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要旨

　本稿は，名古屋大学留学生センターがインドネシア

留学生の活動についての支援報告である。日本へ両親

と緒に来るインドネシアの子どもたちは平日，日本の

小学校に通っている。その子どもたちは，帰国し，イ

ンドネシアの学校に入学・転校する際，インドネシア

語，文化，宗教などに関するテストがあるため，障害に

なる。この問題を受けて，在日インドネシア留学生協

会は2008年２月に【ビネカ子ども勉強会】を成立した。

勉強会では，インドネシア小学校のカリキュラムを加

え，宗教や文化などが含まれ，特別な学習内容で授業

が行われている。教師はインドネシア留学生と生徒の

両親であり，ボランティアとして参加している。この

勉強会は，毎土曜日の午後３時から５時まで，名古屋

大学留学生センターの教室を借りて実践している。ま

た，2010年までには，ビネカ子ども勉強会は，様々な

場でインドネシア文化を紹介する活動も行っている。
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１．はじめに

　名古屋にいるインドネシアの子どもたちは，親が留

学生としてこの地域の大学に在学しており，その親と

一緒に日本に住んでいるケースが一般的である。子ど

もたちの多くは日常的には日本の学校（幼稚園・小学

校）に通っており，日本の教育を受けている。ほとんど

の子どもたちが将来はインドネシアに帰国する予定で

あることから，日本の教育しか受けていないことは，

帰国後，インドネシアの学校に進学する場合に大きな

影響を与える。

　さらに，日本語で教育を受けた子どもたちは，日本

のよい面を自然に吸収する一方で，母語や自らの文化

を忘れるケースが多く，インドネシアの学校で勉強を

継続する際に，困難な状況に直面することになる。

　これらの問題が顕在化してきたため，インドネシア

の子どもたちを対象とした補習としてのインドネシア

教育が重要な課題と考えられるようになった。インド

ネシア留学生協会は，子どものための勉強会を発足さ

せようと考え，2007年11月から2008年１月かけて，そ

の実施形態や方法について検討した。

２．勉強会の名称

　勉強会は，「Kelompok Belajar Anak Bhinneka」（ビ

ネカ子ども勉強会）と称された。

　「ビネカ」とは，「Bhinneka Tunggal Ika」（多様性
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の中の統一）というインドネシア共和国のスローガン

から取った言葉である。「ビネカ」とは日本語でいう多

様性の意味に近い。それは，インドネシアという多文

化，多民族，多宗教の国家を表す用語である。

　名古屋にいるインドネシア留学生は，様々な島から

来て，さまざまな民族性を有している。子どもたちに，

そのような多様性，多民族，またビネカ・テュンガル・

イカというスローガンを理解させるために，この勉強

会に「ビネカ勉強会」という名称を付けたのである。

　ビネカ子ども勉強会は，名古屋大学留学生センター

の施設を借りて，３つの教室で行われた。１年生と２

年生の生徒は「Kelas Bali」（バリ・クラス），３年生と

４年生は「Kelas Halmahera」（ハルマヘラ・クラス），

５年生と６年生は「Kelas Flores」（フロレス・クラス）

というふうに区分した。

　これらのクラス名称は，インドネシアの島の名前か

ら取ったものである。バリは，インドネシアという国

よりも世界や日本で有名な場所であることを子どもた

ちは理解している。しかし，バリがインドネシアの中

の一つの島であることを知らない子どもも少なくな

い。バリはインドネシアの一地方だということを 識

させるために，バリ・クラスという名前が選択された。

フロレスは，東ヌサ・トンガラ州の中にある小さな島

である。ハルマヘラは，マルク州の中にある大きな島

である。それらの島々は，東インドネシアに位置して

いる島であり，インドネシアの子どもたちはほとんど

知らないところである。そこで，インドネシアの大き

な島々（ジャワ島，スマトラ島，カリマンタン島，ス

ラウェシ島，パプア島）より，小さな島，特色がある

島を紹介したいため，フロレスとハルマヘラという名

称を選んだ。

　この勉強会及びクラスの名称は，私たち勉強会を主

催した大人たちや毎週この勉強会に通う子どもたちに

とって，意味深いことであると考えている。

３．実施の経緯と状況

３．１．勉強会の日時・場所

　子どもたちの小学校や幼稚園が休みで，親や教師に

とっても参加しやすい土曜日，そして遠方から来る子

どもたちのことも考えて午後３時から４時半までの１

時間半を，勉強会の日時として設定した。2008年１月

21日に勉強会が正式に発足し，2008年２月２日に最初

の授業が行われた（写真１と写真２）。

　場所については，名古屋大学の留学生センターと話

し合いの結果，学内者による関連事業ということか

ら，当センターの施設を無料で借りることになった。

当初は，同じ日時に学内者向けインドネシア語公開講

座を行うという交流事業の一環として試行したが，講

座への参加者が集まらなかったことから，子どもたち

の勉強会に絞って活動することになった。数か月間は

当センターを無料で借りたが，教室を確保できない日

もあって予定が立てにくい状況が見られた。よって，

使用料を支払い正式に予約を入れ利用することにし，

現在まで継続している。施設利用料は３教室合わせて

一カ月に１万１千円ぐらいであり，親たちからの寄付

で賄っている。

３．２．生徒数と生徒の年齢

　最初の生徒数は20名であり，具体的には小学校６年

生が１名，５年生が６名，４年生が１名，３年生が５

名，２年生が４名，１年生が３名と，各年齢に散らばっ

（A） （B）

写真１　集合写真（A），ビネカ勉強会の開始式（名大留学生センターロビー）（B）（2008年２月２日）
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ていた。その後2008年３月～４月に帰国したインドネ

シア留学生がいたため，生徒数は2008年７月時点で17

名となった。後にまた増えて2010年８月時点の生徒数

は21名であり，５歳～８歳の子どもが多い。その内３

名の子どもは，両親のうち一人がインドネシア人で，

もう一人が日本人であるという幼児である。このよう

に，時期によって子どもの数や年齢には変動がある。

３．３．運営者と教師

　教師は名古屋大学のインドネシア留学生及び子ども

の母親に任せ，最初は14名，勉強会全体のとりまとめ

役の代表を合わせて15名であった。会長１名，副会長

１名，各クラスの担任教師が勉強会を運営している。

会長は，運営の責任と渉外に関する管理役割を果た

し，副会長は財務や新入生・入会に関する責任をもつ。

担任教師は，週の授業計画を作成し，各時間の担当教

師を調整する。全員がボランティアとして参加し，学

生としての大学の勉強や実験，また母親として家事や

育児の仕事の間に熱心に指導している。教員免許や教

育関係の職歴を持っている人ばかりではないが，イン

ドネシアの学校で教育を受けた経験をもとに，工夫し

ながら指導している。現在の教師数は最初に設置され

た時の状況と同じで15名である。

３．４．学習内容　

　学習内容は基本的にインドネシアの小学校のカリキュ

ラム計画に基づいて作成された。しかし，授業時間は，

週に一回，さらに１時間半のみであるため，全ての科

目を網羅するのは困難であり指導科目は，インドネシ

ア語，数学，総合理科，総合社会科，英語である。英

語はバリ・クラスでは教えられていない。全ての科目

で，その内容よりもインドネシア語の能力が重視され

ている。生徒たちは，日本の小学校に在学しているた

め，理科，社会科，数学に関する内容は理解できると

考える。しかし，それらの内容がインドネシア語では

どのように表現されるのか，またそれらに関するイン

ドネシア語の用語を理解させることが重要である。

　毎週土曜日午後３時から４時半までの間に，異なる

二科目が教えられている。2009年からは，親の希望に

より，ビネカ勉強会にイスラーム学習を取り入れるこ

とになった。これは参加家庭が皆ムスリムであった

が，自宅でイスラーム学習，特にクルアーン学習を行

うことが難しいという意見から実施を始めたものであ

る。日々の生活に必要なイスラーム宗教教育が導入さ

れたため，勉強会が30分程度延長されることになっ

た。クルアーン学習は基本的にはクルアーン読解であ

り，教師がそれぞれの子どもの読み方をチェックし，

何ページまで読んだか，自宅で練習してほしい点は何

か，などの報告をクルアーン読解カードに記入する。

自宅や子どもたちのイベントなどでクルアーン読解時

間があれば，そのカードを参考にすることができ，ク

ルアーン読解がどこでも続けられるようにした。

　授業に関する教材は，基本的にインドネシアの小学

校で使用されている教科書であるが，全ての内容を教

えることができないため，必要な内容を重点的に教え

ている。また必要であれば，教師が他の教材を提供す

る。

　インドネシア学校の小学校のカリキュラムは，ビネ

カ勉強会のでは授業時間数と，子どもたちのインドネ

シア語の理解度を考慮すると，そのまま実施するのは

困難である。そのため，勉強会当初から「ビネカ・カ

リキュラム」を作成した。

　インドネシア小学校のカリキュラムは，９科目（宗

教科，公民教育，インドネシア語，数学，総合理科，総

合社会科，技能・芸術，体育，英語，地方語）から構成

されるが，ビネカ勉強会では６科目のみ教えられてい

る。具体的なカリキュラムと授業時間は表１に示す。

（C）（B）（A）

写真２　バリ・クラス（A）とハルマヘラ・クラス（B），フロレス・クラス（C）（2008年２月２日）
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３．５．その他の活動

　土曜日の勉強会に付随して，さまざまな教育・交流

活動が行われている。それらは次の７つである。

１） ５月，東郷市の子ども祭りに参加し，インドネシ

アの踊りや子どもたちの遊びやゲームなどを紹介

する（写真３A）。

２） ６月，名古屋大学祭に参加する（写真３B）。

３） ７月，夏キャンプを行う。夏休みに入ってから，

家族で夏旅行（海の方面）へ行く。

４） ８月，インドネシア独立記念日式典に参加する（写

真４）。

５） 断食月（今年は８月）に，イスラーム勉強会と断

食明けの食事会（buka puasa）を行う。

６） 10月，名古屋国際センターで開かれるインドネシ

ア・フェスティバルに参加し，演技をする。

７） 11月，スカウト活動（グループによる野外での運

（A） （B）

写真４　インドネシア独立記念日式典に参加（2009年８月17日）

写真３　東郷子ども祭り（A），2008年名大祭に参加（B）

表１　2009年～2010年ビネカ・カリキュラム・授業時間

週 時間 バリ ハルマヘラ フロレス

第一週
15.00～15.45
15.45～16.30
16.30～17.00

インドネシア語
数学

クルアーン学習

インドネシア語
数学

クルアーン学習

インドネシア語
数学

クルアーン学習

第二週
15.00～15.45
15.45～16.30
16.30～17.00

インドネシア語
数学

クルアーン学習

総合理科
総合社会科

クルアーン学習

総合理科

クルアーン学習

第三週
15.00～15.45
15.45～16.30
16.30～17.00

インドネシア語
数学

クルアーン学習

インドネシア語
数学

クルアーン学習

総合社会科

クルアーン学習

第四週
15.00～15.45
15.45～16.30
16.30～17.00

インドネシア語
数学

宗教科

英語
数学

宗教科

英語

宗教科
注： 第四週で行われる宗教科はクルアーン学習と異なり，クルアーン読解よりも，礼拝のありかた，

道徳，イスラーム方針に関する内容を中心としている。
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動・交流活動）を，名古屋大学や東山公園で行な

う。具体的には，子どもたちはグループで地図を

持って，決められた場所を探し，そこでインドネ

シアに関することやインドネシア語を使用する簡

単な質問などを答えたり，タスクをしたりすると

いう活動である（写真５）。

４．問題点と今後の課題

　毎週土曜日のビネカ子ども勉強会は，帰国後の就学

を支援するだけでなく，子どもたちにとっては楽しい

交流の場でもあり，親にとっても同国のインドネシア

人と会ったり話したりして，日ごろの問題を解決した

り日本での生活によりよく慣れたりすることができる

為，貴重であると言える。インドネシア人留学生やそ

の家族皆にとって大切な機会である。

　設立時にはあまり多くなかった参加者は徐々に増え

てきた。母親・父親たちが，多忙にもかかわらず子ど

もを連れて来ること，さらに，ボランティアである教

師たちもいつも一生懸命指導していることはがこの活

動の継続・発展の力となっている。この勉強会の存在

は，すべての関係者にとって学びの場であると言え

る。多くの人々の協力を受け，この勉強会が続けられ

ている。

　学生たちにとってアクセスもよく馴染みの深い名古

屋大学の留学生センターの教室を借りることができる

ことも幸いしている。しかし，子どもたちが集まると

きはどうしても賑やかな雰囲気が避けられないため，

当センターや，棟続きの法政国際教育協力センターの

研究・執務活動に支障をきたすことのないように，参

加者皆の配慮が必要である。

　周りの人から苦情があったこともあり，親たちや教

師たちと話し合って，できるだけ静かに活動しようと

いうことが合意された。そのために，さまざまな努力

をしている。例えば，借りていない場所（ロビーなど）

に親が集まらないように，できるだけ子どもが一人で

勉強会に通うようにすることや，付き添ってきた母親

には教室の中で待ってもらうといことである。（名古

屋市外に住んでいる子どもたちもいるので，安全の

ために親が付き添う必要がある場合も多い。）　さら

に，勉強会後には名古屋大学の中央図書館前の広場に

子どもたちを行かせ30分程度一緒に遊んで過ごさせて

いる。発表演技の練習があるときも，図書館前や豊田

講堂の前の広場を利用して，子どもたちがのびのびと

走ったり踊ったりできるようにしている。

　また，子どもの勉強会を待つ間，母親たちも勉強会

を開催して，共に学べると考えるようになった。その

結果，2010年２月からは，毎週土曜日の正午から午後

４時まで近隣の自宅を使用して「お母さん勉強会」が

行われている。主にクルアーン学習から日々の生活を

考える内容であり，これによって，自らも学び精神

的にもより安定して生活ができるようになっている。

「お母さん勉強会」と言っても，参加者は独身のインド

ネシア人女性や学生以外もいる。この勉強会ではクル

アーン学習以外は，インドネシア人女性の集まる会に

もなっている。

　子どもにとってより適した場所で勉強したり，遊ん

だりすることが検討されているが，親は主に学生であ

るため，子どもを勉強会に連れて行き，すぐに研究室

に戻ることが必要なことも多い。親にとってもアクセ

スしやすい場所がよいという意見も強く，そのため

に，現在の名古屋大学留学生センターで実施すること

は利点が多く，継続が望まれている。

　勉強会の学習内容は，これまではインドネシアの小

写真５　スカウト活動（2008年12月８日）
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学校のカリキュラムに基づき，科目数や時間数を調整

しているものであったが，日本の小学校で日々の教育

を受けている子どもたちにとっては，インドネシアの

カリキュラムの内容そのままを理解するには困難があ

る。そのために，現在は，バリ・クラスではインドネシ

ア語の日常会話を中心に学習するようになっている。

インドネシア語の歌を取り入れて勉強することも取り

入れた。このような内容になっていくと，両親や親の

一方が日本人である子どもたちも，さらに参加しやす

くなるであろう。

　愛知県，特に名古屋市内の日本人の子どもたちや外

国人の子どもたちとの協同活動についても，これから

の課題として考えている。


