
茨城県地域日本語教育の体制づくり推進事業 

新規学習支援者の開拓講座 

 

 

令和２（2020）年度 

新しい茨城 下妻・坂東のための日本語支援を考える会 

 

実施報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3（2021）年３月発行 

 

公益財団法人 茨城県国際交流協会 

iia11
画像



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 

 

はじめに 

茨城県には７０，８０６人の在留外国人が暮らしており、都道府県別で全国第１０位となって

います（「在留外国人統計」令和２年６月末現在）。人数の推移では、１０年前に発生した東日本

大震災のあと一時減少に転じたものの、５年前の同月（５２，９２０人）と比べ約３４％、昨年

の同月（６７，９８６人）との比較では約４％、それぞれ増加しました。新型コロナウイルスの

影響で外国人の新規入国が一時制限されていますが、労働力として外国人材を受入れる国の政策

のもと、海外との往来再開後、外国人の県内転入はさらに増えるでしょう。 

「外国人」と一括りに言っても、個々に異なる背景を持つ方々です。多様な文化や慣習をもつ

外国人は日本で生活を送るうえで、一般に、３つの壁「ことばの壁（日本語能力が不十分だと正

確な情報の理解が困難）」、「こころの壁（文化の違いにより日本人との積極的な関わりを遠ざけて

しまう）」、「制度の壁（不理解により制度上の必要なサービスが受けられない）」、に直面するとい

われます。労働者・生活者である外国人が増加し、日本人と外国人が構成員として共に協働する

地域社会では、３つの壁は見過ごすことができない課題です。 

さて、令和２年度にスタートした茨城県地域日本語教育の体制づくり推進事業は、「多文化共生

社会の推進、外国人材に選ばれる県づくりのため、県内どこにいても日本語学習の機会が得られ

る環境と関係機関の連携体制を構築する」ことを目的としています。そのなかで、外国人市民が

安心して地域で暮らすことができ、日本語により地域社会に参加できるようになるための日本語

ボランティア教室活動の在り方を県民の皆さんと一緒に考えるため、地域づくりや多文化共生の

観点を取り入れた講座を企画・開催しました。受講者の皆さんと「外国人市民に寄り添う日本語

学習支援者となることを目指し、講義・事例紹介や話し合いを通して学ぶ」こと、受講者が主体

的に考える意識醸成の試みを行いました。 

講座では、「自分の思い込み」という異文化理解の壁に気づき、視点を「出身（国・地域）」か

ら、人としての“個”へ移動しました。人をそれぞれが背景・文化を持つ“個”として尊重し、日

本人が外国人にとって理解しやすいよう配慮した「やさしい日本語」で話すことは、相手の状況

を想像する優しさにつながることを考えました。 

相手の日本語に耳を傾けること、自分が伝えたいことを日本語で言うこと、すなわち、日本語

での対話を通してお互いの「私を伝えたい」「あなたを聴きたい」気持ちに目を向けることは、「多

文化共生」「相互理解」を目指した日本語支援を考えることにつながります。地域日本語教室は、

言語・文化が異なる人々が集まり、日本語をツールとして「対話」により相互理解を深めること

ができる場です。外国人と日本人の双方が一生懸命理解に努めることは、ことばを教える／教え

られる関係ではなく「対等」な関係性のもとなされることであって、互いに尊重して活動を繰り

返すことが「協働」へと発展していきます。このように考えると、地域日本語教室活動は、外国

人に対する日本語支援にとどまらず、日本人にとって生涯学習の場としての機能を持ち、さらに

は多文化共生社会の形成そのものへと結び付くものです。 

 今回、一定の成果とともに課題も見つかりました。日本語学習者を思い、地域実践者の皆さん

の声を聞きながら、改善に努めて行きたいと思います。 

 最後に、NPO法人 CINGA に企画段階から全面的なご支援をいただきました。また、外部評価

委員に貴重なご意見を賜りました。そして、講座コーディネーター、講師、現地コーディネータ

ーのご尽力により成功裏に終えることができました。全ての皆さまに心から感謝申し上げます。 

  公益財団法人茨城県国際交流協会 
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報告書に寄せて 

出入国在留管理庁の「在留外国人統計」によると、茨城県の在留外国人は、令和２年６月末現

在で７０，８０６人、国籍（地域）は１５３の国（地域）に上ります。 

 今後も在留外国人の増加が見込まれる中、多文化共生社会の推進と、外国人材に選ばれる県づ

くり実現のため、外国人が県内のどこにいても日本語学習の機会が得られる環境と関係機関の連

携体制を構築することを目指し、令和２年度より「茨城県地域日本語教育の体制づくり推進事業」

を開始いたしました。 

 事業開始にあたり、日本語教育を実施する機関（市町村、市町村教育委員会、市町村国際交流

協会、大学、日本語学校、日本語ボランティア教室、企業）を対象にアンケート調査を実施し、日

本語教育の実施状況や体制、課題等を把握するとともに、外国人住民に対して対面調査を実施し、

日本語学習状況やニーズの把握を行いました。その結果、関係者間の連携不足や日本語学習支援

者等の人材の不足など課題が見えてきました。 

 今回の「新規学習支援者の開拓講座」は、日本語学習支援における潜在的な協力者を発掘する

ことを目的として実施しましたところ、４１名の受講者を得ることができました。受講者からは、

「対等な関係でお互いを理解しようとすることの大切さ」や「『やさしい日本語』の重要性」に気

づいたこと、また、「自分でできることを少しずつやっていきたい」といった感想があり、多文化

共生に対する理解を深めていただけたことに手ごたえを感じているところです。 

 外国人が日本人と同様に安心して生活することができる環境整備に当たっては、外国人が日本

の風土・文化を理解するとともに、受け入れる側の日本人もまた、共生社会の実現について理解

し協力するよう努めていくことが重要であるとされています。 

 県といたしましては、引き続き、地域の皆さま、実践者の皆さまとともに、多文化共生社会の

推進、地域日本語教育の体制づくりを進めていきたいと考えています。 

 最後に、講座実施にあたり、多大なる御支援・御協力をいただきました地域日本語教育実践者

並びに関係者の皆さまに深く感謝申し上げます。 

  

  

茨城県県民生活環境部 女性活躍・県民協働課 
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1. 概要 

(1) 講座目的 

 外国人市民に対する日本語学習支援を行う市民を育成する研修を行う。 

市民が研修受講を経て、言語調整能力を上げることの大切さ、相手のことばを受容することの

大切さに気づくこと、その気づきや視点を日常生活の中で生かすことを通して、よりよい市民社

会・地域社会を形成していくことを目指す。 

また、参加者が研修の成果をいかして、日本語教室などの市民活動において外国人と接するこ

とにより、相互学習の中で実効性ある日本語コミュニケーション支援ができるようになることを

目指す。 

 

(2) 枠組み 

 「令和２（2020）年度 新しい茨城 下妻・坂東のための日本語支援を考える会」（以下、本講

座）は、茨城県の「地域日本語教育の体制づくり推進事業」（令和元年度～文化庁補助事業採択）

の一環として、公益財団法人茨城県国際交流協会が主催（県受託事業）となり行われた。 

 その背景としては、令和元（2019）年６月に「日本語教育の推進に関する法律（令和元年法律

第 48 号）」が公布、施行され、令和２（2020）年 6 月には、閣議において、「日本語教育の推進に

関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」が閣議決定されたことを受け、

自治体の責務として、地域における日本語教育に取り組むことになったことが大きい。 

 茨城県地域日本語教育の体制づくりとは、外国人を地域社会の一員として受け入れ、共に生き

ていくことを目的に、（多文化共生）社会の推進、外国人に選ばれる県づくりを目指し、外国人が

県内どこでも日本語学習の機会が得られる環境の整備と関係機関の連携体制を構築するための動

きである。 

具体的な内容は、(1)総括コーディネーターの設置、(2)日本語教室等関係者の連絡会議（4 ブロッ

ク）、(3)新規学習支援者の開拓講座、(4)地域日本語教育コーディネーターの育成等、の４点とな

る。 

 本講座は(3)の事業として、今年度は 2 地区が選ばれ、実施された。選定理由は以下のとおりで

ある。 

【下妻】 

・外国人数が多い一方、日本語ボランティア教室、市町村国際交流推進組織がない。 

・地域日本語教育コーディネーターが教室立ち上げ支援のため通うことが可能。 

 

【坂東】 

・外国人数が多い一方、夜間の日本語教室１つしかない。 

・県西地域担当コーディネーターが坂東在住で、日中開催の日本語教室立ち上げを予定してい

る。 
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(3) 講座日程・内容 

 生活者としての外国人市民に寄り添い「多文化共生」、「相互理解」中心の活動を行う日本語学

習支援者となることを目指し、講義・事例紹介や話し合いを通じて学んでいく。（５回で１講座と

する連続講座。） 

 

 日程 
内容 講師 

下妻 坂東 

1 
1/17（日） 

13:00～16:30 

1/31（日） 

9:00～12:30 

第 1 回 「多文化」を考える 

－地域における多文化共生－ 

文化とは、多文化とは、多文化共生とは 

金久保紀子 

井上里鶴 

2 
1/24（日） 

13:30～16:30 

2/5（金） 

9:30～12:30 

第 2 回 相互の対話によって理解する 

－やさしい日本語を使って話そう－ 

外国人市民がわかる日本語で話す 

山田野絵 

3 
1/30（土） 

13:30～16:30 

2/12（金） 

9:30～12:30 

第 3 回 市民活動としての交流活動を

考える 

－どんなサポートができるだろう－ 

外国人市民も同じ仲間として考える 

羽鳥愛 

4 
2/6（土） 

13:30～16:30 

2/19（金） 

9:30～12:30 

第 4 回 地域日本語教室を知る 

－日本語教室の活動紹介－ 

やってみよう、対話で進める日本語学

習支援 

仙波美哉子 

5 
2/14（日） 

13:30～16:30 

2/26（金） 

9:30～12:30 

第 5 回 地域づくりと日本語学習支援

を考える 

地域参加につながる日本語学習支援を

考えよう 

金久保紀子 

井上里鶴*1 

内田ちひろ*2 

（※1 下妻のみ、※2 坂東のみ） 

 

現地対面開催を予定していたが、新型コロナ感染拡大のためオンライン開催に変更して実施。

茨城県国際交流協会がホストとなり、受講者は自宅のパソコン等から参加した。講師に関する情

報は、（５）講座講師にまとめて記載する。なお、講座で使用する用語の統一や講座内容全体のつ

ながりを調整するために各講師とやりとりを行う講座コーディネーターを設置し、羽鳥愛氏が担

当した。また、当日対応など地域ごとのシステマチックな対応を想定して現地コーディネーター

を設置し、宮本敏弥氏（下妻）、内田ちひろ氏（坂東）が担当した。 

 

(4) 受講者 

 外国人市民との交流を希望する茨城県民、すでに実践している日本語学習支援者（日本語ボラ

ンティア教室のボランティアの方など）を対象に募集広報を行い、申し込みがあった方を受け付
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けた。オンライン開催としたことで、選定地域外からの参加もあった。以下、下妻、坂東ごとに、

受講者の属性（地域日本語教育にかかる経験、年代、在住地、ほか）を示す。 

 

 【下妻】23名 

内訳：未経験者 12名： 経験者 11名 ／ 男性 6名：女性 17名 

    20代以下 1名：40代 3名：50代 3名：60代以上 16名 

    下妻市８名、古河市２名、五霞町２名、常総市２名、石岡市２名、 

ひたちなか市２名、神栖市１名、つくば市１名、土浦市１名、守谷市１名、 

龍ケ崎市１名 

 

【坂東】18名 

内訳：未経験者 10名：経験者 8名 ／ 男性 3名：女性 15名 

    30代 2名：40代 5名：60代以上 10名：不明 1名 

    坂東市６名、水戸市３名、守谷市２名、古河市２名、神栖市１名、境町１名、 

下妻市１名、つくばみらい市１名、日立市１名、 

 

(5) 講座講師 

 講師の選定にあたり、県内で地域日本語教育を実践している日本語教師で、文化庁「日本語学

習支援者に対する研修カリキュラム普及事業」における研究会（CINGA主催実践研究コミュニテ

ィー）に参加した者とした。なお、CINGA からは本講座の企画・運営面で全面的な協力を得た。 

 講師の詳細は以下の通り。いずれも茨城県国際交流協会の日本語教育アドバイザーを務めてい

る。 

  井上 里鶴 氏：つくばにほんごサポート代表 

内田 ちひろ氏：武蔵浦和日本語学院非常勤講師 

金久保 紀子氏：筑波学院大学教授 

仙波 美哉子氏：ひたちなか市国際交流協会理事 

羽鳥 愛氏 ： 日本語ゆめラボ代表 

多文化共生グループおみたまじん代表 

山田 野絵氏： 日本語ボランティアグループ・オルビス代表 

筑波大学非常勤講師 茨城キリスト教大学兼任講師 

 

(6) 外部・内部評価委員会の設置 

内部評価委員の評価に対し客観性及び透明性を確保するとともに、効率的かつ効果的な講座

運営を推進することを目的として外部評価委員会を設置し、講座の進め方、講座評価方法にお

ける改善等について意見をいただく。 
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 外部評価委員： 

・伊東祐郎氏（国際教養大学教授） 

・飯野令子氏（常磐大学准教授） 

・松浦みゆき氏（日立さくら日本語学校校長） 

 

内部評価委員： 

   ・羽鳥愛氏（講座コーディネーター） 

   ・金久保紀子（講座コーディネーター補助） 

(7) その他 

  ８割以上受講した方に対し、「弘道館アカデミー修了証」を知事名で交付する。本講座は、修

了証の授与をもって受講者のモチベーションアップや、一部既存の日本語ボランティア教室で

活動する際の講座受講歴としての扱いにつなげるため、当協会が弘道館アカデミーに登録した。 

  弘道館アカデミーとは、県民が自由に参加できる講座や研修会等で県が実施するものについ

て、それらの学習情報を総合的・体系的に提供するもの。講座で学んだ成果により、学習の成

果が地域での様々な活動に生かされるよう県が支援している。 
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2. 講座実施の詳細 

(1) 各講座の内容と講師振り返り（下妻） 

 下妻の講座について、第１～５回それぞれの目的・内容・活動形式・講師の意図、及び、担当し

た講師の実施後の振り返りを記す。 

①第１回「多文化」を考える ―地域における多文化共生― 

第 1回 

「多文化」を考える ―地域における多文化共生― 
     

目的 

1．研修のねらいを理解する 

2．生活者としての外国人の背景についてデータを元にして理解する 

3．文化について体験を通して考える 
     

時間 内容（大項目） 内容（中項目） 活動形式 講師の意図 

5 
イントロダクショ

ン 

茨城県国際交流協会理事

長あいさつ 

研修担当者紹介 

講義 

講座の目的や全体像をつかみ，講座に

対する期待度や動機付けを高める 

以後の研修の円滑な実施を図る 

20 アイスブレイク 
自己紹介と自身の活動紹

介 
グループワーク 

対話的なアイスブレイクを実施すること

で，アイスブレイクの機能と対話的活動

の体験という二つの意味を持たせる 

10 全体説明 
スケジュール 

ことばの整理 説明 
講義   

20 目標設定 資質・能力の確認 グループワーク 
目標を明確化することで一人一人の講

座を通した学びの質を高める 

5 休憩       

20 
学習者の背景理

解 

日本全体の外国人をめぐ

る状況の確認（在留外国

人数，在留資格の種類等） 

講義 

日本語学習支援の背景にある社会的状

況を理解することで，何のために支援

活動を行うのかという大きな視点を持

ってもらう 

10 研修の位置づけ 研修の背景説明 講義   

5   確認 質疑応答   

5 休憩       

60 

文化理解に関す

る 

ワークショップ 

多文化共生 

「レヌカの学び」 
グループワーク 

文化理解について考える前提として、

人間は多様な文化を持ち、移動を通し

てその多様性は拡大していることに気

づく 
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10 

振り返り 1 

ワークショップの確認 個人作業 
個人での省察、協働での省察を通して、

レヌカの学びは参加者一人ひとりにも

起こっている学びであること、文化理解

は他文化理解にとどまらず、まずは自

文化の多様性への理解から始まるこ

と、にきづくこと 

15 何を学んだか意見交換 グループワーク 

10 まとめ 文化とは何か 講義 

文化とは、多文化共生とはなど、講座の

内容を理論的に整理することで，体験

を通した学びの定着を図る 

20 振り返り 2 アンケート記入等 個人作業 

自分自身が取り組んだことをふりかえ

ることで学びの成果と課題を明確化し，

各自の学びの質を高める 

     

〇金久保紀子 

考えるのと実際にするのとでは大違いだと実感しました。内容が多すぎました。 

普段の学生相手とはまるで違って、背景がわからない方の前で、ZOOM で講座を進める怖さが

ありました。反応が今一つ伝わってこない中、途中で自分の語りの圧を変えてみました。そこ

で語ったことは、パートナーの井上さんや皆さんと準備の最中に「対話」を通して得た体験が

すべてだったと思います。 

受講生お一人お一人の「この講座は何だろう」という期待と不安を、一遍に浴びるのが１回目

担当の役割で醍醐味なのかな、と大げさですが、感じました。次回もうまく受け止めたいです。 

 

〇井上里鶴  

レヌカの学びで最も伝えたかったのは、「自分自身の無意識の思い込みに気がつくこと」と、

「個人の中に多様な文化が内在すること」でした。しかし、日本とネパールの文化の相違を浮

き彫りにしてしまったような感覚を持ちました。うまく伝えられなかった要因を探りたいと思

います。一方で、参加者のアンケートには、他の文化への興味関心の広がりや、家族や身近な人

とレヌカを実施して話し合いたい、といった記載もありました。「個の文化」と「多様な文化」

が入り混じった理解が各人にあるとは思いますが、まずは一歩、文化とは何か？を考えるきっ

かけになっていたらうれしいです。 
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②第２回 相互の対話によって理解する ーやさしい日本語を使って話そうー 

第 2回 

相互の対話によって理解する ーやさしい日本語を使って話そうー 
     

目的 1．コミュニケーションスキルについて理解し実践できるようになる（やさしい日本語・やさしい傾聴） 

     

時間 内容（大項目） 内容（中項目） 活動形式 講師の意図 

0   
前回のキーワードや資料等の

再確認によるふりかえり 
個人作業 

既有知識を活性化したり，研修内容の積

み重ねと連続性の意識を高めたりするこ

とで，研修の質の向上を図る 

1   講師自己紹介     

2 
イントロダクシ

ョン 

今回の講座の目的， 

内容，方法の確認 
講義 

講座の目的や全体像をつかみ，講座に対

する期待度や動機付けを高める 

3   
レディネスのチェック（自分の

話し方についてのふりかえり 
個人作業 

自分の日常の話し方に目を向ける 

自分のことを客観的にふりかえる 

2 

やさしい日本

語に関する理

解（理論面） 

「やさしい日本語コミュニケー

ション」について 
講義 

「やさしい日本語コミュニケーション」につ

いて知る 

1  やさしい日本語の紹介動画視聴 動画視聴 やさしい日本語の実際に触れる 

15   

やさしい日本語に関する基本

的な知識（定義，使用場面，

等） 

講義 

動画視聴 

やさしい日本語の成り立ち、様々な使用場

面を知る 

6 

やさしい日本

語に関する理

解（実践面） 

NEWSWEB EASYのニュー

ス音声、企業の研修映像の動

画視聴 

音声、動画視聴 やさしい日本語の実際を知る 

6   
音声、動画の内容をもとに意

見交換 
グループワーク 

やさしい日本語のルール説明の前段階と

して、自らが感じた印象と気づきを言語化

し、グループワークで気づきをシェアする 

5 休憩・体操       

17   やさしい日本語のコツを紹介 講義 やさしい日本語のコツを知る 

17   やさしい日本語言い換えワーク グループワーク やさしい日本語の言い換え練習（単語・文） 

15   

情報伝達のロールプレイ演習

（情報をわかりやすく伝える

練習） 

グループワーク 

（日本人役、外国人

役、観察者） 

・生活に密着した情報を、目の前にいる

「個」に合わせたやさしい日本語にするに

はどうするかを考える 

・生活密着情報の教材として市の数種の

広報を使用することで、情報源の紹介機

会とする 
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5 ふりかえり やさしい日本語とは何か グループワーク 

講座の内容を整理し、相互理解のための

やさしい日本語についての学びの定着を

高める 

1 まとめ やさしい日本語とは何か 講義 

講座の内容を整理し、相互理解のための

やさしい日本語についての学びの定着を

高める 

5 休憩・体操       

3   
レディネスのチェック（自分の

聴き方についてのふりかえり 
個人作業 

自分の日常の聴き方に目を向ける 

自分のことを客観的にふりかえる 

7 
聴くことに関す

る理解 
やさしい傾聴の概要 講義 やさしい傾聴の概要を把握 

13   
やさしい傾聴のワークショッ

プ 
グループワーク 

やさしい傾聴を実践、体験してみて、対話

において聴くことの重要性を理解する 

7 まとめ 
対話における「やさしい日本

語コミュニケーション」の役割 
講義 

講座の内容を理論的に整理することで，

体験を通した学びの定着を図る 

30 ふりかえり アンケート記入等 個人作業 

自分自身が取り組んだことをふりかえる

ことで学びの成果と課題を明確化し，各自

の学びの質を高める 

〇山田野絵 

＜改善点＞ 

時間調整： 

・動画は割愛しないほうがいいとの関係者からのフィードバックもあったので、次回は「基本

的な知識」あたりの分量を減らしてみる。 

・受講者のチャットの質問、コメントに充分に対応できたとは言えないので、休憩中にチャッ

トに回答を入れるなどして、漏れがないように対応していきたい。 

グループワークの指示：グループワークに入る前に、より丁寧な指示が必要（関係者からのフ

ィードバック）とのことで、口頭説明を 2回程度、チャットやルームへのメッセージをする等

について事前に講座運営、進行メンバーと打ち合わせをしたほうがいいだろう。 

その他：話し忘れたことも多かった。 

・「やさしい日本語コミュニケーション」を次回以降も生かしてもらいたいこと。 

・「第二言語習得」や「公平な耳」の解説をもっと丁寧にする予定だった。 

全体：山田と受講者の方のコミュニケーションが少なく、一方的な内容になっている印象があ

る。受講者の理解度などを確認する時間が取れない。時間的、オンライン等さまざまな制約が

あるが、なんとかもう少しインタラクティブにできる方法を考えてみたい。（ブレイクアウト

ルームへの参加も一案だが、他にもあるか） 
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③第３回 市民活動としての交流活動を考えるーどんなサポートができるだろう 

第 3回 

市民活動としての交流活動を考えるーどんなサポートができるだろうー 
     

目的 
1．日本語学習支援における対話的活動について理解する 

2．対話的活動を通した日本語学習について理解し実践できるようになる 
     

時間 内容（大項目） 内容（中項目） 活動形式 講師の意図 

15 
イントロダクショ

ン 

前回のキーワードや資

料等の再確認によるふ

りかえり 

グループワーク 

BOS 

既有知識を活性化したり，研修内容

の積み重ねと連続性の意識を高めた

りすることで，研修の質の向上を図る 

5 アイスブレイク 

・カメラを消して、２０

秒後につける。 

・２０秒ジャストでカメ

ラをつけられた人を全

員で褒める！ 

全体 
全体での一体感、自己肯定感を高め

る、人の長所を見ることの大切さ 

5 講師自己紹介 
地域日本語教育に関

わるきっかけなど 
  

私自身も自分にできることから始め

たいとボランティアから日本語教育

に関わったこと。 

5 

多文化共生のた

めの地域日本語

教室とは 

今回の講座の目的，内

容，方法の確認 
講義 

講座の目的や全体像をつかみ，講座

に対する期待度や動機付けを高める 

5 教科書会話例 

教材を見てみよう「～

が好きです」を例に３

つの教材を見る。

（GENKI、まるごと、

これだけ） 

講義 

 

 

・日本語の力が限られた学習者を相

手にした時でも対話を活性化するア

クティビティの体験をし、対話を活性

化する方法をイメージできるように

する 

 

・市民活動としての日本語学習支援

の核が「対話」であり、対話を通して

相互理解・文化理解が深まり、 

 ともに学び合うことができること、 

そして そしてそれが、ともに社会を

つくっていく出発点となることが意

識できるようにする 

 

・活動の体験を、在住外国人の状況、

10   
体験したワークの実践

への応用を考える 
全体 

10   

対話についての理解

（対話理論等の説明，

実践事例の紹介） 

講義 
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「文化」「多文化共生」「やさしい日本

語」「聴く・待つ」と結び付けて考えら

れるようにする 

10 私の失敗 対話活動の作り方 講義   

10 休憩   

5 
対話的活動の紹

介 
  講義   

10 

対話的活動実践

のための具体的

取り組みの検討 

街の紹介（生活するた

めに必要なこと・私の

おすすめ）ワーク体験 

グループワーク 

・さまざまなトピックで、対話を活性

化する方法をイメージできるように

する 

・対話を活性化するリソース（教材）の

例にふれ、イメージできるようにする 

・対話を広げたり深めたりするため

の、コツ、留意点について意識できる

ようにする。 

5   ワーク体験発表 全体 

5 
対話に必要なひ

と工夫 

トピック・活動・リソー

スの紹介・対話的活動

の具体的な進め方 

講義 

15   
対話的活動を考えよう

Jamboard入力 
グループワーク 

10   ワーク体験発表 全体 

3   まとめ全体   

7 休憩   

10   

ふり返り 

googleフォーム記入 

ブレイクアウト 

    

※BOS：ZOOM のブレイクアウトルーム機能を使用 

〇羽鳥愛 

・受講者はグループ活動にも、ずいぶん慣れたきた様子で積極的に取り組む様子が見られた。 

・付箋アプリが発表直前に消えるというトラブルは、事前想定がなく焦ってしまった。協会職

員の井坂さんが写真を撮ってくれていたおかげで、なんとか乗り切ることができた。 

・日本語の構造としての文型の提示が唐突な感じを与えてしまい、受講者に疑問を抱かせる形

になってしまった。第２回のやさしい日本語からの流れを次回は取り入れたい。 

・ひとつひとつのグループ活動で「何をするか」という視点が強調されてしまったように思う。

次回は「何のために」その活動をするかという視点を提示したい。 
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④第４回 相互理解を深めるための地域日本語教室の実践 

第 4回 

相互理解を深めるための地域日本語教室の実践 

（地域の日本語教室を知るー日本語教室の活動紹介ーやってみよう、対話で進める日本語支援） 

目的 

1．地域日本語教室の多様性について理解する 

2．地域日本語教室の実践について理解する 

3．日本語学習支援活動の実践ができるようになる 
     

時間 内容（大項目） 内容（中項目） 活動形式 講師の意図 

15 
イントロダクショ

ン 

前回のキーワードや資

料等の再確認によるふ

りかえり 

個人作業 

既有知識を活性化したり，研修内容

の積み重ねと連続性の意識を高めた

りすることで，研修の質の向上を図る 

3   

講師自己紹介 

今回の講座の目的，内

容，方法の確認 

講義 

PPT 

講座の目的や全体像をつかみ，講座

に対する期待度や動機付けを高める 

10 

地域日本語教室

を知る(多様性の

理解） 

事例団体概要紹介 

(ひたちなか市国際交

流協会日本語支援プロ

ジェクト活動紹介） 

講義 

PPT 

「教える-教わる」の関係ではなく、

「相互理解と文化理解」を目指した団

体の具体的な活動の様子、参加する

外国人（学習者）の生の声を知り、地

域日本語教室の活動についてイメー

ジがもてるようになる 

 

参加者皆が、楽しく対等な立場で活

動に関わる様子を知り、地域日本語

教室の活動参加へのモーチベーショ

ンを高める 

10 

学習者について

理解する(多様性

の理解） 

外国人参加者のニーズ

を知る 

ニーズに応えた活動を

考える 

対話型活動について考

える 

講義 

PPT 
  

20 

日本語学習支援

の実践活動体験

１ 

グループワークの説明 

グループワーク①テー

マなし 

＊ブレイクアウト R（日

本人外国人 18分） 

グループワーク 

講座受講者同士で経験した（対話を

活性化する）活動を、外国人協力者と

共に体験することにより、活動を進め

るために必要なやりとりや配慮など、

新たな気付きを得る 

10 休憩       
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10 

地域日本語教室

の実践について

理解する 

 

対話型日本語学習の

活動紹介 

講義 

PPT 
  

23 

日本語学習支援

の実践活動体験

２ 

グループワークの説明 

グループワーク②テー

マあり 

＊ブレイクアウト R（日

本人外国人 20分） 

グループワーク 

これまで学んだ「聴く・待つ」「やさし

い日本語」「対話」を意識しながら、外

国人協力者と共に新たな活動を行い

ながら、日本語学習支援についての

理解を深める 

「教える-教わる」ではなく、「相互理

解と文化理解」を目指した活動の面

白さや楽しさを実感することで、活動

参加へのモーチベーションを高める 

15   

グループワークの振り

返り 

＊ブレイクアウト R（日

本人のみ 12分） 

グループワーク 

10   
グループワークの振り

返り(全体） 
全体 

体験からの気づきや考察を自分なり

に整理する 

8 休憩       

10   

外国人参加者へのイン

タビュー(今日学んだ

こと、知ったこと） 

全体 

参加者一人一人の様々な想いにふ

れ、それをきっかけに対等な立場で

対話を展開させ、日本語学習支援の

活動について理解を深める 

11 まとめ 

講義 

・日本語学習とは 

・日本語教室とは 

・次回の宿題について 

・参考書籍とサイトの

紹介 

講義 

PPT 

講座の内容を理論的に整理すること

で，体験を通した学びの定着を図る 

25 

ワークの振り返り ・   自分自身が取り組んだことをふりか

えることで学びの成果と課題を明確

化し，各自の学びの質を高める ふりかえり アンケート記入等 個人作業 
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〇仙波美哉子 

 今回は外国人参加者を入れた体験が主な内容だった。受講者はすでに活動経験がある方が多

く、講座内での体験が意義のあるものになるのか、心配な面があった。しかし私が参加したグ

ループの様子などから推察すると、活発なやり取りが行われていたところやそうではないとこ

ろなどあり、結果的にそれぞれ、いろいろな体験をしてもらえたのではないかと考えている。

その他、今回の反省点、次回への課題については以下のようなことである。 

≪進め方≫ 

 時間配分ばかりを気にして、説明不足の点が多かった。 

 ・事前配布以外に説明画面を増やしていたが、その説明をしなかった。 

 ・グループワーク前の説明が不十分だった。 

 特に「振り返り」のグループワークについては話し合う内容、話し合った後の発表方法など  

の丁寧な説明が必要だった。 

≪内容について≫ 

 ・2 回目から 3 回目のグループワークへ進む前に、2 回目の感想や気づきについてまとめる個 

  人作業の時間を１、2 分くらい入れてもよかった。 

・質問への回答に、もう少し時間をかけて丁寧にすればよかった。また、「日本語支援を考え 

 る会」という趣旨から考えると、「講師」の回答だけなく、受講者同士での意見交換が行わ 

れるような流れを作ってもよかったのではないかと思っている。 

≪画面共有≫ 

・事前にテストしたにもかかわらず、zoom 画面共有に少し手間取ってしまった。次回はスム   

ーズにできるようにしたい。 

≪よかったこと≫ 

・事前にコーディネーターの羽鳥さん、および５回の担当講師の方々と打ち合わせができた 

ことである。次回の内容を把握することにより、自分の担当回の目的が絞られ、明確化で 

きたと思う。 
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⑤第５回 地域づくりと日本語学習支援を考える 

第 5回 

地域づくりと日本語学習支援を考える 
     

目的 
1．講座で学んだことの全体像が整理できる 

2．今後の支援活動についての自分なりの見通しが持てる 
     

時間 内容（大項目） 内容（中項目） 活動形式 講師の意図 

10 
イントロダクショ

ン 
前回のキーワードや資

料等の再確認によるふ

りかえり 

個人作業 

既有知識を活性化したり，研修内容

の積み重ねと連続性の意識を高めた

りすることで，研修の質の向上を図る 

10 振り返り 
BOS 

（ランダム） 
互いの振り返りを共有する 

10 目的確認 
今回の講座の目的，内

容，方法の確認 
講義 

講座の目的や全体像をつかみ，講座

と発表会に向けて期待度や動機付け

を高める 

5 
活動アイデアの発

表会 
発表会の方法の確認 講義 

発表会の準備の確認、目的の確認を

することで、スムーズに発表会を行う 

30 
活動アイデアの発

表会 

課題として課された

「学習支援活動」のアイ

デア発表会 

グループワーク 

（BOS ４人ずつ×

１５分×２回（ランダ

ムで組替）） 

支援活動案を共有することで，支援

の内容や方法についてより広く深く

考えられるようにする 

5 休憩       

10 
活動アイデアの発

表会の内容共有 

印象に残った活動とそ

の理由について共有す

る 

全体共有 

支援活動案を共有することで，支援

の内容や方法についてより広く深く

考えられるようにする 

5 
活動アイデアの発

表会の振り返り 
発表会の振り返り 講義 

学習支援活動の素材をつくる達成感

を得て、支援活動を積極的に行える

ようにする 

10 休憩       

8 

日本語学習支援

の場を作る（県協

会による説明お

よび下妻での活

動紹介） 

茨城における地域日本

語支援の実態 
講義 茨城全体の状況を共有する 

20 
しもつま日本語の事例

紹介 
動画 15分 

最近始まった日本語支援の場を紹介

することで、他地域での可能性を探

る 

7 
地域日本語支援に対す

る協会のバックアップ 
講義 

協会の人的リソースをどのように今

後の地域日本語支援に活かせるか、

の情報提供 
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5 休憩       

10 

全体ふりかえり

② 

学んだことの再確認 講義 
講座全体での疑問等に答えること

で，学びの深まりを図る 

15 アンケート記入等説明 講義 

自分自身が取り組んだことをふりか

えることで学びの成果と課題を明確

化し，各自の学びの質を高める 

5 クロージング 

今後の活動に関する情

報提供， 

あいさつ 

    

※BOS：ZOOMのブレイクアウトルーム機能を使用 
 

〇加藤雅春（茨城県国際交流協会） 

・「受講者を協会がバックアップしていく」、というメッセージを強く伝えることに的を絞っ 

  た。 

・受講者が初めて聞く内容、言葉が多かったと思うので、ゆっくり目に話すよう心がけた。 

・しもつま日本語教室の動画を挟ませていただいて、流れがよくなり、説明もしやすかったと 

思う。 

・動画のあとに、宮本さん自身に生で補足してもらってよかったと思う。また、活動を始めた 

ボランティア２名の話はとてもよかったので、進行上も助けられた。 

（事前にお願いしておいた方がよかったか心配したが、ほっとした） 

・２名の選定については、講座の出席率やこれまでのふりかえりコメントなどを参考にした。 

・最後の「自発的に活動してほしい」という趣旨の話では一部動揺が起きないか心配したが、 

首を縦に振り聞いてくださった人がいたようなのでほっとした。 

・協会や県の担当職員は、発表内容の事前説明、本番の同時視聴により内容共有できた。 

・スライドショーの画面共有でパソコン操作に時間がかかってしまった。慣れる必要がある。 

・発表では触れていないが、坂東市はもとより、県西地域（古河市、境町、五霞町等）及び周辺 

の参加者について、希望があれば内田さんが開催予定の勉強会に内田さんの許容範囲におい 

てご一緒させていただけるとよいように思う。 

 

 

〇井上里鶴 

下妻第 5 回のアイデア発表会は、リアルな話題が生まれる活動を考えてきてもらうのが狙いで

した。各グループの発表会の様子では、ボランティア教室の経験者は一日がかりの〈イベント〉

を、経験がない方は〈身近な話題〉を持ち寄っている印象でした。どちらが正解というものでは

ありませんが、狙いが伝わっていたのは未経験者のほうが多かったように感じました。ただ、

経験者・未経験者を混ぜたグループ構成だったため、持ち寄ったアイデアによって、お互いに

何らかの気づきがあったのではないかと思います。 

 下妻 5 回目の振り返りの際にも述べましたが、この講座は、経験者・未経験者、それぞれの

立場で気づきや学びのある講座だと思います。経験者にとっては、凝り固まった自身の価値観

やこれまでの教室活動の棚卸しができる機会であり、未経験者にとっては、新しい世界を知り
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ながら経験者から経験談やアドバイスが聞ける機会であったように感じます。未経験者の素朴

な疑問や感想は、地域の日本語教室の役割を改めて考える機会を提供していました。今回のよ

うに、地域を越えて、経験の有無を超えて、多様な人が集う機会こそが重要だと感じました。 

 

〇金久保紀子 

 皆さまの応援、ご支援のおかげで、下妻の講座が終わりました。ありがとうございました。 

 井上さんや羽鳥さんとは事前にかなりやり取りをしたつもりではいました。自分のアイデア

を他の人と共有するために行った２回の BOS はよい流れだったと思います。小さな話題をどの

ように続けられるか、をイメージしてもらうために、井上さんの発案で、アクセサリーの話を、

ほぼ即興でしてみました。「リアルな…」という課題について、私たちが思うことと同じことを

受講生が思うわけではない、ということがわかりました。 

 質疑の時間が取れたことで、それこそ受講生の方とリアルなやりとりができることになった

のですが、内容に関する質問より、国際交流協会の有無といった環境に関する質問が先行し、

かつ時間を取ってしまったことは、もったいなかったなーと反省しています。着地点のイメー

ジが、私に強くあったわけではないのも問題でした。 

 受講生の方が、何回もの BOSを経て、自分の意見を短時間にまとめて話す、という作業に慣

れたことが感じ取れ、大変うれしかったです。 
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(2) 各講座の内容と講師振り返り（坂東） 

 坂東の講座について、第１～５回それぞれの目的・内容・活動形式・講師の意図、及び、担当し

た講師の実施後の振り返りを記す。 

①第１回「多文化」を考える ―地域における多文化共生― 

第 1回 

「多文化」を考える ―地域における多文化共生― 
     

目的 

1．研修のねらいを理解する 

2．生活者としての外国人の背景についてデータを元にして理解する 

3．文化について体験を通して考える 
     

時間 内容（大項目） 内容（中項目） 活動形式 講師の意図 

5 
イントロダクショ

ン 

茨城県国際交流協会

理事長あいさつ 

研修担当者紹介 

あいさつ 

講座の目的や全体像をつかみ，講座

に対する期待度や動機付けを高める 

以後の研修の円滑な実施を図る 

5 講座説明 
講座の注意点・スケジ

ュール確認・講師紹介 
説明   

25 アイスブレイク 
自己紹介と講師自身

の紹介 

個人で作業 

全体に向けて一人

30秒で 

BOS① 練習１０

分（正味７分） 

対話的なアイスブレイクを実施するこ

とで，アイスブレイクの機能と対話的

活動の体験という二つの意味を持た

せる 

10 説明 
目的・スケジュール 

ことばの整理 説明 
講義   

5 休憩       

10 
学習者の背景理

解 

日本全体の外国人を

めぐる状況の確認（在

留外国人数，在留資格

の種類等） 

クイズ＆講義 

日本語学習支援の背景にある社会的

状況を理解することで，何のために支

援活動を行うのかという大きな視点

を持ってもらう 

10   
日本語支援の意義 

研修の背景説明 
講義   

10 確認 質疑応答（時間を見な

がら） 

    

10 休憩     

10 説明 多文化共生 講義   

60 
文化に関するワ

ークショップ 

レヌカの学び 

 説明３分 例 ２分 

 活動 14分 解説 ま

とめ 20分 

グループワーク 

BOS② 

文化理解について考える前提として、

人間は多様な文化を持ち、移動を通

してその多様性は拡大していること

に気づく 
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5   文化とは何か 講義 個人での省察、協働での省察を通し

て、レヌカの学びは参加者一人ひとり

にも起こっている学びであること、文

化理解は他文化理解にとどまらず、

まずは自文化の多様性への理解から

始まること、にきづくこと 

文化とは、多文化共生とはなど、講座

の内容を理論的に整理することで，

体験を通した学びの定着を図る 

10 目標設定 

学習項目シートの説明 

今日の講座に関連した

ことば、知っているこ

と、知らないことの整

理 

講義 

部分的に指して答

えてもらう 

3 休憩       

27 ふりかえり１ 

アンケートフォーム記

入 

キーワードの全体共有 

次回予告 

個人作業 

時間によっては

BOS③ 

全体での共有 

自分自身が取り組んだことをふりか

えることで学びの成果と課題を明確

化し，各自の学びの質を高める 

※BOS：ZOOMのブレイクアウトルーム機能を使用 
 

〇金久保紀子  

前回、この講座は私が「あれもこれも話した」という自己満足を得るための講座ではないと

いう気づきがあったので、必須ではないことに時間をかけまいと心掛けました。BOS の時間

を多く取ったことで、受講生同士が落ち着いて内容に関われ、全体の意見を言いやすい雰囲

気づくりにもつながったように思います。 

 どんな講座にもユニークな方はいます。自分が正しいと思って強く言うこと、他者への伝

わり方までは考えが及ばないままの不用意な意見を言うことは、意見は言わないより（何で

もいいから）言ったほうがよい、という気持ちによるものかと思えます。自分の中の文化は

変化するものだ、と言った立場ですので、変わっていくことを信じたいです。 

 

〇井上里鶴 

下妻第 1 回よりも、「個の文化」についてはうまく伝えられたような気がしています。要因

としては、解説動画後に、グループ活動の様子（ネパールはこう！日本はこう！というカー

ドの分け方）が、まさに、国という括りで見た思い込みによるものだったということに気が

つくような振り返りを促せたことが大きいと思います。レヌカの学びは、カードを分ける作

業そのものよりも、その後の振り返りが大きな鍵を握っていることが改めて分かりました。 

 また、多文化共生については、日本語教育の中で広く用いられている定義を何の疑いもせ

ず使用していたので、今回の議論で改めて考えさせられました。茨城県が考える多文化共生

社会とはどのようなものか、まさにこれから対話が必要な部分だと思います。同時に、この

件を通して、今回の講座が【県の事業】であることを、今更ながら認識しました。自分の考え

が、県の考えを代弁することにつながる怖さに襲われました。「公」の場で「私」をどこまで

出すか、色々、本当に色々、考えさせられ、答えは見つかりません。 
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②第２回 相互の対話によって理解する ーやさしい日本語を使って話そうー 

第 2回 

相互の対話によって理解するーやさしい日本語を使って話そう― 前半 
     

目的 1．コミュニケーションスキルについて理解し実践できるようになる（やさしい日本語・やさしい傾聴） 
     

時間 内容（大項目） 内容（中項目） 活動形式 講師の意図 

0   

前回のキーワードや資

料等の再確認によるふ

りかえり 

個人作業 

既有知識を活性化したり，研修内容

の積み重ねと連続性の意識を高めた

りすることで，研修の質の向上を図る 

1   講師自己紹介     

2 イントロダクション 
今回の講座の目的， 

内容，方法の確認 
講義 

講座の目的や全体像をつかみ，講座

に対する期待度や動機付けを高める 

3   

レディネスのチェック

（自分の話し方につい

てのふりかえり 

個人作業 
自分の日常の話し方に目を向ける 

自分のことを客観的にふりかえる 

2 

やさしい日本語に

関する理解 （理

論面） 

「やさしい日本語コミュ

ニケーション」について 
講義 

「やさしい日本語コミュニケーション」

について知る 

15   

やさしい日本語に関す

る基本的な知識（定

義，使用場面，等） 

講義 

動画視聴 

やさしい日本語の成り立ち、様々な

使用場面を知る 

6 

やさしい日本語に

関する理解（実践

面） 

企業の研修映像の動

画視聴 
動画視聴 やさしい日本語の実際を知る 

12   
音声、動画の内容をも

とに意見交換 
グループワーク 

BOR目的：やさしい日本語のルール

説明の前段階として、自らが感じた印

象と気づきを言語化し、グループワー

クで気づきをシェアする 

10 休憩・体操 練習問題を読んでおく     

20   
やさしい日本語のコツ

を紹介 
講義 やさしい日本語のコツを知る 

17   
やさしい日本語言い換

えワーク 
グループワーク 

やさしい日本語の言い換え練習（単

語・文） 

BOR目的：協力して、やさしい日本

語に言い換える体験をすること 
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（１5） 
  

情報伝達のロールプレ

イ演習（情報をわかり

やすく伝える練習） 

グループワーク 

（日本人役、外国人

役、観察者） 

・生活に密着した情報を、目の前にい

る「個」に合わせたやさしい日本語に

するにはどうするかを考える 

・生活密着情報の教材として市の数

種の広報を使用することで、情報源

の紹介機会とする 

BOR目的：協力して、やさしい日本

語に言い換える体験をすること 

1 まとめ 
やさしい日本語とは何

か 
講義 

講座の内容を整理し、相互理解のた

めのやさしい日本語についての学び

の定着を高める 

10 休憩・体操       

3   

レディネスのチェック

（自分の聴き方につい

てのふりかえり 

個人作業 
自分の日常の聴き方に目を向ける 

自分のことを客観的にふりかえる 

7 
聴くことに関する

理解 
やさしい傾聴の概要 講義 やさしい傾聴の概要を把握 

15   
やさしい傾聴のワーク

ショップ 
グループワーク 

BOR目的：やさしい傾聴を実践、体

験してみて、対話において聴くことの

重要性を理解する 

10 まとめ 

対話における「やさし

い日本語コミュニケー

ション」の役割 

講義 
講座の内容を理論的に整理すること

で，体験を通した学びの定着を図る 

15 ふりかえり アンケート記入等 個人作業 

自分自身が取り組んだことをふりか

えることで学びの成果と課題を明確

化し，各自の学びの質を高める 

 ※BOR：ZOOMのブレイクアウトルーム機能を使用 
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〇山田野絵 

全体： 

・受講者とのコミュニケーションが前回よりも少なくなってしまったため、もう少し時間に余 

 裕を持って、受講者と双方向的な時間が持てるようにしたほうがいいだろう。講師から受講 

者への一方向的なコミュニケーションが、受講終了後の日本語教室での受講者と外国人参加 

者のコミュニケーションに反映される恐れもあるように思う。 

・1 回目よりは、丁寧に解説やワークの指示ができたと思うが、その分、時間がかかってしまっ 

た。 

・「やさしい傾聴」のワークで「傾聴」が理解できていない受講者がいたようなので、理解を深 

めてもらうためには、もっと時間を割いて解説、ワークをすることが必要だろう。 

時間管理： 

・事前にコーディネーターの羽鳥さんと細かい打ち合わせができたので、前回より改善された。 

しかし、最終的には予定通りになったが、ブレイクアウトセッションの短縮などにしわ寄せ 

がいってしまった。この点は「やさしい日本語」の講義部分を減らすなど、内容の調整が必要 

だろう。 

・コーディネーターなどとの丁寧な事前打ち合わせ、調整が大切ではないかと感じる。 
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③第３回 市民活動としての交流活動を考えるーどんなサポートができるだろう 

第 3回 

市民活動としての交流活動を考えるーどんなサポートができるだろうー 
     

目的 
1．日本語学習支援における対話的活動について理解する 

2．対話的活動を通した日本語学習について理解し実践できるようになる 
     

時間 内容（大項目） 内容（中項目） 活動形式 講師の意図 

15 
イントロダクショ

ン 

前回のキーワードや資料

等の再確認によるふり

かえり 

グループワーク 

既有知識を活性化したり，研修内容

の積み重ねと連続性の意識を高めた

りすることで，研修の質の向上を図る 

5 アイスブレイク 

・カメラを消して、２０秒

後につける。 

・２０秒ジャストでカメラ

をつけられた人を全員

で褒める！ 

全体 
全体での一体感、自己肯定感を高め

る、人の長所を見ることの大切さ 

5 講師自己紹介 
地域日本語教育に関わ

るきっかけなど 
  

私自身も自分にできることから始め

たいとボランティアから日本語教育

に関わったこと。 

5 

多文化共生のた

めの地域日本語

教室とは 

今回の講座の目的，内

容，方法の確認 
講義 

講座の目的や全体像をつかみ，講座

に対する期待度や動機付けを高める 

10 
対話について 

理解する 
共通点探しワーク体験 グループワーク 

 

 

・日本語の力が限られた学習者を相

手にした時でも対話を活性化するア

クティビティの体験をし、対話を活性

化する方法をイメージできるように

する 

 

・市民活動としての日本語学習支援

の核が「対話」であり、対話を通して

相互理解・文化理解が深まり、 

 ともに学び合うことができること、 

そして そしてそれが、ともに社会を

つくっていく出発点となることが意

識できるようにする 

5   ワーク体験の発表 グループワーク 

10 休憩 

5   

ワーク体験のふりかえり

とディスカッション（ワー

クで使いやすい日本語，

ワークの効果） 

グループワーク 

5 教科書会話例 

教材を見てみよう「～が

好きです」を例に３つの

教材を見る。（GENKI、

まるごと、これだけ） 

講義 

10   
体験したワークの実践へ

の応用を考える 
全体 
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10   

対話についての理解（対

話理論等の説明，実践事

例の紹介） 

講義 

 

・活動の体験を、在住外国人の状況、

「文化」「多文化共生」「やさしい日本

語」「聴く・待つ」と結び付けて考えら

れるようにする 

10 私の失敗 対話活動の作り方 講義   

10 休憩   

5 
対話的活動の紹

介 
  講義   

10 

対話的活動実践

のための具体的

取り組みの検討 

街の紹介（生活するため

に必要なこと・私のおす

すめ）ワーク体験 

グループワーク 

・さまざまなトピックで、対話を活性

化する方法をイメージできるように

する 

・対話を活性化するリソース（教材）の

例にふれ、イメージできるようにする 

・対話を広げたり深めたりするため

の、コツ、留意点について意識できる

ようにする。 

5   ワーク体験発表 全体 

5 
対話に必要なひ

と工夫 

トピック・活動・リソース

の紹介・対話的活動の具

体的な進め方 

講義 

15   
対話的活動を考えよう

Jamboard入力 
グループワーク 

10   ワーク体験発表 全体 

3   まとめ全体   

7 休憩   

10   

ふり返り 

googleフォーム記入 

ブレイクアウト 

    

     

〇羽鳥愛 

成果 

・前回、下妻講座ではグループ活動でのタスク内容が重視されてしまい、対話として「何をす

るのか」に焦点が当てられてしまったように感じた。今回、坂東ではグループ活動を同じメン

バーで全ての活動を行う、「どのような態度で」行うかに注目して進めた。ひとつずつの活動が

対話活動としての正解ではなく、他者の意見に向き合う態度を考えるための活動であることを

強調した。 

・受講者同士、他者の意見を尊重しながら私の街のオススメを考えることができていた。対等

な関係が難しいだろうと思われるグループには講師に入ってもらったおかげで、順調な話し合

いができていた。 
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課題 

・資料作成の段階で内容が煮詰まっていなかったため、配布資料が未完成であった。共通点探

しで提示した例が２つともネガティブな内容であった。 

・「対話と日本語の構造」をどう結びつけるか大変難しく感じた。２つの関係について自分の中

で糸口が見つかっていない。 

・講師からの質問の投げかけに受講者が自発的に答えることが少なかった。もっと答えやすい、

受講者自身に引き付けた問いかけにしたい。 
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④第４回 相互理解を深めるための地域日本語教室の実践 

第 4回 

相互理解を深めるための地域日本語教室の実践 

（地域の日本語教室を知るー日本語教室の活動紹介ーやってみよう、対話で進める日本語支援） 

目的 

1．地域日本語教室の多様性について理解する  

2．地域日本語教室の実践について理解する 

3．日本語学習支援活動の実践ができるようになる  
 

時間 内容（大項目） 内容（中項目） 活動形式 講師の意図 

15 
イントロダクショ

ン 

前回のキーワードや資料

等の再確認によるふり

かえり 

個人作業 

既有知識を活性化したり，研修内容

の積み重ねと連続性の意識を高めた

りすることで，研修の質の向上を図る 

3   

講師自己紹介 

今回の講座の目的，内

容，方法の確認 

講義 

PPT 

講座の目的や全体像をつかみ，講座

に対する期待度や動機付けを高める 

10 

地域日本語教室

を知る(多様性の

理解） 

事例団体概要紹介 

(ひたちなか市国際交流

協会日本語支援プロジ

ェクト活動紹介） 

講義 

PPT 

「教える-教わる」の関係ではなく、

「相互理解と文化理解」を目指した団

体の具体的な活動の様子、参加する

外国人（学習者）の生の声を知り、地

域日本語教室の活動についてイメー

ジがもてるようになる 

参加者皆が、楽しく対等な立場で活

動に関わる様子を知り、地域日本語

教室の活動参加へのモーチベーショ

ンを高める 

10 

学習者について

理解する(多様性

の理解） 

外国人参加者のニーズ

を知る 

ニーズに応えた活動を

考える 

対話型活動について考

える 

講義 

PPT 
  

20 

日本語学習支援

の実践活動体験

１ 

グループワークの説明 

グループワーク①テーマ

なし 

＊ブレイクアウト R（日本

人外国人 18分） 

グループワーク 

講座受講者同士で経験した（対話を

活性化する）活動を、外国人協力者と

共に体験することにより、活動を進め

るために必要なやりとりや配慮など、

新たな気付きを得る 

10 休憩       
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10 

地域日本語教室

の実践について

理解する 

 

対話型日本語学習の活

動紹介 

講義 

PPT 
  

23 

日本語学習支援

の実践活動体験

２ 

グループワークの説明 

グループワーク②テーマ

あり 

＊ブレイクアウト R（日本

人外国人 20分） 

グループワーク 

これまで学んだ「聴く・待つ」「やさし

い日本語」「対話」を意識しながら、外

国人協力者と共に新たな活動を行い

ながら、日本語学習支援についての

理解を深める 

「教える-教わる」ではなく、「相互理

解と文化理解」を目指した活動の面

白さや楽しさを実感することで、活動

参加へのモーチベーションを高める 

15   

グループワークの振り返

り 

＊ブレイクアウト R（日本

人のみ 12分） 

グループワーク 

10   
グループワークの振り返

り(全体） 
全体 

体験からの気づきや考察を自分なり

に整理する 

8 休憩       

10   

外国人参加者へのインタ

ビュー(今日学んだこと、

知ったこと） 

全体 

参加者一人一人の様々な想いにふ

れ、それをきっかけに対等な立場で

対話を展開させ、日本語学習支援の

活動について理解を深める 

11 まとめ 

講義 

・日本語学習とは 

・日本語教室とは 

・次回の宿題について 

・参考書籍とサイトの紹

介 

講義 

PPT 

講座の内容を理論的に整理すること

で，体験を通した学びの定着を図る 

25 

ワークの振り返り ・   自分自身が取り組んだことをふりか

えることで学びの成果と課題を明確

化し，各自の学びの質を高める ふりかえり アンケート記入等 個人作業 
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〇仙波美哉子 

 今回の反省点はまず、外国人ゲストとの 2 回のグループワークの違いについて気づきをうま

く引き出せなかったことである。下妻の時よりグループワーク前の説明をしたつもりであった

が、説明が伝わりにくかったのかもしれない。 

 二つ目の反省点としては、グループ編成である。今回の外国人ゲストを加えての体験型の講

座では、グループでその外国人ゲストとの会話が盛り上がり、外国人ゲストが日本人受講者か

ら熱心なお誘いを受けている場面が見受けられた。大変いいことだと思ったが、あとで外国人

ゲストに聞くと内容をよく把握していなかったことがわかった。日本語がうまく伝わっていな

いことに気づかず話がすすめられた結果であるが、このことが日本人受講者に一つの体験とし

て納得してもらえるかは心配なところである。おそらくそのグループに割り当てた外国人ゲス

トがもっと日本語がわかる人だったらこのような行き違いは回避できたのではないかと思う。

このことから、お互いに嫌な思いをしないためには、講座の中でこのようなことに備えて、わ

かってもらえるような工夫が必要だったのだろうし、外国人ゲストの人選にも配慮が必要であ

っただろうと反省している。 
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⑤第５回 地域づくりと日本語学習支援を考える 

第 5回 

地域づくりと日本語学習支援を考える 
     

目的 
1．講座で学んだことの全体像が整理できる 

2．今後の支援活動についての自分なりの見通しが持てる 
     

時間 内容（大項目） 内容（中項目） 活動形式 講師の意図 

5 
イントロダクショ

ン 
前回のキーワードや資料

等の再確認によるふり

かえり 

個人作業 

既有知識を活性化したり，研修内容

の積み重ねと連続性の意識を高めた

りすることで，研修の質の向上を図る 

10 振り返り 
BOS 

（ランダム） 
互いの振り返りを共有する 

7 目的確認 
今回の講座の目的，内

容，方法の確認 
講義 

講座の目的や全体像をつかみ，講座

と発表会に向けて期待度や動機付け

を高める 

8 

活動アイデアの発

表会 

発表会の方法の確認 

発表の事例確認 
講義 

発表会の準備の確認、目的の確認を

することで、スムーズに発表会を行う 

30 

課題として課された「学

習支援活動」のアイデア

発表会 

グループワーク 

（BOS 3,４人ず

つ 10分 

全体に向けて一

人ずつ(各１分）

発表 

支援活動案を共有することで，支援

の内容や方法についてより広く深く

考えられるようにする 

5 休憩       

10 
活動アイデアの発

表会の内容共有 

印象に残った活動とそ

の理由について共有す

る 

全体共有 

支援活動案を共有することで，支援

の内容や方法についてより広く深く

考えられるようにする 

10 
活動アイデアの発

表会の振り返り 
発表会の振り返り 講義 

学習支援活動の素材をつくる達成感

を得て、支援活動を積極的に行える

ようにする 

10 休憩       

8 
日本語学習支援

の場を作る（県協

会による説明お

よび坂東での活

動プラン紹介） 

茨城における地域日本

語支援の実態 
説明 茨城全体の状況を共有する 

20 
坂東市内での活動プラ

ン 紹介 
説明 20分 

日本語支援の具体的なアイデアを紹

介することで、自分事として活動をイ

メージする 
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7 
地域日本語支援に対す

る協会のバックアップ 
説明 

協会の人的リソースをどのように今

後の地域日本語支援に活かせるか、

の情報提供 

15 
新規に考えてい

ること発表 
受講生からの発表     

5 休憩       

15 

全体ふりかえり 

学んだことの再確認 
講義 

BOS 

講座全体での疑問等に答えること

で，学びの深まりを図る 

10 アンケート記入等説明 講義 

自分自身が取り組んだことをふりか

えることで学びの成果と課題を明確

化し，各自の学びの質を高める 

5 クロージング 

今後の活動に関する情

報提供， 

あいさつ 

    

 

〇加藤雅春（茨城県国際交流協会） 

・基本方針は下妻と同じ。（下妻と違わないように意識した） 

・受講者が初めて聞く内容、言葉が多かったと思うので、ゆっくり目に話すよう心がけた。 

・図はわかりにくいので、視点が定まりやすいよう多少色味を変えたり、説明時は蛍光ペンを 

使うなどした。 

・受講者ふり返りでは協会の宣伝と指摘するコメントがあったが、そのようなことは微塵も考 

えていない。 

・（質問や情報提供は協会までとアナウンスしたので）実施後問い合わせが来れば、適切に対 

応したい。 

 

〇内田ちひろ 

・よく説明したつもりでしたが、ブレイクアウトで何を話すのか、伝わっていないグループが 

あったそうなので、やはりチャットに入れるとよかった、と思いました。 

・活動アイデアを、グループ内だけでなく、全員に発表いただいて全体共有できたのは、楽 

しかったし、よかったと思います。 

・全体発表の順番をチャットに入れてもらったことで、次の発表者が準備でき、発表がスムー 

ズになりました。一番始めの発表者に、事前にチャットをして、「トップバッターです、よろ 

しく」と伝えたことをご本人から後で感謝されました。 

・ブレイクアウトで、話し合ってほしいことでない話をする方がいて、かつ、話が長いので、本 

来話していただきたいことが少ししか話されなかったのが残念でした。毎回始めに、ブレイ 

クアウトでは皆さんが均等にお話できるようにと注意をした方がいいのかもしれないと思い 

ましたが、そのような話の中に、はっとさせられるような言葉があることがあり、必ずしも 

無駄ではなく、大切なのは効率だけではないんだな、とも感じさせられました。コロナで、人 

と話す機会が減っているので、皆さん、誰かとお話したいという気持ちがふつうより強いの 
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かもしれない、と感じました。  

 協会の皆様、シンガの皆様、講師の皆様、受講者の方々からも、本当に学ばせていただくこと 

がたくさんありました。ありがとうございました。これからが大変だ、と思いますが、ほどよ 

いという意味の、いい加減に頑張ります。 

 

〇金久保紀子  

 皆さまの応援、ご支援のおかげで、５回目が無事に終わりましたこと、まずは心より感謝い

たします。ありがとうございました。 

 ２コース 10 講座の最終回であった坂東５回目ですが、全体進行の羽鳥さんや、ZOOM の環

境整備の井坂さんをはじめ協会の方が、どのようにすればうまく進むかをよく心得えてチーム

ワークよく進めてくださっていることが、強く感じられました。そのおかげで私は、担当箇所

のことだけを考えればよく、大変ありがたかったです。ごいっしょだった内田さんも、大変よ

く準備してくださって、受講生の方の発表についての時間管理もしっかりしてくださったので、

時間に余裕もできました。 

 私の担当は、今までの内容が受講生の中に蓄積されたうえで、今回の発表会につながってい

るという意識を持ってもらうこと、そして、次に向かうイメージを持ってもらうことが目標で

した。発表の後、時間的な余裕があったため、予定していた内容を変更して、発表の中にあった

いくつかのアイデアを広げていく作業をグループで取り組んでもらいました。受講者からの活

動アイデアの「靴について話す」という活動が何に向かうのか、いっしょに買いに行く関係に

なるのか、あるいは別の話に広がるのか、などを深めてもらうためでした。話し合いを共有す

る時間も持てたことから、小さなアイデアを広げていくイメージができたように思います。 

 それぞれの方がすでに取り組んでいる日本語支援の活動は、継続が前提として、何かしらの

ティップスを加えて改善していくのだ、という認識が、かなりの方に広がったように思えて嬉

しかったです。また、受講生の方がすでに行っている他の分野の活動が、実は日本語支援にも

つながっていることにも気づきが見られました。 

 私は、計４回、羽鳥さん以外の方ともごいっしょの講座を担当できたことで、協働する楽し

みを感じられました。準備に時間がかかりすぎたことは課題ですが、話を重ねて方針を考え、

労を惜しまず準備をする、大変シンプルなことが、よい講座には必要だと思いました。 

 私の話し方の問題として、早口、語尾の聴きづらさなど、変わらない改善点があげられます。

さらに、地域日本語の現場を持っていない立場で、どのような話し方が適切なのかは、担当回

すべてを通して課題でした。結局、それに囚われすぎないように話しました。 
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(3) 受講者振り返りとその分析 

①講座運営に関して 

左側：下妻                 右側：坂東 

１．連続講座の内容はいかがでしたか。 

 

 

 

 

 

 

２．講座で文化理解と日本語学習支援の方法を学ぶことができましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

３．外国人との交流やコミュニケーションについて、考えが深まりましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

４．「多文化共生の地域づくり」について、考えが深まりましたか。 
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５．受講前の期待に対していかがでしたか。 

 

 

 

 

 

 

 

６．グループワークなどの活動はいかがでしたか。  

 

 

 

 

 

 

 

７．毎回、講座と宿題のふりかえりを書いたり、話したりすることは学びの役に立ちましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

８．全５回という回数はいかがでしたか。 

 

 

 

 

 

 

 

９．１回３時間（初回３．５時間）という長さはいかがでしたか。 
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②第１回～第５回受講者ふり返り（私のキーワード） 

１．講座各回の終了時に受講者が自由に記述した。 

２．「私のキーワード」の図は UserLocal を利用して受講者のキーワードのスコアが高い単語

を複数選び出し、その値に応じた大きさで図示した。  

３．単語の色は品詞の種類で異なっており、青色が名詞、赤色が動詞、緑色が形容詞、灰色が

感動詞を表している。 

 

【私のキーワード】（左側：下妻、右側：坂東） 

第１回「『多文化』を考える」 

 

 

 

 

 

 

 

第２回「相互の対話によって理解する」 

 

 

 

 

 

 

 

第３回「市民活動としての交流活動を考える」 

 

 

 

 

 

 

 

第４回「地域日本語教室を知る」 
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第５回「地域づくりと日本語学習支援を考える」 

 

 

 

 

 

 

 

③研修全体についての受講者コメントとコメント分析（受講者の気づきと変化） 

〇５回の講座終了時に受講者に全体のふり返りを記入してもらった。受講者のコメントを地域日

本語教育の経験の有無に分け、分析した。 

〇分析の観点：本講座の目的に含まれる４点を分析の観点とした。 

A：言語調整能力を上げること 

B：相手の言葉を受容すること 

C：相互学習・相互理解・文化理解 

D：これからの関わり方について考えること 

（観点 A~C は「CINGA 日本語学習支援者に対する研修カリキュラム開発事業報告書」p.38 の

コメント分析と同じ観点とする。観点 D は本講座の目的である「これからの茨城の日本語支

援」について自分の関わり方を受講者がどのように考えたか、を掴むための観点とする。） 

 

成果： 

 ・講座全体を通して講座内容への受講者の満足度は高く、内容も分かりやすいという評価を受

けることができた。講座内容や説明を今まで外国人との接触がない人に向けて分かりやすい

よう調整したことは、今後日本語支援に関わる人の裾野を増やしていく目的にもつながった

と思う。 

・受講者のコメントの中で分析の項目としては、多く挙げられているのは C：相互学習・相互

理解・文化理解、D：これからの関わり方について考えることである。講座での学びを受講者

同士の話し合いの中で考え、外国人との共生についての意識を高めることができた。 

・対等な立場での活動という概念に戸惑う様子も見られたが、講座全体での活動の中で受講者

が受け入れ、その先へつなげる活動のひとつとして認識できていた。 

課題： 

・経験のない受講者にとって外国人との関わりに目を向けることは、多文化共生の重要性に気

付くと同時に、自分の中の偏見意識に気付く場合もあった。日本人同士であっても、背景や

価値観の異なる人とのやりとりを講座の中でどう生かしていくか、より現実の多文化共生を

考える上で重要な点である。 

・本講座で受講者が学び、意識の変化をもたらしていることは明らかだが、それが実際の活動

へどうつながるのか具体的なイメージを描けた受講者は多いとは言えない。より現場で生か

せる実践的な内容が求められている。 
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【下妻】講座全体の参加者ふり返りデータ分析 

経

験 

質問１）講座全体を通して、自分自身の「学

び」は何ですか。特に意識していることを

書いてください。また、その理由も書いて

ください。 

質問２）この講座全体を通して、自分自身の

「変化」は何ですか。その変化はなぜ起きた

と思いますか。なぜそれを変化と捉えました

か。 

あ

り 

「待つこと。相手は言葉を探している。」今

までを振り返ると相手は考え言葉を探して

いただろう場面がたくさんあった。 

外国人、日本人関係なく話し手の言葉を待

つ。より理解しあえると感じたから。 

多文化共生社会の実現には対等な関係で相

互理解する事が肝要。人間として理解し合

う一番の近道だと感じた。 

文法積み上げ方式教材活用の活動が、日本語

支援がボランティアの域を脱していると

常々感じていたので、その訳が判り納得出来

た。 

日本のことを知ってもらうだけでなく、外

国人の文化も理解する 

対話型日本語学習には懐疑的であったが、も

っと積極的に取り組む。 

し

も

つ

ま 

たしかに現状で茨城での日本語支援の輪は

出来上がってないのが残念です。これから

新しい歩みを我々が作るという自覚を持ち

たいと思います。 

日本語支援を探る視点が持てた。様々な人と

交流できたから。 

 

な

し 

知らないうちに増えてきた外国人と対話す

ること。 

外国人に対して壁を感じている自分。その壁

を取り払いたいと変化がありました。身近に

住んでいる外国人の暮らしに思いを馳せる

機会となりました。 

学び「対話による協働の場」 理由「外国人

と日本人であるが，その地域を形成する同

じ人間であるということ。 

 

自分自身の「変化」は，「対話」が多文化共生

社会のための第一歩だと改めて気づかされ

たこと。やはり無意識の中で外国人を特別扱

いしていたからです。 

※しもつま：2020 年 11 月から始まった「しもつま日本語教室」のメンバー。 
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【坂東】講座全体の参加者ふり返りデータ分析 

経

験 

質問１）講座全体を通して、自分自身の「学

び」は何ですか。特に意識していることを

書いてください。また、その理由も書いて

ください。 

質問２）この講座全体を通して、自分自身の

「変化」は何ですか。その変化はなぜ起きた

と思いますか。なぜそれを変化と捉えました

か。 

あ

り 

お互いをリスペクトすること。 私たちは、往々にして何かしてあげる、して

あげなくちゃと思いがちです。対等な立場で

接する、たがいの学びを尊重する。実行した

いと思います。 

私にとって「学び」とは、対等な関係でお互

いを理解し合うことです。そのためには、

会話ではなく相手を尊重し「対話」を通し

てなされるものと考えます。 

 

 

地域日本語支援活動は、社会の変化に応じて

変わっていくものだと思います。仲間と繋が

りを持って情報交換を行うことが重要だと

考えます。その繋がりをコーディネートする

のが、県国際交流協会などの機関となると思

います。 

な

し 

これからの日本語教室での私の活動につい

て考えたことです。相手の話をよく聞くよ

うに意識していきたいと思いました。今ま

で共に学ぶ姿勢に欠けていたと思ったから

です。 

相互理解の大切さを学び、これから意識して

いきたいと考えたことです。今まであまり意

識していなかったと思います。 

 

やさしい日本語の重要性 「やさしい日本語」は日本人同士の共生社会

づくりにも重要であることを知り、それを学

び普及させる手段の手がかりがつかめた。 

多文化共生は全世界のありかたとして近い

将来ぜひ実現したいことです。そのために

まず自分のできることを少しずつやってい

きたいと思っております。 

「やさしい日本語」を知って、自分の言葉を

意識するようになったことです。自己中心の

気持ちから離れ、相手のことを思いやる気持

ちで話すことは、とても大切なことだと感じ

ています。 

 

④背景の異なる受講者の気づきの比較 

・受講者４名の講座各回のふり返りを取り上げた。それぞれ背景の異なる受講者を比較すること

で講座の学びが受講者にどのような変化を及ぼしたか分析を試みる。 

受講者４名は以下のような特徴である。 

【下妻】…年代による比較 

A さん（未経験・５０代以上） 

B さん（未経験・３０代以下） 
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【坂東】…外国人との接触経験による比較 

C さん（地域日本語教室未経験・外国人接触なし）  

D さん（地域日本語教室経験有・外国人接触あり） 

 

１．成果 

   30 代以下の B さんは講座の内容を理解し、そのまま学びを受け入れようとしているコメン

トが見られる。対して、A さんは自身の経験と照らし合わせ、第１回から第３回までは講座

内容から多文化共生への課題や難しさを感じている。大きく変化が見られたのは第４回で実

際に外国人参加者と触れ合ったことが自身の新たな価値観に気付くきっかけとなった。 

   経験のあるDさんには講座内容が実際の日本語教室の活動にどう生かすかという応用につ

ながっている。受講者 C さんはこれまで外国人との接触機会がなく、第１回では心の壁や偏

見を意識している。しかし、第２回、３回と外国人と接触する際のスキルや態度を学ぶこと

で、「真の関係性の構築」という人と人との営みであることに記述が見られた。 

 

２．課題 

   講座内容は今まで外国人支援に関わったことがない人に向けて内容を構成したが、実際は

半数程度が経験者であった。受講者によって講座の受け止め方が多様であることを注意深く

講師が認識しておくべきであった。また、第１回の講座で納得できないことが次回以降納得

できることもあり、受講者の理解することと納得することに時間的ズレが生じることを考慮

したい。 

 

【下妻】 

・質問「気づいたこと、感じたことをご自由にお書きください」 

 A さん（未経験・５０代） B さん（未経験・３０代以下） 

第１回 

（多文化を考

える） 

多文化共生とは、地域社会のなかで一緒

に暮らしていくこと。改めて課題だと強

く感じました。 

日本人の中でも小さな文化の違いがあ

るのだと改めて思いました。 

第２回 

（相互の対話

で理解する） 

やさしい日本語は易しくない 「待つ」ということの重要さを学び、沈

黙に居心地の悪さを覚えずに耳を傾け

ることを意識できました。 

第３回 

（市民活動と

しての交流） 

会話と対話の共通点と違いが難しく思

いました。 

一方的ではない「対話」という話が印象

的だった。 日本語学習者と話す時だけ

ではなく、日本人同士でも意識したいと

思う。 

第４回 

（地域日本語

教室を知る） 

私は実際に対話しないと気づきが分か

らないと思いました。 

日本語を学ぶ大人の学習者の方と話す

機会はあまり無かったので、新鮮でし

た。 

第５回 

（地域づくりと

文化や価値観の違いで偏見を持ってい

た事を反省し、少しずつ歩み寄る努力を

茨城県での具体的な活動について学ぶ

ことができ、発見があった。 
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日本語支援） しようと思います。 

全体ふりか

えり 

私自身の変化は偏見を持たず視野を拡

げた日常を送ろうと思えた事です。 

交流や情報収集の場としての日本語教

育の役割について考えられるようにな

った。 

 

【坂東】 

・質問「気づいたこと、感じたことをご自由にお書きください」 

 C さん（未経験・外国人接触なし） D さん（経験有・外国人接触あり） 

第１回 

（多文化を考

える） 

自分に心の壁があることに気が付いた。

この偏見をどのように取り去っていけ

ばよいのだろうか。 

地域の日本語支援の場の意義は、居場所

づくりであるということに、とても同感

します。 

第２回 

（相互の対話

で理解する） 

難しい言葉文章をやさしい言葉にいい

かえるのだが、なんとかできるかなと思

った。 

「やさしい日本語コミュニケーション」

ということを学び、理解し今後の活動に

活かしたいと思います。 

第３回 

（市民活動と

しての交流） 

会話と対話の違い。対話をするにはトピ

ックが必要だと知った。 

地域日本語教室の活動は、在住外国人と

地域との架け橋的な活動を行う事も考

えていく必要がある。 

第４回 

（地域日本語

教室を知る） 

リアルな話題を活動に取り入れる。真の

関係性の構築。仕掛けを作って話題をつ

なげる。グループの中で会話が弾むよう

に。 

「やさしい日本語」を使って対話を行

い、個々人の多文化（価値観）をまずは

受け入れて、それから自分の意見を発す

ることが大切なことだと思います。 

第５回 

（地域づくり

と日本語支援） 

質問をしたら、答えを聞くだけでなく、

自分の話もするように心がける。 

教科書の会話文から、学習者とリアルな

話題に会話（対話）を広げる。 

 

全体 

ふり返り 

外国人には日本で暮らしたい強い動機

があることを理解しようと思った。自分

の中に外国人に対する差別意識を感じ

ており、それを払拭するために。 

私にとって「学び」とは、対等な関係で

お互いを理解し合うことです。そのため

には、会話ではなく相手を尊重し「対話」

を通してなされるものと考えます。 
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3. 講座の評価と展望 

(1) 外部評価委員からのコメントのまとめ 

●本講座が終わったら、下妻・坂東それぞれの地の活動に加わっていこうとする姿勢が見られま

した。当地で、新たにできる（できた）日本語支援の場が紹介され、希望者が活動に参加でき

る道筋をつけた講座の流れは、とてもよかったと思います。 

しかし、新たに活動を始めようとする人にとっては、理念だけでなく、日本語支援者として外

国人とどのように接し、どのように活動していけばいいのか、具体的なイメージができるまで

に至らなかったことは、受講者の意見としても出ている。本講座のような外国人と実際に接す

る体験も必要だが、受講者が参考にできるような日本語支援の場を実際に見てもらい、接し方

を検討したり、共に活動する時のイメージを持つことが必要だったのではないかと思う。 

 

●５回の講座を通して、一貫して「教える教えられる関係ではなく、お互いの文化を尊重し合う

関係が大切」ということが伝えられていた。とても大切な考え方で、この講座で受講者によく

認知されたと思う。講師からも日本語教育というより社会福祉ではないかとのコメントがあっ

た。私も今回の内容は日本語教育というより社会福祉の観点に近いと思った。「日本語」という

言葉を取り払い「外国人の生活支援」とした方が一般市民にはわかりやすいし、目標もぶれな

いのではないか。 

 

●茨城県の多文化共生の街づくりに対する姿勢は今後の事業を展開していく上で、理にかなった

企画であると判断できる。また、受講者である茨城県民が、多文化共生に対する県の行政や取

り組みに対する認識と理解を深めた点においても意義のあったことである。 

 多文化共生の街づくりは、その街に住む住民パワーなくして実現できない。行政が、いかに「参

加できる場」を提供できるかが重要な鍵になる。今回のように意識の高い県民が集うことによ

って、新たな活動が始まり「協働の機会」が生まれる。そして、新たな「創造」へとつながって

いく。今回の実施はすでに財産として蓄積されてきたので、来年度以降は自立的に、県との連

携を推進し、講座の方向性、講師体制、対象地域、受講者のその後の活動への道筋など「茨城

モデル」の構築に取り組まれることを期待する。 

(2) 内部評価委員からのコメントのまとめ 

講座の内容はもちろんのこと、講座で使用する用語から講師同士で意見を出し合い、どのよう

な地域日本語教育を目指すのか講師も受講者と共に考えるプロセスを共有することができた。さ

まざまな立場の人が講座に集い、意見を交わすことは外国人支援だけではない多文化共生の第一

歩であり、受講者自身も地域社会の構成員だと認識する時間となった。受講者ふり返りからも講

座の目的はよく理解されたように思えるが、外国人との関わり方や活動内容などもっと具体的な

方法を求める声も多かった。また、講座スタート後は一つひとつの講座内容に集中する傾向があ

り、講師が、受講者の全体を通しての学びがイメージできないこともあった。今年度の課題を基

に受講者へいろいろなアプローチを柔軟に考えていきたい。 
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・さいごに 

私たち講師、関係者が講座開始前に最も心配していたことのひとつは、「ことばを教えない」こ

とを前提とした本講座が受講者にどのように受け止められるか想像できなかったことです。これ

まで茨城県内各地で骨身を惜しまずボランティアで地域日本語教室に関わってきた方々の努力を

見てきたからこそ、新しい日本語支援の視点を講座で示すことはできても、未来の茨城の地域日

本語支援の答えを講師から簡単に提供できる立場ではないと感じていました。しかし、講座の中

で一人一人が他者との対話を通して自分自身の価値観に立ち返り、地域に暮らす一員として日本

語支援に向き合う姿は日本語支援の未来への可能性が無限に広がっていると感じることができま

した。 

一方、初年度で手探りでのスタートだったため、多くの課題が見つかりました。これらの課題

の中には今まで見過ごされていたこと、これまで埋もれていて認識できなかったこともあります。

課題に真摯に向き合わなければ、講座内容が成り立たないことも講座運営の中で学ぶことができ

ました。講座が今後多くの方の議論のもとに改善され、さらに広く茨城各地で日本語支援、多文

化共生に関心を持つ方々を増やしていく一助になるよう期待しています。 

最後に本講座が無事に終了できましたのも、内容から運営まで全面的にサポートしてくださっ

た CINGA の皆様、受講者募集広報にご協力くださった市町村関係者の皆様、そして、何より受

講者お一人お一人の積極的な参加のおかげであることに深く感謝し、心からお礼申し上げます。

本当にありがとうございました。 
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4. 資料編 

（ページ番号は資料編のページ） 

下妻講座 

第１回 ··················································································································· 1 

 資料１ パワーポイントスライド資料 

 資料２ 学習項目シート 

 資料３ 「レヌカの学び」用のカード１８枚  

 

第２回 ················································································································· 13 

 資料１ パワーポイントスライド資料 

 資料２ やさしい日本語コミュニケーション 「やさしい日本語」のコツ 

資料３ 「やさしい日本語」の練習 

資料４ 広報しもつま（抜粋） 

 

第３回  ·············································································································· 37 

資料１ パワーポイントスライド資料 

資料２ 日本語能力試験 Can-do 自己評価リスト（JLPT Can-do）「話す」 

 

第４回  ·············································································································· 54 

資料１ パワーポイントスライド資料 

資料２ 名前について 話をしよう 

 

第５回  ·············································································································· 66 

資料１ パワーポイントスライド資料 

 

 

坂東講座 

第１回 ················································································································· 75 

 資料１ パワーポイントスライド資料 

 資料２ 学習項目シート 

 資料３ 「レヌカの学び」用のカード１８枚  

 

第２回 ················································································································· 87 

 資料１ パワーポイントスライド資料 

 資料２ やさしい日本語コミュニケーション 「やさしい日本語」のコツ 

資料３ 「やさしい日本語」の練習 

資料４ 広報ばんどう（抜粋） 

 

※資料編の内容については、原則一般公開しておりません。
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第３回  ············································································································· 111 

資料１ パワーポイントスライド資料 

資料２ 日本語能力試験 Can-do 自己評価リスト（JLPT Can-do）「話す」 

 

第４回  ············································································································ 128 

資料１ パワーポイントスライド資料 

資料２ 名前について 話をしよう 

 

第５回  ············································································································ 140 

資料１ パワーポイントスライド資料 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本報告書にある講座内容や振り返り発言内容は、「新しい茨城 下妻・坂東のための日本語支援を

考える会」参加者の見解を取りまとめたものであり、茨城県、茨城県国際交流協会の公式見解に

よるものではない。 

 

 

【問合せ先】（公財）茨城県国際交流協会 担当：井坂、加藤、鹿志村 

電話 ０２９－２４１－１６１１ FAX ０２９－２４１－７６１１ 

メール iia@ia-ibaraki.or.jp 
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