NICOプロジェクトへようこそ！
私たちYSCグローバル・スクールでは、2010年から、年間100名の海外にルーツを持
つ子どもたちに日本語や教科学習の機会を提供してきました。これまでに支援してきた
子ども・若者は、6才から30代まで、30か国以上に及びます。
しかし、私たちが支援できる子どもの数には限りがあります。全国にいる、
日本語教育機
会にアクセスすることができない子どもたちに、
なんとかこれまでに積み上げてきたノウ
ハウを活かして、
日本語教育機会を提供することができないか。そんな思いから、試行
錯誤を経て生まれたのが、
この「NICO｜にほんご×こどもプロジェクト」
です。
日本語を学ぶ機会がなく、友だちもつくれず、勉強もわからない・・・

田中宝 紀

そんな状況に置かれた、全ての海外にルーツを持つ子どもたちに、専門家による教育

NPO法人青少年自立援助センター
定住外国人子弟支援事業部
・事業責任者

機会を届けたいと強く願っています。

●運営団体 ‑

IKI TANAKA

ＩＴの力で
専門家による
日本語教育を︒

責任者からのメッセージ

日本語が
わからない
子どもに

YSCグローバル・スクールについて

NICOプロジェクトは、YSCグローバル・スクールが運営しています。私たちは、困難を有する子ども・若者
支援で40年の実績を持つNPO法人「青少年自立援助センター」
の定住外国人子弟支援事業部として、
2010年にスタートしました。官民様々な機関との協働を図り、海外にルーツを持つ子どもの教育に関する
体制整備の推進に努めています。

よくあるご質問
●受講料・費用について

●パソコン・周辺機器について

Q：入会金や受講料はいくらですか？

Q：NICOプロジェクトは、パソコンがないと受講

A：入会金は5,000円です。受講料はクラスや受講時間によって
異なります。詳しくはお問い合わせください。

Q：教材は自分で購入する必要がありますか？
A：教材は原則として別途購入していただきますが、受講するクラ
スで異なりますので、
クラス決定後にご確認ください。
（貸与も可）

Q：NICOプロジェクトで勉強したいです。
でも、お金が払えません。

A：NICOプロジェクトは、一定の要件を満たす子どもや若者の授
業料を無料または減額する奨学金制度があります。詳しくはご相
談ください。

できませんか？

A：いいえ、
インターネット接続があればパソコン、
タブレット端末
（iPadなど）、
スマートフォンからも受講ができます。ただ、画面が
小さいと見えづらいため、出来る限りパソコンからの受講をおすす
めします。

日本語を母語としない子どもたちのために、
インターネットを通し
て、
どこにいても専門家による日本語教育機会へのアクセスを
提供します。

Q：パソコンがありません。貸し出しはしていますか？
A：はい、
ご相談の上で必要があれば、
パソコンやマイク、
カメラな
どの貸し出しを行っています。
ただし数に限りがありますので、
お
早めにご相談ください。
（国内に限ります）

無料体験お申込み／連携相談／ご質問 など

YSCグローバル・スクール 定住外国人子弟支援事業部

特定非営利活動法人青少年自立援助センター

〒197-0023 東京都福生市志茂183-2

042-552-7400

E-mail

NICO｜にほんご × こどもプロジェクト
（ニコ・プロジェクト）
は、

10：00〜17：00

月〜金（祝日除く）

info@nihongo-kodomo.net Fax.042-513-0266
ニコプロジェクト
https://www.nihongo-kodomo.net/

ライブ配信の日本語クラス

NICOプロジェクト

海外にルーツを持つ子どもたちがぶつかる日本語の壁。
しかし、多忙をきわめる学校現場は手が足りず、近くにボランティア
日本語教室も見つからない…。そんな地域に暮らす子どもたちへ、
日本語教師によるオンライン日本語教育をはじめとした支援サービ
スを届けます。
例えば、来日直後から３ヶ月でスムーズな編入学をする、
あるいは
中学生が高校進学を目指すといった目標の実現を、
いっしょに目指
していきます。
2010年から毎年100名以上の海外にルーツを持つ子どもを学校
へつなげてきた経験を活かし、
〈 NICOプロジェクト〉はみなさんの
地域の日本語教育体制をサポートします。

NICOプロジェクトとは？

受講に必要なもの

海外にルーツを持つ子どものための日本語教育専門家による授業、
また数学や社会、英語といった教科を日本語で

インターネットに接続されたパソコンまたはタブレット端末さえあれば受講できます。

学ぶためのサポートをオンラインで受けられる教育支援サービスです。

※マイクやカメラの機能がついていない場合、別途ご準備ください。

日本語の授業に
ついていけない…。

日本語が
わからなくて、
友達ができない…。

先生の話が
わかる！

将来は、
日本と世界を
つなげたい！

対象になる方
おおむね11歳〜30代の方が学ぶことを想定したカリキュラムです。
日本語を初めて学ぶ方から、高校受験を目指す方まで、幅広く受講していただいています。
例 ① ： 来日したばかりで、ひらがなもほとんど読み書きできない13歳。
例 ② ： 中学校に通学経験があり授業もわかるが、高校入試に不安を抱える16歳。

NICO

例 ③ ： 所定時間数の日本語初期指導を修了したが、
まだ授業にはついていけない14歳。

集中的な日本語学習

無料体験レッスンの際に、簡単な日本語レベルチェックを受け、
コーディネーターと受講クラスのレベルをご相談いただけます。

導 入 事 例
NICOプロジェクトの仕組み

滋賀県国際協会

受講者は学校のパソコンルームや自宅など、
どこからでも日本語等の授業を受けることができます。授業は単
に動画を視聴するだけの学習ではなく、
「 双方向型」
で、先生と受講者が会話をしながら進めます。そのため教
室で受ける日本語教育と同じ形式の授業を受講できます。

東京都清瀬市 教育委員会

日本語の力が十分ではない子どもが高校進学を目指

人口約74,000人のうち外国人人口が828名（約1％）

すとき、滋賀県では、
そのための学習機会が十分整備

の外国人散在地域です。市内の小中学校には、時折、

されていない地域もあります。そのような地域から相談

新規来日の海外にルーツを持つ転入生が来るものの、

に訪れたある保護者に、滋賀県国際協会はNICOプロ

常時まとまった数が在籍しているわけではありません。

ジェクトを紹介しました。

清瀬市では日本語支援員を配置し、
日本語がわからな

「『虹のかけはし教室』※や夜間中学がなく、
日本語
学校もない滋賀県にとっては、NICOプロジェクトは
有効な学習方法であると考えております。」

YSC
グローバル・
スクール

（公財）滋賀県国際協会

副主幹

光田展子様

い児童生徒の特別授業や通訳支援を行っています。
しかし、1週間当たりの支援時間数が限られているなど、
児童生徒の年齢や状況によっては日本語の力が伸び
悩むことがあり、NICOプロジェクトの試験的な導入と
なりました。

※文部科学省「定住外国人の子どもの就学支援事業（通称：虹の架け橋事業）」
およびその後継事業を受託する教室

リアルタイムで配信

【行政・支援関係機関の皆さまへ：連携のご提案】
現在、
日本語がわからないまま、
学校で何の支援も受けられない子どもが全国に１万人以上います。

学校

民間支援
家

文部科学省から5年にわたって受託した
「定住外国人の子どもの就学支援事業（通称：虹の架け橋事業）」
などを通
じて培ったノウハウを活用し、2016年からNICOプロジェクトを開始しました。海外にルーツを持つ子どもたち特有
の課題に十分な配慮をした専門的日本語教育などの支援を、
インターネットの力で全国各地に届けています。

支援制度のある自治体や学校でも、
ニーズに対して充分とは言えない場合も多く、適切
なサポートが受けられず不登校状態に陥る子どもや、
日本語も母語も中途半端になって
しまう子どもが後を絶ちません。
将来の多言語・多文化人材となり得る、海外にルーツを持つ子どもたち。彼ら彼女らを
大切に育み、可能性を最大限に引き出してゆくことは、
これからの地域社会にとって大き
な力となるはずです。
今回ご案内しているオンライン授業をはじめ、皆さまの地域における海外ルーツの子ど
も支援で私たちが協力できることがありましたら、
どうぞお気軽にご相談ください。YSC
グローバル・スクールの活動に関する講演や、子どもの日本語学習支援人材養成の講
師派遣なども承っています。
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