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実践報告 

 

地域子どもの日本語教室開設後 1年間の成果と課題 

－「あだち子どもの日本語教室」の場合－ 

 

キーワード 

地域子どもの日本語教室，日本語指導が必要な児童生徒，NPO，足立区，地域連携 

 

山田拓路 

 

1．「あだち子どもの日本語教室」開設の背景 

1-1 「あだち子どもの日本語教室」開設のねらい 

2021 年 9 月から 2022 年 8 月に開講された「あだち子どもの日本語教室（竹の塚（たけ

のつか）・伊興（いこう）・新田（しんでん）の 3教室）」（以下，「本事業」）は，筆者

が代表理事を務めるNPO法人メタノイア（以下，「メタノイア」）が，東京都足立区のま

ちづくり助成等の制度を活用して進める多拠点型の地域子ども日本語教育事業である。区

内および近隣自治体に居住する外国にルーツをもつ子どもに，①日本語学習支援を受ける

機会を保障すること，及び②立場の似た他者と過ごす心理的安全性が担保された帰属先の

提供（コミュニティ創出）を目指す取り組みである。少子高齢化の進む社会にあって，次世

代を担う多様なルーツをもつ子どもたちが，自信をもって自らの可能性を広げ，自己実現と

社会貢献を成し遂げることができれば，結果としてそれが本人たちはもとより，地域社会の

構成員たる我々すべてにとっての幸福につながると考えている。 

 

1-2  地域の課題 

出入国在留管理庁によれば足立区内には自治体（市区町村，ただし政令指定都市は行政区

ごとに集計）として全国で 4 番目に多い 33,824 人の外国籍者が居住している(1)。そのうち

3〜11 歳児は 2,435 人となっている(2)。また，同区教育委員会の 2021 年度調査によれば日

本語指導が必要な小学生は 152 人いるとされている(3)。なお，コロナ禍以前の 2018 年度調

査からこの人数は 4 人減とほぼ変わっておらず(4)，入国制限があってもなお高止まりしてい

ると言える。 

さらに，区内の区立小・中学校に対して「日本語指導が必要な児童生徒の対象であるかど

うかの判断について，最も該当するものすべてに『◯』を記入すること。（複数回答可）」

という質問が足立区教育委員会の 2018 年度調査で行われたところ，回答は下記のとおりで

あった(5)。なお，足立区の総学校数は，小学校 69校，中学校 35 校の計 104 校である。 
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表 1 足立区立小・中学校における「日本語指導が必要」の判断基準（2018 年度） 

1. DLAや類似の日本語能力測定方法により，判定している。 3 校 

2. 児童生徒の学校生活や学習の様子から判断している。 99校 

3. 児童生徒の来日してからの期間を対象基準にしている。 40校 

 

上記の表 1 を見れば，DLA 等客観的な指標により判断されるケースは少数で，むしろ「学

校生活や学習の様子」を教員等が主観的に判断したり，「来日してからの期間」で日本語指

導の必要性がなくなったと一律にみなしたりしている実情がうかがえる。この点から，「日

本語指導が必要」とは判断されなかった外国ルーツの児童生徒のうちにも，抽象的思考を伴

う学習を十分行えるほどの日本語運用能力（いわゆる「学習言語能力」）が未発達であり，

日本語指導が必要と言える児童は相当数いるものと考えられる。 

足立区では，新規来日して区内に転入してきた児童に対し「日本語適応指導講師派遣」の

実施等を通して支援が図られている。しかし，講師派遣期間は原則的に来日初期等の 48時

間に限定されており(6)，十分な日本語習得機会が確保されているとは言い難い状況である。 

加えて，幼児についての類似の統計データは足立区のホームページや配架資料を検索し

ても見当たらなかったことから，調査自体がなされていないと考えられる。しかし，上記の

学齢児の調査結果から推察すれば，幼児にも日本語能力が未習熟のために幼稚園・保育園生

活に支障をきたしたり，そもそも園に通っていない不就園（無園児）状態になっていたりす

る幼児も一定数いるものと思われる。こうした幼児が小学校入学時に言語的障壁による困

難を抱えることは想像にかたくない。区として，プレスクール等就学準備事業を行うべきで

あるとも考えられるが，2021 年度までに実施はされていない。 

 

２．「あだち子どもの日本語教室」の取り組み 

2-1 教室設置地域と規模 

外国にルーツをもつ幼児や児童生徒の子どもたちに十分な日本語習得機会が確保されて

いないという地域課題の解決に向け，外国籍の幼稚園年長〜小学校低学年（5〜9 歳）児が

特に集住する竹の塚・伊興・新田を主たるターゲット地域として(7)，その域内に教室を各 1

か所設置した。集住地域に入り込んで教室を複数展開することで，生徒の教室へのアクセス

を良くし，より多くの子どもが教室に繋がれるようにするためである。参加生徒数の目標人

数は，使用可能なスペースを考慮し，竹の塚教室 15 名，伊興教室 10名，新田教室 15 名と

した。 

 具体的な教室の実施内容は下表のとおりである。竹の塚教室を最初に開講し，続いて伊興

教室，最後に新田教室という形で順次開講を進めた。 

 

表 2 開講した教室の一覧 

教室名 開始日 開講日時 会場 

竹の塚教室 2021 年 9 月 4 日 毎週土曜 10:00-12:00 社会福祉法人所有の施設 

伊興 教室 2021 年 9 月 29 日 毎週水曜 15:00-17:00 足立区の公共施設 

新田 教室 2021 年 11 月 6 日 毎週土曜 15:00-17:00 同上 
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2-2 教室開設の経緯 

2-2-1 連携体制の構築 

本事業の実施にあたり，地域の NPO・企業・行政の連携が特徴であるため，まず連携体

制構築の経緯について述べる。 

本事業の開始以前から，足立区には「コネクトリンク勉強会」という子ども支援関係者が

官民問わず集まるネットワーク会議が結成されていた。そこに参加していた外国にルーツ

をもつ子どもの支援を実施している，あるいは関心がある団体に声をかけ，筆者の属する

NPO法人が取りまとめ役となって「海外ルーツの子ども支援分科会（以下，「分科会」）」を

始めることとした。主な構成団体は下表のとおりである。 

 

表 3 「海外ルーツの子ども支援分科会」の主な構成団体（2021 年度） 

NPO法人メタノイア 

NPO法人青少年自立援助センター（YSC グローバル・スクール） 

NPO法人 LILA 子どもの学びを支援する会 

認定 NPO法人キッズドア 

認定 NPO法人カタリバ 

日本語教室まきば 

ポルテホール連絡協議会 

株式会社グランディオサービス（足立区 伊興／新田地域学習センター指定管理者） 

街活性室株式会社（足立区 NPO活動支援センター指定管理者） 

 

上記構成団体と隔月の定例会を実施し，情報交換や，イベントの企画立案を行った。また，

足立区内のNPOが主催する子どもの日本語教室の情報をまとめたパンフレット『あだち外

国ルーツの子ども支援団体のご紹介』を作成，発行した。このパンフレットは，区役所や区

の関連施設の窓口においても配架されているほか，区役所のホームページにも PDFデータ

で掲載されている(8)。 

 

2-2-2 児童生徒の募集 

教室の対象者は，主に外国にルーツをもつ幼稚園年少〜小学生（3 歳〜11歳）とし，中高

生の受入れも要望があれば応じることとした。 

生徒募集の方法は教室により異なるが，以下，例として新田教室の広報プロセスを紹介

する。まず，教室の周辺地域に教室案内チラシをポスティングするとともに，教室会場と

なる地域学習センターを管理する企業（表 3 分科会構成団体の「株式会社グランディオサ

ービス」）にも広報の協力を願い出たところ，複数の児童生徒保護者が参加希望を申し出

てきた。その後，当該保護者がWeChat（中国出身者の間で使われる SNS）グループで教

室に関する投稿をしたところ，多くの問い合わせが寄せられるようになった。竹の塚教室

でも，やはり初期の参加者の保護者が SNS に投稿したことで同郷出身者に教室の存在が
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知れ渡るようになり，やがて参加申込が頻繁に来るようになった，というプロセスを経て

いる。 

 また，上述のパンフレット『あだち外国ルーツの子ども支援団体のご紹介』を区役所から

紹介されて問い合わせをし，教室参加にまで至った児童生徒も多かった。更に，そのパンフ

レットの区役所窓口等への配架を経て，区「こども支援センター」のソーシャルワーカーら

に教室の存在が知られるようになり，日本語学習を希望する同センター利用者が紹介され

てくるようになった。 

以上のように，SNS の口コミと，区の協力を得て広く周知されたパンフレットが大きな

効果を上げ，児童生徒が集まるようになった。 

 

2-2-3 会場確保 

竹の塚教室の会場となる「ポルテホール」（表 2参照）は，分科会構成団体のポルテホー

ル連絡協議会の拠点であり，同協議会メンバーの一人がポルテホールを所有する社会福祉

法人の職員であるというつながりから，地域貢献を兼ねて会場の無償提供を受けられるこ

ととなった。一方，本事業で同法人に属する研修生を教室現場で随時受け入れるなど，Win-

Winの関係を構築している。 

また，新田地域学習センター及び伊興地域学習センターの区指定管理者「株式会社グラン

ディオサービス」も，前述の分科会構成団体である。一般の利用者として毎月利用申込みを

し，区指定の利用料金を支払う形をとってきたが，前述のとおり広報面での協力を得られる

などのメリットがあった。加えて，詳細は後述するが，今後は本事業の一部を共催すること

となるなど，一層の連携が進んでいるところである。 

 

2-2-4 講師・ボランティア募集 

各教室の謝金支払い対象となっている有資格者講師と，謝金支払いがないボランティア

の在籍数は下表のとおりである。 

 

表 4 2022 年 8 月末時点の講師・ボランティア数一覧 

教室名 
日本語教師有資格講師 

〈謝金あり〉 

保育士有資格講師 

〈謝金あり〉 

ボランティア 

〈謝金なし〉 

竹の塚教室 4 人 1 人 7 人 

伊興 教室 2 人 0 人 2 人 

新田 教室 3 人 0 人 6 人 

 

なお，「日本語教師有資格講師」は，「学士の学位を有し，かつ，日本語教育に関する研

修であって適当と認められるものを 420単位時間以上受講し，これを修了した者」（法務

省「日本語教育機関の告示基準解釈指針」による），または「大学・大学院における日本

語教員養成課程を修了した者」，もしくは「日本語教育能力検定試験に合格した者」のい

ずれかに該当する者としている。竹の塚教室には保育士有資格者が 1 名在籍している。ボ

ランティアの中には上記「日本語教師有資格」の要件を充たす者も複数含まれているが，
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謝金の支払いが生じていない講師はすべて「ボランティア〈謝金なし〉」とカウントして

表を作成した。 

講師の募集については，①団体ホームページに求人情報記事掲載，②左記記事を

Twitter および Facebookの団体公式アカウントと代表者（筆者）アカウントで投稿，③

Facebook「外国につながる子ども・若者支援」グループ(9)に投稿，④メーリングリスト

「大人も子どももこどもＭＬ」に投稿，⑤日本語教師求人サイト「NIHON MURA（日本

村）」(10)に掲載して行った。なお，当該求人情報には，他事業における日本語教師ポジシ

ョンの公募情報も抱き合わせで記載している。 

応募者の全員と履歴書等書類のやり取りをし，希望者と面談をした上で，適任の方に講

師を依頼した。その際，公益社団法人日本語教育学会が 2019年度より実施している「子

どものための日本語教育研修」（文化庁委託事業「児童生徒等に対する日本語教師【初

任】研修」）修了者を優先的に採用することとした。先述の「日本語教師有資格」である

だけでは子どもに適切な対応をとる知識を持っているかどうかが担保されないと考え，同

研修を修了したことをもって子どもの日本語教育に関する基本的な知見を有する者である

という判断を行った。 

ボランティアの募集は，NPO法人メタノイアのホームページで随時募集を行ってお

り，それに応募してきた方にオンライン面談，現場での見学を経て，双方の希望や条件が

合えば登録してもらうというプロセスを基本としている。 

加えて，足立区内にキャンパスをおく文教大学からは，サービスラーニング講義の一環と

しての学生フィールドワーク生を受け入れ，計 4 人がボランティア講師として 4 か月から

6 ヶ月ほど教室の現場に参加した。また足立区内に一部校舎をもつ私立順天高校からは卒業

生のボランティア派遣という形での連携を図り，1人を受け入れている。 

 こうした講師およびボランティアと学習者の子どもとのマッチングや，保護者とのコミ

ュニケーションを主に担う「コーディネーター」を 2022 年 5 月から設置することにした。

日本語教師有資格講師の中から適任者を選定している。 

 

2-3 支援教室の学習内容と工夫 

学習内容は，原則として個別のニーズに対応したものを講師が準備する形をとった。小学

生以上については，ゼロ初級者向けの学校サバイバル日本語（学校生活で日常的に必要な言

葉）や，国語の教科レベルの学習，その他本人の学習ニーズに応じた学校の学習内容の補習・

宿題補助等まで様々だった。幼児については，遊びや歌，工作を通して日本語に親しむアク

ティビティを中心に行った。詳細は本稿では紙幅の制限もあるため割愛することとする。 

各教室の授業記録や連絡のやり取りは，主に無料コミュニケーションアプリ「Slack」を

通じて行っている。非営利団体等にウェブアプリケーション等を無料または廉価で提供す

るサービスを行う「テックスープ」を通じて，「Slack for Nonprofits」(11)に応募。Slack「Pro

プラン」の無料アップグレードが認められ，利用している。 

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言・まん延防止等重点措置実施下の授業は，Zoom

に切替えて行った。対面時よりも授業準備に時間がかかる，年少者の集中力がもたない，と

いった課題はあるが，今後，区内でも交通の便が良くない地域に住む学習者や，会場の定員

超過の場合にも補完的に活用できる可能性があると考えられる。NPO法人メタノイアでは，
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本事業とは別の事業で，中学生向けのオンラインによる日本語授業や，母語・継承語教育と

してのオンライン中国語授業に着手しており，子どもの学びの場の拡大に一定の効果をも

たらすことを期待している。 

  

3．「あだち子どもの教室」の成果 －開設から 1年－ 

3-1 参加児童数 

 2021 年 9 月から 2022 年 8 月に各教室を順次開講していった結果，下記のとおりとなっ

た。なお，竹の塚教室については，2022 年 8 月に，通常の土曜日に加え夏期講習として平

日に 7回追加開催した。 

 

表 2 各教室の実施回数および参加者数等一覧（幼：幼児，小：小学生以上） 

教室名 
年間 

実施回数 

年間 

参加者数 

1 回あたり 

平均参加者数 

2022 年 8 月末時点 

在籍児童生徒数 

竹の塚教室 52回 延べ 349 人 約 6.7 人 17人（幼：6，小：11） 

伊興 教室 35回 延べ 107 人 約 3.0 人 4 人（幼：0，小：4） 

新田 教室 35回 延べ 343 人 約 9.8 人 17人（幼：12，小：5） 

 

竹の塚教室は初期の頃，コロナ禍の影響もあり参加者 5 人以下という回が続いたため 1

回あたり平均参加者数は 6.7 人となっているが，最終的には 17 人にまで増加している。 

伊興教室は参加者が 1 人という回も少なくなかったため，平均参加者数は 3.0 人に留ま

っている。唯一の平日開催（水曜日）であり，保護者が仕事の都合で送迎できないといった

理由で参加者は少数のまま停滞した。しかし，通ってくる児童生徒は滞日歴が 1 年未満の

支援ニーズが高い者がほとんどで，教室の存在意義は一定程度あると考えられる。 

新田教室は，開始当初から半年ほどは 7 人の参加者に留まっていたが，東京都のコロナ

まん延防止等重点措置が解除された 2022 年 3 月頃から参加申込みが急増し，最終的には

17人にまで増加した。 

また，本事業に参加登録し 1 回以上教室に参加した児童生徒数は全 46 名（3 教室合計）

であった。一方，参加登録希望がありながら当方の定員を超過し受け入れできなかった待機

児童生徒数は 15 名（同）だった。竹の塚教室および新田教室は定員を各 15 名程度として

いるため，既にいずれも満員であり，その後も続いた参加希望者には参加可能になるまで待

機をお願いしたり，他団体の教室をリファーしたりする対応を取った。 

「2-1 教室設置地域と規模」の節で掲げた成果指標は，各教室の参加人数であった。先

述のとおり，コロナ禍でもあり，教室開始当初から参加人数が伸びたわけではなかったため，

平均値では目標を下回ったが，2022 年 8 月時点では竹の塚教室と新田教室が満員となり，

キャンセル待ちも多数出るほどになったことから，最終的には目標に十分到達したと言え

る。伊興教室は最終的な参加人数が 4 人と比較的少数ではあるが，来日 1 年以内の支援ニ

ーズが高い児童生徒も 3人含まれており，教室を存続させる意義はあると考えている。 

 

3-2 参加児童の成長 －教室でのエピソードから－ 

以下，参加児童 1名とボランティア 1名の出会いと成長に関するエピソードを紹介する。 
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参加者の一人である T さんは，初めて教室に来た時，幼稚園年中児であった。来日して

間もなく近所の幼稚園に通い始めたが，日本語が全く分からないため周囲の幼児と交わる

ことができず，教諭にも自分の気持を分かってもらえなかったと感じ，3 ヶ月ほど経ったあ

る朝，登園したくないと大泣きをしたという。それ以来，「不登園」状態になった。やむな

く幼稚園を退園し，本事業の教室につながることとなった。当初教室に連れてこられたとき

は，父親といっときも離れることができず，少しでもその姿が見えないと泣き始めるほど不

安が募っている様子だった。しかし，教室に来ている他の幼児や小学 1，2年生の児童と少

しずつ関わりを持つようになっていった。すると周りの子どもも日本語が話せない中でも

走り回ってはしゃいでいることに気付いたようで，安心した様子で同じように走り回って

笑うようになった。そうなるまでには 2 ヶ月ほど要したが，そこまでたどり着いた T さん

は，以降，毎週教室の時間が楽しみになって，「早く行こう！」と父親にせがむようになっ

たと家族から聞いている。この児童と向き合い，言葉が通じない中で丁寧にコミュニケーシ

ョンをとっていたのは，足立区内に住む幼児教育を専攻する大学生のボランティア N 先生

だった。他の保育園での実習やボランティア経験を活かし，熱心に教材の事前準備をし，あ

の手この手で子どもの興味を惹きつけていた。そのような関わりを半年ほど続けた結果，T

さんは日本語での簡単な指示は理解できるようになり，単語や簡単な二語文を含む発話も

見られるようになってきた。この二人の出会いは，Tさんにとってはもちろん大きな前進の

きっかけとなる大切なものだったが，それだけでなく，将来幼稚園教諭を目指す N 先生に

とっても非常に学びの大きいものだったと本人から聞いている。 

本事業の教室が，区内で暮らすこの二人をつなぎ，双方にとって学びと喜びの大きな関係

を築くきっかけとなったことは，一つの成果だったと考えている。 

 

3-3 地域支援団体の連携の促進 

「コネクトリンク勉強会海外ルーツの子ども支援分科会」が年間を通じて隔月で定例開

催され，その構成団体といくつかの連携を行い，一定の成果を上げてきたのは先述のとおり

である。2022 年 8 月の定例会では，会の名称を「まるかるネット」に改める決議を行い，

今後の区への政策提言，区民への啓発活動などにおける方針について議論を進めていく点

で合意した。 

 また，上記「まるかるネット」の定例会には，2022年 8月から，足立区役所地域調整課

多文化共生係の係長も毎回参加することとなった。足立区における外国ルーツの子ども支

援の施策について「まるかるネット」構成団体との意見交換を行い，より効果的な施策を，

官民一体となって議論していく連携体制が整いつつある。 

 また，新田地域学習センターにおいては，同センター指定管理者の株式会社と，NPO法

人メタノイアが，新田日本語教室の共同開催に関する業務提携の覚書を交わした。2022 年

7 月から共同開催としての連携が始まり，会場の無償利用や教材等一部備品の管理を同社が

担うなど，連携関係を強めている。事業が部分的に公共性を持ち始めており，地域社会イン

フラとしての子ども日本語教室の必要性と効果が区行政や議会にも広く理解され，行政に

よる積極的な子どもの日本語学習機会の保障のための施策につながることが期待される。 

 

4. 今後に向けて 
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4-1 ニーズへのさらなる対応 －定員の超過を受けて－ 

 竹の塚教室と新田教室は定員を超過し，キャンセル待ちの待機児童生徒が増え続けてい

るのは先述のとおりである。加えて，近隣の他団体も同様の状態であり，学びの場が確保さ

れない状態が今後，より深刻化する可能性もある。教室数を増やす，2部制にするなどの案

もあるが，教室を管理運営する人材の育成にも時間を要するため，一朝一夕にはいかない。

しかし，時間がかかったとしても速やかに着手し，進めていく必要があると考えている。 

 

4-2 教室の支援活動の充実 

4-2-1 教材・授業準備 

 一般的な子どもの日本語教育における課題にも通じると思われるが，基本となる教材の

選定が難しく，多数の教材を組み合わせたり，自作したりする必要がある。外部から招いた

講師に加重な授業準備の負担をかけることは，教室の持続可能性を損なうことにもつなが

りかねないと思われる。ボランティアらからも「そこまではできない」と参加を躊躇する声

も聞かれるため，いずれ人材確保が困難になるおそれもある。授業準備の負担を軽減させる

ための基本教材の選定，その活用方法や自作教材データの共有などを進める必要があると

考えられる。 

 

4-2-2 日本語の力の把握と支援計画の設計 

 児童生徒の日本語の力を客観的に把握できていないことも課題である。DLA をする時間

的余裕と人材が確保できればそれに越したことはないが，一部児童生徒に実施してみたも

のの，適切な形で多数の児童生徒に実施するまでには至らなかった。今後，DLA 実施者と

なれる人材を確保して順次実施し，より良い支援計画の設計に活かしたいと考えている。 

 

4-3 支援者の力量形成 －講師・ボランティアのための研修の必要性－ 

 講師に対するトレーニング機会を設けられていないことが課題である。先述の「児童生徒

等に対する日本語教師【初任】研修」は，募集が年に一度と限られているうえ，人気が高く，

希望すれば誰でも受講できるわけではない。 

 また，ボランティアの育成も，Slack により共有された授業記録を読んで自ら考えたり，

周りの経験ある講師やボランティアの教授方法等を真似て学んでもらったりするよう伝え

ることしかできていない。 

 上記「【初任】研修」の研修コンテンツに近いものを団体独自に作成することは困難であ

るため，有料であっても同様のコンテンツが常時公開されていれば，一つの重要なトレーニ

ング機会となり得ると期待する。 

 

4-4 学校・幼稚園・保育園および教育委員会との連携 

標記諸機関との連携関係構築が，未だに着手できていないことも課題である。子どもの日

本語習熟度や教科学習能力に全く見合わない宿題を出され，延々と意味を知らない漢字を

ノートに書き写す単純作業を強いられるといった子どもがよく見られる。宿題の出し方や

内容を変えるよう学校に申し伝えたいが，保護者や本人の意向を聴き取り，協力を得て，担

任の教諭に連絡を取り学校を訪問するというプロセスを担うマンパワーが不足している。
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学校や幼保園とは，普段の子どもの様子を共有することも地域日本語教室の重要な役割で

あると認識しつつも，その実践にまでは至っていない。生徒の在籍校が多数に及ぶこともそ

の一因である。 

こうした課題を区教育委員会と共有することができれば，効率的な学校とのコミュニケ

ーションの実現に向けて協議できるかもしれない。既に連携関係を持っている足立区地域

調整課多文化共生係を通じて教育委員会との対話の場を設けてもらえないか，今後，働きか

けていきたいと考えている。 

 

5. 本事業の成果と他地域への期待 

本事業の目的としては，冒頭で①日本語学習支援を受ける機会を保障すること，②立場の

似た他者と過ごす心理的安全性が担保された帰属先の提供（コミュニティ創出）の 2 点を

挙げた。①についてはある程度の機会提供はできたと考えているが，現状でも区内で 150 人

を超えるとされる「日本語指導が必要な児童」に十分な学びの場を保障するまでには，教室

の数を増やすとともに，地域内連携を強化して足立区としての施策化に向けた議論を更に

進める必要がある。目的の②については，3-2「参加児童の成長 －教室でのエピソードから

－」においてに例示したとおり，少なからぬ児童生徒にとって本事業の教室が安心できる帰

属先となったことで，一定程度の成果を上げたと言えるのではないかと考えている。 

 以上，東京都足立区を拠点に，複数の日本語教室を立ち上げ，運営してきた 1 年間の取組

みについて報告した。特に新規で子どもの日本語教室の開設を検討している方には，この記

録を読み，主に「2-2 教室開設の経緯」及び「2-3 支援教室の学習内容と工夫」の項で述

べたことを参考に，当該地域の環境に合わせつつ取り組んでほしいと願う。 

 

【注】 

(1) 出入国在留管理庁（2021 年 6 月調査）「在留外国人統計（別表）在留外国人総数上位

100 市区町」https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-

download?statInfId=000032120260&fileKind=0 （2022 年 9 月 30 日参照） 

(2) 足立区（2021 年 4 月調査）「外国人  年齢，町丁別人口」（足立区役所配架資料） 

(3) 足立区（2021 年度調査）「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

（令和 3 年度）調査票（教育委員会回答用・学校回答集計機能付）」（足立区役所に開

示請求，2021 年 12 月開示決定） 

(4) 足立区（2018 年度調査）「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 30年度）調査票（教育委員会集計用）」（足立区役所に開示請求，2021年 4月

開示決定） 

(5) 同上 

(6) 足立区「足立区多文化共生推進計画 2020 年度実績」

https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/42817/2020tabunkakeikakujissijoukyo

u.pdf（2022年 9月 30 日参照） 

(7) 前掲の足立区（2021 年 4 月調査）「外国人  年齢，町丁別人口」を分析したところ，

外国籍の幼稚園年長〜小学校低学年（5〜9 歳）児が特に集住している地区が，新

田，竹の塚，伊興地区であることが分かった。 
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(8) コネクトリンク勉強会 海外ルーツの子ども支援分科会『あだち外国ルーツの子ども

支援団体のご紹介』（2021年 11月発行）

https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/55634/2022connect.pdf 

(9) Facebook「外国につながる子ども・若者支援」グループ 

https://www.facebook.com/groups/380707348769262 

(10) 日本語教師求人情報サイト「NIHON MURA（日本村）」

https://job.nihonmura.jp/category/new/ 

(11) テックスープ「Slack for Nonprofits」https://www.techsoupjapan.org/donor-

program/slack 

 

（NPO法人メタノイア） 


