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飯田北いちょう小学校 

外国人児童生徒支援における
スクールソーシャルワークの役割 

飯田北いちょう小学校  

横浜市の西部 

・神奈川県横浜市泉区 
・横浜市南西部 
・大和市、藤沢市に隣接 

飯田北いちょう小学校の概要  

学校の位置  

いちょう団地全景 

境
川 

大和市 横浜市 

総世帯数約３６００戸 約７２０世帯（約２０％） 約３０カ国の住民  

旧いちょう小学校 

旧飯田北小学校 

              ２０１５．５．１現在 

◆ 児童数                     ３２０名 

◆ 普通学級数              １２学級 

◆ 個別支援学級数         ４学級 

◆ 外国につながる児童数                 １６７名（約５２％） 

       ◎外国籍児童数                 １４１名（約４４％） 

       ◎外国にルーツを持つ日本国籍児童         ２６名（約 ８％） 

  

 

 

在籍児童数  

住まいのルール 

バイク進入禁止の看板 あいさつ壁画 

多文化ショップ 
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ベトナム ８１名 

中国 ４１名 

カンボジア ９名 

ラオス ５名 

ブラジル  ３名 

フィリピン ２名 

外国につながる児童 １４１＋２６＝１６７名  

中国        １０名 

ベトナム      ３名 

カンボジア    ６名 

フィリピン    ６名 

ラオス        ２名 

タイ       １名   

韓国      １名                         

日本  １７９名 の内訳 

 外国籍児童    １４１名     

外国にルーツを持つ日本国籍保持児童 ２６名 

日本人児童       １７９－２６＝１５３名 

国別の在籍児童数  

横浜市の取組（ＳＳＷ） 

人数＝１８人・（各区に１人） 

資格＝社会福祉士・精神保健福祉士・  

※ 昨年度までは、小中学校長経験者も 

配置計画上の工夫 
教育経験者と社会福祉の専門家を配置      

横浜市の取組 

各校に 専任教諭を配置 
各区に 教育相談員を配置 
各方面事務所に 支援員 
区福祉保健センター・児童相談所 
特別支援教育総合センター 
県警少年相談保護センター 等との連携 

子ども 

本校の取組 
だれもが安心して豊かに生活できる学校 

担任・副担任・少人数指導担当 

個別支援担当・国際教室担当 

副校長・校長 

指導に関わる職員 

養護教諭 

事務職員・技能職員 

支援に関わる職員 
ＰＴＡ・連合自治会 

ボランティア団体・通訳・

大学・行政機関 

外部支援者 

誇りと自信を 

育む学校 

互いのよさを 

認め合える学校 

家庭 

地域 
学校 

①多文化共生を基本 ②保護者との連携・協働 
ＰＴＡ活動 
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③｢まち｣との連携・協働 

清掃活動 

④地域との連携・協働 
上飯田連合自治会、いちょう団地連合自治会、
「子ども会」、「学童クラブ」、「青少年育成協議
会」、｢はまっ子ふれあいスクール｣さらには児童
の日本語指導や学習支援に携わっている地域
のボランティア団体等との日常的・継続的な連
携・協働を推進したり、地域行事に積極的に参
加したりしている 
 

多方面から児童を取り巻くネットワークづくり 

⑤連携指導体制 
多くの大人で一人ひとりを指導 
 
地域の協力を得て、放課後学習教室などを    
設置し、児童の学習の補完 
学生ボランティアを積極的に受け入れ、学
習支援者として担任の指示の下で活動 
幼保小中高の連携によって、一人ひとりの
児童を継続的に支援         

○ 

 

 
○ 

 

 
○ 

 

 

多くの大人で一人ひとりを 
放課後学習教室等を開催 
(ボランティアによる) 困った事を相談

できる環境 
(親子で！) 

⑥ことばの支援 

外国語補助指導員、母語支援サポーターによる母語支援 

来日間もない児童には、母国での学習経験を生かして学習でき
るように通訳を配置している。また、電話相談窓口の開設、翻訳
物の多言語化などの保護者対応の他、ベトナムにつながる児童
にはベトナム語教室を開催している。 

 Aさん；日本国籍、日本生 

     家庭内言語（日本語と中国語） 

     父親（中国帰国者；日本国籍） 

     母親（中国国籍） 

Bくん；中国国籍、中国生（小３来日） 

     家庭内言語（中国語） 

     両親（中国国籍、10年前来日） 

     

親
と
中
国
語
で

話
が
し
た
い
・
・・ 

日
本
国
籍
を
取

得
し
た
い
・・
・ 

子どもたちの悩み 
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 １ 「何語で話していますか？」 

（べトナム人）15名 
  ・ベトナム語（1名） 
  ・ベトナム語と日本語（11名） 
  ・日本語（2名） 
  ・母；日本語とベトナム語、父；ベトナム語（1名） 

（中国人）12名 

  ・中国語と日本語（10名） 

  ・日本語（2名） 

（ペルー人）1名 

  ・スペイン語とポルトガル語と日本語 

（ブラジル人）1名 

  ・ポルトガル語と日本語 

（カンボジア人）1名 

  ・日本語 

 ２ 「親子間で会話は通じるか？」 

・通じないことがある  6名 

・ない  9名 

・通じないことがある  9名 

・ない   3名 

・ない    

・通じないことがある 

・通じないことがある   

子どもたちの実態 
 ３ 「親子間で会話が成立しないことをどう思うか？」 
・さみしい 

・かなしい 

・いやだ 

・不便 

・不安 

・わからない 

 ４ 「成立しないときはどうなりますか？」 
・話したくなくなる 

・あきらめる 

・イライラする 

・けんかになる 

・めんどうになる 

・近寄らない 

さみしい・・・ 
自分の言いたいことが
伝えられない 

自分も苦しいし、親も
悲しいと思う・・・ 

どんどん気持ちが離
れていくようで不安に
なる・・・ 

あきらめない。ジェス
チャーをしたり、顔の
表情で伝える 

きちんと話をして考え
もぶつけたいけど、な
にもできない・・・ 

話たくなくなって、家を
飛び出たこともある 

子どもたちの悩み 

 ５ 「会話が成立しない」ことの解決策は？ 

・親の国のことばを勉強したい 

・親が日本語を勉強してほしい 

・親に日本語を教えたい 

・親から言葉を教えてもらいたい 

・言葉以外の方法をためしてみる 

・お互いに英語で話す 

・親子でいっしょに勉強する 

・できるだけ相手がわかる言葉で話す 

・発音が悪いから勉強したい 

・親は日本語を今から勉強するのは無理 

 だから、私が親の言葉を勉強する 

・あきらめている 

・何もない 

 

 

 

 

今の日本ではベトナム語を勉強で
きないから、大学生になったらベト
ナムに留学して、ベトナム語で読
み書きができるようになりたい。 

自分は日本生まれ、日本で育っている
から自分の国の言葉をあまり話すことが
できません。だから両親クメール語を教
えてもらいたいです。 

 

 

 

 

私は将来、中国語の通訳になりた
いと思っています。そして、私の友
達と同じように、親と話ができない
子供達を助けてあげたいです。 

子どもたちの実態 
 ６ 「国籍を変えたいと思いますか？」 
・日本国籍を取得したい 

・今の国籍のままでいい 

・高校進学の時に日本国籍にしたい 

・今はいいけれど、大人になったら親に 

 相談して決めたい 

・前は日本国籍にしたいと思っていたけ 

 れど、今は親の国の国籍でいたい 

 

 

 

 

たぶん日本国籍に変えると思う。 

日本で暮らしていく以上、日本国籍
の方が、何かと便利だと思うから・・・ 

ベトナム国籍からは変えません。私
は、これからも日本で暮らしていきま
すが、ベトナム人から生まれたので
国籍は変えません。 自分に自信が持てれ

ば国籍は関係ないと
思う。 

国籍など深く考えな
いで生活すればいい
と思う。 

いちょう団地で暮らしているうちは 

気にしないけど、高校や会社に入 

ると差別されるのかな。そう考えると
不安になります。 

子どもたちの思い 

飯田北いちょう小学校の特色 

◇外国につながる児童の実態 
・家では母語、母文化、外では日本語、日本文化で生活 

・細やかなニュアンス、感情などをことばで伝え合うことが困難 

・ことばを介しての親子間コミュニケーションが薄れる 

保護者 児 童 
やさしい日本語で 

やさしい母語で 

ＳＳＷへの期待 

多くの大人をつなぐ 

学校や家庭での様子 

子どもの夢 

だれもが安心して豊かに生活できる 


