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障害のある子供を帯同して海外に渡航する家族への支援について 

 
横尾 俊・伊藤由美・明官 茂・藤本裕人・牧野泰美・玉木宗久 

（教育支援部） 
 

 

要旨：国立特別支援教育総合研究所の教育相談事業では，国外に住んでいる，また国外在住が予定されている障

害のある子供の家族および 日本人学校等からの相談を行っている。本稿では昨年度における本事業の実施状況と，

海外に渡航する家族の相談で多くを占める渡航先の情報提供について取り上げた。渡航する家族には，在外教育

施設などの教育の場に関する情報，現地の特別支援教育制度の情報，編入学時に行うべき手続きに関する情報提

供へのニーズがある。ここでは，一例としてアメリカに渡航する家族への教育相談で行っている情報提供につい

て報告する。 

見出し語：教育相談，海外の特別支援教育,在外教育施設,編入学の手続き 

 

Ⅰ．はじめに 

 

 2014 年の調査によると，日本企業の 27％が海外

進出しているという結果が報告されている(帝国デ

ータバンク,2014)。中でも，製造分野では４割を超

える企業が海外進出を行っており，日本企業の経済

活動は国外に深く根付いていることが分かる。こう

した企業から海外派遣される社員の中には家族を

帯同して赴任することもあり，保護者としては帯同

する子供にとって適切な教育の場を確保できるか

どうかは大きな問題となる。 

 海外で暮らす子供の学びの支援として，文部科学

省は日本人学校や日本語補習授業校に対して，国費

による教員派遣を行っている。また，海外での子供

の教育を支援する機関として，海外子女教育振興財

団があり，現地の教育についての教育相談や教科書

の手配や通信教育を行っている。 

 しかし，こうした支援は行われているものの，渡

航先に日本国内と同様の教育施設が設置されてい

る訳ではない。特に，障害のある子供を帯同して海

外に渡航する家族の場合には，子供に適した学校の

選択だけでなく，現地の学校に転入学する際には，

障害のある子供の入学に関する教育制度の分かり

にくさ，編入学に際しての問い合わせ先の見つけに

くさ等，情報収集の困難さを抱えていることがある。 

 こうした家族への支援として，国立特別支援教育

総合研究所の教育相談では，国外に住んでいる，ま

た国外在住が予定されている障害のある子供の家

族および日本人学校等からの相談（以下，海外在留

邦人および日本人学校支援と記す。）を行っている。 

 本稿では，教育支援部の事業として，海外在留邦

人に対する教育相談の現状を報告する。 

 

Ⅱ．教育相談事業支援内容と実績について 

 

 国立特別支援教育総合研究所の教育相談事業で

は，日本人学校及び海外在留邦人の支援を行ってい

る。具体的に行っている支援内容は，以下のような

ものである。 

① 日本人学校支援 

② 海外に渡航予定のある家族への渡航先の特別

支援教育に関しての教育相談 

③ 帰国に伴う教育相談 

④ 指導・支援に関する教育相談 

 

また，平成26年度の相談件数は表１の通りである。 
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表１ 平成 26 年度海外在留邦人及び日本人学校 

支援実施内容と相談件数 

 

このうち，②の渡航先の特別支援教育に関する情

報提供について，情報提供をした国は表２の通りで

ある。平成 26 年度はアメリカの実施件数が最も多

く５件であり，中国，タイと続いた。なお，平成

27 年度は，11 月末現在でアメリカへ渡航する家族

からの問い合わせは昨年度を越えている。 

 アメリカについての相談件数が多い理由として，

日本人学校がシカゴとニューヨークの２校しかな

く現地校の入学では保護者自らが手続きを進める

必要があるため，入学に関する情報の必要性が高い

ことが考えられる。 

 

表２ 平成 26 年度の国別相談件数 

（１ケースで複数国の情報提供を行った場合も含

む） 

 

Ⅲ．海外での教育の場について 

 

 日本語で教育が受けられる在外教育施設は日本

人学校，日本語補習授業校，私立在外教育施設，日

本語幼稚園を挙げることができる。しかし，これら

の施設があるのはアジアや欧州などの一部の地域

に限られていることや，これらの多くの施設におい

て障害のある子供を受け入れられる体制に無いこ

となどから，編入学や入園が難しいことも少なくな

い。そのため，日本人学校のある国であっても，イ

ンターナショナルスクール等，日本語で受けられる

在外教育施設以外の情報を求められることもある。 

また，情報提供を行う際，国や地域の状況に応じ

て情報提供の内容を工夫している。例えばアジアや

南米など現地校の外国人の受け入れ体制があまり

整っていない地域に渡航する家族には日本人学校

とインターナショナルスクールについての情報提

供を行ったり，ヨーロッパの国々のように外国人の

受け入れ体制が比較的良い地域に渡航する家族に

は，日本人学校の他に現地校について情報提供を行

ったりしている。また，アメリカやカナダ等のよう

に広大な地域で日本人学校が少ない国の場合には，

現地校への入学を中心に情報提供を行うこととし

ている。 

このような判断のもと，渡航先の教育に関する情

報提供を求める家族に対しては，その国の教育制度

と共に，教育の場についての一般的な情報提供を行

っている。ここではこうした一般的な教育の場の情

報提供内容について紹介する。 

 

１．日本人学校 

 日本人学校は，国内の小中学校又は高等学校にお

ける教育と同等の教育を行うことを目的として，設

立された全日制の教育施設である。主に日本人会等

が主体となって設立され，その運営は日本人会等や

進出企業の代表者，保護者の代表などからなる学校

運営委員会によって行われている。平成 26 年４月

15日現在，世界50カ国に89校が設置されている（海

実施内容 相談件数 

渡航先に関しての教育

相談 

16 

帰国に伴う教育相談 5 

支援・指導に関する教育

相談 

8 

日本人学校支援 4 

国 名 実施件数 

アメリカ 5 

中国 3 

タイ 2 

実施が１件の国 

シンガポール，インドネシア，マレーシア，オラン

ダ，ベトナム，スペイン，ドイツ，イギリス，メキ

シコ，インド 
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津他,2015)。教育課程は，原則的に国内の学習指導

要領に基づき，教科書も国内の検定教科書が用いら

れている。 

 教員の一部は文部科学省の派遣教員であるが，学

校自体は学校運営委員会によって経営されている

私立学校の扱いとなる。特別支援教育に関しては，

資金面や人的な理由から国内の公立学校と同等の

体制を構築することは難しい場合が多く，障害のあ

る子供が編入学を希望しても受け入れられないこ

ともある。平成 26 年４月現在，特別支援学級の設

置がある学校は９校であり（海津他,2015)，大規模

校の設置が大部分である。 

 

２．日本語補習授業校 

 日本語補習授業校は，現地校やインターナショナ

ルスクール等に通学している日本人の子どもに対

し，土曜日や日曜日，放課後などを利用して国内の

小学校又は中学校の一部の教科について日本語で

授業を行う教育施設である。日本人学校と同様，現

地の日本人会等が設置運営主体となり運営が行わ

れている。多くの学校では，国語を中心に授業が行

われており，国内で使用される検定教科書が用いら

れている。 

 平成 24 年４月 15 日現在，世界 55 カ国・地域に

202 校が設置されており，約１万７千人が学んでい

る(文部科学省,2015)。在籍者数 100 名以上の学校

には，文部科学省より規模に応じて数名の教員派遣

が行われており，多くの場合校長，教頭等の管理職

がその対象である。 

 学校の特色上，障害のある児童生徒に特化した特

別支援教育体制をとることは難しいが，学級の中に

は発達障害などの配慮を要する児童生徒がいる場

合もあり，授業の工夫などで対応している現状にあ

る。 

 

３．私立在外教育施設 

 私立在外教育施設は，国内の学校法人等が母体と

なり海外に設置した，全日制教育施設である。平成

26 年７月現在，世界に８校が設置されている(指定

学校も含む）(文部科学省,2015)。 

 私立在外教育施設を卒業した場合，国内の小学校，

中学校，または高等学校と同等と見なされるため，

中学部を卒業した場合には国内の高等学校の入学

資格，高等部卒業者は国内の大学の入学資格をそれ

ぞれ有しているとみなされる。 

 特別支援学級などが設置されている訳ではない

ので，取り出しでの個別指導などの特別な配慮を受

けることはできない。 

 

４．日本語幼稚園 

 日本語幼稚園は，私立の幼稚園で日本語教育を主

に行うことを目的として設立されている。障害のあ

る子供を対象とした指導を行っている訳ではない

が，子供の状態に応じて配慮を行いながら教育を行

っている園もある。 

 

５．インターナショナルスクール 

 インターナショナルスクールは，主に英語での教

育が行われている私立学校である。授業の殆どが英

語で行われており，様々な国籍の児童生徒が通う学

校となっている。カリキュラムは学校毎に違い国際

バカロレア資格（IB)を目指す国際的な教育を行っ

ている学校や，独自のカリキュラムを行う学校など

様々である。卒業資格が日本の教育課程との互換性

がない場合もあり，選択の際には気をつける必要が

ある。 

 学校によっては，障害のある子供の受け入れも行

っており，現地校への入学が難しい地域では有効な

選択肢となり得る場合もある。 

 

６．現地校 

 渡航先の地域にある学校を一般的に現地校と呼

んでいる。外国人を公立学校に受け入れる制度を持

つ国は多く，授業料についても無償から有償までと

幅が広い。国によっては障害のある子供の支援体制

が整っている地域もあり，子供のニーズによっては
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有効な選択肢となる。ただし，英語圏以外では保護

者と学校の意思疎通が難しい場合もあり選択肢と

して難しい場合がある。 

 

Ⅳ．海外に渡航する保護者への 

現地校についての情報提供 

  

 教育相談では，本稿のⅢで挙げた教育の場と共に

現地校の入学手続き等に関する情報提供を行って

いる。ここでは，アメリカに渡航する家族に情報提

供を行っている内容を紹介する。 

 

１．アメリカでの障害のある子供に関する教育情報 

 アメリカの障害児教育制度の概要では，

IEP(Individual Educational Program)の説明と IEP を

取得するまでの手続きについて説明を行っている。 

IEP はアメリカで特別教育プログラムやサービス

を受ける前に，プログラムやサービスが必要かどう

かをアセスメントしたうえで，どういったサービス

が必要かをしめした法定文書である。IEP 取得の手

続きを経た後には，教育委員会と学校はこの文書に

記述された内容について履行することが義務とさ

れるものである。 

IEP の取得には，保護者からの申請が必要である

ことと，申請するためには申請を行う教育委員会の

管轄に住居がなくてはならないこと，IEP 取得まで

は時間がかかり場合によっては自宅待機になるこ

となど，国内の手続きとは大きく異なる部分につい

て伝えている。 

  

２．出国までの準備物について 

 現地校の入学までの手続きの中で用意すると良

いものと，用意すべきものについて紹介している。 

 

１）IEP ミーティングに備えておくと良い資料につ

いて 

 IEP ミーティングでは，これまでの子供の様子や

学校で行われてきた支援についての聞き取りが行

われる。そのことに備えるために用意すると良い資

料について説明を行っている。具体的には，生育歴

や療育歴や通院歴，学校で行われている支援や学習

内容，子供の得意不得意等についてであり，これら

は英訳しておくと役立つことも伝えている。 

 

２）教育委員会に提出する資料 

 教育委員会への提出資料として，日本の教育機関

においての在籍証明が求められることがあるため，

現在在籍している学校長名で在籍証明を発行して

もらい，それに英訳をつける書類を用意する必要が

あることを伝えている。 

 この他として，アメリカの就学児童生徒には，ア

メリカ疾病予防管理センター(CDC)が定めた予防接

種の義務があり，編入学する際には接種の証明が必

要になる。アメリカの小児予防接種には，日本の小

児予防接種には含まれていなかったり，接種回数が

異なっていたりする項目もあり，実施した予防接種

又は罹患歴が証明できない場合に再接種が求めら

れることもある。 

 これまで接種した予防接種についてかかりつけ

医と相談し，母子手帳の記載確認や予防接種記録等

の証明書を作成する必要があることを伝えている。 

  

３．現地情報について 

 これまで，英語が堪能な保護者でも，渡航先の教

育システムが分からないことから，連絡先の情報を

得ることが難しく，教育相談の申込みをされること

があるという経験をしている。そのため，居住予定

地の地域を管轄する教育委員会の特別支援教育担

当の部署の連絡先と保護者の支援サービスについ

ても伝えている。 

 また，教育委員会によっては保護者向けのガイド

ブックを作成しているところもあるためweb上に公

開されたガイドブックについても紹介している。
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Ⅴ．おわりに 

 

 障害のある子供を帯同して海外に渡航するには，

限られた条件の中で子供に適した教育の場を選択

しなくてはならないという大きな課題が伴う。日本 

人学校のある国や地域に移住する場合でも，学校の

受け入れ体制の状況から編入学が認められず，現地

校への入学を選ばざるをえないこともある。 

 諸外国の中でも，今回取り上げたアメリカと同様，

ヨーロッパ諸国，オーストラリア，カナダなど英語

圏の国は特別支援教育体制が比較的整っている。そ

のため，現地情報が公開されている国においては，

移住する地域の教育情報を見つけやすく，具体的な

支援に繋がる情報提供が可能である。しかしながら，

渡航する家族にとっては，不安な状況の中，国内事

情と大きく異なる教育システムを理解することは

決して容易ではなく，何から始めたら良いかのかが

分からない状態に置かれていることも多いようで

ある。こうした家族への教育相談においては，一度

の情報提供で終わるのではなく，継続的な教育相談

を行う必要がある。 

 一方で，現地校への編入学が事実上難しい地域な

どでは，情報提供できる内容も限定され支援には困

難が伴う。教育的資源が少なかったり，子供にとっ

て適切な学びの場がなかったりする場合には，残念

ながら，子供と母親が日本に残り，父親が単身赴任

をするという選択について相談を行うこともある。 

本稿では，主に海外に渡航する家族への支援につ

いて報告を行った。研究所が行える教育相談におい

ては海外在留邦人の支援と共に，日本人学校支援も

行っている。日本人学校においては，障害のある児

童生徒の受け入れの裾野が拡げられるよう体制づ

くりへの支援についても継続的に取り組んでいく

必要があると考える。 
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