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北京の大気汚染問題 
               

1．はじめに  

●動機  

高濃度スモッグに覆われていたために、2015年 12月７日午後６時に、北京がかつて出

されたことのないスモッグ「赤色警報」が発令された。それに、微小粒子状物質ＰＭ

２・５などによる深刻な大気汚染問題を抱える北京市は１月４日に、昨年１年間のＰＭ

２・５の平均濃度が１立方メートル当たり８０・６マイクログラムだったと発表した。

前年よりやや改善したものの、大気汚染問題は厳しいと思われている。今発表では、具

体的なデータに基づいて、北京における PM2.5の現状と対応を考察する。  

２．PM2.5について  

2.1 PM2.5とは 粒子状物質のうち、粒径が 2.5㎛以下のもの。微小粒子状物質という呼

び方もある。粒が小さいため肺の奥深くまで入り込みやすく、ぜんそくや肺がんなどの

ほか、不整脈や心臓発作、花粉症など循環器への影響も指摘されている。大気汚染の原

因物質とされている浮遊粒子状物質(SPM)は、環境基準として｢大気中に浮遊する粒子状

物質であってその粒径が 10 ㎛以下のものをいう｣と定められているが、PM2.5はよりも

はるかに小さい。  

2.2 PM2.5の発生源  

固定発生源としては、ボイラー、焼却炉等のばい煙を発生する施設や、コークス炉、鉱

物の堆積場等の粉じんを発生する施設等がある。移動発生源としては、自動車、船舶、

航空機等がある。自然発生源としては、土壌、海洋、火山等があり、それぞれ土壌粒

子、海塩粒子、火山噴煙等を発生。  

3．北京における PM2.5の現状  

3.1 空気質指数  Air Quality Index (AQI)  

3.2北京における PM2.5の空間分布  

3.3 北京における PM2.5の発生源  

3.4 原因  

●急速な工業化 寒さを防ぐ暖房＝石炭暖房の利用。上記２点が主な発生原因となる。●

北京は盆地なので、よりＰＭ2.5による影響が出やすい地形と言える。特に冬になると

北京では風や降水の少ない天候になることが多く、汚染物が積まれ続き、よどんだ空気

を周辺に分散させることないからである。  

●天津市・河北省からの越境汚染など  

4．北京における PM2.5の対応  

4.1 政府：  

4.1．1大気汚染防止行動計画   

●2013 年 9 月、国務院は「大気汚染防止行動計画についての通知」を公表。   

●主要な目標は以下のとおり。 ・2017年までの 5年間に全国の一定規模以上の都市の 

ＰＭ10濃度を 2012年比 10％以上低下させる。 ・ＰＭ2.5濃度を、北京市、天津市、河

北省では約 25％、 長江デルタでは約 20％ 、珠江デルタでは約 15％低下させる。 

（※）環境保護部によると、この地域の国土面積は全体の 8％ながら、全国の 42％の石

炭、52％のガソリン・ディーゼルを消費し、55％の鉄鋼、40％のセメントを生産、ＳＯ



2、ＮＯｘ、煤塵排出量の 30％を占める。 ・北京市のＰＭ2.5濃度を約 60μg/m3 に抑

制。  

4.1．2 北京市は北京における大気汚染防止計画を策定  

「北京市 2013-2017年清潔空気行動計画」  

2015年、環境保護局は 84 項目に重点をおき、「北京市 2013-2017年清潔空気行動計

画」を実施する。  

●東・西城核心的な地域において、暖房用石炭燃焼を控える。  

●古い自動車およそ 38万台を放棄する。  

●「绿色施工管理规程」を定め、粉じん汚染を減少するなど。  

●ＰＭ2.5濃度を毎日観測する 当日のＰＭ2.5濃度によって、排出量を超える場合に

は、汚染濃度に対応する警報を発令する。  

政府は警報を 4段階で区別しています。低いレベルから順に「青色」、「黄色」、「オ

レンジ」そして「赤色」となっています。最も深刻な「赤色警報」は、重度の汚染が 72

時間以上続くことが予想される時に出されるものである。この警報が発令されると、必

要の場合には、工場の操業停止、屋外作業の禁止などの措置が取られる。さらに、奇数

日は奇数ナンバーの車しか通れないなどの、車両の走行規制も行われるのである。  

4.2 個人：  

●汚染の激しい日（中国環境省暫定指針：70μg/m3 以上）は、不要不急の外出や屋外で

の長時間の激しい運動をできるだけ減らす。   

（呼吸器や循環器に疾患のある方、高齢者・子供は、体調に応じ、より慎重な行動が望

まれる）。   

●外出する場合は、マスクを着用する。   

● 帰宅後は、手洗いやうがいを徹底する。   

● 室内には、空気清浄機を設置する。   

● ドアや窓を閉め、風が通る隙間もふさぐ。   

●たばこなど他の汚染源や、過労にも注意。   

5．結果  

---2016年 1月２日北京市環境保護局  

6．参考文献： 北京市環境保護局（2016）「2016年北京市清洁空气行动再求突破 2015

年全市 pm2.5年平均浓度下降 6.2%」 北京市環境保護局（2014）「北京市 pm2.5来源解

析正式发布」  

日本環境省（2013）「微小粒子状物質(PM2.5)測定データ」  

日本環境省（2014）「微小粒子状物質（PM2.5）に関するよくある質問（Q & A）」  

７．評価表への評価  

 評価表をじっくり読んだら、自分の発表の良い点また不足が分かった。評価者の皆様の

ご意見では、本発表は図やデータがたくさんあるから、分かりやすいというところは良

い点として認められた。その一方、時間をずいぶんオーバーした。そして、パワーポイ

ントで発表すれば、発表内容はより分かりやすくなっるかもしれないということも分か

った。  

8．質問への回答  

●PM2.5 について、他国の対策  

中国の他、日本を例として、日本の PM2.5への対策を考察する。（Ⅰ）日本環境省によ

ると、日本は大気汚染防止法に基づき、国や地方自治体が全国 645 カ所（平成 25 年 3 

月末現在）で 微小粒子状物質（PM2.5）の常時監視（モニタリング）を実施していると

いうことである。PM2.5 をはじめとする大気汚染物質濃度の現在の状況については、環

境省の大気汚染物質広域監視システムや各自治体の PM2.5 関連情報サイトなどで速報値

が公表されている。  

（Ⅱ）PM2.5の現象解明と削減対策を検討する。中央環境審議会に専門委員会を設置

し、現象解明と削減対策について総合的に検討を進めているなど。  



 （Ⅲ）他国と力を合わせる。アジア地域における地域的取組を推進した。例えば、 日

中韓の政策対話などを進め、 二国間連携の強化 •日中都市間連携事業を実施した。それ

に、韓国とも PM2.5のデータ共有等を進めた。   

●PM2.5 が多いと何が起こるか？  

  微小粒子状物質（PM2.5）は粒子の大きさが非常に小さいため、肺の奥深くまで入りや

すく、喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患への影響のほか、 肺がんのリスクの上昇や循

環器系への影響も懸念されている。  

授業感想  

――Y15-S501 高叢叢  

授業で学んだこと：  

この授業のおかけで、多文化背景を持っている学生の皆さんと一緒に多文化における

様々な問題を勉強した。そして、多文化において、どうやって周りの人と交流したらい

いのかに関するいろいろの多文化共生知識を学んだ。お互いにお互いの文化や風習を尊

重し、理解しながら、一緒にこの世界で生きていくのが大切だと考えられる。  

不十分だったこと：  

多文化環境におけるいろいろの問題について、例えば、日本若者の政治問題に対する態

度や現代社会人の悩みなど、非常に興味があるが、時間のため、検討しなかったのが残

念だ。  

そして、自分は、検討中、自分の考えを積極的に発表する点では、不十分だと思ってお

る。今後、自分の考えやアイデアを積極的に周りの人と交流したいと思う。  

 

 

 

中国における民族問題 モンゴル族を中心に 
 1．背景  

 国家というものは、単一の民族だけで構成されているものは少なく、風習、言語、宗教

などの異にする多くの人々が、一定の地域のなかで共存するのが常である。さまざまな

生活感情や、異質なものの考え方をもった民族がいて、そうした面に政治的にも経済的

にも十分配慮しながら存立する。中国はまさにそういう国家である。中国には 56 種類の

民族があって、漢族以外の民族はすべての 55の民族は少数民族である。大多数の漢民族

を中心に 55の少数民族を有する多民族国家の当面する課題は、中央と地方、漢族と少数

民族の間に存在する政治、経済、文化レベルでの格差、不平等を是正し、各民族に平等

の権利を保障し、友好団結を強調することである。 

  

2．選んだ理由  

 筆者は内モンゴル自治区で暮らしている漢族として、モンゴル族との漢族との文化ショ

ックや融合とかに興味がある。これから、どうすれば、異民族の人たちはうまく生きて

いくことが非常に大事である。なお、モンゴル族は今面する問題を調べることによっ

て、多民族の文化の多様性をどう守るべきかということへの解決策を見つける。 

  

3．内容  

 3.1 概況  

 2010年のデータによると、漢族の人口は 12億 2200 万ぐらいで、総人口の 91．51％を

占めるが、少数民族の人口は 1億 1400万で、総人口の 8.49％を占めるのである。少数

民族は全国に分布しているが、一番多くの少数民族は集中しているところは中国の西南

エリアである。約 25種類の民族がある。  

 3.2  民族政策  

 中国の民族政策が民族区域自治というものである。「自治」とは「自ら治めること」す

なわち、自分たちのことは自分たちが自主的に処理することを意味する。この「自治」

は政治的な意味を持っている。例えば、中国の自治地方にはそういう政策がある。少数



民族の人々が住んでいるところで当民族の人が政府機関のトップになることができる。

また、自治地方の単位はレベルで並ぶと、自治区、自治州、自治県の三つがある。自治

地方では、「民族の文字・言語を使用する権利」、「一定の財産の管理権」「一定規模

の警察・民兵部隊の組織権」「区域内で通用する単行法令の制定権」「民族の宗教信仰

を尊重する」などを行う事を認めている。漢族の人々とお互いにうまく生活していくた

めに、こういう政策が存在する必要はある。  

 3.3 モンゴル族について  

 モンゴル族は主に内モンゴル自治区及び新疆ウイグル自治区、青海省、甘粛省、黒竜江

省、吉林省、遼寧省のモンゴル族自治州、自治県に住み、その外にも寧夏回族自治区、

河北省、四川省、雲南省、北京市などにも散在する。  

 モンゴル族の人口は約 581万人であり、内モンゴルに暮らしているモンゴル族は 422万

6000人である。使っている言語はモンゴル語であり、アルタイ諸語に属するという説も

ある。モンゴル族の伝統衣装はデールであり、色が鮮やか、男女によって違う服であ

る。お宅はゲル、移動が便利なものである。非常に有名なお祭りはナーダムである。旧

暦 7月から 8月ぐらい行われる競馬、相撲、射的などの活動を含むイベントである。収

穫を祝うお祭りである。その他、内モンゴルは牧場として、食べ物と飲み物ほとんどは

羊肉、牛肉、牛乳、羊乳、またスーテーチェ（茶）である。モンゴル族の大多数の人は

ラマ教（チベット仏教）を信仰している。全体的に言えば、モンゴル人にとって天の崇

拝はいつもあった。モンゴル人は天の子孫であと信じている。モンゴル族は今面する問

題点二つがある。一つ目は言語・文字の使いである。漢族と融合したことにより、多く

のところで、北京話の普及になってくる。大部分の学校は北京話で授業をしているが、

自分民族の言語も話せず、文字も使えない人は多く出てくる。二つ目は環境の悪化であ

る。草原の環境はだんだん悪くなってくるので、モンゴル族の人たちは牛や羊を飼うこ

とができなく、生活していくために、草原から遠くのところへ引っ越す必要がある。町

に住んでいると、草原での習慣とかなくなっていく。伝統的なものを失ってしまう。  

 3.4 問題への解決  

 今、多くの人はモンゴル語使えない人が減っていることに気付き、モンゴル語の普及と

か、モンゴル語を保護する政策も出てくる。なお、環境の悪化という点では、木を植え

ていることによって、いわゆる砂漠化を治ることである。これから、よくなれることは

可能であろうと思う。  

 

4．皆の評価  

 良い点：地図や写真で発表内容を説明するのがわかりやすいこと。  

 不足点：①モンゴル族のことをいっぱい紹介したが、内容が多すぎで、時間の把握はよ

くできなかった。②モンゴル族の内容が多くて、問題点を挙げたが、解決など出さなか

った。（ポイントが分からないって人がいる）③話し方の問題である。個人的な「癖」

であるが、「ええと」が多すぎる。これから、注意する。  

 

5．授業全体の感想  

 今学期、この多文化科目の授業で、いろいろなことについて、外国人留学生や日本人学

生といろいろ話し合った。自分の視界は前より、広げるということに気づいた。違って

いる立場で見ると、視点が全然違う。多様化を尊重する気持ちを持っている。なお、自

分の不足も気づいた。まとめている能力がやや足りない。これから、頑張っていく。こ

の学期は本当にいい勉強になった。 

 

  

自転車に関する交通の問題 
 

一ヶ月前に、私は自転車で寮へ帰る途中、向こうから自転車が来ました。私は避けよ

うとして、隣の縁石とぶつかって、自転車が倒れてしまって、私は足が怪我しました。



もしそのときわたしは慌てて車道の方に避けたら、想像できない大事故が起きるかもし

れません。  

私たちの周りでは、車道を走っている自転車もあれば、歩道を走っている自転車もあ

ります。どちらが正しいのでしょうか。実は、道路交通法上、自転車は「車両」と位置

づけられていますので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則で

す。自転車は、車道の左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されて

います。 また、自転車が通行することができる路側帯は道路の左側部分に設けられたも

のに限られます。右側通行は、左側通行をしている他の自転車やバイクなどと衝突した

り、すれ違うときに車道中央に飛び出して自動車とぶつかったりする危険もありますの

で、絶対にやめてください。道路を安全に通行するために、左側通行を守りましょう。

でも、世界中に日本のような左側通行する国はそんなに多くないです。左側通行通行の

国はイギリスオーストラリア・ニュージーランド・インド・パキスタン・マレーシア・

ブルネイ・シンガポール・ケニア・南アフリカ・キプロス・マルタ・ジャマイカ・ガイ

アナ・バハマなど。 右側通行通行の国は一部を除く北米大陸諸国（アメリカ・カナダ・

メキシコ・コスタリカ・パナマなど）、欧州大陸諸国（ドイツ・フランス・スイス・イ

タリア・スペインなど）、インドシナ三国（ベトナム・ラオス・カンボジア）、イスラ

エル・サウジアラビア・ロシア・CIS諸国・ペルー・ブラジル・モンゴル・中国（香港

は除く）・台湾・ミャンマー（旧ビルマ）・朝鮮半島（韓国・北朝鮮）などがある。  

そして、今日は基本的な交通ルールを皆さんに紹介したいと思います。  

まずは夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯をつけなければなりません。

ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後

方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。ライトをつ

けていない自転車は、相手側から発見されにくく危険ですので、ライトを点灯させまし

ょう。そして、自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転して

はなりません。なお、「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止しなければなり

ません。標識がなくても、見通しの悪い交差点では、必ず徐行し、左右をよく見て、安

全に通行した方がいいです。また、見通しのよい交差点でも、安全のため速度を落とす

べきだ。 

  

授業についての感想  

今学期は終わりました。今学期、「多文化科目」という授業を通じて、大変勉強になり

ました。そして、岡先生にもいろいろお世話になって、心から感謝いたします。この授

業についての感想は以下に示します。  この授業の中で、一番いいところはいろいろな

国の方と交流できます。自分の考えも相手に伝えます。最初の時、私はみんなと同じ、

「多文化科目」という科目はどんな内容があって、目的は何だ、いろいろ問題がよく分

かりませんでした。ただ、何週間を過ぎた、この授業の重要性は徐徐に了解しました。

外国語の学習者として、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です。他には、日

本人の友だち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です。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

いきます。  

 

 

 

 

 



２班 ジェンダー・ＬＧＢＴ 
 

多文化共修科目 B課題  

 

1．はじめに  

 歴史をたどると、ウーマンリブ運動をはじめ、各地で女性の権利を主張する運動が

1900年代～2000年代にかけて数多く起きている。このように、19～20世紀にかけて女

性を取り巻く環境が大きく変わったことがわかる。それ以前であれば、女性というのは

男性によって支配される存在であり、自分の身体の自由さえ認めてもらえていなかった

のである。例えば、さまざまな運動の中で見られる妊娠中絶の自由の主張から、女性の

性的な受動性だけでなく、妊娠の自由さえも認めてもらえなかったことがみてとれる。

しかしながら、現代に目を向けると、これらの自由は権利として確立され、女性の権利

として広く認められていることがわかる。言い換えるならば、女性の社会的な性に対し

て大きな変化が起こっているのである。この変化は、実生活の中だけではなく、アニメ

という日本を代表するメディアの中にも表れていることが年代別に比較することで見て

取れる。しかし、依然として前時代的なジェンダー観を保持したままのアニメも存在す

る。しかしながら、子供も目にするアニメというメディアの中で、そのようなジェンダ

ー観を伝えてしまうのは危険なのではないだろうか。本レポートでは、クレヨンしんち

ゃん、サザエさん、ポケットモンスターを例として挙げ、ジェンダー観の変化とどのよ

うにこどもたちにジェンダーというものについて伝えていくかを探っていく。  

 

2. アニメの比較  

 まずは 1969年に放映が開始されたサザエさんを見ていく。世帯構成は祖父、祖母、娘

夫婦、娘、息子、孫の 1世帯構成であるが、祖父である波平が家庭内で絶大な権力を握

っており、家父長制的家庭であることが見て取れるだろう。さらに、サザエやフネの家

庭内での役割及び服装にも注目していくと、エプロンをつけて料理を行うのは女性陣で

男性が何か手伝うというシーンはほとんど見受けられない。反対に、外に行って仕事を

しに行っているのは男性陣のみであり、女性陣が仕事をするシーンというのはほとんど

ない。ここから、男は仕事・女は家庭というジェンダーバイアスが見て取れるだけでな

く、国民的アニメとして位置付けられているアニメにおいて、このようなジェンダーバ

イアスが存在しているのは危険であるともいえる。次に、1992年放映開始のクレヨンし

んちゃんを見ていく。この作品のなかで、パートは大変ダゾという回がある。その回

は、しんのすけの母親であるみさえが、10万のドレス欲しさにひまわり(娘)を託児所に

預けパートに働きに出かけるのだが、上司からのセクハラに耐え切れず結局一日でやめ

てしまうというストーリーである。セクハラも勿論女性性への差別ととらえることがで

きるが、注目すべきはそのあとのシーンである。 

その後みさえは託児所に預けていたひまわりを迎えに行くのだが、そこで「ママのわ

がままで預けてごめんね～」というセリフがある。ごく自然なセリフに見えるが、これ

ではまるで、「小さい子を持つ親は働いてはいけない」＝家事育児は女性の仕事である

という価値観を視聴者に植え付けてしまう危険性があるだろう。特に子供も見ているア

ニメで、このようなジェンダーバイアスを示唆するシーンがあるのは、多感な子供たち

に大きな影響を与えてしまうのではないだろうか。しかしながら、サザエさんとは違い

女性が働きに出ているシーンが描かれていることから、ジェンダー観の変化が起きてい

るということがわかる。次に、1997年放映開始のポケットモンスターを見ていく。この

作品で注目したいのは服装である。例えば、カスミという女性キャラクターがいるのだ

が、彼女の服装を見るとキャミソールに短パンという肌の露出が多い服装になってい

る。戦前であれば、ロングスカート、長袖など肌をあまり露出しない服装が理想とさ

れ、カスミのような服装ははしたない、みだらな服装であると考えられていた。ここに

現れてくるのは、男性を中心とした社会構造であり、女性の権利が著しく侵害されてい

たことが読み取れる。しかし、カスミの服装に見られるように、2000年代に近づくにつ



れ、女性の権利が拡充されるとともに女性の服装にも変化が表れてくるのである。サザ

エさんに見られる女性の服装と比べても、ジェンダー観の変化が表れていることがわか

るだろう。また、タケシという男性キャラクターの服装及び行動に注目していきたい。

彼の設定には家事好きという設定があり、エプロンをし、料理をする場面が数多く描か

れている。サザエさん一家と比べると、家庭での男女の役割が大きく変化していること

が読み取れるだろう。このように、アニメを年代別に見ていくと、女性性への見方が大

きく変わっていることが読み取れる。実際に平成 15 年度に内閣府によって行われた第 7

回意識調査によると、男は仕事・女は家庭に肯定的な意見が 16.1％であるのに対し、反

対は 68.5％を占め、昭和 52 年に行われた第 2回意識調査と比べ、反対 34.1％減、賛成

36.8％増と大きく変化していることがわかる。  

 

http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/worldyouth7/html/no2-7-3.html#no2-7-3-a  

しかしながら、ジェンダー観が変化しているにもかかわらず、昔ながらの考えを持った

アニメも数多く存在する。何度も述べているように、子供への影響を考えた場合、アニ

メを使ったジェンダー観の伝達というのはとても危険であるだろう。では一体どのよう

に伝えていけばいいのだろうか。それは教育であると考える。教育という場でジェンダ

ーについて学び、生徒たちが考え、答えを導きだすべきだろう。アニメを通した作られ

たジェンダー観をただ受容するのではなく、生徒たちが主体的に考えていくべきなので

はないだろうか。  

 

3．まとめ及び反省  

 今回アニメとジェンダーというテーマで発表しましたのは、個人的にアニメが好きで、

またジェンダーという分野にも興味があったため、もしかしたら、アニメの中にもジェ

ンダーに関するものが表れているのではないかということで調べだしたのがきっかけで

した。実際に調べていくと、さまざまなジェンダーに関する変化がアニメの中に見て取

れることがわかりました。反省点としましては、時間の調節や発表の流れはよかったと

思うのですが、データが少なかったのと、解決策(提案)を詳しく述べられなかったとい

うことがあげられると思います。  

 

4．授業を通しての感想  

 今回留学生と交流するチャンスだと思い、この授業を取らせていただきました。実際

に、さまざまなテーマを通して彼らと話をすることで、さまざまな価値観に触れること

ができたのは、とても貴重な経験だったと思います。また、この授業を通して、全体の

テーマである多文化共生の難しさを改めて実感することができました。個人的に印象深

いのは、合宿でそのテーマについて話し合ったときに、どこまでを文化として認めるの

かという疑問について話し合った時でした。確かに、認めあうということが多文化共生

のためには必要不可欠であるけれど、非人道的な文化まで認めるのはおかしいのではな

いかということにそこで初めて気づきました。このように、交流をする中で、自分のこ

れまでの考えや見方が大きく変化し、かつ拡げることができたと思います。秋学期とい

う短い間でしたが、お世話になりました。ありがとうございます。  
 
 

多文化共修 B              

日本とスウェーデンの女性活用 
 

 少子高齢化に伴う労働人口の減少が日本の大きな社会問題の一つになっている。その

解決策の一つとして外国人労働者登用や退職年齢の底上げ、そして今回述べていく女性

の活用が叫ばれている。明治維新以降日本に根づいていった「女性は家にいるもの」と

いう価値観は戦後徐々に弱められつつあるものの、日本における女性の社会進出や女性

に求められるものは諸外国に比べまだまだ改善の余地があるように思える。今回の発表



では日本の女性活用の現状を、男女平等概念先進国と言われているスウェーデンのそれ

と比較することで彼らから学べる点や今後の日本が必要とすることを考察していく。 

 

60年代スウェーデンの方向転換 

 現在男女平等度が高いことで知られるスウェーデンも 1960年代以前は日本と同じ「男

は仕事、女は家庭」という価値観が台頭していた。しかし 1960年大の戦後好況で働き手

不足になったのをきっかけに、スウェーデン政府は女性活用を推進していく。スェーデ

ン女性らはこれに対し今まで女性たちが担ってきた家事や子育て、介護などの「無償労

働」の負担軽減がなければ安心して社会進出はできないと訴えた。そのためには介護施

設や保育施設の充実が必要不可欠で、こうして支えを賄うための税金の使い道を決める

際、女性の声を国に反映させるべく多くの女性議員が誕生していった。こうして税金に

よって国の福祉の基礎を築き上げ、さらに税や年金を収める女性労働者の増加とともに

国の税収が増えますます国の福祉に充てることのできる予算が増えていった。 

 

数字で見る女性の活用度 

 まずは日本とスウェーデンの女性活用度を数字から見ていく。すべてが数値で測れる

わけではないが視覚的に理解しやすいので、日本が今どのくらいの位置にいるのか理解

の助けになるだろう。 

男女平等指数 

 世界経済フォーラムが一年毎に発表している男女平等指数(the global gender gap 

report)とは⒈経済活動の参加と機会、⒉教育、⒊健康と生存、⒋政治への関与の 4分野

における男女格差を数値化し測定したものである。2015 年に発表された最新の結果によ

ると、スウェーデンが 145 か国中 4位なのに対し日本は 101位であった。日本は先進国

の中でも抜きんでて男女平等指数が低いだけでなく、「男尊女卑」的概念が現在も公に行

使されているとされるいくつかのイスラム教国家よりも下位に位置している。順位を大

きく下げる原因に 1.経済活動の参加と機会と 4.政治への関与が挙げられているので下で

詳しく触れる。 

様々な女性の割合 

 上で述べたように女性の経済活動への参加や機械がいまだ制限されている日本でも、

年々女性の就業率は上がってきている。（下表参照）2015年時点では日本の労働年齢女性

の 71.8%が何らかの形で就労しているとされている。またスウェーデンでは 82.8%となっ

ている。 

 
 就労女性の割合は増加か栄光にあるものの、彼女らの労働環境や就くことのできる業種、

ポストには依然として男性との差が顕著となっている。例えば女性議員の割合を見ると日

本が 11.3%、スウェーデンでは 46.4%（2010）となっており、日本で国の方針や予算案決

定の際に男性優生の傾向になるのは免れられないのが現状だ。他にも女性の取締役の割合

を見ると日本では 1.4%、スウェーデンでは 21.9% (2009)となっており日本において女性

が世上の地位に就くことの難しさやさらに昇進に至るまで仕事を「続ける」ことの不可能

性を表している。これについては下の「制度・社会風土」で詳しく触れていく。また意外

なことにスウェーデンでも女性の取締役の割合が 2 割ほどにとどまっている。実はスウ

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ4Zu0y-7KAhXhYqYKHd4lBiMQjRwIBw&url=http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2012/24webgaiyoh/html/gb1_s2_1.html&bvm=bv.113943164,d.dGY&psig=AFQjCNEicKhuaKm4FOpQpQQLf-4Kmn5RYA&ust=1455241487734814


ェーデンでは教師や看護師の 8 割以上が女性であり業種の偏りがしばしば指摘されてい

るという。 

 

制度・社会風土 

 スウェーデンで 1960 年代に始まった労働人口不足に伴う女性活用に伴い、スウェーデ

ンでは女性が仕事と家庭の両立できるよう育児休暇・産休、教育・医療費、結婚制度の整

備が行われた。より女性を活用できる社会を作るため現在でもこれらの制度は進化し続け、

人々の意識改革も進められている。 

 育児休暇制度が充実しているスウェーデンでは、父親と母親あわせて 480 日（約 16 カ

月）の有給育児休暇を取得することができ、そのうち 390 日は休暇前の給与の 80％が支

払われる。さらに父親の 90％近くが育児休暇を取得している。16 カ月のうちの父親のみ

が取得できる育児休暇は 2 カ月だが、その育児制度が 2016 年からさらに充実したものと

なり父親のための育児休暇が 3 カ月に延長される。育児休暇は子どもが 8 歳になるまで

取得でき、新たに子どもができるたびに育児休暇が加算されるため、子供が多いほど休暇

日数は増えることになる。積極的な育児参加を促すため、育児休暇は使われないと消滅し

てしまう制度になっているが、子供が 8 歳の誕生日を迎えるまでは両親は勤務時間を最

大 25％短縮することができる。男女平等の育児を促進するためにスウェーデン政府が育

児休暇を導入したのは 1995 年、父親が 60 日の育児休暇を取得できるようになったのは

2002年からだ。また、スウェーデン政府は 16歳未満の子供がいる家庭に、子供ひとりあ

たり月々約 125ドルの児童手当も提供している。さらに教育・医療費は国が税金で賄うた

め基本無料、結婚制度を見ると多様な形態が認めており、代表的なのが sambo（同姓カッ

プル）で一定期間以上同棲すると結婚した夫婦とほぼ同等の権利が認められる(スェーデ

ン人と同棲している外国人にも適用可能)。さらに同性婚、片親などどんな家族形態であ

っても子供を持ち、且つ彼らの子供にも結婚カップル間の子供と変わらぬ法的権利が与え

られる。 

 他方「女性は家を守り男性が外で働く」という価値観が抜けきらない日本では、男性の

育児休暇取得率の低さ、日本社会特有の M 字カーブにみられる女性の育児と仕事両立の

難しさ、結婚・育児などで一度会社を離れると戻りにくい現状がある。これらに追い打ち

をかけるように、子供を持ち平均 0 歳から大学卒業まで育て上げるのにかかる平均的な

費用がおよそ 3000 万円にのぼることや、結婚形態が夫婦の一択であること、夫婦同姓、

母子家庭などの片親への理解はいまだ不十分なことから、女性が仕事をライフワークとす

るには多くの犠牲を払う必要があり、日本での女性の仕事と家庭の両立はまだまだ厳しい

のが現状である。 

 

 以上のようにスウェーデンと比較してみると日本社会の女性活用への理解不足や男女

平等社会から程遠い現状が見えてきた。そしてスウェーデンモデルのたどってきた女性活

用の歴史と先進性は大いに参考になった。しかし彼らの社会にも女性活用に伴うひずみが

生じており、職種の偏りや過激なフェミニズムを訴える政党の登場は大きな問題となって

いる。つまり私たちはスウェーデンを真似するだけではなく、日本にあった女性活用促進

の方法を模索していかなくてはならないのだ。 
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～音楽マーケティングにおける 

ピンクマネーの重要性～ 
 

内容１：自分の発表内容とその振り返り 

テーマを選んだ動機 

自分が好きな LADY GAGAが多くの「ゲイ」によって支持されているという内容のニュー

スを見て関心をもったから。 

 

発表内容 

 近年、テレビやインターネット上でＬＧＢＴという言葉をよく耳にする。LGBT とは、

レズビアン（女性に惹かれる女性）、ゲイ（男性に惹かれる男性）、バイ・セクシャル

（両性愛者）、トランスジェンダー（性同一性障害）の頭文字を取った総称であり、セク

シャル・マイノリティ（性的少数者）を指すことばである。また、LGBT全体のことを、

まとめて「ゲイ」と総称することもある。しかし、これはあくまでも便宜的にマイノリ

ティーたちを分類したものであって、彼らがみなこの分類に当てはまるというわけでは

ない。個々人のセクシャリティは、①身体の性、②心の性、③好きになる性の組み合わ

せでできているので、例えば、同じバイセクシュアルの中でも、心が女性の人もいれば

心が男性の人もいるというように、実際には、言葉ではくくることができない多種多様

な性指向があるのである。 

 世界経済低迷の風潮が先進国の中で漂う中、「LGBT が今後の世界経済の成長のカギを握

っている」と言われている。その理由は、DINKS（Double Income No Kids：共働きで子供

を意識的に作らない人）が多く存在する LGBTコミュニティーでは、「裕福なカップル」が

多い傾向にあるからである。HEAPS Magazineによると、LGBTのカップルは、ストレート

のカップルと比較して「３倍」もの額を、結婚式やハネムーンに費やすのだという。この

ような旺盛なゲイ・コミュニティーの「購買力」のことを「ピンクマネー」と呼び、その

「ピンクマネー」によってもたらされた LGBT の為のマーケットを「レインボー市場」と

呼ぶ。また、独身の LGBT も、家庭や子どもを築かないため、自分で稼いだお金を自分の

趣味だけに消費できるので比較的お金に余裕がある人が多いとも考えられる。身だしなみ

やライフスタイルにこだわりを持つ LGBTの人は多い傾向にあり、ウエディング以外にも、

旅行やファッション、サロンやジムやビューティー、エクササイズなど、自分の趣味には

惜しまず消費する人が多い。実際、2013年には米国内で約 83兆円もの経済効果がピンク

マネーによってもたらされたと報告されている。全人口における LGBTの割合がわずか 6％

である日本においても、約６兆円もの経済効果がピンクマネーによってもたらされた。

（【知らなきゃ遅い！】経済効果 83兆円！世界を動かす「ピンクマネー」）      

現在もピンクマネーによって様々な「レインボー市場」が拡大している。音楽市場もそ

の例外ではない。音楽市場におけるゲイ・アイコン（多くの LGBT に支持されるアーティ

ストのこと）として、日本では槙原敬之や松任谷由美が、世界ではブリトニー・スピアー

ズやマドンナ、そしてレディー・ガガなどが挙げられる。ゲイ・アイコンとされる人物の

性質として、グラマーで、きらびやか、逆境をも振り払うような精神的な強さや中性的な

要素が含まれることが多い。そして、ゲイ・アイコンの多くは LGBT の社会運動を支持し

ている。先に挙げたアーティストたちは、これらの特徴に当てはまっているためか、実際

にゲイから多大な支持を得ている。近年、LGBT と音楽業界に関する興味深い進展が見ら

れる。例えば、松任谷由美は今まで自分たちのライブ中に「男子～、女子～！」と呼びか

けていたが、最近は「男子～、女子～、そうでない人～！」と呼びかけるようになった。

ここには、LGBTに対する配慮がうかがえる。レディ・ガガが歌う曲はゲイ・アンセム（LGBT

コミュニティにおいて広く好まれている歌を指す）的な曲が多く、その歌詞には奇異の眼

差しに立ち向かう希望や、尊厳、連帯、逆境からの反発といった要素が際立っているもの

が特に多い。2011年に彼女がリリースした楽曲『Born this way』がその代名詞ともいえ

る。「私には私なりの美しさがある。だって神様は間違わないから。私は正しい道を歩ん



でいるわ。私はこうなる運命のもとに生まれてきたの。後悔して自分の殻に閉じこもって

ないで。ただ自分を愛してあげて。それがスタート地点。私は正しい道を歩んでいるわ。

私はこうなる運命のもとに生まれてきたの。」（LADYGAGAJAPAN）LGBTとして生まれてきた

ことを後悔している人は意外に多い。そんな彼らのことを、彼らが LGBT であることを肯

定させ、彼らのことを励ますという点で、『Born this way』はよくできたゲイ・アンセム

であると言える。 

このように、ゲイ・アイコンたちは LGBT によって売り上げの面で支えられているが、

バイヤーである LGBT自身も彼女らの曲によって励まされているのである。つまり、ゲイ・

アイコンと LGBT の間には、互いに利益をもたらすという相利共生の関係が成り立ってい

るのである。音楽市場におけるピンクマネーの占める割合が増えている現在、彼らの存在

なくして音楽市場は成り立たないと言えるだろう。 

LGBTの中には、確かにファッションが好きな人や、レディー・ガガのようなゲイ・アイ

コンのことが好きな人が多い傾向にある。しかし、「あの人は LGBTだからファッションに

興味があるはずだ。」という考え方は彼らに対するステレオタイプのイメージであり、偏

見をもつようなことは決してしてはいけない。あくまでも「好きな人が多い」だけだから

である。先に述べたとおり、実は LGBT というのは、セクシャルマイノリティの一部でし

かありえない。セクシャルマイノリティの実相は実に多様で、たとえば「同性愛だけどセ

ックスはしたくない」「そもそも性的な欲求がない（Asexual：無性愛者）」というパター

ンもあるわけである。それらは LGBT という括りには当てはまらないので、居場所の不在

に悩む当事者も多いそうだ。こうした流れから派生してできたのが「LGBTQ」という概念

である。「Q」とは「Questioning」または「Queer」を意味する。「Questioning」は自分の

性別がはてなマークの状態、「Queer」というのはもともとは「変わり者」という意味を指

すが、個性的なという良い意味で使えている面もある。つまり、「Q」とは区切れないマイ

ノリティとしての「Q」という意味である。したがって、LGBTの個々人のことを扱うとき

は、一概に「ゲイ」という概念でひとくくりにするのではなく、個々人の個性を認めて尊

重してあげることが重要なのではないだろうかと考える。 
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うまくいったこと 

発表は、ただ自分が調べた内容を説明すればいいというものではない。その点において、

レディ・ガガなど身近な題材を選んで説明することによって、みんなの関心を引き付ける



ことができたこと、また、実際に曲を聴いてもらうことによって視覚的だけでなく聴覚的

にも自分の主張をうったえることができたということ。 

 

うまくいかなかったこと 

カミングアウトしている LGBT はまだ世界的にも少なくまた、身近に LGBT を公言してい

る人がいなかったため、LGBTに関する情報を集めることは極めて難しかった。データも、

信ぴょう性のある情報を収集するのに苦労した。発表の際、時間配分がうまくいかず、言

いたいことが時間内にまとめられなかった。質問を受けたとき、LGBTQの概念については

全く知らず、答えることができず、下調べが不十分だったと感じた。 

 

今後の課題 

みんなが興味をもつような題材を選ぶことは大事だが、それ以上に確かで十分なデータの

ある題材を選ぶ必要があると実感した。次回発表を行う際は、テーマを吟味してから選ぶ

ようにする。また、友だちの発表評価コメントを見て、LGBTに関して説明する際、「LGBT

はファッションセンスがいい。」と断定してしまうと、それは偏見につながってしまうと

いうことに気付かされた。「LGBTだから」という考えはやめて、彼ら１人１人の個性とし

て尊重するよう努めたい。 

 

内容２：授業全体の感想 

授業で学んだこと 

多文化共修科目 B を通して１番学んだことは、なによりもいろいろな国々の人とコミュ

ニケ－ションをとること、自分の意見を伝え、あるいは相手の主張を聞くということの楽

しさである。そして、自分と違う国の人とコミュニケーションを取る際、相手の国につい

て何かしらの知識（例えば、その国の言語や世界遺産、有名な歌手など）を備えていると

話が弾み、友好が深まりやすいということが分かった。特に、授業の前半で行われた朝鮮

大学校の生徒さんとの交流では、自分が韓国語を履修していたおかげで、相手の国あるい

は相手自身にも興味を抱き、さらに積極的に意見を交換することができ、とても楽しかっ

たのを覚えている。自分以外の国の人と意見を交換することで今まで自分が気づくことの

できなかった新しいものの見方を養うことができ、とても勉強になった。実際、留学生と

の交流を通して自分の視点や交流の幅が広がっただけでなく、さらにコミュニケーション

や発表をすることに自信もついた。これからも積極的にいろいろな国の人々と関わってい

きたい。そのために、世界のさまざまな国々について調べてより交流の幅を広げようと思

う。 

 

不十分だったこと 

メディアから得た情報を鵜呑みにしてしまい、一部の国の留学生に対して差別的な態度を

とってしまっていた。出身国で人を判断することなく、１個人として接することをこれか

ら心がけていきたい。また、宗教に関する知識が不足していたせいで、イスラム教を信仰

している留学生に対して意図せずに失礼な質問をしてしまったこともあった。「自分は無

宗教だから宗教に関して知識がなくても仕方ない。」という姿勢は、これからも多文化交

流をしていくうえで何かしらの支障が出るので、せめて４大宗教に関する正しい知識だけ

でも学習しようと思った。 
 
 

多文化共修科目 B  最後の感想文 
 

経済、政治、文化、言語  

この授業は授業名と同じ、「多文化」の人たちが同じ部屋にいて話し合い、そして相互

学習をして「共修」していたことです。  



毎回のテーマも内容も、深く討論と反省する価値があるものです。参考資料が十分もら

って、勉強になりました。  

私はこの授業からわかるようになったことは、二つあります。一つ目は、あることを理

解できるためまずこのことを受け入れるべきのことです。二つ目は、言葉は異文化・思

想の間の架け橋と思うことです。  

今学期お世話になりましてありがとうございました。先生のような博学な先生になりた

いです。  

 

多文化社会とコミュニケーション 最終レポート   

「ＬＧＢＴと教育」 

背景：小学校、中学校におけるＬＧＢＴのこどもたちが困っていることを聞いた。その

結果、 自殺までするこどもたちもいる。そして、その問題に大きく関わっているのは教

師である。   

目的：教育現場でのＬＧＢＴ問題は深刻である。教師対こどもだけの問題ではないの

で、皆 さんに、今の教育現場の課題と、みなさんにできることをしってもらう。   

動機：自分は教師を目指しているが、ＬＧＢＴのことについて知らないことが多く、い

まの 問題を知って、困っている人を助けてあげたい。   

内容：Ｌ・・・レズビアン    Ｇ・・・ゲイ    Ｂ・・・バイセクシャル    Ｔ・・・

トランスジェンダー   

性のありかた｛体の性、心の性、好きになる性、表現する性｝ 性のありかたはアイデン

ティティーの一部   

教育現場でのＬＧＢＴ ＬＧＢＴのこどもたちがこまっていること →戸籍で分けられて

いるもの（トイレ、制服、着替え…） →社会的な性別や異性愛前提で分けられているも

の（性教育、恋愛の話） このことを解決するために個別に対応、対話していく。   

いじめらめられている子がＬＧＢＴとは限らず、いじめている子がＬＧＢＴかもしれな

い、 いじめや先生の対応を見ているこの中にＬＧＢＴの子がいるかもしれない。   

相談されたとき ① 最後まで話を聞く 初めて人に話すという子も少なくありません。人

がいないところに移動するなどして、 安心して話せる環境を作る ② セクシャリティー

を決めつけない 自分のセクシャリティーを決めるのは自分だけ。その子のセクシャリテ

ィーを否定したり、決定を促したりしない。 ③ 話してくれてありがとうと伝える その

子が安心して今後も相談できるようにする。 ④ どうして伝えてくれたのか、何に困っ

ているかを聞く ＬＧＢＴだからこの対応というマニュアルはない。何に困っているかは

ひとりひとり異なる。どういう対応を求めているのか、どんな対応ならできるか、対話

しながら進めて いく。 ⑤ 誰に話しているか、誰に話していいか確認する 信頼してあ

なただけに話している場合がある。特に、友人・保護者への共有を拒むこと がある。本

人の同意なく第三者に伝えるのは避ける。 ⑥ つながるための情報を伝える、先生もつ



ながる 電話相談、支援団体を必要に応じて伝える。   

わたしたちにできること でいたら、自分も悲しむほどの愛と関心をもって生活して行き

ましょう！ ＬＧＢＴの人であってもなくても居心地のいい環境を作っていきましょう！    

 

授業の感想   

この授業を受けた目的は、留学生との交流だった。大学に入ったら、留学をしたいなと

思っていたが、忙しかったり、お金の問題があったりしていたので留学は断念した。し

かし、留学生と交流できる授業があると知り、参加した。総じて言いうと、本当に楽し

かった。数学科としては珍しかったと思うが、グローバル化やマイノリティー問題など

を話し合えて良かった。特によかったのは合宿だ。授業だけでは話せないようなことも

話せたし、みんなのいろんな面を見れてよかった。これからの社会を生きていくものと

して、大きな視野を持っ て生活していきたい。   

反省として、最終発表の準備がしっかりとできなかったのと、みんなの発表がただの知

識披露の場所になっていたので、それを改善できるといいと思った。何を目的として伝

え、聞い ている人たちに何をしてほしいのかを明確にすべきだと思った。  

この授業で得たものを忘れずに生活していきます。ありがとうございました。 

 

 

 

  



３班 多文化教育 
 

多文化共修科目Ｂ 最終レポート  

１． 自分の発表内容とその振り返り 

・発表内容～多文化教育（日本における外国籍児童の教育の問題点と解決策）～ 

まずは、日本における外国人児童の現状について調べた。すると、日本語指導が必

要な外国人児童生徒数（小学校・中学校・高等学校・特別支援学校）が、平成２６年

度の時点で２９１９８人存在し、その数が年々増加している、ということが分かった。

また、平成２４年度末の在留外国人（中長期在留者及び特別永住者）の数が、全体で

２１２万１８３１人存在し、またその中でも中国人が一番多く、次に韓国・朝鮮、フ

ィリピン、ブラジルと続いていく、ということだ。そして、日本における外国人児童

生徒の指導体制を調べていくと、学校内において日本語指導担当教員や日本語指導

協力者の配置したりや学校外において国際交流協会・ボランティアの存在が大きく

影響していることが分かった。そこで今回は、学校外におけるボランティア支援に通

う子どもたちの実態から内容を深めていきたいと思う。 

次に、私が通うボランティアの子どもたちへのインタビューについて述べる。今回

は、町田国際交流センター 外国人小・中学生のための「子ども教室」という場所で、

日本（町田市）の公立小中学校に通う小・中学生（７人）を対象にインタビューを行

った。ちなみに出身国の内訳は、中国人（５人）、韓国人（１人）、フィリピン人（１

人）であった。インタビュー内容は、①学校で楽しいこと②学校で大変なこと③日本

の学校がこうだったらなぁと思うこと④日本の学校と母校の学校の違い⑤学校以外

の生活で大変なこと、の５つである。 

インタビュー全体の結果としては、日本の学校が楽しい、先生や勉強が優しい、と

いったポジティブな解答が多かった。特に中国出身の子どもたちは、母校の学校が

様々な面で大変だったらしく、日本の学校にとても良く思っているようだった。その

ためか、③や⑤の設問に関して「特になし」という回答を多く得られた。しかし、ポ

ジティブな面ばかりではなく、問題点も存在している。 

今度は、インタビュー結果を参考に、日本における外国人児童の教育の問題点と解

決策について考察していく。まず問題点として、学校の授業（特に国語・理科・社会

など）が挙げられた。というのも、子どもたちは会話に関しては早く習得できるが、

勉強での読み書きに苦労してしまうのだ。また別の問題点として、周りの人々とのコ

ミュニケーションの困難さを生じてしまうことだ。というのも、日本語特有の言い回

し（例えば「モテる」といった言い回しなど）が分からず、友達とのコミュニケーシ

ョンにずれが生じてしまうからだ。 

これらの問題を解決するために、２つの解決策を考えた。一つ目は、日本語指導の

充実だ。現在日本では、上記のような支援体制や日本語指導の「特別の教育課程」化

という制度など、外国人児童を支援する体制が整ってきている。しかし、実際に外国

人児童の多い都市圏はともかく、まだ支援する体制が整わない地域も多く存在する

のではないか。こうした地域の支援格差を少しずつなくしていく努力が必要なのだ

と考える。二つ目は、外国人児童生徒や彼らを支援する機関やボランティア団体の存

在を知ることである。上記のような存在を知っているかについてアンケートを取っ

たところ（主に大学生の男女４２人）、「知らない」という回答が３６％と一番多い、

という結果となった。今現在で多くの外国人児童生徒が暮らしているにも関わらず、

そうした存在を知らない、という現状があるのだ。だから、私たち自身が身近に住む

外国人家族のことや、彼らを支援する制度があるかどうかを少しでも知ろうとする

態度が、充実した支援へと繋がっていくのではないか、と考える。 

したがって多文化教育を推進していくためには、充実した支援とみんなの理解が

大切だ、と考える。 

 

 ・発表の振り返り 



① このテーマを選んだ動機   

外国人児童生徒に日本語を教えるボランティアを始めて以来、彼らの思うこと、

そして彼らを取り巻く教育の現状を知りたい、と思っていた。また、この講座で

勉強し、留学生と交流する中で、「多文化と関わる」という経験をしてきた。その

中で改めて日々が異文化交流である彼らの苦労を感じ、日本語を教える以外にな

にか出来ることはないか、と考えるようになった。そして今回、多文化共修を勉

強する機会を得られたことで、本格的にこの課題に取り組みたいと感じたからで

ある。 

② うまくいったこと 

インタビューをすることで、自分が教えている子どもたちの本音を聞き出すこと

が出来たこと。なかなか普段、日本語を教えているだけでは分からないことを聞

くことをでき、今後の支援に役立てたいと思った。またこの発表を通して、発表

を聞いている人だけでもこうしたボランティアの存在を知ってもらえる、という

機会が得られたのが一番良かったことだと思う。考察でも述べたように、「知って

もらう」ということが彼らへの支援へと繋がる、と考えているからだ。それを、

簡潔に時間内にまとめられたのがよかったことだと思う。 

③ うまくいかなかったこと 

まず、インタビューにおいて調査対象が少なく、また国籍も中国人に偏ってしま

ったことが残念だった。ただ、もともとボランティア内で大半が中国人であるう

え、またボランティアの人数も足りず、支援にまわらなければならなかったとい

う事情もあって、致し方なかった。今度同じ調査をする際は、できれば様々な日

本語支援ボランティアでインタビューをしたいと思う。また時間も短いのもあっ

たが、日本の支援の実態の詳しい説明や、掘り下げた考察ができなかった。それ

は、自分の勉強不足というのが一番の理由だと考える。様々な国の留学生と共に

勉強しているのだから、自分の国だけではなく、世界で取り組んでいることも視

野に入れて勉強し、話す必要があった、と感じ深く反省している。今回のうまく

いかなかったことを反省しつつ、このテーマについての学びを深めていきたいと

思う。 

④ 今後の課題 

今回調べたテーマの内容を、世界と日本を対比させながら深めていきたいと思う。

そのためにも情報を集めるのと同時に、フィールドワークとして日本国内外問わ

ず様々な外国人児童生徒の支援を視察したいと思う。そして、彼らの環境が少し

でも良くなるように、今回のように情報をあらゆる人々に伝えていき、「知っても

らう」活動に取り組みたい。 

 

２． 授業全体の感想 

まずは、この講座を選んだ動機として「文化の違いを学ぶ」ということであった。

私は７月から外国人児童生徒に日本語を教えるボランティアをはじめ、その際子ど

もたちと自分との間の文化の違いをよく気付かされた。そこで、留学生と共に学ぶこ

とを通して文化の違いをたくさん知っていきたいと思ったからである。 

そして実際授業を受けていく中で残念だったこと、とても良かったことが両方あ

った。残念だったことは、まずあまり多くの時間留学生と話すことができなかったこ

とだ。授業も月曜１限な上、コメントペーパーを書くので２限の時間ぎりぎりとなっ

てしまい、なかなか積極的に留学生と関わることができなかった。また、グループワ

ークをする際も、初対面の人に対してあがり症な性格から、自分から積極的に話すこ

とをためらってしまった。せっかくのチャンスをなかなか生かせずに終わってしま

ったのがとても残念である。また、一つ一つのトピックに対して自分で学びを深める

時間がなく、記憶が曖昧なままでいるのが今現在で残念なことである。これは、春休

みを使ってせめて少しでも関心のあったことだけでも自主的に学んでいきたいと思

う。 

ただ、残念だったこと以上にとても良かったことが存在する。それは、グループワ



ーク、そして合宿における留学生との交流である。特に合宿では、ポスター発表会や

全体討論会と通して多くのことを学ぶことができた。例えばポスター発表会で、イス

ラム教について詳しく話が聞けたのがとても印象に残っている。普段の生活であま

り関わることのできないイスラム教徒の、様々な教えや学芸大学での生活について

知ることができたのがとてもよかった。合宿で夜通し語りあい、パワーポイントの発

表を行う中で、様々な人との交流し、そこから自分が知らないことが無数にあること

に気づき、自分がいかに狭い視野で生きているか、ということを改めて気づかされた。 

今回の授業を通して、今度は自分が留学生となって様々な国の人々と交流したい、

と思った。大学生という貴重な時間を使って、人との関わりを通して学ぶことを積極

的にしていきたい。「多文化共修科目Ｂ」というこの講座は、私にそんな動機づけを

起こしてくれた授業だった。本当に充実した半年間だったと思う。 

 

 

 

1．自分の発表内容とその振り返り 

【テーマとそれを選んだ理由】 

 今回プレゼンテーションを行うにあたって選んだテーマは「多文化教育」であり、そ

の中でも「日本における外国籍児童の教育の問題点と解決策」に着目した。グローバル

化が進む現代社会では、確実に外国籍児童の数が増加しており、彼らに対する教育や支

援の充実が叫ばれている。しかし、外国籍児童に対する教育の現状を把握している者は

決して多くなく、私自身あまり詳しくはなかった。彼らに対する支援をこれからどうし

ていけばいいのかを考えるためには、まずは「外」からの視点だけではなく、子どもた

ちのリアルな意見に基づいて「内」から現状及び課題点を知り、その上で考察を深めて

いく必要があると思った。したがって、このテーマを選択した。 

 

【発表の内容】 

 文部科学省の調査によると、「日本語指導が必要な外国人児童生徒数」は年々増加して

おり、2014年現在で 29,198人となっている。在留外国人数も 212万人を超えており、

多い順に示して中国、韓国・朝鮮、フィリピン、ブラジルなど様々な国からの人々が日

本で生活を送っている。この統計を見ると、近年は日本でも多様な人々が暮らしてお

り、その人口の増加に伴って外国籍児童に対する配慮が重要視されていることが考えら

れる。 

 現在は、学校はもちろん、家庭や地域などで外国籍児童に対する支援を試みている。

子どもたちのリアルな声に基づいてその現状と改善点を知るべく、外国籍児童の学習サ

ポートを行う地域ボランティアの施設でインタビュー調査を行った。 

 調査場所は町田国際交流センターで開催される外国人小・中学生のための「子ども教

室」だ。調査対象は日本(町田市)の公立学校に通う小・中学生 7名で、その国籍の内訳

は中国が 5人、韓国が 1人、フィリピンが 1人となっている。それぞれの児童に対話形

式で 5つの項目について話を聞いた。 

 1つ目は、「学校で楽しいこと」だ。「課外活動」「授業」「友達とのかかわり」と言及

する子どもが各 2名おり、授業時間内・外問わず様々な場面で楽しさを感じていること

が分かる。2つ目は「学校で大変なこと」について、「勉強が大変」という意見が最も多

かった。授業は楽しい反面、慣れない日本語での学習と知識の習得が難しいのだろう。3

つ目は「日本の学校でこうだったらいいなぁと思うこと」である。この質問に対して

は、驚くべきことに 7名全員が「特にない」と答えた。4つ目に聞いたのは、「母国の学

校と日本の学校の違い」である。最多の回答は「宿題の量」や「先生」であった。今回

ストイックな教育を行う中国の出身の回答者が多かったためかもしれないが、母国では

宿題の量な多く、優しさの感じることができない先生もいるのだという。5つ目は、「学

校生活以外で大変なこと」だ。これは、「言葉が通じない」や「友達によるちょっかい」

の他、「特になし」という意見も多かった。 

 このインタビュー結果を見て意外だったのは、「日本の学校がこうなってほしい」や



「学校生活以外で困ること」を聞いた際に「特になし」という回答が多かったことだ。

これは、環境への柔軟性が高い子どもだからこその意見かもしれない。それでも、全体

的に見て外国籍の子どもたちは日本の学校を楽しんでいることが見て取れる。しかし一

方で、2つ目の「学校で大変なこと」という質問に対して「勉強が大変」と答える児童

がいることからも分かるように、未だ問題点は存在する。 

 調査に協力をしてもらった外国籍児童らの話をまとめてみると、いくつかの問題点が

洗い出された。学校の授業(特に国語・理科・社会などの科目)が大変であるという点

と、日本独特の言い回しなどが理解できず、周りの人々とのコミュニケーションが難し

いという点だ。 

 それらに対する改善策は 2つ考えらえる。1つは、日本語指導の充実だ。近年教育現

場における日本語指導の「特別の教育課程」化が推進されているが、それでも地域間で

支援差が生じているほか、ボランティアに依存してしまっている。その現状を打破する

ために、外国籍児童に対する日本語指導を真剣に捉え、その充実を図ることが良いと考

える。もう 1つは外国人児童生徒の現状や彼らを支援する機関やボランティア団体の存

在を知ることである。自身のツイッターで大学生を中心にアンケートを取ったところ、

42人の回答を得たが、そのうちの約 4割はボランティアについて全く知らないと答えて

いた。「聞いたことはあるけど詳しくは知らない」という項目も含めると、実に 65%もの

人が外国籍児童に対して日本語を教えるボランティアの存在を知らないということにな

る。それだけに限らず、自分のまわりにどれほど外国籍児童がいるのか、自分の住む自

治体に外国籍児童を支援するためのどんな制度があるのかなどを知っている人は少数だ

ろう。外国籍児童への支援を充実したものにするためには、まずは日本人自身がその現

状を知ること、そして知ろうとする態度を身に付けることが重要なのではないかと考え

た。 

 まとめると、外国籍児童に対する問題を解決し、多文化教育を更に発展させるために

は、充実した支援とまわりの理解が求められるのだろう。 

 

【うまくいったこと】 

 評価表にもコメントがあったように、今回のプレゼンテーションを行うにあたって、

実際に外国籍児童に会い、インタビュー調査を実施できたのは良かった。メディアによ

る情報だけではありきたりになってしまったり、「外」から見た情報になったりしてしま

う可能性がある。そこで、生の子どもの声を聞き、それを発表に反映できたのはうまく

いった点だと思う。そこで、オリジナリティを発揮することもできた。 

 発表においても、グループとして結論をしっかりまとめ、自分たちの伝えたい事を分

かりやすく発信することができたと思う。パワーポイントでも図を駆使するなど、工夫

をすることができたのは良かったのではないだろうか。 

 また、自分ではあまり意識はしていなかったが、評価表に「信頼できる情報源を使っ

ていた」との記述があり、そうであるならば信憑性のあるプレゼンテーションにするこ

とができたのではないかと考えた。 

 

【うまくいかなかったこと・改善点】 

 評価表のコメントを踏まえて述べよう。まず、発表が早口になってしまっていたのが

改善点だ。時間内で内容すべてを語りきらなければという焦りが生じたためか、発表が

早口になってしまっていたらしい。コメントでは「しかし、内容が分かりやすかったの

で問題はなかった」と記されていたが、日本語が母国語ではない人々が多く集う場では

特に、もっとゆっくりと伝えることができれば良かった。次に、インタビューの対象が

少なかったという点についてである。今回の調査では 7名という少数にしか話を聞くこ

とができなかった上、その国籍は中国に偏っていた。発表までの短い準備期間の中で行

うにはこれが限界だったということを加味しても、外国籍児童の現状を正確に伝えるた

めにはもっと幅広い層での調査が必要だったと考えられる。 

 

2．授業全体の感想 



【良かったこと】 

 アンケートでも示したことであるが、この授業を受けて一番良かったのは、多様な視

点を知ることができたということだ。グローバル化社会や、在日外国人、沖縄基地問題

など私たちが今後考えていくべきテーマについて、様々な経歴や国籍を持った人々と意

見交換をし、物事のいろいろな見方を得た。これは他でもないこの授業だからこそ得る

ことのできたことだろう。扱ったテーマはどれも難しいもので、授業内で話し合っただ

けでは結論は出なかったが、きっと考える姿勢を持つことが大事なのだと思う。 

 また、フィールドワークや多文化交流合宿など授業外活動が盛んに行われたのも良か

った点である。話し合い以外の授業スタイルを取り入れることで、慢性化を防ぎ、適度

な刺激を得ることができた。例えば朝鮮大学校で話を聞くといったようなことは、機会

がなければなかなか出来るものではないので、「多文化共修科目Ｂ 多文化社会とコミュ

ニケーション」は私たちに「きっかけ」をくださる授業だったのではないかと思う。 

 

【不十分だったこと】 

 この授業において不十分だったのは時間配分だと考える。毎回授業後にコメントペー

パーを記入していたが、その時間が短く、次の授業が始まる直前までかかってしまうと

いうことがしばしば起きた。毎度の授業を振り返れるようになっているのはありがたい

ことであるが、コメントペーパーを記入する時間を別に設けると、次の授業にも支障が

出なくて良いと思う。 

 

 

  



４班 沖縄の基地問題 
 

 

沖縄基地問題についての発表 

  

沖縄基地問題について発表した。何について発表したいかと二人で話し合うと、沖縄と

海外からの視点や跡地利用の問題などについて話をし、発表の案を立てたという。しか

し、外国人の私にとって授業でこの問題について話したことがあっても、まだ分からな

かったことが多いので、この発表で深く問題を解析するより、簡単に問題を説明できれ

ば私だけではなく、クラスの皆さんもこの問題の要点を押さえることができるのではな

いかと思いながら発表を作り出した。末吉さんが沖縄からの視点と跡地利用問題につい

て紹介する一方、私が問題の背景と海外からの視点について調べることにした。  

 したがって、沖縄は第一次世界大戦や太平洋戦争などで何回も戦争の経験をしたことの

上、沖縄に起こった激しい地上戦の後、米軍に占領されたことや、旧日本の基地が米軍

に接収されたということも問題の背景として紹介した。また、基地が米軍に接収された

後、対日講和条約によって沖縄はアメリカの施政権下に入り米軍基地は拡大していった

ことについて話した。現在、全国の米軍専用施設の面積の 74.3％が沖縄に集中している

の上、本島では 19％が基地によって占められているという事実も紹介した。最後に、普

天間基地が辺野古へ移転することに日本政府が決定したが、沖縄県民がそれに反対し、

日本政府と沖縄県がその移転について論争しているということが問題の背景ではないか

と話した。  

 海外からの視点なら、戦後冷戦体制の中で朝鮮戦争やベトナム戦争が勃発し、沖縄は戦

場の米軍を支える後方基地として、またアメリカのアジア戦略の要として重要な役割を

果たすことになったというのを話した。そして、現在でもアメリカが沖縄の基地を支配

したい理由は沖縄の地理的な位置からもよく分かるではないかという意見も述べた。  

 日本ではこの問題についてたくさん報道されているが、向こうでも沖縄が価値観がある

と思われているだろうと私たちが思い、アメリカのニュースなどがどう報道するのかを

見てきた。すると、アメリカの有名な新聞でも「沖縄」だけ書いて検索して見ると、よ

く出てきた結果が「沖縄のダイエット」、「リゾート地」や文化に関する記事が多かっ

た。それぞれの記事が沖縄人が長く生きる方法や沖縄で観光を楽しめる方法や沖縄の文

化を紹介している基地問題と全く関係のない記事である。  

 しかし、それ以外にも気付いたことは客観的な報道が多いということ。つまり、アメリ

カの記者や軍人の意見を述べている記事が少ないようだ。無論、これは日本とアメリカ

を含める問題なので、基地問題のことはある程度報道されているが、日本と比べて記事

が少ないのだ。しかし、その様々な記事を読んで一つ気付いたことは数字の違いという

ことだ。  

 前も書いたが、米軍専用施設の面積の 74.3％が沖縄に集中している。この 74.3％は授

業で貰ったプリントに書いてあったが、日本語のサイトではたまにその代わりに 75％と

書いている。一方、アメリカのサイトではよく 74％と書いてある。そして、沖縄戦で亡

くなった人がプリントと日本語のサイトでは約 10 万人と書いているが、アメリカのサ

イトはよく９万４千人と書いている。これを気付いて思ったのは、ただの個人的な意見

かもしれないが、両国がわざと数字を大きくまたは小さくする可能性があるではないか

という意見を挙げた。 発表についての感想  

 沖縄基地問題を理解することは私にとって非常に困難なことだった。沖縄出身のと発表

の仕方についてを話し合いの上、一緒に一つの発表にすることに決定しとてもよかった

と思う。  

 発表の内容や時間を守ることができたという点からみると満足できるが、個人的に日本

語が足りないという気持ちが強いため、これ以降日本文化を知って行きながら日本語も

上達できればと考えている。しかし、発表が終わってから何人かのクラスメートに「発

表がよかった」や「とても分かりやすくてよかった」などの褒め言葉を受け取り、とて



も嬉しい。また、基地問題のことを詳しく知っている沖縄出身の末吉奈津子さんとグル

ープで発表ができ、勉強になった。  

 発表のうまくいかなかったことといえば、私は原稿を見ながら発表したということだ。 

しかし、私は不安障害を持つ人で、人の前に発表するのが苦手なのにかかわらず発表を

無事に終わらせたので、満足できるのだ。  

 

２０１５年秋学期 多文化共修科目 B 感想  

 最も最初の授業に私達学生がこのコースを受ける理由や目的を書いた。そこに私は

「色々な文化について学びたい」を書き、今振り替えてみると私の目的が非常に子供の

ような答えにみえると思う。  

 グローバリゼーションというテーマにした授業でグローバリゼーションのいい点だけで

はなく、よくない点も考えさせられ、グループの人に話し合いながら自分の視野を広げ

てきたという気持ちがあった。授業の始めにクラスの皆さんがグローバリゼーションの

いい点だけ言ったが、授業の最後のところに良くない点もあるではないかという議論も

し、私だけなく、グループの中でも新しい考え方が見えてきて、とても良い授業だっ

た。  

 全体の授業の重い話題と軽い話題のバランスがとてもよくて、グローバル化であっても

難民の問題のことであっても、毎回の授業で楽しくクラスメートとの話し合いから勉強

になった。特に、授業でパリで起こったテロ事件について話したことが印象に残ってい

る。その時ある学生がムスリムがこの事件を起こしたが、イスラム教の信者がこのよう

な事件を認めるわけがないのようなコメントをし、感動した。  

 毎回の授業でグループ分けにし、グループ内で話すというパターンが良かったと思う。 

また、それぞれのグループのまとめを聞き、たまに自分が考えなかったことが出てきた

ので、とてもいいディスカッションになったと思う。  

 授業の不足な点といえば二つが言える。第一に、課外活動というものだ。なぜかという

と、授業以外にたくさんの活動があったのだが、私自身のスケジュールが合わなかった

ため沖縄についての映画以外一つもの活動に参加できなったからだ。そして、たまに授

業で課外活動についての話をし、参加できなかった私はその話にも参加できなかったと

いうことになったのだ。  

 第二に、提出した感想文がクラスの皆さんに添付されたこと。私には感想文は自分の意

見を挙げる機会と思うのだが、その意見を皆さんが読むのなら先にそれを知らせてほし

いのだ。  

 しかしながら最後にこの授業を受けたからこそ他の国の人と話すことができ、とても大

事な機会だったと思う。この機会を作ってくださってありがとうございました。 

  

 

月曜１限 多文化共修 担当教員:岡先生  

 

最終レポート   

① 発表を通しての感想  発表の内容は「沖縄の基地問題」です。このテーマを選んだ

理由は、問題の当事者である沖縄県民として、今沖縄で起こっている問題についてみな

さんに知って欲しかったからです。さらに、沖縄県外からはこの問題がどう認識されて

いるのかを知ると同時に、みなさんからの客観的な意見も知りたかったので、発表テー

マとして取り上げさせていただきました。授業でもたくさん取り上げられた問題でした

が、今一度概要を整理すると共に、授業ではあまり触れられなかった点についてもまと

めました。  概要については、戦後の沖縄の歴史をもとに、基地建設に至った経緯を最

小限のポイン トだけを選出してまとめました。そして、現在沖縄に基地が存在している

ことで、どのような問題が起こっているか、その反面利点は何なのかについて、できる

だけ客観的な意見 を反映させました。(私が沖縄県出身者である以上、ある程度偏った

内容となってしまっていたと自覚しています。)   今回の発表で、今までの授業などで

の内容とは違ったアプローチをした点が２つありま す。１つは、国内と海外、特にアメ



リカの報道の違いから見える、沖縄の基地問題の認識の差を取り上げた点です。報道さ

れる内容や、情報量に大きな差があることはもちろん、客観的なデータであるはずの数

字さえも、その国の主観や、何らかの意図が反映されているように感じました。例え

ば、沖縄戦で亡くなった方の人数を表す際に、国内では「約 10 万人」というのに対

し、アメリカでは「約 94000 人」というとそうです。言い方は悪いか もしれません

が、被害者意識のある日本は、事を大袈裟に見せたがるのに対して、アメリ カ側は冷静

に客観的事実を述べています。報道は「第 4 の権力」と言われるほど、多大な 影響力

を持っているものです。政治を運営する一部の人間だけの利益を実現する世の中になら

ないためにも、国民一人ひとりがリテラシー力を持つことが大切だと痛感した瞬間で し

た。   ２つ目のポイントとしては、基地の跡地をめぐる問題を取り上げたことです。基

地が無くなったからといって、沖縄が抱える問題が解決する訳ではありません。そこで

暮らしている人々の生活は続いていきます。これは、社会で起こっている問題全てに言

えることだと思います。そのことを皆さんと共有して、共に考えていけたらいいなと言

う意図もあって、このテーマを取り上げました。この問題と直接的に関係のある私にと

っては、無視できない問題だったし、全国ニュースではなかなか取り上げられる機会の

ない話題だったの で、提案して、今回の発表のテーマに組み込むことにしました。  

  今回の発表で、成功したと思える部分は、情報量を最小限に絞ったこと、そして最

後にみなさんに質問を投げかけたことです。短い時間の中で何を伝えたいか、どうすれ

ばわかりやすいものとなるかを熟考したので、他のグループの発表と比べてみても、か

なりシンプルな内容だったと思います。発表も時間内に収まったし、短い中でも充実し

た内容だったのではないかと考えています。発表の最後に「普天間基地の跡地に、ディ

ズニーランドを建設しようという案について、あなたはどう考えますか」という質問を

しましたが、質問した内容も具体的で、短い時間の中でも意見がまとまりやすいものに

なったと思います。意見を求めた際に、みんなが協力して答えてくれたので、心強かっ

たです。さらに、ディズニーランドについての質問を投げかけたときに、賛成意見と反

対意見の両方の意見 を聞くことが出来たので、発表者である私としても有意義な時間と

なりました。   反省すべき点としては、スライドに表示されているポイントの説明が不

十分だったところがあったことです。発表者である私たちは、問題の内容も把握してい

るし、伝えたいことをまとめたうえで、そのポイントをスライドに表したわけですが、

そのポイントがどのように繋がっているのかを聴いてくれている人たちはわかりませ

ん。それを理解はしていながらも、発表の中で私たちがわかっているものだとして、説

明が不十分だった箇所がいくつかあったと思います。そこにもう少し注意すれば、より

良い発表になったと思いま す。 今回の発表では、沖縄の基地問題と直接関係のある、

沖縄県民である私と、外国人留学生ので、主観的な視点と客観的な視点を盛り込むこと

が出来ました。これは、発表者である私たちにとってもお互いに充実したものであった

と同時に、発表を聞いてくれたみなさんにとっても、異なる視点からの問題の捉え方を

知ることが出来たという点で、有意義な時間となったのではないかと思っています。社

会で起こる問題には常に、当事者とそうでない人々が存在します。問題を解決させるた

めには、被害を直接被っている当事者ががんばるだけでは困難です。むしろ、それ以外

の人々が問題意識を持ち、解決のためにそれぞれの立場から何が出来るのかを考えるこ

とが大切なのだと考えました。   

 

② 授業全体を通しての感想 今回の授業全体を通して、自分とは違った環境で過ごし

てきた人々、「 異文化」の人々とのかかわり方をどのようにするべきか考えることが出

来ました。一つひとつの授業では大変重要な問題を取り扱い、その場でベストな回答を

考えるのには難しい問題ばかりでしたが、それを、異なる価値観を持っている人同士で

考えることが出来たという点で、とて も有意義な授業でした。 最も印象的だったのは

最初の方の授業で、「グローバル化」している現代に対する批判的な視点を学んだことで

す。このとき私は初めてグローバル化に対して、疑問を持つことが出来ました。今まで

当たり前のことだと思っていた、欧米文化に対する憧れという意識も、グローバル化に

よるものであったことを知り衝撃を受けました。それは裏を返せば、それぞれの地域固



有の文化に対して劣等感を感じているということであり、そこで生じている文化の優越

の差は経済の発展度合いによるものです。経済発展することが人々の生活を豊かにする

というのは絶対的ではなくむしろ、人々を不幸にしてしまうかもしれないということを

考えたときに、本当の幸せって何なのだろうと悩みました。結局この時も答えは出ずに

終わってしまいました。しかし、一つ思ったのは、あまり人と比べすぎないほうがいい

ということです。そして自分の良さを自分自身で認めてあげることが大切なのだと思い

ます。情報量が多い今の世の中では比較対象が多すぎて、毎回劣等感を感ぜざるを得な

い状況にあります。ないものねだりは誰でもするものですが、情報のふりまわされてば

かりではずっと劣等感を抱えて生きていかなくてはならず、息苦しいのではないでしょ

う か。自分を受け入れ、ある程度割り切れる強さを持っていきたいと思いました。  こ

のように授業のたびに新しい視点を取り入れることが出来て、充実した時間を送ること

が出来ました。さらに、沖縄の基地問題について授業で何度も取り上げてくださったの

で、個人的に大変有意義な時間を過ごすことが出来ました。私自身も他の問題の第三者

となる存在であるので、授業でみなさんが沖縄の基地問題について真剣に考えてくれた

ように、他の問題についても自分に立場から考えていきたいと思います。 

 

  



５班 難民問題 
 

多文化共修科目（０１）  

          最終レポート・難民問題について  

                            

 

テーマを選んだ動機  

 私の身の回りにいる欧米人の友達と話す時、彼らは自国でテレビを見ていると毎日のよ

うに難民に関するニュースが目に付くという。世界的には大きな社会問題である難民

が、なぜ日本においてはあまり取りざたされていないのか。少し調べたら、日本のナシ

ョナリズムの根強さに起因することが分かる。日本の難民受け入れに関しては、他の先

進国と比較すると、難民に対し排他的な姿勢をとっているとよく言われている。そのよ

うな状況の中、迫害された難民の人々に対して、果たして日本ではどのようなサポート

がなされているのか。サポートが十分でないなら、ソーシャルワークの分野はどのよう

に貢献ができるのか。学校でソーシャルワークに関する勉強を踏まえて、難民支援につ

いて語りたいと思って、「滞日難民申請者の生活と現状」というテーマを決めた。  

 

内容  

 では、まずは、簡単に発表した内容のあらすじを説明したい。  

 日本で暮らす難民は大きく 2つに分けられる。1つは「条約難民」と言い、1951 年に採

択された難民条約に定義された要件「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構

成員であること又は政治的意見を理由に、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由

のある恐怖を有すること」に該当する人のことを指す。わかりやすく言うと、人種や宗

教もしくは政治的意見を理由に迫害を受ける恐怖にさらされていたり、国籍国外での生

活を余儀なくされていたり、国籍国の保護を受けられないという人々のことである。こ

のような人々に加えて、戦争や政治の混乱によって危険を感じ国籍国を出た避難民も広

い意味での難民とみなされている。また、日本はこれまでに 1度だけ大量の難民を受け

入れたことがある。これが日本で受け入れている難民の 2つ目は「第三国難民」であ

る。例えば、インドシナ難民である。1970年代に発生したベトナム、ラオス、カンボジ

アで起こった戦争から逃れ、大量の難民が周辺国に逃がれた。日本は 11,319人をインド

シナ難民として受け入れた。  

 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。  

 ところが、受け入れ後の条件は良くて、日本人と同じような待遇を受けられるが、日本

において難民申請をしても認定されるのは困難であるうえに、申請結果が出るまでに非

常に時間がかかるので、難民申請中の人たちの抱える問題はいくつがある。また、ソー

シャルワークの価値という視点から、認定申請中の難民に対する権利擁護が必要であ

る。（日本社会福祉会の論理綱領では、「価値と原則」の１で「人間の尊重」として

「社会福祉士は、すべての人間を、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗教

的文化的背景、社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがえのない存在とし

て尊重する」としている。）そのため、法的支援や生きるための食事、住宅、病気の際

の医療に関する支援は勿論だが、その特殊な事情から、難民申請者と社会資源をつなげ

る際、ほか機関において、彼らの文化的、社会的背景が十分理解されないために、難民

申請者の言動が誤解されたり、非正規滞在者と混同されてしまったりことも多く起こっ

ている。このような場合、難民申請者の代わりにソーシャルワーカーが、ほかの支援機

関に説明し、理解を促す必要がある。つまり、法的な支援や食事・住宅・医療といった



生活の支援がまだ足りない以外にも、地域生活とともに、生活の質の向上や自尊心の向

上、自己実現といった心身的な面もサポートする必要がある。行政が対応できる支援は

当然必要だが、こういう行政が対応できない、新しい福祉課題への取り組みの多くは、

自主的な「社会福祉に関する活動」が担っている。必要性が公的に認められて、「社会

福祉を目的とする事業」になる事業もある。（2015年 12/16；社会福祉原論Ⅱ；社会福

祉事業）例えば、NGO・NPO のような民間非営利部門である。日本においても難民の人々

に対してサポートがたくさん与えられている。  

 例としては、三つ挙げられる。  

 一つ目は、政府からの支援で。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。宿舎借料は、単身者月額 40,000 円、2 人 50,000円、3 人

55,000 円、4 人以上 60,000 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。  

 二つ目は、難民保護と人道支援に従事する団体である。J-FUNの例を挙げた。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。2006年以後の毎年の６月 20日にたくさんのイベントが

行われるそうである。例えば、日本語勉強会や日本文化の講座などを行うという。  

 三つ目は、日本における難民自助グループである。クルド難民の例を挙げた。夫が難民

収容所に収容され、妻と子供が残されてしまい、これからどうしたら良いか困ることが

多い。更に６割のクルド難民がうつ病を患っている。そのため NPOソーシャルワーカー

の力を借りて自助グループを作り、そこでオヤという民族芸能である雑貨を作って売る

ことによって自信を付けたり、心を安定させているという。  

 以上のように、発表をしたが、反省すべきところはいくつかあって、特に発表の時間を

コントロールできなかったので、ソーシャルワークが難民申請中の人々に対してどうい

う支援ができるのか、について発表できなかったことを深く反省する。また、合宿で難

民問題について発表したが、得たアンケートから見ると、難民問題に関して知らなかっ

た人が意外と多い。そのため、私たちのグループの発表を聞くことから、難民問題、難

民支援について考えていただければと考えている。  

今後の展望として、日本におけるソーシャルワークは難民の抱える課題にどのように寄

与できるのかを研究していきたい。  

 

授業全体の感想  

 「多文化共修科目（１）」を受けて、以前考えたこともない社会的問題を知ることがで

きた。さらに、調べることによって、多くの刺激を自分自身に与えることができ、より

視野が広がったと思う。特に、『幸せの経済学』に関する授業と『無国籍を生きる』に

関する授業は一番印象的だった。人間の幸福に関する最も大事なのは平和であること、

国と関係なく、人は平等で、命は同じ大切なもの、などである。お互いに助け合い、活

発な交流をすることによって、維持可能な世界につながると思うのである。それは多文

化共生にもつながるのではないだろうか。寛容の心を持ち、理解し合うことは大切であ

る。  

 しかし、非常に残念だと思うことは、知識の不足である。初めて知ったことが多いた

め、自分の意見や感想をきちんと皆と話し合いができなかった。意見を交流することは

大事だと思うので、ぜひ様々な場面でもっと多くの人に「多文化共修科目（１）」で身

につけた知識を伝えたいと思う。  

 岡先生、半年間、お世話になりました。本当にありがとうございました。 

  

参考文献：  

「日本の難民認定手続きについて」 http://www.unhcr.or.jp/html/j_protection.html  

「認定 NPO法人 難民支援協会」 https://www.refugee.or.jp/  



「Japan Forum for UNHCR and NGOs」  http://www.unhcr.or.jp/html/protect/j-

fun.html  

 

 

 多文化共生教育  

    

難民問題をめぐる 近年の中東・北アフリカにおける治安情勢の悪化により，リビアか

らチュニジアやエジプトなどへと国境を越えて逃れる人々が日々増加している。現在，

世界各地には難民や国内避難民と呼ばれる人々が数多く存在しており，201６年は，そう

した人々を国際社会が支援するため策定された「難民の地位に関する条約（難民条

約）」が 1951年に採択されてから 6５年が経った。去年のパリテロ事件はさらに難民問

題を激化にされた。そこで今回は，世界の難民問題の解決をめざす国際社会と中国の取

組みについて述べる。  

 まず、外務省によって、難民の定義は「平和に暮らしていた人々が，突然，紛争や暴力

などにより住み慣れた土地を追われてしまう──「難民」とは一般的に，政治的意見を

理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有し，国籍国の外にい

る者であって，その国籍国の保護を受けることができない，または，望まない者（難民

条約上の難民）を指します。」である。近年は，国境を越えず国内にとどまって避難生

活を送っている「国内避難民（IDP：Internally Displaced Persons）」も増加してい

る。その他いずれの国の国籍・市民権も認められていない「無国籍者」も世界には 650

万人以上存在しており，これらの人々も，難民と同じく支援なしには生活することがき

わめて困難な状況にある。こうした難民などの発生は重大な人権・人道問題であるだけ

でなく，地域や国際社会の平和と安全を脅かす要因とも成りうる。実際，避難先の住民

と難民などとの間で新たな紛争やトラブルが生じるケースが頻発している。  

 当初，UNHCRの難民問題への取組は，第二次世界大戦によって生じた難民を念頭におい

たものだった。しかしその後も，イデオロギーや民族・宗教などに起因する紛争が世界

各地で勃発し，難民問題は大規模化した。特に，1990 年代の地域紛争により発生したク

ルド難民，ルワンダ難民，コソボ難民，東ティモール難民などは，難民問題に新たな局

面をもたらした。近年の難民問題の特色の 1つとしては，自然災害や経済危機など複合

的な要因が絡んで難民問題が「長期化」する傾向があげられる。また，「国内避難民の

増加」も重要課題となっており，今や UNHCRが支援対象としている国内避難民の数は，

難民の約 1.5倍と大きく上回っている。かつては，国境を越えていない国内避難民は，

国家主権の壁により，国際機関などの直接の支援を受けることが難しい状況にあった。

しかし，現在は，人権・人道の見地から，国際社会は，難民同様に国内避難民の保護・

支援に乗り出していた。  

 一方、中国側は難民問題にはどうだろうか。これから、説明する。中国はいつも難民を

受け入れないとイメージされているが、実は、1930年代から中国も難民を受け入れてい

た。中国近代史で難民を受け入れたのは４段階になる。まず、第二次世界大戦（1935 年

から 1940年まで）、ナチス政党ヒトラーは世界範囲でユダヤ人を虐殺した時、中国は 3

万人以上のユダヤ人の難民が上海に安置した。今ユダヤ人は非常に中国と仲良いの歴史

根拠それだと関係深いと考えている。その次、1970年代のベトナム戦争の時、26.5万人

のベトナム難民を受け入れた。今回のベトナム難民の規模も中国歴史で一番多かった。

続いては、1970年代末、ソ連とアフガニスタン戦争の背景で、中国は６万人ぐらいのア

フガニスタン難民を受け入れた。最後に、1980年から 1988年までのインド宗教紛争で

インド難民を２万人ぐらい受け入れた。今は中国国内ではどのぐらいの難民がいるのか

について調べたが、政治的な原因でデータの把握はなかなか難しいことになった。  

 では、中国の難民政策は一体なんだろうか。中国は 1953年「難民の地位に関する条約

（難民条約）」を加入してから、「難民の地位に関する条約（難民条約）」を規定され

ているように三つの柱がある。一番目は本国に戻すことである。ベトナム戦争の時を受

けた 26.5万人の難民のうち、６万人以上もベトナムに返していた。二つ目は、同化原則

で中国の国籍を替えることである。そして中国の国籍を替えた難民に月 1200元（約２万



5千円）の生活補助金を配っている。代表としては、その 26.５万人のベトナム難民のう

ち、１４万人以上もう中国の国籍に替えた。最後は、第三国に定住させることになる。  

 しかし、中国は積極的に難民を受け入れたと共に、輸出量も多いことは最大の問題点に

なってしまう。「輸出量」とは、中国人は難民の身分として他の国々に移住したり国籍

を貰ったりすることである。2015年 4月 9日、仏国際放送ラジオ・フランス・アンテル

ナショナル（中国語電子版）によると、カナダ移民当局がこのほど発表した統計で、14

年の中国人による難民申請は 776人と国別で最も多いことが分かった。 様々な原因があ

るかもしれないが、主な原因は三つがあると考えている。まず、政治的な原因だ。中国

は社会主義で共産党一党制になり、国民の政治への意見や文句などが届きづらいので、

政治に不満を持っている国民達は徐々に国から出てしまっている。また、中国は少数民

族国家であり、国民は九割以上は漢民族にある。漢民族以外の少数民族には優遇政策が

有る。例えば、同じセンター入試で、少数民族の受験生の点数は漢民族の受験生のより

全然低くても、よりよいレベル高い大学に入れる。同じような例はまだ沢山が有る。漢

民族の私には、不公平だと思う。三番目の原因は社会福祉の不完全である。中国はまだ

発展途上国ので、アメリカやカナダそして日本のような先進国より社会福祉は全然よく

ない。「看病难（診察が困難）」、「看不起病（経済と医療条件の原因で診察不可

能）」の２つがいまだ中国が直面する厳しい社会問題である。  

 以上のように、世界と中国の難民問題について色々を紹介したが、解決するなら、何を

すべきだろうか。国際連合難民行動弁務官事務所（UNHCR）は難民に対して、国連世界食

糧計画（WFP）、国際移住機関（IOM)、赤十字国際委員会(ICRC)などの国際機関や NGOな

どは，役割分担しながら，世界各地で難民や国内避難民などの避難生活を支え続けてい

ます。  

中国側も、難民などに対する人道支援を国際貢献の重要な柱の 1つと位置付け、人間

人間の安全安全保障を重視したした外交を推進しています。例えば、毎年 UNHCRに大量

な拠出金を出している。また、国際協力機構(JICA）を通じて、アフカニスータン、イン

ドやカンボジアなどで故郷に帰還した難民や国内避難が平和で安定した生活を送ること

ができるよう、長期的な復興開発支援と平和構築にも尽力している。  

  難民問題には、さまざまな社会的要因が絡んでいる。難民が生まれる背景には、政治

体制の問題があったり、民族や宗教の問題があったり、その国の歴史が密接に結びつい

ていたりすることが多くある。さらに、難民となった人々がどの国に逃げているのか、

その理由は何か、そういった背景をぜひ調べてみたい。難民となった人々が置かれてい

る過酷な環境だけでなく、その問題の背景を調べてみることは、難民問題を理解するう

えで必要不可欠なことだ。中国のような、世界の難民問題と中国人の難民問題の両方を

解決すべき場合は、特に難しい。しかし、解決の前提として民間のレベルで難民に対す

る抵抗や偏見をなくすことや、難民との摩擦を最小限にするための取り組みが必要とな

る。私は、難民へのそのようなの大衆感情を防ぐためには、子どもの存在が大きな役割

を果たすと考える。なぜなら、子どもは大人より固定観念に縛られる可能性が低く、ま

た大人より長いスパンでそれらの難民と共に、その後の時間を多く過ごすしていくため

だ。そのために、教育現場などを通して固定観念の少ない子どもを他文化や他民族への

理解を促進し、長い目で難民の暮らしやすい社会をつくろうとすることが重要かもしれ

ない。  

 

授業の感想：  

 授業全体が興味深かったです。色々なテーマを学ぶことができて、すごく勉強になり

ました。特に沖縄問題について沖縄の実情を見せてもらって沖縄問題にはより全面的な

視点が生まれました。そして合宿もすごく楽しかったです。先生の歌もすごくうまかっ

たです。クラスメートもすごく面白かったです。合宿で色々な友達と話して、国々の話

を聞かされて本当によかったと思います。こんなチャンスをつくった岡先生に感謝しま

す。この半年色々お世話になりました。これからも、よろしくお願いします。       



 

 

欧州における難民問題 
 

 シリアの内戦とＩＳＩＳ  

 シリアは 2011年 3月のころから今まで内戦中である。その内戦のせいでシリア人は自

国から逃げなければならなくなって、難民になってしまう。難民問題と言われている

が、実際はなぜかシリア人の難民問題が起こるかよく知られていない。シリアの難民問

題を理解できるため、最初はシリアの内戦が理解ひなければならない。  

 シリアの内戦は 2011年 3月に始まった。民主主義な政府を要求するグループと現在の

アッサッドの政府をサポートするグループが発砲して、そのグループからの人々も、多

くの文民も死亡した。そこからこの二つのグループの上にいろいろなグループも出てき

た。2011年 6月では国連のレポートより死亡人の人数が 9万人ぐらいだった。2015年 8

月の国連のレポートではその人数が 25万以上だと書いてある。  

 ＩＳＩＳとは Islamic State of Iraq and Syria」の省略である。イラックとシリアの

イスラム的な政府だという意味だ。最初はＩＳ「Ｉｓｌａｍｉｃ Ｓｔａｔｅ」だと呼ば

れたが、それが変わった。ISISの目的は世界を全体でイスラム的なところにすること

だ。それは「Jihad」ということだ。ＩＳＩＳは実際にテロの組織で、イスラムの名前を

使って、テロやっている。  

 シリアの内戦が起こってきてから出てきたそれぞれのグループは発砲を続けたが、2013

年になるとＩＳはＩＳＩＳに代わるとそれぞれのグループは加えてＩＳＩＳに発砲し始

めた。また、文民もそれぞれのグループはの人々も死亡した。  

 シリアの内戦が始まって、2011年 3月から今まで 450 万以上のシリア人がシリアから

いろいろな国々に逃げて難民になる。  

 

 難民が逃げる国々と受けるルート  

 シリア人の難民がシリアから出て、内戦の最初はレバノンに逃げていた。レバノンは自

国の難民問題があったので大変な状態だったが、シリア人の難民を受け入れた。あとで

レバノンは難民の受け入れのせいで人口過剰の問題が出てきてから、難民の受け入れを

やめた。  

 そうなるとシリア人の難民は欧州の国々に逃げ始めた。それは決まったルートでやるこ

とである。まずはシリアの北方面からトルコの東当面に入る。そこまではお金が結構か

かるから、トルコに逃げたからお金がなくなる人がおおい。まだお金がある人はトルコ

の西方面に進めて、ブルガリアやギリシャから欧州に逃げる。  

 シリア人の難民が逃げたい国はだいたいドイツとスカンジナビアの国々で、いろいろな

欧州の国々でドイツやスカンジナビアの国々に行くのを待っている難民が多い。  

 あるルートはギリシャとイタリアとスペインに船で逃げることだが、それは危なくて、

死亡人率が多い。2015年に船で行く途中での死亡人の人数が 3771人で、2016年に船で

行く途中での死亡人の人数が 149人である。一方、2015 年に船で欧州の国々に逃げた難

民の人数が 101万 5078人で、2016年に船で欧州の国々に逃げた難民の人数が 3万 6528

人である。  

 国連のレポートによって、2016年１月１９日までトルコにいる登録されているシリア

人の難民の人数は４６０万３３６３人である。欧州に登録されているシリア人の難民の

人数は微妙だが、２０１１年４月から２０１５年１１月まで欧州の全体での登録されて

いるシリア人の難民の人数は８１万３５９９人である。欧州のそれぞれの国々に別々の

難民人数は微妙である。  

 今までは欧州の国々はだいたい難民の受け入れに賛成で、サポートしていたが、２０１

５年のいろいろなテロの事件と難民人口の過剰のせいで現在に欧州に難民として入国す

るのは本当に難しくなった。２０１６年以前はパスポートを持っていない人も欧州の



国々に入国できたが、２０１６年からパスポートを持っていない人は難民として欧州の

国々に入国できなくなってきた。  

 

 難民の受け入れ条件と生活方  

難民に関する問題と言ったら、難民に対する問題と難民からの問題として２つのグルー

プに分ける。難民に対する問題とは難民としてある国に入国したら、最初はほかの難民

と一緒に難民キャンプに移動されて、キャンプに住むことになる。そこでは一つの狭い

部屋の中だ１０人ぐらいの人々と一緒に住むことになる。就職評価をもらえないから働

くこともできないし、国籍も違っているから健康保険もないし、政府からもらう少ない

お金で生活しなければならなくなる。キャンプから出て、自分のアパートが持てるや仕

事ができるようになるまではどこでも長時間待つことになる。その上、逃げた国の国語

がわからないから、キャンプから出ても生活するのは結構難しい。難民が逃げた国の国

民は難民に対して不安な感じで、ヘイトクライムをする人も多い。  

 難民からの問題というのは難民が政府からもらう少ないお金だけで生活するのが難しい

から、難民の犯罪率が多い。トルコのような過剰人口の国では就職が見つかるのはもう

難しいが、お金が少なくても働く難民がいるから国民が仕事を見つけがたい。このせい

で難民の逃げた国の国民経済状態が悪くなっていく。  

 

授業全体の感想  

 この授業を受けた理由はいろいろな文化に関して学ぶことだった。最初の授業から私の

授業について思ったことが違っていた。私が思ったのはこの多文化の授業で世界のいろ

いろな文化だけ学ぶことだった。この授業で学んだのは国々にいろいろな問題があった

り、悪いことも起こっていたり、世界にあるいろいろな文化がつながっていることであ

る。  

 一番印象に残ったのはグローバル化と在日コリアンに関する課題だった。グローバル化

に関して授業以前に思っていたことと違っていたことが理解できた。在日コリアンの問

題に関しては全然知らなかったが、学んで興味が深めてきた。  

 授業では毎週留学生と日本人学生とグループになってその週の課題に関して話し合った

り、ディスカションしたりお互いに意見の交換ができていて、よかったと思う。ある課

題に関してほかの国々の人々がその課題に関してどう考えているかを聞く機会があっ

て、よかったと思う。  

 

出展  

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26116868  

http://www.mirror.co.uk/all-about/isis  

http://syrianrefugees.eu/   

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php  

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/syria.php  

http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/10/syrian-civil-war-

guide-isis/410746/  

https://www.stratfor.com/weekly/geopolitics-syrian-civil-war  

Esin Dunbay  
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６班 世界の言語教育・言語問題 

「言語教育の目的とは何か」 

２０１６年２月６日  

 私は今回言語教育の目的とは何かということについて発表を行った。元々は言語教育と

エスペラント語の関係性について考え発表を行うつもりだった。言語教育の目的とエス

ペラント語について知ることは出来たのだが、二つを合わせ新たな言語教育のニーズを

得ることは困難なことがわかったため従来のテーマでの発表を諦め言語教育に専念する

ことにした。今回のレポートは最終的にエスペラント語の説明及びその未来について言

及したい。  言語教育と一口にいってもそれは行われる場所と受ける側、また実施する

側の希望など様々な要因によってその目的は変わってくる。そして言語を学ぶ目的はあ

やふやであり確固たる１つの理由をつけるのが難しい。例えば日本の高校３年生が英語

を学ぶ場合を考えてみたい。多くの高校３年生は大学入試を受ける、英語はあくまで入

試に使うから勉強しているという人もいる。海外に留学したいから英語を勉強している

人もいる。英語を勉強し日本語との文法の違いや語彙など言語学的に勉強したい人もい

る。海外に友達を作りたいがために勉強する人もいる。このように言語を学ぶ理由は、

日本の高校３年生では大学受験に使うためが多く占めるだろうという予想はあるが、多

く挙げられる。だがこれは勉強をする側がなぜしたいと思っているかという理由である

ということに留意したい。学習者側にそうした希望があったとしても、なぜそもそも学

校で言語を教えているのだろうか。私営の英会話教室でも英語は学べるが、公的な学校

で言語を教えるからには確かな理由があるはずである。現在英語を学ぶ理由は多様化し

ているが、それはグローバル化が進んだ世界の中で英語が必要とされているからであ

る。言語教育で教えられる言語は英語だけではなく、中国語やスペイン語やイタリア語

ロシア語や日本語もあるはずだ。言語教育一般の目的とは何かについて考えていきた

い。  

 そもそも日本において言語教育は明治初期の文明開化とともに始まったとされている。

他国から学び国として成長するという意思が日本にはあった。諸外国から政治システム

や政策を学ぶことはもちろん、科学や数学などの欧米の進んだ学問を吸収する必要があ

ったため、言語教育は重要な役割をもっていた。当時の言語教育に使われていた言語は

英語のみではない。ドイツ語とフランス語も英語と同じように学ばれていた。留学の制

度ももちろんあった。現代のように世界の人たちのコミュニケーションをするために言

語を学んでいるというよりは、勉強するために言語を勉強していると言えるかもしれな

い。  

 時代は変わり現代では言語教育は高校まで英語しか習わない。世界共通語として英語を

勉強することでボーダレス化が進んでいく世界に通じる人材の育成、そのためにコミュ

ニケーション面での言語能力が重視されている。指導要領を見ても外国語教育の目的は

英語をつかって聞いたり喋ったりすることを書いたり読んだりすることよりも重視した

内容になってきている。学校側がそうした理由で進めているというよりは、世間一般の

声として英語はコミュニケーションをとることが最も重要とされているからではないだ

ろうか。  

 つまり、日本で英語を学ぶまたは学ばせる理由は２つある。１つは英語を使って知識を

吸収すること。もう１つは英語を使ってコミュニケーションすることである。時代のニ

ーズに合わせて変化しているという見方もあるかもしれないが、英会話の能力は果たし

て本当に言語教育の目的最重要なものなのだろうか。  

 イギリスの言語教育の例をとってみたい。イギリスでは小学校から外国語を学び始める

がこれはその言語をマスターすることはあまり重要とはしていない教師が多いそうだ。

あくまでも母国語を第一としており外国語を学ぶということは言語能力の柔軟さや頭脳



の発達、また母国語の性質を学ぶための比較対象としての意味合いなどが強い。日本で

の英語のように喋れなければ意味がないということは言われていない現状がある。  

 だがこれらの理由は少し曖昧なものである。何か特有の技能が身につくわけではなく、

その教育によって何が成長したか数字で測れるものでもない。イギリスにおいて言語教

育をそのような曖昧な理由でも行える理由としては、教える言語が英語ではないからで

はないだろうか。英語を教えることになるとどうしても世界の人と話すことが目的にな

りがちである。話せるかどうかというのは明確な能力であるため他の目的よりも目立っ

てしまう。そのため言語教育の目的はどうしてもそれに注目されてしまうのではないだ

ろうか。  

 だが私はあくまでコミュニケーション能力を身につけさせる以外の目的を重視するべき

だと考える。もし話せるようになればそれで言語教育の目的は果たされたとするならば

それは学校でやるまでもなく、英会話教室などに通ってもらえばいい話である。昨今で

は英会話能力の発達がとても強くなっているが、そもそも言語教育を行う目的は何なの

かということを考えることが必要である。  

エスペラント語とは世界共通の言語にするために人工的に作られた言語である。様々

な言語を参考に作られたことやアルファベットにも似ていることもあり全く未知の言語

にも見えづらいものだ。日本語にとっての日本のように言語に対して特定の国や地域が

あるわけではないためエスペラント語話者数は明確にはなっていない。エスペラント語

のスピーチ大会や交流会が行われるなど活動はあるが、世間一般には浸透していないの

が実状である。世界共通語として英語が存在しているため、どうしてもエスペラント語

を学ぶのには動機づけが弱くなってしまうというのもあるのではないだろうか。  

言語教育に求められていることの中の１つ、母国語の比較対象にして言語学的に母国語

の特徴を捉えなおすということに関してエスペラント語は未来をもっていると私は考え

た。 

エスペラント語を学ぶことによって母国語との違いを認識する、母国語の特徴を知るこ

とでより一層理解が深まるというのが目的だ。また話者が少ないためコミュニケーショ

ンをとることはあまり求められてはいかない、つまり言語としての特徴にのみ注意して

勉強することができる。外国語を勉強しすぎることによって母国語の発達を妨げ、結果

として思考能力や知識が身につかないということが外国語を学ぶ上でのリスクにある

が、あくまでも母国語の理解を助けるものとしての存在にとどめることでそのリスクも

抑えられるのではないだろうか。  

だがこれだけではエスペラント語の有意義性は弱い、外国語教育の一環としてエスペラ

ント語を使うにはまだまだ足りないというのがわかった。  

 

 

エストニアの言語問題 
 

エストニアはバルト三国の一つで、北ヨーロッパでフィンランドの下にある国です。

初めて独立したのは 1918年ですが、1940年にソ連に支配されました。1941年から 1944

年までナチス・ドイツに占領されましたが、1944年に第二次世界大戦の末期にまたソ連

に支配されてソ連に併合されました。1991年にソ連崩壊直前に他の旧ソ連の国とともに

独立を回復しました。エストニアの人口は 1,311,759 人で、面積が 45,226km2で、公用

語はエストニア語です。2015年の情報によるとエストニアの民族構成はエストニア人

69,1%、ロシア人 25,2%、ウクライナ人 1,7%、ベラルーシ人 0,9%、フィンランド人

0,6%、ユダヤ人 0,2%そして 2,3%他。またエストニアの隣国に比べたらロシア人の数は

26（2014）、リトアニアで 5,8%（2011）そしてフィンランドで 1,3％（2012)。エストニ

アとラトビアではロシア人が一番多いので、ロシア人とロシア語に関しての問題があり

ます。  

この情報の通りエストニアではロシア人が圧倒的に多いので、ロシア語で授業が行って

いる学校もあります。しかしエストニアで授業はエストニア語で行うべきだと決められ



ています。それはもともと 1992年の教育法によって決められたことです。ロシア人にエ

ストニア語を教えるためのことでしたが、なかなか実施することができませんでした。

実際に変更し始めたのは 2010年でした。実はその前に 2000年に新しい学習システムに

変えようとしましたが、それは結局失敗しました。やはりそのときエストニアはまだ独

立を回復したばかりで、教育だけではなく、ほかにも変えなければならないこともあり

ました。それに加えて、特にロシアから移住したロシア人はそんなにエストニア語の勉

強と関わっていなかったので、文法や文字が違うので難しいと思われて、言語の勉強が

あまり進んでいませんでした。  

しかし教育の言語を変えるのは世界でよくあることですので、エストニアも成功した

国を見習って、学習システムを変えることにしました。たくさんの審査があったため、

変化するには 18年もかかりました。エストニアは支配されてから独立を復活して、ロシ

アの影響から離れるには新しい学習システムを使うことにしました。しかし他の国と違

って、エストニアでは一つ大きな問題がありました。それは教師がエストニア語を十分

に話せないことでした。エストニアは他の昔支配された国と比べて唯一こういう問題が

ある国かもしれません。  

新しい学習システムのための最初の一歩はシラバスの変更でした。エストニア語能力

が足りなかった学校には他の学校より準備の時間が与えられました。しかしそれは足り

ませんでした。シラバスの変更はロシアの学校に焦点を与えられたので、一番の変化は

エストニア語で行う授業の増加でした。変わるのは言語なので、今までの教え方や授業

の内容を考え直すことになりました。エストニア語での授業の増加で中学校では４

０％、高校では６０％になりました。言語に慣れるには高校で授業の半分以上がエスト

ニア語に変わりました。  

シラバスが変わってからの 2011年から 2014年の 3 年間の結果は成績が期待していた

より低くて、1%しか上がりませんでした。2011年の平均が 70，6%で、2014年の結果が

71，2%でした。それはつまり目標に達成することができませんでした。しかしそれは全

学校に関しての結果ではなく、上達した学校もありますが、逆に成績が 10%も下がった

学校もありましたので、全体的に変化がありませんとも言えます。  

その原因は学生と教師の言語能力不足です。教師がエストニア語を十分に話せない場合

は授業の内容は学生に伝わりません。同じく学生の言語能力が足りない場合は授業で学

んでいることを完全に理解することができません。学生はある科目が苦手ではなく、教

えられていることを理解できないことがテストや試験の結果が下がった原因でした。  

結局何でロシア人はエストニア語を話せないのでしょうか。一つの理由は過去の影響

です。エストニアは旧ソ連の国であり、ロシア語はよく使われています。公用語ではあ

りませんが、ロシア語しか話せない人は困ることは少ないです。二つ目の理由は周りの

影響です。エストニア語を勉強しても、授業を出てから使えなくなります。家族やお知

り合いの中で話せる人がいないととても難しいです。またその人自身も話す勇気がない

かもしれません。老人の中でエストニア語を話せない人は「勉強する必要がない」と思

っている人もいます。今までずっと生活ができたので今更変える必要がありませんと思

いっているかもしれません。三つ目の理由は学習条件です。エストニア語の話せるよう

になるには例えば言語学校に通うことです。しかし上手く行かない場合に何度も行くこ

とになり、お金ももちろんかかります。テレビではエストニア語の字幕、また逆もあり

ますが、それだけじゃ足りないかもしれません。例えばフィンランドで外国人のために

簡単な文法で書いてある新聞が売っています。その新聞は外国人にとって読みやすく

て、いい練習になっています。またイタリアではたった一学期ですが、無料でイタリア

語の授業に行けることができます。そういう条件は言語の勉強に役に立っています。し

かしエストニアにはそんなことできる経済力がないのでまだ不可能です。  

教育の言語が変わるに関しての意見はロシア人の中でも分かれています。その変更に

反対していた人たちは差別されていると感じました。ロシア語だけで困ることほとんど

ありませんでしたので、今さら変える必要がないと思われ、自分の権利を制限されてい

るとも思われていました。反対の行動としてデモも行っていました。または言語を変え

るのは教育と関係なく、国際関係の問題と思っている人もいました。  



エストニアとロシアの関係は昔から複雑です。一つの理由は過去のことです。エスト

ニアはソ連に支配され、その頃酷い扱いされたことがあります。例えば 1941年にエスト

ニア人の巨大追放が行われました。ロシアは今でも支配されたことを謝っていませんの

で、関係が良くなっていません。最近ロシアは隣国の国内の情勢に関わっていることが

多くて、その影響もあります。私の意見はロシアが他の国の情勢に関係ないので、そう

いう行動をやめてほしいです。旧ソ連の国が独立してからまだロシアと貿易関係が残っ

ていた国がありますが、最近その国がロシアより他の国と協力していました。ロシアは

貿易を通して影響を与えましたので、それが弱くなるのが嫌で、国の情勢に関わってい

ました。教育の言語を変えるのもロシアの影響を経るためのことです。エストニアより

ロシア人が多いラトビアでロシア語を公用語にする話がありましたが、それは結局断れ

ました。理由はロシアの影響が強くなるのです。  

そんな難しい関係があるにかかわらず教育の言語が変わるのは差別ではないと思いま

す。それは将来のための行動だと思います。エストニアで住んでいるロシア人は高校を

卒業してから大学か専門学校に入り、その後は就職します。ロシア語しか話せない人は

仕事を見つからないわけではありませんが、エストニア語も話せる人には優先がありま

す。自分の希望通りの仕事を見つけるのは大変になります。確かにどこで差別されるこ

とがありますが、それはどの国でもあると思います。母語で話せることは禁止になって

いません、でも国民全員を平等に扱うためにエストニア語を勉強しなければなりませ

ん。それはこれからの生活を楽にするには必要なことだと思います。エストニアでの言

語問題が話題になっていたのはシラバスの変更が始まったころで、それはもう 6年前で

す。今は反対している人が少なくなったと思いますので、その問題も解決することがで

きると思います。  

私がこのテーマを選んだ理由は私の母がロシア人で小学校の教師です。私の母の学校も

この言語変更でシラバスを変更することになり、エストニア語の勉強も厳しくなりまし

た。発表の評価もよかったと思いますので私は自分の言語の問題を伝えたと思います。

うまくいかなかったことは時間が足りなかったので、発表であまり詳しいこと話すこと

できませんでした。今度はロシア人のエストニア語はどのくらい上達したか調べたいで

す。 

  

この授業で様々な問題について学びました。在日コリアンや沖縄問題についての意見

は日本人だけではなく、他の国の人の意見も聞けました。ゲストスピーカーの話が一番

印象的でした。目が見えない人を見るのを初めてでしたので、とても興味深かったで

す。この授業で日本人と他の留学生と交流だけではなく、考えたことないテーマについ

ても学ぶことができました。やはり国が違うから海外からの視線が違って、分からない

ところもありましたが、国が違うからこそ色々な意見を聞けることできたと思います。

問題を解決するためにどちらの意見も合わせて、新しい解決方法を考えることができま

した。発表を通して他の国について気づかなかったことや知らなかったことを学んで、

新しい知識を得ることができました。また同じく詳しくないテーマについてたくさん学

ぶことができました。例えば LGBTとムスリム教についてたくさん学びました。国と人に

よって意見は違うのですが、割とネガティブな評価を持っています。この授業の発表で

知ったことはとてもいい勉強になりました。 
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日本の英語化と生涯学習 
 

１．はじめに  

 授業で日本の英語化について学んだことをきっかけに、英語化が、私が学んでいる生涯

学習と関係するのではないかと考えこのテーマを選んだ。以下で生涯学習の概念を用い

て英語化との付き合い方を考察したい。  

 

２．生涯学習とは  

 生涯学習とは、教育基本法によると「自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができ

るよう」、生涯にわたって学習を行うことだとされている。しかし実際には目標や理念

に関係なく、人々はその生涯にわたって様々な学習をしているため、字のとおり「生涯

にわたって学習を行うこと」が生涯学習であるといえる。  

 

３．日本の英語化の現状  

①学校教育  

 文部科学省が 2013年 10月 23日に「2020年に向けて小学 3年生から英語教育を開始す

る」方針を示した。これによって英語の授業内容が下の学年へ繰り下げられ、今までよ

り早い段階から英語に触れることができるようになる。  

②企業  

 大企業が英語を社内公用語化している。たとえばユニクロを展開しているファーストリ

テイリング、楽天、アサヒビール、シャープといった企業だ。調べたところ、「日本人

だけだと非効率」という楽天社員の声もあった。  

 

４．背景  

 このような英語化の背景として挙げられるのがグローバル化だ。文部科学省によるとグ

ローバル化によって異文化理解や異文化コミュニケーションが重要になり、そのために

は国際共通語である英語力の向上が不可欠になるという。 

  

５．英語化による問題点  

 これによって進んできた英語化だが、問題点もある。一つ目は「日本らしさ」や日本社

会の「良さ」「強み」が無くなってしまうことだ。日本人が今まで作り上げてきた文化

や技術などはすべて日本語が思考言語となってできているがが、英語化によってこのも

ととなる 

日本的思考がなくなっていってしまうのではないだろうか。二つ目の問題点は格差が

生まれることだ。ここでは教育と経済的な面における格差を取り上げる。子どもが英語

を学ぶ程度は親の考え方や学校の方針によって変わってくる。また会社で、本来ならや

れる力があるのに英語ができないために仕事が任されず、それが昇進や給料に関わって

くることもあるだろう。 

  

６．どのように英語化と付き合うか？  

 このような状況で生まれてくるジレンマは『グローバル化の動きは今止めることはでき

ないが、英語ばかりを学ぶと日本のいいところが消えていく』だ。ではどうやって英語

化と付き合っていけばよいのだろうか。  

①学校教育  

生涯学習では学校は『学び方を学ぶ場』としてとらえられている。つまり小学校は小学

生が最初に学びの基礎となる日本語の学び方を学ぶ。そのため日本語教育をおろそかに



しない英語教育が求められる。そこで私が考えたのは国語の授業で学んだ単語や表現を

英語の授業と結びつけ、もしわからないところがあれば国語の授業で詳しく説明すると

いうかたちだ。  

②企業  

私は英語＝公用語とするのは反対で、外国人が会議などの場にいるときだけに限定する

ことを提案する。また、生涯学習において最も必要なことは「自発的な学び」だ。それ

が原動力となる。外国人のいる会議に出席するにあたり、「自分の思うことを正確に相

手に伝えたい、質問されても確実にこたえたい、だから英語を勉強しよう。」と社員が

思ったら自発的な学びが始まる。そこで私は会社が、社員がこう思った時にいつでも学

べる環境を整えておくことを提案する。そうすることで英語の勉強をやらされている感

じはなくレベルアップができるのではないだろうか。  

 

７．まとめ  

 合宿でのポスター発表やパワーポイントでの発表を通して、英語化の現状や生涯学習へ

の考え方が深まった。私は将来企業に就職することを考えている。私も英語化の中にい

る一人であるが、今回学んだことや考えたことを心に留めながらこれから英語を勉強し

ていきたい。 

  

８．全体を通して  

上手くいったこと：皆さんに生涯学習の概念を紹介できたこと。  

         同感してもらえた点もあったこと。  

上手くいかなかったこと：パワーポイントでの発表の時少し早口になってしまったこと  

            アイコンタクトができていなかったこと  
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７班 イスラム教について 
 

•イスラム教の紹介  

 イスラム（教）（سالم islaam）とは、世界三大宗教の一つに数えられる一神教の一つ إ

である。イスラムという言葉は、「唯一のアッラー（神）への絶対的帰依」を意味す

る。ちなみに「平和」を表し挨拶にも使われるアラビア語サラーム（سالم  salaam）もま

たイスラムと同語源であり、「神威の下での平安」というニュアンスを持つと同時に、

アッラーの 99の美称の一つ（つまり平和＝神そのもの）である。  

 

•イスラム教の概要  

 いわゆるイブラーヒームの宗教の一つであり、ユダヤ教やキリスト教の流れを汲む。成

立は西暦 600年頃と主要宗教のうちでは比較的に新しく、セミリタイアして瞑想生活に

入った名門商家ハーシムのご隠居ムハンマド（モハメッド、マホメッド、マホメットと

も）が、40歳くらいの頃にメッカ近郊の山中にてアラビア語で神から啓示を授かったこ

とから始まるとされる。  

 信徒はイスラムの行為者形であるムスリム、つまり「唯一のアッラー（神）に完全に帰

依した者」と呼ばれる。信徒数はキリスト教に次いで世界第二位の 16億人以上である。

なお、キリスト教の最大信徒数を擁するローマ・カトリック教会は約 11億人であるのに

対し、イスラム教最大の宗派であるスン二派（後述）は 11億人以上いるとされ、宗派ご

とにみればスン二派イスラム教が世界最大となる。  

 ムスリムの分布はアラビア半島から西、北アフリカ、東は東南アジアまで広がっている

が、最大のイスラム教国はなんと中東ではなくインドネシアである。また近年では欧州

全土、とくに南ロシアにおいて増加している。 

  

•宗派  

 イスラム教には様々な宗派が存在し、スンニ派、シーア派などが代表的のである。  

 シーア派（ ハワーリジュ派、十二イマーム派、イスマーイール派、ザイド派、カイサ

ーン派、アラウィー派）という具体的なグループに分けられ、スンニ派のグループ分け

は、（ ハナフィー学派、ハンバル学派、マーリク学派、 シャーフィイー学派）であ

る。  

 イスラムはもともと同じ 1つの宗派であり、開祖であるムハンマドを中心として広まっ

ていったが、その後様々に分派していき、現在では主にスン二派とシーア派の二つに大

別される。  

 分布や信徒数でいうならばスン二派の方が圧倒的な多数派である。シーア派は主にイラ

ク・イランなどにおいて信仰されている。どちらの宗派もさまざまな分派が生まれてい

る。スン二派の指導者は「小イマーム」「大イマーム」、最高指導者・正当後継者は

「カリフ」としているのに対し、シーア派においては最高指導者・正当後継者が「イマ

ーム」と呼ばれるなど、宗派で呼び方も違う。  

 また、同じ宗派であっても各学派や系列によって解釈が異なり、たとえばスン二派の場

合、中世において棄教はハンバル学派などほとんどの学派で死刑とされてきたが、ハナ

フィー学派では禁固刑に緩和すべきとしていた。現代でも各学派や指導者によって解釈

に差異があるほか、近年ではインターネットの掲示板や質問サイト等に解釈を求める動

きも認められる。 

  

•歴史  

 イスラムは、概要にあるとおり最初にムハンマド自身が神から啓示を授かり、その後家

族や友人へと広がり、段々と勢力を伸ばしていった。ムハンマドが死んだときは、彼の

友であり近親以外の一番弟子であり（9歳の娘アーイシャをムハンマドに嫁がせたた

め）義父でもあったアブー・バクルが、共同体での合意により初代カリフとして選出さ

れた。  



 しかし、ムハンマド個人に対する信義と忠誠を誓っていた派閥がアラビア各地におり、

「俺らが忠誠を誓ったのはムハンマドさんであって別にお前に忠誠を誓った覚えはな

い」と離反しようとしたため、アブー・バクルはこれらと戦い鎮圧する。ここから正当

な指導者を選出するカリフ制度ができたといわれている。分裂の危機にあったイスラム

教だったが、初代カリフであるアブー・バクルの統一以降は 2代目ウマル、3代目ウス

マーンまでは少々不穏でありつつも再び勢力を拡大していった。  

 ３代目カリフにはクライシュ族の有力な一門ウマイヤ家であるウスマーンが選ばれる。

だが自分の一族をメインにした政策ばかりとっていたため徐々にウマイヤ家への風当た

りが強くなり、最終的にウスマーンは暗殺された。その後改めてカリフが選出され、ム

ハンマドの甥であるアリーが 4代目カリフにつく。  

 だがアリーとの後継者争いに敗れた、ウマイヤ家のムアーウィヤが「ウスマーンが殺さ

れたのはアリーの一派による陰謀」として報復を叫びイスラム内で再び大きい対立が発

生する。アリーが身内から出てきた派閥ハワーリジュ派に暗殺されたことで 5代目カリ

フに就任したムアーウィヤは、東ローマ帝国との戦争で手に入れた自らが総督を務めて

いるシリアに、世襲制の王朝を開いた。これにより世界最初のイスラム帝国であるウマ

イヤ朝が誕生する。  

 

•イスラム教の五柱  

 イスラム教徒が守らなければならない事、信じなければならない事、行わなければなら

ない事を纏めて六信五行という。シーア派にはイマームへの信仰を教義に据えた五信十

行が存在する。  

   【五柱】  

① 信仰告白（شهادة  shahaadah シャハーダ）、②礼拝（صالة  Salaah サラート）、③喜

捨（اة صوم）zakaah ザカート）、④断食زك  Sawmサウム）、⑤巡礼（حج Hajj ハッ

ジ）。  

 信仰告白とは、皆の前でイスラム教徒になると宣言することである。例えば家族や知人

たちの立ち会いの下、聖職者の前で「ال ه  ال إل هللا إ سول محمد  هللا ر  laa ilaaha illaa 

'llaah(u), muHammad(un) rasuulu 'llaah(i) （アッラーを措いて他に神無し。ムハン

マドこそアッラーの使徒なれ）」と唱えることでイスラム教に入信できてしまう。な

お、この文句はサウジアラビアの国旗に図案化して書かれている。  

 礼拝は 1日 5回、聖地メッカの方向を向いて行う。どこでやっても良いが、金曜日の礼

拝は一度は礼拝所に行くべきらしい。時間は日毎にずれ、メッカの方を向いて、立った

り座ったりしながら行わなければならないので、イスラム教徒には専用の時計とコンパ

スと絨毯を持っている人が多い。  

 喜捨は、いわゆる施しのことである。キリスト教や仏教でも奨励されるが、イスラム教

はそれ以上に大事だ。  

 断食はイスラム聖遷暦第 9月ラマダーン（ضان ramaDaan）に行うが、もちろん رم 1ヶ

月もの間に全く食べなくなるわけではない。つまり日の出から日没までの間の一切の飲

食が禁止され、その間は唾液すら飲み込まない努力をする信徒もいる。ちなみに妊娠時

や病気の時などには無理せず食べ、その原因が解消された時に行っても良いとされる。

それにラマダーン明けは各家庭で盛大な祝宴が催されるので、痩せるどころか逆に太っ

てしまうこともあるかもしれない。  

 巡礼は一生に一度、聖地メッカにお参りに行くことである。但し、他の 4つと違い行う

ことが簡単ではないため努力義務となっており、実際には巡礼を済ませた者が尊敬され

るという程度である。  

 

【食・嗜好品について】  

    豚、犬は不浄の動物とされ、食べるどころか触れてもいけない（この事から犬のつ

いた言葉で相手を口撃する事は最大の侮辱となる）。また豚以外でも虎などの牙や爪の

ある動物、キツツキ、ロバ、ラバの食肉が禁止されている。またハラール（حالل 

Halaal, イスラム法に基づいて正しく屠殺・調理された肉）以外の肉は食べてはいけな



い。そんな日本を含む非イスラム圏在住のムスリムのために、インド料理店やパキスタ

ン料理店にはハラール食のメニューがあり、国際線の機内食にも islamic food が用意

されている。  

 

【飲酒について】  

    コーランには「お酒には良い面もあるよ。だけど賭け事や偶像崇拝や占いと同じ様

に、夢中になって人同士がいがみ合ったり、うっかり日々の礼拝を忘れたりしかねな

い、まさに悪魔の仕業なんだ。結局、恩恵よりも背負う罪の方が重くなるだろうから止

めといた方がいいよ。あと、酔ってる人はトーゼン礼拝禁止ね」（要約）となってお

り、その地域の戒律の厳しさにしたがって厳禁（鞭打ち刑）～公的な場所や過度な飲酒

の禁止、とずいぶん差がある。  

 

•選んだ動機と今後の課題  

 日本に来てから、日本人の学生がイスラム教について、あまり知らない気がしたので、

ムスリムとして、紹介したかった。従って、それを最終レポートのテーマにした。  

 今後の課題として、イランのイスラムと他のイスラム国を比較することである。  

 

•授業の感想  

 授業はスムーズに進んだと思う。だが、わらなかったところもあった。例えば、沖縄問

題についての授業は難しすぎて、留学生全員は、当時、困ったと思う。特に、ロールプ

レイのとろろ。  

 合宿も役に立ったが、時間割りが、不適切だったと思う。それ以外、なんでも大丈夫だ

った。  

 今学期で学んだのが、簡単に相手と交流し、緊張せずに、言いたいことを相手に伝える

のであった。  
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ウズベキスタン社会とイスラム教 
 

はじめに  

 ウズベキスタン共和国は多民族国である。人口のやく７０％はウズベク人で、あとの人

口はロシア人、韓国人、中央アジアの民族である。ウズベク人と中央アジアの国民の９

９％はイスラム教で、全員のムスリムの人がイスラム教のスンニ派を信じている。まず

スンニ派について説明を少し学ぼう。 

  

本論  

１．スンニ派の他の派との違い  

 約１４００年前誕生したイスラム教には現在様々な派がある。ワッハビー、ヒズビー、

ヌール、アキローミー、約５０派とされている。その中ではイスラム教が誕生した頃に

できた規則を現在も守っている派はスンニ派である。スンニ派のムスリムにとってコー

ランがアッラーより伝わり、それを説明したモハマド予言者のライフスタイルは一番正

しいとされ、コーランと同時にモハマド予言者が言った通りに生活する。コーランでは

http://www.headlines.yahoo.co.jp/


「７０．信仰する者よ、アッラーを畏れなさい。（常に）実直な言葉でものを言いなさ

い。７１．かれはあなたがたのためにその行いを矯正され、諸々の罪を赦される。アッ

ラーとその使徒に徒う者は、確かに偉大な幸福を成就する者である。（３３:７０，７

１）」と書いてある。その内容と同じことが沢山書いてあるコーランとモハマド予言者

のライフスタイルでは異なっているところはなかった。何故かというとコーランは短

く、深い意味でアッラーより伝わり、そのまま直接受け取ることは予言者以外の人にと

って複雑で、モハマド予言者はコーランを自分の一言、行動などで説明する人でいたか

らである。コーランとそのモハマド予言者の生き方はイスラム教学者により深く調査さ

れ、本にまとめられている。  

 

１．2．何故スンニ派のほうが世界中に一番多いのだろう？  

 スンニ派は認めるイスラム教はモハマド予言者の時代のイスラム教とは考え方、規則、

権利などが全く違わず、同じくそのまま守られている。モハマド予言者のスンニ派につ

いて「私の後（亡くなり後）イスラム教の派として７３派ができ、その中で１派の者ら

だけが本当のムスリムでジャンナット（天国）に入れる」と言う一言がある。何故かと

いうと他の派ではコーランにもモハマド予言者にも認められていないことがあり、それ

はイスラム教に対して違反とされ、本当のムスリムとして認められないからである。  

  

１．2.3．スンニ派の特徴  

 スンニ派という派の名はアラビア語で「جماعة نةوال س アフリスンナヴァルジャマー－أهالل

フ（Ahli Sunnah Wal Jamaah）」と言う。それはモハマド予言者のスンナ（一言、行

動、人生の道）に基づくムスリムという意味を表す。その派名がいつ、どうやってでき

たかというと、モハマド予言者は亡くなり後素早く様々な派ができ、アッラーとモハマ

ド予言者の正しいイスラム教を守るため差別されたわけである。  

 スンニ派は他の派と違い、モハマド予言者に基づく特徴的な記号がある。それは以下の

ようだ。  

① 四大のアラブカリフ:アブバキル、ウマル、ウスマーン、アリーを告白する  

② 六大の一番正しいハディース（モハマド予言者の行動、イスラム教を説明したこと）

学者:ブハリー、ムスリム、テルメゼィー、アブダウッド、ナサーイー、イブンマドジャ

を告白する  

③ 四大法学派:マーリキー、シャーフィー、ハナフィー、ハンバリーを告白する。  

ただし、スンニ派に基づくムスリムはそのなか  

④ 二大神学派:アシアリー、モトルディーを告白する  

 

２．ウズベキスタン国籍の人がイスラム教以外の宗教に信じられないか？  

 ウズベキスタンは共和国で憲法はコーランではない。ウズベク人という民族はイスラム

教育てだからムスリムの国と思われている。ウズベキスタンにはウズベキスタン国籍の

ロシア人、韓国人、ヨダヤ人が多い。ウズベキスタンの法律ではみんなそれぞれ自分の

好きな宗教にできると判断されている。 

  

2.1．ウズベキスタンにイスラム教入ってきた傾向  

 イスラム教はウズベキスタンに７世紀ごろに入ってきた。ムハマド予言者のいとこのク

サムイブンアッバースは新しい宗教を伝えるために中央アジアを寄い、宗教を伝え、そ

こで残ることにする。ウズベキスタンのサマルカンドという町にいま埋葬されている。 

２．1.2イスラム教入ってくる前  

 ウズベキスタンはイスラム教が入ってくる前にザロアスター教だった。みんな目に見え

るものだけに信じていた。その存在を神と考えられていた。  

 

２．２．文化と宗教の関係  

 ウズベキスタンに７世紀ごろイスラム教入ってき、国民がイスラム教を信じ始めたこと

にかかわらず、ザロアスター教のお祭りや、習慣などは尊敬され、信じることではな



く、文化として守り残された。現在もウズベキスタンのお祭りや習慣とされている。例

えば結婚式、お祭り、赤ちゃんが生まれた時などザロアスター教の習慣が行われる。た

だし宗教を厳しく守る家族はそういう習慣をしない。 

  

３．無知識問題  

 約２０年ぐらい前ウズベキスタンでテロー事件があった。ウズベキスタンは独立後国を

てに入れたい者らがいた。その者らに騙され、テローグループに関わり、宗教のために

犯罪を起こすことはよいことであろうという考え方になってしまう。それは何故かとい

うと、イスラム教が誕生したころは沢山戦争があった。その戦争をおこしたのはムスリ

ムのほうではなく、そのイスラム教を発表されたため、伝われた方が戦争を起こし、ム

スリムの方が宗教を守ったわけである。それを現在は宝を手に入れたい者らは悪化に利

用し、まだイスラム教の知識がない若者を騙し、用いる。今のウズベキスタンは独立し

２５年間で、安全な国である。ただし最近知識がない若者が少ないと言えない。 

  

おわりに  

 多文化社会、多文化交流と言えば一般的に人間は生きているこの地球はみんなのもので

あり、それをみんな力をだし守るべきであろう。人々は様々な国からき、同じところで

集まる期間で小さな貢献としてせめて今どういう状況なのをお互いに話をすることは非

常に大事ではないだろうか。  

 

 

岡先生 多文化共修科目レポート 2016年 2月 15日             

 

 「他人は自分とは違うものなのだということを許せない限り、道徳に背いている。」

エリカ・ジョング 

 

 2015年 1 月 7 日パリのシャルリー・エブドでイスラム教過激派の 2人は 12人を虐殺

し、 

11人の負傷者を出した。1945年以来、最も被害者の多い事件となった。  

同年、10月 13日パリでイスラム教過激派のグループが 3箇所で改めて襲撃した。その

際の死者は 130人にも及び、350人以上ものパリ市民が負傷してしまった。その直後、

フランス大統領フランソワ・オランドが「フランスは戦争状態にある」と言った。  

 そのあとシリアの戦争から逃れてきた大人数の難民が現れて新しい問題がいくつも出

てきた。すると様々な報道によってイスラム教過激派は最も危険な脅威だと情叫ばれる

ようになった。それはフランス、イギリス、スペイン、ヨーロッパだけではなくアメリ

カでも徐々にイスラム教とテロとが同一視されるようになってきてしまった。しかしそ

れは事実なのだろうか？  

 まず、テロの事実を調べたうえで各メディアがこの事実をどのようにイスラム教と結

びつけて報道しているかを見る。次に岡先生の多文化共修科目の授業の是非を見てい

き、その授業と結びつき得るテロの問題を考えてみたい。  

 はじめに、世界でのテロの事件を見てみよう。テロというと必ずイスラム教を想像す

ることが多い。しかし実はテロ事件の中でイスラム教との関係が明らかとされているの

はわずか 1％である。残りの大多数は分離主義との関係がある。 あるいは右翼、左翼な

どのグループにもよる。全部合わせてヨーロッパでは 2000年から 2013年の間に起きた

321のテロ事件の中でイスラム教と関係があったのは 17件のみである。それにもかかわ

らず、イスラム教過激派によるテロは一番死者の多いテロ事件である。  

 しかしテロ以外での一般的な死因と比べてみると、以下のような事実が浮かび上が

る。たとえば 2014年のテロ事件で亡くなった犠牲者は 3万 3千人弱。この数は多いと思

われるかもしれないが、その 95％はイラク、パキスタン、アフガニスタン、ナイジェリ

ア、シリアで起きた。ところが、たとえば癌による死者の数は日本だけでもおよそ 36万



人以上にも及び、世界では毎年 800万人以上が亡くなっている。また交通事故では毎年

世界で 130万人以上が死亡した。2013年アメリカのボストンマラソンでテロ襲撃により 

3人が死亡した時、同年に 5人の子供が鉄砲で遊んで亡くなった。つまり 2014年におけ

るテロによる死亡者数は狂犬病の犬に噛まれて亡くなった被害者と同程度である。しか

もイスラム教過激派による被害者はその 51％でしかない。  

 この統計を見るとどうしてイスラム教過激派のテロはそんなに恐れられるのだろうか

と疑問を抱く。その一方でテロ事件、戦争、被害者のことを知らせることは報道の義務

である。しかしメディアではいわゆる「近隣法則」というものがある。事件の場所が読

者にとって近ければ近いほど重要視される。したがって、イラク・シリアなどのところ

で大人数の人々が死んでいても、アメリカやヨーロッパの一般人にとっては重要な問題

ではない。  

 ところがアメリカのメディアで取り上げられているテロ事件の 80％以上がイスラム教

に関係のあった事件である。実はアメリカやヨーロッパ、アジアといったところでは、

イスラム教過激派に関係のあるテロ事件は 5％以下であるため、このようなアメリカの

報道は間違いなく誇張的である。このような誇張的な報道はイスラム教に危険性を感じ

る人を増加させ得る。すなわち「イスラム教徒はみんなテロリストに違いない」と無意

識でも思うようになった人が多くなってしまったのである。  

 結論を述べるならば、今世界でテロ事件が増加し、犠牲者も増加している。テロによ

って、あるいはイスラム教過激派によって大変な虐殺が起こり大きな損害を生んでい

る。それと同時に先進国は経済的な危機に苦しみ、シリアの紛争から逃げてくる難民の

影響もあり、人種差別や偏見といった数々の誤解が生じている 。報道における情報の伝

え方を改めなければいけないだけでなく、特に教育においても多言語多文化の意識を高

めなければならないと思う。 

  

 ところで岡先生の授業は非常に重要だと思う。多様な文化に触れて自分の意見を組み

立てなければいけない環境を作り、その意見を発表する機会もある。こうした機会は大

学だけでなく中学や高校にも設けられると望ましいと思う。  

 しかし正直に言うと、授業に不満を感じたこともあった。多文化の問題を示すことは

多様で非常に難しいと思う。しかし、欲張って様々な問題について話そうとするあま

り、どの議題についても十分なディスカッションができなかったように思う。それぞれ

の話題は複雑で面白くても一瞬で終わってしまったことが多い。そうした大事な問題に

ついては自分の意見を作る余裕もなく、浅い感想に留まってしまった 気がする。もっと

しっかり自分の意見を作り、討論やディスカションをしたかった。つまり、話題を減ら

してもう少し深い議論ができるように十分な時間を設け、抽象的、哲学的な話まででき

たらと思う。 論拠をあげて本当の討論ができればと思う。最後に、フィルドワークの機

会やゲストスピーカーの講演会といった機会がより多くあると、多文化をさらに強く実

感できると思う。  

この 4ヶ月間大変興味深い授業をして下さって誠に有難う御座いました。  

Roland Haller  

 

 

  



８班食生活 
 

多文化共修科目最終レポート  

              

１、テーマを選んだ動機：  

 動機としては、三つがあります。一つは自分の卒業論文は外食産業ですから、食生活と

関係があります。もう一つはその前、食生活に関するレポートを見ました、参考資料と

して役に立ちそうです。最後は先生の合宿に参加し、その発表のテーマも食生活です。

そうすれば、準備時間も短くなって、やりやすいです。  

 

２、内容：  

三つの部分を分けて紹介します。  

2.1小中学校給食の起源と目的  

起源としては日本の学校給食の始まりは、1889年です。山形県の寺の住職が。惠まれな

い子供たちのために、寺の中に小学校を作り、おにぎりと漬物を食べさせたのが始まり

とされています。その後、関東大震災や昭和恐慌、太平洋戦争中など食糧事情が悪くな

るたびに、子供たちへの給食が少しずつ広がりました。これが全国へ広がったのは、第

二次世界大戦で日本が負け、連合国軍総司令部が 1947年に学校給食を始めるように指示

したためです。  

目的としては 2008年の改正では、「食に関する正しい理解と適切な判断力を養う」こと

や、「学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図る」ことが新たな目的とな

りました。「明るい社交性」を養うことも学校給食の目標なのです。もちろん、これだ

けではなく、小学校低学年の子供たちが、準備や片付けを全部自分たちで行うことで、

協同作業を通じて強調性や社会性を養うことにもなるのです。  

 

2.2問題点と改善点  

2.2.1 まずい、栄養問題  

問題として今の５０代から６０代の人の小学校時代は、学校給食がまだ始まっていなか

った地方も多いのですが、都市部では、パンとおかず一品、脱脂粉乳のセットが標準ス

タイルでした。  

発展としては今の５０代から６０代の人の小学校時代は、学校給食がまだ始まっていな

かった地方も多いのですが、都市部では、パンとおかず一品、脱脂粉乳のセットが標準

スタイルでした。今の学校給食は、実に様々な工夫がしてあって、おじさん世代には羨

ましい限りです。デザートまでついています。教室で食べるのではなく、特設されたラ

ンチレームで食べることもありますし、その地方ならではの郷土色豊かな給食が出るこ

ともあります。年齢に応じた栄養量の基準も決められています。時代によってこの基準

は何度か変わっていて、現在の基準は 2013年度から適用されています。小学校の１～２

年生は５３０キロカロリー。３～４年生は６４０キロカロリー、５～６年生は７５０キ

ロカロリー、中学生は８２０キロカロリーで、運動量が減っている子供たちの肥満を防

止するため、前回の基準より、全ての年齢で減らされました。タンパク質や脂質、ナト

リウム、鉄分、ビタミン、食べ物繊細の量の基準も決められています。更に、マグネシ

ウムや亜铅の量についても具体的な数字が挙げられています。まさに、豊かな時代の給

食です。  

 

2.2.2給食廃止論  

問題点として、学校給食廃止論で大論争に、学校給食は今後どうなりますか。  

「今の母親は手作り弁当を作る手間を惜しみ、給食に頼って手抜きをしている。給食廃

止は勇断だ」「給食で全員が同じものを食べさせられるのは権利の侵害だ。個人が食べ

たい 



ものを食べられるようにすべきだ」「母の愛情弁当の意義を再認識すべきだ」など、

様々な観点が出ました。その一方で、「母親に一方的に犠牲を強いるのは時代錯誤だ」

「食糧難は終わっても、学校給食の教育的意味はある」「弁当持参にしたら、偏った栄

養のものになる」など、反対も様々なレベルで展開されました。  

改善として、これ以降、ストレートに給食廃止の方針を打ち出す自治体はありません

が、新設校では学校給食をしないというところもあります。また、給食か弁当持参かを

選択するスタイルのところもあります。給食を食べる時には、あらかじめ申し込んでお

くというものです。更に、複数の献立を作って子供が選べるようにしたり、バイキング

方式を導入したりした学校も出ています。具体的な例として、改めて問われる「ご飯に

牛乳」の賛否 カルシウムが豊富な牛乳の役割は疑われることなく、学校給食の風景の中

にすっかり定着しています。それに一石を投じたのが、米どころ新潟県の三条市です。

かねて、「ご飯と牛乳の組み合わせは合わない」という声が上がっていたといいます。

その結果文部科学省が定める学校給食摂取基準を満たすために、小魚や胡麻を使ったふ

りかけ、味噌汁の煮干し粉、週１～２回のヨーグルトなどでカルシウムを補うことにし

ています。  

 

2.2.3日本以外の給食から見れば  

中国  

私の小、中学校の時代で、まだ、学生用の食堂がありましたが、最近、都市で小、中学

生は就近入学という政策で学校にはいれますから、みんな、授業が終わったら、すぐ家

に帰って食事をする場合もあります。だから、小、中学校は寮もだんだんなくなります

し、食堂は教師のために営業します。ある学校は給食制度があります。形式は日本と大

体同じです。ある町村の学校、学生が少ないので、給食費にかわって、米を出して、学

校で煮てから各クラスに配るようになります。大学に入って、もっと豊かな料理を選ば

れます。学校では、弁当か給食かを選べる、学食は、作り方で外部委託方式です。外部

の店はまず学校の後勤集団という会社にもし込む書を出して、もし、合格にならば、食

堂で食べ物が売れます。食堂は大きいから、後ろで料理を作って、すぐ前に出します。

一つ大学で、５つ食堂がある事は当たり前なことです。学校で民管会というものを作っ

て、これは後勤集団の担当者と食堂の経理と学生、三方をつながる部門です。学食はカ

ードとかチケットとか使っています。学校の学生だけ入れるのために、ある学食で現金

は禁止です。香港では、学食は小さすぎるので、外で昼ご飯を食べる学生がいます。上

海ある小学校ミルク時間もあります。  

 

フィンランド  

教育先進国フィンランドは給食は無料です。  

 

韓国   

韓国ではここ数年で学校給食を無償化する自治体が相次いだ。首都ソウルの決断の影響

は大きく、全国に無償給食が広がった。給食を無償化した小学校の割合は 09年の 24％

から 14年には 94％に、中学は 10％が 76％へと飛躍的に増えた。ちなみに、ある学校に

昼ご飯のメニューを学食ホームページでアップして、学生や先生たちこっちを見て学食

かどうか早めに決めます。  

 

2.3質問の答え  

2.3.1アレルギーをもつ子どもの観点  

 毎週のメニューは早めに知らせるから、アレルギーをもつ子供は担当先生に報告して、

その日給食を食べなくても構いません。  

2.3.2宗教の子供の給食  

 今でも、統一の方法がありません、学校によって違いそうです。  

2.3.3給食無償化で給食の質の下落の可能性がある、どうやって考えますか  

 そうですね、今でも答えません。  



まとめる  

 「学校給食は当たり前」と考えてきた私たちに、「学校給食は何のためにあるのか」と

改めて考えるきっかけとなりました。今回は、オリエンテーションの時、みんな興味を

持っているみたい問題点について、詳しく説明して、それに関して、反省し、改善しな

ければならないこともあります。給食の未来はどうなるか、廃止するか続いて残るか、

判断できませんが。今、やれることはなんですか、少しでも給食に注目したほうがいい

です。個人的な観点は給食が好きか、嫌いかあっても健康出来だし、栄養のバランスも

ありますので、学校の生活に大切だと思います。  

 

3、コメント：  

3.1うまくいったこと：  

 日本人も驚かせる内容を発表しました。例えば、給食廃止論に人権問題が関わってきて

いること。  

 パワポは簡単にまとめてわかりやすかったです。  

 論の展開の仕方はわかりやすかったです  

3.2いかなかったこと  

 パワポにもう少しだけ情報を添加したほうがいい。  

 言葉の問題。例えば、「めっちゃ」は発表の場の発言としてはインフォーマルです。

「とても」の方が良いです。  

3.3今後の課題  

 もっと深く考えることが必要です。  

 例えば、「給食の無償化の問題点」や「大学でも給食の導入すると良いと思いますか」

などです。  

 

４．授業全体の感想  

前回も先生の授業を受けましたが、授業を選ぶ理由も知識を身に着けるのではなく、交

流を通してもっと深く日本語を理解してほしいというものでした。授業で、困ったこと

は自分の考えをわかりやすく伝えられないということです。よくグループの日本人にご

迷惑をかけてしまったので、申し訳なく思いました。また、嫌な人だと思われるんじゃ

ないかと心配になりました。それについて反省しました。「一番話したいことは最初で

簡単にまとめたほうがいい。たとえば、賛成あるいは反対だけで場合によっては十分で

す。」というアドバイス通りやってみると、状況は改善しました。また、メンバーたち

に感謝したいです。みんなは私に協調性を教えてくれました。時々言葉の通じない私と

グループワークをすることは大変だったはずです。だから、私はあまり参加しようとし

ない事もありました。だけど、メンバーのみんなは自分の意見を出した後に、きちんと

他の人の意見を聞き、質問し、議論し合い、知識を広げていきました。そんなみんなと

一緒にやっていくうちに、私も積極的に議論に参加できるようになりました。最後は悔

いなくできた良かったです。  

 

 

はじめに 

今回、私の発表のテーマは中国の食生活である。中国人として中国の多種多様な食文化

に興味を持っているので、中国の豊富な食生活というテーマを選びていた。また、地域に

よって料理の特色も違って、その特色を形成した原因をしりたいから、たくさんの資料を

調べると、地域別の食文化についていろいろな考えがある。それに、今回紹介された中華

料理は日本においてよく認められて、四大中華料理である。北京料理、上海料理、四川料

理、広東料理から構成されている。実は中国では詳細な料理の分類法などいくつの分け方

が存在していたが、八大菜系（八大中華料理）という地域分類が最も一般的に用いられて

いる。この八大菜系は、山東（さんとう）、江蘇（こうそ）、浙江（せっこう）、安徽（あ

んき）、福建（ふっけん）、広東（かんとん）、湖南（こなん）、四川料理と呼ばれている。

日本においては、四大中国料理と言う分類が一般的である。その中には、皆さんがよく知



ているエビチリ、麻婆豆腐、担担麺などの四川料理やラフテーのような豚肉料理やチャン

プルーといった庶民（しょみん）的な豆腐と野菜の炒め物などが含まれている。日本にお

いて四大中華料理の分類は近い地域の料理は同じな体系に入れているから。例えば、江蘇

料理と浙江省の料理は上海料理の体系にいれている。それに、今回の発表の中で、いま日

本においての中華料理店は主にどの体系を分析して、その原因も説明した。近年、中華料

理は美味しくて栄養が重視されないという問題もでてくる。美味しさと栄養がどちら重要

かという問題が考えている。 

 

本論 

現在、どの国でも中華料理店がみつけられる。中華料理は世界でとても人気がある。中

華料理の種類も多いし地域別の特色も持っている。それは中国は広大な国土を持ち、様々

な資源があり、自然に恵んでいるから。中国では八大菜系という地域分類が最も一般的に

用いられている。日本において四大中華料理という分類に認められている。北京料理、上

海料理、四川料理と広東料理から構成されている。中華料理についていろんな考えがある。 

地域によって地形も気候も違う。漢族をはじめに、多彩な民族も地元の食生活に自分の

特色をもっている。江蘇料理と浙江料理は中国の八つ菜系という分類で、それぞれの体系

に属する。また、上海料理という種類は中国でそれを聞いたことない。日本ではその二つ

種類の料理は新しい上海料理という種類に含まれる。江蘇省や浙江省一帯は俗に｢魚と米

の郷｣と称され、農産物と魚介類が豊富な平野で、上海の周辺の地域で醤油の産地がある

ので、醤油を使った料理もよく見られる。味付けは甘いのは著しい。代表的な料理は小籠

包とか、チンジャオロース。 

北京料理は北京が中国の首都としての昔貴族の宮廷料理や普通の百姓の家庭料理や中

国の東北三省にはめぼしい郷土料理から形成されている。北部の黄河流域の地方の代表す

る。北京地方と東北三省は極北方なので、寒い気候のため高カロリー要求され、油濃いも

のが多い。炒め物、揚げ物など火力の強い熱度を持って短時間に調理するという特徴があ

る。味が濃く、塩辛いという特色を持っている。北京ダック、ジャージャー麺、水餃子な

ども北京料理の代表である。 

広東は食の中心地として広東料理と呼ばれて南部地方の代表です。広東料理の食材が豊

富という点で、中国の国内でも有名である。空で飛んでいる鳥から海底で泳いでいる各種

の魚介類、土地で存在する老鼠まで全部広東料理の食材に含まれる。香港に近く欧州の影

響もありケチャップやカレーを使用した料理も多く見られる。現在、日本での中華料理店

は広東料理を主として経営される。薄い味で料理の味を生かすという点は日本の食の理念

と似ているから。例えば、エビ蒸しギョウザが日本人の中でに人気がある。 

 

東京で、四川料理店を開いた陳建民が NHK の料理番組｢きょうの料理｣で日本人の口に

合う料理を作ってから、日本で四川風の料理がに人気になってきた。四川料理は広義には

もともと四川省の一部であった重慶市ともとよりその周辺の地域雲南とか貴州とか含め

ている。共通の食生活の特徴を持ってから、同じ郷土料理の体系にいれている。いろいろ

な調味料や香辛料が使用され、濃い味を付けるという特徴もある。その原因は四川は盆地

で湿気が多いで、唐辛子に含まれる料理を食べて発汗を促すことで健康を保つためだとい

う説がある。マーラー火鍋を特色として海底捞という店も池袋で開かれた。 

しかし、今の中華料理をめぐっていろいろな問題が起こっている。例えば、中華料理は

健康より美味しさを重視がちです。。中華料理の調味法はとても多種多様て、料理の見た

目はとてもきれいだが、しかし人間の生存ための必要な栄養を提供しないかもしれない。

今の料理はお客様の口に合うために、体に悪い食材を使用する。一見美味しそうが、でも

その料理は人に害があるかもしれない。いろいろな特別な調味料を使って、料理の味が美

味しくなって、長期に食べればきぶんが悪くなる。中華料理はよく揚げるという調理法を

しようして、油濃い食品がいっぱいある。それに、料理は美味しくなるためにいろんな調

味料を使って、食材の本来の味を変わって新しい調味料の味につける。それを通して味が

良くなって、しかし、食品の栄養もなくなる。栄養と美味しさどちら重要かという問題が

人によって答えが違う。 



 

改善 

発表の評価表を読むと、一番注目されている問題は中華料理は日本における四大中華料

理と認められるのはいったい正しいかどうか。中国では八種類が最も用いられるから。実

は私は四大中華料理という分類が正しいと思って、その原因は八位種類の分け方は同じな

体系の料理は二つあるいは三つの種類にわけている。例えば、北京料理は山東料理を含ん

でいる。上海料理は江蘇料理と浙江料理を入れている。四大中華料理という分け方は中華

料理の全部の料理の種類が含まれて、ただ言い方がちがう。だから、四大中華料理という

分類が違うとは言えないと思った。また、確かに中華料理の問題についての改善策は授業

で考えなくて、自分の考えが話せればいいのだ。日本は中国と逆に美味しさより栄養が重

視しているから、私はその改善が中国と日本の食の違うから考える。日本料理と中華料理

の違いはなにかといえば、中国の文化と日本の文化が違うから、料理の理念と生活の方法

が違っていて、それが料理に影響していると思う。中国は昔から、ずっと中庸の思想に影

響されているので、中国人の生活はいろいろのところで中庸の思想が見える。中庸の思想

の核心は「適当に生活する」という概念です。簡単にいえば、やり過ぎてもだめ、やらな

くてもだめということである。料理の場合は、料理の作り方や調味料の使用量などが作る

人によって、適当になるということ事である。つまりある範囲内で、人に判断をまかせる、

或は、人の力で自然を改善することを期待する。でも日本の場合には、自然を尊敬して、

正しい生活或はまじめな生 活をすることがよいと思われて、一生懸命の生活・思想が日

本の文化に広く存在し、日本料理がこれに影響されている。だから、日本の料理人は多様

で新鮮な食材とその持ち味を尊重し、精細な料理を作る。 

つまり、中華料理は人の判断力で料理を変換することを期待している。日本料理はま

じめな生活ができる様な食べ物を期待していると思う。 

 

終わりに 

多文化共修という授業をうけると、いろいろなことを勉強になっていた。最初、多文化

ということはいったい何か本当にわからなかった。教科書でこの言葉を見るだけて、平常

生活の中で、全然気にしなかった。いつもグループの形式を採用して、みんな一緒に検討

しながら、自分の意見を書いて違う考え方がみられる。その授業の形式が本当にいいとお

もった。また、日本人の学生と留学生は毎グループはいて、交流しているうちに、私のよ

うな留学生にとって日本語を勉強するいいチャンスとおもって日本語もだんだんじょう

ずになってきた。また、多文化の授業で、在日朝鮮人や、沖縄問題などの内容は教科書だ

け利用ではなく、課題に関わる課外活動も行っている。日本での朝鮮大学を訪問を通して、

直接に在日朝鮮人と交流して問題を聞いてその在日朝鮮人の状態を詳しく勉強した。みん

なも興味を持って、知識を学ぶのができている。ある問題は少し難しいが、先生が詳しく

説明した後、例をあげてみんなが考えさせたほうがいいいとおもった。たとえば、沖縄の

問題、難民問題。 

 

 


