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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２６日 

● 事 業 名 ： CLD青少年のための市民性教育プログラム 

● 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 ： 高岡外国人の子どものことばと学力を考える会（アレッセ高岡） 

● 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 

 

 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＊ 

市民性教育講座

の実施 

①参加者数 

②講座の実施数 

①参加者 ：200（2020年度）、400

（2021年度、2022年度）（年間延

べ人数） 

②実施数：5回（2020年度）、12

回（2021年、2022年各年度）な

お、不就学児童生徒の取り込み 

毎年年度末 ①参加者数：62(2021年度上期) 

②講座の実施数：3回(2021年度上期) 

3 

SDGsフォーラム

の実施 

①エントリー数 

②フォーラム参加

者数  

①エントリー数：10組（2020年

度）、20組（2022年度）、 

②フォーラム参加者：150名（2020

年度）、200名（2022年度）、 

2021年 3

月 

2022年 2

月 

2021年度は①，②いずれも該当なし ４ 
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③間接的インパクト（エンゲージ

メント）：10,000以上（2022年

度） 

フィルムフェス

ティバルの実施 

①映画制作ワーク

ショップ参加者数 

②映画祭参加者数  

①ワークショップ参加者数：10名

以上 

②映画祭参加者：200名 

①2022年 3

月 

②2022年 4

月 

①2021年度下期実施予定 

②2021年度は該当なし 

4 

各種事業の運

営・参画（青年

部） 

①参加者数 

②従事時間数  

①青年部第 1期メンバー：10名参

加 

②従事時間数：1名あたり 10時間

以上 

2023年 3

月 

①参加者数：10名参加(2021年度 8月

末時点) 

②従事時間数：2時間(2021年度上期) 

2 

学習・進学支援

プログラムの実

施 

①登録者数（対面

学習支援教室） 

②従事時間数（対

面学習支援教室） 

③進路状況 

④ICT活用支援参

加人数（オンライ

ン学習支援） 

①登録者数の増加（40名）及び不

就学児童の取り込み 

②従事時間数:月 26時間 

③進路状況：本人が希望する進路

の実現 

④1年間の延べ人数：2020年度 300

人、2021年度 500人、2022年度

800人（1人 1回２時間で週 2回実

施） 

毎年年度末 ①登録者数（対面学習支援教室）：17

名(2021年度 8月末時点) 

事業開始以降の新規登録者 16名、卒

業及び辞退８名 

②従事時間数（対面学習支援教室）：

平均 17.2時間(21年度 4月〜8月末） 

③進路状況：対象者なし 

④ICT 活用支援参加人数（オンライン

学習支援）：延べ 114人 

3 

進学・就職説明

会・相談会の実

施 

①参加者数 

②実施数 

①参加者数の増加（60名）及び不

就学児童の取り込み 

②実施数：年 3回 

毎年年度末 2021年度下期実施予定 4 

＊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 

・対面の学習支援教室だけでなく、オンライン学習支援教室を開設し、地域の感染拡大状況が悪化した際には対面教室を休止してオンラ

イン教室で支援を継続した。 

・オンラインで実施が可能なイベントについては、できるだけオンラインを活用し、難しい場合は地域の感染拡大状況に留意しながら、

適宜延期するなどの措置をとった。 

・飲食や宿泊を伴うイベントは中止し、イベントの規模も会場の広さに合わせて密にならないよう、入場制限を行なった。 

・オンラインでの学習支援や市民性教育講座、SDGsフォーラムが実施できるよう、タブレットやタッチペン、Wi-Fi機器等を購入し、希

望者に無料で貸し出せるよう体制を整えた。 

・非接触式の電子体温計を購入し、学習支援教室や各種イベント会場で参加者の事前の体調確認を行なった。 

・学習支援教室にアクリルパネルを設置し、支援者と学習者間の感染を予防した。 

・学習支援教室では、消毒液や除菌シート、予備マスクなどを常備し、使用した机やパネルを授業ごとに消毒するなど、飛沫・接触感染

の予防を徹底した。 

 

③ 広報 (※任意) 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等） 

・2021年 6月 27日 富山新聞『火災時の対応学習』 

概要：当団体が、高岡市木舟町の山町筋防災センターで防災ワークショップを行い、ブラジル国籍の中高生や家族、近隣住民ら約 30人が火

災時に適切な対応を学んだ。 
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・2021年 6月 27日 北日本新聞『地域防災 外国人も参加』https://webun.jp/item/7767453 

概要：同上 

・2021年 9月 12日 読売新聞『共生社会実現 道半ば』 

概要：「多様性と調和」を大会理念とする東京五輪・パラリンピックが開催されたことに因んだ、富山県内での共生社会の実現に向けた動

きを問う連載記事にて、当団体理事長と元生徒がインタビューを受けた。 

2.広報制作物等 

・2021年度市民性教育プログラムワークショップ（4月〜9月開催予定イベント）チラシ 400部、ポスター400部（2021年 6月配布） 

・2021年 6月 26日防災講座「煙中体験・消化訓練〜火が出たらどうする？けむりの怖さを体験しよう！〜 案内チラシ 100部 

3.報告書等 

 なし 

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・FGDの設計、FGDのデータ分析・考

察、直接観察の実施、報告書とりまとめ 

 理事長 

アンケート・FGDの設計、FGDのデータ分析・考察  理事 

アンケート調査のデータ分析・考察  理事 

アンケート調査のデータ分析・考察  理事 

アンケート調査のデータ分析・考察  副理事長 

調査票の作成、データ分析・考察  事務局員 
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外部 資料の分析、FGDを踏まえた評価コメント提供  外部評価委員（椙山女学園大学名誉教授） 

 外部評価委員（琉球大学教授） 

 外部評価委員（お茶の水女子大学准教授） 

 

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 

高岡市とその周辺地域において、CEPの一事業である市民性教育講座への参加により、CLD青少年の市民性が形成された状態になる。 

 

 

 

 

①社会やコミュニティ

の理解・つながりの深

さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①社会やコミュニティへの理解・

つながりが深まる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年年度

末 

以下、市民性教育講座（CEP 講座）参加者対象のアンケート調

査における CLD青少年の回答（2021年度上期 1回：CLD青少

年参加者計 13名)および 2021年 9月に実施した CLD青少年対

象のアンケート調査結果からの考察 

指標①について： 

2020年度、2021年度の講座参加者において、「今自分が住ん

でいる町が好き」との回答がいずれも平均 4.2以上（5段階評

価）となり、居住地域への好感度は高く、「多様な文化的背

景の人と一緒に生活したり勉強したり働いたりすること」へ

の回答も平均 4.2（５段階評価）と「よい」との印象を持って

おり、講座の狙いである多様な人々と共に生きることの積極

的な意義を感じている。 

一方、自分の住んでいる地域（政治経済、歴史、文化）につ

いての関心を尋ねる設問では、「よく知っていて自分の考え
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②社会問題や主体的な

社会参画への意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③自己の視点・意見を

他者と共有する意欲や

意識 

 

 

 

 

④自己肯定感 

 

 

 

 

②社会問題や主体的な社会参画意

識が高まる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③主体的に考え、自己の視点・意

見を他者と共有する意欲が高まる 

 

 

 

 

 

④自己肯定感が高まる 

 

 

 

を持っている」が 14%にとどまり、居住地域の政治経済・歴

史・文化への関心はまだ低いことが分かった。 

指標②について： 

SDGsを代表としたグローバル課題についての関心度を尋ねる

設問において、「よく理解し自分の見解を持つ」が 43%、「意

見は持っていないが、内容は理解している」が 29%と、グロー

バル課題についての関心の高さが窺えた。一方、地域の活動

への参加有無を尋ねる設問に対しては、活動への参加や提案

等、地域活動へのかかわりをもつ CLD青少年が半数以上を占

める一方、参加を拒むような意見（「参加したくない」43%）

の割合も高く、課題も見られた。また、自分たちが住んでい

る町をより良くするため「文化を知る」「外国人関係なく同

じにする」などの意見があり、社会参画の第一歩として、自

分の考えを持つようになっている様子が窺えた。 

指標③について： 

話し合いを大切にして他者と理解・共感し合うことに関する

各設問において、CLD青少年の自己評価・支援者による他者評

価ともに全体的に高く（ほとんどの項目で 3.5以上（５段階

評価））、特に話し合いの場での「聞く」姿勢が高く評価さ

れている（CLD青少年自己評価：平均 3.9、支援者他者評価：

平均 3.8）。 

指標④について： 

自己肯定感に関する各設問（５段階評価）における CLD青少

年の平均値は、「自分のことを大事に思うか」3.1、「自分に
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⑤学習と社会・キャリ

アの関係性についての

認識 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥思考力・自己表現力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤キャリアデザインについて具体

的に話せるようになり、学習と社

会・キャリアが結びつくようにな

る 

 

 

 

 

 

 

 

⑥意欲的に考え、表現しようとし

ている 

自信があるか」3.2など、3 以上ではあるものの他の設問群に

比べると相対的に低めだが、自分自身のルーツに関心が高い

様子が窺える（「自分のルーツに関心をもっているか」

3.7）。支援者による他者評価では、「CLD青少年は親の文化

を否定したり、自分を見失ったりすることなく、他者に自分

のルーツや、文化的ルール、社会的偏見などについて話して

いるか」が平均 3.0とやや低い一方、「CLD青少年は異なる文

化などに興味を示し、人それぞれが違うことを理解し、相手

と自分両方を尊重しているか」が平均 3.9と、CLD青少年は自

分のルーツに関することを積極的に話すことはないものの、

人それぞれの違いを尊重していると評価されている。 

 

指標⑤について： 

キャリアデザインの意識や学習との結びつきに関する自己評

価（5段階評価）では、自身の将来についてよく考えているこ

とが窺える一方（例：「進路、キャリアについて考えている

か」平均 3.6）、情報収集や視野の狭さに課題がある（例：

「色々な仕事があることやその内容について知っているか」

平均 3.2）。支援者による他者評価（5段階評価）では、全体

的に CLD青少年の自己評価ほど数値は高くなく、特に CLD青

少年に視野の狭さや経験の乏しさを感じているようである

（例：「CLD青少年は社会のことに目を向け視野を広げようと

しているか」2.9）。 

指標⑥について： 
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思考・表現への意欲に関する設問（5段階評価）においては、

青少年・支援者ともに、CLD 青少年が積極的に自己を表現して

いると評価している（例：「人の気持ちを考えて、話し、行

動しているか」CLD青少年自己評価平均 3.6、「CLD青少年は

話し合いの場で、自分の意見、気持ちをはっきりと伝えてい

るか」支援者他者評価平均 3.8）。 

高岡市とその周辺地域において、CEPに関する活動への参加・協力により、CLD青少年の関係者（団体関係者・支援者・保護者等）の市民

性が形成された状態になる。 

 

 

 

 

①CLD青少年に対する

期待値・評価 

 

 

 

 

 

②CLD青少年に対する

social agent としての認

識 

 

 

 

 

 

 

①CLD青少年に対する期待値・評価

が上がる 

 

 

 

 

 

②CLD青少年が社会参画できる存在

として捉えるようになる 

 

 

 

毎年年度

末 

以下、CEP講座参加者対象のアンケート調査における CLD青少

年の関係者の回答（2021年度上期 3回：関係者参加者計 42

名)および 2021年 9月に実施した CLD青少年の関係者対象の

アンケート調査結果からの考察 

指標①について：  

支援者と保護者における CLD 青少年への期待値・評価の変化

を尋ねる設問では、否定的な回答はなく（支援者：「あまり

そうなっていない」「まったくそうなっていない」0%、保護

者：「あまりそうなっていない」0%、「まったくそうなって

いない」0%）、活動により支援者・保護者において肯定的な

変化が見られた。 

指標②について：  

支援者及び保護者を対象に、CLD青少年に対する社会参画の主

体としての認識変化を尋ねる設問では、支援者において否定

的な意見が一部見られるものの（支援者：「あまりそうなっ

ていない」17%）、大半の支援者・保護者が CLD青少年を社会
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③関係者自身の social 

agent としての認識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④CLD青少年に対する

関わり方 

 

 

 

③自分（関係者）自身を CLD青少

年とともに social agent として社会

参画できる存在として捉えるよう

になる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④CLD青少年との学び合い・協働を

図るようになる 

参画できる存在として捉えるようになってきている（支援

者：「非常にそうなった」42%、保護者：「非常にそうなっ

た」75%）。 

指標③について：  

支援者及び保護者を対象に、自分自身に対する日本での社会

参画の主体としての認識変化を尋ねる設問では、支援者も保

護者も自身への social agent としての評価・認識は高まったよ

うだが、CLD青少年に対するほどの高まりではないようである

（支援者：「ややそうなった」83%、保護者：「ややそうなっ

た」50%）。ただし、CEP講座のアンケートには「移民の方、

出稼ぎの方、又は日本人の方（例えば地方から来た方々）の

立場から考え、上から目線ではなく。相手のお話を聞きまし

ょう」といったコメントや、今後 CEP講座として「外国にル

ーツをもつ子どもたちの一番の悩みについての講座に参加し

たい」などのコメントが寄せられ、活動への参加を通して、

CLD青少年とのつながりだけでなく地域社会への参画や協力す

ることの大切さが関係者に認識されていく様子がみられた。 

指標④について： 

CLD青少年との学び合い・協働を図るようになったかを尋ねる

設問において、支援者、保護者いずれも CLD青少年との学び

合い・協働に関して意識や行動が前向きに変化していること

が窺える。（「非常にそうなった」支援者及び保護者：25%、

「ややそうなった」支援者：42%、保護者：50%）また、多様

な人々との共生に関する設問への回答は平均 4.71（５段階評
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価）と高く、「同じ地域で生活するためには、協働しながら

共存することにより、万が一の助けに繋がると思う」や「異

文化を知ることは、私自身の生活を豊かにしてくれる。未知

のことを知ること、いろいろな国の人と知り合えること楽し

い」などのコメントが得られた。外国人も日本人も共に生活

していくことへの肯定的意識が窺える。 

高岡市とその周辺地域において、CEPに関する活動への参加により、非 CLD 青少年の市民性が育まれた状態になる。 

 

 

①非 CLD青少年の CLD

青少年に対する意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

②社会やコミュニティ

の理解・つながりの深

さ 

 

 

①CLD青少年との心理的距離が縮ま

る 

 

 

 

 

 

 

 

 

②社会やコミュニティの理解・つ

ながりが深まる 

③社会問題や主体的な社会参画意

識が高まる 

2023年 3

月 

以下、20年度 CEP講座・SDGsフォーラムに参加した非 CLD青

少年参加数(18名)に対するアンケート調査の結果に基づく考

察（21年度上期は非 CLD青少年参加者なし） 

指標①について： 

非 CLD青少年に対して、多様な文化的背景の人と一緒に勉強

したり働いたりすることについての意見（5段階評価）を聞い

たところ、回答者の大半（平均 4.9）が肯定的に考えており、

「他の国の文化がよく理解できるよういなって偏見が減ると

思うから」や「実際外国の方と友だちになり様々なことを教

えてもらう事ができたから」などのコメントが得られ、CEPに

関する活動への参加を通じて、非 CLD青少年の CLD青少年と

の心理的距離が縮まっている様子が窺えた。 

指標②③④について：データの整理、分析中 
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③社会問題や主体的な

社会参画への意識 

④自己の視点・意見を

他者と共有する意欲や

意識 

④主体的に考え、自己の視点・意

見を他者と共有する意欲が高ま

る。 

高岡市とその周辺地域において、自治体関係者、教育関係者、他の支援組織の関係者、周辺住民が CEP に関する活動へ周辺参加すること

で市民性形成にポジティブな影響を与える。 

 

 

 

①CLD 青少年に対する

関心 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①CLD青少年に対する関心が高ま

り、教育等の課題について「私た

ちの問題」として捉えるようにな

る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 3

月 

以下、CEP講座に参加した自治体・教育・支援組織の関係者等

を対象としたアンケート調査及び 2021年 9月に実施した CLD

青少年対象のアンケート調査の結果に基づく考察 

指標①について： 

自治体等対象に [1]学習支援事業、[2]多言語情報支援事業、

[3]市民性教育事業についての認知度を尋ねたところ、自治

体、教育、支援組織関係者それぞれ 63%、43%、37%が「はい」

と回答した。地域で長く学習支援を展開してきたこともあ

り、学習支援教室の認知度は高い傾向にあり、CLD青少年にと

って学習支援が必要であるという課題の共有ができつつある

と考えられる。また、CLD青少年のために今後必要なサポート

を聞く設問では、「偏見、差別の解消」「保護者への研修・

サポート」「周囲の異文化理解」「子供たちが勉強だけでな

く話しやすい環境を作り上げること」「地域や自治体など、

様々な機関の協力」など、CLD青少年を取り巻く人や環境につ

いてのコメントが多数あり、地域の支援の広がりをベースに

した包括的支援の必要性についての認識も見られた。 
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②CLD青少年に対する

関わり方 

②CLD青少年の多様性を認め、積極

的に関わり、学び合い・協働を図

るようになる 

指標②について： 

地域に外国人住民が増えていることに対する評価（5段階評

価）は、平均 3.93、多様な人との共生に対する評価は平均

4.27と、多様な人々と共に生活したり活動したりすることに

対して肯定的であり、「自分だけの価値に捉われず、多様な

アイデアを得ることができることは大切」や「異なるバック

グラウンドの人と共に活動することで新たな気づきもたくさ

ん得られるので、自分や社会を豊かにしてくれると思う」な

どのコメントが寄せられるなど、CLD青少年に積極的に関わ

り、学び合い、協働する土壌ができつつある。 

高岡市とその周辺地域において、CEPの一事業である CLD青少年 SDGsフォーラム（仮称）での発表への参加により、CLD青少年の市民性

が育まれた状態になる。 

 

 

 

 

 

①課題を発見し、解決

策を考える意識・姿勢 

 

 

 

 

②社会参画意識 

 

 

 

 

 

①市民（社会の一員）として地域

の課題を発見し、解決策を考える

ようになる 

 

 

 

2023年 3

月 

以下、支援者（アレッセスタッフ）に対する、SDGsフォーラ

ムから約半年経過した現時点での（SDGsフォーラムを経験し

たことによる）CLD青少年の変化についての認識調査の結果

（無回答の割合は示していない）および CLD青少年を含むフ

ォーカスグループディスカッションの結果に基づく考察 

指標①について：  

CLD青少年が市民（社会の一員）として地域の課題を発見し、

解決策を考えるようになったかを問う設問において、支援者

の約 7割が CLD青少年の地域課題に対する意識が向上したと

評価している。（「非常にそうなった」17%、「ややそうなっ

た」50%） 

指標②について： 
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③自己の視点・意見を

他者と共有する意欲や

意識 

 

 

 

 

④自己肯定感 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤表現力・発信力 

②より広い視野で社会をとらえる

意識が芽生え、当事者性をもって

主体的に地域活動に参加する意欲

が見える 

 

 

③主体的に考え、自己の視点・意

見を他者と共有する意欲が高ま

る。 

 

 

④市民に向けたプレゼンテーショ

ンの体験により自己肯定感が高ま

る 

 

 

 

 

 

 

⑤自分の考えや主張を多くの人に

わかりやすく伝えられるようにな

る 

CLD青少年の社会を捉える広い視野や主体的な地域活動への参

加意欲を問う設問においては、良い評価が支援者の過半数を

占めるものの（「非常にそうなった」17%、「ややそうなっ

た」42%）、「地域活動に当事者性をもって主体的に地域活動

に参加しているというよりも参加の呼びかけに対してなんと

なく（仕方なく）参加しているように感じる」という意見も

あった。 

指標③について： 

CLD青少年の主体的な思考および他者との共有に関する意欲を

問う設問においては、「非常にそうなった」17%、「ややそう

なった」58%と、CLD青少年が考えを他者と共有するようにな

ってきているという支援者の評価が非常に多い。 

 

 

指標④について： 

プレゼンテーションの体験による CLD青少年の自己肯定感の

向上を問う設問において、「非常にそうなった」17%、「やや

そうなった」50%と、支援者の約 7割が CLD青少年の自己評価

の高まりを感じている。フォーカスグループディスカッショ

ンでは、SDGsフォーラムに参加した CLD青少年が親の反対を

押し切って SDGsに参加・受賞したことや「楽しかった」とい

う感想を述べ、「もっと頑張ればよかった」と自分自身に対

する期待値が高まった様子が窺えた。 

指標⑤について： 
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CLD青少年の表現力・発信力の向上について問う設問におい

て、支援者の 8割以上が肯定的に評価している（「非常にそ

うなった」17%、「ややそうなった」67%）。 

高岡市とその周辺地域において、CEPの一事業であるフィルムフェスティバル（仮称）の参加により、CLD青少年の市民性が育まれた状態

になる。 

①社会やコミュニティ

の理解・つながりの深

さ 

②自己の視点・意見を

他者と共有する意欲や

意識 

③自己肯定感 

④表現力・発信力 

①撮影行動によって地域社会の理

解とつながりが深まり、問題意識

が高まる 

②映像作品を制作・発信すること

で自己の深い視点が生まれ、考え

や思いを他者と共有する意欲・意

識が高まる 

③自分たちが作った映像作品の発

表経験によって、自己肯定感が高

まる 

④作品の制作・発表を通して自分

の思いや気持ちを多くの人にわか

りやすく伝えるノウハウを身につ

ける 

2023年 3

月 

※2022年 3月、2022年 4月実施予定 

高岡市とその周辺地域において、CEPに関する活動への運営参画により、CLD青少年の市民性が育まれた状態になる。 

①社会やコミュニティ

の理解・つながりの深

さ 

①地域の様々な人々と協働するこ

とで、地域社会とのつながりが深

まる 

2023年 3

月 

※当事者グループによる自己評価・相互評価、事業の遂行内

容、団体による事前事後インタビューを今後実施予定 
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②主体的な社会参画へ

の意識 

③自己肯定感 

④社会とキャリア形成

の関係性についての認

識 

②コミュニティの課題解決に向け

て主体的に参画し、自分を取り巻

く環境を主体的・協働的に改善し

ていくことのできる能力が育まれ

る 

③組織を形成し、主体的に事業運

営を行うことで、自己肯定感が高

まる 

④事業運営を経験することで自分

自身のキャリアデザインと社会へ

の参画とを結びつけて考えられる

ようになる 

高岡市とその周辺地域において、学習・進学支援事業により、CLD青少年の学力やリテラシーが向上し、市民性が育まれた状態になる。 

①学習と社会・キャリ

アの関係性についての

認識 

②学力（オンラインテ

ストの結果） 

③日本語・母語の運用

能力 

 

 

 

①学習動機が自律的になり、社会

やキャリアと結びつくようになる 

 

 

②学力が高まる 

 

③日本語・母語の運用能力が高ま

る 

 

 

毎年年度

末 

指標①について： 

※短期アウトカム「CEPの一事業である市民性教育講座への参

加により、CLD青少年の市民性が形成された状態になる」指標

⑤と同じ 

指標②について： 

※今後、オンライン学力調査を実施予定 

指標③について： 

6名の CLD青少年が J-CAT（聴解、文字・語彙、文法、読解）

を受験し、それぞれの現時点での日本語能力を把握したた

め、支援による変化を見守りたい。また、J-CATに含まれる
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④進学に対する意識 

 

 

 

 

 

 

 

⑤学習意欲・態度 

 

 

 

 

 

④学費などで進学先を選ぶのでな

く、自己実現するため、主体的に

学校を選び、入試にチャンレンジ

する姿勢が見られる 

 

 

 

 

⑤学習支援教室の出席率が高ま

り、意欲的に学習に取り組めるよ

うになる 

CanDo調査を青少年向けに一部改訂して行った CLD青少年（9

名）の母語力について調査（自己評価：4段階評価）の結果

（平均値）、「聞く」3.8、「話す」3.9、「読む」3.8、「書

く」3.7と、いずれもバランスよく高い値を得た。母語力につ

いても今後の変化を見守りたい。 

指標④について： 

2021年度高校入試（編入試含む）では、受験生 8名全員が面

接等を重ね自己分析を進めながら志望校を定め、入試に挑戦

した（7名合格）。地元企業への就職を希望する高 3生も企業

訪問も積極的に行い、就職試験に臨んだ（内定獲得）。ただ

し、高校卒業後や就職後の自分の姿までは具体的なイメージ

ができていない様子が見られ、フォローアップの必要性も見

られた。 

指標⑤について： 

ルーブリックを活用した CLD 青少年による自己評価（５段階

評価・平均）では、勉強の必要性 3.9、夢や進路に向けた学習

態度 3.6、勉強の楽しさ 3.1、勉強時間の自己管理 3.3、学習

目標の設定 3.4、やり抜く力 3.5と、全体として平均 3以上の

結果であったが、学習の必要性を強く感じる一方、学習の楽

しさについての値がやや低めに出ている。支援者による他者

評価（５段階評価・平均）でも、勉強中の集中度 3.2、新しい

学習内容への積極性 3.5、探求的学習態度 3.5、他者との協調

性 3.7、目標設定とやり抜く力 3.5、無断欠席・遅刻等の学習

態度 3.0と、全体として平均 3以上の結果であったが、遅
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刻・欠席や集中力の面での評価が相対的に低い結果となり、

学習支援の課題も確認できた。 

フォーカスグループディスカッションの分析によると、まだ

自律学習までにはいかないものの、自分の弱点等についての

自己分析を意識し始め、短期目標を持って弱点を克服しよう

とする姿勢が見られた。 

 

 

 

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 

各指標において目標状態に

なる 

概ね達成の見込み 設定している 8つの短期アウトカムのうち、6短期アウトカムの各指標

について、21年度（一部 20年度）の各 CEP講座参加者対象アンケー

ト、21年 9月実施の CLD青少年対象・保護者対象・アレッセ関係者対

象・自治体等対象アンケート、21年 8月〜9月実施の CLD青少年フォー

カスグループディスカッション・外部評価委員を交えたアレッセスタッ

フフォーカスグループディスカションを実施し、初期値からの進捗を確

認した。 

市民性教育講座や SDGsフォーラム、学習・進学支援事業への参加によ

り「CLD青少年の市民性が形成された状態になる」という各短期アウト

カムについて、ルーブリック（５段階評価）を活用して CLD自身の自己

評価と支援者による他者評価を行ったところ、自己評価では 22項目全

てで平均 3以上、14項目で平均 3.5以上他者評価評価では 23項目中 22

項目で平均 3以上、11項目で平均 3.5 以上と、全体的に高い値を得、着
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実に市民性が形成されつつある様子が読み取れた。他の質問項目や CEP

講座アンケート、フォーカスグループディスカッションにおける参加者

のコメントからも、CLD青少年の肯定的な変化を自他（保護者・支援

者）ともに認識している様子が読み取れる。一方、相対的に低い値が出

た項目として、地域への関心、地域の活動への参加意欲、自己肯定感、

キャリアに関する情報収集や視野、勉強の楽しさ・集中度・学習態度な

どがあった。 

「非 CLD青少年の市民性が形成された状態になる」という短期アウトカ

ムについては、21年度のデータが集まっておらず 20年度のデータ（CEP

講座・SDGsフォーラム参加者対象アンケート）による部分的な分析にな

るが、多文化共生に対しては非常に肯定的な態度（５段階評価・平均

4.9）を見せており、CEPに関する活動への参加を通じて、非 CLD青少年

の CLD青少年との心理的距離が縮まっている様子が窺えた。 

「団体関係者・支援者・保護者の市民性が形成された状態になる」とい

う短期アウトカムについては、各指標においてネガティブな回答はほと

んどなく、CLD青少年に対する見方や自身の捉え方、CLD青少年との対

等な関係性の構築に関する自身の変化を感じる回答がいずれも過半数に

達しており、CLD青少年を取り巻く関係者の市民性も、形成されつつあ

ると考えられる。ただし、21年 9月実施アンケートの回答数が少ないた

め（アレッセ関係者・支援者 11、保護者 4）、参考値に止まる。 

「自治体関係者、教育関係者、他の支援組織の関係者、周辺住民の市民

性形成にポジティブな影響を与える」という短期アウトカムについて

は、21年 9月時点で学習支援事業の認知度 63％に比べると、市民性教

育事業の認知度が 37%とあまり高くないが、多文化共生に対する肯定的
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な態度（５段階評価・平均 4.27）が見て取れ、CLD青少年に対するサポ

ートや周囲の連携による環境整備の必要性などに言及するコメントが多

く寄せられ、地域で CLD青少年の教育に関する課題が共有されつつある

ことが分かった。 

 

 

 

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  

 ☐ 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 

短期アウトカムの進捗状況の分析において各短期アウトカムにおい

て、概ね肯定的な変化が見られることが確認できた。その一方、

CLD青少年の地域への関心、地域の活動への参加意欲、自己肯定感

については、まだ十分に高まっているとは言えず、キャリアデザイ

ンについても、視野の狭さやビジョンの具体性の低さなどの課題が

見られる。教科学習の場面においてもまだ自律的な学習には至って

いない。これらのことから、今後は CLD青少年の視野を広げ、自己

肯定感を高めるような活動を工夫し推進することによって、積極的

な学習や進路選択、地域社会参画へとつなげられるよう、事業改善

を図ることが求められる。キャリアデザインや地域への関心を高め

るような活動に更に力を入れるなど、プログラムの中身の精査を含

む再検討を行う。 
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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 

①実行団体による活動は

計画どおりに実施されて

いるか 

やや計画どおり 〈結果〉 

アレッセ関係者対象に実施したアンケートの結果（回答数 11）、

[1]学習支援事業、[2]市民性教育事業の実施状況について、「計画

どおり」、「やや計画どおり」を合わせた回答がいずれも 75%であ

った。直接観察によると、高岡市多文化共生室からは 2020年度に

引き続き 2021年度も、年間の市民性教育講座への後援を取り付け

ることができており（高岡市教育委員会は、イベントごとに協

議）、講座を実施するごとに事前に講座の内容や形態について相

談・合意を得ている。 

〈考察〉 

パンデミックの影響があるものの、概ね計画通りに進んでいると評

価している。一方で、協力体制が十分ではなく、身近にできること

を積み重ねていくこと、役員以外のメンバーも巻き込んでいくこと

等の課題も確認できた。また、年間の市民性教育講座の計画につい

て、年度ごとに高岡市多文化共生室に報告・相談しており、その

時々の地域のコロナ感染状況に合わせて、適切な計画の微調整がで

きていると言える。 

②実行団体による活動は

効果的に実施されている

か 

やや効果的 〈結果〉 

アレッセ関係者対象のアンケートの結果、[1]学習支援事業、[2]多

言語情報支援事業、[3]市民性教育事業の実施状況について、「効

果的」、「やや効果的」を合わせた回答が、それぞれ 75%、58%、
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58%であった。また、保護者対象アンケートにおいては（回答数

4）、学習支援事業の実施状況について 100%が「効果的」と回答。

さらに、CLD青少年対象アンケートにおいて、「アレッセ高岡の活

動は自分のためになったと思うか」という設問に対しては、[1]学

習支援事業では 100%が、[2]多言語情報支援事業では 86％が、[3]

市民性教育事業では 57％が「ためになった」と回答。 

また、CEP講座のアンケートにおける、講座の内容に対する評価

（5段階評価）を見ると、CLD青少年（20名）の回答が平均 4.4、

アレッセ関係者（31名）の回答が平均 4.2、自治体関係者等（24

名）の回答が平均 3.7と、いずれも高い値であった。 

〈考察〉 

生徒・保護者は学習支援の効果を実感している。アレッセ関係者は

CEP講座に関する活動への意義を強く認識しており、自治体等関係

者も、CLD青少年やアレッセ関係者ほどではないものの、CEP講座

等の活動の意義を認識している傾向が見られた。以上のように、

CEP講座に対する評価は全体的に高く、市民性教育事業が効果的に

実施されていると言える。一方、アレッセスタッフは、身近にでき

ることを積み重ねていくこと、役員以外のメンバーも巻き込んでい

くこと等の必要性を感じている。 

知見の共有、活

動の改善 

③事業を通して新たなア

イデアが生まれたか 

 

 

個々に多くの気づき

や発見が生まれ、一

部は実践もされてい

る。今後が萌芽的な

アイディアを共有

〈結果〉 

外部評価委員を交えたアレッセスタッフのフォーカスグループディ

スカッションでは、市民性教育講座の趣旨や目的などを３つの軸に

整理・体系化するアレッセの試みについて肯定的な評価とアドバイ

スがあった。また、ディスカッションを通して、日本人⇄外国ルー
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し、練り上げていく

必要がある。 

ツ、支援者⇄被支援者の対等な関係性の構築や、CLD青少年が「楽

しい」「できる」「行きたい」と思えるような居場所作りが重要で

あるという認識を共有した。スタッフからは、事業を通して子ども

の多様な背景や課題、価値についての気づきがあったという発言が

あり、今後は子どもたちが持つ可能性や価値に気づかせるような活

動をしなければならないと、今後の活動の方向性や改善点について

語られた。また、当ディスカッションのように外部者を招いた多様

な参加者による対話の機会も大切であるという気づきを得た。 

また、直接観察によると、クラウドファンディングによる組織基盤

強化のための資金調達の挑戦や、今後実施予定のフィルムフェステ

ィバルの内容・実施形態などについて大幅な再検討、および、それ

に伴う各種助成金への挑戦・獲得が行われるなど、メンバー内や外

部との対話の中で新たなアイディアが生まれ、実行している様子が

窺える。 

〈考察〉 

事業実施を通して、必要に駆られて理論の整理を行ったり、対話の

機会を多く得たりしたことでアレッセの事業において本質的なこと

の確認ができ、それを踏まえて今後どのような活動をしたらよい

か、それぞれのスタッフにアイディアが生まれている。また、資金

調達やフィルムフェスティバルの内容の再検討など、新たなアイデ

ィアを実行に移しているものもある。ただし、多くの場合、個々に

アイディアが萌芽的に生まれている状況であり、それを共有し練り

上げて具体的に新たな事業や事業改善につなげていく必要がある。 
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知見の共有、活

動の改善 

④事業を通して新たな変

化が生まれたか 

 

CLD青少年・アレッセ

のスタッフ共に、事

業を通してポジティ

ブな変化が見られ

る。 

〈結果〉 

支援対象者を含むフォーカスグループディスカッションでは、学習

支援について「楽しい」「自分にあう」という声が多く、概ね満足

している様子。程度の差はあるが、学習支援を通じ、成績の向上を

感じているようである。また、新しい友人ができたというコメント

もあった。親の反対を押し切って SDGsフォーラムに参加・受賞し

た CLD青少年は「楽しかった」「その時もっとがんばればよかっ

た」と話し、自分自身に対する期待値が高まった様子であった。 

外部評価委員を交えたアレッセスタッフのフォーカスグループデ

ィスカッションでは、不安や重圧を感じつつも、コロナや役員体制

変更の危機を乗り越えた自負や、各々の成長の実感が語られた。事

業を通して、内部の協力体制が強固になり、外部との連携も広がっ

ているという語りも複数見られた。 

〈考察〉 

アレッセ高岡の学習支援の目標(1)学力の向上、(2)CLD青少年の

居場所づくりの効果が見られたと言えよう。 

 また、事業実施を通して、アレッセスタッフ自身の自己肯定感が

向上しており、団体内にポジティブな変化が生まれたことが窺え

る。さらに、事業を展開する中で、以前であれば関係を持たなかっ

たような組織や部署、団体・個人等との繋がりが生まれ、地域での

存在感が少しずつ増していると考えられる。 

知見の共有、活

動の改善 

⑤他の実行団体や地域の

関係団体との間で先進的

な活動を学ぶとともに、

知見は蓄積されてき

ているものの、十分

〈結果〉 

アレッセ関係者対象アンケートで、SYDRISの他の実行団体や地域

の関係団体との間の学び合いとアレッセ内で整理・蓄積について聞
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アレッセ高岡において知

見を広く共有できるよう

に整理・蓄積しているか 

に共有できていると

は言い難い。 

いたところ、[1]「共有・蓄積されている」、[2]「やや共有・蓄積

されている」を合わせた回答が 58%となる一方、[3]「あまり共

有・蓄積されていない」との回答も 33%であった。また、同じ選択

肢を持つ自治体・学校関係者・各種団体等対象アンケートでは、

[1]と[2]を合わせた回答が 49%、[3]が 29%であった。 

一方、外部評価委員とアレッセ関係者とのフォーカスグループディ

スカッションでは、事前配布資料や当日のディスカッションを通し

て、外部評価委員から、アレッセが事業によって得た知識や経験を

蓄積し整理できており、ディスカッションの実施そのものによって

共有もしているとのコメントを得た。ただし、外部からは少しわか

りにくいところがあったり、内部支援者に理念が十分共有できてい

ないなどの指摘・反省があった。 

〈考察〉 

外部評価委員からは概ね肯定的な評価を得たが、アンケート結果で

は、知見の整理共有の評価について意見が割れており、十分とは言

えない。アレッセ内部での共有の徹底や、外部へのわかりやすい可

視化・発信の工夫などが必要である。各種組織・団体等との連携の

必要性は内部と外部の双方からのコメントに見受けられる。 

また、市民性教育事業については、灯台下暗しで、今後、アレッセ

高岡の子ども及び家族に対し、より丁寧にアレッセ高岡の活動を案

内し、参加・成功体験を増やすことで CLD青少年の自己評価の向上

を図る必要がある。 
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組織基盤強化・

環境整備 

⑥総合的な判断として、

実行団体の組織基盤はど

の側面でどの程度強化さ

れたか。それは何のため

によるものと考えられる

か 

 

ハード面は強化され

たが、人材の育成に

ついては更に努力す

べき。事業継続の側

面からは、財政基盤

は十分ではない。 

〈結果〉 

アレッセ関係者対象アンケートにおいて、財政状況・人材の育成状

況・ネットワークの構築状況等の組織基盤強化に関する設問では、

「ある程度強化された」という回答が 83%であった。 

〈考察〉 

SYDRIS以前に比べれば強化されたと言えるだろうが、財政状況や

人材（スキル）が依然課題である。また、役員・事務員の負担が大

きく、行政との連携することの提案もあり、検討の余地がある。 

⑦包括的支援事業の在り

方に関する知見や経験を

蓄積する体制を整備して

いるか 

 

知見や経験は個々で

は蓄積しているかも

しれないが、体制と

しての整備は不十分

である。 

〈結果〉 

アレッセ関係者対象アンケートにおいて、SYDRISの他の実行団体

や地域の関係団体との学び合いやアレッセ内の整理・蓄積に関する

設問で、「共有・蓄積されている」、「やや共有・蓄積されてい

る」を合わせた回答が 58%、「あまり共有・蓄積されていない」が

33%であった。 

外部評価委員とアレッセ関係者とのフォーカスグループディスカッ

ションでは、アレッセを構成するメンバーの多様性や事業を通した

外部との連携の広がりについて高い評価を得られたが、事業規模と

個人・団体の力の差に対する不安の声も聞かれた。 

〈考察〉 

知見・経験を蓄積する体制の整備状況については、アレッセ内部で

の意見が割れている。外部評価委員から指摘があるように、アレッ

セ内部の多様性や外部との連携拡大といった包括的支援事業のあり

方に関する知見や経験を蓄積できる可能性をアレッセ自身は持って
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いる（持ちつつある）ものの、マンパワー不足などによってその可

能性を十分に発揮できていないのが現状であると考えられる。 

コロナ追加助成

による影響の評

価 

⑧コロナ追加助成による

ポジティブな影響があっ

たか 

ポジティブな影響が

あった。 

〈結果〉 

青少年対象のアンケートにおいて、学習支援におけるコロナ対策

（オンライン学習支援用のタブレット・移動 WiFi貸し出し、対面

教室のアクリル板、イベントの時の検温機械等の設置）の有効性を

聞いたところ、「有効だと思う」、「一定の効果がある」を合わせ

た回答が 100%であった。また、保護者象アンケートにおける同様

の趣旨の設問に対しては、全員が「十分にコロナ対策が行われ、ポ

ジティブな影響があった」と回答。アレッセ関係者を対象としたア

ンケートでも、同様の設問において「十分にコロナ対策が行われ、

ポジティブな影響があった」、「ある程度コロナ対策が行われ、や

やポジティブな影響があった」を合わせた回答が 100%であった。 

〈考察〉 

ICT機器の無料貸出、対面教室でのアクリル板、体温測定機器の設

置が、有効かつ効果的であったと言えよう。一方、講師の中には

ICT機器に不慣れな者もいるとの指摘もあり、ICT機器の利用スキ

ル向上が課題である。 

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 

SYDRIS助成により事務所を構え、事務所と同じビルにて学習教室、市民性教育プログラムを実施してきたことにより、「アレッセ」という

場所が、CLD青少年が宿題やテスト・受験勉強、日本語の勉強をするだけの場所ではなく、様々な国籍・文化・言語・宗教・年齢・経歴の

人々が行き来し出会う場所となりつつある。学習支援のボランティアに関する問い合わせも増えており、見学やアレッセ以外の目的でビル

を訪れる人々も含め、この 1年半で多くの出会いがあった。また、活動内容も多岐にわたり、ワークショップ等を楽しみに参加している

CLD青少年もいる。日々の学習支援教室でも、社会問題等についてのコメントシートを通して、考え、お互いの意見を交換する活動が根付
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き始めている。逃げ場所や苦しい修行の場所ではなく、楽しい・面白い場所、新しい出会いがある場所として、アレッセは CLD青少年らに

とってポジティブな「居場所」になりつつあり、そのことが結果的に、多様な人々が学び合うことの肯定的態度や学習意欲につながり、CLD

青少年の市民性を高めているのではないかと考えられる。今後も、学習教室や市民性教育を通して CLD青少年が積極的に行きたくなるよう

な「居場所」作りに努めていきたい。 

また、事業を通して、以前であれば全く関わりがなかったような各種組織・団体・個人とのつながりが大きく広がった。地域であれば、県

国際課、教育委員会、高岡市多文化共生室などだけでなく、消防署や市の危機管理課、福祉担当課、他市の教育センター、地域の経済団

体、社会福祉団体、大学関係者等、また最近では地域の映画関係者を通じて、全国・世界の映画監督らとつながっている。そのことによっ

て、地域の様々な立場の人々・世界の様々な関心を持つ人々ともに CLD青少年の教育・成長に関する問題意識を共有し、彼らと共に未来を

作っていくという意識の輪が広がっているように感じており、支援者側の視野の広がりや成長にもつながっている。その支援者の成長が結

果として、CLD青少年へのサポートの向上にも反映されているのではないかと考えられる。市民性教育事業を継続・拡大させていくこと

で、これからもこの輪を地域に浸透させ、広げていきたい。 

アレッセの屋台骨でもある学習支援事業については、オンライン学習支援教室がスタートしたことで、対面とオンラインとの相互作用が生

まれている。例えば、コロナ対応というだけでなく、対面とオンラインを並行させることで、以前は漫然と行なっていた学習支援も、それ

ぞれの形態のメリット・デメリットを考察して各々のメリットをどう生かすか考えるようになった。そして、一方で試してみたやり方をも

う一方でも取り入れてみるなど、お互いに刺激しながらより良い学習支援のあり方を追求するようになった。それが結果的に CLD青少年の

学力向上や学習意欲にもつながっていると考えられる。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

学習・進学支援プログラムでの「ICT活用支援」については、コロナ対応により AOC（アレッセオンラインクラス）の急ピッチの立ち上げ・

整備が進められ、現時点においては、急場しのぎや予備的な位置づけではなく、対面と並んだ学習支援事業の重要な柱として位置付けられ

ている。このことによって、外国人散在地域である富山県の支援空白地域に支援を届ける体制が大きく整ったと言える。 

また、市民性教育講座、SDGsフォーラム、進学説明会なども zoomや動画配信などを活用して実施することとなった。各活動において、対

面では難しい遠方（海外含む）からの参加者もあり、オンラインによる事業実施は、市民性教育の広がりやアレッセの活動の理解者の増加

に大きく寄与していると考えられる。 
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さらに、各種事業のオンライン化の経験により、メンバーが ITスキルを上げ、普段の活動において ITをフル活用するようになり、効率化

も図られている。クラウドファンディングなどへの挑戦にもつながり、結果的に組織基盤強化にも大きく寄与している。 

以上のことは、事前評価時に想定していた以上の成果であると考える。 

 

    

④ 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 

コロナなど想定外の影響もあったが、概ね計画通りかつ効果的に事業を進め、事

業実施を通して特に CLD青少年・支援者にポジティブな変化が生まれたことが、

評価の結果明らかになった。 

ただし、事業実施体制は、以前に比べれば大幅に強化されているとは言え、事業

規模に対して十分に整っているとは言い難い。市民性教育プログラムの肝となる

理念や情報の共有・浸透については、組織内部においても外部に対しても十分で

ないという結果も出ており、これも体制が整っていないことが一つの大きな原因

として考えられる。 
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添付資料 

3.活動の写真（画像データは 1枚２MG以下、３～4枚程度） 

2021年 6月 26日 第３回防災ワークショップの様

子： 

 

 今後は広報・情報戦略に力を入れ、運営資金の確保とともにマンパワーの強化

（アレッセの理解者・活動協力者の増加）に繋げていきたい。 
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2021年 6月 26日 第３回防災ワークショップの様

子： 

 

2021年 7月 31日 映画鑑賞ワークショップの様子： 
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2021年 7月 31日 映画鑑賞ワークショップの様子： 

 

 


