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－大会特集論文－ 

外国につながる子どもたちのために 今何ができるか 

 

 本誌特集論文は、2014 年 7 月 26 日（土）に開催された名古屋多文化共生研究会 2014 年

度年次大会（於：名古屋市立大学 滝子キャンパス）にご登壇いただいた、各パネリストに

よる寄稿論文で構成されている。大会の趣旨は以下のとおりであった。 

 

「1990 年以降増え続けてきた新来外国人。親（第一世代）に伴われて来日した子どもたち

（第二世代）も増え続けています。かつては幼かった子どもたちが今では若者世代や親世代

になっており、その多くがここ日本に永住する道を選んでいます。しかしながら、かれらが

日本社会の構成員として幸せに生活していくためには、多くの障害や困難を乗り越えなけ

ればならないことは想像に難くありません。これらの子どもたちを育むために必要なこと

は何なのでしょうか。 

 本大会では、①アメリカの新来移民第二世代に焦点を当てたポルテスらの研究を続けて

きた村井忠政氏、②学校現場及び地域での外国人支援に広い知見をお持ちの松本一子氏、③

多文化共生の現場に深くかかわりながら研究を進めておられる小島祥美氏、④外国人年少

者の研究を長年続けてこられた今津孝次郎氏をパネリストに迎え、会場の皆様とともに、外

国につながる子どもたちのために私たちが今できることは何かを探りたいと思います。」 

 

大会当日には 50 名を超える来場者があり、盛会となったことを感謝申し上げたい。 

 

名古屋多文化共生研究会 事務局 

2015 年 3 月 
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現代アメリカ新来移民第 2 世代の同化をめぐる研究 
―ポルテスらの「分節化された同化」モデルの検討を中心に― 

 

村井 忠政 

（名古屋市立大学） 

 
 

20 世紀末から今世紀にかけて、アメリカ合衆国に難民や不法移民をも含む移民の大波が押し寄せてきている。19 世紀末から 20 世紀

初頭にかけて東・南欧から押し寄せた新移民（new immigrants）の大波とは大きく異なり、これら現代アメリカの新来移民（newcomers）

を構成しているのは、ラテンアメリカ、カリブ海諸国、そしてアジア諸国からのきわめて多様な言語、人種、民族、宗教、社会階層から

なる人々である。本報告では、アレハンドロ・ポルテスとルベン・ルンバウトによる共同研究プロジェクト「移民子弟の縦断的研究（CILS）」

の成果に依拠しつつ、現代アメリカの新来移民第 2 世代の同化をめぐる問題を検討する。第 1 に、ポルテスらが伝統的な「直線的同化

論」に疑義を呈し、これに代替する仮説として提示した「分節化された同化」モデルが、現代アメリカ社会における移民の同化を分析

する理論枠組としてどこまで適合的なものであるかを検討する。第 2 に、この理論枠組によって分析された新来移民の子どもの同化プ

ロセスとその適応結果に見られる諸問題を取り上げ、現代アメリカ新来移民の子どもたちのアメリカ社会への同化の障害となっている

社会経済的要因を明らかにし、それらの障害を克服するためにはいかなる施策をとらなければならないかを考える。 

キーワード：CILS、現代アメリカ新来移民、新第 2 世代、分節化された同化 

 

1．はじめに 

 

1965 年の移民法改正によってアメリカ合衆国（以下、

アメリカ）の移民政策に抜本的な転換が図られ、移民選抜

の基準が大きく変わった。その結果、それまでヨーロッパ

諸国に大きく偏っていた出身地域に代わって、1970 年代

以降ラテンアメリカ、カリブ海諸国、アジア諸国からの移

民が急増し、その趨勢は 21 世紀に入ってからも止まるこ

とがなく今日に至るまで続いている。これはアメリカ移

民史における第 2 の移民の大波と呼ばれている。これら

現代の新来移民（newcomers）の多くは非ヨーロッパ圏

から来ているだけでなく、そこには低学歴の非熟練労働

者のほかにかなりの数の高学歴の専門職や起業家が含ま

れ、さらに東南アジアやキューバからの難民のほか、メキ

シコなどラテンアメリカ諸国からの多くの不法移民も含

まれている。 

かかる事態を受けて、アメリカの移民研究は現在新し

い段階に入ったと言われる。この新しい移民研究の時代

は 1970 年代から始まり、80 年代に拡大し、90 年代に爆

発的な勢いで広まり現在に至っている（Foner, Rumbaut, 

and Gold, eds. 2000: 3）。さらに初期のアメリカ移民研

究がもっぱらヨーロッパ（東・南欧）からのいわゆる新移

民（new immigrants）に焦点を当てていたのに対して、

現代の移民研究ではラテンアメリカ、カリブ海諸国、アジ

ア諸国からの新来移民に焦点が当てられることが圧倒的

に多くなり、ヒスパニックやアジア系の移民を対象とす

る研究はますますその数を増してきている。 

 本報告では、新来移民第 2 世代の同化を分析するため

の理論枠組（仮説）としてポルテスとルンバウトによって

構築された同化理論をとりあげ、その核心部分について

検討を加える。ここでの主たるねらいは、ポルテスらが主

唱する「分節化された同化」モデルが、現代アメリカの新

来移民第 2 世代の同化を分析する道具としてどこまで説

得的であるかを検証するところにある。 

 

2. 「分節化された同化」モデルの提唱 

 
今日アメリカに押し寄せつつある新来移民とその子孫

（第 2 世代、第 3 世代）の同化をめぐって、移民研究者の

あいだで見解が大きく分かれている。第 1 の見解は、ア

メリカにおける新来移民とその第 2 世代である子どもた

ちの編入のプロセスを社会学的に分析する道具として、

同化モデルが依然として有効であるとの認識に立つ。こ

の見解をとる研究者たちは、伝統的な同化概念を批判的
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に再解釈することで、現代のエスニック状況に適合的な

新しい同化理論の再構築を試みている。これは、1990 年

代に入ってから現代アメリカの移民研究者のあいだで盛

んになったものである（Alba and Nee 2003）。新同化論

者と呼ばれるこれら社会学者を中心とする移民研究者た

ちは、かつて 19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて東・南

欧から大挙して米国に押し寄せた貧しい移民の群と同様、

現代の新来移民もその大勢は長い目で見れば同化に向か

っているとの立場をとる。かれらがその論拠としている

のは、次のような歴史的事実である。すなわち、20 世紀

初頭の東・南欧からの移民たちは、移住当初こそネイティ

ヴィズムと呼ばれる激しい移民排斥運動に直面しアメリ

カ社会の底辺に位置づけられていたが、その後徐々に上

昇移動を遂げることに成功し、第 3 世代までにはほとん

どの移民グループが中流の仲間入りを果たし、結果とし

てアメリカのメインストリームに統合されている（村井 

2008）。 

このような新同化論のかなり楽観的と思われる見通し

に対して、ポルテスらは異議を唱えている。かれらの見解

によれば、現代の新来移民の第 2 世代、第 3 世代がアメ

リカ社会に適応しメインストリームに統合されるために

は、20 世紀初頭の移民の子どもたちとは比較にならない

多くの機会と同時に大きな危険をもたらす多様かつ複雑

な環境に立ち向かわなくてはならないのだ。ポルテスら

も今日の移民を研究するにあたって同化が依然として基

本概念であることは認めているが、今日の同化のプロセ

スはきわめて多くの予測不可能な偶然性やあまりにも多

くの変数による影響を受けるため、同化が一様かつ直線

的に進むとする伝統的な直線的同化（ straight-line 

assimilation）のモデルは同化の社会学的分析の枠組みと

しては問題があり、今日の移民の第 2 世代は分節化され

た同化（segmented assimilation）のプロセスをたどって

いると捉えるのがより妥当な見方であるとする。この分

節化された同化のモデルによれば、現代の新来移民の同

化は、移民グループによってそのプロセスと適応結果は

それぞれ異なり、上昇移動を遂げることでアメリカのメ

インストリームに急速に統合されるというパターンは、

可能な選択肢の１つに過ぎない（Portes and Rumbaut 

2001: 45）。 

 

3. 文化変容の型と役割逆転 

 

分節化された同化のモデルについては後にまた取り上

げることにし、ここでは移民の家族がホスト社会に適応

しようとする際に避けて通ることのできない同化の最初

のステップである文化変容（acculturation）について述

べたい。移民の親と子が、ともに新しい言語（英語）と生

活習慣（アメリカ的なライフスタイル）を習得するプロセ

スが文化変容であり、それが同化への第一歩となる。この

文化変容のプロセスは移民グループによって大きく異な

っており、しかもそれは第 2 世代の適応結果に重大な影

響をもたらすと考えられる。 

ポルテスらは、新しい社会に移民が適応する際に見ら

れるもっとも痛ましい光景として「子どもたちが現実に

親たちの親になることがありうるという事実」（Portes 

and Rumbaut 2001: 51-52）を挙げている。このような親

子間の役割逆転（role reversal）が起こるのは、子どもた

ちの文化変容がかれらの親よりもはるかに先に進んでし

まい、家族にとって重要な判断を下す際に、子どもたちが

持っている情報に親が依存するようになるためである。 

この親子間の役割逆転は、移民第 2 世代の若者のアメ

リカ社会への適応を妨げる重大な障害になりうる危険性

を内包している。親子の役割が逆転することで親の権威

が失われ、世代間の断絶・葛藤が生じることは移民家族に

よく見られる現象である。子どもが人間として十分に成

熟する前に親の監督から自由になることで、子どもはイ

ンナーシティのサブカルチャーがもたらすさまざまな脅

威（ストリートギャングの存在、青少年非行、暴力の横行、

麻薬汚染）に曝されることになる。その結果、子どもの学

校教育からのドロップアウト（退学・不登校）の確率が高

くなることが予想される。かくして、役割逆転は下降同化

の可能性を示す危険信号となる。このような親子間の役

割逆転が生じるのを未然に防ぐには、どのような文化変

容のあり方が望ましいのだろうか。 

役割逆転が生じる原因を考察するためには、次の 3 点

について検討することが必要である。 

① 親子の文化変容のプロセスが同じような速さでゆっ

くり時間をかけて進むか、それとも子どもの文化変

容のプロセスが親のそれよりもはるかに先に進んで

しまうか。 
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② 親子がそれぞれエスニック・コミュニティのメンバ

ーとしてどの程度組み込まれているか。 

③ 子どもによる英語とアメリカ的生活習慣の習得が母

語と母国の文化を維持したままなされるか、それと 

もそれらを捨て去ることでなされるか。 

 これらの点を理念型としてモデル化したものが文化変

容の型である（第 1 表参照）。 

これらの文化変容の型のそれぞれの特性について、ポ     

ルテスらは次のように説明している。 

① 不協和型文化変容（dissonant acculturation）が生

じるのは、移民家族の子どもたちが親より先に英語

やアメリカ的生活習慣を習得し、それと同時にその

移民の文化を喪失してしまったときである。とりわ

け親が子どもの助けを借りる以外にホスト社会で

うまくやっていく手立てがないときに、この型の文

化変容は親子役割の逆転につながる。 

② 協和型文化変容（consonant acculturation）は、不

協和型文化変容とは反対に移民家族が英語とアメ

リカ的生活習慣を習得し、母語と母国の文化を徐々

に捨て去るプロセスが親子間でほぼ同じ速さで進

む状態である。移民の親に十分な人的資本があり、

子どもと一緒に文化変容を遂げ、子どもを監視する

ことができる場合に、この型の文化変容はもっとも

よく見られる。 

③ 最後に、ポルテスらがもっとも望ましいと見ている

選択型文化変容（selective acculturation）が生じる

のは、移民家族の親子がともに十分な規模と多様な

制度を有する同国出身者のコミュニティにしっか

りと埋め込まれており、そのコミュニティが移民家

族の文化面での変化を減速することで、両親の母国

のことばと規範の一部を保持することを促進する

場合である。この第 3 の型の文化変容においては、

第 1 表 世代間にまたがる文化変容の型 

子どもが英語

とアメリカの

生活習慣を習

得する。 

親が英語とア

メリカの生活

習慣を習得す

る。 

子どもがエス

ニック･コミュ

ニティのメン

バーになる。 

親がエスニッ

ク･コミュニテ

ィのメンバー

になる。 

文化変容の型 予想される適応結果 

+ + - - 
協和型 

文化変容 

主流社会への統合を親子とも

に探求。子どもたちは急速に英

語モノリンガルにシフト。 

- - + + 
文化変容への 

協和型抵抗 

エスニック･コミュニティ内で

家族は孤立する。故国へ帰還す

る蓋然性が高い。 

+ - - + 
不協和型 

文化変容（I) 

家族の絆の崩壊と子どものエ

スニック･コミュニティの放

棄。子どもはモノリンガルに。 

+ - - - 
不協和型 

文化変容（Ⅱ) 

親の権威の喪失と親の言語

（母語）の喪失。親子の役割

逆転および世代間の葛藤が生

じる。 

+ + + + 
選択型 

文化変容 

親の権威の維持。世代間の葛藤

はほとんど存在しない。子ども

たちは流暢なバイリンガルに。 

出典：Portes and Rumbaut（2001: 52）より筆者作成 
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世代間の葛藤が相対的に欠如し、子どもの友人に同

国出身者が多く存在し、第 2 世代が完全なバイリン

ガ ル に なる こ とが 予想さ れ る （ Portes and 

Rumbaut 2001: 53-54）。 

 
4. 分節化された同化のプロセス 

 

ここでふたたび、ポルテスらの分節化された同化モデ

ルに立ち戻り検討を加えることにしたい。ポルテスらは

「分節化された同化」が生じる原因として、次の 4 つの要

因を挙げている（Portes and Rumbaut 2001: 45-46）。 

① 移民第 1 世代の歴史。 

② 移民の親と子の文化変容（acculturation）の速さ

とその規範的統合との関連。 

③ 移民第 2 世代の若者がホスト社会に適応しようとす

る際に直面する文化的、経済的障害。 

④ これらの障害に直面した際に助けとなる家族やコ

ミュニティの資源。                                          

  これら 4 つの要因を組み合わせてつくられたのが分節

化された同化のプロセスを示すモデルである（第 1 図参

照）。このモデルでは、移民の親が背景にもっている諸要

因（人的資本・編入様式・家族構造）と親子間の文化変容

の型（不協和型・協和型・選択型）が、移民の子どもが移

民コミュニティの外部に立ち塞がる障害（人種差別・二極

化した労働市場・インナーシティのサブカルチャー）に立

ち向かうやり方と関連づけられている。これら多様な状

況に置かれている子どもの同化がどのようなものになる

かは、移民コミュニティの外在的な障害、家族とコミュニ

ティの資源、文化変容の型など、これらの変数の相互作用

によって決まる。 

第 1 図 分節化された同化のプロセス（モデル） 

第１世代                        第 2 世代 

背景の諸要因         文化変容の型                       外在的な障害                      適応結果                                            

親の 

人的資本 

 

 

移民の 

編入様式 

 

 

家族構造 

 

 

 

 

 

不協和型 

文化変容 

 

 

協和型 

文化変容 

 

 

 

選択型 

文化変容 

 

 

 

人種差別     二極化した   ｲﾝﾅｰｼﾃｨの 

労働市場    ｻﾌﾞｶﾙﾁｬｰ 

差別に直面しても

サポートが得られ

ない。 

 

 

個人の資源のみ

で対処。 

 

 

 

敵対的態度や

ライフスタイ

ルに対抗する

メッセージが

ない。 

下降同化。 

 

 

 

 

差別に直面した際

に、家族のサポー

トがある。 

親の指導助言や

家族の資源があ

る。 

家族の願望に

基づく対抗的

なメッセージ

が存在する。 

 

大多数は上昇

同化。差別によ

って妨げられ

ることがある。 

コミュニティのフ

ィルターを通して

差別を経験。家族

とコミュニティの

サポートがある。 

 

家族とコミュニ

ティの後押しが

あり、親の指導助

言が得られる。 

家族の願望と

ネットワーク

に基づいた対

抗的メッセー

ジが存在する。 

バイカルチュ

ラリズムと結

びついた上昇

同化。 

出典：Portes and Rumbaut（2001: 63）より筆者作成 
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このように見ると、今日の移民の同化は直線的ないし

単線的なプロセスなどではなく、多様な変数の影響を受

けることできわめて複雑なプロセスをたどることが分か

る。 

 

5. 二極化した労働市場 

 

ポルテスらは現代の新来移民の子どもたちが教育目標

を達成し、将来の職業キャリアにおいて成功するために

克服しなければならない主要な障害として、次の 3 つの

問題を挙げている（Portes and Rumbaut 2001: 55）。 

① 現代のアメリカ社会においても依然としてなくな

らない人種差別。 

② 米国の労働市場の二極化と格差の拡大。 

③ 大都市のインナーシティにおける周辺化された

最底辺貧窮層
ア ン ダ ー ク ラ ス

の存在。 
 これらの中でもとりわけ致命的な障害となって第 2 世

代の前に立ち塞がっているのが、米国における労働市場

の二極化である。1960 年代に始まったアメリカ社会の脱

工業化とそれに付随する「産業の空洞化」の進展によって、

それまでヨーロッパからの移民の第 2 世代に経済的上昇

のための基盤を提供していた仕事が次第に消滅していっ

た。その結果、総労働力の 3 分の 1 を上回っていたアメ

リカの製造業部門における雇用は、1950 年から 1996 年

のあいだに 15 パーセントを下回るところまで急落して

いる。この雇用不振はサービス業部門の雇用にとって代

わられ、サービス業部門の雇用は全労働者数の 12 パーセ

ントから 3 分の 1 近くまで急増している。しかしながら

サービス業の雇用は、通常は人的な役務を伴う単純な臨

時の低賃金の仕事と、急激に増加した高度の技術や専門

的な技能を要求される職種とに二極化している。これら

高報酬のサービス部門の仕事が創出された原因としては、

再編成された資本主義経済の指揮統制機能に付随する複

雑な職務が必要になったことと並んで、新しい情報技術

と関連した知識集約型産業が誕生したことがあげられる

（Portes and Rumbaut 2001: 57）。 

 このような市場にあっては、不熟練の単純なサービス

労働に従事する者と、高学歴の専門職や技術者に対して

は大きな需要があるが、その中間の熟練技能を要する相

対的に収入のよい安定した雇用に就く機会は消滅しつつ

ある。教育水準の低い成人の移民たちは、中央部が細くく

びれたこの新しい「砂時計型」の二極化した労働市場に直

面して、低賃金の単純なサービス労働の仕事に大挙して

押し寄せることになる（Portes and Rumbaut 2001: 58）。 

このように労働市場の格差がますます拡大したことに

よって、今日の移民の子どもたちが社会的、経済的な成功

を収めるためには、ヨーロッパからの移民の子孫たちが

数世代かかって克服した教育における格差を数年のうち

に超えなければならないという厳しい状況に置かれてい

る。このように考えると、今日の移民第 2 世代にとって、

教育目標と学業達成はとりわけ重要な意味を持っている

ことが分かる（Portes and Rumbaut 2001: 58）。 

 

6. 分節化された同化の 3 つのパターン 
 
移民第 2 世代の同化をめぐるポルテスらの以上の議論

を要約すると、今日のアメリカの移民グループは、それぞ

れのグループがたどる同化のプロセスによって、大きく

次の 3 つのパターンに分けることができる。 

第 1 のパターンに入るのは、移民の個人的属性である

高度の人的資本と、ポジティブな編入様式という強みに

乗じることで上昇移動を遂げ、早くも第 1 世代のうちに

中流の仲間入りに成功する恵まれたグループである。こ

の移民グループの子どもたちは、質の高い教育を受ける

ために必要な資源や、ときには起業家となるための機会

さえも保証されている。かれらには学業や将来の職業キ

ャリアに対して、アメリカ生まれの子どもたちと同じよ

うにリラックスした態度が見られる。この恵まれた移民

グループは、アメリカのメインストリームに完全に統合

されることによって、第 3 世代までにはほぼ完全に文化

変容を遂げアメリカ化されることで、そのエスニックな

絆やアイデンティティは弱まってしまう。これこそまさ

に直線的同化論の想定するプロセスであり、中国、インド、

フィリピン、韓国などアジアからの高学歴の専門職の移

民グループや、1980 年のマリエル事件以前にカストロの

キューバから逃れてきた高学歴の専門職や起業家からな

る亡命者グループに見られるパターンである。 

第 2 のパターンに入るのは、第 1 の移民グループとは

異なり、人的資本には恵まれていないが、合衆国政府から

の手厚い定住支援策、一般社会やメディアの好意的・同情
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的姿勢などポジティブな編入様式に恵まれ、強い絆で結

ばれた家族やエスニック･コミュニティから提供される

資源を利用することで、第 2 世代になってなんとか中流

までたどり着くことができる移民グループである。この

第 2 のパターンに入る移民グループの代表としては、ベ

トナムからの難民家族を挙げることができる。貧しくて

も 達成意欲
アスピレーション

のあるこの移民グループの親たちは、子ども

の教育に強い願望と期待を持っており、子どもの学業達

成を確実なものにするために、次のような戦略をとって

いることが分かっている。祖父母や既婚の子どもと同居

し拡大家族を形成することによって、親や大人たちの子

どもに対する監督を強化し、子どもが親の言語（母語）を

使うように仕向ける。また年長者が年少のきょうだいの

勉強を見てあげるなど、きょうだい同士で助け合う。こう

してベトナム系をはじめとしてラオス、カンボジアなど

東南アジア難民の子どもたちは、親の人的資本は貧しい

ものの、親の願望と期待に応えて優秀な学業成績を収め

ていることはよく知られている。 

 第 3 のパターンに入るのは、第 1 と第 2 のいずれの移

民グループとも異なり、移民第 2 世代である子どもたち

の学歴や職業上の機会が、第 1 世代の親たち同様恵まれ

ないものであるために、上昇移動に失敗する不幸な移民

グループである。このような移民グループの若者は、第 2

の移民グループのような強い絆の家族もなく、エスニッ

ク・コミュニティからのサポートも得られないことで、イ

ンナーシティのサブカルチャーの影響をまともに受けそ

れに同化してしまう。このような状況に置かれた若者に

は次の結果が待ち受けている。これらの若者たちは

仲間集団
ピ ア グ ル ー プ

の同調圧力によってハイスクールからドロップ

アウトする確率が高く、上昇移動の機会を得られないま

ま下降同化することで大都市のインナーシティの底辺に

もともとあった 黒人最貧困層
ブラック・アンダークラス

に加えて、新たに周辺化さ

れたアンダークラスを形成する可能性が高くなる。この

ような状況はそれぞれのエスニック・コミュニティの性

格を決定づけてしまう。すっかり文化変容を遂げてしま

った第 3 世代は、第 1 世代や第 2 世代の移民たちが持っ

ていた意欲や社会的資源を失っている。それゆえ、かれら

の社会経済的地位は両親や祖父母がどのような経験をし

てきたかによって決まる。 

この第 3 のパターンをたどった移民グループの将来に

ついて、ポルテスらは次のような厳しい予測をしている。

「労働者階級に閉じ込められたり、あるいはインナーシ

ティのアンダークラスに下降同化してしまったグループ

が、第 3 世代のあいだに奇跡的に上昇し、グループ全体

の地位を変えることを期待できるような経験的証拠は、

今のところ見当たらない」（Portes and Rumbaut 2001: 

283）。このパターンを代表するのがほかならぬメキシコ

からの移民グループであり、かれらの人的資本のレベル

は他の移民グループと比べ際立って低いものになってい

る。これに並ぶのが、エルサルバドル、グアテマラ、ハイ

チ、ドミニカ共和国、西インド諸島などラテンアメリカと

カリブ海諸国からの移民グループである。 

 

7. 移民第 2 世代の出身国間に見られる学力格差 
 

ポルテスらの CILS プロジェクトによって、現代アメ

リカの新来移民第 2 世代の生徒のハイスクールでの学業

成績には、出身国によって大きな格差が存在することが

明らかになった（Portes and Rumbaut 2001: 235-237）。 

① ラテンアメリカおよびカリブ海諸国出身の生徒の

あいだでは平均して学業成績が振るわないが、対照

的にアジア諸国出身の生徒の学業成績は平均して

優れている。 

② アジア系のなかでも親が高いレベルの人的資本を

持つ中国系と韓国系の生徒の成績が飛びぬけて優

れている。 

③ ベトナム、ラオス、カンボジアなど東南アジア難民

の子弟は、親の人的資本が乏しいにもかかわらず、

比較的良好な学業成績を収めている。 

④ ラテンアメリカ系移民グループの子弟の場合、おし

なべて学業成績は振るわないが、ハバナの私立学校

に通うキューバ系の生徒の学力は例外的に優れて

いる。 

⑤ ラテンアメリカ系移民の子弟のなかでは、とりわ

けメキシコ系の生徒の学力不振が際立っている。 

ここから、同じく現代アメリカの新来移民の子どもで

あっても、移民グループによってアメリカ社会における

かれらの同化のプロセスは大きく異なることが予想され

る。すなわち、一方には、高レベルの人的資本とポジティ

ブな移民の編入様式に恵まれた幸運な移民グループがあ
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る。かれらは高度の専門知識や技術を活用することで社

会経済的に成功し順調に上昇移動を遂げ、早くも移民第 1

世代においてアメリカの中流に急速に統合され受け入れ

られる。かれらの子どもである移民第 2 世代は、郊外の

私立学校など質の良い教育環境を与えられることで優れ

た学業成績を収め、高等教育への進学の道が開かれてい

る。 

しかし他方では、親の人的資本にも恵まれず、差別や排

斥などの敵対的な編入様式や、インナーシティの劣悪な

環境の影響を受けて、アメリカ社会での適応に失敗し、下

降同化のプロセスに陥り、インナーシティの新たなアン

ダークラスを形成する不幸な移民グループがいることも

見逃すことはできない。人的資本の乏しい移民と敵対的

な移民受け入れの文脈とが結びついたとき、理論上どの

ような結果が予想されるかを示すまさに典型的な事例が

メキシコ系移民である。 

 

8. まとめ 

 

これまでの議論を要約すると、次のように結論づける

ことができるだろう。現代アメリカの新来移民の第 2 世

代の同化を分析するための理論仮説としてポルテスとル

ンバウトによって構築された同化のモデルは、CILS プロ

ジェクトの経験的調査結果によって、個々の例外や予期

せぬ効果は存在するものの、理論仮説としてほぼ適合的

であることが証明された。ポルテスらの分析から導かれ

る基本的な結論は、予測可能な社会的諸力によって条件

づけられる一連のパターン化された適応に関するもので

ある。それらの社会的諸力とは、第 1 に移民の人的資本

と社会関係資本であり、第 2 にホスト社会での機会と障

害である。これら社会的諸力は長い時間をかけて作用し、

まずは移民第 1 世代の社会経済的達成や家族の安定を、

そしてその後に第 2 世代と第 3 世代の子どもたちのキャ

リアの将来展望や学業達成を条件づけるのである。 

 総じて今日の移民の第 2 世代は、合衆国生まれの親を

持つ生徒に比べ優れた成績を収めていることは、各種の

調査データによって裏付けられている。かれらは学業面

でも適応面でもうまくやっているように見えるし、その

大半は将来的にはアメリカのメインストリームに加わる

ことができると推測することができる。これと反対に、と

りわけ不協和型文化変容を経験している子どものあいだ

で見られることだが、時間の経過にともなって、はじめの

うちこそ見られた 達成意欲
アスピレーション

が次第に減衰し、質の悪い学

校や絆の弱い家族のせいで自らの教育目標を実現不可能

な夢としてあきらめてしまうことがある。このような要

因の組み合わせから分かるのは、確かに新来移民の第 2

世代は総じて上昇しており、一般的に見られる楽観主義

には根拠があるが、それとは対照的に他のグループは、

達成意欲
アスピレーション

が阻まれ下降同化に向かっていることも事実で

ある。第 2 世代のあいだでこのように下降同化が優勢に

なるなら、ポルテスらが警鐘を鳴らすように、21 世紀の

半ばにはアメリカの都市は新たなアンダークラスの台頭

という問題を抱え込むことになるであろう。 
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外国につながる子どもたちの現状と今後の動向 
－国の施策と愛知県の取り組みを中心に－ 

 

松本一子 

（愛知淑徳大学 非常勤講師） 

 

 

2008 年秋に世界的な金融危機がおこり、帰国を余儀なくされた家族がある一方で、日本に留まることを選択した外国につながる子ど

もたちの家族は少なくない。多様な背景の子どもたちは、今後も増え続けると予測されているが、制度化が進んでいるにもかかわらず、

受け入れ体制は学校差・地域差が大きい。就学年齢の子どもたちの半数以上が日本生まれという地域もあり、将来、日本社会の構成員

となる子どもたちをどのように育んでいくかという問題について、国の施策や全国一日本語指導が必要な外国人児童生徒が在籍する愛

知県の取り組みを紹介して、今後に向けての提案をしたい。 

キーワード：就学義務、日本語指導が必要な児童生徒、特別の教育課程による日本語指導、就学前の教育 

                                                                             

1．はじめに 

 

 文部省（現文部科学省）が全国の公立小・中学校を対象

に「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等

に関する調査」を始めたのは、1991（平成 3）年からであ

る。前年に改定された「出入国管理及び難民認定法」が施

行されて、「定住者」の在留資格が新設され、多くの日系

人が家族を伴って来日するようになり、日本語がわから

ない子どもたちの就学が急増したからである。1991（平

成 3）年に公立の小・中学校に在籍する日本語指導が必

要な外国人児童生徒数は 5,463 人であったが、2012（平

成 24）年には 27,013 人（高校、中等教育学校、特別支援

学校の 2,301 人も含む）１）になり、加えて日本語指導が

必要な日本国籍の児童生徒数も 6,171 人となるなど、日

本語指導が必要な児童生徒の背景も多様化した。 

 日系人の子どもたちは、日本生まれが半数を占める地

域が珍しくなくなり、中国帰国者や難民の子ども達は 3

世 4 世の世代となっている。また、国際結婚も増えて多

言語環境になったり、日本人男性と再婚した母親に高学

年以降になってから呼び寄せられたりする子どもたちも

多くなっている。このようにさまざまなルーツがあり、外

国籍でも日本生まれで日本語しか話せない子どもや、日

本国籍でも日本語がほとんど話せない子どももいるため、

本論ではこのように多様な背景を持つ子どもたちを「外

国につながる子どもたち」と称して、その現状と今後の動

向を、国や自治体の施策の変遷と共に紹介したい。 

2．外国人の子どもの公立義務教育諸学校への 

        受け入れについて 

 

 就学義務については、憲法第 26 条で「すべて国民は、

法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教

育を受けさせる義務を負ふ」と規定されており、教育基本

法や学校教育法で具体的内容が定められている。そして、

就学義務を負う者は日本国民である保護者であり、 外

国人の場合はこの義務は課されていないが、「外国人が我

が国の公立小･中学校へ子どもの就学を願い出た場合に

は、市町村教育委員会は、その就学を許可すべき」２）だ

という解釈である。これは、1979（昭和 54）年に批准し

た国際人権規約 A 規約の第 13 条「初等教育は義務的な

ものとし、すべての者に対して無償のものとすること」と

いう趣旨を踏まえたものであり、国籍にかかわらず教育

の機会を保障するものである。しかし、まだ受け入れてい

ない学校の場合、未だに「日本語を一年勉強してから学校

に来てください」とか「日本語がわからない子どもを受け

入れられないから、既に受け入れている隣町の学校に行

ってください」と言って受け入れを拒否することがある

のが実情である。 

 

3．日本語指導が必要な児童生徒 

 

 最新の「日本語指導が必要な児童生徒の受入れ状況等

に関する調査」は 2012（平成 24）年 5 月に実施された
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が、この年からタイトルにあった「外国人児童生徒」が「児

童生徒」に変更された。また、「日本語指導が必要な外国

人児童生徒」の定義も、2006（平成 18）年から「日本語

で日常会話が十分にできない児童生徒及び日常会話がで

きても、学年相当の学習言語が不足し、学習活動への参加

に支障が生じており、日本語指導が必要な児童生徒を指

す」と明示されるようになった。 

さらにこの年から初めて、年齢相当の学年よりも正式

に下学年に受け入れている児童生徒数が 982 人であるこ

とや、学齢を超過してから受け入れた児童生徒数が 564

人であるという調査結果も掲載（第 1 表参照）されるよ

うになった３）。 

 このような変化は、調査対象の外国につながる子ども

たちに対する国の施策の変遷と大いに関連している。 

 

4．国の支援施策 

 

 1991（平成 3）年の「日本語指導が必要な外国人児童

生徒の受入れ状況等に関する調査」の結果を受けて、翌年

からさまざまな支援施策が講じられた。 

 1992（平成 4）年は、外国人児童生徒等に対して日本語

指導を行う教員等の配置が開始され、受入れ初期段階の

生活に必要な日本語を指導するための教材『にほんごを

まなぼう』も作成された。1993（平成 5）年からは、日本

語指導を行う教員を対象に日本語指導研修会も開催され、

1995（平成 7）年には、外国人児童生徒を受け入れる際の

出典：文部科学省（2012）（http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/04/__icsFiles/afieldfile/2013/04/03/ 

1332660_1.pdf（2015 年 4 月 6 日閲覧））をもとに筆者作成 

第 1 表 日本語指導が必要な児童生徒の学校種別在籍状況 

児童数 学校数 生徒数 学校数 生徒数 学校数 生徒数 学校数 児童生徒数 学校数 児童生徒数 学校数

17,154 3,489 7,558 1,844 2,137 375 24 1 140 55 27,013 5,764

18,365 3,831 8,012 2,157 1,980 367 22 1 132 67 28,511 6,423

15,279 3,101 6,388 1,560 1,626 291 17 1 65 27 23,375 4,980

15,483 3,296 6,392 1,753 1,498 268 22 1 53 27 23,448 5,345

構成比（%） 89.1 88.9 84.5 84.6 76.1 77.6 70.8 100.0 46.4 49.1 86.5 86.4

（②／①×100） 84.3 86.0 79.8 81.3 75.7 73.0 100.0 100.0 40.2 40.3 82.2 83.2

4,609 1,771 1,240 597 273 140 17 1 32 16 6,171 2,525

3,956 1,601 1,257 582 244 120 13 1 26 15 5,496 2,319

うち、日本語指導を
受けている児童生
徒数（⑦）

3,804 1,485 1,023 497 187 99 12 1 13 4 5,039 2,086

構成比（%）

（⑦／⑥×100）
82.5 83.9 82.5 83.2 68.5 70.7 70.6 100.0 40.6 25.0 81.7 82.6

1,062 601 338 223 95 65 8 1 6 4 1,509 894

1,393 827 578 313 106 66 10 1 6 6 2,093 1,213

構成比（%） 23.0 33.9 27.3 37.4 34.8 46.4 47.1 100.0 18.8 25.0 24.5 35.4

（⑧／⑥×100） 35.2 51.7 46.0 53.8 43.4 55.0 76.9 100.0 23.1 40.0 38.1 52.3

注）灰色は2010年9月1日現在の数字

児童数 学校数 生徒数 学校数 生徒数 学校数 児童生徒数 学校数 児童生徒数 学校数

22 14 24 13 0 0 1 1 47 28

314 236 664 421 1 1 3 3 982 661

21 18 542 63 1 1 0 0 564 82

中学校

日本語指導が必要な外国人児童
生徒数（①）

日本語指導が必要な日本国籍の
児童生徒数（⑥）

高等学校中学校小学校 特別支援学校 合計

合計特別支援学校中等教育学校

中等教育学校

小学校

うち、日本語指導を
受けている児童生
徒数（②）

うち、海外から帰国
した児童生徒数
（⑧）

①のうち、年齢相当の学年よりも
「一時的に」下学年に受け入れて
いる児童生徒（③）

①のうち、学齢を超過してから受け
入れた児童生徒（⑤）

①のうち、年齢相当の学年より「正
式に」下学年に受け入れている児
童生徒（④）
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留意事項をまとめた教師用指導資料『ようこそ日本の学

校へ』が作成された。 

 長期滞在の児童生徒数が増加し、定住化が顕著になる

と、2005（平成 17）年には、保護者に対して教育に関す

る情報提供を充実させて就学を促すため『就学ガイドブ

ック』を 7 ヶ国語で作成した。ここには、就学案内を徹

底するための例文も掲載されている。一方で、この年と翌

2006（平成 18）年で「外国人の子どもの不就学実態調査」

を 1 県 11 市で行い、さらに 2009（平成 21）年にも 29

市で「外国人の子どもの就学状況等に関する調査」をして、

不就学の子どもの数や理由・期間などを明らかにしてい

る。理由はいずれも①学校へ行くお金がない、②日本語が

わからない、③すぐに母国に帰る、というものであった４）。 

 2006（平成 18）年 6 月 22 日付の通知「外国人児童生

徒教育の充実について」５）では、就学案内を徹底するた

めに、就学援助制度（経済的な理由で就学困難な場合に学

用品代や給食費などを援助）の周知や、日本語指導体制が

整備されている学校への通学を認めるような通学区域制

度の運用の弾力化、さらに就学手続き時に外国人登録証

明書がない場合でも、一定の信頼が得られる書類で居住

地等を確認する柔軟な対応が盛り込まれている。 

2007（平成 19）年 9 月には「初等中等教育における外

国人児童生徒教育の充実のための検討会」を設置し、外国

人児童生徒数の増加や滞在の長期化・定住化、不就学の問

題に対応して、今後 5 年間で取り組むべき施策を取りま

とめた６）。具体的には外国人児童生徒の日本語能力の測

定方法や体系的な日本語指導のガイドラインの開発、教

員研修マニュアルの開発、外国人児童生徒を対象とした

日本語指導の能力に関する資格・認定制度の検討などの

提言がある。 

 このような支援施策が講じられていた 2008 （平成 20）

年秋に世界的な金融危機がおこり、2009（平成 21）年 3

月 27 日付の通知「定住外国人の子どもに対する緊急支援

について」７）が出された。これにより、就学が困難にな

った定住外国人の子どもの公立学校への円滑な受け入れ

に当たり、年齢相当の学年への受け入れだけでなく、下学

年への正式な入学を認めるなどの対応や、ブラジル人学

校等に通う子どもの就学支援などの対策が進められた。

義務教育年齢の不就学の子どもの公立学校への円滑な

編・転入を促進する「虹の架け橋教室」事業は、2009 （平

成 21）年 4 月の「定住外国人の子どもの就学支援に関す

る緊急提言」を受けて始まった。3 年の期限付きであった

が、過年齢で中学校に通っていない子どもや高校に通い

たい子ども、幼稚園にも保育園にも通っていない就学前

の子どもなどの存在がわかり、2012（平成 24）年度から

対象を拡大して 2014（平成 26）年度まで継続された。 

2010（平成 22）年 5 月には中川正春文部科学副大臣が

主催する「定住外国人の子どもの教育等に関する政策懇

談会（前年 9 月設置）」の意見を踏まえて政策のポイン

トを取りまとめた。定住外国人の子どもの就学機会を確

保するために、公立学校については「入りやすい公立学校」

を目指して環境を整備し、外国人学校については経営の

安定と教育内容の充実のために各種学校・準学校法人化

を促進することとした。 

具体的な日本語指導の体制整備としては、2011（平成

23）年 3 月に『外国人児童生徒受入れの手引き』７）を発

行し、学校管理職、在籍学級担任、日本語指導担当教員、

教育委員会の指導主事などの役割や具体的な取り組みの

指針を示した。また、全国で公開されている日本語指導や

教科指導の多言語の教材や進路・保健・行事・災害などの

学校関係文書の多言語版を収集し、情報検索サイト「かす

たねっと」８）を開設した。2014（平成 26）年 1 月には

『外国人児童生徒教育研修マニュアル』９）を作成し、3 月

には、一対一の対話で教科学習に必要な「話す」「読む」

「聴く」「書く」の言語能力を把握する『DLA（Dialogic 

Language Assessment）外国人児童生徒のための JSL 対

話型アセスメント』10）を開発した。そして、「定住外国

人の子どもの教育等に関する政策懇談会の意見を踏まえ

た文部科学省の政策のポイント」で取り上げられた、定住

外国人児童生徒の受入れ体制の制度面での検討が 2010

（平成 22）年 11 月から「日本語指導が必要な児童生徒の

教育の充実のための検討会」で始まった。さらに、2012

（平成 24）年 4 月からの「日本語指導が必要な児童生徒

を対象とした指導の在り方に関する検討会議」を経て、翌

年 5 月に「審議のまとめ」11）を公表し、2014（平成 26）

年4月から日本語指導が必要な児童生徒を対象にした「特

別の教育課程」を編成・実施することができる新制度をス

タートさせた。 

この制度は「特別の教育課程」を編成して実施できるよ

うにするためのもので、全国一斉に実施するというもの
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ではない。今まで日本語指導が必要な児童生徒の指導は、

指導者、指導時間、指導内容、指導計画、学習評価などに

ついて何の規定もなかったため、外国人集住地域や散在

地域など地域差・学校差が大きく、指導の継続性にも問題

第 1 図 義務教育諸学校における日本語指導の新たな体制整備について 

出典：文部科学省（2014）（http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/ 

afieldfile/2014/01/14/1343186_1.pdf（2015 年 4 月 6 日閲覧）） 
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があった。人的配置の予算など課題はあるが、現状の支援

体制を否定することなく、地域に応じた行程表を作成し、

「特別の教育課程」による日本語指導を実施するというも

のである。 

第 2 図 学校における日本語指導の流れ 

出典：文部科学省（2014）（http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/ 

afieldfile/2014/01/14/1343187_1.pdf（2015 年 4 月 6 日閲覧）） 
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新制度の概要は「義務教育諸学校における日本語指導

の新たな体制整備について」（第 1 図）と「学校における

日本語指導の流れ」（第 2 図）を、詳細については「学校

教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について

（通知）」12）を参照されたい。 

制度の効果は、児童生徒一人一人に応じた指導計画の

作成・評価の実施により、日本語指導の質が向上すること、

指導に関する記録によって、児童生徒を複数の指導者で

指導するときも情報を共有して連携することができるこ

と、学習歴によって転校時や中学校への進学時などにお

いても継続した支援が可能になることなどである。 

 

5．愛知県の取り組み 

 

 前述の 2012（平成 24）年 5 月の文科省調査による第 3

図「日本語指導が必要な外国人児童生徒の学校種別在籍

状況（都道府県別）」で明らかなように、愛知県は在籍者

数が全国一で第 2 回調査から第 1 位を独走している。問

題も先取りしているため、先進的な取り組みも多い。 

1992（平成 4）年度から日本語指導を担当する教員を

配置しているが、当初は、小・中学校共に学校で日本語指

導が必要な児童生徒が 7 人以上在籍で 1 名、14 人以上で

2 名配置だったが、現在の基準は 2007（平成 19）年に見

直されたもので、小学校の場合、10 人以上 1 名、31 人以

上 2 名、51 人以上 3 名、71 人以上 4 名、91 人以上 5 名

配置、中学校の場合、10 人以上 1 名、21 人以上 2 名、31

人以上 3 名、41 人以上 4 名配置である。来年度からは、

さらに集住校に手厚くなる見直しが予定されている。 

2000（平成 12）年度からプレクラス（初期日本語教室）

が市主催で開設されるようになり、学校に編入後に日本

語がほとんど話せない子どもを対象に、3 ヶ月程度集中的

に適応指導、初期日本語指導、教科につながる指導などを

実施するようになった。2014（平成 26）年度までに 10 市

で設置されている。 

2000（平成 12）年度から市単位で高校進路ガイダンス

が開催されるようになり、市ごとにガイドブックを作成

していたが、2012（平成 24）年 3 月に愛知県で大学の入

試情報も盛り込んだ『外国につながる子どもたちの進路

応援ガイドブック』（支援者向け、日本語版）と、『外国

につながる子どもたちの進路開拓ガイドブック』（子ども

や保護者向け、ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語、

中国語版）を作成 13）した。 

2002（平成 14）年度は、外国人生徒の高校入試特別枠

が設置され、外国籍で小学校第 4 学年以上に編入学した

もの、または第 3 学年以下に編入学し、特別な事情があ

ると認められるものを対象に、国語、数学、英語の学力検

査（問題にルビつき）と面接の入試が県立 4 校で実施さ

れるようになった。2015（平成 27）年度の合格者数と応

募者数は、小牧高 0（0）、衣台高 11（16）、豊橋西高 8

（14）、名古屋南高 2（4）である。そして、上記 4 校や一

部の全日制・定時制高校には生徒の母語がわかる支援員

（非常勤）が巡回指導している。大阪や神奈川など他の集

住地域と比べると、小・中学校の在籍者数に対し、高校の

第 3 図 日本語指導が必要な外国人児童生徒の学

校種別在籍状況（都道府県別） 

出典：文部科学省（2012） 
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在籍者数が極端に少ない（第 3 図参照）14）。2017（平成

29）年度以降に選抜方法の変更が検討されているが、将

来への道を拓く制度変更であることを期待したい。 

2006（平成 18）年度からは、就学前の外国人の子ども

を対象に「プレスクール事業」を始めた。最初の 3 年間

は県内 4 地域でモデル事業として実施し、小学校入学ま

でに子どもが準備しておく日本語指導・学校生活指導、親

への情報提供をした。2009（平成 21）年度には、それま

での実践で得られたノウハウや教材などをもとに、新た

にプレスクール事業を企画・運営・指導する際に活用でき

る『プレスクール実施マニュアル』15）を作成した。その

後、そのマニュアルを活用したモデル事業も実施され、

2014（平成 26）年度は、市教委主催、国際交流協会主催、

NPO 主催など開催期間、開催回数もさまざまだが、14 市

で行われている。 

 2008（平成 20）年度からは、公立学校（小・中）教員

採用選考試験に「外国語（ポルトガル語・スペイン語・中

国語）が堪能な者を対象とした選考」を導入した。また、

2008（平成 20）年度から始まった日本語学習支援基金事

業 16）は、企業を中心に集めた基金で、放課後学習支援を

する日本語教室の運営費や、この教室で学習して、日本語

能力試験に合格した子どもの受験料を助成している。 

2013（平成 25）年度からは、対象とする児童生徒を就学

１年前から高校生（5～18 歳、ただし 19 歳以上であって

も在学中の者を含む）まで拡大して、2014（平成 26）年

度は 77 教室を対象にしている。また、外国人学校 8 校に

日本語指導者雇用助成や日本語学習教材の給付も実施し

ている。 

 2012（平成 24）年度は、外国人コミュニティ母語教育

等支援事業で母語の重要性を伝える『KOTOBA－家庭／

コミュニティで育てる子どもの母語－』17）を 5 ヶ国語（ポ

ルトガル語、スペイン語、フィリピン語、中国語、韓国朝

鮮語）で作成した。子どもたちが母語や母文化を学び、母

語によって学習できるように、県内の母語教室の活動も

紹介している。 

 

6．今後の課題 

 

 国や県ではさまざまな施策が講じられてきているが、

日本語でしっかり学習に取り組めるように日本語指導を

教育課程に位置づけたことは、大きな一歩である。今後は、

地域の実情に応じて、いかに指導体制を確立していくか

である。将来的には、2007（平成 19）年の検討会で提言

にあがった日本語指導の能力に関する資格・認定制度の

検討なども視野に入れる必要がある。 

また、愛知県で進められているプレスクールは、6 歳児

を対象にした入学前のおよそ 4 ヶ月間の支援であるが、

日本生まれの子どもたちが多い状況の中で、二言語環境

で育つ 0 歳から 6 歳までの子どもの支援が手つかずの状

態である。ことばの土台作りの時期の言語発達の留意点

について、日本で子育てをする親に母子手帳を渡す際に

伝えることが必要ではないか。 

外国につながる子どもたちが日本社会の構成員として

自立できるようになるために、0 歳からの支援を提案した

い。 

 

〔注〕 

1） この調査は当初、小・中学校のみが対象であったが、1995 年

から高等学校、1999 年から盲･聾･養護学校（2007 年より特

別支援学校）、そして 2003 年からは中等教育学校も対象にな

った。 

2）就学事務研究会編『改訂版 就学事務ハンドブック』（第一

法規株式会社、平成 5 年 11 月 10 日発行）P.64「外国人の就

学」の項で明記 

3）文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入れ状況等に

関する調査 2012（平成 24）年度」の結果について：

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/04/__icsFiles/afi

eldfile/2013/04/03/1332660_1.pdf 

文科省サイト 就学事務 Q&A ２．学齢超過者の中学校への

入学許可について「教育委員会は、その者がこれまでに国内

の中学校を卒業していない場合にはその就学を許可して差し

支えありません」と明記： 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1309

971.htm 

4）「外国人の子どもの不就学実態調査の結果について」：

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/012

.htm 

「外国人の子どもの就学状況等に関する調査の結果につい

て」： 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/genjyou/129

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/04/__icsFiles/afieldfile/2013/04/03/1332660_1.pdf
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1309971.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/012.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/genjyou/1295897.htm
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5897.htm 

5）「外国人児童生徒教育の充実について」： 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/004/002/001

.pdf 

6）「外国人児童生徒教育の充実方策について（報告）」： 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/042/h

oukoku/08070301.htm 

7）「外国人児童生徒受入れの手引き」： 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/130466

8.htm

8）「かすたねっと」：http://www.casta-net.jp/ 

9）「外国人児童生徒教育研修マニュアル」： 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/134541

2.htm

10）「DLA 外国人児童生徒のための JSL 対話型アセスメント」： 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/134541

3.htm

11）「日本語指導が必要な児童生徒に対する指導の在り方につい

て審議のまとめ」：

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/05/1335783.htm 

12）「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行につい

て（通知）：

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/134190

3.htm 制度に関する Q&A が 50 項目用意されている 

13）「外国につながる子どもたちの進路応援・開拓ガイドブッ

ク」：

http://www.pref.aichi.jp/0000060439.html 

14）問題点については、本号小島論文を参照されたい。 

15）「プレスクール実施マニュアル」： 

http://www.pref.aichi.jp/0000028953.html 

16）日本語学習支援基金事業： 

http://www2.aia.pref.aichi.jp/kyosei/j/kikin/ 

17）母語教育サポートブック『KOTOBA』 

http://www.pref.aichi.jp/0000060441.html 

〔参考文献〕

就学事務研究会編（1993）『改訂版 就学事務ハンドブック』 

第一法規株式会社．

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/004/002/001.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/042/houkoku/08070301.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345412.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1341903.htm
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外国人の高校進学にみられる地域格差 
－愛知県の事例を中心に 

 

小島 祥美 

（愛知淑徳大学） 

 

本稿では、名古屋多文化共生研究会が拠点を置く愛知県というローカルに着目し、外国人の高校進学にみられる地域格差から、学齢

を超過した義務教育未修了者を含めた高校進学をめざす者に対する継続的な支援とそのための体制の構築の重要性を明らかにした。そ

れらを示すために、本稿ではまず外国人の学齢を超過した義務教育未修了者と公立高校進学希望者を取り巻く現状を概観した。次いで、

文部科学省の日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査で全国第 1 位の愛知県について、県内全 54 市町村の教

育委員会を対象に実施した状況調査の分析を含めて考察した。 

キーワード：高校進学、格差、夜間中学、中卒認定試験、特別の教育課程 

 

1．はじめに 

 

 文部科学省の学校基本調査によると、2013 年の高校へ

の進学率（国公私立の全日制・定時制・通信制）は 98.4%

で過去最高であった。1974 年度に 90％を超え、高校への

進学率は増加している。文部科学省の教育指標の国際比

較によると、その比率は諸外国と比較しても高い水準に

あるという。 

このような状況のなか、国は未だ日本に暮らす外国人

の就学を法的には保障していない。そのため、学齢期であ

るにもかからず、学校に通ってない不就学者も実在する。

加えて、外国人の高校進学率についても正確な数字は把

握されていないため、学齢期に不就学であった外国人は

学齢を超過した時には義務教育未修了者となるものの、

それらの実態も把握されていない。 

以上から本稿では、名古屋多文化共生研究会が拠点を

置く愛知県というローカルに着目し、外国人の高校進学

にみられる地域格差の現状を理解した上で、外国人の公

立高校進学希望者に対する取り組むべき事項を明らかに

していきたい。 

 

2．学齢を超過した義務教育未修了者 1） 

 

外国人の高校進学希望する学齢を超過した義務教育

未修了者を取り巻く現状として、公立中学校夜間学級

（以下、「夜間中学」と記す）と中学校卒業程度認定試

験（以下、「中卒認定試験」と記す）の役割から考えて

いく。 

 

（1）夜間中学の役割と愛知県 

学齢超過の外国人について中学校入学は可能とされ

ているものの、「原則として、市町村教育委員会は、学

齢と超過した義務教育未修了者をその設置する公立

小・中学校に受け入れる法的義務はない」（日本弁護士

連合会 2006:5）ために、外国人の学齢を超過した義務

教育未修了者の公立高校入学資格が保障される仕組み

は未だ確立されていない。 

そのため、学齢を超過した義務教育未修了者の学び

舎として夜間中学がある。夜間中学とは、「現在のいわ

ゆる 6・3 制の義務教育は 1947 年に発足したものであ

るが、このころは未だ戦後の混乱期であり、貧困など

により就学できない生徒が数多く存在していた。東京

都や京都府の一部の中学校においては、学籍を有する

にもかかわらず、貧困のために昼間は就労せざるを得

ないことから、学校を長期にわたって欠席する生徒が

増加し始めた。かかる状況を座視しえなくなり、昼間

は就労している生徒のため、夕刻から夜間の授業を行

う中学校が出現するに至った」（日本弁護士連合会

2006:2）という設立背景を持つ。「義務教育を修了して

いない人たちの真剣の真剣な教育要求の声に、善意の

教師たちが応急的に学ぶ場を設けたことが始まりであ

る。そして、その『善意』と『応急』の精神が、年齢・

生活歴・学歴・学力・国籍・入学時期を問わず、実に

多様な生徒を夜間中学に受け入れてきた」（松崎
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1979:13）学び舎である。 

2010 年 10 月現在、夜間中学は首都圏と関西圏に集

中した 8 都府県に 35 校が所在し、2,488 人が在籍す

る。国籍別に生徒数を比較すると、外国籍生徒が 2,033

人（81.7％）で日本国籍生徒数の 452 人（18.2％）よ

り多く、所在する都府県別に生徒数を比較してもいず

れにおいても外国籍生徒数の方が日本国籍生徒より多

い（第 1 表）。よって、学齢を超過した義務教育未修了

の外国人にとって夜間中学は重要な学び舎としての役

割を担っていることは明らかである。とりわけ夜間中

学の前身である夜間小学校もまた、学齢超過した外国

人にとって大切な学び舎であった。1910 年韓国併合後

の朝鮮人移住増加に伴い、「政府は朝鮮人児童に対し、

昭和 5 年（1930）『小学校令』の適用をはかっている。

しかし尋常小学校に入学するにはことばの問題、また

学齢超過者、経済的にも恵まれなかった者も多かった。

そこで日本語を取得しながら経費をかけずに義務教育

が卒えられる尋常夜学校に朝鮮人児童・学齢超過者が

多数入学した」（石井 1992:183-184）。つまり、公教育

における夜間部が果たす役割は今もかわっていないと

いえるだろう。 

このようななかで、豊田市や小牧市など愛知県内で

外国人住民が多く暮らす自治体が参加する外国人集住

都市会議参加都市では、2006 年に発表した「よっかい

ち宣言」のなかで「全国の夜間中学の実態調査を行っ

た上で、夜間中学を拡充するなど、就学の機会を逸し

た人が教育を受けなおせる場づくりを推進」とし、学

齢を超過した子どもに対する具体的施策の重要性を述

べた。夜間中学は法令上（学校教育法施行令第 25 条 5

号）では、「市町村教育委員会の裁量により、二部授業

を実施するかどうかについて決定できる仕組み」（日本

弁護士連合会 2006:2）と規定されているものの、実際

は外国人集住都市会議参加都市では未だ夜間中学を設

置した自治体はない。つまり、義務教育未修了の学齢

超過者が多いという実態を愛知県内の自治体は把握し

ていながらも、夜間中学にすべての人がアクセスでき

る教育環境を整えていないのである。 

 

（2）中卒認定試験の役割と愛知県 

このように居住環境や生活事情等で愛知県に暮らす

夜間中学にアクセスできない学齢超過者が高校の受験

資格を得るためには、年に 1 回実施される中卒認定試

を受験し、合格しなければならない。中卒認定試験と

は、中学校卒業程度認定規則（昭和 41 年文部省令第

36 号）により文部科学省が実施する試験である。この

試験について全国の受験者状況をみると、1998 年度の

受験者は 27 人であったが 1999 年度になると倍以上

の 57 人になり、2010 年度には 104 人まで増加してい

る。受験者数が増加した背景には、中卒認定試験の規

則の改正がある。1999 年 8 月 31 日に改正された規則

で受験資格が拡大され、受験年度に満 15 歳以上の外

国人住民の受験が認められるようになったことにより、

外国籍受験者の占める割合が増加した。受験資格が緩

和された 2010 年度の受験資格別の受験者数を 1999

第 1 表 夜間中学における都府県別国籍別在籍生徒数（2010 年 9 月現在）  

452 18.2% 64 11.1% 9 16.1% 4 8.7% 3 6.1% 262 19.8% 42 27.6% 64 28.4% 4 6.3%

小計 2,033 81.7% 512 88.9% 47 83.9% 42 91.3% 46 93.9% 1,059 80.2% 107 70.4% 161 71.6% 59 93.7%

中国 1,131 334 24 20 28 509 48 109 59

韓国・朝鮮 438 22 1 2 18 341 28 26

ベトナム 120 47 3 46 23 1

フィリピン 102 47 11 11 32 1

ペルー 51 2 2 30 1 16

ブラジル 39 2 2 26 6 3

その他 152 60 4 7 75 6

合計 2,488 100.0% 576 100.0% 56 100.0% 46 100.0% 49 100.0% 1,321 100.0% 152 100.0% 225 100.0% 63 100.0%

広島県

（6校） （1校） （1校） （11校） （3校）（3校） （2校）

神奈川県 千葉県 京都府 大阪府 奈良県兵庫県

外
国
籍
生
徒
数

日本国籍生徒数

合計 東京都

（35校）（学校数） （8校）

出典：全国夜間中学校研究会（2010）より筆者作成（一部加筆） 
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年度と比較すると、当該年度に満 15 歳になる者で日

本の国籍を有しない者を示す「4 号受験者」は 15 人か

ら 44 人まで増加し、その増加率も他の受験者と比較

して高かった（第 1 図）。加えて、2010 年度の総受験

者数（93 人）のうち 44 人（47.3％）が「4 号受験者」

で、全体数を占める比率も高かったのである。 

 

 

 以上から、夜間中学にアクセスできない地域に暮ら

す義務教育未修了者にとって、中卒認定試験は大きな

役割を果たしているといえるだろう。しかしながら、

日本語を母語としない人が多いと思われる学齢を超過

した義務教育未修了の外国人がこの試験で求められる

5 教科の学力を独学で学習して中卒認定試験に臨むこ

とはとても難しい。愛知県の場合、県内で活動するボ

ランティア団体が中卒認定受験者を支えているという

のが現状である。 

 

（3）問題点と改善点 

ここでは、外国人の公立高校進学希望する学齢を超

過した義務教育未修了者を考えていく上で重要である、

外国人生徒の中学 3 年の編入学にかかわる就学扱いに

注目したい。例えば 2009 年にほぼ同時期に編入学し

た外国人生徒の中学 3 年の編入学にかかわる愛知県豊

田市内の複数の公立中学校での異なる対応は、就学扱

いの「ちがい」という、問題を象徴した事態であった。

その事態とは、①在籍期間が短いという理由から退学

扱いとし、卒業式には参列しながらも卒業証書を授与

しないという対応をした中学校と、②在籍期間は短い

が今までの就学状況を鑑みて卒業証書を授与し、高校

受験の指導をも行い高校進学まで導いたという対応を

した中学校と、同地域の中学校間で異なった対応が講

じられたという内容である 2）。つまり、学齢を超過し

た義務教育未修了の外国人の進学を保障する仕組みが

確立していないために外国人生徒の中学 3 年の編入学

にかかわる就学扱いまでも自治体や学校間で大きく異

なるため、就学扱いの「ちがい」をも見直すべきであ

る。 

 

3．公立高校進学希望者の受入れ環境 3） 

 

公立高校入学の扱いは学校教育法施行規則第 90 条

で規定され、入学者の選抜に基づいて校長が許可する

こと（第 1 項）、学力検査は当該高校を設置する都道府

県又は市町村の教育委員会が行うこと（第 5 項）と定

められている。つまり、高校は義務教育課程ではない

ため、当該高校を設置する自治体の判断が高校入学者

選抜の在り方と大きく関係する。このような現状から、

前述の外国人集住都市会議は、早くから高校を設置す

る自治体に対して、外国人生徒にかかわる高校入学者

選抜の在り方について問題提議を行ってきた。しかし

ながらその根拠となる実態の提示はなく、自治体によ

る入試の違いやその問題点などが不明のため、外国人

生徒にかかわる自治体別による高校入学者選抜の現状

が比較できないという課題があった 4。 

よって全国における外国人にかかわる高校入学者選

抜の現状把握を目的に筆者が行った調査から、愛知県

立高校入学者選抜の課題点を考えていく。 

 

（1）調査方法 

まず、①2012 年度入学者にかかわる外国人生徒を対

象にした高校入試の状況、②外国人生徒の就学状況、

③外国人生徒の教育支援体制の現状、の 3 項目を把握 

第 1 図 1999 年度と 2010 年度の中卒試験受験資

格別受験者数 
注）1 号受験者…当該年度に満 15 歳になる者で、就学

義務を猶予又は免除されている者 
2 号受験者…4 号に掲げる者を除き、当該年度に満 15

歳になる者で、中学校を卒業できないと見込まれ

ることにやむを得ない事由があると認められる者 
3 号受験者…1，2，4 号に該当しない者で、当該年度

に満 16 歳以上になる者 
4 号受験者…当該年度に満 15 歳になる者で、日本の国

籍を有しない者 
出典：『文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課提供

資料』より筆者作成 
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するための調査票を作成した。そして、47 都道府県の

教育委員会（以下、「教委」と記す）および全政令都市

のうち高校入学者選抜担当部局をもつ 13 政令都市の

教委の計 60 教委の高校入試担当部署宛てに、2011 年

11 月 30 日付で調査協力依頼文と調査票を郵送した。

その後、郵送、電話、FAX、電子メール、訪問などを

通じて、調査票を回収した。その結果、2012 年 3 月末

日までに 50 教委（83.3％）から回答を得ることができ

た（以下、「全国高校調査」と記す）。 

 

 

（2）調査結果 

a．外国人生徒を対象にした入学者選抜の有無とその内容 

外国人生徒を対象にした入学者選抜の有無を分析し

た結果、「有る」教委は 15 教委（30.0％）であった。

学校種別にみると、全日制は 15 教委、定時制は 9 教

委、通信制は 2 教委であった。なお、「有る」の 15 教

委について、回答別に出願資格、対象学校数、選抜検

査内容を比較した（第 2 表）。その結果、愛知県教委は

全日制のみで実施し、出願資格は「来日 6 年以内」、対

象学校数は「限定校」、選抜検査内容は「面接」と「学

力検査」と「その他（学力検査の問題にはルビ振り）」

第 2 表 外国人生徒を対象にした入学者選抜「有る」15 教委の状況 

  
学校種別 ※1 出願 

資格 
対象 
学校数 

選抜検査内容 ※2 
全日 定時 通信 学力検査 作文 面接 その他

秋田県 ○ ○ ○ 3 年 
以内 

全校 ○個別判断 ○ ○ 
○学力検査等実施の参考とするため、事前に面接、作文等

を行って日本語能力の結果や生徒の海外での学習状況等

を考慮して学力検査の実施時間を延長する等 

福島県 ○ × × 3 年 
以内 

限定（7 校／88
校中） 

学校により基

礎学力検査実施
○ ○ ○調査書（又は成績証明書等） 

茨城県 ○ ○ × 3 年 
以内 

全校 ○国、数、英  ○   

千葉県 ○ ○ × 3 年 
以内 

限定（10 校／

131 校中） 
  

○ 英 語

又 は 日

本語 

○英語又

は 日 本

語 
○詳細は各学校が決定する 

東京都 ○ × × 3 年 
以内 

限 定 （ 3 校 ／

178 校中） 
  

○ 日 本

語 又 は

英語 
○   

神奈川県 ○ ○ × 3 年 
以内 

限定（全日制 8
校／141 校中、

定時制 1 校／

20 校中） 

○国、数、英  ○ ○定時制の課程の志願のうち、20 歳以上の方については、

作文をもって学力検査に代えることができる 

横浜市 ○ ×  3 年 
以内 

限定（1 校／8
校中） 

○英（リスニング

テスト含）、国、

数 
 ○ 

○実技検査は、受験生一人ひとり面接形式により行う。①5
分程度の英問英答を行う。②80～100 語程度の書かれた

英文を熟読した後、その英文を音読する。またその英文に

ついて英問英答を行う 

岐阜県 ○ ○ × 3 年 
以内 

全校（定時制は

限定） 
○国、数、英 ○ ○ ○一部、実技検査あり 

静岡県 ○ × × 3 年 
以内 

限 定 （ 8 校 ／

101 校中） 
○日本語基礎力

検査 
 ○   

浜松市 ○   年数 
なし 

全校（1 校） 

○総 合 問 題 （ 国

30 点、数 30 点、

英 40 点、計 100
点満点） 

 ○ （ 日 本

語） 

○国語は現代文と古文から構成、国語を除いて漢字にルビ

をふる、英語と数学はポルトガル語による設問の受検も可

能 

愛知県 ○ × × 6 年 
以内 

限定（4 校／ 
160 校中） 

○国、数、英  ○ ○学力検査の問題にはルビをふることとする 

三重県 ○ ○ × 6 年 
以内 

限 定 （ 全 日 制

17 校／59 校

中、定時制 11
校／12 校中） 

○後期選抜は学

校により基礎学

力検査実施 

○ 後 期

選 抜 は

自 国 語

（または

英語）又

は 日 本

語 

  ○全日制の前期選抜は他の受検者と同じ検査内容 

福岡県 ○ ○ × 6 年 
以内 

限 定 （ 全 日 制

19 校／92 校

中、定時制  7
校／21 校中） 

○国、数、英につ

いて、特別の学

力検査 
○ ○   

長崎県 ○ ○ × 3 年 
以内 

全校   

○ 日 本

語 又 は

外 国 語

（英語又

は 中 国

語） 

○   

注）※1 ○印は「有る」、×印は「無い」、斜線は「該当校無し」を示す。 

※2 ○印は該当項目が「有る」を示す。 

出典：小島（2012）より一部抜粋 
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であった。 

 

b．外国人生徒を対象にした入試特別措置の有無とその内

容 

外国人生徒を対象にした入試特別措置の有無を分析

した結果、「有る」教委は 31 教委（62.0％）であった。

学校種別にみると、全日制は 30 教委、定時制は 29 教 

委、通信制は 10 教委であった。なお、入試特別措置と

は、一般の受験生と共に受験する際に何らかの措置を

受けられる措置を示す。なお愛知県教委は行っていな

かった。 

 

c．日本の中学校に相当する外国人学校中等部卒業者にか

かわる日本の公立高校入学者選抜出願資格の扱いについ

て 

日本の中学校に相当する外国人学校中等部卒業者に

かかわる日本の公立高校入学者選抜出願資格の扱いに

ついて分析した結果、「認めない」の 16 教委（32.0％）

が、「認める」の 14 教委（28.0％）より多かった。な

お愛知県教委は「認めない」であった。 

 

（3）問題点と改善点 

全国高校調査の結果、外国人生徒の高校進学にかか

わる入学者選抜、入試特別措置、日本の中学校に相当

する外国人学校中等部卒業者にかかわる日本の公立高

校入学者選抜出願資格の扱いは、自治体によってまっ

たく異なる実態が明らかになった。全国高校調査を実

施した近い時期の 2010 年度に行われた文部科学省の

日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に

関する調査（以下、「文科省日本語調査」と記す）につ

いて、日本語指導が必要な外国人児童生徒数を都道府

県別に比較すると愛知県（5,623 人）は全国第 1 位で、

第 2 位の神奈川県の 2,990 人とは倍近く異なる（文部

科学省 2011）。しかしながらこの数を学校種別に比較

すると、高校生数の第 1 位は神奈川県（382 人）で、

次いで第 2 位は東京都（317 人）、第 3 位は大阪府（263

人）と続き、愛知県は第 7 位（91 人）で、日本語指導

が必要な高校生が愛知県は少ない。特に高校生数の多

い上位 1 位から 7 位までを日本語指導が必要な中学校

の生徒数に対する高校の生徒数の割合を比較すると愛

知県は 6.4％で、第 1～6 位の都府県と比較するとその

比率が極端に低い（第 3 表）。 

以上から、愛知県においては入学者選抜や入試特別

措置の見直しが急務であるといえる。加えて、日本の

中学校に相当する外国人学校中等部卒業者にかかわる

日本の公立高校入学者選抜出願資格について、他の自

治体では外国人生徒の進路保障を主眼にした柔軟な対

応を行っている実態も明らかになったことから、外国

人学校の多い愛知県においてもその扱いの見直しが不

可欠である。 

 

4．愛知県内の市町村別外国人児童生徒の受入れ

環境 

 

外国人児童生徒の学習に大きくかかわる新制度が

2014 年 4 月 1 日に施行された。それは、日本語指導が必

要な児童生徒を対象としたものであり、その新制度導入

の理由について、文部科学省初等中等教育局長通知（2014

年 1 月 14 日付、25 文科初第 928 号）では、以下のよう

に説明している。 

 

今回の改正は、国際化の進展等に伴い、我が国の義

務教育諸学校において帰国・外国人児童生徒等に対

する日本語指導の需要が高まっていることを踏まえ、

当該児童生徒に対する日本語指導を一層充実させる

観点から、当該児童生徒の在籍学級以外の教室で行

われる指導について特別の教育課程を編成・実施す

ることができるよう制度を整備するものです。 

 

 
第 3 表 2010 年度の文科省日本語調査より高校生

数順による中学生数の比較 

  a 高校生数  b 中学生数 （a/b） 

第 1 位  神奈川県  382 792 （48.2%） 

第 2 位  東京都    317 1090 （29.1%） 

第 3 位  大阪府     263 653 （40.3%） 

第 4 位  埼玉県 179 371 （48.2%） 

第 5 位 三重県 138 407 （33.9%） 

第 6 位 千葉県 136 352 （38.6%） 

第 7 位 愛知県  91 1,427 （6.4%） 

出典：文部科学省（2011）より筆者作成 
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この新制度とは、「特別の教育課程による日本語指導

（日本語の能力に応じた特別の指導）」というもので、その

目的は、児童生徒が日本語を用いて学校生活を営むとと

もに、学習に取り組むことができるようにすること、とさ

れている。新制度にかかわる詳しい内容は、本号の松本論

文や小島（2015）などを参照されたい。 

このような状況において、2012 年度の文科省日本語調

査で日本語指導が必要な児童生徒数が全国第一位の愛知

県における、全 54 市町村の教委を対象に、新制度導入年

度（2014）年度時点にかかわる、①外国人の子どもの就

学状況に関すること、②就学手続きに関すること、③

外国人児童生徒の教育体制および「特別の教育課程」

に関すること、の 3 点について筆者が実態の把握を行

った。 

 

（1）調査方法 

まず上記の 3 点について 10 の質問項目にまとめた

調査票を作成し、調査対象の市町村教委の担当部署宛

てに 2014 年 8 月 5 日付で調査協力依頼文と調査票を

郵送した。回答のあった調査票は郵送で回収し、返答

がなかった場合は、電話、FAX、電子メール、訪問な

どを通じて、調査協力を再度依頼した（計 3 回実施）。

その結果、2014 年 10 月末日までに 42 市町村の教委

（79.2％）から回答を得ることができた（以下、「愛知

県調査」と記す）4）。 

 

（2）結果 

 回答を得ることができた 42 市町村の教育委員会の

うち、特別の教育課程を実施している自治体（一部の

学校を含む）は、9 自治体（21.4％）であった。 

 ここでは、愛知県調査の回答の有無のほか、本調査

から得た「特別の教育課程の実施状況」「外国人児童生

徒数」「日本語指導が必要な外国人児童生徒数」をとり

あげ、それらの結果を第 4 表に示す（児童生徒数はい

ずれも 2014 年 5 月 1 日現在）。 

愛知県調査の結果、①日本語指導の指導が必要な外国

人児童生徒数の多寡やその比率の高さを問わずに特別の

教育課程が実施されていること、②日本語指導の指導が

必要な外国人児童生徒数が多い自治体やその比率が高い

自治体が必ずしもすぐに特別の教育課程を実施している

状況ではないこと、③特別の教育課程を実施する自治体

では自治体内のすべての小中学校で実施している場合と

限定して実施している場合があること、④特別の教育課

程を実施している自治体には日本語指導が必要な日本国

籍の児童生徒もいること、が明らかになった。この制度は

文部科学大臣が定める一定の要件を満たす「日本語の能

力に応じた特別の指導」を行う場合、「特別の教育課程」

を編成・実施することができようにするものであり、編

成・実施しなければならないものではない。そのため、愛

知県内の自治体においても実施開始の時期や体制も異な

っていることがわかった。 

 

（3）問題点と改善点 

新制度は小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特

別支援学校の小学部及び中学部でのみ実施されるもので

あるため、特別の教育課程のなかで学習していてもその

後高校へ進学した場合は継続した学習ができない法的扱

いになっている。そのため、特別の教育課程で学習した者

に対しては公立高校進学にあたって不利益が生じない体

制づくりが必要となってくるだろう。本論で確認したと

おり、自治体によって外国人に対する公立高校の入学者

選抜や入試の特別措置等が大きく異なる。そのため、自治

体間でも進学の権利保障（機会の保障）に格差が生まれて

いる現状であり、こうした格差は公立中学校の卒業者の

進学を断つ原因にもなっている。したがって、まずは特別

の教育課程にかかわる県内の自治体間の「ちがい」を是正

し、新制度に伴った高校進学の在り方を開始したなかで、

外国人生徒に対する公立高校進学および進学後の対応に

ついて見直す必要がある。 

 

5．外国人の高校進学を支えるため 

 

 本稿では、外国人の高校進学にみられる地域格差につ

いて、愛知県の事例から議論した。以上から、外国人の高

校進学を支えるためには、学齢を超過した義務教育未修

了者を含めた、高校進学をめざす生徒に対する継続的な

支援とそのための体制の構築で重要であることが明らか

になった。 

特に 2014 年度から開始した新制度は、「恩恵的」な形

でしか就学が許可されていないなかで、日本語指導が必 
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回答

担当課名

1 名古屋市 ○ 指導室 ○ 53.20% 2,078 1,106 518

2 豊橋市 ×
3 小牧市 ○ 学校教育課 × 72.00% 757 545 212

4 岩倉市 ○ 学校教育課 ○ 71.10% 190 135 55

5 犬山市 ○ 学校教育課 × 83.30% 96 80 8

6 岡崎市 ○ 学校指導課 × 59.60% 450 268 20

7 一宮市 ×
8 瀬戸市 ○ 学校教育課指導係 × 64.10% 206 132 5

9 半田市 ○ 学校教育課 × 78.40% 148 116 13

10 春日井市 ○ 学校教育課 × 34.10% 170 58 36

11 豊川市 ×
12 津島市 ×
13 碧南市 ○ 学校教育課 × 67.90% 224 152 40

14 刈谷市 ○ 学校教育課指導係 × 83.20% 179 149 39

15 豊田市 ○ 学校教育課 ○ 76.20% 823 627 49

16 安城市 ○ 学校教育課 × 71.70% 389 279 29

17 西尾市 ○ 学校教育課 × 73.70% 354 261 0

18 蒲郡市 ×
19 常滑市 ○ 学校教育課 × 30.00% 20 6 0

20 江南市 ×
21 稲沢市 ○ 学校教育課 × 76.50% 85 65 20

22 新城市 ○ 学校教育課 × 64.30% 28 18 1

23 東海市 ○ 学校教育課 × 22.20% 45 10 7

24 大府市 ○ 学校教育課学校教育

係
○ 75.80% 91 69 5

25 知多市 ○ 学校教育課
○ （ 一 部 の 学

校）
90.80% 98 89 17

26 知立市 ○ 学校教育課 × - 把握なし 285 3

27 尾張旭市 ○ 学校教育課学校教育

係
× 0.00% 33 0 0

28 高浜市 ○ 学校教育課学校経営G × 66.70% 183 122 4

29 豊明市 ○ 学校教育課 ○ 44.40% 153 68 6

30 日進市 ○ 学校教育課 × 26.70% 15 4 2

31 田原市 ○ 学校教育課 × 0.00% 1 0 0

32 愛西市 ○ 学校教育課 × - 把握なし 0 3

33 清須市 ○ 学校教育課 × - 把握なし 1 0

34 北名古屋市 ○ 学校教育課 × 35.10% 57 20 5

35 弥富市 ○ 学校教育課 回答なし 54.30% 46 25 0

36 みよし市 ×
37 あま市 ○ 学校教育課 ○ 21.90% 64 14 3

38 長久手市 ○ 学校総務課 × 23.10% 13 3 0

39 東郷町 ×
40 豊山町 ×
41 大口町 ×
42 扶桑町 ×
43 大治町 ○ 学校教育課 ○ 6.50% 31 2 1

44 蟹江町 ○ 教育課 × - 把握なし 21 0

45 飛島村 ○ 教育課 × - 0 0 0

46 阿久比町 ○ 学校教育課 × 0.00% 5 0 0

47 東浦町 ×
48 南知多町 ○ 学校教育課 × 100.00% 1 1 0

49 美浜町 ○ 学校教育課 × 16.70% 6 1 1

50 武豊町 ○ 学校教育課 × 48.00% 25 12 2

51 幸田町 ○ 学校教育課学校指導G ○ 100.00% 45 45 14

52 設楽町 ○ × 0.00% 1 0 0

53 東栄町 ○ 学校教育係 × - 0 0 0

54 豊根村 ○ 学校教育係 × - 0 0 0

市町村名 回答有無※1 特別の教育課

程実施状況
※2 b/a a外国人 児童

生徒数

b日本語 指導

が必要な外国

人児童生徒数

日本語指導が

必要な日本国

籍の児童生徒

数

第 4 表 愛知県内の全 54 市町村教育委員会を対象にした愛知県調査結果（2014 年度） 

注）※1「回答有り」を○印で、「回答無し」を×印で示した。 

※2「回答有り」の自治体のうち、「実施する」を○印で示しかつその列を網かけ、「それ以外の状況」を×印で示

した。 

出典：小島（2014b）より一部抜粋 
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要な外国人児童生徒に対する日本語教育の充実が制度と

して確立しただけであることに留意するべきである。つ

まり、依然として国は、日本に暮らす外国人の就学を法 

的には保障しないという姿勢はかわっていない。そのた 

め、学齢を超過した義務教育未修了者を含めた就学保障

の在り方を構築する必要がある。この新制度導入にあた

っては、2010 年 5 月に発表された「『定住外国人の子

どもの教育等に関する政策懇談会』の意見を踏まえた

文部科学省の政策のポイント」が大きな役割を果たし

たが、同ポイントのなかで「受入れ体制の環境整備及

び上級学校への進学や就職に向けた支援の充実」とし

て、学齢を超過した者を含めたて考えるべき重要性も

述べられている。 

以上から、日本語指導が必要な児童生徒数が全国第

1 位の愛知県において、高校進学希望者の受入れ環境 

および愛知県内の市町村別外国人児童生徒の受入れ環

境を見直し、全国に先立ち、外国人の子どもが将来に

夢を描くことができる体制が構築されることを心から

願う。 

 

〔注〕 

1）小島（2011）から抜粋および加筆した。学齢を超過した義務

教育未修了の外国人住民を支えるボランティア団体等の現状

については同稿を参照されたい。 

2）2011 年 1 月 21 日、豊田市内で外国人の子どもの不就学支援

活動を行う NPO 法人トルシーダの代表および中学退学扱い

となった本人から聞き取り調査を行った。なお、豊田市地域を

担当するケーブルテレビひまわりネットワークの番組「週刊

地域ジャーナル」ではこの地域問題をクローズアップし、社会

に問題提起した（2011 年 4 月 15～17 日放送）。 

3）小島（2014a）から抜粋および加筆した。全国高校調査は科

学研究費補助金若手研究 B（課題番号 22730673）の助成を受

けた。同調査の詳しい内容については、小島（2012）を参照

されたい。 

4）2006 年 11 月 21 日に発表した外国人集住都市会議の「よっ

かいち宣言」のなかで、外国人生徒が不利にならないような公

立高校選抜基準づくりや入学後の学習支援体制の整備の必要

性を述べている（外国人集住都市会議 2006）。なお、同会議が

2012 年 11 月 12 日に発表した「いいだ宣言」のなかで高校入

試制度及び高校における支援についても言及しているが、当

日配布資料に明記されているとおり、筆者（小島）の研究成果

を参考に調査したもので独自調査によるものではない（外国

人集住都市会議 2012:25）。 

5）愛知県調査実施にあたっては、第 29 回公益財団法人シキシ

マ学術・文化振興財団の助成をいただいた。同調査の詳しい内

容は、小島（2014b）を参照されたい。 
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ニューカマー時代から移民時代へ 

－異文化理解と自文化認識の深化－ 

 

今津 孝次郎 

（愛知東邦大学） 

 

「オールドカマー」と区別して「ニューカマー」と便宜的に呼ばれるようになった外国人が多数来日するようになった 1980 年代末か

ら早くも四半世紀以上経過した今日、当時の「ニューカマー」はすでに二世・三世の時代に移行している。しかも、人口減少段階に入っ

た日本で、外国人労働者への依存が政策的に不可避であるなら、政治的に移民政策を取っていないとしても、生活実態としては「移民」

にほかならず、「ニューカマー」という便宜的用語に代えて「移民」という国際的に通用する一般的な用語を使いたい。そうすると、本

格的な移民時代を迎えた多文化社会としての日本で要請される課題は、従来のように一方的な他国に対する「異文化理解」に止まらず、

日本自身に対する「自文化認識」を深められるような双方向的な多文化理解が求められる。そして、日本での高校・大学進学を視野に

入れている移民の子どもたちにとって、日本語学習は「学習言語」の十分な習得が要請されるとともに、進路保障を確立することが移

民時代の学校教育のきわめて大きな課題である。 

キーワード：ニューカマー、移民、異文化理解、自文化認識、日本語学習、学習言語 

 

1．はじめに 

 

 1990 年に入管法が改定され、日系人の場合は在日中の

活動が自由とされてから、外国人労働者が急増した。それ

以来、外国人児童生徒教育や国際理解教育に関する多く

の実践が積み重ねられると共に、いわゆる「ニューカマー」

の子どもたちに関するさまざまな調査報告や諸研究が多

数発表されてきた。ただ、それから 20 年以上が経過した

2010 年代以降になって、地域や学校の実態と国や地方自

治体の諸政策も新たな段階を迎えている。それだけに、外

国人児童生徒教育や国際理解教育を改めて捉え直し、次

なる新たな課題を把握すべき大きな曲がり角に立ってい

るように思われる。 

そこで本稿では、私自身が 1990 年代末から 15 年以上

にわたって名古屋市内の小学校と保育園、そして小牧市

の小学校でフィールドワークに携わった経験に基づき、

従来とは異なる新段階とは何か、そして次の新課題は何

かについて検討する。 

 

2．「ニューカマー」から「移民」へ 

 

もともと「ニューカマー」という用語は、戦前・戦中か

ら 1980 年代後半までに来日して定住していた人々であ

る「オールドカマー」と来日時期を区別するために便宜的

に名付けられた独特の呼び名であり、両者をセットにし

て共通する問題も含めて互いに比較しつつ検討するため

に使われる１）。それから 25 年以上経った今日では「ニュ

ー」という表現はもはや似つかわしくない。しかも、1990

年代のニューカマーは労働のための一時的滞在（ポルト

ガル語にもなった、いわゆる「デカセギ」）が多かったの

に対して、2008 年のリーマンショックを契機とする経済

不況で母国に帰国する外国人労働者が相次ぐなか、それ

でも日本に残った人たちの中には永住を望むケースが目

立っており、「カマー」という表現もそうした変化を適切

に示すものではなくなっている。 

しかも、日本の総人口が 2008 年に本格的に減少に転じ

てからは、政府も一定の制約を設けながらも、労働力が不

足する介護士や看護師などの分野で外国人受け入れ策を

講じるようにもなっている２）。そこで今後は、世界で一般

的に使われる「移民」（migrant、immigrant）という用語

を使いたい。社会学で「移民」とは居住地を変えた人々と

いう幅広い意味で、国内移民と国際移民が区別されるが

３）、ここでは国境を越えて居住地を変えた国際移民を対

象とする。もちろん、日本は制度的に移民政策を取ってい

ないので、生活形態上の実態的な移民を指している。そう

した「移民」と捉えることによって、定住外国人問題の国

際比較も容易になるだろう。 

そうすると、やや荒っぽい時代区分であるが、2000 年
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代半ばを境とし、それまでの約 15 年間を「ニューカマー

時代」、それ以降を「移民時代」と仮に名付けるなら、定

住外国人の性格やホスト国である日本の受け入れ方、さ

らにそれらに対する議論の仕方の諸変化について、国際

比較も含めて説明しやすくなると考える。とりわけ、そう

した実態的な移民は単に「住民」なのか、あるいは「市民」

なのか、さらには「国民」なのかという、日本ではまだ十

分に議論されていない基本的論点が正面から問われてく

るに違いない。 

さて、第 1 図は愛知県内の外国人登録者数の変化であ

る。オールドカマーである在日韓国朝鮮が占める割合が

徐々に少なくなっているのに対し、1990 年から 2008 年

までブラジルを中心としたニューカマーの急増を示して

いる。その後、リーマンショックによる経済の低迷によっ

て、ブラジルが減少する一方では中国やフィリピンその

他の国々が増えて、地域の多国籍化が強まっている。 

この傾向は名古屋市内の各区で観察される特徴とも一

致する。名古屋市では従来から港区はブラジル、中区はフ

ィリピン、緑区は中国というように、三区での特定国の集

中化が見られてきたが、今では各区でその他の国の外国

人も流入して多様化してきている。 

 

3．移民時代の学校教育 

 

（1）「学校適応」「生活言語」から「学習言語」「進路指導」

へ 

 2010 年代に入るとともに、それまでの「外国人児童生

徒」という用語とともに「外国につながる子ども」あるい

は「外国をルーツにする子ども」「異文化を背負った子ど

も」という呼び名がよく使われるようになっている。国際

結婚が増え、子どもの国籍が日本でも母親が外国人であ

る場合は幼少期から背負う文化が異文化であることも視

野に入れる必要があるという認識が高まっているからで

ある。外国で長年生活して日本に帰国した子どもの場合

も、長期滞在国での文化を体得しているので同様である。 

そうすると、近年のグローバル化のもとで、国際的に

人々が頻繁に移動するという生活実態が日常的になり、

単に外国籍か否かという区分だけでなく、身につけた多

様な文化の観点から子どもを理解しつつ、日本語や日本

文化の学習指導が求められる。多文化が複雑に錯綜する

学校現場だからこそ、入念な子ども理解とその教育の広

がりと深まりが要請される「移民時代」の登場である。 

ニューカマー時代での外国人児童生徒教育の主目標は、

「学校適応」と「生活言語」習得であった。急に多くの外

国人児童生徒が入学するという、それまで経験したこと

のない日本の学校が緊急対応を余儀なくされた措置であ

った。それでも各学校の涙ぐましい試行錯誤を通じて、さ

まざまな教育方法が考案され、多くの研究者たちも膨大

な量の実態調査や、学校での臨床的な種々の実践研究を

積み上げてきた。  

その後の移民時代に浮かび上がってきた新たな主目標

は「学習言語」を核とする学力保障と高校・大学進学を核

とする「進路保障」である。前者については教科学習に繋

げる JSL カリキュラム開発がその具体化の第一歩であっ

たこと。後者については外国人児童生徒とその保護者を

対象にした進路説明会が各地で開かれるようになり、日

本の学校教育体系や受験制度などがポルトガル語やスペ

イン語、中国語などで通訳されながら詳しい説明がなさ

れるようになったこと、がいずれも新たな目標に向けら

れた具体的取り組みの代表事例であると言えよう。 

それでは名古屋市内のフィールドワークにより、外国

人児童生徒を対象とするニューカマー時代の教育の様子

をスケッチしながら、同時に外国とつながる子どもに対

する移民時代の新たな教育課題を探索していきたい４）。 

 

（2）小学校「日本語教室」の諸問題と諸課題 

 ニューカマー時代には外国人児童生徒が多く在籍する

小中学校では、日本語教室を設置して加配教員が担当者

第 1 図 愛知県の外国人登録者数の変化 

出典：愛知県ホームページ「愛知県外国人登録者数」
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となり、日本語（算数を含む）に関する取り出し授業をお

こなうスタイルが定着した。ただ、このスタイルには少な

くとも以下の四つの論点が含まれる。 

 ①学習動機づけ：日本での勉学を目的とする大学留学

生とは異なり、ただ親に連れられて来日した子どもたち

は最初から日本語を学ぶ意欲があるとは限らない。かれ

らの学習動機づけをいかに図るかは日本語指導法以前の

根本課題であるが、当初はもっぱらドリル方式で日常言

語を教え込むだけで精一杯であり、学校では学習動機づ

けまで十分に意識されてきたとは言い難い。 

第二言語習得の動機づけには二種類ある。第一は「統合

的動機づけ」で、日本語に即して言えば、日本人や日本文

化に共感し好意的な感情を持つときに日本社会の一員と

して参加したいと思う傾向が強く、持続的な学習意欲に

つながる点である。 第二は「道具的動機づけ」で、受験

や就職などに有利になるという、実利的な目的を達成す

るための手段として認識される点である５）。 

これら二つの動機づけを念頭に置くなら、単なる言語

指導に止まるのでなくて、日本文化全体に対する理解を

促すとともに、日本の進学体制や就職体制について詳細

な情報が早くから提供されないと、学習動機づけは十分

にはたらかないことになる。そこで、ニューカマー時代の

日本語学習がこの二点とどう関連していたかの振り返り

が必要である。 

②指導者条件：まったく日本語が分からない子どもに

対しては、1 対 1、せいぜい 1 対 2 の指導態勢が理想的で

ある。それを満たすだけの指導者条件が整っているかど

うか。教室担任だけでなく、補助者がいないと異文化の程

度や個人差に応じた指導は円滑に進めない。加配教員だ

けでなくさまざまなボランティアが導入される環境整備

と、そのための学校経営や教育行政の基本方針の確立が

不可欠である。 

第 2 図は名古屋市最大の外国人集住団地に隣接し、 

外国籍児童が全校の 3 割近く在籍するＱ小学校「日本語

教室」の様子である。同教室では加配教員の他に、ポルト

ガル語を話す母語学習指導員がいるという名古屋市内で

はまだ恵まれた環境が整えられている（2014 年度からは、

単に外国籍児童の日本語指導ではなく、日本児童や日本

文化との交流の拠点となるという趣旨から「国際理解教

室」と名称が変わった）。 

写真は中級クラスで、ブラジルなどアルファベット文化

で育った児童にとっては難しい漢字の学習風景である。

年齢の近い大学生ボランティアが読み上げる漢字のカー

ドを取り合う漢字カルタのゲームで、日本式の遊びを通

じて楽しく学習する目標のもと、いわば日本文化に親し

む統合的動機づけを狙った教材だとも言える。動機づけ

を高める教材や指導法の開発が国ごとの異文化や子ども

ごとの学習レベルと対応させながらいっそう細かく工夫

されていくことが移民時代の学校教育課題である。 

③学習言語：生活言語の習得は１～２年でかなり進む

のに対して、教科学習の基礎となる学習言語の習得には 6

～7 年はかかると言われている。ところが、この学習言語

の仕組みの解明とその指導法の開発はまだ十分に検討さ

れていない６）。Ｑ小学校での算数指導の調査の結果、学習

言語は次のＡ～Ｃ三層の用語（抽象性から具象性へ）から

成るのではないか、という仮説が得られた７）。 

Ａ「専門用語」は教科に関する「筆算」「式」「位」「単

位」といった教科の抽象的な専門語で、これが主な学習言

語だと一般には考えられている。 

Ｃ「生活用語」は文章題に登場する具体的な生活語で、

「すいそうに入った水の量はいくらか・・・」といった出

題文の「すいそう」がそれであり、現物を見れば分かって

も言葉が理解できないような場合で、学習言語としては

見落としやすい側面である。 

Ｂ「説明言語」はＡとＣを媒介するやや具象的な言葉で、

「何個ありますか」とか「引いていくらですか」といった

表現のうち、「何個」とか「引いて」といった普通の言葉

がそれである。ごく当然のように使う言葉だけに外国人

には意外にも理解しにくく、これも学習言語として見落

第 2 図 Ｑ小学校「日本語教室」中級クラス 

出典：名古屋市港区、2009 年 2 月 3 日、筆者撮影 
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としてしまっている層である。 

以上のように、学習言語そのものの構造からしてなお

解明する余地があるだけでなく、言語学習のなかで学習

言語がどう位置づくのか、母語を援用した学習言語の理

解はどうなるか、言語だけでなく授業そのものをどう展

開するか、学習言語に関する教員研修をいかに深めるか

など、移民時代だからこそ検討すべき多くの課題が控え

ている。 

④個別指導と「協同学習」：ニューカマー時代には取り

出しや入り込み指導が主要な方法となった。ところが、そ

うした外国人児童だけを別建てにするような個別指導で

思うような学習効果が現れないことへの反省が生まれて

いく。他方、クラスに外国人児童が一人しかいないような

場合には、個別指導がそれほどなされないにもかかわら

ず、いつのまにか日本語が習得されていく現実を勘案す

ると、あくまで在籍学級での学習を基本にし、その準備な

いし補助活動として取り出しや入り込み指導を再検討す

べきではないか、と主張され始めている８）。 

在籍学級での日常的な「協同学習」で仲間と触れ合うこ

とで「よくわからない」「まちがえるかもしれない」とい

った心理的ストレスが軽減され、友達同士の発話の交換

が日本語能力を高め、学習言語と学習内容の理解を促進

していくのではないのかという見解である。そこで、「協

同学習」と個別指導の関係を総合的に捉えるとともに、そ

の関係を実践的に研究することが移民時代に相応しい教

育課題であると言えよう。 

 

（3）保育園「べんきょう」の諸問題と諸課題 

さて、ニューカマー時代末頃から、小学校での学習を充

実するために、プレスクールの必要性が指摘されるよう

になった。特に日本語の習得や小学校の環境に慣れるた

めには幼児段階から取り組む必要があるという見解であ

る。 

①プレスクール：この見解に基づき、名古屋市Ｐ保育 

園では愛知県のプレスクール事業としての日本語学習が

NPO による講師派遣と教材使用で試行された。その後は

Ｐ保育園の保育士による 5 歳児対象「べんきょう」が毎

年 6 月から翌年 3 月まで週 1 回 30～45 分開かれ、正式

の保育園行事として定着している。名古屋市内では唯一

というこの保育園行事がどうして本格的に取り組まれて

いるのか。これこそ移民時代の幼児対象日本語学習の先

取りと言える。 

名古屋市内最大の外国人集住団地内にあるＰ保育園で

は園児の 8 割が外国人である。卒園すると隣にあるＱ小

学校へ入学するので、5 歳児段階から学校適応の準備をせ

ざるをえないという特別な環境にある。外国人家庭では 

幼稚園よりも託児時間の長い保育園へ子どもを通わせる

ことが多い。そこで、学校としての幼稚園ではないにもか

かわらず、児童福祉施設である保育園での「べんきょう」

が要請されるのである。 

第 3 図はその「べんきょう」の様子である。保育園の

机配置や園児の座り方が通常の保育園とは異り、小学校

の教室環境を模している。部屋の後部にはランドセルや

地球儀、書籍までが棚に置かれていて、教室に似せた環境

構成となっている。 

第 3 図は開始されてから 2 カ月経過した 8 月のある日

の光景なので、園児は座り方や先生の話を聞く姿勢がす

っかり身についている。当日の出席は 5 歳児計 9 人のう

ち、日本人は１人だけで、他はブラジル 5 人、フィリピ

ン 2 人、ミャンマー１人である。 机の配置や先生に向か

った座り方だけでなく、保育園とは違い、「起立！」「礼！」

「着席！」の号令から「べんきょう」が始まる。この学校

での号令は日本人ならごく当然のこととして意識するこ

とはない。しかし、外国人園児が小学校に上がって生活を

始めたときにこの号令に驚き、また意味が分からない言

葉でもあり、これも典型的な日本の学校文化である。そこ

で、小学校の生活にあらかじめ慣れておくために、教室環

境や椅子に座って先生の話を聞く態度、さらに号令によ

るあいさつなど体得する機会を保育園に取り入れること

第 3 図 Ｐ保育園「べんきょう」 

出典：名古屋市港区、2013 年 8 月 8 日、筆者撮影 
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はきわめて重要である。日本人でさえ、「小１プロブレム」

が言われるほどだから、外国人ならなおさらこうした準

備が不可欠である。 

 「べんきょう」の年間カリキュラムについては毎年度

当初に保育士全員で基本方針を検討する。毎回の進め方

は 5 歳児担当保育士が工夫する。6 月の目標は「物の名

前を覚える」「鉛筆の持ち方を知る」などから始まり、

その後は月を追って、「“あいうえお”を覚える」「形を覚

える」「数字を学ぶ」「文字を書く」などへと進み、最後

の 3 月には「簡単な文章を親への手紙にして書いてみ

る」といった高いレベルにまで至る。毎回の教材の準備

作業にとって、担当保育士の労力は並大抵ではない。 

 こうして「べんきょう」を終えて 1 年生に入学してき

た外国人児童について、Ｑ小学校の歴代校長は共通して

「Ｐ保育園修了児は安心です。問題は突然入学してくる

日本が分からない外国人児童で、これは個別指導が大変

です」と語る。 

②日本人にとっての日本語学習：「べんきょう」に日

本人園児も参加していることは意義深い。なぜなら日本

の今の子どもたちの言葉の乱れが指摘されており、正確

な日本語の習得は今や日本の子どもたちにとっても重要

な課題だからである。 

③母語学習とバイリンガル教育：Ｐ保育園では日本語

が共通言語であるが、外国人の母親に対して、家庭では

母語で親子の積極的な会話をと薦めている。日本語の絵

本だけでなくポルトガル語絵本をたくさん揃えていて、

家庭で読み聞かせてほしい、あるいは園児が親に読んで

聞いてもらうのもよい、と貸出しをおこなっている。母

語の習得を通じて抽象的思考が発達し、小学校に入って

から学習言語を習得しやすくなると言われているので、

家庭では母語、保育園や小学校では日本語でそれぞれ会

話を盛んにすることが重要である。 

ところが、共働きの両親が子どもと共に家庭にいる時

間が少ない場合には、母語は上達せず、かといって日本

語もままならない、というような二言語共に不自由とい

うダブル・リミテッドと呼ばれる状態に陥る子どもが珍

しくない。その状態はすぐさま低学力に結びつく。こう

した状態に陥ることだけは避けるのが移民時代の重要な

課題である。 

二言語を使うことをさらに教育課題として発展させて

いくと、母国の文化を育てて子どもたちの民族的アイデ

ンティティを確立するためのバイリンガル教育の必要性

に行きつく。外国人学校（たとえばブラジル人学校な

ど）に通う場合は別にして、小中学校での母語教育につ

いてはボランティアベースの課外活動としての実践事例

がないわけではないが、日本でのバイリンガル教育はま

だ十分に研究されてもおらず、これは移民時代にとって

の大きな課題である。 

 

（4）進学に関する明示的情報と黙示的情報 

先ほどの第二言語習得の動機づけのうち「道具的動機

づけ」について、進学情報に関する日本文化ともいうべ

き特徴に触れておかねばならない９）。 

たしかに、外国人向け進路説明会は日本の学校制度

や入試制度、近隣の高校・専門学校の詳しい説明がい

くつかの外国語の通訳付きでなされるほど充実した内

容である。しかし受験生にとって必要なのは、説明会

で配布される冊子に印刷されている「明示的情報」だ

けでなくて、印刷されない「黙示的情報」である。 

たとえば日本の高校進学率や大学・短大進学率、高

校間格差と銘柄大学進学率、受験準備を開始する学年

と家庭での平均学習時間、塾や家庭教師の利用実態な

ど、日本人ならよく知っている情報のほとんどは黙示

的に友人同士や保護者同士の密かな話題で流通してい

るものであるが、それらの多くは公には伝えられない

情報なので、外国人にとっては接近しにくく、それが

受験競争上不利となっている側面を見逃すことはでき

ない。移民時代には、こうした受験・進学に関わる情

報格差をどう扱うのかを意識化する必要がある。 

 

4．多文化理解の深化 

 

（1）「文化」の性質と「多文化共生」 

 様々な分野でのグローバル化が日本でも当然とされる

なかで、2000 年代以降になると「多文化共生」という

用語が外国人集住地域を抱える自治体を中心に、地域行

政の基本方針として定着した。一般に「多文化共生」に

は、①異なる民族や国籍の共存、②相互理解と尊重、③

地域生活への参加と対等な協力関係、という意味が込め

られて使われる。ただし、どちらかと言えば地域社会像
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を理想的に美しく謳いあげるスローガンとしての性格が

強い。そこで、「多文化共生」に関して検討してみた

い。 

「文化」ということばには「政治」や「経済」とは違

って、穏やかで柔らかく気品あるイメージがあり、その

イメージの延長上に「多文化」も受け止めると、勘違い

を引き起こす。「文化」（culture）を広く捉えると、言語

や宗教をはじめ、日常生活習慣や行動、考え方、感じ方

を含む生活様式全体である。つまり、文化はそれを同じ

くする人々の統一性をはかる一方で、異質な人々を排除

したり支配したりする力関係を同時に伴なっている。

「文化」はこうした両面を持つ性質に注目しよう。 

言語を核とした文化を異にする民族が世界で約

3000、政治的統一体としての国家は約 200 あるので、

平均すると一国内に 15 の民族＝異文化が存在すること

になる。日本は単一民族ではないとしても、それだけ多

くの異民族を抱えてきたわけではないので、身近な生活

感覚として多民族や多文化を理解することがないままニ

ューカマー時代を迎えてしまった。 

真っ先に気付かないといけないのは、それら異文化が

触れ合うと常に緊張や葛藤をはらむという現実であり、

それは世界の紛争や戦争を見ればおのずと明らかであ

る。 穏やかで柔らかいイメージがする「文化」が実は

そうした厳しい現実を帯びていることを見据えながら、

社会人類学者の梅棹忠夫は、文化とは「他民族に対する

不信の体系」と嘆き、文化人類学者の青木保は、文化と

は「人類の調和的発展にとってマイナス要因」だと断じ

たほどである 10）。 

移民時代を迎えた日本は、今後いっそう多文化の状況

が強まることが予想されるだけに、異文化との遭遇によ

る困難な緊張・対立・葛藤の様子を詳細に検討しつつ、そ

の解決法を不断に追究することが要請される。ところが、

そうした作業が不十分なまま、「多文化共生」という用語

で理想的地域社会をただ美しく謳いあげる傾向が強いと

言わざるをえない。しかも、学術研究の場で「多文化共生」

が使われる場合も、「実態」の側面と「理想」の側面が混

在して曖昧に論じられがちであり、もっと実態の側面に

着目して、そこに潜む困難な諸問題の解明と解決の方策

を検討する必要がある。 

 

（2）異文化理解と自文化認識 

異文化との遭遇による緊張・対立・葛藤について、さら

に一歩踏み込んで考えてみたい。 

いうまでもなく、異文化同士の出会いはマイナス面だ

けでなく、各文化の長所や短所に気づき、異なる価値観

を互いに学習する貴重なプラスの機会ともなる。相互の

交流を深めることで対立葛藤は少しずつ乗り越えられ、

多様性から生まれる活力を地域社会に与えるはずであ

る。ただし、そうなるためには「異文化理解」とは何

か、についてさらに広く深く明確に理解する必要があ

る。 

Ａ 異文化理解：従来からおこなわれているような一 

時的なお国自慢のイベントといった国際交流で終わるの

ではなく、異文化に対する相互理解が実際の対人関係を 

通じて、身近な地域生活のなかで持続的に進んでいくこ

とが肝要である。なかでも互いの言語のやりとりは、そ

れぞれの国・民族の習慣や規範、認識方法などの違いを

直接知る契機となるだろう。民間ボランティアベースで

の地域日本語教室や日本人に対するポルトガル語教室な

どはそのひとつの具体化である。 

そして、異文化理解や国際理解は学校教育の場も含め

て地域社会全体で広く議論されるようになった。ところ

が、まったくと言ってよいほど見落とされているのが次

の「自文化認識」である。 

 Ｂ 自文化認識：異文化理解が進めばおのずと自文化

に対する新たな発見や疑問、批判、再評価などを通して

自己認識の明確化や深化が生じるはずである。ところ

が、異文化理解が表面的に流れて他人事のようになされ

ると、十分な他者理解もできず自文化認識にも何の変化

も生じない。そして、その方が葛藤に陥らずに安定性を

保つことができて都合がよいのである。しかし、それで

は異文化との遭遇のメリットを産み出すことにはならな

い。では、異文化理解に伴う自文化認識としては何が生

じるのか。考えうる認識の具体的な変化を三つ挙げてみ

たい。 

第一に、日本文化を対象化して捉え直すことにより、自

国文化もまた多様性をもつことに気づくこと。南北に長

い島国である日本は、北には先住民族であるアイヌがい

るし、南には独自の文化をもつ琉球の人々がいる。北と南

は、もともと畑作と漁労を基礎とする文化をもつのに対
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し、本州・四国・九州は水田稲作を基礎とする文化をもつ

人々がいて、それが大和民族にほかならない 11）。しかも、

日本の植民地政策によって、戦前・戦中に多くの朝鮮人が

日本列島に居住するようになり、敗戦後から現在に至っ

てもなお多くの在日韓国・朝鮮人が定住している。 

そのうえ、1990 年代から増加するニューカマーの一方

では、隣国中国から日本の大学に多くの留学生がやって

きている。中国は総人口の約 9 割を占める漢民族の他に

約 1 割のマイノリティ（日本の総人口にほぼ匹敵）とし

て 55 の民族がある。留学生はごく日常的に「私は漢民族

です」あるいは「モンゴル族、朝鮮族、ウイグル族・・・

です」などと自らを名乗る。そのときに日本人大学生は自

らの民族を気軽に説明できるかどうか。そうした自文化

認識を伴わないで、中国の計 56 の民族に対する異文化理

解ができるだろうか。 

第二に、同質で単一であることが文化的に優れている

わけではないと気づくこと。かつての「単一民族」幻想に

は評価の意味合いが隠されていた。確かに、異民族が同居

すれば、対立・葛藤が生じやすく、国家は常に緊張をはら

んだ不安定さに揺れ動くかもしれない。しかし、異文化接

触による新しい文化を創造しうる可能性もまた存在する

し、さまざまな民族文化が存在することは、その国の文化

の多様性として、逆に誇りにできることである。世界中で

は異なる人種・民族が共生する国々がほとんどすべてで

ある。「多文化共生」ということばは英語で何と言うか、

とアメリカからの留学生に聞いても「そんな英語は無い」

という返答が返ってくるだけで、意味を説明すると「そん

なことは今さら取り立てて言わなくても当たり前ではな

いか」とあきれられるだけである。 

第三に、外国人児童が通う学校現場で自文化認識が進

めば次のような議論が可能になる。ひとつの具体例を以

下に独立させて紹介しよう。 

 

（3）初期日本語教室でのある日の学習テーマ 

 名古屋市と同様、外国人住民の比率が高い小牧市では

2010 年の春から外国籍の小中学生を対象にした「日本語

初期教室」が始まった。来日直後か、外国人学校に在籍し

ていて日本語がまったく分からない子どもたちの指導に

ついて、在籍学校の負担を軽減するためにも、半年ほど集

中して基礎を学ぶ教室が教育委員会管轄でＲ小学校に設

置された。ニューカマー時代には各学校で緊急措置とし

ておこなわざるをえなかった日本語指導を、地域全体の

取り組みとして整備した事例で、それこそ移民時代の日

本語教育を先取りするものと言える。ブラジル籍を中心

に近隣小中学校から 10 人弱の子どもたちが通う。そして、

ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語、中国語を話す

母語学習指導員数人が指導を担当している。 

 ある日午後の特別学習テーマが「学校に持ってきてよ

いもの、持ってきてはいけないもの」であった。そのねら

いは、①日本語学習（物のなまえ）と②日本の学校のルー

ル（校則）を知る ことである。日本の学校には厳格な校

則があって、児童がその校則を守るかどうかが学校適応

の一つの身近な課題となっている。ブラジルの学校なら

持ち込める物が日本の学校では持ち込み禁止となってい

ることがある。教卓に置いた現物を見て名前を言い、持っ

てきてよいか、よくないかを答えるというゲーム感覚の

学習である。 

眼の前に①ピアス②ネックレス③指輪④ケータイ⑤ 

マンガ⑥おやつ、が並べられた。子どもたちはそれぞれの

名前を言うことができたが、持ち込み可・不可については

戸惑う場合もあった。なかでもおやつとピアスである。最

終的には教師が不可との確認をして終わったが、そこに

は日本の学校文化の意味合いが込められていることに改

めて気づかされる。指導側も学習側もそれを理解し合わ

ないと、単なる規則の強制になってしまう。 

おやつについて言えば、日本の学校では給食（ブラジル

の公立学校にはほとんど無い）があるからおやつは不要

である。しかも日本の給食は単に栄養ある食物を摂ると

いう意義だけでなく、集団で準備し、皆でいただき、全員

で片づけるという一連の仕事が一種の勉強（授業）に当た

ると考えられているが（小学校教員にとって、給食指導は

大切な職務である）、それは毎日の学校時間割のなかでは、

特に言語化されない自明の前提である。給食の学校文化

を説明しないと、単に「おやつはいけない」ではブラジル

の子どもたちは了解できないだろう。 

そして、ピアスにも日本とブラジルの相違があること

を考えさせられる。その点まで勘案しないと、これまた単

なる校則注入で終わってしまう。ピアスの文化的意味は

何か？ 日本では大人の女性（最近は男性も）のおしゃれ 

用であり、大人〔通常 18 歳以上（高校卒）〕になってか
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ら着ける。学校（高校）を卒業してから大人になる、とい

うように大人と子どもの線引きを厳格におこなうのが日

本の（学校）文化として考えられる。これに対し、ブラジ

ルでは女の子である証（あか）しであるから、幼児のとき

からピアスをつけている 。ピアスは一方では年齢文化が、

他方では性別文化が意味づけられているという「文化差」

がある。この異文化を知らないと校則指導は以下のよう

になってしまう。 

 「学校の決まりだからいけません」「みんなが真似をし

たりするからダメです」「周囲が珍しがって触っている

うちに怪我をする危険があります」など。 

 これに対して、異文化を知ったときには、校則指導は以

下のようになろう。 

「ブラジルでは女の子はみんな小さいときからつけて

いますね。でも、日本ではピアスは大人になってから許

されるおしゃれなのです。このままずっと日本で生活

するのであれば、高校卒業後はいくらでも楽しめます

から、それまでは学校にはピアスはしてこないように

しましょう。日本の子どもたちはみんな守っています」

など。  

 以上のように、日本人には自明の前提としての校則で

あっても、それは文化の反映でもあると認識を深める必

要がある。日本の（学校）文化の特徴を子どもだけでなく

保護者に対しても説明して校則指導をすれば、理解して

もらいやすいはずであるが、それをせずに一方的で機械

的に個々の校則を無理に守らせようとすれば、強制的な

同化主義に陥りやすい。日本人の客観的な自文化認識に

基づいた説明を示せば、外国人の日本の（学校）文化に対

する異文化理解も可能になるだろう。 

 

5．おわりに 

 

 ニューカマー時代から移民時代へと移行するなかで、

異文化理解の意味がさらに広く深くなっていくというの

が本稿の主な主張である。それは校則を含む学校適応で

あれ、学習言語の習得であれ、さらには宗教理解や多文化

共生であれ、すべてに当てはまる重要な論点である。 

 異文化理解とは、異文化を理解しつつ自文化を認識し

直すという広い意味合いにほかならならず、それで初め

て多文化理解が成立すると言えよう。ピアスの例で言え

ば、年齢の文化と性別の文化の相違を知ることによって

子ども理解が深まり、日本の校則指導が円滑にいくこと

になる。換言すると、自文化認識が深まらない限り、多文

化理解は成功しないだろう。そして、そうした基盤が出来

上がるなかで、多文化共生は地道に実現に向かっていく

に違いない。 

以上の議論を示したのが第４図である。これまではＢ

面が欠落しがちなまま、Ａ面だけの異文化理解に終始す

る傾向にあったが、それでは真の異文化理解は深まらず、

Ｂ面を伴ってこそ本当の多文化理解が深化していくと考

えるべきである。移民時代にはそれが要請されるだろう。 

   

         

多文化理解のしくみ 

 

   Ａ異文化理解      Ｂ自文化認識 

 

 もちろん、多文化共生は実に困難な永続的過程である 

と言える。多文化理解の深化に伴いながら、外国人が地

域社会で生活していく上でのさまざまな権利保障（住民

登録から始まって、就労あるいは社会保険といった諸種

の社会保障など）の局面に直面するし、いずれは制度的

な「社会参加」を具体的にどこまで実現するのかという

局面に行きつく。つまり、ニューカマー時代から移民時

代へ移行するということは、住民と国民との狭間で「デ

ニズン」（denizen）や「市民」（citizen）という考え方

がいかに浸透し、参政権も含めた社会参加が制度化され

ていくのか、という局面と向き合わざるをえなくなるだ

ろう。しかし、それは文化的課題を中心にした本稿を越

える大きな政治的課題である 12）。 

 

〔注〕 

1）田中宏（1991）『在日外国人－法の壁、心の溝－』Ⅰ章．岩

波新書（第 3 版、2013）． 

2）受け入れ政策は、あくまで日本と各国との経済連携協定

（ＥＰＡ）によるもので、 少子高齢化する日本社会を支え

る多様な人材をグローバルにどう確保するかという本来あ

るべき基本発想に基づくものではない。しかも資格取得の

第 4 図 異文化理解・自文化認識・多文化理解 
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ための試験では日本語のハードルが高く、外国人の合格率

は低い。不合格者は在日期間が過ぎると帰国せざるを得

ず、看護師や介護士などの分野の優れた人材をみすみす逃

してしまうという不合理な結果となっている。 

3）駒井洋（1993）移民．森岡・塩原・本間編『新社会学辞

典』63－64．有斐閣． 

4）名古屋市内での詳細な事例調査については、今津孝次郎

（2012）外国人小学生の学力保障に向けて．『＜ワードマッ

プ＞学校臨床社会学－教育問題の解明と解決のために－』

Ｖ章．新曜社． 

5）白井恭弘（2008）『外国語学習の科学－第二言語習得論とは

何か－』第 3 章．岩波新書． 

6）数少ない新しく本格的な研究書として、バトラー後藤裕子

（2011）『学習言語とは何か－教科学習に必要な言語能力

－』三省堂． 

7）前掲 4）． 

8）白山真澄（2011）『ニューカマー児童生徒の教育支援－公立

小中学校における『適応』『言語』『学習』の統合的アプロ

ーチ－』第 5 章．名古屋大学大学院教育発達科学研究科博

士学位請求論文． 

9）前掲 4）． 

10）梅棹忠夫（1991）『二十一世紀の人間像－民族問題を考え

る－』講談社学術文庫．青木保（1988）『文化の否定性』

中央公論社． 

11）藤本強（1988）『もう二つの日本文化』東京大学出版会． 

12）近藤敦（1996）『外国人の参政権－デニズンシップの比較

研究－』明石書店． 
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書評：丹辺宣彦、岡村徹也、山口博史編著『豊田

とトヨタ ―産業グローバル化先進地域の現在― 』

（東信堂、2014 年、ISBN：978-4-7989-1234-9 

C3036） 

小松史朗（近畿大学） 

 

 

1．本書の構成と概要 

 

 本書は、1980 年代以降の愛知県豊田市における地域社

会の構造と地域住民の生活及び市民生活の在り方、その

規定要因について、幅広く丹念なアンケート調査と面接

調査に基づいて明らかにすることを試みた労作である。

本書の構成は、次の通りである。 

 

はしがき（丹辺宣彦、岡村徹也、山口博史） 

序章 変貌するトヨタと研究の視点（丹辺宣彦） 

第Ⅰ部 豊田：地域社会の俯瞰図 

第 1 章 産業グローバル化先進地域の経済活動と階層

構成 ―西三河地域と豊田市：1970～2005 年―（丹辺宣彦） 

第 2 章 トヨタ自動車の地域戦略と組織再編 ―地域社

会との接点としての社会貢献活動―（岡村徹也） 

第 3 章 豊田市のコミュニティ施策の展開 ―制度化さ

れる市民活動―（谷口功・丹辺宣彦） 

第Ⅱ部 産業グローバル化先進都市の地域コミュニティ 

第 4 章 産業グローバル化先進都市豊田の地域コミュ

ニティ形成（丹辺宣彦） 

第 5 章 自動車産業就業者の地域生活 ―男性現役層・

退職者の地域的紐帯をめぐって―（丹辺宣彦・鄭南） 

第 6 章 女性たちの社会活動参加 ―性別役割分業とラ

イフステージをめぐって―（丹辺宣彦・新城優子） 

補章 周辺階層の形成メカニズムと社会的紐帯 

第Ⅲ部 まちづくりのアクターとネットワーク 

第 7 章 産業都市における市民団体の活動空間とネッ

トワーク ―広域型活動団体と地縁型活動団体―（山口博

史・丹辺宣彦・中根多恵） 

第 8 章 豊田市における市民活動の展開とその支援政

策 ―市民活動リーダー層のネットワーク化に着目して―

（菅原純子・木田勇輔） 

第 9 章 女性たちが担う市民活動の展開 ―三つの団体

事例をめぐって―（中根多恵） 

第 10 章 トヨタ自動車のボランティア活 ―トヨタボ

ランティアセンターの活動とその担い手をめぐって―（岡

村徹也） 

第 11 章 自動車産業退職者の定年帰農―豊田市農ライ

フ創生センターに注目して―（中村麻理） 

第Ⅳ部 多文化共生と地域統合のかたち 

第 12 章 多文化共生にかかわる市民活動―日系ブラジ

ル人支援活動に注目して―（米勢治子・土井佳彦・山口博

史） 

第 13 章 多文化共生をめぐる市民活動ネットワーク 

―豊田市の外国人医療支援グループの場合―（大谷かがり） 

第 14 章 グローバル企業の人材獲得と育成―トヨタ工

業学園高等部の人材育成・教育プログラムをめぐって―

（岡村徹也） 

終章 岐路に立つ豊田とトヨタ ―総括・展望と都市研

究への意義―（丹辺宣彦・岡村徹也・山口博史） 

 

 次に、各章の概要を説明する。 

序章では、豊田市における巨大企業体制と地域社会の

実態をめぐる先行研究を概観してその特質を指摘した上

で、豊田市の地域社会構造、地域住民の生活、市民活動の

在り方を析出するという本書の目的を示している。そし

て、シカゴ派による都市類型を検証し、豊田市を高度な

「産業＝資本主義発展蓄積」、低度の「都市度＝動的密度」

に属する特異な「産業グローバル化先進都市」として位置

付けた上で、豊田市における地域社会の社会的交換関係

に着目している。 

 1 章では、行政の統計データに基づいて、愛知県の就業

者階層構造の推移を分析した上で、とりわけ、豊田市の製

造業の産業、人口・階層構成と地域特性を析出し、外国人

住民の就業状態を概観している。本章での分析によれば、

愛知県内でも西三河地域では、1970 年から 2005 年にか

けて、就業者数、とくにホワイトカラー労働者が増加傾向

にある反面、ブルーカラー労働者については、豊田市部で

はやや減少している。その一方で、郡部では、ブルーカラ

ー労働者人口が大幅な増加傾向にある。 

 2 章では、トヨタ自動車の社会貢献活動をめぐる地域戦

略と組織再編の実態を明らかにしている。トヨタ自動車

では、高度成長期に確立した同社による「地域支配」への
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反動に配慮する形で、CSR 委員会という社内組織を頂点

として、トヨタ財団などを通じた地域への社会貢献活動

を推進してきた。それは、環境、交通安全、教育、共生社

会化など多岐にわたる。本章では、その狙いを、巨大企業

体制による地域統治を社会貢献活動という形で地域に還

元することで、企業活動への住民の理解を促し、企業と地

域との持続可能な関係を構築することにあると分析する。 

 3 章では、豊田市による市民活動支援制度と自治制度の

歴史的経緯とその担い手を確認した上で、平成の町村合

併後に展開していった都市内分権化、まちづくり施策を

概観している。豊田市では、行政区から自治区への名称変

更、地区コミュニティ会議の創設、自治区コミュニティ構

想の発表などを通した行政施策推進の上での自治区組織

への分権化、地区会議の創設など通して、1990 年代末以

降、市民活動が急速に増加していった。とりわけ、「わく

わく事業」という市民提案型の行政補助事業が創設され

たことで、市民の地域活動への自発的参加が促されてい

ったことが注目されている。 

 4 章では、2009 年に実施した旧市内居住者を対象とし

た質問紙調査（3,000 通郵送 1,534 通回収：有効票回収率

51.1％）によるデータの分析結果を基に、豊田市の地域社

会の階層構成、仕事と地域社会に関連する社会意識、社会

的ネットワーク形成、まちづくり活動と団体参加の実態

が析出されている。解析結果は、豊田市内においては、ト

ヨタ自動車、関連会社の就業者（パート、退職者）の定住

化が進み、仕事への満足度・愛着、地域への愛着、生活満

足度が概ね高水準にあり、社会的ネットワークの形成、ま

ちづくり活動と団体参加が進みつつある一方で、トヨタ

自動車従業員と関連会社従業員との間では若干の格差が

存在することを示している。 

 5 章では、豊田市に居住する自動車産業で就業する男性

の地域活動への参加状況について所属企業群、ライフス

テージごとに分析した上で、地域活動リーダー層の活動

内容と動機づけ要因について、質問紙調査と面接調査の

記録を基に分析している。その結果、まちづくり活動への

参加状況は、関連企業従業員よりもトヨタ自動車従業員

の方が高く、現役フルタイム労働者よりも退職者・非常勤

労働者の方が高かった。参加率については、30 代後半か

ら 50 代前半、60 代が高く、加齢と参加率との間に顕著

な因果関係は見られない。地域への愛着、社会貢献意欲、

居住地に職縁が複数名以上ある割合においては、加齢に

伴って上昇する傾向が見られた。こうした知見から、本章

では、定住化とそれに伴う近所付き合いの深まりが、彼ら

の社会貢献意欲を高めていると主張する。 

 6 章では、2009 年実施質問紙調査のデータに基づいて、

性別役割・配偶者の勤務先、ライフステージ、地域的紐帯

という 3 つの分析視覚を用いて豊田市在住女性の広義の

市民活動への参加状況についての分析が展開されている。

本章での分析によれば、トヨタ自動車に夫が勤務する妻

の市民活動への参加率は、関連企業やその他の就業先に

夫が勤務するケースに比べて、相対的に高い傾向がある。

そして、子供の誕生、成長とともに近所づきあい、各種市

民活動への参加が増える傾向が見られる。 

 7 章では、豊田市における市民団体の活動内容と担い手

及びその社会的紐帯の実態と特質を分析している。その

結果、地縁的活動は少数の局に集中して主に勤務先を定

年退職した男性が担い手になっており、広域的活動は全

体として多極型のネットワークを有して女性が担い手に

なる割合が相対的に高いことが明らかにされている。そ

の一方で、豊田市の市民活動では、外国籍、市外在住者、

行政関係者が構成員となることが少ないことも明らかに

なった。豊田市では、住民の長期定住化に伴って、全体的

には市民活動が盛んになってきた。 

 8 章では、2011 年実施「豊田市のまちづくり団体と活

動ネットワークに関する調査」のデータに基づいて、豊田

市の市民活動、とりわけそのリーダー層のネットワーク

化の実態と特質についての分析が展開されている。その

結果、地縁型と広域型の担い手の属性については、7 章で

の分析とほぼ同様の知見が示されている。そして、市民活

動リーダー層の育成及びネットワーク化に向けて官民連

携活動として、「つなぎすと事業」を取り上げ、その実態

と意義、課題が述べられている。豊田市の市民活動では、

地縁型と広域型の活動との隔たりがいまだに大きく、両

者の有機的連携の強化が求められている。 

 9 章では、豊田市における女性を中心としたメンバーに

よって構成される 3 つの市民団体を事例として、豊田市

における女性市民活動の社会指向性と集合財供給の特質

を分類し、運動の課題を提起している。本章では、女性市

民団体の運動特性として、子育て、食、農、平和というテ

ーマを抽出し、こうしたテーマの活動への男性の参加が



書 評 

 

38 
 

乏しいこと、多くは子育てに忙しい担い手が如何にして

運動に必要な資源を調達してゆくのかを、今後の運動の

課題として挙げる。 

 10 章では、トヨタ自動車が設立したトヨタボランティ

アセンターの設立経緯とそこで組織されたボランティア

サークルの活動を通して、同センターが主導するボラン

ティア活動における同社の CSR 戦略と担い手の主体性

との関係を分析している。同社の社会貢献活動は、グロー

バルな展開を視野に入れたものと地域社会との結びつき

が強いものとに大別できる。そして、本章では、前者の多

くが企業戦略の視点から実施されている一方で、後者に

ついては地域的紐帯と社会貢献意欲が強い一部の従業員

が主体的に取り組んでいる実態が明らかにされている。 

 11 章では、豊田市農ライフ創生センターとその修了者

組織である「豊田農ライフの会」の取り組みを中心に、豊

田市の自動車産業退職者の「定年帰農」の特質と意義を紹

介している。豊田市では、豊田市農ライフ創生センターが

市民に農業研修、農地仲介、農家仲介を行うことで、企業

を定年退職した者の市内での新規就農が促されている。

その目的は、団塊世代を中心とした層の定年退職後の「生

きがい」創出と、耕作放棄地対策にあった。面接調査では、

定年退職後に就農した者の多くは、会社員時代に培った

改善能力を駆使して、工夫しながら農業で成果を出すこ

とに生きがいを感じていることが明らかになった。 

 12 章では、豊田市に在留する外国人、とりわけ日系ブ

ラジル人に対する教育、地域生活、医療などの支援活動を

展開する行政及び市民団体の活動実態、それらの連携、担

い手の特質を明らかにした上で、その課題を提起してい

る。本章では、次のような知見が示されている。豊田市に

在留する外国人を支援する団体は、豊田市多文化共生推

進会議を中心に組織されており、それらを補完する形で

幾つかの NPO 法人が活動している。その一方で、政府や

行政の移民政策が中途半端なものである上に、在留外国

人を支援する NPO と他の市民活動との連携も乏しいと

いう課題が見られる。 

 13 章では、豊田市の外国人医療支援グループの活動を

通して、豊田市における多文化共生のための市民活動の

実態と課題について考察している。1998 年に発足した外

国人医療支援グループは、当初は豊田市が管轄する豊田

市国際交流協会（TIA）に登録するボランティア団体とし

て活動していたものの、2007 年に独立して様々な活動を

行うようになった。しかしながら、TIA から独立したこ

とで地元医師会からの医師の派遣を受けられなくなり、

行政からの財政的支援も不十分であった。さらには、同グ

ループが「わくわく事業」に応募したところ、選に漏れる

結果となった。これは、地元での紐帯が弱い外国人を支援

する上での行政や地元住民の理解の低さが背景にあり、

根深く悩ましい問題と言える。 

 14 章では、トヨタ自動車の企業内訓練校であるトヨタ

工業学園の沿革、教育内容、社内在籍者数及び卒業者数を

紹介した上で、同校が「よきトヨタマン」の知識、技能の

みならず愛社精神、過酷なライン労働への耐性の養成、さ

らには地域社会の担い手のネットワーク形成に及ぼす影

響について考察している。トヨタ工業学園は、1939 年に

技能者養成所として開校し、2010 年度修了時点での社内

在籍が 8,507 人、卒業生は累計約 18,000 人に及ぶ。全寮

制で先輩、後輩の相部屋制、心身教育に力を入れる同校で

は、同社の労使関係や社内人脈を通じた市内の地域活動

の紐帯を形成する役割をも担っている側面がある。 

 終章では、本書の各章を振り返りつつ、都市研究におけ

る豊田市の位置づけとその意義についての検討が行われ、

環境変化に伴う豊田市の今後の在り方が示されている。

本書では、「社会的交換」という概念に着目して、豊田市

は、「産業・資本主義発展による蓄積」が高度である一方

で「動的密度」は低い「先進産業都市」と位置づけられ、

「蓄積」が高度で「動的密度」も高い「シカゴ派的都市」

とは異なる特質を持つことが示されている。そして、豊田

市の事例がアジアの新興都市の在り方に有益な知見をも

たらす旨が示されている。その一方で、近年増加してきた

非正社員労働者や外国人住民といった「周辺的流動層」の

生活状態の悪化が、豊田市における「地域統合をおびやか

す可能性」が指摘されている。 

 

2．本書における研究の意義と課題 

 

 本書では、アンケート調査による豊富なデータと面接

調査による知見に基づいて、都市社会学の視点から、豊田

市の産業都市としての社会基盤の蓄積、動的密度を分析

することを通して、既存研究で注目されてきた「シカゴ派

的都市」とは異なる「先進産業都市」としての豊田市の特
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質を析出している。 

本書では、既存研究に多く見られた豊田市の行政及び

地域社会に対する分析における両極的見解、すなわち、ト

ヨタ生産方式に規定された高生産性、高度な資本蓄積を

礼賛する見解とトヨタ自動車の管理体制に包摂された巨

大企業城下町としての側面を批判的にとらえる見解を超

克し、豊田市の産業都市としての実態を量と質の両面か

ら「ニュートラル」に解き明かすことを課題としている。

そして、本書では、そうした課題と忠実に向き合った精緻

な研究を蓄積することで、研究課題の解明に向けての極

めて貴重な知見を数多く提供している。 

こうした点において、本書、本研究は、豊田市を対象と

した都市社会学、多文化共生をテーマとする研究者諸氏

による重厚な研究の集大成ともいえる労作であり、今後

類似したテーマの研究が行われる際には、必ず参照され、

検討されるべき非常に重要な研究成果であるといえる。 

その一方で、本研究には、若干の課題も観られる。次に、

本研究及び今後展開される類似研究の建設的な発展に向

けて、本研究における課題を幾つか提起しておきたい。 

 

（1）トヨタ従業員及び退職者の市民活動への参加状況と

その背景 

103 頁（4 章）において、丹辺氏は、先行研究を踏まえ

て「トヨタ生産システムのもとで管理・疎外され、地域社

会にかかわろうとしないトヨタ従業員というややステレ

オタイプ化された見解が、現時点ではまったく妥当しな

くなっている」と指摘している。現役のトヨタ従業員が地

域社会活動に一定程度関わっているという事実は、本研

究のデータ分析から確かに明らかになった。 

 しかしながら、その一方で、表 5-3（116 頁）では、フ

ルタイム男性労働者よりも 55 歳以上男性退職者層の方

がまちづくり活動への参加水準が高いことが示され、表

7-3（175 頁）でも、地縁的なまちづくり活動のメンバー

がフルタイマーよりも退職者・無職者の方が際立って多

いことが示されている。そして、193-203 頁（8 章）では、

自治区コミュニティ活動の中心的な担い手が、一戸建て

に居住する 60 代男性（＝退職者）が中心となっているこ

とを示している。 

また、105 頁（4 章）では、H 自治区の事例として、団

塊世代が多く居住する団地では、夫が働き盛りの頃には

自治区活動は「夫名義」で妻たちが担ってきたが、夫たち

が定年退職を迎えた男性たちが職場で培った組織力を自

治区内にも生かして活動している様子が紹介されている。 

 さらには、表 8-3（202 頁）では、まちづくり活動のリ

ーダー層は、中学校区までの範囲を主とする地縁的活動

では 60 代の男性であり、中学校区を超える広域的活動で

は 50 代以下の女性の比率が高まることが示されている。 

 丹辺氏が指摘する通り、本研究では、トヨタ自動車の現

役フルタイム労働者も、地域活動に一定程度は参加して

いる一方で、地域活動の担い手の中心は定年退職した男

性であり、その活動は、社内人脈、地域的繋がりに依拠し

た地縁的活動が中心となっていることが示されている。 

 こうした状況は、業務に多忙で地域活動にあまり従事

できないトヨタマンという既存研究による指摘を覆す知

見とまでは言えず、団塊世代の男性が、定年退職を迎えて

長年居住した地域の市民活動に参加し始めたことに因る

ところが大きいのではないだろうか。 

 また、132 頁（5 章）には現役層のまちづくり活動への

参加が 80 年代よりも盛んになった旨が記されているが、

80 年代における現役層の参加状況を示す統計データとの

比較・検証が行われていない以上、このように断定してし

まうのはいささか問題があるのではないだろうか。 

 

（2）トヨタ従業員及び退職者による地域活動とその「内

発性」の実態 

丹辺氏は、132 頁（5 章）において、「トヨタ自動車従

業員がまちづくり活動をおこなうようになったのは、も

っぱら社会貢献を重視するようになった企業の方針のた

めだとは言えない。地域に埋め込まれた自身のネットワ

ークにより、トヨタ従業員は個人ベースでも活発に活動

するようになっている」と述べる。 

 その一方で、岡村氏は、256-258 頁（10 章）において、

トヨタ自動車が設立したボランティアセンターについて、

「2006 年には社会貢献推進本部へと移ったが、同部の母

体は広報部であったため、その影響で徐々に広報の一環

としてのボランティアという位置づけが強くなりつつあ

る」と指摘している。 

 また、岡村氏は、355-356 頁（14 章）において、トヨ

タ工業学園出身者の地域活動への取り組みについて、「さ

まざまな訓練によって身に着けたトヨタウェイのある部
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分は生産活動のみならず、従業員と退職者がもつ『職縁』

を通じて、間接的には職場以外の地域活動や人間関係に

まで及ぶ可能性がある」と指摘している。 

 こうした知見から、丹辺氏が指摘するように、豊田市内

での居住歴が長期化しているトヨタ従業員の地域活動は、

確かに企業の社会貢献方針のみによって規定されている

とは言えないものの、企業の CSR 戦略を通した社内及び

地域の「空気」に適応しようとする「強制された自発性」

による側面があることも否定できないのではないだろう

か。 

 

（3）2009 年質問紙調査の対象と社会階層格差に関わる問

題 

本書における立論の有力な根拠として示されている

2009 年 8 月に実施された質問紙調査では、アンケートの

対象者を旧市内に居住する 30 代から 60 代までの成人男

女としている。 

その一方で、本書で言うところの「周辺層」の多くは、

豊田市の周辺部に居住する外国人、周辺自治体に立地す

る下層下請企業で勤務する労働者とその家族、そして多

くは非正社員労働者としてトヨタ自動車及びその関連会

社で勤務する 10 代後半から 20 代の若年層である。 

本調査で 30 代以上を調査対象としたことが、こうした

非正社員労働者層を分析対象から排除してしまい、豊田

市における社会階層格差問題を過小評価する分析結果を

導き出している可能性がある。 

 

（4）アンケート対象者の所属企業別所得格差と社会的排

除 

 154 頁（Ⅱ部補章）では、2009 年実施質問紙調査に基

づく低所得化の因子として、「トヨタ、あるいは関連企業

に勤めている（いた）ことは直接関係がない」とした上で、

「男性の場合は、全体の傾向はほぼおなじであるが、高齢

化の効果はみられず、退職に関連する要因か、勤務先が零

細であることの効果が大きい」と指摘している。 

 しかしながら、この書評の 2-③でも記したように、ア

ンケート対象者から豊田市の新市街地居住者や多くの外

国人を含む周辺自治体居住者、10 代後半から 20 代の若

年層を捨象した上で賃金格差を分析することには、そも

そもサンプリングの上での問題があると言わざるを得な

い。 

 さらには、「勤務先が零細」である者こそが社会階層格

差の下層に陥りやすいのにも拘らず、こうした層を捨象

してトヨタ従業員や関連会社社員及びその配偶者を主た

る調査対象とした上で社会階層格差を分析することにも、

異論が提起されて然るべきであろう。 

 ちなみに、トヨタ自動車の関連会社における企業規模

別賃金格差については、杉山直「トヨタ関連企業の賃金格

差」（猿田正機編著『トヨタ企業集団と格差社会』第 2 章、

ミネルヴァ書房、2008 年）において、各種統計資料の分

析を通して、明確に示されている。 

 

（5）「周辺的流動層」に対する扱いと分析 

 本書では、非正社員労働者や外国人住民を「周辺的流動

層」と位置づけて、とりわけ外国人住民を支援する行政や

市民の活動に着目して、12、13 章で取り上げている。そ

の一方で、本書では、定住化が進んだ豊田市内の正社員労

働者及び退職者とその家族が主な分析対象となっており、

非正社員労働者層の就労・生活実態、社会階層格差問題及

び彼らに対する支援策については、ほとんど分析も言及

もされていない。 

近年、トヨタ自動車及びその下請企業では、非正社員労

働者の雇用が急増している。トヨタ自動車の技能系従業

員総数に占めるその割合は、2004 年時点ですでに 40％

前後にも及んでおり、同社技術部門に至っては 43・9％に

達した。（小松史朗「トヨタ生産方式における非典型雇用

化の含意（上）」『賃金と社会保障』1401 号、旬報社、2005

年、29-31 頁を参照） さらには、本書 36-39 頁にも明記

されているように、愛知県豊田市内に居住する外国人人

口は、2008 年のリーマンショック前には 1 万 6,800 人に

も達した。 

今後、団塊世代が高齢化して地域活動からリタイアし

てゆく一方で、少子高齢化と国内生産の縮小、非正社員労

働者層及び外国人住民の増加に伴って、豊田市内でも、大

企業を退職した地域に定住する男性を核とした地縁的活

動を中心とした地域活動が徐々に廃れて行くことが予想

される。その一方で、国内生産縮小、労働法の規制緩和、

積極的な外国人労働者受け入れ政策などに伴って、今後、

豊田市でも「周辺的流動層」が急速に増加してゆくことに

なるであろう。 
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12、13 章でも示されているように、これまで、在留外

国人を含む「周辺的流動層」に対する支援活動には、豊田

市行政からの支援が不十分であり、地域住民の参加も盛

んとは言い難い状況にある。そして、本書でも、彼らにつ

いては主たる分析対象から外れた扱いとなっており、彼

らとの社会階層格差については考察の対象から外されて

いる感が否めない。 

 しかしながら、こうした層は、今後、少数の「周辺層」

として軽視することは出来ないほどに、その人数や社会

的影響力が増してゆく。そこで、これまでのような「定住

層」と「その他流動層」といった二分化された地域活動や

行政対応では、豊田市における地域活動、ひいては企業活

動にも社会的断絶とそれに伴う諸問題が数多く噴出する

ことであろう。 

 近年、欧米や中東などで頻発している紛争や軋轢の多

くは、拡張的な巨大企業体制と先進国の都市における社

会階層格差に伴う社会的排除に起因している。今後、豊田

市の行政、住民、そしてトヨタ自動車とその関連企業群は、

社会構造の変化に応じて、周辺層にも住みやすい街づく

り、働き方を提供してゆけるのであろうか。豊田市やトヨ

タ自動車にこうした問題への建設的な対応が求められて

おり、その真価が問われていると言えよう。 
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自著を語る：アレハンドロ・ポルテス、ルベ

ン・ルンバウト著『現代アメリカ移民第二世代

の研究』（明石書店、2014 年、ISBN：978-4-

7503-3954-2）を訳出して 

 

訳者代表： 

村井忠政（名古屋市立大学） 

 

 1970 年代以降毎年アメリカ合衆国に移民の大波が非

ヨーロッパ圏から押し寄せており、この趨勢は 21 世紀に

入ってからも止むことなく今日に至るまで続いている。

これら新来移民の第 2 世代は、はたしてアメリカ社会に

うまく適応し上昇移動を遂げることで、かつてのヨーロ

ッパからの移民たちと同じように第 3 世代までには大半

が中流の仲間入りをすることでアメリカ社会のメインス

トリームに統合されるのだろうか。 

かかる問題関心から着手されたのがおよそ 10 年にわ

たる追跡調査「移民子弟の縦断的研究」（CILS）であり、

このプロジェクトによって得られた膨大なデータを社会

統計学的手法により分析したものが、今回訳出刊行され

たアレハンドロ・ポルテスとルベン・ルンバウト著／村井

忠政訳者代表、房岡光子、大石文朗、山田陽子、新海英史、

菊池綾、阿部亮吾、山口博史訳『現代アメリカ移民第二世

代の研究―移民排斥と同化主義に代わる「第三の道」―』

明石書店、2014 年である（Alejandro Portes and Rubén 

Rumbaut, Legacies: The Story of the Immigrant Second 

Generation, The University of California Press, 2001）。 

本稿では、今回ポルテスらの著書を翻訳してみて特に

強く筆者の印象に残った点について、覚書風にまとめて

みたい。筆者はアメリカ移民の同化について早い時期か

ら関心をもち、これまでにいくつかの論稿を公表してき

た。その意味ではアメリカへの移民の歴史やアメリカ社

会で移民たちがおかれてきた状況についてはそれなりに

把握しているつもりでいた。だが、今回の翻訳の仕事を通

じて筆者の予想をはるかに超える数々の障害が新来移民

の子どもたちを待ち受けており、かれらがそれらの障害

を乗り越えてアメリカ社会に適応するのはいかに困難で

厳しい道であるかを思い知らされた。以下、限られた紙幅

ではあるが、それらの障害について簡潔に述べることに

したい。 

今日の新来移民の子どもたちを待ち受ける第 1 の障害

は移民の親子間に見られる役割の逆転である。このよう

な役割逆転が起こるのは、子どもたちの文化変容（アメリ

カ的な生活習慣と英語の習得）がかれらの親よりはるか

に先に進んでしまうことにより、家族にとって重要な判

断を下す際に、子どもたちがもっている情報に親が依存

するようになるためである。その結果、親の権威は失われ、

子どもたちはあまりにも早く親の監督から自由になるこ

とで、親の助言や注意を聞き入れなくなってしまう。この

ような理由から、役割逆転は下降同化の可能性を示す危

険信号となっているのである。この危険から子どもを守

る方法としてポルテスらが提唱しているのが協和型文化

変容である。 

次に移民の子どもたちに立ち塞がる重大な障害は、ア

メリカの都市のインナーシティに見られるサブカルチャ

ーの存在である。インナーシティの学校に通う思春期の

移民の子どもがこのサブカルチャーの影響から逃れるこ

とは至難の業であろうことは容易に推察できる。CILS の

調査対象となった新来移民の第 2 世代の若者たちの大半

は、サンディエゴやハバナのインナーシティにある公立

のハイスクールに通学している。ところが、これらインナ

ーシティの都市空間はストリートギャングによって支配

されており、麻薬・犯罪・暴力の温床となっているのだ。

また第 2 世代の生徒たちの多くが、自分たちの学校には

「危険がある」「ギャングが多い」「人種/エスニック・グル

ープ間での喧嘩が多い」「麻薬が売買されている」と答え

ている。このような劣悪な教育環境では、学校教育からの

脱落（不登校、ドロップアウト）の可能性が高くなること

は当然予想される。ポルテスらが強い危惧を抱いている

ように、これらインナーシティのサブカルチャーに影響

されて逸脱的ライフスタイルを身につけた子どもたちを

待ち受けているのは下降同化のプロセスにほかならない。 

今日の移民の子どもたちが直面する第 3 の障害は、人

種差別の存在である。かつてのヨーロッパからの移民と

異なり、今日の新来移民の子どもたちの大多数は非白人

である。具体的には、アジア出身の黄色人種、西インド諸

島出身とアフリカ系の黒人、ラテンアメリカ出身の黒人、

ムラート、メスティーソなどがあげられる。ヴィジブル・

マイノリティと呼ばれるこれら有色人種の子どもたちは

白人と身体的特徴を異にしており、肌の色の違いによる
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差別（とりわけ黒人に対する差別）は今日のアメリカでも

依然としてなくなっていない。このような人種差別が、か

れらの職業上の移動や社会的受容の障害となっているこ

とは否定できない。思春期という多感な時期にある移民

の子どもたちは、アメリカ社会にこれらの差別が存在す

ることに気づくことで、自分たちのエスニック・アイデン

ティティと自尊感情、達成意欲、学校における行動様式な

どに少なからずネガティブな影響を被ることになること

は言うまでもない。 

ポルテスらがとりわけ重視しているのは、メキシコ系

移民の子どもに対する差別のケースである。カリフォル

ニア州などで見られたように、かれらメキシコ系に対し

ては白人メインストリームの敵意が終始一貫して向けら

れてきた。それに対抗するために、メキシコ系の若者たち

のあいだにポルテスらが反発型アイデンティティと名づ

けた自己防衛的なアイデンティティが生まれている。支

配的な社会に対する反感に基づく若者たちの連帯は、教

育制度を含むメインストリームの諸制度に対する敵対的

な姿勢を生み出さずにはおかない。その結果、かれらは

「学ばないことを学ぶ」ようになる。このようにして、他

の移民グループのあいだでは前進のための力強い資源と

なる連帯の絆が、メキシコ系移民グループの場合には、下

降平準化の規範となってしまうのである。 

最後に、アメリカ社会に見られる放任主義の空気の蔓

延をあげなければならないだろう。ポルテスらも述べて

いるように、新来移民の親たちは、アメリカという土地で

子どもを教育することがいかに困難かという点で意見が

一致している。つまり彼らは人種差別や機会の欠如より

も、自由のゆきすぎや制度的な歯止めが利かないために、

自分たちの子どもがスポイルされてしまうことの方が気

がかりなのだ。アメリカにおける諸悪の根源として、学校

はとりわけ批判の的になっている。アメリカの公立学校

が提供する教育の質には満足しているが、「しつけができ

ない先生」「手に負えないクラス」そして「ギャングの脅

威」など、放任主義の空気が蔓延していることに対する親

たちの不満も広がっている。 

このような合衆国文化に見られる放任主義のせいで、

文化変容によりアメリカ化されることは子どもにとって

マイナスであり、危険ですらあるとする共通の認識が移

民の親たちのあいだに生まれている。合衆国での居住年

数が長くなれば、移民が経済的に前進するための機会は

増すが、それと同時に時間が経過することで文化変容は

より大きなものになり、それに伴い当初移民がもってい

た意欲も弱まってしまうのだ。こうして移民のアメリカ

化が進むことで、かれらの仕事や勉学に向けられる努力

やモチベーションは、ある時点でアメリカ生まれのアメ

リカ人と似たものになってしまうと考えられる。 

ポルテスらのいう不協和型文化変容では、子どもが急

激な文化変容を遂げて親の監督から自由になり、逸脱的

ライフスタイルを身につけることがある。その結果かれ

らは下降移動の切符を手に入れてしまい、不利な状況に

陥ってそこから抜け出すことが永久にできなくなる。ア

メリカ文化がもつこのようなアノミック・プレッシャー

に対抗するために、子どもを強制的に故国に送り返すと

いう手段に訴える移民グループさえ出ている。ここで特

に言及したいのは、ベトナム系移民の家族のケースであ

る。かれらは拡大家族を形成することで、祖父母とほかの

大人たちが一致協力して親の権威をサポートしたり、年

長者が年少者の勉強を見てあげるなどして、家族のメン

バーが相互に助け合う。このほかにも、かれらは強固な絆

で結ばれたエスニック・コミュニティから派生する社会

的ネットワークからの力強いサポートを得ている。その

結果、ベトナム系移民の子どもの学業成績は、親の人的資

本が乏しいにもかかわらず、平均して優れたものとなっ

ている。 

以上、今日のアメリカ社会で新来移民の第 2 世代が直

面することが予想される障害について概略的に述べてき

たが、これによってアメリカという土壌で子育てをする

ということが、移民の親たちにとっていかに困難な課題

となっているか、その一端がお分かりいただけたのでは

ないだろうか。ポルテスらが言うように、アメリカでの子

育ては至るところで機会と脅威を孕んでおり、移民の親

たちの目には、アメリカは大いなる難問として立ち現れ

るのである。 
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名古屋多文化共生研究会 

2014 年度活動報告 

 

1．例会（トランスナショナル研究会） 

2014 年度には以下 3 回の例会を開催した。 

 

（1）7 月例会 

日時：2014 年 7 月 23 日（水）19：00～21：00 

場所：名古屋市立大学 7 階人間文化研究所 

報告者：安達智史（日本学術振興会 海外特別研究員、

Institute of Education (University of London)・Visiting 

Academic） 

報告タイトル：「リベラル・ナショナリズム論と多文化主

義－イギリスにおける社会統合とムスリム」 

内容：本報告では、拙著『リベラル・ナショナリズムと多

文化主義—イギリスにおける社会統合とムスリム』（勁草

書房、2013 年）をもとに、現代イギリスの社会統合をめ

ぐる課題と取り組みについて議論する。移民やマイノリ

ティ人口の増大、イスラーム過激主義の脅威、極右勢力の

台頭といったグローバル化にともなう社会的／政治的文

脈の変化の中で、ヨーロッパ全土において統合主義の圧

力が強まっている。多元主義的伝統を有するイギリスは、

それにどのように応え、またどのような課題を有してい

るのか、その点を、新労働党政権の社会統合政策の分析を

通じて明らかにする。また、そこから、よき統治体制をめ

ぐり政治哲学において議論されている、多文化主義、およ

びポスト多文化主義の一潮流であるリベラル・ナショナ

リズム論の暫定的な評価をおこなう。 

 

（2）12 月例会 

日時：2014 年 12 月 4 日（木）18：00～20：00 

場所：名城大学（天白キャンパス）10 号館 2 階大会議室 

報告者：近藤 敦（名城大学 教授） 

報告タイトル：「自国に入国する権利と在留権：比例原則

に反して退去強制されない権利」 

内容：憲法上（実際には、憲法が規定していないので、国

際慣習法上）、外国人には入国する自由や在留権（在留し

続ける権利）は、保障されておらず、日本人の配偶者や特

別永住者（当時の協定永住者）の再入国の自由も保障され

ていないとするのが判例（マクリーン事件・キャサリーン

事件・崔善愛事件）の立場である。 

 一方、人権条約において、入国の自由は、「何人も、自

国に入国する権利を恣意的に奪われない」と定める自由

権規約 12 条 4 項に定められている（「自国に戻る権利」

として訳している政府訳は 、新規に入国する権利や自国

に在留する権利など多様な側面を含んでいることを見落

としがちである）。近年、国連の自由権規約委員会は、『自

国』という言葉は、長期の在留期間、密接な個人的・家族

的つながり、在留目的、その種のつながりが他のどこにも

ないことなどの考慮を促す」との新しい判断を示し、同項

の自国に入国する権利から「一定の外国人」の在留権を導

き、退去強制を違法としている。 

 このほかにも、本報告では、出入国の自由、居住移転の

自由をめぐる事例をもとに、憲法と人権条約の整合的な

解釈や入管法制のあり方を検討したい。 

 

（3）1 月例会 

日時：2015 年 1 月 26 日（月）18:30～20：30 

場所：名城大学（天白キャンパス）10 号館 2 階大会議室 

報告者：人見泰弘（名古屋学院大学外国語学部 専任講師） 

報告タイトル：「難民起業家への道－ビルマ系難民のエス

ニック・ビジネスから」 

内容：関東圏ではここ数年、いわゆる「リトルヤンゴン」

を中心に、ビルマ系飲食店の開業ラッシュが続いている。

その半数は、ビルマ系難民が起業した飲食店である。彼ら

はなぜ起業家をめざし、そしてどのように起業家へと転

身したのか。難民起業家への聞き取り調査などをもとに、

難民起業家への参入過程を報告する。難民受け入れをめ

ぐっては、難民に経済的な自律を求める傾向がみられる

けれども、難民自身がいかに経済的な自律を達成しよう

としているのかを実証的に研究したものは限られる。本

報告では、日本の難民受け入れの文脈とも重ねつつ、議論

をすすめていきたい。 

 

2．2014 年度年次大会 

 2014 年度年次大会の概要は以下のとおりである。 

 

テーマ： 

外国につながる子もたちのために今何ができるか 

日時：2014 年 7 月 26 日（土）14：30～17：00 
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場所：名古屋市立大学滝子キャンパス 1 号館（人文社会

部棟）2 階 201 教室 

プログラム： 

14：30 開会・あいさつ 

14：40 パネルディスカッション 

パネリスト： 

村井忠政（名古屋市立大学 名誉教授） 

松本一子（愛知淑徳大学 ⾮常勤講師） 

小島祥美（愛知淑徳大学 准教授） 

今津孝次郎（愛知東邦大学 教授） 

コーディネーター：山口博史（名古屋大学 講師） 

17：00 閉会 



 
 

名古屋多⽂化共⽣研究年報 投稿規程 
作成⽇：2014 年 10 ⽉ 31 ⽇ 

名古屋多⽂化共⽣研究会（NAMS）の機関誌『多⽂化共⽣研究年報』の原稿を募集します。原稿の種類は、

「論説」、「研究ノート」、「資料・調査報告」、「依頼原稿」です。応募資格は名古屋多⽂化共⽣研究会の会員

に限ります。応募希望者は 10 ⽉ 31 ⽇までに完成原稿をお送りください。原稿は所定のテンプレート（Word）

に図表も含めて埋め込んだものを完成原稿とし、電⼦メールで提出してください。その際、合わせて原稿

に使⽤した図表の元ファイル（Excel、画像、写真など）も提出してください。 

提出いただいた原稿は、12 ⽉の編集委員会において査読し、掲載の可否、また訂正・加筆をお願いする

ことがあります。 

 

 

☑投稿規定： 

1．応募資格 名古屋多⽂化共⽣研究会会員、および事務局が認めた者 

2．原稿の種類 論説、研究ノート、資料・調査報告、および事務局が執筆を依頼した原稿 

3．原稿枚数 所定のテンプレートで論説 12 ページ以内、研究ノート 8 ページ以内、資料・調査報 

告 6 ページ以内とする。なお、依頼原稿はこの限りではない。 

4．⾔ 語  原則として⽇本語とする。 

5．提出形式 執筆時に下記サイトより所定のテンプレートをダウンロードし、完成原稿として提出 

  する。なお、締め切り⽇を過ぎた原稿は受理しない。 

  ■テンプレート（https://sites.google.com/site/nagoyaams/home より取得） 

6．査 読  提出された原稿は編集委員会において査読を⾏い、 掲載の可否、また訂正・加筆をお

願いすることがあります 

7．校正について 執筆者校正は、原則として 1 回までとする。校正は語句の訂正程度とし、⼤幅な訂正

は認めない。 

8．原稿掲載料 原稿の掲載が決定した場合は、原稿 1 つあたり次の通り掲載料を徴収する。 

  1．⼀般会員・名誉会員 10,000 円 

  2．依頼原稿はこの限りではない。 

 

 

☑原稿の送付先：  

・名古屋多⽂化共⽣研究会 事務局 

・Email: aberyogo@auecc.aichi-edu.ac.jp 
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