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小牧市は、2011 年に「多文化共生のまち」を めざして、「小牧市多文化共生
推進プラン」を、2020 年には「小牧市多文化共生推進プラン【第 2次プラン】」
を作っています。このプランでは、外国人市民も日本人市民も、一人ひとりが、
お互い支え合い協力しながら、身近にできることを一つ一つ行っていくことが
大切と書いてあります。
一人ひとりが、お互い支え合い協力するためには、コミュニケーションをとる
ことが大切です。そのため、「どうしたら外国人市民と日本人市民が一番やさ
しくコミュニケーションを とれるように なるのか」を調べました。外国人市
民が「してほしいサポート」と、日本人市民が「しているサポート」の 間の
違いが少なくなれば、やさしくコミュニケーションを とれるように なります。
2020 年は、新型コロナウイルス感染症が世界中に広がり、大変な年に なりま
した。そのような 中で、調査に協力してくださった皆様に、心から お礼申し
上げます。ありがとうございました。
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1990 年代以降、中南米からの日系人が増え、そのサポート団体も できた後、リーマンショッ
クが襲いました。その後、景気が回復する中で、アジア諸国などをルーツとする外国人市民
が増え、英語・ポルトガル語・スペイン語だけでなく、多言語のサポートが必要に なりました。
このことから、現在の小牧市では、様々な国籍、ルーツや在留資格をもった外国人市民が暮
らしており、日本語教育に対するニーズも多様化しています。さらに 2020 年は、新型コロ
ナウイルス感染症が世界的に広がり、失業者が増え、国際間の人の移動も難しくなりました。
そのため、外国人市民が日本語を学ぶことの大切さが見直されています。
外国人市民のニーズ、雇用する企業のニーズ、支援する団体の抱えている悩みを調べ、ニー
ズに あったサポートを できるようにするため、「外国からの転入者の求める日本語支援」に
関するニーズ調査を行い、市内の日本語教室などと情報共有することにしました。

調査の概要

Ⅰ．プロジェクトの 目的

１．文献・統計調査
小牧市多文化共生推進プランの策定時に分析した資料を活用するとともに、ウェブサイトに ある統
計、新聞記事などから、必要な視点や 統計データを集めました。

２．聞き取り調査
以下の企業・団体等に対し、聞き取り調査を行いました。

技能実習生 受け入れ企業 3 社 / 技能実習生 2 人 / 介護専門学校生と 特定技能（介護）の人を雇っている企業 1 社
日本人の配偶者と技術・人文知識・国際業務のビザを とる外国人を雇っている企業 1 社
小牧市役所 多文化共生推進室の通訳 1 人 / 日本語教室・外国人 学習支援の先生 2 人
小中学校 入学時支援の先生 3 人 / 小牧高校 定時制の先生 1 人

３．中間報告会とワークショップ
2020 年 11 月 1日実施。（詳細は 25 ページ）

４．アンケート調査
Google Forms で 作った ウェブアンケートに答えていただきました。
アンケートの 協力は、小牧市商工会議所、外国人コミュニティのメーリングリスト、日本語教室・
外国人学習支援の先生方を通して 各対象者に お願いしました。アンケート項目は、巻末に載せて
あります。（回答者数99名 / 回答企業数32社）

Ⅱ．調査方法

調査の概要

Ⅲ．調査結果    

図１   小牧市に住んでいる人（文献 1,2 より作成）

①小牧市に住んでいる人
小牧市に住んでいる人は、2020 年 1 月 1 日現在で
153,026 人（文献 1）。
そのうち外国人は 9,912 人（文献 2）。
15 歳から 44 歳の若い生産年齢では、住民の 11.3％
が 外国籍の外国人市民

 図２ 小牧市の外国人の国籍（文献 3,4 より作成） 

②小牧市の外国人の国籍
2008 年のリーマンショックの後、中南米出身の日
系人が減少。
技能実習制度が始まってからは、東南アジア出身の
人数が増加 

図３ 小牧市の外国人の在留資格（文献 5 より作成）

③小牧市の外国人の在留資格
2020年6月に小牧市に住んでいる外国人の在留資格。
永住者・定住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者
の合計が 6,877 人。
これは小牧市に住んでいる外国人の 67.2％。
技能実習生は 1,922 人で 18.8％。

　1.小牧市の統計
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調査の概要 調査の概要

２.その他の文献から

図４   在留資格と行われている日本語研修の差 
            （文献 6 よりデータを参照し作成） 

①在留資格と行われている日本語研修の差

東京商工リサーチの調査の結果、労働者 の在留資格
によって、企業が日本語研修をしている割合に差が
あります（文献 6）。日系人などの身分に基づく在留
資格者は、6.6％しか日本語研修を受けていません。
一方、技能実習生の場合は 52％が日本語研修を受け
ています。

②外国人労働者受入れ支援の動き
一般財団法人国際協力センター（JICE）では、「定住外国人就職支援コース」を作り、働くための日本語や  ビジネ
スマナーなどを  教える  取り組みを  始めました（文献 7）。また、JICA は  2020 年 11 月に 行政、企業、NPO が 
協同して 外国人労働者受け入れ問題を 議論する「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム（JP MIRAI）」を  
設立しました。（文献 8）。

③日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査
令和元年 9 月に公表された「「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査 (平成 30 年度 )」の結果に
ついて」（文献 9）という報告書では、全国の公立小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中等教育学校及び特
別支援学校を対象に、日本語指導が必要な児童生徒の状況、日本語指導が必要な児童生徒に対する施策の実施状況、
日本語指導が必要な高校生等の中退・進路状況を調べています。この中の、「日本語指導が必要な外国籍の児童生徒
の学校種別在籍状況（都道府県別）」では、在籍人数が多い都道府県から順に一部を抜粋すると、愛知県が圧倒的に
多く、全国の約 1/4 を愛知県が占めていることが分かります。（文献 9）。

また、「日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒の学校種別在籍状況（都道府県別）」でも、愛知県が最も多く、全
国の約 1/5 を愛知県が占めています。

さらに、平成２９年度中の日本語指導が必要な高校生等の中退・進路状況では、日本語指導が必要な高校生が一般
日本人高校生に比べ、進学率が低く、また中退率、就職時の非正規率、進学も就職もしない率が高い傾向があります。
この統計は、全国の平均値を示していますが、愛知県や小牧市でも同じような傾向ではないかと考えられます。

表 2 「日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒の学校種別在籍状況（都道府県別）」より （人）

表 3 日本語指導が必要な高校生の中退率、進学率、就職時の非正規率、進学就職ともしない率について、
日本語指導が必要な高校生と一般日本人高校生との比較（％）

表１   「日本語指導が必要な外国籍の児童生徒の学校種別在籍状況（都道府県別）」より（人） ④日本語教育推進法
令和元年 6月には、「日本語教育の推進に関する法律」が、公布施行されました（文献 10）。
この法律の中では、国内における日本語教育の機会の拡充として、外国人等である幼児、児童、生徒等や外国人等
の被用者等に対する日本語教育の充実と共に、日本語教育についての国民の理解と関心の増進を掲げています。
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①生徒の皆さん
回答者数 17（日本の学校在学年数 ) 
1 年以上 2 年未満
2年以上 3 年未満　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　 
3、4 年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

中学生 1名 / 高校生 2名
小学生 1名 /中学生 1 名 / 高校生２名
小学生 1名 /中学生 2名 /高校生 6名 

:
:
:

アンケートと聞き取り調査の結果 アンケートと聞き取り調査の結果

アンケートと聞き取り調査の結果

＜自由コメント＞ 
・進学校に通っていますが、今でも、日本文化など分からず困ることがあります。わたしは助けてくれる人がいま
すが、他の外国人は本当にもっと困っています。」（来日 4年目の高校生）
・どうしたら、日本語がもっとできるようになるのだろう、速く日本語を覚えることができる方法を知りたい。
（複数、外国語で記載されていたものを機械翻訳）

図 5

あなたは友達と日本語で話すことができますか？

図 6

学年が上がると、学習内容や、使われる
日本語が難しくなる。 
文字は読めても内容の理解が困難になる。

あなたは学校の教科書を読むことができますか？

図 7

図 8

・作文を書くとき困る。76％ 
・授業で先生の話がわからない 71％
・日本語で質問できない 41％ 
・調べたいが自分の日本語力にあった本
がない  29％ 
・算数や理科、英語科では、内容は分     
かるが、日本語の質問に答えることがで
きない。35％ 

すごく、そう思う」を 5 
「そう思う」を 4
「どちらとも言えない」を 3 
「あまり、そう思わない」を 2 
「ぜんぜん、そう思わない」を 1 
とした時の、生徒の回答の平均をグラフに
した。 

「わからなくても、当たり前と思われてい
て、諦められているようで悲しい。」と
思うレベルは低く、教育に携わる人たち
の熱意は伝わっているようだ。

学校の勉強で困っていることを全部選んで下さい。

どの位そう思いますか？
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②保護者
回答者数 4 
2 年目以上 3 年未満
3年以上 10 年未満　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　 
10 年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

ベトナム人 1 名
ブラジル人 1 名
ペルー人 1 名 / ボリビア人 1 名

:
:
:

コミュニケーション
先生 たちは、熱心に子どもたちの
今と将来のために、なんとか導こうとし
ている。子どもの知識やスキルを活かし、
将来のことを共に話し合いたい。しかし、
言葉の壁がある。子どもの情報がつかめず、
困っている。

③学校の先生、勉強や日本語を教えている人
回答者数 34
幼稚園・保育園・こども園 6 名 / 小学校就学時支援 1 名
小学校 6 名 / 中学校 3 名 / 高等学校 5 名
小学生の学習支援 7 名 / 中学生の学習支援 6 名 / 高校生の学習支援 1 名 
18 歳未満の日本語教室 3 名 / 児童クラブ 2 名
小学生から大人までの学習支援 2 名 / 就労者の日本語教室 1 名 / 小牧市教育委員会 1 名 
（複数回答あり） 

アンケートと聞き取り調査の結果

あなたが親として困っていることをすべて選んでください。

どの位そう思いますか？（保護者）

どのような点で困難を感じてみえますか？（複数回答可）

表 4

図 9 

図 10

アンケートと聞き取り調査の結果

こどもにとって勉強は大切だと思っ
ている。しかし、保護者が日本の教
科書を理解できず、教えてあげられ
ないもどかしさを感じている。

＜自由コメント＞（スペイン語による回答を機械翻訳） 
「学校には通訳が月 5 回来るが、緊急時に困る。
通訳を自分で探すことが大変（時間、お金、通訳してくれる人の仕事の都合） 

学力問題
・話し言葉と書き言葉が違う。
・漢字学習。
・テストや宿題などの読み書き
の学習支援が追い付かない。
生徒の感じている困難とほぼ一致してい
る。双方がジレンマを感じている。

 ˍΝஎΕͪ͏͗ɼਫ਼ͳ͗Ͳ͘͵͏ɽ 75ࢢ༹ߏָ ͳๅިߏָ

 ˍघঁ͗͜Ͳ͘͵͏ɽ 75کหʹࢢ ָसʹࢢ

 ˍ࿊ཙீΝॽ͜͵͏ɽ 50 ͳๅިߏָ

 ˍΔుΏ࿊ཙ͗յͮͱ͘ͱΚ͖Δ͵͏ɽ 50͖ߏָ ͳๅިߏָ

 ˍৼഓɽ 50͗ࣆΝͪ͢͏͕͗ۜࣆ͗स͏ʹࢢ ͕ۜ

 ˍগཔͶɼʹ͚Δ͏͕ۜ͗͏Ζ͖ɽ 50ʹࢢ ͕ۜ

 ˍ๏͗घͫ͗ɼࣙͺͦ͵͏ɽೲΊ͵ʹೋ͢͏͗Ͳ͘͵͏ɽ 50ޢͺೖຌʹࢢ ͳๅިߏָ

͕ۜ ಉ͚ؔ͗ଡ͚ͱɼࢢʹͳ͏Ζؔ͗ݰΖɽ 50ˍ 

 ˍΝಣΌ͵͏ɽ 25ࢶ͗Δͮͱ͚Ζघʹࢢ ͳๅިߏָ

 ˍघঁ͜ ͬͶસ෨໌Νॽ͖͵͜Ηͻ͏͜͵͏͜ʹɼΩνΩψͲघͶॽ͜ΉͦΞɽ 25ʹࢢ

࿑ 

߶ָߏΏָɼָߏ͵ʹͶ͗͏͖ͪͦߨɼೖຌ͞ͳ͗Κ͖Δͥɼࢢʹͳ

͑͢͞ͳ͗Ͳ͘͵͏ɽ 25ˍ 

 ˍͲ͗Κ͖Δ͵͏ɽ 25ޢճͶड़ͪ͏͗ɼೖຌंޤฯ ͳๅިߏָ
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アンケートと聞き取り調査の結果

両親との連携で感じている問題
・保護者に言葉が通じない。教師も話すのをあきらめてしまうことがある。
・進学にかかる費用について、説明が上手く伝わらず、困る。
・会話ができるから大丈夫、と保護者が安心しすぎていることがある。
・日本の教育システムの理解が進むことが大切だと思う。
・家族で引っ越してしまうと、支援が途絶えてしまう。・親のプライドで支援を断わられてしまう。
・日本の文化や習慣の理解のために、定期的にふれあいの場を設ける。
・子どもたちの将来を考え、親の都合だけで子どもを振り回さないでほしい。
・文化や考え方の違いからか、保育や子どもへの接し方に理解がいただけない保護者がいる。
・訳文で手紙を渡しても保護者には読んでもらえず困る。
・トラブルの際、本児に非があっても認めてもらいにくい。
・忙しい保護者が子ども（園児）だけで留守番をさせ、心配なケースがある。

支援者について
・支援する場はあっても 支援者の数が不足している。
・その子にとって最適のサポートをするスキルを持っている人の数が足りない。
・母国での学習歴を理解する必要がある。
・力のある支援者が、支援にあたると効果が出る。教える力のある人を配置する必要がある。
社会的な視点
・「勉強したい」という気持ちが熱いうちに、適切な支援につながれるような仕組みづくりが必要。
・子どもは保護者の都合で日本に来た。支援者同士の連携が必要。
・学習言語（高校）は抽象的で、高校を卒業するためには、日本語を学ぶ価値、覚悟が必要と なる。
・義務教育と高校の間をつなぐ日本語学習が必要。

アンケートと聞き取り調査の結果

今後の必要な支援 
・親への日本語教育
・子育てや文化などの知識を伝える。

これから、どのような支援が必要だと思われますか？ （複数回答可） 

図 11

＜自由記載欄のコメント＞ 
生徒への支援で感じている問題 
・子どもの思いくみ取ってあげられない。
・心が満たされていない子どもがいる。将来に希望を持てる指導をしたい。
・追い付けないであきらめそうになる子どもに自分の人生をどうしたら良くできるか考える力をつけ
たい。
・保健体育や家庭科など文化の背景が違うため、難しい。
・日本の学校の習慣がすべて新しいことなので、丁寧に指導する必要がある。
・外国籍同士での子どものトラブルのとき、事情が分からない。そのため、本人の心のケアまで踏み
こめない。
・やる気を失い、保護者へ外国人の子ども向け支援があることを伝えない。
・自分で学習に向かう力をつけたい、持続力を育てたい。・どうしたら、日本語がもっとできるよう
になるのだろう、速く日本語を覚えることができる方法を知りたい。
 

どうしたらいいか 
・親と先生が話し合えるように通訳者のいる時間を増やす。 
・本人のレベルにあった授業をうけることができるようにする。 
・日本語と学習内容を同時に教えることについて工夫する。
・外国人にとって初めて知る日本の歴史や地理の学習について工夫する。



11 12

アンケートと聞き取り調査の結果

両親との連携で感じている問題
・保護者に言葉が通じない。教師も話すのをあきらめてしまうことがある。
・進学にかかる費用について、説明が上手く伝わらず、困る。
・会話ができるから大丈夫、と保護者が安心しすぎていることがある。
・日本の教育システムの理解が進むことが大切だと思う。
・家族で引っ越してしまうと、支援が途絶えてしまう。・親のプライドで支援を断わられてしまう。
・日本の文化や習慣の理解のために、定期的にふれあいの場を設ける。
・子どもたちの将来を考え、親の都合だけで子どもを振り回さないでほしい。
・文化や考え方の違いからか、保育や子どもへの接し方に理解がいただけない保護者がいる。
・訳文で手紙を渡しても保護者には読んでもらえず困る。
・トラブルの際、本児に非があっても認めてもらいにくい。
・忙しい保護者が子ども（園児）だけで留守番をさせ、心配なケースがある。

支援者について
・支援する場はあっても 支援者の数が不足している。
・その子にとって最適のサポートをするスキルを持っている人の数が足りない。
・母国での学習歴を理解する必要がある。
・力のある支援者が、支援にあたると効果が出る。教える力のある人を配置する必要がある。
社会的な視点
・「勉強したい」という気持ちが熱いうちに、適切な支援につながれるような仕組みづくりが必要。
・子どもは保護者の都合で日本に来た。支援者同士の連携が必要。
・学習言語（高校）は抽象的で、高校を卒業するためには、日本語を学ぶ価値、覚悟が必要と なる。
・義務教育と高校の間をつなぐ日本語学習が必要。

アンケートと聞き取り調査の結果

今後の必要な支援 
・親への日本語教育
・子育てや文化などの知識を伝える。

これから、どのような支援が必要だと思われますか？ （複数回答可） 

図 11

＜自由記載欄のコメント＞ 
生徒への支援で感じている問題 
・子どもの思いくみ取ってあげられない。
・心が満たされていない子どもがいる。将来に希望を持てる指導をしたい。
・追い付けないであきらめそうになる子どもに自分の人生をどうしたら良くできるか考える力をつけ
たい。
・保健体育や家庭科など文化の背景が違うため、難しい。
・日本の学校の習慣がすべて新しいことなので、丁寧に指導する必要がある。
・外国籍同士での子どものトラブルのとき、事情が分からない。そのため、本人の心のケアまで踏み
こめない。
・やる気を失い、保護者へ外国人の子ども向け支援があることを伝えない。
・自分で学習に向かう力をつけたい、持続力を育てたい。・どうしたら、日本語がもっとできるよう
になるのだろう、速く日本語を覚えることができる方法を知りたい。
 

どうしたらいいか 
・親と先生が話し合えるように通訳者のいる時間を増やす。 
・本人のレベルにあった授業をうけることができるようにする。 
・日本語と学習内容を同時に教えることについて工夫する。
・外国人にとって初めて知る日本の歴史や地理の学習について工夫する。



13 14

「小牧市に来て良かったですか？」  「技能実習生になって良かったですか？」 
・「とても良かった」10 名中 9 名
・「良かった」 1 名

「技能実習生で勉強したことは国に帰ってから役にたちますか？」
・「とても役にたちます」8 名 
・「少し役にたちます」1 名
概ね、小牧市での技能実習経験について、満足していることがわかりました。 

「特定技能のビザをとって、もっと日本で働きたいと思いますか？」
・7 名が「はい。」と答え、3 名が「わからない。」
・「いいえ。」と答えた人はいませんでした。
大変な努力の中、もう止めたいというのではなく、意欲的に取り組んでいることがわかります。

仕事で使う日本語について  
・「ゆっくり話してくれればわかる。」5 名 
・「知っている日本語と違って難しすぎる。」4 名 
・「通訳や翻訳がないとわからない。」1 名

来日直後の日本語力
日本語での会話  
・「全くできず、とても困った。」  2 名  
・「少し話せたが、時々困った。」  8 名 

アンケートと聞き取り調査の結果 アンケートと聞き取り調査の結果

④技能実習生
回答者数 10 名
日本語回答
英語回答
ベトナム語回答　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　 
クメール語回答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

産業機械製造業 1 名
素形材産業 1 名
建設業 3名
外食業 5 名

:
:
:
:

日本に来る前の日本語能力（技能実習生）

図 12

N5とは
・JLPTの日本語能力テストでは、一番低いレベル 
・ひらがなやカタカナ、日常生活の基本的な漢字
で書かれた定型的な語句や文、文章を読んで理解
することができる。 
・教室や身の回りなど、日常生活の中でもよく出
会う場面で、ゆっくり話される短い会話であれば、
必要 な情報を聞き取ることができる。 

日常会話ができるようになっていても、仕事に使う日本語が理解できていないと、
仕事の手順そのものも、危険回避の方法も伝えきれないことが判明。

来日前の日本語能力について 
・70％の技能実習生が「N5」 でも難し
かった。

仕事でわからないことがあった時、どうしているか  
・「日本語で会社の人に聞きます。」8名
・「翻訳や通訳に助けてもらって、会社の人に聞きます。」 1 名  
・「聞いても説明がわからないので、聞くことができません。」1名

技能評価試験の勉強について 

図 13

技能評価試験
・その業界の初任者試験に相当する問題で、読み
仮名はついているものの、日本人用とほぼ同じ文
章で行われる。 
・業界に関する法律や法令の問題もあ り。 
N5 や N4 レベルで来日した実習生が1年を待たず
にこのレベルの文章を読解することは、相当な努
力が必要。  

＜聞き取り調査でのコメント＞ 
・日本語は、文法がとてもむずかしい。  
・小牧で働いていて、生活も仕事も楽しい。わからない事は、現場の先輩が教えてくれる。みんな優
しいです。 
・技能試験はとても難しかった。試験の為に勉強した事と、現場でやっていることは、少し違う。 
・仕事で  疲れるので、たくさん 勉強するのは、大変。 
・ときどき、スマホを使って一人で日本語を勉強する。 
・来日前→勉強し、特定技能 2 号になり、妻と子どもと日本で暮らしたい。今→迷っている。
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⑤技能実習生が働いている企業
回答者数 22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

アンケートと聞き取り調査の結果

業種 受け入れ技能実習生数 

図 14 図 15

技能実習生を受け入れた一番のきっかけ
・人材確保 22 社 
・国際貢献 1社
・ 国際競争力の確保 1 社 

教育担当者数
6 人… 1 社　5 人… 1 社　2 人…12 社
1 人… 6 社　0 人 …2 社
技能実習生数 6 人に教育担当者 6 人
マンツーマンの企業もあり。

来日時の日常会話能力 来日時の業務教育での日本語能力 

図 16 図 17

技能実習生と日本人従業員とのコミュニケーション

図 18

アンケートと聞き取り調査の結果

技能検定の為の教育について 
技能検定のための教育
「監理団体にまかせている」6 社 
「自社で教育マニュアルを作っている」5 社 

負担感
・かなり負担 7社
・教えるのが 難しく困っている               
・特に難しい検定ではない 1 社 
・その他 5社

図 19

その他
・検定用の教育が必要で、 1 ヶ月程自社で検定用の教育をします。検定は、旧式のものが多い。  
・実技は問題ないが学科の範囲が広すぎる。  
・試験の内容が、現実的ではないので、試験対策自体も疑問に感じている。  
・仕事でやっていることと試験が違ってわからなく なる。  
・日本の法律は自分の国と違うので混乱する 
（技能実習生本人のアンケートにも同様の回答あり）

教育用の教材について 教育時間について

図 20 図 21

教育において、日本語が通じないとき、どうしているか
・「通訳を頼む」 13 社  
・「自動翻訳機やインターネット翻訳を使う」 5 社    
・「規則等については管理団体の通訳者をから伝えることが多い。」 1 社 
・「業務内容は、先輩実習生を通して伝える。病気、人事等重要なことは通訳を呼んで伝えている。」1社 
・「問題がない」1 社 
・その他 3 社
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アンケートと聞き取り調査の結果

どの位そう思いますか？（技能実習生受け入れ企業）

図 22

各企業が、工夫や努力をして、技能実習
生を教育しています。  

＜自由コメント＞ 
技能実習生について
・毎朝きちんと来てくれるので、助かっている。
・仕事や日本語の勉強だけではなく、日本の事を知って、好きになってほしい。自分の娘だと思って
大切にしている。 
・日本に来てしまえばなんとかなるといった安易な考えの技能実習生がいて、非常に困ってしまった。 
・日本語をマスターの意欲が高い人と、仕事をして給料がもらえば良いという人の差が激しく困っている。

日本語教育、コミュニケーションについて
・N4 や N3 の勉強会を会社独自で行ったが、学習内容が仕事に関係ないものが多いので、やめた。 
・日本語のコミュニケーションを育てることより、学科教育が優先されてしまいがちである。 
・普段の会話はあまり難しい会話をしないため、日本語が通じている。若い人同士、仲良く話している。 
・なんでも「 OK」、「わかりましたと」か言うが、本当はわかっていないことが多い」 
・コミュニケーション上の行き違いで不具合が増えている。（初期教育で対応中） 

現場教育について 
・始めの 1 か月で、品質検査に必要な日本語を教える。組合が作った教科書を利用している。 
・詳しく伝えたいが伝えきれていなことに不安を感じることがある。 
・理解したつもりで、間違った作業をしてしまう事がよくある。

アンケートと聞き取り調査の結果

技能実習生について
・技能試験が日本人の 3級整備士と同じ問題で、びっくりした。むずかしいが、合格できてよかった。
でも、本当に分かっているか心配だ。 
・技能試験の問題は、過去問をもらって、教科書を社長が作っている。 
・入社したら、すぐに技能試験の問題を渡す。ひらがなと中国語で書かれたもの、漢字仮名交じり文
で書書かれたものを 3種類で作った。組合と自分の所で作った。土曜日と日曜日に社長が勉強を教
えている。 
・中国人の技能実習生が減って、ベトナム人が増えた。ベトナム人技能実習生のため、ベトナム語の
教科書を作ることを考えている。
安全教育について
・安全第一で頑張っています。でも、危険回避のためにずっと日本人が見ていないといけない。教え
たはずでも、危険な行為が見られる。 
・言葉で教えるだけでなく、ここがあぶない！という所を見せる。「あぶない」「注意」「にげろ！」
という言葉を最初に教えている。 
・通勤途中の信号の守り方などは、組合が教える。雪のときは、自転車出勤は危ないと教えた。  
・安全に仕事ができるように、ずっと日本人が監督。その場で危ない事を教える。 
・日本人だったら、普通はしないような危ない事をするので心配。
効果があった各社の工夫  
・日本語で日記を書いてもらう。覚えたことや、考えていることもわかり、日本語も教えことができた。 
・「KIA（小牧市の日本語教室）」に行くことを勧めている。日本語の勉強と友達作りができた。 
・社員で通訳できる者がいる。 
・3 年終えた人が再び当社に来たいと言ってくれている。このような人材のおかげで新人教育が早く
正確にできる。 
・実習生以外にも同国籍の人を雇用するようにした。日本語堪能なベトナム人で、 
指示を聞くと仕事内容が理解でき、作業もできる。また、新しい実習生に指導できる。現在は 3 号
実習生がその役割をしている。 
要望
・溶接についてタガログ語で翻訳しているものが欲しい。 
・AI などを使った 翻訳ツールが必要。 
・仕事の後に 1 時間ぐらい、日本語を教えてくれるサービスがあると良い。
・中国人の技能実習生が減って、ベトナム人が増えた。ベトナム人技能実習生のため、ベトナム語の
教科書を作ることを考えている。
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⑥技能実習生ではない 外国人労働者（失業者含む）
回答者数 9
1 年から 3 年
4年から 10 年
10 年より長い
無回答
(ペルー人 3 名 / ボリビア人 2 名 / ベトナム人  2 名 / インド人  2 名 )

アンケートと聞き取り調査の結果 アンケートと聞き取り調査の結果

3 名
2 名
2 名
2 名

:
:
:
:

あなたはどの位日本語ができますか？（複数回答可）

図 23

今までどうやって日本語を勉強しましたか？

図 24

日本語の勉強が難しい理由
・日本語の文字は母国語と違い、数が
圧倒的に多いから。
・漢字には読み方が複数あり、同音異
義語同音異語が多い。
・勉強したことがない 2 人

自習による勉強は困難かと思われる。
それでも、本や問題集を買って自分
で勉強し、動画やアプリで勉強して
いる人もいる。

日本語の勉強が難しいと感じる理由
（複数回答可）

日本語の勉強が困難だと思う理由
（複数回答可）

どうしたら日本語を勉強しやすくできると思いますか？

図 25 図 26

図 27

＜自由コメント＞ 
・日本語のレベルをN5からN4,N3 に上げられるような勉強がしたい」（複数）
・仕事のあとに勉強できるオンライン日本語教室がほしい。
・教科書の日本語は日常生活での日本語と少し異なります。 自信を持ってここに住み、働くことがで
きるように、コミュニケーション用の日本語を学びたい。
・企業は日本人の同僚と私たち外国人のコミュニケーションに通訳を使う。そのため、日本語を学ぶ
機会あまりなかった。
・通訳がいなくても日本語が話せるように日本語を学ぶ機会がほしい。

自分で勉強しようとしているが、無理だと感じている様子がみられます。

外国人市民が
日本語を勉強しやすくするための要望
一番多い項目は、日本人が「やさしい日本語」
でコミュニケーションをとってくれるとよい
とのことでした。
日常的に日本語を使う場所や時間の確保や仕
事の合間に日本語を学ぶ機会があるとよいよ
うです。「日本語の勉強を積み重ねたい」とい
う気持ちがあることが読み取れます。 
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アンケートと聞き取り調査の結果 アンケートと聞き取り調査の結果

⑦外国人を雇用している企業 
回答者数 12
電気・電子情報関連産業、建設業、飲食料品製造業
介護業、産業機械製造業樹脂成型加工材料、素形材産業、農業、無回答

（従業員数 5以上 20 未満：3社、20 以上  50 未満：2社、100 以上 300 未満：6社、300 以上：1社）
（外国人労働者数 1：2社、2：3社、3：2 社、4：3 社、5：1 社、43：1 社）

各 2社
各 1社

:
:

外国人を採用する時に求めた日本語能力（単位：社）

外国人労働者の国籍（単位：社）

外国人労働者の日本語能力（単位：社）

外国人労働者の在留資格（単位：社）

図 28

図 30

図 29

図 31

・日本人労働者と変わらないレベルから日常会話
もままならないレベルまで、様々。

日常会話ができるようになった後の、読み書き、
労働教育に必要な日本語、業務上の専門用語、
資格試験学習などへの支援
が段階的に必要であると考えられます。

単純労働を担当する場合で も、日常会話
ができることが会社で働く場合には求め
られます。失業状態から脱出するために、
必要だと言えます。

日本語レベルに応じた支援と対応
（単位：社）

日本語支援が必要な外国人労働者
に用いる教材や資料について

（単位：社）

外国人労働者について、今後どのようになってもらいたいと思っているか
（単位：社）

図 32 図 33

図 34

「単純労働を担ってもらっているので現状のままで十
分」という会社がある一方、「永住権や労働ビザの取得
をしてほしい。」という会社が 1社あり、将来入社する
外国人社員を導く立場になることへの希望が感じられ
ます。
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＜自由コメント＞ 
・KIA（小牧市の日本語教室）に行ってもらいましたが、簡単すぎると言って、すぐにやめてしまい
ました。 
・日本語が大分上手な人で、質問も自分で調べて聞いてくれますが、説明が本当にわかったか心配
な時もあります。
・危険回避のための言葉が意外と通じない。
・正社員として採用しており朝礼等も同じようにローテーションに入ってもらい、不自由ながら自分
で話して伝える機会を作っている。
・「教育にかかる費用の補助」があるとよい。

その他の教育について
・「日本語教育に合わせ文化教育の機会もあればなおうれしく思います。」
待遇について 
・「日本人だけでは、必ず人が足りなくなると思う。働きやすい所だとい噂が広がれば、良い外国
人に集まってもらえると思う。」
外国人労働者全般について 
・「まじめで、長く働く事ができる外国人を探しています。」
・「熟練労働者になってほしい。」
・「技術・人文知識・国際業務の在留資格を取ってもらおうと思っています。」
・「以前派遣労働者として外国人労働者を雇っていたが、遅刻や欠勤が多く、やめてもらった。」

アンケートと聞き取り調査の結果 アンケートと聞き取り調査の結果

今後、外国人労働者が増えるとしたら、どのような日本語教育が必要だと思うか
（単位：社）

日本語教育で、あると良いと思う支援資源（単位：社）

図 35

図 36

外国人労働者が、自習できるような動画や学習アプリがあ
ると良いと考える企業が多く、職場での出張日本語教室に
ついては、あまり 要望がみられませんでした。
小牧国際交流協会の講習では、母国語を使ってしまうので、
日本語主体で受ける講習がよいと受講者に言われました。

←NPO法人にわとりの会が作成した漢字学習アプリ。
257の漢字を 1日 15 分、2ヶ月で記憶できるように英語、スペイン語、ポ
ルトガル語、フィリピン語、北京語、広東語の説明と記憶したかを確認す
るゲームを用意しました。

⑧通訳者
聞き取り調査のみ

多くの定住者の人たちが、新型コロナ感染症による景気後退の影響で雇い止めとなりました。
派遣会社が通訳を用意していたので、日本語が分からなくても、働くことができたからです。失業し、求職活動を
したくても日本語がわからないので、彼らは自分で履歴書が書けません。
今、日本語を勉強したいと思っている定住者がとても多いです。感染対策の為に日本語教室も行っていないことが
多くて、困っています。
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小牧市ヘの転入に向けて必要なこと
通訳の人数も言葉の種類も 増やす
小牧市に住むとき必要なこと
日本語教室：子どもから、大人まで教える場所を増やす。
オンライン教室も必要。動画やアプリ、参考書を作る。
小牧市で働く時に必要なこと
働くための日本語教室（オンライン教室、出張教室）
教科書、参考書づくり（企業の力を得る）
母国語入りの参考書、動画、アプリなど用意する。
日報など書く仕事を減らす、またはチェックリストで代
用する。

ワークショップでの様子 ワークショップでの様子

ワークショップでの様子　
プログラム
1：あいさつ
2：報告｛外国からの転入者の求める日本語支援｝一般社団法人ぐろーかるぶりっじ代表大竹美貴子
3：質疑
4：意見交換会

意見交換の内容
Aグループ

Bグループ

Cグループ

Dグループ

この先どうしたらいいか提案があってよかった。この活動を企業とつないでいくことが必要。

大人は日本に自分の縊死できたので、日本語を学ぶ意思と覚悟がある。一緒に来た子どものサポートをすこと
が大切。

小牧は住みやすい。会社の中で 15 分でもいいので、日本語の勉強がしたい。子どもの転校時には保護者、学校、
地域が見守り、支援の継続が必要だ。

ビザや立場により、必要な日本語力が違う。定住者が困っている。それぞれにあった支援が必要。

参加者

一般社団法人ぐろーかる ぶりっじ　　代表 ： 大竹 美貴子

NPO法人にわとりの会　　代表 ： 丹羽 典子

外国人市民（高校生、技能実習生、定住外国人、永住外国人）7人
ボランティア日本語教室の関係者（通訳、支援者）6人
行政関係者 2人
外国人のいる企業関係者 2人
有識者 1人
主催者、NPO法人にわとりの会代表、ぐろーかるぶりっじ代表

病院勤務のとき、日本語が理解できないために重傷を負い、治療の機会を逃してしまった外国人に出会う。「こと
ばの壁」によるけがや病気を減らしたいと考え、この団体を設立。日本語教育と業務教育を並行して行うための教
材や指導計画を提供中。既存のマニュアルの重要な情報を抜き出し、それを「わかりやすい日本語」や「簡単な英語」・
「多様な言語」にしたの教材を提供します。

住所　     〒 466-0011 愛知県名古屋市名東区山の手 2丁目 112-21E
e-mail     glocalbridge.japan@gmail.com
web        https://glocalbridge.jimdofree.com/

外国人児童生徒の学習言語の習得を応援する会
「母語と日本語の音の出る漢字カード」の制作、日本語教室を開催しています。

住所　     〒 466-0011 愛知県名古屋市名東区山の手 2丁目 112-21E
e-mail     info@niwatoris.org
web        https://www.niwatoris.org

報告内容
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2020年11月1日

Administrator
テキストボックス
485-0037 愛知県小牧市小針 1-201
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今後に向けて 今後に向けて

 Ⅳ．今後に向けて 

１．来日直後の市民に必要な支援
　通訳者、翻訳者などの多言語対応ができる人々が市役所や保健所などにより多く配置されることが求められてい
ます。しかし、小牧市には 6 近い国と地域から外国人市民が集まっており、すべての要望に応えることは困難です。
この問題の解決には、情報のデジタル化、それを母国語に変換できる環境作りが有効です。デジタル化された情報
はインターネットで各自の必要に合わせて、さらに詳しく調べることもできます。  
　海外では、移民への支援として、Plain language があります。
これは「やさしい日本語」に似ています。
外国人市民が日本語を理解しやすくするために
①必要最小限の情報を伝え
②専門用語を使わずに、なるべく短い文章で表現し、（箇条書き）
③イラストや図を添えます。
このように日本語を整理すると、母語に機械で変換しやすく、誤訳も減ります。また、通訳者の負担が減ります。  
市役所、学校現場などで必要な多言語対応は通訳者・翻訳者をより多くの現場に配置することが 必要です。しかし、
一方で、情報のデジタル化を進め、母国語に変換できる拠点（例えば多言語通訳・翻訳センター）を作り、そこと
複数の現場をつなぐことも有効であること考えられます。 

２．生活者としての外国人市民への支援
　外国人の子どもから大人まで「学びたい」と思うときに、的確に対応することの大切さが今回の調査で分かりま
した。各自のレベルや希望に合った日本語教室を開き、自由な時間に少しずつ学習できる環境を整える。
また、個人のライフステージの課題を達成するための日本語学習の実現には、実際の日本語教室を増やす一方で、
動画教材や学習アプリなど、好きな時間に好きな勉強ができる環境作りが必要です。  
 また、外国人市民が地域住民として生活しやすくするには、日本人と交流できる時や場所を積極的に伝えることが
大切です。交流のときには、「やさしい日本語」で話しかけ、早口や方言は避けたいものです。また、「日本人の友
人から、日本語を教えてもらった。」という事例が示すように、外国人市民が気楽に日本語を学び、使う場を意識
的に増やすことが必要です。  
 生活者としての外国人は子どもの保護者でもあります。この子どもたちは家庭で使っている言語と学校で使ってい
る言語が違い、学習するときに困難を抱えています。教科の学習内容を知りたいが、日本語力の不足でなかなか理
解できない状態の子どもたちが多いことが今回分かりました。学習に使う日本語は日常の会話に出てこない言葉が
多い。自分の言語体系を構築中の子どもは親の言葉と日本語の狭間で混乱し、思考力を高めにくくなりがちです。
小牧市においては、入園、入学時、外国からの転入時に、集中的に日本語を教えることの大切さが認識され、日本
語初期指導教室が開かれています。この仕組みの充実には、各小中学校に配置された日本語教育の担当者に外国人
の子ども日本語教育専門家が関わることが重要であると考えられます。  
外国人市民の子どもたちは授業後、地域のボランティア日本語教室で宿題のやり方や該当学年に必要な日本語能力
を補う指導を受けています。これらの教室の機能を充実させることで、学校では対応しきれない部分の補充が可能
となります。小牧市でこれらの教室と連携することで、より多くの子どもが高校に進学できるようになっています。  
また、愛知県立小牧高等学校定時制には、かなりの数の外国人の子どもが進学しています。他の多くの定時制高校
が定員割れしている一方で、小牧市では、定時制高校に進学する外国人の子どもが増えています。その理由としては、

３．労働者としての外国人市民への支援 
技能実習生は専門用語を用いた技能試験を受ける必要があるので、来日後も日本語学習を継続する意欲や機会が
あります。（彼らは N5 レベルで来日、この試験に 1 年未満で合格するにはかなりの日本語学習が必要であ
ることを本人、企業共に知っている） 一方、定住者、永住者（多くは日系の南米人）は日本語教育を受ける
機会があまりありません。彼らは単純労働者として来日しました。彼らの日本での生活は通訳に支えられて
いましたが、現在では、単純作業のロボット化が進んでいます。コロナ禍により失業中の人々も多いのが現
状です。これらの人たちが地域住民として安心して生活し、労働するための日本語教育の確立が重要です。
そのため、日本語やビジネスマナーなどの学習機会の充実が求められています。 また、職場の安全教育や
健康教育の充実のための日本語教育も重要です。外国人市民の日本語力が向上し、仕事の効率化や労働災
害の減少は雇用する企業に大変望ましいことです。現在、一時的に雇い止めをしている企業も、長期的に
は少子高齢化による人材不足は明らかで、外国人市民が日本語力を向上し、長期に渡って勤めることを望
んでいることも今回のアンケートで分かりました。 今回、「外国からの転入者の求める日本語支援」のアン
ケートによって、外国人市民のニーズ、雇用する企業のニーズ、支援する人々や団体の抱えている悩みを
把握できました。今後これを参考にして、小牧市における日本語教育を一層充実していくことが望まれます。 

小牧市内の小中学校の外国人教育が充実している、また、外国人の教育に長年携わっているボランティア日本語教
室が定時制高校のよさを子どもたちに伝えている、高校がかなり早い段階から外国人対応のために通訳者を確保
しているなど高校が外国人生徒にとって、よりよい教育が行っているなどのことがあります。  
今回の調査で、乳児から成人直前の子どもたちに対する支援の重要性が確認されました。これらの支援が現
段階で留まることなく、さらに充実することが期待されています。 
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Questionnaire for Japanese language education required by foreign citizens in Komaki City

Ⅳ . For the future
We have learned from the results of the questionnaire that it is necessary to provide Japanese language education 
to support foreign people in their daily life as well as their work life.
1. 1. Support needed for citizens who have just arrived in Japan
It is necessary that more multilingual people such as interpreters and translators are assigned to city hall and public 
health centers. However, Komaki City has foreign citizens from nearly 60 countries and regions, and it is difficult to 
meet all of their needs. To solve this problem, access to digital information and tools that can translate Japanese 
into the foreign languages would be effective for foreign citizens. Digital information can also be readily accessed 
on the Internet in more detail to suit their needs.
In their home country, immigrants easily gained support using their native tongue. We can create a similar situation 
here by using "Easy Japanese". In order to make it easier for foreign citizens to understand Japanese, we must (1) 
convey the minimum necessary information, (2) express it in as short a sentence as possible without using technical 
terms, and
(3) attach illustrations and figures when possible. Organizing Japanese in this way makes it easier to have it 
translated by machine into their native language and reduces mistakes in translation. It also reduces the burden on 
the interpreter.
For adequate multilingual support at city hall and school sites, it is necessary to assign interpreters and translators. 
That said, it would, again, also be effective to promote digital forms of information, create a system that can 
translate easy Japanese to other languages (for example, a multilingual interpretation / translation center), and 
connect it to the multiple sites.

2. 2. Japanese language education support for foreign citizens

This survey revealed the importance of having an appropriate response when foreign children and adults want 
to learn. Having a Japanese language class that suits parents & students level and needs, where they can study 
progressively in their free time is very important. In order to learn Japanese so they can achieve individual life 
stage tasks, in addition to increasing the number of actual Japanese language classes, it is necessary to create 
an environment where children can study at their preferred time, and take advantage of materials using video and 
learning apps.
Furthermore, in order to make it easier for foreign citizens to live as local residents, it is important to actively 
communicate when and where they can interact with Japanese people. When interacting, we should, as stated 
before, speak in "easy Japanese" as well as avoid speaking quickly or using dialects. As in the case of "I was taught 
Japanese by a Japanese friend" shows, it is necessary for foreign citizens to learn and use Japanese comfortably 
and easily.
Foreign citizens are not just people living here, they’re also the guardians of children. The language they use at 
home is different from the language they use at school and these children may have difficulty learning. We found 
out that there are many children who want to understand the curriculum but they can not understand because of 
their lack of Japanese. Much of the Japanese used in school does not appear in everyday conversation. When the 
children build up their own Japanese language system they tend to get confused switching between their parents’ 
native tongue and the Japanese language around them, making it difficult to improve their thinking ability.
Komaki City recognizes the importance of intensively teaching Japanese to children when they are entering 
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kindergarten, elementary school, or after they move to Japan. We realized they need to study Japanese constantly, 
as such, we opened a beginner’s Japanese classroom. In order to enhance this program, it is important for the 
people in charge of apanese language education at each elementary and junior high school to involve a Japanese 
language education expert for these foreign children.
After class, foreign children do homework at a local volunteer Japanese language class and receive the Japanese 
language proficiency supplementary education required for their relevant school grade. By enhancing the functions 
of these classrooms, we can meet needs not being met at school and improve Japanese language proficiency. Since 
2020, Komaki City has started cooperating with these classrooms, and more children are now able to go on to high 
school.
The number of foreign children going on to part-time high school in Komaki City is increasing. A considerable 
number of foreign children are enrolled in the Aichi Prefectural Komaki High School part-time program while many 
other part-time high schools are under capacity. The reason for this is that the education for foreigners in Komaki 
City elementary and junior high schools has been substantial. Furthermore, the volunteers who are involved in the 
program convey the benefits of attending part-time high school to the students.
This particular high school has long secured translators for foreign students at an early stage. In this way, the high 
school provides a better education for foreign students. This survey confirms the importance of supporting children 
from infant to pre-adult. Hopefully, this kind of support will not only continue but is expected to improve.

3. 3. Support for foreign citizens as workers

Technical intern trainees must take a proficiency test using technical terms which gives them the motivation and 
opportunity to continue learning Japanese after coming to Japan. These individuals come to Japan at the N5 level 
and know that it takes a lot of work to learn Japanese in order to pass this exam in less than a year.
However, longterm residents and permanent residents (most of these people are Japanese-South Americans) do 
not have many opportunities to receive Japanese language education because they came to Japan as unskilled 
workers. Their lives in Japan were supported by interpreters, but nowadays, those unskilled, manual labor jobs are 
becoming automated and disappearing. Due to Coronavirus many more of these people are currently unemployed. It 
is important to provide Japanese language education so that these people can live and work here as local residents 
and have peace of mind. Therefore, there is a need to enhance learning opportunities in Japanese language 
education and business etiquette.
Likewise, Japanese language education is also important for enhancing workplace safety and health education. 
Improving the Japanese language skills of foreign citizens, improving work efficiency and reducing occupational 
accidents are highly desirable by employers. Even companies that are temporarily suspending hiring are clearly 
short of human resources, due to the prolonged decline in birthrate and the aging of the Japanese population, and 
are hoping that foreign citizens will improve their Japanese proficiency and be able to work for a long time to come.
At this time, we are able to understand the needs of foreign citizens, the needs of companies with regards to hiring 
and the concerns of the people and organizations that support them through the questionnaire "Japanese Language 
Support Required by Foreigners." With this as a reference, we can further enhance Japanese language education 
here in Komaki City.
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Resumen del Cuestionario sobre el Aprendizaje del Idioma Japonés 
requerido por los ciudadanos extranjeros de la Ciudad de Komaki

Ⅳ . Para el futuro
A partir de las respuestas a este cuestionario, se encontró que es necesario proporcionar “apoyo en la convivencia diaria 
y el aprendizaje del idioma japonés” en paralelo con el  “apoyo a los trabajadores".　

1. Apoyo necesario para los ciudadanos que acaban de llegar a Japón
Es necesario que se asignen más personal multilingüe como intérpretes y/o traductores en el municipio y centro de 
salud pública. La ciudad de Komaki se caracteriza por tener ciudadanos extranjeros de casi 60 países y regiones, por 
ello es difícil satisfacer todas sus necesidades. Para solucionar este problema, es necesario digitalizar la información 
creando un entorno con información en el idioma nativo de los ciudadanos extranjeros. Con la información digitalizada 
también se puede explorar en Internet para más detalles y así poder satisfacer las necesidades requeridas.
En otros países, existe el uso del lenguaje sencillo (Plain language) como apoyo para los inmigrantes. Esto es similar 
al "Yasashii Nihongo" (Japonés fácil). Para facilitar que los ciudadanos extranjeros entiendan el japonés es necesario 
(1) Transmitir la información mínima necesaria, (2) Expresela en una oración lo más corta posible sin usar términos 
técnicos, y (3) Adjunte ilustraciones y dibujos. Organizar las palabras en japonés de esta manera facilita la traducción 
automática a la lengua materna y reduce los errores de traducción. También reduce la carga para el intérprete.
Es necesario asignar más intérpretes y/o traductores al municipio y centros escolares para el apoyo multilingüe 
requerido. Por otro lado, puede ser eficaz promover la digitalización de la información, creando un lugar base en donde 
se pueda obtener información para los ciudadanos extranjeros conectandolo con diversos lugares (como por ejemplo, 
un centro de interpretación y/o traducción multilingüe)  .

2. Apoyo en la enseñanza del idioma japonés para ciudadanos extranjeros
Esta encuesta reveló la importancia de responder competentemente cuando los niños y adultos extranjeros desean 
aprender. Abrir aulas de japonés que se adapten a su nivel y deseos, creando un ambiente donde puedan estudiar 
poco a poco en su tiempo libre. Además, es necesario realizar la enseñanza del idioma japonés para lograr que pueda 
desenvolverse en su convivencia diaria, al tiempo que aumenta el número de clases para el debido aprendizaje del 
idioma japonés, es necesario crear un entorno donde los estudiantes puedan estudiar en el momento que prefieran. Se 
requieren materiales específicos para la enseñanza como videos o aplicaciones que fomenten el aprendizaje, etc.
Además, para facilitar la convivencia entre los ciudadanos extranjeros con los residentes locales, es importante informar 
insistentemente cuándo y dónde pueden tener la oportunidad de interacción. Para esta interacción, debemos hablar en 
"Japonés fácil" evitando hablar rápido o utilizando un dialecto. Por ejemplo, tenemos casos como el siguiente "Un amigo 
japonés, me enseñó japonés", es necesario que los ciudadanos extranjeros aprendan fácilmente el japonés y lo utilicen 
de manera más consciente.
Entre los ciudadanos extranjeros tenemos familias con niños. Estos niños utilizan diferentes idiomas en casa o en la 
escuela teniendo dificultades para aprender. Encontramos a niños que quieren saber qué están aprendiendo en las 
materias escolares. Sin embargo, muchos de ellos tienen dificultades para entenderlas debido a su falta de habilidad 
con el idioma japones. Muchas de las palabras japonesas que se utilizan para aprender el idioma no aparecen en las 
conversaciones cotidianas. Los niños que están construyendo su propio sistema lingüístico tienden a confundirse entre 
el idioma de sus padres y el idioma japonés, lo que dificulta mejorar su capacidad de razonamiento.
En la ciudad de Komaki, se reconoce la importancia de la enseñanza intensiva del idioma japonés al ingresar a un jardín 
de infancia, ingresar a una escuela o cuando se mudan desde un país extranjero, por ello tienen a su disposición clases 
iniciales del idioma japonés. Para mejorar este sistema, es importante que se involucre a expertos en la enseñanza 
del idioma japonés para niños extranjeros con los profesores encargados de la enseñanza del idioma japonés de cada 

escuela primaria y secundaria. 
Después de la escuela, los niños extranjeros hacen sus tareas en las clases de japonés hechas por voluntarios locales 
y reciben la educación complementaria para dominar el idioma japonés que requieren para el grado que cursan. Al 
mejorar las funciones de estas aulas, es posible subsanar las partes que la escuela no puede manejar. A partir de 2020, 
la ciudad de Komaki ha comenzado a cooperar con estas aulas y más niños pueden ir a la escuela secundaria superior.
Un número considerable de jóvenes extranjeros están matriculados en el sistema de jornada parcial de la “Escuela 
Secundaria Superior de Komaki de la Prefectura de Aichi”. 
Si bien, el número de jóvenes en otras escuelas secundarias superiores de jornada parcial a disminuido en capacidad. 
En la ciudad de Komaki, está aumentando el número de niños extranjeros que van a este tipo de escuelas secundarias 
superiores de jornada parcial. La razón es que la educación de los extranjeros en las escuelas primarias y secundarias 
de la ciudad de Komaki son sustanciales. Además, desde hace mucho tiempo, en las clases de japonés para extranjeros, 
impartidas por voluntarios, se informan a los niños los beneficios que obtendrán al estudiar en una escuela secundaria 
superior. Estas escuelas han contratado intérpretes para apoyar a los extranjeros desde una etapa muy temprana y de 
esta manera, han podido brindar una mejor educación a los estudiantes extranjeros.
Esta encuesta, confirma la importancia de apoyar a los niños desde recien nacidos hasta su mayoria de edad. Se espera 
que este tipo de apoyo continúe mejorando con cada etapa.

3. Apoyo a trabajadores ciudadanos extranjeros  
Los aprendices en prácticas técnicas, deben realizar pruebas de conocimiento utilizando términos técnicos, para que 
tengan una mayor motivación y la oportunidad de seguir aprendiendo el japonés incluso después de venir a Japón. (Vienen 
a Japón con el nivel N5, ellos mismos y las empresas que los contratan saben que se necesita hacer mucho esfuerzo 
para el aprendizaje del japonés para aprobar el siguiente examen en menos de un año).
Por otro lado, los residentes y los residentes permanentes (en su mayoría nikkeis sudamericanos) no tienen muchas 
oportunidades de aprender el japonés. Llegaron a Japón como trabajadores no calificados. Sus vidas en Japón fueron 
apoyadas, en su momento por intérpretes, pero hoy en día esta progresando la robotización de los trabajos simples. La 
situación actual es que muchas personas están desempleadas debido al desastre causado por el corona. Es importante 
establecer la enseñanza del idioma japonés para que estas personas puedan vivir y trabajar con tranquilidad como 
residentes locales. Siendo necesario mejorar las oportunidades de aprendizaje del idioma japonés, los modales en el 
trabajo, etc.
También, es importante mejorar la educación en japonés, sobre seguridad en el lugar de trabajo y cuidados de la salud. 
El mejorar las habilidades en el idioma japonés, mejorar la eficiencia en el trabajo y reducir los accidentes laborales de 
los ciudadanos extranjeros son situaciones muy codiciadas para los empleadores. Las empresas, que incluso en estos 
momentos suspenden temporalmente la contratación, a largo plazo estarán claramente carentes de recursos humanos 
debido a la disminución de la tasa de la natalidad y el envejecimiento de la población, se espera que los ciudadanos 
extranjeros mejoren su dominio del japonés y trabajen durante largo tiempo.
En esta ocasión, a través del cuestionario "Soporte en el idioma japonés requerido por los extranjeros" pudimos 
comprender las necesidades de los ciudadanos extranjeros, las necesidades de las empresas que los contrata y las 
preocupaciones de las personas y organizaciones que los apoyan. Con esto como referencia, mejoraremos aún más la 
enseñanza del idioma japonés en la ciudad de Komaki.
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Questionário para ensino de língua japonesa para cidadãos estrangeiros na cidade de Komaki.

 Ⅳ .  Sobre o futuro
A partir dos resultados deste questionário, constatou-se que é necessário fornecer "apoio para o ensino da língua 
japonesa na vivência" e "apoio para o trabalho" em paralelo.

 1. 1. Apoio necessário para cidadãos que acabaram de chegar ao Japão.
É necessário que mais pessoas multilíngues, como intérpretes e tradutores, sejam designadas às prefeituras e 
centros de saúde pública.  No entanto, a cidade de Komaki tem cidadãos estrangeiros de quase 60 países e regiões, 
e é difícil atender a todas as solicitações.  Para resolver esse problema, seria eficaz digitalizar as informações e 
criar um ambiente que possa convertê-las para o idioma nativo.  As informações digitalizadas também podem ser 
exploradas na Internet com mais detalhes para atender às necessidades dos estrangeiros.
No exterior, existe uma linguagem simples de apoio aos imigrantes.  Isso é semelhante ao "Easy Japanese".  Para 
tornar mais fácil para os cidadãos estrangeiros entenderem o japonês, (1) transmita as informações mínimas 
necessárias, (2) expresse-as em uma frase tão curta quanto possível, sem usar termos técnicos, e (3) anexe 
ilustrações e figuras.  Organizar o japonês dessa forma facilita a tradução automática para a língua nativa e reduz 
os erros de tradução.  Também reduz a carga do intérprete.
 Para obter suporte multilíngue necessário em prefeituras e escolas, é necessário designar intérpretes e tradutores 
para mais locais.  No entanto, por outro lado, pode ser eficaz promover a digitalização da informação, criar uma 
base que possa converter para a língua nativa (por exemplo, um centro de interpretação / tradução multilíngue) e 
conectá-la a vários sites.
 
 2. 2. Apoio ao ensino da língua japonesa para pessoas que vivem aqui.
 Esta pesquisa revelou a importância de responder apropriadamente quando crianças e adultos estrangeiros 
querem aprender.  Teremos aulas de japonês de acordo com seu nível e desejo, e criaremos um ambiente onde eles 
possam estudar aos poucos em seu tempo livre.  A fim de realizar o aprendizado da língua japonesa para tarefas 
individuais de acordo com as etapas de vida, enquanto se aumenta o número de aulas reais de língua japonesa, é 
necessário também criar um ambiente onde os alunos possam estudar em seu horário favorito, com materiais de 
ensino em vídeo e aplicativos de aprendizado.
 Além disso, para tornar mais fácil para os cidadãos estrangeiros viverem como residentes locais, é importante 
divulgar ativamente quando e onde eles podem interagir com os japoneses.  Ao interagir, devemos falar em "japonês 
fácil" e evitar conversas rápidas e dialetos.  Além disso, como mostra o caso de "Fui ensinado em japonês por um 
amigo japonês", é necessário que os cidadãos estrangeiros aprendam e usem o japonês com mais facilidade.
 
 Os estrangeiros, como consumidores, também são pais de filhos.  Estas crianças falam línguas diferentes em casa, 
e na escola,  têm dificuldade em aprender.  As crianças querem entender o assunto estão aprendendo.  No entanto, 
muitos deles têm dificuldade devido à falta de habilidade em japonês.  Muito do japonês utilizado para aprender 
não aparece na conversa do dia-a-dia.  Crianças que estão construindo seu próprio sistema de linguagem tendem a 
se confundir entre as palavras de seus pais e o japonês, tornando difícil melhorar a capacidade de raciocínio.
 Na cidade de Komaki, a importância do ensino intensivo do japonês é notada ao entrar no jardim de infância, 
entrar em uma escola ou mudar-se de um país estrangeiro.  A aula inicial de instrução da língua japonesa está 
aberta.  Para aprimorar este sistema, é importante que o responsável pelo ensino da língua japonesa em cada 
escola primária e secundária envolva um especialista em educação da língua japonesa para crianças estrangeiras.

 
 Depois da aula, as crianças estrangeiras fazem o dever de casa em uma sala de língua japonesa voluntária 
local e recebem a educação complementar de proficiência em japonês necessária para a série relevante.  Com o 
aprimoramento das funções dessas salas de aula, será possível repor as lacunas que a escola não preenche.  A 
partir de 2020, a cidade de Komaki começou a cooperar com essas salas de aula, e mais crianças podem ir para o 
ensino médio.
 Além disso, um número considerável de crianças estrangeiras está matriculado no sistema de meio período 
da Escola Municipal de Komaki de Aichi.  Muitas outras escolas secundárias de meio período estão abaixo da 
capacidade.  Por outro lado, na cidade de Komaki, está aumentando o número de crianças estrangeiras que 
frequentam o ensino médio em meio período.  A razão é que a educação para estrangeiros nas escolas de ensino 
fundamental e médio da cidade de Komaki é substancial.  Além disso, as aulas voluntárias de japonês para 
estrangeiros oferecem às crianças os benefícios de uma escola secundária de meio período e há muito tempo 
garante intérpretes para estrangeiros.  Dessa forma, esse colégio oferece melhor educação aos alunos estrangeiros.
 Esta pesquisa confirma a importância de apoiar bebês a crianças pré-adultas.  Espera-se que esse tipo de apoio 
continue a ser aprimorado nesta fase.
 
 3. 3. Apoio a cidadãos estrangeiros como trabalhadores.
 Os estagiários técnicos precisam fazer um teste de proficiência usando termos técnicos, para que tenham a 
motivação e a oportunidade de continuar aprendendo japonês mesmo depois de chegar ao Japão.  (Eles vêm para o 
Japão no nível N5 e sabem que é preciso aprender muito japonês para passar neste exame em menos de um ano).
 Por outro lado, os residentes permanentes  (principalmente sul-americanos) não têm muitas oportunidades de 
receber ensino da língua japonesa.  Eles vieram para o Japão como trabalhadores não qualificados.  Suas vidas no 
Japão eram sustentadas por intérpretes, mas hoje em dia, tarefas simples estão se tornando difíceis.  A situação 
atual é que muitas pessoas estão desempregadas devido ao desastre da Corona.  É importante estabelecer o 
ensino da língua japonesa para que essas pessoas possam viver e trabalhar com tranquilidade como residentes 
locais.  Portanto, há uma necessidade de aumentar as oportunidades de aprendizagem de língua japonesa e 
etiqueta empresarial.
 Além disso, o ensino da língua japonesa para melhorar a educação em segurança no local de trabalho e educação 
em saúde também é importante.  Melhorar as habilidades de língua japonesa de cidadãos estrangeiros, melhorar 
a eficiência do trabalho e reduzir acidentes de trabalho são altamente desejáveis para os empregadores.  Mesmo 
as empresas que estão suspendendo temporariamente as contratações estão claramente com falta de recursos 
humanos devido à queda na taxa de natalidade e ao envelhecimento da população a longo prazo, e esperam que os 
cidadãos estrangeiros melhorem sua proficiência em japonês e trabalhem por muito tempo.
 
 Desta vez, pudemos compreender as necessidades dos cidadãos estrangeiros, as necessidades das empresas em 
contratar e as preocupações das pessoas e organizações que os apoiam através do questionário “Apoio à língua 
japonesa requerido por estrangeiros”.  Com isso como referência, iremos aprimorar ainda mais o ensino da língua 
japonesa na cidade de Komaki. 
Estudo da língua japonesa por cidadãos estrangeiros na cidade de Komaki
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É necessário que mais pessoas multilíngues, como intérpretes e tradutores, sejam designadas às prefeituras e 
centros de saúde pública.  No entanto, a cidade de Komaki tem cidadãos estrangeiros de quase 60 países e regiões, 
e é difícil atender a todas as solicitações.  Para resolver esse problema, seria eficaz digitalizar as informações e 
criar um ambiente que possa convertê-las para o idioma nativo.  As informações digitalizadas também podem ser 
exploradas na Internet com mais detalhes para atender às necessidades dos estrangeiros.
No exterior, existe uma linguagem simples de apoio aos imigrantes.  Isso é semelhante ao "Easy Japanese".  Para 
tornar mais fácil para os cidadãos estrangeiros entenderem o japonês, (1) transmita as informações mínimas 
necessárias, (2) expresse-as em uma frase tão curta quanto possível, sem usar termos técnicos, e (3) anexe 
ilustrações e figuras.  Organizar o japonês dessa forma facilita a tradução automática para a língua nativa e reduz 
os erros de tradução.  Também reduz a carga do intérprete.
 Para obter suporte multilíngue necessário em prefeituras e escolas, é necessário designar intérpretes e tradutores 
para mais locais.  No entanto, por outro lado, pode ser eficaz promover a digitalização da informação, criar uma 
base que possa converter para a língua nativa (por exemplo, um centro de interpretação / tradução multilíngue) e 
conectá-la a vários sites.
 
 2. 2. Apoio ao ensino da língua japonesa para pessoas que vivem aqui.
 Esta pesquisa revelou a importância de responder apropriadamente quando crianças e adultos estrangeiros 
querem aprender.  Teremos aulas de japonês de acordo com seu nível e desejo, e criaremos um ambiente onde eles 
possam estudar aos poucos em seu tempo livre.  A fim de realizar o aprendizado da língua japonesa para tarefas 
individuais de acordo com as etapas de vida, enquanto se aumenta o número de aulas reais de língua japonesa, é 
necessário também criar um ambiente onde os alunos possam estudar em seu horário favorito, com materiais de 
ensino em vídeo e aplicativos de aprendizado.
 Além disso, para tornar mais fácil para os cidadãos estrangeiros viverem como residentes locais, é importante 
divulgar ativamente quando e onde eles podem interagir com os japoneses.  Ao interagir, devemos falar em "japonês 
fácil" e evitar conversas rápidas e dialetos.  Além disso, como mostra o caso de "Fui ensinado em japonês por um 
amigo japonês", é necessário que os cidadãos estrangeiros aprendam e usem o japonês com mais facilidade.
 
 Os estrangeiros, como consumidores, também são pais de filhos.  Estas crianças falam línguas diferentes em casa, 
e na escola,  têm dificuldade em aprender.  As crianças querem entender o assunto estão aprendendo.  No entanto, 
muitos deles têm dificuldade devido à falta de habilidade em japonês.  Muito do japonês utilizado para aprender 
não aparece na conversa do dia-a-dia.  Crianças que estão construindo seu próprio sistema de linguagem tendem a 
se confundir entre as palavras de seus pais e o japonês, tornando difícil melhorar a capacidade de raciocínio.
 Na cidade de Komaki, a importância do ensino intensivo do japonês é notada ao entrar no jardim de infância, 
entrar em uma escola ou mudar-se de um país estrangeiro.  A aula inicial de instrução da língua japonesa está 
aberta.  Para aprimorar este sistema, é importante que o responsável pelo ensino da língua japonesa em cada 
escola primária e secundária envolva um especialista em educação da língua japonesa para crianças estrangeiras.

 
 Depois da aula, as crianças estrangeiras fazem o dever de casa em uma sala de língua japonesa voluntária 
local e recebem a educação complementar de proficiência em japonês necessária para a série relevante.  Com o 
aprimoramento das funções dessas salas de aula, será possível repor as lacunas que a escola não preenche.  A 
partir de 2020, a cidade de Komaki começou a cooperar com essas salas de aula, e mais crianças podem ir para o 
ensino médio.
 Além disso, um número considerável de crianças estrangeiras está matriculado no sistema de meio período 
da Escola Municipal de Komaki de Aichi.  Muitas outras escolas secundárias de meio período estão abaixo da 
capacidade.  Por outro lado, na cidade de Komaki, está aumentando o número de crianças estrangeiras que 
frequentam o ensino médio em meio período.  A razão é que a educação para estrangeiros nas escolas de ensino 
fundamental e médio da cidade de Komaki é substancial.  Além disso, as aulas voluntárias de japonês para 
estrangeiros oferecem às crianças os benefícios de uma escola secundária de meio período e há muito tempo 
garante intérpretes para estrangeiros.  Dessa forma, esse colégio oferece melhor educação aos alunos estrangeiros.
 Esta pesquisa confirma a importância de apoiar bebês a crianças pré-adultas.  Espera-se que esse tipo de apoio 
continue a ser aprimorado nesta fase.
 
 3. 3. Apoio a cidadãos estrangeiros como trabalhadores.
 Os estagiários técnicos precisam fazer um teste de proficiência usando termos técnicos, para que tenham a 
motivação e a oportunidade de continuar aprendendo japonês mesmo depois de chegar ao Japão.  (Eles vêm para o 
Japão no nível N5 e sabem que é preciso aprender muito japonês para passar neste exame em menos de um ano).
 Por outro lado, os residentes permanentes  (principalmente sul-americanos) não têm muitas oportunidades de 
receber ensino da língua japonesa.  Eles vieram para o Japão como trabalhadores não qualificados.  Suas vidas no 
Japão eram sustentadas por intérpretes, mas hoje em dia, tarefas simples estão se tornando difíceis.  A situação 
atual é que muitas pessoas estão desempregadas devido ao desastre da Corona.  É importante estabelecer o 
ensino da língua japonesa para que essas pessoas possam viver e trabalhar com tranquilidade como residentes 
locais.  Portanto, há uma necessidade de aumentar as oportunidades de aprendizagem de língua japonesa e 
etiqueta empresarial.
 Além disso, o ensino da língua japonesa para melhorar a educação em segurança no local de trabalho e educação 
em saúde também é importante.  Melhorar as habilidades de língua japonesa de cidadãos estrangeiros, melhorar 
a eficiência do trabalho e reduzir acidentes de trabalho são altamente desejáveis para os empregadores.  Mesmo 
as empresas que estão suspendendo temporariamente as contratações estão claramente com falta de recursos 
humanos devido à queda na taxa de natalidade e ao envelhecimento da população a longo prazo, e esperam que os 
cidadãos estrangeiros melhorem sua proficiência em japonês e trabalhem por muito tempo.
 
 Desta vez, pudemos compreender as necessidades dos cidadãos estrangeiros, as necessidades das empresas em 
contratar e as preocupações das pessoas e organizações que os apoiam através do questionário “Apoio à língua 
japonesa requerido por estrangeiros”.  Com isso como referência, iremos aprimorar ainda mais o ensino da língua 
japonesa na cidade de Komaki. 
Estudo da língua japonesa por cidadãos estrangeiros na cidade de Komaki
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ËÜ�À½Ê�Ëͤ¸��ËÜ�Ç̘É�À½ë�ŵ̶�ŵÛÅ�͜Ã¼�Ầ¾�ÎäÊ�¸̚Ê���Ŵ̶�¼¾̖¾�ÆÊÎ̲É�Ë̘Ã�ŵ̴�ÃÜÎ��½¾̺Ê�ÆÊ̖�ÁÜ�È̈́�½ë¶�É½íÃ¼�É¾Ã�ËÜ�É̔Ä�Ç¶�
Â͌É�Âí¾�ÉÇǨ͐Ã¼�¸ë�É½̶�¸½ÊÎ̶Ã�ŵ͈¾�Ãë�È¶Ã¼�Ã¼íÃ�Ã¼͢�Â̬�ŵ̮���©½íÃ¼�É¾Ã�È̈́�½ë¶�¸ǊÃ¼�¸ë�É½̶�ŵǨ͖¸�ÉçÂ�½¾̶Ê�¸½¾�É¾̲É�
½ǤÃ�ÉÇäÃ��ÃÉºÇÃºÉ�ŵ̶�Å½ñ�½͖Å�Ë͎¾�Ã½Ê�¸̚Ê�¸͚¶�·̔Ã�
�͑�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾��¸ë�Â͌É�Ã¼íÃ�Ã¼͢�ŵǤÃ�¼¾̖Ã�ÁÜ�½͊�ÉÇ͖�¸½Ä�Ã¼Ǩ͐¾�Ã½̠Å�¸Ǩ���Ŵ¾̴Ê�ÃÜÎ�ÉǨǤÃ¼�Éͤ�Ã½Ǩ�w©¾̲Ã¼�£½̠É�¹̸�
¹ÜÃ¼w���Ŵ̶�¼¾ðÅ�¸íÃ¼�¹ÝÃ�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾�½¾̶Ê�É¾̲Ã¼�£½̠É�¹̸�¹ÜÃ¼�½ǤÃ��}�~�ÉÇÊÎ̴Ã�ŵ̔É�É½íÃ¼�É¾Ã�¸̚Ã�É½¾̲É�É̈́¾�É½¾̶Ê��}�~�
¹¾̸Ã�ŵ̔É�·̤Ã¼�Â͌É�¸ÝÊ�Ã¼̢Ã�¼̀Ã�Ã½̘É�¸ë�É½̶�ÂÜ�À½íÃ¼�È͠�¹͘Ã¼�¸Û¸�É½Ê̠É�Ã¼͢�¸½ÊÎäÃ�ÂíÃ��ËÜ�}�~�ŵæÃ½�ÀãÂ�½çÃ½�
̖Ã½�Â¾Ã½�½̀¶�ËÜ�È̈́�Á¾̺Ê���«¾̺¸�É͈�¸½͜¸�É¾̲Ã¼�£½̠É�É½ºÄ�¸Û¸½�ÃÜÎ�¼¾ðÅ�Ë¾̺¸�¹̾¸½�ÂÛÎ�È¶Ã¼�É¾̲Ã¼�Â̬�ŵ̮�¹̸�¹ÜÃ¼�½ǤÃ�
ËÜ�¼¾̖Â�¸Û¸�·̖Ã�¹̾¸½�È¶¾���£ë�¸ǊÃ¼�ÁÜÂ�¼¾̖Â�¼ÛÃ½�Ã̪Ã¼�¸½Ä�Å½¾äÃ�¹̾¸½�Ë¾äÃ�
�Ŵ̶�¸ë�½͊�ÉÇ͖�ŵ¶�Ã¼íÃ�Ã¼͢�ŵǨ͖¸�ÎäÊ�¸̚Ê�É̔¾�¸Û¸�Éì¶�É½̾�¸½æÃ½�ËÜ�¸Û¸�ŵ¾̶Â�ÉÇǨ͐Ã¼��¸̚Ã�¸½̼�ŵ̾Ã½�É½íÃ¼�¹̾¸½�Ë¾äÃ�ËÜ�
·¾äÃ�¹̾¸½�Ë¾äÃ�¸½Ä�Ã½¾̴Ê�ŵ̾¶�ŵ¾̶Â�½ǤÃ���©ÊÎ�Ã½¾äÃ��Â̪É�À½Û¸��Ãë�¸ë�É½̶�½¾̺Ê�ÆÊ̖�ŵ̶�É½ð¸�ŵ̜Î�È̈́�½ë¶�É½íÃ¼�É¾Ã��É̔Ä�
¸Ǥ�È͒�¸ë�É½̶�¸½ÊÎ̶Ã�ŵ͈¾�È¶Ã¼�Ã¼íÃ�Ã¼͢�Â̬�ŵ̮�}Ëæ�¹͘��ÉÇÊÃ¼�ÉÝÂ�Å½¾äÃ�¹̾¸½���¹̾¸½�É½Ê̠É�ŵ¶�Ã¼íÃ�Ã¼͢~�ËÜ�À̲É�Ã̈́¾�
Ãë�Ë͎¾�Ã½¾̴Ê�ÉÇ¶Ã¼�Ìº·�
�
��������͊�ÉÇ͖�¼¾ÛÄ�¹͘¸�É¾̲Ã¼�£½̠É�¸½Ä�Ã¼Ǩ͐¾�ŵ¶Ã¼�È¾Ã½�È̈́Ã¼�
��Ê͌¸�À½̖Ä�ÈÛÉ�ÃÜÎ�¸½Ä�É½̘Î�É̚Â�ÆÊ¶Ã�ÉÇ̀Ã¼�ÉÇÄÃ¼�Ë¾̺¸�Å½̖Ã�½͆¾�À½¾�ÉÇ̮�ºÂ�ËÜ�Ã¼Ǩ͐¾�Á͎Ã�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾�ÂÊ̈́Ã�½̀¸�
½͂¾����½ðÃ¼�Éí¾�Ḛ̀�É͈�¸½͜¸�¸Û¸�Á͎Å�½̀¸�É¾̲Ã¼�£½̠É�Å½ñ�½͖Å�Ë͎¾�ÉÇçÃ½�ŵ͌�ËÜ�ÂÄÃ¼�ÂÊ̈́Ã�¸͚¶�½̀��ŵ͆Ã¼�É½͐¾�É̔Ä�Âí¾�
ÉÇǨ͐Ã¼�ŵ̶�½̀�¸ë�É½̶�½̀¸�É͞Ã¼�¸½ðÉ�Â͌É�ÉÇÄÃ¼�É½͐¾�¼¾¶Ã�Ç̖Ã½���£¼ÄÜ¾�Ç¶��ŵ̶�É½ͤ¸�½¾̺Ã�Ë¾̺¸�½̀¸�É¾̲Ã¼�£½̠É�ŵ̔É�ŵǨ͖¸�
¸Û¸�Ã½¾̺Â�Ë͘�ÉÇÄÃ¼�¸Ê͌¸�È̈́Ã¼�¸Û�Ã½ÝÃ��ŵ͆Ã¼�É½͐¾�ÉŧÃ¼�È̈́�ÁǨ͖Ã¼�¸Û¸�Á͎Å�½̀¸�É¾̲Ã¼�£½̠É�É½ͤ¸�É̲��¸̚Ã�É̔Ä�Ç¶�Â͌É�
Âí¾�ÉÇǨ͐Ã¼�ŵ̶�½̀¸�Ë¾äÃ�¸ë�É½̶�½̀¸�ËÜÄ�É½͐¾�¼¾¶Ã�ÎäÊ�É½æ¸½�¸͚¶�½̀��¸½̦Ã¼�½̔Ã�Ã½Ǩ�¸Û¸�ÉÜ¾�Á¾̺Ê�¼¾̖Ã¼�¹̔Î�ËÜ�½̀¸�É̠Å�
ÆÊ¶�Ë¾¹ºÄ��͜Ã¼�¹͘Ã¼����̢É�·Ê͌¸�
�£¼ÄÜ¾�Ç¶��ŵ̶�¼¾ðÅ�¸íÃ¼�¹ÝÃ�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾�È¾Ã½�È̈́Ã¼�¹̸�¹ÜÃ¼�½ǤÃ�Ë͎¾�ÉǨ�¸Û¸½�ÁÜ�¸Ǩ�¹ÝÃ�ŵ̾¶�Å½ǨǤÃ¼��ŵ¾̴Ê�ÆÊ¶Ã�ÉÇ̀Ã¼�
ÁÜ�Å½̖¾�Éæ¸½�¸ͤ¸�¼¾¶Ä�É¾̲Å�À½¾�ÃÜÄ�ËÜ�͒�ŵÝÊ�½̀�¸ë�É½̶�ÉǨǤÃ¼�ÉÛ¸�Ë͎¾�Ã¼Ǩ͐¾�£½̠É��� ½¾�ÉǨǤÃ¼�ÉÛ¸��¸½ðÃ¼�É¶�ÃäÃ�Ãë¾�
·̤Ã¼�wÉ¾̲Ã¼�£½̠É�¹̸�Ã¼½ºw�ËÜ�ÉÇÛÃ½�Ãë¾�Ã½¶Ã½�ËÜ�Å½ǨǤÃ¼�Ã¼͢���£¼ÄÜ¾�Ç¶��Ã½Ǩ�ÉÇǨ͐Ã¼�½͖Å�Ħ©í¾�ŵǨ͖¸�Â͌É�Ã¼Ǩ͐¾�
·̔Ã�£½̠É�¹̔Î�É¾̲Ã¼�£½̠Éħ�¸½Ä�É½̘Î��Ã¼Ǩ͐¾�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾�Ḛ̀�½̀¸�ËÜ�È͠�¹͘Ã¼�É¾̲Ã¼�£½̠É�¹̸�¹ÜÃ¼�½ǤÃ�
�
�£¼Ǩ͐¾�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾�Ë͎¾�ÉǨ�¸Û¸½�ÁÜ�Ã¼Ǩ͐¾�É¾äÊ�¹ñÃ¼�¸ǊÃ¼�ÁÜ�¸½¶�Â̬�¸͚¶�ÉÇ̮�ºÂ���£½͢Ã¼�ŵ͜¶�ÉÇ̮�ÃÜÎ�¸ë�¸Û¸�Ã¼íÃ�Ã¼͢�
À½Û¸�Ã½¶Ê�͒�Ã½Ü�ËÜ�͒�ÉÇǨ͐Ã¼�ËÜ�¼̪Å�À½ë�À½ŧÃ�ÉÇÄÃ¼�Ë¾̺¸�½̀¸���©Ç̮�ºÂ�ÂÊ̈́Ã�·¾̲É�¸½͚�ŵ̴�ŵ¶Ã¼�½̀¸���©ÊÎ�Ã½¾äÃ��
Ã½¾̴Ê�Ã¼Ǩ͐¾�ÉÇÄÃ¼�È̈́�½̀�¼̪Å�À½ë�À½ŧÃ�ÉÇÄÃ¼�Ë¾̺¸�½¾̶Ê�¸½ðÃ¼�¹Ä�À½íÃ¼�¸ë�À½̖�ÃŧÃ¼�É¾̲Ã¼�£½̠É���¥½̚Ã�Á͎Ã�É¾̲Ã¼�
£½̠É�¹ñÃ¼�ŵ̶�½̀¸�À½íÃ¼�ÍÊ̘É�½¾̺Ã�ÉÇÄÃ¼�¸Ê͌¸�ÉÇì�¸½ÊÎ̺Ã�½ÜÃ¼�Ã¼ÜÎ���©Ç̮�ºÂ�ŵ¶Ã¼�ÍÝÎ�¹ͤÃ¼�½̺�É½̈́Ã¼�Ã¼íÃ�Ã¼͢�
¸͚¶�Ç¾äÃ¼�ÂçÃ½�¸ë�ÍÊ�½Ǩ͎Ã¼�·̾�Ã½̚Â�Á̞Ã�¼¾͢¶�Á͐¾�Ãë¾�¸͚¶�¸½¶�Â̬�ËÜ�É¾̲Ã¼�£½̠É��À½ë�¸̖¾�É½¾̺Ã�À½̖�ÃŧÃ¼�ÉǨ�¹ÊÎ�¸͚¶�
ÉÇ̮�
�͑�É½ÜÃ½�Å½̈́� ÄÂ¶À¾��É̚Â�ÆÊ¶Ã�ÉÇ̀Ã¼�¸͚¶�Ë¾̺¸�¹̔Î�É¾̲Ã¼�£½̠É�¸½ÊÎäÃ�ÈÝÊ�ŵǨ͖¸�¸íÃ¼�Ã½̠Ã�À½¾�Ã½̠Å�½̀¸�Â̞Ê�¼¾ÛÄ��
Ã½̠Å�½̀¸�½Ä̪¸�¸½ÊÎ̶Ã�ŵ̲Ã�É͞�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾���«Ü�Á͎Å�½Ǩ͎Ã¼�¹̞Ã�É¾̲Ã¼�£½̠É�·¶Ã�ŵ̚Ê�ŵǨ͖¸�Â͒���Ŵ̶�ÉŧÃ¼�¸Ǩ͐Ã¼�½̺�
É½̈́Ã¼�ÃÜÎ��ŵ¾̴Ê�ÆÊ¶Ã�ÉÇ̀Ã¼�ÁÜ�Ã¼Ǩ͐¾�Å½͘�ÉÇÛ¸½�¼¾ÛÄ�¹͘¸�É¾̲Ã¼�£½̠É�͒�Â͊¾�ÉÇǨ͐Ã¼�É¾̶Ê�½̀¸�ËÜ�ÉÇÊÃ¼�½̀¸�¸Ǥ�È͒�Å½̖¾�
¸ë�Èͤ�É½¶Â�¼¾¶�¸͚¶�Â͌É�¸½ÊÎäÃ�¼¾¶�¼¾ÛÄ�¹͘¸�É¾̲Ã¼�£½̠É�¸½Ä�ÉÇ̮�ºÂ�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾�
�

�¨¶Ê�¼¾͐�½̀¸��ÉÇ̮�ºÂ�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾�ÁÜÂ�·Ü¾�É̠Å�Ë̴�Ã½Ü�ÉÇÄÃ¼�Â͌É�Á͎Å�½̀¸�É¾̲Ã¼�£½̠É�ÉçÃ½�Ã¼ÊÎ̺Ã�É̔¾�ŵ̾¶�Å½ǨǤÃ¼�ËÜ�
ŵǨ͖¸�½̀¸�·͈�ÈÊÃ¼�ÉÇçÃ½�ŵ͌�É¾̲Ã¼�£½̠É�¸̚Ã�É½¾̲É�¸½Ä�¸̘Å�½̀¸� Á¾äÃ�ÆÊ¶Ã�� ��̤Ã¼�¸Û¸½�ÉŧÃ¼�¸Ǩ͐Ã¼�¸½͜¸�ÃŧÃ¼�¸͚¶�
Ã½͢Ã¼�Å½ìÃ¼�½̀¸�ÃÜÎ��Ḛ̀�¸ë�É½̶�·͈�ÈÊÃ¼�Ã½͢Ã¼�Å½̚Ã�ÂÜ�Ã½Ü�ÉÇǨ͐Ã¼�À½íÃ¼�É½̶�ŵ̖Â�ŵǨǤÃ¼�ŵǨ͖¸���©͞�ÃŧÂ�������
©½ÜÃ½�Å½̈́� ÄÂ¶À¾�ŵß�·̢É�ŵ̚Ê�½͖Å�ÉÛ¸�Ë͎¾�Ã½͢Ã¼�Á͎Å�½̀¸�ÃÜÎ��ËÜ�Ã½¾̴Ê�ÉÇ̮�ºÂ�½ǤÃ�¸ë�É½̶�É¾̲Å�É͘¸�½̀¸�ÉÇÊÃ¼�½̀¸�
�£¼ÄÜ¾�Ç¶��Â͌É�È̈́�ÁǨ͖Ã¼�ŵÛÃ¼�À̶�ÉÇ̮�ºÂ�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾�ŵ¶Ã¼�É½ºÄ�½̀¸�½̺�·ÛÃ�É½͐¾�¼¾¶Ã�¸͚¶�©ÇǨ͐Ã¼�©ÇÊÃ¼�½̀¸� ÄÂ¶À¾�
É½Ê͌¸�©̼Ã½��¾¸½¾���£½¾̴Ê�ÉÇǨ͐Ã¼�ÉÇÊÃ¼�½̀¸�·ÛÃ�É½͐¾�¼¾¶Ã�À½Û¸�ŵ¶Ã¼�½Ä̔É�ŵ͌Ã¼�¹Ǩ͎¾�¸íÃ¼�ÈÊ̘É���¢̪É�À½Û¸��͒�É½ÜÃ½�
Å½̈́� ÄÂ¶À¾��È̈́�ÁǨ͖Ã¼�ÉÇ̮�ºÂ�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾�ŵ¾�½̀¸�ÉÇÊÃ¼�½̀¸�·ÛÃ�É½͐¾�¼¾¶Ã�Ã¼ÜÎ�¸ÜÃ¼�ÉŧÃ¼���¡Ţ�¹Ä�ÁÜ�Ë¾̺¸�¼¾ÛÄ�¹͘¸�
¸½Ä�Ã¼Ǩ͐¾�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾�͒�¸Û¸�ÉÇǨ͐Ã¼�É¾̶Ê�½̀¸�ËÜ�ÉÇÊÃ¼�½̀¸�¸Ǥ�È͒�¸͚¶�©½ÜÃ½�Å½̈́� ÄÂ¶À¾�ÁÜ�Ç̘É�ÆÊ¶Ã�ÉÇ̀Ã¼���£¼ÄÜ¾�
Ç¶��Â͌É� Á͎Å�½̀¸�É¾̲Ã¼�£½̠É�ÉçÃ½�Ã¼ÊÎ̺Ã�¹ÜÃ½�¸½Ä�Ã¼Ǩ͐¾�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾�ŵß�ÉÇÊÎ̴Ã�É̖¾�Ã½͢Ã¼�Á͖¾� æ¸½�¸͚¶�Â͌É�ÉÇǨ͐Ã¼�
ÉÇÊÃ¼�½̀¸�·ÛÃ�É½͐¾�¼¾¶Ã�¸½Ä�ÉÇ̮�ºÂ���©ÇǨ͐Ã¼�ÉÇÊÃ¼�½̀¸�ÃÜÎ�É͞�ÁÝÊ�ŵß�ŵ̖Â�·̖Ä�É½íÃ¼�¹̾¸½�Ë¾äÃ�¸½Ä�Ã¼Ǩ͐¾�ÃǨ͎¸�
Ã¼ÄÜ¾����̤Ã¼�¸Û¸½�ÃÜÎ��ÉÇǨ͐Ã¼�ÉÇÊÃ¼�½̀¸�ÃÜÎ�¸ÊÃ¼�¸̘Å�Ã̴Ã�¼¾ÛÄ�¹͘¸�É̈́É�½ǤÃ�¸½Ä�½̀¸�È¾Ã½�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾�
��Ê͌¸�À½̖Ä�ÈÛÉ�ÃÜÎ�À½̦Ã¼�ŵ̾Ã½�É̚Â�ÆÊ¶Ã�ÉÇ̀Ã¼�¸͚¶�Ë¾̺¸�½͊�ÉÇ͖��ŵ̈́¾�Ë͎¾�ÉÇ̮�ºÂ�ÉÇǨ͎¸�ÉÊ͈¾�ÉÇǨ͒Ã¼�É½ÜÃ½���£¼Ǩ͐¾�É¶�
½Î�Ë̀Ã¼�Ç̤Ã¼�Ã½͢Ã¼�½çÃ½�É½͜¸�½͊�ÉÇ͖�ÃÜÎ�Ḛ̀�É¾̲Å�É͘¸�ŵǨ͖¸�ÉŧÃ¼�¸Ǩ͐Ã¼�ÉÇÄÃ¼�¼¾¶¾�ŵÄ̔Ã�ÃÜÎ�
�
��������͊�ÉÇ͖�¸½Ä�¸íÃ¼�¹ÝÃ�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾�ÁÜÂ�¸íÃ¼�Ã½ÝÃ
�©½ͤ¸�É̠Å�È¾Ã½�Àͬ�ÃŧÃ¼�¸̚Ã�Å½̖¾�ÁÜÂ�·Ü¾�À¾̶Â�ÉÇ¶�ÃŧÃ¼�Áͤ¸�È͠�¹͘Ã¼�¸Û¸�É½Ê̠É�Ã¼͢�¸½ÊÎäÃ�ÂíÃ��ŵ̶�½̀�¸ë�ŵ͌Ã¼�Áͤ¸�
ËÜ�¸Ǥ�½͌¾�É¾̲Å�É͘¸�½̀¸�É¾̲Ã¼�£½̠É�Ã¼¶Î�¸̖�À½¾�ŵß�ŵ̲Ã�£½̠É��̖Ã���}�̀�ŵ̲Ã�£½̠É�Ë͎¾�ÉÇçÃ½�ŵ͌�£��ËÜ�·¾̲É�Ç̤Ã¼�Å½̖¾�
½̀¸�É¾̲Ã¼�£½̠É�Ç̘É�Ã½¾̴Ê�ŵ̶�ËǨ͖É�ÆÊ¶�Àͦ�É½¾�ÃÜÎ�ÉÇÄÃ¼�ËìÃ¼�¸½Ǩ¶�ŵ̚Î�Â͌É�ÃŧÂ~
�¢̪É�À½Û¸��É½Ǩ͐Ã¼�ÉÇð�Ã½ÝÃ�ËÜ�É½Ǩ͐Ã¼�ÉÇð�Ã½ÝÃ�}¸½͚�Î̲Ê�ÁÜ�Ã¼Ǩ͐¾�£¶Â�¢ͬ�¼̈́¸�£½̠É~�À½íÃ¼�¸ë�Ã½¾̴Ê�¸Ǥ�½͌¾�ŵǨ͖¸�
¼¾ÛÄ�¹͘¸�É¾̲Ã¼�£½̠É����̀�ŵ̲Ã�£½̠É��̖Ã�Ë͎¾�ÉǨ�¸Û¸½�ÁÜ�Á¶Ä�ŵ͌Ã¼�Å½͈�É½íÃ¼����Ê͌¸�È̈́Ã¼�¸͚¶�½̀�͒�£½̠É��̖Ã�ŵǨ͖¸�
½͊�ÉÇ͖�·͒¾�Å½¾äÃ�¹̾¸½�Ë¾äÃ��Ã½ǨÃ¼�Ã¼ÜÎ�Ã¶Î��Ã½͢Ã¼�¸íÃ¼�Ë¾̺¸�ŵǤÃ�¼¾̖Ã�ŵ¶Ã¼�¹̚Ã�¹̚Ã�¹Ä��ÇÄ·ÄÉ�ŵ̖Â�Ã½¾̺Â���©½ͤ¸�
ÉÇ̔Ã¼�½¾̺Ã�Ã¶Î� ÁÜ�Ç̘É�Ã½¾̴Ê�Ã¼Ǩ͐¾�É½̘É�Ã¼½¾̺Å�¹Ä�É½̖Â�½̀¶��ÄÇÄÃ¶��� �Ŵ¾̴Ê�ÆÊ¶Ã�ÉÇ̀Ã¼� ÁÜ�Å½̖¾�É½¾̲É� Á̠Å�¼¾ÛÄ�¹͘¸�
É¾̲Ã¼�£½̠É�ŵ̶�Ã½͢Ã¼�Ã¼Ǩ͐¾�ÃÜÎ�¸ë�É½̶�ÎäÃ�ÉÝÂ�È¾Ã½�È̈́Ã¼�ËÜ�ÁÜÂ�Ë¾̺¸�Ã½Ǩ�Ã½͢Ã¼�¸Ǩ�¹ÝÃ�ŵ̾¶�Å½ǨǤÃ¼����Ä�ŵë��¸̚Ã�
Å½̖¾�ÉŧÃ¼�¸Ǩ͐Ã¼�¸Û¸�¸Ǥ�½͌¾�½̀¸�É̠Å�É¾̲Ã¼�£½̠É�ËÜ�¸Û¸½�¼¾¶Ä�É¾̲Å�É½íÃ¼�¹͘Ã¼�
�£¼ÄÜ¾�Ç¶��¼¾ÛÄ�¹͘¸�É¾̲Ã¼�£½̠É�ŵ̶�ÉŧÃ¼�¸Ǩ͐Ã¼�¼¾ÛÄ�¹͘¸�¶Ã�ÉÄÜÃ�É̔¾�ÃǤ¾�ÁÜÂ�Ë¾̺¸�ËÜ�¼¾ÛÄ�¹͘¸�È͜¸�À½͂º�¸ǊÃ¼�Ç̘É�ÆÊ¶Ã�
ÉÇ̀Ã¼���£ÝÃ¼�¸¶Ä�ÉÇçÃ½�ŵ͌�É¾̲Ã¼�£½̠É�¸͚¶�¸íÃ¼�¹ÝÃ�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾��ÃÝÃ¼�¸¶Ä�½¾̺Ê�ÆÊ̖�¸íÃ¼�Ë¾̺¸�ËÜ�¼¾̖Â�É½¾̶Ê�É¶¾�Ã̔Ã�
Á¶Ä�ŵ͌Ã¼�ÁÜ�ÂÄÃ¼�ÂÊ̈́Ã�¸͚¶�¸Û¸�Ã½Ü�ÉÊÎ̶Ã�¹͘Ã¼���£¼¶Î�¸̖�Ã½͢Ã¼�¸íÃ¼�ÉÎ�ŵ¶Ã¼�É̔Â�Ã¼͞Ã¼�ÉÊÎ̶Ã�¹͘Ã¼�¸ǊÃ¼�Çï�
ÇÜÃ¼�ÁÜ�ŵ¶Ã¼�É½¾̲Ê�Ã½ÝÃ�Áͤ¸�¹Ä�Éͪ�Á̺�È¾Ã½�ËÜ�¹ÝÃ�È̈́�¼¾Ü�¼¾̖Â�ÉÇÄÃ¼��É½͐¾�¼¾¶Ã�¹Ü¾��ËÜ�½Î�Ë̀Ã¼�Ç̤Ã¼�¸íÃ¼�¹ÝÃ�ÃǨ͎¸�
Ã¼ÄÜ¾�Ḛ̀�ÃÝÃ¼�¸¶Ä�ÉÇçÃ½�ŵ͌�É¾̲Ã¼�£½̠É�ËÜ�ÁÜÂ�Ë¾̺¸�ÁÝÊ�¹Ü¾�
�
©ÇÄÃ¼�É½͐¾�¼¾¶Ã�ÃÜÎ��¸½ðÃ¼�Éí¾�¸ë�É½̶�½¾̶Ê�ŵǨ͖¸�Ã½Ê�¸̚Ê�¸͚¶�¸íÃ¼�¹ÝÃ�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾��Ã½Ê�¸̚Ê�¸͚¶�¸Û¸�¸íÃ¼�ÉÎ�ÉÊÎ̶Ã�
¹͘Ã¼�ËÜ�Ã½͢Ã¼�ÁÄ�Á̢Ã¼�¸͚¶�Ã½͢Ã¼�Ã¼Ǩ͐¾�ËÜ�É͈�¸½͜¸�½͊�ÉÇ͖�½̀�É½íÃ¼�ÆÊ¶�·̖Ã¼�¸ÝÊ�½͂¾�w�͊�ÉÇ͖�É¾̲Ã¼�£½̠É�É½ºÄ�ÎäÊ�
¸̚Ê�¸͚¶�Ã¼Ǩ͐¾�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾�w��«͎¾�ÉÜ¾�Á¾̺Ê�É½¶Â�À½̖Ä�ÃÜÎ��¸½ðÃ¼�Éí¾�Ḛ̀�ÉŧÃ¼�¸Ǩ͐Ã¼�½ǤÃ�Ã͢¶�¼¾ÛÄ�¹͘¸�É¾̲Ã¼�£½̠É�¸½Ä�
¸íÃ¼�¹ÝÃ�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾�É̔¾�©½ÜÃ½�Å½̈́� ÄÂ¶À¾�



35 36

ベトナム語 ベトナム語

�̖Ã¼�¸ÝÊ�½͂¾�Ë̴�¼¾ÛÄ�¹͘¸�É¾̲Ã¼�£½̠É�É½ºÄ�ÎäÊ�¸̚Ê�¸͚¶�¸íÃ¼�¹ÝÃ�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾�É̔¾�©½ÜÃ½�Å½̈́� ÄÂ¶À¾
�
�΄����½Ä�ÉǨǤÃ¼�Á¶¾
�©͞�À̲É�ÆÊ̖�¸͚¶�·̖Ã¼�¸ÝÊ�½͂¾�ÃÜÎ��É½̘Î�Ç̤Ã¼�¸̚Ã�Å½̖¾�ŵǨ¶�Ç¶�ÈÄÃ¼�ÈÄÃ¼�Ħ½͊�ÉÇ͖�½̀¸�É¾̲Ã¼�£½̠É�À½¾�È¾Ã½�È̈́Ã¼ħ�ËÜ�Ħ½͊�
ÉÇ͖�ŵ¾�ÁÜÂħ�
�
��������̚Ã�½͊�ÉÇ͖�¸½Ä�Ã½͢Ã¼�¸íÃ¼�¹ÝÃ�Â͎¾�ŵ̲Ã�£½̠É��̖Ã
��̚Ã�¸ë�Ã½¾̴Ê�Ã¼Ǩ͐¾�Ãë¾�ŵǨ͖¸�Ã½¾̴Ê�É½͜�É¾̲Ã¼�½ǤÃ�Ã½Ǩ�É½íÃ¼�¹̾¸½�Ë¾äÃ�ËÜ�·¾äÃ�¹̾¸½�Ë¾äÃ�ŵǨ͖¸�¸͠�ŵ̲Ã�¸Û¸�Éì¶�É½̾�
¸½æÃ½�ËÜ�ÉÇÊÃ¼�ÉÝÂ�Î�É̲�¸íÃ¼�¸͌Ã¼���©ÊÎ�Ã½¾äÃ��É½ÜÃ½�Å½̈́� ÄÂ¶À¾�¸ë�¸íÃ¼�¹ÝÃ�ÃǨ͎¸�Ã¼ÄÜ¾�ŵ̲Ã�É͞�¼̚Ã����ÆÊ̈́¸�¼¾¶�
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Katanungan para sa edukasyon sa wikang Hapon na kinakailangan ng mga dayuhang mamamayan sa Komaki City

Ⅳ . Para sa hinaharap
Mula sa mga resulta ng talatanungan na ito, napag-alaman na kinakailangan na magbigay ng "suporta para sa edukasyon 
sa wikang Hapon kapag nabubuhay" at "suporta para sa pagtatrabaho" nang kahanay.

1. 1. Kailangan ng suporta para sa mga mamamayan na kararating lamang sa Japan
Kinakailangan na mas maraming tao ang maraming tao tulad ng mga tagasalin at tagasalin na itinalaga sa mga bulwagan
ng lungsod at mga sentro ng kalusugan ng publiko. Gayunpaman, ang Komaki City ay may mga dayuhang mamamayan
mula sa halos 60 mga bansa at rehiyon, at mahirap matugunan ang lahat ng mga kahilingan. Upang malutas ang
problemang ito, Ang impormasyon na Digitized ay maaari ding tuklasin sa Internet nang mas detalyado upang umangkop
sa iyong mga pangangailangan. Ito ay mabisang i-digitize ang impormasyon at lumikha ng isang kapaligiran na maaaring
i-convert ito sa katutubong wika.
Sa ibang bansa, mayroong isang payak na wika bilang isang suporta para sa mga imigrante. Ito ay katulad ng "Madaling
Hapon". Upang gawing mas madali para sa mga dayuhang mamamayan na maunawaan ang Hapon, (1) ihatid ang
minimum na kinakailangang impormasyon, (2) ipahayag ito sa Ang pag-oayos ng Japanese sa ganitong paraan ay
ginagawang mas madali ang pag-translate ng machine sa kanilang sariling wika at binabawasan ang mga maling salin.
Binabawasan din nito ang pasanin sa interpreter. Maikling maikling pangungusap hangga't maaari nang hindi gumagamit
ng mga teknikal na termino, at (3) maglakip ng mga guhit at numero.
Para sa suportang multilingual na kinakailangan sa mga bulwagan ng lungsod at mga site ng paaralan, kinakailangan
upang magtalaga ng mga tagasalin at tagasalin sa mas maraming mga site. Gayunpaman, sa kabilang banda, maaaring
maging epektibo upang itaguyod ang pag-digitize ng impormasyon, lumikha ng isang batayang maaaring ma-convert sa
katutubong wika (halimbawa, isang multilingual interpretasyon / sentro ng pagsasalin), at ikonekta ito sa maraming mga
site.

2. 2. Suporta sa edukasyon sa wikang Hapon para sa mga nabubuhay na tao
Inilahad ng survey na ito ang kahalagahan ng tamang pagtugon kapag nais ng mga banyagang bata at matatanda na
matuto. Maghahawak kami ng mga klase sa wikang Hapon na umaangkop sa kanilang antas at kagustuhan, at lilikha
ng isang kapaligiran kung saan maaari silang mag-aral ng paunti-unti sa kanilang libreng oras. Bilang karagdagan,
bilang upang mapagtanto ang pag-aaral ng wikang Hapon upang makamit ang mga indibidwal na gawain sa yugto ng
buhay, habang pinapataas ang bilang ng mga aktwal na klase ng wikang Hapon, kinakailangan upang lumikha ng isang
kapaligiran kung saan maaaring mag-aral ang mga mag-aaral sa kanilang paboritong oras, tulad ng mga materyal sa
pagtuturo ng video at mga apps sa pag-aaral. Kinakailangan ba ..
Gayundin, upang mapadali ang pamumuhay ng mga dayuhang mamamayan bilang mga lokal na residente, mahalagang
aktibong makipag-usap kung kailan at saan sila maaaring makipag-ugnay sa mga taong Hapon. Kapag nakikipag-
ugnay, dapat tayong magsalita sa "madaling Japanese" at iwasan ang mabilis na pagsasalita at mga dayalekto. Bilang
karagdagan, tulad ng ipinapakita sa kaso ng "Tinuruan ako ng Hapones ng isang kaibigan na Hapones," kinakailangan
para sa mga dayuhang mamamayan na madaling malaman at gamitin ang Hapon nang mas madali.

Ang mga dayuhan bilang mga mamimili ay magulang din ng mga bata. Ang mga batang ito ay may iba't ibang mga wika 
sa bahay at sa paaralan at nahihirapan sa pag-aaral. Nais malaman ng mga bata kung ano ang natutunan ng paksa. 
Gayunpaman, marami sa kanila ang nahihirapang maunawaan ang mga ito dahil sa kawalan ng Japanese Karamihan sa 
mga Hapones na ginagamit sa pag-aaral ay hindi lilitaw sa pang-araw-araw na pag-uusap. Ang mga bata na nagtatayo 
ng kanilang sariling sistema ng wika ay may posibilidad na malito sa pagitan ng mga salita ng kanilang mga magulang at 
Japanese, na ginagawang mahirap mapabuti ang kanilang kakayahang mag-isip.

Sa Komaki City, ang kahalagahan ng masidhing pagtuturo ng Hapones ay kinikilala kapag pumapasok sa isang 
kindergarten, pumapasok sa isang paaralan, o lumipat mula sa isang banyagang bansa. At ang paunang klase ng tagubilin 
sa wikang Hapon ay bukas. Upang mapahusay ang sistemang ito, mahalaga para sa ang taong namamahala sa edukasyon 
ng wikang Hapon sa bawat elementarya at junior high school upang kasangkot ang isang dalubhasa sa wikang Hapon 
para sa mga banyagang bata.
Pagkatapos ng klase, ang mga batang banyaga ay gumagawa ng takdang-aralin sa isang lokal na boluntaryong klase 
ng wikang Hapon at tumatanggap ng kinakailangang suplementong edukasyon sa wikang Hapon para sa nauugnay na 
marka. Sa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga pagpapaandar ng mga silid-aralan na ito, posible na mapunan ang mga 
bahaging hindi mahawakan ng paaralan. Mula sa 2020, ang Komaki City ay nagsimulang makipagtulungan sa mga silid-
aralan na ito, at mas maraming mga bata ang maaaring makapunta sa high school.
Bilang karagdagan, isang malaking bilang ng mga banyagang bata ang nakatala sa sistemang part-time ng Aichi 
Prefectural Komaki High School. Maraming iba pang mga part-time na mataas na paaralan ay nasa ilalim ng kakayahan. 
Sa kabilang banda, sa Komaki City, ang bilang ng mga batang banyagang nagpapatuloy Sa part-time high school ay 
tumataas. Ang dahilan ay ang edukasyon para sa mga dayuhan sa Komaki City elementarya at junior high school. Bilang 
karagdagan, ang isang boluntaryong klase ng wikang Hapon para sa mga dayuhan ay naghahatid ng mga benepisyo ng 
isang part-time high school sa mga bata Ang high school na ito ay matagal nang nakakuha ng mga tagasalin para sa mga 
dayuhan. Sa ganitong paraan, ang high school na ito ay nagbibigay ng mas mahusay na edukasyon sa mga dayuhang mag-
aaral.
Kinukumpirma ng survey na ito ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga sanggol sa mga pre-adult na bata. Inaasahan na 
ang mga ganitong uri ng suporta ay patuloy na mapapahusay sa yugtong ito.

3. 3. Suporta para sa mga dayuhang mamamayan bilang mga manggagawa
Ang mga teknikal na trainee ng intern ay kailangang kumuha ng isang pagsubok sa kasanayan gamit ang mga teknikal
na termino, kaya mayroon silang pagganyak at pagkakataong ipagpatuloy ang pag-aaral ng Hapon kahit na dumating sa
Japan. (Dumating sila sa Japan sa antas ng N5 at alam na kinakailangan ng maraming pag-aaral ng Hapon upang pumasa
sa pagsusulit na ito nang mas mababa sa isang taon)
Sa kabilang banda, ang mga permanenteng residente at permanenteng residente (karamihan sa mga Japanese South
American) ay walang maraming mga pagkakataon upang makatanggap ng edukasyon sa wikang Hapon. Dumating sila
sa Japan bilang mga hindi bihasang manggagawa. Ang kanilang buhay sa Japan ay suportado ng mga tagasalin, ngunit
sa ngayon, ang mga simpleng gawain ay nagiging robot. Ang kasalukuyang sitwasyon ay maraming tao ang walang
trabaho dahil sa sakuna ng corona. Mahalagang maitaguyod ang edukasyon sa wikang Hapon upang ang mga taong
ito ay mabuhay at magtrabaho nang may kapayapaan ng isip bilang mga lokal na residente. Samakatuwid, kailangang
mapahusay mga oportunidad sa pag-aaral tulad ng wikang Hapon at pag-uugali sa negosyo.
Bilang karagdagan, ang edukasyon sa wikang Hapon para sa pagpapahusay ng edukasyon sa kaligtasan ng lugar ng
trabaho at edukasyon sa kalusugan ay mahalaga din. Ang pagpapabuti ng mga kasanayan sa wikang Hapon ng mga
dayuhang mamamayan, pagpapabuti ng kahusayan sa trabaho at pagbawas ng mga aksidente sa trabaho ay lubos na
kanais-nais para sa mga employer. Kahit na ang mga kumpanya na pansamantalang suspindihin ang pagkuha ay malinaw
na maikli ng yamang-tao dahil sa pagbawas ng birthrate at pagtanda ng populasyon sa pangmatagalan, at inaasahan na
ang mga dayuhang mamamayan ay magpapabuti ng kanilang husay sa Japan at magtrabaho ng mahabang panahon.

Sa oras na ito, naiintindihan namin ang mga pangangailangan ng mga dayuhang mamamayan, ang mga pangangailangan 
ng mga kumpanya na kukuha, at ang mga alalahanin ng mga tao at mga samahan na sumusuporta sa kanila sa 
pamamagitan ng talatanungan na "Japanese language support na hinihingi ng mga dayuhan." Gamit ito bilang isang 
sanggunian, higit na mapagbubuti ang edukasyon sa wikang Hapon sa Komaki City.Ang edukasyon sa wikang Hapon na 
kinakailangan ng mga dayuhang mamamayan sa Komaki City.
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matuto. Maghahawak kami ng mga klase sa wikang Hapon na umaangkop sa kanilang antas at kagustuhan, at lilikha
ng isang kapaligiran kung saan maaari silang mag-aral ng paunti-unti sa kanilang libreng oras. Bilang karagdagan,
bilang upang mapagtanto ang pag-aaral ng wikang Hapon upang makamit ang mga indibidwal na gawain sa yugto ng
buhay, habang pinapataas ang bilang ng mga aktwal na klase ng wikang Hapon, kinakailangan upang lumikha ng isang
kapaligiran kung saan maaaring mag-aral ang mga mag-aaral sa kanilang paboritong oras, tulad ng mga materyal sa
pagtuturo ng video at mga apps sa pag-aaral. Kinakailangan ba ..
Gayundin, upang mapadali ang pamumuhay ng mga dayuhang mamamayan bilang mga lokal na residente, mahalagang
aktibong makipag-usap kung kailan at saan sila maaaring makipag-ugnay sa mga taong Hapon. Kapag nakikipag-
ugnay, dapat tayong magsalita sa "madaling Japanese" at iwasan ang mabilis na pagsasalita at mga dayalekto. Bilang
karagdagan, tulad ng ipinapakita sa kaso ng "Tinuruan ako ng Hapones ng isang kaibigan na Hapones," kinakailangan
para sa mga dayuhang mamamayan na madaling malaman at gamitin ang Hapon nang mas madali.

Ang mga dayuhan bilang mga mamimili ay magulang din ng mga bata. Ang mga batang ito ay may iba't ibang mga wika 
sa bahay at sa paaralan at nahihirapan sa pag-aaral. Nais malaman ng mga bata kung ano ang natutunan ng paksa. 
Gayunpaman, marami sa kanila ang nahihirapang maunawaan ang mga ito dahil sa kawalan ng Japanese Karamihan sa 
mga Hapones na ginagamit sa pag-aaral ay hindi lilitaw sa pang-araw-araw na pag-uusap. Ang mga bata na nagtatayo 
ng kanilang sariling sistema ng wika ay may posibilidad na malito sa pagitan ng mga salita ng kanilang mga magulang at 
Japanese, na ginagawang mahirap mapabuti ang kanilang kakayahang mag-isip.

Sa Komaki City, ang kahalagahan ng masidhing pagtuturo ng Hapones ay kinikilala kapag pumapasok sa isang 
kindergarten, pumapasok sa isang paaralan, o lumipat mula sa isang banyagang bansa. At ang paunang klase ng tagubilin 
sa wikang Hapon ay bukas. Upang mapahusay ang sistemang ito, mahalaga para sa ang taong namamahala sa edukasyon 
ng wikang Hapon sa bawat elementarya at junior high school upang kasangkot ang isang dalubhasa sa wikang Hapon 
para sa mga banyagang bata.
Pagkatapos ng klase, ang mga batang banyaga ay gumagawa ng takdang-aralin sa isang lokal na boluntaryong klase 
ng wikang Hapon at tumatanggap ng kinakailangang suplementong edukasyon sa wikang Hapon para sa nauugnay na 
marka. Sa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga pagpapaandar ng mga silid-aralan na ito, posible na mapunan ang mga 
bahaging hindi mahawakan ng paaralan. Mula sa 2020, ang Komaki City ay nagsimulang makipagtulungan sa mga silid-
aralan na ito, at mas maraming mga bata ang maaaring makapunta sa high school.
Bilang karagdagan, isang malaking bilang ng mga banyagang bata ang nakatala sa sistemang part-time ng Aichi 
Prefectural Komaki High School. Maraming iba pang mga part-time na mataas na paaralan ay nasa ilalim ng kakayahan. 
Sa kabilang banda, sa Komaki City, ang bilang ng mga batang banyagang nagpapatuloy Sa part-time high school ay 
tumataas. Ang dahilan ay ang edukasyon para sa mga dayuhan sa Komaki City elementarya at junior high school. Bilang 
karagdagan, ang isang boluntaryong klase ng wikang Hapon para sa mga dayuhan ay naghahatid ng mga benepisyo ng 
isang part-time high school sa mga bata Ang high school na ito ay matagal nang nakakuha ng mga tagasalin para sa mga 
dayuhan. Sa ganitong paraan, ang high school na ito ay nagbibigay ng mas mahusay na edukasyon sa mga dayuhang mag-
aaral.
Kinukumpirma ng survey na ito ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga sanggol sa mga pre-adult na bata. Inaasahan na 
ang mga ganitong uri ng suporta ay patuloy na mapapahusay sa yugtong ito.

3. 3. Suporta para sa mga dayuhang mamamayan bilang mga manggagawa
Ang mga teknikal na trainee ng intern ay kailangang kumuha ng isang pagsubok sa kasanayan gamit ang mga teknikal
na termino, kaya mayroon silang pagganyak at pagkakataong ipagpatuloy ang pag-aaral ng Hapon kahit na dumating sa
Japan. (Dumating sila sa Japan sa antas ng N5 at alam na kinakailangan ng maraming pag-aaral ng Hapon upang pumasa
sa pagsusulit na ito nang mas mababa sa isang taon)
Sa kabilang banda, ang mga permanenteng residente at permanenteng residente (karamihan sa mga Japanese South
American) ay walang maraming mga pagkakataon upang makatanggap ng edukasyon sa wikang Hapon. Dumating sila
sa Japan bilang mga hindi bihasang manggagawa. Ang kanilang buhay sa Japan ay suportado ng mga tagasalin, ngunit
sa ngayon, ang mga simpleng gawain ay nagiging robot. Ang kasalukuyang sitwasyon ay maraming tao ang walang
trabaho dahil sa sakuna ng corona. Mahalagang maitaguyod ang edukasyon sa wikang Hapon upang ang mga taong
ito ay mabuhay at magtrabaho nang may kapayapaan ng isip bilang mga lokal na residente. Samakatuwid, kailangang
mapahusay mga oportunidad sa pag-aaral tulad ng wikang Hapon at pag-uugali sa negosyo.
Bilang karagdagan, ang edukasyon sa wikang Hapon para sa pagpapahusay ng edukasyon sa kaligtasan ng lugar ng
trabaho at edukasyon sa kalusugan ay mahalaga din. Ang pagpapabuti ng mga kasanayan sa wikang Hapon ng mga
dayuhang mamamayan, pagpapabuti ng kahusayan sa trabaho at pagbawas ng mga aksidente sa trabaho ay lubos na
kanais-nais para sa mga employer. Kahit na ang mga kumpanya na pansamantalang suspindihin ang pagkuha ay malinaw
na maikli ng yamang-tao dahil sa pagbawas ng birthrate at pagtanda ng populasyon sa pangmatagalan, at inaasahan na
ang mga dayuhang mamamayan ay magpapabuti ng kanilang husay sa Japan at magtrabaho ng mahabang panahon.

Sa oras na ito, naiintindihan namin ang mga pangangailangan ng mga dayuhang mamamayan, ang mga pangangailangan 
ng mga kumpanya na kukuha, at ang mga alalahanin ng mga tao at mga samahan na sumusuporta sa kanila sa 
pamamagitan ng talatanungan na "Japanese language support na hinihingi ng mga dayuhan." Gamit ito bilang isang 
sanggunian, higit na mapagbubuti ang edukasyon sa wikang Hapon sa Komaki City.Ang edukasyon sa wikang Hapon na 
kinakailangan ng mga dayuhang mamamayan sa Komaki City.
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ӚӐĂċĻŘʽҕħيГĀŞ뻛૽Ƨ뻟ĠГҶˍཥ ཥġķ뻜˄ȝȺΪˈėĠċɁǨģĄĂċĈвĀƶʒ뺯ݓ�

����� ˋǟħŀƜĉ˴ĀʌŚ̤Χ͎ࣂъՎ

ĕơЬзźāĶΞԺėąćʌŚɳٿŠŪŭĉĞđƓІĴӍĴŞ͎ࣂƓІƯĜĀȶđȡ뺯ڏѩҒʸȺǌːŠǋШĀū

Гӛԙ뻟˄ؽҝĂċĻŘźęŝćˡĴǎĂžžƓІĀցؗ뺯ˤʌ뻟ħąźęŝУėƓІūГŘȥŪĉŀͨь

ӪĀϝԶ뻟ćǈȀǰٗūГӛ؆̾ʔĀǜĴ뻟ĈκđؽҝĂċƓŀĻŘćĢŹǛǱĀĴǎҤŰƓІĀցؗ뻟૽Ƨ͎ࣂ

˸Ӥ͵ࠒŠƓІݛɫˆůģĄκđĀ뺯

Ԩʌ뻟ħąźʌŚ̤ΧƑ̗ͲҒˆǕŞĀŀƜ뻟ģĻŘҨছƑϗԭŞˋęŝ͎ࣂȉūǕĉιȹފƛĀɁŞŠĴǎĀȠ

ȱƱʜ뺯ćιȹފƛĴ뻟ˆ˽̹ůqҺǆͲΓĀūГr뻟˄ॺыĸƸюʇƖŨͱ̹͠ůƶҶ뺯Ԩʌ뻟ƧqūǕȷƤ͵

āĸūГrĀƂ૽ǨׅФ뻟āĶ̀đĈǋԺŞǈȀĻŘźʌŚ̤ΧΜؠŞƓІŠ̹ůūГĀŰբ뺯

ǟħŀƜĉ˴ĀʌŚ̤ΧģĄˏŔĀ߮ي뺯ĕȏˏŔćŝƀŠƓҁ̹ůăǜĀГҶ뻟ćƓІĴқėܒȧ뺯ʙĿĕơЬз�

āĶą̛ėؓƔˏŔĶĞƢƆƓؘĀƓІʭ̗ � ȚĄ뻟ύǘūГĩƺăƬ뻟ŉĠˏŔƴīȧŘư̑뺯ϿĠůǘƓІĀ

ūГăĜŜƍćū˩ŢƸƀ뺯ȢćӚӐĢŹĀГҶɆͷĀˏŔύǘć߮يĀيƸŠūГƥǎƦ̗Ͳࣷᮆ뻟ŴĶȂˤ

ȧŘ͎ƬĢŹĀΥάĩƺ뺯

ćŇᆑ̤뻟ǢΞԺėĘਿɳԽ뻟ĘƓͱȮʌŚɘĎĴ뻟מġ˓͔ūГ͵ƓĀȶđȡ˄Ǣũѩ͆حūГϱ֢ӛ뺯ħą

ź˽ӛԙƑħĈв뻟źǢԜ҄ćͨġŇƓĀūГ͵ޡݸآĉˈɩʌŚɳٿūГ͵آʗŝĀϱ֢ģĄʈœȶđĀ뺯

ǽƓŶ뻟ʌŚ̤ΧĀˏŔĶćʐ̎ઐ˦ύՠШ͠ũѩĀūГ͵ةƀƙǟˡ뻟˄ˈɩȠˆŭ͆Ǩ̀ĀūГĩƺ֦ۙ͵آ뺯

ʙĿ˓͔ĕȏ͵ةĀβĩ뻟ĻŘۙƓҁƄʒŢˆĀˌœ뺯Ȯ ���� ŭʇũ˨뻟Ňᆑ̤ǢʙĿȉĕȏ͵ةĀʸǟ뻟̹

īƑĠĀˏŔҨĘąƬġ뺯

ˤʌ뻟ıƢଵӐŇᆑƬġĀǭĴΊܦʵąăɺʌŚĀˏŔ뺯ƍć뻟ϿĠƬġĀǭĴΊŊĈܦʵėӖѿĀƓŀ뻟ƦćŇ

ᆑ̤뻟ɘɍπƽū̑ƬġĀʌŚˏŔĉ̾ȢćǈȀ뺯ȺʅȂĄŇᆑ̤ġŇƓҁĀʌŚĉ͵آȤև֦ǰ뺯Ʀؼ뻟ǚˋʌ

ŚĉĀūГ͵آՠШΊģćˋˏŔĶ̙߰πƽū̑ƬġĀČ̎뺯ĕǨƬġħąˆŢʌŚĉƦɋďຠɑąջཥ뺯ĕȏĝ

ĈՎǘƙėħʌŚƓŀ͎ࣂƑČĀ͵آ뺯

ĕơЬзըǰąȮਿɳũ˨Ăˢ͎ࣂъՎˢėŪŭĴĀȶđȡ뺯ЏʬĕƞъՎăđӕңćƍćĀьƦҬφīėȀ˓뺯

����� ˋǟħࣄƛĉ˴ĀʌŚ̤Χ͎ࣂъՎ

ГĀūГĩƺԏɈ뻟Ȃˤ̣̹ĎūǕŶ뻟ŴĶģĈƛƺŠƯĜҬφƓІūГ뺯�뻛ŴĶڐǰІŀ̀đˈɩ̹ůڐ

Ř0�͆ȍĎėūǕ뻟ǕĉŠࢨˡĝƢƆđćăėĂŭĀĴǎƀπ˩ஶ߷ŞƓІūГ뻟ƷĩҨɈӍϜ뻜

ԨĂƶǚ뻟̰ǭʐ͠Šкʐ͠ڑըĀ̤Χ뻛ǂđĄūᤆϓſĉ뻜ŊĈƖĠˈɩūГ͵آĀƯĜ뺯ŴĶŘ˱ࣄڙƛ͠Ā

ǻΎĎėūǕ뺯ŴĶćūǕĀŀƜ֙୳ˍཥ˴͎ࣂĀջཥ˖Ӫ뺯ȚĄƍć뻟Ư،ĉȢćऑȿͳ˱ࣄڙƛ͠뻟ϿĠĉ

ƑύǘĥঌஜହĀȹǄƦ˫ˡ뺯ħąźŴĶĻŘǟħǕŞաΧȫķŞŀƜŠʕǟ뻟ˈɩūГ͵آĄπ˩ȶđĀ뺯Ȃˤ뻟

̀đħŴĶ͎ࣂƑĠƓІūГŠܡɁ̈́౯ĀƯĜ뺯

ˤʌ뻟ūГ͵آŢǘȀ˓ܡɁȫƽ͵آŠԾ֗͵آģŉȶđ뺯ǟħᓥǂĀࢨˡģπ˩ЏʬʌŚ̤Χĩѿ˓͔ūГڐĩ뻟

͎Ƭʕǟв߁ŠɺࣄƛƂт뺯Ȯǥ˰Ďğ뻟ύǘŜŀ߁ĪܱŠĉˍƳ͔뻟̣̹ĄƍćĴӕٜᓥůĀȔѣ뻟ģȝ

ύǘĉƺѺ۷ĀǆׅăӖ̀đĉƋ뻟ǨŘĕȏࢨˡģЏʬʌŚ̤Χĩѿ͎ƬūГǌː˄ǥʿŞʕǟĪņ뺯ĕȏĝĄʙ

ĿĕơЬзīƢĀ뺯

ʙĿĕơqʌŚ̤ΧǨ̀đĀūГъՎrЬзɝਲ뻟āĶą̛ąʌŚ̤ΧĀȠȱ̀̂뻟ᓥůȔѣĀ̀̂ŘӍˋŴĶ͎

뺯آ͵Āओছ뺯뻟āĶȝŘˤǟħϩҨ뻟ɘĂϳȀ˓Ňᆑ̤ĀūГغъՎĀĉŠࣂ

1.【総計】令和 2 年住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別）  
（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html） 
2.【外国人住民】令和 2 年住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別）  
（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html） 
3. 登録外国人統計（http://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/toukei_ichiran_touroku.html） 
4. 小牧市の人口（http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/profile/jinkou/index.html） 
5. 市区町村別 在留資格別 在留外国人（2020 年 6 月） 
（https://www.e-stat.go.jp/stat- search/files?page=1&query=%E5%B8%82%E5%8C%BA%E7%94%BA%E6%9D%91%
E5%88%A5%E3%80%80%E5%9C%A8%E7%95%99%E8%B3%87%E6%A0%BC%E5%88%A5%E3%80%80%E5%9C%A8
%E7%95%99%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA&layout=dataset&toukei=00250012&tstat=000001018034&cycle=1
&tclass1=000001060399&stat_infid=000032030604&tclass2val=0&metadata=1&data=1）  
6. 内閣府政策統括官（経済財政分析担当）「 政策課題分析シリ－ ズ 18  企業の外国人雇用に関する分析― 取組と課題につい
て― 」 p.30 （https://www5.cao.go.jp/keizai3/2019/09seisakukadai18-6.pdf）  
7. 一般財団法人日本国際協力センター（JICE）（https://www.jice.org/tabunka/course/） 
8. 責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム（JP MIRAI）（https://jp-mirai.org/） 
9. 文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課「「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調
査 (平成 30  年度 )」の結果について」
（https://www.mext.go.jp/content/20200110_mxt-kyousei01-1421569_00001_02.pdf）  
10. 日本語教育の推進に関する法律 概要（https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/other/suishin_
houritsu/pdf/r1418257_01.pdf）
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