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１．共同研究の目的 

 本研究の目的は、①千葉市における外国人乳幼児数と、保育・幼児教育施設への在籍状

況、②千葉市の保育・幼児教育施設における外国人乳幼児の保育の実態、③外国人乳幼児

の保護者が、子育てや施設利用において必要としている支援の主に３点を明らかにするこ

とで、外国人乳幼児の保育における実態を明らかにし、そこにある課題と、必要な施策に

ついて検討することである。  

 

２．研究調査方法 

（１）外国人乳幼児にとっての母語習得の保障および母文化尊重の重要性  

   ―本研究の立脚点  

 乳幼児期の言語発達過程における母語の習得は、単に１言語を習得するという意味にと

どまらず、第２言語の習得の土台となるものであり、認知能力の発達にも不可欠であると

言われている。また、バイリンガリズムの研究者ジム・カミンズによると、日常会話に必

要な言語能力（BICS：Basic International Communicative Skills）と学習に必要な言語

能力（CALP：Cognitive Academic Language Proficiency）は異なる言語能力であり、こ

の両方の能力を第２言語で身に付ける上でも母語の習得および保持が重要であるとされる。

さらに、乳幼児期に保護者との間で十分に母語でのコミュニケーションができず、言語習

得の土台を作ることができない場合、その後、ダブルリミテッド・バイリンガル、すなわ

ち「母語も日本語も年齢相応に習得できていない状況」に陥ることがあると報告されてい

る 1)。こうしたことから、外国人乳幼児には、母語習得を保障する環境を整えることが重

要である。このことを踏まえ、かつ日本語を使用する保育・幼児教育施設における適応を

考えるためには、言語の使い分けのできる環境作りが必要である。  

 本研究は、以上のことを理論上の立脚点として、アンケート作成・分析・考察等を行う。  

 

（２）研究調査の概要 

１）外国人乳幼児数の調査  

千葉市内に在住する０歳児～５歳児の外国人乳幼児を調査対象とし、区政推進課から提

供されたデータ（令和２年９月１日現在）より、外国人乳幼児数を把握した。また、次項

の保育・幼児教育施設へのアンケート調査結果から、保育・幼児教育施設に在籍する外国

人乳幼児数を把握した。  

２）保育・幼児教育施設へのアンケート調査（ 2020 年９月７日～９月 18 日実施） 2) 

千葉市内のすべての認可保育施設と幼稚園（ 391 か所）を調査対象とした。アンケート

内容は①施設の基本情報、②施設の保育環境・保育カリキュラム、③外国人乳幼児の保育

の実態の３部構成である。  

３）保護者へのアンケート調査（ 2020 年 11 月９日～ 11 月 29 日実施） 2) 

調査対象は、２）の調査を実施した保育・幼児教育施設の内、次の施設を利用している

保護者とした。１つは、中国語を母語とする乳幼児が５人以上在籍する施設（ 16 か所）の

保護者 204 名、もう１つは、スペイン語またはポルトガル語を母語とする乳幼児が１人以

上在籍する施設（ 15 か所）の保護者 29 名である。アンケート内容は、①外国人乳幼児の

言語習得環境、②子育てのサポート体制、③保護者の必要とする支援の３部構成である。 
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４）中国の保育者資格についての文献研究 

外国における保育者資格を日本の保育・幼児教育施設において活かすことができるかを

検討するため、中国の保育・幼児教育制度や保育者養成システムおよびカリキュラムにつ

いて先行研究から整理し、日本と比較した。  

 

３．研究の結果と考察 

（１）外国人乳幼児数  

 千葉市において住民登録している０～５歳児の人数データから、

千葉市の全乳幼児 43,036人の中で、外国人乳幼児が 1,375人（3.2％）

存在することが明らかになった（図１）。 

全体の傾向としては、中国籍の乳幼児が 801人（58.3％）と多く、

それ以外にも多様な国籍の乳幼児がいることがわかった。その数は

全 46カ国・地域であった。 

在住地域は全区におよび（図２）、集住地域に偏りが

見られたものの、最も少ない緑区で 14 か国、最も多い美

浜区で 29 か国と、どの区にも多国籍の乳幼児が在住して

いることがわかった。 

 

（２）外国人乳幼児の保育・幼児教育施設在籍率 

（１）で得られた外国人乳幼児の数と、本研究で実施

した保育・幼児教育施設（以下、保育施設）へのアンケー

ト調査から得られた外国人乳幼児数という、現在得られる

最も実態に近いと考えられるデータから、外国人乳幼児の

保育施設在籍状況を明らかにした。 

在籍率は 58.5％であり（図３）、平成 31年の千葉市全

体の乳幼児の在籍率とほぼ同程度であった。また、乳児に

比べて幼児の在籍率が高かった。 

 集住の傾向や人数の多寡はあれど、いずれの区において

も、外国人乳幼児が在籍することを前提とした保育施設へ

の支援、保育施設に在籍しない外国人乳幼児の子育て支援が必要になることが示唆された。 

 

（３）外国人乳幼児の保育の主な実態  

①  地域、種別、規模、設置主体に関わらず、多くの保育施設で外国人乳幼児を受け入れ

ているが、受け入れ経験の浅い施設が一定程度あり、受け入れ人数に差があった。  

② 外国人乳幼児受け入れに際し、生活面への配慮や他の保護者への理解を図ることは行われているが、

文化的多様性に対応した環境構成や保育活動実施にはつながっていなかった。 

在籍児,805

58.5％

非在籍児,570

41.5％

図３．外国人乳幼児に占める在籍児・非在籍児

（N=1,375）
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図１. 日本人乳幼児・外国人乳幼児数

（N=43,036）
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図２. 区別外国人乳幼児数（N=1,375）
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③  こども・保護者に対して、母文化・母語

保持よりも、日本文化や日本語の理解を

重視する傾向があった（図４・図５）。ま

た、「（こどもや保護者が）日本語を話せ

るので困っていない」という自由記述が

多数認められ、バイリンガルとして育つ

ことよりも、日本の保育施設への適応を

優先していることが示唆された。  

④  保育者の困り感の度合いは全体的に低かったが、コミュニケーションの困り感の値が

相対的に高く、対こどもよりも対保護者の場合の方が困り感が高い傾向にあった。自

由記述からは、「こどもが保育者に母語で何かを訴えているが、わかってあげることが

できず、こどもを不安にさせているのではないか」「こどもが自分で転んで怪我をした

ときにも、誰かにやられたのではないかと保護者に聞かれたり、説明しても信用して

もらえない」等、コミュニケーションの困難が保育者としての役割（保育・保護者支

援）を果たすための困難に派生していることが読み取れた。  

⑤  入園前の対応や、保護者の労働問題等、保育施設の職務内容を超える範囲のことが求

められていることがわかった。一方、関係機関との連携は、その都度保育施設の依頼

によって行われていた。令和２年度から導入された通訳支援には、アウトリーチ支援

として期待が寄せられていることがわかった。  

 

（４）外国人乳幼児の保護者の意識や困り感 

①  家庭における言語環境は、日本語を習得してほしいという保護者の願いから、保護者

も慣れない日本語でこどもと話す傾向があり、バイリンガルの言語発達を支える環境

としては課題があることがわかった。（図６）  

 

②  公的な育児サポートは、情報保障が十分でないことからあまり利用されておらず、同

国出身者からの私的なサポートを得ていることが多い。  

③  保護者の保育施設への要望は、こどもの発育の心配や小学校就学にかんする情報を求

める等、日本人の保護者でも抱くようなものもあるが、一方、「ご飯を持って行きたく

ない」「上靴を履かせてほしい」等、詳細に聞かないとわからないものもあった。これ

らは、コミュニケーション支援があることにより、把握・対応することが可能である。  

④  小学校にかんする情報を求める回答からは、「保育所で小学校にあがるための準備をし

ているのか」という記述のように、保育施設の役割が誤解されている可能性も見えた。  
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図４．文化・生活習慣

（N=185）
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図５.  家庭での使用言語

（N=184）

＞：統 計 的 有 意

差  

＞：統 計 的 有 意

差  

＞  
＞  

54＋（71.1）

24－（31.6）

3（3.9）

3（3.9）

19－（25.0）

49＋（64.5）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大人同士の会話

子どもとの会話
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⑤  日常の連絡や、こどもへの対応などから、外国人乳幼児の保護者が疎外感を感じてい

ることも示唆された。  

 

 

（５）中国の保育者資格についての文献研究の結果  

 

表１  日本と中国の保育・幼児教育制度  

 日本  中国  

保育（教育）

時間・日数  

《保育所》  

原則として１日８時間、その地方における

乳幼児の保護者の労働時間、その他家庭状

況等を考慮して保育所長が定める。  

延長保育、夜間保育も実施。  

 

 

《幼稚園》  

教育週数は 39 週を下回ってはならない。  

１日の教育時間は４時間を標準とするこ

と。  

《託児所》  

現地の需要に合わせ、全日制、寄宿制、半

日制、季節制がとられている。  

全日制：早朝から夕方までの約 10 時間前後

で３度の食事とおやつを提供  

寄宿制：月曜から金曜までの連泊型保育  

 

《幼児園》  

現地の需要に合わせ、全日制、寄宿制、半

日制、季節制がとられている。  

保育者の  

資格  

《保育士》  

❶指定保育士養成施設卒業者  

❷保育士試験合格者  

 

 

 

 

《幼稚園教諭》  

❶幼稚園教諭専修免許状（大学院修了）  

❷幼稚園教諭一種免許状（大学卒）  

❸幼稚園教諭二種免許状（短大卒）  

《保育員》  

❶主に中等衛生専門学校卒業者  

❷中学校卒の学歴を有し、衛生行政部門の

幼児保育職業訓練を受けた者  

 ※ 保 育 員 は 教 師 と し て み な さ れ な い た

め、「中国教師法」には規定されていない。 

 

《幼児園教師》  

❶中等師範学校の一種である幼児師範学校

（日本の高校保育科に相当）卒もしくはそ

れ以上。一般の中等師範学校や職業高校の

幼児師範コースでも資格取得可能。農村部

では、地方政府教育部門が開催する養成ク

ラスでも取得可能。  

❷高等師範大学（日本の短大・大学に相当）

卒は、現場の教員よりも行政や管理、研究

面での幹部としての任務を負う。  

 

 表１に示した通り、日本の保育制度と異なる点の１つに、保育（教育）時間・日数があ

る。その中でも特に全日制・寄宿制は、日本の保育施設の保育時間を大幅に上回るもので

ある。また、日本では、保育者養成課程が高校卒業以上から設置されているのに比べ、中

国では、中学卒業から資格を取ることができるという年齢や基礎学力の違いがある。養成

課程には、保育学の基礎である「保育原理」や「乳児保育」、こどもの権利を学ぶ福祉系の

科目が設置されていない。さらに、「保育員」にかんしては、専門教育を受けるのではなく、

実務経験によって得られる資格であるというところから、実践と省察から理論が作られ、

理論を元に実践することを積み重ねてきた日本の保育とは大きく異なることがわかった。  

 このように、中国における保育・幼児教育施設の役割、そして保育者に期待されること

は、日本におけるそれとは様々な相違があることがわかった。  
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４．行政課題の解決に向けて  

（１）外国人乳幼児の量的把握の必要性  

本研究では、千葉市におけるすべての外国人乳幼児と、すべての認可保育施設と幼稚園

に在籍する外国人乳幼児の量的な把握を試みた。結果より、すべての区や種別の保育施設

において、多国籍の外国人乳幼児が存在すること、受け入れ経験・人数などにおいて多様

な実態があることがわかった。このことから、千葉市の保育施設に通う乳幼児が、どの地

区のどのような種別の施設に在籍していたとしても、適切な支援を享受できる体制が必要

であることがわかった。また、保育施設に在籍しない乳幼児も一定数おり、非在籍児を含

む地域子育て支援も、外国人乳幼児の存在を前提に考える必要性があることがわかった。  

そして、量的把握は、支援を行う上での量的ニーズの調査にもなる。外国人数が全体に

増加傾向にあることからも、今後も把握を継続していくことで、地域ごとの外国人乳幼児

の保育や子育て支援に対するバックアップをするための基礎データとなり得る。ニーズと

いう意味でより正確なデータを得るために、入園書類に、通訳支援を目的とした使用言語

を記入する欄を設けることも有効である。  

 

（２）バイリンガル教育の基礎知識についての周知徹底  

 保育者、保護者ともに、バイリンガル教育の基礎知識が認識されていないことがわかっ  

た。この認識を促すためには研修や学習会等が考えられるが、このことは、保育者と保護

者だけでなく千葉市の保育に関わるすべての関係機関に広く周知する必要がある。そのた

めには、簡潔に書かれたリーフレットを多言語対応で作成し、関係者に配布する他、千葉

市の外国人への案内のサイトに掲載するといったことで、広くアクセスできるようにする

こと等が考えられる。  

 

（３）外国人乳幼児の受け入れ体制の整備  

 外国人乳幼児が保育施設に入園する前後において保護者に困り感が存在すること、保育

者と保護者の信頼関係構築のためにもコミュニケーション支援が必要であること、がわか

った。さらに、保護者は、小学校就学に向けた情報を求めていることもわかった。これら

のことから、以下のような受け入れ体制作りが必要であるが、このような支援は、保育施

設のみでなく、行政が主導して国際交流協会等の協力を得ながら組織的に行っていくこと

が求められる。また、令和２年度から導入されている日常の保育の中での通訳支援を拡充

していくことで、受け入れ体制の改善に寄与していくと考えられる。  

1) 保育施設の役割の説明、利用の仕組み等の多言語対応（外国人への生活案内の段階） 

  千葉市の保育・幼児教育についてのガイドブック作成と配布  

2) 入園前、入園説明・手続き、園生活という、時期や段階に沿った支援  

①  入園前の案内の段階：案内資料の多言語対応、通訳の配置、入園後の行政によるフォ

ローアップ体制  

②  入園説明・手続きの段階：申請書類や児童票等の多言語対応、通訳支援  

③  園生活の段階：日常生活におけるコミュニケーション支援（通訳支援）、おたより等の

多言語対応  

④  小学校就学までに目指している育ちや具体的な就学手続きが見える多言語対応の案内  
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（４）多文化共生保育を実現するための取り組み  

保育を行う上での困り感の主なものは、コミュニケーションの困難であり、これは、単

なる意思疎通の困難にとどまらず、保育者としての役割を果たすことができないことにつ

ながっていた。このことから、保育者が外国人乳幼児と直接コミュニケーションをとるこ

とに対する支援が必要であることがわかる。こどもと保育者の間で気持ちや考えを伝え合

うことの積み重ねから、こどもが安心して活動に参加し、自らの思いを表現しようという

意欲を育てていくことが可能になる。通訳支援者が保育者と共にこどもを理解することで、

その保護者と保育者との間でのコミュニケーション支援も円滑に行うことができる。  

また、外国人乳幼児の困り感を正しく認識するためには、そのこどもの母文化における

価値観や生活習慣を知る必要がある。そのためには、保育者が必要とした時にこうした情

報提供が受けられることが望ましい。関係機関との連携体制をとることで、より行き届い

た支援が可能になると考えられる。  

さらに、コミュニケーション支援をベースとして、保育環境や保育カリキュラムに文化

的多様性を反映していくことが必要になる。保育環境としては、環境の中に文化的に多様

であることが当たり前であると感じられるものや、多様な言語に触れられる環境を作って

いくことが必要である。保育カリキュラムとしては、活動の中に外国のあそびや母語を取

り入れることが考えられる。いずれも、外国人乳幼児がその母語や母文化を日本語や日本

の文化と同じように大切にされていると感じられるようにすることが肝要である。  

また、送迎時に保護者が目にする掲示等で、外国人乳幼児が他のこどもと共に参加して

いる様子を、写真や、やさしい日本語、できれば簡単な母語を交えて紹介することで、保

護者に対しても、活動や支援における保育者の意図や、こどもに対する理解、どの子も大

切にしているという保育者の考えを伝えることが可能になると考えられる。  

 

（５）外国人乳幼児の保護者支援の取り組み  

 保護者は、保育者や保育に関わる機関において、コミュニケーションをとれないことで、

様々なことに困難や不安を感じていることがわかった。日本語でのコミュニケーションが

必要とされる場面においては、通訳等の支援が必要である。  

 その一方で、保護者は多文化保育を学ぶ機会や保護者同士が交流する機会を持つことを

望んでいることがわかった。外国人乳幼児を受け入れている保育施設では、受け入れてい

ない施設よりも保護者が外国籍のこどもや障害児等の多様なこどもの保育について理解を

深める取り組みが行われていることも明らかになったが、今後、外国人保護者を含む保護

者同士の交流のあり方をさらに検討し、より多くの保育施設において実施されることが必

要である。行政には、各施設の好事例等を収集し、施設間が連携できる仕組み作りを支援

する役割が求められる。  

 また、保護者の困り感や要望は、個人差が大きく多様であることがわかった。保護者の

困り感を把握することは保護者支援の一環として重要なことであり、今後はそれらについ

てより詳しく調査する必要がある。  

 

 



7 

 

（６）保育支援者としての、外国人雇用  

 外国人乳幼児の保護者は、同国出身者同士という安心感等から私的に育児を支え合って

いることがわかった。このような観点から、保育の支援者として外国人を雇用していく必

要があると考えられる。その際、外国の保育者資格保有者であることは、それぞれの国の

保育観や保育者に求められる役割等の違いから、必ずしも雇用の必須条件にはならない。

保育を支援する外国人には、日本の保育施設の目的や役割等を理解してもらうことが必要

であり、その上で、外国人乳幼児や保護者が安心し日本の保育施設の環境に慣れていける

ようサポートし、外国人乳幼児や保護者の言動の意味を文化的背景と共に保育者に伝える

という、双方の橋渡しをする役割が期待される。その際には、外国人の支援者だけに頼る

ような状況にならないよう、保育者と共に取り組む体制を作ることを前提としなければな

らない。  

 さらに、長期的な施策として考えられるのは、日本の保育者資格を持つ外国人保育者の

養成である。この点については、地域の保育者養成校と連携していく必要があるだろう。  

 

（７）連携システムの構築  

令和２年度から導入されている通訳支援は、外国人乳幼児の保育において困ったことが

あったときの拠り所となり得るという意味において、保育施設にとって画期的なことであ

る。現在限られた地域・園で行われているこの通訳支援を拡充していくことがまず重要で

あると考えられる。  

また、これまでも支援を担ってきた関係機関との、恒常的な連携体制が、行政のコーデ

ィネートにより、国際交流協会等の協力を得ながら組織的に構築されることが必要である。 

さらに、外国人乳幼児の保護者は同国出身者のサポートを得ることが多いという結果か

らは、私的サポートを行うコミュニティとの連携をとる重要性が示唆された。行政が市の

育児サポートの案内等を外国人のコミュニティに届けることで、市の育児サポート利用を

促し、日本人保護者との交流を図ることが期待できる。  

 

（８）保育施設非在籍児を含む子育て支援への取り組み  

どの区にも保育施設に在籍している外国人乳幼児が存在する一方で、そうでないこども

もいることから、在籍・非在籍を問わず行われる地域子育て支援が、外国人乳幼児とその

保護者にも届くようにする必要がある。  

そのためには、地域子育て支援を案内するリーフレットやウェブサイトを作成し、国際

交流協会のサイトとのリンクを貼ることや、外国人コミュニティに周知する等の努力が必

要になる。情報が行き渡ることで、こうしたサービスの存在が、外国人コミュニティで共

有・継承されていくことも期待できる。  

子育て支援の現場においては、外国人乳幼児やその保護者とのコミュニケーション支援

が必要になると考えられる。離乳食や予防接種、感染症等についての案内も、多言語対応

のものを作成することで、保健所や医療につなぐ場合にも、コミュニケーションの助けに

なると考えられる。  
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図７．多文化共生保育の実現に向けた連携のイメージ図  
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