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【概要】多国籍化・多文化化が進む社会のなかで、保育施設においても多様な背景を持つ子どもが増え

ている。本研究では、在留外国人が最も多い東京都の保育者を対象に、多文化な子どもの保育における

配慮や工夫について調査を行った。 

【栃木を元気にするには】栃木県の在留外国人も年々増加している。これからは、県内の保育施設にお

いても「多文化共生」に配慮した保育実践を進めていく必要があるだろう。東京都の例を参考に栃木の

文化に合わせた現場実践につなげたい。 

 

1.研究の背景 

1.1栃木県の多国籍化・多文化化の現状 

 栃木県の在留外国人数は 42,835 人で、7年連続

で増加し過去最高の人数となっている（2019 年

末）。県人口に占める在留外国人の割合は 2.21％

である。出身国の上位 5 位は、ベトナム、中国、

フィリピン、ブラジル、ペルーの順で、その数は

118 ヶ国にもおよぶ。外国人住民数が多い市町村

は、宇都宮市、小山市、足利市、栃木市、真岡市

で、この5市で全体の約69％を占めている。また、

栃木県の外国人児童数は、2015年は 901人だった

が、2019 年は 1114 人で、この 5 年間で 213 人も

増加している 1。栃木県の保育施設においても子

どもの多国籍化・多文化化が少しずつ進行してい

ることが予想できる。 

 

1.2保育における「多文化共生」の位置づけ 

平成 30 年に改定された『保育所保育指針』や

『幼稚園教育要領』、『幼保連携型認定こども園教

育・保育要領』では、多文化な子どもの保育を行

う上での留意事項が示されている。例えば、『幼保

連携型認定こども園教育・保育要領』では、第 1

章に「海外から帰国した園児や生活に必要な日本

語の習得に困難のある園児については、安心して

自己を発揮できるように配慮するなど個々の園

児の実態に応じ、指導内容や指導方法の工夫を組

織的かつ計画的に行うこと」と記載されている。  

また、第 2章には、「園児の国籍や文化の違いを

認め、互いに尊重する心を育てるようにするこ

と」、第 4章には、「外国籍家庭など、特別な配慮

を必要とする家庭の場合には、状況等に応じて個

別の支援を行うように努めること」と明記されて

いる 2。これからの時代は、多様な背景をもつ人た

ちと共に生きる「多文化共生」の視点を持って保

育を行うことが求められているといえる。 

 

1.3多文化な子どもの呼称について 

 本研究の対象となる子どもたちの呼称につい

ては、「外国籍の子ども」、「外国にルーツを持つ子

ども」、「外国につながる子ども」、「第三文化の子

ども」等様々な呼称がある。この子どもたちの背

景は、両親共に外国籍で子どもも外国籍、親が外

国籍と日本籍の子ども、帰化をしている子ども、

外国で生まれ育った親の元に生まれた子どもが

日本で育つ場合等、多様なケースがある。このよ

うな多様な背景を持つ子どもを、本研究では「多

文化な子ども」と呼ぶ。 

 

2.研究の目的 

「多文化共生」とは、「国籍や民族などの異なる

人々が互いの文化的違いを認め合い、対等な関係

を築こうとしながら共に生きていくこと（総務



省）」と定義されている。保育施設においては、ど

のようにこの「多文化共生」を実現していくのが

良いのだろうか。本研究では、多文化な子どもの

保育を担当する保育者が、日々の園生活のなかで

どのように子どもたちと関わり、どのような援助

をしているのか、「多文化共生保育」における保育

者の具体的な配慮について考えてみたい。 

 

3.研究方法と対象 

2020年 8月上旬に、多文化な子どもを担当する

東京都の保育者 4人を対象に、zoomを使い、オン

ラインで半構造化インタビューを行った。研究対

象者の年齢は 30代〜50代で、経験年数は 10年～

36年と経験豊富な保育者を対象とした。勤務園は、

公立保育所が 1名、公立認定こども園が 1名、私

立認定こども園が 2名である。 

  

4.倫理的配慮 

 メールで「研究倫理遵守に関する誓約書」と「研

究協力依頼書」を送付し、インタビュー開始前に

口頭で内容を説明し、本研究の同意を得た。 

 

5.分析方法 

 インタビュー内容はすべて逐語録を作成し、KJ

法を参考に分析した 3。保育者の子どもへの配慮

に関する語りを抜き出し、ラベル化、グループ編

成し、カテゴリーを抽出、その後、図解化した 。 

 

6.結果と考察 

 KJ法を参考に語りをラベル化したところ、計 38

枚のラベルが抽出できた。分類できないラベルや

意図から外れているラベルは省いた。さらにラベ

ルをグループ編成した結果、最終的に 6つの大グ

ループと 2 つのカテゴリーにまとめられた。（図

1）図の棒線は関係の有無、矢印は因果関係、線の

太さは関係性の度合いを示している。次にカテゴ

リー別にその詳細を述べる。 

 

 6.1多文化な子どもたちの文化的調整 

多文化な子どもを担当する保育者は、日々の保育

のなかで多文化な子どもに対して、次の配慮を行

っていた。①母文化に合わせた対応、②母語での

対応、③日本文化の説明、④日本語のサポート、

⑤心地よい園生活を過ごすための働きかけ、⑥多

文化を意識した保育の環境の 6つである。これら

6つの配慮は、「多文化な子どもたちの文化的調整」

への配慮であると考える。萩原（2008）は、「文化

的調整」をファーハムとボクナーの定義を基に次

のように説明している。「文化的調整」とは、「自

分を失って相手文化に適応したり順応したりす

るのではなく、相手とのやりとりを調整しながら

適応していくこと」を意味し、保育者による「調

整」とは、「他者の心理的要求を受容し、他者が自

己の意思で自立できるように、他者の求めに応じ

て援助すること」と述べている 4。それは、保育者

が子どもの気持ちに寄り添いながら、子どもが自

分なりに自分と他者の文化を調整または統合し

ながら生活できるようにしていくための配慮や

援助であり、本研究で対象とした保育者の配慮は

これに一致すると考えた。次に具体的な 6つの配

慮を説明する。 

  

 ①母文化に合わせた対応とは、園生活における

「生活面」と「行事」への配慮である。「生活面」

では、「衣服」、「午睡」、「食」の 3つの配慮に分類

できた。「衣服」への配慮では、多文化な子どもは、

母国の気候や習慣の違いから、厚着の傾向があっ

たり、肌着を着ける習慣が無かったりする場合が

ある。保育者は、子どもの母国の習慣を受け入れ、

日本の薄着や肌着を着ける習慣を押し付けない

ようにしていた。同時に、子どもが活動をしやす

いように、こまめに着替えを行い、衣服の調整が

できる環境作りを心掛けていた。 

「午睡」への配慮では、多文化な子どもの母国

には、午睡の習慣がない国もある。保育者は、無

理して寝かせようとせずに、心が落ち着ける時間

を作るように配慮していた。    

「食」への配慮では、多文化な子どもが宗教的

に食べられないものは事前に把握し、食物アレル

ギーと同様に除去食や代替食を提供していた。食



事前の挨拶は、両手を合わせる「いただきます」

の挨拶はしていない。宗教を連想して嫌がる保護

者もいるためである。日本食に慣れていない子ど

もには、何が食べられるのか、何が食べられない

のかを把握し、量を調整する等して、安心して食

事ができるようにしていた。 

「行事」への配慮では、多文化な子どもたちが

「民族衣装で参加」できる園行事を設けたり、子

どもの母国の挨拶を使った遊びや国旗づくり等

を取り入れたりして、多文化な子どもの「母国に

触れる」取り組みが行われていた。 

 

②母語での対応とは、保育者は多文化な子ども

に対して、「母語」での対応を心掛けていることで

ある。保育者は、多文化な子どもの母語の挨拶を

保育室に掲示する等して対応していた。その背景

には、家庭で聞き慣れた言葉を聞くことで、園で

も安心して過ごすことができるようにという保

育者の願いがある。また、保育者は、日本語が理

解できない多文化な子どもたちと意思疎通を図

るために、行政の「言語サポート」（母語通訳）や

同じ言語の子どもに通訳を依頼し、母語を使った

対応を行うように心掛けていた。 

③日本文化の説明とは、主に「食事のマナー」

への配慮である。保育者は、他国には、日本とは

異なる食べ方やマナーがあることを理解した上

で、日本の「箸の文化」、「食べ方の文化」、「椅子

の座り方」等のマナーについても丁寧に説明をし

ていた。日本文化やマナーの強制や強要にならな

いようにも気を付けていた。 

 

④日本語のサポートとは、保育者は多文化な子

どもへ、日本語での理解を促すために、「バーバル

コミュニケーション」だけではなく「ノンバーバ

ルコミュニケーション」も大切にしていることで

ある。「バーバルコミュニケーション」では、「や

さしい日本語」を使用し、単語や短文でわかりや

すくゆっくり伝え、子どもの日本語の使い方が間

違っていた時は、正しい日本語で返すことを意識

していた。「ノンバーバルコミュニケーション」で

は、何かを説明する際には、物の実物や写真を見

せ、保育者がモデルとなり行動の見本を示してい

た。また、ジェスチャーでは〇や×で示し、保育

者が伝えた言葉がわかるような身振り、手振りを

工夫する等していた。 
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⑤心地よい園生活を過ごすための働きかけと

は、多文化な子どもが園生活に慣れるまでは、で

きる限り一対一の対応を心掛け、少しずつ他児と

の関わりも持てるように、他児が遊んでいるとこ

ろに自然に入れるような環境を整えていること

等である。節分の行事の際は、宗教的な理由から

鬼に対する抵抗感を持つ子どもや保護者がいる

ことから、その行事の意味を丁寧に説明していた。 

 

⑥多文化を意識した保育の環境とは、保育者は、

「多文化共生」の願いを込めて保育室の環境を構

成していることである。保育室に、子どもの母国

の童謡の歌詞を掲示したり、おままごとのコーナ

ーには、子どもの出身国の料理の手作りメニュー

を置いたりして、遊びの中で自然に子どもの母国

や多文化に触れられる環境を構成していた。また、

地球儀や世界地図のパズル、国旗の絵本等を配置

し、日常的に母国や他国を感じられるような環境

を整えていた。 

 

6.2全ての子どもの多文化共生力の育ち 

保育者は、「多文化な子どもたちの文化的調整」

を行うと同時に、「全ての子どもの多文化共生力

の育ち」に向けた配慮も行っていた。例えば、「文

化的調整」への配慮では、①母文化に合わせた対

応や②母語での対応を行っていたが、この対応に

ついて保育者は、「他の子どもたちが生活や遊び

のなかで違う文化を学べる機会になる」等とも語

っている。このことから、保育者は、全ての子ど

もが、園生活を通して自然に様々な文化に触れら

れることに配慮していると理解できる。 

 また、⑤心地よい園生活を過ごすための働きか

けに関する語りには、全ての子どもたちに向けた

偏見を持たせないような働きかけが含まれてい

た。例えば、夏のプール時に、肌の色の違いに気

づいた子どもがその違いを指摘し、多文化な子ど

もがとても傷つき、プールに入りたくないという

ことが起きてしまった事例がある。その際、保育

者は世界地図を持ちながら、世界には様々な目の

色や肌の色の人たちがいることを話したと言う。  

保育者は、全ての子どもに対して、自分と他者と

の違いを「当たり前」として認識できるような配

慮を行っていた。 

さらに保育者は、⑥多文化を意識した保育の環

境を構成していたが、全ての子どもたちがその保

育環境に関わり、日々生活をしていることを考え

ると、この環境に込められた保育者の願いは、全

ての子どもたちにも影響しているといえる。普段

から多文化に触れられる環境で育つことで他国

への興味、様々な文化があること、肌や目の色が

違う人たちもいること等を感じることができ、多

様な背景を持つ人達と共に生きていこうとする

気持ちの芽生えにつながっていくと思われる。 

 

7.まとめ 

本研究で対象とした保育者は、母国と日本のど

ちらも大切にできるような「文化的調整」を行う

と同時に、園の全ての子どもの「多文化共生力」

への配慮も行っていた。これらの配慮の背景には、

保育者の全ての子どもを受容し、一人ひとりの内

面を丁寧に理解しながら可能性を引き出そうと

する「子ども理解」があった。対象とした４人の

保育者は、これまでに多くの子どもたちを保育し

てきた方々である。海外経験がある方もいた。多

様な保育経験や異文化体験が「子ども理解」に大

きく影響を与えているのではないかと思われた。  

今後は、保育年数による実践の違いの検討や、多

文化な子どもの参与観察、保護者への聞き取り等

を通して、保育者の視点との違いの有無も確認し

てみたい。そして、栃木県の保育施設において「多

文化共生保育」の実践につなげていきたい。 
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