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  最終発表の内容  ～世界の貧困の状況について～ 

 

・現在、３秒に１人が貧困のために命を落としている 

  基礎的な医療サービスを受けられないことなどにより、途上国では年間 880 万人の子

供の命が失われている 

 

・現在、世界には約８憶７千万人の人が飢えに苦しんでいる 

  割合は８人に１人で、世界の死亡原因の第１位は「飢餓」だと言われている 

  栄養不足で体が弱ると抵抗力がなくなり、下痢や風で命を落としてしまう。 

  必要な食べ物を食べられず、脳に障害が残ったり、失明してしまう子供もいる。 

  例）シンナーが食事？ 

    貧困国では子供がシンナーを吸っている。シンナーを吸うと神経がマヒしてお腹

が空っぽでも何も感じなくなる。シンナー中毒は非常に恐ろしく、歯はボロボロに

なりよだれを垂らしながらぴくぴくけいれんして死んでいく。 

 

・現在、世界では７億８千万人の人が安全な水を飲めていない 

  この数字は日本人口の約６倍以上、アメリカの人口の２倍以上である。 

  貧困国では多くの子供が下痢で死んでいる。 

 

・世界の成人のおよそ 6 人に１人は読み書きができない 

  途上国の大人で文字が読めない人数は８億 7000 万人で、そのうちの３分の２が女性。 

  日本の識字率が１００％なのに対し、途上国平均は７６％で、特に識字率の低い国は 

マリ（１９％）、ニジェール（１４％）などである。 

 

・いまだに約 5800 万人の子供達が小学校に通えていない 

  5800 万人の 3 分の１が西部・中部アフリカ地域の子供達で、この地域は世界で最も就

学率が低く、４人に１人以上の子供が学校に通っていない。 

 

・世界中には１億 6800 万人の子供たちが児童労働で搾取されている 

  この数字は世界の子供の９人に１人の割合。 

カカオ農場で働く子供たちは、有害な農薬が散布された農場でマスクなど防具もつけ

ずに仕事をする 



・約 4500 万人が HIV で苦しんでおり、エイズ孤児が増えている 

  感染者の９５％が途上国の人で、8000 万人以上の人々がエイズにより毎日死亡してい

る。保険サービスや医療が十分ではなく、HIV 感染の検査をすることも、発病の

時期を引き延ばすこともこの病気の拡大を助長している。2025 年までにアフリカ

だけで 9000 万人がエイズ感染すると言われている。 

 

・世界では、毎日 1700 万人の子供たちがマラリアで命を落としている 

  マラリアにかかると高熱や嘔吐が続き、高い確率で意識障害や腎不全などを起こし、死

に至る。マラリアで死亡する子どもの８０％がサハラ以南のアフリカに集中し、今も 30

秒に１人の割合で子供がマラリアで命を落としている。 

 

このように世界では多くの人が貧困で苦しんでいる。 

このような貧困に対して世界ではどのような支援・対策が行われているのだろうか？ 

 

質問・コメントを踏まえた反省 

 

・文章が長くわかりづらかった、少し早い、という意見があったので、もう少しパワポの文 

量を減らして特に重要なことだけを書けば、端的に伝わりやすかったのではないかと思っ 

た 

 

・パワポの内容をそのまま読むのではなく自分で補足しながら進めたほうが良い、アイコン 

タクトがあまりなかったという意見があったので、上記と同様にパワポの文量を減らして、 

口頭で説明すれば、アイコンタクトも増え、身振り手ぶりで伝わりやすいプレゼンになっ 

たのではないかと思った 

 

・もう少し発表の時の声に抑揚などをつけて、伝わりやすく工夫すべきだった 

 

・データの出典を各ページごとに記載すべきだった 

 

・最終発表の発表構成・スタイルをいまいち理解しておらず、ただ事実を述べるだけになっ 

てしまった。みんなのように、自分１人だけで事実、対策、自分の意見・まとめなど大まか 

にまとめておくべきだった。 

 

・やはり身振り手振りと視線の項目であまり評価が良くないので、それを踏まえてこれから

の授業などのプレゼンで練習していきたい。 

 



授業全体の振り返り 

 

この授業の内容は、自分にとってとても興味深いものばかりだった。 

課外授業が多くあるだけでなく、毎回の授業の話題も自分にとても興味がある内容だった 

ので、探究心をもって授業に参加できた。 

 

留学生にとっては日本人学生が少なく少し物足りなかったかもしれないが、私にとっては 

多くの留学生と交流できる場だったので、多くの留学生の友達もできたし、多くの多文化を 

知ることができてとても勉強になった。 

また授業で議論が行われた際も、異なる文化や価値観を持った人と話し合うことができ、自 

分にとって貴重な異文化体験ができた。自分についてのアイデンティティについても考え 

ることができたり、人にとってのアイデンティティの大切さなども感じることができた。 

 

異文化と言っても海外の文化だけでなく、ろう文化という文化についても知ることができ 

て、普段なかなかできない勉強をすることができた。資料などを通してではなく、実際ろう 

文化を持つ方が講演に来てくださり、ろう文化についてより詳しく学ぶことができた。 

 

私が国際教育という学科を受験したのは、在日外国人の教育に興味があったからというこ 

とも理由の一つである。この授業で在日朝鮮人学校やブラジル人学校に行くことができた 

が、生徒や先生方の生の声を聴いたり、学校の教育状況や学校の雰囲気を実際に見たり感じ 

たりしたことで、その学校での多くの苦悩面、歴史的背景が現在にもたらす影響、彼らの偏 

見や差別との闘いなどを知ることができ、もう一度外国人児童教育について歴史的な世 

界の問題についてなど様々なことに対して自分が考えるきっかけを与えてれた。 

 

また国際交流合宿でも普段授業で会ったことのない留学生と交流することができ、とても 

嬉しかったし勉強になった。留学生の人は日本語も上手な上、英語も当たり前のように話す 

ことができて、私も多言語の勉強を頑張らなければ、、と刺激を受けた。 

プレゼンでも中国の民族舞踊を踊ってくれたり、各国の文化の紹介をしてくれてとても自 

分にとって勉強になった。 

 

この授業全体を振り返ってみると、この春学期で非常に多くのことを学ぶことができ、刺激 

を受けた。少なからず自分の価値観や考え方が変わったし、視野が広くなったと思う。この 

ような体験がこれからの４年間でより多くあるように、自ら積極的に参加・行動していきた 

い。そしてそれらから学んだことを生かして、将来の職業選択、将来の自分の生活に生かし 

ていきたい。 

 



 

最終レポート 

＜貧困の支援・対策＞ 

1 子どもの貧困を救うため 

例）①NGO … お金や物の提供だけでなく、子どもの健やかな成長のために必要な環境を

整えている 

         ➡保健衛生の改善、教育機会の拡充、生計向上 

   ②公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン 

        … 経済的な困難を抱える子どもたちに対して、塾や習い事、体験活動等

で利用できる学校外教育バウチャーを提供している 

    ③UNICEF … すべての子供たちの権利が守られる世界を実現するために、世界

150 以上の国と地域で、保健、栄養、水・衛生、教育、HIV/エイズ、保護、

緊急支援、アドボカシ―（政策提言）などの活動を実施している 

    ④JICA 

2 JICA 

上記の４つの中から、私は JICA について取り上げる。 

2.1 JICAの活動内容 

①無償資金協力・技術協力 ➡ 橋、病院、学校の建設 

②有償資金協力       ➡ 電気、ガス、通信などのインフラ整備 

③海外ボランティア派遣 

 

2.2 海外ボランティア派遣の職種 

①計画・行政      … コミュニティ開発、コンピュータ技術 

②商業・観光      … 品質管理、マーケティング、観光 

③公共・公益事業   … 都市計画、上水道、測量、土木、電気通信 

④人的資源      … PC インストラクター、環境教育、幼児教育、日本語教育、音楽、

体育、視聴覚教育 

⑤農林水産        … 稲作栽培、野菜栽培、土壌肥料、家畜飼育 

⑥保健・医療      … 看護師、助産師、保健師、作業療法士、栄養士、公共衛生 



⑦鉱工業                   … 工作機械、電気・電子機器、溶接、自動車整備 

⑧社会福祉              … ソーシャルワーカ、障害児・者支援 

⑨エネルギー         … 電力 

 

私は実際に、今年の 4 月に JICA の説明会に行った。 

そこで、キルギスでコミュニティ開発に携わっていた、北島さんという方にお話を伺った。 

キルギスでは、生産者の代表団体の運営サポートや、地域の社会福祉施設と連携したお店の

紙袋作りなどを行っていたそうだ。 

コミュニティ開発とは、言葉だけ聞いても分からないし、それがどう支援ということと繋が

るのか分からなかった。 

しかしお話を伺って、特別なスキルを必要としないことなのだと思った。 

私は何も知らずに説明会に行ったのだが、他にも、例えば子供たちに卓球を教えたり、日本

の文化として和太鼓を教えたり、私たちが普段趣味として行っていることも生かせるのだ

と思った。 

青年海外協力隊というと少し身構えてしまっている部分もあったが、何も取り柄がないと

思っている人でも、途上国のために貢献したい、支援したい、という気持ちさえあれば、協

力できるし、それが一番大事なのだと思う。 

また、青年海外協力隊として活動した人の体験談のパンフレットを見ても、何かしら教育に

携わっている人が多い。 

確かに、例えば食料を供給したとしても、それは一時的に貧困を救うことにしかならない。 

今の世代だけではなくて、次世代のためにも教育は大事なのだと思った。 

そして、私たちが普段受けている教育も今の自分たちのためだけではなく、未来の世代に通

じているのかと考えさせられた。 

 

＜この授業を終えて＞ 

私はこの授業を終えて、自分自身の視野を広げたり、異なる価値観について学んだりする

ことができた良い機会になったと思う。 

特に、それはこの授業に留学生の方が参加しているということを通して感じた。 

これまで私は本当に外国人の方と関わったことがない。外国へ行ったこともなければ、もし

かしたら中学校の時の英語の ALT の方が、最後に私が関わった外国人の方かもしれない。 

しかし、この授業を通じて様々な方と交流することができ、そして授業以外でも校内で会う

と話をするようになった。 

中国や韓国、ドイツ、ベトナムなど様々な国籍の方がいるが、私が持っていたその国に対す

るイメージと現実が違い、実際のことを知ることができた。 

例えば、私は中国に対して、多くの民族があり、チベットやウイグル自治区では民族運動が

盛んというイメージがあった。 



しかし、実際に中国人の方の話を聞いて、あまり民族を意識することはないと知った。 

その方が漢民族だからかもしれないが、私はとても驚いた。 

このように実際にその国や人について知るためには、直接交流し、そして自分からも発信す

ることが大事なのだと思った。 

また、朝鮮大学校訪問やブラジル人学校訪問も、異なる価値観や日本の教育の現状を知るこ

とができ、とても良い経験になった。 

 

半期ありがとうございました！ 

 

 

多文化共修 A最終発表レポート 

国際結婚家庭の教育問題 

 

Ⅰ．国際結婚の現状と問題の所在 

国籍を異にする者の結婚-国際結婚は一定の割合を占めている。1873年、法律上初めて行

われた国際結婚は 1980年 年代に入り、多数行われるようになった。フィリピン人女性や

中国人女性等との「お見合いツアー」が多数行われ、バブル景気崩壊後も国際結婚は増加

基調にあった。1980 年総結婚数の 0.9％を占めていた国際結婚は 2010年 4.3％まで大幅に

増加している。多様な文化的背景を持つ人たちは日本社会の一部となっている。しかし文

化や言葉などの違いによって結婚生活に悩みを抱えている場合もある。特に、子どもの生

活は親に頼るところが多く、他人とは違う結婚生活の不安は子供にも直結する。多様な文

化的背景を持つ子供の生活・教育のために、国際結婚家庭の問題や改善点について考える

必要があると思われる。 

 

Ⅱ． 子供の成長に伴う国際結婚家庭の問題 

1．【幼少期-子供の連れ去り問題】 

1)高い離婚率 

国際結婚したカップルの 1 年間の離婚件数は 2013 年 1 万 5196 組。毎年 2 万組以上の国際

結婚カップルが生まれる一方で、その 7割に相当する数のカップルが離婚している。日本人

同士のカップルと比較しても倍近い比率である。このような国際離婚によって子供は住み

なれた場所から強制的に離れてしまうともある。離婚した夫婦の一人が子供を自分の国に

連れ去ってしまうことが問題になり、特に離婚した母の日本への子の連れ去りが国際問題

化している。 

 

2)ハーグ条約 

ハーグ条約とは、このような子供の不法な連れ去りを防ぐための条約である。ハーグ条約は



両親の離婚などによって生じる「子どもの国境を越えた移動」そのものが子どもの利益に反

するもとして捉えており、子は以前住んでいた国へ帰還するのが原則になっている。海外で

国際結婚した日本人が離婚後に子供を日本へ連れ去るケースが相次いでいて、違法的に日

本へ連れ去られた子供たちは成長や教育の面において不安な立場にいる。 

 

3)バイリンガル教育に関するトラブル 

離婚など生活に直接かかわること以外にも、国際結婚の家庭で育つ子供は同じ国籍同志の

家庭の子供とは違う悩みを抱える場合がある。共通的な悩みとして、言語教育とアイデンテ

ィティーの問題がある。家で使うメイン言語を何にするか。これは同じ国籍の家庭では見ら

れない悩みである。居住地の言語を取る場合、将来もそこで暮らすか、そこで身に着けた言

語を活かすかが重要になる。親の言語を取る場合は、親が一番慣れている言語で子供と話す

ことでき、幼い子供との円滑なコミュニケーションができるという長所がある。しかしこの

場合も、配偶者の国の言語にするか、自分の国の言語にするかを話し合い、決めなければな

らない。 

二つの言語を自由に駆使できることを「バイリンガル」という。国際結婚家庭の子供は、多

様な文化に触れあう機会が多く、二つ以上の言語習得に有利である。家庭の文化的多様性を

活かして、子どもをバイリンガルに育てたいという気持ちは親として当然なことだろう。し

かし無理に教えようとしては、子供がどちらも完璧に話せない「セミリンガル」になる危険

もある。だからこそ今子供の言語能力がどれほど発達したか確認し、発達に合わせた教育が

必要とされている。国際結婚家庭の子供の言語教育にはまず夫婦のコミュニケーション、そ

して 教育における親の高い意識が重要だと思われる。 

 

2．【青少年期―言語・アイデンティティー】 

今まで二つの言葉を使っていた子供でも一つの言葉しかしゃべらなくなる時期がある。親

のもとから社会へ、学校へ進んだ子供が友達に合わせて「みんなと同じ」になりたいと思う

時期は、マイノリティー言語を話さなくなるというのはごく自然なことである。子供はそこ

に自分のアイデンティティーを感じているのかもしれない。 

正しいバイリンガル教育のためには自分が所属する国の人間としての自信と、複数の異な

る文化やコミュニティに所属するという充実感が必要である。バイリンガルになれるかど

うかは、 語学だけではなく『アイデンティティー』が関わる難問である。アイデンティテ

ィーは、語学とちがって、レッスンでは身に付かない。多様な文化的背景をもつ子供は日本

人家庭で育った子供とは言語能力に差があり、アイデンティティーにも違いがある。生まれ

ながら持つ多様性を守りながら日本で暮らすためには無理に周りに合わせるのではなく、

親と子供の円滑なコミュニケーションが重要だと思われる。 

 

Ⅲ.授業の感想 



日本人学生と留学生が一緒に受ける授業で、チーム発表や活動で異文化に触れる良い機会

となった。様々なテーマについてのそれぞれの考えを交わす場面が多かったことが良かっ

た。他の授業ではなかなかできない、深い意見交換ができた。そして野外活動を通して他の

学生と自然と交流することもできた。留学の長所をいかした、場所とテーマにとらわれない

自由な授業を受けることができたと思う。 

 

 

多文化共生科目 A 最終レポート                 

 

○最終発表レポート 

 最終レポートのテーマとして、「外国に関わる子供の教育問題」を設定した。私はその中

で、日本で暮らし日本の公立学校で教育を受ける、外国に関わる子供たちについて調べた。

以下その調べた内容をまとめ記述していく。 

 まず日本の公立学校に、外国人児童生徒が一体どれほどの人数在籍しているのだろう。

その数は 73,289人である（平成 26年 文部科学省「学校基本調査」より）。またこのう

ちで、日本語教育が必要な児童生徒の人数はどれだけいるのだろうか。そもそも日本語教

育が必要な児童生徒の定義とは何なのか。文部科学省は、一つ目に日本語で日常会話は十

分にできない児童生徒、二つ目に日常会話ができても、学年相当の学習言語が不足し、学

習活動への参加に支障がある児童生徒のことと定義している。日本の公立学校に在籍して

いる外国人児童生徒のうちで、外国籍児童生徒で 29,198 人、日本籍児童生徒で 7,897 人

が、日本語教育が必要とされている（平成 26 年 文部科学省「日本語教育が必要な外国

人児童生徒の受け入れに関する調査」より）。実に 37,095 人、割合にすると訳 50％の児

童生徒が、日本語教育を必要としているのが現状である。この現状について知りどう思う

だろうか。この外国人児童生徒たちへの教育問題は看過することのできない問題だと私は

考える。だからこそ、今外国人を含めた、子供たちへの教育について考えていく必要があ

るのだ。 

 外国人児童生徒への教育と聞いて真っ先に思い浮かぶことが 2 つあるだろう。1 つ目が

言語、２つめが文化・習慣だ。言語教育（この場合日本語教育）をするに際し多くの障害

が生じる。例えば、漢字や文法、それに加えて言葉のニュアンスから日常会話・学術的な

言葉も教えていかなければならない。さらにはその子供だけでなく、親に対しての日本語

教育をかかすことはできないだろう。次に文化・習慣を教えるに際して生じる障害は、宗

教からくる価値観の違いが挙げられる。他にも学校での決まりごとや地域・国で決まって

いる規則や法律は、必ずしもその子供の出身国と一緒であるとは限らない。しかし、一度

身についた習慣や価値観はそう簡単には変わらない。そもそも、これらの教育は外国人児

童生徒を「日本人と同じように暮らしていけるようにする」ための教育だ。外国人児童生



徒への教育の最終目標は、日本人と同じように暮らせるよう指導することなのか。それは

違う。というのも、外国人児童生徒それぞれがもつ自国のアイデンティティーを否定しか

ねないし、自国の言語や文化・習慣は自分のアイデンティティーとして大切にするべきっ

ものだからである。そこでよく言われるのが、異文化理解や多文化共生を教える教育であ

る。それらは他人を理解し受け入れていけるように児童生徒を教育することや他人を尊重

していけることを目指す教育だ。こうしたことができるようになれば、たとえ日本の学校

に外国人児童生徒がいたとしてもうまく過ごしていくことが可能になる。だから、外国人

児童生徒だけでなく日本人児童生徒も異文化理解・多文化共生ができるよう指導していく

が重要である。 

 しかし、口では簡単に「異文化理解」や「多文化共生」と言えるが、それを実行してい

くのは簡単なことではない。短期間の異文化交流などでは異文化に対して寛容にもなれる

が、クラスが同じなどの長期間の交流になると、どうしても受け入れられないこともある

はずだ。人間なのでそれは当然でさけられないことだろう。だからこそ、他人に対してい

い意味で無関心になることが重要である、と私は考える。他人に無関心になる、と聞くと

いいイメージは浮かばないかもしれないが、ここで言ういい意味での無関心なるとは「確

固たる自分を確立する」ということだ。自分は自分だと強く思うことができれば、例え受

け入れがたい異文化に出会ったときも、「自分はそうだけど、そういうものもあるのか」

と相手を受け入れることができるのだ。言い換えれば、他人からの影響を受けすぎないと

いうことだ。 

 私は、外国人児童生徒さらには日本人児童生徒に対しても必要な教育は「自己を確立さ

せる」ような指導をしていくことだと考える。もっとも自己が確立するような指導を限ら

れた時間のなかで行っていくのは難しいことだろう。だから少ない時間の中で、「自己を

見つめなおす機会」を児童生徒に提供していくことが大事である。これからは、単に勉強

を教えるのではなく幅広いことを教えていくことが必要である、と考える。 

 

○発表の反省 

 今回の発表を通して、自身の考えていることを伝えることの難しさだ。自分が伝えたい

ことをどう表現したらわかりやすいか、どうしゃべったらよいかなど様々なことを考えて

今回の発表に臨んだ。しかし、いざ発表してみると想像していたよりもずっと難しくて苦

労した。特に印象に残ってるのが、少し表現を省きすぎて聞いている人に誤解を招く恐れ

がある箇所があったということだ。自分が考えていることを確実に伝えるためには「この

くらいでいいか」というところをなくして丁寧に、親切に語る必要があると感じた。 

 また、今回はグループとしての発表だったが、事前の意思疎通がうまくできなくてグル

ープメンバーのスライドが見せられないという事故があった。そういったことは今後なく

していかなければならないと強く痛感した。今回の発表を、次からの発表にいかしていき

たい。 



 

○授業全体の振り返り 

 授業全体を通して、たくさんの留学生と交流ができたし、他にも外部の方からの講義も

聞くことができ、すべての授業が自分にとって有意義なものであった。異文化理解・多文

化共生というテーマの実現は決して簡単なものではない。しかしそれを目指すためのきっ

かけや手がかりを今回の授業を通して感じることができた。特に印象に残っているのが、

「ろう文化」の講義だ。手話は言語的少数者ということを聞いて、今までにまったくない

考え方だったのですごく印象に残っている。こうした貴重な話をきけたことが自分にとっ

て一番良いこととなりました。前期期間の間ありがとうございました。 

 

 

多文化共修科目Ａ      

異文化理解コンミュ二ケーション 

学期末のレポート 

 

無国籍について 

無国籍者は、読んで字のごとく国籍を持たない人、どの国からも国民と認められていない

人をさします。無国籍者は、大きく二つのタイプに分けられます。ひとつは、「法律上の

無国籍者（de jure stateless person）」で、もうひとつが「事実上の無国籍者 (de facto 

stateless person)」です。 

法律上の無国籍者 

1954年の「無国籍者の地位に関する条約」第１条第1項では、「『無国籍者』とは、その国

の法律の適用により、いずれの国によっても国民と認められていないものをいう」と規定

しています。 

人は、通常生まれた時点で、父または母の国籍国の法律、または出生地国の法律により、

自動的に国籍が決まりますが、なかには諸事情によりいずれの国籍も与えられない/取得で

きない人がいます。また、なんらかの事情で国籍を失う人もいます。こうした人々が、

「法律上の無国籍者」にあたります。 

法律上の無国籍者の例としては以下のようなケースがあります。 

国際結婚後、夫の国籍に変更したが、離婚した際に国籍回復の手続きミスで無国籍になっ



てしまった。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。 

 事実上の無国籍者 

法的にはいずれかの国籍を持っているのですが、国民として享受しうるはずの権利や保護

を当該国籍国から受けられないでいる人々をさします。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場合、その人は「事実上の無国籍

者」となります。 

事実上の無国籍者の例としては以下のようなケースがあります。 

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。 

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。法

律上の無国籍者」と「事実上の無国籍者」の線引きは、ときに極めて曖昧となり、はっき

り区別できないこともあります。しかし、いずれの国家からも、国民としての保護や権利

を与えられずにいる点で共通しています。 

日本で生まれ育ちながら、国籍がない人が日本には少なからずいます。一人は日本人

として生まれ、皇太子と結婚したために、国籍がなくなり、基本的人権も奪われている雅

子さん。『プリンセス・マサコ』には彼女が人間としてまっとうに生きる権利さえ奪われ

「男子の跡取りを生む」ことのみを強いられていることが克明に記されている。「加害者

は私たち日本人すべてである」の言葉に胸をつかれる思いだ。 

『無国籍』の著者・陳天璽（チンテンジ）さんは、中華民国国籍が日本政府に認めら

れなくなったある日「無国籍」となった。 

わたしの友人は戦前に「日本人」と結婚し、彼が「在日朝鮮人」だったために、敗戦後、

「無国籍」となった。 

友人のフィリピン女性の子どもは、いっしょに暮らしていた日本人男性に生前認知さ

れなかったために「無国籍」である。 

他の国の夫婦が子どもを日本で出産すると、日本は「血統主義」をとっているために、日

本国籍は与えられず、親の本国は「出生地主義」をとっているために、無事本国に届け出

ができなければ実質的な『無国籍」となる。 

沖縄では、１９８５年の改正国籍法の規定により、それ以前に、アメリカ人と結婚した女

性から生まれた子は、どこの国籍も取得できずに「無国籍」となった。アメリカ人を父と

する事実上の「無国籍児」も多い。 

日本では、それら「無国籍」の人たちは、いまだ見えない存在にされ日本社会から、

異質なものとして排除され続けている。子どものころから、「さまざまな異質な他者」を

差別し排除する日本という国に違和感を持ち続けているわたしは、「くに」ってなんだ？

「愛国心」ってなんだ？と問い続けている。 



 

感想文 

多文化共修クラスに入って良かったと思います。私は、留学生として、日本にいるわけ

です。実言うと、日本人が優しくて、親切で、日本社会も安全で、日本はとてもいい国と思

います。しかし、外国人としては、不便というか、不安なことがあります。例えば、生活の

中で、言いたいことは伝わないとか、今日本には外国人が増えていく、様々な異文化があっ

て、知っておかないといけません。 

中国語や韓国、インドやネパール、ドイツ、アメリカ、スウェーデン、本当に複雑な社

会になりました。だからこそ、それぞれの文化について、ちょっとでもわかった上で、異文

化理解しながら、コミュニケーションするわけです。 

このクラスに入って、中国人、韓国人、アフガニスタン人、スウェーデン人、台湾人、ベト

ナム人がいます。その国について、私は異文化を理解できるようになりました。本当に助か

りました。 

本文化にも、岡先生とゲストの話から日本人の気持ちをちょっとわかりました。そ

れに、アイデンティティもだいについて、私はすごく興味が持ちました。私は日本に来る前

に、アイデンティティなんか知らなくて、恥ずかしいです。しかし、色んな国の人がいるこ

のクラスの前には、自分はどこの人か、どんな人か、伝わないといけない。人は自分のこと

だけではなく、国の代表にもいつかなるかもしれません。だから、自分のアイデンティティ

は分かっておいた方がいいでしょう。 

課外活動は一番楽しかったです。直接、外国人の学校や店に行って、質問して、回

答もらったから、自分の体験にもなるし、きちんと不思議な異文化が答えてくれたから、本

当に役に立ちました。それにみんなが話すや一緒に買い物とかもやる機会になりましたか

ら、楽しかったです。日本人学生学生すぐないから、日本語の練習は十分できなかったが、

それでも楽しかったです。このクラスに入ってよかったと思います。 

 

無国籍問題 

2016/07/17 

 

私の発表の中心の無国籍者の生活現状をめぐり、生じる問題である。 

 

一.無国籍の定義 



国家と法的に繋がっておらず、国民としてどの国からも認められていない人々のことを

指す。国民として認められていないため、どこの国からも保護が受けられていないというこ

とである。 

日本に関して無国籍者は外国でいる残留日本人と日本に滞在無国籍者、二つの部分に分

け、日本に滞在無国籍者は難民と非難民二種類とする。 

 

二.フィリピン残留日本人 

第二次世界大戦の間、およそ３万人の日本人が、仕事を求めて渡っていた。しかし戦争が

始まると、多くが捕虜（日本兵隊に捕まえられた）となり、日本に強制送還させられた。太

平洋戦争では、日本と連合軍との戦闘で、１００万人を超えるフィリピン人が犠牲になって

いた。その戦争のさなか、フィリピンでは『抗日ゲリラ』が組織され、日本人の父親をもつ

子どもたち、残留日本人が攻撃の対象になった。迫害を恐れた残留日本人は、戦後、山奥な

どに身を隠して生きてきた。これまで３，５００人が名乗り出ただが、こうした『出生証明

書』など、父親が日本人である証拠を持っていて日本国籍を取得できたのは、わずか１７３

人である。 

多くの人が差別を恐れて、こうした出生証明書といった証拠を捨てていたため、日本国籍

を得られていない。そして今も、およそ１，２００人が『無国籍』のまま厳しい生活を続け

ている。 

残留日本人のロゼンド・アベは、終戦後、身の危険を感じ山奥へと逃げた。今も、電気や

水道がない生活を送っている。父が戻ってきたときに自分たちを見つけられるよう、日本姓

の「アベ」を使い続けてきた。学校に通うこともできず、開墾したわずかな農地で果物を育

て、暮らしてきた。ときには、道で拾ったものを食べて飢えをしのいだこともあったといっ

た。ロゼンドは、補償や日本への移住を求めているわけではないで日本国籍を得て日本に行

くことができれば、父が自分たちを見つけてくれるかもしれないと考えている。残留日本人

とその家族らから、早期の国籍取得に向けて取り組むよう求める２万７，０００人分の署名

が、日本政府に届けられた。政府は、側面から支援することを表明しました。日本の大使館

員が初めて立ち会い、聞き取り調査が行われた。父親が日本人であるとの証言を聞き取り、

国籍取得に必要な陳述書を作っていきた。調査で作成された『陳述書』は日本の裁判所に提

出されるが、今回、大使館が署名することでその信頼性が高まるとみられているしかし政府

は支援を表明したものの、あくまでも『側面から』としている。これに対してＮＰＯは、『民

間だけでは資金や人的リソースに限界がある、国が主体的に調査を行ってほしい』と求めて

きたが、かなわなかった。支援が迅速に進むとは言いがたい状況である。 

 

三.日本における難民自身の問題 

難民申請者の多くは、国民健康保険に入れない。そのため、医療費を払うことができず、

病院に行くことを我慢し、病気を悪化させてしまうケースが多くある。そして、難民の多く



は、日本での難民申請手続きについて、事前に情報を得てから、逃げてくるわけではない。 

長い審査期間を経て、難民認定や人道的配慮（人道的な理由から在留が認められること）

による在留資格を得ても、日々の生活が一変するわけではない。日本語の壁や、社会での差

別などから、希望する仕事に就くことも難しく、不安定な日々の状況は続いている。難民認

定を受け、最低限の生活保障と、迫害のおそれのある母国に送還される可能性がなくなるが、

認定を受け「生活が良くなった。将来に希望がみえてきた」と実感できる場面は決して多く

ある。 

 

四.難民認定の手続き 

日本で難民申請を希望する者は、法務省入国管理局に登録し、入国審査官による審査など

を経て条約難民として認定される。不認定の場合も異議申立てが認められ、その場合は難民

審査参与員を中心に再度審査される。異議の審査後、不認定の場合は裁判所による見直しを

求めることも可能である。 

条約難民として認定されると在留資格と法令の範囲内で権利と公共サービスの利用が認

められますが、認定されない場合でも、人道的配慮などによる一定の保護、例えば在留資格

と就労許可の付与、国民健康保険などのサービスを受けられるケースも増えている。 

一方で、難民申請の結果を待つ間、申請者の一部は適法に働くことができず、一部は生活・

住居費など政府による支援を受けざるを得ないでる。病気の際、まず医療費を自費でまかな

い、後日、支援機関による払い戻しを待たなければならないという厳しい現状がある。また

日本語学習プログラムの多くは難民認定された人のみを対象としていることなどから、難

民申請者の日本語を学習する機会も限られている。 

難民申請の結果、日本政府によって難民認定を受けた方には、更新可能な１～３年の定住

者としての在留資格が与えられる。難民と認められた方は国民健康保険加入を申請するこ

とができ、必要があれば市・区役所など通じて福祉支援を受けることができる。 

難民問題と聞くと、どこか遠くの外国での問題と思いがちだが、日本にも毎年難民が来てい

る。日本はこの条約に昭和 56年 10月 3日に加入していて、2014年度には 5000人が日本で

難民申請を行った。しかし実際に日本政府が難民として認定した人はわずか 11人であった。

難民としては認められなかったが、人道的な理由を配慮し在留を認められた人が他に 110人

いる。受け入れ後の条件はいいものの、受け入れに関しては積極的ではない。 

 

五.難民認定数の推移 

法務省の情報による、平成２７の難民認定申請者数は７，５８６人で，前年に比べ２，５

８６人増加し，過去最多であり、難民認定申請の処理数は３，８９８人で，前年に比べ７２

９人増加する。難民認定者数は２７人で，前年に比べ１６人増加。このほか，人道上の配慮

を理由に日本での在留を認めた者が７９人であり，これらを合わせると１０６人に対して

難民認定申請の結果，日本での在留が認められたこととなる。認定者の主な国籍は ，アフ



ガニスタン６人，シリア３人，エチオピア３人，スリランカ３人，エリトリア２人，ネパー

ル２人となっています。 また，難民と認定しなかったものの，人道上の配慮を理由に在留

を認めた者は７９人です。その主な国籍は，ミャンマー１２人，トルコ９人，パキスタン７

人，シリア６人，バングラデシュ６人となっています。これらを合わせて１０６人に対し，

難民認定申請の結果，日本での在留が認められたことになります。 

 

六.非難民の場合 

1.難民の定義の重要要素は、その者が迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある

恐怖を有することである。無国籍者であることは、必ずしも迫害を示唆するものではない。

無国籍者は出生国を離れことはない。その一方で、無国籍は強制移動の原因となることも多

い。 

Q 無国籍者は日本に住んではダメ？ 

A 在留資格のない無国籍者は、日本からの退去を強制されても行くところがある 

無期限で長期間にわたり収容される危険性がある在留資格がなければ、健康保険、年金、生

活保護などの社会保障が受けられない。新しい出入国管理政策によれば、在留資格のない無

国籍者には何ら身分証が発行されないため、透明人間という扱いを受けかねない 

 

Q 無国籍の子どもたちはどうなるの？ 

A 非正規滞在の外国人の母親から生まれた子どもは、母親が摘発や強制送還をおそれて、

どこにも出生届を出さないためにどこの国にも登録されず、無国籍状態に陥ることがあり

ます。 

 

２.日本に居住している外国人の場合、結婚する際に「独身証明書」の提出が求められる

が、無国籍状態の場合、どこの大使館からも独身証明書を出してもらうことができないその

ため、無国籍者の中には、法的に結婚することができず、事実婚状態に陥り、その子どもも

無国籍になるという負のスパイラルが生まれることがある。また、無国籍の場合、公務員な

ど政府系の仕事に就くことができません。また無国籍という理由で差別を受けることもあ

る。 

一般に、人権はすべての人によって享有されるものとされていますが、投票権などの一部

の権利の享有は国民のみに限定されることがある。重大な懸念としては、無国籍者は投票権

どころかもっと基本的な権利も脅かされていることである。。彼らは旅券はおろか身分を証

明するものも持っていない事が多く、無国籍であることで適法に入国・在留することが困難

である。。それが理由で拘禁される可能性もあり、さらには教育や医療サービスへのアクセ

スが許可されず、職も得られないこともある。この深刻な状況をうけ、国連は無国籍者の地

位に関する 1954年条約を採択した。 

 



七：無国籍陳天璽の体験 

日本で無国籍者の問題にとりくんでいるＮＰＯの代表で、早稲田大学準教授の陣天璽さ

んもかつて無国籍者であった。多くの苦労があったと言った。 

「私自身は、ボストンに留学しているときに国連に応募しましたが、当時無国籍者だったた

めに就職することはできませんでした。また、無国籍状態の方でも、「外国人」として日本

で在留資格を持たずに滞在している場合、日本からの退去強制手続きが取られることがあ

りますが、その人を受け入れる国が定まらないということが起こりえます。どこの国からも

受け入れられずに不安定な生活をせざるをえないだけでなく、長期間収容される可能性も

否めません。在留資格のない無国籍者は、極めて脆弱な立場におかれています。」 

 

八.参考資料 

難民・無国籍者の保護 

http://www.unhcr.or.jp/html/protect.html 

NPO法人 無国籍ネットワーク 

http://statelessnetwork.sakura.ne.jp/wp/?page_id=58 

法務省 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00111.html 

難民支援協会 

https://www.refugee.or.jp/jar/social.shtml 

国際報道 フィリピン残留日本人 

http://www.nhk.or.jp/kokusaihoudou/archive/2016/06/0602.html 

 

 

授業についての感想  

 

岡先生の授業を受け、勉強になった以前考えたこともない社会的問題を知ることができ、

より視野が広がったと思う。 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。 

朝鮮大学校に訪問し、初めて北朝鮮の在日コリアンと接したし、留学生支援室の友達と一

緒に毎週話し合ったし、非常に充実だと思う。特にろう者と手話の授業は印象が残った。聞

こえない人はそのぐらいの言語を話せ、楽観的な性格を持つようになる。彼の笑顔を見て、

本当に感動した。このようなことはただ教科書から体験することができないと思う。 

 しかし、非常に残念だと思うことは、ブラジル人の学校、富士山の山中合宿に行けなか

った。この半年間を通して、様々な国の人の文化、習慣、意見や価値観などを尊重し、理解

することが大切な事は分かってきた 

岡先生、半年間、色々お世話になりました。どうもありがとうございました。   

 

http://www.unhcr.or.jp/html/protect.html
http://statelessnetwork.sakura.ne.jp/wp/?page_id=58
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00111.html
https://www.refugee.or.jp/jar/social.shtml
http://www.nhk.or.jp/kokusaihoudou/archive/2016/06/0602.html


 

無国籍問題 

 

～はじめに〜 

この度、私たちの班は無国籍問題の様々な面について調べた。以前は全く気にしていなか

ったことや知らなかったことを今回のチャンスを機に少しわかるようになれて、良かった

と思う。 

私は班の中で、「無国籍問題への様々な組織の取り組み」について担当した。 

 

１、 無国籍とは？ 

 無国籍の定義としては、無国籍は法的にいずれの国の国籍も持たないこと。国籍の消極的

抵触ともいう。無国籍者になる原因として、紛争国に主に起因で、自身の意志と、または国

籍の剥奪の結果ということだ。 

 

２、NPO法人無国籍ネットワーク 

１）どんな団体？ 

これはかつて無国籍者であった陳天璽氏の呼びかけによって、2009 年１月に発足した無

国籍者を支援する団体だ。作られたばかりはまだ NPO 法人ではなかったが、2011 年ようや

く NPO法人格を取得できた。その後、NPO法人として活動している。 

２）活動 

この団体の応援活動は主に二種類に分けられる。無国籍者への支援と無国籍問題への取

組。 

無国籍者への支援は相談窓口の開設とすてねとカフェ二つがある。 

相談窓口の開設とは無国籍ネットワークに参加している弁護士や行政書士は、Fax、E-

mail、個別面談を通して無国籍者や、無国籍問題に悩む方々の法律相談にのっているとい

うことだ。 

すてねとカフェというのはStateless Network Caféのことで、生活のなかで、無国籍の

方は孤立してしまう事が多いので、無国籍者が集まり情報交換することのできる場として

定期的に設けている。 

無国籍問題への取組にもすてねとゼミと無国籍問題情報発行二つがある。 

すてねとゼミというのは Stateless Network Seminar のことで、無国籍に関する様々な

問題について、専門家を招きして勉強会を開き、無国籍に関する知識や理解を深めるために

定期的に設けている。 

無国籍問題情報発行というのは、毎年この団体が無国籍問題についての情報を集まり、ハ

ンドブップのような冊を配るということだ。『無国籍を知ってください』をはじめ、様々な

ハンドブップが発行された。 



 

３、日本政府 

日本はインドシナ難民流入を契機に国内外から政治的・人道的要請が生まれ、1980 年代

初頭、日本は難民条約と難民議定書に加入したが、今日に至るまで無国籍条約に加入してい

ない。 

難民条約・難民議定書の加入により、日本は当時の出入国管理に係る法令を改正し、難民

認定制度を設置することとなった。さらに、国民年金法や児童扶養手当法といった社会保障

関係法令から国籍要件を撤廃するなどの法整備も行われた。高藤（2004）が「これにより、

初等教育や国民年金、児童扶養手当、健康保険などで、難民を含む外国人が日本国民と同一

待遇を受けられる法的基盤が整えられた」と述べている。 

政府からの支援は一時給付金である。難民申請から難民認定される前まで、一時的な給付

金を受けることができる。具体的な保護費は、12 歳以上が日額 1,500 円、12 歳未満は 750 

円。医療費は必要に応じ実費を支給する、となっている。最低限度の生活を保障するための

資金だが、日本人に対する最低生活費（生活保護法による）と異なるということが現状問題

となっている。  

 

４、難民自助グループ 

１）J—FUN 

J-FUN (Japan Forum for UNHCR and NGOs - 日本 UNHCR・NGO評議会)とは、難民保護と

人道支援に従事する団体が自由に参加できる開かれたフォーラムとして、2006年 6月 20日

の｢世界難民の日｣に設立された。活動情報の交換と発信、政策提言、広報活動、ネットワー

キング、共同イベントの計画･実施、そして長期的には難民問題や人道支援に関わる団体の

認知度を向上し、難民保護･人道支援活動が実施しやすい環境整備を目指している。 

２）難民ナウ！ 

2007年から、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)と、関西学院大学がスタートした「難民

高等教育プログラム」。UNHCR が推薦する難民等を大学が特別奨学生として受け入れ、学費

と生活費の一部をサポートするもの。難民ナウ！では、この事業が難民にとって大きな希望

となっていることを知り、京都を中心とした大学に、このプログラムへの参加を呼びかけて

いる。 

 

５、国連 UNHCR＆UNRWA 

 UNHCR国際連合難民高等弁務官事務所 

 UNRWA国連パレスチナ難民救済事業機関は、中東に住む 480万人の登録パレスチナ難民に

教育、保健、救済、社会福祉など、主に基礎的なサービスを提供している。 

両組織は①世界各地の難民に対する国際的保護の付与②難民等に対する水，食糧，住居，

教育の提供等の生活支援③難民問題の恒久的解決などの問題について努力している。 



では、③難民問題の恒久的解決というのは一体何だろう。それは、以下の三つとして考え

られる。 

１）自主帰還：難民が安全に、そして尊厳をもって自らの出身国に戻り、国からの保護を

再び享受する。 

 ２）庇護国社会への統合：難民が、受入国社会に法的・経済的・社会的に統合して、受入

国政府からの保護を享受する。 

 ３）第三国定住：ニーズのある難民が、難民へ定住の資格を与えることに同意した第三国

へ、避難国において特定されて再定住する。 

 

６、まとめ 

以上の組織、団体は様々な取組があり、今でも必ず「無国籍者」たちの権力のため、どこ

かで努力している。もちろん、努力しているのはこれらの組織だけではなく、他にも様々な

組織や個人が行動していると信じている。将来無国籍の方々も必ず私たちと同じような権

力をもつ時期が来る。 

発表の最後、皆様からの質疑や意見について簡単に応答したが、自分の知識の不足のた

め、あまり答えできなかった点を反省する。無国籍者と難民のあいだには違いがあるが、重

なった点がたくさんあるので、両者とも紹介した。そして、陳天璽氏の例からもわかるよう

に、無国籍の方がもし国外に行かない場合は実際にはあまり問題がない。でも、問題がない

といっても、自分が無国籍のままで生きていける訳ではない。例えば自分が日本で生まれ育

ったが、ただ両親が戦争のため、無国籍者になったから、自分が無国籍者だ。それは、アイ

デンティティーの問題であり、自分のルーツの問題でもあると思う。それから、引用や参考

資料が多いため、字が小さくなった点も反省する。一枚のスライドがそれほど多くない内容

が置かなければ良かったと思う。 

 

７、参考資料とサイト 

高藤昭（2001）『外国人と社会保障法：生存権の国際的保障法理の構築に向けて』 明石書店 

P106 

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR)の概要  

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000063301.pdf#search='unhcr.’ 

NPO法人 無国籍ネットワーク 

http://statelessnetwork.sakura.ne.jp/wp/ 

国連 UNHCRホームページ 

http://www.unhcr.or.jp/html/index.html 

Ｊ−ＦＵＮ 

http://www.unhcr.or.jp/html/protect/j-fun.html 

『UNHCR ハンドブック』 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000063301.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000063301.pdf
http://statelessnetwork.sakura.ne.jp/wp/
http://statelessnetwork.sakura.ne.jp/wp/
http://statelessnetwork.sakura.ne.jp/wp/
http://www.unhcr.or.jp/html/index.html
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http://www.unhcr.or.jp/html/protect/j-fun.html
http://www.unhcr.or.jp/html/protect/j-fun.html
http://www.unhcr.or.jp/html/protect/j-fun.html


文部科学省「外国人の子どもに対する就学支援について」 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/042/houkoku/08070301/004.htm 

新垣修（2015）『無国籍条約と日本の国内法 その接点と隔たり』UNHCR  

難民事業本部ホームページ 

http://www.rhq.gr.jp/ 

難民ナウ！ホームページ 

http://www.nanminnow.com/#!about3-/c14ww 

国際連合広報センター 

http://www.unic.or.jp/info/un/unsystem/other_bodies/unrwa/ 

 

授業の感想 

この授業を参加することを通じて、実際に異文化の体験ができて、良かったと思う。授業

で触れた他の方の考え方や他の文化によって、自分の考えも昔より大人になったと気がし

た。 

最初に授業に参加した時、日本人がいることは、留学生授業しかとっていない私にとっ

ては面白いことだった。日本人学生と実際に触れ合ったあとは、初めて文化の違いが実感し

た。ある日の授業では、「目上の人がこのようにやったので私もやるでしょう」という発言

があった。それた、私にとっては正直に想像できないことだ。私は一度も「この人が私より

すごいだから、私もこのようにやらなければならない」という考えたことはなかった。また、

授業で手話を実際に体験する事も印象深かった。初めて実際にそのような方と接触したあ

とは、実は何も違いがないという事が分かった。多文化との共生ができない人は今のグロー

バル化世界で生きていられないということが実感した。自分が見えないところで、また様々

な問題が生じているということもわかった。そして、それらの問題に向けて解決策を考えて

いる人たちの少なくないということも分かった。 

毎週の授業の感想にはいつもたくさん言いたいことがあって、毎回もたくさん書いた。

それは、本当に授業で分かったことや感じたことがたくさんある。こんな良い異文化とふれ

あいチャンスを作ってくれて、ありがとうございます。 

 

 

 

中国の民族問題と差別 

 

1．中国の民族概況 

 中国の憲法には、「中華民族」を「漢族と 55少数民族の総称」と規定している。つまり、

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/042/houkoku/08070301/004.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/042/houkoku/08070301/004.htm
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中国には漢民族を主体として、55の少数民族がいることによって、56の民族が存在してい

る。また、総人口数（13.68億人）の中、漢民族は 91.51％で、55の少数民族は 8.49％を占

めている。 

2．民族区域自治政策 

 中国の民族政策は民族区域自治である。民族区域自治とは、国の統一的指導の下で、各少

数民族の集まり住む地方が自治機関を設立して自治権を行使し、区域自治を実行すること

を指す。区域自治を行う目的は、文化の特徴、民族関係、民族分布などの具体的情況に基づ

いて、民族区域自治の方法で民族問題を解決することである。 

3．古代の民族差別 

 中国には商周時期から、民族差別が存在している。古代中国には、皇帝を天子と呼んで、

天子が統治する範囲を天朝上国といい、統治範囲以外の朝貢国は外化の地という蔑称を使

った。また、外化の地に居住する人々を四夷あるいは夷狄という異民族に対する蔑称も使っ

た。従って、19 世紀になるまで中華と非中華である夷狄との間に対等な外交は存在せず、

朝貢国と呼ばれる従属関係のみが結ばれた。このような関係は、周辺民族から絶えず攻撃や

略奪を受けていたことと、領土の防衛や拡大を目的として周辺地域との戦争という二つの

面から説明できる。 

4．民族差別の緩和 

 第一段階は、二つの少数民族政権が建立した後である。十三世紀に、漠北より興ったモン

ゴル人の王朝と清の時代と満州より興った満洲民族の王朝が政権を担当することによって、

漢人の地位が落ちって、モンゴル民族や満州民族が統治階級として貴族になった。 

 第二段階は 1911年の辛亥革命である。中華民国の臨時大総統となった孫文は、民族団結

のため「五族共和」を初めて、提出した。これまで隷属的な地位に置かれていた民族がいた

というところから、新しい国家は各民族が平等に共同で作り上げるという意味に変わった。

第三段階は、中華人民共和国が建国されてすぐのころである。民族問題の扱いについて細心



の注意が払われ、「民族工作」の基本原則を定められた。内容といえば、各民族の平等を認

めて、差別や圧迫を禁止して、民族の文字や言語を使う権利を保つことを法律的に規定され

たということである。 

5．新しい民族問題 

 少数民族の居住エリアは大体国境地帯である。そこには、地形や交通の理由で、開発が遅

くて、経済発展や経済成長のスピードも速くはない。東や西、北や南の区別によって、二つ

の新しい民族問題が生じた。 

 一つ目は、同化問題（漢化問題）である。政府の法律や規則面の強制な同化（漢化）でな

けれど、進学や就職などの生存問題で続けている。例えば、少数民族は大学入試の時、民族

言語以外、漢語の試験を必ず受けること、受けない場合進学や就職に影響が与える。教育資

源の地域的不平衡で、より豊かな教育資源を受けるため、民族学校を通うことではなく、普

通の学校に通う少数民族の人数が段々増えている。 

 もう一つは、分離独立問題である。1949 年、国共内戦で勝利した中国共産党は建国した

から、新疆をウイグル族自治区と決めた。しかし、1930年代に引き起こされたウズベク族、

キルギス族を主体としてウイグル族やカザフ族を含んだ少数民族の分離活動が今も国内外

で続いている。新疆ウイグル自治区では、一部の分離したいキルギス族、ウズベク族などが

いくつかの地下組織を結成し、「東トルキスタン国」の建設を名目として活動していると言

われ、特に、2014 年 3 月 1 日、雲南省昆明駅でウイグル族によるナイフ等を使った無差別

テロ殺傷事件があった。 

6．まとめ 

 民族差別や人種差別などのいろんな差別は両方の政治・経済・教育などの面の地位が違う

からだと思う。このような違いは優位を占める民族が劣位にある民族を差別することであ

り、差別を解消する方法に根本的なのは平等を実現することである。中国の場合は、法律的

に各民族の平等を規定していたが、全国の経済や教育レベルの不平等で、まだ問題が存在し



ている。このような問題を解決するためには、政府からの支援以外、社会団体や個人の役割

も重要だと思う。 

７．感想 

 今学期には、在日外国人問題やろう文化について、異文化との出会い、自分のアイデンテ

ィティなど様々なテーマをめぐって、先生の話を聞きながら、日本人学生と国籍が違う学生

たちと討論することができて、大変勉強になったと思います。 

 そのようなテーマの中、一番勉強になったと思うのは、在日朝鮮人・韓国人問題です。自

分も朝鮮民族の一人として、このような課題は自分と関係深くと思い、以前わからなかった

日本にいる朝鮮人に関することを知り、あまり気にしなかった朝鮮民族の歴史や文化、伝統

を学びたくなって、自分に対しては有意義な授業になりました。特に、朝鮮大学校の学生た

ちが民族のものを熱愛する感情がよかったと思って、反省や考えがたくさんありました。自

分の民族のものを守るため、努力したくなって、私の民族心も深く植えました。つまらない

行動になるかもしれませんが、一つ一つの小さな努力を通して、民族のことが守られて、民

族の歴史が伝われます。今後もじぶんの民族についてもっと知りたくて、学びたいです。 

 また、最も面白かったのは山中湖畔での合宿だと思います。日本のアニメや漫画の中よく

出た合宿を体験することもできるし、天気がよくて富士山の姿も見ることができ、花火や交

流会で楽しみに交流を深め、とても素晴らしかったと思います。一緒に合宿に行く先生や外

国人友達のため、中国の飲食文化や美味しい料理をよく伝えたいと思って、テーマを決めっ

たから、毎日資料を調べて、整理して、発表を準備する経験もいい思い出になりました。 

 そして、授業の始めの頃、自分のアイデンティティとか、異文化との出会いなどのことを

学ぶのも、自分のことを知り、他の自分と違う背景やアイデンティティを持つ学生のことを

理解することに助けになりました。初めてこのような概念を勉強し、考えたため、最初はち

ょっと意味わからなかったけれども、今後の交流活動に役に立つと考えっています。 

 今学期の多文化の授業について、得ったこともたくさんあって、残念だと思ったのも少し



あります。一つ目は、日本人学生が少なっかたから、比率的にちょっと物足りないと思い、

交流の時も聞きたいことや日本人の考えについて知りたいことをすぐ聞くことができなか

ったから、残念だと思います。もう一つ目は、合宿の時間が短くて、十分に交流できなかっ

た考えがあり、発表について質疑応答も足りないと思います。 

 

 

日本の民族問題 

  

 日本は主に大和民族だが、先住民族であるアイヌ民族、沖縄を中心に琉球民族、第二次大

戦の名残である在日コリアン、日本に移住してきたニューカマーの外国人、樺太出身のニヴ

フやウィルタなど様々な民族が存在している。この中で、民族問題もますます生じる。 

１、被差別部落民 

 「部落」は本来「集落」の意味であるが、歴史的に穢多、非人と称された賤民の集落や地

域として「被差別部落民」などと呼んだことから、特に西日本では被差別部落を略した呼び

名として定着した。エタは家畜の死体処理や皮革加工を主な業としており、非人は死刑囚の

処刑とその死体処理を主な業としていた。同じ大和民族だけど、封建社会の社会階級制度の

問題で、差別されていた。血縁、職業により居住地域が限定された。 

 1615 年以前は部落民の祖先となる人々に対する差別は特に無かったが、徳川幕府の政策

により部落民が差別された。そのあた、様々な部落解放運動が行われ、1965 年同和対策審

議会で同和地区の住民は異人種でも異民族でもなく、疑いもなく日本民族、日本国民である

ということを認められた。 

 政府も同和地区のインフラの改善と精神的な部分での差別を解消するために時限立法を

制定した。2002 年被差別部落民の生活水準は国民の平均水準に達し、同和対策関連事業は

終了した。 

 今被差別部落地区が薄れ、差別問題は新しく転入してきた住民の間で忘れ去られていく

傾向は多い。だが、完全に差別されていない県は北のほうに集まっており、差別が存在する



ところもまだ存在している。 

２、琉球民族 

 琉球民族は旧琉球王国の領域であった沖縄県の沖縄諸島と先島諸島、鹿児島県奄美群島

に住む人々の言語、生活習慣、歴史的経緯から、独自の一民族であると定義した場合、それ

を指していう。 

 明治時代まで琉球は独立の国であたが、1879年日本に侵略され、「沖縄県」という名前を

つけられた。その時政府は琉球民族の同化、皇民化を行われた。教育を通して琉球語を弾圧

して撲滅し、学校教育で琉球の偉人や歴史を教えることも反対された。大正中期琉球民族は

貧困に陥った沖縄から、海外や本土に移民や出稼ぎに行く人が急増した。その時の民族問題

はただの差別ではなく、琉球民族はとけこもうとしなかった。 

 それだけではなく、日本で米軍事基地の７４％は沖縄にあり、生活に影響も与えた。 

 今琉球民族はそのように厳しではなく、沖縄県の旅行業も発展しており、差別も薄くなっ

ている。でも、琉球民族はまだ先住民族としての権利を求めている。 

３、アイヌ民族 

 アイヌは、北海道・樺太・千島列島およびロシア・カムチャツカ半島南部にまたがる地域

の先住民族である。母語はアイヌ語で、19 世紀に列強の国々が領土拡張するにあたり、多

くの先住民族が編入されたが、アイヌも同様の運命をたどった。現在、日本とロシアに居住

する。 

 1457 年から和人とアイヌの間で対立が深まり、和人がアイヌを殺してしまったことで戦

いが始った。16 世紀に入り、ようやく戦いが終息したが、アイヌは貿易の場所を限定され

たり、貿易相手も限定された。そして、明治時代の政府は｢蝦夷地｣を｢北海道｣と名前をかえ

て、強制的に日本の領土とした。同時にアイヌも強制的に、日本人として取り込みたが、ア

イヌを｢旧土人｣とし、和人とは区別した。明治政府はアイヌの生活習慣や様式を無視し、和

人と同じ生活をするように、「同化政策」を進めた。アイヌ民族は先住民族としての権利を

望んでいるが日本政府はアイヌ民族を先住民族と認めたにもかかわらず、先住民族の権利

については認めようもしなかった。 

 このあと、自分のアイデンティティを捨て、同化していくアイヌ民族が増加し、アイヌ民



族の伝統文化が消えてしまう可能性が高くなっていくので、今ステレオタイプを捨て、アイ

ヌ民族の文化を保護するために、交流し様々活動を行うグループが生じた。 

 このように、民族問題はますます解決しているが、まだ力を入れる必要があると思う。民

族問題は主観的な問題と思う。このような意識を捨てるなら、教育が極めて重要だと思う。

教育を通じて、ステレオタイプを捨て、多文化共生の重要性を心に刻むことがとても重要だ。 

 この学期、多文化授業を通じて、文化の多様性とこの中から生じた問題を理解した。授業

で読んだ資料と先生の説明だけではなく、朝鮮大学校の訪問から、今在日コリアンはどのよ

うな問題を存在しているかを詳しく理解できた。そして、在日コリアンの友達もできて、楽

しかったと思う。合宿で様々国からの学生たちが集まって、文化の多様性を感じられ、色々

勉強になり、忘れられない記憶を作った。ろう文化の授業で、聾人の先生がろう文化を紹介

してくれ、感動した。 

 この授業を受け、以前知らなかったことが勉強できるチャンスをもらった。これからも、

多文化共生ということを意識し、様々な文化を理解し、視野を広げようと思う。 

 

 

期末発表 感想文 

 

 今回期末発表はただ発表した内容に関してもっと詳しくなっただけではなく、グループ

として発表を準備しながら他人とのコミュニケーションスキルや発表のコツ等いろんな面

で勉強になる発表でした。特に私のグループはグループメンバーの一人が入院したので、特

にグループメンバーの間の意思疏通が重要でした。 

 私が発表したのは韓国の人種差別や民族問題でした。韓国は日本とほぼ同じく西洋との接

触が近代以前までほぼなく、あったとしても宣教師ぐらいでした。しかし韓国は日本とは違



って西洋の文化や記述を受け入れるのを全面的に拒否し、そのまま日本の植民地になりま

した。この状況は韓国戦争以降にも同じく、結局韓国の経済が急速に成長した1990年代にな

って本格的に外国人が増え始めました。これによって、韓国は人種差別に関する認識がほぼ

なく、人種差別の問題はこの無知からくると言えます。民族問題は元々’韓民族’と言う韓

国人が95％異常なのでこれと言う問題はいませんが、植民地時代同時中国に逃げた’朝鮮族’

たちとの摩擦があります。韓国としては朝鮮族は同じ民族と思っていましたが。実際朝鮮族

を受け入れたら彼らのアイデンティティーはどちらかと言うと中国人に近く、この認識の

違いからくる問題が発生しております。一文章で略すると、韓国の民族問題や人種差別は外

部との少ない接触からくる無知と、強い民族主義の結果だと言えます。 

 最初グループが決まった時、次の日にグループのメンバー5人の中私を含め二人しか授業

に出席しませんでした。グループの半分以上が欠席と言うことで授業の間グループ発表の

内容の統一性、もしくは発表の流れを決められませんでした。発表の流れが決まってなかっ

たので、個人的に発表に関する調査も出来なくなり、結構の時間を無駄にしました。発表一

週間前、何とか時間を合わせて発表の打ち合わせをすることが出来ましたが、それも授業の

せいで全員が集まることが出来ませんでした。この一連の流れによって、グループ発表をす

る際にコミュニケーションをちゃんと取るのがどれ抱く重要なのかを深く感じました。意

外にもグループが大きければ大きいほど早く準備をするべきで、もしそれが出来なかった

ら最初からグループをもっと小さくするべきだと感じました。 



 個人として発表を準備するときにもいろんなことを感じました。まず上述したようにグ

ループの中で発表に関してコミュニケーションを取るのにちょっと問題があったので、個

人の発表部分を準備するとき、どのような形式、もしくは流れで発表をすればいいのか分か

りませんでした。一応自分なりに作ったものの、後でそれをまとめた時、自分の発表の内容

だけが他の皆とちょっとずれていると思い、慌てしまいました。でも一番感じたのは発表す

るときにキーノートを作る事でした。私は発表するときキーノートや台本を発表の途中一

度でも見てしまうと、そこにすごく依存し、結局目線を他の人と合わせずそれだけを見てし

まいます。ですので中間発表と同じく今回も台本なしで発表をしました。しかし、台本を作

らなかった割には発表の練習があまり出来なかったので、発表の途中話が脱線するか話す

ことを忘れてしまい、結局台本ありの発表より内容も伝わらず、あたえられた時間より長く

話しました。これによって内容を熟知していたら台本がないほうが良いかも知らないが、今

回のような時には絶対台本やキーノートを作ったほうがいいと思いました。 

  今回この期末発表以外にもこの授業でいろんなことを感じ、学びました。一番大きかっ

たのは、やはり文化にいい文化や悪い文化はなく、すべてが相対的だというところだと思い

ます。個人的に実は西洋や日本などの先進国の文化が相対的に優れていると思いましたが、

朝鮮大学やブラジル人学校を訪問し、授業でろう文化等色んな形の文化を勉強して、それぞ

れの文化が個性を持っており、どれがどれよりとかではないと言うことを理解するように

なりました。外国人の学生が多くて日本で行われてる授業にもかかわらず日本人学生の意



見などをあまり聞けなかったのが玉に瑕でしたが、それ以外にはすべてすごく有益な授業

でした。今後発表やグループワークがある時には、ここで習ったことを思い出し、もっと良

い成果を出すようにします。 


