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１ 背景 
我が国では、人材不足という現状を背景に、新たな

在留資格を創設し、さらに外国人材を受け入れようと

する動きが活発になっている。2018年12月25日に、

「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」が開

かれ、介護分野をはじめとする 14 分野について「特

定技能1号」という在留資格が創設される基本方針が

決まった。介護分野であれば日本語力判定テストの他

に、介護日本語評価試験や介護技能評価試験などによ

ってある程度の専門知識と日本語能力があるか確認し、

在留資格が認められることになる。介護分野について

は 2019 年から 2024 年までの 5 年間で 6 万人を受け

入れる見込みとなっている。 
2017年11月1日には「外国人の技能実習の適正な

実施及び技能実習生の保護に関する法律」が成立し、

技能実習生の受け入れ対象職種に介護が加わった。こ

の制度は「国際社会との調和ある発展を図っていくた 
------------------------------------------------ 
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め、技能、技術または知識の開発途上国等への移転を

図り、経済発展を担う人づくりに協力することを目的」

としているが、結果的には人材不足を補う効果をもた

らしている。介護分野の技能実習生が日本に入国する

ときの要件としては、日本語能力試験 N4程度で、1年

目の実習後、2年目の実習に移行するときには N3程度

に達していることと決まった。これは、2014年10月

から 2015 年 1 月にかけて行われた厚生労働省の有識

者検討会での提言内容に沿ったもので、ある程度の日

本語での意思疎通ができれば受入れ可能となった。 

介護に関わる日本語教育研究は、2008年度より始ま

った経済連携協定（以下、EPA と呼ぶ）に基づいた外

国人介護福祉士候補者の受け入れ制度が大きく関与し

てきた。EPAにより特定の 2 国間や複数国間で、人材

の異動や投資、2 国間協力など幅広く経済関係の強化

を目指すという制度が始まると、介護分野ではインド

ネシア、フィリピンから介護福祉士候補生を受け入れ、

2012 年度からはベトナムからも候補生を受け入れて

きた。彼らは、最大4年間の在留期間中に国家資格を
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取得できなければ帰国しなければならない。そのため

このような介護分野での外国人材のための介護の日本

語教育研究は、介護福祉士国家資格対策、介護の漢字

やことばを検索できるウェブ教材研究などの試験向け

の研究が多かった 8,9 )。 

しかし、介護分野での外国人材の受け入れが加速化

し、受け入れ基準も変化するにつれ、介護分野の日本

語教育も、介護福祉士国家資格対策から、即戦力とな

り得る人材のための日本語教育研究へと変化が求めら

れるようになった。特に介護分野には、介護福祉士と

いう国家資格を取得した高度人材だけでなく、その他

の外国人材に任せられる多様な業務があり施設側も介

護福祉士の負担が減ることを望んでいるのである 10)。 
 本稿では、現場で即戦力となり得る外国人介護人材

のためのカリキュラム開発が必要ではないかと考え、

調査を行うことにし、その結果を報告する。語彙調査

結果の一部については、工藤 3)により報告された。機

能語の調査結果と教材の一部については本学会の第 6
回全国大会で工藤・黒羽・萩原 4)で報告された。本稿

では、第 6 回全国大会での発表をより詳細に報告し、

ケアハウスでの業務を想定した日本語教育カリキュラ

ム開発をした経緯と、その教育プログラムの構築に向

けての課題と展望を述べる。 
 
２ 研究目的  
本研究の目的は、介護施設の中でも多様な業務の多

いケアハウススタッフの談話分析を行うことにより、

介護施設で即戦力となり得る外国人材のための日本語

教育カリキュラムの課題と展望を示すことである。 
 
３ 方法  
3.1 調査時期 

2016年2月と3月に各1回予備調査を行った。5月

に2日間にわたり調査を実施した。 
3.2 場所 
千葉県内の社会福祉法人のケアハウスを取り上げた。

ケアハウスは、自立して生活することに不安がある身

寄りのない人、家族による援助を受けることが困難な

人などが入居できる老人福祉法で定められた施設であ

る。そのため、特別養護老人ホーム等に比べ、介護の

資格を持たない人にも任せられる業務が多数あって、

外国人にも活躍の場が多いと考えられるためである。 

3.3 選定場面 
千葉県内のケアハウス理事及びマネージャーに構造

的インタビューを行い、ルーティンとして繰り返し職

員が直面する場面や、緊急時の対応について話しても

らい、その中から調査対象とするルーティン場面を選

定した。職員同士の申し送り場面（夕方）、食事配膳準

備場面、食事配膳場面、食事中の声かけ、外出する入

所者さんへの声かけ場面である。週１回程度のルーテ

ィン場面として、入所希望者への案内、健康チェック

の場面（血圧検査）を選定した。非ルーティン場面の

緊急時の対応場面については事例をマネージャーに説

明してもらいその中で出た語彙を分析対象とした。 
3.4 収集方法 
各場面をビデオ撮影（Sonyフルハイビジョンビデオ

カメラ HDR-CX47B）し、文字化したものを分析対象と

した。また、調査者がビデオ撮影中の各場面の様子を

観察ノートへ記録した。 

3.5 分析対象 

 ビデオ撮影された288分4秒のビデオ撮影データを

文字化して、そのうち147分43秒を分析対象とした。

ビデオ撮影により収集した資料は、音声が聞こえた部

分はすべて文字化を行った。しかし「はっきり聞き取

れ一連の意味のある会話」であると日本語教育者3名

により判断された 147 分 43 秒の部分のみ分析対象と

した。表1にその場面と記録時間、会話のやり取りが

誰の間で行われたかを示した（表1）。 

 

表1 選定場面 

場面 記録時間 会話やりとり 
職員同士申し送り

（夕方） 

4分59秒 職員⇔職員 

食事配膳準備 14分30秒 職員⇔職員 

食事配膳・食事中 49分27秒 職員⇔職員 

職員⇔入所者 

入所者が外出しよ

うとする場面 

10分30秒 職員⇔入所者 

入所希望者の案内 35分24秒 職員⇔訪問者 

健康チェック場面

（血圧測定） 

7分40秒 職員⇔入所者 

職員⇔職員 

緊急時場面の談話 24分56秒 職員⇔調査者 

合計 147分43秒  
 

 

3.6 分析方法 

機能語のレベル判定のため機能語用例文データベー

ス「はごろも」[1]を利用した。語彙のレベル判定のため

日本語読解学習支援システムリーディングチュウ太[2]

を使用した。延べ語数や形態素分析のため形態素解析

辞書 UniDic（unidic-mecab 現代語用）[3]を使用した。 

 

４ 結果と考察  
4.1 語彙レベルについて 
  分析資料を日本語能力検定試験基準で語彙レベルを

分類するリーディングチュウ太で分析したところ、語

彙総数 5657 語で、うち N5 レベルが 3679 語で全体の

65％、N4レベルが637語で11％、N2/N3レベルが719

語で13％、N1レベルが125語で2％、N1レベルを超え

る語（以下、級外レベルと呼ぶ）は 497 語で 9％を占

めることがわかった（図１）。 

 

 

図１ 語彙分析によるレベル別割合 
 

 級外レベルには、一般的な日本語教育では含まれな

い語彙が存在すると予測される。そこで本研究では級

外レベル語彙に着目することにした。級外レベルの延

べ語数は497語で、異なり語数は263語だった。級外

レベル異なり語数のうち名詞が115語で43.7％を占め

た。動詞は 21語で8％、副詞が 8語で3％だった。 

4.2 級外レベルの語彙結果 
 級外レベルで最も多い品詞は名詞で異なり語数 64

語の語彙があった。「専門性のある名詞語彙」として

捉えられる可能性が高い。4.4で詳しく述べる。 

 一方、級外レベルの動詞語彙は、「聞き取れる、申

し送る、見受ける、ふらつく、巻き込む、駆けつける、

座り込む、くくる、つっかえる、吸い出す」など福祉

施設特有の文脈でなくても用いられるような語彙群で

あった。「聞き取れる」などの複合動詞を構成する「聞

く」「取る」などの個々の動詞は、級外の動詞ではな

い。しかし「複合動詞は、日本語学習者があまり用い

ない表現である」14)という指摘がある。ケアハウスで

働く日本語学習者のためのカリキュラムには、即戦力

を要請する限り、すぐに産出が難しい項目を含める必

要性は低いと考える。 

4.3 語彙の形態素分析結果 
 形態素分析するため、話し言葉の形態素解析を行う

形態素解析辞書 UniDic（unidic-mecab現代語用）を使

用して、データ分析を行った。実質的な語彙的意味を

表す、名詞・動詞・い形容詞・な形容詞・副詞といっ

た実質語を分析対象とした。 

UniDic 分析結果を表 2 にまとめた。表 2 の品詞名

は、UniDicでの「普通名詞一般・普通名詞サ変可能・

普通名詞形状詞可能」を「名詞」と表記した。以下同

様に「動詞一般」を「動詞」、「形状詞一般」を「な

形容詞」、「形容詞一般」を「い形容詞」、「副詞」

はそのまま「副詞」と表記した（表2）。 

形態素レベルで実質語を品詞別にみると、名詞と動 

詞だけで88％以上占めることがわかった。実質語では

名詞と動詞が多く、そのレベルは N5～N4 レベルが

76％を占めていることがわかった。 

 

表２ UniDic分析による品詞別語彙数と割合 

品詞 延べ語数 異なり語数 

名詞 2215 60.4% 619 66.3% 

動詞 738 20.1% 205 22.0% 

な形容詞 66 1.8% 23 2.5% 

い形容詞 99 2.7% 38 4.1% 

副詞 549 15.0% 48 5.1% 

合計 3667 100.0% 933 100.0% 

 

4.4 「専門性のある語彙」の分類基準 
 級外レベルで最も多い品詞は名詞であり、異なり語

数 64 語の語彙の分類を、場面別に分類し表 3 に示し

た。中川ら 9)は、ウェブ教材の「介護の漢字サポータ

ー」と「介護のことばサーチ」の語彙分類を、介護福

祉用語辞典の見出し語から 2139 語抽出し、国家試験

の各科目と関連づけて分類している。しかし、本研究

では、中川ら 9)のように高度な専門的日本語を学習す
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し送る、見受ける、ふらつく、巻き込む、駆けつける、

座り込む、くくる、つっかえる、吸い出す」など福祉

施設特有の文脈でなくても用いられるような語彙群で

あった。「聞き取れる」などの複合動詞を構成する「聞

く」「取る」などの個々の動詞は、級外の動詞ではな

い。しかし「複合動詞は、日本語学習者があまり用い

ない表現である」14)という指摘がある。ケアハウスで

働く日本語学習者のためのカリキュラムには、即戦力

を要請する限り、すぐに産出が難しい項目を含める必

要性は低いと考える。 

4.3 語彙の形態素分析結果 
 形態素分析するため、話し言葉の形態素解析を行う

形態素解析辞書 UniDic（unidic-mecab現代語用）を使

用して、データ分析を行った。実質的な語彙的意味を

表す、名詞・動詞・い形容詞・な形容詞・副詞といっ

た実質語を分析対象とした。 

UniDic 分析結果を表 2 にまとめた。表 2 の品詞名

は、UniDicでの「普通名詞一般・普通名詞サ変可能・

普通名詞形状詞可能」を「名詞」と表記した。以下同

様に「動詞一般」を「動詞」、「形状詞一般」を「な

形容詞」、「形容詞一般」を「い形容詞」、「副詞」

はそのまま「副詞」と表記した（表2）。 

形態素レベルで実質語を品詞別にみると、名詞と動 

詞だけで88％以上占めることがわかった。実質語では

名詞と動詞が多く、そのレベルは N5～N4 レベルが

76％を占めていることがわかった。 

 

表２ UniDic分析による品詞別語彙数と割合 

品詞 延べ語数 異なり語数 

名詞 2215 60.4% 619 66.3% 

動詞 738 20.1% 205 22.0% 

な形容詞 66 1.8% 23 2.5% 

い形容詞 99 2.7% 38 4.1% 

副詞 549 15.0% 48 5.1% 

合計 3667 100.0% 933 100.0% 

 

4.4 「専門性のある語彙」の分類基準 
 級外レベルで最も多い品詞は名詞であり、異なり語

数 64 語の語彙の分類を、場面別に分類し表 3 に示し

た。中川ら 9)は、ウェブ教材の「介護の漢字サポータ

ー」と「介護のことばサーチ」の語彙分類を、介護福

祉用語辞典の見出し語から 2139 語抽出し、国家試験

の各科目と関連づけて分類している。しかし、本研究

では、中川ら 9)のように高度な専門的日本語を学習す
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るための日本語教育を目指しているのではなく、介護

現場で即戦力となる外国人材を養成するために日本語

教育カリキュラムの開発をしようとしている。そのた

め、本研究の分析結果の語彙は、短い期間に仕事で役

立つ日本語が学べるカリキュラム開発に役立つ分類基

準で整理されることが有用であると考えた。 

 一般に日本語教育で「シラバス」作成とは、学習者

のニーズ分析や教える目標を決定した後で、指導内容

や指導項目を決めることである 13)。「シラバス」には

複数の種類が認められており、文法項目を簡単なもの

から教える「構造シラバス」、「頼む、誘う」などの

ように発話の目的・意図別にまとめた「機能シラバス」、

「銀行、郵便局」など日常的な場面ごとにまとめた「場

面シラバス」、「ふるさと、家族、趣味」のように話

題ごとにまとめた「話題シラバス」、学習者が必要と

する日本語の技能・能力ごとにまとめた「技能シラバ

ス」、「変化、移動」などのようにいくつかの概念ご 

とに日常の表現をまとめた「概念シラバス」などがあ

る 13)。これらのシラバスを必要性に基づいて微調整す

るのが一般的である。 

 「場面シラバス」は「その学習者にとって必要な場

面を考え」2)、そこで想定される表現を覚えさせながら

言語能力を養おうとする)シラバスであり、「短期間の

学習でもすぐに使える日本語を身につけるのに適して

いる」2)。本研究では、データ収集した一連の場面から、

学習者のニーズに合った場面を「場面シラバス」とし

て選定することが、学習の場面がわかりやすく、形式

のみに極端に注意を向けることを避けながら、実用的

な内容を短い時間で学ぶことを可能にする教授法であ

ると考える。そのため、分析結果の級外の名詞語彙に

ついては、場面による分類を試みることにした。 

 場面の分類については、介護士 2 名に見てもらい、

修正を加えた結果を表3にまとめた。医療系名詞、施

設建物名詞、緊急系名詞などは本研究において名称を

つけ分類したものである。表3からも見て取れるよう

に、申し送り場面では、入居者の人命を預かっている

ケアハウスならではの専門的な語彙が多くみられた。 

4.5 機能語の分析とそのレベル 
次に、機能語分析ツールである「機能語用例文デー

タベース「はごろも」を用いて、形態素解析辞書UniDic

（unidic-mecab現代語用）により取り出した機能語を

「はごろも」のレベル基準により日本語難易度レベル

別に分類した。 

 機能語は全体で異なり語数で 12,542項目[２]あり、初

級前半～上級後半までのレベル別割合は表４の通りで

あった。 

表4から、機能語においても初級前半と初級後半で

73.4%占めることがわかる。上級後半にあたる文法項目

は見当たらなかった。中級前半・後半の項目として「っ

て」「ような」「ただ」、上級前半では「～際」「ち

なみに」などが使用されていた。中級前半～上級前半

の例文の一部を（１）～（５）に示す。 

 

（１） 朝と夕で、たとえばだから麺類でお昼に汁がつ

いたら夜の汁をなくすって形で。（中級前半） 

（２） 本日名札がないようなのはお客様用なので、ち

ょっと寄せちゃうね。（食堂で）（中級前半） 

（３） ただ病院のほうからは２錠を最初からのませる

のではなくって本人が出ないって言ったときに

頓服ぐらいな感じで飲ませて一錠から初めてく

ださい、ということを言われています。（中級後

半） 

（４） その際にやってもらって、あ、ちょっと転倒の危

険性があるなっていった場合にはサービスの説

明をさせてもらいますので。（上級前半） 

（５） 館内ちなみに床暖房が入っている状況なんです

けれども。なので今まで通ってきたところはけ

っこうあったかかったと。（上級前半） 

 

このように機能語においても、中級前半程度の文法

項目での理解と産出ができれば調査場面での仕事を遂

行できる可能性が示された。（５）の「～なんですけ

れども」「～暖かかったかと」のように、接続助詞を

「終助詞的な用法」で終わるいわゆる「言いさし文」の

使用が多数見られた。言い差し文には「聞き手に対し

て柔らかく、持ちかけるような表現効果」5)があるとい

われている。入居者との会話だけでなく、職員同士の

申し送り場面でも頻繁に使用されていた。 
 機能語のレベルも初級前半～中級前半で 92.5%であ

った（図２）。一方、一般企業の調査結果ではあるが、

「日本語力」については「内定時にビジネスレベル上

級を求める企業は 4 割程度」で「採用時に JLPTの N1
レベルを求める企業は17.6%」に過ぎなかった 7)。従っ

て上級レベルを目指す必要はなく、N3/N2レベルの語 

 

彙力で充分であると考えられる。即戦力が求められる

外国人材の教育においては、JLPTN1レベルのような一

般的な日本語教育で目指す高度な日本語力を目標とす 

 

表３ 級外レベルの場面別名詞語彙分類表（抜粋） 

施設案内 

場面 

緊急時対

応 

申し送り 

場面 

食事場面 

医療系名詞 

インフルエンザ 

体調 

（皮ふが） 

剥離 

 

緊急系名詞 

心不全 

出火 

転倒 

通報 

非常口/西

側/東側 

医療系名詞 

通院 

受診 

便秘 

下剤 

処方 

～錠 

トローチ 

リハビリ 

バイタル 

居室（配膳） 

医療系名詞 

血糖 

一口大 

（で提供） 

塩分 

 

施設建物名詞 

ケアハウス 

厨房 

お部屋 

収納 

手すり 

各階 

車いす 

～号室 

ウェルパス

（消毒） 

緊急系状態 

安否（確認） 

（目を）白黒

（させる） 

 

緊急系名詞 

動悸 

転倒 

ナースコール 

 

その他名詞 

麺類 

半量 

シール 

カビ 

不要 

1人１人 

（病気の）兼

ね合い 

移動名詞 

歩行（器） 

入居 

（足が）小刻

み（に進む） 

この辺り（の

高さ） 

外泊 

医療系名詞 

体温計 

ギブス 

嚥下（機能） 

丸呑み 

その他名詞 

（下剤が） 

就寝（前から

出る） 

（１錠から２

錠へ移行する

のは）様子

見 

初期（症状） 

 

 

ることよりも、「専門性のある語彙」を場面とともに

導入すること、キャリア教育を行い仕事で頻度高く使

われる語彙や表現を意識して学習させることにより、

即戦力を養うのに必要な学習内容を、効率的に学ぶこ

とができると考える。 

 

表４ 機能語分析によるレベル別割合 

機能語項目数 機能語項目数割合 レベル 

5,435 43.3% 初級前半 

3,781 30.1% 初級後半 

2,386 19.1% 中級前半 

643 5.1% 中級後半 

297 2.4% 上級前半 

0 0% 上級後半 

合計12,542 100%  

 

 

図２ 機能語分析によるレベル別割合 
 

５ 総合考察  
本調査結果によると、現場での語彙レベルが N5,N4

レベルだけで76％を占めていた。このことから、ケア

ハウスの業務を前提とした外国人材のための日本語教

育カリキュラム開発としては、介護福祉士国家試験対

策のような高度な日本語能力を目指す教育カリキュラ

ムではなく、介護の資格を持たなくても短期間の研修

で習得できるような介護助手としてのパターン化され

た簡単な業務などがケアハウスでできるように、

N2/N3 の語彙を学習しながら、級外に占める「専門性

のある語彙」リストを場面などの多様なシラバスによ

って授業で導入することが適していると考えられた。 

 第二言語習得研究におけることばの学習は、第一言

語環境で生活しながらおこなう方法とは異なる。日本
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るための日本語教育を目指しているのではなく、介護

現場で即戦力となる外国人材を養成するために日本語

教育カリキュラムの開発をしようとしている。そのた

め、本研究の分析結果の語彙は、短い期間に仕事で役

立つ日本語が学べるカリキュラム開発に役立つ分類基

準で整理されることが有用であると考えた。 

 一般に日本語教育で「シラバス」作成とは、学習者

のニーズ分析や教える目標を決定した後で、指導内容

や指導項目を決めることである 13)。「シラバス」には

複数の種類が認められており、文法項目を簡単なもの

から教える「構造シラバス」、「頼む、誘う」などの

ように発話の目的・意図別にまとめた「機能シラバス」、

「銀行、郵便局」など日常的な場面ごとにまとめた「場

面シラバス」、「ふるさと、家族、趣味」のように話

題ごとにまとめた「話題シラバス」、学習者が必要と

する日本語の技能・能力ごとにまとめた「技能シラバ

ス」、「変化、移動」などのようにいくつかの概念ご 

とに日常の表現をまとめた「概念シラバス」などがあ

る 13)。これらのシラバスを必要性に基づいて微調整す

るのが一般的である。 

 「場面シラバス」は「その学習者にとって必要な場

面を考え」2)、そこで想定される表現を覚えさせながら

言語能力を養おうとする)シラバスであり、「短期間の

学習でもすぐに使える日本語を身につけるのに適して

いる」2)。本研究では、データ収集した一連の場面から、

学習者のニーズに合った場面を「場面シラバス」とし

て選定することが、学習の場面がわかりやすく、形式

のみに極端に注意を向けることを避けながら、実用的

な内容を短い時間で学ぶことを可能にする教授法であ

ると考える。そのため、分析結果の級外の名詞語彙に

ついては、場面による分類を試みることにした。 

 場面の分類については、介護士 2 名に見てもらい、

修正を加えた結果を表3にまとめた。医療系名詞、施

設建物名詞、緊急系名詞などは本研究において名称を

つけ分類したものである。表3からも見て取れるよう

に、申し送り場面では、入居者の人命を預かっている

ケアハウスならではの専門的な語彙が多くみられた。 

4.5 機能語の分析とそのレベル 
次に、機能語分析ツールである「機能語用例文デー

タベース「はごろも」を用いて、形態素解析辞書 UniDic

（unidic-mecab現代語用）により取り出した機能語を

「はごろも」のレベル基準により日本語難易度レベル

別に分類した。 

 機能語は全体で異なり語数で 12,542項目[２]あり、初

級前半～上級後半までのレベル別割合は表４の通りで

あった。 

表4から、機能語においても初級前半と初級後半で

73.4%占めることがわかる。上級後半にあたる文法項目

は見当たらなかった。中級前半・後半の項目として「っ

て」「ような」「ただ」、上級前半では「～際」「ち

なみに」などが使用されていた。中級前半～上級前半

の例文の一部を（１）～（５）に示す。 

 

（１） 朝と夕で、たとえばだから麺類でお昼に汁がつ

いたら夜の汁をなくすって形で。（中級前半） 

（２） 本日名札がないようなのはお客様用なので、ち

ょっと寄せちゃうね。（食堂で）（中級前半） 

（３） ただ病院のほうからは２錠を最初からのませる

のではなくって本人が出ないって言ったときに

頓服ぐらいな感じで飲ませて一錠から初めてく

ださい、ということを言われています。（中級後

半） 

（４） その際にやってもらって、あ、ちょっと転倒の危

険性があるなっていった場合にはサービスの説

明をさせてもらいますので。（上級前半） 

（５） 館内ちなみに床暖房が入っている状況なんです

けれども。なので今まで通ってきたところはけ

っこうあったかかったと。（上級前半） 

 

このように機能語においても、中級前半程度の文法

項目での理解と産出ができれば調査場面での仕事を遂

行できる可能性が示された。（５）の「～なんですけ

れども」「～暖かかったかと」のように、接続助詞を

「終助詞的な用法」で終わるいわゆる「言いさし文」の

使用が多数見られた。言い差し文には「聞き手に対し

て柔らかく、持ちかけるような表現効果」5)があるとい

われている。入居者との会話だけでなく、職員同士の

申し送り場面でも頻繁に使用されていた。 
 機能語のレベルも初級前半～中級前半で 92.5%であ

った（図２）。一方、一般企業の調査結果ではあるが、

「日本語力」については「内定時にビジネスレベル上

級を求める企業は 4 割程度」で「採用時に JLPTの N1
レベルを求める企業は17.6%」に過ぎなかった 7)。従っ

て上級レベルを目指す必要はなく、N3/N2レベルの語 

 

彙力で充分であると考えられる。即戦力が求められる

外国人材の教育においては、JLPTN1レベルのような一

般的な日本語教育で目指す高度な日本語力を目標とす 

 

表３ 級外レベルの場面別名詞語彙分類表（抜粋） 

施設案内 

場面 

緊急時対

応 

申し送り 

場面 

食事場面 

医療系名詞 

インフルエンザ 

体調 

（皮ふが） 

剥離 

 

緊急系名詞 

心不全 

出火 

転倒 

通報 

非常口/西

側/東側 

医療系名詞 

通院 

受診 

便秘 

下剤 

処方 

～錠 

トローチ 

リハビリ 

バイタル 

居室（配膳） 

医療系名詞 

血糖 

一口大 

（で提供） 

塩分 

 

施設建物名詞 

ケアハウス 

厨房 

お部屋 

収納 

手すり 

各階 

車いす 

～号室 

ウェルパス

（消毒） 

緊急系状態 

安否（確認） 

（目を）白黒

（させる） 

 

緊急系名詞 

動悸 

転倒 

ナースコール 

 

その他名詞 

麺類 

半量 

シール 

カビ 

不要 

1人１人 

（病気の）兼

ね合い 

移動名詞 

歩行（器） 

入居 

（足が）小刻

み（に進む） 

この辺り（の

高さ） 

外泊 

医療系名詞 

体温計 

ギブス 

嚥下（機能） 

丸呑み 

その他名詞 

（下剤が） 

就寝（前から

出る） 

（１錠から２

錠へ移行する

のは）様子

見 

初期（症状） 

 

 

ることよりも、「専門性のある語彙」を場面とともに

導入すること、キャリア教育を行い仕事で頻度高く使

われる語彙や表現を意識して学習させることにより、

即戦力を養うのに必要な学習内容を、効率的に学ぶこ

とができると考える。 

 

表４ 機能語分析によるレベル別割合 

機能語項目数 機能語項目数割合 レベル 

5,435 43.3% 初級前半 

3,781 30.1% 初級後半 

2,386 19.1% 中級前半 

643 5.1% 中級後半 

297 2.4% 上級前半 

0 0% 上級後半 

合計12,542 100%  

 

 

図２ 機能語分析によるレベル別割合 
 

５ 総合考察  
本調査結果によると、現場での語彙レベルが N5,N4

レベルだけで76％を占めていた。このことから、ケア

ハウスの業務を前提とした外国人材のための日本語教

育カリキュラム開発としては、介護福祉士国家試験対

策のような高度な日本語能力を目指す教育カリキュラ

ムではなく、介護の資格を持たなくても短期間の研修

で習得できるような介護助手としてのパターン化され

た簡単な業務などがケアハウスでできるように、

N2/N3 の語彙を学習しながら、級外に占める「専門性

のある語彙」リストを場面などの多様なシラバスによ

って授業で導入することが適していると考えられた。 

 第二言語習得研究におけることばの学習は、第一言

語環境で生活しながらおこなう方法とは異なる。日本
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語母語話者と同等の言語背景を備えていない外国人人

材には、第一言語話者の中で第二言語話者が理解でき

る「理解語彙」と第二言語話者が使用できる「使用語

彙」が存在する。文法項目においても、言いさし表現

のように、正しく理解し使用することが困難な文法項

目が存在する。そのような外国人材が産出しにくい表

現でも現場のコミュニケーションで頻度高く使用され

る表現については理解語彙となるように、指導方法を

研究していくことが重要である。 
本稿では、外国人介護施設人材の日本語教育カリキ

ュラムに焦点をあてたが、今後の課題は、外国人材を

取り巻く日本人スタッフや上司が、外国人材と共に働

くことをどのように受け止めているのかということに

ついても明らかにし、包括的に捉えていくことである。 
 
注 
[1]  機能語用例文データベース「はごろも」は、東洋大

学の堀惠子氏、筑波大学の砂川有里子氏らにより開

発され日本語教育に必須な機能語を Web 上で検索

できるツールである。機能語の難易度は、「はごろも」

開発者らが選んだ日本語教育経験者によりレベル

分けされたものである 11)。文法項目は、初級から上

級までのさまざまな項目が含まれるため多くの要

素が含まれており、その項目の分類も、日本語学の

立場と異なる 12)。 
[2] 「リーディングチュウ太」は、インターネットを活

用した読解学習支援システムである。東京国際大学

の川村よし子氏と甲南大学の北村達也氏により開

発された。日本語の文章を入れると旧日本語教育試

験レベルに基づいて語彙と漢字のレベル判定をす

る。形態素分析には奈良先端科学技術大学院大学情

報科学研究科自然言語処理額講座（松本研究室）が

著作権を持つ「形態素分析システム茶筅」が用いら

れている 1)。 
[3] UniDic とは、国立国語研究所の規定した言語単位

により言語単位を形態素解析する解析用辞書であ

る。国立国語研究所ホームページのデータベースか

ら利用可能である。 
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S007昨日からはい、はい、施設見学ということですね  

はい そうしましたら今ご案内致しますのでそちら

の方からどうぞいいですか↑ 

S116 なのであとはご本人様にも話をしてあるんですけ

れども出ない時には職員のほうに声をかけてねと

話してあるので声がかかったらまあ１錠から、状況

で問題なければ２錠へと移行していく形になると

思うのでその辺の様子見、という感じになってます 

はい 
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A Public-Private Partnership for English Education: TOKYO GLOBAL 
GATEWAY, a New Approach 
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Abstract: This paper describes the planning scheme, features, and impacts of the new 
English immersion facility Tokyo Global Gateway (TGG), opened in September 2018. 
TGG is a project led by the Tokyo Metropolitan Board of Education and conducted via 
a public-private partnership. The facility’s scale is 7,000 ㎡ with environments and 
equipment that simulate practical English-speaking situations. On average, 70–100 
English-speaking staff members from approximately 30 countries work there daily. 
Students from elementary to senior high school experience various practical programs, 
gain confidence, and enhance their motivation for further learning of the English 
language. The facility’s impact during its initial period was great, and it has potential 
to be a national hub of English education. The authors have reported the details as 
administrative members of the Tokyo Metropolitan Board of Education. 
 
Keywords: public-private partnership, English education policy, English language 
learners, CLIL, public sector leadership 
 

１ What is TGG? 
Opened on September 6, 2018, Tokyo Global 

Gateway, or TGG, is an English-language immersion 
facility led by the Tokyo Metropolitan Board of Education 
(Tokyo BOE) and conducted via a public-private 
partnership (PPP). TGG’s vision and concept are to 
provide opportunities for students to realize the English 
language’s utility as a communication tool and give them 
confidence to communicate with English-speaking people 
by providing successful experiences with the English 
language thorough practical and simulated real-life 
programs (details in Section 4). Despite this new 
approach and its brief 4-month implementation in 
Tokyo’s English education, various positive impacts have 
already been observed. In this report, the authors 
describe why and how the Tokyo BOE launched this 
project, including its broad goal of public policy fostering 
global citizenship and the key factors in its success so far. 
The authors recognize that the PPP has worked well and 
explain TGG’s attractive features.  

 
------------------------------------------------ 

A: Tokyo Metropolitan Board of Education 
B: Tokyo Metropolitan Board of Education 

２ Overview 
Although TGG has various advantages, it is not 

the Tokyo BOE’s sole improvement for English education, 
but rather part of a comprehensive strategy to foster 
global citizenship among students. Indeed, TGG was 
launched as one of the BOE’s projects with the highest 
impact. Thus, this section overviews the public policy 
underlying and the formation of the TGG project. 
2.1 Formation of TGG as a Project  

Fostering global citizenship is one of Tokyo 
Metropolitan Government (TMG) and Tokyo BOE’s most 
important policies. Indeed, the Tokyo BOE plans and 
implements a wide array of measures for nurturing 
practical English-language skills and international 
perspectives based on the new direction of and revisions 
to Japan’s course of study. After several years of discussion, 
in February 2018, the Tokyo BOE published “Tokyo 
Global STAGE ’20,” with “STAGE” standing for Strategic 
Targets for Activating Global Education,[1] a 
comprehensive plan covering the measures mentioned 
above. 

For improving students’ English-language 
learning, this plan specifies three courses of action: (1) 
enhance classes’ quality, (2) increase learning time and 
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