① 外国人住民支援事業
(5) 外国人子ども支援
地域国際化
協会名
(公財)岩手県国際交
流協会
(公財)宮城県国際化
協会

事業名

事業概要

URL

在住外国人のためのハンドブック 「いわて多文化子どもの学習支援ハンドブック」、「就学支援ハンドブッ
などの情報提供
ク」、「子育てQ&A集」などを通じ、必要な制度の説明、役立つ情報を提 http://www.iwate-ia.or.jp/
供。
外国籍児童生徒支援事業
外国籍の子どもサポーターの育成及び派遣等を行う外国籍の子どもサ
ポートセンターを設置することで、これまで情報や支援の手から孤立しが
ちだった地域点在型の児童生徒についても、公平に支援できる体制を
整えるもの。また、実行委員会主催の「日本語を母語としない子どもと親
のための進路ガイダンス」に共催団体として事業の企画運営に協力。

(公財)山形県国際交
流協会

こども日本語習得支援団体育成 在住外国人の子供たちが学校や社会へ円滑な適応ができるよう、教育
http://www.airyamagata.org
事業
委員会や民間団体と連携しながら相談に応じる。
(公財)福島県国際交 外国の子どもサポート事業
外国の子どもの学校生活への早期適応と、地域での健全育成を図り、
流協会
関係機関（者)間の連携強化とその拡充のため、下記の事業を実施す
る。
①関係団体連絡会議（県内3 か所）
http://www.worldvillage.org/ko
②外国の子ども支援者研修会（県内3カ所）
domo/index.html
④学校でのサポーター活動のコーディネート及びサポーター活動経費補
助
⑤高校巡回相談会
⑥連絡協議会の設立
(公財)埼玉県国際交 高校進学ガイダンス
多くの日本語を母語としない生徒が、高校進学に際し、日本語能力や受
流協会
験制度の理解不足、経済的事情など様々な問題を抱えていることから、 http://www.sia1.jp/foreign/_gui
多言語による進学説明パンフレットを作成するとともに、進学説明・相談 dance/
会を開催する。
(公財)ちば国際コンベ インターネットによる情報収集・提
インターネットを活用した情報収集を行うとともに、千葉県国際交流セン
ンションビューロー
供事業
ターホームページを通じて多言語による情報提供を行う。
http://www.mcic.or.jp/
「学校からのおたより」、「あなたの町の日本語教室」など
(公財)かながわ国際
交流財団

外国につながる子どもの支援

(公財)新潟県国際交
流協会

日本語を母語としない児童生徒
等就学支援

県・市町村、NGO/NPO、県内外の専門家等と連携しながら、県内の外
国につながる子どもたちの支援の充実を図り、学習環境を向上させるた
め、県内関係機関との連絡会の開催、外国人生徒の高校進学に関する
http://www.kifjp.org/tabunka
進路調査、教員向けガイドブックの作成等を行う。就学前の段階で、外
国人保護者に対する情報提供や相談対応、保育士等の支援者に対す
るサポートを行う
日本語を母語としない子どもと保護者等の進路に対する不安を解消す
るため、高校進学等、日本の学校制度について説明する資料を更新し
ホームページ等で公開するとともに、地域懇談会を開催する。

http://www.niigataia.or.jp/jp/ct/004_siryou/001_s
iryou/001_siryou.html

（公財）とやま国際セン 外国にルーツを持つ子供のため 外国にルーツを持つ子供達の学校教育に関する現状の紹介と学習支援
http://www.tic-toyama.or.jp/
ター
の学習支援ボランティア研修会 ボランティアの育成を図るための研修会の開催
(公財)福井県国際交 外国籍児童・生徒のための日本
県内の外国籍児童生徒受入校に日本語アドバイザーを派遣し、質問や
流協会
語ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ設置事業
相談に対応するとともに日本語学習・指導図書を充実させアドバイザー http://www.f-i-a.or.jp/
に活用してもらう。また、夏休みに日本語サポートクラスを実施予定。
(公財)長野県国際化
協会
(公財)岐阜県国際交
流センター
(公財)静岡県国際交
流協会

(公財)愛知県国際交
流協会
(公財)三重県国際交
流財団

外国籍児童就学支援事業（ＳＡＮ 外国籍児童支援として、外国籍児童の教育および福祉の増進を図る外 http://www.anpie.or.jp/santa_p
ＴＡプロジェクト）
国籍児童就学支援プロジェクトの運営を行う。
roject/index.htm
在住外国人支援事業
外国籍児童・生徒を支援するため、進路ガイダンスの開催や指導育成
http://www.gic.or.jp
事業（プレスクール）などを実施する。
外国籍年少者支援事業
日本語初期指導が必要な子供達への支援方法をテーマとした研修会を
開催する。
外国人学校児童生徒への日本語 日本語学習環境が整っていない外国籍児童を対象とした日本語習得支
支援事業
援や日本語指導を介した防災教育等の実施。
日本語学習支援基金事業
日本語学習支援基金を活用し、外国人児童生徒を対象にした地域の日
http://www2.aia.pref.aichi.jp/k
本語教室への助成や、外国人学校における日本語学習環境の充実を
yosei/j/kikin/index.html
図る事業、子どもと保護者のための進路説明会等を実施する。
多文化共生教育センター事業

県内外の日本語指導教材、書籍等の収集・開架を行うとともに、高校進
http://www.mief.or.jp/jp/guida
学ガイドブック（多言語版）を作成し、市町で開催される進学ガイダンスを
nce_guidebook.html
支援

日本語教材研究・発行

外国人児童・生徒及び担当教員向けのオリジナル日本語教材の研究開 http://www.mief.or.jp/jp/mief_
発・発行
kyozai.html

教育実践研究会

外国につながりをもつ子どもたちの教育指導上の課題を解決するため
に、外国人児童生徒に係る教職員や日本語教室ボランティアなどを対
象として研修会を実施

外国につながりを持つ子どもたち スクールソーシャルワーカー、外国人児童生徒担当教員、児童相談所
を見守るための連携研修会
職員等を対象に外国につながりを持つ児童生徒の生活環境を取り巻く
課題に関する研修会を実施し、関係機関との連携や課題に対する適切
な対応を学ぶ
多言語による読み聞かせ教室
外国につながりをもつ子どもたちの日本語習得及び母語保持のために、
親による日本語・母語による絵本の読み聞かせ「親と子のおはなし教
室」を開催

http://www.mief.or.jp/jp/jissen
.html

① 外国人住民支援事業
(5) 外国人子ども支援
地域国際化
協会名
(公財)滋賀県国際協
会

事業名
外国人住民サポート事業

事業概要

URL

多文化共生学校づくり支援サイトを開設し、学校内の表示を多言語で作 http://www.s-i成したり、時間割を多言語で作成できるツールを提供している。
a.or.jp/tabunka/
SIA多言語子育て情報サイト（英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、
http://www.s-i-a.or.jp/child/
タガログ語）を開設し、妊娠・出産・育児に関する情報を提供している。

外国にルーツを持つ子どもへの
教育支援事業

多言語の進路ガイダンスの開催
http://www.s-i中学校卒業後の進路に関するｶﾞｲﾀﾞﾝｽを日本語を母語としない子どもと a.or.jp/gaikokuseki/jyumin/ind
保護者を対象に実施する。
ex.htm
キャリアデザイン研修の開催
外国にルーツを持つ高校生を対象に職業人と語る会、ブラジル人学校
対象にキャリア教育出張授業を実施する。
ﾌﾞﾗｼﾞﾙの教科書と子ども向けの日本語教材の貸し出し

びわこ奨学金支給事業

(公財)京都府国際セン 外国人児童の教育支援事業
ター
(公財)兵庫県国際交
流協会

外国人児童生徒の居場所づくり
事業

滋賀県内に居住し、高校等に在籍する外国籍の生徒もしくは短期大学・ http://www.s-i大学および大学院等に在籍し、経済的援助が必要と認められる外国籍 a.or.jp/gaikokuseki/syougaku/i
学生に奨学金を支給する。
ndex.htm
在住外国人児童の支援のため、支援者の負担軽減に資する多言語に
よる各種情報整備・発信、研修会の開催、課題啓発のためのボランティ http://www.kpic.or.jp/
ア短期派遣の実施
ボランティア団体等との共催で、「日本語教室・日本語による教科学習教
室」、「母語教室・母語による教科学習教室」、先輩に経験談を聞く「先輩
に聞こう！」、「こころと進路のカウンセリング」、児童生徒による様々な http://www.hyogo-ip.or.jp/
活動を支援する「活動支援事業」、「進学に向けた教科学習集中支援教
室」を実施、その運営経費の一部を負担。

外国人児童生徒への日本語・学 外国人児童生徒に対する日本語学習支援や教科学習支援にあたるボ
習支援者養成講座【再掲】
ランティアを養成
外国人児童生徒への日本語・学
外国人児童生徒への日本語学習支援や教科学習支援に取り組むボラ
習支援アドバイザー派遣事業【再
ンティア団体等を対象に日本語教師を派遣し、ボランティア支援者の養
掲】
成や資質向上を支援する。
母語教育支援研修会の開催
外国人学校交流推進事業

(公財)和歌山県国際
交流協会

外国につながるこどもへの日本
語学習支援に関する研修会

和歌山県在住外国人支援ネット
ワーク(WFS)連絡会の開催

http://www.s-ia.or.jp/gaikokuseki/jyumin/ind
ex.htm

外国人児童生徒のアイデンティティーの確立や精神的安定に寄与する
母語教育への理解を深めるため、研修会を開催。

http://www.hyogo-ip.or.jp/

http://www.hyogo-ip.or.jp/

http://www.hyogo-ip.or.jp/

外国人学校が、その在校生徒が自然とのふれあいや地域住民との交流
を通して兵庫県への理解を深めることを目的に実施する自然学校等の http://www.hyogo-ip.or.jp/
事業に対して助成を行う。
日本語ボランティアが外国につながる子どもに日本語学習支援を行う際
の指導方法、留意点などについて講師から話しを聞くとともに、参加者
から支援に困ったエピソードなどを語っていただき、対処方法について全
体で共有した。
外国人児童生徒の学習支援等に関して、地域・行政・協会等の役割に
ついて明らかにし、地域ぐるみのサポート体制を確立するため、和歌山
県・和歌山市教育委員会、和歌山大学、協会の実務担当者での会議を
実施

（公財）鳥取県国際交 外国にルーツをもつ子どものため 日本語クラスに新たに「子ども日本語コース」を開設し、外国にルーツを
流財団
の日本語支援
もつ児童・生徒の日本語学習支援を行う。
(公財)しまね国際セン 子どもサポーター紹介
http://www.sicター
帰国・外国人児童生徒への日本語学習支援や通訳・翻訳ができる人材
info.org/support/childs（子どもサポーター）を依頼に応じて紹介する。
education/child-supporter/
ボランティア研修事業
（子どもサポーター研修の開催）
(一財)岡山県国際交
流協会

(公財)徳島県国際交
流協会

未経験者・初心者を対象とした基礎講座、経験者を対象としたスキル
アップ研修を開催する。また、支援の拠り所となる情報をまとめたリーフ
レットを作成する。

子ども日本語学習サポーター派
遣事業

県内の小中学校等からの要請を受け、登録者を派遣し、日本語学習が
必要な外国人児童・生徒等への日本語学習支援を行う。

子ども日本語学習サポーター研
修事業

日本語学習支援が必要な外国人児童生徒等の在籍する学校等へ、日
本語学習支援者として派遣するボランティアを養成するための研修会を
行う。

外国人家庭子育て支援事業

子育て中の外国人に情報提供を行うとともに、外国人及び日本人の親
子が触れ合うことのできる交流会を実施する。（年1回）

外国人子育てサロン等開設事業

託児付きの日本語教室を開催し、子育ての相談にも対応する。（週１回
１時間30分）
また、夏休みには外国人児童・生徒向けの日本語指導と一部学習の指
導も行う。（夏休み期間中８回各1時間30分）

① 外国人住民支援事業
(5) 外国人子ども支援
地域国際化
協会名
(公財)香川県国際交
流協会

事業名
小・中学校における児童生徒へ
の日本語学習支援
アイパルこどもにほんご教室

事業概要

URL

日本語による意思疎通や教科学習が困難な外国人児童生徒を支援す
るため、教育委員会を通じて依頼のあった小・中学校へ日本語ボラン
ティアを講師として派遣する。
県内に住む外国にルーツをもつ子どもに対し、日本語や教科を勉強でき
る機会と地域での居場所を提供することを目的として、日本語学習や日 http://www.i本語を取り入れた活動、宿題のサポートなどを行う教室を、アイパル香 pal.or.jp/kodomonihongo/
川にて年に2季（夏季・春季）を開講する。

まるがめにほんごひろば

県内に住む外国にルーツをもつ子どもに対し、日本語や教科を勉強でき
る機会と地域での居場所を提供することを目的として、日本語学習や日
http://www.i本語を取り入れた活動、宿題のサポートなどを行う教室を、丸亀市にて
pal.or.jp/marugamenihongo/
毎月2回及び年に3季（夏季・冬季・春季）を開講する。※平成27年度より
丸亀地区の日本語ボランティアグループに事業委託。

(公財)高知県国際交
流協会

国際ボランティア活用事業

当協会登録語学ボランティアを外部からの依頼に応じて関係先に派遣
する。

http://www.kochi-kia.or.jp/

(公財)佐賀県国際交
流協会

子ども日本語サポーター派遣事
業

日本語支援が必要な児童・生徒に対しサポーターを派遣する

https://www.spira.or.jp/

(公財)沖縄県国際交
流・人材育成財団

外国語絵本読み聞かせ教室
通訳ボランティア

(公財)札幌国際プラザ 子育てサロン

母子保健・子育てセミナー
(公財)仙台観光国際
協会

外国につながる子ども支援

(公社)さいたま観光国 日本語支援事業
際協会
「にほんごのへや」

外国語の絵本を原語で読みながら、背景にある社会や文化について講
師が原語と日本語で説明し、交流を行う。
外国籍の子ども安心して日本の学校に就学できるよう、一定期間通訳ボ
ランティアを派遣し、教育支援員の指導内容を通訳し、就学者の理解を
促進する。
就学前のこどもとその保護者や、これから親になる方などが自由に集
い、交流できる場所を提供する。毎月第３木曜日開催。札幌市と共催。
保育士職員、子育てアドバイザー、外国語ボランティアが対応。
妊婦、または子育て中の外国籍市民を対象とした母子保健情報提供の
セミナーの開催。年1回。
言語、文化等の違いにより困難を抱えている子どもを支援するために、
地域における市民活動の担い手を育てる。また、市民団体等と協働して http://www.sira.or.jp/japanese
「日本語を母語としない小中学生のための 夏休み教室」、「日本語を母 /index.html
語としない子どもと親のための進路ガイダンス宮城」を行う。
在住外国人が地域で生活するのに必要な日本語の学習を支援。日本語
http://www.stib.jp/kokusai/act
ボランティアが地域のリソースを使って、生活情報を提供しながら日本語
.shtml
学習を支援する。

外国人子育て支援

子育て中の在住外国人を対象にベビー・キッズマッサージを実施。親子 http://www.stib.jp/kokusai/chi
のスキンシップを取りながら、在住外国人の子育てを支援する。
ld.shtml

(公財)千葉市国際交
流協会

ボランティアコーディネート事業

千葉大学主導のもと、外国にルーツを持つ児童・生徒の学習支援につ
いて、市内のモデル校にて実施。

(公財)横浜市国際交
流協会

外国人生徒学習支援事業（なか 外国人生徒への学習支援教室の開催
http://nakalounge.main.jp/
国際交流ラウンジ運営事業）
毎週水・木・金 16：30～18：00 学習者：区内公立中学校生70名程度
学習支援教室（鶴見国際交流ラ 鶴見国際交流ラウンジにおいて、外国につながる子どもたちの学習を支
ウンジ運営事業）
援する。毎月第1・3土曜日 9：30～12：30
学習者数：区内小中学校
http://www.tsurumilounge.com
30名程度
/
12月より、第2・第4土曜日には高校受験を目指す中学3年生を対象とす
る学習支援を実施。
南区外国人中学生学習支援教室
（みなみ市民活動・多文化共生ラ 区内外国人中学生を対象に学習支援教室を実施。
ウンジ運営事業）
毎週火曜 17：00～18:30 対象：区内公立中学校生25人程度

(公財)浜松国際交流
協会

http://tabunka.minamilounge.c
om/

外国人の子どもの不就学ゼロ作 外国人の子どもの就学状況を継続的に把握するとともに、面談やカウン
http://www.hi-hice.jp/
戦事業
セリングなどのきめ細かな支援を、関係機関と連携して推進する。
外国につながる若者の学び直し
就学年齢を超えて呼び寄せにより来日した若者などを対象に、日本語
教室
入門クラスを行う。クラスを通じて学習の習慣づけと仲間作りを行い、現 http://www.hi-hice.jp/
在の外国人の若者の課題や実態を探る。
地域日本語学習支援事業

学習支援団体へ日本語教師やボランティアを紹介したり運営相談や外
国人コミュニティなどが開催する学習支援教室の支援を行う。

日本語ボランティア養成講座

学校等で学習支援を行うボランティアの養成講座を開講。修了後は学校
http://www.hi-hice.jp/
等からの要請によりコーディネートを行う。

(公財)名古屋国際セン 外国語で楽しむ絵本の会
ター
ライブラリー特別企画

http://www.hi-hice.jp/

外国語での絵本の読み聞かせを通して、各国紹介や外国と日本の親子
http://www.nic-nagoya.or.jp
の交流の機会を提供する。
夏休みや冬休みの期間、クリスマスやハロウィーンなどの行事の機会を
とらえて、小中学生を対象に図書、地図、データ等の当ライブラリーの資 http://www.nic-nagoya.or.jp
料を活用した国際理解イベントを年３回程度実施する。

① 外国人住民支援事業
(公財)名古屋国際セン
ター

(5) 外国人子ども支援
地域国際化
協会名

事業名
海外児童生徒教育相談

外国人の子どもと保護者のため
の総合相談会

URL

家族の海外勤務による出国・帰国に際しての編入学等に関する相談
や、外国籍児童・生徒の教育に係る相談への対応を、関係機関・団体と http://www.nic-nagoya.or.jp
の緊密な連携のもと専門の相談員が行う。
外国人の子どもの健全育成を目的に、教育、福祉及び健康の各分野の
相談に、専門家及び行政機関の職員等が対応する、総合的な相談会を http://www.nic-nagoya.or.jp
実施する。

外国人の子どもと保護者のため
の進路ガイダンス

中学卒業後の進路についての情報提供と相談に対応するガイダンス
を、教育委員会、学校等の関係団体の協力のもとに実施する。

九番団地子供サッカー教室

外国人児童の居場所づくりと日本人児童との交流を目的としたサッカー
教室を、地域のボランティア日本語教室及び港区多文化共生推進協議
会の協力を得て開催する。ブラジル人集住地域である港区九番団地学 http://www.nic-nagoya.or.jp
区内の東海小学校校庭で毎週土曜に実施する。また、年2回程度交流
試合を行う。

子ども日本語教室

外国籍児童・生徒サポーター養
成研修

外国人の子どもの進学サポート
事業「学校訪問」
(公財)京都市国際交
流協会

事業概要

http://www.nic-nagoya.or.jp

生活や学校に必要な日本語学習の機会を提供するため、ボランティア
の運営協力のもと、小グループ指導形式による日本語教室を、名古屋
http://www.nic-nagoya.or.jp
国際センターなどで開催する。また、教科学習に必要な学習言語の指導
も行う。
専門分野の講師による講義、パネルディスカッション、ワークショップなど
を通し、幅広い視点で外国籍の子どもを支援するための知識や心構え
http://www.nic-nagoya.or.jp
を学ぶ、全3回程度の連続講座を実施する。また、これから支援に携わ
ろうと考えている人を対象に、全3回の入門講座を実施する。
外国人の子どもと保護者を対象に、中学校卒業後の高校・大学等への
進路の具体的なイメージや情報の提供を図る取り組みとして、関係機関 http://www.nic-nagoya.or.jp
の協力を得て、実際に学校を訪問する機会を設ける。

多様な文化背景を持つ子ども達 ボランティアによる「子どもクラブ」の運営。多様な文化背景を持つ小中
の集いの場
学生の集いの場を作り、同様の状況にいる子ども同士の出会い、異文
koko Kids
化との出会いの場を提供する場。子ども達の学習サポート及び保護者
の日本語コミュニケーション力アップのためのサポートを中心に月2回活
動。
市立小中学校日本語ボランティ 京都市教育委員会が主催する「京都市立小・中学校外国人児童・生徒
ア
等に対する日本語指導ボランティア派遣事業」について、ボランティア登

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
/tabunka/jp/kodomo/2015_kid
sclub.html

http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
録を行う。在住外国人の子弟を中心とした日本語指導の必要な児童・生 /volunteer/jp/katsudo/index.h
徒に対して、ボランティアが学校に出向いて学校生活、日常生活に必要 tml
な日本語指導を行い、子ども達のサポートを図る。

子育てステーション ホッとチャット

(公財)大阪国際交流
センター

(公財)北九州国際交
流協会
(一財)熊本市国際交
流振興事業団

外国語絵本読み聞かせ「アイア
イ」

子育て中の保護者（外国人日本人問わず）の集いの場。日本の子育て、 http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo
外国の子育て等について語り合い、交流することを目的に行う子育て支 /tabunka/jp/kodomo/2015hot
援活動「子育てステーション ホッとチャット」を運営。
chat.html
日本の子どもたちと、日本で暮らす外国の子どもたちを対象に、各国の
絵本を紹介することにより、文化交流の場を提供する。
http://www.ih読み聞かせ言語：日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語
osaka.or.jp/international/post_
開催日：毎月 第3木曜日 14：00～16：00（読み聞かせ15：00～15：
9.html
30）、第4土曜日 14：00～16：00（読み聞かせ14：00～14：30）

未就学・ダイレクト向け日本語・学 外国人の両親、あるいは国際結婚など、外国にルーツを持つ就学前の
習支援教室
こどもを対象に、小学校での学習に必要な、日本語や日本の学校そのも
のについて学ぶ「プレスクール」を、小学校入学前の時期である1月～3
月に計8回開催。
また、小学校1年生以上及び母国で中学校等を卒業した後、来日した生
徒、通称「ダイレクト」を主な対象に、日常生活や高校・大学進学に必要
な日本語の学習支援「こどもひろば」を毎週1回（月曜日 17：00～20：
30）開催。
放課後にほんごひろば
外国につながりのある児童生徒のための学習支援・適応支援として、教
夏休みにほんごひろば
科学習や宿題のサポートを行う教室を市内2ヶ所で実施（夏休みの特別
教室も実施）。
外国籍の子供の教育事業

おるがったステーション事業

民間の支援団体と連携し、呼び寄せの子供たちの教育支援を行う。ま
た、年１回、高校への進路ガイダンスを行う。また、義務教育における日
本語センター校の活動に対し、協力を行う。
民間支援団体NPO法人外国から来た子ども支援ネットと協力し、毎週日
曜日に外国ルーツの子どもたちの居場所作りと教科指導等を行う。

http://www.ihosaka.or.jp/international/kodo
mohiroba.html

http://www.kitaq-koryu.jp/

