
地域における持続的な日本語教室運営と多文化共生の仕組みづくり

地域密着型の持続的多文化共生モデルの検証について

(別紙2）
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外国人労働者にとっての攻守の要としての日本語

守り：

従事する業務の遂行において、円滑にコミュニケーションが取れ・指導を受けられる。

業務で困った時に上司や日本人の同僚へ相談することができる。

生活で必要な医療や行政サービスを円滑に受けることができる。

攻め：

勤務する企業において、中長期的に活躍することができる。業務の幅の拡大、収入の向上へ結びつく。

母国への帰国後に、日系企業に就職することや、日本への留学支援などの業務に就くことができる。

技能実習後に、専門学校や日本語学校においてより高度な学習へ繋げられる。

2020年熊本市外国人相談窓口

国籍別相談件数



熊本における外国人労働者の日本語能力の現状

全県レベルの情報は

ないが、N4レベル

と想定される。

ベトナム人 フィリピン人 英語話者 中国人 ネパール人

回答者数 36 13 66 10 22

5. あなたは日本語での会話は
どのくらいできますか？

全くできない・ 0 0 3

あいさつ程度・ 2 1 9

簡単な単語と文法で話せる・ 27 3 33 1

日常会話は問題ない 7 2 21 9

無回答 7 22

6. 日本語の読み書きはできま
すか？

全くできない・ 0 0 7

ローマ字で書ける・ 1 1 2

平仮名のみ・ 5 0 2

平仮名とカタカナは分かる・ 12 1 10 1

漢字も少し分かる・ 9 4 30

問題ない 9 0 15 9

無回答 7 22

出典：2020年 コ

ムスタカ実施

アンケート調査

*N4は小学生高学
年レベル。
N3は中学生レベル



日本語学習のニーズとギャップ

2016年八代市外国人住民アンケート

同市在住の250名がアンケートへ回答。

85％が女性、8割が技能実習生。

【調査結果】

日本語学習は主に独学。

日本語の勉強意欲はある。

しかし機会が限られている。

地元の安価な教室を期待している。

出典：2016年八代市外国人住民アンケート



日本語教育の供給不足

在住外国人が急増する一方日本語教師の数が10年程変化がない。

ボランティアと非正規講師が全教員の87%を占め、50歳以上が講師の半数を占める。

*技能実習生への教育は日本語教育全体の5%に満たない。

出典：文化庁平成 29 年
度日本語教育実態調査

の結果について



自治体における「日本語教育空白地域」

【なぜ？】

[1.外国人の少数点在や数の減少などの理由により，日本語教室の開設が困難である] 

[2.外国人の少数点在や減少などの理由により，行政施策としての優先順位が高くない] 

[3.日本語の指導者や指導のスキル，ノウハウの不足] 

6.1 

日本語教室がある地方公共団体 => 熊本は6.1%  

日本語教室が開設されている市区町村は全体の3分の1。

日本語教育が実施されていない地方公共団体に居住している外国人の数は約50万人。

外国人は日本語を学びたいと思ったとしても近くに日本語教室がない状況となっている。

外国人数が500人以下の地方公共団体のうち，86%では日本語教室が開設されていない。

人口が5 万人以下の地方公共団体のうち，88%では日本語教室が開設されていない。

出典：文化庁「地域における日本語教育の推進に向けて 文化審議会国語分科会」 平成28年2月29日



九州における日本語教師の単価

学校法人 宮田学園 - 福岡市 塩原
月給 18.3万 ~ 24.7万円 - 契約社員

杭州加美教育咨詢有限公司 - 佐世保市大学駅
月給 8.6万 ~ 15.0万円 - 契約社員

株式会社Be win- 北九州市岸の浦
月給 14.4万 ~ 16.0万円 - 正社員

https://jp.indeed.com/%E6%B1%82%E4%BA%BA?q=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E6%95%99%E5%B8%AB&l=%E9%96%A2%E8%A5%BF&vjk=60087c53f9b5d976

社会福祉法人大和清寿会 - 奈良市
月給 23万 ~ 28万円 - 正社員・新卒

日本語教師キャリア - 東大阪市
時給 1,800 ~ 2,500円 - アルバイト･パート

(株)ににん 神戸新長田日本語学
院 - 神戸市長田区
月給 21万円 - 正社員

学校法人育英館 関西語言学院 - 京都市深草下川原町
月給 18万 ~ 25万円 - 正社員

九州の求人(21年3月) 参考 : 関西の求人(21年3月)

出典：indeed検索結果

https://jp.indeed.com/cmp/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEbe-Win


文化庁の取組

1) 地域日本語教育スタートアッププログラム

2) 日本語学習教材開発

3) 空白地域解消推進協議会

=>このプログラムから持続

的なモデルが生まれたのか

？要検証

=>2016年より熊本市が採択

され、実施中。

日本語教材
http://www.nihongo-

ews.jp/infomation/curriculum

課題：持続する仕組みをどう作るか



在住外国人向けの日本語教室が熊本の多様な地域でも回るには

オンライン化と
広域展開

公的補助/クラウド
ファンディング

サービスの
有料化

日本語教師
の復業化

収益の向上支出源の多様化
ボランティアもいない空白地域においては、

自治体や公的機関の補助金やクラウドファンディングを

利用しコストをカバーしつつ、サービスのオンライン化や

有料化の工夫が必要。

(文化庁の地域スタートアッププログラムでは持続性に関

する項目がない。)

*一方で、技能実習生向けの日本語教室は機材、インセ

ンティブの制限からオンライン化が困難か。

予算が潤沢に付き、自治体や委託先NPOの運営だけでニーズを充足できるような未来は来ない。



日本語教育の3つの方向性：1) 生活、2) 日常、3) 語学

日本語教育の種類：

多くの技能実習生に必要な

のは「生活支援＋日本語指

導」

出典：ボランティア日本語教室の組織と 運営同志社女子大学総合文化研究所紀要第30巻 2013年

日本で長期的に働く或いは

母国で日本語を活かして働

きたい人には「資格取得に

向けた日本語学習」



地域における日本語教室の活動案

防災時の対応指導

行政サービス利用支援 日本人の友人作り

自治会参加

2) 生活・日本語指導1) 地域とのつなぎ

困り事相談

交流イベント
実施

日常生活で使う日本語

文化理解

JLPT試験勉強

仕事で使う日本語勉強

3) 日本語能力向上

会話+ライティング訓練

専門的学習における日本語



パイロットの方向性 : 複数のあり方を検証する

復業としての
日本語教育

(連携：あしたの寺子屋)

地域との接点作り

サービスの
有料化と法人営業
(連携：県内実習生雇用企業)

生活・日本語指導

持続性のモデル教室の力点

日本語能力向上

日本語教育にとどま
らない役割の付与

(連携：自治体)

方向性1) 技能実習生や技人国外国人を雇用する企業

からの料金取得を行い、日本語教室を運営するモデルを

検証するもの。オンライン学習も検討。

方向性2) 地域における復業の一つとしての日本語教育

の実施し、マーケットが小さい地域においても、成り立つ

ような小型の教室の運営を試行するもの。

方向性3) 自治体レベルで外国人と日本人との”バディ制

度”を作り、外国人の居場所作り、コミュニティとの接点を

作りながら、日本語の学習も行うモデル。

民間モデル

復業モデル

バディモデル



具体的なプロジェクト図：
地域における日本語教室の開設・運営の検証

・運営手法検討
・教材選定
・講義研修

・受講生の募集
(未経験者のみ)

日本語教育パイロット事業

教室運営へ

2) 事業化・持続化支援
・自治体/県庁との繋ぎ
・補助金制度の議論
・候補：田中熊本県庁相談役

3) 企画・イベント支援
・県立大日本語科学生のボランティア講師派遣、
・JOCVのGlocal隊員の派遣
・JICAデスクの教育事業の提供
・候補：国際協力推進員(大石+尾上+立尾)

JICA熊本(及びコンサルタントチーム)によるサポート(案)

1)教材作成支援
・日本語教育専門家アドバイザーによるサポート
・候補：県立大学秋葉先生、熊本学園大学塩入先生

・行政文書翻訳請負

・NGO連携による相談対応

・外国人の子供に対する教育支援


