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第 1 班 日本の民族問題 
 

私のレポートはアイヌ民族の歴史と文化についてです。 

アイヌは誰ですか。アイヌの人はアイヌの祖先がいます。アイヌ人として約２万５千人

が登録されてますが、アイヌの祖先を持つ人は２０万人いるとされています。 

昔、アイヌは蝦夷で商人でした。蝦夷は北海道の古い名前です。 でも、幕府は、アイヌ

の貿易の利益のいちぶがほしかったので、１７～１９世紀に松前藩に、税と規制をかけ

ました。 

明治時代、１８６９に開拓使設置がつくられました。蝦夷地を改め、北海道と称しまし

た。１８７０から、アイヌの土地は日本の政府の管理下におかれました。アイヌの慣習

が禁止されたあと、アイヌの人を日本の学校に入らせました。そして日本人にならせま

した。だからアイヌの人びとは、自分の言葉と生き方を忘れました。１８９９に新しい

法律の「北海道旧土人保護法」は公布しました。でも、１９１１に国際会議において先

住民であるとされ。狩猟権が認められました。 

１９４６年に北海道アイヌ協会設立されました。アイヌ民族と文化を守るためです。そ

れから、アイヌの文化に新しいかんしんがもたれました。 

１９９７に「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関

する法律」の公布しました。だから、「北海道旧土人保護法」は同時に廃止されまし

た。 

今、「民族きょうせいのしょうちょうとなるくうかん」、アイヌ文化ふっこうの「ナシ

ョナルセンター」として、北海道のポロトこはんにせいびされる予定です。 

アイヌの伝統的な服はおもに３種類です。たとえば、動物のかわと木の樹皮か草と木綿

で作ります。いつも、服に大きな模様を作りました。 

アットゥシ（樹皮衣）、レタラペ（草皮衣）、カパラミプ（木綿衣の一種）アイヌの言

葉は、話し言葉だけです。自分の書き方がないから、今は特別なカタカナを使います。

たとえば、アイヌ・イタㇰの意味はアイヌ語、アイヌは人間、カムイはアイヌの神で

す。 

アイヌ話は口承文芸です。よくメロディーで話します。３種類です。 

英雄叙事詩しは英雄についてです。神謡は動植物や自然現象など神々についてです。最

後は散文説話は神謡と同じような物がある、でもメロディーがありません。 

アイヌの踊りはとても必要です。びょうきが悪いカムイと思いましたから、祭りでカム

イに踊りで話しました。カムイは自然の中でどこもいます。いいカムイはアイヌの人を

守ります。今、「YouTube」でアイヌの踊りが見られます。 

 

北海道アイヌ協会 

http://www.ainu-assn.or.jp/ 

アイヌ民族博物館 

http://www.ainu-museum.or.jp/ 

アイヌ政策推進会議 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/ 

 

 

  



                         

 

・沖縄の現状について 

 

私は沖縄県の現状について調べました。まず沖縄県は人口 139万３千人（全国 43位）、総

面積２２７６㎢（全国 30位）であり、島数１６０からなる比較的小さな県です。そして、

沖縄県は日本の南西部に位置しており、日本の最西端にあたります。 

 沖縄県の地理的な分布としては、東京までの距離より、台湾の都市である台北、中国の

上海のほうが近くにあり、それに加え韓国のソウル、中国の香港はほぼ同じ距離に位置し

ているため、古くから日本本土、中国大陸、東南アジアとの交流拠点としての役割を果た

してきました。そのため、軍事においても重要な場所に位置しています。 

 

・基地問題 

 

全国の米軍施設面積の割合を見てみると 1番割合が高いのは沖縄で、全国の基地の７０％

が集中しています。次に多い都道府県は青森の７．７％とほかの県に比べ極端に高い割合

になっています。前述したように沖縄はほかの都道府県と比べて規模の小さい県であり、

この数値が表す以上の負担を強いられていることがわかります。 

 次にその沖縄県の基地の状況についてです。全国の米軍施設の７割を占めている沖縄県

ですが、160ある島のうちそのほとんどは沖縄本島にあります。その沖縄本島にある米軍

施設は本島面積の２０％を占めています。また、在日米軍の人数はその家族も合わせると

約４５０００人にのぼります。その中の沖縄にいる数は約２５０００人ですが、この数は

在日米軍全体の約７０％を占めています。しかし、沖縄本島は人口の９０％が生活し、人

口産業が集中しています。そのため、騒音被害、墜落事故、犯罪に一般の人々が巻き込ま

れてしまいます。 

 

・諸問題 

 

前述したように、米軍と密接に関わっている沖縄ですが、そのせいもあり数々の米軍が絡

んだ事件や事故に巻き込まれてしまいます。その一つとしてまず騒がれているのはヘリ墜

落事故です。沖縄国際大学に米軍ヘリが墜落したというニュースは新聞やニュースで大き

な話題になりました。この事故ではけが人こそ出なかったものの建物が焼失するなど大き

な損害を出しました。このほかにも米軍が絡んだ事故が多数起きています。年間でいうと

約 40件も起きており、沖縄県民はこれに対し激しく非難しています。 

 次に注目したいのは米軍が起こす犯罪についてです。沖縄では米軍による犯罪の検挙数

は年間で１５０件以上にのぼります。これだけでも十分多い数ですが、これはあくまでも

公務外に起きた事故であり、授業で見たビデオのように公務中に起きた事故とされ正しく

処理されず、犯罪扱いになっていないケースもあるため実際はこの数字より大きくなるこ

とが予想されます。過去には３人の海兵隊員が小学生の少女を暴行、未成年者への暴行被

疑事件といった深刻な事件も起こりました。しかし、３人の海兵隊員が小学生の少女を暴

行した事件では米軍側に裁判権を取られてしまいその３人はしっかりと裁かれていない

という事実もあります。そのため、多くの沖縄の人々が泣き寝入りせざるを得なくなって

きています 

 

・考察 

  

 私は沖縄の現状について調査しましたが、現在沖縄の基地問題では様々な問題が生じて

いることがわかりました。沖縄県民は日本が背負っている基地問題の大半を押し付けられ、

事件、犯罪に巻き込まれてしまうという恐怖の中生活しています。私は高良さんに沖縄の

犯罪について聞いてみたところ、高校生にときに同い年の生徒が米軍による性犯罪に巻き

込まれたという事件を聞きました。同い年ということで非常に身近に感じ、そしてこのま



まの状況ではいけないと感じました。また私は「戦場ぬ止み」という映画を見る機会があ

りました。そこでは、年を取りで体力があまりないのにもかかわらず、暑い中、身をなげ

うってまで基地建設に反対する女性の姿がありました。映画の中では同様に強い意志で基

地に反対して運動する人々の姿もありました。しかしそれを止めるのは本来沖縄県民を守

るはずである沖縄県警です。私はこの映画を見るまでこんなに深刻な問題があり、必死に

活動している人々がいるということを知りませんでした。これと同様に現在大きくの日本

人がこの事実に無関心であり、また知る機会もありません。同じ日本で起きていることで、

基地問題は日本全体の問題です。まず、必要なのは事実を日本の国民全体に知ってもらい、

そして「自分とは無関係」とは考えず、知ろうとする気持ちが大事だと思いました。授業

で見たドイツの基地問題についても解決には多くの住民の声があったと聞きました。日本

は基地の問題を一定の場所に丸投げをし、それ以降は無関心という風潮があります。一人

ひとりが関心を持ちその解決に向けて行動することで基地問題は改善していくと思いま

した。私の発表が終わった後に、「沖縄に負担が多くのしかかっているため基地を日本本

土に移転した後の管理費はどうするのか」という質問がありましたが、私はそもそも沖縄

に負担が集中しているためほかの県に移そうという考えではありません。私は基地をなく

していくことが重要なのではないかと思います。沖縄がかわいそうだからと言って、ほか

の県に移したのではまたその土地でも同じことが起きてしまい問題の根本的解決には至

らないと思います。沖縄の人々、また日本中の人々が沖縄の現状を見つめなおし、考え、

そして行動する必要があると思いました。 

＜参考文献＞ 

http://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/toukeisiryousyu2503.html 

 

・授業を受けての感想 

 

私は春学期のこの授業で異文化について多くのことを学んできました。まず、最初に考え

たのは異文化間でコミュニケーションをとる場合の言語の問題でした。現在世界では英語

が国際語としての役割を担っています。そのため、日本でも英語を学び外国の人々とコミ

ュニケーションができるようにと中学校の段階から英語が外国語として必修科目に取り

扱われ、高校、大学の入学試験でも必要不可欠なものとなっています。そのためか日本で

は英語ができることが国際人だという風潮もあります。しかし、私はそのような考え方は

間違っていると思います。私がそう考える理由としてまずあげられるのは、近年日本では、

中国や韓国などのアジアの国から来る人が多く、彼らは必ずしも英語を母語とするわけで

はないということです。その人々に英語で話しかけてもまったくコミュニケーションがと

れないと思います。また、留学生でも外国人だからという理由で小学校に行ったとき、第

一言語が英語ではないのに英語でコミュニケーションをとらなければいけなかったり、そ

の人の文化的背景が無視され、英語の練習台のようにされることもしばしばあります。世

界に目を向けてみても世界の人口の７割以上の人が英語を話しません。このように、必ず

しも英語を話すわけではないのに、一つの言語に固執しそればかりに頼ってしまってはコ

ミュニケーションは全くとれないと思います。それに、英語が国際語として世界の様々な

地域で使われていくと欧米の価値観に染まってしまい、本来の文化が消えてしまうという

危険性もあります。このようなことから私は外人だから英語で話すという考えはおかしい

と思います。コミュニケーションをする際、言語だけができてもお互いの気持ちがわかる

ように話せるわけではありません。大事なのは、相手が何を伝えたいかを考え、相手の文

化、考え方を理解するということです。英語を一つのコミュニケーションツールにするの

は良いことだと思いますが、それに固執し、偏った使用をするのは間違っていると思いま

す。 

 次に日本にいる在日外国人のことについて考えました。その中で特にフィールドワーク

で実際に調査した在日朝鮮人の問題について強く印象に残っています。在日朝鮮人の多く

は過去に日本によって強制的に連れてこられ、そのまま日本に定住してきました。しかし、

長い間日本に住んでいるのにもかかわらず、いまだに生活を送っていくうえで様々な困難

あります。まず、朝鮮人だという理由で暴言を吐かれたり、いじめられたり、アルバイト

http://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/toukeisiryousyu2503.html


をする時も断られたりということです。そのような体験をした人が口をそろえて言うのは

「どうしてなのか理由がわからない」ということでした。差別をする理由はただ単に民族

が違うということだけなのです。差別を受けた彼らには何も悪いことはありません。私は

このようなことがいまだに自分の身近なところで起こっているということに驚きました。

確かに政治上では問題があるかもしれません。しかしそのことをまだ何も知らない小学生

の時に経験したり、理由もわからず差別されるということは非常に悲しいことであり、許

されるものであってはいけません。一人の人間を「あの人は～人だから」という固定概念

で見るのではなく、ひとりの人として接することが大切だと思いました。 

 異文化といえば外国人と考えがちですが、聴覚障害の方のことについてもお話を聞くこ

とができました。聴覚障害の人は基本的に手話をコミュニケーションツールとして使用し

ています。手話では相手によりわかりやすくするために特に表情で自分の気持ちを表現し

ます。聴覚障害者は聞くことができないというハンディを背負っているため、ほかのこと

で工夫し、相手にわかりやすくしていました。しかし、これは私たち健常者にも必要なこ

とだと思いました。私たちはコミュニケーションをとる機能に何も不自由はないため、日

ごろの会話の中でよりわかりやすくするという意識をつい忘れてしまうことがあります。

そのため、相手との意志疎通がうまくいかないこともあります。これは、異なる言語を話

すひとと会話をする時もおなじですが、相手とコミュニケーションをとる際、常に相手に

わかりやすくそして相手の状況をしっかり理解することが重要だと思いました。 

このように私はこの授業を通して異文化間の問題とコミュニケーションの問題につい

て多くのことを学ぶことができました。普段ニュースなどで少ししか知らないことも授業

を通して深く学ぶことができました。その中には私の知らなかったことがたくさんあり、

それは思っていたよりも身近で起きていました。そのことに関心を持っていなかった自分

を反省し、これからは関心を持ち真剣に考えていきたいと思います。また、授業の間にあ

るグループでの話し合いに時間でも留学生と一緒に話し合いができた為、今までとは違っ

た意見も聞くことができ、「こういう考えもあるんだ」と新たな視点からものごとを見れ

たということは自分にとって大きな財産となりました。 

人は一人一人違っています。外国人であっても、日本人であっても文化、考え方は異な

ります。そのためか相手のことを差別したり、なにかの固定概念に当てはめてしまったり

と亀裂が生じてしまうことも多くあります。それを防ぐためにはまず相手のことを「知ろ

う」という気持ちが大切だと思います。私も今回の授業の中で異文化間の問題を学んでき

ました。その中で朝鮮大学に行った際、「朝鮮の人は優しくてとても親切にしてくれる」

という話を聞きました。私はそんな話を聞いていくうちに朝鮮の人も私たちと同じで、朝

鮮のイメージを勝手に作っていたのは普段ニュースなどで取り上げられる政治的なイメ

ージでしかなかったのだなと感じました。このように相手のことをよく知ることで異文化

間でも理解し合うことができ偏見を持たずに良いコミュニケーションが取れていくので

はないかと思います。 

 

  



第 2班 障がい者文化 

 

 

１． 障害者文化 

私たち障害者文化チームは、聴覚障害、視覚障害、学習障害、言語障害について一人ひと

りが担当した障害について調べて発表していきました。チームの良かった点は、話し合い

の時に、発表までの流れ・計画をうまく決めることができたことと、時間配分が一人ひと

りよかったことです。反省点は、私たちは私たちがやりやすいと思い、紙の発表に決めま

したが、評価表には、パワーポイントなどのほうがわかりやすかった、グラフや写真など

がほしかった、というコメントがあって、聞き手のことをもっと考えて発表方法を考える

必要があったなと感じました。私は普段から早口なので、発表の時も早口になってしまい、

留学生にわかりづらかったとコメントをもらったので、そういう点でも聞き手に対する配

慮が足りなかったなと感じています。また、紙の場合でも、パワーポイントの場合でも、

写真やイラストなどを載せると理解しやすくなるなと思ったので、次の発表の機会に生か

そうと思いました。野外活動として Dialog in the darkという活動に参加する予定だっ

たのですが、みんなの日程が合わず、計画していたのに全員では参加できなかったのでそ

こも反省点です。Dialog in the darkという活動について少し説明したいと思います。

Dialog in the dark とは、日常生活とのさまざまな事柄を暗闇の空間で、聴覚や触覚な

どの、視覚以外の感覚を使って体験するエンターテイメント形式のワークショップで、

「DID」と略称されています。普段私たちは、目の見える人を中心に生活をしているため、

目の見える人のほうが住みやすい環境に生きていますが、もしこの世が真っ暗で何も見え

ない環境であったとき、中心となっていくのは目の見えない人である、ということ、普段

視覚に頼って生きている人間が「全然見えない、何も見えない、90 分間ひたすら見えな

い」という新しい世界に足を入れる、という体験ができます。自分は聴覚障害の文化につ

いて担当しました。聴覚障害者は自分たちの文化を持ちます。ろう者（耳の聞こえない人）

はろう文化を持ちます。手話を基礎として、聴覚ではなく、視覚や触覚を重視する生活文

化を指します。しかし、聴覚障害者全員が手話を使って生活していると思ったら大間違い

です。聴覚に障害をもっていても、不自由を感じながら、日常生活を普通に送っている人

もいます。一見聴覚障害に見えない人もいます。聴覚障害者のコミュニケーション手段と

しては、手話以外に読話、キュードスピーチ、文字があります。読話とは、相手の口の動

きや表情から音声言語を読み取り理解することです。キュードスピーチとは、話ことばを

視覚化するツールです。簡単なキューを、話すときの自然な唇の動きでは同じように見え

る単語を視覚的に識別し、読み取ることができるようにしたものです。手話のできない人

にはこういう手段でコミュニケーションをとる、ろう文化社会とは違う生活を送っている

人もいます。聴力が比較的活用でき、ある程度は日本語を獲得できたろう者であっても、

聴覚障害がある事実は変わりません。わずかな情報を頼りにコミュニケーションすること

を強いられてきました。また、歴史的に、手話が禁止されてきましたが、その大きな理由

は、「手話を使うと思考が育たなくなる」、「手話を使えば、日本語が身につかなくなる」

という手話に対する誤解、偏見でした。禁止されてきたのにもかかわらず、ろう者はろう

者同士の中で手話を使い続け、次代に伝承していき今も使われ続けています。それは時と

して、学校の中で先生の目に隠れて机の下でこっそり使われては、しばしば見つかって手

をたたかれたりしました。伝承の場の中心となったのはろう児同士が寝泊まりして生活す

る寄宿舎です。このようにろう教育の中で手話が禁止され続けても、ろう者のコミュニケ

ーションから手話を奪うことはできなかったのであり、手話はとても大変な壁を乗り越え

ながら伝承されてきたことがわかります。 

また、ろう者にとっての「ろう」と聴者にとっての「ろう」のとらえ方に問題があります。

「ろう文化」という言葉を世に知らしめたは、「ろう者とは、日本手話という、日本語と

は異なる言語を話す、言語的少人数である」の宣言で始まる、木村・市田（１９９５）に

よる「ろう文化宣言」です。これ以降、医療や特殊教育／特別支援教育といった、従来か

らの病理的な視点からの「ろう」のとらえ方とは別に、社会学的・文化人類学的な視点か

らも注目されるようになりました。「手話こそが母語である」とする彼らのろう教育の主



張は、「聴覚口話法による日本語の獲得こそが最優先課題であり、手話は日本語が獲得で

きた後からやればいい」というこれまでのろう教育の考え方とは正反対のものです。この

主張のインパクトは、「ろうは障害である」ことが、少なくとも聴者にとっては疑いもな

く、当たり前のこととして考えられていたことの裏返しでもあります。 

「ろう文化がある」というならば、ほかの障害者にも「文化」がありそうですが、ろう文

化とほかの障害文化とは以下の２点からはっきりとした違いがあります。１つは、ろう者

にとって、「ろう文化宣言」は自然体を表したものとして解釈できる点です。例えば「ろ

う者の視点からすれば、『耳が聞こえないこと』は『当たり前』のことであり、ことさら

『不便』だと思うこともない、というのが実感である」の言葉がありますが、そもそも障

害者として自らを意識していません。自らを障害者だと思っていないのであれば、「ろう

文化宣言」の主張は、ろう者にとって、強がりでも開き直りでもなく、ごく自然な思いの

表明にすぎません。もう１つは聴者（「健常者」）との関係性です。ろう者と聴者との関係

は、理屈として理解し合えばよくなるものではありません。「話し合えばわかる」のでは

なく「話ができない」のです。ここは私が感想に書いたことを訂正したい部分です。ろう

者は聴者と一緒にいることで、自らのハンディを意識することになるのであり、ろう者だ

けでいる限りにおいては、そこにはハンディは存在しません。ろう者同士の持つ求心性は、

聴者からの遠心性と表裏一体であると考えられます。また、上記のこととかぶるところで

すが、「ろう」の意味する想定も、聴者とろう者では異なります。聴者にとって「ろう」

は「耳が聞こえないこと」を意味しますが、ろう者が「あの人はろう者か難聴者か」とい

うとき、それは耳がどの程度聞こえるかではなく、手話話者かどうかを意味しています。

聴者にとってはより聴者に近い「難聴者」であるほうがポジティブな価値を持つのとは対

照的に、ろう者の間ではより「ろう者らしい」ことがポジティブな価値を持ちます。障害

者と健常者の間で、どこに中心を置くかによって考え方は異なってくるし、ろう文化以外

にも、各障害にいろいろな文化があることがわかるのではないかなと思います。 

 

２． 授業全体の感想 

私はこの授業をとってよかったと思います。その大きな理由が、国籍の違う人と差別の

問題や、言語問題などを話し合っていくことによって自分とは全く異なる考えを持つ人が

いたり、国は違えど同じ考えを持つ人もいたり、新しい気づきがとても多かったように感

じたことです。また、野外活動にも参加できたこともよかったです。朝鮮学校などの訪問

もそうですが、沖縄の基地問題について、あの映画を見なければ、沖縄の基地問題につい

て考えることもなかったのかなと思いました。また、日本の外国人問題、民族問題につい

てはとても興味がありました。目の前に外国人がいて、その問題について外国人も含んで

考えていけることが、感謝であるし、大切であるのだなと思いました。 

また、この授業で「文化」とは何か、を考えていきましたが、この問いはほかの人とか

かわっていくときにとても大切な問いであると感じています。民族問題など、何か問題が

起きる時はその背後に「文化」があります。辞書的な意味では、文化とは、言葉、技術、

社会関係、価値・態度など、学習をとおしてある集団の構成員に共有される意味の体系で

す。文化の違いは自然とは対になる言葉です。文化とは自然に存在するものではありませ

ん。同じ考えを持つ人などが集まることででき、伝承されていくものです。「文化」とは

何か？この問いを最初に聞いたとき、「～の文化」について調べたことはありましたが、

「文化」そのものについて視点を向けたことがなかったのでとても考えさせられました。

「文化」にはさまざまなものがあります。日本の文化、ろう文化、アメリカの文化、宗教

の文化などもっともっとたくさんの文化があります。その文化が生まれ伝承されていくこ

とは祖先の生活を生かしながらよりよいものにし、後世に伝えていくことによって発展す

ることができるものだと思います。しかし、文化によって問題も起きます。自分たちの文

化と対照的にあるような文化同士は自分たちの文化を基本として考えているため受け入

れられないことがあります。それが間違った考え方だとしても。そのような異なった文化

を背景に持っている人とかかわっていくためにはどうするべきかを考えていく必要があ

ります。１であるように、「話し合って」理解し合いたくても、「話すことができない」と

いう問題があることもあります。このような場合は少なからずあると思いますが、どこに



視点を置いて考えていくかによって文化とは異なってくるのだと思います。例えば、アメ

リカだったらキリスト教の精神が文化の背景にあったり、インドだったら仏教の考え方が

背景にある人がいます。どちらももし自分が今とは違う宗教だったらと視点を変えて考え

てみたら、また違った考えや視点が見えてくるのではないかなと思います。また、差別と

いうものとも関係があると感じます。自分たちとは異なるものを排除することで、自己の

安定を図ろうとし、差別が生まれます。差別にもいろいろな種類の差別があります。階級

差別、社会差別、人類差別、身体能力や病気などによる差別です。差別と異文化理解には

大きな関係があると思います。差別という意識が自分とは異なるものに対して抱かれる感

情だからです。この問題は簡単に解決できる問題ではありません。しかし、私たちが他者

（自分とは考えが異なる人）に対して比較したり、差別的な考えが働いてしまうことは自

然なことではないでしょうか。今まで仲間だったはずの友達を不当に差別していく様子に

恐怖心を抱くことさえあります。だとしたら、差別してしまう自分がいることを認識した

うえで、私たちは差別をなくす努力をしたらいいのだと思います。差別することに対して

絶えず意識して、そうならないように努力する必要があります。これは、身近な生活から、

異文化理解にまでつながる大きな考え方であると思います。この授業で学んだことはいろ

いろなことに活用できると考えるので、これから学んだことを生かし、視野を広げて物事

をとらえていけるように意識していこうと思います。 

 

 

視覚障害と文化 

 

視覚障害とは 

 

視覚障害は、視力、色覚、視野などの視機能が十分ではないため、見えなかったり、

全く見えなかったり、見えにくかったりする状態である。就労や日常生活などで不自由

な状態である。 

視覚障害者は、「弱視者（ロービジョン者）」と「全盲」に分けれる。視機能のうちの

矯正視力、視野の程度により 1級から 6級に区分される。 

身体障害者の全体は、約 3.490.000人である。その身体障害者の全体には、約 310.000

人の視覚障害者が含まれている。 

視覚障害の主な原因は、概要を以下に記す: 

 

疾患による人 19.7% （障害児は 12.2%） 

事故による人 8.2% （障害児は 0%） 

加齢による人 2.0%  

出生時の損傷による人 4.5% （障害児は 12.2%） 

不明、不詳等その他 65.7% （障害児は 76.6%） 

平成 18年身体障害児・者実態調査結果より（2008年 3月 24日、厚生労働省） 

 

この調査で明らかになったことは、最も多いの原因は緑内障と糖尿病などの病気であ

る。それから、交通事故や労働災害などの事故も多いが、出生時から全盲者である人が

比較的に少ない。けれども、多くの全盲者によると、全盲は生まれたときにおける、一

生続けている状態だと思っている人がかなり多い。 

さらに、日本の社会、または世界中では、視覚障害が全盲だと思っている人が多い。 

つまり、障害者の実在と社会的なイメージが全く違う。 

その理由は様々だが、多くの視覚障害者によると、メディアの影響であるかもしれな

い。近年、マス・コミやポップ･カルチャーなどのメディアには、視覚障害者がおける

が、映画などのメディアで登場する視覚障害者がだいたい全盲者である。 

そこで、社会には視覚障害者について、多数の誤解がおけ、視覚障害者に対する差別も

ある。 

 



視覚障害者の特別支援教育・進学 

また、テレビや映画などのマス・コミの影響により、今までも全員の視覚障害者が全盲

者で、主に点字を使うという典型的なイメージがある。 

確かに、日本と世界中では、がいくつある。その盲学校は、視覚障害者に対する特別支

援学校で、小学校、中学校、そして高等学校がある。 

けれども、多くの中途視覚障害者は、盲学校に行かない。また、近年は、障害者が障害

者のない人と一緒にできるだけ自由な生活をするため、統合教育という教育が流行って

いる。 

普段の学校や大学は、視覚障害者に対する様々な支援対策を立てる。例えば、教育用具

や資料を見やすくなるため、大きく印刷したり、教科書の代わりにパソコンを使った

り、テキストの内容を録音したりする学校があり、視覚障害者に対する機械が使用する

学校が増えていく。 

そこで、点字の普及率は決して高くないし、点字図書の資産を生かすことができない視

覚障害者も最近、増えてきている。 

やがて、日本では、視覚障害者だけを対象にした学部を持つ大学が、筑波技術大学しか

ない。 

つまり、特別な授業を行う大学がなく、普段を大学に入学するしかない。 

一般的な大学も視覚障害者を受け入られる。 

必要なものを用意する一般的な大学が増えていく。近年、情報支援と情報保障は大学に

よっては大きく進んでいる。たとえば、テキストと講義は適宜点訳や音訳されている。 

一般大学に入学希望者は入りたい大学に既に連絡すると、点字入学試験を用意される一

般的な大学もある。 

 

特別支援教育の目的 

視覚障害者に対する特別支援教育の主な目的は、リーチングなどの方法を運用して、弱

視者に行動の制限を減らす仕方を教えることである。やはり、視覚が全くない場合は、

行動が限られて、移動することも難しい。 

運動もなかなか難しい。 

けれども、リーチングなどの仕方のおかげで、視覚障害者が子供のときから、自分で移

動できるので、障害のない人間と生きられるようになり、日常生活も過ごしやすくな

る。 

 

次いでは、情報入手の制限を減らすことも大事な目的である。ま

た、運動機能の発達も健康的に重要なポイントである。特別支援教

育のおかげで、弱視者は、聴覚や触覚を使って、卓球や水泳の運動

をできるようになれる。 

 

それに、言語能力を発達し、verbalismなどの対策も大事である。

日本語ではオノマトペアなどが多い。そのオノマトペアは説明しに

くい。また、動物などの特徴的な動きもかなり述べにくい。同意語

で説明することもできるが、完璧に伝えられることも多い。具体的

な例で説明すると、魚の動き方を説明したいとき

は、以下に示したように、弱視者が自分の感覚で

その動きを感じさせながら、適している単語を教

える。 

 

やがて、弱視児の見る力の発達するのも特別支援

教育の一つの目的である。 

 

 

 



文化要素 

言語は、思考への道具に違いない。また、人間は情報や自分の環境についての知識をほと

んど視覚で得る。 

けれども、視覚障害がある者は、目で見えないため、異なる言語で考えたり、コミュニケ

ーションをしたりすることある。それに、障害者のない人と全然違って、他の感覚で、こ

の世界を体験する。また、障碍者は健康人と異なる世界観や現実感を感じる。そのため、

日本の一般社会と視覚障害者の文化は異なり、障害者が社会的な少数者、つまりマイノリ

ティであると言える。 

その異なる言語は点字である。 

 

点字とは 

点字は、指先の触覚により読みと書きの両方できる視覚障害者用文字であり、1670年に

イタリアのフランチェスコ・ラナ・デ・テルツィに発明された。日本語の 6点式点字が

1890年に石川倉次に考案された。 

日本の 6点式点字の場合は、表音文字であり、実際の音を表記し、ウ段・オ段の長音の

代わりに「ー」で表記する。日本語では、スペースがないが、点字で使っている。 

例えば、「今日は東京へいく」という文書は点字で「キョー ワ トーキョー エ イ

ク」になる。 

点字では、漢字もないため、点字に頼る弱視者にとって、同じ発音がある単語の意味を

識別することも難しい。 

  

情報アクセス 

視覚障害者は一般社会と違って情報を得る。点字図書館を利用したり、点字に翻訳さ

れた出版物をアクセスしたりして、情報を得る。 

けれども、翻訳された出版物の数が限られ、新発売のテキストを点字に翻訳するのはか

なり時間がかかるので、不便で、様々な短所がある。 

多くの視覚障害者は情報を得るため、ラジオやテレビの音声（副音声）に頼って、ニ

ュースや天気予報をアクセスする。 

また、弱視者を支援するボランティア組織や NPOもある。ボランティアが障害者の日常

生活を過ごしやすくなるため、テキストを朗読をしたり、フォームを記入したり、大学

の講義でメモを書いたり、外出をするとき導かれたりする。 

それに、パソコンで使えるテキスト音声化ソフトや点字自動翻訳ソフトなどの技術も

進んでいる。 

また、視覚がよくないため、残りの聴覚、嗅覚、味覚、触覚は優秀であることが多

い。 

時に触覚は弱視者にとって必要である。触覚を使って、点字を読んだり、移動をした

り、物を区別したりする。 

一般社会では、盲者が映画を観えないという意見がある。実はシーンボイスガイドが

ある映画もあるので、弱視者もヴィジュアル・メディアを使うこともある。 

また、生まれた時から見えない者も寝ているあいだ夢を見えることある。 

 

 

 

移動 

人間はだいたい視覚に頼って、動く。視覚障害者の場合は、視覚が足りないので、

色々な支援方法や機械が発明された。日本に発明された点字ブロックのおかげで、視覚

障害は足の感覚で移動できる。また、手すり、階段には点字や音声を施設されることも

多い、例えば駅などの公共の場で多く使われている。そういう訳で、弱視者は、他の人



の力に頼りなき自分の能力で動ける。大阪などの都市では、音

声ガイドマップも施設されている。 

視覚以外の色々な感覚を利用し、環境認知を得る。足による

路面の様子、それとも音の情報も移動中の弱視者にとって、大

事な情報である。 

また、顔などによる空気の流れで道をわかる視覚障害者もい

る。 

更に、盲導犬に頼って生活をできる。 
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一．私の感想 

最初、この授業を受けた理由は、私がは選んた科目の量は足りなかったからだ。しか

し、一学期の勉強をした後、私は自分がこの決定をしたことは正しいだと思う。 

この授業で色々な国の学生たちと交流したりグループワークしたり発表したりしま

した。一番印象的なことはブラジル人学校への見学旅だ。あれは、私今までに行った日本

の町の中で最も遠い所だ、そして、啓発的な体験だと思う。 

沖縄の基地問題に関する映画も見た、日本とアメリカの政治紛争を了解した、自分の

考えも持っている。とても有意義な経験をもらえた。 

最後は、自分が興味を持っているテーマについて、グループ発表をした。自分の意見

を十分に表れた。 

以上のように、私がこの授業で得た知識と経験は本当に役に立つものだと思う。 

二．私の意見 

  もっと便利な連絡方法を使うことができれば、もっといいと思う。 

三．発表の部分 

１．学習障害（LD）の定義 ＜Learning Disabilities＞ 

平成 11年 7月の「学習障害児に対する指導について（報告）」より抜粋： 

学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書

く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な

状態を指すものである。 

学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、

視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因とな

るものではない。 



２．交流及び共同学習 

＠特別支援学校と小・中学校等 

学校行事・総合的な活動・作品の交換・インターネットによるやりとり 

＠小・中学校の特別支援学級と通常の学級 

 実施方法を工夫しながら、日常の学校生活の様々な場面で行われています。 

＠特別支援学校の子どもたちと地域社会の人たち 

文化祭・学校行事・地域での行事・ボランティア活動 

＠特別支援学校の子どもたちが、自分が住んでいる地域の小・中学校 

小中学校の遠足・一部の教科学習を共に受けたりする 

３．学習障害の大人 LD 

学習障害の大人も存在します。学習障害は小学生や中学生だけではありません。 

彼らは、人が当たり前に出来ることが出来ない不器用さや、仕事上でのあまりのミス

の多さ、人間関係の構築がいつまでたってもうまくいかないなど、さまざまな問題を抱え

ています。  

しかしまさか大人の学習障害だとは知らずに、「自分は無能な人間なのだ」と思い至

り、鬱病や不眠症、適応障害などの二次的症状を引き起こすという悪循環を招くこともあ

ります。 

学習障害ゆえに社会的生活が困難なのであれば、障害を受け入れ、専門家の力を借り

ながら解決の糸口を見つけましょう。  

克服するには、まず何が問題なのかしっかり認識する必要があります。 

四．発表のプリント 

 

 



 

 

 

 

言語●コミュニケーションに関する制約と支援 

 

                          

１、 言語●コミュニケーションの障害とは 

言葉の相談を受けるとき、その内容は大きく三つに分けられる。第一は、言葉の理解

や言葉による表現の困難である。言語領域：語彙知識や語を適切に繋げる文法面の障

害。障害例：言語発達遅滞、知的障害に伴う言葉の遅れ、失語症。言語発達遅滞は幼児

期から見られる。失語症は成人期以降に発症することが多い。第二の相談内容は発音や

流暢性の問題である。発声●発語領域：発声や声といった音声表出面の障害。障害例：

構音障害、吃音、声のかすれなどの発声障害、ALS(筋萎縮性側索硬化症）話し言葉は唇

や舌などの運動を行い、それを音声として表現する。このプロセスに何らかの問題があ

れば発音の誤りである構音障害や「と、と、とけい」などのように意図した言葉が流暢

に出ない吃音。第三の困難は、相手とのやり取りがちくはぐにならず、場面や文脈に沿

って適切な言い回しをすることに関わる。コミュニケーション領域：場面や文脈にあっ

た言葉で相手に伝えることの障害。障害例：高機能自閉症、ADHD（注意欠陥多動性障

害）。さもなければ、聞き手の反発を買いトラブルを生じるかもしれない。 

２、 特性や症状について 



 幼児期における言語発達の恐れでは、語彙が少ない、語を繋げて文にできない、言わ

れていることが理解できないといったことに起因して、同年齢の子供と対等にやり取り

できないことが相談場面で訴えられることが多い。これらは主に小児期から見られる障

害であるが、主に成人期以降、後天的に起こる障害には、脳損傷に起因する言語領域の

障害である失語症や、発声●発語領域では全身の運動能力が失われる ALSなどがある。 

構音障害や吃音など、音声表出面の障害において配慮すべきこと：発音の明瞭度の低

下、他児からの指摘やから会を受けて発話意欲の低下、いじめなどのキッカケになる場

合、学級適応や二次的な心理的問題への配慮。 

コミュニケーションへの支援 

３、 教育支援や療育、進路 

 幼児期では、１歳６ヶ月や３歳ときの乳幼児健康診査で発達的遅れが指摘されること

が多い。健診後、個別的なフォローだけでなく、親子での集団活動の場が提供されるこ

ともある。家庭外でも言語的刺激を体験し、遊びを通してコミュニケーションのルール

を習得するためにも、適切な関わりを熟知した指導者のいる集団を経験させることが望

ましい。幼児期：保健所●保健センターでの母子グレープ活動、知的障害●難聴幼児●

肢体不自由児通園施設での療育、保育所●幼稚園での巡回相談、医療機関などでの言語

指導（個別とグループ） 

学齢期：公立学校に設置の通級指導教室（「ことばの教室」）、特別支援学校での自立活

動、医療機関などでの言語指導。成人期：医療機関などでの言語指導、 

言語聴覚士による訪問りばビリテーション、「失語症友の会」など障害者の自助グループ

活動。 

４、理解と支援について 

まず、発話が生起する自然な文脈を重視し、子供のコミュニケーション意欲や自発性を尊

重し、指導者は応答性を高め、適切な言語使用を例示することが重要となる。子供にやり

取りの主導権を与えるよう、大人は良き聞き手の役割を果たす。構音の誤りや吃音は指摘

しない。子供が伝えたい「内容」について耳を傾け、それについて応答してあげる。不適

切な表現には、正しいモデルを示してあげる。「あっち、ブランコ」には「あっちでブラ

ンコしたいね」と拡張模倣で返してモデルを示す。 

５、初めて出会う人へ 

 吃音や構音障害のある子供に対して「ゆっくり話しなさい」「もう一度言ってごらん」

など指示は、子供のコミュニケーションについての自信をいってう低下させる。成人で知

的障害が全くても話すことができない人もいる。 

６、まとまる 

 外国留学生として、日本の人が話していることがよくわからないこともあるし、自分

の話したいこともちゃんと話せないことがよくある。それは言語障害じゃなくても、自

信心を低下し、話せたくなる場合もある。このように、接されたら自分はどう感じるか

と相手の立場になって考えたい。それも「一心伝心」と言う日本語の本当の意味だと思

う。 

７、感想 

 「障がい者文化」と言うテーマを決めたことは堀口先生の講演「私のろう文化」に関

する。もう一つは自分の兄は言語障害者だからだ。そして、偶然、サークルの練習と

き、障害者の試合も見たことがあった。自分はほかの人より、深く障害者の不便さを理

解できると思う。発表のために、色々な資料を調べて、新たな考え方を持っていた。ま

ずは言語障害の定義は広く、多分、人によって、定義も違う、次に、言語障害の症状は

留学生初めて外国に行って、言語の壁ということの症状、以外に似ていることがあるそ

うだと思う。具体的に言うと、語彙が少ない、語をつなげて文にできない、言われてい

ることが理解できない。これは留学生も短期的にあう困ったこと。この発表から学んだ

ことは、いくつがある、一つは不本意な状況に置かれても、自分から努力することの大

切さ。それから、欲しいものを自分で求めれば、周りの人が協力してくれるというこ

と。もう一つは障害者が思ったより大変なことだとわかってきた。特に子供にとっては

ショックかもしれないが、色々助けてもらえれば、なんとなくうまくできる。しかし、



成功の有無が多くの状態に依存している。特別支援教育の教師になりたい人の立場から

どんな活動、教え方がいいか考えさせてもらった。最後は、あんなに小さい障害者でも

頑張れたのは周りの人が応援してくれたからだと思う。私も、障害して困っている人の

助けになりたいと思った。 

 今学期八つ話題について授業した１．異文化理解とは。文化とは何かの話し合い。

２．在日外国人問題。DVD『となりに生きる外国人』の視聴と話し合い。３、異文化理解

における言語選択の問題。４．日中韓の相互理解のために。在日朝鮮人問題の学習。

５、ゲストトーク：地域における多文化共生（武蔵野国際交流協会）。６、ゲストトー

ク：ろう文化と手話。７．日系ブラジル人問題の学習。８．沖縄基地問題の学習。毎

回、感想を書いた、さっき読み返して、自分でも驚いた。一番印象深いのは、文化の違

和感について、「若者は敏感な歴史問題ができるだけ避けることを感じました。日本人の

謝罪の意義が幅広く共有される、緩やかな合意になっています」と言うことを書いた。

やはり、授業の内容について、日常に考えていないことを深く理解できる。 

 

 

  



第 3 班 異文化理解、多文化共生、地球市民教育 

 

 

日本の若者のトレンドから 

       多文化共生社会へ 

伝統文化だけではなく、日本の若者のトレンドからみても、日本は世界からの流行を受け

入れ、日本の既成の文化と共存して複数の宗教や習慣や文化の相互承認が可能になってい

ます。 

１． 

社会的ネットワークとは価値、構想、提案、金銭的やりとり、友人、親類、嫌悪、取引、

ウェブリンク、性的関係、疾病の伝染（疫学）、航空路といった 1 つ以上の関係により結

びつけられた（個人や組織を指す）からなる、社会的な構造です。 

必ずこのクラスのなか、みんなだれでもいずれかの社会的ネットワークを持

っているはずだと思います。  

２．ビデオブログ 

ビデオブログとは、主に文章と画像によって構成されるブログに映像(動画)の要素を使っ

て表現するタイプの日記ツール。「video blog」を縮めたものが名称となった。 

３。インタネットのユニークポーズ 

世の中ではいろいろなユニークなポーズがあります。これらの変な写真かのように取ると、

リフレッシュすることができ、気分転換やストレス解消することもできます。これから紹

介する写真のポーズは世界から日本に広がってきた物だけではなく、日本の独特で、いた

ずらな日本学生たちによって生み出されたものも含まれています。 

４、ALS（筋萎縮性側索硬化症）という難病を支援するチャリティーの一環として行われ

ている。ALSは筋肉の収縮（しゅうしゅく）と筋力の低下が進行していく病気で、現在の

ところ治療法は確立されていません。アイス・バケツ・チャレンジとは指名された人は頭

から氷水を浴びるか、ALS協会に 100ドル寄付するかを選び、次に実行する 3人を指名す

るというのがルール。 

５.昨日、アメリカで「同性婚が合法化」という歴史的な 1 日になりりました。Facebook

では LGBT の象徴である「レインボーフラッグ」のようにプロフィールアイコンをレイン

ボーにする機能「Celebrate Pride」が公開されています。 

米連邦最高裁が 6 月 26 日、同性婚は憲法上の権利だと認める判決を出し、全米で同性婚

が容認されることになったことを歓迎し、米 Facebook と米 Twitter がそれぞれ LGBT の

尊厳を象徴する虹色の旗をイメージした新機能をリリースした。 

Facebook は、ユーザーアイコンに自動的に虹色を重ねて公開できる「Let's Celebrate 

Pride」を公開。同社のマーク・ザッカーバーグ CEOは、「全米のすべての人が法の下で平

等にカップルと認められることになり、とてもうれしい」などとコメントし、自らのアイ

コンも虹色に変えている。 

日本の文化は、系統の異なる文化が併存または混在する重層文化である。例えば、周囲に

いくらでもある。政治には新旧の制度が混在し、衣食住は和洋折衷であり、宗教は神仏を

ともに受け入れ、日常使う日本語の中には漢語が半分以上も含まれている、といった例で

す。 

  重層文化が生まれた理由として、日本人は異質文化への好奇心が強いこと、在来文化を

根こそぎ否定するような侵略を受けず、必要に応じて外来文化を取り入れる環境にあった

こと、などが挙げられています。 

https://www.facebook.com/celebratepride?_rdr=p


 

朝鮮人の印象が変わった 

 

 ５月２０日に朝鮮大学を見学として訪問した。日本の学生と各国の海外留学生それぞれ

１５人と一緒に博物館や売店を回り、最後に２時間にわたり朝鮮学生と交流した。それを

通し、いろいろな感想が浮かびました。 

 今まで自分だけではなく、 いずれかの友達に聞いても、朝鮮のイメージはなんだとす

ぐに頭に浮かべば、漠然と真っ暗で微妙な思いだった。 もちろん朝鮮人に関わったこと

もなく、まったく自分の利益に関係ないが自分自身で検証していない噂により、朝鮮人に

対して勝手によくないイメージをずっと持っていた。しかし、話を聞いたら想像よりもよ

く、驚きました。朝鮮大学の学生は非常に親切で、いろいろと大学校内を案内してくれて、

心を開いて話もしてくれた。 

 日本でも、ベトナムでもアジアの国ではほとんど朝鮮人のことが報道されていない。し

かしながら、この授業見学を受けて、直接話を聞くと自分のイメージと全然違うことがわ

かった。メディアをそのまま信じるのではなく、実際関係者の話を聞いて公平に見ること

が重要だと感じた。テレビの影響を受け、朝鮮に対するあまりよくないイメージを持ち、

朝鮮人に接する気がなくなっていた。なぜなら、よくしらない自分のような人が朝鮮人と

接触したら朝鮮人の気に触ることを言ってしまい、両者とも困る状態になるのではないか

と思っていた。このような考えから、なんとなく朝鮮への認識が狭まってしまった 。 

 二人の学生と話をした。そのうちの一人は、小学校の時、学校の正門を出ると、近所の

若い人に虐められて、直接喧嘩を売られたことがあった。また、バイトの募集のチラシを

みて、応募しようとしたら、店長に「ここは朝鮮人はいらない」と言われたことがあって、

涙が溢れるほど落ち込んだ。その時は苦しくて、「なんで自分が生まれたのは朝鮮なの？」

と思って、親に話したが、親が自分の子供の時からそのようなことがあったので、しかた

がないと言っていた。そこで、私は政府をはじめ、すべての住民が差別をされず、平等に

なればいいと思う。 

 この学生は、親にも許可をもらい、日本の国立大学に入学するつもりであったが、高校

の先生に「君のアイデンティティーが失われないために、朝鮮大学を選んだほうがいいと

思うよ」といわれ、日本の大学に入る夢を諦めた。でも、今では朝鮮大学を選んで良かっ

たことを自分で見つけられたため、彼らは必死に民族的アイデンティティーを維持しよう

と努力しているそうだ。さらに、母語は日本語で、母国語が朝鮮語だと認めている朝鮮の

学生は自分の言語を独自に守っていくことにしている。私はそのような目標をきいて、憧

れた。 

 

参考文献： 

 Wikipedia 

 

 

地球市民教育に関する考察 

 

 

現在、世界各国はグローバル化の波に洗われている。国際交流の拡大、移民のより頻

繁な移動、環境や貧困など地球的課題の顕在化をしつつある。そのため、新しい２１世



紀に生きる人間像――地球市民に関する議題を論じる学者がますます増えていく。多数

の日韓学者も地球市民とその育成の実践について議論するようになった。 

地球市民思想の始まりについては、古代ギリシア・ローマの時代に溯ることができ

る。ストア学派によれば，すべての人間のうちには同一の理性が存在しているから，

人々はただ一つの正義，一つの国家，一つの人道にしたがって生きるべきであり，また

そのように教育されるべきであった。ストア学派のこうした考え方は世界市民主義＝コ

スモポリタニズムと呼ばれ，共同体や民族・国家を媒介にしないで，個人を直接世界に

結びつける個人主義・普遍主義の思想として理解されている。（小林，1995）つまり、

コスモポリタニズム・世界市民主義が脱国家、世界の普遍性を重んじでいると言える。

しかし、日本では、「地球人・地球市民」育成の観点が、①地球の居住者・依存者とし

ての自己理解と地球論理観・責任意識の形成，②自国家・自民族中心の思考を脱がし、

「地球益」の観点に立つグローバルな思考・見方の開発，③「グローバル・パートナー

シップ」（global partnership；地球規模の協力関係）構築の必要性理解と実践的精神

の助長，④文化の多様性を生きる知恵や共生・共存の道を探り,普遍的価値を追求する知

性と感性,意欲・精神の涵養,などを目的にした取り組みが多くみられる。（魚住，

2003）これらの観点には、「国家」と「地球」との限界を明確していない。 

一方、今、韓国でも多文化化が盛んな勢いで進められている。だが、権（2014）は、

韓国における多文化教育の実践が国という殻から離脱しなくて子ども自らの発達の視点

も見られず、つまりコスモポリタニズムの論理から離れ、従来からのナショナリズム教

育の論理に傾斜していると指摘した。 

だが、国民国家とそれを依存する文化から離脱するのはなかなかあり得ないことだ。

したがって、両方を統合する観点が提出された。佐藤（2001）は、ポストナショナリズ

ム時代においては、「国民的資質」か「地球市民資質」か、という二元論から抜け出

し、戦略的に多元的なアイデンティティの形成を目指す教育として位置づけていく必要

がある、と述べている。 

簡単に整理すると、地球市民教育あるいは多文化教育の前提ついて、「国民」から離

脱するかどうか、あるいは多元的なアイデンティティを主張することにも、主に二つの

理由があると思う。一つ目は、権が指摘したように、地球市民教育あるいは多文化教育

の名を付けて、国の発展のためにグローバル化ニーズに応じる国際人材の育成を目指す

ナショナリズム教育を進行したからだ。二つ目は、国家から離脱する地球市民を育成

し、世界の普遍性を探求する理念を主張しながら、国民国家におるという現実に妥協

し、現場で行う実践に「国民」と「地球市民」の限界を曖昧したからだ。 

実は、国民国家においながら、国民国家から離脱して行動すること自身が、矛盾なこ

とのではないかと思う。しかし、どんな時代に変わっても、教育主体――子供の発達を



求めるという教育の根源が、変わらなくすべきものだと考えてよい。とすれば、国民国

家に隙間を見つけて、それを大切にすることが途方になると言える。 

総じて、地球市民に関する内容を含める授業が、地球市民の育成に役に立つと思う。

すなわち、人としての理性を核にし、地球的な視野を持ち、思考し、行動する地球市民

を目指す教育目標を設定する授業が、小学校から大学まで実施されるとよいではないか

と思う。 

なお、教師が教育活動には不可欠な役だ。具体的に、教師は、単に教材指導する役だ

けではなく、学生の学びを引き出し、学生の思いの変化に柔軟に対応し、多様な人と学

びの場を作る役割になることが求められる。したがって、そのような授業における留意

項目は以下のようだ。 

① 教師の認識を深化する。地球市民教育は新たな教育理念による教育だ。したがっ

て、教師自身が、自分の立場明らかにし、時代の動きを見極め、教育の役割を認

識することが必要だ。 

② 地球市民教育における共同授業の人間像を明確する。教師がその授業の目標を共

通理解しておくことが重要だ。地球市民における必要する能力・資質を明らかに

し、具体的にどんな段階に置くことなどを設定する。 

③ 学生の実態を把握する。学生の特性と学生の成長環境が違うので、ことに学生の

生育歴と異文化適応状態を事前に把握しておくのは、有効的に共同授業を行うこ

とにつながる。 

④ 学生の活動に柔軟的に対応する。地球市民教育における子供の発達を重んじるの

で、教師が段階的に個人一人一人の感じ方に適当に対応し、考え方などの変化を

大切し、実践の終わりではなく、次の段階の始めとして重視されることが求めら

れる。 
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授業への感想 

 

今学期、「異文化理解とコミュニケーション」という授業を通じて、大変勉強になっ

た。この授業についての感想は以下のようだ。 



  実は、この授業の中で、一番感動されたのはいつも元気な先生だ。先生は毎回毎回の

授業で、満面の笑顔で接して下った。しかも、足にけがをしたとしても、我慢して授業

を続けていた。本当に感激に耐えない。確かに、最初の時、私はみんなと同じ、「異文

化理解とコミュニケーション」という科目はどんな内容があって、目的は何だ、いろい

ろな問題がよく分からなかった。ただ、何週間を過ぎた、この授業の重要性は徐徐に了

解した。留学生として、自分の国と異なる習慣の裏に隠れている共通の考え方を見して

理解を深め合い、交渉の妥結に貢献することは重要な責任の一つなのだ。他には、日本

人学生や他の外国人留学生とコミュニケーシュンを円滑に行うためには、相手に対する

敬意を忘れないことや、相手の考え方や立場からものを見るといった能力などが必要

だ。この授業のおかげで、すなわち、異文化コミュニケーシュンを習う中で、まったく

自分と違う価値観、習慣、現象などを具体的に理解していて、自分の常識、価値観、文

化が広くなっていく。 

最後に、先生にもいろいろお世話になって、ここに感謝の意を表したいと思う。あり

がとうございました！ 

 

期末レポート 

 

（ー）授業についての感想 

 この授業は、留学生だけでなく、日本人学生とも一緒に授業を受けるので、日本人と

コミュニケーションすることで、日本語能力を上達させることができた。ほかの国の事

情についてもいろいろ知りました。次は、授業の形式、授業の内容そしてこの授業で学

んだことという三つの面に分けて、感想を述べたいと思う。 

 

1．授業の形式 

 授業では、グループ分けという形式で、決まった話題をめぐって、自分の考えを発表

することで、いつでも自分の考えを表すチャンスがある。ほかの人の考え方を知ること

もできる。そして、最後に、グループごとに、代表を選んで、グループの意見をクラス

の中でシェアすることで、クラス全体の考えを知ることもできる。時間の無駄にもなら

ない。従来の教師中心の授業と違って、生徒たちが授業の主体となっている。そして、

授業に使う資料や用具なども、全部用意されていて、授業がよりよく進められると思

う。 

 そして、授業は先生がやるだけでなく、ゲストもクラスに誘って、授業をやってくだ

さった。これで、また違う形式の授業を体験することができた。 

 また、授業をする場所は教室に限られず、課外活動を参加することもできた。実際体

験することによって、自分の考えがより印象的です。 

 

2．授業の内容 

 先生が毎回の授業で、異文化理解に関する課題を出して、討論させることで、いろい

ろなことを知ることができた。いままでは、在日朝鮮人の問題、多文化社会における言

語教育の課題、ろう文化、日系ブラジル人、沖縄基地問題などの課題について、検討し

てきた。これらの問題は、この授業を取る前には、あまり考えたことがなく、一部の課

題は知らなかった。先生が配った資料を読んで、このような事情について知った。そし

て、クラスメイトとの検討の間で、いろいろな考え方を触れることもできて、自分の考



えをほかの考えと比べて、自分が正しいと思うが、考え付かなかったことに気づいた。

そして、自分が認めない考え方については、なぜこんなに考えが違いが出てくるのか、

その裏には何か文化的な原因があるのではないかとまた考えるようになった。このよう

に、またいろいろな知識を掘り下げることができると思う。 

 

3．授業で学んだこと 

 まず、この授業に形式はとても良いと思う。授業はやり方次第で、面白くなる。授業

の形式を考えこともいい先生として、重視すべきことだと思うようになった。 

 授業でやった課題の一定の程度を知った。そして、これらの課題に興味を持ってい

る。これから、時間があれば、これらの課題をもっと深く研究したいと思う。そして、

授業での討論の間で、違う国の人の考え方、物事のやり方は結構違うことを強く感じ

た。日本人の学生は、何をやっても、本当に真面目だと思う。この点については、本当

に感心した。そして、自分を反省させた。 

 異文化コミュニケーションにおいて、まだたくさんの課題が残っていると思われる。

これらの課題を違う国の人が協力し合って、解決することが必要である。私たちは、世

界の平和のために、異文化コミュニケーションをもっと積極的におしすすめなければな

らない。 

 

（二）複数言語 

0．はじめに 

 グローバルし続ける世界で、より多くの国が多言語共生社会になりつつある。このよう

な多言語共生社会で、異文化コミュニケーションは避けられないことになっている。言語

が異文化コミュニケーションにおいて、重要な役割を果たしている。従って、多言語共生

社会における言語教育も重要になってきた。 

 ヨーロッパでは、異文化理解を深めるため、「個人」の言語使用に注目しなければなら

ないという決意を表した。そこで、「複数言語主義(plurilingualism)」が提唱された。 

 

1．複数言語とは 

 「複数言語主義」は、「他者」との交流の際の心構えを問いた考え方である。ここでの

「他者」は自分と異なる言語を話す人が想定されることが多いが、その他に、自分と同じ

言語を話している人に対しても当てはまる。なぜかというと、同じ言語を話す者同士のあ

いだでも、言葉の使い方、表現の仕方、話し方や態度などが違うからである。また、「自

分の中の「他者」と考えることもできる。自身のことを自分で完全に理解することも難し

ければ、そのことを他者に伝えることも難しい、一人一人の自立的思考が重要である。 

 「複数言語主義」の「複数」という語は「数」ではなく「質」である。「複数言語主義」

は、いくつかの言語を、個人の体験や生活の必要に応じて使い分けようとする態度に重点

を置く。 

 「複数言語主義」は、「多言語主義」とは異なる概念である。「多言語主義」とは、英語・

ドイツ語・フランス語と言った言語を別個のものとしてそれぞれの母語話者の水準に達す

ることを目標に、学校教育を通して学ぶことの方に重点を置く。 

２．日本における言語教育 

 日本は、「英語」教育を中心としている。中等教育段階での英語以外の異言語教育政策

が立ち遅れている。英語偏重の問題が深刻である。しかし、何年間も英語を勉強してきた

が、実際に場面に応じて、上手く英語を話すことができない人が多くいる。これは、学校

での言語教育は「質」ではなく、「数」に焦点を置いたからであろう。 

 ところが、近年、日本で暮らす外国人が年々増えることにつれて、日本語を母語としな

い人々に生活情報を提供することもだんだん重要になってきた。多言語共生社会になって

きた日本では、英語教育だけ重視すれば、将来、異文化コミュニケーションの場で、いろ

いろな問題にぶつかるに違いないと思われる。 

３．おわりに 

 異文化理解とコミュニケーションの授業の場で、ヨーロッパの人との接触することによ



って、確かに、ヨーロッパの人が実際の場に応じて、発話する能力がアジア系の人より強

いと感じた。それは、「複数言語」教育の効果だと思われる。中国も日本と同じように、

「英語」教育を中心としていて、実際の会話で、上手く英語を使えないという現状である。

従って、「複数言語主義」という発想は，中国や日本などのアジア地域の言語教育に何ら

かのヒントを与えいると考えられる。 
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                               ・発表内容  

 3班の発表内容は、異文化理解・多文化社会であった。私は、地球市民教育と、グロー

バル化に重点を置いた調査と、また、3班のまとめを行った。 

 初めに、多文化社会で必要なものの見方について。（『地球市民への入門講座――グロー

バル教育の可能性』宇田川晴義 2001年）「自国を中心に見るものの見方があります。この

見方では、常に「自分たちの世界」を基準に物事が判断され、国益が優先されます。図中

では、同心円の中心にある赤い部分が自国を表しています。また、ものの見方の出発点を

表す☆も自国の内にあることに注意してください。世界は「自分たちの世界」と「その他

の世界」という見方でとらえられます。そして、中心にある「自分たちの世界」から離れ

れば離れるほど、価値の低い世界になると考えられています。「自分たちの世界」を基準

に世界を認識するので、当然のことながら、「自分たちの世界とは異なる世界」を理解す

ることは、できません。」とある。 

次に自国を他の国々と横並びに位置付けて、自国との「つながり」から世界を見ていこ

うとするものの見方について。（『地球市民への入門講座――グローバル教育の可能性』宇

田川晴義 2001年）「図中のそれぞれの図形は「国」を示していて、赤の楕円が自国を表し

ています。世界は国家の集合体として認識され、各国の「違い」にも目を向けられていま

す。それぞれの国家は主権を持つ独立した存在として認めらるわけです。しかしここでも、

ものの味方を示す☆は、自国の内にあることに注意が必要です。すなわち、自国の国益を

守ることを第一の目的として、他の国々の「つながり」や「違い」が考えられているので

す。国益を出発点としているので、自国にとって有益である国とそうでない国という序列

が生まれやすく、国家間で競争や対立が起こることも少なくありません。」 

最後に地球そのものを一つの全体としてとらえる見方。（『地球市民への入門講座――グ

ローバル教育の可能性』宇田川晴義 2001 年）「ここでは、「国家」だけを基本に世界を見

るのではなく、NGO、市民団体、私たち一人ひとりの「つながり」を視野に入れているこ

とに大きな特徴があります。したがって、図中にあるそれぞれの図形はもはや「国家」に

限定されません。「国家以外の活動主体」が、世界を構成する要素として、考えられてい

るのです。また、ものの味方の出発点である☆は、まるで、宇宙船に乗って、宇宙からな

がめているかのように、地球全体を視野に入れています。国益を超えた地球益の発想から、

物事が判断されているわけです。「グローバルなものの見方」では、「自分たちの世界」と

その他の構成要素が複雑に絡み合って、地球社会という一つの全体を構成していると考え

られています。」とある。これらが、示すように、地球そのものを一つの全体として、と

らえる見方が多文化共生の壁である、差別や人権問題を減らすカギになることがわかる。 

現代社会は、産業化・工業化を経て、人の流れ、情報の流れが、ここ最近でものすごく



速くなり、グローバル化が、今までにないくらい、急速に進んでいる。そのため、異文化

理解・多文化共生が強く求められるようになった。ここからは、3班の調査結果をまとめ、

多文化共生への具体的な 3班の解決策を述べていく。 

伝統文化において、調査した結果、日本は、古くから、外国の文化の影響をうまく取り

入れてきた。また、トレンドから、インターネットの普及により、異文化との交流が気軽

にできるようになった。言語においては、複数言語教育が深い交流をもたらすことが、わ

かった。 

そこで、私たちは、異文化理解から多文化共生までのプロセスを見出した。順を追って

説明する。まず、ネットなどの間接的なつながりから浅い交流。次に、複数言語教育で身

に着けたコミュニケーション力で、対面コミュニケーションから深い交流。そして、交流

することで、持つであろうカルチャーショックを 3班のマカラの出した、学校のカウンセ

ラーや、留学経験のある人に相談する、自国のものに触れて気分を晴らす、規則正しい生

活をし、健康的なものを食べ、運動をするといった方法で乗り越える。そうすることで、

理解から共生へむかうのだ。また、地球市民意識をもつことで、異文化間交流は増え、多

文化共生社会が実現する。 

 

・考察 

3班の発表テーマは、多文化共生社会であった。しかし、この授業のテーマ自体も多文

化共生であって、班で会議を進めるにつれて、意見が詰まってしまうことが、多々あった。

しかしながら、それぞれが、多文化共生に向けて、必要であるテーマについて、出し合い、

また、留学生ならではの独自の文化から見た、日本についてなどについても聞いていく中

で、このような、多文化共生へのプロセスを導き出すことができたのだ。 

このプロセスは、沖縄の基地問題、国際結婚、またその子どもたちのへの教育、障害者

文化など、多文化共生の山積みになっている問題をすべて解決することはできず、ひとつ

のプロセスであることには変わりない。よって、これからも、調査が必要である。 

 

・参考文献 

『グローバル化で文化はどうなる』藤原良雄 2003年 

『地球市民への入門講座――グローバル教育の可能性』宇田川晴義 2001年 

 

・授業全体の感想 

授業で、群馬県の大泉町のブラジルタウンにも訪問した。町のほとんどの表示物はポル

トガル語が日本語と並べられていて、またブラジルからの輸入品を売るスーパー、サンバ

ダンス祭りなど、日本にいながら、ブラジルで暮らしているように感じさせるほどに町が

整備されていた。実際に、ブラジル人学校の学生に聞いた話では、来日してから、何十年

経っても日本語が話せない人は数多くいるようだ。理由は、通訳も充実していて、町も整

備されているため、日本語を使用しなくても、十分に暮らすことが可能だからだそうだ。 

 先日、友人と横浜中華街へ食べ歩きに出かけた。そこは、ブラジルタウンとは、また違

ったタウンであった。そのタウンは、自文化を商品化していた。ものすごく煌びやかな装

飾の門と小籠包や肉まんなどの代表的な中華料理が出迎えてくれた。しかし、このような

チャイナタウンというものは、過度に自文化を魅せているものであるのが現実だ。来日し

て、どのようにすれば、日本人に認めてもらえるか、共生していけるのか、答えが、タウ

ンに表れていると考えられた。 

このように、タウンを調べればマイノリティがマジョリティとの共生のために、どのよ

うな工夫をしてきたのかがわかる。先ほどあげたチャイナタウンには、同一化ではなく、

むしろ、マジョリティに受け入れてもらえることを、認めてもらえることを求めていた。

また、大泉町のブラジルタウンは、日本文化とブラジル文化が共生している空間とは、見

えなかった。サンバの教室や、ブラジル人料理のレストランなどを除いて、お互いの歩み

寄りというものを感じられなかったからだ。ブラジル人であり、日本語を話せないが、日

本で暮らせないことはない、大泉町では、ブラジル人がマジョリティとなっているからだ。

よって、日本人に受け入れられることが日本で生活していく上で、そこまで、不可欠なも



のだと考えられていなかったことがわかる。 

このように、授業で、直接目で見て、現地の人と会話するという経験で、私は、タウン

には、種類があるということに気づくことができた。 

また、朝鮮大学校を訪問したことで、その国の政治とその国に生きる人々を結びつけて

は、いけないことや、日本で起きている異文化衝突の当事者たちの生お声を聴くことで、

多文化共生社会の実現の大切さを改めて認識できた。 

 ろう文化の授業では、堀口さんの独特の発表に驚き、また、障害も文化であり、障害者

と健常者の間にも、異文化摩擦があることもわかった。私は、堀口さんの「もし、手話を

使わずに声で話すと、聞き手のほとんどが、手話で返さず、声で返してくる。」という話

に思わず頷いた。堀口さんが発表の冒頭で、手話だけを使って話していて頃は、ジェスチ

ャーで必死に返答しようとする自分がいたが、後半に、堀口さんが声を使い始めたときに

は、私は、思わず、声を出して反応していたからだ。 

 沖縄の基地問題について、映画を見に行った。ドキュメンタリー映画は人生初であり、

加えて、沖縄への知識も一気に深まった。 

 この多文化共修科目の授業では、座学だけではなく、フィールドワークが多かった。そ

のため、多文化共生について、初めの頃は、漠然としたイメージしか持てていなかったが、

今の日本で、どんな問題が起きているのか、また、なぜその問題が起きてしまったのか、

自主的に考え、調べるようになった。また、留学生と一緒に授業をすることで、さまざま

な文化にも触れられた。留学生の友達も増えた。授業外でも、留学生とご飯を食べたり、

雑談したりと、この授業は、わたし視野を広くした。そして、多文化が共生することは、

新たな発見を生み出すことを教えてくれた。本当にこの授業を受けてよかったと振り返る。 
 

  



第 4班 無国籍問題 

 

多文化共修科目 A発表レポート 

 

 

～無国籍問題について～ 

 私のグループは無国籍問題に焦点を当てて調査し、発表の準備をしてきた。分担として

は、「無国籍になる原因」「無国籍者の現状」「国際社会と無国籍」という３つのテーマに

わけて調査を進めてきた。私はその中で、「無国籍になる原因」について担当した。 

 

１. 国籍とは？ 

「個人が特定の国家の構成員である資格」を意味し「個人と特定の国とを結びつける

法的な紐帯」と定義されている。国籍はある個人が特定の国の国民であることを示し、

さまざまな権利・義務を行使する際の一つの基準である。 

 

２. 日本の無国籍者 

２００９年現在、日本の無国籍者は１３９７人。しかし、無国籍者が全員外国人登録を

しているとは限らないため、実際の数字とは異なり、より多いことが予想されている。そ

れはたとえば、オーバーステイの人たちが日本で子供を産んでも、自分のオーバーステイ

がわかってしまうことをおそれて出生届を出さない、というようなケースがあるからであ

る。 

 

３. 無国籍になる原因Ⅰ 

まず一つ目の原因として、国による国籍法の違いが挙げられる。 

 日本の国籍法 

   →「血統主義」両親の血統によって国籍を決める 

 アメリカやカナダの国籍法 

   →「生地主義」生まれた場所によって国籍を定める 

つまり生地主義の国の両親が血統主義の国で子供を産むと国籍を得ることができない。 

その場合、非常に大変な手続きが必要となり、親がこのことを知らない場合、子供が無国

籍状態になってしまうのである。 

 

４. 無国籍になる原因Ⅱ 

無国籍となる原因はその個人が関係する国の情勢、国際関係、そしてその個々人の経

歴によってさまざまである。 

▶国家の崩壊 

▶領土の変動 

▶外交関係の齟齬 

▶国際結婚や移住 

▶民族的な差別 

▶行政的な手続きミス 

 

５. 法的上の無国籍 

一般的に父または母の国の法律、または出生地国の法律により自動的に国籍が決まるが、

中には諸事情により、いずれの国籍も与えられない・取得できないことがある。そのよう

な場合を、法律上の無国籍という。 

 たとえば、“国際結婚後、夫の国籍に変更したが離婚した後に国籍回復の手続きミスで

無国籍になってしまった”あるいは“A 国の国籍を持っていたが、A 国が内戦等で国家と

して消滅してしまったために国籍もなくなってしまった”というようなケースがある。 

 

６. 事実上の無国籍 



法的にはいずれかの国籍を持っているが、国から権利や保護を与えられていなかったり、

個人が与えられている「国籍」という名称の身分証明が、実質的な効力を持っていないこ

とがある。そのような場合を、事実上の無国籍という。 

 たとえば、“A 国の国籍を持っており A 国に住んでいるが、政治上の理由で迫害されて

いる”あるいは“両親が密入国者で、出生届を提出しなかったために子供が無国籍になっ

てしまった”というようなケースがある。 

  

７. まとめ 

今回、無国籍というテーマで調査していく中で、問題の深刻さを痛感した。国籍を取得

することはたいていのひとにとっては当たり前なことかもしれないけれど、あるひとにと

ってはとても複雑で難しい。原因は国の事情や親の事情など、無国籍者にはなんの罪もな

いのにもかかわらず苦しまなければならないという理不尽さ。とても不公平な話だ。無国

籍者を減らすため、ゼロにするためには国単位で策を立ててほしいところであるが、わた

したちにもできることはあると思う。今回無国籍者の声を聞いて、無国籍者の大きな負担

はやはり、精神面での負担だと感じたので、話を聞いてあげたりして寄り添うことでその

人のエネルギーになり、無国籍を解決するいい方向に向かっていくのではないかと思う。 

 私がこのテーマに決めたきっかけは、朝鮮大学校訪問の際、国籍に関する話題で無国籍

者の受ける差別や苦労を耳にして、もっと知りたい、知ったうえでわたしたちにもできる

ことを考えたい、と思ったことから始まった。日常では触れる機会のない国籍問題につい

て触れることによって、今回の発表を通じてみんなもわたしたちもそれぞれ重く受け止め

ることができたのではないか。それだけでもいつか無国籍者と関わる機械があったときに、

力になってあげられる。国籍問題の深刻さを忘れないでほしいと願っている。 

 

《参考文献》 

HP「無国籍ネットワーク」 

HP「無国籍の問題 財団法人自治体国際化協会 多文化共生ポータルサイト」 

 

 

多文化共修 Aの授業を受けての感想 

 この授業で受けた知識や体験、コミュニケーションはわたしに初めての感覚や見方を与

えてくれるものばかりでした。もともと外国人とふれあうことが少なかったわたしにとっ

ては隣に留学生がいて一緒に授業を受けるということさえ、とても新鮮なことでした。こ

の授業を通して留学生の友達もできて、もう今ではわたしにとって留学生は身近な存在と

なりました。留学生が私たち日本人と同じように授業を受けること、キャンパス内であい

さつを交わすことが当たり前の感覚になったのはこの授業があったからだと思いますし、

一生懸命に日本を学ぼうとする留学生の姿勢を間近で見ることができたことは、わたしに

とってとても刺激になることでした。 

 印象に残っている授業はやはり、朝鮮大学校訪問とブラジルタウン訪問です。ほかの授

業とは違い、実際に羽をのばして行ってみることで忘れない経験になりましたし、なかな

かひとりでは行くことが難しいところであったので、本当に恵まれた機会を得ることがで

きたと思っています。 

 授業で初めて知ったこと、世界には見えないだけでまだまだたくさんの問題が隠れてい

ること、そういったことを知ったとき、自分がとても恥ずかしくなりました。私の知らな

かったところで苦しんでいるひとがいること。しかしそれに対してそれをなんとかしよう

としているひとがいること。目を向ければあちこちで情報は発信されていました。私は今

回、その情報を受け取る側だったので、受け取ったからには何らかの機会で発信していき

たいと思います。また、この世界にあるさまざまな文化の色を分かち合って、尊重するこ

とはこれからも大切にしていきたいです。外国人の方や障害を抱えた方と接することはい

つも私に新たな価値観を与えてくれたり、考え方に広がりを持たせてくれます。まだまだ

多文化について知りたいことはたくさんあるので、これからも積極的にひとと交流して多

文化を感じていきたいと思います。 



 

日本の無国籍問題について 

 

1はじめに 

以前の私は、国籍は空気のように誰でも持っていると思いました。最近、NHKのビデオ

『無国籍・ワタシの国はどこですか』を見たときに、無国籍の人がいることに気付くこと

になりました。無国籍者になる原因は何でしょうか。無国籍者として日本で生活すること

が大変でしょうか。無国籍問題に興味がありまして、もっと知りたいと思います。 

 

2無国籍とは何か 

無国籍者は、漢字で見れば、国籍を持たない人です。つまり、どの国からも国民と認め

られていない人です。当然、どこの国からも保護が受けられていません。その面で見れば、

無国籍者の生活の大変さを少し理解できました。 

世界で無国籍者には二つ種類があります。一つ目は、法律上の無国籍者で、二つ目は、

事実上の無国籍者ということです。例えば、A 国の国籍を持っていたが、A 国が内戦等で

国家として消滅してしまったために国籍もなくなってしまった。このような場合が法律上

の無国籍者になるとして認められています。一方、両親が密入国者で出生届を提出しなか

ったために子供が無国籍になってしまった。このような場合が事実上の無国籍者になると

して認められています。 

 

3日本で無国籍者になる主な原因 

早稲大学准教授の陳天璽氏によれば、無国籍となる原因は、その個人が関係する国の情

勢、国際関係、そして個々人の経歴によってさまざまです。 

簡単にまとめると、主な原因は五つがあります。 

ⅰ国家の崩壊 

ⅱ領土の変動 

ⅲ外交関係の齟齬 

ⅳ国際結婚や移住 

ⅴ民族的な差別や行政的な手続きの不備 

 

4日本の無国籍者について 

4.1日本の無国籍の数 

世界には、国籍を持たない無国籍者がおよそ 1,200万人いると推計されています。 

 
2012年の日本には無国籍者は 1234人がいることがわかりました。実際に、社会調査よ

りもっと多いと思います。 

4.2 日本人が無国籍者についての認知度 

日本人が無国籍問題に対する認識度は低いです。数年前までは、インターネットで「無

国籍」という語を検索すると、「無国籍料理」とか「無国籍居酒屋」などが検索の上位に

あがっていました。 

4.3 日本の無国籍者の生活の苦痛 



日本で無国籍者は生活の困難も非常に多いです。パスポートに代表される公的な書類全

般を手に入れることが大変困難です。そのため、結婚、海外旅行、銀行口座開設、クレジ

ットカード取得など日常の様々なことが容易にはできません。また、どの国の「国民」と

しても認められていないため選挙権がありません。就職する上での制約や差別などもあり

ます。日本の無国籍者は健康保険に入りません。そのために、医療費が非常に高くなりま

す。例えば、風邪を引いて診察を受ける場合、レントゲンを撮ると一万八千円ぐらいかか

ります。また、法的な身分が安定しないことの精神的苦痛も大きく、苦難はどこまでも続

きます。彼らの中に、うつ病をはじめ精神的に病んでいる人が多いです。 

 

5事例の分析 

 陳天璽氏は現在日本の国籍を取得出来ましたが、その前 30 年以上の人生はずっと無国

籍者として生きていました。陳天璽氏は無国籍者になった理由は、中国の内戦と関係があ

ります。陳天璽氏の父親は、1912 年旧満州で生まれました。日本語も勉強したことがあ

ります。第２次世界大戦後、中国の内乱で台湾に渡りました。しかし、彼にとって台湾の

生活を慣れなかったはずです。ふるさとに帰りたいでしたが、帰ることはできませんでし

た。そして台湾を離れ、言葉のできる日本にきたそうです。1972 年の日本と中華民国国

交断絶で、中華民国ということを日本政府が認めていないです。陳天璽氏の父親は 1972

年国籍問題が起こった時、日本国籍に入りたくなかったどうです。中華人民共和国の国籍

を取得することができなかったそうです。台湾も帰りたくなかったそうです。そこで家族

全員が無国籍となったのです。当然、陳天璽氏も無国籍者になりました。 

陳天璽氏は、幼稚園はインターナショナル・スクールに通いましたが。無国籍で日本の

某有名小学校入学できませんでした。その後は横浜中華学院という民族学校に進学しまし

た。実際に、陳天璽氏ただ日本の無国籍者の中の一人です。陳天璽氏が無国籍者になった

原因や幼年時代の経歴から見れば、無国籍問題は私たちが思ったより更に複雑な問題だと

思います。 

 

6無国籍問題の解決のための努力 

現在の日本には無国籍者に注目する人が増えています。 

無国籍者を助けるために、NPO法人「無国籍ネットワーク」このような団体もあります。

現在の日本社会に、無国籍の人たちの問題を解決するためのネットワークを積極的に作る

ために活動します。「無国籍ネットワーク」が企画し、早稲田大学で行なわれた無国籍を

テーマにした写真展とトークイベントもありました。陳天璽氏も大学で国籍や移民、無国

籍、ディアスポラなどについて講義しています。 

 

7個人の感想 

 実際に、日本社会に無国籍者に対する不安と偏見があります。しかし、ただ国籍を持っ

ていなくて、法を犯したことを全然しないですけど、社会の偏見、差別を引き受けること

が確かに不平等だと思います。日本で国籍が無いために、社会的障壁が多いです。日常生

活の不便よりもっとつらいのはやはり精神上の痛苦だと思います。 

私はどうして日本の無国籍問題を研究したいでしょうか。無国籍の問題をもっと多い人

が知ってもらいたいですから。普通には無国籍者このような人たちと会えないです。その

現場はもっと社会が知ってもらいたいですから。私たちは国籍を持っていますから、自分

の国にの所属感をもっています。しかし、無国籍者は自分の国にの所属感ではなくて、人

生の虚無感をもっています。社会の透明人間見たい感じで苦痛と生きています。私は人に

とって、生存だけ十分ではありません。生存より生活の方が大切だと考えています。 

 

参考文献 

陳天璽（2012）「日本における無国籍者の類型」2012 年 5 月 19 日移民政策学会ミニシン

ポ 

 

 



多文化共修科目 Aについての感想 

 

 岡先生の多文化共修科目 A からいろいろ勉強になりました。出身国が違う留学生や日

本人学生と一緒に授業をやってもらいまして、異文化を体験することができました。 

 この授業は普通の授業と違います。内容は文法、漢字、聴解等このような具体的な知識

ではありません。異文化の体験を中心にして、学生はもっと日本社会や異文化を理解でき

ると思います。 

 私はこの授業を通して、朝鮮大学校、群馬県大泉町ブラジル人学校に訪問しましたし、

欧州カフェ、アジアカフェ、国際交流カフェの活動を参加しましたし、自分の大学―北京

師範大学のことも他の国の留学生にお話しました。非常に充実だと思います。また、日本

の沖縄問題、無国籍問題、ろう者と手話このようなことを普通の授業で、ただ教科書から

体験することができないと思います。 

 この授業は、理解するというより、感じる授業だと思います。特に、沖縄問題に興味が

ありますから、この授業の中の沖縄出身のクラスメートと話しました。沖縄問題をもっと

詳しく理解しました。朝鮮大学校とブラジル人学校に訪問したとき、言語、文化、宗教、

習慣などの違いを感じられました。同一国家内に異なる文化が存在した場合に、違いあっ

ての社会で、不安や偏見も生じるかもしれません。宗教・民族・人種あっての価値観、文

化や伝統を尊重するのは一番重要だと考えます。原則面の問題ではない場合に、私たちは

もっと優しくてあげたほうがいいと思います。また、様々な違いがありますから、多文化

社会はもっと自由かもしれません。しかし、ここの自由は何でも OKの意味ではないです。

住んでいる国や地域の法律を守ります。生活の習慣や文化を守るとは言えないですけど、

尊重すべきと考えます。 

 そして、無国籍の問題を思い出しました。実際に、無国籍問題は日本だけの問題ではあ

りません。世界の問題です。だからこそ、日本社会だけではない、世界どこでも無国籍者

に対する不安と偏見があるかもしれません。しかし、ただ国籍を持っていなくて、法を犯

したことを全然しないですけど、社会の偏見、差別を引き受けることが確かに不平等だと

思います。現在の世界はグローバル社会に進んでいきます。地域・国籍等このような因素

の影響が弱くなっています。しかし、国籍が無いために、社会的障壁が多いです。日常生

活の不便よりもっとつらいのはやはり精神上の痛苦だと思います。もっと住みやすい・暮

らしやすい地球が私たち若者の課題だと思います。私は日本の無国籍問題について研究し

たい原因と言えば、非常に簡単です。無国籍の問題をもっと多い人が知ってもらいたいで

すから。普通には無国籍者このような人たちと会えないです。その現場はもっと社会が知

ってもらいたいですから。私たちは国籍を持っていますから、自分の国に所属感をもって

います。しかし、無国籍者は自分の国に所属感ではなくて、人生の虚無感をもっています。

社会の透明人間見たい感じで苦痛と生きています。私は人にとって、生存だけ十分ではあ

りません。生存より生活の方が大切だと考えています。 

 沖縄問題、無国籍問題このような硬い課題は普通に距離感あると思われるかもしれませ

ん。教科書を読んで、私たちは理解できますが、グループワークで新聞を読んで、インタ

ビューをして、先行研究を調べて、心から感じられると思います。感じるは一番印象的な

ものかもしれません。感じるものも理解するものより更に深刻だと思います。 

 自分の理解や意見などについてクラス全員の前で話せることが、すごく難しいと思いま

した。しかし、自由な雰囲気で、とても分かりやすい授業をして頂いたと思います。やさ

しく教えて頂いたので楽しかったと思います。私はこの授業を受けまして、ほかの授業に

はないたくさんところを学びました。 

 

  



5班 国際結婚家族の問題 

 

 

国際結婚について 

実際どのくらいの国際結婚カップルがいるのか？ 

平成 25 年の厚生労働省人口動態統計年報「夫婦の国籍別に見た婚姻件数の年次推移」

によると夫が日本人、妻が外国人である夫婦の婚姻件数は、2013年で 15,442 組、妻が日

本人、夫が外国人である夫婦の婚姻件数は同年 6,046組で、合計すると 21,488組である。

同年の日本全体での婚姻件数が 660,613 組（厚生労働省 平成 25 年人口動態統計（確定

数）の概況より）であるから、国際結婚は全体の約 3.25％であることが分かる。同統計を

利用して、過去の割合を計算すると、1995 年で約 3.5％、2000 年で約 4.5％、2005 年で

約 5.8％と上昇したものの、2010 年で約 4.3％そして 2013 年で約 3.25％というように

2005 年～2010 年を境に減少傾向にある。グローバル化が進み、国際結婚の総数も増えて

いるのかと思っていたため、意外であった。 

国際結婚・離婚と「子の連れ去り」 

外務省によると、国際結婚の増加は国際離婚の増加ももたらし、結婚生活が破たんした

際、一方の親が、もう片方の親の同意を得ることなく、子を自分の母国へ連れ出し、もう

片方の親に面会させないといった「子の連れ去り」が問題視されるようになったほか、外

国で離婚時生活している日本人が、日本がハーグ条約を未締結であることを理由にことと

もに日本へ一時帰国することができないような問題も生じている。さらに、近年日本人の

親が、自らの子を（元）配偶者に無断で日本に連れ帰る事例が米国、英国、カナダ、フラ

ンスなどの政府から報告されている一方、開国人の親により、日本から国外に連れ去られ

る事例も発生している。こうした事例により一番の被害をこうむるのは、その子どもであ

る。重要な発達段階にある子どもが親の事情により、複数の国を行き来することは、子ど

もに不安感を与えるだけでなく、子どものアイデンティティの形成に問題を生じかねない。

子どもには親が離婚した場合どちらを選ぶか権利が保障されているべきであるし、ハーフ

である子供であるならば、なおさらである。子どもの権利は国ごとに定められているが、

ボーダーレス化が進む現代にいたっては、国際的な子どもの権利に関する向上が早急には

かられるべきである。 

日本で国際結婚する方法 

① 事前に役所に提出する書類を集める。 

事前に戸籍担当の職員に外国人婚約者の国籍を告げ、必要提出書類の確認を行う。 

必要な書類としては、「婚姻届」、「戸籍謄本（日本人）」、「婚姻要件具備証明書」（外国

人が独身であり、本国(国籍のある国)の法律によると結婚することに問題がないとい

うことを証明する文書。日本語の訳文が必要。）、「パスポート」、「公証人証書」などで

ある。婚姻要件具備証明書の代わりに「宣誓書」（アメリカでは本人が良治の前で結婚

の要件を満たしていると宣誓すると、領事著明の宣誓書を発行してくれる州もある。

それを日本の役所は「婚姻要件具備証明書」としている。）、申述書（在日韓国・朝鮮

籍、中国籍の人たちが、婚姻要件具備証明書をえられない場合、本人がその理由と結

婚の条件を満たしている旨を書いて提出することができ、それを申述書という。これ

を役所に出すときには外国人登録済み証明書も求められる時がある。）、結婚証明書

（日本国内で外国人と日本人がその外国の方式で（在日大使館で）結婚した旨を証明

したもの。例：イスラム教寺院やカトリック教会などが発行した結婚証明書など。こ

れらは訳文が必要。）などを用いることもできる。 

② 日本の役所に書類を提出する。→受理伺い 

法的要件を満たしていない、整っているかどうか役所の窓口では判断駅ない場合、

上級機関の法務局へ「受理伺い」が出され、法務省の判断を待つ。この手続きには１

～３か月の時間がかかる。また、直接法務省からの呼び出しがあり、相手の本国法に

よって結婚できる条件を満たしているかどうか聞き取り調査があることもある。 



③ 受理→「婚姻届受理証明書」を発行してもらう。 

日本の市区町村役場で婚姻届が受理されると、日本側で正式に結婚が成立する。戸

籍化窓口で「婚姻届受理証明書」を発行してもらう。「婚姻届受理証明書」は日本の役

所で婚姻の手続きを行ったことを証明する文章であり、この後相手の国補あ在日大使

館・領事館で届出をする際に必要となる。 

④ 相手の国の在日大使館へ届ける 

 日本で正式に結婚したことを、相手の国の在日大使館・領事館に届け出る。届け出

の際に必要な書類は各国で異なるため注意が必要である。在日大使館・領事館で届出

が受理されると、相手国側の婚姻手続きも完了となる。 

このように、国際結婚は日本人同士の結婚と比べ、手続きが複雑で、場合によっては相手

の国の言葉の翻訳をしなくてはならない場合もあるため、本人たちの負担が大きい。また、

受理されるまでに時間がかかることもある。 

外国での国際結婚の手続き例 

外国における国際結婚の婚姻手続きは様々である。その中でいくつか紹介したい。 

① 健康診断…ベトナム、中国、ルーマニアなど。 

婚姻手続き前に婚姻受付期間の指定病院で二人の婚前健康診断を義務付けている。 

② 婚前前告知…イタリア、ドイツ、フランス、フィリピン、ペルーなど。 

役場や教会などで婚姻の申し出をした後、婚姻の告知を掲示板などで一定期間公示告

知し、その婚姻に対して異議申し立てがないことを確認した上で婚姻を許可するとい

うもの。告知に要する期間は、イタリアで２週間、ドイツでは数週間、フランスとフ

ィリピンは 10日間、ペルーでは１週間である。 

③ 婚前講座…フィリピン 

国際結婚をするカップルに対し婚前講座への参加を義務づける。役所での婚姻手続き

にはその口座を受講した証明書が必要になる。 

④ 長期審査…ウクライナ、イランなど。 

ウクライナでは市役所で婚姻手続きをしてから受理されるまでに約一か月と長時間

を要する。また、特殊な例として、イランでの婚姻手続きは申請した後に審査機関が

とても長く、半年から１年くらい審査待ちというケースも少なくない。さらには、そ

うして長期間待った後に婚姻不受理という場合もあるため、イラン人との婚姻は日本

で先にする方が簡単である。 

このように国によって、国際結婚の制度には違いがあるため、国際結婚を考えるカップ

ルは、どちらの国で届出を先にした方が良いのかなど、しっかりと話し合うことが、必要

だろう。また、このような法的な手続きだけでなく、慣習として行われていることも視野

に入れる必要がある。例えば、インドでは長男が結婚するまで次男、三男は結婚できない

という風習があり、私の知っている例では、７年結婚を待たなければならなかった女性が

いたこともある。結婚の風習や形式はまさに各国、各文化によって異なるため、結婚の手

続きを始める前に、そういった部分も把握しておく必要がある。 

国際結婚と宗教 

「スーダンでキリスト教の信仰を捨てることを拒んだ女性が、イスラム教の教えにそむい

たとして背教の罪に問われ、首都ハルツームの裁判所で死刑判決を言い渡された。女性側

は判決を不服として控訴する方針。判決を受けたのはメリアン・イェリヤ・イブラヒムさ

ん(27)。夫によると、イブラヒムさんはキリスト教徒だが、裁判ではイスラム教徒として

裁かれたという。…（中略）…キリスト教人権団体によると、イブラヒムさんはイスラム

教徒のスーダン人の父と、キリスト教徒でエチオピア人の母の間に生まれ、６歳の時に父

がいなくなったため、母にキリスト教徒として育てられた。しかし裁判所は父がイスラム

教徒だったことを理由にイブラヒムさんもイスラム教徒とみなし、ほかの宗教の男性との

結婚は無効とした。」（CNN.co.jp : キリスト教から改宗拒んだ女性に死刑判決 スーダ



ン  

http://www.cnn.co.jp/world/35047994.html 2015/07/08 23:41) 

 異なる宗教を持つ国際結婚夫婦から生まれた子供は自らの宗教を選択する自由が認め

られるべきである。そもそも、これからに時代、単一文化の中に生きる人間がどれほどい

るのだろうか。様々な文化を行き来し、その中で個人で選択をし、アイデンティティを作

り上げていくということは宗教を越えて、世界的に認められるべきではないかと思う。 

参考資料 

・外務省: 子の連れ去りをめぐる「ハーグ条約」と日本 

（http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol82/）2015/07/01 23:00 

・日本での国際結婚の方法：国際結婚・国際離婚データベース｜国際結婚協会（NPO法人） 

（http://itn-wedding.com/archive/data3.html）2015/07/01 23:14 

・外国での国際結婚の手続き例 

（http://www.ko-kekkon.com/jo-ho/2006/04/post_28.html）2015/07/09 1:08 

・厚生労働省人口動態統計年報「夫婦の国籍別に見た婚姻件数の年次推移」平成 25年 

（http://www.mhlw.go.jp/）2015/07/31 12:00 

・CNN.co.jp : キリスト教から改宗拒んだ女性に死刑判決 スーダン 

（http://www.cnn.co.jp/world/35047994.html）2015/07/08 23:41 

 

授業全体の感想 

 私は、この授業での留学生との関わりを通して、自らの世界観を多様にすることができ、

自分が今まで築き上げてきた価値観を見直すことにつなげられたと思う。特に印象に残っ

ていることについて述べたい。 

朝鮮大学校訪問 

 私は以前から日本には、在日朝鮮・韓国人の人が暮らしており、ヘイトスピーチや法的

な権利において差別を受けてきたことは知っていた。しかし、実際その人たちと話したこ

とはなく、彼らの日常感じていることをこの訪問を通して初めて知ることができた。私た

ち日本人は、メディアからの情報により、いわゆる「北朝鮮」に対して、「独裁・洗脳的・

怖いイメージ」といったような固定観念を抱きやすい。実際私も、脱北者にインタビュー

しているドキュメンタリーをみたことがあり、正直この朝鮮大学校訪問も少し身構えてい

た部分があった。しかし、実際学生さんと話をしてみると、そこには国と国という関係を

超えた関係を築くことができたように思う。国と国の関係はどうしても政治的対立と切り

離して考えることはできず、日本は「朝鮮民主主義人民共和国」を国として認めていない

し、朝鮮籍をほかの国籍と同様に扱ってもいない。しかし、本来、個人の国籍選択や祖国

選択は自由であるべきであるし、そこで国によって差別が働いてはならないはずである。

拉致問題などの話を聞くと、私もかならずしも「北朝鮮」が日本にとって良い国といえる

とは思えないが、しかし、だからといって朝鮮人が悪いとは思はない。国と国との問題を

個々人間の話に当てはめるべきではない。多文化共生を目指すには、身近な個々人間の友

好から始めなければならないと感じた。 

ゲストスピーカーの方のお話 

お名前を忘れてしまったが、武蔵野市で日本語を教えていらっしゃる方の授業がとても印

象に残っている。「6 月に遠足にいく小さな子供の荷物を考えてください。」といわれた時

はいったい何のためにやっているのだろうと不思議であった。しかし、グループのメンバ

ーの案を見てみると、そこにも文化が現れていて、国や地域によって持っていくと考える

http://www.cnn.co.jp/world/35047994.html　2015/07/08%2023:41
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol82/）2015/07/01%2023:00
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ものが違って非常に面白かった。他の授業では、差別や政治的な問題など難しい話題から

異文化理解を考えるものが多かったが、このような簡単な作業を通して、多文化を感じら

れたことは、日本語のレベルが様々だった状況では大変良かったのではないかと思った。

普段の授業では、日本語に自信がなくあまり話に参加できていなかったような留学生も、

簡単な話題で、かつ簡単な日本語で話し合える内容だったのでいつもより楽しそうに見え

た。私は将来、日本語教員になりたいと思っているので、とても参考になる授業で勉強に

なった。 

 

 

 

*発表の内容* 

子
こ

育て
そだて

の悩みは、どうしても日本人同士
どうし

のカップルのものとは異なって
こ と な っ て

きます。そこで

国際結婚カップルが悩む子育て
こ そ だ て

問題について発表させていただきます。  

ひとつめはなづけです。 

名前は一 生
いっしょう

ものだから、国際結婚に関わらず、悩むのは当たり前！しかし、国際結婚カ

ップルが悩むのは漢字や読み方、由来
ゆらい

だけではありません。後
あと

に問題となるのが、「スペ

ル」問題。初めての子供の場合はあとから気付く
き づ く

場合が多いです。これはパスポートを作

る時やローマ字表記
ひょうき

する時に、「L」が「R」で表記
ひょうき

されてしまうことです。パスポートの

申請
しんせい

の際は非ヘボン式
ひ へ ぼ ん し き

ローマ
ろ ー ま

字
じ

表記
ひょうき

で申請
しんせい

すると、希望のスペルで記載
きさい

してもらえます。

しかし、その他日本で手続きする場合には「R」で表記されるため、パスポートとの違い

を説明していかなければなりません。 

ふたつめはげんごです。 

メインの言語については、日本に住んでいる場合、日本語は自然に習 得
しゅうとく

できるため、

日 常
にちじょう

生活
せいかつ

では第二
だいに

言語
げんご

での会話を理想
りそう

とすることが多いようですが、国際結婚してい

るからって必ず子供がバイリンガルになるとはかぎりません。バイリンガルの子供は、

同じものに対して複数
ふくすう

の言葉
ことば

を聞くので混乱
こんらん

し、言葉を発
はっ

するのが遅い
おそい

傾向
けいこう

がありま

す。 

みっつめは学校です。幼稚園
ようちえん

のときは何事
なにごと

もなく 順 調
じゅんちょう

に過
す

ごしてきたのに

小 学 校
しょうがっこう

にあがってからいじめ問題に悩む夫婦は多くなります。かといって、今まで

全く
まったく

なかったというわけでもありません。子供が成長していくにつれて、悩みはより

深刻
しんこく

になっていくものです。家族だけで解決
かいけつ

することは難しく、先生やクラスメイトの

理解も必要になってきます。ダブルの子供は見た目や名前などで目立ちやすいため、

標 的
ひょうてき

になりやすい傾向
けいこう

があります。 

*授業全体の感想* 

 異文化理解の授業を受ける前までには異文化といえば、韓国と他の外国の文化とだけ思

っていました。しかし、春学期には異文化理解の授業を通じて外国の文化だけが異文化が

ないということを感じました。 

 特に、朝鮮大学の訪問を通じて、同じ言語を使用して韓国人の親を持った朝鮮大学の学

生たちも私にとって異文化になりかねないということに多くのことをするようになりま



した。 

 授業中でろうしゃと手話に関する主題が最も面白かったです。 ろうしゃに対してもう

一度考えてみられたし 簡単な手話も習うことができて有益な時間でした。 

また、日本で一番行って見たい旅行地である沖縄の問題について分かるようになりまし

た。沖縄は元国土面積の 0.6%に過ぎないが、在日米軍施設の 73.8%が集中されているとい

うことに対して大変驚きました。沖縄南にある普天間米軍基地が北の辺野古の海岸に移さ

れることについて沖縄市民たちは、米軍駐留による性的暴行と環境破壊など各種問題をこ

れ以上我慢できないため、米軍基地を日本の異なる地域や、国外に移しという主張が十分

に理解できました。 

世界は一つという言葉があるほど、現代社会はグローバル時代です。 したがって、異

文化に対する理解は、現代人なら誰にも必要だと思います。異文化理解の授業を通じてさ

まざまな文化に対する関心を持って理解ができるようになりました。 

日本で留学生活する時にも日本文化に対する絶え間ない理解が必要だと思います。 

 

 

国際結婚 

 

インタービュー 

私は大学の先輩に台湾と日本の国際結婚についてインタビューをしました。私の先輩は大

学卒業一年後に大学時代に知り合った日本人男性と結婚しました。 

今は結婚して一年目、日本に暮らしています、子供はまだいませんが、幸せに暮らしてい

ます。 

 

国際結婚の問題点 

私は国際結婚の問題点に関して五つの問題点を考え、その問題点について先輩に聞きまし

た。 

 話す言語の違い 

二人の間にほとんど問題がないが、ただお互いの国のお笑い番組などの面白さが通じない

事がたまにあります。 

 価値観の違い 

日本人同士でも一人一人価値観違うので、外国人だからと言って価値観の違いを感じた事

がないと言っています。  

 国籍 

お互い相手の国籍を重視し合い、今子供はいないけれど、将来子供が生まれたら国籍は出

身地を基にしてその国の国籍にしたいと考えています。  

 文化 

台湾では日本のように亭主関白という概念が少なく、むしろ女性の方が強い。家事、洗濯

などを分担してすることが多いです。  

 仕事 

嫁さんは仕事については理解してくれており、遅くなっても何もいわない。しかし、飲み

会などに参加しないといけない日本の独特の文化が受け入れにくいようで、飲み会より家

族を大切にしてと夫に注意することがよくあります。 

 

感想 

今までは国際結婚のいい面しか見ていなかったので、いつも羨ましい気持ちばかりでした。

今回このインタビューを通して、やっぱり国際結婚は素敵だと思いますけど、今回はその

気持ちだけではなくちゃんと国際結婚した後、お互い抱えてる問題や不安を知ることがで



き、もっと国際結婚について理解できるようになりました。今回は日本と台湾の国際結婚

しか発表しなかったけど、世界各地では様々な国が国際結婚をしています、これからはこ

のようなグローバル社会をどうやって作っていくのかはこれから考えるべき課題だと思

います。 

 

授業全体の感想 

 

  私は元々多文化についてすごく興味を持っています。本当は一限目の授業で朝早く起

きれるかどうか心配でしたが、やっぱり一回一回の授業が面白くてあんまり休むこともな

かったです。 

授業の中で一番好きなのがグループメンバーとの討論と話し合いの時間です、この授

業は日本人学生も一緒に受けているので、普段あんまり日本人学生とこのように一つ一つ

のテーマについて話し合う機会がないので、私にとっては日本語能力を高めるとほかの国

の人達の考え方をわかることができるいいチャンスだと思います。ちゃんとほかの人の意

見を聞くことができて、そして自分の考えをみんなに伝えることができて良かったです。

ただいつも話し合う時間が足りなくて、盛り上がっている途中に終わってしまってとても

残念だと思います。もしも少しでも討論する時間をもっと増やしてもらえたらいいと思い

ます。 

授業の中で一番印象に残ったのがろう文化と朝鮮大学校へのスタディツアーでした。

私は今までろう文化についてあんまり知ることができなかったです、前クラスでろう文化

についての発表を通して、障害者はどれだけこの社会で不便に暮らしているのかを知るこ

とができて、そして私達はどうすれば障害者により優しい環境を作っていくのかも考える

ようになりました。朝鮮大学校では真剣に国籍の問題に対していろいろ考えることができ、

そこの学生に直接質問を聞きことができてすごく印象に残りました。やはりほかの文化を

学ぶためにはその人達の話を聞くことと自分自身でインタビューして答えを聞き出すこ

とだと思いました。 

この異文化理解の授業を通して、すべての文化について理解はできたのは言えないが、

この授業を取る前の私と比べたら、もっと異文化を理解することができて、異文化に対す

る知識も増えたと思います。本当にすごくいい授業でした、もし秋学期に時間の余裕があ

ったらまたこの授業を取りたいと思います。 

 

 

 

 

国際結婚についての問題 

 今回調べたのは、タイ人と外国人との間に結婚トラブルについて調べた。よく起こっ

たのは結婚の結納金である。 

 結納金とは、新郎側が新婦側の親に渡すお金である、日本の結婚式にも結納金という風

習がまだ残っていると思うが、タイほど強くないと思う。そのため、嫁をもらうのに、ど

うしてお金を払わなければならないのかと疑問を持つ人が少なくない。結納金がちょっと

した金額なら、トラブルが起こらないと思うが、実際にかける金額は結構大きい。 

 一般的にタイ人同士の場合は、結納金だけではなく、金製品のアクセサリーもプレゼン

トとして、親に渡す。とても大きな金閣です。新郎がどれほど立派な方なのか、花嫁がど

れほど大事にされているのか、結納金の金閣で決められるぐらいである。そして、ただ渡

すではなく、結婚行事中、そのお金を数え、マイクで発表される。そのため、少ないなら、

結局恥ずかしいことになってしまう。 

 これについて知って認められる人がいれば、認められない人がかなりいる。ネット上で



日本人の意見について検索してみたら、このようなコメントがあった 

 “僕もタイ人彼女と結婚する時に高額な結納金を請求されているよ。お金と愛を一緒に

する考え方が全く理解できないよ” 

 “えーそのなにするの？ マジ? 結婚するの辞めようかな・・・” 

 “みんなｺﾜｲわ、タイで嫁を貰うってお金で買ってんじゃん” 

 あまり良くないコメントがかなりあった。その中で、結納金が認め荒れなくて、結婚を

やめて、彼女と別れたケースがかなりあった。しかし、逆に、結納金について理解できな

い人については相手の風習が理解できないだけと思っている人がいた。 

 結納金を含めて、異文化でのトラブルがあったかと日本人と付き合っている先輩にイン

タビューしてみた。先輩は“自分の親はあまり婚約金・結納金を全く気にしないので、問

題ないと思う”と回答した。“異文化で行ったトラブルもあまりない。異文化より自己文

化を理解するほうが難しいと思う。”先輩が言っていた。自己文化とは、個人の習慣や考

えや性質などである。 

  

 現在、タイ人の中でも結婚には結納金なんていらないと考えている若者が増えている。

タイ人同士でもこれについて話し合うことが必要になった。また、結納金の使い方は、話

し合いによるか、親によるか、ケースによって違う。ただ伝統的に受ける親がいれば、私

用で使う親もいるのである。 

 今回調べたことによって、外国人とうまく付き合うことには、相手の風習や文化や習慣

を理解することがわかった。わからない時や、話し合って理解すべきものだと思う。特に、

結納金や親への毎月の仕送りは結婚する前に、相手とちゃんと話し合って決めないと、後

で喧嘩の原因になり、家族の問題になる可能性がある。 

 

 授業に関しての感想 

 毎回グループを変えることによって、いろいろな国の人と話し合うことができ、たくさ

んの文化について学ぶことができた。また、違う国の人との話し合いの中で自分が思った

ことがないことを考えさせることが多かった。 

 また、スタディーツアーや特別な講義が面白くて、楽しかった。朝鮮出身の人の話を通

して、異文化理解にはまず同じ国に住んでいる難民から理解することも重要だと分かった。

異文化といえば、国と国のことについて思ってしまうので、違う風習、文化を持っている

人への理解も重要だと分かった。 

 授業活動で一番印象に残っているのは、ろう文化についての講義である。私は個人的に、

手話を学んだことがあって、ろう者と交流した経験があった。その人たちは同じタイ人だ

し、同じ地域で育てられたし、このような違う文化を持っていることに気づいていなかっ

た。ろう文化についての講義を通して、異文化は国の文化以外、こういう文化への理解も

重要だと分かった。 

 しかし、授業テーマの中で、ちょっと話し合いづらいことがあった。それは、気のせい

かもしれない。タイでは、政治については話し合うことを避けたほうがいいとか、公的に

話すものではないとか教わったため、アメリカ基地についてのトッピクはわたしにとって、

意見を出すことが難しかった。 

 授業活動でいろいろ忙しかったが、全体的に楽しかった。もしコメントを書く時間を増

やしていただければ、大変嬉しい。 

 

  



 

6班 外国につながる子供の教育問題 

 

授業で学んだことと意見 

JASSＯの奨学金をもらうために、東京学芸大学で三つの授業の中から一つの授業

を取らなければなりませんでした。私は、世界の文化、文化の共通点と異なる点、日本に

住んでいる在日外国人とマイノリティーの民族に興味があるので、多文化という授業を取

ることに決めました。 

この授業の中で、様々なことについて勉強できました。外国から来て日本に住ん

でいる多くの人の文化と社会問題について学びました。たとえば、在日朝鮮人、在日ブラ

ジル人、アイヌ、聾者、他の外国人、沖縄の民族、部落民などのマイノリティーについて

学びました。聾者についての授業の際、聾者の方が授業に来てくださり、自分の生活と問

題などについて発表して、手語を少し教えてくれました。 

さらに、東京の朝鮮大学校も大泉のブラジル人学校も訪問してきました。トリア

大学のシタバ先生のおかげで、同級生のマモド・ナビアと一緒に毎週、朝鮮大学校でドイ

ツ語を教えることができました。私の副専攻は「外国語としてのドイツ語」なので、ドイ

ツ語を教える機会をいただくことができてとても嬉しかったです。一年間、毎週一回に朝

鮮大学校に行き、学生と交流し、仲良くなることができ、また、文化の共通点や異なる点

などについて話し、ドイツ語も教えました。非常に良かったと思います。従って、多文化

という授業での朝鮮大学校訪問は私にとって一番いい経験でした。 

朝鮮大学校の印象 

朝鮮大学校では、多くの在日朝鮮人がいますが、素性は生徒によって違います。

私のグループで話した生徒はだいたい日本で生まれ、朝鮮人学校にも日本の学校にも通っ

ているので、日本語も朝鮮語も非常に上手に話すことができます。また、みんなが日本で

生まれ育ったため、母語は日本語ですが、母国語は朝鮮語です。さらに、みんながバイリ

ンガルであること誇りに思っているそうです。両親も日本語を使っているようです。生ま

れた時から日本語に囲まれていたため、朝鮮語よりも日本語の方がうまく話せるといった

生徒もいました。一方で、朝鮮大学校に入学し、大学生になってから朝鮮語を習い始めた

人もいました。 

 彼らは朝鮮人であることを誇りに思っていますが、日本の学校、大学、仕事など

で朝鮮人差別があるので、時には朝鮮人であることを隠したいと言っている人もいました。



そして、外で朝鮮語を使うのは少し抵抗があるとも話していました。つまり、校内では朝

鮮語、校外では日本語を使っているということです。 

 また、生徒の国籍は朝鮮または韓国ですが、ほとんどの人は自分の国に行ったこ

とがありません。生まれてからずっと日本に住んでいたので、将来は自分の国ではなく、

日本に続けて住んで行きたいそうです。朝鮮大学校に通うと北朝鮮で半年間留学しなけれ

ばなりませんが、留学したくないと思っている人もいますが、朝鮮から帰った後に「朝鮮

に留学してよかった。」と言っている生徒もいました。 

朝鮮大学校を訪問するのはやはり非常に面白かったです。在日朝鮮人と交流する

ことができたおかげで、日本に住んでいる在日朝鮮人の様々な問題と経験についてよく勉

強でき、楽しかったです。 

そして、ドイツには日本より多くの在日外国人などが住んでいるので、差別、仕

事、文化の共通点、国語、法律の知識、個人的なアイデンティティなどに関する問題につ

いて理解することができます。ドイツは、ヨーロッパの中心にあるので、従来からトルコ、

ポーランド、ロシアなどから多くの外国人が移住してきています。しかし、そういった人々

は普段ドイツ語をあまり話さず、ドイツの文化と慣習をあまり知らないので、様々な問題

が起きます。そして、日本と同じように、残念ながらドイツには外国人を嫌っている人も

いるので、差別もたくさんあります。 

私にとって外国人もドイツ人もあまり変わらないと思うので、なぜ外国人を差別

させるか理解できません。最近、ドイツの政府は外国人を非常に支援しているので、差別

などの問題は減少してきました。しかし、差別といった問題は昔から世界に存在している

ため、この問題を完全に解決するのはおそらく無理なのではないかと思います。 

 

まとめ 

ブラジル学校の学生や朝鮮大学校の学生と交流できたことと、朝鮮大学校でドイ

ツ語を教えることができたおかげで、朝鮮・日本・ブラジルとドイツの文化の共通点や異

なる点をもっと深く理解できたと思います。その経験は本当に良かったです。しかし、私

にとってこの授業を受けるのは時々難しいこともありました。今まで２年半程度日本語を

学んでいますが、多文化の授業は全部日本語で、毎週授業内に日本語の長い論文などを読

まなければならなかったですし、私の日本語はまだそれほど上手ではないので、私の意見

と経験を表現したかったのですが、なかなか厳しかったです。時々悔しい経験をすること

もありました。 



 

         

⒈個人のプレゼンについて 

⑴テーマの設定 

私は、「外国につながる子供の問題」について調査し、発表した。このテーマを選択した

理由として以下の二点を挙げたい。まず一つ目は、もともと前述のような境遇の子供たち

の教育について興味を持っていたことだ。特に、言語環境に関心があり、母語と日本語の

関連性について調べてみたかった。次に二つ目は、私の出身地域には多数のベトナム人児

童がおり、将来地元で教員になるには避けては通れない問題であることだ。問題点を知っ

ていなければ、それに向けての具体的な解決法を模索することはできない。まずは、現状

を知り、将来のために役立てたいと考えた。以上の二点を踏まえ、私は日本における日本

語教育の現状について、フィールドワークを交えながら調査することにした。 

 

⑵調査方法 

①ある国際交流財団において、外国人小中学生のための学習支援コースに参加している外

国につながる児童生徒数人に対し、簡単なアンケートを実施 

②インターネット等を活用し、日本における日本語教育の現状について調査 

③上記二点を踏まえ、今後の課題について考察 

 

⑶結果 

①アンケートの実施結果 

現在私は、ある公共の国際交流財団において放課後の外国人小中学生のための学習支援コ

ースでボランティアとして活動している。主な活動内容は、外国につながる児童たちへの

学習支援や友達の輪づくりのサポートである。学習支援としては、毎週水曜日の放課後に

交流財団のオフィスで宿題の指導に当たっている。また、友達の輪づくりとして、自分と

同じような境遇の同世代の子供たちで交流し、互いに親睦を深めてもらうためにいくつか

の行事を実施している。この交流財団では、この活動のほかにも、日本人でないお母さん

方のために様々な支援に取り組んでいる。今回、この授業で調査するために、数人の子供

たちに対し、簡単なアンケートの協力を依頼した。なお、プライバシー保護のため匿名で

の調査とした。 

 

A…小 2 で来日(アンケート時定時制高校 1 年生) フィリピン人の母と日本人父とのハー

フ 

○日本語は成長過程で自然に取得 

○日本での日常会話においては苦労ほぼなし 

○英語、フィリピノ語ともに苦手意識有→母との会話に難あり 

○言語以外の他教科でも遅れあり 

○ハーフとして見られることに抵抗なし 

 

Aは、義務教育課程を修了し、現在は夜間の定時制高校に通学している。全日制の普通高

校に通学するには学力が及ばず、このような学校選択に至っている。名前は日本名である。

あくまでも私の個人的な見解であるが、言語以外の他教科でも学力に遅れがみられるよう

だ。ただし、それが本人の文化的背景と関連しているかどうかは定かではない。言語面に

おいては、成長過程で自然に日本語を習得し、現在ではネイティブスピーカーと何ら差は

見られない。ただ、英語と、母の母国語であるフィリピノ語はほとんど話せず、母との意

思疎通は満足にできない。母のつたない日本語では、Aと十分に会話できていないようだ。

母との深い会話はできないとあきらめているように見受けられた。進路決定の際も、母と

はあまり相談しなかったらしい。だが、Aは自分がハーフであることにあまり抵抗を感じ

ておらず、特別隠そうともしていない。 

 
B…小 3で来日(アンケート時小学 3年生) 中国人の母と日本人父とのハーフ 



○日本語は成長過程において家庭内で習得 

○日本での日常会話においては苦労ほぼなし 

○中国語も年齢相当のネイティブ並み 

○国語の授業が少し苦手 

○ハーフとして見られることに若干抵抗あり 

 

B は、4 月に来日したばかりの、地元の公立小学校に通学する小学 3 年生である。名前は

日本名である。アンケート時にはまだ、来日して半年未満であったが、日本語での会話に

は何の不便も感じていないようだった。実際私も、いわれるまでハーフだと気付かないほ

ど上達していた。日本語は、中国にいたときに家庭内で父から教わっていたらしい。言語

面において、学校の授業では特に支障はないようだが、国語には少し苦手意識を持ってい

るようだ。教科書の音読をする際の発音に自信がないらしい。母との会話は中国語で満足

にでき、かつ母も日本語を話せるため、2 言語使うこともある。B はハーフとして見られ

ることに若干の抵抗を持っており、あまり話したくないようであった。家庭外では母とも

あまり中国語を用いての会話はしないらしい。 

 
C…日本で出生(アンケート時小学 4年生) アフリカ系カナダ人の母と父の間に生まれる 

○日本語は成長過程で自然に取得 

○日本での日常会話においては苦労ほぼなし 

○英語も年齢相当のネイティブ並み 

○母のために日本語を通訳することもある 

○見た目から、低学年の頃にいじめを受けた経験あり 

 

C は、日本で生まれ育ち、日本語には何の不便も感じていない。名前は日本名ではない。

学校でも成績優秀で、英語が話せることを誇りに感じている。両親とは日本語ではなく、

英語で会話することが多い。家庭外で英語を用いた会話をすることに特に抵抗は感じてい

ない。母は片言の日本語しか話せないため、C が母の通訳として手助けをしている。(学

校で配布された手紙を読むときや、様々な書類を記入する時など)  なお、C には弟が 2

人おり、母の代わりに彼らの面倒をよく見ている。低学年の頃に、肌の色の違いからから

かい、いじめを受けた経験を持つ。本人は自分を日本人だと思っており、周囲の友達はそ

れに対しての冷やかしをしたらしい。すごく悔しかったと語ってくれた。 

 

以上、背景が異なる 3人の児童生徒にアンケートに協力してもらった。以下、この調査を

踏まえて私が考えたことを述べたい。 

 

まず、Aに関してであるが、やはり 1番問題視したいのは母との十分な会話がなされてい

ない状況である。義務教育を修了し、その先の進路を選択するときでさえ、母との満足な

話し合いはなかったようだ。母の日本語能力では、難しい内容について話すことは困難で

あり、Aのフィリピノ語能力でも同様のことがいえる。このコミュニケーション問題にお

ける解決法はないのであろうか。私は、父の役割が大きいと考える。日本人の父ならば、

日本の教育システムについてある程度の知識はあろう。それを、Aの母にゆっくり説明す

るべきではなかったか。そして、父母と A本人での話し合いの場を設けるべきではなかっ

たか。ただ救いなのは、本人がハーフであることに抵抗を持っていないことだ。周囲にも

自分から積極的に公言しているらしい。母のことも隠したいわけではないようだ。今後、

さらに成長するにしたがって、親との積極的な対話が必要になってくる機会は増えよう。

そうなったときに、どうコミュニケーションをとるかが課題である。 

次に、B に関しては、本人の日本語も中国語もほぼ不便がないのが一番大きいと感じた。

母方の家族とも、日本にいる友達とも満足に会話できるので、楽しんで生活できているよ

うだ。ただ、現在は、中国と日本を行き来して生活しているので、さらに発展的な学習内

容になると困難が生じてくる可能性もある。Bの場合、母語が 1つに確立されていないた

め、今後はどちらの言葉で高度な学習をしていくかが課題となろう。 



最後に、Cは周囲から見た自分と本人が思う自分との間に大きなギャップを感じているよ

うに見受けられた。低学年の頃に受けたいじめもその原因の一つであろう。周囲の人間が

Cに対しどのように接していくかが大切になるに違いない。学校での教師のサポートの方

法次第でうまくなじめるのではないかと考える。C 本人が、両親のルーツに興味を持ち、

調べてみるのも有効ではないだろうか。将来は日本とカナダの懸け橋になりたいと話して

くれた。本人の夢がかなうことを願ってやまない。 

 

②日本における日本語教育の現状 

公立学校に在籍している外国人児童生徒数…71545 名 

日本語指導が必要な児童生徒数…日本国籍…6171名 

               外国籍…？名 

 

日本国籍を持ちながら、日本語指導が必要な理由は、❶両親が外国籍の場合❷長年海外で

生活しており、帰国してきた場合が挙げられる。日本国籍を持っていることが、すなわち

日本語能力が高いということにはつながらないことを認識しておく必要がある。また、外

国籍を持つ児童にとって、義務教育ではなく、あくまでも教育を受ける権利を持つという

だけなので、学校に行っていない児童も多数いる。そのような子供たちは、正確な人数が

把握されておらず、正しい教育を受けられていない。将来、日本で就職するにしても日本

語が話せなければ、不利になることが多い。その子供にまで連鎖して不利益を被る可能性

があるため、一刻も早い把握とサポートが必要である。 

 

現在、教育現場で行われている具体的な日本語指導としては、❶取り出し指導❷入り込み

指導が一般的である。それぞれの方法について考察したい。 

❶取り出し指導とは、対象児童生徒を他の教室で指導する方法である。クラスメイトが授

業を受けているのと同じ時間に、違う場所で日本語指導がなされることが多い。個人に合

わせたレベルと内容で進行することができるため、上達しやすい。問題点としては、他の

クラスメイトからの特異な目、特別扱いを受けることへの抵抗、授業への遅れ等が挙げら

れる。教師が気を付ける点として、対象児童が在籍するクラスの他の児童へのフォロー、

抜けた授業内で行った内容の補習が挙げられるだろう。 

❷入り込み指導とは、対象児童の教室内に指導者が入り込み、その授業の内容について傍

でサポートする方法である。対象児童は、リアルタイムで質問が出来、担任もどこでつま

ずいたかが確認しやすい。問題点としては、適切な指導が出来る指導者の不足、個人に合

わせた教材がないことが挙げられる。 

 

基本的に日本では、日本語指導を終了するタイミングは担任による個人判断に委ねられて

いる。しかし、日常会話ができることと、高度な内容の日本語での授業についていけるこ

とは全くの別物であり、判断の時期が非常に難しい。担当者はしっかり対象児童一人ひと

りに合わせた見極めをする必要がある。今後の課題としては、日本語専科の先生の不足、

対象児童の日本語能力の見極め、異文化間の適応が挙げられる。どの子供たちも平等に学

習でき、学びやすい環境におかれることが最優先である。これから教師を目指す私たちは、

これらの児童たちの問題から目を背けることはできないだろう。しっかり自分の身の回り

の問題として考えていきたい。そして、実際にこのような子供たちを受け持った時に実践

できるように知識を高めていきたい。 

 

⑶参考文献 

文部科学省 http://www.mext.go.jp/ 

 

⒉多文化共修 Aの全体の授業を通して 

この授業を通して、一番印象に残っているのは朝鮮学校への訪問と、ブラジル人学校への

訪問である。日本にも多数の民族学校が存在することは知っていたが、全く自分の身近な

学校ではなく、いざ訪問することになると新発見の連続だった。特に感じたのは、二つの



学校の生徒の日本へのイメージの違いである。朝鮮学校の生徒たちは、在日 3世、4世が

多いこともあってか、割と本来の日本の姿を知っていた様に感じた。つまり、日本の良い

ところも悪いところも私たち日本人と同じ感覚でとらえていた。しかし、ブラジル人学校

の大半の生徒たちは、日本＝大泉町ととらえており、本来の日本の姿を知らないように見

受けられた。外部から来た人間にとっては、大泉町こそ特殊な環境下にあり、珍しかった。

しかし、そこに住む生徒たちは、それが当たり前だと感じ、特別であるととらえていなか

った。そのためか、日本で生まれ育っていても十分な日本語が話せず、ポルトガル語が生

活言語である生徒が多いように感じた。また、日本を美化しすぎてとらえていることもあ

った。園長先生がおっしゃっていた通り、今の日本で就職するためには日本語が話せるこ

とは最低条件だと考える。日本語が話せないブラジル人学校の生徒たちが大泉町外で就職

するのは困難であろう。この二か所の訪問は改めて、国際交流とはなにかについて考えさ

せられる機会だった。ただ外国人が日本に住んでいるだけでは、国際交流とは言えない。

実際に交流し、互いの文化を知り合うことこそが真の国際交流だといえよう。せっかく日

本には多数の外国の方々が生活している。もっと自分から交流の輪を広げたいと考えるよ

うになった。 

また、今まで考えたこともなかったテーマについて留学生とともに議論する時間も大変刺

激的であった。日中韓の問題等のデリケートな問題を、実際にその国の留学生と話し合う

機会などめったにないだろう。しかし、話し合ってみて、デリケートな問題だから避ける

というのは間違った考え方だと気付いた。そもそも何が問題であるかが国によって違って

いるのが興味深く、それぞれの立場にたって考える時間を持てたことは貴重だったと考え

る。沖縄の基地問題について考えた時も、同じ敗戦国のドイツが行った政策を知り、欧米

人の考えを知り、沖縄出身の方の考えを知れた。直接の解決はできなくても、このように

知ることから始まる解決への道はあるのではないかと考えた。遠いところの誰かの問題と

してとらえるのではなく、身近に起こっている自分の問題としてとらえることが大切だと

感じた。そして、近くの人とその問題について意見交換をすることが簡単にできる問題解

決法であるに違いない。これからは、何となく聞き流すのではなく、立ち止まって自分の

意見を持ってしっかり考えていきたい。 

この授業で得た一番の収穫は、自分の意見を発信する難しさと共有できた時の喜びを知れ

たことだと考える。背景が異なる留学生に分かってもらうためには、まず自身が自分の考

えをしっかり分かっていなければならなかった。伝えるという大変さにへこたれそうにな

った場面も多々あったが、その分、それを共有できた時の喜びは大きかったように感じる。

相手の話を聞いて、それについてどう思ったかを話す面白さにも気づけた。この授業で学

んだことを活かし、今後はもっとコミュニケーションがスムーズにとれるようになりたい。

授業内では話しきれなかった他のテーマについてもぜひ考えていきたい。 

 

Esを見た感想      

 

私なら、どれだけお金を積まれても絶対にこの実験には参加したくありません。なぜな

ら、たったの２週間で人間の性格がこんなにも変わってしまうことがすごく怖いと思った

からです。それぞれが役割を与えられ、閉じた空間に入れられると、徐々に行動や言動が

エスカレートしていき、まるで別人になったかのような様子でした。大人しかったはずの

人物が最終的には人を殴ることに喜びを覚えていくさまは本当に衝撃的でした。一日目は、

これからの日々への期待を胸に抱いて笑顔やざわめきであふれた牢内であり、特に秩序は

見られませんでした。しかし、二日目になると、看守側は厳しくなり、屈辱を与えれば囚

人たちは静まるなどという恐ろしい発言をするようになっていました。わずか一日でここ

まで変わってしまうことに動揺を隠しきれません。三日目になってくると、囚人に暴行し

ても、暴力ではない、管理下におこうとしただけだと発言していました。それらを笑顔で

語るのがすごく不気味で、牢内におけるこれからを暗示していたように感じます。日を追

うにつれ、囚人たちからは笑顔と安らぎがなくなっていき、看守たちには残虐性と冷たい

笑みが増していきました。 

正直、もう三日目あたりから画面を直視するのもつらかったです。囚人たちに人権はま



ったく認められず、独裁状態が続いていました。すべてが力でねじ伏せられる状況になり、

死者をだすことに抵抗がなくなってしまった看守たちは、実験後に更生できたのでしょう

か。また、人間を疑うことに慣れてしまった囚人たちも社会復帰できたのでしょうか。疑

問に感じましたが、実際がどうだったのかは恐ろしくて調べられませんでした。世界では

このタイプの実験が禁止されたとのことでしたが、今後一切実施されないことを切に願い

ます。 

いろいろと考えさせられましたが…あまりにもの衝撃を受け、数日はこの映画を引きず

ってしまいました。私にとっては、あまりお勧めはしたくない映画となりました。本当に

怖かったです。 

 

 

在日ブラジル人の教育問題 

 

1. 研究の動機と目的 

 私は先日群馬のブラジル人学校を訪問した。そこでは母国語の伸長、バイリン

ガル育成などとても素晴らしい教育がなされていた。しかし実際、日本語が十分

に話せない生徒がとても多いように感じた。私がインタビューした人はあいさつ

程度の日本語しかわからないという。その代りにポルトガル語と英語が流暢に話

せる。彼は日本で生まれたが、幼いころに 5年間ブラジルで生活していたとい

う。彼はブラジルは危ないからもう行きたくない、ずっと日本で生活したいと英

語で話してくれた。そして日本で医者になりたいが、日本語ができないため進学

もできないし諦めなければならないと語っていたのが印象的だった。 

 日本語ができないから進学できない、職業の選択肢が狭まる、さらには職を得

られないためにブラジルに帰国せざるを得ないという現状がある。まずこの現状

をしっかりと把握した上でその原因を探り、同じ社会に生きる一員としてこれら

の問題を解決するために私たちにできることを考えていこうと思う。 

 

2. 学齢期児童におけるおよその就学人数と割合 

ここでいう学齢期児童とは、小学校入学から高校卒業までの年齢にあたる児童

のことである。学齢期児童のうち、日本の公立学校に就学しているのは約 16,000

人（43%）、ブラジル人学校に就学しているのは約 5,000人（14%）、不就学が約

16,000人（43%）となっている。（日本ブラジル中央協会『ブラジル特報』2004年

3月号）また、日本の公立学校に就学している児童のうち、7000 人以上が日本語

指導を必要としている状態である。不就学の児童 16,000人と日本語指導を必要と

している児童 7,000人を合わせると 23,000人に上る。つまり、学齢期にあたる

60%の児童が適切な教育が受けられていないということになる。 

また、小学校・中学校と高校では就学率が大きく異なる。自治体によって異な

るが小中学校では男女ともに 70~80%であるが、高校では男女ともに 50%を下回

る。日本人は中学校まで義務教育で、高校の進学率もほぼ 100%であることを考え

ると、この数字がとても低いことは明らかである。なお、在日外国人には小中学

校の義務教育は適応されない。あくまでも教育を受ける権利があるという位置づ

けである。また、短大・専門学校への進学率は 5%程度、大学への進学は２%程度

にとどまる。（国勢調査 2000年）次に、不就学の児童の日中の過ごし方を見て

いく。 

 

3. 不就学の子供の日中の過ごし方 

平成 17年度から 18年度にかけて文部科学省が行った不就学調査の実態によると

「家で特に何もしていない」が 36.5%、「仕事・アルバイトをしている」20.2%、

「兄弟姉妹の世話をしている」13.5%、「自分で勉強している」8.7%、「友達と遊ん

でいる」7.7%、「その他」13.5%となっている。一番多い「家で特に何もしていな

い」という回答は一見何も問題がないように見える。しかし、日伯学園の高野さ



んのお話にもあった通り、毎日を何気なく過ごす中で、道を踏み外す危険性が高

まる。学校から疎外されたさみしさに加え、孤独感を味わう中で、仲間を求めて

非行グループの一員になってしまう可能性があるからだ。実際、在日ブラジル人

による犯罪は、外国人少年の起こした犯罪の 20%を超えている。また、「兄弟姉妹

の世話をしている」ということに関連する事柄として、就学児童が、兄弟姉妹や

保護者の病院に付き添うために学校を欠席するケースがたびたび起こっている。

これは就学児童が日本語を話せることが前提となっているが、このケースが起き

たときの対応の仕方は非常に難しい。日本では学校は欠席してはいけないという

認識がある。学校に行くのはとても大切なことであるが、通訳としての役割も家

族にとって大切なものである。よって一概に学校に来なさいと言うこともできな

い。生徒と保護者の両方からよき話を聞いたり、後で補習を行うことが有用であ

ると考える。また、後で詳しく述べるが、行政を見直し、改善することも欠かせ

ない。 

 解決策を考えるために、次は不就学となる理由を見ていく。 

 

4. 不就学の主な理由 

多い順に見ていく。「学校へ行くためのお金がないから」15.6%、「日本語がわか

らないから」12.6%、「すぐに母国に帰るから」10.4%、「母国の学校と生活や習慣

が違うから」8.9%、「勉強がわからないから」8.1%、「仕事・アルバイトをするか

ら」8.1%、「学校へ行くといじめられる等するから」7.4%、「友達ができないか

ら」5.2%、「学校へ行かなくて良いと考えているから」3.7%、「兄弟姉妹の世話を

するから」3.0%、「その他」17.0%となっている。 

 

 

5. 問題解決向けて私たちにできること 

 「学校に行くといじめられる」、「友達ができない」といったことは周囲の日本

人にも問題がある。日本人とブラジル人で異なった文化的背景を持つため、様々

な場面で葛藤や衝突が起きるのは仕方がないことである。しかしこのままで良い

はずはない。私は『多文化共生論 多文化理解のためのヒントとレッスン』の中で

これに関連する記述と、解決策につながる考えが書かれていたので引用する。 

「多文化社会では、住民同士の価値観やルールの意味が異なるため、日本で当たり

前のことが当たり前として進まない。」 

「住民同士が同じ考え方や価値観を持つことが≪当たり前≫の前提をそもそも見直

す必要がある。 

「多文化共生については、個人と環境との関係が重要である。環境とは、個人を取

り巻く集団、社会、文化である。」 

3 つ目の引用の「個人」がマイノリティーを意味し、在日ブラジル人ひとりひ

とりだとすると、「環境」とはマジョリティーのことであり、その周囲を取り巻く

日本人、日本社会（学校などを含む）、日本文化である。在日ブラジル人だけに限

らず、「個人」としての在日外国人は孤独と戦いながら懸命に慣れない「環境」で

ある日本を受容し、慣れようと頑張っている。だから日本人はそのことを理解し、

受け入れようとする心を持つべきだと私は考える。 

私たちに今すぐできるのはこのような非常に小さな心がけであるが、これが多

文化共生社会を築く大切な一歩となり、在日ブラジル人の教育問題を解決するのに

非常に大きな意義があると思う。日本人が在日ブラジル人、さらには在日外国人を

理解し、受け入れようとしたならば、在日外国人に対するいじめがなくなり、友達

ができる。友達と会話する中で日本語が上達する。小学校程度の年齢の子供は、知

識として日本語の読み・書き・文法を覚えるのではなく、実際に耳から聞いた表現

を覚えて、真似しながら使っていく中で自然と日本語を取得する。また、ここで言

っているのは生活日本語である。生活日本語とは日常生を営む中で必要となる日本

語のことで、教科ごとの勉強をする際に必要な学習日本語とは区別される。しか



し、生活日本語が十分に上達すれば、友達とも意思を伝え合って良好な関係が築き

やすくなり、親しくなれば一緒に勉強をして教えてもらったり教えあったりするこ

とができるようになる。そうして学習日本語も上達していけば、勉強もわかるよう

になる。ここで注意したいのが、日本にいる外国人児童はもとから勉強ができない

とは限らないということである。彼らは勉強ができないのではなく、勉強内容を知

る、わかっていることを伝える道具の役割をしている日本語がわからないために、

その内容もわからなくなってしまっているのだ。このことに関しては、周囲の友人

からの助けだけではなく、学校や地域、教師の助けや配慮も必要である。日本語教

室の中で教科の内容を取り入れたり、教科に必要な単語や表現を教えたり、母語で

の説明を加えながら授業をしたりすることが必要である。また、試験の時に通訳を

つけたり、問題を簡単な日本語で表記するなどの配慮も欠かせない。こうした取り

組みが継続されれば、在日外国人児童は日本での勉強もわかるようになり、「日本

語がわからないから」、「勉強がわからないから」という不就学理由も解決され、不

就学の問題も解決に向かうと考える。 

 

 

授業全体を通しての感想 

私はこの多文化共修 Aの授業を通して、日本社会について深く考えるようになった。

高校卒業まで地方にいた私は、大学に入ってこの授業に参加するまでは日本の中にこん

なにも外国人がいて様々な問題を抱えていることを考えたことがなかった。 

留学生との合同授業であったのがとても良かった。ドイツとイタリアの米軍基地の映

像を見てみんなで意見交換した時、ドイツからの留学生は「え？これが普通じゃない

の？」と驚いていた。国によって異なる認識があることを知り、深めることができた。

また、資料として総理大臣の靖国神社参拝についての日本の記事が配られたとき、中国

からの留学生はショックを受けているようだった。日中間の題の報道が日本と中国で異

なっていたからであるという。これに類似することとして、朝鮮大学校への訪問があ

る。私は訪問するまで「北朝鮮」について良いイメージがなかった。しかし実際に朝鮮

大学校の学生と交流してみて「北朝鮮」というだけで悪いイメージを持つのは間違えだ

ということに気付かされた。また彼らは日本人から自分の国が「北朝鮮」と呼ばれてい

ることに疑問と怒りを持っていた。本来の国名は「朝鮮」なのにわざわざ「北」とつけ

るのは、「朝鮮」を一つの国だと認めず、地方であるかのように見なしているからではな

いかと聞かれた。しかし実際、私にはそういった考えはなく、ただ日本で一般的に用い

られている「北朝鮮」という呼び名を何の疑いもなく使っていた。朝鮮の人が「北朝

鮮」という呼ばれ方に対してそのように考えているなんて思ってもみなかった。これら

のことを通して今の自分の視野はとても狭く、偏ったものであることがわかった。私が

得る他国の情報は主にニュースや新聞などのメディアを通したもので、書いたり編集し

たりした人の主観が入っている可能性がある。さらに言えば、私が情報を得るのは日本

のメディアを介したもので、日本中心に編集されたものである。だから、靖国神社参拝

をはじめとする日中問題や、拉致被害者やミサイルをはじめとする日朝問題についても

日本と相手国では全く違う報道がなされ、違った認識がなされている可能性が大いに考

えられる。 

私はこの授業、活動を通して多文化共生についていろいろと考えた。多文化共生社会

を築くために最初に必要なのは、公正な目を持って様々な自分とは異なる文化的背景を

持つ人のことを知ることであるとこの授業を受講する中で考えた。これは自分とは異な

った国の人だけではなく、同じ日本の中にも、盲者や聾者、アイヌの人々など、違った

言葉や文化を持っている人も含むと考える。この授業を通して、聾者は話したり聞いた

りすることができないのではなく、手話という私とは違った言葉を使って意思疎通して

いるということを学んだ。そしてそれは障害という認識ではなく、一種の異なった文化

であるという認識が大切であると知った。公正な目を持つためには、きちんと自分の目

と頭を使って物事を見つめることが重要である。ただ日本の報道を見聞きして、それを

鵜呑みにするのではなく、正しいことなのか、日本側に偏った情報ではないのかきちん



と考えて、他国の新聞を読んだり、異なった文化を持つ人と意見交換をするのが有効な

手段であると考えた。そして自分とは異なる文化の良いところ、見習わなければならな

いところを見つけることが多文化共生社会を築く大きな一歩になるのだと考える。 

この授業を通して、実際に朝鮮大学校やブラジル人学校に訪問したり、日本語ボラン

ティアを行っている人の話を聞いたり、聾者の方のお話を聞いたりして、自分の視野が

今までより広がったし、もっと新たなことを知りたいと思った。また授業を通して日本

の英語教育についての偏りや、米軍の沖縄基地の問題や、在日ブラジル人の教育問題な

ど考え直さなければならない様々な問題を見つけた。この授業をきっかけとして、これ

らの問題についてこれからも考え続け、またほかの社会問題についても知り、考えてい

かなければならないと強く感じた。現代の社会に生きる一員として、これらのことをし

っかりと考え、すべての人々が互いに尊重しあって生活できる多文化共生社会を築くた

めに、教師の立場からできることをこの大学生活のなかで考え、実際に貢献していきた

いと思う。この多文化共修 Aは意欲と興味、これからの課題を見つけることのできた大

学生活のはじめとしてとてもふさわしい授業であった。 

 

 

多文化共修科目 A 異文化理解とコミュニケーション感想  

 

＜自分の発表内容 外国につながる子どもの教育問題～ブラジル人学校を訪問して～＞ 

私は訪問したブラジル人学校(日伯学園)から、テーマである外国につながる子どもの教育

問題について考えて発表した。日伯学園訪問以前から、班で今回の訪問時にテーマに沿っ

た質問をしようと考えてあらかじめ質問を複数用意して、各自可能な範囲でその質問をし

た。それらを私がまとめてさらに、クラスのみんなが提出した感想文からテーマに沿って

いるものを抜粋してパワーポイントを作成した。 

まず私自身が何より驚いたことは、日本語が上手に話せない人が多かったことだ。中には

１７年間ずっと日本に住んでいるのにも関わらず日本語が苦手な人もいた。そんな日本語

が上手に話せない人は両親も日本語が苦手で、家庭内言語はポルトガル語という家庭が多

かった。１７年間日本にいても日本語が話せないということは、視点を変えると使わなく

ても不自由なく生活していけるからだ。その意味で大泉町は偉大でもあり、また問題もあ

ると感じた。なかには日本語がペラペラという人も数人いたが、彼らは小・中学校を日本

の公立学校に通っていたり、日本語を話せる両親がいる家庭の子だった。両親が日本語を

話すことができるという子は１０歳で日本に来たので７年以内で日本語を覚えたそうだ。

１７年間日本に住んでいる子のことを考慮すると、親の影響というのは大きいのだと思っ

た。またその家族全員が日本語を話せる子も、家庭内ではポルトガル語で会話をする（そ

ちらの方が楽だから）ということから母語の大切さも感じた。また、私がもう一つ非常に

驚いたことは日本語よりも英語の方がうまく話せるという人が多数いたことだ。実際、今

回の交流も日本語でなく英語で行ったという留学生は多数いたし、留学生だけでなく日本

人学生にも多くいた。私の友人が交流した学生はポルトガル語・英語・日本語という割合

の多さで勉強しているそうだ。英語の上達度は、カタコトな人から流暢でペラペラな人ま

で人によって様々だったようだ。英語は大泉町内のブラジル人以外が経営しているスーパ

ーで使用したり、将来カナダで就職したいから勉強していたりと勉強している理由も様々

だった。 

外国にルーツをもつ子どもの母国語と日本語の関係をより明らかにするために、民族学校

と日本の公立学校のどちらに通いたいかという質問をした。結果は民族学校という意見が

圧倒的に多かった。理由としては、日本語に自信がないから・日本の学校は年齢でクラス

分けをされるので授業についていけないから等の意見があがった。これに関連してブラジ

ル人学校（日伯学園）の長所・短所について尋ねたところ、短所はあがらなかった。長所

は先程の逆で、年齢でなくレベルでクラス分けをしてくれるのでという意見があった。少

数だが、日本の公立学校に行ってみたい・子どもには絶対に公立学校に通わせて日本語力

をつけさせたいという意見もあった。その後彼らの将来の夢についても尋ねた。日本に住

み続けて日本の大学に行きたい人・ブラジルに帰りたい人・カナダの大学に行きたい人な



ど様々だった。日本の大学に行きたい人は、医大・国際関係・技術関係など分野も様々だ

ったが、日本語がうまくできないので厳しいという人も多かった。中には大学受験のため

に最近日本語を勉強し始めたという人もいた。一般的に、日本語が上手な人は日本に残っ

て大学に行き、苦手な人はブラジルに帰る傾向があるそうだ。 

彼らに、自分のアイデンティティーは日本かブラジルのどちらかも尋ねた。これも人によ

り様々だったが、絶対にブラジルという人、どちらかといえばブラジルという人、どちら

にも興味がなさそうで「日本に住んでいるブラジル人」の状態の人。そして、日本人の優

しさや有用性とブラジル人のオープン性のどちらも持っていて、一概にどちらかのアイデ

ンティティーと割り切れない人。最後の人は日系ブラジル人であることをかなり肯定的に

捉えていたようだ。だが、アイデンティティーが日本という人はあまりいなかった。また、

テーマである言語教育からは少し逸脱するため発表は出来なかったが、ブラジルと日本の

性格の違いや文化の違い等についても質問した。日本人の真面目さ・優しさは好きだが、

初対面の人と距離間があるのはよくないという意見があった。ブラジル人は明るくて陽気

でオープンな性格で初対面でもハグが挨拶だ。これらから日本人とブラジル人の文化の違

いが読み取れた。特に、ブラジル人は友人と遊ぶ日曜日の予定はその日に決まる、という

のが自由で面白いと感じた。 

感想文集に述べられていた日伯学園の生徒たちに対する留学生・日本人学生の反応は様々

だった。ずっと日本で生活していてなぜ日本語ができないのか、日本語が分からないまま

はよくないので早めに言語を身につけようなどの日本語能力に対する指摘。このような日

本語指導の不足は、借り物の限られた面積の校舎・補助金の不足・それによる教員不足等

の経済的原因があり、日本にも責任があるため日本ももっとサポートすべきという意見。

日本が支援するという形でなく、逆に日本がブラジルの人から学ぶべき面も多いという意

見。彼らが日本語を勉強してないのは必要でないからではないかという意見。学生との交

流中に、なんとなく彼らからあまり交流したくない微妙な雰囲気を感じた人。ブラジル人

の方の明るくてフレンドリーな性格に魅力を感じた人。私自身は、日本語教育をもう少し

重視すべきではないかと思った。限られた費用や設備のなか、日伯学園の取り組みはすご

いと思う。しかし実際に日本語が話せない人がたくさんいた。理事長がおっしゃった「ポ

ルトガル語と日本語、両方ができることが大切」という言葉は素晴らしいと思う。しかし

まだまだ理想の段階であると思った。この現状を改善するためには、日本側の支援や歩み

寄り、そして生徒たちの意識の変革も必要だと思う。大泉町外で日本語ができないと困る

と生徒たちが実感することも必要かもしれない。また日本の日系ブラジル人の学習に対す

る支援の少なさを知った。日系ブラジル人向けの学校は、朝鮮・韓国・中国人に比べると

ずっと少ない。満足な教育を受けることが出来ず、そのため言葉がうまく通じない。さら

に学校に行ってない分時間も余り、結果として犯罪率が高いそうだ。これらは日本の支援

の課題がまだまだ多いことを表しているだろう。大泉町に対する反応も賛否両論だった。

この日本語の必要性がない町では多文化共生は出来ないのでないか、日本語能力が下がる

点で問題ありという批判的な意見。逆に肯定的な意見も多く、町を挙げて日本とブラジル

の環境を作っていて国際理解の先駆けであるなどの声があった。また日系ブラジル人の子

が自分のアイデンティティーを肯定的にとれるのは大泉町のおかげであるという意見も

あった。 

＜授業全体について＞ 

私はこの授業を受講してよかったと思っている。自分の世界・考え方・価値観を広げるこ

とができ、多文化共生について以前より理解できたからだ。授業では様々なテーマは、私

にとっては知らないことばかりで、視野を広げることができたと感じている。特に印象的

だった授業は、日本の問題に触れた授業とろう文化と地域の多文化共生についての講演の

回だ。 

外国人労働者の問題、外人に対する差別、沖縄の基地問題などのトピックを取り扱ったと

きには、自分が知らないことが多くて驚いた。海外のことに目を向けるのは視野を広げる

ためにも重要だが、まずは日本で起こっている問題についても知っておく必要があると思

った。授業で、実際に留学生が感じる差別や違和感についてやその問題に対する自国の対

処法について聞けたことは、留学生と共に学べる授業ならではであり、よかった。 



次に印象に残っている授業に、「私のろう文化」という堀口さんの講演がある。ろう文化

という名前を聞いたとき、私は「何が文化なのだろう？」と思っていた。文化と聞くと、

何となく海外の人との異なった習慣、考えというイメージがあったからだ。しかし堀口さ

んの講演を聞いて、ろう文化は立派な一つの“文化”だと思った。彼らは、手の動きと文

字（筆談）と表情を使えば普通に会話ができる。つまり彼らは何らかの不自由がある“障

がい者”ではなく、言語的少数者なのだ。これは立派な文化だろう。私たちはついつい異

文化を外国に求めがちだが、同じ日本でも十分に（むしろより深い）文化が存在すること

を学べた。意識を変えるとてもよい機会だったと思う。 

最後に印象的な授業に、地域の多文化共生の取り組みとして MIA の方が行った共同ワー

ク「遠足のリュックに６つの道具を持っていくならば何を入れるか？」がある。６つの道

具は国によってだけでなく、日本人同士でも意見が分かれていた。同じような環境下にあ

っても、人により優先順位が違って当然なことだが面白く感じた。また各国の文化の違い

も感じられた。例えば、酔い止めの代わりに梅干しを持っていく国があったり、そもそも

しおりは配布されずに必要事項は自分でノートに書くという国などがあった。この共同ワ

ークでは班ごとに１つのリュックを作るため、何を入れるか話し合いが必要となった。私

の班でも人によって入れたいものが異なっていて、お互いに意見を主張しあったり、譲り

合ったりして中身を決めた。こうして各々がいいものを出して特別なリュックが出来たが、

私はこのリュックは“多文化共生”を表しているのではないかと思う。異なる文化・意見

を持った人たちが互いに話し合い、主張し合い、譲り合ってひとつのものに調和する。そ

の過程には衝突や戸惑いなどもあるだろう。自分の主張を抑え、代わりに相手の意見を取

り入れることは、簡単ではない。しかしそこで寛大な心で互いの文化を受け入れ、認め合

うことで最終的に調和できる。逆に自分の意見を言わず、他人の言うことに従ってばかり

だと良いリュックにはならない。多文化共生は難しいけれど、まず相手の話に耳を傾ける

こと。ときには自分の意見もしっかり述べること。最終的に互いを尊重してよりよい解決

策を作りあげていくこと。MIA さんの授業で多文化共生について少し理解できたと思う。 

この授業で学んだことを今後も活かしていきたい。ありがとうございました。 

 

  



 

7班 外国人マイノリティに対する差別 

 

 

１．発表の内容 

「ハーフ」の問題 

前月に宮本エリアナが Miss Universe Japan、すなわち一番美しい日本の女性に選ばれま

した。このレポートで宮本エリアナの件を中心にして、ハーフとそのハーフに対する差別

の問題について述べたいです。 

宮本エリアナは、長崎出身の２０歳で、海外留学の経験があるそうですけれど、中学卒業

までは日本で生活していたそうです。両親が日本人とアメリカ人です。ハーフで顔と肌の

色がアメリカ人とそっくりですが、国籍は日本人です。日本育ちで、行儀やしゃべり方か

らすると普通の日本の女性しか見えないそうです。それなのに、肌の色ゆえに子どもの頃

からいじめと差別された経験があって、ミスユニバースに選ばれた時に「純粋な日本人で

はない」などの批判にさらされたようです。 

最初にコンテストに参加するつもりのなかったそうですけど、ミス・ユニバース出場を決

めた理由についてそう言いました： 

「同じハーフの友達が自ら死を選んだんですが、人種差別について、その友人から相談を

受けたこともあったのでショックだったし、（自殺を）止められなかった自分がもどかし

かった。世界に訴えられないか？ と感じて出ることにした」 

「ハーフ｣とは片親がいわいる「日本人」、そしてもう片方が「外国人」である人を指す。

ハーフの語源は、英語の「half−半分」にあって、半分外国であるという意味を持ちます。 

厚生労働省のデータでは、2012 年に日本で二万組以上の国際結婚カップルが誕生しまし

た。夫婦の一方が外国人という国際結婚は増加ことからハーフという人たちは今増えつつ

あります。日本では５０人に一人はハーフと言われています。 

ハーフはあらゆる意味で日本人で、ただ見かけが異なるということです。ある日本に住ん

でいて、MICHAELと呼ばれたハーフが「ハーフはいつも特別扱いされるってことはつらい

です。自分は自分の社会で居場所がなくて、日本人となろうとすると傷つくんですね」と

言いました。 

現在日本には「ハーフ」は珍しくなくなったのだが、宮本さんが優勝して依頼、「ハーフ

はミスジャパンとして資格があるか」という議論がソーシャルメディアで行われていたそ

うです。 



宮本エリアナの容姿に問題があるようで、「顔が日本人ではなくアメリカ人にしか見えな

い」や「ハーフが日本代表って普通に考えておかしいわ」という意見がある人が多いよう

です。選出された後ツイッター上では批判的なコメントが多いみたいです。例えば「なん

で日本代表に外人？」や「不快だ。日本代表としてふさわしくない」や「ハーフは日本代

表になっていいのか」など。 

批判的なコメントと一緒に「宮本エリアナには、日本人としての誇りを持って頑張っても

らいたいです」など好評なコメントもあったそうです。批判なコメントよりずっと少ない

ですけど。 

批判なコメントの大分は宮本エリアナが言ったことに応じたそうです。宮本さんはミスユ

ニバースに選ばれてからこう言いました： 

「私は革命を起こしたい。１００年か２００年には純粋な日本人はほとんどいなくなるか

ら」 

本当なことですけど大勢の日本人が怒ってしまったようです。宮本さんの性格を疑いはじ

めたり、悪口を言いたり、ののしたりしたそうです。例えば「別に出自がではなく心が日

本人ではない。こんな品性下劣な女に日本代表を名乗られるのは日本の恥以外のなにもの

でもない」と「この人日本人かどうか怪しいよね。ハーフだからでは無い！この女の考え

方が日本人らしくない！」などの被差別なコメントが書いた人が多かったです。 

日本には差別はまだあると思いますけど、ハーフが日本の代表に選ばれたのは日本が少し

ずかわっているの証拠にほかなりません。 
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授業について 

JASSO 奨学金のために「異文化理解とコミュニケーション」という授業を受けることにな

りました。日本の学生と一緒に留学生が参加して、要するに交流のために授業のはずだっ

た。残念ながら、期待していたほど面白くて、交流できませんでした。日本とその民族の

問題につて勉強して、自分の文化を紹介するチャンスがなくて、他の学生と話し合う時間

があまりありませんでした。まるで何も知らない日本人たちだけのために授業でした。勉

強したこと全部は私にとって復習のようでした。専門はアジア研究ので、現在日本の社会

につて知っていることが多いからです。どうして留学生たちの経験や知識もっと使ってな

かったでしょうか。言いたいことと知りたいことがたくさんありましたけど、聞く機会が

ありませんでした。「異文化理解」という授業でしたけど、日本人たちが私の文化を理解

できたでしょうか。例えば多くの国には鈴を使うのは失礼と思われることです。批判ばか

り書いてごめんなさい。授業より国際交流カフェはずっとよかったと思います。 

さらに留学生たちの日本語能力はまちまちです。N1の人もいれば、N3の人もいました。そ

の人にとって１０ページ以上文章を読んだり、字幕なし映画を見たり、グループの話の結

果を発表したりするのがつらいだと思います。 

一番いいところは見学旅行だったと思います。なぜなら交流時間が多かったからです。そ

してゲストスピーカーの話は面白かったと思います。特に手話と聾者文化についての発表

でした。 

アンケート 

「この授業で何を学んだか」聾者の文化について勉強しました。他のテーマは私にとって

復習でした。 

「私たちは何が変わったか」何も変わっていないと思います。 

「私たちは何ができるか」 

異文化の人と話し合って、お互い理解をもとめて、差別と戦うことができます。 

 

 

1. 発表の内容 

現状の日本の人身売買を概説したいと思いう。私がこのテーマを調べながら、日本には

人身売買が大きな問題だそうだということを分かった。最初に日本の人身売買についての



基本的な情報をあげたいと思う。 

日本は、東アジアと東南アジアだけでなく、東ヨーロッパとロシアとラテン・アメリカ

から移入さらた人のデスティネーションだそうだ。この地域から来た人々は風俗産業1と

建築作業と私立の奴隷制度に強制させている2。この人はだいたいごまかしの言質で誘わ

れている。例えば、人あきびとは、日本でモデルなどで働くことができるという約束で主

に女性を説得する3。その上、女性をもっと簡単に風俗産業で働かせるため、日本人との

結婚も使っているそうだ4。 

これから特にこの問題についての政治的な対決を説明したいと思う。日本には人身売買

に対する法律があるが、2005 年に刑法典を人身売買の規制に貢献する箇条に増補した。

そのうちに、日本での人の買いと売りの禁止がある5。 

だけど、刑事訴追を見ると、政府にとっては人身売買がまだ大問題だそうだ。例えば、

政府によると 2010 年に人身売買に対する検察が 19 件だけあった。この検察の結果は検

察した人の中に 14 人が刑罰を受けた。刑罰は罰金から最高に 4 年の自由刑までだった。

当年の強制労働に関する検察が 3件だけあって、すべての検察は結果がなかった。6 

さあ、どうして日本がそんなに大きな人身売買に対する問題があるでしょう? 

政府の人身売買に関する犯罪の取り扱い方は重要な問題だと思う。上記の例で 

犯罪が不向きな痛烈で罰されていて、重い後難は当てにしないので、人身売買がもっと刺

激されている。 

 人身売買を減らすために、政府は人身売買の罰をもっと厳格化して、検察の方法も改め

ることが必要だと思う。 

 

2. 授業全体の感想 

私が授業の中に一番好きだったのは日本人と話すことだ。日本語の練習だけでなく、

色々な問題についての日本人学生との意見交換もできた。そして、毎週グループで多文化

とコミュニケーションに関することを学んだ。 

その上、ゲストトークとスタディーツアーもあった。最初のゲストトークのテーマはち

ょっとつまらなかって、一応、勉強になかったが、聾者の日常生活とコミュニケーション

についてのゲストトークで新しいことをたくさん勉強した。私が住んでいるハンブルクと

いう港町の人口の中に、私を含めて、やく 28 パーセントの人は移民の背景を持つ人だそ

うだから、多文化とコミュニケーションに関する問題をよく知っているが、聾者をよく見

えないから、聾者についてのゲストトークは私にとって勉強になった。そういう訳で、授

業にスタディーツアーを含めることはいいと思う。 

でも、スタディーツアーなら朝鮮学校の訪問は勉強になったが、ブラジル学校の訪問は

全然勉強にないし、ツアーの時間も遅延するし、値段も高いし、ツアーが必要ではなかっ

たと思う。 

そして、留学生の日本語能力のレベルについて書きたいと思う。先生が配ったテキスト

などの資料はいくつかの留学生にとって非常に読みにくかったそうだ。JASSO奨学金をも

らう留学生の日本語能力を問わずに JASSOに関する授業が行われたのは問題だと思う。留

学生の中からビギナーとして等級を付けることができる学生もいるので、授業も色々な日

本語能力レベルに合わせるべきだと思う。授業を日本語能力レベルに合わせないと、留学

生は内容をよく勉強できなくて、興味もなくてしまうと思う。 

 その上、レポートなら、レポートを書くこととレポートの提出期限を遅く通知し、授業

についての紙にも書いていないので、大変だった。だからレポートの数と提出期限を試験

期間の最も前に教えたらいい。レポートの提出期限を提出期限の二週間ぐらい前に教える

                                                             
1 2011 US Department of State Trafficking in Persons Report. 
2 Polaris Project: Transnational and Domestic Human Trafficking in Japan. 
3 Polaris Project: Transnational and Domestic Human Trafficking in Japan. 
4 2011 US Department of State Trafficking in Persons Report. 
5 2011 US Department of State Trafficking in Persons Report. 
6 2011 US Department of State Trafficking in Persons Report. 



ことは、学生が色々な期末試験と他のレポートと発表の準備をしているところであるので、

学生が困るし、提出期限を一か月前は教えたらほうがいいと思う。 

授業のよかった点は、自分が興味を持つ問題について発表することだ。今までの大学時

代に合った日本人が、日本が安全で、人に関係がある問題が全くないと思うそうだので、

日本人の学生は日本が人身売買に関する大きな問題があることを知らないと思ったから、

このテーマを選んだ。 

そして、授業に沖縄について映画を見たとき、いいアイデアが思いつきました。私は政

治とかんきょうに興味があるんですが、沖縄に置いたアメリカの軍事きょ点の問題を聞い

たとき、ぜひこの軍事きょ点に関するかんきょう問題を調べてみたくなりました。 

 

 

 

中華学校は１７世紀から存在していて、今では世界でが多少とも中華学校があります。

アジアでは一番多いだと思います。日本では五つあり、中華人民共和国系と中華民国（台

湾）系の学校が存在する。五つの中に横浜中華学院と東京中華学校だけ高等部があり、他

では中学部までです。中華人民共和国系と中華民国（台湾）系の中華学校はすごい差があ

って、発音やピンイン漢字の書き方（繁体字と簡体字）、教科書など、学校の理念でも違

います。 

 

去年の十月に、東京中華学校にイベントを参加しました。十月十日は台湾の国慶日（中

華民国の建国記念日）という。中華学校ではその日にイベントがありまして、伝統的な龍

舞や獅子舞、現代的な楽隊のパフォーマンスなど、または日本では多分ここしか食べれな

い台湾のグルメの販売。それ以外は朝に台湾当地の国慶日のように、国歌と旗の掲揚儀式

があり、台湾の学校より、国慶日の雰囲気があります（台湾ではこの日普通に祝日である）。 

 
今回のレポートのフォーカスは進学である。多くの資料は東京の OB さんから手に入

れました。東京中華学校の学生は進学の方法は三つあり、一つは台湾へ進学、日本なら推

薦入学或いは試験を受けることです。でも中華学校は日本で学校として承認されていない

から、学歴でも承認されていないというため、高等学校卒業程度認定試験を受けないとい

けません。この試験はそんなに簡単ではない、選べる選考の科目が少ないし、理系と文系

も区別していないから、多くの外国人学校の学生は主に推薦入学を選んで、学校に指定の

大学に進学するほうが多いである。 

この異文化理解とコミュニケーションの授業では、私にいろんな思考の方向をもらっ

て、いろんな普段接触しないテーマを勉強させて、授業を通して、いろんな物事を知り、

知識を増やし、視野を広がりました。でも先生の授業内容はあまり広すぎで、毎回授業中

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E6%B9%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E6%B9%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E6%B9%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9B%BD
http://cjjc.weblio.jp/content/%E5%84%80%E5%BC%8F
http://cjjc.weblio.jp/content/%E5%84%80%E5%BC%8F


でのクラスメートとテーマについての話す時間が短く、まだ進めていないうちに終わって

しまいまして、ちょっと残念だと思います。個人ではグールプでの話すはすごく大事だと

思います、話すうちのいろんな角度、背景からの対談ができ、それは今まで自分が考えい

ない観念である。それで内容が多すぎると、紹介になるだけ、深く各テーマを話せないか

ら、十分に他人との交流と異文化理解という目標を達せないと思います。 

 

けれど今学期では、二回のフィールドトリップで勉強させてもらった。プリントやク

ラスメートとの話すと実際に見学してゆく感じと違い、例えば朝鮮大学校の学生との交流、

直接に在日韓国人の意見を聞き、大切な経験であって、他に群馬大泉町の見学もそうです。

直接に私達になぜここの外国人達じゃ日本語ができなくても、日本で暮らせることを理解

し、やはり直接で目を見たものは強く印象を残ります。 

 

 

最終的学期レポート 

 

JASSOプログラムのためにこの多文化とコミュニケーション授業を登録した。最近私

にとって日本のマイノリティー、特に華僑民族、が興味深くなった。私は東京学芸大学に

中国語を勉強し始めるから。そして、日本に住んでいる中に自分の個人研究プロジェクト

はマイノリティーと日本人の相互作用や民族と日本人住民関係の調査だった。だからこの

授業に興味があった。私はたくさん学ぶことを望んだ。 

多文化異修科目A(異文化理解とコミュニケーション）の時、皆はブラジル学校に遠足

を参加したり、日本の少数民族について映画を見たり、文化的少数派（ろう者や障害者）

について学んだり、一緒に日本の不慣れな部分を発見したりした。留学生から（特に、他

のアジアからの）話を聞きました。知識を促進するために、図書館に学術的な資源を調べ

た。ブラジル人の状態を聞いたり、ろう者と手で話したりした。旅行中に横浜の、神戸の、

大阪の民族博物館を見に行った。 横浜に国際町、チャイナタウン、東京のコレアタウン

も見に行った。私の経験は本当に違います。日本の民族に少し研究した中に：上野にアイ

ヌ文化を見た、横浜と神戸に中国人のマイノリティーを学んだ。大泉町のブラジル学校に

訪問した、日本人大学生の国際結婚している家族と話した。日本の祭りに見てみた。 

でも、私はまだアウトサイダーです。だから研究は難しくなった。日本に到着時に、

色々な希望や悩みがあって、たくさんストレスもあって、いつも自分の日本語能力が弱い

と思って、「皆は分からない文法や俚言でしゃべる」と言いました。今年に日本語で話さ

せられた多くの状況のおかげでした。例えば、多文化理解授業の時、言語全然サポートが

なかった。皆が私の考え方が分からなかった。このクラスの間に誰にも国際通信について

多くを学んだと思いません。クラスに多くのインターカルチャーイズムがなかった。多分、

ビデオ録画であった、羊のような鐘のせいでした。 

一緒に宿舎に住んでいる人達は日本大学生よりも親切だったと思う。彼らは質問があ

ったり、いつも私と論じたがったり、私と一緒に統合試みたりした。例えば、自分のグル

ーププレゼンの後、多くの問題があって、宿舎のキッチンに論じた。自分の部分話題は「労

働者の問題:華僑と中国人から来た人達」だった。日本大学生は、その興味を持っていな



かったことが表示された。私はビザの取得、就業の種類と労働力における差別、労働者の

保護権や不法労働も女性と勤労と話した。それが重要なトピックだ、特に労働力における

差別と女性の問題と思った。そのために、自分の調査中にニュース記事など、国際情勢の

環境省から資源を使用した。 

私は保護法の欠如について特に心配していた。W. Herbert によると、人けん局に向

けることができるし、人権委員会に向けることができるしする。人権局は「雪辱」や「警

告」を発行する力だけを持って、対策を是正がないとしめしている。すなわち、この局は

罰する法力がない時、保護をもらうようになっている人に対して、法律は簡単に汚さられ

る。ケースの訴訟は人気がない、とくに批判、屈辱と恥ずかしさの心配、について日本人

大学生と話したいんでした。そうですけど、労働における差別などは興味がないと、新し

い労働者の保護運動を生み出しないと思う。 

しかしながら、学生の興味の欠如にもかかわらず、その 3K 仕事と労働者の関係は面

白いであることが判明した。全体として、この授業は面白かったけど、新しい情報、とく

にインターカルチャーリズム理論、21 世紀年代の外国人と日本人の関係をあまり集まら

なかった。私も自分の意見を共有する機会が欲しかった。多分留学生の考え方も面白いで

す。他人に手を差し伸べるしてみてください。日本語の能力が弱い時も。もちろん、それ

は留学生の二つ、三つ、たぶん四つの言語だからもっと忍耐と理解は参考にされていると

思う。 

 

プレゼンテーション中使用されたリソース： 

1. http://www.japantimes.co.jp/community/2014/06/18/voices/japans-immigration-

principle-looking-solid-ever/#.VbmCD2Ttmkp 

2. http://www.immi-moj.go.jp/index.html 

3. http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/ 

4. http://www.city.shinjuku.lg.jp/foreign/english/guide/shigoto/shigoto_5.html 

5. Latin Americans of Japanese Origin (Nikkeijin) Working in Japan: A Survey, 

Goto J., World Bank Publications, 2007, p. 13-15. 

6. Foreign Workers and Law Enforcement in Japan, Herbert W., Routledge, Business 

& Economics, 2010, p. 59-128, 209-222. 

7. Migrant Workers in Japan, Komai H., Paul K., Blackwell, 1995. 

8. Diversity in Japanese Culture, Maher J., Routledge, 1995. 

9. Women in Motion: Globalization, State Policies, and Labour Migration in Asia, 

Oishi N., Stanford University Press, 2005.  

 

 

沖縄の問題 

http://www.japantimes.co.jp/community/2014/06/18/voices/japans-immigration-principle-looking-solid-ever/#.VbmCD2Ttmkp
http://www.japantimes.co.jp/community/2014/06/18/voices/japans-immigration-principle-looking-solid-ever/#.VbmCD2Ttmkp
http://www.immi-moj.go.jp/index.html
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/
http://www.city.shinjuku.lg.jp/foreign/english/guide/shigoto/shigoto_5.html
https://www.google.pl/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:
https://www.google.pl/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:


さっき、授業中に沖縄に問題ことについてドキュメンタリー映画を見た。第二次世界大戦

の終わりからアメリカの軍事基地は日本の諸島に、特に沖縄、設立された。このような基

地は、日本、ドイツなどに、現代まで機能し続けた。このドキュメンタリーによると在日

米軍は、日本国内に駐留するアメリカ軍の総称である。これは、アメリカと日本政府との

間の合意に基づいていた。今年に 100000 以上民間および軍事要員が沖縄の米軍基地に常

駐していると推定される。年間の問題は、広く国民の間に議論されてきた。多くの日本人

は、米軍と日本の自衛隊間の緊密な協力のセキュリティにありがたいんです。でも、ほと

んどの沖縄の人は沖縄に海兵隊の存在が必要ではないと感じている。彼らは米軍基地の数

が沖縄土壌（62％）には大きすぎると思う。彼らは沖縄に基地がほしくない。このドキュ

メンタリーその考え方が強かったと思う。 

私は他の国で非常に多くの苦情がないことに驚いていた。ドイツとイタリアにこの米軍基

地があってけど、その国に経済性と安全性は、軍事基地に隣の都市で強化していた。ポー

ランドもロシア侵攻の恐れで米軍事基地を望んでいた。日本だけは米軍事基地の近くとこ

ろに問題があるようです。問題は、米日の戦後の関係にある世思う。欧米の文化が似てい

るが、洋文化と日本文化が異なっている。そして、戦後、アメリカ人は占領軍として日本

に入った、プライド気持ちで満たされた。ヨーロッパにこんなことはむりだった。この感

情が続けば、現在でも問題を引き起こす可能性がある。軍人は日本人と沖縄県民を尊重し

ていない場合、それは受け入れられない。それは恨みの強い感情を引き起こす可能性があ

る。軍事基地の担当者はいつもゲストのように作用すべきである。両政府は慎重に軍事協

力に近づく必要である。 

さらに、地域住民の快適さのために、米軍事基地を小さくする必要があると思う。軍事基

地は、国を守るために発生した。彼らはまた、地域住民の安全性を保護する必要がある。

このドキューメンタリにはそんなことを見えなかった気持がある。 

 

 

朝鮮学校無償化問題について 

 

 

朝鮮学校が無償化を認められないのは、彼らが思想的に特殊な教育をしているから当然

なのではないかという考えが以前の僕の考えでした。しかし、実際に朝鮮大学校に行き、

在日朝鮮人の存在自体日本が大きく関わっていることを知ったり、同級生に朝鮮学校無償

化に関して、裁判を起こした話を聞いたりして、そのように簡単に解釈できる問題ではな

いのではないかと思い、朝鮮学校無償化問題に関して調べることにし、それを発表しまし

た。発表の感想として、問題点をきちんと発表し、自分の考えをまとめられているという

評価をいただいた一方で、偏った考えではないのかという意見をいただきました。後者の

ような意見を持たせてしまった理由としては朝鮮民族側からの意見を深く知りたいと思

い。朝鮮学校の友人や、朝鮮民族として朝鮮学校無償化を求めている団体から多く情報を

集めたという点にあると考えました。今回のレポートでは、日本側の見解を調べ直し、よ

り中立的な立場で見解を述べることにしました。 



 朝鮮学校無償化問題の発端は 2010 年鳩山民主党政権の「高校無償化制度」によって他

の公立学校と同じように一度は無償化が認められました。しかし、すぐに除外が計画され

２０１２年に無償化から朝鮮学校は除外されました。高校無償化は、「日本の社会全体で

広く学びを支える」という理念から、高校段階に該当する外国人学校の生徒についても私

立高と同額を支給する考えで、すでに予算も組まれていました。そして、ここでは他の民

族学校も無償化が認められました。しかし、2010年 3月 12日の朝日新聞の記事によると、

鳩山内閣は「高校無償化」をめぐり、全国の朝鮮学校を制度の対象から除外する方針を固

めました。理由は、拉致問題が解決しないことから閣内にも除外を求める声があるという

政治的理由。また、日本の高校に準じた教育が行われていることを確認できる国同士の正

式なルートがないというカリキュラム上を確認するというルートの理由です。これらによ

って他の学校と同等に扱うことはできないと判断しました。論点としては「客観的に（日

本の）高校の課程に類すると言えるか、ということになる。何らかの客観的な基準を作る

ことが必要だ」「ある程度時間がかかるんじゃないか」と述べました。12年にも、下村文

部科学省大臣が「思想教育を行う朝鮮学校に国民の血税を投入することが大きな問題」と

いう理由を述べました。その他にも、鳩山内閣と同じ意見である「教育カリキュラムが確

認しがたい」という理由も上がりました。そしてその年に正式に除外されることになり、

それ以来、2015年現在も朝鮮学校の無償化は認められていません。 

文科省として、省令には「母国の教育法制の中で、高校に相当する学校だと位置づけら

れていること」「外交ルートを通じてそれを本国に問い合わせることが可能であること」

という内容の規定を設ける案もでていました。しかし、この案に従えば、国交がない北朝

鮮（朝鮮民主主義人民共和国）は自動的に対象から除外されることになる。（青池学、見

市紀世子）という反対意見を見せていたそうで、問題解決に対しては、文部科学省には「教

育内容を客観的にチェックする第三者機関を設け、そこで認められたら除外を解除できる

ようにしてはどうか」という案もあり、「永久除外」にはならない可能性もある。だが、

その場合でも実現には時間が必要である。と消極的ではありながらも、問題解決に向けて

無関心ではなく問題解決を図ろうとする動きもあるそうです。 

問題に上がっているカリキュラムの問題ではないという反論があり、理由として、大き

な 2点がある。一点目は、文部科学省に朝鮮学校の中でも高等学校と同程度と認められて

いる一条校が朝鮮学校にも数校存在する点。2 つ目は現在、朝鮮学校の高級（高校のカテ

ゴリー）の卒業者に大学受験の資格を与えている学校の多くは私立大学がほとんどであっ

たが国公立大学にも広がっているという点。これらの点から国と文部科学省はカリキュラ

ムを確認できるはずだという反論がある。九州大学を例にとると、受験案内に「受験資格

審査の対象者は，高等学校段階を有する外国人学校を卒業した者又は卒業見込みの者とし

ます。ただし，これら以外の者であっても，各種の学校などでの学習歴及び社会での実務

経験等が，高等学校卒業と同等以上であることを客観的に確認できるものについては，受

験資格審査の対象とします。」とカリキュラムが確認できれば、民族学校に関しても一般

の高等学校と同じように受験資格を認めている方針が確認できた。また、補足として「北

海道朝鮮初中高級学校、東北朝鮮初中高級学校、茨城朝鮮初中高級学校、東京朝鮮中高級

学校、神奈川朝鮮中高級学校、愛知朝鮮中高級学校、京都朝鮮中高級学校、大阪朝鮮高級

学校、神戸朝鮮高級学校、広島朝鮮初中高級学校、山口朝鮮高級学校、九州朝鮮中高級学

校 の 12 校に関しては、高等学校の過程と同程度のカリキュラムがあることを認知済み

であるので入学試験を受ける上で確認は特別な確認は必要が無いということを示してい

ました。 

これらを踏まえて、カリキュラムを確認できない状況とはいいがたく、思想面に関して

も他の民族学校が無償化を認められているため理由になっていないので政治的理由が大

きいという意見が朝鮮民族や海外からの意見にあります。実際に国連の人種差別撤廃委員

会は、2012年年３月１６日に発表した「対日審査報告書」の中で、「子どもの教育に差別

的な影響を与える行為」として懸念を表明しました。私はこれらのこと、また教育は平等

に受ける権利があるという意見から朝鮮学校無償化には賛成です。思想の問題、カリキュ

ラムの問題があると調べる以前は考えていましたが、国公立大学の姿勢や他の民族学校の

無償化の認められていることなどを考慮して、無償化は自然な流れだと考えました。文部



科学省には動きがあることが分かりましたが、世論的にも、地域的にも朝鮮学校民族化に

向けた日本人の姿勢は十分でないと朝鮮学校の友人の話から分かりました。彼の話や無償

化に対する団体が多く存在することから朝鮮民族が積極的に無償化に向けて働きかけて

いることがあることが分かった、一方で、関心を持たない日本人、また民族学校への支援

金を打ち切る自治体も増えている日本の現状があります。私はこの朝鮮学校の無償化問題

は、在日朝鮮人だけの問題ではないと思います。国際的にも人権侵害と警告された通り、

日本における差別問題であります。日本人も当事者として立ち向かうべきです。そうして、

朝鮮民族だけの問題ではなく、日本人自身の問題であることを社会に伝えていくことが出

来れば問題解決の一部分にでもなれるのではないかと思います。 
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：九州大学 http://www.kyushu-u.ac.jp/entrance/examination/shikakuyoko.php 

 

 

授業全体の感想 

 

この授業を通して、私が一番多文化社会を築いていく上で大切にしたいと思ったことは、

「親近性」です。堀口さんからのろう文化のお話、朝鮮大学校、ブラジル人街の見学を通

して、当事者から話を聞いたり、友達になったりすることを通して、文化の存在を強く感

じ、親近感を感じ、文化を受け入れる心や更に理解しようとする姿勢が生まれたと思いま

す。 

 朝鮮大学校の感想文にも書きましたが、私は小学校 4年生時に、サッカー中継を見てい

ると、速報で北朝鮮から日本に向けてテポドンが発射されたということを知り、恐怖でお

びえたことを覚えています。それ以来、日米間での国際交流の経験により政治とその国に

ルーツがある人とはほとんど関係がないという自分の中での考えはありましたが、実際に

交流する機会がないため、北朝鮮に対しては怖いイメージしかありませんでしたし、在日

朝鮮人の問題に関しても興味を持つことがありませんでした。 

 しかし、いざ朝鮮大学校に見学に行き、朝鮮人の同級生と触れ合ってみると、それまで

の北朝鮮に対する怖いイメージや無関心だった自分は、変わりました。彼らと触れ合うこ

とで、朝鮮の文化は自分とは全く関係のない文化ではなく、友人の大切な文化であること

を感じ親近感が湧き、朝鮮の文化を理解しようとする心や在日朝鮮人問題の本質ときちん

と向き合おうとする姿勢が生まれたと思います。 

 今現在、インターネット、テレビなどのメディアが急速に発展し、世界中の情報が瞬時

にどこにいても得られるような社会になりました。しかし、ネット上での文化間の摩擦が

後を絶ちません。私は、メディアを通しての文化交流は相手の顔の表情を通しての交流で

はないため、リアリティに欠け、相手の気持ちに配慮することが難しくなったことが一つ

の理由だと考えます。実際に在日朝鮮人に対するヘイトスピーチはインターネットの 2チ

ャンネルで過激化した思想が実際の現場に現れたものだといわれています。私は、この授

業をと通して、人と人との交流の中で実際に異文化と触れ合うことで、異文化を持つ人た

ちに親近感を感じ、大切にしようとする心が育まれたと思います。このような、メディア

社会の問題を解決するためにも、私は実際に異文化をもつ人たちと実際にふれあいの機会

を作ることで親近感を持たせ、異文化を大切にしようとするこころを育むことでこの問題

に対する解決策の一つになるのではないかと思います。 

 異文化間の問題は、僕は人と人との関わりの拡大図だと思っています。たとえ同じ文化

圏に属していたとしても人は多くの共通点を持ち、多くの違いを持ちます。異文化間では

違いの比率が多いという違いだけです。実際に人と人とが触れ合う中で、違いに対して困

http://mushouka.aichi.jp/reports
http://mushouka.aichi.jp/reports
http://mushouka.aichi.jp/reports
http://www.mext.go.jp/
http://www.mext.go.jp/
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ってしまうは誰にでもあると思います。その時に共通点を知り、親近感を感じることで、

自分と同じ大切にすべきものという考えを持つことが出来やすいのではないかと思いま

す。身近なところから異文化理解は始まっていると思います。しかし、異文化間では直接

の交流する機会を得ることが難しいです。岡先生のように機会を作る努力をしていって、

違いが多い異文化の中でも親近感を感じさせ、異文化理解の大きな一歩に繋げていきたい

と思います。 

 

 


