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Satoshi HASEGAWA，Meagan KAISER

　学校教育現場における外国人児童生徒の保護者と教員との間のコミュニケーションの問題は言

語の違いに起因している．本研究では，こうした学校現場における言語的なバリアの問題解決の

手法として iPad アプリケーション TALK（Teaching environment Assistance with multi-Language 

translation system for Kids and parents）を開発した．TALK の役割は，学校での行事予定などを

E-mail を通して送信する事である．そして，行事予定はすべて自動的に彼等の母国語に翻訳されて

送信される．さらには，避難場所の地図やメッセージを含む災害時の情報を送付する事もできるよ

うにした．この開発によって一般的な学校教育現場における，外国人児童の保護者と教師とのコミュ

ニケーション問題を解決する手法を提供する事が可能となった．現在は AppStore でダウンロード

可能であり，今後，実際の教育現場で実証実験を基に改善を行なう予定である．

　Communication problemshave a risen due to thelanguage barrier between foreign students parents 

and teachers in public schools in Japan. The iPad application "TALK" was developed to deal with this 

situation. The role of TALK will be to assist teachers in sending school schedule information to foreign 

students’ parents via e-mail. The schedules will be automatically translated to the mother language 

of each student. In addition, TALK will provide teachers with a way to send emergency information, 

including evacuation maps and messages to parents. Through these means, the creators of TALK aim to 

provide a solution system for public schools to deal with the communication problem between foreign 

students’ parents and teachers.Currently, it is possible to download the application from the “App Store” 

online. We are planning to refine the application by carrying out a trial at an actual school in the near 

future.
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１．はじめに

　外国人の増加にともない，日本人とともに学ぶ外国

人児童・生徒の数が2008年の段階で７万人を超える状

況である．そのうち約２万５千人の外国人児童・生徒

が日本語の指導が必要であるといわれ，その数は増加

傾向にある1)．一般的に外国人児童・生徒が日本の小

中学校で学ぶ場合には言葉の壁に加えて文化的な意識

の違いや教育システムの差異を乗り越える必要があ

る．また，外国人児童・生徒の保護者は日本語習得の

機会が少なく，学校とのコミュニケーションに問題が

生じるケースが多い．これはわが国特有の問題ではな

く，カナダにおける中国人移住者の学校とのコミュニ

ケーションにおける調査の例でも，外国人移住者とし

ての保護者は連絡の頻度の低さと，コミュニケーショ

ンにおける十分な理解の難しさ，不満足なコミュニ

ケーションがコンフリクションの原因としてとり上げ

られている．また，我が子の教育達成度が重要だと考

える保護者にとっては，学校教育の質に不満を感じて

いるという報告されている2)．そこで実際に名古屋市

立東海小学校にご協力いただき，実際の現場の様子を

ヒアリングした．その結果，東海小学校では現在60人

程の外国籍児童が在籍し，学校行事予定，各種の通

知項目などは，すべて加配の教員が翻訳作業をした

上，プリントした紙媒体によって配布されている．ま

た，こうした翻訳作業に多くの時間と労力がかかって

いる事がわかった．実際の学校教育現場では，多種な

国籍の外国人児童が在籍し，１つの事柄でも多種の言

語に翻訳しなければならず，１人の加配教員が数多く

の外国人児童・生徒とその保護者に対応するには多く

の労力がいる事が窺われた．そこで，学校行事予定な

ど連絡事項をテンプレート翻訳して E-mail で保護者

に送付することのできる iPad 向けアプリケーション

を開発する事を思い立った．iPad は，Apple 社が2010

年に発売したタブレット情報端末で，すでに大学教育

などで導入の事例3)4) がある．小中学校でも総務省の

「フューチャースクール推進事業５）」」や文部科学省の

「学びのイノベーション事業６）」」によって ICT を利

活用する環境が推進7) される中で，iPad に代表される

タブレット型情報端末が活用されていく事が期待され

ている．本論ではアプリケーションの開発によって学

校教育現場における外国人児童生徒に関わるコミュニ

ケーションの問題解決を検討したい．

　

２． 学校向け多言語情報配信システム「TALK」

２-１ TALK の概要

　今回，開発したのは，小中学校の教師と外国人児

童・生徒・保護者を結ぶコミュニケーションシステム

「TALK」（Teaching environment Assistance with multi-

Language translation system for Kids and parents）であ

る．TALK は Apple 社の iPad 上で動作し，PC と同期

する事無く iPad 単体で使用できる．TALK は，多言

語による情報配信システムであり，学校教育現場の教

員が用いて様々な母国語の外国人児童・生徒の保護者

に向けて利用するアプリケーションである．（図１参

照）

TALK は，生徒の名前や性別，学年，連絡先 E-mail，

母国語など基本的な情報を登録し，スケジュール管理

機能を通して，学校から定期的に年間／月間行事予定

図１学校向け多言語情報配信システム「ＴＡＬＫ」の利用概念

    

 図 2 TALK の生徒情報登録画面
          

図 3 TALK のスケジュール登録画面 
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や持ち物などを，登録した各児童・生徒の連絡先（保

護者）にそれぞれの母国語で E-mail によって情報配

信する機能を備えている．また，緊急時の機能として，

台風時の休校情報や地震などの災害時の避難場所に地

図情報を付加して同様に E-mail によって情報配信で

きる．

　まず各児童・生徒および保護者のアカウントを作成

の段階では，保護者の E-mail を登録しておく事を前

提としている．スケジュール管理機能では，年間／月

間行事予定をテンプレートによって用意された日本語

の語彙の中から教師が選択して入力すると，相関する

多言語の語彙に自動的に翻訳され，あらかじめ登録

された外国人児童・生徒の母国語によって保護者の

E-mail に送信される．もちろん，日本語で登録した児

童・生徒には日本語によって E-mail 送信されるため，

外国人児童・生徒だけではなく，日本人の児童・生徒

の保護者への情報配信にも活用できる．

　追加機能である災害時情報は，休校情報に加えて，

避難場所，災害時の連絡先等を情報配信できる．また，

位置情報は，Google マップに関連づけられた HTML

コードを E-mail に付加して送信し，保護者の PC も

しくは，スマートフォンなどで地図を確認することが

できることを想定している．

　特に iPad2ではカメラ機能により，学生の ID 写真

の撮影が可能で，１つのデバイスで外国人児童・生徒

の保護者への情報配信機能が完結する．また，３Gネッ

トワークが活用できれば，停電時や緊急時の避難先な

どからでも情報配信が出来ることは大きなメリットで

ある．

　

２-２ 生徒情報登録機能

　ユーザーである教師は，iPad 上の TALK アプリを

起動して生徒管理画面（図２参照）で生徒の情報管理

をおこなう．この機能によって生徒情報の閲覧，追加，

削除を行うことができる．生徒の情報として入力する

項目は，生徒の名前，性別，学年，顔写真画像，国籍，

母国語，E-mail アドレス（連絡メールの送信先）である．

ここで登録する母国語データは翻訳の際に使用され

E-mail アドレスのデータは，E-mail 配信の際に利用

される．生徒の情報追加画面で入力した言語は生徒の

保護者への情報配信時に参照され，送信される E-mail

の内容は自動的に生徒情報の入力で選択された言語に

翻訳される．名前などの情報はソフトウェアキーボー

ドにより，入力する必要があるが，学年，性別，母国

語など入力される内容があらかじめ限定されている情

報については，ポップアップメニューを表示してワン

タッチで選択して登録が可能である．生徒名簿の確認

画面では，生徒の写真が並んで表示される．またビュー

ワーの機能として，入力した情報を元に閲覧しやすく

するソート機能がある．学年別，所属国別などの条件

によって表示する生徒を限定して一覧表示することが

できる．

　生徒の情報として入力する項目は，生徒の名前，性

別，学年，顔写真画像，国籍，母国語，E-mail アドレ

ス（保護者の E-mail）である．ここで登録する母国語

データは翻訳の際に使用され E-mail アドレスのデー

タは，E-mail 配信の際に利用される．生徒の情報追加

画面で入力した言語は生徒の保護者への情報配信時に

参照され，送信される E-mail の内容は自動的に生徒

情報の入力で選択された言語に翻訳される．名前など

の情報はソフトウェアキーボードにより，入力する必

要があるが，学年，性別，母国語など入力される内容

があらかじめ限定されている情報については，ポップ

アップメニューを表示してワンタッチで選択して登録

が可能である．生徒情報の確認画面では，生徒の写真

が並んで表示される．またビューワーの機能として，

入力した情報を元に閲覧しやすくするソート機能があ

図２　TALK の生徒情報登録画面

    

 図 2 TALK の生徒情報登録画面
          

図 3 TALK のスケジュール登録画面 
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る．学年別，所属国別などの条件によって表示する生

徒を限定して一覧表示することができる．

２-３ 行事予定登録機能

　E-mail にて送信する情報の中心となる学校行事予定

は， TALK のスケジュール管理画面 ( 図３参照 ) で登

録を行う．管理画面はカレンダー形式で表示される．

スケジュール情報は多言語翻訳フォーマットとして用

意されたテンプレートに，iPad 上で多言語翻訳テキス

トから語彙を選択入力して作成する ( 図４参照 )．図

４には，iPad アプリのデータベースに格納してある日

本語・英語・中国語・韓国語・タガログ語・スペイン

語・ポルトガル語・インドネシア語の語彙を示したが，

入力は利用者である教員の母国語で行う8)．現状では

日本人の教員が利用することを想定しているため入力

時には日本語で表示されるようにしてある．ここでは，

日時，行事名称，必要な持ち物 ( 複数選択可能 )，行

事を行う場所を入力する．

２-４ 情報の配信

　あらかじめ登録された生徒情報と行事予定のデータ

を使用し，生徒の保護者宛てに E-mail で情報を配信

する．スケジュール管理画面 ( 図３参照 ) にてスケ

ジュールを選択 ( 複数選択可能 ) し，E-mail Schedule

のボタンを押すことで，E-mail 送信画面に移動する．

Email 送信画面では登録されている生徒情報の一覧が

表示される．教師は，情報配信を行う生徒を一覧から

選択する．生徒を選択した後に E-mail Send のボタン

を押せば，選択した生徒ごとに登録してある保護者の

母国語にあわせて翻訳された内容の E-mail が自動的

に作成され，送信される．(図５，図６参照 )

２-５ 災害時の情報配信

　TALK の災害配信画面（図７参照）に表示されるマッ

プを見て，避難場所などの位置情報をマップ上でタッ

プして選択する．送信ボタンを押すことで，行事予図３　TALK のスケジュール登録画面

    

 図 2 TALK の生徒情報登録画面
          

図 3 TALK のスケジュール登録画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多言語翻訳フォーマット(テンプレート)          多言語翻訳テキスト語彙リスト) 

 
図4 TALKのテンプレート翻訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４　TALK のテンプレート翻訳
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定管理画面での操作の場合と同様に送信画面に移り，

位置情報を地図としての画像または，GoogleMap へ

のリンク情報を電子 E-mail で配信することができる．

災害時の避難場所，災害時の連絡先等，Google マッ

プで閲覧できる HTML コードが E-mail で送付される

ので，保護者側でスマートフォン端末などによって地

図を確認することができる．

３． TALK のしくみ

３-１ TALK 開発の概要

　TALK システムは，Xcode .ver3.2.5にて iOS4.2SDK

を使用して Objective-C 言語で開発した iPad のネイ

ティブアプリである．また，多言語翻訳のデータベー

スには Objective-C と iOS に最適化された CoreData を

使用している．CoreData は Splite をベースとしたス

キーマ駆動のオブジェクトグラフの管理および永続化

のためのフレームワークである．iOS に最適化されて

いるため高速のデータ処理による高いパフォーマン

スが期待できる．データの保存形式としては XML を

使用している．XML は Unicode に対応しているため，

多言語の文字の記述が可能である．

図７　TALK の災害情報配信画面

図５　TALK の E-mail 送信画面 図６　TALK の E-mail 送信画面２

 

図5 TALKのE-mail送信画面 

 

図 6 TALK の E-mail 送信画面 2 
 

 

図5 TALKのE-mail送信画面 

 

図 6 TALK の E-mail 送信画面 2 
 

 

図 7 TALK の災害情報配信画面 

 

 

 

図 8 TALK の多言語翻訳のしくみ 
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３-２ 多言語テンプレート翻訳のしくみ

　TALK では行事予定の情報は，あらかじめ用意され

たテンプレートとその空白にあてはめる翻訳テキスト

（語彙）で構成されており，教員が日本語で入力した

行事予定内容は，アプリ内部では，言語によらずテン

プレートや語彙ごとに同じ ID 番号で管理されている

（図８参照）．登録した生徒情報には保護者の母国語を

示す言語 ID があり，TALK はこれを参照することで

配信先に応じてそれぞれの母国語で E-mail を送るこ

とができる．教員は各生徒への連絡内容や予定管理を

iPad 上で日本語で行うだけで，翻訳を意識することな

く多様な母国語の保護者たちへの連絡ができる．

４． まとめ

　TALK を小中学校で用いることにより，教師と外国

人児童・生徒の保護者への情報配信が E-mail を通し

て簡単に行なえる．それによって担当教員の翻訳にか

かわる時間を軽減する事が期待され，より重要度の高

い保護者とのコミュニケーションに加配の教員が専念

することが可能となる事を期待したい．また，学校教

育現場の ICT 化が推進されるなかで，災害時の休校

情報や，避難などの緊急時の地図情報の配信できる機

能の需要が見込まれる．特に TALK で取り入れた緊急

時，災害時の情報配信機能のように，モバイル機器が

緊急時の教育現場での情報配信に役立つ良い事例とな

ると考える．iPad での TALK による情報配信におい

て，受け手の保護者は個人のケータイやスマートフォ

ンで情報を閲覧することを想定した．モバイル端末を

教育現場で活用9)10) することで言語の壁を越え，それ

まで外国人児童・生徒を通して情報を伝えていた状況

が，直接保護者にメッセージを送ることができる．現

段階では，教員から保護者への１方向の送信であるが，

今後双方向の通信機能も開発したい．また，iPad は

マルチ言語プラットホームで，日本語以外の言語でも

入力可能であることから，世界の教育現場での使用も

期待できる．学校行事の連絡のように利用語彙や状況

が特定可能である場合はテンプレート翻訳が適してい

る11)12)13)14)．災害時の情報など誤訳が許されない重要

な情報にもテンプレート翻訳15)16)17)18) や地図による表

示19）が有効である．多言語による情報配信システム

によって，学校教育現場において言語の壁を越え，多

文化共生が促進される事を期待したい． 今回，TALK

の開発により，教育現場で外国人児童・生徒や保護者

とのコミュニケーションに苦労している教員を支援す

るだけでなく，言語や習慣の違いによる不安を抱えて

いる外国人児童・生徒や保護者の支援にもなると考え

られる．今後，TALK の実用化に向けた検証と改良に

よって，異文化交流・異文化理解の支援ツールとして

発展させたい．2011年現在，TALK は AppStore にて

ダウンロードが可能20) である．iOS5にも対応してい

る．iOS5から採用された iCloud によって情報は端末

ごとに異なるのではなく，１つのアカウントに紐付

けされて管理できるようになった．よって今後 iCloud

との連携も視野に開発を進める予定である．さらには，

iCloudサービスの使用によって iPadを遠隔地からロッ

クしたり，情報を削除できるなど，近年問題になって
 

図 7 TALK の災害情報配信画面 

 

 

 

図 8 TALK の多言語翻訳のしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８　TALK の多言語翻訳のしくみ
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いる学校現場での情報漏洩などの問題にも対処しやす

い．

　2011年10月より愛知県蒲郡市にある蒲郡市立塩津中

学校にて実証実験をし，翻訳出来る語彙の充実や翻訳

言語の精緻化を行なう．
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