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 はじめに 授業で日中交流の壁について発表した。この発表を通して、日中交流の現状や課題など に

より深く理解することができた。 本文は今度の発表と今学期の授業を振り返って述べてみる。 発表テ

ーマ選択の理由 ほかの授業で LGBT について色々調べたり考えたりしたので、本当は LGBT 社交アプ 

リのぜひをめぐって発表したかったのだ。ただ、やはり外国人として、自分の多文化共生 の経験や感

想について発表したいという考えもあるので、日中交流の問題を扱ったテーマ を候補に挙げった。一

応この二つの構想とも 12 月 12 日の授業で発表したが、日中関係に 関わるテーマは敏感で難しいと

思われるので、できるかどうかしょうじき自信がなかった。 

  翌日の 12 月 13 日は南京大屠杀の記念日で、日本側も中国側も記念日に関する報道がた くさん出

てきた。それぞれの報道とそのコメントを見て、万感こもごも胸に至り、難しか もしれないが、これ

をぜひ授業で皆さんに紹介したいと思うようになった。 日中関係を妨げる一番の原因となった歴史問

題、相手国や日中関係について最も重要な 情報源であるメディア、この二つの要因から両国の交流問

題の分析に入ると、価値のある 結論が出るだろう。 また、12 月 12 日付けの授業のコメントによれ

ば、日本が中国ではどんなように報じら れているのかが興味深いと思われることがわかったため、日

中メディアについて発表した ほうが皆さんの役に立てるかもしてない。 ちなみに、元々は「日中民衆

における相互理解の壁―—日中メディアの影響に基づいて」 というテーマにしようと思ったが、最後は

分かりやすく短いテーマにしたのだ。 発表内容の振り返り まず、問題提起は「第 12 回日中共同世論

調査」の結果にした。これを利用して歴史問 題と日中メディアが現在の日中関係に大きな影響を与え

ていることを明らかにした。調査 の結果によれば、魚釣島問題も無視してはいけない要素だが、これ

も含めて話すと他のテ ーマになってしまうから、戦争のみを扱って発表することになった。 続いて、

日中関係を影響する主な情報源となるニュース、教科書または中国の抗日ドラ マについて紹介するこ

とで、本論に移った。 ニュースと教科書の部分は南京大虐殺のものを利用した。日本の教科書は出版

社によっ て、1937 年 12 月南京で起こった旧日本軍による虐殺事件は「南京大虐殺」と「南京事件」 

二つの名前を持っている。違う呼び方を通して、歴史認識など戦争に対する態度の違いが あることが

わかった。学生時代「南京事件」を記述している教科書を勉強してきた人たち は南京大虐殺について

史実を隠す報道を作たり、またはその報道の下、中国人の感情を傷 つけるコメントを書いたりするな

ど、日中関係に悪影響を与えることが起こるのもおかし くはないだろう。 一方、「南京事件」を記述

している教科書と「南京大虐殺」を記述している教科書は、 それぞれどのぐらいの割合を占めるのか

を調べるところ、中国側と日本側のデータが違う ようだから発表には入れなかった。資料の調べ方に

は問題があるかと思うので、後で検討 する。 中国側は、抗日ドラマの発展と現状について発表した。

定義、発展、視聴率、「抗日神 劇」、抗日ドラマによる日本人のイメージなどを紹介することで、中国

の抗日ドラマが「やりすぎ」で、日中交流に悪影響を与えていたのではないかを反省した。 発表で皆

さんに見せた二つのビデオは、中国の SNS で投稿し、様々な意見をまとめた 上選んだものだった。た

だ 5 分間のビデオを通して、抗日ドラマの本の姿を伝えるのが難 しいが、ただ抗日ドラマはなぜ日中

交流の壁になったのかだけをわかりやすく伝えば十分 だと考えている。 時間の都合上考察の部分はみ

っちりと言い切れなかったが、実は一番言いたかったのは、 メディアが「権利」と「市場」、いわゆる

政府と視聴者や読者から独立すべきということ だ。 メディアが生産したインフォメーション背後に、



日中両国に関わる様々な政治的な問題 が隠れているようだ。メディアはできるだけ確定した事実を記

述すべきで、確定していな い論争中の問題については、両論を公平に記述すべきなのだ。たとえ自分

の国にとって不 利な出来事であっても、それが事実であれば記述されるのは当然だ。だが、政治的な

話に なると客観性が足りなくなる。 一方、メディアは、需要があれば供給するというシステムで、メ

ディアは読者が求める 内容（相手国に対するマイナス報道）を提供する傾向がある。視聴者や読者が

求め、それ によって心地よくなるものであれば、メディアはどんな報道でも、それを提供する義務が 

あるのか。あるいは、受け入れられずに非難されることがあっても、多方面の情報を提供 し、読者が

考える材料を増やす努力をすべきだろうか。私は後者だと考える。 なぜかというと、メディアは、日

中両国の人が相手国を認識する最大な情報源で、日中 交流の橋になるはずだった。この情報源には何

か「偏り」があれば、中国人も日本人もそ の影響を受けて、相手のイメージを一方的につくり上げ、

実際にその国に住んでいる人々 の本音がわかりにくくなっているおり、橋は壁になってしまう恐れが

あるからだ。 日本と中国は国家体制が異なるので、メディアの状況も同様には語れないが、私たちは 

意識する、しないにかかわらず、常にメディアの影響を受けているという点で、同じ問題 に直面して

いるのは確かだ。 事実よりも感情的議論が前面に出がちなインターネットメディアの普及で，ますま

す世 論間の対立感情が高まっている。「世論」は作られ，操作されるもので，両国の政府とメ ディア

がそれを鎮めるのでなく利用したり煽ったりしている現状を見ると，現在の日中関 係の困難の責任

は，第一に両国の政府とマスメディアにある。 メディアを通じて膨大な情報がもたらされる現代にお

いて、官民あげて公平・正確な情 報源を作ればと願っている、とまとめていたが、実際はどうすれば

いいだろうかを今後の 課題として、考えてみようと思っている。 ところで、発表してから一週間、日

本のアパホテルの客室に「南京大虐殺」や「慰安婦 の強制連行」を否定した書籍が置かれていること

は中国の SNS で大炎上になった。そのこ とに対し、名古屋市の河村たかし市長は記者会見で「中国は

『30 万人、市民を虐殺』と 言っているが、本当なら日本人が全員南京に行って土下座しないといけな

い。しないのだ ったら反論しなければ。議論が必要だ」と述べ、南京大虐殺に否定的な従来の見解を

改め て示した。なぜこういう公然とした挑発行為をするのか、名古屋市の在留外国人の三分の 一も占

める名古屋市に住んでいる中国人はひどく傷つかれるのではないか。それに名古屋 市の在日中国人と

は限らず、他の在日中国人にも影響されるだろう。また、こういうこと が起こるたび、在中日本人も

皮肉な立場に置かれたのではないだろうか。 しかし、YAHOO JAPAN で「アパホテル」を検索すると

き、この事件に対するニュース が少ない。日本人の友達に聞くところ、「知らない」と答えた人もほと

んどだった。  

 

質問応答について  

私自身が抗日ドラマに対する態度などの質問が出てきた。緊張していたためきちんと答 えたのかどう

かを忘れたが、その質問をおかけで、発表に出てこなかった、今中国の中央 テレビ局やマスメディア

も「抗日ドラマが作りすぎだ」などを認識して反省していること を皆さんに伝えた。 抗日ドラマに対

し、人民日報は「過度に商業化し暴力を煽っている」と報道していたこ ともあり、政府としては、抗

日ドラマは今後も放送し続ける方針であることに変わりはな いものの、抗日ドラマに対する規制を強

化しており、脚本を精査し、荒唐無稽な作品を排 除する方針ができた。 しかし、一度味わった甘い汁

はなかなか捨てられにくいだろう。製作者らは「ネタ不足」、 「いい脚本がない」と嘆きつつ、そうい



う抗日作品を作り続けているのが現状のようだ。 

  

発表の反省について 

 発表の評価表を見て、時間をかけて視聴率などのデータをまとめたり、PowerPoint が わかりやすく

見えるように工夫したり、ビデオの字幕をつけたりしてよかったと思う。 色々調べるところ、自分な

りの考えもでき、言いたいことをちゃんと発表と質問応答で クラスに伝えた。 うまくいかなかったこ

とについて、まずは発表の全体をバランスよく把握することがで きなかったことだ。中国側の抗日ド

ラマの部分が細かすぎで、他の要素、例えば「小日本」 「鬼子」といった言葉に関する事情が及ばれ

なかった。 発表時間もよく把握することができなかった。調べれば調べるほど，資料を読めば読む ほ

ど発表したいことが多くなっていき、どこがこまかくいうか、どこが短くいうかに困っ たあげく、質

問応答の時間を考えずギリギリ 45 分で発表しまった。 また、中国人の立場で日本側の事情を含めて

紹介しにくいがといっても、何人の日本人 の方にインタビューなどをして発表すればいいのに、そこ

までは行かなかった。そのため、 結論の部分は中国人の枠を越えられなかったので、いい結論ができ

たとは思わない。 発表の取材方法にも問題があると思う。参考と出典はほとんどネット記事だった

が、「偏 り」の問題があり、客観性に欠ける。論文や専門書も参考すればよかった。 

 

 授業全体振り返り 

 今学期の多文化社会とコミュニケーションの授業で、難民問題、沖縄問題、在日コリア ン、グローバ

ル化などについて学び、視野を広げることができた。毎回グループ分けて話 し合いたり、まとめて発

表したりすることで、中国人の枠を超え、国際の視点から様々な 問題を考え直すこともできて面白か

ったと思う。 前は日中関係と中韓関係に関する話をすることが多かったが、他の国の間のこと、例え 

ば日本と韓国の間の問題はあまり関心を寄せなかった。朝鮮大学に見学に行き、在日コリ アンにイン

タビューをすることに通して、初めて「局外者」として近隣諸国の間で起こっ ていることを考え、関

係者の声を伺い、大変勉強になった。ヒューマンライブラリーも期 待以上面白く、興味深かった。 不

足な点といえば、授業後半のグループディスカッションと発表の時間をもっと伸ばせ ばよかったと考

える。なぜかというと、ギリギリ他のグループの意見を伺ったが、全体的 にまとめる時間がなく、こ

の問題に対する考えや認識が一層混乱になってしまうことが多 いからだ。 グローバルの展開ととも

に、文明と文明の間での交流がますます深くなり、どうすれば お互いに認めて理解し、共に生きてい

くことができるのかが課題になった。これまでの授 業を通して、持つべき態度がなんとなくわかった

が、そのあり得る取り組みはこれから探 すべき・実踐すべきことだ思っている。 

  



 

多文化共修科目 B 最終レポート 

 

1． 最終発表の内容 

 テーマを「“支援のため”のマイノリティとは？」とし、マイノリティという言葉自体が持つ意味

とそれがどのようなものであるべきか、そしてどのような支援が行われていくべきかについて考えた。

マイノリティという言葉を辞書でひいてみると、「社会的少数者」と出てくる。英英辞典 Merriam 

Websterでは「母集団の中で、なんらかの特徴において他の集団と違っており、しばしばアンフェア

な扱いを受けている人々」という記述がある。つまり、マイノリティというのは少数かどうかにかか

わらず、弱い立場にある集団であることを示す意味もあるのだ。この言葉が近年急激に使われるよう

になった背景には、時代の変化とともに、多くの人の平等が確保されるようになり、それによって弱

い立場にある人が「少数（マイノリティ）」として注目されるようになったということがある。また、

当事者や周りの人たちがその権利を声高に訴えられるような社会になったということも関係してい

るだろう。つづいて、マイノリティという言葉のもとは英語であるため、その使われ方に国内外で差

があるのかということが気になり、調査を行った。12人という少ない数ではあったが、調査の結果、

外国人と日本人との間にマイノリティという言葉に対する大きな違いは見られなかった。調査では、

マイノリティという言葉が時としてプラスの意味でつかわれるということがわかった。しかし、福祉

の分野や社会の問題における“マイノリティ”には差別的な扱いを受けているという負の意味が含ま

れていることには違いないだろう。 

 マイノリティといわれるような人たちのなかにも、いろいろな人たちがいる。朝鮮大学校の在日コ

リアンや発達障害の人、彼らの間には大きな違いがあるような気がする。私はそれらを「積極的マイ

ノリティ・消極的マイノリティ」と名付ける。それは、個人がマイノリティな部分に対して気持ち的

にポジティブか、ネガティブか、という意味ではない。積極的マイノリティとは文化や宗教、慣習な

ど何かを守りたいがためにマイノリティとなっている人たちのことだ。それに対し、消極的マイノリ

ティとは生まれつきや周りの環境によってやむを得ずマイノリティとなっている人たちである。これ

らは変化し、複合的に抱えることもある。積極的マイノリティの例として在日コリアンを挙げよう。

在日コリアンはかつて日本が植民地支配をしていた時代に強制的に連れてこられた人たちが多い。彼

らはもともと消極的マイノリティであっただろう。しかし、差別や世論、日本社会への同化政策など、

外からの圧力に反発するように自分たちのアイデンティティを守ろうとしている。そして積極的マイ

ノリティと分類されるような、在日コリアンだということを守ろうとする集団になったのだ。一方で

消極的マイノリティは何かを守ろうとしているわけではない。障害を抱えた人や事故による肢体不自

由、難病、こどもの貧困。（現代の日本において約 6 人に 1 人のこどもが貧困だと言われる。こども

の貧困はマイノリティに入れられることがあまりないが、彼らに責任はないにもかかわらず、残念な

がらそれはいじめというアンフェアな扱いに容易につながる。よってここでは、こどもの貧困もマイ

ノリティに含めよう。）また、有色人種やユダヤ人、場合によっては在日コリアンもそうである。さ

らに隠そうとしているが隠しきれずにマイノリティとして扱われる性的マイノリティの人もこちら

に含められるだろう。なぜ、マイノリティを 2つに分ける必要があるかというと、それは「支援」の

かたちに違いがあるからだ。積極的マイノリティに対して行うべきは、守りたいものを守りながら社



会の中で生きていくための支援であり、消極的マイノリティに対しては、大多数に合わせて作られた

社会の中で少しでも生きづらさを減らすための支援である。完全に分けきることはできないが、行う

べき支援の方向性が大きく違う以上、その視点のヒントとして「マイノリティ」という大きなグルー

プを分けることはかなり有用なのではないだろうか。これまでの日本はどちらのマイノリティに対し

ても、それらを隠そう、目立たないようにしようとしてきた。つまり、「触れない神にたたりなし」

といったように、自分たちとは“違う”ものに対し、見えないふりをしようとしてきたのだ。しかし

ながら、支援というのは彼らに向き合って初めて始まるものではないだろうか。大学ですら専門的に

学ぶか、興味をもって学んでいなければ別の世界の話のようだ。小中高でも、道徳の時間などに障害

についての話があったりもするが、「こういう人たちがいます。困っていたら助けてあげましょう。」

などと言われても自分のすぐ近くにもあることなのだと思えるこどもは少なくないだろう。感性の豊

かな低年齢時には学ぶのではなく、まずは直感的になんとなくでも良い。接し、触れ合い、感じてマ

イノリティの存在を意識してほしい。話題のインクルーシブ教育はその点において効果を発揮しそう

であるが、同じ場で授業を受け、生活することを強制するものであってはいけない。彼らには逃れら

れないマイノリティな部分がある。守りたいものがある。時にそれらの個性は、大多数に合わせて作

られた社会に生きづらさを感じさせてしまうのだ。だからこそインクルーシブな教育を目指すのであ

れば、それは私と君が“違う”のだということを認めた上に成り立たなければならない。そんな違い

を感じられたのちには、支援のために必要なことを学び、彼らのことを知って、認める。そしてこれ

まで「社会」の中で見えないように扱われてきた彼らを違っていても大丈夫なのだと、やっと受け入

れることができるのだ。これからの学校教育では、そんな段階的なかかわりと学びの場を用意するこ

とが求められるだろう。 

 

2． 発表を終えて 

 発表ではあゆみさんとともに、まだまだ未完成だった「積極的マイノリティ」と「消極的マイノリ

ティ」という概念について様々な事例をもとに考えることができました。その中で、少人数ではあり

ましたがアンケートをとり、また、自分たちで調べなおしたことで考えを深めることができました。

発表の際には早口になってしまったところや、言い忘れてしまったことなどもあり、発表の仕方にも

う少し気を付けなければいけないと反省しました。また、これまではマイクを使うことが多かったた

め、声の大きさに意識することがあまりなかったのですが、結構聞こえないものなのだと改めて思い

ました。資料についてはあったほうがいいと思い印刷したのですが、ページ番号を振っていなかった

ので余計に混乱させてしまったと思います。ですが、おおよそ時間通りスムーズに発表が進められた

ので良かったです。内容については、新しい概念ゆえに説明でいっぱいいっぱいになってしまったの

で、もっと実際にそういった人たちと関わった時の話や今後の教育体制についても話ができたらよか

ったと思います。発表評価アンケートや、質疑応答での意見をもとにこれからより深く、かつ現実の

支援につなげられるように考えていきたいと思います。 

 

3． 授業全体を通しての感想 

 先輩からおすすめされるがまま取った授業であるが、この授業を受けて本当に良かったと思います。

私は、小学校低学年くらいまでのこどもとなら気軽に話すことができるのですが、人と話すのはとて



も苦手です。慣れるまでは自分から話しかけるなどできませんでした。ですが、苦手にもかかわらず、

人と話し、話を聞き、いろんな考えを知ることは大好きです。この授業では、毎回テーマがあって、

それについて自分が思うこともあるし、他の人が考えていることも気になり、話し合い聞き合いを促

すような仕組みができていたと思います。おかげで、普段は絶対に話せないような留学生とも話すこ

とができ、勉強になりました。朝鮮大学校の訪問では、行われている教育の違いに驚きました。彼ら

の歴史認識が間違っているとか、逆にこちらの歴史認識が間違っているという話ではなく、いろいろ

な見方があるのだと、改めて実感しました。一つの事実に対しても、人それぞれ、国それぞれ見方が

違うのだと思い知らされた瞬間でした。だからこそ、争いが起きたときには、自分の主張をするだけ

でなく、聞き合う、あるいは少し上から俯瞰して、こういう見方もあるのかなと考えてみることが重

要なのだと思います。また、ヒューマンライブラリーでは、日本にいかに難民を受け入れる体制がな

いかを知りました。もちろん、そこにも日本なりの考えがあることはわかります。ですが、難民を受

け入れないのであれば、根本の問題自体に目を向け、向き合っていく必要があるのではないかと思い

ます。担当させていただいた本の方は発達障害を抱えており、交流を通して発達障害のイメージが変

わりました。自閉傾向を持つことが多いが、発達障害自体は局所的なものであって教室の中では見え

にくいということを学んではいましたが、やはり「障害」といわれると無意識に普通のかかわりはで

きないような気がしてしまっていた。それは、実際にかかわることが少ないことと、これまで接して

きた障害を持つ人たちがうまくコミュニケーションをとれないという特徴を持つ人たちだったから

だ。しかし今回実際、発達障害の見えにくさと特徴を感じることができた。そして、これまでの思い

込みは、まるで嘘だったかのようになくなった。表面に出ている症状だけでなく、その裏側にある根

本的な問題に目を向けることも支援には欠かせないことですが、それとともに、実際に触れ合うとい

うことが学んだことをただの知識にしてしまわないためにいかに重要かということがわかりました。

最終発表では、これらの授業を受けて自分が興味のあることを他の人と意見を交えながらより深く考

え、発表し、意見をもらうことでさらに追求することができました。また、授業と直接は関係ありま

せんが、初回授業の際に、コリアカフェの話を聞き、そちらにも参加することができて本当に良かっ

たです。韓国語も少しずつですが学んでおり、韓国人の友達も初めてできて、3月には人生初の韓国

旅行に行くことになりました。こういった体験の場が広がっているのは、この授業をとったおかげだ

と思います。これからも勇気を出して、積極的にいろんな文化、いろんな人を知っていきたいと思い

ます。半年間ありがとうございました。 

 

  



 

多文化共修科目 B  

 

発表グループテーマ「外国人に対するインクルーシブ教育」 

発表個人テーマ  「日本の学校における多文化共生」 

グループの他の個人テーマ「世界の難民と教育」 

            「スウェーデンの移民・難民の教育」 

            「日本における外国人の教育機会」 

 

１ 自分の発表内容とその振り返り 

 

1－⑴テーマを選んだ動機 

   グローバル化が進む現代において、教育も時代に合わせた変化を遂げることが求められている。

その中で、日本では学校教育の共同性を守るために、文化的背景への配慮や対応が遅れていると感じ

られる。自身が専攻している多文化共生教育コースで開講されている授業の多くは、学校が多文化教

育に積極的に取り組んでいることを前提に支援について講じられているが、学校の実態はどのよう

なものなのか興味をもった。このことを動機に、東京都北区の公立学校を対象としてアンケート調査

を実施し、他地域で起きた問題と比較することによって、現代の学校教育が抱える問題を考察するに

至った。 

 

 

１－⑵内容 

① 体育の授業に関する学校の対応 

神戸高専剣道実技拒否事件での学校側の宗教に対する不寛容な姿勢に着目し、東京都北区の学校

へのアンケート項目に、「宗教上の理由で体育の授業に参加しない生徒への対応」を設けた。公立

学校と宗教教育を行っていない私立学校では、ともに９割の学校が「代替措置をとる」と回答し、

残りの１割は「場合による」と回答した。宗教教育を行っている学校のうち１校は「代替措置をと

る」と回答し、残りの２校は「代替措置をとる」場合と「授業内容を変える」場合の両方があり得

る、「代替措置をとる」ことを原則としているが「場合による」とそれぞれ回答した。すべての種

類の学校に共通して「成績を評価しない」という回答はなかった。 

 義務教育をおこなう中学校と、そうではない神戸高専を単純に比較することはできないというこ

とは留意すべきであるが、東京都北区の中学校では体育の授業において宗教に寛容な態度をとって

いるといえる。 

 

 ①´神戸高専剣道実技拒否事件 

1990 年に神戸市立工業専門学校に入学した学生には「エホバの証人」の信者５名がいた。神戸高

専では体育科目の一部として格技である剣道の科目が開講されたが、この科目に対し、５名は聖書が

説く原則と調和しないと主張し、剣道の履修を拒否した。５名はレポートの提出をもって授業参加と



認めるよう体育教師とかけあったが認められず、第 1 学年に原級留置となった。信者５名のうち３

名は剣道の授業に参加したため進級できたが、1名は自主退学、もう 1名は２年連続で原級留置とな

ったため校則に従って退学処分を命じられた。最高裁判所は「信仰上の理由により、剣道の授業を拒

否した生徒に代替措置を講じず原級留置処分にした校長の処分は違法である」という趣旨の判決を

出している。 

この事件から、学校教育において重視される宗教的中立性は、信教の自由と対立することがあり、

宗教的中立性を過度に強調することは信仰の自由の抑圧へとつながることがわかる。 

 

② 学校給食に関する学校の対応 

   学校給食に関して文部科学省健康教育課は、アレルギーなどの理由である食品が食べられない児

童、生徒らに代替食を提供するなどの対応を認めている。児童、生徒の中にはアレルギーなどの健康

的な理由ではなく、特定宗教の戒律で食べられないものが給食で提供されるために、代替食を必要と

する者もいる。飲食において宗教、文化上の理由で禁忌とされる特定の食材や食べ方は「食のタブ

ー」と呼ばれている。文部科学省健康教育課は「食のタブー」を理由としての代替食・特別食の提供

を禁止しておらず、宗教的理由に対しても弾力的な配慮をすることを求めている。東京都の公立学校

の 99％が完全給食を実施している。そのうち、アレルギー対応・特別食対応をしている小学校は 98％、

中学校は 83％である。東京都北区では学校給食を実施している全校において、アレルギー対応・特

別食対応をしている。その提供の対象は、アレルギーなどの健康的理由に限ってはいない。その一方

で、2011 年に文京区教育委員会は「アレルギーの場合は生命の危険があるため代替食を提供できる

が、宗教的なことに関しては個人的な理由のため提供できない。」として、同区内中学校の宗教的理

由による代替食を提供することを拒否している。 

文部科学省が多文化共生社会を考慮したといえる指針をかかげているにも関わらず、児童、生徒の

文化的背景を考慮していないととることができる対応をしている自治体も存在している。学校教育

の場では児童、生徒間の平等と宗教的中立性を重視しすぎ、その結果、個人のアイデンティティが尊

重されないことがある。宗教の教義を厳しく守ろうとする者にとって、学校での教育は脅威となる場

合もあるといえる。 

 

 

 ②´食のタブー 

   特定の食材がタブーとされる理由としては大別して、 

  （ⅰ）宗教上、文化上、法律上食べることが禁止されている 

  （ⅱ）心理的な背徳感から食べることが出来ない 

  （ⅲ）食材と考えられていないから食べない 

   の３種類があげられる。 

 

 ③まとめ 

   教育は、宗教的中立性をかかげているが、個々の宗教の自己主張をどの程度で許容するのか、とい

う難問を抱えている。ここで注目したいのは、どのような宗教や文化的背景を持っていても、社会を



構成する一員であるということだ。同じ社会の一員として、対等であるべきであり、相手のアイデン

ティティを否定したり、価値観を押し付けたりしてはならない。教育現場は、国民統合の場でもあ

る。文化的マイノリティに対して抑圧的な態度をとることも、そこに起因するのではないだろうか。

グローバル化が進む現代において、教育の在り方も時代に即して変化していかなくてはならない。 

 

 

１－⑶うまくいったこと、いかなかったこと 

まとめの部分で使う図が表示されなかったため、焦ってしまった。今後の発表では、このような事

が起こりうることを想定して準備をしていきたい。教育の問題点ばかりを取り上げているという意

見があった。教育現場の多文化共生の成功例に関する考察も行えたらよかった。日本の学校教育に関

しては、宗教以外にも問題は多々あるが発表時間の関係で取り上げることが出来なかった。身振り手

振りを交えて発表することができ、日本語を母語としない留学生にも伝わりやすくなるように心が

けた。 

 

 

１－⑷今後の課題 

  今回の発表では、アンケートの対象が東京都北区のみだったので、その対象を広げることで新たな

特徴を見つけることが出来ると思われる。また、その地の文化的背景や歴史的背景を加味した、調査

や分析を行いたい。 

 

 

２ 授業全体の感想、授業で学んだこと、不十分だったこと 

   日本社会が抱える多文化共生に関する問題は多岐にわたる。それらについて知り、ディスカッシ

ョンをすることで、無意識に受容していた社会を、意識的にとらえることにつながった。また、留学

生からの意見を聞くことによって、日本人とは異なる問題認識を知ることが出来た。沖縄の基地問題

に関して留学生から説明を求められたが、精通していないため上手く答えられなかった。日本人とし

て、国内の問題について日ごろから関心を持たなければならないと感じた。 

 

 

《参考文献》 

AFP BB NEWS：http://www.afpbb.com/ 

文部科学省：http://www.mext.go.jp/ 

裁判所判例検索システム:http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 

学校給食ニュース：http://gakkyu-news.net/jp/ 

ReseMom：http://resemom.jp/ 
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１．最終発表内容と振り返り 

 

 私はこの授業の最終発表のテーマとして、「外国人の日本語教育」を設定し発表した。このテーマを選

んだ理由は、所属する多文化共生教育コースで一年間学んできた中で一番興味を持ち、詳しく知りたい

と思ったからである。また、昨年の夏ごろに群馬大泉でボランティアした経験をもとに、外国にルーツを

持つ子供たちが日本語を学ぶ中でどのような苦労や成功を経験するのかを、具体的に調べてみたいとお

もい、このようなテーマを設けた。内容は主に「日本に住む外国人の実情」「外国人の日本語学習事情」

「外国人に対する日本語教育機関の実情」の三点を柱に、外国人の日本語教育についてまとめた。 

 日本には約 223.2万人の外国人が生活し、その中の 34.9万人が特別永住者と呼ばれる第二次世界大戦

中からの在日韓国・朝鮮・台湾人とその子孫、188.3万人が中長期滞在者（永住者、定住者、留学生、技

能実習生ほか）である。特別永住者は現在多くが二世・三世と世代が移り、生まれも育ちも日本であるた

めに日本語教育はほとんど不自由ない場合も多い。彼らよりも日本語教育をとするのが中長期滞在者自

身やその子供たちである。また、中長期滞在者の中でも大人と子供で学びの場は異なっている。彼らのよ

うな日本語学習を支援している多くは NPO 法人などの非営利団体が多いが、今回は「ボランティアの日

本語教育」ではなく、民間の日本語学校や公立学校の日本語支援などの「職業としての日本語教育を確立

しているもの」に焦点を当てている。 

 外国にルーツを持つ子供はそもそも、日本の義務教育の就学義務がない。つまり、日本人の子どもにと

っては義務となっている小中学校の教育を受けなくても良いということは、逆に自分たちで学びの場を

探し、選択しなくてはならないということである。子どもたちはそのうえで自主的に公立学校へ進学す

るか、もしくは進学する前に民間の日本語学校などに通い日本語学習を行う。またその親、つまり大人の

日本語学習者は同じく日本語学校に通うか、もしくは夜間中学校などを選択する場合も少なくない。子

どもと大人の違いは、子どもは学校や日本語学校などで一日を学習に集中的に使えるのに対して、大人

たちは生活のための労働は欠くことはできないため、日中は仕事で夜にスクールなど、いずれも働きな

がら学ぶといった状況となる。 

 民間の日本語学校のメリットは、日本語教育を専門とする日本語教師が揃っていて、各学校にもよる

が比較的に少人数で集中的に学ぶことができる。また、民間の日本語学校に通う子どもたちは、公立学校

へ入学する前の準備段階として日本語会話能力をつけることを理由として通っているため、公立学校に

入学してからの友人関係の築くことや教科学習がよりスムーズになることが期待される。しかし、逆に

最大のデメリットとしては、授業料などの費用が高く学習者にとっては簡単な問題ではないことだ。あ

る民間の日本語学習３社の２年間の間に掛かる費用などを比較してみたところ、大体 130万から～150万

円の費用がかかることが分かった。収入が少ない世帯の多い外国人の家庭にとって、民間の日本語学校

に通うことは容易ではない状況が改めて感じられた。 

 公立の小中学校においては、いまだに外国語が話せない一般教員が外国人児童の支援の対応におわれ

ているところも少なくない。例えば、群馬県大泉町は町全体の多文化化が著しく、多くのブラジル国籍の

方やその他南米・アジア地域の方々が住んでいる。大泉町の公立小学校には国際教室指導員やバイリン

ガル教師が常勤職員として在籍し、支援体制が整えられている。しかし、そのような外国籍の方々が多数



集中している地域以外の、少数が散在しているような地域においては、大泉町のような支援体制は確立

できていないのが現状である。公立学校の外国人の支援体系のうちの一つに「夜間中学校」もある。夜間

中学校は全国 8都府県の 31校の中学校で開講されており、子どもたちの日中の授業が終わった後の夕方

から夜にかけて、中学を卒業していない等の事情を抱える大人たちが登校してくる。夜間中学校に通う

理由の過半数が字の読み書きの習得などの「言語学習」とされており、生徒の８割が外国人、残り 2割の

ほとんどは事情があって中学校を卒業できなかった高齢者である。夜間中学校の中でも公立学校を修了

した場合は、正式な中学校の卒業資格として認められている。 

 日本国内の日本語教師はごく少数に限られており、また NPO 以外の正式な職としての確立もいまたで

きていないといわざるを得ない。今後増え続けると予想される外国にルーツを持つ地域住民を、日本語

教育という側面からどのように支援していくのか、支援体制をどのように整えていくのかが日本全国で

考えていくべき課題となっている。 

 

 今回の発表を振り返っての良かった点としては、自分の知らなかった知識がどんどん発見されること

で、改めて外国籍の日本語学習者の立たされている状況が自分の中でよりリアルなものに感じることが

できた。日本語学習支援は岡先生の仰っていたように NPO 法人などのボランティア活動がその大きな力

となっているが、NPO法人の活動と地方公共団体などの公的機関との連携した支援体制にまでは発展でき

てない現状など、日本の外国人支援体制の不完全さと課題が見えてきたことにより、自分の興味がさら

に強くなり探求心がより一層大きいものとなった。一方で反省点としては、やはり自分の調査の甘さに

尽きる。今後の課題としては、調査を始める前に調査計画を立てて基礎をつくったうえで、計画性をもっ

てしっかりと調査していけるように努めていきたい。 

 

２．授業全体の振り返り 

 

 今期の多文化共修科目 Bを履修した最大の動機は「留学生と同じ教室で学ぶこと」である。普段学内で

見かけることはあっても直接対話や議論する機会がなかったため、今回の授業を通して留学生と交流し

たことで自分の中にはなかった新しいものの見方や考え方、知識に触れることができて本当に有意義だ

った。具体的には、ドイツの難民受け入れに対する国民の反応や考え方、中国の抗日ドラマの実態、また

各国の教育システムや多文化状況など、あらゆる側面からの知識を増やすことができた。留学生の学び

に対する姿勢を見て、自分ももっと主体的に意欲的に学んでいこうと思えた。今後はもっと多くの国の

留学生の方との対話の時間を自分で作っていき、多様な視点から物事をとらえられるように学んでいき

たい。 
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