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リスク時における外国人相談員のコミュニケーション支援の課題
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１.はじめに

2020 年に世界的に流行が始まった新型コロナウィルス感染症は，人々の生活を大きく変

えている。特に外国人住民にとっては，安心・安全な生活を行うために必要な情報を得たり，

相談する「外国人相談」の場面は重要である。外国人相談場面で外国人を相手に相談に対応

する「外国人相談員」は重要な役割を果たしているといえる。

外国人相談員は，コミュニティ通訳とも呼ばれることが多い。水野（2008）は，コミュニ

ティ通訳について，「医療，教育その他生活に関わる様々な場面で言葉の橋渡しをする人」

としている。また，杉澤（2013）は，コミュニティ通訳を「言語的マイノリティを通訳，翻

訳で支援することによってホスト社会につなげる橋渡し役」としている。本稿で扱う外国人

相談員については，水野（2008），杉澤（2013）をもとに，「言語的マイノリティの相談に対

応しホスト社会につなげる橋渡し役」とする。

コロナ禍のようなリスク時においては，外国人住民は，言語が不自由なために情報を得ら

れず，社会から孤立し安全な生活ができなくなってしまう場合が考えられる。外国人相談員

は，平時においても外国人にとって様々な相談にのるなど重要な役割を果たしているが，コ

ロナ禍などのリスク時においても重要な役割を果たしているといえる。今後の課題として，

コロナ禍も含めたリスク時における外国人相談員のコミュニケーションについての研究を

行っていく必要があるだろう。

本稿では，コロナ禍を一事例としリスク時における外国人相談員のコミュニケーション

支援の課題について,まず，政府の施策から考察し，次にリスクコミュニケーションにおけ

る３つの機能の観点から考察する。最後に，外国人相談員へのインタビューを踏まえ，考察

する。

２.「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」

まず，本節では，政府の施策についてみていきたい。出入国在留管理庁は，「外国人材の

受入れ・共生のための総合的対応策」（2019 年 4 月）の中の「生活者としての外国人に対す
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る支援」において，「行政・生活全般の情報提供・相談を多言語で行う一元的窓口に係る地

方公共団体への支援制度の創設」を行うとし，「多文化共生総合相談ワンストップセンター

の整備」を挙げている。2020 年 7 月には「外国人在留支援センター（FRESC）」が開設され，

また全国にも多文化共生総合相談ワンストップセンターが開設されるなど，全国で外国人

相談の窓口が整備されつつある。

  「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(令和 3 年 6 月)では，地方公共団体に

おける一元的相談窓口の設置を促進する方策の検討が挙げられている。また，地方公共団体

の担当者，一元的相談窓口の相談員同士の意見交換の場を設ける等の検討も挙げられてい

る。さらに，外国人在留支援センター（FRESC）での，地方公共団体の設置した一元的窓口

からの問い合わせの対応，地方公共団体の研修，通訳支援の実施についての検討が挙げられ

ている。

 同対応策では，「非常時における外国人向けのセーフティネット・支援等」についても挙

げられている。ここでは，「非常時には，日本人，外国人にかかわらず，誰一人取り残さな

いという観点」の重要性，「外国人の脆弱性」の考慮と「的確な支援が受けられるような体

制の構築」の必要性が記載されている。具体的には，15 言語に対応した「Safety Tips」の周

知による防災・気象情報の多言語化の推進，多言語辞書の改定による正確な情報伝達の整備

が挙げられている。さらに，災害時に行政等から提供される災害や生活支援などに関する情

報を整理し，外国人被災者のニーズとのマッチングを行う「災害時外国人支援情報コーディ

ネーター」についての研修を引き続き実施すること等が挙げられている。

以上を概観すると，近年，国レベルで外国人相談に関するセンターの整備など様々な施策

が打ち出されていることがわかる。

2019 年の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(出入国在留管理庁ホームペ

ージ)では，外国人相談を行う「多文化共生総合相談ワンストップセンターの整備」が挙げ

られたことが注目される。外国人相談のためのセンターを国の施策として進めていくこと

により，全国で多くの外国人相談の場が増加し，外国人住民が安心・安全な生活を行う上で

も有効であるといえる。

令和３年の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(出入国在留管理庁ホーム

ページ)では，さらにこれらの外国人相談窓口が機能するために，相談員同士の情報交換の

場の提供や，外国人在留センターでの相談窓口からの問い合わせへの応対などが挙げられ

ている点も注目される。また，災害時における外国人向けの支援について，多言語化の推進，

災害外国人支援情報コーディネーターの研修など，様々な施策が具体的に挙げられている

ことも注目される。外国人相談のためのセンターを設置するだけでは機能せず，中身が機能

していくための施策が出されているといえるだろう。また，コロナ禍も含むリスク時の外国

人向けの支援について充実させていくことは，外国人住民が安心し安全な生活を送るため

に重要であるといえる。

今後は，外国人相談員によるコミュニケーションの支援を効果的に行うため，外国人相談
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員に必要な資質・能力を明らかにするとともに，研修を行い，これらの資質・能力を向上さ

せていくことが必要であろう。リスク時における外国人相談員に必要な資質・能力は，平時

における場合と異なる部分もあるだろう。リスク時においてどのような資質・能力が必要で

あるかを明らかにし，これらを向上させるための研修を行うことは，外国人相談員のコミュ

ニケーション支援の課題である。 

 

３. リスクコミュニケーションにおける３つの機能とコロナ禍の外国人相談 

リスクコミュニケーションとは，基本的になんらかのリスクのコミュニケーションであ

り，「健康，安全, 環境」に関するリスクについてのコミュニケーションのことである。ま

た，より具体的には「健康や環境などのリスク（または潜在的リスク）に関して，個人，グ

ループ，組織間で情報や意見を交換するインタラクティブなプロセス」とされている

(Lundgren,R.E & Mcmakin,A.H,2018)。 

また，リスクコミュニケーションについて，機能という点から「ケアコミュニケーショ

ン」,「コンセンサスコミュニケーション」，「クライシスコミュニケーション」の３種類に

分類している。 (Lundgren,R.E & Mcmakin,A.H,2018)。 

 以下は，この３つの機能の具体的な例である(Lundgren,R.E & Mcmakin,A.H,2018)。 

 ケアコミュニケーションには，例えば，薬品の安全な使用，産業上のリスク，健康上のリ

スクについての指導などが挙げられる。 

 コンセンサスコミュニケーションは，リスクマネジメントや決定のためのコミュニケー

ションのことであるが，例えば，安全な計画，健康のための法規（ルール）の作成，環境に

対する声明に関するコンセンサス等が挙げられる。コンセンサスのためにはステークホル

ダーの参加が必要である。 

 クライシスコミュニケーションでは，突然起こる極めて危険な状態の際のコミュニケー

ションのことである。例えば，自然災害，産業上の事故，ダムの決壊，致死的な疫病の流行

などが挙げられる。クライシスコミュニケーションは，これらの非常事態が起きている間，

およびその後のコミュニケーションのことである。 

 以上，Lundgren,R.E & Mcmakin,A.H （2018）による，３つの機能にもとづくリスクコミュ

ニケーションについて述べた。それでは，新型コロナウィルス感染症に関する外国人相談の

コミュニケーションの場合は，どのように当てはまるだろうか。以下では，コロナ禍におけ

る外国人相談のコミュニケーションについて，リスクコミュニケーションのこれらの３つ

の機能という観点から考察を行う。 

まず，コロナ禍におけるケアコミュニケーションとしては，例えば，衛生上どのような対

策が必要かについて指導することが当てはまる。例えば，手洗い，うがいが必要であること，

人との距離をあけること，換気が必要であることなどを伝える（指導する）ことが挙げられ

る。外国人相談の場合，これらの内容の意味を正確に伝えていくことが感染予防に直接つな

がるといえるだろう。 
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コンセンサスコミュニケーションでは，リスクマネジメントや決定のためのコミュニケ

ーションである。例えば，コロナ感染症対策に関する政府レベルの施策，組織のルール等の

決定へのコンセンサス等が挙げられる。Lundgren,R.E & Mcmakin,A.H,（2018）は，コンセン

サスコミュニケーションにおいては，ステークホルダーのニーズのバランスを考える必要

があると述べている。コロナ禍の場合では，例えば，緊急事態宣言を出す際，様々な産業界

も含めた関係者のニーズのバランスを考慮することも一つの例として挙げられる。外国人

相談の場合，例えば決定した施策（緊急事態宣言など）について説明を行う場合，単に施策

（ルール）の内容のみ説明するのではなく，決定の理由や背景とプロセスについてもわかり

やすく説明していくことが必要であろう。 

コロナ禍におけるクライシスコミュニケーションとしては，当事者が感染の疑いがある，

または感染した場合のコミュニケーションである。前者２つのコミュニケーションに比べ，

クライシスコミュニケーションは，極めて危険な状況でのコミュニケーションである。コロ

ナ禍におけるクライシスコミュニケーションでは，主に保健所や医療機関内における医療

従事者と外国人とのやりとりが当てはまる。医療現場では，医療者側が，外国人患者に対し

て，「やさしい日本語」をできるだけ用いながら，わかりやすく説明をしていく必要がある

だろう。特にコロナ感染症に罹患している場合等，外国人相談員が病院で直接付き添いをし

て通訳を行うことは不可能に近い。外国人相談の役割としては，このようなクライシスコミ

ュニケーションに備え，事前にあらかじめ様々な医療用語や病院での表現について外国人

住民に知らせておくことが挙げられる。 

 以上，ここでは，コロナ禍における外国人相談員のコミュニケーションについて，リスク

コミュニケーションにおける３つの機能という観点から考察を行った。 

 

４. コロナ禍における外国人相談員のコミュニケーション：外国人相談員へのインタビュー

から 

コロナ禍において，外国人相談員はどのようなコミュニケーションを行いながら支援を

行っているだろうか。以下では，外国人相談員２名のインタビューについての報告を行う。 

4.1 インタビューについて 

 今回インタビューを行ったのは，日本人の外国人相談員である A さんと，外国にルーツ

をもつバイリンガルの外国人相談員の B さんである。両者とも 20 年以上経験を持つベテラ

ンである。 

A さんは，日本人の外国人相談員であり，生活全般の相談に対応している。B さんは，ブ

ラジルにルーツを持つ外国人相談員であり，労働関係や学校関係の相談に対応している。 

 インタビューは，2020 年 9 月に感染対策を行った上で，対面で行った。１対１で行い，

それぞれ一人約１時間半かけて半構造化インタビューの方法で行った。 

 インタビュー内容は，「外国人相談員のコミュニケーションおよびコロナ禍における外国

人相談員のコミュニケーションについて」である。 

275

徳井



 本稿では，上記のうち，「コロナ禍における外国人相談員のコミュニケーション」につい

ての語りの分析を行う。 

4.2 インタビューの分析 

(1)A さんの語り 

  A さんは，以下のように語っている。 

2020 年 1 月下旬には，「検査したいが，どうしたら良いか」という問い合わせが中心だっ

た。県に確認しながら対応した。不安に駆られて相談にきた人も多いと思う。2 月ごろから

正月に短期で来日し，帰国できなくなった中国人からの相談が中心だった。入管に問い合わ

せて対応した。手続きをすれば，滞在は大丈夫と知って安心したと思う。3 月には日本に留

学が決まったが，その後キャンセルになった人からの相談があった。求職については，ハロ

ーワークなどにつなぐ形で対応した。（所属している）センターでは，100 パーセント解決

するというより，解決の方向性を出すという意味があると思う。 

 4 月には，給付金に関する相談を受けた。給付金がまだ決まらないうちに「外国人ももら

えるのか」という質問が来た。書類の書き方，申請に伴い提出する書類のことや窓口につい

て教えた。6 月には，生活困窮者が増加した。7 月からは，社会福祉協議会が食糧支援の事

業の協力要請（外国人の支援窓口）があり，外国人からの申請が多くあった。申請書作成の

アドバイスなどを行った。食べ物のことなので，宗教やアレルギーの制限があることも含め

たほうが良いと思う。コロナに関しては，この半年間で時間とともにニーズが変化した。 

 A さんの語りから，まず，（検査などの）システムがわからないことによる不安や問題解

決のために相談にくるというケースが見られた。リスク時において，このように不安からく

る相談にも対応していることがわかる。 

 A さんの語りからは，「時間とともにニーズが変化した」とあるように，ほぼ毎月のよう

に外国人相談者のニーズが変化していた。そしてそれとともに外国人相談員の対応の仕方

も変化させていた。A さんの語りをもとに，ニーズの変化と対応を図にすると以下のように

なる。 

 

   

図１ 外国人相談のニーズの変化と対応 

 

刻々と変化する相談者からのニーズに対応するため，A さんは外部の組織（県や入管，ハ

検査 滞在延⻑ 解雇 給付⾦ ⽣活困窮

県 ⼊管 ハローワーク 社会福祉協議会 

276

リスク時における外国人相談員のコミュニケーション



ローワークなど）との連携を行うことで対応をし，解決の方向性を見出していったといえ

る。また，社会福祉協議会からの依頼のように，外部から連携を依頼される場合も見られた。 

コロナ禍のようなリスク時では，平時とは異なり，頻繁に状況が変化し，その都度異なっ

た支援の仕方が必要となってくる。こうしたニーズの変化に対応できることが外国人相談

員に求められるといえるだろう。 

(2)B さんの語り 

 B さんは，以下のように語っている。 

 コロナ禍で解雇になったという相談がくるが，何を解決したいのか本人にもわからない

場合が多い。コロナで休業手当に関する相談にも対応しているが，休業手当というシステム

がブラジルにないため，休業手当を知らないブラジル人もいる。また，雇用調整助成金の仕

組みについて勘違いをしている情報がポルトガル語で飛び交っていたので誤解している人

たちに説明した。 

B さんは，まず，例えば解雇などの事例をあげ，外国人相談者本人が，「何を解決したら

よいか」わからない状況で相談にくると語っている。外国に住んでいて問題が生じたとき，

まず，何が問題で，どこにアクセスして，どのように問題を解決したらよいか理解できずに，

問題を抱え込んだまま解決できない状況のケースも多いだろう。外国人相談の場では，ま

ず，何が問題でどう解決したらよいかわからない相談者も見られるといえるだろう。特に，

コロナ禍のようなリスク時の場合は，問題を把握し，どう解決していくかがわからずに相談

にくる外国人も多いであろう。 

また，B さんの語りからは，「休業手当」のように，外国人相談者の母国にないシステム

や制度があるということがわかる。このような場合，単に母国のシステムを翻訳するという

ことが不可能であり，新たな概念として，システムをわかりやすく説明する必要がある。B

さんは，単なる通訳だけではなく，システムなどの新たな概念を説明するという役割を担っ

ていたといえる。コロナ禍のようなリスク時の場合，平時と比べて，状況に応じて様々な新

たな制度やシステムが設けられる場合が多いと考えられる。新しく設けられた制度やシス

テムを新しい概念としてわかりやすく説明していくことが，外国人相談員に求められるだ

ろう。 

また，「雇用調整助成金」の仕組みについて，誤った情報が外国人の間に流れていたとい

う語りも見られた。コロナ禍も含め，リスク時には人々は不安な状況になるが，言語がわか

らない状況であれば，より不安は大きくなるだろう。不安になることで，様々な情報が十分

に理解されないために出回ることも考えられる。B さんは，外国人の間で誤った情報が流れ

ていることに気づき，当事者に正しい情報について説明したという。B さんがバイリンガル

相談員であったため，地域の外国人の状況をより詳しく理解できたのではないかと考えら

れる。外国人相談員は，地域の外国人の状況を把握していくことも求められるだろう。 

4.2 インタビューからの考察：コロナ禍を一事例とするリスク時における外国人相談員のコ

ミュニケーション支援に必要なこととは 
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4.1 では，コロナ禍における外国人相談員のコミュニケーションについて，２名の外国人

相談員に行ったインタビューについて報告した。 

 本節では，これらのインタビューから示唆されるコロナ禍における外国人相談員のコミ

ュニケーション支援に必要なこととは何かについて考察を行う。 

(1)変化する状況把握と臨機応変な対応と予測 

 まず，コロナ禍のようなリスク時では，刻々と状況が変化し，対応の仕方もその都度変化

させていくことが挙げられる。リスク時においては，平時と異なり，通常の支援の在り方で

は対応できないことが多い。また，状況も常に変化していくため，その都度どのように対応

していくのか臨機応変に検討しながら対応していかなければならない。今回のインタビュ

ーにおいても，「検査」「滞在の延長」「解雇」「給付金」「生活困難」など多様な相談内容が

刻々と変化した。そして，それらについてそれぞれ様々機関との連携を行いながら解決につ

なげていったという語りが見られた。 

刻々と変化していく状況の中では，現在，どのような状況になっているのか，国や地域で

の状況を把握した上で，どのような支援が必要なのか，相談を解決するためにどの機関に連

携や協力を求めていけばよいかについて把握し，臨機応変に連携・協力することが必要であ

る。平時から様々な機関を連携・協力する体制を作っておくことも必要ではないかと考えら

れる。また，刻々と起きている現時点での状況の把握だけではなく，将来の状況について予

測していくことも必要といえる。 

(2)外国人住民のニーズの把握 

 先に述べた(1)とも関連するが，外国人住民のニーズの把握も重要である。コロナ禍のよ

うなリスク時において，一人の住民としてのニーズもあるが，外国人住民特有のニーズもあ

るだろう。リスク時において外国人住民のニーズを把握し，解決を考えていくことが必要で

ある。外国人住民の「声」を聴き，彼・彼女らのニーズを把握するためには，同じ母語を話

せるバイリンガルの外国人相談員の役割も大きいだろう。外国人住民が現在どのような状

況か，何に問題があるのか，解決すべきことは何かについて的確に把握していくことが必要

であろう。 

(3)正確な情報の収集 

 正確な情報の収集と伝達も重要である。まず，今現在，何が外国人住民から最も求められ

ている情報か，現在，外国人住民に伝えるべきかについて，「伝えるべき情報」を的確・迅

速に決定することが挙げられる。先に述べた(2)のニーズの把握を情報収集と連携させてい

くことも必要であろう。そして，「伝えるべき情報」について，正確な情報を収集すること

が求められる。例えば新たな制度の内容の情報，問題を解決するためにどの機関へ行けば良

いのかについて等の正確な情報などである。 

(4)正確な情報の伝達 

正確に情報を伝達していくことも重要である。インタビューでは，外国人住民の中で誤報

が飛び交っているという語りが見られた。Blakeney(2002)によれば，「リスク時には，聴解能
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力が 80 パーセント下がる」とされている。おそらくリスク時に人々は不安や恐怖で不安定

な心理状態になり，このような状態の中で正確に聞き取っていくことが困難になるのでは

ないかと考えられる。このようにリスク時において，正確に聞き取ることが難しいといえる

が，外国人住民にとっては，加えて言語のハンディもあり，さらに正確な聞き取りが難しく

なると考えられるだろう。インタビューに見られたように，誤って情報が解釈され，伝わっ

たのもこのことが原因の一つであったのではないかと考えられる。まず，情報を正確に伝え

ていくことが重要であるといえる。

(5)わかりやすい情報の伝達

(4)で前述した「正確な情報の伝達」のためには，わかりやすく情報を伝達していくことが

必要である。多言語で伝える他,「やさしい日本語」（庵他 2019）もわかりやすく伝えるため

の重要な方法であろう。

Lundgren,R.E & Mcmakin,A.H,（2018）は，「リスク時には，注意深くメッセージを出す必

要がある」と述べ，メッセージの出し方として，以下の方法が必要であるとしている。

・３つ以上のキーメッセージを出さない。

・繰り返すことが必要。

・ビジュアルなものと，（口頭だけではなく）書いたものを同時に見せることが必要。

・用語，頭文字だけの略語は使わない。

これは，リスク時における英語のメッセージの出し方についての方法として出されてい

るが，日本語においても参考になる部分が多いといえる。

(6)新しい概念のわかりやすい説明

(5)のわかりやすい情報の伝達の仕方の一つの方法であるが，新たな概念をわかりやすく

説明していくことの必要性も挙げられる。インタビューでは，「休業手当」というシステム

がブラジルにないため，その意味を知らないブラジル人がいるということが語られていた。

このように，母国にない「新しい概念」についてわかりやすく説明をしていくことも必要で

ある。これは，すでに概念を知っており単語を置き換えて意味が通じるという場合とは全く

異なる。新しい概念の説明の場合は，概念そのものをまず理解してもらうことが必要にな

る。例えば，「休業手当」の場合は，どのような場合，誰が受けられるのかについて，いく

らもらえるのかについての計算方法，どのように手続きをするのか等についての情報が必

要である。このように，新しい概念については，概念そのものをわかりやすく丁寧に説明し

ていくことが重要であろう。

(7)制度についての知識

外国人相談員には，制度の仕組みについての知識も必要である。コロナ禍のようなリスク

時においては，平時とは異なった様々な新しい制度が作られる。例えば，コロナ禍の場合の

「給付金」がこれに相当する。外国人相談員は，リスク時に刻々と変化していく社会の中で，

新しく設けられる制度について，その仕組み，内容，背景について正確な知識が必要である。

こうした新しい制度については，外国人だけではなく日本人にとっても新しいもので，新た
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な知識を要するものである。外国人の場合，言語のハンディもあるため，こうした新しい制

度については，わかりやすく説明していく必要がある。 

(8)外部の機関との双方向の連携 

 特にリスク時においては，様々な機関との連携が必要となってくる。インタビューでは，

外国人からの相談に対応するために，ハローワークや入管といった外部との機関と連携す

ることによって解決に結びつけていったという語りが見られた。コロナ禍においては，外国

人住民にとって医療，労働，解雇，在留資格など多岐にわたる問題が立て続けに生じている。

こうした様々な問題に対応するためには，外国人相談員がそれぞれの問題の解決のために

関連する諸機関につないでいくことが重要である。「100 パーセント解決するというよりは，

解決の方向を出すという意味がある」とインタビューで語られているように，外国人相談の

場で全てが解決できるのではない。解決のために必要な機関につなぐということも外国人

相談の場の重要な役割といえる。また，外部との連携は一方向ではなく，双方向であるとい

うことも必要であろう。インタビューでは，外国人相談から外部に対して連携を依頼すると

いう方向だけではなく，外部の機関（例えば社会福祉協議会）から外国人相談の方に連携の

依頼があったという語りも見られた。このように連携そのものが双方向であることは重要

であろう。また，リスク時だけではなく，平時から連携を行っていることが，リスク時にも

役に立つであろう。 

 

５.リスク時における外国人相談員のコミュニケーション支援の課題 

 本稿では，コロナ禍を事例とし，リスク時における外国人相談員のコミュニケーションに

ついて，政策レベルの動き，リスクコミュニケーションの視点からの示唆，外国人相談員へ

のインタビュー調査から考察を行った。リスク時における外国人相談員のコミュニケーシ

ョンについての今後の課題を以下に挙げる。 

 まず，政策レベルからは，「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」により，外

国人相談窓口が全国に設立されるようになったが，さらにこれらが在住外国人にとって利

用されるよう，広く周知していくことが課題として挙げられる。そのためには，これらの外

国人相談窓口について，在住外国人同士のネットワーク等を通じて周知させていくことが

必要だろう。外国にルーツを持つバイリンガルの外国人相談員も，こうしたネットワークを

通しての周知に貢献できるだろう。また，外国人相談員の研修を促進していくことが課題と

して挙げられる。 

 次に，リスクコミュニケーションの３つの機能による分類（「ケアコミュニケーション」,

「コンセンサスコミュニケーション」，「クライシスコミュニケーション」）という観点から，

コロナ禍におけるコミュニケーションについて考察を行った。コロナ禍におけるコミュニ

ケーションの場合も含め，リスク時におけるコミュニケーションにおいては，クライシスコ

ミュニケーションのみが注目されがちであるが，ケアコミュニケーション，コンセンサスコ

ミュニケーションもリスクコミュニケーションの一部であるということを考慮しておく必
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要があるだろう。外国人相談においては，これらのそれぞれのコミュニケーションにおい

て，在住外国人がどのような当事者となり得るのかを考慮しておく必要があるだろう。ま

た，リスクの程度により，危険度が高い場合に外国人相談員が直接支援できない場合もあ

る。そのような場合，例えばオンラインを活用するなど，対面という形に頼らない支援の方

法を考えていく必要があるだろう。

最後に，外国人相談員２名へのインタビューをもとに，コロナ禍を一事例としリスク時の

外国人相談員のコミュニケーション支援に何が必要かについて考察を行った。その結果，

「変化する状況把握と臨機応変な対応と予測」「外国人住民のニーズの把握」「正確な情報の

収集」「正確な情報の伝達」「わかりやすい情報の伝達」「新しい概念のわかりやすい説明」

「制度についての知識」「外部の機関との双方向の連携」が挙げられた。これらについては，

さらにどのような方法で行っていくか具体的に提示していくことが今後の課題である。こ

れらについては，バイリンガルの外国人相談員と日本人コーワーカーの相談員の協働によ

り可能な内容もあるだろう。

また，今回挙げた内容以外にも，リスク時の外国人相談員のコミュニケーション支援に必

要なことはあるだろう。今回はインタビューが２名と少なかったため，今後さらにインタビ

ューを増やし考察していくことが課題として挙げられる。
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