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「外国につながる子どもの教育と支援」グループ 

 

１はじめに 

 

 私は、多文化共修科目 A を通して、異文化理解に対する自分の考えを深めることが出来

た。多文化共修科目 A を履修しようと決めた理由は、将来英語教員という立場から、生徒の

異文化理解を支えたいと考えていたため、異文化理解について学びたかったからだ。また、

留学生と共に学ぶことで自分自身の視野を広げることが出来るのではと考えたからだ。最

終発表では、「外国につながる子どもの教育と支援」というテーマを選択した。以前から興

味があり、日本人の子どもにとっても一番身近な異文化理解の形であると思ったためこの

テーマについて学ぶことにした。この最終レポートでは、最終発表の内容をまとめる。次に、

最終発表の振り返りを書く。最後に、授業の振り返りを記す。 

 

2最後発表：外国につながる子どもの教育と支援 

 

 まず、外国につながる子どもの状況は以下のようである。現在、日本に中長期に在留す

る、義務教育年齢にあたる外国人の子どもは約 10万 3000人である。そのうち、公立学校に

在籍している子どもは約７万人である。(文部科学省初等中等教育局国際教育課) 約４割の子ども

が、公立学校に通っていないことという結果が出ている。しかし全員が学校に通っていない

わけではない。外国人学校と呼ばれる、主に外国人児童生徒を対象とする教育施設に通って

いる子どももいる。一方で日本に全日制のイスラーム学校がないため、イスラム教徒の子ど

もが学校に通っていない場合、経済的に外国人学校に通えないが、親が子どもを日本の公立

学校には通わせたくないと考えるために、学校に通わせていない場合もある。（宮島 喬 : 

2014) 

次に日本の公立学校に通っている、外国につながる子どもが抱えている問題について記

す。まず、日本語の学習である。文部科学省によると、平成 28年の時点で日本語指導が必

要な外国籍の児童生徒数は 34.355 人、日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒数は 9.612

人である。(初等中等教育局国際教育課) よって、公立学校に通っている外国につながる子ども

の半数以上は日本語指導を必要としている。現在は学校で取り出し指導による日本語指導

などが行われている。学校に対して外国人の子どもが少ない場合、日本語教育を専門とする

教員がいない場合などでは、十分な日本語指導が行われていない。また、学年が上がるにつ

れて教科の内容が難しくなり、言語の壁によって教科の学習についていけず、勉強に対する

モチベーションが下がってしまうなどの課題がある。言語だけでなく、その他の面でも問題

点がある。自分の育った環境と異なる日本の文化に適応できず悩みを抱えている場合や、日
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本人の子どもたちとの良い関係を築くことが出来ていない場合がある。また、親の日本語能

力による問題もある。学校から配布されたプリントを親が理解出来ず、子どもが持ち物を揃

えることが出来なかったり、行事に参加出来なかったりする場合がある。(斎藤、今澤、内田、

花島：2011)  

２で挙げた問題点に対する支援は、学校や地域などで多く行われている。日本語に関する

問題に対し、学校では教員や支援員による日本語指導が行われている。教科の勉強にも対応

できるよう日本語指導と教科指導を結合させた JSL カリキュラムという指導法が考案され

ている。(初等中等教育局国際教育課) 学校外では、地域の日本語教室が日本語学習のサポート

をしている。地域の日本語教室はボランティア団体や NPO団体によって行われている。私は

出身地の岐阜県で開かれている地域日本語教室について調べた。岐阜県は日本で 13番目に

外国人が多く住んでいる県であり、中でも美濃加茂市は全国で６番目に外国人が多く住ん

でいる町である。(法務省：平成 29年度) 岐阜県で開かれている地域日本語教室は 26ある。講

座一回の授業料は以下のようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一回 100 円程度のものが多く、最大でも 500 円であったため、外国人にとって利用しやす

いことが分かる。また、マンツーマンや少人数レッスンのものが多く、丁寧な指導が行われ

ていることが分かった。(岐阜県国際交流センター) ボランティア団体だけでなく、大学によっ

て開講されている日本語教室もあった。愛知教育大学では、土曜親子日本語教室というもの

が学生によって行われている。愛知教育大学には日本語教育のコースがあり、そこで日本語

教育を専門的に学ぶ学生が講師を務めている。料金は教材費の 300 円のみであり良心的で

ある。(愛知教育大学 外国人児童生徒支援リソースルーム) 

 日本語教育以外についても多様な支援が行われている。保護者がプリントを読むこと

が出来ない問題については、文部科学省が「かすたねっと」というサイトを運営して対応し

ている。そこでは、各都道府県・市町村が作成した多言語によるお知らせの様式をまとめて

岐阜県国際交流センターHP 

より作成 



公開している。空欄にそれぞれの学校の予定に合わせて空欄を書き込むことで、多言語によ

るプリント作成が可能になるというものであり、多忙な教員の手助けになると考えられる。

(文部科学省 かすたねっと) さらに神奈川県は、外国人生徒の高校入試に対して、時間延長や

ルビ振りの特別措置を行っており、8つの高校が来日３年以内の受験者に対して特別入学枠

を設けている。神奈川県は他にも NPOと協力して、外国人生徒向けの進路相談会を開催して

いる。（宮島 喬 : 2014) 

 

3最後発表：振り返り 

 

 最終発表に向けて、早い段階から準備を進め、メンバーと情報や参考文献を共有し合うこ

となどが出来た。本番は、時間いっぱいそれぞれが調べた内容を詳しく発表することが出来

た。資料等を多く示すことが出来良かった。評価表では、声が小さい、文字が多いとの指摘

を頂いた。聞き手に分かりやすい発表であるかを考察するべきであった。情報ソースが分か

りにくいという指摘も頂き、他のグループの発表から参考資料の書き方を学ぶことが出来

た。今後は、情報ソースを一つ一つ分かりやすく示すことを徹底したい。他のグループは、

アンケート調査やインタビュー、フィールドワークを行っており、大変分かりやすい発表で

あった。こちらも今後取り入れていきたい。 

 

4授業全体を通して 

 

 授業を通して様々なテーマに触れ、自分の知識を深めることが出来た。特に、難民問題に

は、知っていたのは概要程度だったため、ゲストスピーカーから背景や現地の様子について

話を聞くことが出来、大変勉強になった。ロヒンギャ難民集住地訪問にも参加し、生の声を

聞くことで、難民問題は自分たちが関わらなければならない問題の一つであると感じた。異

文化理解について学びたいと思って参加した授業であったが、回数を重ねるごとに自分の

中の異文化理解の定義が揺らいでいった。最後の授業で、異文化理解について意見交換をし

た際に、異文化理解は自分以外について知ることという意見を出すことが出来た。これまで

は異文化理解は海外の文化を知ることとのみ考えていたが、授業を通して、自分と違うとい

う面ではセクシュアルマイノリティーや障害を持っている人も当てはまるかもしれない、

異なる考え方を持っているという点で隣にいる友人も当てはまるかもしれないと気が付い

た。そして、自分が教員になった際に、どのような異文化理解教育をしたいかについても考

えることが出来た。単に子どもたちが海外の文化に触れるだけでなく、自分と異なるものに

対して考察し、どのように接するのかを自分で考えることが出来るような、そんな異文化理

解教育がしたいと思った。答えが子どもたちの数だけあるような、子どもたちの視野が広が

る教育がしたい。授業を通して、異文化理解教育について自分なりの答えを出すことが出来、

履修して良かったと感じている。 
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<最終発表～外国につながる児童生徒について～> 

―発表内容― 

 まず、外国につながる児童生徒の現状についてだ。外国籍・日本籍を合わせて小中学校

ではおよそ 45000人の外国に綱が得る児童生徒がいる。都道府県別では、愛知県、神奈川

県、東京都の順に多い。国別の数では、中国、ブラジル、韓国と続く。また、日本語支援

を必要とする子どもの数は増加傾向にある。 

次に、外国につながる児童生徒の学習について、現在小中学生を対象として日本語教師

をしている人から聞いたことを、今の課題、考えられる解決策という２点から述べる。今

の課題としては、①生活言語と学習言語について、生活言語が使えても、学習言語が身に

ついていない、使えないという状況がある。生活言語は学校生活を送る中で２年ほどすれ

ばだいたい習得できる。しかし、学習言語の習得には早くて 5~7年かかるといわれてい

る。ゆえに早期に学習言語習得のための学習を始めなければならない。②また、母語保持

という課題がある。母語保持は親とのコミュニケーションのためということが理由の一つ

としてあげられる。また他の理由としては、学習言語がある程度のレベルに達するまでは

時間がかかるが、そこで母語が停滞すると学習に空白期間ができてしまう。言語の基礎と

なる部分、例えば上位概念やカテゴリーの考え方、順番の考え方などの成長を促す必要が

あるが、学習言語の習得との間で時間差ができてしまうと、この部分が発達しない。③ほ

かに中学生以上は異文化適応という課題もあげられる。④最後に周りの先生の理解という

課題がある。先生が日本のやり方がすべてであると捉えていると、それに当てはまらない

場合は不適応とみなす。しかし中学生は自分の尺度がすべてのように思っていることもあ

り、思い込みや誤解も少なくない。この両者にギャップがあることが課題である。これら

の解決策としては、❶生活言語は学校生活の中である程度身につくが、小学 1年生よりも

大きな年齢になると練習する必要が出てくるが、なるべく実物を使った生の会話を通し

て、具体的な練習をするとよい。また学習言語に関しては JSLという考えに基づいて教科

学習をしながら同時に日本語の学習を取り入れていくという方法、具体物や絵を多用しな

がらわかりやすく教えていくということが大切である。また読み書きの力もポイントとな

る。読み書きの力のためには、教科の言葉や教科独特の文型を理解してく必要がある。❷

母語保持のためには家庭内で話すことはもちろん、家庭内だけでは会話のみになってしま

うため、読み書きも教えていくことが大切である。❸異文化適応するためには自分を客観

視すること、違うことを踏まえたうえで自分はどうふるまっていくのかを考えることが大

切であるが、中学生にはこれは難しいのが現状である。❹周りの先生に対しては、言語支

援にどうしてそれほど長い時間がかかるかなどを一つ一つ丁寧に説明していく必要があ

る。具体的には例えば、生活言語ができていて話せるためにできているように見えても学

習言語は別に必要だという認識を広めることだ。また広報の機会があれば積極的に活用し

ていくことも大切だ。以上が現職の日本語教員に聞いた現在の課題と解決策である。 



※各数字は同じものが「課題」と「解決策」で対応している。 

次に、子供たちの国際理解問題、アイデンティティについてだ。学校教育において、外

国人児童生徒はしばしばからかいを受け、それはいじめに発展する場合がある。その結果

外国十児童生徒が母文化に否定的な考えを持つようになり、日本人に同化しようとする、

母文化に対するアイデンティティを消失するということが起こる。原因には親が日本語を

話せないために、親と学校の連携がとりにくいことや、親子間のコミュニケーションが不

可能になること、子どもの日本語が不十分なために教師の話が分からない、子ども同士の

相互理解が進まないこと、教師の理解不足などがある。そのような子どもたちに対して

は、国際教室などでの支援が主になる。通訳の手配、日本語支援教諭、カウンセリングな

どだ。同時に日本人児童生徒への国際理解のための教育も欠かせない。また教師の意識の

向上が必要だろう。 

最後にそのほかの問題・支援についてだ。発表では、公開されている多言語の文書検索

サイトや実施されている様々な支援の団体について具体例をあげて紹介した。学校、地域

での支援、NPO、大学などの機関があり、またそれぞれが連携することも大切である。ま

た学校側の意識向上も重要だろう。 

―質問・コメントを踏まえて－ 

私自身の発表は、どこが引用、聞いてきたことで、どこが自分の意見なのかがはっきり

していなかったことが反省点である。 

 また評価表に書いてある改善点から、聴衆とアイコンタクトを取り、スライドやシタ

を見すぎずにするなど、もう少し、コミュニケーション的な発表ができるとよかった。 

 パワーポイントの使い方についてはよいコメントと、改善点のコメント双方があっ

た。箇条書きにするなどのわかりやすさはあったと思うが、一方で図などがなく、視覚的

に見やすい情報が少なかったことから字ばかりで面白さに欠けていたことは反省点であ

る。 

<授業全体の感想> 

今学期の授業で一番印象深かったのは課外授業の朝鮮大学校の見学だった。文字の知識

として知ることと、実際に行って、見て、学生と交流して、体験を通して知ることとは全

く違うことが分かった。様々なことを見たり聞いたりしたが、その中でも一番印象に残っ

ているのは、朝鮮大学校の学生との交流の中で学生が話していた内容だ。朝鮮大学校は北

朝鮮の援助で成り立っているということもあり、北朝鮮に悪い印象を持っていないという

ことだった。実際に北朝鮮に行ったことがあるという学生もいたが、日本で報道されるほ

ど北朝鮮は悪いところではないということを話していた。また、日本に対していの敵対意

識のようなものも今の若い世代は感じていないということが分かった。ただ日本人が在日

コリアンという彼らの存在をあまり知らないということに驚くということも話していた。

私よりもたくさん日本、朝鮮の歴史や歴史認識、政治、社会についても知っていて、それ

に基づいてよく考えて自分なりの考えを持っているということがすごいと思った。また同



時に、同じ班にいた留学生の反応から、南北の溝が本当にあって、それも深いものなのだ

ということを認識した。留学生も一緒に行けたことで、南北のことについて生の意見を聞

き、知ることができたのもよかった。 

全体としては、自分が今まで何となく知っているつもりだった異文化のこと、マイノリ

ティのことを改めてしっかり認識し、また同時に自分はそれほど知らないということを知

ることができた授業だった。ゲストスピーカーの話を授業のときに聞くことができたこと

はよかった。生の話は本で当事者の話を読むよりもさらにリアリティがあった。ほかに

は、クルド人難民のこと、ロヒンギャのことは、ニュースなどで存在は知っていたが、日

本にもいるということなどから考えたことがなかったので、今までどこか遠くの話と思っ

ていたが、これも実際に生の話を聞くことで、現実にあるのだということを感じた。ま

た、中東のことについては知らないことも多かったので、クルド人のことなどを含めて体

系的に知る良いきっかけとなった。 

またプロジェクトと発表の取り組みでは、特に様々な発表を聞けたことが有益だった。

私は特別支援教育の勉強をしているが、他学科の人の特別支援、障害に関する発表を聞い

たことがとても勉強になった。特に発表者が話していた、障害のある人という括りで考え

て支援をしようとするのではなく、一人一人してほしいこと、してほしくないこと、考え

は違っていて、個人としてみてほしい、という内容のコメントに学ばされた。自分がこれ

から勉強していくうえでも、教員になったときにも、教訓として覚えておきたいことだと

思った。 

本当に多岐にわたる異文化について知ることができたが、まだまだたくさん知らないこ

とがあるだろうということも知ったので、今までよりもアンテナを高くして、様々な人た

ちがいることを知り、またどのようにかかわっていこうかということを含めて当事者とし

て考えて、学びを続け、深めていきたい。 

 

 

                            

 【最終発表の内容】  

  

「外国につながる子供たちへの教育・支援」  

  

グローバル化が進んでいることで日本に住む外国人が増えてきている。それに伴い日本 

の公立小中学校における外国にルーツを持つ子供の入学も増えている。日本にいる外国人 

児童生徒（公立学校に通う子供）は約 8 万人、そのうち日本語の特別支援教育を必要とし

ている人たちは昨年 3 万人を超えた。これから日本在住の外国人の数が増え続けていくだ

ろうし、少子化により日本の学校における外国人生徒数の割合も高くなるだろうと思う。し

かし、今までこのような問題が大きくなることはあまりなかったので、どう教育、対応して



いくかの研究が少なく、また現場の教員も外国人児童に対する支援の仕方を習ってこなか

った方が多い。私は多文化社会のアメリカをはじめとする欧米諸国から、そのことについて

いろいろ学ぶことができるだろうと思うが、他国の真似をするのではなく、日本独自のアプ

ローチを考えていかなければならないと思う。なぜなら、日本における外国人児童は現状極

めて人数が少ないこと（特別な地域を除いて、1 校当たり 5 人以下）と、外見で外国人と

判断できる子とできない子（中国人、韓国人）とで日本語指導以外の面で具体的な対応策が

違うと思うからだ。  

私は今回の発表で「外国人児童の子供の学校生活、アイデンティティ、文化、異文化理解」 

について発表した。それらのことについて様々な文献を見ている中で、最も大きな課題だと 

思ったことが、親が学校に対して十分に理解できていないということだ。その原因は、もち 

ろん言語にあるが、それだけでなく我々が当たり前だと思っていることを学校側が説明し 

なかったために、そのことが当たり前でない外国人は困惑するということもあった。このこ 

とから私は、学校側が当たり前のことでもきちんと説明し、そのために学校側と保護者でよ 

く話し合う必要があると考えた。保護者との連絡をまめにし、また学校からの配布物にもで 

きれば翻訳をつけて、ちゃんと読んでほしいと伝えることも必要だと思った。外国人の保護 

者は言語の関係や共働きの影響からほかの保護者とのかかわりを持つことが難しい場合が 

ある。だからこそ学校側が子供だけでなく保護者に対してもサポートしていく必要がある 

と思う。学校と保護者の連携がうまくいかないと、子供の忘れ物が増えたり、校則違反をお 

こしたりして、子供が学校に対して抱える不安が増えるだろうと思う。子供が安心して学校 

を送っていくためにも、学校側は外国人保護者への対応を甘くしてはならないと思う。  

在籍外国人生徒数は学校や地域によって差が大きい。人数が多ければ、国際教室や取り出 

し教育などを受けられるが、少ない場合、何も支援を受けることができない。そのことに対 

して私は、全国的に外国人児童生徒の事例を共有できるネットワークを形成、強化していく 

ことが必要だと思う。また教師の問題意識を高めるために、教師向けの研修会をもっと積極 

的に開くこと、大学の授業に外国人児童教育に関する科目を取り入れる必要があると思う。 

（学芸大学には SE 科目の一つとして全選修・専攻の人が履修できるが、他大学では授業

が存在していない場合が多い）現在、文科省の調査によると、約７５％の外国人児童が特別

な支援を受けている。しかしその支援は最初の数年しか行われていない場合もあり、支援が

終わった後にほっとかれて学習困難や進路の選択に直面しても自力もしくは担任の援助の

みで乗り越えないといけないという問題も生じる。長い目で外国にルーツを持つ子供を見

ていく必要もあると思う。教師の過労が今問題になっていることや、いじめなどほかの問題

もあって外国人児童の対応を丁寧にやっていくことは実際難しいかもしれない。そのよう

なときは地域の協力が必要だと思う。人口の多い市町村では比較的教育支援を行っている

団体がある。学校とそのような教育支援団体・在日外国人支援団体の連携や、教師が団体の

存在を把握して、頼っていくことも問題解決の 1 つの手段だと思う。  

外国につながる子供たちは日本の学校に通う中で様々な問題を抱えていることを知った。 



学校内での小さな問題や不安から、将来への不安や周りの環境に対する不信感につながる 

場合がある。「日本の学校に通っていたから」という理由でその子が人生を悲観的に感じな 

いように、私はこれからの大学での学習や将来教員になった時頑張っていきたいと思う。  

今回は文献中心の調査になってしまったので、今度、外国人児童生徒の学習支援ボランテ 

ィアなどに参加して、実態を直接見てみたいと思う。  

  

  

【授業全体の感想】  

  

私はこの授業を通してたくさん学ぶことがありました。今学期の中で一番ためになった 

授業だと思っています。  

1 つ目は、当事者から直接学ぶことの大切さです。クルド人難民、ロヒンギャ難民、ＬＧ 

ＢＴの方から直接話を聞きました。偽りのない真実味を感じるだけでなく、当事者の問題解 

決への熱意が感じられることが何よりの魅力だと思いました。そのことによって今まで興 

味なかったことに関心を持ち、自分もなにか協力しなければならないという一地球市民と 

しての責任感を自覚することができました。  

2 つ目は、多文化というものは他国の文化とイコール関係ではないということです。この 

授業を受講する前は多文化と聞いて、外国のことしかイメージできませんでした。しかし、 

ろう文化をはじめとする障碍者文化、ＬＧＢＴ文化、それだけではなく日本国内での地域の 

違いもある種の文化なのだと気づくことができました。中でも特に私はろう文化のすばら 

しさに気づきました。手話も言語の一部だという考え方があることを初めて知り、だから、 

聾者の第一言語は手話で、第二言語は日本語ということなんだと理解することができまし 

た。  

3 つ目は、国際問題に対して、深いところまで質問し、他国同士で意見を交換することで 

おもいがけない発見があることです。授業が始まる前は、外国人と話すときは日韓の竹島問 

題、日中の歴史的問題のような外交問題には触れずに話したほうがいいと思っていました。 

しかし、この授業での意見交換や朝鮮大学校訪問を通して、問題の核心まで話したり、意見 

を言ったりすることで、真の理解を得られ、純白な関係を築けることに気づきました。また、 

自分の誤解や偏見がなくなるだけでなく、メディアでは報道されてない意見を知ることが 

できることにも気づきました。この授業を通して、最も驚いたことは、私が出会った朝鮮人 

と韓国人すべてがお互いに悪く思わず、相手国のことを理解しようとし、朝鮮半島統合を望 

んでいるということです。歴史的にはルーツが同じだが、今生きている人々はほとんど国境 

をまたぐとかかわりがないと思っていたので、まさか２０歳前後の朝鮮人・韓国人の口から、 

「国境を隔てているのは悲しい」とでたことは衝撃的でした。ちょうど、平昌冬季オリンピ 

ック、南北首脳会談、米朝首脳会談といった朝鮮半島内での歴史的事件が２０１８年前半続 

いていたので、このような時期に直接、2 国の意見を聞くことができたというのはとても貴 



重なことだったと思っています。  

４つ目はメディアがすべてではない、メディアも嘘をつくことがあるということです。こ 

のことは、直接、当事者の話を聞くことで学んだことです。インターネット、書籍、新聞な 

どから得た知識、意見で満足するのはよくないと思いました。  

私は、この授業を履修してよかったと思っています。何よりも視野が広げることができま 

した。今まで知らなかったこと（在日外国人の実情、在日コリアン、光州事件など）を知れ 

たのはもちろんのこと、興味なかったことにも正面から目を向けていかなければならない、 

向けていきたいと思いました。私は国際教育選修に属しているので、いろんな文化の中でも、 

国や地域にかかわる文化に触れる機会が多くあると思います。そのため、これからはいつ外 

国人と国際問題に語ってもいいように、自分の知識を蓄えておくことと、新聞などを通して 

常に世界の状況を把握しておきたいと思います。そして外国人と話すときは、問題の核心ま 

で話すことで、まだある自分の誤解・偏見をなくしていきたいです。それだけでなく、日本 

のフィルターで世界のことを見るのではなく、違う視点から多角的に異文化をみれるよう 

にしたいです。そのために、機会があればできるだけ異文化の人、当事者とコミュニケーシ 

ョンをとり、現地や異文化社会に直接足を運んでみたいです。  

自分の視野の狭さ、国際社会の一員として生きようとしていた自分の甘さ・未熟さ、異文 

化との関わりの楽しさやかかわり方を教えてくださったのはこの授業でした。大学でこれ 

からいろんなことを学ぶ前に、気づけて良かったです。この授業で学んだことを生かして、 

これからの学習・研究や異文化理解に励んでいきたいです。 

 

  



「在日コリアン問題」グループ 

 

私の発表する班のテーマは、「在日朝鮮人（コリアン）問題について」というテーマでした。  

その中でも、日韓関係の良いと思うところ、悪いと思うところ、日韓関係についてのアンケ

ート、日韓でのヘイトスピーチについて、ネット上での問題について、などといった項目に

分けて発表を行いました。そこで、私が発表したことは、朝鮮学校についてでした。 

この発表をするにあたって、朝鮮学校についての知識はとても詳しいというわけではなか

ったのですが、多文化共修の課外活動として東京の朝鮮大学校への訪問が一度あったので

全く知識がないわけでもありませんでした。ですので、その時の知識にもっと上乗せする必

要があったため、先生から借りた本や、インターネットなどで朝鮮学校についての問題や苦

難、これからの課題や問題を調べていきました。発表内容については大きく分けて三つのこ

とについてです。１、朝鮮学校の概要。２、朝鮮学校の歴史。３、朝鮮学校での問題点やこ

れからの課題。として話を進めていきました。 

まず、朝鮮学校は大きく幼稚園、小等部、中等部、高等部そして大学校に分けられます。大

学校は日本に一つしかなく、それは私が以前訪問したところのことでした。知らなかったわ

けではないですが改めて考えると不思議な気持ちでした。日本にあたる小学校中学校高校

と年齢区分は同じになるのですが、呼ばれ方が違うのには大きな疑問でした。その理由とし

て簡潔に述べると朝鮮学校を日本の政府は学校と認めていないからです。また、朝鮮学校が

どこの国の支配に置かれているのかというのも大きな疑問でした。各学校の運営はその都

道府県の置かれている学校法人に任されており、校長の人事や教育内容の決定といった全

体の運営に関わる事項は在日本朝鮮人総聯合会中央本部(朝鮮総連)および朝鮮民主主義人

民共和国の支配政党である朝鮮労働党が事実上決定していました。この点で朝鮮学校は、韓

国ではなく北側に支援されてきたことがわかりました。この朝鮮学校で一番大事にされて

いることが「みんなは一人のために、一人はみんなのために」です。学生生活の中で受験や

成績などで個人が回りと競うことがよくある日本とは違って、クラス単位で様々な競争を

しているそうです。今まで自分の中にはなかった新しい教育方法だなという風に感じまし

た。この方法はクラスの中の一人ひとりに大きな責任感を持たせるいい教育方法であるな

と思いました。このことを朝鮮学校の小等部からやっているので日本の学生よりも朝鮮学

校の生徒は一人ひとり芯が強く育っているのだなと感じました。 

次に、朝鮮学校設立の歴史として主に先生から借りていた朝鮮学校物語という本を参照し

て、勉強しました。朝鮮学校のおおもととして、国語教習所というところからできました。

当時は終戦直後で日本からの支援もなくまた朝鮮半島の中にも、それを支援する国家がな

かったので、在日朝鮮人が自分たち自身で作っていくしかなかったのです。そこで在日の

人々はすべての力をお互いに合わせて、「知恵のあるものは知恵を、お金のあるものはお金

を」というスローガンのもと協力をしました。国語教習所では主に朝鮮の言葉、歴史、文化

また朝鮮人としての魂を教えあいました。1946 年秋には 525 校に 4 万 4 千人が通ったとい



われています。在日朝鮮人の人々の努力は相当すごいモノであると思うし、相当な協力がな

いとこの数字まで行きつくことは難しいと思うので、素晴らしいと思いました。しかし、日

本の政府が何の支援もこの在日朝鮮人にしなかったことに一番腹が立ちます。自分たちが

朝鮮から連れてきて戦争が終わったら何の国家的支援もなく勝手に住んでくださいのよう

にしているのが全く理解できませんでした。そののち朝鮮民主主義人民共和国が自国も苦

しい中、在日朝鮮人らを支援したことから、現在に至っています。 

そして三番目に、朝鮮学校での問題点やこれからの課題としてまとめをしました。現在の日

本で朝鮮学校の問題といえば私の中で高校無償化からの排除ということが頭の中に浮かび

ました。この問題では、はっきり言ってしまうと、日本側の見解、学校側の見解が全く裏表

の関係でした。日本側は朝鮮学校の教育内容として、北朝鮮を賞賛し、金日成・金正日の肖

像画を掲げ神格化するなどがある、在籍者・保護者などから問題視されていて、また、日本

人拉致事件に関して、「反朝鮮人騒動」と記したり、北朝鮮の立場を支持するなど、特定の

政治的主張を教育現場に持ち込むことを禁じている「教育基本法」の精神に反する教育を続

けていることも問題視しています。 

これを大々的には、補助金や無償化のための資金が朝鮮総連の指導のもと別の目的に流用

され、北朝鮮のために使われる恐れなどもある。と日本側が言っています。 

私は、これから日本でずっと暮らしていこうと思っている親が反日教育や共産主義教育が

行われていると思われている学校に自分の子供を入れるのかと感じました。確かに、日本と

は政治的な面で違うとらえ方となるところもあると思うのですが、根本的なところから、反

日的な教育をしているのだとは全く思いません。この問題はこれからも長い問題となるの

かと感じました。しかし、日本人の中にも支援することが日本の責任だと考える人がだんだ

んと多くなってきているのも、現状にあるといわれています。こうした理解と協力がこの問

題を解決していくのではないかと考えます。 

朝鮮学校の生徒は、自分のことは自分で守るしかなく、そのために必死で勉強をしているそ

うです。やはりこうした学校で吹き込まれる「北朝鮮礼賛」に相反する情報にも、多く接す

るので当然のように日本の政治問題も意見、考えを持っているのかと感心しました。 

まとめとして、自分には朝鮮大学校の訪問が大きな経験となっているなというのは大きく、

大きく感じています。「百聞は一見に如かず」ではないですが、実際に経験しないでネット

での情報を丸呑みしてしますのはかなりあることではないのかと感じました。とくにこの

問題では様々な方面からの書き込みがあるのでしっかりと自分の意見を言えるようになら

なければいけません。 

この発表において、パワーポイントの文字の大きさであったり、話すスピードであったり、

時間配分さらにチームワークでの課題がでました。このことは次の機会に改善していきた

いと思います。自分のなかではしっかりと準備ができていたので頭の中も整理してスピー

チすることができたと思っています。授業の感想用紙で書いてくださっていた意見をしっ

かりと反省してつなげていきたいと思います。 



この多文化共修の授業の振り返りとして、先ほども書いた通り課外活動が大きく印象に残

っています。この経験はとても大きなものとなりました。また多文化ということで来てくだ

さったゲストスピーカーの方々の様々な話を聞くことができたのでとても有意義な時間が

多かったです。その中で多文化として様々な考えや生き方をしているひとがいてとてもい

いことだと感じながら授業を受けました。これから教員を目指していく中で必ず出会って

いく問題であり、多文化というものは難しいことではあるが、理解はしてあげられることで

はないかと感じました。ですので、この授業で感じ学んだことを生かしていきたいと思いま

す。本当に半年のこの授業でよい経験ができたと感じます。 

 

 

 

授業全体を通しての感想 

まず、私がこの多文化共修科目Ａを履修した動機は、5限にある授業であったという単純な

理由と、外国人とコミュニケーションが取れるというところに惹かれたからでした。初回の

講義では二人組の相手の自己紹介をするというのがあって、スウェーデンのヨックさんの

紹介をしました。外国人の方と会話をする機会というのはこれまでほとんどなく、緊張して

いたのをおぼえています。その後の講義でもそうですが、知らない人と話をするときなかな

か発言できないことが多かったです。私はあまり人と話をしたりするのが得意でなかった

ためグループでの討論などで少しでも話ができるように頑張ろうと思って話し合いに参加

しました。結局最後のワールド・カフェまであまり進んで意見を言ったりすることはできま

せんでしたが、ワールド・カフェはこれまでより和やかな雰囲気だったというのもあってこ

れまでより自分の意見を言えた気がします。講義とは関係ないかもしれませんがコミュニ

ケーションを少しでも取れるようになってよかったです。2回目の講義から自分の調べたい

内容についてグループ分けがあり、知らないことが多かった自分は友達についていくだけ

となってしまいましたが、そのグループで在日コリアン問題という問題を知って興味を持

つことができました。その後は講義で在日外国人、在日コリアン、難民問題などについて学

び、多くの知識を取り入れることができました。また、講義にはたくさんの資料や小さな漫

画などがありそれぞれの問題について理解しやすかったです。その後は、クルド人の方、聴

覚障害の方とゲストトークということでお話をしていただきましたが、調べたり、見たりす

るよりも直接話を聞くことで得ることもすごくあるなと思いました。どちらの方も伝えよ

うという意思がすごく伝わって来て自分もしっかり聞き取ろうとしていました。また、聴覚

障害の方の話でもあったように手話を使うという文化であるというのが印象に残っていま

す。また、直接聞くからこそ知れる本人の経験や苦労を聞けて、自分の言動、考え方につい

て考え直すことができました。同様にクルド人の方のゲストトークでも日本に来てからの

苦労や、難民についての日本人の理解があまりないことが知れました。ゲストートークでは、

実際に苦労した方本人に聞けるということもって非常に関心を持って聞くことができてよ



かったです。聞いてこれから自分ができることは何かというのを考えたとき、自分の持って

いる情報を誰かに伝えることだと思いました。それは身近な友達でもいいし、親でもいいの

で少しでも多くの人の理解を広めていくことが大事だなと思いました。 

 グループでの発表準備では在日コリアン問題について話し合っていく中で、実際に留学

生の韓国人と話し合うことでそれぞれの考え方を知ることができました。たとえば、在日韓

国人は日本人なのか韓国人なのかそれともどちらでもないのかということを話し合ったこ

とです。私たちは、在日韓国人が日本人として認められるのかといった一方通行の考えでし

たが、韓国に帰った時に韓国人として認められずに苦労することもあるといった韓国での

事情も考えに加えることができて、より一層深く考えることができたと思いました。留学生

の方は積極的に意見を出してくれたりして多くの考え方を知ることができました。私たち

のグループは、日韓関係のヘイトスピーチや朝鮮学校、日韓関係のいい部分とよくない部分

といった割り振りで進めていき、私は、日韓関係のうまくいっていない部分について発表を

行いました。各グループの発表を聞いて、一番印象に残っているのは難民問題の発表です。

クルド難民の日本に来てからの苦労や、日本が受け入れている難民が非常に少ないことな

どを知ることができました。過去のことではなくタイムリーなことで聞いていて現在の日

本などについて考えることができました。テレビの一部を引用していたように、難民問題な

ど、多くの人に知識が広がればきっと変わっていけるのではないかと思いました。 

最後の講義では、ワールド・カフェで異文化とはという話題から始まり多文化社会の課題、

課題の解決に向けて必要なものといった流れで話し合いました。異文化を１００％受け入

れることはできないものであるが、まず知ること、理解することが大事だといった話し合い

になりました。2ラウンド目には違う班に行ってまた違った話を聞いてその中で、異文化を

理解することは自分を見つめなおすことができるのではないかなどの意見を聞けました。

また、異文化を外国と自国の範囲内で考えるだけでなく、日本の中でも異文化はあるなどと

考えを深めることができました。この多文化共修の講義ではいろんな国の留学生とともに

国家間の関係などについても知ったり、教わったりする中で日本人だけではなく外国人が

いることによってしっかり考えたうえでの発言が必要だったりして、自分の発言を見直せ

てよかったです。この講義でたくさんの外交人留学生と話したり、いろんな課題について話

し合う機会というのはそうないと思うので貴重な経験としてこれからの人生に生かしたい

と思いました。 

 

発表内容の振り返り 

私は日韓関係のうまくいっていない部分についての発表を行いました。 

日韓関係の悪化につながっている主な 3つの問題は、慰安婦問題、竹島問題、徴用工の問題

です。慰安婦問題については、テレビで多く報道されているように戦時中に慰安婦を強制的

に連行したのかという点が争点になっていています。慰安婦問題について日本人と韓国人

に聞いたところ、日本人よりも韓国人の方のほうが慰安婦について知っていることが多か



ったです。慰安婦問題について認識の違いがあるように思いました。竹島問題については、

日清戦争・日露戦争で日本が得た領土の返還を欧米諸国に要求された際、竹島の返還も要求

されました。日本側は昔から日本の領土であり返還の必要はないとし、日本側、韓国側の両

方が領有権を主張しているために日韓関係の悪化につながっているようです。私も日韓関

係について調べてはじめて知ったのが 3 つ目の徴用工の問題です。徴用工というのは戦時

中、12畳の部屋に 12 人が収容された生活を強いられたり、厳しい労働環境下で仕事をさせ

られた人々のことです。徴用工問題は一度解決された問題でした。しかし、元徴用工の遺族

たちによる個人請求権は残っているという主張によって韓国で裁判が行われました。2012

年韓国の最高裁判所は、「日本の国家権力が関与した反人道的不法行為や植民地支配に直結

した不法行為による損害賠償請求権は、請求権協定によっても消滅していない」という判決

を下し、再び徴用工の問題が浮上しました。徴用工問題の浮上は、慰安婦問題による関係悪

化に火に油を注ぐ形になってしまいました。しかしながらこの徴用工問題の解決に向けて

国際司法裁判所による判決を求めるという意見がありますが韓国側がそれを行おうとしな

い点に疑問もあるようです。日韓関係の悪化の主な原因は以上の３つでした。調べることに

よって知っていけばいくほど日韓関係のような国家間の問題は難しいなと思いました。ま

た、日本と韓国両国にそれぞれの主張があり、解決にはまだまだ時間がかかりそうだと思い

ました。両国の友好関係が気づけているさっき言ったような K-POP や日本の漫画の広がり

によって関係の改善に少しでもつながればいいなと思います。 

 

 

 私たちのグループは、在日コリアン問題をテーマにした発表を行った。 

昨年、たまたまテレビで朝鮮人学校の特集をやっていて、そこで周囲の人たちからの好奇

の目や、前通っていた普通の学校でのいじめ、在日コリアンというだけで就職先が見つから

ず、進路に悩んでいるといった朝鮮人学校の生徒たちが多くいるという現実を目の当たり

にし、同じ人間であり同じ言語を話しているのに母国が違うというだけでなぜ差別を受け

なければならないのかとても疑問に思い、どうしたらこの差別はなくなるのだろうかと考

えるようになった。さらに、韓国人の友達が日本に遊びに来ようとした際、彼女の親せきが

日本を嫌っていて日本に行くことを許さなかったという出来事があり、過去の日韓関係か

ら日本と韓国お互いの国を良く思っていない人々がたくさんいて、それも在日コリアンに

対する差別と関係しているのではないかと思い、在日コリアン問題を扱ったプレゼン発表

を行いたいと思った。 

 私たちのグループは、「在日コリアンに対する認識」「ヘイトスピーチ」「朝鮮大学校」「日

韓の良好な関係」「日韓の険悪な関係」の５つのテーマに分担し、各々調べて発表の準備を

行った。その中で私は「日韓の良好な関係」について調べた。日韓 W杯開催や日本における

韓流ブーム・韓国における日流ブーム、訪日・訪韓旅行者の割合がお互い中国に次いで高い

ことなどを挙げて、日韓関係は悪いばかりではないと主張し、良好な部分をきっかけに日韓



関係が良い方向に向かい、在日コリアンに対する差別が少しでもなくなっていくようにし

たいという内容のプレゼン発表を行った。今回、怪我をしてしまったこともあり、グループ

が一緒に発表をすることができず、チームワークの面ではよかったとは言えないかもしれ

ないが、「日韓の良好な関係」と「険悪な関係」はうまくつなげ、一貫性のある発表ができ

たと思う。 

 私は、この多文化共修科目 Aという授業で初めて留学生との交流をはかった。元々留学生

と交流をはかりたいという理由でこの授業をとったため、授業を受ける前はとても楽しみ

にしていた。初回の授業で行った他己紹介では、韓国人留学生と交流し、お互いの名前や国、

趣味などを紹介しあい、とても楽しい時間を過ごすことができた。 

 また、この授業で私が最も印象に残ったのは朝鮮大学校訪問である。私が在日コリアン問

題に興味を持つきっかけとなった朝鮮学校に訪問できるということで、朝鮮大学校の学生

に質問したいことがたくさんあった。実際に訪問し、学校内を見学していると、至るところ

に金正日元総書記の遺影が飾ってあったり、学校の一番よく見えるところに金正日の名が

入った言葉の旗があることに驚いた。亡くなって大分経った今でも金正日を尊重する風習

があることを不思議に思った。そして、朝鮮大学校の学生との対話では、様々な質問をし、

とても深い質問に対しても快く答えてくれた。日本名を使うことに対して抵抗があるかど

うかという質問に対しては、病院や市役所など、使わなければならない場面では使うのが義

務であるという感覚で使っているため、抵抗はないと答える学生もいたが、何も考えずに使

っていたけれど、昔日本が朝鮮人に対して日本名を強制的に使わせたという事実を知って

からは日本名を使いたくないと思うようになったという学生がいて、やはり歴史的時代背

景は現在の日韓関係やお互いの国に対する思いに深く影響しているのだと考え、過去は変

えられないので、どうにかして嫌悪感を取り払えないだろうかと思った。また、学生に「朝

鮮大学校というと北朝鮮というイメージを抱き敬遠する人が多くいるが、昔の北朝鮮と韓

国が統合されていた国が朝鮮という名前であって、朝鮮大学校の生徒がみんな北朝鮮人で

あるという認識は間違いであるから勘違いで突き放したり差別をしたりしないでほしい」

と言われ、私も朝鮮大学校は北朝鮮というイメージを強く抱いていたし、プレゼン発表の際

に行ったアンケートでも朝鮮学校は北朝鮮人の学校と答えた人が多かったため、まずは朝

鮮学校や在日コリアンに関する正しい知識を知ろうとし、歩み寄ろうとする努力が必要な

のではないかと思った。 

さらに、朝鮮大学校には、日本国籍を取得している学生もいれば、韓国国籍、北朝鮮国籍を

取得している学生もおり、私が話をした学生は北朝鮮国籍を取得していて、北朝鮮にいる会

ったことのない親せきに会ってみたいと思っていて、北朝鮮に帰ることはできるが、政治情

勢により、帰った後日本に戻ってくることはできない可能性が高いと話していて、自分の母

国と自分が生活をしてきた国を自由に行き来することができず、血のつながった人間と自

由に会うこともできないという状況がずっと日本で生きてきて日本人である私には理解で

きず、どれほど複雑な思いを抱えているか計り知れなかった。 



一方で、学校内にハングルがあふれていて、学生は日本語と朝鮮語の両方が話せる(校内で

は朝鮮語のみを話す)ことを知り、日本で生まれ日本で育ちながらも民族性、アイデンティ

ティを忘れずに生きるという学校方針はすばらしいと感じた。 

 今回朝鮮大学校の学生と交流をする中で、在日コリアンとして生活しているうえでの悩

みや思いなどをたくさん聞き、やはり在日コリアンも同じ言語を話す人間であり、差別する

意味など全くないと感じ、朝鮮大学校に通っていること、在日コリアンであることなどを

堂々と言えるような環境を作っていきたいと強く感じた。 

 ゲストスピーカーのお話では、畑野とまとさんの LGBTに関する講義がとても印象深かっ

た。LGBT は昔から存在しているのにも関わらずいまだに理解されないことが多くあるとい

う現実にとてもショックを受けた。在日コリアンに関してもそうだが、ただ母国が違うだけ、

好意の対象の性別が違うだけでこんなにも受け入れてもらえない世の中が私は本当に嫌い

で、一刻も早く差別をなくしていくべきだと考える。また、LGBT に対する身内の理解があ

る人のほうが自殺率が低いという話を聞いて、自分が LGBTであることに対してプラスの方

向に向けることができない人も少なからずいると思い、そういう人ほど身内のサポートが

必要であると思った。そして、今後友達や家族など、自分の周りにいる人が LGBTであると

いう告白をしてくることがあったら、絶対にやさしく受け入れ、サポートしていこうと強く

思った。 

 今回、多文化共修科目 Aの授業で、私が最も勉強したいと思っていた在日コリアンに関す

る問題について深く調べることができ、差別をなくしていくべきだという思いがより強く

なり、またその思いを発表で人に伝えることができて、とても有意義な時間になったと感じ

た。また、最初はあまり興味のなかった話題についても勉強することができ、とても視野を

広げることができた。秋学期から韓国人留学生のサポートが始まるのだが、この授業でいろ

いろな国の留学生とたくさん交流できて、サポートをする際、どのように接すればいいかな

どの勉強もでき、この授業を受講して、本当によかったと思った。今後も、留学生と一緒に

勉強ができる授業がもしあればとりたいと思ったし、機会があればまたこの授業を聴講し

たいと思いました。ありがとうございました。（2941） 

  



 

「健常者の障がい者とのかかわり方」グループ 

 

初めに、このレポートでは最終発表での学びと授業全体の学びの二つに分けて述べてい

く。 

私は今回の最終発表で「健常者の障がい者とのかかわり方」、特に「会社の中で健常者

はどのように障がい者と関わればよいのか」について発表した。現在、障がい者基本法な

ども制定されたこともあり、障がい者の支援体制は充実しているように思われる。スロー

プや補聴器を始めとした支援、特別支援学校を始めとした教育の場面にまで広く支援が行

われている。障がい者の障害の性質・程度などを個人個人に合わせて支援していくという

考えが障がい者、およびその関係者コミュニティのなかで構築されつつある。以前は障が

い者がよりよく生きられるようにどうすればよいのかなどに目を向けず支援方法が多様に

充実していなかったことを考慮すると、これは大変良い傾向であると考える。 

同様に、働く意思を持った障がい者に対しての支援として、近頃、政府は障がい者が

「単なる介護者」ではなく「労働者」としての地位を獲得できるように支援を推し進めて

いる。具体的には、政府が一般企業に、会社の雇用規模に合わせて法定雇用率を提示し、

障がい者雇用を推奨、義務づけている。近年の政策としては、2018年に障がい者雇用促進

法が改正されいくつか変更点が加わった。一つは今まで障がい者とは身体障がい者又は知

的障がい者に限られていたが、今回の改正で新たに障がい者の法律の中の定義に精神障が

い者が含まれ対象となる障がい者の数が含まれることになった(精神障がい者の中には

ADHDを代表する発達障害やてんかんも含まれる)。この動きも一定の良い効果が表れてい

て、10・20年前比べると急激に障がい者の雇用率は上昇している。以前までは障害を持っ

ているとなかなか健常者のように会社の中で働きにくい状況だったが、ここ最近、障がい

者が雇用され社会進出を遂げつつある。 

しかしながら、障がい者雇用の増加とともに雇用側の会社の中でのいくつかの問題が深

刻になっていることも事実である。一つは、ほとんどの障がい者は健常者と全く接点がな

いところで働いているということである。例えば、トイレ清掃員、洋服クリーニングが挙

げられる。もう一つは、障がい者が実際に会社の部署に入ったとしても、健常者である同

僚は障がい者への理解が薄く、かかわり方がわからないことによって、障がい者は会社の

中で疎外していくということである。例えば、健常者同士であれば比較的容易に会社の中

でコミュニケーションが取れる。しかし、障がい者は健常者と比べるとうまくコミュニケ

ーションが取れない場面がどうしても発生してしまう。プロジェクト達成にはコミュニケ

ーションを通じて周りの人と密に連絡を取り合いながら取り組まなければいけないことも

あり、周りの人とのコミュニケーションは仕事をするうえでとても重要である。会社の中

において、周りの人とのコミュニケーションというのは会社での働きやすさを向上させて

いる面を持っている。つまり、コミュニケーションができない、苦手とする場合、疎外感



を感じて、自分にとって、会社は働きにくく、生きにくい空間になってしまう。一度雇用

された障がい者がその会社を離職する割合は健常者よりも高いと一般的にいわれている

が、間接的にこの問題と障がい者の離職には関係があるのではないかと私は考える。 

先ほど述べたような障がい者とその関係者の中での「障がい者コミュニティ」では、障

がい者に対する理解、適切な支援が着々とされてきている。しかしながら、ほとんどの構

成員が障がい者と普段交流の少ない健常者である一般の会社の中では未だ十分な所会社に

対する認識、支援方法が確立されていない。このことがこうした問題を起こすと私は考え

る。問題解決後の理想としては、障がい者自身が「じぶんは会社の中で役に立っている」

と自覚し、なおかつ自分の会社の直接的な利益にもなる仕事を担当することである。具体

的な解決策としては、実際に障がい者雇用でうまく健常者と障がい者が会社の中で共存で

きている会社、特別支援学校を社員が研修にいき、おおまかな障がい者の特徴を、身をも

って体感し、「障がい者は基本的には何もできない」などの間違った固定概念を取り除く

ことである。加えて、障がい者の対応について、会社の当事者たちだけが関わるのではな

く、上司も仕事内における問題の解決に向けて、会社内で報告する機会を積極的に設ける

などとして、努力することなどである。性格、障害の程度、環境などによって障がい者の

支援方法というのは多岐にわたり、画一的な「正しい支援法」は存在しない。そのような

柔軟な支援をするためにはやはり本などの字面だけ一般的な情報だけではなく、一人一人

の障がい者と向き合うという実体験が重要な意味を持つと思う。また、多くの人が関わっ

て負担を分担することで、たくさんの視点から障がい者を見つめることで、障がい者との

新たなかかわり方が生まれることにつながると私は考える。 

次に、授業全体で私が学んだことは「異文化理解をする際のある一つの文化の構成員で

あることを自覚することの大切さ」である。そもそも異文化というのは国や文化、食など

に限ることではない。「自分が持っていないもの」ものの総称だと考える。外国人にだけ

ではなく、障がい者、私たち日本人の中でも各個人、別々の「異文化」の中で生きている

のである。「異文化の中で生きる者」という考えを持つことの必要性を感じた。 

私たちは日々、周りの人との関わり合いやマスメディアを通じていろいろな世界（文

化）の情報を仕入れる。例えばイスラム教徒、多数難民問題が挙げられる。その情報の正

当性を見極めるくらいの知識、体験が伴っていないので、伝える側の偏見や、伝え方によ

って、たとえ私たちが間違った情報を受け取り、勝手な異文化に対する固定観念が生まれ

としても私たちの多くは疑問を持たない。しばしば、あたかも自分たちと同じように相手

も考えていると思い込み、「これこそが真実、よりよいものであるはずだ。」と思ってしま

う。私たちが普段の生活の中で無意識に構築している「自分とは違った文化の中で生きて

いる人々」に対するイメージとはしばしば現実とかけ離れていることも多い。 

しかし、それは相手の文化から考えると望ましくない考え方ということが起こる。例え

ば、私たちは「障がい者」という言葉を聞いた時に、「何か支援をしなければいけない対

象」と思い込んでしまいがちだ。確かに、前述のように、何らかの支援を要求する障がい



者も存在するが、自分は障がい者でありつつも健常者と同じように扱われることを望む障

がい者もいることも事実である。私たちは障害者という「異文化のコミュニティ全体」で

異文化理解してしまいがちである。しかしながら、本当に大事なのは「人それぞれ少しず

つ異なる文化の中で生きている」ということを認識して尊重するということが大事なのか

なと思う。したがって、異文化交流をするときは自分の文化の考えにとらわれず、その人

どんな文化で生きてきてどんな価値観を持っているのか個別に知っていかなければいけな

いと思う。加えて、相手から見れば「私たちは異文化の人々」なのである。そのことに自

覚し、理解せずとも、お互いの考え方を尊重し関わっていくことが異文化理解に必要不可

欠な態度だと思う。 

 

多文化共修科目 A 最終レポート 

 

・自分の発表内容について 

私は、「障がい者とのかかわり方」や、「障がい者支援」について考えることも、異文化理

解・多文化社会について考えることにつながるということを知り、障がい者の分野について

詳しく調査するグループに入った。 

グループで調べるテーマとして考えたのは、障がい者の周りで支える人の考えを学んで、

そこから私たちがどうあるべきかについて学びたいということだった。ちょうどそのころ

に早稲田大学で行われるヒューマンライブラリーの案内もあったので、私はそのイベント

に参加してみることにした。 

ヒューマンライブラリーでは様々な障がいを抱える人や、先天性の病気を持ちながらも、

それと向き合って強く生きている人などと直接近い距離でお話しすることができ、最初は

プレゼンを良いものにするため、と思って参加することにしただけであったが、自分にとっ

ても、今まで味わったことのない貴重な経験になった。私は、３人の方とお話しすることが

でき、それぞれの方から、とても勉強になる話を聞くことができた。 

発達障害を抱える林利遥さんからは、自分が発達障害であると自覚することなく過ごし

てきた幼少時代の周りとの明らかな違和感や、自分だけおかしいのではないかと悩まされ

た苦しい経験を詳らかに教えていただき、一概には言えないとは思うが、発達障害と向き合

う当事者の方がどのような思いをもって生活しているかについて、少しでも感じ取れたの

ではないかと思う。 

小児がんを患い、右目に義眼を入れて生活を送っている生駒有紀さんは、小学生の頃の苦

しかった経験、アメリカへ飛び立ち、そこで感じたアメリカ人の偏見のなさのエピソードを

話してくれ、今までマイノリティーの方々に対して自分がとってきた態度や行動が無意識

のうちにその方々を傷つけたものになっていなかったかと思わず振り返ってしまった。少

しでも困難なことがないように、過ごしやすいようにと気を使って接してきたことが、生駒

さんから、みんなと同じように特別扱いすることなく接してほしいという思いを聞いたと



き、決して正しいといえる行動ではなかったんだと気づかされた。 

難病にも指定されている骨形成不全症という病気を先天的に患っている伊是名夏子さん

からは、そんな難病を抱えながらも２児の母として逞しく生きる強さを感じることができ

た。身長もわずか１００センチメートルしかなく、合併症として左耳の難聴も抱えていると

は思えないほどの明るく朗らかな性格は、お話しできた短い時間でも十分に感じ取ること

ができた。私は、教師を志すものとして、教師に求めることを訪ねた際の答えていただいた

“健常者と障がい者を分けて教育しているこの現状に対して謝ってほしい”という切なる

訴えが、今でも心に突き刺さっている。もちろん、分けて教育することのメリットももちろ

んあるだろうが、共存させて様々な障がいを背負った人間がいることを幼いころから実感

させることが、子供たちへの情操教育として効果がみられることもあるのではないかと考

えた。そしてそれが当たり前になる未来を創っていきたいと強く思った。３人の方から聞い

たお話から学んだ、私たちが意識するべき障がい者支援の在り方は、障がいを持っている人

として接するのではなく、健常者と接するのと変わらずに、一個人として接するということ

だ。今回お話を聞いた３人だけでも、それぞれに周りに求めること、どういう接し方がうれ

しいかはそれぞれ異なっていた。だから私たちは人間関係を築く上で基本となる、相手の気

持ちを理解しようとする姿勢を見せ、一人一人の人間に対しどのような接し方が適切なの

かをその場その場で考えていくことが大切なのかもしれないと感じた。 

 

・授業全体で学んだこと 

 私がこの授業で初めて学んだことは、「多文化」、「異文化理解」という言葉の可能性であ

る。今までは、これらの言葉を聞いたとき、連想されるのは、「外国人」、「外国の文化」、「在

日外国人」などという言葉だった。もちろんこれらの言葉も「多文化」や「異文化理解」と

いう言葉の定義の中に含まれるものだが、この授業を通して、「障がい者」や「性の多様性」、

「LGBT」という問題も「多文化」として考えていくことができることが分かった。 

 授業の中では様々な問題について学んできたが、一回一回の授業で吸収しきれないほど

の情報があったと思う。だから完全に学ぶことができず、不完全燃焼でまだまだ自分で学ば

なければいけないなと思う題材も多くあった。そんな中で、これからの大学生活にもつなが

る良い経験となったのは、留学生との交流だ。私は国際教育選修に所属するが、入学して約

４か月、１年生だからというのもあるだろうが、あまり国際的な特色のある授業は少ないよ

うに思う。国際的な視野を広げたいという思いでこの学科を志望している部分もあるので、

どこか物足りない気持ちもあった。しかし、自分から行動することはいくらでもできる。そ

の第一歩として入学したばかりのころにこの授業を選択していたことで、自分の学びたい

ことを少しは学べたのではないかと思う。実際に留学生と話してみると、日本人とは異なる

考えや自分とは異なる感受性を持っていて、とても楽しかった。特に印象的なのは、最後の

授業で「異文化理解」について話し合ったとき、韓国からの留学生が、「結局どこまで理解

したら異文化を理解したといっていいのかわからない。」と話していたことだ。韓国から日



本にやってきて、日本の文化や習慣について日々韓国との違いを学んでいるであろう彼女

から、“完全に理解した”状態がどういう状態なのかわからないと言われたとき、実際に経

験までしている人が理解できているのかわからないということは、頭で考えているだけ、資

料を読んでいるだけ、ニュースを見ているだけの私は物事のほんの一部しか見ていないん

じゃないか、理解できたつもりでいるのではないかと、本当の「異文化理解」の難しさと奥

深さを感じた。もちろん日本人の学生でも同じように感じている人はいたかもしれないが、

留学生である彼女が発した言葉だったからこそ、私の心にはより深く残った。 

 彼女の言葉でより考えさせられた私は、「異文化理解」についてさらに考えてみた。確か

に一つの文化について理解を深めたとしても、それはその地域だけ、またはその人物だけの

ものであるかもしれない。一つの文化について学んだことは、決してその文化のすべてを理

解したことではないのである。だから私は、文化や障がい、性の種類などジャンルごとに理

解しようとするのではなく、実際に目の前にした人間一人一人を理解することが大切であ

ると考える。障がいを持つ人々について調べた時のまとめでも同じようなことを述べたが、

“個人をきちんと理解する”こと、これがこの授業全体を通して学んだことのすべてだと私

は考える。世界中に多様な価値観や思想を持った、様々な経験をしてきた人々がたくさんい

る。私は、そんな世界に触れて、彼ら一人一人とじっくりと向き合って、目の前の人をゆっ

くりと時間をかけて理解する、決して偏見を持たない、そんな人間になりたい。また教育現

場においても、一人一人の子供たちと同じ視線になって接していき、そしていつかは異文化

理解に興味を持つ子供たちを育てていける教師になりたい、と今回の授業全体を通して強

く思った。 

 

 

 

 

発表内容 

 

私は、聴覚障がいがある方々に周りの人はどのように接すればいいかを知るために、まず

本やインターネットで聴覚障がいについて調べて基礎的な知識を身につけ、金曜日の昼休

みに学芸カフェテリアで手話講座を開いている方にいくつか質問をした。班の３人で考え

た質問を紙に書いてお渡しし、次の週の手話講座までに答えていただいた。内容は以下の通

りである。 

 



 

  

以上の質問を取り入れ、私は「聴覚障がいがある方とどのように接すればよいか考える」

というテーマで発表をした。 

聴覚障がいとは、身の回りの音や話し言葉が聞こえにくかったり、ほとんどが聞こえなか

ったりする状態のことを言う。聴覚障がいには主に２つの種類がある。１つ目は、鼓膜など

の音を聞き取る器官に障がいがある伝音性難聴だ。音が聞き取りにくくても情報が正しく

脳に伝わるため、補聴器や人工内耳を付けるとかなり聞き分けることができるようになる。

音が大きければ聞きやすいという訳ではなく、眼鏡と同じで聞き取り状態に合った補聴器

の調整が必要となる。２つ目は、聞き取った音を脳に伝える聴覚神経に障がいがある感音性

難聴だ。音を情報として脳に伝える神経に障がいがあるため、補聴器等を付けても音を感じ

るだけで識別しにくい場合が多い。また、ろう者と難聴者の定義として、補聴器を付けても

音声が判別できない人をろう者、残存聴力を活用してある程度聞き取れる人を難聴者とす

る定義や、手話を母語もしくは主なコミュニケーション手段とする人をろう者、音声言語が

中心で手話を使わないか補助程度に手話を用いる人を難聴者とする定義がある。ただしこ

れは定義の例であるため、聴覚障がいがある方全員がこの定義に当てはまるわけではない。

難聴者は完全に聞こえるわけではなく聞くのが難しいため、聞き間違えたり体調によって

は聞こえなかったりし、周りの人に誤解されたり大丈夫だと思われてサポートしてもらえ

なかったりすることもある。先天的または幼少時の失聴者は口話、手話、補聴器、人工内耳

などの視覚的な方法で言語を獲得しなければならず、言語獲得後の失聴者は、急な環境の変

化で精神的な影響があったりコミュニケーションをとることが大変になったりするなど、



耳が聞こえないもしくは聞こえにくくなるタイミングによっても様々な苦悩がある。 

また、音が聞こえない、聞きにくいという一次的な障がいが二次的、三次的な障がいにつ

ながることもある。二次的、三次的障がいの例として、状況の説明が苦手であるため病院に

行っても症状を詳しく説明できず病名の特定が遅れてしまったケースや、文章の読み書き

が不得手だったろう者が、医師が伝えたかったようにメモの内容を読み取ることができず

自分は死ぬのだと勘違いしてしまったケースが挙げられる。 

 聴覚障がいがある方とのコミュニケーション方法としては、主に手話と筆談と読話があ

る。手話には日本手話と日本語対応手話、片手で五十音と数字を表すことができる指文字や

指数字がある。筆談では紙に伝えたいことを書く。紙だけではなく手の平や空間に書いて伝

えることもできる。読話では、話している人の口の動きや表情から伝えたいことを読み取る。 

音が大きければ大きいほどいいというわけではないというインターネットの情報、補聴

器を付ければ全て聞こえるわけではないことを知ってもらいたいというインタビューでの

お答え、自分が話すと相手が聞こえると思ってわーっと話すから最初は話さないという講

演会でのお話から聴覚障がいがある方と接するときに私が大切だと思ったことは、決めつ

けないことだ。障がいの種類や程度、その人の性格、生活している環境、人間関係など、何

もかも違うため、自分の知っていることが相手にも当てはまると思わないこと、自分のもの

さしを相手に押し付けないようにすること、ひとりひとりと向き合い接することが大切だ

と思う。ひとりひとりを理解しようとすることで、驚かせないように突然肩を叩かない、伝

えたいことを紙に書けるようにメモ帳を持ち歩く、話す時はマスクをのけてゆっくりはっ

きり話すというように行動につながっていくだろう。 

 

質問への答え 

 

手話を主な言語として使う人をろう者、手話を主な言語として使わない人を難聴者とす

る定義が発表の中にあったが、ろう学校には手話を使うことを禁止していたところもある。

その人たちはこの定義には当てはまらないのではないか、という質問を発表後に岡先生か

らいただいた。そのときに自分は、これはあくまで定義のひとつとして紹介しているため、

みんながみんなこの定義に当てはまるわけではないと答えたが、聴覚障がいがある人への

教育の中で、ろう学校で手話が禁止されていたことは歴史的にかなり大きなことであった

ため、発表に取り入れるべきであった。 

発表に取り入れることはできなかったが、ろう学校で手話が禁止されていたことをここ

にまとめる。 

 

世界で初めてろう学校が建てられたパリに続き、アメリカ、日本でもろう学校が建てられ

手話法を中心に教育が行なわれていた。しかし、ドイツのザムエル・ハイニッケは手話法を

認めず、唇を読み、声を出す口話法を主張していた。ハイニッケは聴者を正常な人間、ろう



者を異常な人間として見ており、口話法によってろう児を「正常」な人間に近づけようとし

た。手話法は口話法より劣っていると考えられ、各国のろう学校は手話法を禁止し口話法を

取り入れることになる。昭和が始まるころの日本では筆談でのコミュニケーションのみの

ろう者への偏見が強くなかなか雇用されなかったため、日本でも、話している人の唇を見て

本人にも声を出させる、欧米の口話法が取り入れられた。 

 

授業の感想 

 

私がこの多文化共修科目Ａの授業で特に心に残ったのは、聴覚障がいに関する講演会だ。

自分がこれまで、障がいというものを頭の中で勝手に決めつけていたことを強く実感し、と

ても恥ずかしい気持ちになった。健聴者や難聴者、ろう者というくくりも間違っているので

はないか、自分が人と関わることに苦痛を感じるように、聞こえないというのもその人の一

部で、そもそも「障がい」と定義するのがいけないのではないか、障がいとは何なのか、た

くさん考えた。今でも答えは見つかっておらずとても苦しいが、今までのように知ったつも

りでいるよりはいいと思う。同じ世界にいても世界の見方が１８０度変わったような衝撃

を受けることができたのは、この授業を受けていたからだと思う。この講演会以外にも、た

くさんの衝撃を受け、自分の中で変化があった。私は今までずっと「異文化」という言葉が

好きではなかった。ひとりひとり違っているのが当たり前なのに、どうしてわざわざ「異な

っている」と言うのだろう、「異」とつけることで壁を作っているのではないか、と思って

いた。しかし、ワールドカフェで他の人と異文化とは何かという話をする中で、違うと理解

しているからこそ気づけることもあるんじゃない？と言われて、確かにそうかもしれない

と思うようになった。まだはっきりとした自分の中の答えを見つけることはできていない

が、これからの人生で考えて続けていきたいと思う。 

 自分の考え方を変えるきっかけをもらえたし、自分を見つめなおすことができた。心の持

ち方が大きく変わった４か月間であった。 

（2966字） 
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「日中韓の LGBTについて」ぐるーぷ 

 

 

１．発表の内容と振り返り 

（１） 発表内容―TOKYO RAINBOW PRIDEについて 

 日本には様々な LGBTに関するイベントがあるが、最大級のイベントが TOKYO RAINBOW 

PRIDEだ。 

 日本初のプライドパレードであるレズビアン＆ゲイパレード(1994)やプライドパレード

(2007)を前身としている。毎年安定してパレードが開催されるための運営母体として設立

された「東京プライド」(2005設立)から分かれた「東京レインボープライド」（2011設

立）が東京レインボープライド 2012を開催し以降毎年開催されている。 

 今年は 5/5,6にフェスティバルがあり、6日にはパレードが行われた。私はフェスティ

バルのブースに足を運んだ。会場は企業や大学のサークル、大使館など様々な団体がブー

スを出しており、資料の閲覧、グッズの購入、署名活動への協力などができた。 

 2019年は 4月 28日、29日の開催が決定している。 

 

（２）発表内容－教員の知識・理解不足について 

 私は、東京レインボープライドのフェスティバルに参加した際に頂いた機関誌

「BEYOND」から、性的マイノリティの児童生徒に対して教員の対応が不十分であり、児童

生徒に性的マイノリティについて正しい情報が提供されていないという現状を知った。 

 以下に挙げるものは、その BEYONDから得た情報である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先生はいじめの解決に役立ってくれたかという質問に対しては上のようなデータがあ

る。若年層になるにつれて役に立ってくれたと感じている人の割合は大きくなってはいる

が、全体的に割合が小さいことが分かる。 

BEYOND より 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまでの学校生活（小・中・高）で、同性愛／性同一性障害についてどのような情報

得ましたか、という質問に対しては、上のようなデータが出ている。一切習っていない人

の割合は若年層になるにつれて減ってきているが、「異常」なものとして習った、否定的

な情報を得たなど誤った情報を得た人の割合も増えており、情報に触れる機会は増えたも

のの、誤った情報まで増えてしまっているようである、ということだ。児童生徒に正しい

情報が伝わらないことは、差別や偏見につながりかねないため、問題である。 

 

 こうした教員の対応が不十分なことや、正しい情報を伝達できていないことには、教員

自身が知識不足だったり、理解が欠けていることが原因としてあると思う。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 BEYONDによると、出身養成機関で同性愛について学んだことがある教員は 7.5％、性同

一性障害については 8.1％だという。電通ダイバーシティ・ラボの「LGBT調査 2015」によ

ると全国で性的マイノリティの児童生徒は 7.6％であり、単純に計算すると 40人クラスに

約 3人いることになるが、これに対して出身教員養成機関で学んだことがある教員の割合

は大変少ないと感じる。また、いじめ不登校自傷行為に比べて少ないことが分かる。私と

BEYOND より 

BEYOND より 



しては、そもそもこれら３つについても学んだことがある割合が５０％を切るのが衝撃的

であったが、それのさらに半分ということで、現在の教員の知識不足が深刻さを感じた。 

 

 平成２７年、文部科学省から「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の

実施等について」という通知が出され、翌年には教職員向けのパンフレットが公表され

た。パンフレットには、性的マイノリティである児童生徒の現状や推奨する対応方法等が

載っている。これは、当初私も疑問に思っていた「どう対応すればよいのかわからない」

という現場の声に対応している。しかし、私はこれでは足りないと思う。性的マイノリテ

ィについてきちんと学んだ人が少ない中で、マニュアルに近いパンフレットを渡しても根

本的な問題は解決できないのではないか。パンフレットの冒頭に“まずは教職員が、偏見

等をなくし理解を深めることが必要です。”とあるが、それは性的マイノリティの児童生

徒と出会ったときにどう接するかの正解を求めるだけでなく、現状について考えたりする

必要があると思うのだ。 

 

これらを踏まえて、私は教員の性的マイノリティの知識不足に対して、まずは出身養成

機関での必修化を挙げる。そして教員の知識不足が解消されてからこそ、学校の制度や設

備の改革がよりスムーズに、より良い方法で進んでいくと思う。 

 

（３）自分の認識の変化 

 私はこのテーマを学習して、セクシュアリティに関する認識が変化した。私は、性的マ

イノリティの人たちが自分の性に違和感があると感じるのは、何かきっかけがあると思っ

ていた。しかし畑野とまとさんとのお話の中で、例えばなんだかスカートよりズボンがい

い、など日常にたくさん性自認に関わることがあって、性別に違和感を覚えるのは特別な

ことではない、自分も完全に「女」というわけではないことに気づいた。そして、講義の

中であったベクトルを用いた性の表現がより深く理解できた。そして、「男」「女」のみな

らず、「Ｌ」「Ｇ」「Ｂ」「Ｔ」に関しても明確にカテゴリ分けしていた自分にも気づいた。

これらはあくまである程度のラベルであって、すべての人をこれらのどれかにに完全に当

てはめて考えるのは誤りだ。人はみんな、身体の性、心の性、表現、好きになる性など

様々な方向に延びたグラデーションの中の一部なのだ、という考えに至った。この考えの

転換は、一人の大人になる、そして教員を目指す身として、大切なものになったと思う。 

 

（４）発表の振り返り 

 発表を終えて自分としては、調べたことや考えを述べられたのは良かったが、早口にな

ってしまったことや、スキャンがうまくいかなかったことにより見づらいスライドがあっ

た点が反省点だと感じていた。またチームでは、自分たちのアンケートなどをもとに日

本・中国・韓国の比較ができたことが、内容としておもしろかったと感じた。 



発表評価シートを読んでみると、良かった点は主に伝えたいことが明確だったことやデ

ータを活用したこと、スライドの分かりやすさだった。スライドについては、チーム全体

の評価でも高評価だった。リュウソンイさんがデザインを統一してくださったことにより

高評価を得られたと思う。今後グループ発表する際見習いたい。 

また、改善点については主に、見づらい資料があったことや、時間が長かったことや脱

字、論の展開のメリハリのなさが挙げられていた。どれも準備不足からくるものなので、

より丁寧に準備することを心掛けたいと思う。 

チーム全体の評価としてはチームワークやスライドのまとまりへの高評価が見られた。

今回、ミーティングを行うなど努力してまとめたので、チームワークにて高評価が得られ

たことは嬉しく思う。 

 質疑応答では、トイレに関して、男子用・女子用ではない 3つ目のトイレを設置する

か、既存の２つのなかで入りたい方に入ることを認めるか、どちらが良いと思うか質問さ

れた。私は、設置準備中は入りたい方へのトイレに入ることを認めて、３つ目のトイレの

設置を目指す、また、男子トイレも全て個室化を目指すのが良いと思うと答えた。多機能

トイレのように、既存のトイレでは不便が生じたり、入りづらいと感じる人が誰でも入れ

るトイレが必要だと思うからだ。質問者の評価シートには、３つ目のトイレを設置してし

まうとそれに入る人へのいじめがおきてしまうのではないかと考えたと書いてあった。３

つ目のトイレは、単に性的マイノリティへの配慮に特化しているのではなく誰でも入れる

トイレだ、という認識を広められればいじめは起こりにくくなるかと考えたが、それでも

懸念は残るので、今後も解決策を考えていきたい。 

 

２．授業の振り返り・感想 

 最後の討論で、「異」文化理解とは自分を中心として周りを異質なものとした上でそれ

に触れていくイメージで、「多」文化理解だと自分を含めた多くの文化を理解していくイ

メージ、という考えに出会った。私は、この授業を通して様々な認識が変化していったの

だが、それは「異」文化を理解する段階だったのだと気づいた。自分の文化の視点から、

自と他の文化の間に何か違いを見つけたり、それに触れるという段階だ。しかし、多文化

社会にはその段階だけではきっと足りない。異なる文化を学び、そして自分はこの多様な

文化の中の一部だと自分を客観視することが重要なのだと思う。これは、性的マイノリテ

ィを学んだ際、グラデーションの中の自分という認識を持ったが、それとリンクする気も

する。自分の文化の内から観るだけでなく、俯瞰的・客観的に観ることが大切だと感じ

た。 

 そして、文化の理解は同化することとは異なり、全部飲み込もうとする必要はないが、

その差異を受け入れがたいとしたことを理由に他の文化を排除してはならない、文化が存

在するのには許可もいらないし否定もされない、と感じた。 

 授業は終わったが、こういったテーマの学習や思考はずっと続いていくものだと思う



し、それらは誰か一人が学んで完結するものではなく、みんなが考えることが大切だと思

ったので、周りの人と情報・意見を共有していきたいと考えている。 
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TOKYO RAINBOW PRIDE の HP https://tokyorainbowpride.com/ 

電通ダイバーシティ・ラボの記事 http://www.dentsu.co.jp/news/release/2015/0423-

004032.html 

 

多文化共修科目Ａ 韓国の性的少数者と 多文化社会  

私の周りの性的少数者  

これまで韓国で生まれ育った私は、性的少数者に会ったことが多くない。日本に来る前まで

に、 韓国人ゲイの友達を一度も見たことがない。多分「見たことない」という表現は、正

しくない か知らない。本人が認識していなかっただけで、性的少数者はそこに存在してき

たはずだ。自 分がゲイだとカミングアウトしていないだけなのだ。しかし、日本に来ては、

韓国人ゲイを二 人に会った。初めて彼らがカミングアウトしてゲイだという事実を知った

とき、恥ずかしいけ ど本人は少し驚いた。どのように反応するかをちょっと迷った。今ま

で一度も彼らを直接向き 合ったことがなかったからだ。しかしそこで私はもう一度、「驚い

ている自分」に懐疑を感じ た。私は今まで自分が「性的少数者を直面しても慌てない成熟

した市民」だと思ってきたから だ。しかし、実際その瞬間に直面した本人が初めて感じた

感情は慌てる感情だった。韓国人ゲ イとの最初の出会いは、何よりも、自分自身を新たに

認識するきっかけとなった。単に頭の中 だけで考えて見た彼らの存在が私の目の前に実在

していた。彼らは私の友人だった。これらの 新しい出会いをきっかけに、本人の性的少数

者に対しての考えは、日報進展した。彼らの存在 をより「自然」に感じ始めるようになり

ました。  

そのような考えをしながら私もう一つの疑問を感じた。これまで韓国から約 20年を生きて

きて、 一度もゲイに会ったことがない。しかし、日本に来て過ごす 4ヶ月の間に 2人のゲ

イに会った。 これは単なる偶然ではないと考えた。もしゲイに会う確率がその程度であれ

ば、私は韓国でよ り多くのゲイの友達に会ったはずだ。しかし、前述したように、私は今

まで韓国でゲイの友達 を一人も会ったことがなかった。だとしたら、その理由としては「環

境の違い」が一番最初に 浮かび上がる。このような考えと同時に、新宿の街で会ったカラ

フルなドレスを着て濃い化粧 をした男性の方々のことが思い浮かべた。そんな姿をしてい

る男だとして当然のようにゲイだ と思うことはで違うが、一つ確実となったことはここで

は性的指向を露出することがより自由 な場所だということだった。これらの本人の経験に

推して見れば、韓国社会とそれ以外の社会 を比較した場合、性的少数者の居場所がどのよ

うに異なるかを推測できた。そのため、本人は 以前の発表で論じた日中韓３国の性的少数

https://tokyorainbowpride.com/


者に対する認識調査に続いて、韓国社会で性的少数 者を探すことが難しい理由と、それに

対した韓国の社会がどのように進むべきかについて論じ たい。  

  

韓国の性的少数者  

韓国人の知り合いに性的少数者の友達をどのくらい知っているかと尋ねたところ、大体本

人の 

経験と似ていた。ほとんどがごく少数の性的少数者の友達を知っているか、まったく分から

な いと答えた。それだけではなく、下に表示される統計でも韓国は比較的カミングアウト

しにく い環境であることを示唆している。  

  

最も下段の South Korea、韓国の調査結果を見ると、周りの人の中の性的少数者がないと確

実に 答えられる人の割合が 78％で最も高く表示される。しかし、これは今まで本人の場合

と同じく、 単純に知らないことで、また経験的に会ったことがないのから、’NO’と答え

た可能性がある。他 の国に比べて、なぜ特に韓国は、その割合が高いのだろうか？本人は

韓国社会の主要な特徴の 一つである伝統的家父長制からその原因を調べた。  

最大の理由は、伝統的家父長制の影響だと思う。このような思考方式は、男女双方にしっか

り 性の役割を付与する。結婚は男女間の結合で、家庭内での男性が果たす役割と女性が果

たす役 割が区分されている。男性は頼もしくて家庭を養い、強靭な姿を持つこと。女性は

繊細で、家 長の選択に従う姿を持つこと。伝統的な男性像と女性像を社会は期待し、個人

はそれを期待さ れる。これらの社会的な性役割の付与は、その個人がその役割から抜け出

すとき、無言の圧力 を加える。異邦人のように思ったり、社会的不適応者のように 思った

りする。 性的少数者の 場合には、このような性の役割の固定観念から完全に離れている人

である。その生物学的性は 「男性」、「女性」のように明確に区分されているが、包括的意

味での性は一つの単語で明示 

するのは難しい。家父長制思想に表示される男女区別的な性観念と、性的少数者の多様な性

観 念は全く逆の特徴を持つ。このような理由で、家父長制思想が比較的強く残っている韓

国社会 では性的少数者に対する認識が不慣れで、異質的であると思われる。しかし、これ

らの性の役 割の付与は、性的少数者を存在を社会から排斥するだけではなく、すべての個

人の可能性を制 限して発展しない社会の主な原因となる。したがって、性的少数者はもち

ろん、すべての個人 の居場所を決めてしまう伝統的家父長制思想は、今日の社会で排斥し

なければならない思想だ と思う。  

  

韓国社会が進むべき方向  

しかし、前の世代に比べて、韓国社会の性的少数者に対する認識は比較的発展している。本

人 の両親の世代の大人たちに性的少数者に対する考えを聞いて見ると、「社会不適応者の

よう だ」、「治療できるだろう」という意見がいくつかあった。しかし、本人の周りの 20代



の若い 世代に性的少数者に対する考えを聞いてみると、「一つの性的指向であるだけ」とい

う意見が 大半である。また、17年前にカミングアウトした芸能人が当時には社会的な非難

を受けたが、 今ではそれを一つのアイデンティティとして活発な放送活動を広げている。

さらに、男性のビ ューティーユーチューバーが流行するなど、性的少数者と性の役割に対

する固定観念が変化し ていることが、実際に目立ち始めた。何よりも、韓国のゲイ・パレ

ードは、毎年その規模が大 幅に増加し、ソウルの主要なパレードの一つで定着し始めた。

性的少数者ではなくてもゲイ・ パレードに参加し、みんなと肩を並べてみんなの性的指向

を何の偏見もなしにお互いを眺める のだ。このように、メディアの役割と社会の一部の世

代が変化し始めたのはもちろん、より開 放的な考えを持っている今の 20 代の社会主役に

なる数年後の社会は、より期待して見るべきの 社会だと考える。しかし、性的少数者に関

する教育や認識を変えるきっかけがまだ不足してい るのは明白な事実である。  

この一学期の間に、多文化共修科目の授業を受講しながら、「多文化」に対する認識を新た

に 持つようになった。これまでは単に他の国と国との出会いだけが文化だと思ったけど、

性少数 者と性少数者ではない人が一緒に生きていく社会も一つの多文化社会と認識する

ようになった。 今までの授業で性的少数者は以外に障害者、難民、在日コリアンなど様々

な種類の多文化をテ ーマに取り上げてきた。その中で本人が確実に感じたのは、多文化社

会を生きていく上、最も 必要な 1つの姿勢は、相手を自分と同じ「人」として認識して接

する姿勢と思った。私達はすべ て同じ人だ。性的指向や国籍や身体の不自由はただ個人特

性のいずれの一つに過ぎない。誰か の目が茶色や青色だったり、誰かの性格が活発したり、

あるいは消極的したりーこのように、 

誰かの国籍がどこで、誰の性的指向がどうだとかは、どこまで個人の特徴の一つであるだけ

で あって、その人全体を判断する指標となることはできない。韓国人だとして全部同じで

なく、 日本人として全部同じでない。このように性的少数者だ、難民だという一つの特徴

で一人の人 間を決めつけることはできない。誰もが同じように人であり幸福の権利を有し、

また、人だか ら当然傷つくのもできる。「誰もが同じように人である」という一つの前提か

らすれば性的少 数者が一緒に生きていく社会はもちろん、他の種類の少数者あるいは他の

種類の多文化におい ても望ましい社会を作ることができると思う。 

 

 

実感した「異文化」 

 

前書き： 

セミが並木のこずえで騒がしく鳴いている。帰り道でも、嵐の通り道でも、あちこちで

うるさく鳴いている。まるで何かに終わりを告げようとしているようだ。光陰矢の如く、

日本に留学に来てからちょうど四ヶ月目になった。舞い降りて落ちてきたさくらの花弁か

ら夏のセミの鳴き声に、春学期があっという間に終わってしまったのだ。 



今学期岡先生が行った「多文化共生」の授業をとおし、最も実感できたのは「異文化」

という言葉である。実は、この授業だけでなく、日本に来てから、周りの人が言っている

「異文化、異文化」「多文化、多文化」「多様性、多様性」などをほとんど毎日耳にしてい

る。前中国で「異文化」その言葉、と、関する体験というか、経験するどころか、思って

もいなかったのだ。ところが、日本に来ると、そういった言葉や体験などを毎日耳にして

いるほどに実感できたようになったのだ。 

過ぎた四ヶ月の中で、自分が目で見た、耳で聞いた、心で感じた「異文化」をめぐり、

論じたいと思う。 

 

一、「異文化」とは一体何なのか？ 

大辞林・第三版によると、異文化とは、「価値観や言語、習慣や行動様式など、自分が親し

んでいる文化とは規範・営みの異なる文化」のことだ。常に一緒についてくるのは「異文化理解」

や、あるいは「異文化コミュニケーション」などである。最後の授業で、「異文化」についてワールドカ

フェの形でグループに分けて話し合っていたのだが、みんなけっこう様々な角度から考え、異なる

意見か理解がたくさんでてきたのだ。最後に、キーワードとして付箋に書いてあったの中で、最も印

象に残ったのは、「再認識」、「尊重と配慮」、「先入観を除く」と、「当たり前に違う」だった。なぜその

四つの言葉が印象深かったかというと、私自身が非常に共感するからだ。 

まず、「尊重と配慮」「先入観を除く」と「再認識」を合わせ、自分なりにより深く述べたいと思う。私

から見れば、ここの「尊重と配慮」は、自分と異なる文化にあるものを何もかかわらずに何もかもひた

すら受け入れようとするということでなく、むろんただ表面的に敬意を払うとのことでもない。自分と

違う文化に先入観や偏見などを除くというのを前提として、その「異文化」といったものの存在を認

め、相手の身になって理解しようとし、しかし、必ずしも受け入れるというわけではなく、結局的に納

得しなくても良いのだ。そうすると、他を知っていくことを通じ、自分を知ることもでき、すなわち再認

識すること、そしてお互いに敬い合うというのが異文化のあり方ではないかと、わたしは思うのだ。 

次に、「当たり前に違う」という解釈から見ていきたいと思う。私は中国重慶市の出身で、重慶の

名料理として広く知られているのは火鍋なのだ。だいぶ前のことだったが、中央テレビ局が放送し

ていた中国各地の代表的な料理をアピールするという食番組で、その中の火鍋の特集で、重慶と

か成都とか北京とか、さまざまな地方の火鍋が出ていた。そして街頭インタビューで記者は私と同じ

重慶出身の十代の子供に、「あなたのところの火鍋のつけダレはなに？」と聞いた。すると、その子

は、「いや、私のところは普通のつけダレだよ。」と答えてきた。記者はさらに「だからどういうの？」と

問いかけ続けた。「だからごく普通の。ごま油におろしにんにくが入っているやつだってば。」

「……。」。あの時は、何で記者はそのような答えの一つしかない質問を聞いたのかという

のは、私がバカバカしいなあと思いつつ、すごく理解できなかったのだ。なぜなら、その

インタビューされた子といい、私といい、火鍋のつけダレにはごま油におろしにんにくを

入れる、個人によっては、刻んだパクチーや塩、お酢が入る場合もあるけれども、それ以外あり

えない、ごま油とおろしにんにくを入れるのは当たり前だと思っているわけである。今気づいている



のだが、実にこういうことは私たちの身の回りでよく起こることなのだ。 

 ここで、わたしは反常識の観点を立てる。いろいろな文化があることはありがたいのだが、異文

化という言い方には、何か違っているものを理解しなければいけない、食べにくいものを食べなくて

はいけない、という感じがまつわりついているように思う。つまり、「異」という字は、最初から違ってい

るかもしれないし、異なっているということで、何かを無意識的に排除しようとするという、微妙に不

気味な感じさえするので、この場合での「異」という字はあまりよくないのではないかとしみじみ思っ

ている。 

 

二、異文化理解のとらえかた 

 グローバル化がどんどん進んでいることにつれて、自分が生まれて育ってきた特定の文化と異

なる文化に気づき始め、そのため、今現在、われわれは異文化を理解しなければならないと思い

知らせられ、そして、異文化理解をしようとしているのだ。 

異文化理解をしようとすれば、理解のとらえかたから考えなくてはならない。異文化理解のとらえ

かたとしては、大きく二つに分けられているといって良いだろう。 

一つ目は、「学んでいる文化」という言葉にしたいと思う。「学ぶ文化」というのは、何かを意識的

に学び、そして学んでいるものをとおし、ある文化を理解していくという形なのである。例えば、私の

ような母語者でない身分で日本語を学んでいる言語学習者たちが、どのようにして日本語をしゃべ

っている日本人、または日本社会文化を理解するのかというと、学校で学ぶのが一般である。具体

的に言えば、日本語を学ぶには、最初に「あいうえお」といったいろはから先生に教わり、そして、

単語を覚え、文法を学び、それに基づいて文を作る。そのうちに、バレてくる間違いを直してもら

い、また失敗したらその次に直してもらうというのを繰り返しながら身につけていくのだ。 

もう一つは、「生きている文化」というとらえかただ。「生きている文化」は「学んでいる文化」と違

い、生まれてきたら、親や先生をはじめ、生きている環境の中で、身の周りの人とありふれた生活で

細かなやりとりをするということで、自分が生きているところにある価値観などを信じ、文化が囲い込

まれている枠組みを無意識の中で、目にした、耳にした、身で体験したありとあらゆるものを自分の

ものにしていきながら、自分ならではの生き方で生きていくというものなのだ。 

このように異文化理解をとらえると、よりいっそう「異文化」の「異」という字を理解できるだろうし、

理解する方法も自分で考え出せるのではないだろうか。 

 

三、人と人の「異」文化 

前論じたのはある意味で、全部国と国の間の異なる文化や、あるいは同じ国の中で、異なる地方

による文化の違いだ。しかし、同じ国でも、同じ地方でも、また同じ学校に通っている友達同士で

も、文化の「異」は存在しているはずだと思う。それを思い知らされたのは堀口さんなのだ。 

６月７日の授業で、ろう文化と手話をテーマにするゲストトークが行われた。そのゲストはまさしくメ

ガネをかけているタンパツの堀口さんだった。講座が始まる前に、以前の講座と違って、ホワイトボ

ードがわきに置いておいたのだ。少し気になって授業を始めると、堀口さんは両手のひらを胸の前



で合わせて、何かを言いようとしていた。あの時、一瞬で自分が聴力を失うかのように思ったのだ

が、すぐにこの人はろう者かもしれないということがわかったのだ。 

授業の中で、おもしろいクイズをやったり、読唇術のゲームに挑んだり、スライドを見たりするという

形で授業を行っていったのだけれども、むろん、ホワイトボードとマークがなければ、お互いに何に

も通じられないはずだった。 

実は、授業の中で、私はずっと考えていた途中で、私は留学生だけれども、ほかの日本人の学生

は堀口さんと同じ国の出身で、同じところに住んでいる学生もいるかもしれないし。それなのに、ホ

ワイトボードやマークのような道具がないと、意思疎通が何にもできないはず、それも「異文化」ので

はないかとひしひしと感じた。同じ国籍を持っている、同じ文化に属している人だとしても、周りの人

の間にまた「異文化」が生じてくる可能性があるのだ。そのため、ろう「文化」というのだろう。 

あの日の授業で、教室は針が地面に落ちる音さえも聞こえるほどに静まり返っていた。なんか悲し

いと思い込んでしまった。ところが、授業の最後に、思いがけないことに、堀口さんは声を口から出

してくれた。あれは彼が一生懸命出した美しい言葉の芸術品だった。そして、最後の最後は、自分

が声を出せるということを秘密にしておくということを頼まれたのだ。一生に忘れられない一コマにな

った。 

人と人の「異」文化も存在している。それを思い知らされつつ、堀口さんが幼い頃から私たちが想

像がつかないほど、どんなに苦労してきたのだろうと、また、たとえ自分が周りの人と「異」文化があ

るとしても、誰にもコミュニケーションができるように頑張っているその姿を思うたびに、心が温もって

くる。 

誰しもこの世界にやさしく扱いされるように祈っている。 

 

まとめ： 

日本に留学に来てよかった。この授業を取ってよかった。留学生活ならではの「異文化」体験を存

分に味わうことができた。自分の視野が広がっていき、さまざまな問題を深く考えるようになったの

だ。今後も、積極的にさらに経験していきたいと思っている。 

 

参考資料: 

異文化とは 

https://kotobank.jp/word/%E7%95%B0%E6%96%87%E5%8C%96-

435670#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 

 

 

 

 

 

 



<違いと共存> 多文化共修を受講して… 

 

 

最初はただ留学生と学部生が一緒に受講する講義ということに惹かれ、講義室に座

るようになっており、簡単なテーマについて話をする授業と勝手に思っていた。 しかし、

15 週目を終えてみると、多様なテーマについて専門的な知識を得られる深い授業だったと

悟った。私がこの授業を聞いて一番先に変わったのは'多文化'という用語の意味だった。 

国籍が違うものが多文化だと思っていたのか、この授業を聞くうちに、友達の多文化とは何

か?と問う質問に、私は知らずにこの授業の目次を詠った記憶がある。授業を聞きながら真

の多文化の意味を体得することができた。また、授業を受講の中で特に、どのような印象に

なったテーマを一つを選ぶより、少数者全体に対して多くの考えることができた。全体的に

授業で、現在の社会の少数者に関して学びながら自分なりに考えて見たことについて話し

たい。 

違いは異なるというのだ。 私たちは多くの手段を通じて、差は他のものであって

間違っているのがないという話をたくさん聞いている。 しかし、私が感じる異なるはしば

しば違うことに拡大することがある。そしてその対象は、少数者と称されている対象だ。 

そうしたら少数者とは何か? 少数者は普通集団概念で(例えば、障害人、同性愛者

等)、主に理解されるものとみられるが、私はこれ以上集団の概念に少数者を理解してはい

けないと考えるようになった。最後の授業でも話が出ているが、少数者を規定するのは、相

対的かつ個人的なことだ。少数者は、どのような基準の下で最も強い権力を持ったこれと反

対されている人だと考えられる。なぜなら権力を持った人は自分たちの趣向に合う規則を

もっと大きな範囲に拡大しようとするためだ。 また、その基準の間には何の相関関係、あ

るいは垂直関係があって言った基準が異なる基準より大切に認められたり、あるいは互い

に連関したりもする。 また、少数者を集団概念で理解してはならない理由は一般的に規定

されている少数者の中でも少数者的なもてなしを受けない人が多いからだ。 女性は今も少

数者に分類されるが、その程度は以前に比べてはるかに減っただけでなく、いくつかの個別

的な)女性たちは、多数者以上としての力を持つ場合もある。 また、一般的に少数者と認識

される外国人労働者の中でも、とても裕福な者も存在する。 彼らは生活に何の問題もない

にもかかわらず各国政府から提供する外国人労働者のための経済的恩恵を受けている。 こ

のような姿は一つの体制によく適応することができないという一般的な少数者の認識とは

違って、むしろ一つの体制の中で、既得権として認識されてその体制を利用している様子だ。 

このように少数者に対する認識は個人的で相対的なものだ。 今の権力体制にあって少数者

は、ある社会の一般化を妨害して主要権力に反する勢力に見えるため、差がほかではなく間

違いに変質されてみせることができ、これが、まさに社会的葛藤の始まりだと考えられる。 

我々は、このような権力に便乗するのではなく、少数者という'権力の反対票'を通じて啓蒙

をしてよりよい社会への発展を図らなければならないだろう。 市民の主な目標と仕事が、



まさに社会を正しい方向に導いていくことだからだ。 そのため、多数者は少数者の存在を

認めて共存を模索する必要がある。 しかし、共存は容易に行われない。 在日コリアン、難

民問題でも見たように社会はあまりにも一般化した観念に刻印されているそんな刻印から

の脱却がとても大変な試みであるだけでなく、一時的な憐愍の感情を越えて発展するのは

あまりにも難しいからだ。 少数者との共存を実現するためには、少数者だけの努力で残し

てはならない。 ただ私のことではないという安心と同時に終わる、憐憫に止まっては、社

会は変わらない。 少数者の力では無理があることに多数者の努力と変化が必要なことだ。 

多数者が少数者に向けてできる努力はたいしたものではない。 まず、彼らを正しく見つめ

ることである。 彼らの言葉を多数者の事故でこして聞かないで何の濾過もなくそのまま聞

くことができる準備をすることだ。 また、少数者を多数者より劣った個体、あるいは面倒

を見なければならない個体などで片付けてはならない。 つまり、少数者を多数者の寛容の

対象にしてはならないということだ。 また、多数者の行動が必要だ。 私じゃなければ構わ

ないという安逸なあるいは利己的でさえした考えから脱して困っている少数者に向けて助

けを与えかねない行動をしなければならない。 それが共存できる直接的な方法であり、唯

一の方法だろう。 同時に少数者たちは無条件的に斜めになることが正しいものではないこ

とを自覚しなければならない。 彼らも多数が取っている価値を認め、それに対して、自分

たちの意見や考えを勧めなければならない。 片方が他方を把握するという一方向的な寛容

でなく、お互いを認めて配慮する態度が可能する際、正しい共存が可能だろうと今回の学期

授業を通じて考えられるようになった。 

（2049） 

 

  



「宗教（イスラム教）について」グループ 

 

 

 

＜発表内容＞ 

宗教について（イスラーム教について）・モスクのフィールドワークを通して 

日本最大の礼拝所である東京ジャーミィ・トルコ文化センターへフィールドワークに行き、

イスラーム教について理解を深める。 

＊東京ジャーミィ・トルコ文化センター＊ 

・毎週金曜日の集団礼拝の日には多くのイスラーム教徒たちが礼拝に訪れる。 

・オスマン・トルコ様式の建築物 

・カリグラフィーをはじめとするトルコ・イスラーム芸術を代表する様々な工芸作品がちり

ばめられている。 

・二階は礼拝所で約 630名収容可能。イード（お祭り）の際に使われるベランダや一階の多

目的ホールも礼拝所として使われ、合わせると約 2000名が収容できる。 

＊東京ジャーミィの歴史＊ 

・日本の政府の協力によって結実したのが 1938年に竣工する東京礼拝堂 

・老朽化により 1986 年に取り壊され 2000 年に東京ジャーミィ・トルコセンターとして生

まれ変わり、現在に至る。 

・ロシア革命によりシベリア経由で代々木上原に逃げてきた。 

・1986 年しだ組が建てる。しかし、ドームに水がたまり工事。二代目をかしば建設が建て

た。 

＊東京ジャーミィ・トルコセンターの活動＊ 

・結婚式  ・講演会  ・世界平和を祈る集い  ・断食明けの夕食会 

・お茶とケーキの会  ・絨毯の展覧会  ・チャリティー・バザー 

（フィールドワークで訪れた際はチャリティー・バザーが開催されていた。） 

＊モスクに行って知ったこと＊ 

・断食について 

 断食の理由は人間の欲望をコントロールするため。断食はつらいがブレイク後のごはん

は少量でもおいしく感じる。つまり、空腹を実感することで神に感謝し、貧しくて食べられ

ない人の気持ちを知る。また助け合いの一か月。 

・礼拝について 

 イスラーム教の考え方として強制はよくない、人に見せること、神の与えた「考える」と

いう力を礼拝時に行うことが挙げられる。（人に見せるとはどんな場所でも定時には礼拝を

し、人が見ている中でも礼拝をおこなうということ。） 

 礼拝所ではよく挨拶をし、よく握手する。（兄弟のように。自分が相手にとって害がない



ことを示す。） 

 礼拝をするときは横一列。（神の前ではみな平等） 

 男性だけ礼拝（女性が横に並ぶと落ち着かないため。女性は二階で別に礼拝する。） 

 時間になると礼拝を呼びかけるための歌が流れる。（実際に人が歌っている。） 

＊感想＊ 

・既存のイメージと違ってイスラーム教のイメージががらりと変わった。 

・メディアの情報だけではなく、実際に目にしないとわからないことがあるということがわ

かった。 

・知らないことの恐怖を知ることができた。 

＜発表の振り返り＞ 

＊自身の発表＊ 

・もう少しコンパクトに発表できればよかったと思う。 

・モスクに訪れたことをもっと説明できればよかった。 

・もう少しはっきり話せたらよかった。 

・視線をもう少し聴衆に向けたら伝わりやすかったと思う。 

・声を張るべきだったと思う。 

・イスラームと女性に関してもう少し説明できたら良かったと思う。 

＊ほかのグループの発表＊ 

・よく調べられていると感じた。 

・スライドの作り方が上手でわかりやすいグループが多かった。 

・独自にインタビューや資料を収集していて説得力があった。 

・それぞれのテーマに沿った話題について詳しく知ることができて良かったと思う。 

・テーマについて調べる中で沸いてきた自分の考察が程よく織り込まれていて伝えんとす

ることが伝わってきた。 

＊授業全体の感想＊ 

 多文化共修の授業を通して今まで触れることのなかったジャンルに触れることができま

した。高校までは国際的な問題について詳しく触れる機会が少なく、授業で扱われることも

少なかったので今回の授業は新鮮なことばかりでした。実際の現状を見たり、聞いたりして

世界を知ることで今まで持っていた既存の概念を大きく変えることもできましたし、同じ

地球上でも大きな問題が起こり続けていることがわかり、日常の生活を振り返るきっかけ

になりました。また、世界の現状についての問題以外にもトランスジェンダーや障がいにつ

いてといった心や体についても考えを深めることができました。外部講師の方々のお話を

聞いているとやはり理解されないことも多く、いまだに過ごしにくい環境があることがわ

かりました。私自身そういった経験がないのでどこでどんな風に悩み、苦しむのかは完全に

はわかりません。また、私のようにそういった苦しみや悩みなどを知らない人が多くいます。

だからといって突き放すのは間違っていて、当事者の声を直接聞き、どんなことを思い、ど



んなことに苦労しているのかといった現状を知り、考えることが必要だと思いました。そし

て理解することよりも寄り添い、自分は何ができるかを考え抜くことが大切なことなので

はないか、と思います。それは教育にかかわるうえでも重要なことで、教育する側、支援す

る側に立ってみると教育される側の立場は煙の向こう側のように見えなくなってしまう。

理解しようとも当事者にならない限り完全なる理解は不可能に近い。けれど、近づくことは

できます。同じ目線に立って考えること、ともに学ぶこと、寄り添ってみること。そうする

ことで見えてくるものがあると私は考えます。 

 どんなところにも文化はたくさんある、そう考えていくうちに視野が広がったように感

じます。多文化の領域は考え方ひとつで大きく変わります。受講前の私は「異文化・多文化」

と聞くと海外の人たちの多様な文化とばかり思っていました。でも、受講後、何が「異文化・

多文化」か、と考えたとき、必ずしも人種や国籍の違いだけではない、さまざまな価値観や

生活、考え方の多様性のことだ、と思いました。「文化」とは？と考えるとそれは個性の現

れで人それぞれに習慣や日常があってその一つ一つが文化なのではないかと思いました。

そう考えると意外と身近に「異文化・多文化」が存在するということになります。だからた

くさんの人がいるのは当然で、自分と違う人がいるのも当然。トランスジェンダーとか障が

い者という呼ばれ方はあるもののそれ以外の人にそういった名前がないだけでみな「異文

化・多文化」にふれており、その存在が普通なのだと思います。そういったことを今回の授

業で考えました。 

 難民や在日韓国人など日本における外国人の問題について触れる機会がありましたが、

そこから「意外と日本って親切じゃないな」と思いました。日本は他地域、他国と比べ、治

安が良く、人も優しいといった印象があります。そういった印象は私だけではなく他国籍の

方々も持っている人はいると思います。決して間違った印象ではないと思いますが、難民や

在日韓国人の問題の現状に触れていくと差別だったり、厳しくあたったりと良くない部分

があらわになり、既存の印象が大きく変わりました。あくまで私の見解ですが、日本人は自

分の文化を侵されるのではないかと守る姿勢で違うものを受け入れることに抵抗があるの

ではないかと考えます。だから外国の人たちが日本の文化を受け入れるという一方的なも

のになってしまっているのではないかと思います。それゆえ知らないものに対する恐怖も

強く、そういった差別等につながってしまっていると考えます。 

 知らないものへの恐怖はだれでも持っています。だからこそ知ることから始め、互いに、

現状に向き合うことが必要だということをこの授業で学びました。 

 

 

 

○発表について 

今回私たちは最終発表のテーマとしてイスラム教を選んだ。まず「異文化」と考えたと

きに、イスラム国についてニュースで問題になったことやバングラデシュ人の友人がイス



ラム教を信仰していたこともあり真っ先にイスラム教が頭に浮かんだからである。自分た

ちの班はフィールドワークとして代々木上原にある東京ジャミールに行ったが、このこと

は自分にとってとても良い経験になった。まずモスクという建物を実際に見ることが初め

てで、テレビや写真では見たことがあったが実際に行って見てみるとその美しさに圧倒さ

れた。また、行った日にたまたまバザーのようなものをやっていて、中東独特の柄をした

カップや不思議な匂いのする香水、インディカ米を使用したハラルフードなどなど様々な

ものがありとても楽しめた。中でも気に入ったのがヘナという砂漠に咲く植物を使った

「ヘナタトゥー」と呼ばれるボディペイントのようなものだ。このヘナタトゥーはボディ

ペイントとタトゥーの中間のようなもので簡単には消えないが 2週間ほどで消えるという

ものである。私は実際にやってもらった（300 円）。2週間で消えるということや模様を自

分で描くことができて簡単ということもあり、今女子高生や大学生の間でじわじわと広ま

ってきている。このヘナタトゥーやハラルフードなど比較的親しみやすい部分は日本人と

イスラム教との距離を近づける助けとなるだろう。また、職員の方が話の中でイスラム教

と日本文化には共通点があるとおっしゃっていた。それは“礼儀”である。モスクでは挨

拶を大切にしている。さらに礼拝のポーズは日本の土下座と酷似している。頭を地につけ

ることで人に上も下もないことを表している。また礼拝所では靴を脱ぐ。モスク以外で礼

拝をするときもマットを敷いて行う。これは家で靴を脱ぐ日本の文化と同じだ。もしかし

たら日本とイスラム教は近しい存在なのかもしれない。 

 また今回の発表とは関係なく大学生になってから自分で断食のようなものをしたことが

ある。少し太ってきたことと忙しくて食事をしている暇がないことから断食をしてみよう

と思った。まず 8時頃に朝ごはんはしっかり食べ、そのまま夜 7時 8時まで何も食べない

（飲み物は飲んだ）という生活を 2週間ほど行った。結果として少し痩せたが、それより

も夜食事をしたときのおいしさにとても感激した。たとえ普段食べ慣れているものでも数

倍おいしく感じられたのだ。イスラム教徒が断食を取り入れる理由が身にしみるように分

かった。宗教の関係なく日々の食事に感謝することは大切にされている。キリスト教でも

日本でも食事の前に感謝の言葉を述べる。しかし最近では食べ物が溢れ、食事への感謝を

思う機会はなかなかない。対してアフリカではまともな食事ができていない地域だったあ

る。そんな社会において断食はとても重要なツールとなることだろう。断食はイスラム教

に限らず、全先進国で積極的に取り入れるべきだ。 

 

○異文化理解について 

 次に最後のワールドカフェで扱った【異文化理解とは何か】について述べたい。始めか

らこの問題を取り組むには大きすぎたので、私がいたテーブルではまず【異文化とは何

か】から入ることにした。「所属している人や国が違うことかなー」「食べ物とか生活の違

いも異文化の代表的な例だよね。」「考えとか価値観とかの違いもそうじゃない？」「授業

でろう者とか在日外国人のこともやったよね。」などなど様々な意見が出た。そしてそれ



らを要約すると【自分が持っていないもの、こと】のことを異文化と呼ぶのではないかと

いう結論になった。日本とアメリカはもちろん異文化であるし、ヨーロッパとアジアでは

植民地支配した側とされた側で大きく文化が異なる。日本の中で言えば東日本の人からす

れば西日本は異文化である。また、他人だって何かしら異文化を持っているはずだ。もっ

と深く考えれば自分の中の自覚できていない領域、無意識も異文化と呼べるのかもしれな

い。 

 次に【理解とは何か】。これは考えれば考えるほど分からなくなり結局結論は出なかっ

た。まず理解＝知ることだという意見が出た。しかしはたして知るだけでいいのかという

疑問が生じた。また、理解とは相手を知ることだけでなく自分自身を見つめ直すことでは

ないかという意見を何人かが述べた。今回特定の文化の領域を調べたことによって自分の

文化の領域がどのくらいあるのかと疑問に思ったそうだ。これは哲学的でおもしろい意見

である。Wikipediaには、理解とは、①物事の道理を悟り、知ること。また意味をのみこ

むこと。②（自分以外の人の）気持ちや立場をわかること。と書いてある。ここにおいて

の理解の意味は②の方だろう。気持ちや立場を分かること、なるほどと思った。おそらく

ネット上で様々な議論がされた上での答えなのだろうが。 

 最後に【異文化理解とは何か】。最終的にまとまったのは、異文化理解とは違うという

ことを認識すること。自分の視野を広げ、多角的に考えられるようになるため異文化理解

は大切だということだった。何かが違えば文化も違う。人それぞれ異文化を持ち合わせて

いる。異文化を知ることで世界はぐんと広がる。実際この授業を通していろいろな異文化

に触れたことは私の知識の幅を広げた。そして異文化理解とともに自分の文化のことをよ

く知るべきだ。日本の文化はとても特徴的である。あなたの文化の特徴を教えてください

と言われたときにしっかり答えることができたほうがいいだろう。 

 ○多文化社会について 

 ワールドカフェの議論の最中、日本がこれから多文化社会になったらどうなるかという

おもしろい意見が出たのでこれについて考えたいと思う。現在、外国人移住者は増え続け

ている。平成２０年末現在における外国人登録者数は２，２１７，４２６人で，引き続き

過去最高記録を更新している。この数は，前年に比べ６４，４５３人（３．０パーセン

ト）の増加，１０年前（平成１０年末）に比べると７０５，３１０人（４６．６パーセン

ト）の増加で，１０年間で外国人登録者数は約１．５倍になった。田舎に外国人が移住し

てきて住民のほとんどは外国人ということも少なくない。北海道ニセコ地区では、オース

トラリアを中心とした外国人スキー客が増加、町は大きく変貌しつつある。外国人移住で

人口も増え、インターナショナルスクールが設立されたり、外国語の看板も増えた。地元

の人が「ここは冬は外国人ばかりで日本人が絶滅危惧種かと思うくらいマイノリティー

だ」というほど外国人が多い。また、外国人移住者が増えていることで問題も起こってい

る。生活習慣の違いから騒音、違法駐車、ルールが通用しないことはもちろん賃金が安い

ため日本人の働き口が少なくなるなど生活に密接に関わった問題が生じている。このまま



移住者の人数が増え続ければ、少子高齢社会の日本は人口がどんどん減っていき、ついに

は日本文化がなくなってしまうのではないだろうか？今の私たちにできることは何か。そ

れは異文化理解だろう。上で述べたように、異文化を理解し、自分の文化を見つめ直し、

なくなってしまわないようしっかり心に留め、後世に伝えていく。たとえ様々な文化が混

じり合った社会でも確固として残るような文化を。今の若者たちはそんな社会でも、日本

文化を軸として外国人相手に威勢をきっていかなければならない。 

 

 

多文化共修科目Ａ最終レポート  

  

・最終発表について  

 私は、「日本人のイスラム教に対する偏見と、その解決策としてのイスラム教の理解」 

というテーマに基づいて最終発表を行いました。このテーマを選択した経緯としては、授 

業内でのグループ分けの際に「宗教」というテーマで私と、表現教育専攻の 1 年生 2 人

と 

同じグループになったことがきっかけでした。はじめは、イスラム教に限らず様々な宗教 

間の摩擦や、異宗教間での国際結婚なども案として挙がりましたが、私自身イスラム教に 

興味があった為、そのことを説明し、イスラム教に関するテーマとさせていただきまし 

た。  

最終発表に向けてのグループでの課外活動は、代々木上原にある東京ジャーミイという 

モスクへ行きました。私は予定が合わず、後日 1 人で行ったのですがかなり貴重な体験が 

出来ました。元々、東京ジャーミイ自体の存在は知っていたのですが、なかなか行く機会 

がなかったので、今回の課外活動を通していくことが出来たのは良かったと思います。東 

京ジャーミイは日本国内でも最大規模のモスクであり、1 階がトルコ文化センターとなっ 

ており、簡単なショップがあり、週末にはイスラム教に関する講座も開かれています。そ 

して 2 階が礼拝堂となっています。礼拝堂内はかなり広く、アラベスク模様が美しく、東 

京に居ながら異国の雰囲気が感じられる空間でした。イスラム教は金曜日に集団礼拝を行 

なう為、東京ジャーミイも金曜日の午前中はイスラム教徒以外、中に立ち入ることは出来 

ません。それでも私は、金曜日の午後に東京ジャーミイに行ったので、集団礼拝後のイス 

ラム教徒が礼拝堂内で十数人くつろいでいる姿を見ることが出来、イスラム教徒の日常を 

垣間見ることが出来たようで良かったです。また、東京ジャーミイは毎週土曜日と日曜日 

には無料の説明会を開催していて、グループの他の 2 人はその説明会に参加してきてくれ 

ました。東京ジャーミイ内の案内とイスラム教に関するお話をしてくださったそうで、機 

会があれば私も参加してみたいと思いました。  

最終発表は「日本人のイスラム教に対する偏見と、その解決策としてのイスラム教の理 

解」という同一のテーマをグループの 3 人で分担して発表する形態をとりました。私は導 



入部分のイスラム教の歴史や教義などについての部分を担当しました。私は、卒業論文の 

テーマもイスラム教に関するもので、イスラム教について学ぶために来月からインドネシ 

アへ留学に行きます。そのこともあって、一般の人に比べればイスラム教に関する知識は 

持っていましたが、そのことを誰もが分かりやすいように噛み砕いて説明することには難 

しさを感じました。イスラム教の教義は、現代の資本主義的な考えからすれば疑問に感じ 

る部分も多く、男尊女卑や暴力的だとされることも多いです。また、そのことに真正面か 

ら反対は出来ません。なぜなら実際にコーランの解釈の仕方によってはそのような捉え方 

も出来てしまうからです。それでも実際には平和的な宗教であることを伝えたかったので 

すが、私の力不足もあり、まだ上手く説明することは出来ませんでした。日々の勉強に加 

え、来月からのインドネシアへの留学で、より正確にイスラム教への理解を深め、自分の 

言葉でイスラム教という宗教を説明できるようにしていきたいと思います。  

  

・授業全体を通しての感想  

 まず、この授業を履修したきっかけは、前述したように私が来月からインドネシアへ留 

学に行くことが決まり、多文化への視野を持つようになったことがあります。私はこれま 

で、常にサッカーを中心とした生活を送ってきました。そのこと自体全く後悔はしていな 

いのですが、生活する環境や接する人間がかなり限定されてしまっていたとは思います。 

インドネシアへの留学も、昔から考えていたことではなく募集要項を見つけほぼ突発的に 

応募しました。それゆえ、実際に留学が決まってからは異文化で生活することへの不安が 

少なからずありました。そこで、少しでも異文化について知りたいと思い、異文化理解に 

関する授業を調べている際に、この授業を見つけ履修することを決めました。  

 この授業は日本人学生に加え、外国人留学生も多く履修しており、単なるグループ活動 

でも出身国によって様々な考え方があり面白かったです。また、日本人学生も私が今まで 

接してきた学生と違い、世界に視野を向けた学生が多く良い刺激となりました。この授業 

で取り扱った内容で学んだことや感じたことを以下に書き記していきたいと思います。  

 まず、在日コリアン問題や、韓国光州事件について様々な話を聴くことが出来ました。 

在日コリアン問題、韓国光州事件について、私はなんとなくは聞いたことはあるが知識と 

してはほとんど知らない状態でした。この授業には韓国人留学生も数名いて、そうした人 

達の考えや思いを聞けたことは貴重な経験になったと思います。韓国光州事件のビデオを 

見た際は、私が思っていたよりもかなり悲惨で深刻な問題であったのだなと感じました。 

次にクルド人やロヒンギャの問題について学べたことも自分にとって良い経験となりまし 

た。この問題はイスラム教に多少関係しており、元々ある程度の知識は持っていました。 

しかし、実際にクルド人の方にゲストスピーカーとして来ていただき、お話を聴けたこと 

で知識が整理され、実情についてより深く理解できたと思います。ロヒンギャへの訪問に 

行くことが出来なかったことは悔いとして残りますが、最近はニュースでもロヒンギャ問 

題が取り上げられることが多くなっており、授業で学んだことに加え、テレビで流れる情 



報や、その他自分で調べた情報など多面的に学ぶことが出来ました。最後に、聾文化につ 

いて学ぶことが出来た回は、鮮明に記憶に残っています。私はソーシャルワーク専攻に所 

属しており、聾文化についても何度か授業で取り扱ったことはありました。しかし、実際 

に聾者の方とお話したことはなく、貴重な経験となりました。聾者の方にゲストスピーカ 

ーとして来ていただき、お話を見聞きさせていただいた際には、聞いていながら感情的に 

なってしまったことを覚えています。  

 以上のように、この授業では今まで経験したことのなかったことを多く経験させていた 

だき、自分の中で貴重な財産として残りました。これからも自発的な学習を続け、異文化 

理解を深めていきたいと思います。 

  



「難民問題」グループ 

 

私が今回の授業の発表で調べたテーマは「難民問題」でした。  

他にもたくさんのテーマに関心があるので非常に決めかねましたが、難民問題は、近年、Ｉ 

Ｓ（イスラム）などの影響メディアの報道もあって難民や紛争についての関心が高まってい 

る一方で、いざ説明しようとすると分からないことだらけで、「知っているように思えて何

も知らないんだ」と特に感じられたからです。  

いざ調べてみると、やはり今になって「そうだったのか！」と思うことがたくさんありまし

た。例えば、“難民”だけではなく“国内避難民”なども存在すること。また、“難民”と“国

内避難民”は国際的な待遇や支援が全然違うことです。同じような被害に遭っていても、国

内だというだけで圧倒的に制度的な支援が減ってしまうというのは、現代の社会の窮屈さ・

例外 

をなかなか認めない柔軟性のなさがよく表れているのがとても残念であり、もどかしく感 

じました。  

また、現代の窮屈さや柔軟さのなさといえば、日本の難民申請における受け入れの少なさに 

は驚愕しました。日本が受け入れに非常に消極的なことは知ってはいましたが、先進国では 

多いところだとはいえ 40％を超える国もあるというのに、日本はたったの 0.2％、２％で

もなく 0.2％というのは目を疑いました。しかも、日本は 1981 年に難民条約に加入して

いるというのです。本当に驚きました。日本は戦後、勤勉丁寧な国民の性格が功を奏して急

速に発展していきました。確かにそれは凄いことだと思います。しかし今、この現代では、

臨機応変に対応したり、制度にとらわれない考え方をするような柔軟さ、発想の転換ができ

るような国や国民性も兼ね備えていくべきではないかと思います。これは難民問題だけで

はなく日本国内の問題にも多く言えると思います。  

授業の中で一番インプレッションを受けたのは、朝鮮大学校に訪問し、直接朝鮮大学校のた 

くさんの生徒と深く込み入った話をしたことです。実際に訪問するまでは、正直アジアや朝 

鮮半島について興味・関心がありませんでした。しかし、自分の興味のないことに参加する 

ことは新たな発見や出会いがあるかもしれないと思い、参加したのですが、想像以上に自分 

の興味や世界が広がりました。また、相手の立場だとどういった情報が伝えられているのか、 

どういった印象を世論は持っているのかなどのアンダーグラウンドが大きく影響している 

ものは、やはり実際に会話などで直接話さないと感じ取りにくいと思いました。最後に朝鮮 

大学校の生徒と連絡先を交換したり、交流のつながりを作れて本当に良かったです。  

国際情勢などの触れていいのかなと不安になるような話を、こういった教育の場を使って 

提供するのはとても良いと痛感しました。講演を聞くのみではなくて、実際に相手と話し、 

その場で出た疑問やコミュニケーションを取れる機会をいつか積極的に作りたいと思った 

とともに、これからも積極的に参加したいと思います。  

また、これほどまでに朝鮮大学校訪問でインプレッションを受けたのに、以前から興味を持 



っている難民問題に関わることができるロヒンギャ集住地訪問に参加できなかったことは 

ものすごく悔やまれます。次回の機会を楽しみにしています。  

他にも、ろうやジェンダーに関するゲストスピーカーもものすごく印象に残っています。私 

は大学入学前から手話を習得したいと思っていましたが、手話を使わない授業があること 

や、必ずしも手話を使うことがいいとされていない（社会で生きていくために）ということ 

は知りませんでした。また、グループワークの発表にもありましたが、障がいを持った人た 

ちに対して健常者が介抱しすぎるとかえって嫌な思いをさせてしまうこともあるし、かと 

いって手を差し伸べてあげないと困ってしまうこともある。この塩梅がとても難しいなと 

かねがね思うのですが、今まで拉致があきませんでした。しかし、「“障がい者”としてひと 

くくりに考えるのではなくて、他の人を見るようにひとりひとりを見てほしい」という言葉 

を聞いて我に返った時、確かに初めに“障がい者”と見たうえでコミュニケーションと取っ

ていたなと気づかされました。これは障がい者だけではなく外国人や健常者同士でもよく

あることだと思うので、もっと日ごろからの自分の言動を見直していきたい、そういう機会

を得ていきたいと思います。  

ひとつ疑問のままであることがあります。それは、“障害者”という表記を配慮から“障が

い者”という表記にすることは、果たして障害を持つ人にとって気持ちの良いものなのでし

ょうか。確かに“障害”という言葉にはきつい表現が含まれていると思うので、回避する配

慮が間違っているとは思いません。しかし、その配慮が“障がい者”というくくりを、先入

観を持ってしまっているような気がして、逆に不快な思いをさせることもあるんじゃない

かと思いました。この話を、実際に障害を持つ方にいつか聞きたいと思います。  

ジェンダー論については、これまた近年とてもスポットが当たっている内容だと思います 

が、私の周りで出会ったことがないのかカミングアウトしてもらえない環境を作ってしま 

っているのか、いまいち現実味がありませんでした。それは正直今でも同じです。日本人の 

１３人に 1 人がトランスジェンダーだという結果もあるのに、私の近くにいないなんてこ 

とはないと思うので、きっとカミングアウトしづらい環境下にいるのだろうと反省してい 

ます。現実味がない理由の一つは近くに実際にトランスジェンダーであることをカミング 

アウトしている人がいないことが挙げられますが、もう一つは、私自身がトランスジェンダ 

ーの人がどういう考え方なのかなどの想像が全くついていないことが挙げられると思いま 

す。もちろん障がい者や難民にもなったことがないのでしっかりと想像がついて理解して 

あげられるとは到底言えませんが、それでもある程度の情報は得られてきて、少しは知識は 

広がったように思います。しかし、トランスジェンダーやセクシュアルマイノリティーにつ 

いての知識も実体験もないので、なんでそうなったのかがわかりません。そんな状態でゲス 

トトークを聞いたときに熱意のあるお話を聞いて、確かに距離はぐっと近づいて、以前より 

かは像が見えてきましたが、それでもまだまだ全然理解が足りないので、せっかくヒューマ 

ンライブラリーなどの近距離で話せる機会が近くにあるので、活用していきたいと思いま 

す。  



今回春学期に授業を受けてみて、やはり自分の興味のある内容の授業だっただけに、たくさ 

んのことを知り、気づき、機会を得、興味を持つことができて良かったです。また、授業だ 

けで終わるのではなく、こうやって最後にしっかり振り返る機会があることで、最初は「振 

り返りに 3000 字は長すぎるな…。 」と思いましたが、よくよく絞り出そうとしたことで、 

薄い内容になるどころか、頭が整理されて「自分はこういうことを考えていたのか、こうい   

うことが言いたかったのか」や「この機会を利用したら解決できる、これを利用すれば良い 

のか」と気づきがたくさんあったので、振り返って良かった、大事だなと痛感しています。  

この授業を履修してたくさんの利点はありましたが、一番はやはり「たくさんの人に出会え 

て、話す機会を得られたこと」が何よりも財産だったと思います。大学に入るまではなかな 

かこういった場に出会うことも少なく、出会えても理由を付けて足を踏み出せずにいて後 

悔を重ねていましたが、大学生になって、大学という様々なものに出会える特殊な環境にい 

ることができているので、ここからがまたスタートだと思って自分でもたくさんの場所に 

出向いてみたいと思います。 

 

 

 


