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多民族化進行社会における生活・労働の在り方と共生観の育成に関する単元開発 1 

―生活倫理・職業倫理に関する意識調査をもとに― 2 
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鈴木正行（香川大学） 4 
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１．問題の所在 

世界的規模でコロナウィルスの感染が拡大

する中，グローバル化に適応するために効率

化・合理化を追求してきた日本の産業界は，そ

の在り方を見直す必要が生じている。低コスト5 

を求めて，海外に生産拠点を移したり，海外か

ら部品を調達したりしていた多くの企業は，人

と物の移動が途絶える中で，生産基盤の脆弱さ

をさらけ出すこととになった。農作業を海外か

らの技能実習生に依存する農家では，渡航制限10 

によって必要な労働力を得られず，窮地に陥っ

ているところもある。一方，自動車産業などの

製造現場では，期間工として生産を担ってきた

外国人の非正規労働者が雇用を失い，路頭に迷

う者も現れている。コンビニエンスストアでは，15 

外国人アルバイトが解雇され，代わりに日本人

が採用されている例もある。今後，サプライチ

ェーンの安定を求めて，国内生産の比重が高ま

るとすれば，外国人労働者・技能実習生・特定

技能等の需要も増すことが予想される。すでに20 

実質的な移民受け入れ国になっている日本に

おいて，社会を構成する人々の間に，分断，排

除，格差等で表象される社会の不安定要素が拡

大する恐れもある。 

本研究では，多文化・多民族化が進む日本社25 

会の課題をもとに単元開発を行い，生活・労働

の在り方を検討し，共生観・統合観の育成に資

することをめざした。このことは，多様な存在

の結束によって成り立つ多文化共生社会の主

体的担い手づくりに寄与するものと考える。 30 

２．入管法改正と多文化・多民族化の進行 

産業界からの強い要望を受け，政府は外国人

労働者の受け入れ拡大を進め，2019 年 4 月に

改正入管法が施行された。これにより，新たな

外国人材受け入れのための在留資格である「特35 

定技能１号」「特定技能２号」が創設された。

在留外国人数の推移を見ると，1990年 12月末

の 1,053,041 人から，2019 年 12 月末には

表１ 外国人労働者受入れ及び職業意識に関するアンケート調査（抄） 

 

外国人受入れ 習慣・国民性 企業の経営者と労働者の立場 学校や社会の対応 

１．2019 年 4

月1日から施行

された改正入

管法に関心は

ありますか。 

（5件法） 

２．今後，外国

人労働者をさ

らに受け入れ

た方がよいと

思いますか。 

（5件法） 

３．近年，外国

からの移民を

受け入れよう

という意見が

ありますが，あ

なたはどう考

えますか。 

（5件法） 

 

４．一般的

に，日本人は

外国人に比

べて，時間を

守る方だと

思いますか。 

（3 件法） 

５．一般的

に，日本人は

外国人に比

べて，きまり

を守る方だ

と思います

か。 

（3件法） 

６．一般的

に，日本人は

外国人に比

べて，仕事や

物事への取

り組みがま

じめだと思

いますか。 

（3件法） 

７．もしあなたが企業の

経営者なら，次のどの人

を優先的に採用します

か。 

(1)仕事に対する姿勢に

ついて  

ア．あまり時間・きまり

を守らない日本人  

イ．時間・きまりを守り

まじめな外国人  

ウ．どちらともいえない 

(2)仕事の能力について  

ア．普通の能力の日本人  

イ．有能な外国人  

ウ．どちらともいえない 

(3)仕事への姿勢や能力

がほぼ同じなら 

ア．日本人を優先的に採

用する  

イ．外国人を優先的に採

用する  

ウ．国籍に関係なく採用

する 

８．もしあなたが就職す

るなら，規模，仕事内容，

給与，待遇などがほぼ同

じ場合，次のどの会社を

選びますか。 

(1)資本関係について   

ア．資本が日本系  

イ．資本が外国系  

ウ．資本の国は関係ない 

(2)経営者について   

ア．経営者が日本人  

イ．経営者が外国人  

ウ．経営者の国籍は関係

ない 

(3)直属の上司について 

ア．上司が日本人  

イ．上司が外国人  

ウ．国籍は関係ない 

(4)あなたが一緒に仕事

をするなら，どのような

同僚がいいですか。 

ア．日本人  

イ．外国人  

ウ．国籍は関係ない 

９．外国籍の子どもたちが増えていく中で，学校

ではどのような教育が必要だと思いますか。 

10．外国籍の子どもたちの進学で，特別な選抜制

度を設けることについてどう考えますか。（5件法） 

11．グローバル化が進む中で，日本は将来どのよ

うな社会になるべきだと思いますか。 

12．近年，国籍に関係なく，アルバイト先などで，

ふざけた行為をわざと行って動画に撮り，SNSに投

稿して周囲に被害を与える人たちがいます。 

(1)あなたの周りで，これに該当するような行為を

見たり聞いたりしたことがありますか。  

(2)このような人たちについてどう考えますか。  

(3)このような行為をなくすために，学校教育では

どのようなことをすればよいと思いますか。 

(4)このような行為をなくすために，社会全体では

どのようなことが必要だと考えますか。 

13．職業選択の優先順位を付けてください。 

ａ自分の興味や関心を生かした仕事につきたい 

ｂ収入の多い仕事につきたい 

ｃ社会に貢献できる仕事につきたい 

ｄ地位や名誉のある仕事につきたい 

ｅ自分の研究を追求できる仕事につきたい 

ｆ時間的にゆとりのある仕事につきたい 

14．あなたの職業観について書いてください 
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2,933,137人に増加している。これに対し，外

国人労働者に対する人権蹂躙問題（低賃金・長40 

時間労働，劣悪な労働環境等）の顕在化，日本

人労働者の低賃金の固定化や失業への恐れ，社

会秩序や治安悪化への不安，企業の発する外部

不経済の地域社会や学校等への転嫁，定住外国

人の高齢化による社会保障制度の圧迫などを45 

理由に，受け入れに反対する意見も見られる。 

３．単元開発―多文化共生と社会的統合― 

現状を把握するため，香川大学の学生と教

員免許状更新講習受講者を対象に行った（表

１・表２・表３）。併せて，中学校社会科公民50 

的分野の単元モデルを開発した（表４）。単元

計画の構想にあたり，以下の点に留意した。 

①すでに日本は，実質的に移民受け入れ国

となっている。 

②かつて日本は貧しい農民を大量に海外に          55 

送り出した国であり，  

将来再び送り出し国 

になる可能性もある。   

③外国人の劣悪な労働   

条件を許容すること  60 

は，社会の中に階層格 

差と分断を生み出す 

と共に，日本人労働者 

にとっても労働条件 

の悪化をもたらす。 65 

④日本の経済力が相対

的に落ちていく中，日

本がいつまで外国人

労働者に選ばれる国

でいられるか，という70 

疑問の声がある。 

⑤国籍にかかわらず，労  

働者の基本的人権を  

守るためには，労働基準法等の適正な運用  

に関する教育を行っていく必要がある。 75 

４．結語 

日本に生まれ育った外国籍子女が増加し，

在留外国人の存在が社会構成上の重要度を

増していくのに従い，「共生」のみでなく，

「統合」も視野に入れた社会構想を描く必要80 

が生じている。学校教育には，まじめさや勤

勉さなど，社会や企業の求めと一致する資

質・能力の育成を担う一面がある。だが，そ

うした通俗道徳の陰に隠れ，人権保障の盾と

なる労働基準法等の法律を有効に用いるた85 

めの教育は，疎かにされがちである。そこに

日本社会の抱える矛盾が潜んでいる。 
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表４ 単元「グローバル化と日本社会の課題」の計画（案） 

次 時 学習内容 学   習   活   動 

１ １ 

現代の日本社

会の課題 

グループでカードに日本社会が抱える課題を書き出し，主題を付けて分類する。分

類枠組みの内外で，カードを線で結んで関連づけ，課題の特徴と複雑さを捉える。

「外国人労働者受け入れ及び職業意識に関するアンケート」により意識化する。 

 

 

２ 

 

 

 

２ 

少子高齢化の

進行とその影

響 

少子高齢化や人口減少が急激に進行し，社会保障負担の増大，介護問題，東京一極

集中と地方の衰退，地方自治体の消滅可能性，生産年齢人口の減少など，様々な社

会的課題が生じていることを理解する。 

３ 

情報化がもた

らす社会と生

活の変化 

高度通信ネットワーク社会が到来し，産業構造の変化，人工知能の進化，防災情報

の活用，キャッシュレス化，ビッグデータの活用など，政治・経済・社会・文化・

生活などで構造的変化が生じていることを捉える。 

４ 

グローバル化

の進展と社会

の変化 

グローバル化により，国際競争の激化，在留外国人・外国人労働者の増大，多文化

社会の進展，多文化共生と摩擦，食料安全保障，環境問題，感染症の拡大など，一

国だけでは解決困難な問題が生じていることを捉える。 

 

 

 

 

３ 

５ 

「おもてな

し」の国日本

の光と影 

NHKノーナレ「画面の向こうから」（2019年6月24日放送）を視聴し，今治市

のタオル工場で働くベトナム人研修生の過酷な労働実態と，産業革命期を題材とし

たドキュメンタリー小説『あゝ野麦峠』（山本茂実）を比較し，共通点を見出す。 

６ 

移動する人々

と日本社会 

 

戦前において日本が多くの移民を送り出す国であったこと，現在日本が実質的な移

民受け入れ国家となっていることなどについて，日本と国際連合の移民の定義の違

いや在留外国人数の変遷などをもとに捉える。 

７ 

共生と統合の

時代の日本社

会の倫理と法 

格差の拡大，社会的階層の固定化，非人間的労働，異文化間摩擦，社会的排除など

様々な問題が噴出する中で，文化的習慣や通俗道徳等の倫理的な面だけでなく，実

行力を伴う労働基準法等の法的な知識・理解と遂行が必要なことを理解する。 

４ ８ 

振り返りとこ

れからの学習

にむけて 

本単元を振り返り，社会の在り方と今後の方向性について自分の考えをまとめる。

社会的課題に対応し，よりよい社会を築くために自分たちはどうするべきか，グル

ープ・全体で話し合い，意見を発表する。 

 

 
表２ 質問３（外国からの移民受け入れ）への回答             

選択肢 
ア．積極的に受け

入れるべき 

イ．ある程度受け

入れるべき 

ウ．どちらとも

いえない 

エ．どちらかと言えば受

け入れない方がよい 

オ．受け入れな

い方がよい 
計 

 

   

 

 

 

大学生      2（1.7）     49（41.9）    46（39.3）    19（16.2）     1（0.9）   117（100.0） 

受講者    1（1.7）     20（34.5）    30（51.7）     5（8.6）     2（3.5）    58（100.0） 

合計      3（1.7）     69（39.4）    76（43.5）    24（13.7）     3（1.7）   175（100.0） 

                                                                              単位：人  (  ）内：％          

            表３ 質問５（日本人はきまりを守る方か）への回答            
選択肢 ア．守る方だと思う イ．守らない方だと思う  ウ．どちらともいえない 計    

   大学生   55（47.0）    3（2.6）   59（50.4）  117（100.0） 

受講生   29（50.0）    0（0,.0）   29（50.0）   58（100.0） 

合計   84（48.0）    3（1.7）   88（50.3）  175（100.0） 

                                                                 

 

 


