
＜報告＞
多言語子育てワークショップ

イクリスせたがや

イクリスいちかわ

イクリスしんじゅく



・就学前の子を育てている現役ママ３人が、２０１４年５月に
たちあげた団体。

・支援者ではなく「ママ友・パパ友」として、多様な言語や
文化に触れられる子育ての場づくり。

・外国人支援者と子育て支援関係者が「多文化共生子育て」の
理念を共有し、新しい協働を創造していくネットワークづくり。

イクリス
（Intercultural Child-Rearing Information Station)
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◆多文化ファミリー交流会

昨年度の活動（イクリスせたがや）

課題：

日本語ができない国際家族の参加が少ない

節分イベント(2月）

クリスマスイベント(12月） ※世田谷区国際平和交流基金の助成を受けて実施
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◆市川市男女共同参画センターが主催する

「親子DE多文化交流」にファシリテーターとして参加

昨年度の活動（イクリスいちかわ）

課題：

国際家族の参加１組のみ
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◆にほんごママカフェ

月１回の絵本読み聞かせ

課題：リピーターが少なかった

多言語チラシの反響は低かった

昨年度の活動（イクリスしんじゅく）

◆支援者交流会

多文化共生関係者と子育て関係者が
問題意識・知識・ノウハウをシェア
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今年度の目標

＜昨年度の活動から見えてきた課題＞
・就学前の子をもつ国際家族が本当に求めている場とは？
・継続的に交流できる場のあり方とは？

＜今年度の目標＞

国際家族に関心が高いと思われる「家庭内の言語教育」に関する

ワークショップを実施

①地域に住んでいる国際家族の参加を促す
②国際家族同士のつながりを生み、深める。

将来的には、国際家族である・なしにかかわらず、「ママ友・パパ友」として
つながりを生み、深めていける場づくりが理想。6



【対象者】就学前の子がいる国際家族
【参加費】無料
【 費用】拠出なし（JSPS科研費2352084の一部として実施）

ワークショップ概要

せたがや いちかわ しんじゅく

『日本語も母語も話せる
子どもを育てるために

～どうしてますか？言語教
育～』

『家族のこどばも にほんごも
話せる子供を育てるために

～６才までの多言語教育～』

『後悔しない多言語子育て

〜先輩ママと考える親のライフ
プランと子どもの言語〜』

２０１５年７月４日（土）
１０：００～１２：００

２０１５年１１月１４日（土）

２０１５年１１月２１日（土）

１０：００～１２：００

２０１６年３月２０日（日）
１３：００～１６：００

せたがやがやがや館 市川市男女共同参画センター 新宿区立大久保地域センター
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応募数：１３家族（１８名）

参加者数：９家族（ロシア：７組、ウクライナ：１組、アメリカ：１組）

広報・問い合せ対応（せたがや）

媒体 場所など

①チラシの配布 ・地域の日本語教室（２カ所）

・世田谷区役所（国際課）

・ロシア語教室（掲示）

・研究会での配布

②メール・WEB ・facebook、facebookグループ

・知り合いの口コミ

１～２週間前まで３組の応募

講師（ロシア出身）に協力依頼

１～２週間で応募が１０組増加！

⇒国際家族とのネットワークを持つ
キーパーソンとのつながりの重要性
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広報・問い合わせ対応（せたがや）

チラシ：２言語（日本語・英語）で作成
問い合わせ対応：日本語・英語・ロシア語
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講師が在日ロシア人のFacebookで
情報発信→ロシア人の申込増

１日目 ２日目
応募数 ：１９家族 １４家族

（２３名）（２０名）

参加者数：１０家族 ５家族
（１２名） （５名）

↓
（日２、中２、露４、英１、ポルトガル１組）

広報・問い合わせ対応（いちかわ）

媒体 場所など
①チラシの配布 ・市川市役所

・保健所

・保育園、幼稚園

・こども館

・子育て支援センター

・国際交流協会

②メール・WEB ・facebook
facefacebookグループ
・ブログ

・いちメール

③その他 ・知り合いの口コミ
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広報・問い合せ対応（いちかわ）

チラシ：５言語（日本語、英語、韓国語、中国語、ロシア語）で作成

問い合わせ対応：日本語のみ

⇒チラシを多言語に翻訳したが、問い合わせ対応は日本語のみになってしまった 11



広報・問い合わせ対応（しんじゅく）

媒体 場所など
①チラシ ・図書館

・親子日本語教室

・区役所、地域センター

・多文化共生推進プラザ

・国際交流協会

・保健センター

・子ども家庭支援センター

・保育園、幼稚園、子ども園

・病院

・飲食店、スーパーなど

②メール ・facebook
・WEB ・メーリングリスト

③その他 ・知り合いへの口コミ

チラシ翻訳のみならず、申し込み受付と問い合わせ対応も多言語で準備が必要！

共催の大久保図書館と分担して広報
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広報・問い合せ対応（しんじゅく）

チラシ：
７言語（中国語、韓国語、英語、タイ語、
ネパール語、ミャンマー語、日本語）で作成

∗ ▲翻訳依頼書を作成し、１文ごと箇条書きに
して翻訳してもらった。（改行位置把握の為）
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＜工夫した点＞

・同じ部屋におもちゃや絵本などを置いた

保育スペースを確保。

・ボランティアスタッフ（保育士資格有）が１名常駐。

保育（せたがや）

◆子連れＯＫ・原則保育なし
・別室が確保できなかった

・予算をとらなかった

＜良かった点・悪かった点＞

〇子が親から離れて遊び、親が集中できた。

×親も保育スペースに留まり集中できない姿が見られた→別室での完全保育を希望する声あり
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◆保育あり

* 保育料：無料
* 定員 ：１０名

* 保育者：有償。資格の有無は問わず。

＜工夫した点＞

開催場所と同室、および別室に保育スペース確保

・同室 マットを敷き、おもちゃや絵本等を準備

・別室 子育て支援NPOのスタッフに保育を依頼

＜良かった点＞

〇同室と別室どちらが良いか、子の当日の状況に応じて親が選べた。

保育（いちかわ）
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◆保育あり
* 保育料：無料
* 定員 ：６名

* 保育者：２名。有償
* スペース：開催場所と同室、および別室（隣室）に確保

保育（しんじゅく）
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◆「やさしい日本語」・「英語（逐次通訳）」

・世田谷区の在日外国人の特徴として、英語圏の人が多いため

・多言語での開催のノウハウがなかったため

＜課題＞

・当日のキャンセルがあり、参加者は１家族をのぞいてロシア語圏。

・「日本語」も「英語」も初級から上級まで、様々なレベルの人が参加。

言語教育などの専門的なトピックの場合、全員が分かる言語で行う

のは難しい。

当日の通訳・配布資料（せたがや）
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・当日、冒頭で通訳の要否を確認 ・配布資料は日本語と英語

１日目：英語通訳希望者１人。
英語の話せるスタッフがマンツーマンで対応。

ロシア語通訳希望者４人。
ロシア出身の講師（１日目のみ出席）が対応。

２日目：出席者は全員が日本語上級レベル。
すべて日本語で対応。

→日本語が不得意な人は、１日目の様子を受けて２日目を欠席？

当日の通訳・配布資料（いちかわ）
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□言語：中国語、韓国語、英語、タイ語、ネパール語、
ミャンマー語（全６言語）

□言語別に席を分け、マイクなしで逐次通訳する予定。

□通常の倍の時間がかかることを想定して時間配分。

例：体験談15分＋逐次通訳15分

□資料の準備に時間がかかり翻訳が間に合わない。通訳者に説明してもらう予定。

当日の通訳・配布資料（しんじゅく）
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①ワークシートを使用して、現状を可視化する

②講義・体験談を聞き、考えるヒントを得る

③グループで話すことにより、気づきを得る

ワークショップの３つの要素
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１．ワークショップ①（約１５分）
「どんな言語をどのぐらい使っていますか？」

⇒現在の子どもとの言語使用状況について、
ワークシートに書き込むことで可視化する。

構成（せたがや）
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ワークシート「わたしのかぞくの言語教育プラン〔いま〕」
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２．講義（約３０分）「バイリンガル教育を成功させるには」

講師：バソヴァ・オリガ氏
（一橋大学大学院言語社会研究科博士研究員、ロシア出身、１児の母）

・言語教育を考えるヒントを得る。

（バイリンガル教育の所説）

構成（せたがや）
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３．ワークショップ②（約６０分⇒３０分）
「わたしの家庭の言語教育プラン」

⇒現在の状況、心配な点などについて話す

⇒グループや家族で話し合いながら、それぞれの家庭にあった

言語教育について考える。

構成（せたがや）

◆言語別グループでの話し合い

①ロシア語グループ
②日本語（英語）グループ
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ワークシート「わたしの家族の言語プラン〔これから〕」
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【参加者の声】

・とても有意義な情報だった

・頑張らなくちゃ！

・言語教育プランの時間が少なくて残念。 など

■ワークショップ②のグループでの話し合い（特に「今後の言語教育プランの時間」）が

短かった。

■グループでの話し合いの際、質問が非常に多く出た。

■今回のワークショップが家庭の言語教育を考えるきっかけになっていた。

ふりかえり（せたがや）
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構成（いちかわ）

使用する資料を事前配布し、当日の記入時間を短縮。
質疑や話し合う時間を重視。

１．講義／１日目 （６０分）
・講義・講師の体験談・質疑応答
講師バソヴァ・オリガ氏
身近な当事者として、講師の体験談を多く語ってもらう
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２．ワークショップ①／１日目 （３０分）

テーマ「どうしてる？我が家の言語教育」

・言語グループで自己紹介、オリガさんの講義の感想

・こどもの言葉のことで感じた悩み、困難、壁がありましたか？

・それらをどう乗り越えましたか？お家でしている工夫など

ポストイットに書き出し、発表 →全体シェア

構成（いちかわ）
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* ３．ワークショップ②／２日目 （９０分）

* テーマ「私の家庭の言語教育プラン」

* ・全員で自己紹介（アイスブレイク…毛糸玉を投げてゲーム感覚で）

* ・ワークシートかいて見えてきたこと、感じたこと、他の人に聞いて
みたいことは？

* ・言語教育プラン発表
話したい人から話す →出た意見やアイディアのふりかえり→懇親会

構成（いちかわ）
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【参加者の声】

・とても貴重な時間、ありがとうございました。

他の方の意見や体験を聞ける機会はほとんど

ないので、参加できて、よかったです。

・悩みを話せて、すっきりした。

・短い時間ですが、みなさんの家庭の言語教育の事情や意見を聞けて
良かったです。これから私ももっと意識して、日本語以外の言語を子
供と使うように努力します。

ふりかえり（いちかわ）
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1-1．先輩ママの体験談（約１５分×２題）
→理想的なゴールよりも現実的な試行錯誤のプロセスを追体験。

1-2.  ライフプランニングの基本（約１５分）
→移住や教育のプランと切っても切り離せない、家計プランも
含めた「ライフプランニング」の考え方を学ぶ。

構成（しんじゅく）

32



２．ワークシート（約３０分）

構成（しんじゅく）
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３．懇談（３０分）

「わたしの家庭のコミュニケーション」

夫婦間・親子間の日ごろの会話を振り返りながら、
後悔しない多言語子育てを実現するために、
より良いコミュニケーションのあり方を考える。

構成（しんじゅく）
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国際家族の子供の言語教育を取り
巻く問題

～ロシア人母親の視点～



分析対象者

◆分析対象者：

イクリスせたがや多言語子育てワークショップ参加者のうち、
ロシア人女性５名、ウクライナ人女性１名

◆主な質問項目：

- 言語教育の状況及びプラン
- 心配していること
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グループディスカッションから
見えてきたこと

* 殆どの対象者は、現時点で言語教育に対する「プラン」
を持っていなかった。

* 子育て全体で母親の責任が重く、言語教育プランまで
考える余裕がないまま、言語習得の最重要期間が過ぎ
てしまう。

* 子どもは、日本語のほうが習得しやすい状況。
* 日本人父親の多くは、ロシア語への関心が低い様子。
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家庭内の状況及び期待

夫による妻の母語への関心のレベル
ワーク・ライフバランス
子育ての負担
言語プランの有無

母親のバックグラウンド

日本語レベル
日本での滞在年数
心理的要因（社交性など）
自分の文化への「誇り」の程度
世代

日本でのロシア語圏移住者コミュニティ

バランスバイリンガルへの強い期待
柔軟性の程度が低い

ロシアに居る両親

バイリンガルであることへの期待とともに、
「孫が日本人」という強いスタンス

強い混乱・プレッシャー
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当事者として感じること

* 国際家族の子どもはバイリンガルになるべきなのか。

* 言語ばかり気にしてストレスを抱えるより、子供の個性を育て
上げ、豊かな時間を目指すことのほうが重要なのではないか。

* 周囲からの期待やプレッシャーにより、受け身にならざるを得
なかった外国人母親が、自分らしい子育てをあらためて模索
する第一歩として、イクリスの多言語子育てワークショップは
意義があるのではないか。
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