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外国にルーツを持つ中学生の現状と

　　多文化共生センター東京での取り組み

　多文化共生センター東京 ( 以下、当センター ) では、外国にルーツを持つ子どもたちに関わる
教育相談を行っていて、それを基に、たぶんかフリースクールや土曜日ボランティア教室のほか、
支援団体につなげたり必要な情報を提供したりしています。
　近年、小中学校に在籍している児童生徒に関わる相談が多くあります。今号では教育相談か
ら見えた児童生徒の現状をまとめるとともに、2021 年度に当センターで取り組んだ支援活動を
特集します。

◆ 2019 ～ 2021 年度、小中学校に在籍している児童生徒からの相談が増加

　当センターで受けた相談のうち、2019 年度から 3年間の件数をまとめると、「小中学校在籍」
に分類される相談の数は、いずれの年度も
「中学卒業・学齢超過」の件数を 1.2 倍以上
上回っている。( 表 1)

        2022 年度がスタート！　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　枦木　典子 
　満開の桜も散り、若葉が芽吹く季節になりました。コロナ禍の 2年間が過ぎ、2022 年度が始ま
りました。世界では、ウクライナで多くの人々がなくなり、私たちにも、平和に向けた行動が求
められています。たぶんかフリースクール荒川校、杉並校では、新入生 14 名、中国、ナイジェリア、
カメルーン、タイ、スリランカ、バングラデシュ、ネパール、フィリピン、パキスタンにルーツ
を持つ 9カ国からの生徒が、仲良くやる気いっぱいの笑顔で学び始めています。ひらがな、カタ
カナから学ぶクラスと少し長文を読み始めているクラスがあります。
　さて、3月末に出された文部科学省の外国籍の子どもの就学状況調査では、日本に住む義務教
育年齢に当たる外国籍児童生徒の数は、13 万 3310 人でした。そのうち、1万 46 人もの外国籍の
子どもたちが、「不就学」、「連絡がつかず就学状況を把握できない」、「就学状況を確認していない」
状況におかれています。2019 年に初めて実施された全国調査時から、その数は減少していますが、
子どもたちが、十分な教育を受けられない状況はまだまだ続いています。
　多文化共生センター東京は、今年度も、外国にルーツを持つ子どもたちの学びを応援していき
ます。温かいご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

　　　　【高校生支援】　＝多文化共生スクールサポートセンター事業＝　　　　　
　多文化共生センター東京では、今年度から高校生支援の新しい取り組みとして、東京都教育
委員会との協働事業による「多文化共生スクールサポートセンター事業」を始めました。都立
高校の外国籍生徒の特別枠入試を実施している８校において、高校の支援要請に応え、外国籍
生徒の持つ課題解決に向けて、日本語支援等を行います。スタートしたばかりですが、高校と
連携し外国籍生徒に必要な支援を行っていきます。

（表1） 過去3年間の相談件数 2019 2020 2021

総件数 193 122 206
小中学校在籍 87 74 73
中学卒業・学齢超過 54 22 59
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　相談者は生徒本人や家族であるほか、2021 年度は学校の先生からも 11 件あった。
　内容は日本語や教科の学習支援に関するものや、高校受験・中学卒業後の進路についての問い合
わせが多く、学びの機会や情報を必要とする子どもや家族への支援体制が十分に行き届いていない
現状が垣間見られた。

・学校で日本語のサポートを受けていない  / 
　日本語のサポートが終わってしまった
・学校の授業についていけない  / 
    学校に行けなくなってしまった
・受験の仕組みや卒業後の進路について、
　どうすればいいかわからない

◆ 2021 年度、「たぶんか放課後教室」を開始

　中学校に在籍する子どもたちに対し、当センターではこれまで荒川区と協働で区内の来日して間
もない生徒への日本語初期指導（ハートフル日本語適応指導事業）や、都内中学生を対象に夏休み
中のフリースクールへの受け入れを行ってきたが、2021 年 9月から、彼ら彼女らが継続して日本
語や教科の学習支援を受けられる場所として、「たぶんか放課後教室」を開始した。

・活動日：水曜日と金曜日　17：30 ～ 19：30
　　　　   (2022 年 3 月末までに 48 回実施 )
・支援者：当センターのスタッフや FS 講師のほか、
                     東洋大学の学生も参加
・内容：日本語や教科の学習支援、
　　　    学校の宿題や受験対策をサポート
・参加者：計 12 名（2022 年 3月まで）
　　（荒川区：9名、台東区：2名、新宿区：1名）

＜活動の成果＞
・宿題や課題をきちんと提出できた　
・英検や数検など、資格試験の勉強ができた
・担任の先生から評価してもらえた　
・学校での問題を相談することができた

◆ たぶんかフリースクールでの受け入れ

　2021 年度の杉並校では、夏休みの期間以外に、
中学校へ編入する前の生徒 2名を受け入れ、日本
語や教科の学習支援のほか、学校生活に馴染める
ように準備した。
　相談を受けた段階では、どちらの家族も中学校
に編入後のサポートや学校生活を心配していた。
　短期間ではあったがフリースクールで準備した
ことで、2名とも安心して中学校へ編入できた。

◆ 今後の展望

　当センターで新たに始まった「放課後教室」
や編入前の生徒の受け入れは今年度も実施し
ます。他の活動とともに、学齢期の児童生徒
に届く支援をこれからも継続していきます。
　　　　　　　　　　　　　【事務局　信田】
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進学　おめでとう！

画２ 画画度
の画画思画画い画画出

０

年画２画１

　2021 年度も、新型コロナの影響によりフ

リースクールへの入学者は例年より少なく、

杉並校では、11 月に入ってから新クラスが

できました。授業の時間や形態も、感染状

況をみて時間を短縮したり分散登校を実施

したりしました。前年度に続いて、落ち着

いて学びに取り組むには厳しい状況でした

が、生徒たちはできる限りの努力をして、

希望する進学先へと歩みを進めました。

　卒業文集から「たぶんかフリースクール

の思い出」を紹介します。

2021 年度も、たぶんかフリースクールから

22 名の生徒が卒業し、それぞれの進路を歩み

始めました。たくさんのご支援をいただき、

ありがとうございました。

2021 年度も、22 名の卒業生が中学校・

高校に進学・編入しました。

都立高校 （全日制）   ・ ・ ・ 12 名

都立高校 （定時制）   ・ ・ ・ 3 名

埼玉県立高校　　　　　 ・ ・ ・ 2 名

千葉県立高校  　　　　 ・ ・ ・ 1 名

私立高校           　　  ・ ・ ・ 2 名

公立中学校        　　  ・ ・ ・ 2 名

　　　　　　＜2021 年度　FS の歩み＞

◆4月　荒川校で授業開始（9名）

◆6月　スポーツ大会を開催

◆9月　杉並校でもようやく授業開始（4名）

◆10 ～ 11 月

 　・出入国緩和により来日した生徒の入室が

　　 続いた

　  ・ 秋のスポーツ大会を開催

　  ・支援企業のボランティアさんと

          オンラインでイベントを実施

◆12 ～１月　入試に向けて面接や作文の練習

◆1～ 2月　

　  ・新型コロナの感染状況を考慮して、

　　 オンライン授業や分散登校を実施。

　 ・生徒たちの進路が次々と決まった

◆3月　「卒業を祝う会」を開催　

     ⇒　荒川 14 名・杉並 8名が卒業

　 11 月　オンライン

　　イベントの様子



たぶんかフリースクール荒川校

　今年も桜舞う季節がやって来ました。毎年４月は、新しいクラスに慣れるまで生徒も講師も
緊張気味のスタートです　初めはみんな小さな声なので「えっ？　聞こえません。もう一度ど
うぞ。」なのですが、「はい、はい。静かに！聞こえませんよ、もう…」に変わるのも時間の問
題です。この３月に送り出した生徒達も、入室当時は小鳥のようでした。みんなそれぞれ個性
豊かでコミュニケーション能力が高く活発、しかも圧倒的に女子が多く、一日中本当ににぎや
かでした。時に行き過ぎることもあり、「生徒指導」に頭を悩ませたこともありましたが、時に
は厳しく接することも必要と、それはそれで良い経験になりました。
　コロナ禍が続く中で、オンラインになったり、時間短縮になったりと学習形態も様々だった
のですが、スポーツ大会やオンラインゲーム大会等のイベントは、誰の心にも楽しい記憶となっ
て残ったようです。
　今年も受験の状況が多様で、早くに合格した生徒や３月に発表のあった生徒までいましたが、
誰もがみんなお互いの気持ちを思いやり、最後まで勇気づけていました。みんなとても仲が良く、
国が違ってもお互いを尊重し理解し合い深めていった絆は、これからもずっと続いていくこと
でしょう。日本語で冗談を言い合って笑い転げているのを見ると、（それがあまり面白くない
ジョークでも）ほっと心が和み、高校に行ってもその笑顔とパワーで何事も乗り越えていくの
だぞ！と、心から応援せずにはいられません。
　最後になりましたが、今年も多くの方々のご支援、ご指導を承り本当にありがとうございま
した。心より感謝申し上げます。生徒達が多文化フリースクールで過ごした時間は、必ずや彼
らの将来に向けて一つの光となって輝いていくことでしょう。　　　　　　　【講師　藤井】
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　 K さんの作文
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たぶんかフリースクール杉並校

　

　杉並校の日本語 2クラスは秋学期の 10月末からネパール出身の 2名の生徒でスタートし、
その時期からひらがな・カタカナの文字指導に入りました。11 月になり「初級文法」や日
本語の読みものに進んだころ、さらに中国、ネパール、パナマ出身の計 3名が入室しました。
彼らにはひらがな・カタカナを丁寧に教える時間がなく、自習に任せざるを得なかったのは
心残りで、文字の癖の強さやカタカナのあやふやさが残りました。
　5名の生徒のうち、2名が中学進学希望、3名が高校進学希望でした。12 月になって、中
学進学希望者のひとり、活発だった中国出身の生徒が中学に編入が決まり、一足先にフリー
スクールを卒業しました。その後、クラスが大人しい雰囲気になったと思ったのもつかの間、
分からないことについて生徒達からの質問が増えました。それに対してどのように易しい言
葉でわかりやすく説明したらいいのか、講師サイドとしては頭を悩ませつつも、活気と笑い
に満ちた楽しい授業になりました。
　コロナ下で授業時間が減り、オンライン授業になっても生徒達はいずれも健気に大量の宿
題を頑張ってこなし、それぞれの進学希望を叶えました。
　最終日にたどたどしいながらも、杉並校の思い出の作文を読んでいる姿に、わずか 5か月
でよくここまで成長できたと感無量になりました。生徒たちは桜の開花を楽しみにしながら
希望に満ちて卒業していきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【講師　須山】

日本語１クラス  L さんの作文

　 12 月

発表会の様子
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マクタル  ロシェル  メイ さん

1. 日本とフィリピンの高校生の違い

　フィリピンの高校は、女子生徒のネイルカ

ラー・化粧・ピアスなど、ヘアカラー以外は

大丈夫なのですが、日本ではその全てがダメ

です。

　それからフィリピンでは通学時に、路地を

走るサイドカーや大通りを走るタクシーに生

徒だけで相乗りしたりします。また私立高校

であればマイカーでの送迎が当たり前なのに、

日本では、マイカーで校門まで送ってもらっ

たりしたら、学生指導を受けることもありま

す。フィリピンでは、自転車通学は、絶対に

ありません。

　1番驚いたのは、フィリピンでは朝礼から

授業に至るまで、先生の前では全員が正しい

姿勢で静かに聞いているのに、日本の学校で

は………(^◇^; そうじゃなかったところです。

2. 高校生活で一番印象に残っている出来事

　私は高校生活で一番印象に残っている出来

事は体育祭です。

　1年生の時に、みんなと仲良くなりはじめ

るのは、体育祭のころからです。新型コロナ

ウイルス感染症があって、2年生の時は体育

祭が中止になってしまいました。3年生の時

に、新型コロナの感染予防のため、3日間に

分けて、学年ごとの体育祭を、諏訪台中学校

第二グラウンドでやりました。

　種目で思い出に残っているのは全員リレー

で、1年生の時に私たちのクラスは優勝しま

したが、3年生のリレーでは残念ながら負け

てしまいました。綱引きでは、みんながすご

く力持ちなので、綱を引くのがとても大変で

3. 大変だったこと

　私の国では漢字がないので、私が日本の高校

で一番困ったのは現代国語です。

　日本語を学び始めて 3年半が経ちましたが、

まだ完全に習得していません。

　また、国語には古典というものがあり、今の

日本人も使わない言葉遣いがいっぱいでした！

　本当に大変でしたが、卒業後の進学や就職に

役に立つとお父さんに言われたので頑張りまし

た。役にたつのかは、これからわかりますけ

ど・・・。

4. 自分でよかったと思うこと

　私は外国人で、恥ずかしがりなところが短

所なので、日本語で話すことが怖かったです。

しかし、それを治すために、学校や空手のク

ラスメートに自分から話し掛けて、日本語を

学び、話すことができたので良かったと思い

ます。

　もし入学した時から、クラスメートに自分

から話しかけられたら、もっと楽しい高校生

活が送れたと思います。

　ですから、みなさんも勇気を出して最初か

ら communication してみてください。楽しい

学生生活が送れるとおもいますよ！ (^ ^) ！

した。大縄跳びもやりました。

　そして、3年生の女子だけでダンスを踊り

ました。3年生になって体育の授業があまり

なかったので、ダンスを練習できる時間は少

なかったけれど、みんなで一緒懸命踊りまし

た。最後の体育祭は、とてもよい思い出にな

りました。

2018 年に FS 杉並校を卒業したロシェルさんが、3月に高校を卒業しました。

今回は高校生活の思い出とメッセージを書いてもらいました。



7

　
　

荒川区　ハートフル日本語適応指導事業

高校支援事業　【都立杉並総合高校】

行政との協働事業2021年度を振り返って

　2021 年 10 月前半は 8人の学習者に講師二人で対応していた夜の補充指導も 2人 ,３人と
卒業していき、11 月末から 12 日いっぱいは０人になってしまいました。
　一方、午前中の取り出し授業（通室）は、11 月後半に 1人入室。12 月からは３人が加わ
りました。来日後間もなくカチンカチンに緊張していた新入生３名も、先輩の活発な 2年生
に触発されて瞬く間に賑やかなクラスが出来上がりました。2月の始めにはもう一人加わり、
学校も母語も異なる５人がハートフルならではの出会いを楽しみながら日本語の勉強に熱心
に取り組んでいました。恒例の «わたしの国≫ポスター作りは、各々が写真や自作のイラス
トを使って工夫していました。発表後の質問タイムも何とか日本語でこなせるようになって
いました。3月以降は暫時補充に移行していきますが、これからもお互いに良い関係を続け
て成長していくことでしょう。

　コロナ渦の中での高校支援の取り組みの 2年目が終わりました。通常授業の後に、在京生

( 注１) だけで行っていた日本語の授業は、自宅学習やオンライン授業に切り替えられたり、

午前授業や短縮授業となったりと、当初の予定からすれば半分ほどの時間しかできませんで

した。そのため、宿題を出したりテスト勉強のための特別補習を行ったりと工夫をしました

が、十分な支援ができたとは言いがたい状況でした。それでも生徒たちはとても頑張って、

学年末の成績では予想以上の評価を得ることができました。

　また、各学校への年度末訪問は、ハートフルで学んだ児童

生徒に関して有意義な情報共有の機会となりました。中には

未だクラスや学校に馴染めないといった生徒もいましたが、

進学など順調に次のステップに進むことができた、良きクラ

スメイトに恵まれて頑張っている等の喜ばしい声が多く聞か

れました。　【講師　雨宮】

　また、在京生全員が集まることができるのはこの授業

だけということもあり、生徒もとても楽しみにしていた

ようです。各学期末の最後の授業では、打ち上げを兼ね

て百人一首の札を使った「坊主めくり」や「将棋崩し」

などのゲームをしました。皆歓声を上げてとても楽しん

でいました。

　　　　【多文化共生スクールコーディネーター　小綿】

※( 注１)・・・都立高校の在京外国人生徒対象入試を受けて入学した生徒のこと
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ボランティアの

　2021 年 7月からボランティアをしています。自らの意志ではなく来日した子どもに教えるの
は初めての経験でした。また、事前に「どんな子どもに何を指導するのか」が、ほとんどわか
らない状態での学習支援も初めてで、最初はとても緊張していました。実際にボランティアを
何回かしているうちに、そのような不安は吹き飛びました。土曜日午後の貴重な時間に勉強し
ようという子ども達の意欲が伝わってきたからです。オンライン・対面を問わず、ある場・時
間を共有し、お互いに何か一つでも得られることが（学習者にもあると信じていますが）大切
なのだと思いました。高校受験前の面接練習では、面接練習帳に沿って一生懸命応答する子ど
も達に感心させられ、合格のニュースは我がことのように嬉しかったです。　　　　
　3月末の研修会では、同じような悩みや不安を分かち合うと共に多くのヒントをいただき、
とても励まされました。
　教室、オンラインにそれぞれの良さがあるので、より多くの子どもや大人が自分に合った形
で参加できるよう、両方の形で教室が続けていければ良いのではないかと思います。
自分の出来ることを気負わず無理せず続けていきたいと思っています。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ボランティア　藤尾】

　すこやかな子育てと夢のある未来づくりを応援する「第 15 回未来を強くする子育てプロジェ
クト」において、「スミセイ未来賞」を受賞いたしました。この賞は、よりよい子育て環境づく
りに取り組む団体を社会に広く紹介するもので、外国に
ルーツを持つ子どもたちの教育の機会を保障するために
取り組んできた団体の活動を評価していただきました。

　「たぶんかフリースクール」やボランティア教室をは
じめ、2001 年の活動開始以来これまでの団体の活動を
応援し、支えてくださった皆様に感謝いたします。
国籍を問わず、すべての子どもたちが、自分の可能性
を十分に発揮できる地域社会を創るため、子どもたち
と共に、活動を継続していきます。学びあい、わかり
合う輪を広げていきたいと思います。

スミセイ未来賞を受賞しました！



基本的人権の尊重
「ことば」「制度」「こころ」の壁に起

因する社会的不公平によって、誰もが

等しく持つ権利が損なわれる不公平を

是正する

少数者への力づけ（エンパワメント）
自分の文化や言語を享受できる環境づくり

や安心して自分を出せる居場所づくりによ

り、少数者自らが自分自身を支えていく

社会へのアプローチ
「日本人」・日本社会が少数者の置かれてい

る状況を理解するとともに、多文化共生社

会の意味や大切さ、（大変さ・楽しさ）を理

解し、多数者である「日本人」も変わり、

少数者とともに生きていく。

多文化共生センター東京の趣旨に賛同し、団体運営にかかわってくださる方

■ 正会員　年会費 5,000 円（年次総会での議決権あり）

■ 賛助会員（個人）1 口  年会費 1,000 円 (3 口以上 )

■ 賛助会員（団体）1 口  年会費 30,000 円 ( 複数口可 )

当座 0407588

加入者名：

トクヒ）タブンカキョウセイセンタートウキョウ

ゆうちょ銀行　〇一九店　　
名義：多文化共生センター東京多文化共生センター東京

ホームページよりお申込み

多文化共生センター東京の活動や、当団体で学ぶ子どもたちをサポートするさまざまなご支援方法があります。

00110-8-407588

振込用紙に、銀行振込の場合はお振込後に

メールや電話で、「入会希望」もしくは「寄付」

をご指定いただき、名前・住所・電話番号・

メールアドレス・ニュースレターへのお名

前掲載の可否をお知らせ下さい。

正会員
賛助会員

経済的な理由から「たぶんかフリー

スクール」の授業料を負担すること

が難しい家庭の子どもたちへの支援

多文化共生センター東京

の活動全体へのご支援

毎月定額のご寄付を継続的にお寄せいただくご支援
（月額 1000 円、3000 円、5000 円、10000 円）

その他任意の金額も設定いただけます

※詳しくはホームページ、またはお気軽にお問い合わせください。
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事務局・たぶんかフリースクール荒川本校
Tabunka free school, Arakawa Main Campus
所在地：〒116-0002　東京都荒川区荒川 3-74-6　メゾン荒川Ⅱ 201 号室
Maison Arakawa Ⅱ　Room 201  3-74-6  Arakawa, Arakawa-ku Tokyo

ＴＥＬ／ＦＡＸ：03-6807-7937　Ｅ-mail：info@tabunka.or.jp

Open：火曜日～金曜日 9：00 ～ 18：00　土曜日 10：00 ～ 19：00

Access： JR三河島駅から徒歩 5 分、 千代田線町屋駅から徒歩 12 分

              京成線新三河島駅から徒歩 5 分

たぶんかフリースクール杉並校  Suginami Campus
所在地：〒167-0021 東京都杉並区井草 2 丁目 35-5
２-３５-５ Igusa, Suginami-ku Tokyo

ＴＥＬ／ＦＡＸ：03-6915-0200

Open：火曜日～金曜日 9：00 ～18：00

Access：西武新宿線「井荻」駅北口から徒歩 15 分、「下井草」駅北口から徒歩 12 分

　　　　  西武池袋線「富士見台」駅南口から徒歩 18 分

　https://tabunka.or.jp/

　facebook.com/tabunkatokyo

　@tabunka_tokyo

地図は、上の QR コードをご利用ください。
多文化の HP の「連絡先・アクセス」に
つながります。


