
愛知淑徳大学論集―交流文化学部篇― 第８号　2018.3　53-69

日本で子育てする外国人保護者に対する 

川あそび支援のあり方 
〜「パパとママのための川あそび体験教室 in 庄内川」実践報告〜 
River recreation for non-Japanese residents raising children in Japan: 
“experiential learning through river recreation for parents on the Shonai 
River” practice report 
 

小島 祥美  間野 静雄 

KOJIMA Yoshimi  AINO Shizuo 
 

Abstract 

The number of foreign residents reached record highs in 2016. Children born to foreign parents represent 

1/30 of the total birth rate, and the cultural context of families is diversifying. Even when children are raised 

in different environments than their parents, nature experiences are essential for children to acquire 

sensitivity to nature. Unfortunately, many water accidents have occurred in regions of Japan with a high 

foreign-born population. To study the support needed in Japan for foreign-born parents’ safe river recreation 

with children, we implemented practical opportunities for recreation, examining the needs relating to river 

recreation. We learned that, although concerns about river recreation are high, because of differences in 

language and cultural practices, people lack requisite information for peace of mind about river leisure. To 

create an environment where foreign-born parents can have that peace of mind around water, river 

recreation opportunities must be offered that consider the participation of parents who speak different 

languages and have different cultural practices. 

 

 

1.前史－本実践の着想 

2016 年末現在の在留外国人数は 2,382,822 人で過去最高となった。親が外国人である子ども

の出生割合は総出生数の 30 人に１人であり、家族の文化的背景は多様化している（李 2017）。

このような現状のなかで、文化的背景を考慮した上でのさまざまな情報発信は重要である。 

阪神淡路大震災以降はその教訓から、外国人にわかりやすい「やさしい日本語」を用いて情

報発信する行政が増加した（弘前大学人文学部社会言語学研究室 2017）。さらに近年は、イン

バウンドや 2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催に向けて、多種多様な情報
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が多言語化されるようになった 1）。これに加え、外国人住民の携帯電話（スマートフォン）の

所持率は確実に高まり、多言語情報が簡単にインターネットを通じて収集できるようになった。

そのため、「多言語情報の流通・提供」調査事業（2004～05 年）に取り組んだ神奈川県国際交流

協会が「エスニック・コミュニティでは、行政が出している多言語資料は、ほとんど知られて

いない」（神奈川県国際交流協会 2006:101）と報告した 12 年前と比べれば、行政情報は外国人

住民の手に届くようになったとも考えられる。 

2012 年に総務省が全都道府県（47 団体）と当時の外国人登録者数の人口比率に鑑みた市町村

（政令都市 20 団体を含む 314 団体）を対象に行った調査によると、多言語提供した日常の生活

関連情報（医療、教育、社会保険、ごみ収集の情報など）について、都道府県では 85.1％、政

令都市では 100％、市町村では 70.1％で、多言語化割合が高いと報告されている（法務省 2012）。

しかしながら、これらのなかにどれほど日本で子育している外国人保護者が求めている情報と

いう視点から発信されたものが含まれているのだろうか。同じ地域に暮らす者として疑問を抱

く。なぜならば、同じ地域で子育てしている外国人保護者の支援のあり方を考えるとき、生活

者としての立場に立った視点が重要であると感じているからだ。 

そこで本実践は、日本国内の川での水難事故が多く発生しているという現状のなか、どのよ

うにすれば効率よく情報伝達できるのか、従来のような行政情報を多言語化するだけでの方法

とは異なる手法について検討していた小島と、川あそびの楽しさを伝える活動をする間野との

意見交換がきっかけとなった。各人がかかわる関係組織やネットワークの協力と連携の模索を

することから、実現に向けたアクションプランづくりに着手した。 

 

2.背景 

2-1.水難事故と外国人 

警視庁によると、2016 年の全国の水難者数は 1,742 人で、うち子ども（中学生以下）は 217
人であった（警視庁 2017）。発生場所は海が最も多いが、子どもに限ると川が 64.5％となって

おり、行為別では水泳、川あそび、魚とり・釣りを合わせた割合が 64.6％を占めている。これ

は子どもの水難事故の多くは川で遊んでいる時に起きていることを示している。警視庁は子ど

もの水難事故を減らす対策として「危険個所の把握」「的確な状況判断」「ライフジャケットの

活用」「保護者等の付き添い」などをあげているが、これらは保護者をはじめとする大人が取る

べき対策である。 
学校教育では、1998 年の学習指導要領改訂で創設された「総合的な学習の時間」は、体験活

動を重要な活動方法の一つと位置づけられている。こうした背景とも関係し、伊藤ら（2011）
によると「河川体験学習を実施している教育現場の教職員や保護者などからも、子どもの心身

の発達や教科学習にも有効であると評価されており、一部小学校では教育プログラムとして根

付いている」（伊藤ら 2009:189）ことが明らかになっている。 
したがって、日本の学校に通う外国人の子どもたちは学校教育を通じて、川の楽しさや危険
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したがって、日本の学校に通う外国人の子どもたちは学校教育を通じて、川の楽しさや危険

を学ぶ機会を得られる可能性がある。しかし、外国人保護者にはそのような機会はない。特に、

外国人保護者は、日本とは地理や気候、言葉や習慣が異なる地で育ったと考えられる。また、

日本で身近に川あそびができる場所がない都市部に住み子育てしていれば、川あそびを体験す

ることも簡単ではない。したがって、日本で暮らす子どもたちの水難事故を未然に防ぐために

は、日本語理解が不十分で日本の地理や河川の特徴に不慣れな保護者にも多言語での情報提供

や啓発活動が必要である。また、日本の学校に通っていない外国人の子どもには積極的な情報

周知が急務である。 
 

2-2.愛知県に暮らす外国人住民の状況から子育て支援の理論的背景 

2016 年末現在の在留外国人数を都道府県に比較すると、愛知県は東京都（500,874 人）に次

いで全国で第 2 位（224,424 人）であった。その在留外国人数を年別に比較すると、2008 年ま

では毎年増加していたが、2008 年秋の未曾有の経済危機などの影響でその後は減少した。だが、

2013 年からは再び増加傾向に転じている。また、在留資格別に比較すると、2006 年からは「永

住者」が最も多く、在留外国人の総数は変動しても「永住者」数は年々増加しているという状

況である。特に愛知県の特徴として、1990 年の改正出入国管理及び難民認定法の施行以来、27

年連続でブラジル国籍者は全国 1 位であること（51,171 人）、国籍別に比較してもブラジル国籍

者が最も多いこと（全体の 22.8%を占める）、総人口に対する在留外国人数の割合は 3.0%で全

国平均より高いことが挙げられる。 

このような現状のなかで愛知県は、早くから外国人保護者に対する子育て支援に着手した。

例えば、2006 年度から開始した円滑な小学校入学のための支援は、代表的事業である（小島

2016）。これは日本の幼保育園に通っていない外国人の子どもと保護者を対象にしたもので、日

本の公立小学校に入学した時に戸惑うことなく早期に学校生活に適応できるようになることを

目的にしたプレスクール（就学前の外国人の子どもへの初期の日本語指導・学校生活指導）事

業というものである。2009 年度には「プレスクール実施マニュアル」を作成し、県内でのプレ

スクールの普及を今日も継続して行っている。また、2012 年度には NPO や有識者などと協力

して、乳幼児期からの言語習得のための支援として母語教育サポートブック「KOTOBA」を、

子どもの進路・進学のための支援として「外国につながる子どもたちの進路開拓ガイドブック」

を多言語で発行し、それらの情報を外国人保護者にも積極的に伝達してきた。2017 年度からは、

「多文化子育てサークル」というモデル事業を開始し、乳幼児期の子どもの保護者の支援も積

極的に行っている。その他、経済的支援として愛知県では、医療保険の自己負担分の費用（通

院費は小学校入学まで、入院費は中学校卒業まで）の支給、第３子以降の子どもの満３歳到達

年度末までの保育料の無料化などもある。 

では、日本における外国人保護者に対する子育て支援の現状にはどのような傾向があるのか。

2000 年以降に出版された文献から概観してみよう。広義で「子育て支援」を捉えてみると、異

国での出産にかかわる問題や課題から在日外国人母子保健支援の重要性を述べた研究（堀田ら
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2004）、その具体的支援として通訳の重要性を述べた研究（伊藤ら 2004）、子育て中の移住外国

人女性に焦点をあてた研究（南野 2017）や国際結婚をした女性に焦点をあてた研究（魏 2015）、

外国人母子の居場所づくりの実践報告（榎井 2014）、子育て支援の実践報告（埼玉県国際交流

協会 2010）や子育て支援の実態調査の報告（かながわ国際交流財団 2016）など、多岐にわたる。 

だが、子どもへの自然体験をテーマに日本国内で子育てをする外国人保護者の支援のあり方

に関する研究は皆無である。国内で外国人による水難事故が多く発生しているのならば、一層

の事、外国人住民が増加する地域で取り組むべき今日的問題である。しかしながら現実は、注

意喚起を多言語の掲示や放送をするという従来通りの対応策しか講じていない 2）。したがって、

外国人住民の生活の場からの「まなざし」という視点にたつと、「外国人の子どもたちが安心・

安全の環境のなかで自然体験できる場をつくること」を考えることが、地域社会でなすべきこ

とではないだろうか。国立青少年教育振興機構が行った「青少年の体験活動等に関する実態調

査」（2014）によると、「自然体験や生活体験が豊富な青少年ほど、自己肯定感が高い傾向にあ

る」ことが明らかになっている。よって、親子間で育った環境は異なっても幼少期の自然体験

はとても重要であるといえよう。 

 そこで本実践は、日本で子育てする外国人保護者が安全に子どもと川あそびをするために必

要な支援を検討することを目的に、都市部に暮らす外国人保護者とその子どもを対象に実際に

川あそびの機会を創出し、川あそびに関するニーズの調査を行った。日本人と外国人の保護者

が一緒に活動することで、多文化共生をめざしたまちづくりに貢献することも期待した。 

 

3.事前準備 

3-1.関係者との連携内容 

子どもが川あそび中に事故に遭うケースとして最も多いのは、遊泳を伴う遊びである（菅原

ら 2016）。そこで本実践では、川あそびに関するニーズ調査を目的に含めたことから、より多

くの参加者が安全に川あそびを体験できる方法として、タモ網を用いた水生生物採捕とその観

察を行うことにした。また本実践は、愛知県を流れる庄内川の下流域にある、清須市の庄内川

水防センター（水とぴぁ）での開催とした。同センターは庄内川の河川敷に立地し、子どもた

ちの環境学習の拠点として積極的に活用されている。また、同センターには NPO 法人土岐川・

庄内川サポートセンターがあり、市民活動の拠点にもなっている。 

本実践にあたっては、安全監視の人員確保と川あそびの資材準備の面で、NPO 法人土岐川・

庄内川サポートセンターならびに施設を管理する清須市の協力を得た。また、水生生物に関す

る説明、参加者への食事提供については、庄内川の環境改善を目的に活動する市民団体の矢田・

庄内川をきれいにする会の協力を得た。 
 加えて、本実践への理解と今後の広がりを期待して、同センターが所在する愛知県清須市と、

多文化共生社会を進める愛知県へ後援申請を行った。 
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る説明、参加者への食事提供については、庄内川の環境改善を目的に活動する市民団体の矢田・

庄内川をきれいにする会の協力を得た。 
 加えて、本実践への理解と今後の広がりを期待して、同センターが所在する愛知県清須市と、

多文化共生社会を進める愛知県へ後援申請を行った。 

 

3-2.安全面での対策 

 不測の事態を想定したうえで、準備および当日運営にかかわる安全面での対策とその体制を

具体的に検討した。これらについては、前述した各関係団体と協議しながら調整を行い、また

適宜助言を得ながら、各事項を確定した。 

まず、準備については、①河川の水位が低くなる干潮時間帯に実施計画すること、②当日の

安全管理が十分に行えるよう参加人数を制限すること（最多親子参加の場合 10 組、合計 30 人

程度）、以上 2 点とした。 

そして、当日の運営については、①増水で河川水位が高い場合は中止とすること（庄内川河

川事務所西枇杷島水位観測のリアルタイムデータを参照するとともに事前に現場確認の上、主

催者が判断する）、②川に入る前に参加者全員に安全講義を行うこと、③川に入るのは 3 才児以

上とし、子どもが入る場合は必ず保護者同伴とすること、④子どもは全員ライフジャケットを

着用すること、⑤魚捕りを行う範囲をポールで示すなどして制限し、安全監視員を配置するこ

と、⑥安全監視員（NPO 法人土岐川・庄内川サポートセンター、清須市職員）を 3 名以上配置

すること、⑦最下流に配置する安全監視員がスローロープを携帯すること、⑧救急用具は実施

拠点となる「みずとぴぁ庄内」に準備すること、⑨万一の事故に備えて、愛知県社会福祉協議

会のボランティア行事用保険の加入手続きをすること、以上 9 点とした。 

  

3-3.参加者への告知方法 

開催の告知は、愛知県内で暮らす外国人住民の状況から、ポルトガル語、中国語、フィリピ

ン語、スペイン語、やさしい日本語の 5 言語で案内チラシを作成した。そして、外国人コミュ

ニティや外国人支援を行う市民団体・機関の協力を得て、広く告知した。なお、本実践の参加

には事前予約を求め、先着順（30 人）とした。 

また、後援を受けた清須市の広報誌（2017 年 7 月号「インフォメーション」）を通じた告知

も行った。 

 

4.実践の経緯 

4-1.事前活動－プレ企画の実施 

子育て中の日本人保護者を対象にした川あそびに関するニーズの聞き取り調査を行いながら、

本実践のシミュレーションをし、問題点や改善点を探ることで精度の高いアクションプランを

めざした。 

そのため、本実践と同会場および同スケジュールで、2017 年 5 月 14 日日曜日に開催した。

当日は、愛知県内に暮らす子育て中の日本人保護者 8 人（子ども 10 人）が参加した。 

実施後に参加者全員に聞き取り調査を行ったところ、全員が「川あそびは初めて」と答えた。

その主な理由として「（本実践を行う）庄内川は危険なところと教えられて育ってきたため、庄

内川へ入って良いとは知らなかった」「川あそびの方法を知らなかった」との意見が目立った。 
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このような意見を踏まえ、当日は川あそびをする時に注意する規則についても講義すること

とした。また、魚を捕る方法については実際に川に入って実演することとした。その他、通訳

者を踏まえた説明方法のあり方、川への移動などの時間配分などの見直すべき点も明らかにな

った。 

 

4-2.事前活動－通訳者への説明 

本実践の内容は、参加者に川で遊ぶ際の注意事項ならびに川あそびをする際に注意する規則

について講義を行い、実際に川に入って生物を採捕し観察を行うことである。そのため、これ

らを日本語理解が十分でない参加者にも理解してもらうために、講義で説明に用いるパネルは

できるだけ文字を減らし、言葉はやさしい日本語で作成した。川での危険を説明するパネルは、

国土交通省庄内川河川事務所が作成したものを用いた。 
また、プログラム全体を通じて遂次通訳を配置することとし、講義の内容については文章化

して事前に通訳者に周知した。講義を行う講師は、やさしい日本語で文を短く区切り、通訳者

に事前告知した内容を極力変更せずに講義することとした。不測の事態に備え、川あそびでは

通訳者も参加者に同行して川に入ることとした。なお、天候不順などの理由から本実践プログ

ラムを中止する際は、各開催前日の 17 時までに各通訳者に連絡することとし、参加者への中止

連絡についても通訳者が担当することとした。 

具体的には、通訳者は本実践の開始前（当日 9 時半）に集合し、通訳者同士の顔合わせを行

った。そして、事前に連絡した当日のスケジュールや川あそびの場所などを確認した上で、通

訳者の疑問点なども解消できるようにした。なお、事前の参加者申込者の状況から、逐次通訳

者を配置した言語は、ポルトガル語、フィリピン語、スペイン語、ベトナム語の 4 言語とした。 

 

4-3.実践プログラム 

「パパとママのための川あそび体験教室in庄内川」と題して開催した。 

2017年 8月 6日（日）・9月3日（日）の計2回（同じプログラム）3) 

集合場所：庄内川水防センター（愛知県清須市） 
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通訳者も参加者に同行して川に入ることとした。なお、天候不順などの理由から本実践プログ

ラムを中止する際は、各開催前日の 17 時までに各通訳者に連絡することとし、参加者への中止

連絡についても通訳者が担当することとした。 

具体的には、通訳者は本実践の開始前（当日 9 時半）に集合し、通訳者同士の顔合わせを行

った。そして、事前に連絡した当日のスケジュールや川あそびの場所などを確認した上で、通

訳者の疑問点なども解消できるようにした。なお、事前の参加者申込者の状況から、逐次通訳

者を配置した言語は、ポルトガル語、フィリピン語、スペイン語、ベトナム語の 4 言語とした。 

 

4-3.実践プログラム 

「パパとママのための川あそび体験教室in庄内川」と題して開催した。 

2017年 8月 6日（日）・9月3日（日）の計2回（同じプログラム）3) 

集合場所：庄内川水防センター（愛知県清須市） 

 

10:00 集合（参加者には通訳者の言語別に集まって着席） 

 

10:15 講義 

・はじめに、プログラムの趣旨と会場の利用案内を説明した。 

・その後、正面にやさしい日本語で表示したものを示しながら、スケジュール説明を行った。 

・次いで、講師が大きいパネルを使用しながら、庄内川の紹介（パネル 1 枚）、川で安全に遊ぶ

ために（パネル 1 枚）、魚を捕るときのルール（パネル 1 枚）、外来生物の問題（パネル 3 枚）

を説明した。同時に通訳言語グループにすべてのパネルの縮小版を配布し、通訳者の説明時に

活用できるようにした。 

 

11:00 川へ移動 

・参加者は濡れてもよい服装に着替え、川へ移動した。 

・通訳者が参加者を誘導した。 

 

11:30 川あそび体験 

 

・川に入る前に、タモ網の使い方を実演で説明した。同時に、あまり遠くまで魚を捕りに行か

ないこと、深い場所があることなど、具体的な注意事項を説明した。 

・ライフジャケット、タモ網を貸出した。 
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12:30 魚とり終了、生き物の説明 

 

・参加者が捕った魚や生き物を小さなプールに入れて、自由に観察してもらった。 

・その後、それらの名前や生態などを説明した。参加者からの質疑応答への対応を行った。 

 

13:30 会議室へ移動、振り返り・参加者による感想（昼食） 

 

・着替えが終わった後、通訳者を囲んで振り返りと参加者からの感想や意見の聴取を行った。 

・その後、連携団体からの企画で、会場前広場で流しそうめんを行った。昼食をとりながら、

意見交換や交流の時間をつくった。 

 

5.実践を終えて 

5-1.参加した外国人保護者の声 

・子どもに直接自然体験をさせたかった。普段はスーパーマーケットとかでしか魚を見たこと

がないため、楽しかった。子どもとリラックスした時間を持つことができた。 野外の活動が

好きです。集団の活動もあれば、とてもいいと思う。（30代・女性・ベトナム） 

・子どもに体験するチャンスを与えたいため参加しました。今日は楽しかった。子どもたちは

いつもずっと私（お母さん）と過ごしています。今日は川で自ら遊んだり、足で砂の上を歩い

たりする子どもの姿を見ることができて、嬉しかったです。（30代・女性・ベトナム） 

・参加した理由の第一は、子どものためです。子どもに（自然）体験させてあげることが日本

の生活ではできていなかった。いつも youtube で魚を捕まえる映像を見たり、ゲームで魚を取

ることを知ったりするだけです。実際に参加して楽しかった、こんな休みの日があまりないの
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・参加者が捕った魚や生き物を小さなプールに入れて、自由に観察してもらった。 

・その後、それらの名前や生態などを説明した。参加者からの質疑応答への対応を行った。 

 

13:30 会議室へ移動、振り返り・参加者による感想（昼食） 

 

・着替えが終わった後、通訳者を囲んで振り返りと参加者からの感想や意見の聴取を行った。 

・その後、連携団体からの企画で、会場前広場で流しそうめんを行った。昼食をとりながら、

意見交換や交流の時間をつくった。 

 

5.実践を終えて 

5-1.参加した外国人保護者の声 

・子どもに直接自然体験をさせたかった。普段はスーパーマーケットとかでしか魚を見たこと

がないため、楽しかった。子どもとリラックスした時間を持つことができた。 野外の活動が

好きです。集団の活動もあれば、とてもいいと思う。（30代・女性・ベトナム） 

・子どもに体験するチャンスを与えたいため参加しました。今日は楽しかった。子どもたちは

いつもずっと私（お母さん）と過ごしています。今日は川で自ら遊んだり、足で砂の上を歩い

たりする子どもの姿を見ることができて、嬉しかったです。（30代・女性・ベトナム） 

・参加した理由の第一は、子どものためです。子どもに（自然）体験させてあげることが日本

の生活ではできていなかった。いつも youtube で魚を捕まえる映像を見たり、ゲームで魚を取

ることを知ったりするだけです。実際に参加して楽しかった、こんな休みの日があまりないの

で。特に子どもに「ママ、楽しかった！」と言ってもらえたので、それが一番嬉しかった。子

ども用のバスルームがあれば助かると思いますが、今日は十分です。（30代・女性・ベトナム） 

・子どもたちを連れて、自然体験させるために参加した。面白い。子どもがいろいろ知ること

ができた。直接触ったりできてよかった。今度またあれば、ぜひ参加したい。（30代・男性・ベ

トナム） 

・子どもは日本に来たばかりで、子どもと遊べるところや家族と一緒に遊べるところがほしか

ったので参加しました。今日のイベントは大成功だったと思っています、楽しかった。このよ

うなイベントにもっと参加したい。子ども用のバスルームがあれば助かります。（30代・男性・

ベトナム） 

・友達からの紹介で今日のことを知りました。こうしたイベントがあることは知らなかったの

で、今日は楽しかった。今日のイベントは本当に意味が有ると思う、ありがとうございました。

今日もよかったが、もっときれいな川があれば良いと思う。釣などの道具も使った体験もでき

れば嬉しい。参加費が必要でも大丈夫です、子どものためですから。（30代・男性・ベトナム） 

・日本での子どもの教育（指導）方法を見てみたかったので参加しました。ずっと日本の教育

方法が好きで関心を持っています。今日見たら、本当によかったです。今日はビデオカメラを

持ってきて、ずっと撮影しました。youtubeなどにアップして、ベトナムの人たち・コミュニテ

ィに今日のことを紹介したと思っています。このようなイベントはとても良いと思うので、今

後もぜひ参加したいです。日本人はとても熱心です。日本人と外国人が暮らしやすい社会のた

めに、このようなイベントは本当に役に立つと思います。（30代・男性・ベトナム） 

・すごく楽しかった。（30代・女性・フィリピン） 

・子どもと一緒に川で遊べると楽しいから参加しました。とっても楽しかったです。川で泳ぐ

こともやってみたい。（30代・女性・フィリピン） 

・8 月に参加して楽しかったから、再度参加した。普段こうした体験がなかなかできないため

です。今回もとても楽しかったです（30代・女性・フィリピン） 

・多くの人たちと交流や川あそびが楽しそうでしたので参加しました。流しそうめんも美味し

くて楽しかった。川あそびはサイコー！日本に来て一番楽しかった。（40 代・女性・フィリピ

ン） 

・鮎のことをもっと知りたいです。（20代・女性・ペルー） 

・面白かった！このような日本人との交流も大切だと思いました。TV（ちびまるこちゃん）で

見たことのある「流しそうめん」を初めて体験しました。（40代・女性・ペルー） 

・魚を捕るルールを知らなかったので、これからは守っていきます！（40 代・女性・ペルー） 

・キャンプやテントのつくり方も知りたい。見かける日本の釣り堀の使い方なども知りたい。

（30代・男性・ペルー） 

・庄内川に魚の種類がたくさんあることを知った。特徴などが面白いですね。ボートにも乗っ

てみたい。（50代・男性・ペルー） 
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・外国人の子どもたちの興味関心を川あそびを通じて広げたいと思い、参加しました。参加し

てとても良かったです。子どもたちとウナギの飼い方を調べたりして、知らない言葉を覚えた

り、興味を広げることができていつもとは違う学習になったと思います。また、外来種を学習

するなどができたことも良かったです。昆虫などが苦手な子どもや大人が多いので、山などの

自然の経験が少ない子どもが多いと感じます。昆虫に接する機会がなく、最近話題のヒアリに

も過剰に怖がる子どもの姿が気になります。山で昆虫などの生き物を採集する経験もあると楽

しいと思います。（30代・男性・日本） 

・清須市の広報でこの活動のことを知った。外国人との活動に、特に問題はありませんでした

（男性・日本） 

・参加した理由は、珍しいイベントだと思ったからと、川によく家族で遊びに行く外国人の子

ども達に安全な遊び方を学んでほしいと考えたからです。川によってルールが違うなど、大人

も勉強になりました。学習支援教室だけでは見られない外国人の子どもたちの姿を見ることが

できました。絶対に怖がるだろうと思っていた子どもが意外に積極的で、とてもびっくりしま

した。また機会があれば、ぜひ参加したいです。（30代・女性・日本） 

・日本人と交流したかったし、日本の文化を知りたかったから参加した。川についてのルール

はまったく知らなかったので、今日はどれもとても役立つ情報だった。鮎がこの庄内川でも泳

いでいるとの説明であったので、その鮎を食べてみたい。（20代・女性・ブラジル） 

・参加した理由は、日本人との交流をしたかったことと、川では泳いだことがあることだけだ

ったので、それ以外の遊び方を知りたかった。川に入る前の講話がとても役に立つ説明でした。

ブラジルでは特に川での規則はないですが、日本にはさまざまな法律があることを初めて知り

ました。日本で安全に遊ぶためのルールやかかわる法律などをもっと知りたいです。あと、海

では犬などは遊んで良いのか？知りたかったです。（30代・女性・ブラジル） 

・子どもに日本での川あそびの方法について教えたかったし、私たち大人も知りたかったから

参加した。とても楽しかった。捕れた魚を今日もらった下敷きで確認しながら子どもと話をし

た。川での魚釣りの方法をもっと知りたいです。日本に来て川で魚釣りをやったことがないか

らやってみたい。（30代・女性・ブラジル） 

・川あそびというと、今までは泳ぐことだけしかしたことがなかったので、どんなものか体験

してみたかったので参加した。楽しかった。網で生き物を捕るという経験は初めてでした。子

どもは蟹しかとれなかったので、もっといろいろ捕れたらよかったです。（40代・女性・ブラジ

ル） 

・子どもに魚を飼っても川に捨ててはいけないことを教えたかったから参加した。情報がたく

さんでよかった。特に、魚の捕まえ方、捕まえた魚の説明が丁寧でとてもよかった。子どもに、

「生き物の面倒がみれないなら、飼わないこと」を伝えることができた。水遊びが好きなので、

危険を見極める方法や安全に遊ぶ方法をもっと知りたい。そんな講座もして欲しい。（40 代・

女性・ブラジル） 
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・外国人の子どもたちの興味関心を川あそびを通じて広げたいと思い、参加しました。参加し

てとても良かったです。子どもたちとウナギの飼い方を調べたりして、知らない言葉を覚えた

り、興味を広げることができていつもとは違う学習になったと思います。また、外来種を学習

するなどができたことも良かったです。昆虫などが苦手な子どもや大人が多いので、山などの

自然の経験が少ない子どもが多いと感じます。昆虫に接する機会がなく、最近話題のヒアリに

も過剰に怖がる子どもの姿が気になります。山で昆虫などの生き物を採集する経験もあると楽

しいと思います。（30代・男性・日本） 

・清須市の広報でこの活動のことを知った。外国人との活動に、特に問題はありませんでした

（男性・日本） 

・参加した理由は、珍しいイベントだと思ったからと、川によく家族で遊びに行く外国人の子

ども達に安全な遊び方を学んでほしいと考えたからです。川によってルールが違うなど、大人

も勉強になりました。学習支援教室だけでは見られない外国人の子どもたちの姿を見ることが

できました。絶対に怖がるだろうと思っていた子どもが意外に積極的で、とてもびっくりしま

した。また機会があれば、ぜひ参加したいです。（30代・女性・日本） 

・日本人と交流したかったし、日本の文化を知りたかったから参加した。川についてのルール

はまったく知らなかったので、今日はどれもとても役立つ情報だった。鮎がこの庄内川でも泳

いでいるとの説明であったので、その鮎を食べてみたい。（20代・女性・ブラジル） 

・参加した理由は、日本人との交流をしたかったことと、川では泳いだことがあることだけだ

ったので、それ以外の遊び方を知りたかった。川に入る前の講話がとても役に立つ説明でした。

ブラジルでは特に川での規則はないですが、日本にはさまざまな法律があることを初めて知り

ました。日本で安全に遊ぶためのルールやかかわる法律などをもっと知りたいです。あと、海

では犬などは遊んで良いのか？知りたかったです。（30代・女性・ブラジル） 

・子どもに日本での川あそびの方法について教えたかったし、私たち大人も知りたかったから

参加した。とても楽しかった。捕れた魚を今日もらった下敷きで確認しながら子どもと話をし

た。川での魚釣りの方法をもっと知りたいです。日本に来て川で魚釣りをやったことがないか

らやってみたい。（30代・女性・ブラジル） 

・川あそびというと、今までは泳ぐことだけしかしたことがなかったので、どんなものか体験

してみたかったので参加した。楽しかった。網で生き物を捕るという経験は初めてでした。子

どもは蟹しかとれなかったので、もっといろいろ捕れたらよかったです。（40代・女性・ブラジ

ル） 

・子どもに魚を飼っても川に捨ててはいけないことを教えたかったから参加した。情報がたく

さんでよかった。特に、魚の捕まえ方、捕まえた魚の説明が丁寧でとてもよかった。子どもに、

「生き物の面倒がみれないなら、飼わないこと」を伝えることができた。水遊びが好きなので、

危険を見極める方法や安全に遊ぶ方法をもっと知りたい。そんな講座もして欲しい。（40 代・

女性・ブラジル） 

・内容が面白かったから参加した。とても良かった。子どもが他の人と話したりできる機会を

得たこと、プログラム内容がとても勉強になることばかりであった。自然保護の考え方をもっ

ともっと外国人にも伝えてほしいです。意識を持つことはとても重要です。（50代・女性・ブラ

ジル） 

・稲沢に長年住んでいますが、こうしたイベントは初めて聞いたので参加しました。素晴らし

い！この一言です。子どもが終始楽しんでいました。最後の今日捕れた魚についての説明もと

てもよかった。「今日捕れた魚を食べる」「釣った魚を食べる」などのサバイバルもやってみた

いです。キャンプもいいですね！（20代・男性・ブラジル） 

・娘は水遊びが好きなので、「危険」について知りたかったので参加しました。潮の道引きで水

位が変わること、特定外来種のことなど、まったく知らないことばかりで、講話がとてもよか

った。自然災害時時にはどのような行動をすればよいのか、またその時に川で遊んでいたら注

意することは何かなども知りたい。どうすれば良いかまったく知らないです。（30代・男性・ブ

ラジル） 

・2回目の参加。前回が楽しかったため参加した。自分の子どもがこんなにも魚に興味があり、

図鑑などで調べて勉強していたことを知らなかった。新たな子どもの発見に繋がりました。（30

代・男性・ブラジル） 

 

5-2.参加した外国人の子どもの声 

・楽しそうだから参加しました。魚がいっぱい捕れて楽しかった。（7 才・男子・フィリピン） 

・楽しかった！（14才・女子・フィリピン） 

・楽しかった、それだけ！（16才・女子・フィリピン） 

・違うところに行くと楽しいから参加しました。いろんな魚を見て捕って、楽しかった。ウナ

ギにさわって面白かった。ぬるぬるした。（11才・女子・ペルー） 

・参加したいと思ったのは、いつもは家にいる魚とかしか見たことないけど、自然にはどんな

魚がいるのか気になったからです。「川」と聞いて夏休みしかないと思ったからです。楽しかっ

たです。普段見れない魚が見れたり、思ってもみない動きの魚がいたことが驚きました。他に

は、魚が捕れた時は、最高に嬉しかったです。もう少し上流の川にはどんな魚がいるのかが気

になるので、行きたいです。他には下流の海の生き物も捕りに行きたいです。そして捕れた生

き物を比べたいです。（13才・男子・ペルー） 

・参加した理由は、水が好きだからです。そして、魚にあまり触れたことがなかったからです。

他には楽しそうだと思ったからです。けっこう浅いところにもウナギがいることにびっくりし

ました。魚がいたけど、僕は捕まえられなかった。そこでわかったことは、魚は水の中ではす

ごく早いことです。沼にはまると、足がとれないことにもびっくりしました。魚を捕まえられ

たら、そのサイズによって景品をもらえる大会があったらいいな。（12才・男子・ブラジル） 
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5-3.当日運営に協力いただいた関係者の声 

＜通訳者＞ 

・都会の川で遊ぶというのは、まずできないことだと思っていました。勝手に行ったら叱られ

る、深いから危ない、そして川があまりきれいではないので、魚やほかの生物はいないと思っ

ていました。けれどもこのイベントが開催され、都会の真ん中でも家族で自然とふれあう体験

ができることを知って、本当に驚きました。そして、庄内川についてだけでなく、魚や特定外

来生物の種類や法律、川あそびにはルールがあることについての説明も聞き、さまざまなこと

を学びました。更によかったのは、情報が多言語で発信されていたことです。参加者やボラン

ティアのみなさんは多国籍でしたが、「川で道具を使い、魚や色んな生物を捕まえたい」「冷た

い川の水で遊びたい」という気持ちは皆さん一緒でした。今回は現地に色々な道具があり、ラ

イフジャケットも置いてあり、安全が保障されていることを感じました。暑い中でしたが、ク

ーラーも聞いて休むことができる部屋やきれいなお手洗いがあることにも感激しました。外国

人である私や子どもたちには、「流しそうめん」も、とっても魅力的でした。流れていくそうめ

んに、ミカンやミニトマトをお箸を使って頑張って捕まえようとする大人や子どもたちの楽し

い声をきいて、心に響きました。ボランティアの皆さんが作ってくださった天ぷらやつけもの

も、とっても美味しかったです。いままで食べた流しそうめんとは「味が違う」と感じました。

やはりみんなと一緒に居たからでしょうか。外国人が参加ができ、日本の文化を紹介してくだ

さり、安全も確認した上でこの機会を考えてくださり、主催者の方々の皆さんには本当に有り

難く思います。次回も楽しみにしています。（フィリピン・40代・女性） 

・今回のイベントは、いろんな国籍の方が満遍なく参加していたことがとてもよかったと思い

ます。日本もますます多国籍になっていると感じました。今回は、日本人と外国人の交流だけ

ではなく、外国人同士の交流が行われていました。多文化共生事業では「勉強（講義）のみ」

あるいは「交流のみ」の事業が多いですが、今回の事業は“体験”と“勉強（講義）”と“交流”

の３点セットでしたので、とても有意義な時間が過ごせたと思います。そして、外国人の親世

代はまだ日本語が良く理解できていないため、「自分たちの子どもがどのような物や事に興味を

持っているのかが分かりにくい」と言われています。そのようななかで今回の参加者の中では

「魚の先生のお話しを夢中で聞き、いろんな質問やコメントをしている子どもの姿を初めて見

て、自分の子どもがこんなに魚や微生物に興味があったことに驚いたと同時に感動しました」 

と話す保護者もいました。このような事業を、今後も継続的に行っていけるといいですね！（ブ

ラジル・40代・女性） 

・日本で暮らしている外国人の多くは、平日は仕事、週末は大型ショッピングセンターのルー

ティンです。このようなイベントで、外国人たちは、日本の美しい自然の楽しみ方と自然を守

る大切さを学ぶことができ、より心豊かな生活ができると思いました。少し残念だと思ったの

が、庄内川が意外と汚かったことです。第一級河川と言われる川はすべて水がとてもきれいだ

から「一級」だと思っていました。（ブラジル・30代・男性） 
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5-3.当日運営に協力いただいた関係者の声 

＜通訳者＞ 

・都会の川で遊ぶというのは、まずできないことだと思っていました。勝手に行ったら叱られ

る、深いから危ない、そして川があまりきれいではないので、魚やほかの生物はいないと思っ

ていました。けれどもこのイベントが開催され、都会の真ん中でも家族で自然とふれあう体験

ができることを知って、本当に驚きました。そして、庄内川についてだけでなく、魚や特定外

来生物の種類や法律、川あそびにはルールがあることについての説明も聞き、さまざまなこと

を学びました。更によかったのは、情報が多言語で発信されていたことです。参加者やボラン

ティアのみなさんは多国籍でしたが、「川で道具を使い、魚や色んな生物を捕まえたい」「冷た

い川の水で遊びたい」という気持ちは皆さん一緒でした。今回は現地に色々な道具があり、ラ

イフジャケットも置いてあり、安全が保障されていることを感じました。暑い中でしたが、ク

ーラーも聞いて休むことができる部屋やきれいなお手洗いがあることにも感激しました。外国

人である私や子どもたちには、「流しそうめん」も、とっても魅力的でした。流れていくそうめ

んに、ミカンやミニトマトをお箸を使って頑張って捕まえようとする大人や子どもたちの楽し

い声をきいて、心に響きました。ボランティアの皆さんが作ってくださった天ぷらやつけもの

も、とっても美味しかったです。いままで食べた流しそうめんとは「味が違う」と感じました。

やはりみんなと一緒に居たからでしょうか。外国人が参加ができ、日本の文化を紹介してくだ

さり、安全も確認した上でこの機会を考えてくださり、主催者の方々の皆さんには本当に有り

難く思います。次回も楽しみにしています。（フィリピン・40代・女性） 

・今回のイベントは、いろんな国籍の方が満遍なく参加していたことがとてもよかったと思い

ます。日本もますます多国籍になっていると感じました。今回は、日本人と外国人の交流だけ

ではなく、外国人同士の交流が行われていました。多文化共生事業では「勉強（講義）のみ」

あるいは「交流のみ」の事業が多いですが、今回の事業は“体験”と“勉強（講義）”と“交流”

の３点セットでしたので、とても有意義な時間が過ごせたと思います。そして、外国人の親世

代はまだ日本語が良く理解できていないため、「自分たちの子どもがどのような物や事に興味を

持っているのかが分かりにくい」と言われています。そのようななかで今回の参加者の中では

「魚の先生のお話しを夢中で聞き、いろんな質問やコメントをしている子どもの姿を初めて見

て、自分の子どもがこんなに魚や微生物に興味があったことに驚いたと同時に感動しました」 

と話す保護者もいました。このような事業を、今後も継続的に行っていけるといいですね！（ブ

ラジル・40代・女性） 

・日本で暮らしている外国人の多くは、平日は仕事、週末は大型ショッピングセンターのルー

ティンです。このようなイベントで、外国人たちは、日本の美しい自然の楽しみ方と自然を守

る大切さを学ぶことができ、より心豊かな生活ができると思いました。少し残念だと思ったの

が、庄内川が意外と汚かったことです。第一級河川と言われる川はすべて水がとてもきれいだ

から「一級」だと思っていました。（ブラジル・30代・男性） 

・大人が子どもと一緒に参加出来ることがとてもよかった。自然の川などを利用するに当たっ

てのルールを学ぶこと、自然を保護する規則をファミリーで学べることなどの機会は少ないと

思います。法律を守るだけではなく、安全・安心に利用する方法をほとんど知らない外国人に

とって、とても勉強になりました。私たち外国人は生まれ育った文化と環境が日本と違ってい

るので、今回のようにルールや規則を知ることはもちろんのこと、様々な外国人と共に参加す

ることができてよかったです。言葉が通じなくても、行動やジェスチャーを使ってアジア系と

ラテン系の外国人同士の会話が成立している場面は、ちょっと不思議だなぁと思いました。僕

たちと比較して若い人がとても多いなと思っていましたが、僕が日本に初めて来た頃と重なり、

懐かしくなりました。お互いに情報を交換できる機会がとても良かった。僕たちと日本に来る

目的は同じであったとしても、いろいろな人々の異なった目標を知ることができてとても良か

った。今後、ボートでレース的な遊びを川でやってみたいなぁと思った。コースを決めて、一

番早いチームに褒美を与える仕組みがあっても面白いと思う。山中の川にも行ってみたいし、

キャンプをしたり、魚釣りで魚を焼いたり、川の源流の近いところまで行ったり、山登りをし

たり、滝のあるところを見に行って、写真を撮ったり、テントを張って一泊して、自然を守り

ながら楽しい時間を過ごせる機会があるといいな。（ペルー・40代・男性） 

 

＜河川関係者（当日スタッフ）＞ 

・最近、外国人が川で事故（遭難）するニュースをよく見るので、今回のような企画は必要だ

と感じた。言葉の違いで理解できていなかったのかもしれないが、川で指示しても聞き入れて

もらえず、外国人と日本人では行動が違うと感じた。自分にとっても、文化や習慣の違いを感

じるよい機会だった。 

・参加された各国の方々は、とても真面目かつ興味深く取り組んでいただけたと思います。手

伝っている側も楽しくなるような、とても良い企画でした。内容的には、ライフジャケットや

タモ網等の入手先や値段等の情報まで提供してあげること、また今回の会場以外で、手軽に遊

べる場所（釣りも含めて）を教えてあげられたら良いのではないでしょうか。安全面では、流

れのある場所や、深い所では絶対に泳がないことを伝える必要があると思いました。 

・イベント全体としては、外国人の方々に川あそびの楽しさや注意することなど伝えることが

でき、目的は達成できたと思います。監視員をやっていて思いましたが、生き物を捕れた時の

喜びは日本人と変わりませんし、１回目の時には泳ぎ始めた子もいたことから川あそびを十分

に楽しんでもらえたことでしょう。また、昼食に流しそうめんを取り入れたことも普段できな

い、かつ日本ならではの体験ですので、楽しんでもらえたように思います。あえて気になる点

としては、どうしても通訳を通してやっているので、相手にどのように伝わっているかが分か

りにくいことでしょうか。もちろん事前に通訳の方と打合せをして問題無いとは思いますが、

河川のルールは普通に聞いても分かりづらい部分があるので伝え方は難しそうだなと思いまし

た。また、今回のようにイベントの中だけで川あそびをしてもらう分には良いですが、例えば
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今後個人的に川あそびに行ってもらうことも想定しているのであれば、作るのが手間にはなり

ますが、今回伝えた河川のルールなどの内容を配布資料など残るもので渡せると、あとで見直

すことができるのであるといいなと感じました。やはり、今回のように通訳を用意したイベン

トは他には無いでしょうから、川あそびに興味があっても川あそびに参加できなかった方々に

とっては嬉しいイベントだと思いますし、大変有意義なものだと感じています。今後の展開と

しては、今回のようなイベントを数多く開催して、少しでも多くの外国人の方に川あそびの経

験を増やしてもらうことが良いことだと思います。 

・今回初めて実施するイベントとしては準備、当日の動きについてはよく出来ていたと思う。

河川管理者も巻き込んで地域と一体となってイベントを実施していきたい。 

・川に親しむきっかけとなる良いイベントだったと思います。川でできるゲームなどを行って

もよいと思います。 

 

＜後援・行政関係者（当日スタッフ）＞ 

・通訳がつき、外国の方が日本の川の詳しい現状や生き物の様子を聞けることは、外国籍の親

子にとってとてもよい取組だと思いました。また、なかなか日本で自然と触れ合うことができ

ない外国人の子どもたちが楽しめる場所になっていたことが感じられ、自分の地域だけでなく、

同じ外国籍のコミュニティの方々と交流できる場になっていたように思います。ベトナムのお

母さんとお話をさせていただいた中でも、このような場があるのは今まで知らなかったのでと

ても嬉しいし、子ども達のためになるとの意見も出ていて、ぜひ続けてもらえたらと思います。

少しでも外国籍の親子の方々が子育てしやすい場ができあがってくるといいなと思います。 

・外国人に限らず、日本人でも自然と親しむ機会が減っている中、このように川での遊び方を

実体験を通じて学べる機会があるのは素晴らしい事だと思います。また、夏の海や川での水難

事故が大きな問題になっている中、川あそびの危険性について学ぶことができるとともに、川

での遊び方・特定外来生物のこと、みんなでとった魚がどのような種類でどのような特徴を持

っているかということなどを学ぶ機会もあり、一緒に参加する大人も楽しみながら学習できる

イベントでした。安全面についても、干潮の時間帯に実施したり、見守りの大人が多く配置さ

れているなど、自分が保護者であっても安心して子どもを参加させられる環境だったと思いま

す。 

・今回の川あそび体験は外国籍の親子にとってとても貴重な時間だったと思います。特に、川

にいる生物等の説明を彼らの母語で知ることができること、そして川の安全な遊び方について

もしっかりと母語で伝え理解することができる環境はとても重要です。今回参加して驚いたこ

とは、ベトナム人で子どもをもつ若い保護者がいるということです。今後もこのような機会が

増えて、多くの外国籍住民の方が川あそびの楽しさや安全な遊び方を知ってもらえることを願

います。 

・私自身が岐阜県の長良川沿いに生まれ、川あそびをして育ったこともあり、外国人・日本人
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今後個人的に川あそびに行ってもらうことも想定しているのであれば、作るのが手間にはなり

ますが、今回伝えた河川のルールなどの内容を配布資料など残るもので渡せると、あとで見直

すことができるのであるといいなと感じました。やはり、今回のように通訳を用意したイベン

トは他には無いでしょうから、川あそびに興味があっても川あそびに参加できなかった方々に

とっては嬉しいイベントだと思いますし、大変有意義なものだと感じています。今後の展開と

しては、今回のようなイベントを数多く開催して、少しでも多くの外国人の方に川あそびの経

験を増やしてもらうことが良いことだと思います。 

・今回初めて実施するイベントとしては準備、当日の動きについてはよく出来ていたと思う。

河川管理者も巻き込んで地域と一体となってイベントを実施していきたい。 

・川に親しむきっかけとなる良いイベントだったと思います。川でできるゲームなどを行って

もよいと思います。 

 

＜後援・行政関係者（当日スタッフ）＞ 

・通訳がつき、外国の方が日本の川の詳しい現状や生き物の様子を聞けることは、外国籍の親

子にとってとてもよい取組だと思いました。また、なかなか日本で自然と触れ合うことができ

ない外国人の子どもたちが楽しめる場所になっていたことが感じられ、自分の地域だけでなく、

同じ外国籍のコミュニティの方々と交流できる場になっていたように思います。ベトナムのお

母さんとお話をさせていただいた中でも、このような場があるのは今まで知らなかったのでと

ても嬉しいし、子ども達のためになるとの意見も出ていて、ぜひ続けてもらえたらと思います。

少しでも外国籍の親子の方々が子育てしやすい場ができあがってくるといいなと思います。 

・外国人に限らず、日本人でも自然と親しむ機会が減っている中、このように川での遊び方を

実体験を通じて学べる機会があるのは素晴らしい事だと思います。また、夏の海や川での水難

事故が大きな問題になっている中、川あそびの危険性について学ぶことができるとともに、川

での遊び方・特定外来生物のこと、みんなでとった魚がどのような種類でどのような特徴を持

っているかということなどを学ぶ機会もあり、一緒に参加する大人も楽しみながら学習できる

イベントでした。安全面についても、干潮の時間帯に実施したり、見守りの大人が多く配置さ

れているなど、自分が保護者であっても安心して子どもを参加させられる環境だったと思いま

す。 

・今回の川あそび体験は外国籍の親子にとってとても貴重な時間だったと思います。特に、川

にいる生物等の説明を彼らの母語で知ることができること、そして川の安全な遊び方について

もしっかりと母語で伝え理解することができる環境はとても重要です。今回参加して驚いたこ

とは、ベトナム人で子どもをもつ若い保護者がいるということです。今後もこのような機会が

増えて、多くの外国籍住民の方が川あそびの楽しさや安全な遊び方を知ってもらえることを願

います。 

・私自身が岐阜県の長良川沿いに生まれ、川あそびをして育ったこともあり、外国人・日本人

を問わず、安全に楽しく川あそびを体験して、自然に親しんでもらえたら…という思いがあっ

て、今回お手伝いに参加させていただきました。魚やカニなど身近な川に生息する生きものを

捕まえて、歓声をあげるお子さんたちの生き生きした表情はとてもほほえましく、一緒に楽し

いひとときを過ごさせていただきました。子ども・大人を問わず、自然に親しむことは日々の

暮らしや心を豊かにしてくれると思います。外国人の皆さんにとって、流しそうめんや地元の

野菜などのてんぷら・煮物等、美味しい日本食を味わうことができたのもとても楽しい体験だ

ったと思います。私たちも参加者の方々と一緒に美味しくご馳走になりました。提供してくだ

さった皆さんにどうかよろしくお伝えください。 

 

6.おわりに 

本実践を通じて、自然体験から得る喜びとは、国籍にも年齢にも性別にも違いがないことを

学んだ。プレ企画に参加した日本人保護者とその子どもたちも、本実践に参加した外国人保護

者とその子どもたちも、川で生き物が捕れたときは同じように喜び、逃がしてしまったときは

同じように悔しんでいた。プレ企画および本実践のすべての参加者が子ども連れでの参加であ

ったが、自分の子どもが笑ったり楽しんだりする姿を見たことに最も喜びを感じていたことに

も、何も変わらなかった。そのことは、参加者の感想からも一目瞭然である。 

開催の告知を開始して 10 日程度で 30 名の定員を超える事前の参加申込があり（実際の当日

参加者は 1 回目:57 人、2 回目:33 人）、開催後の意見聴取では保護者全員が「大満足」と答えた

ことから、川あそびに対する関心は高いと考えられる。したがって、これからは外国人保護者

が子どもと川あそびをする機会が増加することが予想される。 

その一方で、「川で遊ばせたいがその方法や規則が分からない」という意見が多く、言葉や習

慣の違いで安全に安心して遊ぶための情報が不足していることが伺えた。子どもが川で遊ぶ機

会が増えても水難事故が起きないようにするためには、保護者に対していかに川で安全に遊ぶ

ための情報提供をおこなうかが課題である。 

子どもを対象とした川あそびに関する催し物は、全国で毎年数多く開催されている。また、

愛知県は「あいち生物多様性戦略 2020」において、生物多様性の主流化を実現する手段として

環境学習を推進している（愛知県 2013:160）。しかし、これまでに日本語理解が不十分な保護者

を視野に入れた川あそび体験が実施されたという話は聞かない。今回実施したような多言語に

よる川あそび教室は外国人保護者に川の危険、規則、ひいては楽しさを効率よく伝える手段と

なりえることが、本実践で明らかとなった。さらに、今回は通訳を交えたプログラムのため、

日本人参加者はわずかであったが、外国人参加者は川あそび教室が異文化交流の機会になるこ

とも期待していたことがわかった。今後は、「多言語対応を可能」とした子育て中の家族一般を

参加対象とした教室を開催できれば、新たな異文化交流の場にもなり得る。また、川あそびを

取り巻く規制や注意事項に関する情報不足は、日本人保護者にとっても安心して川で遊べない

理由になっていると思われた。したがって、多文化共生の視点を含めた川あそび教室を開催す
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ることで、日本人保護者にとっても安心を得る情報収集の場になることが期待できる。 

 

注 

1)例えば、「2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催に向け、都市力の向上のた

めに欠くことのできない多言語対応の強化・推進のため、国の関係行政機関、関係地方公共団

体、政府関係機関、民間団体及び企業等がそれぞれの取組に係る情報を共有するとともに、基

本的方向の確認等により相互に連携・協働して取り組むこと」を目的として、新たに多言語対

応に特化した協議会の設置がある（2020年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語

対応協議会2016）。 

2）例えば、矢作川（愛知県）ではポルトガル語と英語による注意看板が設置されたり（中日新

聞2015）、長良川（岐阜県）では英語・ポルトガル語・英語による注意喚起の放送がされたり

している（中日新聞2017）。 

3)当日の様子は、ケーブルテレビ・スターキャットで2017年 8月 16日に放映された。また、

多文化市民メディア・DiVE.tvでは当日の様子をネット発信している。 

https://www.youtube.com/watch?v=Zl9N8oqa1po&feature=youtu.be 
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