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2019 年度事業 進捗報告書（実行団体） 

● 提 出 日 ： ２０２１年９月２０日 

● 事 業 名 ： 「一人も取り残さない」ための包括的学習支援展開事業 

― 拠点型・アウトリーチ型・オンライン型学習支援を組み合わせて ―  

● 資金分配団体 ： 公益財団法人日本国際交流センター 

● 実 行 団 体 ： 社会福祉法人さぽうとにじゅういち 

● 新型コロナウイルス対応緊急支援助成（通常枠での追加助成）の有無 ： ☐有 無 

 

 

①  実績値 

アウトプット 指標 目標値 

 

達成時期 現在の指標の達成状況 進捗

状況

＊ 

 

１．（拠点型支援） 

目黒教室で学習支援を実施

する 

実施回数、

受講者数、

継続率 

①年 44 回/9 人 

（新規 2 人、継続 7 人）/維持 

②年 50 回/10 人 

（新規 2 人、継続 8 人）/維持 

③年 50 回/10 人 

（新規 2 人、継続 8 人）/維持 

①2020 年度末 

②2021 年度末 

③2022 年度末 

（事業終了時） 

2021 年 4 月～8 月 31 日まで

合計 22 回、延べ 75 人（3.4 人

/回）、継続率 100％ 

※上記は土曜日開催分だが、

緊急かつ集中的に日本語学習

の必要性を有した受講者 1 名

に対して、5 月～8 月 31 日ま

での平日・祝日に合計 53 回学

習支援を実施。 
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１．（拠点型支援） 

錦糸町教室で学習支援を実

施する 

実施回数、

受講者数、

継続率 

①年 35 回/5 人 

（新規 2 人、継続 3 人）/維持 

②年 50 回/10 人 

（新規 5 人、継続 5 人）/維持 

③年 50 回/10 人 

（新規 2 人、継続 8 人）/維持 

①2020 年度末 

②2021 年度末 

③2022 年度末 

（事業終了時） 

2021 年 4 月～8 月 31 日まで

合計 20 回、延べ 44 人（2.2 人

/回）、継続率 100％ 

2 

１．（拠点型支援） 

冬期休暇期間集中学習支援

を実施する 

実施回数、

受講者数、

継続率 

①年 7 回/30 人/100% 

②年 7 回/30 人 

（新規 5 人、継続 25 人）/維持 

③年 7 回/30 人 

（新規 5 人、継続 25 人）/維持 

①2020 年度末 

（事業開始 1 年後） 

②2021 年度末 

③2022 年度末 

（事業終了時） 

2021 年度分は 12 月末から 1

月初旬にかけて実施予定 

4 

２．（拠点型支援） 

行徳教室で学習支援を実施

する 

実施回数、

受講者数、

継続率 

①年 31 回/9 人/100% 

②年 50 回/10 人 

（新規 1 人、継続 9 人）/維持 

③年 50 回/10 人 

（新規 1 人、継続 9 人）/維持 

①2020 年度末 

（事業開始 1 年後） 

②2021 年度末 

③2022 年度末 

（事業終了時） 

2021 年 4 月～8 月 31 日まで

合計 17 回、延べ 96 人（5.6 人

/回）、継続率 100％ 

2 

３．（アウトリーチ型支援） 

アウトリーチ型学習支援を

実施する 

新規アウト

リーチ先、

実施回数、

受講者数、 

継続率 

①1 箇所/各所・週 1 回/2 人

/100％ 

②5 箇所/週 1 回/10 人/100％ 

③10 箇所/週 1 回/10 人/100％ 

①2020 年度末 

（事業開始 1 年後） 

②2021 年度末 

③2022 年度末 

（事業終了時） 

2021 年 4 月～8 月 31 日まで

新規アウトリーチ先 0 箇所 

3 

４．（オンライン型支援） 

オンライン型学習支援を実

実施回数、

受講者数、

①年 341 回/60 人/100％ 

②年 300 回/60 人 

①2020 年度末 

（事業開始 1 年後） 

2021 年 4 月～8 月 31 日まで

合計 153 回、延べ 1,519 人（9.9
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施する 継続率 （新規 10 人、継続 50 人）/維持 

③年 300 回/60 人 

（新規 10 人、継続 50 人）/維持 

②2021 年度末 

③2022 年度末 

（事業終了時） 

人/回）、継続率 100％ 

５．（拠点型・アウトリーチ

型・オンライン型支援） 

大学生学習支援者を増やす 

参加者数 ①25 人 

②25 人（新規 15 人、継続 10 人） 

③25 人（新規 15 人、継続 10 人） 

①2020 年度末 

（事業開始 1 年後） 

②2021 年度末 

③2022 年度末 

（事業終了時） 

2021 年 4 月～8 月 31 日まで

合計 31 人（新規 21 人、継続

10 人） 

1 

５．（拠点型・アウトリーチ

型・オンライン型支援） 

学習支援者勉強会を実施す

る 

勉強会開催

数、参加者

数 

年 2 回/各 20 人 各年度末 

 

2021 年 6 月 13 日（日）10 時

～11 時半にて第 1 回「中国残

留邦人等の体験と労苦を伝え

る戦後世代の語り部講話」を

実施し、30 人参加。第 2 回「ア

フガニスタン、ミャンマーの

現状を知る（仮）」は 10 月も

しくは 11 月に実施予定 

2 

５．（拠点型・アウトリーチ

型・オンライン型支援） 

学習支援「開始者」向け研修

１（団体概要の理解）を実施

する 

研修会開催

数、参加者

数 

月 1～2 回以上／年間 40 人以上 各年度末 2021 年 4 月～8 月 31 日まで

合計 18 回（グループ 7 回、個

別 11 回）、合計 42 人 

1 

５．（拠点型・アウトリーチ

型・オンライン型支援） 

研修会開催

数、参加者

年 4 回／各回 10 人以上 各年度末 開催できていないが、10 月、

11 月、12 月、2 月実施にて計

2 
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学習支援「開始者」向け研修

２（スキルアップ）を実施す

る 

数 画中 

５．（拠点型・アウトリーチ

型・オンライン型支援） 

「アセッサー」向け勉強会・

研修会（DLA）を実施する 

勉強会・研

修 会 開 催

数、参加者

数 

年 5 回／各回 15 人以上 各年度末 開催できていないが、12 月か

ら 2 月にかけて実施する計画

で講師と検討中 

2 

６．拠点型・アウトリーチ

型・オンライン型統合学習

支援の成果を発表する 

①報告書の

作成、配布 

②ホームペ

ージ掲載す

る報告書の

ダウンロー

ド数 

③シンポジ

ウムの実施

及び参加者

数 

①300 冊以上配布 

②100 件以上 

③1 回開催／参加者 50 人以上 

2022 年度末 

（事業終了時） 

2022 年度末が達成時期であ

り、今期実績はなし 

4 

７．ホームページの特設サ

イトを活用し、当該事業や

外国ルーツ青少年について

等の情報発信を行う 

コンテンツ

の配信回数 

1 件/月 サ イ ト 公 開 か ら

2022 年度末の事業

終了時 

0 件/月。特設サイトを制作す

るための専門業者を複数選定

し、今後連絡を取り制作を進

めていく予定 

3 

＊進捗状況：1 計画より進んでいる 、2 計画どおり進んでいる 、3 計画より遅れている、4 その他 
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② 事業進捗に関する報告 

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み 

  2.概ね達成の見込み 

2.アウトカムの状況 

A：変更項目 

変更なし ☐短期アウトカムの内容  ☐短期アウトカムの表現  ☐短期アウトカムの指標 ☐短期アウトカムの目標値 

5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点 

・外国ルーツ青少年に対する学習支援は、早期より拠点型（対面型）の活動を縮小してオンライン型学習を中心に実施したため、受講者の

学びの継続には貢献できていると考える。 

・自宅の IT 環境が整っていなかったり、勉強する環境が整っていなかったりする受講者には、拠点型（対面型）、アウトリーチ型支援を継

続実施しているが、感染を最大限防ぐために、教室参加時の検温や手洗い、マスクの着用、アクリル板の設置、密にならない教室作り等

の工夫をこらして実施している。 

 

③ 広報 (※任意) 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

 ・当団体の Facebook 上での公開 

 https://www.facebook.com/support21.org 

  ※概要：2020 年 11 月よりスタートし、当団体の活動全般を発信している 

 

 2.広報制作物等 

・当団体のニュースレター（2021 年 6 月発行）：会員、寄付者、企業、関係団体等に 700 部発送。 

https://support21.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/09/Newsletter-Vol.71.pdf 

  ※4 ページ目に当該事業助成により開講した行徳教室のことを紹介している 

 

3.報告書等 

about:blank
about:blank


6 

 

 ・当団体の 2020 年度事業報告書 

  https://support21.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/09/bb1bd9f47aff671c69ca2f67f0da3640.pdf 

  ※7-9 ページ目に当該事業のことを紹介している 

  

 4.外部向けの活動説明 

 ・第 60 回社会教育全国研究集会 多文化共生・人権分科会「多文化共生・人権尊重をめざす学習」 

日時：2021 年８月 29 日（日）13:30~16:30 

 ・神奈川国際交流財団「令和 3 年度・地域日本語教育フォーラム」にて、事例発表 

  日時：2021 年 9 月 12 日（日）14:00~16:00 

 

2019 年度事業 中間評価報告書（実行団体） 

評価実施体制 

内部／

外部 

評価担当分野 氏名（非公開） 団体・役職 

内部 アンケート調査の実施とデータ分析、

フォーカスグループディスカッション

の実施 

 学習支援室チーフコーディネーター 

事業責任者 

内部 アンケート項目の作成、アンケート調

査の実施とデータ分析、フォーカスグ

ループディスカッションの実施、報告

書作成 

 事務責任者 

about:blank


7 

 

内部 報告書の全般確認とアドバイス  事務局長・理事 

内部 報告書の全般確認とアドバイス  理事長 

 

A）事業のアウトカムの進捗状況の評価 

① 短期アウトカムの進捗状況 

指標 目標値・状態 達成時期 これまでの活動をとおして把握している変

化・改善状況 

１～４．（拠点型支援・アウトリ

ーチ型・オンライン型支援共

通） 

受講者の日本語を読み、書き、

話し、聞く能力が向上する 

支援開始 1 年間で 1 ステージ

以上アップを達成する受講生

が 80％以上を占める 

2022 年度末（事業終了時） 学習支援者の DLA 習得後、2021 年度から

2022 年度にかけて受講者へのアセスメント

を実施予定であり、現時点では受講者の日本

語能力に関する変化・改善状況は把握できて

いない 

１～４．（拠点型支援・アウトリ

ーチ型・オンライン型支援共

通） 

受講者（小中学生）の学校成績

が向上し、学業が継続され、進

級、進学できる 

①評定から１がなくなる・評

定が上がる 

②自己評価が維持される、も

しくは上がる 

③第一志望校進学率 100％ 

維持 

2020 年度末、2021 年度末 

各年度末、3 年間目標値 

維持 

①事業開始以降、継続的に学習支援に参加し

ている受講者については、評定から 1 がなく

なる・評定が上がるといった変化を確認でき

ている 

②受講者への個別ヒアリングを通じて、自己

評価の維持または向上については今までも

確認できていたが、数値として適切に把握す

るため、継続的に学習支援に参加している受

講者（小中学生）に対してアンケートを実施。

回答した 34 人のうち、29 人は学校成績の向

上、自信獲得、勉強が分かるようになった・
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楽しくなった等の回答があり、概ね自己評価

は維持、または上がっている 

③2020 年度は目標値を達成しており、2021

年度についても受験を控えた中学 3 年生は

志望校をほぼ決め、第一志望校への進学に向

けて、拠点型・オンライン型学習支援に積極

的に参加している 

１～４．（拠点型支援・アウトリ

ーチ型・オンライン型支援共

通） 

受講者（高校生）の学校成績が

向上し、学業が継続され、進級、

進学できる 

①評定から１がなくなる・評

定が上がる 

②自己評価が維持される、も

しくは上がる 

③非中退率 100% 維持 

2020 年度末、2021 年度末 

各年度末、3 年間目標値 

維持 

①事業開始以降、継続的に学習支援に参加し

ている受講者については、評定から 1 がなく

なる・評定が上がるといった変化を確認でき

ている 

②受講者への個別ヒアリングを通じて、自己

評価の維持または向上については今までも

確認できていたが、数値として適切に把握す

るため、継続的に学習支援に参加している受

講者（高校生）に対してアンケートを実施。

回答した 14 人のうち、全員が学校成績の向

上、自信獲得、勉強が分かるようになった・

楽しくなった、学習以外の力の獲得等の回答

があり、概ね自己評価は維持、または上がっ

ている 

③2020 年度は目標値を達成しており、2021

年度についても非中退率 100％を維持 



9 

 

３．（アウトリーチ型支援対象

エリア拡大） 

学校や学習支援室以外に学習

の場がつくられる 

10 件 2022 年度末（事業終了時） 現時点では千葉県高洲地域の 1 件だが、同県

の香取市、埼玉県の新座市については、一時

対応としてオンラインでの学習支援を行っ

ている。その他、埼玉県の川口市、さいたま

市、三郷市等では現状把握のためのヒアリン

グ等を進めている 

５．（学習支援者向け支援） 

学習支援者の日本語・学習支援

能力が向上する 

①20 人 

②対応能力の 5 段階評価にお

いて 1 段階以上向上 

③「支援能力が向上した」の

回答が 80％以上になる 

①2022 年度末 

②、③ 2020 年度末、2021

年度末、2022 年度末、3 年

間目標値維持 

①現時点での習得者数は 0 人だが、2020 年

度に全 4 回の勉強会・研修会に参加し、DLA

習得を希望する 15 人を確保できた状況にあ

る。2021 年度は、15 人を対象に、DLA 習得

に向けた実践的な勉強会・研修会を開催予定

である 

②支援者の対応能力の向上について、2020

年度に学習者へのアンケートを通じて実施

予定であったが、学習者本人より、支援者を

評価することの難しさについて意見が多く

出されたため実施を見送った。2021 年度は、

事業コーディネーター等により、支援開始段

階での観察記録に基づく能力向上の確認を

年度末にかけて実施予定である 

③支援者の自己評価について、2020 年度の

アンケート結果では 83％が能力の向上を認

識しており、目標値を達成した。同内容にて
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再度、今年度末にアンケート調査を実施予定 

５．（学習支援者向け支援） 

学習支援者のオンラインでの

日本語・学習支援能力が向上す

る 

①50 人 

②対応能力の 5 段階評価にお

いて 1 段階以上向上 

③「支援能力が向上した」の

回答が 80％以上になる 

2020 年度末、2021 年度末、

2022 年度末 

各年度末、3 年間目標値 

維持 

①オンライン学習支援対応可能者数に関し

て、2020 年度は 76 人であったが、2021 年

度は現在時点で 50 人である 

②支援者の対応能力の向上について、2020

年度に学習者へのアンケートを通じて実施

予定であったが、学習者本人より、支援者を

評価することの難しさについて意見が多く

出されたため実施を見送った。2021 年度は、

事業コーディネーター等により、支援開始段

階での観察記録に基づく能力向上の確認を

年度末にかけて実施予定である 

③支援者の自己評価について、2020 年度の

アンケート結果では 61％が能力の向上を認

識していたが、目標値には届かなかった。同

内容にて再度、今年度末にアンケート調査を

実施予定 

５．（学習支援「開始者」向け研

修） 

学習支援者の日本語・学習支援

能力が向上する 

①対応能力の 5 段階評価にお

いて 1 段階以上向上 

②「支援能力が向上した」の

回答が 80％以上になる 

2020 年度末、2021 年度末、

2022 年度末、3 年間目標値

維持 

①支援者の対応能力の向上について、2020

年度に学習者へのアンケートを通じて実施

予定であったが、学習者本人より、支援者を

評価することの難しさについて意見が多く

出されたため実施を見送った。2021 年度は、

事業コーディネーター等により、支援開始段
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階での観察記録に基づく能力向上の確認を

年度末にかけて実施予定である 

②支援者の自己評価について、2020 年度の

アンケート結果では 63％が能力の向上を認

識していたが、目標値には届かなかった。同

内容にて再度、今年度末にアンケート調査を

実施予定 

５～６．（拠点型・アウトリーチ

型・オンライン型支援） 

散在地域の外国ルーツ青少年、

ムスリム家庭の青少年等の抱

える教育上の課題に関心をも

つ人が増える 

①20 人 

②50 人 

③「関心を深めた」の回答が

80％以上 

①2020 年度末、2021 年度

末、2022 年度末 各年度末 

②、③ 2022 年度末（事業

終了時） 

①2020 年度の新規活動参加者数は 43 人であ

り、目標値を大きく上回った。2021 年度につ

いて、4 月～8 月までの新規参加者数は 32 人

となっており、すでに目標値を達成している 

②、③2022 年度末が達成時期であり、今期実

績はなし 

７．ホームページを通じた広報

活動をきっかけとして、外国ル

ーツ青少年が抱える課題に関

心をもつ人が増える 

年 100 件 2021 年度末、2022 年度末 

各年度末 

特設サイトを制作するための専門業者を複

数選定し、今後連絡を取り制作を進めていく

予定である。当該サイトは今年度中に制作予

定であり、今年度末には達成状況を確認でき

る見込み 
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②  アウトカムの分析「⑧アウトカムの達成度」（※任意） 

評価小項目 評価小項目の評価結果 評価結果の考察 

短期アウトカムは中間地

点でどの程度達成してい

るか 

概ね達成の見込み 設定している９つの短期アウトカムのうち、中間評価時で測定が可能だった 6

短期アウトカム（一部分のみ測定可能だったものを含む）の指標について、初

期値からの進捗を確認した。このうち、5 短期アウトカムは中間評価時点で、

5 割程度の達成が認められた。よって、中間地点で想定される短期アウトカム

は概ね達成されつつあると評価する。 

短期アウトカム「受講者（小中学生）の学校成績が向上し、学業が継続され、

進級、進学できる」、「受講者（高校生）の学校成績が向上し、学業が継続され、

進級、進学できる」については、継続的に参加している受講者の学校成績や満

足度の高さが明らかになった。一方で、短期アウトカム「学校や学習支援室以

外に学習の場がつくられる」については、コロナ禍で活動が制限されており、

進捗に遅れが生じている。 

今後、コロナ禍で活動を計画的に促進していく方法について、関係者間でのグ

ループディスカッション等を実施し、再検討する。 

 

 

 

事業のアウトカムの進捗評価 評価結果の考察 

事業のアウトカムの進捗の程度は、事業終了時には 

 ☐ 短期アウトカムの目標値を上回っての達成の見込みがある  

中間評価時で測定が可能だった短期アウトカムの指標について、9

つの短期アウトカムのうち 6 つのアウトカムについて、判断基準

に基づいて初期値からの進捗を確認できたため、概ね達成される

見込みであると評価する。 
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 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成の見込みがある 

  短期アウトカムの目標値はおおむね達成できる見込みがある 

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成は不透明である 

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成は難しい 

と自己評価する 

一方で、一部開始が遅れている取り組みもあるが、コロナ禍での度

重なる緊急事態宣言の発令により、活動自粛が強いられたこと、団

体と関わりのある外国人住民や内部関係者にも感染が見られ、緊

急対応を要する場面が多く、一時的ではあるが事業実施が困難な

場面があったことによる。下期においてはそれらの状況を考慮し、

目標達成に向けてコロナ禍の事業実施であることを十分に理解し

た上で対応策を施し、計画的に事業を進めていきたいと考える。 
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B）事業の改善状況の評価 

① 事業の実施過程・事業改善に関する評価 

評価項目 評価小項目 評価結果 考察 

実施状況の 

適切性 

活動内容は計画どおりに

実施されているか 

（すべての事業担当者が

「ほぼ計画どおり」以上と

回答する） 

学習支援室の ”実施”

という点から考えれ

ば計画どおり遂行さ

れているが、”成果” を

考えた時には期待し

たほどの結果が得ら

れていないと評価す

る。今後は、受講者の

自立や自己実現とい

った観点からも学習

支援の方法、内容等を

検討していく必要が

ある。 

＜調査方法・結果＞ 

事業担当者 5 名（各教室コーディネーター3 名、教室アシスタント

1 名、大学生チームリーダー1 名）にアンケート調査、後日フォーカ

スグループディスカッションを実施。3 名は「計画どおり」「ほぼ計

画どおり」と回答し、2 名は「あまり計画どおりでない」との回答結

果であった。以下が主に出た意見である。 

 

【計画どおり、ほぼ計画どおり】の回答理由 

・遅刻や無断欠席はまだあるが、受講者の参加率が高まってきてい

ると考えるため。また、支援者も安定して参加している。 

・コロナの感染拡大により、拠点型の学習支援は大幅な縮小開催と

なっているが、オンライン型の学習支援は継続的に行われており、

土曜日と日曜日に加えて、平日も行われるようになった。また、日

本語学習の緊急度、必要度が高い人に対しては、平日もオンライン

と対面を用いて集中的に学ぶ機会を設けており、「一人も取り残さな

い」という目標にかなった支援は行えていると考える。 

・コロナ禍ではあるが、学習支援をはじめ、個々の受講者の居場所、

相談場所、よりどころとしての機能はある程度果たせている。 

 

【あまり計画どおりではない】の回答理由 

・生活面、学習面、心理面など、様々な側面で困難を抱えており、
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長期的視点で支援の達成度を問えば、十分とは言い難く、場当たり

的な支援に陥っている。 

・受講者の情報開示（学校での勉強や成績、宿題の進捗状況、家族

関係等）の程度も様々であり、限られた情報をもとに “今の状況” を

つかむのが難しく、学習計画を立てていくのが難しい。 

・個々の進路選択についてどのように関わっていくべきか模索中で

ある。三者面談等に参加することで、学校－親－子どもを繋ぐ役割

を果たし、保護者や子ども自身の正しい理解を促す、学校側へ外国

ルーツ青少年の抱える困難の理解を促すといったこともしている。

最終的な選択は本人たちであるが、彼らがしっかり情報を把握し、

適切な判断ができるよう、どのようにアプローチすれば良いか悩ん

でいる。 

・アウトリーチ型の学習支援を実施していくために、大学生のネッ

トワーク化、コミュニティづくりを担っているが、オンライン上で

のやり取りであるため関係づくりが難しく、大学生支援者の数が十

分に確保できていないように感じることがある。 

 

＜考察＞ 

「ほぼ計画どおり」以上との回答結果は半数以上であったが、「あま

り計画どおりではない」との回答もほぼ同数あった。学習支援の「実

施」という観点からみると、コロナ禍にあって縮小開催ではあるが、

拠点型学習支援においても受講者・支援者ともに安定的に参加して

おり、加えて、オンライン型学習支援も継続的に実施できているこ
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とから、計画どおり進んでいると評価する。 

ただ、事業が順調に進み、子どもやその保護者との関係が深まって

くると、子どもたちの置かれた現状の厳しさや社会との関わりの希

薄さも浮き彫りにされる。「学習支援」の活動が、彼らの自立や自己

実現等に結びついているのかどうかを考えると、現在の取り組み（学

習支援、進路選択への相談対応等）だけでは十分と言えないのでは

ないかという点も確認した。 

実施状況の 

適切性 

活動を進める上で支障と

なる新たな問題等は適切

に把握され、対応できてい

るか 

教室担当者による直

接観察や、関係者が集

う定期的なミーティ

ング等により新たな

問題等の把握・対応は

概ね適切に出来てい

ると評価する。ただ

し、学習支援のオンラ

イン化は今後も続く

ことが予想され、より

効果的な学習支援の

形を検討する。 

＜調査方法・結果＞ 

事業関係者 5 名（各教室コーディネーター3 名、教室アシスタント

1 名、大学生チームリーダー1 名）にアンケート調査、後日フォーカ

スグループディスカッションを実施。 

5 名全員が活動を進める上で支障となる問題等の発現を認めてお

り、適切に把握されているものの、対応状況については「ある程度

対応できている」（1 名）、「あまり対応できていない」（4 名）の回答

結果となっている。 

 

【共有された新たな問題】 

1．コロナの感染拡大が続く状況で生じている問題 

①学習機会の減少 

⇒縮小開催が強いられている状況にあり、学習機会を失っている受

講者もいるように思うが、その実態が十分に確認できていない。 

②受講者の相談機会の減少 

⇒受講者やその家族とは、オンラインだけでなく、メールや電話で
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も連絡を取るようにはしているが、対面時に子どもたちとのやり取

りの中から拾い上げられた問題の「芽」がオンラインでは拾いにく

い。 

③家庭内での感染予防策の認識の不十分さ 

⇒教室においては、各種対策（来室時の検温や手洗い、アクリルパ

ーティションの利用、密にならない教室環境づくり）は施せている

が、各家庭内における感染予防策に不安を覚えることが多い。これ

は即ち非常事態における外国ルーツ青少年、およびその保護者の脆

弱性が露呈したとも言えよう。 

 

2．保護者とのコミュニケーションの問題 

⇒子どもやその保護者との関係構築に難しさを感じている。知見の

あるスタッフに相談しつつ、言語的、心理的、民族的、宗教的な価

値観や家族内のルールに配慮しながら、適度な距離感で一線を越え

ないように関係づくりを進めている。 

 

＜考察＞ 

関係者が集う定期的なミーティングや教室担当者からの週次報告を

通して、活動を進める上で支障となっている問題については共有で

きており、その都度、関係者間で対応策の検討と実施はできている

と考える。 “コロナウイルス” といった社会的課題について「あまり

対応できていない」の回答が大半を占めたのは当然の結果でもある。

オンライン型学習支援は、その対応策としてスタートさせたもので
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あるが、１年半の実施継続の結果、オンライン型学習の利点のみな

らず、拠点型（対面型）の学習支援の利点（学習者とのコミュニケ

ーション、関係づくりのしやすさ）も明らかになっており、今後の

事業実施に活用できる知見を得た。 

実施状況の 

適切性 

活動内容は計画通り実施

されているか 

（事業関係者にて活動が

計画通り実施されている

と合意できる） 

担当者の業務記録や

報告書の確認、日々の

電話やメール等での

進捗確認により、活動

内容は計画通り実施

されていると評価す

る。 

＜調査方法・結果＞ 

各担当者から提出される業務記録や報告書の内容、日々のやりとり

を通して確認した。拠点型学習支援室を担当するコーディネーター

からは週次で業務記録がオンライン上で共有されており、直接観察

の結果、計画通り実施されていることを確認している。また、アウ

トリーチ型学習支援のためのネットワークづくりを進める大学生チ

ームも、アウトリーチの箇所数は限られるが、ネットワークの構築

に向けて定期ミーティングを開くなど、ほぼ計画通りに実施してい

る。 

 

＜考察＞ 

拠点型、アウトリーチ型、オンライン型学習支援のどれにおいても、

担当者が着実に業務をこなしており、コロナ禍において困難を覚え

る面もあるが、概ね計画通り進んでいると評価する。 

オンライン上での業務記録の共有においては、教室担当のコーディ

ネーターと事業担当者間だけでなく、その他の拠点で活動するコー

ディネーター、アシスタント、当団体役員や他業務に従事するスタ

ッフも閲覧できるようになっている。多角的な視点で状況を捉える

ことで、問題の発見や解決が見えてくることもあり、非常に有効で
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ある。関係者から適宜情報提供がなされたり、コーディネーター業

務の範疇を超えること（継続的対応を要する受講者からの相談など）

は当団体スタッフが引き継いだりといった、「チーム」の体制が構築

されつつある。コーディネーターが計画通り活動を進めていく上で

も、体制やシステムの確立は必須である。 

実施状況の 

適切性 

活動内容は期待された成

果をあげているか 

9 割の支援対象者が

「ほぼ期待どおり」以

上の回答をしている

ことから、適切に事業

が実施されていると

評価できる。活動の改

善案についてはすで

に 寄 せ ら れ て い る

様々なアイデアを適

宜検討し、活動の質の

向上に繋げる。 

＜調査結果＞ 

アンケート対象：拠点型（目黒、錦糸町、行徳）、アウトリーチ型、

オンライン型学習支援参加者 小中高生 

回答者：48 人（小学生：16 人、中学生：18 人、高校生：14 人） 

9 割の支援対象者が「期待以上」「期待どおり」「ほぼ期待どおり」と

回答しており、1 割の支援対象者が「やや期待はずれ」「期待はずれ」

と回答している。上記結果を見る限り、支援対象者にとって、活動

は期待された成果をあげていると言うことができる。 

 

また、団体の活動をよりよくするため（期待された成果をあげるた

め）に出されたアイデアについて、約 2 割は「今のままで良い」と

いった回答結果であったが、学習頻度や方法、内容、支援者につい

ての様々な声が寄せられた。 

各質問事項の回答について、回答数が多かった内容のみを記載し、

詳細は “【別添資料①】支援対象者向けアンケート（さぽうと２１）” 

の通りとする。 

 

■質問：学習支援に「参加をする前」と「今」を比べてどうか 
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【「期待以上」「期待どおり」「ほぼ期待どおり」】 

・学校の勉強が分かるようになった 

・学校の成績が上がった 

・勉強について、前よりも自信がついた 

【「やや期待はずれ」「期待はずれ」】 

・自分の好きなことをやる時間が減った 

・親が勉強について、うるさく言うようになった 

・ボランティアの先生の話ややり方に合わせるのが難しい 

 

■質問：「こうしたらもっと良くなる」というアイデアについて 

【学習頻度や方法について】 

・さぽうと２１で勉強できる日をもっと増やす 

・対面授業のほうがわかりやすいと思う 

・同じ学年の人たちと一緒に勉強し、お互いにわからないとこなど

を解説し合う。それにより、本当に自分は理解しているかがわか

ると思う 

【学習内容について】 

・国の言葉を教えること 

・一緒にプログラミングをしてくれる先生がいて欲しい 

【支援者について】 

・色んな先生と勉強したい 

・なるべく同じ先生がいいと思う。他の先生だとどこをやらないと

いけないのか、どうアドバイスすればいいのか、その子に合った
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教え方覚え方は、どんなのかがあまり分からなくなるかもしれな

いから 

【その他】 

・ボランティアの先生に感謝を伝えるイベントを作る。先生に教え

てもらうことを当たり前のように感じて、感謝をしていない学生

が多いと思う 

・コロナが終わったらまたみんなで何か食べたり作ったりしたい 

 

＜考察＞ 

受講者の大半から、現在の活動について期待どおりとの回答を得て

いる点は高く評価できる。より期待された成果をあげるための意見

についても様々な回答が寄せられており、今後、内部関係者や支援

者も交えた場にて結果を共有し、学習支援の方法やかたちづくりの

面から改善を検討したい。 

オンライン型学習支援が開始してから 1 年半が経とうとしている

が、拠点型（対面型）の授業を望む声があったり、オンライン上で

も対面学習を再現するような学習環境を望む声があったりすること

から、今後はオンライン型と対面型の適切な選択、双方の利点を最

大限に生かした学習支援のあり方、バランスへの配慮等、受講者の

学習意欲の維持、向上につながるような工夫が必要であると考える。 
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実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

事業を通して新たなアイ

デアは生まれたか 

半数の担当者は新た

なアイデアを積極的

に実践できており、そ

の点については評価

できる。成果について

は、今後丁寧に確認さ

れていくことが求め

られると考える。ただ

し、アイデアが生まれ

てもコロナ禍で実践

する機会を逸してい

ることも事実であり、

どのように対応して

いくかが課題である。

今後は、アイデアをよ

り適切に実行するた

めに、専門家（研究者）

や支援機関の関係者

にも助言を仰いでい

きたい。 

＜調査方法・結果＞ 

事業関係者 5 名（各教室コーディネーター3 名、教室アシスタント

1 名、アウトリーチ実施のための学生チームの取り纏め 1 名）にア

ンケート調査、後日フォーカスグループディスカッションを実施。 

事業を通して新たなアイデアが生まれたと回答した人は 5 名のうち

4 名おり、そのうち 2 名はすでに新たな取組に着手している。具体

的な回答結果を以下に記す。 

 

【新たに取り組んでみたい活動】 

・母語の継承語教室を実施する仕組みをつくる 

※実施の意図・目的：言語教育学分野（日本語教育学分野も含む）

や教育社会学分野等、様々な分野の知見により、外国ルーツ青少

年がホスト国の言語ではなく、母語や継承語を学ぶことの意義が

示されており、将来的に継続して母語・継承語教室を実施するた

めに、学習者の言語習得レベル・学習意欲の確認、授業構成（文

字・語彙・文法・読解・会話などのカリキュラム）の検討のため

に実施した。また、子ども達にとっても「自分の言葉」と思う言

葉で自然に話すことが許される空間があることで、自分の文化が

認められるという承認の感覚を得ることや、普段の学習に向かう

意識変容が期待できると考えた。 

⇒実施状況：夏休み期間中の 7 月 29 日、31 日、8 月 7 日の計 3 回

実施。初めて実施したため遊び程度のものとはなったが、日本語

で話す時の表情とは全く違っており、母語で表現する時には自信
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に満ちているようにも感じ、改めて母語の継承語教室の必要性を

感じた。今後も継続的に実施したいと考えており、どのような頻

度、内容とするかは検討が必要だが、子どもたちの日本語及び母

語・継承語の言語的能力の向上、アイデンティティの形成、少数

者の文化が認められ尊重されるという空間の確保に資するものと

考える。 

・災害時の対応策等についての情報提供やワークショップの実施 

⇒実施状況：受講者や保護者には折りに触れ、教室で直接、または

電話やオンライン上で伝えている。ただし、一度だけの伝達では

理解も不十分で、情報や知識として蓄積されないようで、継続し

て情報を提供し続ける必要性があることも実感している。特にコ

ロナについては刻一刻と情報が変化していくため、新しい情報を

適切なタイミングで伝えていく必要がある。それらを皆で学ぶ時

間（ワークショップのイベント等）をオンライン上で設け、定期

的に開催していくことも効果的であると考える。 

・コロナに感染してしまった場合の連絡先や、家庭内隔離の方法を

受講者の学習内容に組み入れる 

⇒実施状況：感染拡大により教室が縮小開催になっており、受講

者が教室参加できない状況にあった。 

教室（錦糸町）活動に参加している 3 家族のうちの 2 家族は家庭

内感染が確認されたが、その対応ぶりから、情報の不足、対応す

る日本語力の不足を感じている。 

・進路やキャリアについて保護者含めて考える機会を増やす。 
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＜考察＞ 

コロナ禍でも受講者と関わり続けていることに加え、新たな受講者

層の参加もあり、新しいアイデアが生まれている状況にあることは

評価できる。今後の課題としては、そのアイデアをより適切に実施

するために、具体的な対応方法を考えることにあると考える。その

際には、専門家（研究者）や支援機関の関係者にも助言を仰ぎなが

ら実施していきたい。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

学習者・支援者・関係者に

かかわるデータは適切に

管理されているか 

情報の更新の部分に

ておいて改善の余地

があるものの、適切に

管理されていると評

価する。 

＜調査方法・結果＞ 

当団体内規定、「個人情報保護に関する方針（プライバシーポリシ

ー）」（2013 年 5 月 28 日制定、2020 年 6 月 15 日改訂）の第 5 項に

基づき、学習者・支援者・関係者にかかわるデータが適切に管理さ

れているか、取り決め事項をすべて満たしているか事業関係者にて

確認作業を実施。結果、すべて満たされていることを確認した。 

 

＜考察＞ 

学習者、支援者の個人情報は、現在、紙媒体で施錠可能な場所にフ

ァイルを保管すると共に、Excel データにて情報システム内で管理

し、特定された利用者のみが必要な時に情報を確認できるようにし

ている。連絡先（電話番号や住所等）に変更があった場合には、紙

媒体と Excel データの両方の更新を行う必要があるが、作業漏れも

わずかに確認されており、双方の情報が揃っていないものが幾つか

あった。連絡を受けた者が更新作業にあたるが、漏れのない更新作

業の徹底が課題として挙げられる。 
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実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

活動により得られた知見

は整理されているか 

各教室担当者による

知見の整理について

は、各担当者により詳

細に記され、丁寧に行

われていると評価す

るが、内部共有を目的

とされたものであり、

外部公開できる形と

はなっていない。個人

情報を多分に含むた

め、外部公開を考えて

いく上では慎重な検

討が必要となる。 

＜調査方法・結果＞ 

事業関係者 5 名（各教室コーディネーター3 名、教室アシスタント

1 名、大学生チームリーダー1 名）とフォーカスグループディスカッ

ションを実施した。ディスカッションの中で出された意見は以下の

通りであり、概ね知見の整理はされており報告書としてまとめられ

ていると評価できる。 

 

【各教室コーディネーター】 

・週次にて業務記録をつけており、活動により得た知見についても

記すようにしている。 

・報告書としてはまとめているが、内部保管を前提とした記述であ

り、外部に公開できる形ではない。個人情報が多く含まれるため、

外部公開を考える際にはどのような形とするか慎重な検討が必要。 

 

【アウトリーチのための学生取り纏め担当】 

・学習支援ボランティア「開始者向け」の資料として、知見を整理

しており、内部に限らず必要に応じて一部を外部発信できるよう、

作業を進めている。 

 

＜考察＞ 

各教室担当者が記している業務記録は、あくまで内部用の報告書で

あるため、外部公開は想定していない状況にある。今後、外国ルー

ツ青少年の現状、抱える課題等を知ってもらうための貴重な資料と
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もなりうるため、外部公開を想定した上で報告書を記していくこと

も検討していく必要があると考える。 

組織基盤強化・

環境整備 

人材（事業を効果的に実施

する)は育っているか 

各活動の計画的、安定

的な実施からも、事業

を効果的に実施する

人材は確実に育って

きていると評価する。

一方で、各担当者一人

に任されている部分

も多く、事業を遂行で

きる人材が限られて

いる。 

＜調査方法・結果＞ 

事業実施に携わる当団体スタッフと役員、当該事業の実施責任者（コ

ーディネーター）の計 4 名にて協議し、現状の把握と達成状況の確

認を行った。現錦糸町教室、行徳教室の担当者 2 名については、両

名とも日本語教育等の経験をもつが、教室のコーディネーターとし

ての活動は初めてであったため、目黒教室のコーディネーターやア

シスタントとの密な連携により、一つ一つ課題を乗り越え、今に至

っている。コーディネーターとして教室活動を始めてから約 1 年が

経つが、受講者も支援者も安定して活動に参加しており、また、受

講者からは様々な相談が寄せられていることから、コーディネータ

ーへの信頼の厚さがわかる。 

また、アウトリーチ型の学習支援についても、2020 年 12 月より千

葉県高洲地域でのスポット支援がスタートし、近隣在住の大学生が

まとめ役となって教室の運営を支えている。人数は小規模であるが、

受講者は安定して活動に参加しており、自分たちの夢や希望、愚痴

や悩みも打ち明けられる、貴重な学習の場となっている。その他の

アウトリーチ先についても、大学生が積極的に参加できるようにネ

ットワークの維持、発展に向けて、環境を整えつつある。 

以上より、事業を効果的に実施する人材は十分に育っており、特に

アウトリーチの活動を中心にして、新しい人材の事業参加が著しく、
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これから更に活動範囲が広がっていくことを期待している。 

 

＜考察＞ 

新しい人材の事業参加については、拠点型、アウトリーチ型学習支

援ともに達成できていると評価する。一方で、拠点型学習支援に関

しては、各教室担当のコーディネーターが担う部分も大きいため、

より事業を効果的に実施するためにアシスタントを配置するなど体

制の拡充も検討が必要である。さらに、今後の課題として、継続的

に実施予定である錦糸町教室、行徳教室、高洲教室のコーディネー

ターが交代となった場合の知見の共有、引継ぎが挙げられる。安定

的・継続的な教室実施を実現していくため、受講者や支援者との信

頼関係の構築、学習にふさわしい環境づくり等、知見が文書等で適

切にまとめられている必要があると考える。 

組織基盤強化・

環境整備 

人材（事業を適宜評価でき

る）は育っているか 

事業を適宜評価でき

る人材は育ってきて

いると考えるが、工夫

すべきポイントは複

数あり、評価に取り組

むための十分な時間

の確保、スキルアップ

のための時間の確保

が必要であると考え

る。 

＜調査方法・結果＞ 

事業実施に携わる当団体スタッフと役員、当該事業の実施責任者（コ

ーディネーター）の計 4 名にて協議した。事業については、月次の

内部ミーティングの場で毎回報告しており、簡潔にではあるが事業

評価をその都度行っている状況にある。月次ミーティングを通じた

評価の実施や、事前評価の経験を踏まえ、組織内の人材が事業評価

を行えるようになってきていると考える。一方で、事業の継続的な

実施のための活動やその他業務への対応に割かなければいけない時

間も多く、事業評価に取り組む時間は非常に限られているのも事実

である。本来であれば、評価に関する文献からより多くの知識を得
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たり、研修に参加したりする等も考えていたが、実際には行えてい

ない状況にあり不十分さもある。 

 

＜考察＞ 

組織内の人材による事業評価は適切に行われており、人材は育って

きていると評価できる。事業を計画通り進めていくことと同様に、

事業を適切に評価し、適宜軌道修正を図っていくことは非常に重要

であると考えており、文献調査や外部の専門家に指導いただく等、

積極的に知見を深めていくことの必要性を感じている。 

組織基盤強化・

環境整備 

組織体制・事業体制は改善

されてきているか 

計画どおり実施でき

る体制はなんとか構

築されているが、人員

が十分とは言えない

ため、予期せぬ事態が

起きると計画通り実

施されない状況にも

ある点で改善が望ま

れる。現体制でできる

ことには概ね取り組

んでいるものの、活動

の拡充を目指すには

人員を増やす等の対

応が必要となる。 

＜調査方法・結果＞ 

事業関係者 5 名（各教室コーディネーター3 名、教室アシスタント

1 名、大学生チームリーダー1 名）にアンケート調査、後日フォーカ

スグループディスカッションを実施。 

3 名が「改善されてきている」と回答し、2 名は「どちらでもない」

「改善されていない」と回答している。出された意見は以下の通り

である。 

 

【改善されてきている】 

・支援者が固定されてきており、定期的に参加くださることで教室

運営がしやすくなった。 

・利用する会場について複数確保でき、予約や支払方法など事務処

理的な部分も明確化したため、実施しやすくなった。 

・以前のような対面型の授業に代えて、オンライン型の学習支援を
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行えるようになっているため。 

・広報に関連して、人材の拡充は難しいため、現体制で出来ること

として、住友商事サポートチームとの協働を通じて以下 3 つを実

施 

①既存の広報媒体の充実化：Facebook の始動と定期的な発信によ

り、新しい層へのアプローチが可能となったことで会員・寄付は

徐々に増え、学習支援ボランティア希望者についても増加傾向に

ある。ホームページの内容も改訂し、以前より見やすく必要な情

報にアクセスしやすくなっている。 

②広報誌（パンフレット）の作成：団体のことを初めて知る方用

に新たに作成したことで、イベント開催時等により多くの層にア

ピールできると考える。 

③寄付を集めやすくするための仕組みづくり：ソフトバンク「つ

ながる募金」への申請、承認は済んでいる。アマゾン「みんなで

応援プログラム」、への申請も完了しており、物的・資金的支援が

増えることに期待している。 

 

【どちらでもない/改善されていない】 

・支援者をもう少し増やしたいと思う。 

・教室担当のコーディネーターが様々なことを一人で管理しすぎて

しまっているため、万が一のことがあると教室運営に支障が生じ

ることとなる。一人で行っていることで休みをとりにくい状況に

あるため、補助者がいてくれると良いと思う。 
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・組織体制の改善（人材の補填）はされておらず、少人数にて実施

中であり、活動規模も拡充されている分、一人ひとりの負担は相

応に大きくなっている状態である。 

・収益体制について、先に住友商事サポートチームとの協働事例を

記したが、現体制で実施可能なことは広く取り組んできたものの、

実施できることには限りがある。堅固な収益体制を築くためには、

人材の拡充等、根本部分での改善が望まれる。 

 

＜考察＞ 

人材・収益体制の改善について、一部改善は見られるものの、事業

規模・内容の拡大をはかれるほどにはなく、今後、新たな人材の拡

充等の検討が必要である。 

人員体制について、拠点型の学習支援室を担当するコーディネータ

ー複数名からアシスタント的役割の方を求める声が聞かれ、体制の

見直しが必要であると考える。今まではトラブルに遭うことなく教

室の実施ができていたが、何かあった際に現場にいるのがコーディ

ネーター1 人といった運営体制には不安がある。 

また、収益事業の体制に関しては、住友商事サポートチームの協力

により現体制の中で実施できること（広報媒体の充実、新しい寄付

の仕組みづくり）は実行したものの、組織体制自体を変えることが

できていないため、新しい取り組みは実施しにくい状況にあり、課

題である組織基盤強化には至っていない。 
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② 短期アウトカムの状態の変化・改善に貢献した要因や事例 

・受講者の自己評価の維持、向上 

 アンケート実施の際に回答した 9 割以上の受講者が自身の自己評価の維持や向上を認識している。拠点型・アウトリーチ型・オンライン型

の学習支援に継続的に参加できていることが、自身の満足感にもつながり、学校成績の向上等に繋がっていると考える。 

・支援者の支援能力の向上 

 学習支援室コーディネーターの観察記録に基づくが、支援者の支援能力は向上しており、経験年数の長い支援者はもちろんのこと、開始間

もない支援者から受講者の状況（成績や学習の達成目標、バックグラウンド等）を尋ねられることも多く、限られた学習時間を実り多いも

のにしようとする積極的な姿勢が見られる。 

・新規参加者（支援者）の継続的な増加 

 Facebook やホームページ、外部での団体活動の紹介等を通じて参加くださる方が継続的にいるため、拠点型・オンライン型の学習支援が

滞りなく行われている。また、文系に限らず理系科目を得意とする支援者も一定数いるため、様々な科目に対応することができており、受

講者の満足度の高さにも影響していると考える。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

・事業の自己資金の一部として、会員からの会費を見込んでいたが、コロナの影響により例年より納入額が減少した。 

・資金分配団体の非資金的支援（住友商事社員による組織支援）により、以下 3 つの成果が得られた。 

①Facebook の始動と継続発信、既存ホームページの刷新により、多くの人に活動を知ってもらうことができ、会員・寄付者、学習支援ボ

ランティアの増加が顕著にみられた。これらの活動を通して、第三者に分かりやすく、また継続的に情報発信をしていくことの重要性、言

語化して発信することの意義を関係者間で認識することができた。 

②継続的に寄付をもらえる新しい仕組みづくりを検討し、2 つのプログラム（ソフトバンク「つながる募金」、アマゾン「みんなで応援プロ

グラム」）に登録を済ませた。これにより、違った層へのアプローチが可能となることが予想される。 

③現体制で継続的に広報業務に取り組んでいくためには、既存の業務の効率化を検討し、時間の捻出が必要であることを団体内で共通認識

として持つことができた。その一つとして、相談業務の一部分である、記録シートの改訂（正確な記述を促し、データ集計しやすくする）
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がなされた。 

・学習支援のオンライン化により、事務所のある関東近郊に限らず他県からの参加者も見られ、在宅しながら活動できることのメリットから

支援者が増え続けている。一方で、拠点型（対面型）学習支援を中心に活動していた一部支援者からは、オンライン上で行うことの技術的

な難しさやコミュニケーションを図ることの難しさを指摘する声も寄せられ、活動を一時中断している人もいる。 

 

 

   事業計画の改善の必要性の確認 

  社会課題のニーズに事業計画の内容は合致している 

  受益者や事業対象グループのニーズに事業計画の内容は合致している 

  事業計画に記載している活動は、アウトプット➾アウトカムへのつながりが実際に確認できている 

 ☐ 残りの期間の資金配分・人員体制・スケジュールは活動を円滑に行えるよう計画されている 

  短期アウトカム指標は、事後評価時に測定し、達成度を評価することが可能な内容になっている 

 

 

 

 

事業の改善状況の評価結果 評価結果の考察 

残りの事業期間で、事業が短期アウトカムを達成する

ために 

 事業計画は適切に改善されたといえる 

☐ 事業計画を適切に改善する見込みがある 

☐ 事業計画の改善について、課題が残っている 

 

と自己評価する 

中間評価を実施したことにより、主なアウトカムにつながるアウトプットの阻害

要因及び貢献要因を検証することができた。それにより、新たなニーズや不足し

ていた取り組みが明らかになった。特に、今後も続くコロナ禍で安定的、継続的、

また、発展的に事業を行っていくかが今後も課題であり、事業関係者との協議を

適宜重ねていく。 


