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●特集●日本型多文化共生社会とは何か

「文化」の適応と維持から見る日本型多文化共生社会
―ニューカマー児童・生徒を教える教師へのインタビュー調査―
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1　はじめに

1.1　本論文の目的と背景
本論文の目的は、ニューカマー児童・生徒を教える教師たちの「文化」1）の

維持・適応に関する認識を分析することにより、文化的多様性と平等の問題
を切り口とした日本型多文化共生社会がいかなる特徴を持っているかの一片
を描くことである。地方自治体を中心に外国籍住民（特に ’90 年以降に来日
した「ニューカマー」と呼ばれる人々）の生活を支援する「多文化共生」の取
り組みが行われ始めて 20 年あまりが経過する現在 2）、西欧を中心に発展し
てきた多文化主義の理論に照らして日本の多文化共生社会がいかなる特徴を
持っているのかを分析することは、学術的にも実践的にも大変重要である。

1.2　先行研究
1.2.1　ニューカマーの子どもたちと日本の学校文化・「多文化共生」
オールドカマー・ニューカマー児童・生徒に関する教育学的研究では、日

本の学校文化は同化主義的であるとの指摘が多くなされてきた。例えば、姜
（1998）は、日本の学校文化は同化主義的で民族的差異を無視しているとし、
また恒吉（1996）は、「一斉共同体主義」に基づくものと指摘し、その特徴に
ついて同質性、共通の体験・共感を前提とし、皆が同じことをする教授法を
行うものであると述べた。教育改革後には、個性化の影響を受けて民族的差
異が子どもの個人的差異やパーソナリティーとして認識されるようになった

（志水・清水，2001）とされ、やはり民族的差異は学校文化において無視さ
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れ続ける傾向が強いと言える。
一方で、日本の「多文化共生」に関する社会学的研究では、多様な文化の

維持を肯定することが文化的差異を強調することで結果的にマジョリティー
がマイノリティーを排除し、「純粋な」日本人性を保とうとしている、との
指 摘 が あ る（Burgess, 2004; Okubo, 2008; Tai, 2007）。例 え ば、Nagayoshi

（2011）は国際社会調査 ISSP（International Social Survey Program）20033）

の分析を通じ、日本社会のマジョリティーは多文化主義を肯定的に捉えてい
るが、マイノリティーが平等な権利を持つことに否定的であることから、多
文化主義を通じて「他者性」を強調することでマイノリティーを排除してい
る、と主張している。

このような研究を踏まえ、本論文は教師たちの意識を切り口に、日本の学
校文化がどのような場合に同化主義的になり、どのような場合に多文化を維
持する傾向にあるのかを明らかにする。
1.2.2　多文化主義における「文化」の適応と維持
Castles（2004）は、多文化主義について、マジョリティーと言語や文化、

習慣の異なる集団が社会のすべての領域において、ある一定の重要な価値観
（“key values”）への適応を期待されつつ、文化的多様性を放棄することなく
マジョリティーと同等の権利を持つことであると述べている。また、Rex

（1996）は、公的領域での単一文化（“a single culture”）および個人の権利の
受容と私的領域や地域社会での多様な民族的文化の受容が多文化主義である
と主張している。本論文は、マイノリティーが適応を求められる「重要な価
値観」（Castles, 2004）や「単一文化」（Rex, 1996）が日本社会ではいかに捉え
られているかを明らかにする。

1.3　リサーチクエスチョン
ニューカマー児童・生徒を教える教師たちに対し、子どもたちの「文化」

についてどのような期待を持っているか、すなわち、（ⅰ）児童・生徒本人
または親の出身国の価値観や習慣（「マイノリティー文化」と表記）をなるべ
く維持してほしいか、あるいは日本の価値観や習慣（「マジョリティー文化」）
になるべく適応してほしいか、（ⅱ）どのような「文化」を維持、どのような

「文化」に適応してほしいか、（ⅲ）それはなぜか、について質問した。
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教育という社会化の過程で、社会化のエージェントとしての役割を担う教
師が、マジョリティーの価値観・習慣への適応やマイノリティー文化の維持
に関してどのような考えを持っているかを理解することができる。ニューカ
マー児童・生徒を教える教師を対象としていることから、本論文の結論をい
わゆる民族的・文化的マジョリティー全体には一般化できない。しかし、
ニューカマーの子どもたちを教えるという経験を日々行っている教師たち
は、異文化の人々との接触が多いという意味で先駆的な事例として位置づけ
ることが可能であり、今後の日本の「多文化共生」施策の方向性（特に教育
分野）への影響は一定程度あると考えられる。

2　方法

インタビュー調査は2013年2月～3月に、東京都および神奈川県川崎市の
小中学校（夜間中学含む）の教師を対象に行った。東京都については、教育
委員会が公開している日本語学級一覧に掲載されている小学校19校、中学校

（昼間）8校、夜間中学校5校にインタビュー依頼を行い、許可が出た13校（小
学校 9 校、中学校（昼間）2 校、夜間中学校 2 校）を訪問した。川崎市は、川
崎市教育委員会から、外国籍児童・生徒の多い学校として紹介された小中学
校5校にインタビュー依頼を行い、許可が出た1校（小学校）を訪問した。イ
ンタビューの対象者は、各学校の校長先生から紹介された日本語指導教員、
また担任クラスに外国籍児童が多く在籍する教員の計24名であった（表1）。

インタビューは半構造的で、ほとんどの場合 45～60 分程度を要した 4）。
質問項目は下記のとおりで、これは ISSP 2003 の質問項目を修正したもので
ある。

〈インタビュー質問項目〉
（1）　一つの国に二つ以上の人種や民族がいる場合、「それぞれが固有の慣

習や伝統を守っていくのがよい」という意見と、「数の多いほうのグループ
に合わせるのがよい」という意見があります。【カード①】5）を参考に、先生
のお考えをお聞かせください。
【カード①】

（ア）固有の慣習や伝統を守っていくのがよい
（イ）数の多いグループに合わせるのがよい
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（ウ） 上記以外、または「～～の場合はア、～～の場合はイ」等のご意見
（詳しくお聞かせください。）

（エ）わからない／無回答
（2）　上記質問の答えについて、なぜそのように思われますか。
上記質問のうち、（1）の選択肢（ア）を「マイノリティー文化の維持」、（イ）

を「マジョリティー文化への適応」を支持するものとして分析を行った。

3　結果

3.1　結果の概要
インタビュー結果の概要は以下のとおりである（表 2）。質問に対する当初

の回答で、24名の教師のうち6名が「マイノリティー文化の維持」と「マジョ
リティー文化への適応」の両方が重要であると答えた（表 2 の「元の回答」
列）。また、「維持」が重要であると答えた教師は 10 名であった。しかし、
この「維持」が重要であると答えた教師の中にも、考えを詳細に聞いてみる
と「維持」と「適応」の両方を支持している場合があることがわかった。一方
で、「適応」が重要であると答えた教師は当初 2 名であったが、「維持」が重
要であると答えた教師のうち1名の詳細な意見を分析すると、実際は「適応」
を支持していると解釈できることがわかった。その結果、詳しくインタ
ビューデータを分析すると、15 名の教師が「維持」と「適応」の両方を、5 名
の教師が「維持」を、3名の教師が「適応」を重要と考えていることがわかり、

「わからない」という教師は 1 名となった（表 2 の「筆者によるコーディング
結果」列）。

文化の「維持」と「適応」の両方が重要であると答えた教師（表 2 のグルー
プⅠ）と、文化の「維持」が重要であると答えた教師（表 2 のグループⅡ）は
共通して、学校など公の場での「ルール」が守られる限りにおいて「マイノ
リティー文化の維持」を支持するという意見を持っており、グループⅠとグ
ループⅡでは「マイノリティー文化の維持」の強調の度合いが異なることが
わかった。例えば、教師 A（男性、東京都小学校、日本語）6）は、以下のよう
に、公的領域での日本の「ルール」尊重と私的領域での「マイノリティー文
化の維持」を主張した。
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表2　ニューカマー児童・生徒の文化についての教師たちの回答

元の回答 著者によるコーディング結果
維持と適応の両方  6 15 グループⅠ
維持 10   5 グループⅡ
適応  2   3 グループⅢ
選べない  4   0
わからない  2   1

合計 24 24

表1　インタビュー調査を行った学校および教員

教師名 学校種別 都／県 学校名 
（数字） 性別 担当教科／役職

A 小学校 東京  1 男性 日本語
B   2 女性 日本語
C   3 男性 日本語
D   4 男性 4年生担任
E 女性 日本語
F 男性 6年生担任
G     5 男性 日本語
H 男性 日本語
I   6 女性 日本語
J 男性 日本語
K   7 女性 日本語
L 女性 日本語
M  8 女性 日本語
N 神奈川  9 男性 指導主事
O 女性 日本語、国際クラス
P 中学 東京 10 女性 日本語
Q 女性 日本語
R 男性 日本語
S 11 男性 日本語
T 中学（夜間） 12 男性 日本語、数学、担任
U 男性 日本語、理科、担任
V 13 女性 日本語
W 中学 14 女性 日本語
X 男性 日本語

注1：筆者の博士論文に掲載の表を翻訳、修正。
注2：教員名はアルファベット、学校名は数字で表す。
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公的な場所では、やはりその国のルールや慣習や伝統を守っていく、尊重
する態度が培われていけばいいと思いますし、内々のグループの中でその
自分たちの出身の伝統や慣習などを守っていく、それもいいと思います。
なので、公にはやっぱりその国の伝統や文化を尊重するべきだと思いま
す。（中略）グループ内でも、公のそういう、レストランとかホテルとかっ
ていうところで、守らなければいけない、人に対して不快な思いをさせる
ようなことは慎んだほうがいいかなと思いますね。（教師 A：男性、小学
校教員、日本語）

公の場での「ルール」が守られる範囲内での「マイノリティー文化の維持」
を望ましいと考える教師は、その「維持」の強調の度合いに違いがあるもの
の、インタビューを行った教師のほとんど（20 名）となった（グループⅠと
Ⅱ）。一方で、「マジョリティー文化への適応」を望ましいと考える教師は
3 名と少数派であった（グループⅢ）。

3.2　「ルール」を破らない範囲でのマイノリティー文化の維持（グループ
ⅠとⅡ）

では、マジョリティー側の「ルール」を破らない限りにおいて「マイノリ
ティー文化の維持」を支持する人々は、具体的にどのような「文化」をなぜ

「維持」したほうがよいと考えているのだろうか。また、マジョリティーの
どのような「文化」や「ルール」になぜ適応したほうがよいと考えているのだ
ろうか。

まず、前述のように、教師 A は公的な場所と私的な場所では優先される
べき「文化」が異なるという考えを述べ、公的な場所ではマジョリティーの

「ルール」や伝統・慣習を尊重すべきとしている。教師 I（女性、東京都小学
校、日本語）は、「言語は、母語を忘れないで欲しいなっていうのはあるん
ですね。母語もきちっと確立させながら、日本語もできるのが一番理想だと
思うので、もしご家庭で母語を使ってるんだったら、ぜひ使って忘れないよ
うにしてくださいってことは、言っています。（中略）あとはやっぱり習慣
ていうか、学校生活はね、こちらの方の習慣に慣れてもらわなきゃいけない
ので、それは、思いますね。あと、伝統とか文化とかはね、もうぜひ忘れな
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いで、継承していければいいなと思ってるんですけど。」と、維持すべき「文
化」としてはニューカマー児童・生徒（または親）の出身国の言語・伝統や
習慣、適応すべき「文化」としては学校生活の習慣と述べている。学校生活
の習慣について、具体的には、「結構学校にお菓子なんか持ってきちゃった
りとか、そういうふうに、ね、買い食いしながら帰ってるとか、そういうの
がちょっと、あったんですけど、やっぱりきちっと日本のね、ルールってい
うか約束はこういったもんだよって教えていかないといけないって思ってる
んですけどね。（中略）なので、学校生活については同じように、きちっと
やらせたいとは思いますね。」と、持ち物や買い食い禁止のルールについて
言及している。また、教師 E（女性、東京都小学校、日本語）は、「学校に来
ても、わりと外国から来てる子ってわりと自由奔放な、日本人から見たらね、
自由奔放なところがあり、なぜそういった規律があるのか、ルールがあるの
か、というそういったルールや規律のない概念から来てる子にとっては、な
んでみんな同じ動きをしているんだろうと捉えられたりしますよね。日本人
にとってはそれが当たり前、みんなで同じことをするのが当たり前、同じも
のを持っているのが当たり前、ランドセル持って制服着るのが当たり前だけ
ど、世界からとったらそれはすごく軍隊的で、変…。かといって、やはりそ
ういったみんなで行動することを大事にしていくところで生活し、生きてい
くのであれば、そういうことを気にしない民族だったらいいけれども、気に
する人たちの中で生きていくのであれば、その子が大事にされる、自分自身
が大事にされるっていうことを考えたときに（a）、流れに流されるということ
ではなく、様子をみて、自分ができる範囲で納得できる範囲で周りと同じよ
うに動いたり、合わせるのではなく、自然に動いちゃったとか、そういうこ
とであれば、そのほうが子どもたちは仲良くできるんだろうなって。」と述
べ、学校での画一的な行動・服装・持ち物について言及した上で、児童・生
徒ができる範囲で「自然に」適応できることが良いとしている。その他には、

「学用品と関係ないものは持ってこない。あと、必要以上の身だしなみ、装
飾品は身につけてこない」や「授業中に飲み物飲まない」（ともに教師 F（男
性、東京都小学校、6 年生担任））などが、外国籍児童・生徒に期待される適
応すべき「マジョリティー文化」（「ルール」）の例として挙げられた。

そして、このような学校を含む公の場でのマジョリティーの「ルール」や
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習慣への適応と、それを破らない範囲でのマイノリティー言語や伝統文化・
慣習の維持が支持される背景としては、以下のような理由が指摘された。教
師 P（女性、東京都中学校、日本語）は、「ただ、自分のアイデンティティー
がないっていうのは、物を考えることができませんので、やっぱり自分の言
葉とか自分の文化も大切にしながら、日本にも適応していくっていうのが一
番いいなと思います。（中略）やっぱり自分の考えを自分の母語を持ってい
ることが大事だなと思います。」と、マイノリティー文化やエスニックアイ
デンティティーの尊重が本人の思考力の発達、自己の確立や人格形成という
面で重要であるという教育的な指摘をしている。また、教師 K（女性、東京
都小学校、日本語）は、「お家の中の言語が日本語じゃないのがメインなら
その言語でしゃべって欲しいなと思っています。私個人は。例えば、日本語
を勉強していても、お家でお父さんお母さんとのコミュニケーションが中国
語の方が便利というか、その方が、彼の、なんていうのかな、お父さんお母
さんが言いたいことが彼を育てていくために、中国語の方が心が届くような
話しができるなら、中国語でコミュニケーションとってほしい。」と、親子
関係やしつけという観点から第一言語を話すことを重要と考えている。一方
で、前段落の波線部（a）の教師Eや下記の教師Fは、児童生徒自身が周りか
ら大事にされる、周りの人々と良い人間関係を築けるという理由で日本の習
慣に合わせることを望ましいとしている。

たぶん（適応と維持）両立するっていうほうが僕は考えてます。えっと、
日本という国で生活することを選んだ以上、日本の文化や伝統、慣習って
いうものに合わせられないと、不幸になると思います。自分たちが持てる
力を充分に発揮できないし、周囲から誤解されると思うんですよね。自分
の国の伝統や慣習だけに固執すると。でも、それを捨ててまで、日本に合
わせることもないと思います。でも、おそらくは、日本に合わせないとい
けない部分がたくさんでてきちゃうんだと思います。実際は。（中略）そ
ういうところ *も、今後ここで生活していくあなたにとって、知ってて、
分かってて、やれた方があなたにとってプラスになるからということは伝
えるとおもいます。そういう意味では郷に入りては郷に従えですけど。（教
師 F：男性、東京都小学校、6 年生担任）  
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　（注）（　）内は筆者による補足  
　* 持ち物や身だしなみ等、学校生活のルールのこと

教師 F は、日本の「ルール」や慣習に合わせることでニューカマー児童・
生徒が日本で力を発揮し生きやすくなる点を指摘している。

以上のように、日本の「ルール」や慣習を破らない限りにおいて、「マイノ
リティー文化の維持」を支持するという意見を持つ教師たちは、学校への持
ち物・服装、集団的な行動様式等、いわゆる「一斉共同体主義」（恒吉，
1996）的な日本の学校文化への適応と、それらの「ルール」を守った上での
母語やアイデンティティー、伝統文化の維持を期待していることがわかっ
た。そして、その背景には、マイノリティーのエスニックアイデンティティー
や伝統文化を維持することが児童・生徒自身の人格形成、自尊心の尊重や親
子関係の保持にとって良いという考え方があることが明らかになった。

3.3　マジョリティー文化への適応（グループⅢ）
それでは、マジョリティー「文化」への適応を支持した教師は、どのよう

な「文化」への適応、または維持を期待し、それはどのような理由によるも
のなのだろうか。

教師R（男性、東京都中学校、日本語）は、「まあどちらかと言えば、イ（数
の多い方の文化に合わせる）の方ですかね。（中略）日本語学級で教えてるの
は認め合って、独自の、日本の生活していく場合はこういうところまで必要
だけど、中国にいたときのこういう風俗習慣とか、こういう習わしとかは日
本にちょっと合わないぞとかね。そういう形で、まあベースはやっぱり日本
ですけどね。やっぱりそれを土台にして、それぞれのいいところはね、認め
るようにはしてるんですけどね。」と答え、マジョリティーの習慣にならう
ことを期待していることがわかる。教師 O（女性、川崎市小学校、日本語・
国際クラス）は、「私自身は日本の文化が今すごく少なくなってますよね。
それがすごく危惧していますのでね。（b）（省略）例えば、音楽の時間に三味線
や和風の音楽をかけます。そうすると、音楽の教員から聞いたんだけど、
えって子どもの声があがるそうです。聞いたことがないから。で、私はそれ
はイヤなので、積極的に和風のもの入れてるんですよ。（省略）日本の文化
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はとてもいいんだってことをどっかで啓蒙していかないといけないんだろう
なあって私は思います。（b）の続き」とし、音楽など日本の伝統文化の維持のため、
マジョリティー・マイノリティー児童・生徒双方に日本の伝統文化を教育し
ていることがうかがえた。同様に、教師M（女性、東京都小学校、日本語）は、

「やはり日本の慣習とか伝統をまもっていく方がいいと思いますね。えっと、
どう考えてもプライベートはね、食べるものとか行事とかそれぞれあると思
うので。（中略）やっぱり日本人の強さとかね、特性とか考えたときに、今
本当に日本のことを結構なんか忘れちゃってる。（中略）そういう自分たち
の文化捨てて、他からの文化の吸収が激しいっていうのがあったり、それか
らま、やっぱり欧米諸国の真似がなんでも多いと思うんですよ。」と、「日本
人の精神性」7）が失われることへの危惧から、ニューカマー児童・生徒がマ
ジョリティーの伝統や慣習へ適応することで「日本人の精神性」が変容しな
いことを期待している。

では、ニューカマー児童・生徒に「マジョリティー文化への適応」を求め
ること（あるいは、日本の「マジョリティー文化の維持」を求めること）の背
景にはどのような理由があるのだろうか。上述の波線部（b）に見られる日
本の伝統的な文化が廃れていくことへの危惧（教師 O）や下記の教師 M に見
られるグローバリゼーションや欧米化による日本「文化」の変容に対する危
惧が理由として述べられている。

えっと、例えば、固有の伝統や慣習をまもっていくっていうのも、どこの
国だかわかんなくなっちゃう。いっぱい人入ってきてますよね。でもやっ
ぱりね、日本のこと考えたら、日本は日本でいくべきだと思うので。やっ
ぱりイ（数の多い方の文化に合わせる）っていうふうに思いますね。でね、
学校の中で言えば、例えば給食なんか典型的なものだと思うんですけれど
も、あの、例えばイスラムの人がいますよね。そうすると豚肉食べないと
か、ま、いろいろあるでしょう。で、今は人数が少ないし、え、どうぞっ
て言って、この学校なんかもすごくよく対応してますけども、うーん、そ
の豚肉だけじゃなくて、いろいろなことがね、例えばお祈りしたいとかね、
もっと大勢になって、じゃあお祈りの時間をつくる、それに合わせるって
いうふうに学校がなっちゃうとね、やっぱり違ってくるかなみたいに思う
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のねー。そういう意味でも、イ（数の多い方の文化に合わせる）がいいか
なと思いますね。（教師 M：女性、東京都小学校、日本語）

また、教師Rは「まあどちらかと言えば、イ（数の多い方の文化に合わせる）
の方ですかね。固有の慣習や伝統を守っていくのが良いというと、そのコ
ミュニティができちゃうでしょ。それはやっぱり日本の中で、フィリピン社
会とか韓国社会とか。中華街とかいろいろあるかもしれないんだけど、やっ
ぱりね、自分の国の独自性っていうのはもちながら、やっぱり日本での生活、
1つの国、日本での社会に適応していく、溶け込んでいく。うん。というのが、
大切かなと思って。」と、日本社会の分裂・分断を避けるため、ニューカマー
児童・生徒が「マジョリティー文化への適応」をしていくことを期待してい
ることがわかる。

以上のように、「マジョリティー文化への適応」を望ましいと考える教師
たちは、グローバリゼーションや国内の多文化化の影響から日本の伝統文化
が廃れていくことや、「日本人の精神性」が変容してしまうことを避けるた
め、また民族・文化による社会の分断が起こらないようするために、日本の

「伝統的価値観」7）や文化をニューカマー児童・生徒が学んでいくことを望ん
でいることがわかった。ただし、ここで「適応」を支持した教師の数は 3 名
と少ないため、この分析結果は示唆的であるもののただちに一般化できるも
のではないことを書き添えておきたい。

3.4　まとめと考察―文化の位相―
教師たちの回答を分析すると、「文化」という言葉が文脈によりさまざま

な意味を持って使われていることがわかった。表 3 は、インタビューの回答
において「文化」の指し示す多様な意味をまとめたものである。

マイノリティー文化の中にも放棄を期待されるもの（表 3 の（1））と、維
持することが望ましいと考えられているもの（表 3 の（2））がある。維持す
ることを期待されるニューカマー児童・生徒の第一言語や家庭での風習など
のマイノリティーのエスニシティは教育達成を通じた平等への資源と考えら
れている。多くの教師からニューカマー児童・生徒が適応を期待されるマ
ジョリティーの「ルール」とは、民主主義や人権などの法律で定められる価
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値観や規範（表 3 の（5））ではなく、日常生活における慣習的な「ルール」
（表 3 の（3））である。この「ルール」遵守について言及した教師が多いこと
から、これは多文化化する日本社会に一定の秩序を与えるものとして広く受
け入れられている考え方だと言えそうである。つまり、欧米の多文化主義に
おいて適合が期待される「重要な価値観」（Castles, 2004）や公的領域での「単
一文化」（Rex, 1996）が法律で定められる価値観（表 3 の（5））だとすれば、
日本の「多文化共生」には適応を期待される「重要な価値観」にもう一つの位
相があると言うことができ、それがマジョリティーの日常生活における

「ルール」（表 3 の（3））である。このように、法律で期待される価値観とは
別にマジョリティーの「文化」に根ざした「ルール」の共有をも多様な民族
的・文化的集団に求める点は、日本の多文化共生社会の一つの特徴であると
言えるのではないだろうか。

表3　「文化」の位相

（1）放棄することを
期待されるマイノ
リティーの民族「文
化」

教師が外国籍児童
生徒に対して、学
校へ持ち込まない
ことを望む習慣、
ホスト社会の公の
ルールを破るよう
なこと
（例）登下校中の買
い食い、学校への
持ち物、学校での
身だしなみ、など

（3）マジョリティー
のメタ―レベル「文
化」

公の場（学校、近隣
地域）でのルール、
社会規範、日常生
活におけるマナー、
言語（日本語）
（例）電車のホーム
で並ぶこと、学校
の制服、登下校中
の買い食いの禁止、
学校への持ち物、
学校での身だしな
み、など

（2）維持することを
期待されるマイノ
リティーの民族「文
化」

第一言語、伝統文
化、ホスト社会の
公のルールに抵触
しないようなマイ
ノリティーの習慣
（例）宗教、食文化、
季節の行事、伝統
的価値観、第一言
語

（4）マジョリティー
の伝統「文化」

欧米化や社会の多
文化化による分断
の影響から日本の
伝統文化を守るこ
とを重要と考える
教師は、ニューカ
マー児童・生徒も
日本の伝統文化を
学ぶことを期待し
ている

（5）法律で規定される価値観 民主主義的価値観、人権、反差別主義、
反人種差別、など （例）法律

注：筆者の博士論文掲載の表をもとに加筆修正および翻訳
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4　結論―日本の文化ナショナリズムとしての「多文化共生」―

以上のように、東京都および神奈川県川崎市の小中学校で外国籍児童生徒
を教える教師たちへのインタビュー調査結果の分析から、多文化な社会に秩
序を与える「重要な価値観」（Castles, 2004）が法律などに加え、マジョリ
ティーの「ルール」という二層になっていることがわかった。学校では、こ
の「ルール」に抵触するかしないかが維持を期待されるマイノリティー「文
化」と期待されないマイノリティー「文化」の違いとなっており、前者は平
等へのエスニック資源と捉えられていることが多い。マイノリティー側の視
点から見ると、「ルール」への適応は、姜（1998）が指摘するような「日本文化」
への同化と捉えられるが、ここでは「文化」ではなく「ルール」として捉えら
れていることは注目に値する。日本の「多文化共生」は、マジョリティーの
日常生活に根ざした習慣を「文化」ではなく「ルール」と呼ぶことで、多様な
民族・文化集団が存在する社会に秩序を与える共有すべき文化的に中立的な
価値とし、その結果として、集団を重視する日本の慣習的な価値観の存続に
寄与していると考えることができるのである。これは、グローバリゼーショ
ンの影響に対抗した新たな文化ナショナリズムの出現と見ることができるの
ではないだろうか。本研究の事例だけでは実証できないが、今後さらに研究
すべき課題として仮説的に提案することをもって、本研究の結びとしたい。

〈付記〉
本論文は、筆者が 2015 年にオックスフォード大学大学院社会学研究科博士課程に提出

した博士論文をもとに再構成および加筆修正したものである。

〈注〉
  1）  筆者は、文化は流動的・可変的なものであり、ある集団にコンセンサスのとれている

固定的な文化は存在しえないという立場をとるが、本論文では便宜上、「マジョリ
ティー文化」や「マイノリティー文化」などの表現を用いて、インタビュー対象者が
それらの言葉から想起するものをそれぞれ「マジョリティー文化」や「マイノリティー
文化」として表現する。

  2）  山脇（2006）によると、日本の地方自治体で「多文化共生」という言葉が使われ始めた
のは 1990 年代以降である。

  3）  ISSP（http://www.issp.org/）は国際的に毎年行われている調査で、トピックは社会
科学に関連するものである。ナショナル・アイデンティティーに関する調査は 1995
年、2003 年、2013 年に実施された。

  4）  数件のみ90分以上に及んだ場合があった。また、実際のインタビューでは、「日本人」
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らしさに関する質問や外国籍児童・生徒のアイデンティティーに関する質問等も行っ
たが、本論文ではそれらの分析は省略する。

  5）  ISSP2003 で用いられている選択肢は（ア）、（イ）、（エ）であるが、言葉の解釈や選択
肢の内容についても意見を聞けるよう、（ウ）の選択肢を作成した。

  6）  以降、教師名の後の（ ）内には、性別・学校地域および種別・担当教科を記す。
  7）  ここでは「日本人の精神性」が何であるかの議論は省略し、インタビュー対象者が「日

本人の精神性」という言葉で指し示したものを意味するものとする。「伝統的価値観」
も同様。
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