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特別活動の新たな課題
―多文化共生をめざした取り組み―

末藤　美津子

Perspectives of Extra-Curricular Activities:
Studies for the Construction of the Multicultural Society

Mitsuko Suefuji

要約
　近年におけるグローバリゼーションの進展にともない、日本の学校では多国籍、多民族、多文化、多言語の状況が進行しつ
つある。そこで、多様な背景をもつ子どもと日本の子どもが、ともに学ぶことができる環境をどのように整えていくべきかが、
今日の日本の教育においては喫緊の課題として浮かび上がってきている。本稿では、諸外国との比較において、日本の学校教
育の特質の一つと目されている特別活動に着目し、多文化共生をめざした新たな取り組みを検討し、今後の展望を示唆する。
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1．はじめに
　諸外国の教育課程を比較してみると、おしなべて

欧米の学校では教科の学習を中心に教育課程が構成

されているのに対して、日本の学校では運動会、学

芸会、遠足、修学旅行などの学校行事や給食、掃除

など、いわゆる教科外の活動にも多くの時間が割か

れていることが窺われる（1）。このような教科外活

動に日本の学校教育の大きな特質が潜んでいるので

ある。現行の学習指導要領のもとではこの教科外活

動として、小・中学校では道徳、特別活動、総合的

な学習の時間の三つが、高校では特別活動、総合的

な学習の時間の二つが、それぞれ設けられている。

　これらの教科外活動のうち、道徳は、世俗的な内

容であるか否かの違いはあるものの、多くの国々の

教育課程に取り入れられている。一方、学級活動（高

校ではホームルーム活動）、児童会活動（中学・高

校では生徒会活動）、クラブ活動、学校行事などの

多岐にわたる内容から構成されている特別活動は、

他国にあまり類を見ない。また、現行の学習指導要

領によって創設された総合的な学習の時間は、その

成果がさまざまな視点から評価されつつあるが、学

力問題ともからんで既に時間数の縮小が検討され始

めている。本稿では、こうした教科外活動のなかで

も、諸外国との比較において、日本の学校教育の大

きな特質の一つと目されている特別活動に着目し、

これからの時代における特別活動の課題について考

察する。

　近年におけるグローバリゼーションの進展は、知

の枠組みや人間形成のあり方にも大きな影響を及ぼ

していることから、多くの国々は、新しい時代の要

請に応えるべく教育改革に取り組んでいる。日本に

おいても、学校や教室にさまざまな形で押し寄せて

きている、グローバリゼーションへの対応が喫緊の

検討課題とされている。

　従来、日本の学校には在日韓国・朝鮮人などの日

本に定住する外国人の子どもが少なからず在籍して

いたが、1990年代以降は、新しく渡日した子ども

が急増している。在日韓国・朝鮮人の子どもの多く

は、生まれも育ちも日本で日本語には困らない三世、

四世、あるいは五世であるのに対して、新たに渡日

した子どもの多くは、日本語がまったくわからない。

2005（平成 17）年 9月に実施された文部科学省の

「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受け入れ状

況等に関する調査」によると（2）、小学校に 14,281
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人、中学校に 5,076人、高校に 1,242人、盲・聾・

養護学校に 70人と、計 20,692人の日本語を理解で

きない子どもが在籍している。これは、前年度と比

べ5.2％の増加となっている。また、母語別に見ると、

ポルトガル語が 7,562人、中国語が 4,460人、スペ

イン語が 3,156人となっていて、この三つの言語を

母語とする子どもで、全体の 7割以上を占めている。

こうした数字からは、日系のブラジル人やペルー人、

ならびに新華僑と呼ばれる新たに渡日した中国人の

子どもが多数、日本の学校に通っていることが推察

される。日本の学校の中で、多国籍、多民族、多文

化、多言語の状況が深く進行しつつあると言えよう。

　だが、こうした多様な背景をもつ子どもが、日本

人の子どもと机を並べてともに学んでいこうとする

と、いくつもの壁に直面することとなる。というの

も、日本の学校は、日本で生まれ育ち、日本語を母

語とし、日本文化を身につけた子どもを想定した教

育課程を準備しているからである。そこで本稿では、

日本の学校の教育課程の中でも極めて日本的な特質

をもつと考えられている特別活動の位置づけを明ら

かにするとともに、多文化共生をめざす特別活動の

新たな取り組みを分析し、今後の課題の方向性を探

りたい。

2．教育課程における特別活動の位置づけ
　戦後の日本の学校における教育課程は、1951（昭

和 26）年版の学習指導要領以降、教科の学習と教

科外の活動から構成されてきた。教科外の活動に関

しては、いく度かの改訂を経て、小・中学校では

1998（平成 10）年版の学習指導要領より道徳、特

別活動、総合的な学習の時間が、高校では 1999（平

成 11）年版の学習指導要領より特別活動、総合的

な学習の時間が設けられている。

　特別活動としてどのようなことを行うのか、その

活動内容も学習指導要領の改訂にともない推移して

きた。1989（平成元）年の改訂以降、小学校では

学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事の四

つが、中学校では学級活動、生徒会活動、クラブ活動、

学校行事の四つが特別活動の内容として規定されて

きたが、1998（平成 10）年の改訂により、中学校

ではクラブ活動が廃止され、学級活動、生徒会活動、

学校行事の三つとされた。小学校ではクラブ活動が

残されてはいるものの、従来、週当たり 1単位時

間が充てられてきた時間配当が廃止され、適切な授

業時数を充てることとされた。高校でも、1989（平

成元）年の改訂以降、ホームルーム活動、生徒会活動、

クラブ活動、学校行事の四つが特別活動の内容とし

て設定されてきたが、1999（平成 11）年の改訂で、

クラブ活動が廃止され、ホームルーム活動、生徒会

活動、学校行事の三つに限定された。

　時間配当については、小・中学校では、学級活動

には引き続き週当たり 1単位時間が充てられること

となっているが、中学校でクラブ活動が廃止された

り、小学校でクラブ活動のための時間の確保が保障

されなくなったりしたことから、特別活動の授業時

数はほぼ半減されたと言えよう。その背景には、学

校 5日制の完全実施にともなう年間総授業数の削

減、ならびに総合的な学習の時間の創設などがある。

　時間数が実質的に縮小される傾向にあるなかで、

総合的な学習の時間との競合という新たな問題も起

こってきている。本来、総合的な学習の時間と特別

活動とは、その目的やめざすものが異なっているに

もかかわらず、学校現場ではその境界が揺らいでい

る。たとえば、従来、特別活動として取り組まれて

きた、修学旅行の事前学習・事後学習、ボランティ

ア活動などの体験学習、職場訪問や職場体験などを

含む進路学習、文化クラブの活動などが、総合的な

学習の時間に回されたりしているのである（3）。

　小・中学校の現場には 2002（平成 14）年より、

高校の現場には 2003（平成 15）年より導入された



東京未来大学研究紀要 2008年 第 1号

47

総合的な学習の時間は、教科の枠組みを越えて、現

実の社会の中で生起するさまざまな問題の解決を図

ろうとするものである。それは、子どもが自らの興

味や関心に基づいて、子どもが主体となって学習を

進めていくことをめざしているが、集団での学習を

必ずしも前提としていない。一方、特別活動は学校

生活の全般にわたるもので、学校生活の充実を図る

という固有の目的をもっている。しかも、特別活動

は、学級（ホームルーム）、児童会（生徒会）、クラ

ブなどの集団を基礎とし、集団をつくる力や集団の

中で自己を生かす力を培うことをめざしている。こ

のような違いを押えたうえで、総合的な学習の時間

や道徳あるいは各教科とも連携を図りながら、さま

ざまな背景をもつ子どもがともに学んでいくことを

実現しようとしている特別活動の実践を見ていこ

う。

3．ホームルーム活動を通した人権学習
（1）在日韓国・朝鮮人の子どもの教育

　日本の学校における、多国籍、多民族、多文化、

多言語の状況への対応を考えていくために、歴史的

な経緯をもつ在日韓国・朝鮮人の子どもに目を向け

ることから始めたい。今日、在日韓国・朝鮮人の子

どもの 9割以上が日本の学校に在籍しており、朝鮮

学校や韓国学校のような民族学校に通う者は少なく

なってきている。近年における日本と北朝鮮とのぎ

くしゃくした関係から、朝鮮学校に通う子どもの数

は激減し、2003（平成 15）年度には、小学校から

大学まで 121校ある朝鮮学校に約 12,000人が在籍

しているのみとなっている（4）。一方、四つの学校

法人によって 11校が運営されている韓国学校では、

三つの学校法人が、一条校として日本の社会に生き

残る道を選んでいる（5）。

　日本の学校に通う在日韓国・朝鮮人の子どもの多

くは、「本名」ではなくいわゆる「通名」を名のっ

ている。「本名」と「通名」の使い分けに矛盾を感

じながらも、「本名」を名のることによって被る不

利益を慮り、日本人に同化していくことを選択する

からである。したがって、在日韓国・朝鮮人の子ど

もと日本人の子どもとの共生をめざした取り組みの

中心的な課題は、在日韓国・朝鮮人の子どもが「本

名」を名のって、それを使い続けていくことをどの

ように支えるかという点につきる。この問題に長年、

全校を挙げて取り組んできた尼崎市立尼崎高校の実

践に着目したい。

（2）市立尼崎高校の実践

　市立尼崎高校は、在日韓国・朝鮮人の集住地域で

ある兵庫県の尼崎市にある高校で、毎年、少なから

ぬ数の在日韓国・朝鮮人の生徒を受け入れている。

1994（平成 6）年度には、全校生徒約 1,080名のうち、

在日韓国・朝鮮人生徒が 37名在籍していた。その

うち、「本名」を名のっているのは、1年生では 1名、

2年生では 2名、3年生では 4名の計 7名だけで、

残りの生徒は在日であることを隠している（6）。市

立尼崎高校では、在日韓国・朝鮮人生徒と日本人生

徒とがお互いに本当の名前を呼び合い、対等な関係

を築いていくことを願って、「在日韓国・朝鮮人生

徒同胞の会」を組織したり、年に 2回、全校一斉の「特

設ホームルーム」を実施したりしている。「在日韓国・

朝鮮人生徒同胞の会」は、1986（昭和 61）年に「朝

鮮文化研究会」が改称されてつくられた学校公認の

民族クラブである。「特設ホームルーム」は、1976

（昭和 51）年から続けられている市立尼崎高校の伝

統的な実践で、前期と後期でそれぞれ 6時間ずつ、

1年間で計 12時間もの時間を費やし、全校生徒が

人権について学ぶ場となっている。

　1994（平成 6）年 2月 28日には、6名の在日韓国・

朝鮮人生徒が、朝鮮半島の民族衣装であるチョゴリ

を着て市立尼崎高校を卒業していった。その中の一

人である尹
ユン

圭
キュ

子
ヂャ

は、多くの在日韓国・朝鮮人生徒と
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同様に、「通名」を名のって市立尼崎高校に入学し

たが、3年後には、チョゴリを着て「本名」で市立

尼崎高校を卒業していった。圭子の名前に対する思

いが、3年間の高校生活の間にどのように揺れ動い

ていったかを、彼女の書いた作文からたどってみよ

う（7）。

　「いま、私は本名を名のって、韓国人として

堂々と生きていますが、高校に入る前の私は

違っていました。自分の名前は一つしかないの

に、韓国・朝鮮人を第三者の立場で冷ややかに

見ていました。自分も朝鮮人なのに、チョゴリ

着たり本名で学んでいる子を見たら、『何やの

ん』という目でみていた」。

　障害をもつ生徒が同じ境遇の生徒を避けるよう

に、在日韓国・朝鮮人生徒も同胞を避ける傾向にあ

ると、市立尼崎高校で社会科を教えるかたわら、「在

日韓国・朝鮮人生徒同胞の会」の顧問を務める藤原

史朗は指摘する。彼らは、自分と同じ境遇の者が社

会の中でマイナスのイメージでとらえられているこ

とを知ると、自分もその一員であることを認めたく

ないと思い、その結果として、自分の本当の姿を隠

して生きることを選択するからだという。

　「しかし、学校の中でいろいろ活動していく

うちに、文化祭には民族舞踊を踊り、特設ホー

ムルーム（人権学習）では、体育館で本名宣言し、

いろんな活動に努力してきました。嫌いになっ

たときもありました。そんなときは、仲間が助

けてくれました。私がもしひとりぼっちだった

ら、ここまでやってこれなかったと思います」。

　「在日韓国・朝鮮人生徒同胞の会」や「特設ホー

ムルーム」の活動を通して、圭子が本名を取り戻し

ていったことが窺われる。しかも、圭子を支えてい

るのは同胞の子だけではなく、まわりの日本人の子

も同様に圭子を支えている。日本人生徒と在日韓国・

朝鮮人生徒の関係が、従来の差別と被差別という固

定的な関係から支援や連携という新たな関係へと組

み替えられているのである。こうした関係性の組み

替えを通して、日本人の子は在日韓国・朝鮮人問題

を自らの問題として理解できるようにもなる。

（3）「特設ホームルーム」における人権学習

　市立尼崎高校の「特設ホームルーム」は、在日韓

国・朝鮮人生徒と日本人生徒の両者への働きかけを

大きな特色としている。そこでは、差別される立場

にある者と差別する立場にある者の双方が、学校や

社会の中に存在する差別に気づくことが、第一の目

標とされている。次に、そうしたことに気づいた両

者が、人権に対する細やかな配慮や、個人や社会の

ありようを変えていこうとする思いを共有すること

が、第二の目標となる。

　実際の「特設ホームルーム」は、在日韓国・朝鮮

人生徒が自分の生い立ちを語ることから始められ

る。しかも、そこでは、彼ら以上に厳しい時代を生

きてきた親の歴史も合わせて語られる。こうした

｢語り ｣の後に、在日韓国・朝鮮人にまつわる差別

の実態や構造について、基礎的な知識が提供される。

こうした流れのなかで、「語り手」は、「差別とは何

か」、「自分の生き方はどうあるべきか」、「自分は何

をすべきなのか」といった問いかけに対して、自分

なりの答えを見出していくという。

　「語り」のもつ力について、藤原は、「（それは、）

当人のみならず、それを聴く者に対しても差別の生

活実態を生々しく掘り起こし、人間の感性にせまり、

そこに根づく力を有している」と指摘する（8）。こ

うした学習と「語り」とが重層的に積み重ねられて

いくことにより、在日韓国・朝鮮人生徒と日本人生

徒の双方の意識の変革が可能となるのである。
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　在日韓国・朝鮮人生徒が本名を名のり、自分たち

の歴史を学んだり、親たちの姿を見つめ直したりす

ることによって、自己のアイデンティティを確立す

ることは、彼ら自身のためであるばかりでなく、と

もに生きる日本人生徒のためでもある。市立尼崎高

校の「特設ホームルーム」は、こうしたことを私た

ちに示唆している。違いを認めたうえでともに生き

ていくという、多文化共生をめざした試みが進めら

れているように思われる。

4．クラブ活動を通した他者との出会い
(1) 中国帰国者の子どもの教育

　1965（昭和 40）年に日韓条約が締結され、1972（昭

和 47）年に日本と中国の国交が回復されると、戦後、

さまざまな理由で朝鮮半島や中国大陸に留まらざる

を得なかった日本人の引き揚げが再開された。当初

は韓国からの引き揚げ者が多かったが、しだいに中

国からの引き揚げ者が多数を占めるようになったこ

とから、中国残留孤児という呼び名が定着していっ

た。彼らの多くは、中国の養親に育てられ、中国の

国籍をとり、中国人と結婚している。こうした結婚

によって生まれてきた子どもは、中国と日本の両方

の血を引く残留孤児二世とも呼ばれるが、生まれも

育ちも中国で、中国人としてのアイデンティティを

強くもっている。

　2007（平成 19）年 10月 31日現在、既に永住帰

国した者は 2,520名であるが、彼らとともに日本に

来た家族の数を加えると、国交正常化以降の中国か

らの帰国者の総数は 6,350世帯、20,344名に上る（9）。

中国残留孤児にとって日本に帰国することは祖国に

戻ることであるが、中国での生活歴が長いことから、

日本語がまったくわからず、日本の生活や文化に適

応するのに困難を感じる者が少なくない。生活保護

を受けている例も多く、近年、日本政府を相手取り、

早期の帰国実現や帰国後の自立支援を怠ったという

理由から、損害賠償と福祉の充実を求める訴訟も各

地で起こされている。

　日本の小学校、中学校、高校に在籍する中国帰国

者の子どもの数は、1977（昭和 52）年度には 141

名であったが、その後増え続け、1989(平成元 )年

度には 583名に達した。だが、その後は、減少傾

向をたどっており、1998（平成 10）年度には 277

名に、2006（平成 18）年度には 82名となっている（10）。

ここで、1971（昭和 46）年に日本の小学校として

初めて日本語学級を開設し、数多くの中国帰国者の

子どもを受け入れ、日本人の子どもとの共生をめざ

した取り組みを続けてきた江戸川区立葛西小学校の

実践に目を向けたい。

(2) 葛西小学校の実践

　日本で唯一の引き揚げ者のための寮である常盤寮

が東京の江戸川区にあったことから、この寮を学区

内にもつ葛西小学校・中学校には、韓国や中国から

の引き揚げ者の子どもが多数通ってくるようになっ

た。こうした子どもが増え、普通学級では手に負え

なくなってきたため、1971（昭和 46）年 6月に日

本語学級が開設された。

　当初、日本語学級は専用の教室がなく、校長室の

隣の会議室が割り当てられていて、担当者のなり手

もなく厄介者扱いをされていたという。日本語学級

が開設されて 4年目の 1974（昭和 49）年に、葛西

小学校の日本語学級の専任教諭として赴任した善元

幸夫は、専用の教室をもちたいと願い、2年目には

階段下の窓のない物置小屋を、3年目には 3階の一

番端にある最も寒い教室を、そして最終的には 2階

の最も日当たりがよくて職員室にも近い教室を確保

することとなる（11）。こうした葛西小学校における

日本語学級の教室の位置取りは、そのまま、この学

校における日本語学級の子どもの位置取りを反映し

ている。

　日本人と中国人の二つの血を引く日本語学級の子
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どものなかには、日本人でもなく中国人でもないと

いう、自らのアイデンティティの深刻な葛藤をかか

える者が少なくない。中国から引き揚げてきて 3年

目のフェエイは次のように記している（12）。

　「先生、わたし中国では日
リイ

本
ベン

鬼
ク イ ズ

子！日
リイ

本
ベン

鬼
クイ ズ

子！っていわれたんだ。でもすぐに友だちに

なったよ。でもどうして、どうして日本人は私

のことを中国人、中国人といっていじめるの。

今でもそうなんだよ。先生、そのわ
マ

け
マ

しりたい

んだ。どうして日本はそうなの？」

　中国で生まれ育ち、中国人としてのアイデンティ

ティをもちながらも、日本人と中国人の親をもつこ

とから、「日
リイ

本
ベン

鬼
ク イ ズ

子！」と呼ばれた子どもが日本に

来ると、今度は、「中国バカ、帰れ！」と言われる。

自らの生き方を模索する子どもが日本語を学んでい

く過程は、子どもが日本と出会う過程でもある。「子

どもはコトバを早く覚える」という考え方に対して、

善元は疑問を投げかける（13）。

　「子どもがコトバを獲得すると言うことは（お

となもそうであるように）、他者との人間関係

の表現をどのように豊かにするかということで

ある。とするならば、子どもがコトバを学んで

いくことは、単に技術的にどれだけのコトバを

習得したかということだけでなく、私たちは、

むしろコトバをとおして子どもが他者とどのよ

うな関係が築かれているのか、あるいは築こう

としているのかに注目せざるをえない。つまり

私たち教師は、日本の子どもと、引き揚げの子

どもがお互いに開かれた関係を作り出すことが

できるのかを考えていかなければならない」。

　言葉を学ぶということは対等な関係性を構築する

ためであると考える善元は、日本語学級の子どもと

普通学級の子どもとの交流の場として、「中国語ク

ラブ」をつくっていく。

(3)「中国語クラブ」から始まる他者との出会い

　日本語をある程度使いこなせるようになった子ど

もを、普通学級に通わせてみると、表情を曇らせ沈

んだ様子で日本語学級に戻ってくることがあったと

いう。日本語学級では教師とも日本語で話していた

のに、普通学級では覚えたての日本語を一言も発し

なかったウェンの言い分は、次のようである（14）。

「中国にいるとき、友
マ マ

達たくさんいました。み

んなで遊びました。とっても楽しかった。葛西

小学校の先
マ マ

生みんな親切です。でも日本語でき

ない。音楽わからない。おもしろくない」。

　日本の学校には、ウェンが中国で育んできたもの

を受け入れる余裕がないばかりか、日本の学級には、

日本人と同じように日本語を流暢にあやつり、日本

人と同じようにふるまわなければ、自分たちの集団

の一員として認めないという雰囲気もあるのではな

いかと、日本語学級の教師は危惧した。日本語学級

でいきいきと目を輝かせて、中国の歌や踊りを皆に

見せてくれたウェンが、普通学級に溶け込めるよう

後押ししたいと考えた教師は、日本人の子どもと中

国から来た子どもがともに参加する正規のクラブ活

動として、「中国語クラブ」を発足させた。

　初年度の 1978（昭和 53）年度には、4年生から

6年生までの約 20名の子どもが、週 1回 1時間ほ

ど集まり、簡単な中国語の会話を学んだり、歌を歌っ

たりした。当面の目標は、その年の学校行事である

音楽会に参加することだった。日本語学級の子ども

が先生となり、日本人の子どもに中国語の発音を教

えていくことになるのだが、初めのうち、ウェンは

仲間に入ることができなかった。しかし、回を重ね
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ていくと、ウェンも日本人の子どもと打ち解け、テ

ンポがうまくあわない日本人の子どもの踊りを熱心

に指導するまでになった。

　音楽会の当日、「中国語クラブ」は日本語学級の

子どもと合同で、全校生徒の前で中国の歌と踊りを

披露した。舞台のそでから「中国語クラブ」の子ど

もたちが、「火車向着韶山 （汽車は韶山へ）」とい

う歌を歌いながら、機関車が力強く走る様子を表現

して登場すると、舞台の中央ではウェンがのびやか

に踊っていた。日本人の子どもたちも、中国語の歌

を上手に歌いきった。この日のことを、日本語学級

の担任の岩田忠は、感動を込めて次のように記して

いる（15）。

　「おおげさかもしれないが、この日は歴史的

な日であったと思う。日本語学級の子どもたち

が、日本の子どもとともに、大きな学校行事の

なかで初めて自分たちの＜民族＞を表現したと

きだったからである。自分の祖国である＜中

国＞を隠して生きることを、暗に強いてきた日

本人社会（小学校もその一部であることに変わ

りがない）の前で、母
マ マ

国語の歌と自分たちで創

造した踊りを表現した彼ら。しかもそれは、日

本の子どもとともに創り上げたところに大きな

意義があるように思う。かつて、日本の子ども

が＜中国＞をこれほど表現したことがあったろ

うか」。

　こうした光景からは、日本語学級の子どもと日本

人の子どもとの関係性の組み替えが見て取れる。葛

西小学校の「中国語クラブ」の活動においては、違

いを理解したうえで共生に向けた一歩が踏み出され

たように感じられる。

5．給食を通した国際理解
(1) 新しく渡日した子どもの教育

　1990（平成 2）年の「出入国管理及び難民認定法」

の改正を契機に、南米から大挙して日本に働きに来

た日系人の定住化が進むにつれ、彼らの子どもの教

育の問題がにわかに注目を集めるようになった。日

本語がまったくわからずに渡日した日系ブラジル人

や日系ペルー人の子どものために、ポルトガル語で

授業を行うブラジル人学校や、スペイン語で授業

を行うペルー人学校も設立された。2005（平成 17）

年の時点で、ブラジル人学校は、ブラジル本国から

正規の認定を受けているものが 33校、それ以外の

ものも含めると 70校あまりにも達しており、ペルー

人学校も 2校ある（16）。だが、こうした学校に通う

にはそれなりの学費が必要とされることから、多く

の子どもは日本の学校に通っている。

　先に、2005（平成 17）年 9月に実施された文部

科学省の「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受

け入れ状況等に関する調査」に基づくと、約 2万人

の日本語を理解できない子どもが日本の学校に在籍

していることを紹介した。だが、この調査の対象は、

「日本語指導が必要な外国人児童生徒」に限定され

ており、ここには、日本語を必ずしも十分に使いこ

なせていなくても、教師や学校から日本語指導が必

要ないと判断された子どもの数は含まれていない。

また、中国帰国者の子どもや国際結婚による子ども

など、国籍は日本でも日本語の能力が十分でない子

どもも対象からもれている。したがって、実際の学

校現場には、この数字よりもはるかに多く、日本語

の授業についていけない子どもが在籍していること

が推察される。こうした新しく渡日した子どもを多

数受け入れて、全教職員による指導体制を作り上げ

ている、横浜市立いちょう小学校の実践を取り上げ

たい。
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(2) いちょう小学校の実践

　いちょう小学校は、横浜市泉区上飯田町内の県営

いちょう上飯田団地の中に、1973（昭和 48）年に

開校された小学校である（17）。2,000名を超える児

童をかかえる大規模校だった時期もあるが、2004

（平成 16）年度には、児童数 215名の小規模校となっ

ている。いちょう団地に、中国帰国者やインドシナ

難民の家族が住むようになったことから、1989（平

成元）年ころから、いちょう小学校にも外国籍児童

が増え始めた。

　2004（平成 16）年の時点では、81名の外国籍児

童が在籍し、全校児童の中に占める割合は 38％と

なっている。なお、いちょう小学校では、外国籍児

童と外国にルーツのある日本籍児童を合わせて、「外

国につながる児童」と呼んでいるので、本稿でもこ

の呼び名を用いることとする。そうすると、2004（平

成 16）年度には、外国にルーツのある日本籍児童

は 34名在籍しているので、外国籍児童を加えると、

いわゆる「外国につながる児童」は 115名となる。

これは、全校児童の 53％に達する。なんと、半数

以上の児童が外国と深いつながりをもっているので

ある。

　「外国につながる児童」の多くは、日本で生まれ

育っていることから、日常言語としての日本語には

問題がないが、学習言語としての日本語には困難を

感じる者が少なくない。こうした児童には、学習に

参加するのに必要とされる日本語力をつけるための

取り組みが行われている。一方、年に 2、3人、日

本語がまったくわからない状態で編入学してくる児

童もいる。中国、ベトナム、カンボジアなどから渡

日した子どもで、彼らは初期段階からの日本語指導

を必要としている。

　ところで、現行の小学校と中学校の学習指導要領

には、学級活動の中に「学校給食と望ましい食習慣

の形成」という文言が含まれており、給食も特別活

動の一環として位置づけられている。そこで、この

いちょう小学校の給食にまつわる取り組みを見てい

こう。

(3) エスニックな給食から広がる国際理解

　2004（平成 16）年度には、いちょう小学校では、

児童 215名、教職員 23名の給食を 2名の調理員と

1名の栄養職員が担当している（18）。日本の学校給

食という制度、ならびにそこで提供される日々の献

立になじみの薄い子どもが多いにもかかわらず、給

食が余ったり残ったりすることはほとんどないとい

う。献立のレパートリーを増やす努力を重ねるなか

で、調理員と栄養職員は、いちょう小学校ならでは

の給食づくりに挑戦していく。そのいきさつを紹介

したい。

　いちょう小学校ではエスニックな食にまつわるエ

ピソードに事欠かない。たとえば、前副校長の尾崎

鎭久によると（19）、学校の周辺に東南アジアの食材

を扱う店があることから、職員室にドリアンやマン

ゴスチン、タピオカなどの果物がもち込まれること

も少なくないという。また、いちょう小学校では保

護者の便宜を考えて夜に懇談会が開かれることもあ

るので、そのような折には予め、正門前にあるベト

ナム料理を食べさせてくれる食堂に、ベトナムの代

表的な麺「フォー」を食べに行く教職員もいるとい

う。

　この年、いちょう小学校に在籍するベトナム国籍

の児童は 46名、ベトナムにルーツがある日本籍児

童は 5名で、いわゆる「ベトナムにつながる児童」

は 51名となり、「外国につながる児童」の中では、

最大のエスニック集団となっている。ちなみに、2

番目に多いのが 47名の「中国につながる児童」、3

番目に多いのが 7名の「カンボジアにつながる児童」

である（20）。

　いちょう小学校では、日本語のわからない児童の

ために「日本語教室」や「国際教室」を設け、児童
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の実態に合わせた指導を行っているが、それとは別

に、学習の支援を必要とする児童のための「個別支

援学級」も設置している。ここでは、年に一度、教

職員を招いてレストランを開いていて、2003（平

成 15）年度には、その前の年に、初めて「ベトナ

ムにつながる児童」が「個別支援学級」に入学して

きたことを受けて、ベトナムレストランが開かれた。

「ベトナムにつながる児童」の親が講師となり、「個

別支援学級」の保護者、給食調理員、栄養職員が総

出でベトナム料理をつくったことは、「ベトナムに

つながる保護者」と日本の保護者の理解と交流を深

めたと、「個別支援学級」の担当者は記している（21）。

　こうした経緯を踏まえ、2004（平成 16）年 2月

の土曜参観日の給食に、ベトナム料理を出すことが

決まった。「個別支援学級」のベトナムレストラン

で講師を務めた「ベトナムにつがなる保護者」の協

力も得て、今回は給食で全校児童に楽しんでもらえ

るものをつくりたいということから、麺を用いた温

かい料理「フー・ティウ」をつくることにした。調

理員や栄養職員にとって食材も献立も初めてのもの

だったので、本番に備え、2003（平成 15）年の夏

休みには家庭科室で試作会を催したり、各自が自宅

で試作を繰り返したりしたという。

　当日は、子どもたちにベトナム料理を紹介するプ

リントもつくり、準備万端で臨んだが、料理の仕上

げの段階で、スープの中に入れた麺があっという間

に水分を吸ってしまい、スープがなくなってしまう

という予期せぬ出来事も起こった。給食づくりを担

当した者たちは、失敗の原因を究明して次の機会に

備える一方で、ベトナム料理を囲んで、全校児童と

「ベトナムにつながる児童」との交流が深まったこ

とを、成果として報告している（22）。すべての者に

とって身近な存在である食を通して、いちょう小学

校では国際交流が進められていると言えよう。

6．おわりに
　本稿では、これからの時代の教育課題である多文

化共生の実現のために、特別活動がどのような役割

を果たすことができるかを、高校のホームルーム活

動、小学校のクラブ活動、小学校の給食という三つ

の実践に即して考察した。最後に、これらの実践を

現行の学習指導要領の規定と照らし合わせてみるこ

とによって、その意義を押えておきたい。

　まず、高校のホームルーム活動について、現行の

学習指導要領では、「学校における生徒の基礎的な

生活集団として編成したホームルームを単位とし

て、ホームルームや学校の生活への適応を図るとと

もに、その充実と向上、生徒が当面する諸課題への

対応及び健全な生活態度の育成に資する活動を行う

こと」と規定されている。さらに、そこでの三つの

柱として、「ホームルームや学校の生活の充実と向

上に関すること」、「個人及び社会の一員としての在

り方生き方、健康や安全に関すること」、「学業生活

の充実、将来の生き方と進路の適切な選択決定に関

すること」が挙げられている。つまり、現行の学習

指導要領では、高校のホームルーム活動においては、

「個人及び社会の一員としての在り方生き方」ある

いは「将来の生き方」への指導が、適切に行われる

べきことが指摘されている。

　市立尼崎高校の「特設ホームルーム」は、在日韓

国・朝鮮人生徒と日本人生徒の双方に、個人として

の、また社会の一員としての生き方を真摯に問い直

す場となっていた。その意味でも、高校のホームルー

ム活動を通して、特別活動の可能性を切り開く試み

として評価できよう。

　第二に、小学校のクラブ活動は、現行の学習指導

要領の中で、「学年や学級の所属を離れ、主として

第 4学年以上の同好の児童をもって組織するクラブ

において、共通の興味・関心を追求する活動を行う

こと」と規定されている。また、実際の指導に当たっ
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ては、「学校や地域の実態等を考慮しつつ児童の興

味・関心を踏まえて計画し実施できるようにするこ

と」、ならびに「指導内容の特質に応じて、教師の

適切な指導の下に、児童の自発的、自治的な活動が

効果的に展開されるようにする」ことが、付け加え

られている。こうした文言を踏まえると、小学校の

クラブ活動では、「児童の興味・関心」ならびに「児

童の自発的・自治的な活動」が重視されていること

が見て取れる。

　葛西小学校の「中国語クラブ」は、中国帰国者の

子どもの、自分たちの言葉や文化や国のことを日本

人の子どもに知ってもらいたいという願いと、日本

人の子どもの、中国のことを知りたいという思いが、

交差したところに誕生したクラブである。まさに、

子どもの興味・関心や自発性に応えるという小学校

のクラブ活動の趣旨に則って、特別活動の新しいあ

り方を模索したものと言えよう。

　第三に、小学校の給食は、現行の学習指導要領で

は、「学級を単位として、学級や学校の生活の充実

と向上を図り、健全な生活態度の育成に資する活動

を行うこと」と規定されている、学級活動の中に位

置づけられている。この学級活動の指導に際しては、

「児童が自ら現在及び将来の生き方を考えることが

できるよう工夫すること」も求められている。すな

わち、毎日の学級や学校での生活を通して、子ども

が今の自分の生き方を見つめたり、将来の自分の生

き方にも思いを巡らせたりすることが、学級活動の

ねらいの一つとされているのである。

　いちょう小学校の給食は、「外国につながる児童」

の生きてきた世界を、食を通して日本の児童が共有

する場とされていた。こうしたことを踏まえると、

小学校の給食という学級活動の時間を使って、これ

からの時代における特別活動の一つのあり方を示唆

しているように思われる。
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