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Ⅰ．はじめに

　1980年代以降、日本語理解が十分ではない帰国生やニューカマーに対して、日本の学校への適

応、高校入試が大きな教育課題と認識され、その「配慮」を講じる都府県が増えてきた。高校進

学への「配慮」には、「特別措置」と「特別枠」があるが、高校は義務教育ではないため、自治体

によって「配慮」の違いが生じている。

　日本語教師として、外国人児童生

徒が授業を理解する日本語能力の習

得には、相当な時間を要すると実感

している。

　外国人集住都市会議の調査（プロ

ジェクト第１回研究会井口報告）に

よると、調査対象の在籍期間３年未

満の外国人生徒の全日制高校進学率

は47.1％、在籍期間３年以上５年未

満では31.9％、在籍期間５年以上で

は、58.4％である。

　３年未満が高いのは、高校進学への「配慮」があることが一因であると言える。３年以上５年

未満の生徒は、中学時代に「支援」を受けながらも３割ほどである。５年以上になっても６割を

超えない。

　兵庫県は、日本語指導が必要な子どもの数は

全国12位である（文部科学省「日本語が必要な

児童生徒の受け入れ状況等に関する調査」2012）。

しかし、2015年まではルビ付きの措置はあるが、

科目減措置や「特別枠」はなかった。辻本（2015）

によると、兵庫県内の外国人生徒の国公立全日

制高校への国籍別平均進学率は、韓国朝鮮

62.8％、中国55.8％、ベトナム45.6％、ペルー42.0％、フィリピン36.1％、ブラジル30.5％である

（兵庫県教育委員「学校基本調査」2009年～2012年）。日本と外国との架け橋に成り得る外国人生

徒らに、より多くのチャンスが与えられるべきではないだろうか。

　本報告の目的は、日本語教育に携わる立場からの外国人特別枠を調査するプロジェクト活動報

告と「特別枠」実施の意義及び課題を示すことである。
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図１　在籍期間と進学率
（出典：外国人集住都市会議東京2012報告書「在籍期間と進学率」）
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1.はじめに 

1980 年代以降、日本語理解が十分ではない帰国生やニューカマーに対して、日本の学校への適応、高校

入試が大きな教育課題と認識され、その「配慮」を講じる都府県が増えてきた。高校進学への「配慮」に

は、「特別措置」と「特別枠」があるが、高校は義務教育ではないため、自治体によって「配慮」の違いが

生じている。                   図 1 在籍期間と進学率 

日本語教師として、外国人児童生徒が授業を理解

する日本語能力の習得には、相当な時間を要すると

実感している。 

外国人集住都市会議の調査（プロジェクト第１回

研究会井口報告）によると、調査対象の在籍期間 3

年未満の外国人生徒の全日制高校進学率は 47.1％、

在籍期間 3年以上 5 年未満では 31.9％、在籍期間 5

年以上では、58.4％である。 

3 年未満が高いのは、高校進学への「配慮」があ

ることが一因であると言える。3 年以上 5 年未満の

生徒は、中学時代に「支援」を受けながらも 3割ほ (出典：外国人集住都市会議東京 2012 報告書「在籍期間と進学率」) 

どである。5年以上になっても 6割を超えない。 

兵庫県は、日本語指導が必要な子どもの数は全国 12 位である（文

部科学省「日本語が必要な児童生徒の受け入れ状況等に関する調

査」2012）。しかし、2015 年まではルビ付きの措置はあるが、科目 

減措置や「特別枠」はなかった。辻本（2015）によると、兵庫県内

の外国人生徒の国公立全日制高校への国籍別平均進学率は、韓国朝

鮮 62.8％、中国 55.8％、ベトナム 45.6％、ペルー42.0％、フィリ

ピン 36.1％、ブラジル 30.5％である（兵庫県教育委員「学校基本

調査」2009 年～2012 年）。日本と外国との架け橋に成り得る外国人

生徒らに、より多くのチャンスが与えられるべきではないだろうか。    （辻本[2015]より編集）         

本報告の目的は、日本語教育に携わる立場からの外国人特別枠を       

調査するプロジェクト活動報告と「特別枠」実施の意義及び課題を示すことである。                   

 

2.プロジェクト発足と活動内容 

2.1.発足： 
上記のような状況を少しでも改善すべく、「特別枠」設置を求めて、2014 年 1 月に兵庫県内の大学を中心

とした教員 12 人による調査研究グループ「外国人の子供の未来を拓く教育プロジェクト」が発足した。 

筆者は、主に大学で日本語教育に携わる一方、兵庫県教育委員会の子ども多文化共生サポーターとして

外国人児童生徒に関わり、留学生と外国人児童生徒との「支援」が異なることを感じていた。外国人児童

生徒は日本語だけでなく、母語の確立もなされていない状態により、家族との意思疎通も上手くいかなか

ったり、日本語でも母語でも学習理解が思うようにいかないダブルリミテッドのような状態に陥ることが

あると実感する。筆者は、そのような外国人児童生徒に対していかに「支援」していくかという視点を持

って、プロジェクトに関わった。 

 
2.2.活動経過： 

 プロジェクト全体として、外国人児童生徒の全国推移、兵庫県の実態調査、地域の「支援」等の研究を

行った。 
筆者は、母語教育を行っている中国帰国者の集住区である神戸市の神陵台小学校に聞き取り調査をした。

他のメンバーは、コリアン、ベトナムの母語教育の聞き取り調査を行った。また、筆者は他メンバーらと

「特別枠」を実施する各府県の聞き取りを行い、「特別枠」の効果を調査した。他にも、サポーターを通し

表 1 特別枠と特別措置（対象または内容）

特別枠 

中国帰国生徒と外国人生徒に

適用 

中国帰国生徒のみに適用 

特別措置 

受験科目を減ずる措置 

時間延長、ルビ付きの措置 

内容不明 

表１　特別枠と特別措置（対象または内容）

特別枠
中国帰国生徒と外国人生徒に適用

中国帰国生徒のみに適用

特別措置

受験科目を減ずる措置

時間延長、ルビ付きの措置

内容不明

（辻本［2015］より編集）
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Ⅱ．プロジェクト発足と活動内容

１．発足

　上記のような状況を少しでも改善すべく、「特別枠」設置を求めて、2014年１月に兵庫県内の大

学を中心とした教員12人による調査研究グループ「外国人の子供の未来を拓く教育プロジェクト」

が発足した。

　筆者は、主に大学で日本語教育に携わる一方、兵庫県教育委員会の子ども多文化共生サポーター

として外国人児童生徒に関わり、留学生と外国人児童生徒との「支援」が異なることを感じてい

た。外国人児童生徒は日本語だけでなく、母語の確立もなされていない状態により、家族との意

思疎通も上手くいかなかったり、日本語でも母語でも学習理解が思うようにいかないダブルリミ

テッドのような状態に陥ることがあると実感する。筆者は、そのような外国人児童生徒に対して

いかに「支援」していくかという視点を持って、プロジェクトに関わった。

２．活動経過

　プロジェクト全体として、外国人児童生徒の全国推移、兵庫県の実態調査、地域の「支援」等

の研究を行った。

　筆者は、母語教育を行っている中国帰国者の集住区である神戸市の神陵台小学校に聞き取り調

査をした。他のメンバーは、コリアン、ベトナムの母語教育の聞き取り調査を行った。また、筆

者は他メンバーら（乾美紀・金山成美）と「特別枠」を実施する各府県の聞き取りを行い、「特別

枠」の効果を調査した。他にも、サポーターを通して外国人児童生徒の学習支援や教育課題、進

路等の調査を企画したが、諸事情により実施できなかった。

　以上の調査等を踏まえ、西宮市、神戸市、姫路市の３地域で中間報告会を行い、小中高等学校

等の教師らと意見交換をした。また、知事室や教育委員会への研究調査趣旨、調査結果、提言な

どの説明を行った。県議員らの有志学習会、自治学会での報告会も行った。以上の取り組みは新

聞にも掲載され、世論の関心を集めたと言える。そして、兵庫県は2016年度から「特別枠」が実

施されるようになった。下記の項目は、その内の兵庫県へ提言した内容である。

兵庫県への提言

・県立芦屋国際中等教育学校の生徒募集数増（定員増）と、播磨地域の新設

・全日制公立高校での受け入れ校（「特別入学枠」実施）の設置

・海外からの帰国生徒の受検機会拡大等

・海外から来た途中編入希望者の受け入れ促進

・受け入れ後の就学支援体制つくり

Ⅲ．各府県の「特別枠」実施状況

　高校入試「特別枠」は都府県によって違いがある。ここでは、全国的な「特別枠」の実施内容

とその効果を報告する。筆者を含む３人により、16都府県の教育委員会の担当者に電話で聞き取

り調査を行った。
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１．調査対象：「特別枠」実施都府県

　表２より、実施都府県の多い地方から全くない地方まであることがわかる。関東地方、中部・

東海地方は、外国人が多

いことから、実施都府県

も多いと言える。一方で、

関西地方も外国人は多い。

兵庫県は在留外国人総数

７位96541人、京都府は

10位52266人、滋賀県は

18位24712人である（法務省「在留外国人統計都府県別数」2013）。しかし、その規模に対して、

実施は少ないと言える。関西地方の中で、京都府は中国帰国者のための枠は設置しているが、外

国人生徒に対する「特別枠」は、2015年時点では、大阪、奈良の２府県でしか実施されていなかっ

た。

２．調査結果

（１）対象生徒

表３　来日年数別都府県状況

来日３年以内の生徒 福島、茨城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、静岡、長崎、鹿児島（計11）

来日３年を超える生徒 大阪、三重、愛知、奈良、福岡（計５）

　ほとんどの都府県が来日３年以内の生徒を対象としていることがわかる（表３）。前述の外国人

集住都市会議の報告にある在籍期間３年以上５年未満の進学率が下がる理由が、ここにあると言

える。

（２）対象高校の設置理由

　県内の高校全てでの受

け入れ、拠点校で重点的

な受け入れなど４パター

ンに分かれることがわか

る（表４）。

　筆者が調べたところ、

静岡県教育委員会による

と、静岡は東西に長い県であるため、地域バランスを考慮して配置していると言う。各都府県と

もにそれぞれの特徴を活かして、対象校を設置していると言える。

（３）検査内容

　科目減措置を行う自治体が多いことがわかる（表５）。問題文でやさしい日本語が使われている

かの点検も必要であろう。静岡県の「日本語基礎能力試験」は、独自の検査内容として、注目す

べきである。

表２　地方別「特別枠」実施都府県

北海道・東北地方 福島（計１）

関東地方 茨城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川（計６）

中部・東海地方 岐阜、静岡、愛知、三重（計４）

関西地方 大阪、奈良（計２）

四国・中国地方 なし（０）

九州・沖縄地方 福岡、長崎、鹿児島（計３）

表４　受け入れ校の措置理由

全ての高校 茨城、群馬、岐阜、長崎、鹿児島

重点的に受け入れ（国際科
や英語コースがある高校）

福島、愛知、奈良、神奈川、三重（拠点校
からの拡大）、福岡（関連コース拡大）

重点的受け入れ＋地域バラ
ンスの考慮

埼玉、千葉、静岡

外国人集住学区 東京、大阪（主に中国帰国生）

（乾、小柴、金山〔2015〕）
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（４）高校受け入れ後の「支援」体制

表６　受け入れ体制別都府県状況

教育支援体制 実施都道府県 特記事項

人
材
配
置

教育委員会
による配置

加配教員の配置 福島、埼玉、岐阜、大阪
各校１名を配置（埼玉）
在籍校に２名配置（岐阜）

母語理解者の配置・
外部支援員（サポー
ター支援）・外国人適
用指導員

千葉、茨城、神奈川、静
岡、愛知、三重、奈良、
大阪、兵庫、長崎、鹿児
島、岐阜

教育補助員［非常勤］（静岡）、中国語
話者教員（長崎）、通訳・日本語指導、適
応指導（千葉）、日本語指導・進路相談
（三重）、民族講師、臨時講師（大阪）

NPO 委託
による配置

多文化教育コーディ
ネーター

神奈川
NPO と連携した協働事業

授業方法 抽出授業
東京、奈良、福岡 非常勤講師を採用して指導（奈良）

日本語を指導（福岡）

（乾、小柴、金山による聞き取りおよび小島〔2012〕により作成：2014）

　「支援」（人材配置と授業方法）には、さまざまな制度が活用されているため、項目に含まれて

いない「支援」体制も推測される。表６より人材配置には大きく分けて、教育委員会による配置

と NPO 委託による配置があることがわかる。教育委員会が、正規教員を加配教員として配置し

ているのは、４府県のみである。外国人生徒の増加に対し、少ないと言えよう。

（５）「特別枠」採用の効果

表７　都府県別効果

都道府県 インタビュー結果

千葉県
外国人枠で入学した18名のうち、10名が大学に進学（他、浪人、就職、専門学校進学など）
［2013年度］

奈良県
進学者24名中、13名が大学・短大に進学（他、アルバイト、帰国、就職など）［2004-11年
度］

大阪府
採用学校の１校では、生徒全員が大学に進学。大学院まで進んだ生徒もいる。AO 入試を
使って有名私立に合格するケースもあり、後に続く生徒のモデルになっている。

福岡県
高校に入れる学力があるのに、日本語能力不足で受験が厳しい生徒に、高校教育の機会を
与えられるのが、何よりの効果。

その他 各学校ごとに集計している県が多い。埼玉県は、県単位で独自に取りまとめている。

（乾、小柴、金山〔2015〕）

　筆者らが各都府県の教育委員会にインタビューしたところ、「特別枠」で高校入学した生徒の多

くが、更に大学、短大へと進学していることがわかった。

表５　受検科目別都府県状況

検査内容 科目数 都府県名

科目減措置
（英国数または英数）

＋面接
３ 茨城、神奈川、愛知、群馬

２ 埼玉

＋面接・作文
３ 福島、岐阜、福岡

２ 奈良

＋作文（母語でも可） ２ 大阪

科目なし

面接と作文 なし 千葉、東京、長崎

面接＋作文＋当該高校指定科目 三重

日本語基礎力試験＋作文 静岡

調査書＋面接＋作文 鹿児島
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　また、数字としては出てこないが、彼らを通して異文化を知る日本人生徒も多いのではないか

と思う。外国人生徒、日本人生徒の双方にとって効果のあることが、「特別枠」の意義でもある。

Ⅳ．兵庫県の現状と今後の課題

　以上のように、他府県における外国人特別枠の状況を見てきた。ここでは、兵庫県の「特別枠」

に焦点を当てる。そして、その実施内容について、対象生徒、対象高校、検査内容、「支援」体制

という点から検討を行う。

　兵庫県の外国人特別枠については、2015年５月28日、神戸新聞に「県立高校来年度入試―外国

人向け特別枠検討」という記事が掲載され、世論の注目を集めた。そして、2016年度よりその導

入が実際に始まった。モデル校として指定された３校の状況を見て、今後「特別枠」を広げるか

どうか判断される。

１．対象生徒に関して

　大阪、三重、愛知、奈良、福岡の来日３年を超える生徒を対象としている他府県に比べると、

兵庫県は、来日３年以内とし、受検対象者の外国人生徒は少ない。「来日３年」の弊害について

は、「入国後３年以内を条件とする特別選抜入試制度が外国人生徒の高校進学の壁になっている。」

（野元2006）、「来日３年以内の用件が厳しく、利用状況がごくわずかである。」（田巻2014）と、先

行研究でも指摘されている。前述（１．「はじめに」）したように、授業を理解する日本語能力の

習得には時間がかかるため、本来ならば、来日３年以上を対象とすることが望まれていると言え

よう。また、二重国籍を選択していない日本国籍の生徒の存在も留意すべきである。

２．対象高校に関して

　161校ある県立高校のうち、対象高校は以下の３校である。

・県立神戸甲北高等学校（総合学科）　第１学区（神戸地区）

・県立芦屋高等学校普通科（単位制）　第１学区（阪神地区）

・県立香寺高等学校（総合学科）　　　第４学区（播磨地区）

　兵庫県の５学区の中で、教育委員会が３校各３名に設定した理由には、「日本語指導が必要とさ

れている外国人生徒は、小・中学校から多文化共生サポーターをつけており、その中で昨年度の

中学３年生は約30名であった。そのうちの半数は既に自力で全日制高校に進学しており、残りの

約15名が定時制高校進学や就職しているので、その中で勘案して１校あたり３名の計９名という

計算にしている。」（高校教育課長答弁「兵庫県教育委員会会議録」2015年10月１日より）とある。

今後は、対象高校と外国人の志望校がマッチしているかも確認していく必要があるのではないか。

３．検査内容に関して

　検査内容は、英・数・国と面接である。「平成28年度外国人生徒にかかる特別枠選抜実施要領」

によると、それに加え、調査書または外国における中学校の成績証明書を必要とする。調査書に、

来日直後の不十分な日本語力で履修した科目の成績が記入されることは、ダブルリミテッドに陥っ

ている生徒や、一時的環境不適応反応を起こしてしまった生徒にとって、不利であると言える。
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４．兵庫県の高校受け入れ後の「支援」体制に関して

　「平成28年度外国人生徒にかかる特別枠選抜実施要領」によると、「支援」期間は基本１年間と

している。「支援」体制は、以下のとおりである。

・各モデル校で、学校設定教科「日本語」（仮称）等を設置

・他の生徒と同じペースでの学習が困難な教科・科目について、別室での取り出し授業を実施

・外国人団体等との連携による母語を活用した学習支援、教材や保護者への文書の翻訳、面談等

の学校生活支援を実施

　上記の「支援」内容は、各実施３校の裁量により決まるため、どのような「支援」体制が作ら

れるかは、現段階では不明である。今後、兵庫県において、外国人生徒にどのような「支援」が

行われ、生徒が「日本語」をどのように習得していくかが注目される。

Ⅴ．おわりに

　2016年度、他府県に遅ればせながら、ようやく兵庫県の高校入試特別枠設置が始まった。しか

し、蓋を開けてみると、応募状況は、県立芦屋高校では応募５人で合格３人、県立香寺高校では

応募３人で合格３人、県立神戸甲北高校では応募１人で合格１人であった。しかも、甲北高校の

１人はダイレクト組と言われる海外からの直接入学者である。

　なぜ県内からの応募者がここまで少なかったのであろうか。応募者が少なかった原因は、ニー

ズの問題ではないだろう。ニーズと応募条件が、未だマッチしていないのではないかと思う。「来

日３年」の弊害は、上記で述べたとおりである。大阪では、「帰国生」の来日３年の枠と「特別

枠」の来日６年の枠がある。そして、来年度より、府内の採用校も６校から更に１校増やす見込

みである。確実に「特別枠」のニーズは増えていると言える。兵庫県もせっかく新制度を設けた

のだから、有意義に利用されるものにしていってほしい。

　また、今回の調査を通し、外国人生徒に対するサポートの重要性を改めて痛感した。外国人の

学習日本語の習得には時間がかかるため、今後、小学校・中学校・高校と連携した日本語教育が

求められてくると思う。

　今後も増える外国人児童生徒に対して、筆者も含めた日本語教師が、何ができるのかを考えて

いきたい。
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