＞

区分 小学校 中学校 市町村単位 計

担当教員数（人） 298 143 5 446

※ このほか、市町村によって配置しているところがありますが、語学支援員としてだけでなく、通訳として採用されて

いる場合もあります。

日本語指導の必要な
児童生徒が学校にいる人数（人）

加配数
（人）

10～30 １

31～50 ２

51～70 ３

71～90 ４

91～110 ５

111～130 ６

131～150 ７

151～170 ８

171～ ９

その他県教委が必要と認めた市町村

日本語指導の必要な
児童生徒が学校にいる人数（人）

加配数
（人）

10～20 １

21～30 ２

31～40 ３

41～50 ４

51～60 ５

61～70 ６

71～80 ７

81～ ８

その他県教委が必要と認めた市町村

小学校 中学校



保護者とのコミュニケーションも忘れずに

子どもが安心して学校に通えるには、保護者の学校に対する理解も欠かせません。子どもは柔軟性があ

るので学校生活に馴染みやすいですが、保護者は学校に行く機会があまりない分、丁寧に説明しないと学

校のことがわからないままになっています。

学校に編入する際には、学校生活や学習、学校のルールなどについて前ページで述べた語学相談員等

を活用して、保護者にしっかり説明するようにしましょう。学校からの便りは、できれば多言語対応が望まし

いですが、難しいようなら、やさしい日本語（→P.38）の便りを作成するのも一つの方法です。日本語の文

書を書く際には、季語などを入れたあいさつ文から始まるのが慣習ですが、日本語が不得手な外国人の

保護者には、要点だけを簡潔に伝えるよう工夫した方がいいでしょう。
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～愛知県内の市町村の取組事例の紹介～ 岩倉市日本語・ポルトガル語適応指導教室

岩倉市では、平成13年度から外国人児童生徒に対して日本語適応指導教室を実施しています。

そこでは、学校や日常生活に適応できるようになるための日本語指導と、日本文化や学校の決

まり、社会のルールなどの指導のほか、最も多い国籍である児童生徒にはブラジルの教育やポルト

ガル語指導や、学校から家庭への連絡・通信などを保護者が理解できるようにもしています。

限られた指導時間の中で、飽きさせずに効率よく指導を行うため、開始当初から「モジュール形

式」を取り入れています。この形式では、1時限の授業を１０分や１５分などに分け、それぞれの時間

帯ごとに内容を変えて学習します。（詳しくは、下の「岩倉市日本語指導方式」をご覧ください。）

また、最近では、特に先行学習（予習）を重視するほか、児童生徒の日本語習得状況や学習状

況に応じ、教科の内容をリライトした形で指導したり、個人の課題に応じた内容や語彙の補充を

行ったりもしています。

外国人児童生徒の指導に関係する他地域の学校や教育委員会、ボランティア教室等向けに公

開指導や研修も行っていますので、関心のある方はお問い合せください。連絡先等は以下のホー

ムページでご確認ください。

岩倉市日本語・ポルトガル語適応指導教室 http://www.iwakura.ed.jp/nihongo/frame.htm

【岩倉市日本語指導方式】

１．日本語能力に応じて、指導レベルを４段階のステップ（日本語能力レベル）に分け、日本語能力や個

の課題に応じた指導を行う。

① ステップ1（初期）－日本語を聞き取れない・話せない児童生徒に対して、聞く力を育成する。

② ステップ2（初級）－日常会話がスムーズにできない児童生徒に対して、話す力を育成する。

③ ステップ3（中級）－学習内容が理解できない児童生徒に対して、読む力を育成する。

④ ステップ4（上級）－日本語の能力がある程度高い児童生徒に対して、書く力を育成する。

２．１単位指導時間（１ユニット）内に４つの指導内容（モジュール）を取り入れた指導を行う。

３．４モジュール内に、日本語能力に応じた指導内容と現学年の指導内容を二層に分け、ステップに応

じた割合で指導を行う。現学年の教科学習に関しては、先行学習を積極的に取り入れる。

４．日本語や教科の力がどの程度向上しているかを把握するために、学期ごとに到達度評価を行い、

ステップの見直しをする。

５．到達度評価の結果から、個人課題一覧表を作成し、現時点での個人課題を明確にする。



1年前に中学生の娘と母子家庭になりました。娘は転校してから 学校生活のことで

悩んでいるようです。本人に聞いても何も話してくれません。仕事に出ている間、娘が

何をして過ごしているかとても心配です。

国籍に限らず、理由もわからず子どもが学校生活のことで悩んでいたり、極端な場合は学校を休みがち

になったりすると、親は心配になることでしょう。親が外国人の場合は、日本の学校制度や学校文化のこと

がよくわからなかったり、ことばの問題を抱えていたり、異文化の中で仕事や生活をすることで余裕がな

かったりして、日本人以上に不安を抱えやすいと言えます。また、親が日本語をあまり話せない場合、学校

にすぐに相談しづらいことも考えられます。

子どもは悩んでいることをうまく表現できなかったり、親に心配をかけないように悩みを一人で抱え込ん

でしまったりします。多角的な視点から考える必要があります。

この項以降に５つの事例を使って、外国につながる子どもが抱えやすい問題について掲載しています。ど

んな問題があり、どんな対応が考えられるか、参考にしてください。
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● 相談者は、誰にも相談するひとがいなくて不安を抱えており、「とにかく誰かに話を聞

いてもらいたい」ということもよくあります。 まずは、じっくり相談者の話を聞き、受け止め

ましょう。そして、相談者が何を求めているのか、見極めましょう。

● 事実関係をしっかりと把握しましょう。その時、日本人にとってあたりまえのことが、外

国人にとってはあたりまえでないことも多いので、決めつけることはしないで、質問しな

がら確認することが大切です。

状況に応じて、たとえば次のようなことを聞いてみましょう。

・ 何が原因だと思うか。

・ 学校に相談したかどうか。

・ 前の学校ではどうだったか。子どもの変化等について気づいたことがあるか。

・ 子どもから話を聞くためにはどうすればいいと思うか。

など、相談者に寄り添って、一緒に考えることが大切です。

日本の学校制度や学校文化などに誤解があると思われる場合は、丁寧に説明しましょう。

それだけで不安が軽減される場合もあります。

これらを踏まえて、今後どうするかを相談者が主体的に考えられるよう、

関係機関と連携しながら、側面的に支援しましょう。

外国につながる子どもが
抱えやすい問題
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外見や言語、文化の違いなどで他の生徒から奇異な目で見られたり、仲間はずれにされたりすること

があります。それが原因で、学校へ行きたくなくなってしまうこともあります。

仲間外れはもうごめんだ！ ⇒ P.64

多くの外国人の子どもに共通して見られる、抱えやすい問題には、下記のようなものがあります。詳しくは、

次ページ以降の事例に掲載しています。

勉強についていけない！ ⇒ P.58

日本語がわからないと、先生や友達とのコミュニケーションが取れず、大きなストレスとなります。日本

語が問題なく話せるように見える子どもでも、勉強で使う用語の理解能力が不十分な場合もあります。

子どもが日本で授業についていけなくなってしまい、学校へ行く意欲が低下してしまうことがあります。

日本の学校には、服装や髪型、校内・校外の生活に関すること等、様々なルールがあります。 外国で

育った子どもやその保護者の中には、母国になかったルールに馴染めず、学校との間でトラブルを抱え

てしまうことがあります。

学校のルールが理解できない！ ⇒ P.60

子どもは学校で日本語や日本の習慣を習得していきますが、親が話す母語を使わないうちに次第に

理解できなくなり、親子のコミュニケーションに支障が生じることがあります。親子の会話の不足が原因

で子どもが学校のことを親に相談できず、悩んでしまったり、自分を肯定的に捉えられなかったりして、

学習への意欲の低下につながることがあります。

親子で話が通じない！ ⇒ P.62

外国人の子どもたちの家庭環境は多様です。親が共働きのため不在がちであり、子どもも家事の担

い手となる家庭や、経済的な支援を必要とする少なくありません。家庭環境が原因で学校に行きたくて

も行けなくなってしまうことがあります。

家は大変だ！ ⇒ P.65

子どもが話したがらないのを強引に聞き出そうとしても本心を語ってくれるかは難しいところです。そういう

時は、親は一人で抱え込まず誰かに相談することが大切です。

学校での問題の相談は、まず子どものことを一番よく知っている担任の先生に相談するといいでしょう。学

年主任や養護教論、生徒指導主事（小学校は生徒指導主任）の先生、教頭先生、学校によってはスクールカ

ウンセラーやスクールソーシャルワーカーにも相談することができます。スクールカウンセラー（→P.36）は、

じっくり話をきいて心理的サポートをしてくれます。 スクールソーシャルワーカー（→P.36）は、子どもが置か

れた環境にはたらきかけ、生徒および家族が抱える問題の解決に向けた支援を行います。スクールカウンセ

ラーやスクールソーシャルワーカーは、生徒からの相談だけではなく、保護者からの相談も受け付けています

が、全ての学校に配置されているわけではないので、まず学校に相談の希望を伝えるとよいでしょう。

また、子育てに関する相談は、市区町村の子育て相談の窓口や保健センター、児童相談センター等で実施

しています。内容に応じて相談機関（→P.89, 91）で相談しましょう。当協会でも相談窓口の情報提供を行っ

ています。

誰に相談すればいい？

外国人の子どもが抱えやすい問題
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最近、うちの娘の成績がどんどん落ちているのですが、やる気がないのでしょうか。

私と違って、日本生まれなので日本語は問題ないのですが…。

成績が落ちる理由はいくつか考えられます。

① 能力的に勉強についていけない

② やる気がない

③ 実は日本語に問題がある

④ 何らかのトラブルを抱えていて、勉強に集中できない

①②の場合は、日本人の子どもたちと同様の対応をすればいいでしょう。

③④の場合は、外国人の子どもたちならではの支援が必要になることがあります。

もう少し状況を把握するため、また、不安に思っているお母さんに寄り添って、お母さん自身が原因

と対策を考えられる場を提供するために、いくつか質問してみましょう。

○ お母さんと娘さんとのコミュニケーションはうまくとれていますか？

○ 最近、何か環境が変わったり、娘さんの様子が変わったりしたことはありますか？

外国人の場合、「親は日本語が苦手で複雑な話はできない。子どもは母語よりも日本語が得意」とい

う親子間のコミュニケーションギャップによって、必要以上にお母さんが不安になっていたり、子どもが

親を頼ることができなかったりすることがあります。あるいは、両親ともに忙しく仕事をしている家庭で

は、普段から子どもと接する時間が少ない場合もよくあります。まずは娘さんに声をかけて様子を聞い

たり、気持ちを聞いたりすることが大切ですが、コミュニケーションがとれないなら、たとえば、子どもをボ

ランティアによる地域の日本語教室などに通わせてみて、ボランティアにさりげなく様子を聞いてみるこ

ともできるかもしれません。

③ 「日本語は問題ない」とお母さんが思っていても、実は日本語に問題がある場合もあります。普段の

生活で使っている日本語と、学校の授業などで使われる日本語は異なるので、年齢があがるにつれ、

授業が理解できなくなってしまうこともよくあります。学力はあるのに、日本語能力に問題があるため

に評価が低くなってしまうことにより、やる気をなくしてしまうこともあります。

④ 何か「勉強に集中できない原因」があるなら、まずはそれを解決することが大切です。

いずれにしても、すぐに解決できる問題ではありません。子どもと接する時間を大事にして、コミュ

ニケーションをとったり、子どもの様子を観察したりするとともに、他のお母さんやボランティアなど、

お母さん自身も相談できる仲間をつくることができると心強いでしょう。

勉強についていけない！
【成績に影響する様々な要因】



「生活言語」と「学習言語」の違い

日本育ちの子どもの場合、日常生活の中で一見不自由なく日本語を話し、日本の文化に適応しているよう

に見えても、学校の授業で使われる日本語の力がついていない子どももいます。

実は、言語には2つの種類があり、日常生活で使う『生活言語』と、知識を学んだり考えたりする時に使う

『学習言語』では、求められる力が異なります。ジェスチャーや表情なども使いながら、他の人とコミュニケー

ションを取ることで理解をするのが生活言語能力です。一方の学習言語能力は、授業で与えられた言葉の

情報を理解し、分析や推測など、思考をする力が求められます。

「黒板に書いてあることをちゃんとノートに書いているから理解できているはず。」「教科書をちゃんと読めてい

るから大丈夫。」と考えると、それは落とし穴かもしれません。黒板の字をただ書き写しているだけだったり、理

解しないまま、ただ暗記して読んでいるだけだったりする場合もあるのです。

成績が下がると、子どもはやる気をなくしてしまいがちですが、もともとの理由は「やる気」の問題ではない

場合もよくありますので、子どもの様子を注意深く見ていくことが大切です。学習内容が理解できていないよ

うなら、まず生活言語能力を活用し、身近な事柄や語句を使って単元に必要な内容を理解をしてから、学習

言語能力を使って思考していく方法を取るとよいでしょう。

もしも、子どもがまだ小学生の低学年で、保護者が母語でなら勉強を見てあげられるということなら無理し

て日本語で教えなくても、家庭で母語で予習をしてから、学校の授業を受けるとより理解が深まる場合もあ

ります。最近では、インターネット上でさまざまな教材をダウンロードすることもできますので活用しましょう。ま

た、家庭での学習が難しい場合は、学校とよく相談しましょう。
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地域の日本語教室で日本語と学習を支援しています

日本語が不十分な子どもへの学習のフォローは、学校だけでは困難なことが多くあります。

地域日本語教室（→P.37）中には、外国人児童生徒向けに日本語指導や学習支援を行っているところが

たくさんあります。これらの教室に通うことも一つの方法です。子どもの日本語の理解度に合わせて、日本語

を教えてくれるだけでなく、教室によっては学校の宿題を一緒にやってくれたり、学校の学習をよりよく理解で

きるよう学習の支援をしてくれたり、受験を控える年齢の子どもには試験を考慮した対応もしてくれたりしま

す。

学校や市町村、国際交流協会などに相談してみましょう。

学校で教えられる学習の方法も様々な違いがあります。音楽や体育などは習う内容が大きく違いますし、

算数での筆算（ひっさん）の仕方も国によって違います。

例えば、３６÷12＝3の筆算は、次のようになります。

【日本・フィリピンなど】 【ブラジル・ペルーなど】

自分が習った方式と違う方式で表すと、とたんに意味がわからなくなり混乱してしまうのも理解できますね。

3

１２）３６

３６

0

３６｜１２

３６ ３

０

教え方・覚え方の違いもある



小学校3年生のクラスに編入した娘が、先日、学校でトイレ掃除をさせられました。

学校は子どもが勉強する場であるはずで、掃除などの雑用までさせられることには

納得いきません。

● 60 ●

日本の学校では、通常、子どもたちが分担して、教室や廊下、トイレなどの掃除をしていますが、海外

の学校では清掃員などが行い、子どもたちは掃除をしないところも多くあります。

アメリカの多くの学校には、Janitor（ジャニター）と呼ばれる、日本で言う用務員がいて、校内の清掃も

行っています。子どもが掃除をしない理由としては、清掃用の薬剤や道具などで子どもが怪我するのを

避ける（事故があった場合、学校が賠償責任を負わなくてはならない恐れがある）ことや、清掃員の雇用

機会の確保などが挙げられます。

子どもが掃除をする習慣のない国や地域からきた人の中には、校内の掃除、トイレの掃除に違和感や

拒否感を持つ人もいるでしょう。「日本の学校では掃除をするのが決まりだから」と一方的に言うのでは

なく、なぜ日本では子どもたちが掃除を行うのかを説明しましょう。子どもたちが自分で校内を掃除する

ことにより、自らの居場所をきれいに使おうという意識を持つようになったり、クラスメートと分担や協働

することで責任感や連帯感が生まれたりするよい面を知ってもらうといいでしょう。場合によっては、子ど

もが掃除している場を見せてもらうようにして、子どもの成長を感じてもらうこともいいかもしれません。

●この母親は、なぜ子どもが掃除することに納得できないのでしょうか。まず、納得できない

理由を聞き、納得できない気持ちを受け止めましょう。

●外国には様々な文化、習慣、価値観があります。どんな国や地域に住んでいた人たちなの

か、どんな背景を持っている家庭なのかを聞いて受け止めた上で、日本での学校生活習慣

を伝え、相互理解に努めましょう。

子どもが掃除をする学校の
多い国・地域

清掃員などが掃除をする学校の
多い国・地域

日本、中国、ベトナム、タイ、
韓国、台湾、インド など

アメリカ、ブラジル、ペルー、シンガポール、イ
ギリス、ドイツ、フランス、カナダ、オーストラリ
ア、ニュージーランド など

アメリカの学校でのお掃除事情

学校のルールが
理解できない！

【母国の学校文化との違い】
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学校での掃除のほかにも、母国と日本の学校文化の違いから、外国人保護者や子どもは日本での学校

生活の中での様々なことに戸惑ったり、困ったりしています。

学校のカリキュラム自体が違うことで戸惑うことは、授業時間が午前中のみあるいは午後のみだったり、

給食がなかったり、授業で行うことが違ったりすることが挙げられます。

学校の習慣では、上履きに履き替えることや、準備する文房具が細かく決められていたり、体操服などに

つける名前の位置が決められていたりすることが、理解できません。

文化の違いでは、小中学生がピアスをすることを禁止されていると知らなかったり、銭湯等に入る文化の

ない国から来た子どもだと、修学旅行で皆でお風呂に入ることなどに戸惑いを感じたりもするでしょう。

安心して学校生活を送ってもらうために、少しでも「大丈夫かな？」と思うことがあれば、どんな点が理解で

きないのかを確認してみてください。

以下は、当協会に寄せられた学校生活に関する相談や、外国人の方々からお聞きした体験談などの中で、

実際に理解できなかったり、困ったりした事柄の一例です。

子どもや保護者は、こんなことでも悩んでしまうかも…

何に戸惑う？ 母国では？

授業時間 学校が半日だった（午前、午後等）

授業の進め方
生徒が授業中たくさんの意見を言う、トイレへ行ったりごみを捨
てたりなど一時的に立つことは問題なし

授業科目
音楽は歌だけで音符は覚える必要がない、体育は種目が限定
的、プールがない

文房具類 使ったことがない文房具がある（下敷きなど）

給食、お弁当 給食がなかった、お弁当を作ったことがない

給食当番 配膳してくれる職員がいた

宿題等の家庭学習 親が見ることがなかった、長期休暇の宿題がない

連絡帳 使ったことがない

集団登下校 スクールバスがあった、親が送迎していた（安全面で心配）

修学旅行、授業参観等の行事 行事の経験がない

入学式 行っていなかった

髪型、服装 自由であった、ピアスをしても問題がなかった

部活動の上下関係 上下関係がなかった

子どもや保護者は、こんなことでも悩んでしまうかも…

【学校文化の違いで戸惑うことの例】



ブラジル人の夫と、公立中学校に通う子どもがいます。夫婦とも日本語がわからないので、

家庭での会話はポルトガル語です。子どもも小学校に入る頃までは、ポルトガル語で話

していました。しかし、今はほとんどポルトガル語を話さず、話しかけて返ってくるのは、簡

単なポルトガル語か日本語です。子どもが何を考えているのかわからなくなってしまい、

困っています。
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●子どもは、日本の学校に通ううちに、日本語優位の思考になってしまっているのでしょう。

家庭で話す言語のルールを決めるといいでしょう。

●親がポルトガル語を話しているから、子どももポルトガル語が当然上達すると思いがちで

すが、使う場面が限られると、言語能力も伸びていきません。意識的にかかわることも必

要です。

●中学生は、思春期に入りアイデンティティについて考える時期です。ポルトガル語を使う

ことや、親が外国人であることを否定的に捉えてしまうこともあります。肯定的に捉えられ

るよう、母語・母文化（→P.38）を考える機会をつくりましょう。

家庭の中でルールを決めましょう

子どもが保育園や幼稚園、学校に行くようになると、子どもにとってはそこが社会生活の中心となり、家庭

生活は生活の一部分でしかなくなります。すると、日本語をどんどん覚えて身につけていくようになります。

一方で、母語を使う場面は、家庭の中だけになりがちです。家庭生活の場で使う言葉の種類は、それほど

多くありません。むしろ、母語を使わなくなる分だけ忘れてしまいます。

親子の会話は、必要不可欠なことです。コミュニケーションの手段を失わないよう、親子で伝えられる、自

由に使える言語が何かということを踏まえて、家庭では何語で話すのか、しっかりと話し合ってルールを決め

ておくことが大切です。

アイデンティティの喪失？

日本で生まれて流ちょうに日本語を話していても、ブラジルに行ったことがなくても、ブラジル国籍を持って

いると「ブラジル人」「外国人」として見られます。ブラジルへ行ってもブラジルの文化や言語が身についてい

なければ、よそ者と扱われ疎外感を味わいます。どちらの国の言語習得、文化習得も中途半端で、「自分は

ブラジル人でも日本人でもない」感覚を持ち、自信を持てなくなってしまいます。同様に日本人と外国人の間

に生まれた日本国籍の子どもも、「日本人ではない自分」という感覚を持っていることがあります。

また、日本語を十分に話せない親を恥ずかしく思ったり、親子でコミュニケーションが取れなくなってしまっ

て親に学校のことを相談できなくなったりして失望感を抱くことも少なくありません。

人は、発達する過程で「自分は何者なのか」ということを考えるアイデンティティ確立の時期を経験します。

しかし、日本に住む外国人の子どもは、アイデンティティが確立できずに悩んでしまうことが少なくありません。

親子で話が通じない！

【母語・母文化学習の必要性】
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子どもは、乳幼児のうちから様々な情報を吸収していきます。母語の絵本の読み聞かせをすることから始め

るといいでしょう。地域の図書館や国際交流協会では多言語の絵本を置いているところや、多言語で絵本の

読み聞かせを行っているところもあります。絵本を通じて母文化のことも学べます。

地域によっては、子どもが参加できる母語教室 （→P.88） が開催されています。母語教室を通じて言語を

習得でき、友人とともに肯定的な視点を養うことができます。

また、母文化に触れる機会も積極的に作りましょう。家庭で母国の話題を出すのはもちろんのこと、コミュニ

ティの祭りやイベントに参加して楽しく母文化を体験することもいいでしょう。今はSNSが発達していますので、

母国にいる友人と繋がりを持ち、コミュニケーションを取る方法もあります。

家庭でどれだけ母語や母文化を大事にしていても、学校や地域社会に外国人への偏見や理解不足がある

と、外国人の子どもの健全なアイデンティティの形成につながりません。

母語・母文化を誇りに思えるような機会を学校や地域社会でも持てるように、家庭、学校、地域社会が協力

しあえる体制づくりが大切です。

保育園や幼稚園、学校に通っていると、園の生活や学校の授業についていけるように、先生から家庭でも、

できるだけ日本語で話すように促される場合があります。「二つの言語は同時に覚えられない」、「日本で生

活するなら日本語を優先すべきだ」という思い込みもあるのでしょう。

しかし、中途半端な言語環境にあると、思考する時に使っていた母語が第二言語に移行してしまい、日本

語でも母語でも上手くコミュニケーションが取れないダブルリミテッド（→P.36）の状態に陥ってしまう恐れが

あります。

逆に、母語が保持できていると、母語による事前学習を取り入れたり、わからない言葉を母語で確認したり

して母語を活用でき、学校での教科学習能力も向上しやすく、教科の習得も早くなります。

この事例の子どもも含め、日本に住む外国人の子どもは、複数の言語を操れるようになれるかもしれない

恵まれた環境下にあるとも言えます。母語と日本語が両方できるようになると、将来の進路や職業の選択肢

も広がります。それは、子どもの自信と、健全なアイデンティティの形成につながっていきます。

親から母語を伝えられると同時に母文化、価値観、社会規範もその中で伝えられていきます。親から伝え

られたことが子どもの中に生き続け、それが土台になって自己肯定感が高まっていくのです。

母語・母文化を大切にすることは、外国人の子どもにとっては大切なことなのです。

母語・母文化を大切にはぐくもう

どのように母語・母文化を伝えるの？

母語・母文化を伝えていくことの中で大切なことは、親子のコミュニケーションです。親

が見守ってくれる安心感、信頼関係があって、子どもは健やかに成長していけるのです。

小さなことでも、日ごろからどんどん話し合える環境ができているといいですね。
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小学校に通う子どもが学校で仲間外れにされているようで困っています。どうすれば

いいでしょうか。

外国人の子どもがからかわれたり、仲間外れにされたりする程度は、年齢によっても違いますが、自分の

子どもがつらい気持ちを抱え、子どもや親の努力のみで解決できそうにないと感じたら、担任の先生と相

談をして、連携して子どもをサポートする体制づくりをしましょう。スクールカウンセラーなどの活用もいいで

しょう。

そして、子どもをクラス全体で受け入れる体制をつくってもらうよう、先生に相談しましょう。必要に応じ

て「異文化理解」「国際理解」「人権の尊重」などについて、クラス全体で話し合う機会を設けてもらうのも

よいでしょう。違いを認め、互いに助け合える共生を目指した学級、学校であることが、外国人の子どもに

とって通いやすい環境といえるのです。

学校での受け入れ体制づくり

●まず、困っている気持ちを受け止めましょう。

●どんな場面でどんなことが起こっているのか、親子で話し合えているのでしょうか。

●様子をみるだけでは難しい場合、具体的な対応策はクラスの担任の先生ともよく話し合

うことが大切です。担任の先生に言いにくい場合には、学校にいるスクールカウンセラーな

どを必要に応じて活用しましょう。

仲間外れにされる原因は何？

学校で仲間外れにされることは外国人に限ったことではありません。しかし、外国人の子どもが仲間外れに

されたり、からかわれたりしやすい原因として、次のようなことが挙げられるでしょう。

言葉が通じず話ができないこと、話している日本語がおかしく感じられること、学校生活で他の生徒と違う

行動をしてしまうこと、自分の意見を積極的に発言するなど、コミュニケーションの取り方が日本人と違うた

め空気を読めないと思われることなど、文化や思考の違いに起因することが少なくありません。

また、仲間外れにされているというよりは、外国人の子どもが他の日本人の子どもたちとコミュニケーション

が取れないために、自分から孤立してしまうこともあります。仲間外れにされているのか、子どもが孤立してい

るのか、どんな状況にあるのかを把握することが必要です。

また、外国人の多い学校では、日本人の子どもとコミュニケーションが取れない外国人の子どもは、外国人

の子ども達だけで集団を作って、クラスが仲間割れの状態になってしまうこともあります。そうなると、外国人

の子どもは、日本語能力が身に付かず、学力が伸びない原因にもなります。

仲間外れは
もうごめんだ！

【仲間外れにされやすい原因】
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私が勤務する小学校に、フィリピン人の子どもが通っています。勉強はよくできて、特

に問題もなく学校生活を過ごしていましたが、突然学校に来なくなってしまいました。

母子家庭で未就学の弟がいて、最近その弟が体調を崩しているらしいです。どんなこ

とが考えられるでしょうか。

家庭の環境の多様性

家庭の状況は様々ですので、子どもや親としっかりと向き合うことが必要です。経済的な理由や家族の

都合で、学校に行きたくてもいけない状況にある可能性もあります。どんな理由があるのかを把握しましょ

う。

外国人の親の雇用形態として、正社員ではなく派遣社員で雇用されていることが多く、雇用が不安定な

傾向があります。そのため、仕事を求めて住まいを転々とし、子どもも転校を繰り返さざるを得なくなってし

まいます。その結果、学校に上手く馴染めなくなってしまうことがあります。ひとり親家庭だとさらに経済的に

苦しく、学校生活に必要な文房具をそろえられなかったり、給食費などが支払えなかったりして、子どもが

学校に行きにくくなってしまうこともあります。

家庭によっては、家族が病院を受診する際に日本語がわからない家族ために日本語が話せる子どもを一

緒に同伴させたり、親が仕事で家にいないために学校を休んで家事をするように言われたりすることがあり

ます。小さい弟の面倒を見るように言われることもあります。

●不登校がちになる理由は様々ですので、子どもや親と話し合う機会をつくりましょう。

●勉強についていけない（→P.58）などの理由で不登校になっていることもありますが、家庭

の状況が理由で学校に行けなくなっている場合もあります。

●原因に応じた環境づくりをし、適切な対応をするように努めましょう。

外国人の家庭環境は？

学習に専念できる環境を整える

上に述べたように、家庭の状況は様々です。しかし、親が悪いと頭ごなしに否定することは避けなければ

いけません。それが親にとっては生きる手段なのです。まず、苦しい状況にあることや子どもも親も自分たち

なりに頑張っている姿勢を受け止めましょう。

そして、子どもが学習に専念できるように、環境を整えるような支援をすることが必要です。スクールソー

シャルワーカー（→P.36）などを活用し、どんな方法があるかを親と一緒に考えるといいでしょう。

また、もし、病院を受診する際の通訳をすることが、子どもが学校にいけない理由としてあるならば、多言

語相談の対応をしている窓口（→P.89）に情報を問い合わせることも一つの方法です。通訳の情報等、外

国人の対応に必要な情報を得られる場合があります。

家は大変だ！
【外国人家庭に見受けられる状況】



小学校の教諭をしています。

インドネシアからムスリム（イスラームを信仰する人）の子が転校してきました。何か気を

つけるべきことはありますか？

信仰を持つことを尊重する
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● 宗教をイメージだけで決めつけたり、偏見を持ったりしないようにして、尊重する姿勢を持

ちましょう。

● 宗教によっても、国によっても、家庭によっても、行動に配慮が必要なことは異なります。

宗教や文化について理解を深めるとともに、どのような方針があるのかを親に確認しま

しょう。

● 宗教がからかいの対象になり、信仰を持つ子どもが傷つくこともあるので、クラスの状況

の様子をみること、また他の生徒たちにも宗教の理解をしてもらうように努めましょう。

日本人の多くは、宗教に対してぼんやりとしたイメージで捉えていることが多いのではないでしょうか。例えば、

イスラームは、食事制限が厳しそうだといった否定的なイメージで捉えているかもしれません。イスラームの人た

ちにとっては、信仰心によるものなので、それをいい悪いで評価されることは不本意なことで、その人自身をも否

定された気持ちになるので、尊重する姿勢を持ちましょう。

また、国や地域によっては宗教の学習も学校に取り入れられています（→P.28）。宗教は生活の一部となって密

接に結びついているため、学校生活を送る上でも切り離せないことがあります。そのことをまず理解しましょう。

文部科学省は、「外国人児童生徒の多様性への対応」について、基本的に保護者の宗教的な判断を尊重する

ことが重要と述べています。そのためには、児童生徒の受け入れ初期に、保護者と学校とでよく話し合い、今後の

学校生活の過ごし方についての共通認識を持つことが大切です。

学校では宗教対応にこんな配慮が必要

信仰を持つ人は、そのしるしとして様々な行動に表します。お祈りを始め、服装や食事などにも及びます。学校

で対応できないことも出てくるかもしれません。できないことがある場合は理解をしてもらうように努めましょう。

以下に各宗教で気をつけるといい点をまとめてみましたが、国や地域により習慣が異なる場合もあるので、必要

に応じて確認してください。

● 服装

イスラームでは、女性は美しいところを見せないようにとクルアーンに書かれています。体のラインがわかるよう

な制服や体操服、水着等の配慮が必要です。個々に差はありますが１２歳頃からスカーフを着用します。

●給食

イスラームでは、豚肉等の不浄とされるものを摂ることは禁じられています。そのため、豚肉やとそのエキスを

使った料理が食べられません。その他の肉類もハラール食（ルールに従って屠殺したもの）でないものを避ける

傾向があります。

ヒンドゥー教では、牛は神聖なものであるため、牛肉は食べられません。

ユダヤ教では、牛や羊など、草食動物で、ひづめが割れていて、反芻する動物の肉は食べられます。豚肉は不

可です。また、ヒレと鱗のない海鮮類（エビやカキ、タコなど）も食べられません。

給食が難しい場合、自宅からお弁当を持参してもらうという対応をとることが多くみられます。

宗教にも配慮を。
【宗教と学校生活】



日本ムスリム協会によると、2013年の時点で、外国人ムスリムが約10万人、日本人ムスリムが

約7千人いるという推測統計があります。バブル期にパキスタン、バングラデシュ、イラン、インド

ネシアなどから外国人労働者として大勢入国したムスリムは、その当時工場の多い北関東に集

中していました。その後、結婚・出産により、日本社会に溶け込んでいるムスリムや国際結婚によ

りムスリムになった日本人などもいて、日本生まれの二世を日本の学校に通わせているムスリム

の家庭が増加しているとのことです。

現在、日本にいるムスリムを国籍で見るとインドネシア、パキスタン、フィリピン、バングラデシュ、

中国、マレーシア、タイ、トルコなどで、アジア出身者が多いです。
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国によって、家庭によっても違う宗教観や倫理観

同じイスラームでも、国や地域で様々な特徴があります。例えば、中東と東南アジアでは、女性の顔や頭

を隠すスカーフの種類も国によって異なります。

世界最大のイスラム人口を擁するインドネシアですが、首都ジャカルタでは、半分に満たない人しか
ヒジャブを被っていないというレポートがあります。都市部では、インドネシアの若いイスラム女性たち
が、ミニスカートで街中を闊歩しているのも見られます。しかし、これがイスラム教に対する忠誠心の
差かと言えばそうではなく、もちろん外見も含めて間の教えに従うのが良いけれども、心でアッラーを
信じることが最も大切であると話しているそうです。

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

●授業中

イスラームでは男女が気軽に触れ合うことが禁じられています。学校生活でも体育、特に水泳の授業で男女

一緒にプールに入ったり、ワークショップなどで一緒に活動したりすることに抵抗を感じるムスリムの保護者が

多くいます。体育の際の着替えの場所や、授業への参加方法などを、事前に保護者とよく話し合いましょう。

●お祈り

イスラームでは、1日に5回のお祈りをすることとなっています。空き教室など静かに礼拝を守れる場所を求め

られる場合があります。国や家庭によっては、やむを得ない場合には、複数回まとめて礼拝するという方法を

とっています。

● その他

イスラム圏と一部の仏教国では、子どもの頭をなでる行為はしてはいけません。

キリスト教徒の中には、気軽に十字架のアクセサリーを身につけたりすることを嫌がる人もいます。

仏教や神教以外の宗教では、修学旅行などでお寺や神社の参拝が行程に入っていると抵抗を示されるこ

ともあるので、配慮が必要です。宗教にかかわりのある行事も注意が必要です。

日本にいるムスリム

クアラルンプールに行くとほとんどのムスリムの女性がヒジャブを被っていますが、頭だけカラフルな
ベールで覆い、首から下は西洋の服を着ている人も多く見られます。

ﾏﾚｰｼｱ

多くの場面で男女同席が避けられています。
レストランは男性しか入れないところと、男女とも入れるけれども男性は必ず女性を同伴していない
といけないところに分かれています。また、女性は運転ができません。ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ

ムスリムの子どもの対応に関しての情報は、以下の団体でも得られます。

非営利活動団体 子どもと女性のイスラームの会（名古屋市）

TEL:090-9941-9769 FAX:052-485-9518 E-mail : info@childrenislam.org

【活動内容】外国人対象の日本語教室・日本文化教室の開催、海外からの留学生や医師や

看護婦、特殊技術者の日本での研修補助、ウルドゥー語やアラビア語、インドネシ

ア語等の語学教室など



「落ち着きがない」理由には、様々な要因が考えられます。

生活空間にある物や色、音、においなどの刺激に反応してしまい、物事に集中できなくなる場合もあれば、

言葉が理解できなかったり、集団生活に適応できなかったりすることでストレスを抱え、落ち着かなくなった

りすることもあります。

注意したいのは、子どもの落ち着きのなさの背景についてです。背景として考えられるのは大きく分けて

二つ、言葉や文化の違い、生活する場所や周囲の人がどう関わっているかの影響など、環境によるものと、

子ども本人が持っている特性（場合によっては知的障害や発達障害）によるものです。

その二つは、お互いに影響を与え合っています。子どもの特性をよく見てあげながら、環境面の調整をし

ていくことになります。

まずは、保護者から園に相談し、環境の調整をしてみて、必要があれば専門家に相談するといいです。

◆ 言語や文化の違いに問題がある場合

日本語が全くわからない人が日本語で会話するような環境に置かれると、大人でも強いストレスを感じま

す。感情や行動コントロールが未成熟な子どもだと、ストレスを感じた時に、余計に上手く感情や行動をコン

トロールできなくなってしまいます。

また、母国での幼稚園を経て来日した場合、母国での幼稚園生活が子どもにとっては基準になります。

生活の流れが違ったり、挨拶の仕方が違ったり、歌う歌が違ったり、食事の仕方や内容が違ったり、様々な

習慣、文化の違いに戸惑います。

このように、異なる言葉や文化に適応しようとしたときにストレスが生じて、座っているべき時に歩き回る、

順番が待てない、突然大声を出す、暴力的になるなどの言動がみられる場合があります。

幼稚園に通っている年長の子どもがいます。

幼稚園で先生がお話ししている最中に、突然立ち上がってうろうろするようで、先

生から落ち着きがないと言われてしまいました。

来年小学校に入学しますが、やっていけるか心配です。
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子どもの落ち着きがない
【発達についての問題】

外国人の子どもの場合、

● 実際には発達障害ではないのに、言葉が分からないことで発達障害とされてしまうこ

とがあります。

● 発達障害であるにもかかわらず、言葉が分からないだけだとされ、きちんと診断を受

けられずにいることもあります。

いずれの場合も、決めつけたりしないで、子ども一人ひとりをきちんと見て、適切に判断す

ることが大切です。
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外国人の子どもの発達障害について

子どもにより得意なこと、不得意なことがあるのは普通のことですが、得意・不得意の差があまりに大き

すぎて、生活に支障が出てくるようであれば発達障害、である可能性が出てきます。

この事例で述べてきたように、言葉や文化の違いが大きなストレスとなり、子どもの不安定な行動として

現れることもありますが、安易に発達障害と疑われてしまうこともあります。

反対に、発達障害の可能性があるにもかかわらず、言葉が通じないから、文化の違いがあるからだと思わ

れて、見過ごされてしまう場合もあります。

そのようなことにならないよう、子ども一人ひとりの特性に

をしっかり見極めて適切に対応するのが大切です。

この事例の場合、子どもが十分に日本語を話せないのなら、できるだけ簡単な言葉で話したり、イラスト

や日本語と母国語の単語が入ったカードで会話したりして、子どもが落ちつくことのできる環境を作っても

らえるよう、幼稚園の先生と相談するといいでしょう。文化の違いによるストレスがある場合も、生活に慣れ

るまで先生に注意深く見てもらうことに加え、家庭においても母語を大切にし、子どものストレスを癒しな

がら、日本語や日本文化にも触れられる機会を持って、日本での生活に少しでも早く慣れるための手助け

をするといいかもしれません。

◆ 家庭環境に問題がある場合

外国人だからというわけではなく、日本人も同様に、家庭環境の問題が子どもの多動性に影響する場合

があります。児童虐待やネグレクト（養育放棄）、貧困、夫婦の不和などが子どもに多大なるストレスを与え

てしまいます。保護者は家庭の問題はなかなかか話しませんが、もし家庭に問題があるようなら、適切な相

談機関に相談して、解決する必要があります。

◆ 発達上の問題

得意なことと苦手なことの差が大きくて、生活する上で困難がある場合、発達障害という可能性があり

ます。発達障害は、脳の機能の障害です。

発達障害には、自閉症やアスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）などがあり、通

常子どもが低年齢のときに現れます。

発達障害であるかどうかの判断は、医師が行います。状態により薬が処方されることもありますが、病気

ではないので、治療によって治すものではありません。また、育て方が原因でなるものでもありません。一人

ひとりの特性を理解し、子どもの発達状況に応じて、環境やかかわり方を工夫することが大切です。

外国人の親は、言葉の違いなどにより、必要な情報を得ることができず、孤立してしまったり、発達障害

であるかどうかも分からないまま何年も悩み続けてしまったりすることがあります。できるだけ早い段階か

ら、親だけで抱え込んでしまわないようなサポートが必要です。

少しでも発達障害の疑いがあれば、保健センターや療育センターなどの専門機関に相談するように伝え

ましょう。基本的には地域で支援を受けることになりますが、母国語で相談したい、母国語でのサポートを

受けたい時には、外国語対応窓口も活用するといいでしょう。（→P.89）
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日本で生まれた、または育った外国人の子どもの中には、既に大人になっている人たちもたくさんいます。

自分で道を切り開いてきた先輩もいれば、家族や先生たちなど周囲のサポートを受けながら頑張ってきた

先輩もいます。そんな先輩たちの体験談やアドバイスは、子どもや保護者たちにとって励みになったり、貴重

な情報源にもなります。

アルゼンチン出身で、現在は愛知県の語学相談員として活躍中の

Ｋさんに、来日してからの経験や感じたことなどについて、お話を聞いてみました。

先輩にお話を聞いてみました！

Q1. いつ来日しましたか？ 来日してからすぐに学校に通いましたか？

Kさん： 16歳の時に来日しました。来日してからは、日本で勉強を続けたいと思っていましたが、アルゼンチ

ンで中学校を卒業していたので、高校に入学できないと言われました。そのため、日本の学校に入学す

ることを諦め、工場で働くことにしました。

工場で働き始めてから2年後に、市の日本語教室で、ある先生に出会いました。その先生に日本で勉強

を続けたいと相談したところ、先生のサポートを得られることになり、18歳の時に定時制高校の入学試験

を受けることにしました。残念ながら、入試の結果は不合格でしたが、1年間聴講生として高校に通うこと

が許可されました。翌年、もう一度入試を受け、無事に合格することができました。

Q2. 日本で勉強をする中で、困ったことや難しかったことはありましたか？

Kさん： 来日した時は、日本語の知識はゼロでした。最初の2年間は工場で働いていたため、仕事場で使う

日本語程度は話せるようになりましたが、日本語をしっかりと勉強し始めたのは高校に入学してからです。

日本語の勉強で一番困ったことは文法と漢字でした。みんなが通常は9年かけて習う小中学校の文法

や漢字を高校5年間で勉強することになったので、とても大変でした。高校を卒業してからは、日本語を

もっと勉強するために、語学学校に入りました。今は仕事で通訳をする中で、日々新しく学ぶことも多い

です。

Q３． 来日した頃の家族の状況や家計などはどうでしたか？

Kさん： 両親が先に来日し、その次に兄、私と弟が一緒に日本に来ました。来日後、兄と私がすぐに働き始め、

弟は小学校に通い始めました。家では4人が働いていたので、お金に困ることはあまりありませんでした。

高校に入学してからも、学校が始まる時間までバイトをしていたため、学校などの費用は自分で払ってい

ました。語学学校の学費は少し高めだったため、1年間働いて貯金し、残りの金額は教育ローンを利用し

ました。

Q４． 将来の夢や次の目標などはありますか？

Kさん： 語学相談員として勤め始めてから、小・中学校の外国人児童生徒と関わることが多いのですが、そ

れぞれ違った問題や悩みを抱えていて、その中でも多いのは日本語の勉強で困っている子です。そこで、

外国人児童生徒の学習支援の必要性に気づき、より良いサポートをしたいと思いました。

次の目標は、大学に入り、日本語講師の資格を取ることです。まだ先は長いですが、これからも勉強を頑

張りたいと思っています。

Q５． 後輩へのメッセージはありますか？

Kさん： 私のように、中学校やそれ以上の年齢で来日する外国人の若者は、勉強が続けられない又は追い

つくことができないと感じる人も多いと思いますが、勉強を諦めないで欲しいです。日本語の勉強はたい

へん難しいですが、日本語を学んでいるうちにやりがいを感じられると思います。嫌いなことは誰もやりた

くないと思うので、日本語の勉強の中で好きなことを見つけ、勉強を少しでも楽しいものにすることがポ

イントだと思っています。



第４章

知っておこう！それぞれのお国事情
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インドネシア ～多民族国家ならではの教育事情～

知っておこう！それぞれのお国事情

インドネシアの教育制度

インドネシアの教育制度は、日本と同じように小学校の6年間、中学校の3年間が義務教育とされてい

ます。そして、高校が3年間、その後は大学などの高等教育に続きます。

日本と大きく違うのは、小学校、中学校、高校すべての段階で卒業するための統一国家試験が実施さ

れているところです。基準点が設けられ、それを下回ると学校を卒業することができないことがあります。

また、学校の種類にも、日本の文部科学省にあたる教育文化省管轄の一般の学校と、宗教省管轄の

イスラームの考えや伝統に沿った教育を行うマドラサやプサントレンと呼ばれる学校があります。インド

ネシアで最も多数を占めるのはイスラームですが、プロテスタント、カトリック、ヒンドゥー教、仏教などを信

じる人々もおり、一般の学校でもそれぞれの宗教に合わせて宗教の授業が設けられています。また、この

2種類の学校については、例えば、小学校は一般の学校に行って、その後、マドラサに入ることもできるな

ど、自由に進学できることになっています。

インドネシアでは、全国統一の基準に沿って各学校がカリキュラムを作成します。インドネシア憲法の

前文にある建国の5原則「パンチャシラ」（神への信仰・民族主義・民主主義・人道主義・社会正義）の教

育やインドネシア語の学習が重視されるとともに、必ず地方語（各州のそれぞれの言語）を学習するよ

うになっています。

小学校では一般的な教科を学習しますが、中学校では技術や工業、農業などの実技の習得が多くな

ります。 学校によっては小学校から英語、コンピュータの学習が始められます。

また、公立校には全国共通の制服があり、基本は白のカッターかブラウスに、小学生は赤、中学生は青、

高校生は灰色のズボンかスカートを合わせます。しかし、月曜日は白のズボンかスカート、金曜日には柄

入りのシャツ、など曜日によって制服が変わるため、その費用が各家庭の大きな負担となっている場合が

あります。

インドネシアは日本語教育が盛ん！？

インドネシアでは、1962年から日本のアニメが放送され、1990年から日本の漫画が発売されるように

なりました。日本語教育が盛んな理由としては、日系企業のインドネシア進出や、EPA（経済連携協定）に

おける外国人看護師の日本受入れ等、日本語を使った就職先の増加などが考えられます。

世界全体の日本語学習者数は、2012年の調査※によると、398万5,669人です。国別に見ると、1位は

中華人民共和国で104万6,490人、2位はインドネシアで87万2,411人、3位は大韓民国で84万187人

となっています。

※「2012年独立行政法人国際交流基金 海外日本語教育機関調査」による。小・中・高校、大学などの学校教育や語学

学校などで日本語を学んでいる人の数を調べたもので、TV、ラジオの日本語講座や個人教授などで学んでいる人の数

は含まれていない。
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タイ ～礼儀を大切にする国～

タイの学校の一日の流れ

タイの学校は、8時に始まります。まず、全員が集まり、朝礼をします。朝礼では、国旗を掲揚し、国歌を

歌います。朝礼の時と、昼食が終わった後には、瞑想の時間があります。瞑想によって、気を引き締め、集

中力をアップさせることができます。

授業は、8時30分から始まります。礼儀作法を大切にしており、教室に入る前や、授業が終わった時に

は、両手を胸の前で合わせて、必ず先生にお辞儀をします。

昼食は、学校によって様々です。給食がある学校もあれば、お弁当を持参するスタイルを取っている学

校もあります。お弁当を持参しなくても、学校の中に売店があり、ご飯やデザートやお菓子などを買うこと

ができます。学校の校庭に屋台が出て、好きなおかずを買って食べる学校もあるようです。食後には、歯

磨きもちゃんと行います。

登下校は、歩いて通ったり、バスを使ったり、親にバイクで送迎してもらったり、1時間以上かけて通う子

どももいます。

タイの学校の授業

タイでは、授業の一環として、ボーイスカウト・ガールスカウトの活動がさかんです。子どもたちの軍事教

練や愛国心教育に役立てるために導入されました。伝統文化を重んじ、礼儀正しく、タイ原理（タイ民族、

国王、仏教は三位一体であるという考え方）に忠誠を誓い、社会に奉仕・貢献できる人間を形成する目

的であるとされています。その中で、健康やサービス、安全、手工芸、学校外の活動などを学びます。

また、タイでは94%が仏教を信仰しています。公立学校では、小学校から高校まで週に2時間の宗教

（道徳）学習の時間があり、仏教徒は仏教を学ぶことになっています。寺院から派遣された僧侶が、仏教

の授業を行うこともあります。

意外な係！？

タイの小学校では、男の子は刈り上げ、女の子は短いおかっぱの髪型が一般的です。小学校の中で無

料で散髪ができるようになっているところもあります。髪を散髪するのは散髪係で、上級生の中から選ば

れた生徒たちが、先生の指導のもと、行っています。

学校行事

タイでは、子どもの日だけでなく、先生の日もあります。1月16日を「ワン・クルー（恩師に感謝する日）」

と定め、学校が休みになります。先生への感謝を表す記念式典は、５月の始業後の６月頃に開催され（ワ

ンワイクルー）、学校では生徒から先生へ花をプレゼントしたり、歌を歌ったりします。

タイの学校教育の問題

他のアジアの国の問題にも挙げられることが多いですが、タイでも都市部と農村部の経済的な格差が

大きく、教育にも影響を及ぼしています。「イサーン」と呼ばれるタイの東北地方に住んでいる人々は、主

に農業に従事していますが、干ばつや塩害が起こりやすい地域で農業生産性が低く、他地方と比べて所

得が低くなっています。東北地方の子どもは、学歴が小学校卒という割合が最も多く、家の手伝いで学

校を休むことがあったり、小学校や中学校を卒業すると働きに出たりして、教育が受けられる環境が十

分であるとはいえない状況にあります。
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韓国
知っておこう！それぞれのお国事情

～キロギアッパ（雁パパ）、ペンギィンアッパ（ペンギンパパ）、
トクスリアッパ（鷹パパ） 、孟母三遷之教（メンモサンチョンジギョ）～

超学歴社会の韓国

韓国では、日本の大学入試センター試験に相当する、大学修学能力試験という試験があります。毎年１１

月中旬頃、全国で同じ日に行われます。試験日は、国をあげたバックアップ体制となります。例えば、受験

開始時間と重ならないように企業や役所の出勤時間をずらしたり、警察のバイクで遅刻しそうな受験生を

受験場所まで送ってあげたりして、日本のマスコミにもこの光景が報道されています。

韓国は、「いい大学を出て、一流の会社に就職して、よりよい暮らしを」という学歴を重視する風潮があり、

大学進学率は７割を超え、超学歴社会となっています。２０００年代に入ってからは、小中学校、高校の生徒

が海外の教育機関に留学することが多くみられるようになりました。韓国の受験戦争を突破するには、韓

国の学校教育だけでは補いきれない背景があるからです。また、増加する私教育（学校教育以外で、塾な

どの私的に補う教育を指す韓国の言葉）費の負担や、英語教育の重視などの背景もあります。国別の統

計をみると、留学先は米国、カナダが定番ですが、比較的費用が安いフィリピンなども人気を集めています。

教育熱心な社会を反映した造語も！？

子どもの留学が流行しだしてから、「キロギアッパ（雁パパ）」という新しい言葉ができました。「キロギ」は、

渡り鳥の雁を、「アッパ」はお父さんという意味です。海外への留学のため、妻も子どもと外国に送り、韓国

に残って一人暮らしをしながら、海外にいる妻子に仕送りするお父さんのことを指す造語です。

雁は、一生で配偶者を一羽しかもたず、生まれたひな鳥のためにえさを取って来て一生懸命に献身する

鳥で、その名前に由来しています。一人暮らしのアッパの孤独死や、海外にいるキロギオンマ（お母さん）の

不倫などによる家庭破綻の記事が時折マスコミで報道されるほど、社会的問題にもなっています。

キロギアッパ以外にも、次々と新しい言葉が誕生しています。「トクスリアッパ（鷹パパ）」と「ペンギィン

アッパ（ペンギンパパ）」もその一つです。留学している子どもや同伴する妻のもとへ行く回数で呼び名が

違います。トクスリアッパは、一年に何度も妻子のところに行けますが、キロギアッパは会えるのは年に一回

くらいです。ペンギィンアッパは、お金の余裕がなく海外に会いに行けず、ただ一人韓国に残ってひたすら

働くのみです。

教育熱心なのは、昔から！？

このように、新しい造語を次々と生み出すほど教育熱心な韓国ですが、韓国の受験戦争、私教育問題、

教育熱心は最近のことではありません。もっと長い歴史があります。

韓国では、高麗時代初期から始まった科挙という官吏を登用するための試験制度がありました。出世の

登竜門であったこの試験制度は、朝鮮王朝の末頃に廃止されましたが、権力のある家では子どもにこの

科挙を受けさせるために、個人教師をつけたり、私塾で勉強させたりしていたそうです。子どもに科挙の準

備をちゃんとさせることは、母の大事な役割の一つとされていて、子どもを科挙に合格させた母は家で名

誉と権威が保証されたということです。

また、韓国には、孟母三遷之教（メンモサンチョンジギョ）という有名な故事があります。孟子の母がわが

子の教育のために三度引っ越しをしたという逸話です。

この故事に出てくるのは、中国の儒学者の中心人物の一人である孟子です。孟子は幼い頃に父を亡くし、

母親に育てられました。最初の住まいは墓地の近くで、孟子はいつも墓地を掘るまねをして遊んでいました。

よくないと思った母親は、市場の近くに引っ越しをしました。すると、今度は孟子が物売りのまねばかりをす

るようになってしまいました。そのため、また引っ越しをして学校の近くに住み始めました。すると孟子は、祭

具を並べて儒教が最も大切にしている礼儀作法の遊びをしたため、やっと母親は満足したという話です。

韓国では昔からよく引用され、子どもの教育のためなら何度でも住居環境を変えるという、子どもの教

育を最優先に考える韓国人の価値観がよく分かります。良くも悪くも最近の新しい造語の背景にはこのよ

うな長い歴史があるのです。
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中国 ～教育事情～

知っておこう！それぞれのお国事情

二人っ子政策の導入後

中国政府が一人っ子政策を廃止し、二人っ子政策を導入してから1年が経ちました。40年続いた一

人っ子政策の影響で中国の出生率は低下し、労働人口の減少と急激な高齢化が問題になり、それを解

消すべく二人目出産を奨励するようになりました。

中国国家衛生計画出産委員会の統計データによると、２０１６年に出生した新生児数は１８４０万人を超

えており、２０００年以降最も多い出生数であるため、同委員会の高官は、二人っ子政策の効果が出てい

るとしています。

しかし、本当の効果は今後長期的な視点で見ていく必要があるでしょう。

一人っ子政策が導入された結果、中国の人々は唯一の子どもに対し教育を集中させるようになりま

した。重点校（優れた設備や教師を備えたエリートを育成する学校）へ入れようとする熱意は並々ならぬ

ものになりました。

二人っ子政策が導入されてからの国民の出産・子育てへの意識と政策の間にはまだかい離があるよ

うです。習い事や塾代などの経済的な問題、日本以上とも言われている熾烈な受験戦争に対して、2人

目を考えるような時間的な余裕も精神的な余裕もない、もう一人を育てようという気になれない、という

のが本音のようです。

中国の戸籍制度の特徴

中国にも戸籍制度がありますが、日本の戸籍制度とは異なる特徴として、戸籍が都市戸籍と農村戸

籍に分かれていることが挙げられます。日本では自由に引っ越すことができますが、中国の場合は、農

村から都市へ移動することは制限されています。制限される理由の一つとして、社会保障制度が戸籍に

よって違うことが挙げられます。

戸籍制度の影響は教育にも及んでいます。都市戸籍を持たない農村戸籍の学生が都市の大学の入

試を受ける場合、大学合格率が低く設定されており、同じ成績であっても都市戸籍の学生より不利な

場合があります。また、農村戸籍の学生が都市の大学へ入る時は、一時的に都市戸籍が与えられます

が、卒業後は原則として戸籍が農村戸籍に戻されるとのことです。

昼寝は健康の源

学校や役所、多くの企業では昼に長い休憩時間があります。この時間に、自宅に帰ることがで

きる人は、帰宅して昼食をとり、昼寝もして、また学校や職場に戻るという生活をしています。こ

のような人が多いので、休憩時間が終わる頃には、通勤や子どもの送り迎えなどで朝と同じよ

うにラッシュが起こるようです。

また、昼休みの間、学校に残る子どもも給食後、30分から1時間ほどの昼寝時間が設けられ

ているようです。昼寝によりリフレッシュして、午後の活動に取り組みます。昼寝は中国の健康的

な文化なのです。

なお、北京では学校や職場が遠いケースが多く、生活のリズムが異なるため、昼休みの時間は

長くはないとのことです。
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学校が近くにない…？

ネパールの学校の整備状況は、地域によって随分違います。経済的な問題で、交通インフラがまだ整っ

ていないため、数時間かかって山道を歩いて通学をする子どもがいる一方、都市部の私立ではスクールバ

スの送迎があります。

また、学校によって、全学年がないところもあります。駐日ネパール連邦民主共和国大使館によると、

2016年のネパール全土にある学校のうち、基礎教育の１学年から8学年まである学校数は、34,920校で

すが、１学年から5学年までの学校数は、34,736校となっています。

学校に行っても授業がない…？

ネパールの学校は、公立と私立の教育の差が拡大していることが問題として挙げられています。先生自

体がダブルワーカーで農作業であったり、民族的なお祭りであったりと様々な理由で休んでしまい、授業

ができないので、学校が機能しないことがあるようです。

ネパールの貧困問題

ネパールでは就学率の低さが問題になっていましたが、政府の教育の普及への努力により徐々に改善

されてきました。私立学校が普及し、教育の質の向上が進んでいます。10年修了時にSLC（School

Leaving Certificate）という修了試験が課されてきましたが、SLCの合格率が高いという理由で、私立校が

好まれるようになっています。※

しかし、識字能力のない親や教育への理解が乏しい親が子どもを学校に通わせる環境を整えられず、

まだまだ教育を十分に受けられない子どもたちも多くいます。男性より女性の方が識字率が低かったり、

カースト制度の慣習が残り低カーストの子どもたちが教育を受けられていなかったりと教育の格差もあり

ますが、政府が包括的支援政策を採用し、改善途中となっています。

また、小学校に入学した子どもが最終学年まで残る割合は、70％となっています。特に1学年から2学年

への進級率が他の学年よりも低くなっており、家庭での学習の習慣がないことや学校に必要な道具をそ

ろえることが困難である家庭も少なくありません。また、多民族国家であるため、家庭では民族の言語を

話しており、ネパール語を初めて学ぶ子どももいるため、学習についていけないという理由もあります。そ

のため、持続できる学習環境づくりが課題として挙げられています。

日本にやってくるネパール人の状況

ネパールは、所得水準が低く、主要産業の農業だけでは生計を立てるのが難しいことと、政治的な混乱

があったことから、国外へ移民する人の数が多い国です。

来日する人々も年々増加傾向にあります。在留資格別でみると、2015年の法務省の統計では、「留

学」が最も多く20,278人で、「家族滞在」が12,896人、「技能」が10,134人と続きます。

ネパールから海外に留学する留学先として、オーストラリアとアメリカに次いで日本は三番目の国となっ

ています。日本への留学は、留学先として日本語学校等も含まれ、渡航時点で高い日本語能力を求めら

れるわけではないため、日本を目指す人が増加していると考えられます。

「家族滞在」と「技能」の多くは、料理店のコックとして働く人とその家族であると考えられます。家族、

子どもの多くは、ネパールで日本語を勉強した経験もなく、来日して初めて日本語に接することがほとん

どです。

※制度がかわり、9年生から12年生まで1学年ずつ修了試験があり、10年生の時にはSEE（Scondary

Education Examination)、12年生の時にはBoard Examination（教育機関の試験）が課されます。
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フィリピン
知っておこう！それぞれのお国事情

～フィリピン人の言語使用と
英語講師を目指している在日フィリピン人～

フィリピンの言語使用

フィリピンでは１００以上の言語が使用されていると言われています。主要な言語は１０民族言語で、タガ

ログ語もその一つに含まれており、フィリピン人の約９割は１０民族言語を使用しています。残る１割のフィ

リピン人は１０民族言語以外の民族言語を母語としています。少数言語を母語とするフィリピン人は家や

村などではその言語を使用しますが、村の外に出た時には、上記の１０民族言語を共通語としています。

フィリピノ語はタガログ語と違う？

フィリピノ語は１９８７年、フィリピンの国語として指定されました。フィリピノ語は、タガログ語を基礎に他

の地域語から語彙を補充した言語です。フィリピノ語を国語として指定したのは、１９５０年代から６０年代

にかけて世界的に湧き上がった民族意識の影響で、自分たちの言語を国語にしたいという願望が沸き

上がったことが背景にありました。それまで公用語だった英語と共に、フィリピノ語も公用語及び国語に

なり、国民的アイデンティティのシンボルになったのです。

英語習得による格差

フィリピンでは１８９８年のアメリカ統治以来、英語が公用語と教育言語として使われていました。大学へ

進学してエリート教育を受けられるのは、英語の上達に時間と費用をかけることができた人たちで多く

を占めるようになりました。その結果、エリートと大衆の格差が生まれました。英語の習得が高学歴、高収

入につながり、高い社会的地位を得る手段の一つとなっているようです。

在日フィリピン人の言語使用

フィリピンで育った人々は日常会話でフィリピノ語または地方語を使用しています。日本で育った第二

世代の人たちは、置かれた環境から日本語が第一言語になる場合が多いようです。また、フィリピノ語は

会話の中で自然に覚えるだろうと考え、子どもの英語教育に力を入れようとする傾向があるとのことで

す。

英語講師を目指している在日フィリピン人

最近、日本では、在日フィリピン人が英語の使い手として注目されています。その背景には、日本の小

学校教育でも英語指導を早期に取り入れるという方針になったことがあります。日本では、２００８年に公

立小学校で英語の授業が導入され、２０１１年には５、６年生が必修となりました。そのため、英語補助教員

（ALT）の需要が高まり、多くの在日フィリピン人も英語補助教員として働くようになりました。

この情勢を受けて、在日フィリピン人団体であるSEELSという団体は、ALTや英会話教室を開くことを

目指しているフィリピン人を対象に、発音矯正、教授法、教室運営方針などを指導するセミナーを開いて

います。今後、さらに多くのフィリピン人が英語を活用して社会進出をすることが在日フィリピン人コミュ

ニティの中でも期待されています。

フィリピンの公立小学校のお昼ご飯事情

フィリピンの公立小学校には給食がありません。お昼の時間になると、家から持ってきた

お弁当や、canteenと呼ばれる売店で食べ物を買って食べたりします。また、親がお弁当を

届けることもあります。子どもが小学校の低学年だと、お母さんが学校にお弁当を届けるだ

けではなく、校庭内で一緒に食べることも珍しくないようです。
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ベトナム ～日本との交流の発展に伴って～

知っておこう！それぞれのお国事情

ベトナムの教育制度は、初等・中等教育が6歳から始まり、小学校5年間、中学校4年間、高等学校3年間

の12年制で、小・中学校の9年間は義務教育です。

ベトナム人は、昔から開発途上国の中では識字率は非常に高いと言われています。高校生のうち、数学

や理科で優秀な成績を修めた生徒が各省や中央政府に表彰されるといった制度もあります。日本に対す

る関心も年々高くなっており、日本語を学ぶベトナム人は4万人以上で、ハノイ、ホーチミンを含む5地域の

中学校・高等しているクラスもあります。

ベトナムは就学率も高く、識字率も若い世代では100％に近いくらい高いのですが、地方では、小学校を

卒業していない子どもも少なからずいます。義務教育を修了していない子どもは、特に農村部の女子に見

られるようです。

ハノイで日本国際学校が開校、日本式教育カリキュラムを導入

2016年5月、ハノイ市ハドン区で日本国際学校（Japanese International School）が開校しました。

この学校は、教育カリキュラムに日本の教育理念と方法を取り入れて行うベトナムで初めての学校です。

教科書も日本の小学校のカリキュラムに沿ったものになります。

現在は、幼稚園と小学校の子どもの受け入れを行っていますが、最終的には幼稚園から高校までの私

立の一貫校とする方針です。

ベトナムの小学校で第1外国語として日本語教育を開始！

2016年9月、ハノイ市とホーチミン市の一部の小学校で3年生向けの日本語教育クラスが開講しました。

これは、ベトナム政府が実施する外国語教育改革に向けた「2008～2020年期国家教育システムにお

ける外国語教育・学習プロジェクト」に基づき、在ベトナム日本国大使館及びベトナム教育訓練省が、国

際交流基金ベトナム日本文化交流センター及び関係機関の協力の下、第一外国語として、日本語教育の

導入に向けて調整してきたもので、具体的には、2016～2017年度より、ハノイ市内の小学校で日本語学

習クラスを試験的に導入していくというものです。

今回、日本語教育クラス開講の対象となった小学校は、ハノイ市内の4校（公立グエンズー小学校、公立

クオントゥオン小学校、公立チューバンアン小学校、私立ゲートウェイ国際小学校）及びホーチミン市内の1

校（私立ベトウック小学校）。2016～2017年度は5校で試験的に実施し、その後順次ベトナム各地での導

入に取り組む計画です。初等教育への日本語の導入は、東南アジアで初の試みとなります。

なお、ベトナムでは2003年から中学校で日本語教育が導入されており、小学校への日本語教育の導

入により、更なる日本語学習者の増大が期待されています。
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アメリカ

知っておこう！それぞれのお国事情

～州・地域によっても、家庭によっても違う教育事情～

日本との大きな違い

アメリカの教育制度が日本と大きく異なる点の一つが、意思決定機関です。アメリカでは、地方自治重

視の考えに基づき、地域住民が直接選挙で選んだ教育委員で構成される「Ｓｃｈｏｏｌ Ｂｏａｒｄ」と呼ばれる学校

区の理事会が、教育に関する様々な決定をします。教育内容、生徒の退学処分、図書館の本までもが理事

会で決定されます。また、教育長もその理事会が雇用します。

州によってこんなに違う教育制度

アメリカの教育制度は州や地域・学校により異なります。

日本と同じように、６・３・３制（小学校６年・中学校３年・高校３年）を取る学校もありますし、５・３・４制や６・２・

４制、あるいはもっと別の学校制度を持つところもあります。

ほとんどの公立小学校は入学前1年間の就学前クラス（K学年）を有し、多くの児童が5歳から就学してい

ますが、その義務教育期間についても、各州によって異なります。イリノイ州は7～17歳、カリフォルニア州は

6～18歳で、最も長いのはニューメキシコ州、オクラホマ州、バージニア州で5歳～18歳となっています。また、

インディアナ州では7～18歳が義務教育年齢ですが、親と校長の同意を得られれば16歳で退学できます。

そのほか、学期や休暇期間、必須教科・選択教科の種類まで様々です。

「ホームスクール」ってなに？

アメリカでは、「ホームスクール」（ホームスクーリングとも呼ばれる。在宅教育のこと。）が全国的に認めら

れています。安全面や教育の質をはじめ、ホームスクールを選択する理由は様々ありますが、義務教育年齢

の多くの子どもたちがこの制度を利用しています。

学習方法は、自習や保護者から学ぶだけでなく、家庭教師を雇ったり、部分的に学校のクラスに参加する

などさまざま。オンラインで授業を提供する業者もあります。また、学校に所属し、スポーツなどの課外活動

に参加することもできます。

多文化への配慮も州により異なります

イリノイ州では、英語を母国語としない生徒が一定数を超えると、これらの生徒を対象にＥＳＬやＥＬＤと呼

ばれる英語を学ぶための特別なクラスが開設されます。また、ワシントン州の公立学校では、英語が第一

言語でない生徒に言語特別指導を行うことが法律で義務づけられています。その指導方法は学校によっ

て異なります。

Bさん： 小学校では、スクールランチ（日本の給食にあたるもの）を食べていました。ランチメ

ニューの中には、変な形の肉や謎の食材もありましたが、おいしい物もたくさんありました。私

の大好物はフルーツとチョコミルクでした。

中学校と高校では、スクールランチは食べずに、校内の売店などでランチを買う人が多かっ

たです。売店メニューの中で、肉やキャベツがたくさん挟んである「サブサンド」や、とても大

きな「ペパロニ・ピザ」を私はよく食べました。これらは、日本ではちょっと見られないメニュー

だと思いますが、アメリカの学校では当たり前のようになっています。

愛知県で暮らしているアメリカ人のBさんに、子どものころに通った学校での

昼食について聞いてみました
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ブラジル ～日本との教育方針の違い～

知っておこう！それぞれのお国事情

初等教育（Ensino Fundamental)

ブラジルの小中学校は、日本と違って学区がありません。両親が子どもの入学する学校を決めることに

なっており、学校の選び方は各家庭の事情によって様々です。一般的に学費が無料である公立学校に入

学させることが多いです。

なお、2013年にブラジルの義務教育制度が改正され、「幼児教育」（Educação Infantil)が導入されました。

幼児教育では、子どもは4歳からプレスクールに通い、初等教育の前の基礎的な教育を学ぶほか、子どもの

身体的、心理的、知的、社会的能力の総合的な発達を促します。201６年までは新しい教育制度の調整期

間になり、2017年から本格的に幼児教育が適応されます。

中等教育（Ensino Médio)

ブラジルの中等教育は、日本の高校に相当する学校です。 2013年の義務教育制度の改正で、この中

等教育まで義務教育になりました。

ブラジルの中等教育の特徴は、公立高校には入試がないことです。初等教育を修了した生徒は、一部の

私立学校や入学希望者の多い公立高校を除き、原則としてどこの高校にでも進学できます。

ただし立高校は教育水準が低いため、お金に余裕がある家族は、教育水準の高い私立高校に進学させ

る場合が多いです。一部の有名な私立高校は入学試験があり難関なところもありますが、一般的にブラジ

ルでは、高校に入るための受験戦争がないため、高校に進学してから、大学入試のため熱心に勉強をし始

める子どもが多いです。

高等教育（Ensino Superior)

中等教育の私立学校とは違い、ブラジルの私立大学は、一部の名門大学を除いて、学費が高いのに、教

育水準は低いため、無料で教育が受けられる公立大学に進学することを目指す生徒が多くいます。しかし、

公立大学の教育水準は高く、入試も難問なため、中等教育を公立学校で過ごした生徒は苦労することな

ります。

中等教育を修了すると、全国中等教育学力試験（ENEM）があります。ENEMはただの学力テストではなく、

生徒の進路を大きく左右する試験でもあります。公立大学はENEMの結果で入学判定をしたり、一次試験

の代用などにしたりすることが多く、また、私立大学への政府奨学金の支給が決められます。ENEMで高得

点を得ている生徒のほとんどは、私立高校の出身です。

ENEMでは、約束の時間に多少遅れても大丈夫というブラジリアンタイムは通用せず、試験は決められた

時間に始まり、試験時間に1分でも遅れた人は試験を受けられません。多くの学校は警備員などを学校の

門に配置し、試験時間になると門が閉められます。毎年、SNSなどでは遅れてきた人の様子を見せる動画

や写真があり、遅れてきた人の様子を見るために学校の門で待っている人達も多いです。ENEMの受験者

以外のブラジル人にとっては、ENEMの時期はイベントになっています。

子どもの貧困は、ブラジルにもある？

ブラジルは、貧富の差が最も激しい国の中の一つです。それは子どもの教育にも影響しています。

ブラジルの公立教育は大学まで無料ですが、中等教育まで公立学校で過ごすと教育レベルが低いた

め、難関になる公立大学への進学ができる程度の学力をつけることが困難です。家庭に私立大学の高

額な学費が払えるほどの経済的な余裕がないと、大学教育を受けることが難しくなってしまいます。

お金に余裕のある家庭は、公立大学への入学を考え、幼い頃から子どもたちを私立学校でしっかりと

教育を受けさせますが、貧しい家庭はそれができません。場合によっては家計を支えるために、中等教育

さえ修了できない子どもたちもいます。ブラジル政府はその社会格差をなくすために、いろんな施策を

取ってはいるものの、改善にまだ至っていないのがブラジルの現状です。
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ペルー ～多様な国ペルーの学校、日本と色々違う～

知っておこう！それぞれのお国事情

ペルーの地理的事情

ペルーの人口は日本の約4分の1ですが、国土は約3倍半あり、人種構成も多様です。ペルーは主にコス

タ（太平洋岸に面した地域）、シエラ（ペルーの中央南北にわたるアンデス山脈の地域）、セルバ（アンデス

山脈の東側に広がる熱帯雨林）の三つの地域があります。コスタはペルーの政治、経済的中心となってい

る首都リマがあり、白人メスティソの人口が多い地域です。シエラは農業地帯であり、かつてインカ帝国の

中心であったため、現在も原住民が多い地域です。また、その東側に広がるセルバはもともと人口密度が

低く、多様な民族が小集団に分かれて住んでいた歴史があります。

このように、自然も人種構成も多様なのがペルーであり、教育もその多様性を尊重しています。例えば、

地域によっては、スペイン語だけでなく、同じ公用言語であるケチュア語やその他の民族言語の二言語教

育を行っているところがあります。

学校の制度は？

法律の上では、就学前教育も義務教育とされていますが、幼稚園を修了していなくても小学校に入学

できることから、事実上の義務教育は小学校の6年間と中等教育学校の5年間です。

日本の学校との大きく違う点は、ペルーの義務教育学校には落第制度があることです。進級試験に受か

らないと留年することになります。

学校には、大きく分けて国公立学校と私立学校があります。国公立では、授業料と教科書が無償です。

午前・午後・夜間の3部制の入れ替え制の学校があり、基本的に学校では授業と休憩の時間しか取らない

ため、一人ひとりの学校での滞在時間が短いところが日本と大きく違います。

授業科目に関しては、日本と概ね同じですが、それに加え国民の90％以上がカトリックの信者ということ

で宗教（カトリック）に関する授業があります。また、音楽や図工、美術の科目としてはありませんが、芸術と

いう科目の中で取り扱われます。

施設面では、保健室はなく（私立学校は除く）、健康診断もすべての学校で行われているわけではありま

せん。家庭科室・理科室・音楽室などの教室、運動場、体育館、プールもありません（私立学校は除く）。小

さめの中庭がある学校は、そこで体育の授業や集会をしています。

学校生活は？

給食は基本的にありません。なぜならば、午前の部は放課後に帰宅してから、午後の部は登校前に昼食

をとるからです。従って、給食当番や給食を食べながら友達と歓談することはありません。

登下校は、小学校低学年の頃は保護者が付き添うのが主流です。家が遠い子はバスを使います。掃除

は、一般的に子どもが掃除をするのではなく、雇われている清掃員が行います。委員会活動は、学校単位

ではありますが学級単位ではありません。保護者の会はあるようです。

また、クラブ活動・部活動（私立学校を除く）、遠足・修学旅行などの行事もありません。 そのため、学校は

基本的に授業を受け勉強するところという認識です。髪型や服装は基本的に自由で、ピアスも認められて

います。授業の合間の休憩には飲食が自由にでき、売店でジュースやお菓子を買って食べることもできま

す。





第５章

教育に関する資料



外国人向け教育相談窓口

団体名 所在地 対応言語 電話番号

日本語教育相談センター
（名古屋市教育委員会）

名古屋市 ポ・ス・中・韓・比 052-961-0418

（公財）名古屋国際センター
海外児童生徒教育相談

名古屋市 ポ・ス・英・中・韓・比・べ 052-581-0100

外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜実施校（全て県立高校）

学校名 学科名 地区 電話番号

名古屋南高等学校 普通科 尾張 052-613-0001

中川商業高等学校 商業科 尾張 052-361-7457

小牧高等学校 普通科 尾張 0568-77-1231

東浦高等学校 普通科 尾張 0562-83-0111

衣台高等学校 普通科 三河 0565-33-1080

豊田工業高等学校 工業科 三河 0565-52-4311

安城南高等学校 普通科 三河 0566-99-2000

豊橋西高等学校 普通科 三河 0532-31-8800

豊川工業高等学校 工業科 三河 0533-85-4425

関係機関

ここでは、教育に関する関係機関や団体、子どもに関する相談窓口等を掲載しています。また、教育に
限りませんが、各国の関係団体の一部も掲載しています。いずれも２０１７年３月現在、当協会で把握してい
る情報に基づいています。

海外帰国生徒にかかる入学者選抜実施校（名古屋市立以外は全て県立高校）

学校名 学科名 地区 電話番号

中村高等学校 普通科 尾張 052-411-7760

千種高等学校 国際教養科 尾張 052-771-2121

豊田西高等学校 普通科 三河 0565-31-0313

刈谷北高等学校 普通科 三河 0566-21-5107

豊橋東高等学校 普通科 三河 0532-61-3146

名東高等学校（名古屋市立） 国際英語科 尾張 052-703-3313
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学校名 学科名 所在地 電話番号 学校名 学科名 所在地 電話番号

夜
間

旭丘 普通 名古屋市 052-721-5351 横須賀 普通 東海市 0562-32-1278

明和 普通 名古屋市 052-961-2551 大府 普通 大府市 0562-46-5101

城北つばさ ものづくり 名古屋市 052-915-8643 豊田西 普通 豊田市 0565-31-0313

瑞陵 普通 名古屋市 052-851-7141 豊田工業 機械 豊田市 0565-52-4311

名古屋西 普通 名古屋市 052-524-5175 岡崎 普通 岡崎市 0564-51-0202

熱田 普通 名古屋市 052-652-5858 岡崎工業 機械 岡崎市 0564-51-1646

名南工業 機械 名古屋市 052-822-0242 碧南 普通 碧南市 0566-41-2564

瀬戸窯業 総合ﾋﾞｼﾞﾈｽ 瀬戸市 0561-82-2003 刈谷東 機械 刈谷市 0566-21-3347

春日井 普通 春日井市 0568-81-2251 安城 普通 安城市 0566-76-6218

犬山 普通 犬山市 0568-61-0236 一色 普通 西尾市 0563-72-8165

古知野 普通 江南市
0587
-56-2508

豊橋工業 機械 豊橋市 0532-45-5635

小牧 普通 小牧市 0568-77-1231 蒲郡 普通 蒲郡市 0533-68-2074

一宮 普通 一宮市 0586-71-5514
名古屋市立
工業

工業技術 名古屋市 052-361-3116

津島 普通 津島市 0567-28-4158
名古屋市立
中央

普通･商業 名古屋市 052-241-6538

半田商業 総合ﾋﾞｼﾞﾈｽ 半田市 0569-21-0251
豊橋市立
豊橋

普通･商業 豊橋市 0532-62-0278

昼
間

城北つばさ 普通 名古屋市 052-915-8643
名古屋市立
中央＊ 普通 名古屋市 052-241-6538

起工業 普通 一宮市 0586-61-3877
豊橋市立
豊橋＊ 普通 豊橋市 0532-62-0278

刈谷東＊ 普通 刈谷市 0566-21-3347 （＊は二部制）

愛知県内定時制高校一覧（名古屋市立・豊橋市立以外は全て県立高校）

学校形態 学校名 所在地 電話番号

ブラジル人学校

（学）イーエーエス伯人学校 豊橋

豊橋市

0532-54-0450

カンティーニョ・ブラジレイロ 0532-69-3434

エジャ・インテラチヴォ 0532-53-6690

（学）イーエーエス伯人学校 碧南
碧南市

0566-46-3404

エスコラ・セメンティーニャ・デ・ジェズス 0566-46-3722

（学）イーエーエス伯人学校 豊田

豊田市

0565-46-1313

エスコラ・ピンタンド・オ・セッテ 0565-43-3987

エスコラ・ネクター 0565-46-1844

エスコーラ・パウロ・フレイレ瀬戸 瀬戸市 0561-76-0094

エスコーラ・サンパウロ 安城市 0566-72-5545

エスコーラ・エスプレッサォン 武豊町 0569-84-1819

朝鮮学校

愛知朝鮮中高級学校 豊明市 0562-97-1324

名古屋朝鮮初級学校 名古屋市 052-451-4725

東春朝鮮初級学校 春日井市 0568-81-3035

愛知朝鮮第七初級学校 瀬戸市 0561-82-6308

豊橋朝鮮初級学校 豊橋市 0532-48-0224

フィリピン人学校 ELCC国際子ども学校 尾張旭市 0561-53-8937

愛知県内外国人学校一覧
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子ども向けの日本語教室及び学習支援団体（愛知県内）

当協会のウェブサイトで日本語教室一覧を閲覧できます。（一部掲載されていない教室もあります。）
日本語教育リソースルーム愛知県内日本語教室リスト： http://www2.aia.pref.aichi.jp/topj/indexj.html

教室名 主催団体 所在地 電話番号

夏休み子ども日本語教室 （公財）名古屋国際センター 名古屋市 052-581-5689

子ども日本語教室 （公財）名古屋国際センター 名古屋市 052-581-5689

名古屋YWCA ガリ勉クラブ
（高校部、高校準備部、作文部、漢字部）

（公財）名古屋YWCA 名古屋市 052-961-7707

トライシクル・プロジェクト
フィリピン人移住者センター
（FMC）

名古屋市 052-242-8360

らくらく日本語教室
（特活）東海外国人生活サ
ポートセンター

名古屋市 070-5338-1081

みどり多文化日本語教室 みどり多文化共生ボラネット 名古屋市 052-624-6110

岩屋ひまわり教室 CSN豊橋 豊橋市 npocsn@yahoo.co.jp

EAS豊橋日本語教室
（学）
イーエーエス伯人学校

豊橋市 0532-54-0450

岩西小放課後教室 岩西小学校 豊橋市 0532-61-2557

東陽中校区学習支援教室
（特活）
フロンティアとよはし

豊橋市 0532-55-5470

牟呂中校区学習支援教室
（特活）
フロンティアとよはし

豊橋市 0532-55-5470

豊岡・東部中校区学習支援教室
（特活）
フロンティアとよはし

豊橋市 ０５３２-５５-５４７０

南陽中校区学習支援教室
（特活）
フロンティアとよはし

豊橋市 ０５３２-５５-５４７０

石巻中校区学習支援教室
（特活）
フロンティアとよはし

豊橋市 ０５３２-５５-５４７０

いわた寺子屋 いわた寺子屋 豊橋市 0532-62-6236

Vivaキッズ日本語ひろば Vivaおかざき！ 岡崎市 080-5141-1132

日本語ひろば ジュニア 一宮市国際交流協会 一宮市 0586-85-7076

放課後学習支援教室「寺子屋いちみん」 一宮市国際交流協会 一宮市 0586-85-7076

日本語教室 はらやま
ボランティアグループ
日本語教室 はらやま

瀬戸市 0561-84-0545

カンチーニョ デ サベール
パウロ・フレイレ瀬戸

エスコーラ
パウロ・フレイレ瀬戸

瀬戸市 0561-76-0094

日本語教室（うさぎ） 半田国際交流協会 半田市 0569-26-1929

春日井日本語教室 NPO ア・セントリー 春日井市 080-3622-2299

豊川市「こぎつね教室」 豊川市役所 豊川市 0533-89-2158
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教室名 団体名 所在地 電話番号

PECLA 日本語教室
（公財） 豊川市国際交流協会
ラテンアメリカ部会

豊川市 0533-83-1571

千両日本語教室 千両日本語教室 豊川市 0533-83-0130

わしづか日本語教室 わしづか日本語教室 碧南市 0566-48-26７８

あさひ日本語教室 あさひ日本語教室 碧南市 0566-48-5412

EAS碧南日本語教室
（学）
イーエーエス伯人学校

碧南市 0566-46-3404

スリーエス日本語教室 国際プラザ スリーエス（SSS） 刈谷市 0566-24-0575

スリーエス日本語教室 小垣江市民館 スリーエス（SSS） 刈谷市 0566-24-0575

スリーエス日本語教室 一ツ木市民館 スリーエス（SSS） 刈谷市 0566-24-0575

EAS豊田日本語教室
（学）
イーエーエス伯人学校

豊田市 0565-46-1313

日本語教室 Curso Sol Nascente （特活）トルシーダ 豊田市 090-6462-3867

放課後学習支援事業「ゆめの木教室」
青少年自立支援事業「そら」

（特活）子どもの国 豊田市 052-808-9783

衣台放課後日本語教室 衣台放課後日本語教室 豊田市 0565-33-1080

高校生サポート教室 （特活）トルシーダ 豊田市 090-6462-3867

土曜日教室 （特活）トルシーダ 豊田市 090-6462-3867

子ども日本語教室 安城市国際交流協会 安城市 0566-71-2260

にしおっこカラフル 西尾市国際交流協会 西尾市 0563-65-2178

多文化ルームKIBOU （社福）せんねん村 西尾市 0563-65-3601

「おかえりなさい」日本語教室 （特活）シェイクハンズ 犬山市 090-9940-2939

「シェイクハンズ」子ども日本語教室 （特活）シェイクハンズ 犬山市 090-9940-2939

さくら教室・つぼみ教室 （特活）アジャスト 犬山市 0586-85-5263

外国人児童向け放課後学習支援教室
「子ども塾」

江南市国際交流協会
ふくらの家

江南市 0587-54-1111

にほんご教室
多文化社会コミュニケーション
プロジェクト

小牧市 0568-76-3178

古雅日本語教室 NPO ア・セントリー 小牧市 080-3622-2299

MOMOきっず MOMOきっず 小牧市 0568-75-8469

キッズエスペランサ ちたビジョンプロジェクト 知多市 0562-51-6291
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教室名 団体名 所在地 電話番号

学習支援教室 みらい （特活）みらい 知立市 080-3679-0765

高浜にほんご教室 高浜にほんご教室 高浜市 090-1821-3762

子ども日本語教室 豊明市国際交流協会 豊明市 0562-92-8317

豊明日本語教室「プラス・エデュケート」 （特活）プラス・エデュケート 豊明市 0562-92-3822

小学生のための放課後学習支援クラス （特活）プラス・エデュケート 豊明市 0562-92-3822

放課後学習支援クラス （特活）プラス・エデュケート 豊明市 0562-92-3822

北名古屋市国際交流協会子ども日本語教室 北名古屋市国際交流協会 北名古屋市 0568-22-1111

Passo a Passo （特活）トルシーダ みよし市 080-3283-2395

しろあと日本語教室 小学生 しろあと日本語教室 新城市 0536-22-3727

しろあと日本語教室 中学生 しろあと日本語教室 新城市 0536-22-3727

いしはまにし日本語教室 いしはまにし日本語教室 東浦町 0562-84-0661

愛知県内の子どもの母語教室

言語 団体名 所在地 電話番号

ポルトガル語

（公財）豊田市国際交流協会 豊田市 0565-33-5931

希望の光（ルース ダ エスペランサ） 豊田市 090-6644-5869

PECLA（公財）豊川市国際交流協会 ラテンアメリカ部会 豊川市 0533-83-1571

（特活）ABT豊橋ブラジル協会 豊橋市 0532-39-3437

多文化ルームKIBOU子どもの母語保持クラス 西尾市 0563-65-3601

小牧市大城児童館ポルトガル語教室 小牧市 0568-78-0046

小牧市味岡児童館ポルトガル語教室 小牧市 0568-75-4999

スペイン語
（特活）シェイクハンズ 犬山市 0568-61-0971

PECLA（公財）豊川市国際交流協会 ラテンアメリカ部会 豊川市 0533-83-1571

中国語
（公財）豊田市国際交流協会 豊田市 0565-33-5931

多文化ルームKIBOU子どもの母語保持クラス 西尾市 0563-65-3601
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外国人対象の相談窓口

相談窓口 電話 言語 相談日 時間

（公財）愛知県国際交流協会
多文化共生センター 052-961-7902

ポ･日 月～土 10:00～18:00

ス 月～金

13:00～18:00
英 月･火･木･金

比 水

中 月

（公財）名古屋国際センター
情報カウンター

052-581-0100

ポ･ス 火～日
10:00～12:00
13:00～17:00

英 火～日 9:00～19:00

中
火～金 13:00～17:00

土･日 10:00～12:00
13:00～17:00

韓･比 木･土･日
13:00～17:00

ベ 日

豊橋市
外国人相談

0532-54-8205 ポ･ス･英 火～金
13:00～16:00

（受付は15:30まで）

（公財）豊橋市国際交流協会
日常生活相談

0532-55-3671 ポ
火～木、第1,3,5土と翌日
の日、第2,4土の前日の金
と翌週の月

10:00～17:00

英 月～日 9:00～17:00

岡崎市
外国人相談

0564-23-6480
ポ・英 月～金 8:30～17:15

中 月～木 8:30～16:15

岡崎市
りぶら国際交流センター

0564-23-3148

ス 木･土･日

9:15～17:00
英 月･火･金～日

中 月･火･木～日

比 火･木･土

一宮市国際交流協会
国際交流ウェルカムひろば

0586-85-7076
（事務局）

英･中･比 第1日 13:30～15:30

会場に電話はありません。

瀬戸市国際センター
外国人相談

0561-83-7719

ポ 第1,3水(市役所市民
課) 10:00～12:00

13:00～17:00
(受付は16時まで)ス

火（第2,4,5火は、市役
所市民課）

英 月～金 8:30～17:15

半田国際交流協会
一般相談

0569-26-1929 英･中
月～金
(第3月･火を除く) 10:00～16:00

日 10:00～12:00

春日井市
外国人相談

0568-85-6620

ポ 第2,4水
9:00～12:00

13:00～16:00ス 第3水

英･比 第1水

豊川市
外国人相談

0533-89-2158

ポ 月～金 8:30～17:15

英
月･金 9:45～17:15

火～木 10:15～17:15

（公財）豊川市国際交流協会
外国人相談

0533-83-1571 ス･英･中･日 月～金 8:30～17:15

津島市
行政相談 0567-24-3456 日

第1金
(祝日を除く) 10:00～12:00

碧南市
市民課 0566-41-3311 ポ･ス 月･金 9:00～12:00

刈谷市
生活相談

0566-62-1058

ポ･ス 月～金

8:30～17:00比 月･火･木･金

中 火～金

英：英語、ポ：ポルトガル語、ス：スペイン語、中：中国語、韓：韓国・朝鮮語、比：フィリピノ語/タガログ語、仏：フランス語、日：日本語
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相談窓口 電話 言語 相談日

豊田市
外国語相談 0565-34-6626 ポ･ス･英 月～金 8:30～17:15

（公財）豊田市国際交流協会
多言語相談窓口（生活相談） 0565-33-5931

ポ 土･日 10:00～16:00

英
火～金 9:00～19:00
土･日 9:00～17:00

中

火 13:00～16:00
水～金･日 10:00～16:00

土 9:00～12:00

安城市
外国人相談 0566-71-2266

ポ 月･火･木･金 8:30～17:15

比 月～金 9:00～16:00

西尾市
外国人相談 0563-65-2178 ポ･ス･英 第1,3金 13:00～16:00

犬山市
外国人相談窓口 0568-44-0398

ポ･ス 金
13:00～16:30

英･中･比 第1火

江南市国際交流協会
ふくらの家 外国人生活相談 0587-56-7390

ポ･ス
英･中･比 月～金

10:00～12:00
13:00～15:00

小牧市
外国人相談 0568-76-1120

ポ 月～金 9:00～12:00
13:00～17:00ス･英 月･火･木

稲沢市
ポルトガル語による相談 0587-32-1111 ポ 第1,3金 9:30～12:30

新城市
外国人相談窓口 0536-23-7621 ポ 火 13:00～15:00

東海市国際交流協会
在住外国人生活相談 0562-32-5339 英･比 第2火 13:00～15:00

大府市国際交流協会
外国語相談 080-4525-5931

ポ 水

13:00～17:00
ス 第4水

英 月～金

中 第2水

知多市
外国人生活相談 0562-33-3151

ポ
月 9:00～12:00

13:00～16:00

木･金 9:00～12:00

ス 火 9:00～12:00
13:00～16:00

知立市
外国人相談 0566-83-1111 ポ 月～金 9:30～12:00

13:00～16:00

高浜市
日系人相談 0566-52-1111 ポ

月～金 8:30～17:00

土･日 8:30～12:15

(土･日以外の祝日および年末年始を除く)

日進市（日進市国際交流協会）
外国人相談窓口 0561-73-1131 ポ･ス

英･中･韓 月～金 9:00～12:00
13:00～16:00

（特活）たはら国際交流協会 0531-22-2622 日 週3日 10:00～18:00

北名古屋市国際交流協会
外国人生活相談 0568-22-1111 － 月～金 8:30～17:15

みよし市
一般相談 0561-32-2111 ポ 火･金 13:00～16:00

みよし市
保育・子育て相談 0561-32-2111 ポ 金 9:00～12:00

扶桑町
多文化共生センター
外国人相談

0587-93-1111 英･中
木 19:00～20:30

日 13:30～15:00

東浦町
外国人相談窓口

0562-83-3111
（東浦町役場）

ポ

月・金 8:30～17:00

水 10:30～19:00

木 13:00～17:00

英・比 月～金 13:00～16:00

0562-83-0318
（県営東浦住宅集会所）

ポ 木 8:30～12:00



子どもの養育や心身の障害に関する相談（公的機関）

機関名 管轄区域 電話番号

中央児童・障害者相談センター
瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名
古屋市、長久手市、愛知郡、西春日井郡

052-961-7250

海部児童・障害者相談センター 津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡 0567-25-8118

知多児童・障害者相談センター 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡 0569-22-3939

西三河児童・障害者相談センター 岡崎市、西尾市、額田郡 0564-27-2779

豊田加茂児童・障害者相談センター 豊田市、みよし市 0565-33-2211

新城設楽児童・障害者相談センター 新城市、北設楽郡 0536-23-7366

東三河児童・障害者相談センター 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 0532-54-6465

一宮児童相談センター 一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、丹羽郡 0586-45-1558

春日井児童相談センター 春日井市、小牧市 0568-88-7501

刈谷児童相談センター 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 0566-22-7111

名古屋市中央児童相談所
名古屋市千種区、東区、北区、中区、昭和区、瑞穂
区、守山区、緑区、名東区、天白区

052-757-6111

名古屋市西部児童相談所
名古屋市西区、中村区、熱田区、中川区、港区、南
区

052-365-3231

外国語が通じる発達障害児向け機関

団体名 所在地 電話番号

こどもサポート教室「きらり」安城校 安城市 050-3533-0309

こどもサポート教室「きらり」豊橋校 豊橋市 0532-35-6030

こどもサポート教室「きらり」新豊橋校 豊橋市 0532-39-7147

こどもサポート教室「きらり」北山校 豊橋市 050-3533-0248

こどもサポート教室「きらり」豊田校 豊田市 050-3533-0247

こどもサポート教室「きらり」桃花台校 小牧市 0568-78-4976

こどもサポート教室「きらり」港第一校 名古屋市港区 052-387-8625

NAK-NÚCLEO DE APOIO「KIRARI」 安城市 0566-91-7117

児童デイほほえみ 豊田市 0565-43-3006

児童発達支援・放課後等デイサービスPoco a poco 豊橋市 0532-69-2333
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当協会のホームページでは、県内で活動する民間国際交流団体のうち、各国と交流を持つ団体の情

報が検索できます。

民間国際交流団体検索 http://www2.aia.pref.aichi.jp/kikaku/j/dantai/ngo.html
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各国の関係団体

国 団体名 活動内容 所在地
連絡先、E-mail、

URL

インドネ
シア

ナゴヤ・インドネシア
文化協会

インドネシア・フェスティバル、留
学生、研修生、及び国際結婚し
た家族会との交流

名古屋市
URL：http://pkin-
melati.jimdo.com/

タイ
在日タイ人ネットワー
ク

在日タイ人ボランティアによる相
互扶助

東京都
0８０-３５０８-１５４３
URL：
http://tnj.jimdo.com 

韓国
（特活）コリアンネット
あいち

障害者、高齢者のための支援活
動、生活・法律相談

名古屋市 052-910-3309

中国
日本中国友好協会
愛知県連合会

国際交流、中国残留孤児支援
活動、留学生の就職相談・生活
相談等

名古屋市 052-763-1152

フィリピ
ン

フィリピン人移住者セ
ンター（FMC）

在日フィリピン人の直面する諸
問題の相談対応

名古屋市 052-242-8360

中部フィリピン友好
協会

フィリピンに関する講座、フィリピ
ンフェスティバル、交流会

名古屋市
052-977-5197

ベトナ
ム

名古屋ベトナムネット
学校等での通訳、日本語教室で
の学習支援

名古屋市

070-5589-5608
E-mail: 
758vietnamnet@gma
il.com 

ブラジ
ル

（特活）ABT豊橋ブラ
ジル協会

ラジオニッケイ(ウェブラジオ)で
の市政情報の提供、日本語教室、
ポルトガル語教室、外国人のた
めの税務相談会等

豊橋市 0532-39-3437

NPO在日ブラジル人
を支援する会（NPO
SABJA）

法令・労働・教育・健康・心理・
一般事項に関する電話相談・支
援等

東京都 050-6861-6400

ペルー
（公財）豊川市国際
交流協会ラテンアメ
リカ部会

母語教育支援、ラテンアメリカの
文化伝承、国際交流活動等

豊川市 0533-83-1571



● 「かすたねっと」－文部科学省ウェブサイト

外国人児童生徒の受入れ実績が豊富な地域で作成・公開された多言語の学校文書を検索するこ

とができるサイトです。

http://www.casta-net.jp/bunsho/

● 「外国人児童生徒受入れの手引き」－文部科学省発行 発行年：2010年

日本語指導担当教員をはじめとした学校の職員や教育委員会の職員のための手引書です。外国人

児童生徒の実態や各職員の役割、日本語指導のあり方などを解説しています。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm

● 「外国人児童生徒のための就学ガイドブック」－文部科学省／2015年

日本の学校制度や組織、就学の手続き、学校生活についての概要がわかるガイドブックです。

ポルトガル語版、スペイン語版、フィリピノ語版、中国語版、英語版、韓国・朝鮮語版、ベトナム語版が

あります。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1320860.htm

● 「プレスクール実施マニュアル」－愛知県／2009年

プレスクールを実施、運営する際のポイントや指導の進め方が記載されたマニュアルです。

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/0000028953.html

● 「～1年生になるまえに～小学校入学への手引」－愛知県／2016年

小学校に入学する子どもをもつ保護者のための手引書です。学校生活や準備するものをイメージ

できるよう説明したり写真で図示したりしています。日本語の説明文にポルトガル語、中国語、タガロ

グ語、スペイン語、英語が併記されている冊子です。

http://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/124323_89817_misc.pdf

● 「幼稚園・保育園ガイドブック」－愛知教育大学外国人児童生徒支援リソースルーム ／2013年

幼稚園や保育園での生活や行事などを具体的に説明し、園生活で必要になるものをイラストや写

真で図示しています。ポルトガル語版、スペイン語版、中国語版、タガログ語版、英語版があります。

http://www.resource-room.aichi-edu.ac.jp/kyozai_sonota_gaidobook.html

● 「小学校ガイドブック」－愛知教育大学外国人児童生徒支援リソースルーム ／2015年

小学校での生活や行事などを具体的に説明し、学校生活で必要になるものをイラストや写真で図
示しています。ポルトガル語版、スペイン語版、中国語版、タガログ語版、英語版があります。
http://www.resource-room.aichi-edu.ac.jp/kyozai_sonota_shougaidobook%20.html

ここでは、外国人の就学・進学を考える時、学校生活の指導をする時などに活用できる
資料、多言語版の資料、日本語指導をする時に活用できる資料などを掲載しています。

就学・学校生活に関する資料
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教育に役立つ資料



● 「外国につながる子どもたちの進路開拓ガイドブック」－愛知県／2012年

外国につながる子どもたち及び保護者のための進路を考えるガイドブックです。高校入試の仕組

み、高校卒業後に考えられる進路などを記載しています。ポルトガル語版、スペイン語版、フィリピノ

語版、中国語版（簡体字、繁体字）、英語版があります。

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/shinro-gidebook.html

● 「外国につながる子どもたちの進路応援ガイドブック」－愛知県／2012年

外国につながる子どもたちの進路を考える支援をしているNPOやボランティアの人のためのガイド

ブックです。進路に関する情報、進路・志望校選びを支えるためのポイントなどが記載されています。

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/shinro-gidebook.html

● 外国人児童のための教材－愛知教育大学 外国人児童生徒支援リソースルーム

愛知教育大学外国人児童生徒支援リソースルームが開発した教材がリスト掲載されています。

http://www.resource-room.aichi-edu.ac.jp/kyozai.html

● 外国につながる子どもたちのための教材－東京外国語大学 多言語・多文化教育研究センター

東京外国語大学 多言語・多文化教育研究センターが開発した教材がリスト掲載されています。日本

語と多言語で併記されている教材です。

http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/social.html

● 中学教科単語帳－宇都宮大学HANDSプロジェクト

中学校で使う頻度が高い単語を集めた日本語と多言語の２か国語併記の単語帳です。ポルトガル語、

スペイン語、フィリピノ語、タイ語・中国語、ベトナム語があります。

http://www.djb.utsunomiya-u.ac.jp/download/725/

● 「学校教育におけるJSLカリキュラム」－文部科学省

日本語指導と教科指導を統合し、学習に参加するための力を育成するためのカリキュラムです。小学

校編、中学校編に分かれており、それぞれ共通項目や教科別項目等で構成されています。

・小学校編 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/008.htm

・中学校編 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/011.htm

● 外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメントDLA－文部科学省

文部科学省が開発した日本語能力の評価ツールについて書かれた冊子です。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.htm

● 「たのしい1ねんせい」－愛知県 発行年：2016年

プレスクールでの指導や途中編入した子どもに対する指導のための学習教材。学校生活に必要

になる言葉が日本語とポルトガル語、中国語、タガログ語、スペイン語、英語と併記されています。

http://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/124323_89816_misc.pdf

子どもの進路に関する資料

日本語学習に関する資料

学習教材
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● 「イチからはじめる外国人の子どもの教育ー指導に困ったときの実践ガイド」
臼井智美 編／株式会社教育開発研究所／２００９年

● 「外国人児童生徒のための支援ガイドブック～子どもたちのライフコースによりそって～」
齋藤ひろみ 編著／今澤悌・内田紀子・花島健司 著／株式会社凡人社／２０１１年

● 「『移動する子どもたち』と日本語教育ー日本語を母語としない子どもへのことばの教育
を考えるー」

川上郁男 編著／株式会社明石書店／２００６年

● 「ブラジル人と小学校教師のための学校生活まるごとガイド ポルトガル語訳つき」
須藤とみゑ・池上摩希子 著／スリーエーネットワーク／2003年

● 「新教育現場のポルトガル（ブラジル）語」
田所清克・伊藤奈希砂 著／国際語学社／2003年

● 「教育現場のスペイン語」
小波津由美子・坂東省次 著 ／国際語学社／2005年

● 「子ども・保護者・地域を変える 多文化共生の学校を創る『理想は高く、現実に絶望しない』
教師集団の実践」

加藤幸次 監修／東浦町立石浜西小学校 編著／2009年

● 「国際理解ハンドブック ブラジルと出会おう」
IPEAポルトガル語教室・谷啓子・富本潤子 編著／株式会社国土社／２００１年

● 「国際理解ハンドブック 中国と出会おう」
納村公子 編著／株式会社国土社／２０００年

● 「国際理解ハンドブック 韓国・朝鮮と出会おう」
ヨコハマハギハッキョ実行委員会・山本すみ子 編著／株式会社国土社／１９９９年

● 「国際理解ハンドブック フィリピンと出会おう」
ピナツボ復興むさしのネット・山田伸男・出口雅子 編著／株式会社国土社／２００２年

● 「母語教育サポートブック『KOTOBA』－家庭／コミュニティで育てる子どもの母語－」
ー愛知県／2013年

外国人の親が子どもたちに母語の大切さを教えたり、母語による学習支援ができるようにするため

の冊子です。ポルトガル語版、スペイン語版、フィリピン語版、中国語版、韓国・朝鮮語版があります。

併せて「外国人コミュニティ母語教育等支援事業報告書」を発行しています。

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/0000060441.html

母語に関する資料

書籍
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日本語 ポルトガル語 スペイン語

あ アスペルガー症候群 Síndrome de Asperger Síndrome de Asperger

い いじめ Maltratar, assediar (Bullying) Acoso escolar

一般入試 Exame de admissão escolar Prueba general de acceso

か 外国人学校 Escola estrangeira Colegio de extranjeros

外国人生徒等選抜
Exame de admissão escolar para

estudantes estrangeiros

Selección de alumnos extranjeros y

otros

下学年編入 Baixo inclusão de grau Trasferencia a curso inferior

学習支援 Auxílio educacional Apoyo al estudio

学習障害（LD） Dificuldades de aprendizagem Dificultades de aprendizaje

各種学校 Escola profissional Colegio de categoría “diverso”

学力検査 Exame de capacidade escolar Prueba de conocimientos

貸付制度 Sistema de empréstimo Sistema de préstamo

学校 Escola, colégio Colegio, escuela

家庭 Lar, casa Hogar

き 義務教育 Escolaridade obrigatória Educación obligatoria

教育 Educação Educación

教育委員会 Concelho de educação Comité de Educación

教育制度 Sistema de ensino Sistema educativo

教育ローン Empréstimo de educação Préstamo educativo

こ 合格 Aprovação Aprobado

工業科 Curso industrial Modalidad técnica industrial

校則 Normas escolares Normas escolares

高等学校（高校） Colegial
Colegio de educación secundaria

superior, colegio de bachillerato

高等学校卒業程度
認定試験

Teste de certificado de graduação do
ensino médio

Examen de evaluación equivalente a

graduado en secundaria superior

公立 Público Público

語学相談員 Consultor de línguas Consultor de idioma

さ 在留資格 Qualificação de residência Permiso de residencia

し 支援 Auxílio Apoyo

市区町村役場 Escritório municipal Municipalidad, alcaldía, ayuntamiento

試験 Exame, teste Examen

自己責任 Auto-responsabilidade Responsabilidad propia

児童（小学生児）
Criança (Crianças estudantes de escola
primária)

Niño
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英語 中国語 フィリピノ/タガログ語 韓国・朝鮮語

Asperger’s Syndrome
阿斯波哥尔综合症(一
种不善交际，兴趣偏
狭的内向症状)

Asperger's Syndrome 아스퍼거 증후군

Bully 欺负 Mang-api 이지메, 집단괴롭힘

General entrance 
examination

一般入学考试 Pangkalahatang Pagsusulit
sa Pagpasok

일반입시

International school 外国人学校 Paaralang Pandaigdig 외국인학교

Selection of foreign 
students

外国人学生等选拔 Pagpili ng mga banyagang mag-
aaral

외국인생도등 선발

Transfer to lower grade 下学期编入 Paglipat sa mababang baitang 하학년편입

Study support 学习支援 Suporta sa pag-aaral 학습지원

Learning disability 学习障碍 Pag-aralan ang kahinaan 학습장애

Miscellaneous school 各种学校 Sari-saring paaralan 각종학교

Academic achievement test 学力检查 Pang-akademyang
Pagsusulit

학력검사

Lending system 贷款制度 Sistema ng pagpapaupa 대부제도

School 学校 Paaralan 학교

Home 家庭 Pamilya 가정

Compulsory education 义务教育 Obligadong Pag-aaral 의무교육

Education 教育 Edukasyon 교육

Board of education 教育委员会 Kapulungan pang edukasyon 교육위원회

Educational system 教育制度 Sistema ng Pag-aaral 교육제도

Educational loan 教育贷款 Pautang para sa pag-aaral 교육대출

Pass 通过，合格 Pumasa 합격

Industrial course 工业系 Pang-industriya kurso 공업과

School regulations 校规 Alituntunin ng paaralan 교칙

High school 高中学校（高中） Mataas na paaralan 고등학교

High School Equivalence 
Examination

高中毕业考试
Pagsusulit na katumbas ng high 
school, ito ay para sa mga hindi
nakapagtapos ng high school

고등학교졸업정도
인정시험

Public 公立 Publiko 공립
Language learning instructor 
for foreign students

外语学习咨询者 Tagapayo na maaaring makipag-
usap sa wikang banyaga

어학상담원

Status of residence 在留资格 Katayuan ng pananatili 재류자격

Support 支援 Tulong 지원

Municipal office 市区町村办事处 Munisipyo 시/구/초/손 관청

Examination 考试 Pagsusulit 시험

Out-of-pocket expense 自己的责任 Sariling gastos 자기부담

Elementary school children 儿童 Mga batang nasa elementarya 초등학교재학아동

● 97 ●



日本語 ポルトガル語 スペイン語

し 児童相談センター Centro de consulta à criança Centro de Consulta del Niño

児童デイサービス Day service infantil Centro de día infantil

自閉症 Autismo Autismo

志望校 Escola preferida Colegio al que se desea entrar

就学援助 Assistência educacional Ayuda a la escolarización

就学年齢 Idade escolar Edad escolar

就学前健診 Exame médico pré-escolar
Examen médico previo a la
escolarización

就職 Emprego, trabalho Colocación laboral

授業料 Custo escolar Tasa de clases

出願 Pedido de admissão Aplicación

障害者 Deficiente físico ou mental Persona con deficiencia

奨学金 Bolsa de estudos Beca

小学校 Escola primária Colegio de educación primaria

商業科 Curso de comércio Modalidad comercial

書類選考 Seleção por exame dos documentos Evaluación de documentos

私立 Particular, privado Privado

進学 Ingressar na escola superior Acceso (a un ciclo superior)

申請 Requerimento Solicitud

進路 Futuro escolar Camino a seguir

す 推薦入学 Admissão escolar por recomendação Acceso con recomendación

スクールカウンセラー Conselheiro escolar Consultor escolar

スクールソーシャルワーカー Assistente social escolar Asistente social escolar

せ 成績 Nota escolar Notas, resultados

成績証明書 Certificado de nota escolar Certificado de notas

生徒（中学・高校生）
Aluno, estudante (Estudante do ginásio

e colegial)
Alumno (de secundaria)

専攻 Especialização Especialidad

専修学校 Escola de especialização Colegio vocacional

先生 Professor Profesor(a), maestro(a)

大学入試センター試験
Exame de capacitação para
universidade (Centā Shiken)

Examen del Centro Nacional de
Exámenes de Acceso a la

Universidad

全日制 Sistema de educação integral
Programa educativo de tiempo
completo

専門学校 Escola técnica Colegio especializado

そ 総合学科 Curso geral Modalidad integrada

卒業 Graduação, formatura Graduación

卒業証明書 Certificado de graduação Certificado (diploma) de graduación

た 大学 Faculdade, universidade Universidad
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英語 中国語 フィリピノ/タガログ語 韓国・朝鮮語

Consultation Center for 
Children’s Affairs

儿童咨询中心 Sanggunian center para sa mga
bata

아동상담센터

Day service center for 
children

儿童节服务 Serbisyo para kalingain ang mga
bata

아동데이서비스

Autism 自闭症
Autism(mga batang mahirap
makipag-komunikasyon,mahina
ang imahinasyon)

자폐증

School of one’s choice 希望报考学校 Paaralang mapagpipilian 지망교

School expense subsidy 上学援助 Tulong na salapi sa paggastos
sa paaralan

취학원조

School age 上学年龄 Edad na pampaaralan 취학연령
Physical checkup before 
entering school

上学前健康检查 Pisikal na checkup bago
magpasukan

취학전검진

Taking a job 就职 Maghanap ng trabaho 취직

Tuition 学费 Bayad sa pag-aaral 수업료

Application for admission 申请资料 Aplikasyon para sa pagpasok 출원

Person with disability 残疾人 Taong may kapansanan 장애자

Scholarship 奖学金 Pautang scholarship 장학금

Elementary school 小学 Paaralan Elementarya 초등학교

Commercial course 商业系 Kursong pang komersiyal 상업과
Selection based on 
documents

根据书面材料(档案
等)进行审核 Kasulatang ipapalabas 서류선고

Private 私立 Pribado 사립

Advancement to higher 
education

升学 Pagsulong sa mataas na
edukasyon

진학

Application 申请 Aplikasyon 신청

Future path 前途 Hinaharap na landas 진로

Admission on 
recommendation

推荐入学 Rekomendasyon sa pagpasok 추천입학

School counselor 学校个人生活指导员 Tagapayo ng paaralan 스쿨카운셀러

School social worker 学校社会工作者 Social worker sa paaralan 스쿨소셜워커

Academic performance 成绩 Pang-akademya pagganap 성적

Grade report 成绩证明书 Pang-akademiyang sertipiko 성적증명서

Student (junior high/high
school)

学生 Mag-aaral sa junior high/high 
school

중/고등학교학생

Major 专业 Pangunahin 전공

Specialized training college 专科学校 Paaralan panghanapbuhay 전수학교

Teacher 老师，医生 Guro 선생님
Preliminary university 
entrance examination
(National Center Test)

上大学前的共同测试
(全国统一考试)

Unang pagsusulit sa pagpasok
sa unibersidad

대학입시센터시험

Full-time course 全天制 Pag-aaral ng lubos 전일제

Professional training college 专门学校 Propesyonal na pagsasanay sa 
kolehiyo

전문학교

General course 综合学校 Pangkalahatan kurso 종합학과

Graduation 毕业 Pagtatapos 졸업

Graduation certificate 毕业证明书 Diploma ng pagtatapos 졸업증명서

University, college 大学 Unibersidad, Kolehiyo 대학



日本語 ポルトガル語 スペイン語

た 大学院 Pós-graduação Escuela de posgrado

ダブル・リミテッド

Adjetivo usado para crianças que não
dominam o idioma materno e também o
japonês (Daburu Rimittedo)

Persona con doble limitación de

idioma (en lengua materna y lengua
de acogida)

注意欠陥多動性障害
(ADHD)

Transtorno de hiperatividade e déficit de
atenção

Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (ADHD)

中学夜間学校 Sistema de educação ginasial noturna
Escuela nocturna de educación
secundaria básica

中学校 Ginásio
Colegio de educación secundaria
básica

中学校卒業程度認定
試験

Teste de certificado de graduação do

ensino ginasial

Examen de evaluación equivalente a
graduado en secundaria básica

て 定時制 Sistema de educação noturna Programa educativo de tiempo parcial

と 特別支援学級 Classe especial de auxílio educacional Clase de apoyo especial

飛び級 Pular um grau escolar Salto de grado

取り出し授業 Programa de aulas fora da sala de aula Clase aparte

に 日本学生支援機構
Serviço de auxílio aos estudantes do
Japão

Organización Japonesa de Servicios

para Estudiantes

日本語教室 Sala de japonês Aula de japonés

日本語能力試験 Teste de proficiência japonesa
Examen Oficial de Nivel de Lengua
Japonesa

入学願書 Pedido de admissão escolar Solicitud de ingreso

入学金 Taxa de matrícula Tasa de ingreso

入学試験 Exame de admissão Examen de ingreso

年度 Ano (fiscal, escolar, etc.) Año (administrativo)

は 発達障害 Transtorno de desenvolvimento Trastorno del desarrollo

ひ 引きこもり
Adjetivo usado para pessoas que se
excluem socialmente (Hikikomori)

Autoencierro

PTA Concelho de pais e mestres Asociación de padres y profesores

費用 Custo Gastos

ふ 不就学 Pessoa sem escolaridade No escolarización

普通科 Curso regular Modalidad general

不登校 Pessoa que não frequenta a escola No asistencia al colegio

フリースクール Escola de educação livre (Furī sukūru) Escuela libre (para niños que no van al

colegio)

プレスクール Pré-escola Preescolar

へ 返済 Devolução Devolución (del préstamo)

編入 Inclusão, ingresso
Transferencia (desde otro centro
educativo)

ほ 保育園 Creche Guardería

放課後 Depois das aulas Extraescolar

母語 Língua materna Lengua materna

保護者 Pais e responsáveis Tutor (del niño)

補助金 Subsídio Subvención
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英語 中国語 フィリピノ/タガログ語 韓国・朝鮮語

Graduate school 研究生 Pinagtapusan paaralan 대학원
Double limited (problem of 
double limitation of language 
in mother language and the 
language of host country

两种语言都不是
很擅长

Double limited(problema sa lenguahe, sa
sariling wika at sa wika na ginagamit ng 
ginagalawang bansa)

더블 리미티드

Attention-Deficit Hyperactivity 
Disorder

注意力不集中多
动性障碍

Attention-Deficit
Hyperactivity Disorder

주의력결핍과다
행동장애

Evening junior high school 
classes

中学夜间学校 Juinior high school pang-gabing klase 중학야간학급

Junior high school 中学 Junior high school 중학교

Junior High school 
Equivalence Examination

中学毕业考试

Para sa mga hindi nakapagtapos ng 
Jr.high school , ito ay isang pagsususulit
katumbas ng Jr. high school para 
makapasok sa Sr. high school

중학교졸업정도
인정시험

Part-time course 定时，准时制 Pansamantala kurso 정시제

Class for supporting children 
with special needs

特别支援班级 Natatanging kurso para sa mga bata na
nangangailangan ng tulong

특별지원학급

Advanced placement 跳班，跳级 Pagsulong sa mas nakakataas na grado 월반

Separately given class 挑选上课 Natatanging leksyon 특별수업

Japan Student Services 
Organization (JASSO)

日本学生支援机
构

Japan Student Services
Organisation (JASSO)

일본학생지원기
구

Japanese class 日语教室 Japanese class 일본어교실

Japanese Language 
Proficiency Test

日语能力考试 Pagsusulit sa kakayahan ng Wikang
Hapon

일본어능력시험

Admission application form 入学申请书 Application form para sa pagpasok 입학원서

Admission fee 入学金 Bayad pagpasok 입학급

Entrance examination 入学考试 Pagpasok na pagsusulit 입학시험

School year 年度 Piskal na taon 년도

Developmental disorder 发育障碍 Developmental disorder 발달장애

Acute social withdrawal 闭门不出 Ayaw lumabas ikinukulong ang sarili sa
silid at ayaw makipag-usap sa tao

히키코모리

Parent Teacher Association 父母与老师联合 Kapisanan ng Magulang at Guro 사친회

Expense 费用 Gastos 비용

Non-enrollmant of school 没有报名上学 Non-enrollmant ng paaralan 불취학

General course 普通科目 Pangkalahatan kurso 보통과

Refusing to attend school 拒绝上学 Ayaw pumasok sa paaralan 등교거부

Free school 自由学校 Libreng paaralan 프리스쿨

Preschool program for 
students before 1st year of 
elementary school

上小学之前的预
备班

Programa para sa preschool na mga
mag-aaral bago mag ika-1taon ng 
elementarya

프레스쿨
(초등학교전
준비 학교)

Repayment 偿还 Pagbabayad 변제

Transfer 编入 Paglilipat 편입

Nursery school 托儿所 Nursery school 보육원

After school 放学后 Pagkatapos ng eskwela 방과후

Mother language 母语 Katutubong wika 모어

Parents and guardians 监护人 Magulang at Katiwala 보호자

Subsidy 补助金 Tulong na salapi 보조금



日本語 ポルトガル語 スペイン語

め 面接 Entrevista Entrevista

も 文部科学省
Ministério de Educação, Cultura, Esporte,
Ciência e Tecnologia

Ministerio de Educación, Cultura,
Deportes, Ciencia y Tecnologías

よ
幼児（１歳から小学校入
学前の子ども）

Bebê, criança de colo (Crianças que ainda
não ingressaram na escola primária)

Niño(a) (de corta edad)

幼稚園 Jardim de infância Escuela Infantil

呼び寄せ Trazer os familiares para o país
Traída (de una persona desde el

extranjero)
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英語 中国語 フィリピノ/タガログ語 韓国・朝鮮語

Interview 面试 Pakikipanayam 면접

Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology

文部科学省
Kagawarang-bansa ng Pag-aaral, 
Kultura,Laro,
Siyensiya, at Teknolohiya

문부과학성

Children over 1 before entering 
elementary school

幼儿 Mga bata higit sa 1taon bago
pumasok sa elementarya

유아 (1세부터
초등학교 입학전
아동)

Kindergarten 幼儿园 Kindergarden 유치원

Bringing over (from foreign 
countries)

召集 Anyayahan (mula sa banyagang
bansa)

불러들임
(해외에서)



在留資格は27種類あり、決定された在留資格で認められている活動以外の活動を行うことはでき

ません。また、在留期間を超えて在留する場合は期間更新の許可が必要です。

なお、子どもが就学する際も、在留資格についての問題が起こることがあります。（→P.50）

在留資格一覧
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在留資格 在留期間 代表的な職業等 就労
制限

外交 外交活動を行う期間 外交官 △

公用 5年・3年・1年・3月・30日・15日 国際機関職員 △

教授 5年・3年・1年・3月 大学教授 △

芸術 5年・3年・1年・3月 音楽家、芸術家 △

宗教 5年・3年・1年・3月 宗教家 △

報道 5年・3年・1年・3月 外国の報道特派員 △

高度専門職 5年または無期限
法務大臣が指定する機関の研究者、技
術者、経営者

△

経営・管理 5年・3年・1年・4月・3月 企業の経営者、管理者 △

法律・会計業務 5年・3年・1年・3月 弁護士 △

医療 5年・3年・1年・3月 医師、看護師 △

研究 5年・3年・1年・3月 政府機関や私企業の研究者 △

教育 5年・3年・1年・3月 中学校・高等学校等の語学講師 △

技術・人文知識
・国際業務

5年・3年・1年・3月 システムエンジニア、通訳、デザイナー △

企業内転勤 5年・3年・1年・3月 外国の事業所からの転勤者 △

興行 3年・1年・6月・3月・15日 舞踊家、プロスポーツ選手 △

技能 5年・3年・1年・3月 外国料理コック △

技能実習
1年・6月または1年を超えない範囲で法務大臣
が個々に指定する期間

技能実習生 △

文化活動 3年・1年・6月・3月 日本文化の研究者 ×

短期滞在 90日・30日・15日以内の日を単位とする期間 観光旅行者 ×

留学
4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月・2年・1年3
月・1年・6月・3月

大学生、高校生、小中学生、日本語学校
生

×

研修 1年・6月・3月 研修生 ×

家族滞在
5年・4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月・2年・1年
3月・1年・6月・3月

在留外国人が扶養する配偶者・子 ×

特定活動
5年・3年・1年・6月・3月または法務大臣が個々
に指定する期間（5年を超えない範囲）

ワーキングホリデー、経済連携協定に基づ
く外国人看護師・介護福祉士候補者

△

永住者 無期限 永住許可のある者 ○

日本人の配偶者等 5年・3年・1年・6月 日本人の配偶者・子・特別養子 ○

永住者の配偶者等 5年・3年・1年・6月 永住者の配偶者・子 ○

定住者
5年・3年・1年・6月または法務大臣が個々に指
定する期間（5年を超えない範囲）

日系3世、定住者の配偶者、日本人の6
歳未満の養子

○

※就労制限： ○ 制限なし、△ 一定範囲可、× 不可



●法務省 在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表
●文部科学省 学校基本調査 統計表
●文部科学省 日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査 （2014年度）

出 典

第1章

第２章

●文部科学省 外国人児童生徒受入れの手引き
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm

●文部科学省 各学校段階における入学資格等について（文科省）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/06042105/008.htm

●文部科学省 高等学校入学資格
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/sikaku/1311012.htm

●文部科学省 高等学校卒業程度認定試験
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/

●文部科学省 大学・大学院入学資格について
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111319.htm

●文部科学省 日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（平成26年度）の結果について
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/04/__icsFiles/afieldfile/2015/06/26/1357044_01_1.pdf

●文部科学省 学校における教育相談に関する資料
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/120/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2016/02/12/13660
25_07_1.pdf

●愛知県教育委員会 愛知県の公立高等学校を目指す外国人の方へ
http://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/225137.pdf

●海外からの編入学について（愛知県教育委員会）
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kotogakko/0000027288.htm

●一般財団法人自治体国際化協会多文化共生ポータルサイト
http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/learn/enter_education.html

●日本留学総合情報ガイド
http://www.studyjapan.go.jp/jp/toj/toj05j.html

●日本留学ポータルサイトGateway to Study in Japan
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/ja/modules/pico/index.php?content_id=11

●文部科学省「諸外国の教育統計」平成27年度版
●外務省 諸外国・地域の学校情報

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/world_school/index.html
●キッズ外務省 世界の学校を見てみよう！

http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/kuni/index.html
●イチからはじめる外国人の子どもの教育ー指導に困ったときの実践ガイドー／臼井智美 編／(株)教育開発

研究所／２００９年
●日本語能力試験

http://www.jlpt.jp/index.html
●愛知県 やさしい日本語の手引き～外国人に伝わる日本語～

http://www.pref.aichi.jp/kokusai/easyjapanese/tebiki.pdf

以下の国別情報は、４章「知っておこう！それぞれのお国事情」の出典も含みます。

インドネシア
●「世界の国を知る 世界の国から学ぶ わたしたちの地球と未来 インドネシア共和国」

http://www2.aia.pref.aichi.jp/koryu/kyouzai/PDF/H21/Indonesia.pdf
● 独立行政法人国際交流基金 2012年海外日本語教育機関調査
● 外務省 平成11年度経済協力評価報告書
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タイ
●世界の子どもたちはいま タイの子どもたち／西村佐二 指導、安西剛 編集、伊藤年一 発行／株式会社学習研

究社／2000年
●国際理解に役立つ世界の衣食住 8世界の学校／小松義夫 監修・写真、小野沢啓子 文、小峰紀雄 発行／株

式会社小峰書店／2001年
●タイを知るための72章／綾部真雄 編著／株式会社明石書店／2014年
●在東京タイ王国大使館ウェブサイト

http://www.thaiembassy.jp/rte1/index.php?option=com_content&view=article&id=973:2013-01-18-07-45-
19&catid=76:2012-12-19-07-11-24&Itemid=314

●「タイにおける開発と教育に関する一考察：農民グループの活動を事例に」 櫃本真美代/獨協大学交流文化学科
紀要 ２０１１年

韓国
● http://www2.rikkyo.ac.jp/web/taki/contents/2006/report2006e.pdf#search=%27大学受験資格+朝鮮学

校%27
● http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314.htm

中国
●文部科学省「附：中国の学校教育制度等」

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/015/siryo/05120501/007/006.htm
●自治体国際化協会「CLAIR REPORT No. 427 （中国の教育制度と留学事情）」

http://www.clair.or.jp/j/forum/pub/docs/427.pdf
●岡山県上海事務所「『二人っ子政策』の理想と現実」

http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/330057_3030678_misc.pdf
●Record China 「中国人の本音は「二人っ子なんてお断り」、なぜなら大人も子どももくたくただから-米紙」

http://www.recordchina.co.jp/al52965.html
●Foraya「子供に通わせるならどこの学校？～中国・広州の教育事情～」

http://foroya.net/age/post-20/
●中国国家衛生計画出産委員会 ニュースセンター２００１年３月１１日付

http://en.nhfpc.gov.cn/2017-03/11/c_71327.htm

ネパール
● Nepal Education in Figures, 2012/Government of Nepal   Ministry of Education 
●ネパール連邦民主共和国 基礎教育セクター基礎情報収確認調査報告書／独立行政法人国際協力機構人間開

発部／2012年3月
●ネパールの教育留学事業～海外留学ブームの中で～／在ネパール日本国大使館一等書記官 浜田清彦／ウェ

ブマガジン「留学交流」／2014年6月号
●在ネパール日本国大使館「ネパールの概要」／2015年1月

フィリピン
● http://tftstaffjp.blogspot.jp/2014/11/blog-post_19.html
● http://gloleacebu.com/philippines_elementary/
● https://www.jica.go.jp/chubu/enterprise/kaihatsu/kaigaikenshu/h21philippines/pdf/jissen07.pdf
● http://pro.tok2.com/~nhg/school2/s-philippine.htm
● http://gloleacebu.com/elementary_lunch/

ベトナム
●VIETJO（ベトジョー） ベトナムニュース

http://www.viet-jo.com/home/word-detail.php?id=87
●日本国際学校のウェブサイトのホームページ

http://jp.jis.edu.vn/

アメリカ
●アメリカ現地発！知っておきたい生活情報＆おすすめ観光情報サイト Lighthouseロサンゼルス

URL:http://www.us-lighthouse.com/kyouiku/e-126.html
●Study in the USA

URL:https://studyusa.com/ja/a/9/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%81%AE%E6%9
5%99%E8%82%B2%E4%BA%8B%E6%83%85
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●アメリカの学校・幼稚園・保育園 長期滞在のための教育事情
http://300pm.com/

ブラジル
●ニッケイ新聞 特別学級の在日伯人児童激増＝知的障害増加？ それとも…＝「ここ数年で特に顕著」＝中川さん
「危機の子供たち」

www.nikkeyshimbun.jp/2016/160408-71colonia.html
●三井物産CSRリポート2015 P.83環境：社会貢献活動「ブラジルとの取組み」

www.mitsui.com/jp/ja/csr/csrreport/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/09/05/ja_csr_2015-07.pdf
●ブラジルの法律と公立学校での宗教教育に

http://gestaoescolar.org.br/politicas-publicas/leis-brasileiras-ensino-religioso-escola-publica-religiao-legislacao-
educacional-constituicao-brasileira-508948.shtml
http://novaescola.org.br/politicas-publicas/ensino-religioso-escola-publica-relacao-delicada-laica-religiao-747579.shtml
http://www.revistaforum.com.br/2013/01/11/o-ensino-religioso-nas-escolas-publicas/

●初等教育（読み書きが未達成な時期）での留年について
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2921/A-Lei-9394-96-proibe-a-reprovacao-em-sala-de-alfabetizacao

●ブラジル教育基本指針法
http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/

●ブラジル私立学校のカレンダーの一例（サンパウロ・ピオネイロ校）
http://www.pioneiro.com.br/calendario/

●ブラジルの教育事情 －経済発展とともに注目すべき教育改革－
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/related/kouryu/2012/__icsFiles/afieldfile/2015/11/19/eharahiromi_yamaguchian
amami.pdf#search='%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%95%99%E8%
82%B2%E5%88%B6%E5%BA%A6

●ブラジルの教育制度 （在日本ブラジル大使館）
http://toquio.itamaraty.gov.br/ja/rrrrreducacao.xml

●平成21年度文部科学省委託事業 国際協力イニシアティブ教育協力拠点形成事業（MEXT International 
Cooperation）日系社会青年ボランティア「現職教員特別参加制度」活動支援のための教育協力システムの形成
【青年海外協力隊等派遣教員の支援】「ブラジルと日本の学校の違い」
http://earchive.criced.tsukuba.ac.jp/data/doc/pdf/2010/06/201006011532.pdf#search='%E3%83%96%E3%8
3%A9%E3%82%B8%E3%83%AB%E3%81%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%AD%A6%E6
%A0%A1%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84'

●特別支援学級について ブラジルからBoa tarde豊橋市
http://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/16282/ikezaki4.pdf

●障害児支援協会（AACD）について
https://aacd.org.br/conheca-aacd/

●障害児支援協会（AACD）の学校について
https://aacd.org.br/aacd-escolar/

●ブラジル教育省 精神障害者の特別支援教育について
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/defmental.pdf

●ブラジル教育計画
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/12-ensino-superior/indicadores

●ブラジル地理統計研究所
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=40

ペルー
●群馬大学教育学部 「ペルーの教育事情 リマ市内の3校の事例より」

https://gair.media.gunma-u.ac.jp/dspace/bitstream/10087/7480/1/NO30_2013_10.pdf 
●日本貿易振興機構 「ペルー BOP層実態調査レポート」

https://www.jetro.go.jp/ext_images/theme/bop/precedents/pdf/lifestyle_education_201409_pe.pdf
●奈良大学 「ペルーの教育改革 二言語教育とインターカルチュラル教育」

http://repo.nara-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=1513

● 107 ●



●文部科学省 初等中等教育分科会教育課程部会議事録
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/07091203/001/007.htm

●文部科学省「教育改革の総合的推進に関する調査研究～諸外国における学制に関する改革の状況調査」／平
成26年3月20日

●言語マイノリティを支える教育／ジム・カミンズ 著/中島和子 訳/慶應義塾大学出版会/2011年
●多言語社会日本～その現状と課題 多言語化現象研究会 編/三元社/2013年
●南米につながる子どもたちと教育～複数文化を「力」に変えていくために／牛田千鶴 編/行路社/ 2014年
●文化間移動をする子どもたちの学び～教育コミュニティの創造に向けて／齋藤ひろみ・佐藤郡衛 編/ひつじ書房

／2009年
●国際移動と教育～東アジアと欧米諸国の国際移民をめぐる現状と課題／江原裕美 編／明石書店／2011年
●異文化間教育のとらえ直し／山本雅代・馬渕仁・塘利枝子 編/明石書店/2016年

●学校で子どもが掃除するのは当たり前ではない－世界の教育をリードする日本の学校清掃
http://children.publishers.fm/article/4226/

●欧米人「えっ、日本の学校では生徒が教室を掃除するの!?」驚きと感心のコメントいろいろ
http://labaq.com/archives/51831453.html

●外国人児童生徒のための支援ガイドブック／齋藤ひろみ 編著、今澤悌、内田紀子、花島健司 著／株式会社凡

人社／２０１１年

●あいち発達障害者支援センター https://www.pref.aichi.jp/hsc/asca/disorders/disorders.html

第３章

●帝京法学 「翻訳『ペルー共和国の総合教育法』」
https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/hougaku27-2-13.pdf

●近代文芸社 「ペルーの学校 日本の学校とどう違うのか」（1998年）
●明石書店 「ペルーを知るための66章（第2版）」 （2012年）
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（公財）愛知県国際交流協会では、多文化

ソーシャルワーカーが外国につながりを持つ方

の相談・支援をしています。また、複雑な問題

を抱える方には、関係機関などと連携しなが

ら、継続的な支援も行います。

◆ 対応言語＆利用時間 ◆

ポルトガル語・日本語：月～土曜日10:00～18:00

スペイン語：月～金曜日13:00～18:00

英語：月・火・木・金曜日13:00～18:00

中国語：月曜日13:00～18:00

フィリピノ語／タガログ語：水曜日13:00～18:00

※ただし、祝日及び年末年始（12／29～1／3）は除く。

多文化ソーシャルワーカーによる
相談・支援のご案内

◆ 所在地・連絡先 ◆

（公財）愛知県国際交流協会

あいち国際プラザ 多文化共生センター

〒460-0001

名古屋市中区三の丸2-6-1

TEL：052-961-7902／FAX：052-961-8045

E-mail：sodan@aia.pref.aichi.jp

URL：http://www2.aia.pref.aichi.jp/
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