
識別番号 Ｌ２ 2008 年度完了学内共同研究

研究課題 日本の外国人学校における多文化・多言語教育の現状と課題 

―中華学校の事例を中心として― 

研究代表者 杉村美紀（総合人間科学部教育学科）  

共同研究者 坂本光代（外国語学部英語学科）  

Summary 

 

 

With increasing internationalization, the Japanese demography is quickly 

diversifying, making it crucial to explore the ways foreigners are coping with life in Japan, 

especially in terms of educating their children. 

This study focuses on the initiatives taken by Chinese schools in three major 

Japanese cities: Tokyo, Yokohama and Kobe. Through numerous school visits and interviews 

with Chinese educators, we discovered that, while all schools were run by the Chinese, each 

school catered to different demographics. For example, the Tokyo school provides education 

mainly for Taiwanese sojourners while the school in Kobe provides education for not new 

comers but rather those Chinese who have been residing in Japan for several generations. 

There are two Chinese schools in Yokohama and one of them, which this study examined, had 

devised its own teaching materials together with a university in Beijing, catering to the needs 

of its learners. What is striking about these schools is that they are increasingly attracting not 

only Chinese but also Japanese children due to their international environment in which the 

students study three languages- Chinese, Japanese and English- while the Japanese 

government continues to deny officials status to these so-called ethnic schools. Chinese 

schools try to keep their Chinese culture and language in the midst of internationalization, 

which was also examined in the case of Chinese schools in Malaysia. 

In sum, we question the highly prejudiced and exclusive perspective that the 

Japanese government holds, and suggest an alternative view that would maximize the rich 

ethnolinguistic resources our non-Japanese residents have to offer in order to create the better 

ways for a multi-ethnic society. 

 
１．本研究の目的と背景 

  本研究は、日本社会における多文化共生問題を多文化・多言語教育という側面からとらえ、在

日外国人学校である中華学校を事例として、その現状および課題を分析したものである。 
  今日、日本社会では、多様な文化を持った外国人との共生社会の実現が問題となっている。こ

の背景には、少子化問題が深刻化するなかで、日本の社会経済発展のうえで外国人を人材として

どう迎え入れるかという政策的観点があるが、そうした政策を受け、1990 年代以降、ニューカマ

ーといわれる外国人を多く抱えるようになった地域では、多文化共生社会をどう実現するかとい

うことが大きな課題となっている。他方、日本には古くからオールドカマーとよばれる在日外国

人も居住しており、すでに 3 世、4 世の世代を含め、日本社会においてこれまで様々な伝統や歴

史を培っている。本研究では、こうした日本社会における多文化共生問題を、多文化・多言語教

育という側面からとらえ、その現状及び課題を分析することを目的とした。 
 本研究が対象とする在日外国人学校には、国際学校（インターナショナルスクール）、欧米系の

国別学校（アメリカンスクール、フレンチスクールなど）、アジア系の学校（韓国学校、朝鮮学校、
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中華学校、インドネシア人学校、インド人学校など）があり、その設立経緯や形態はさまざまで

あるが、いずれも日本の公教育制度のなかでは、学校教育法第 1 条に定められた正式な学校であ

る「一条校」とは認められず、「各種学校」として扱われている。そのため、各学校はそれぞれ独

自の学校運営を行ってきた。 
  本研究で焦点をあてる中華学校は、そもそもは中国語と中華文化を柱とした民族教育を目的と

して設立された教育機関であるが、近年では、インターナショナルスクールと類似した運営を取

り入れ、中国・日本語・英語の三言語教育を柱とした独自のカリキュラムを初等教育から中等教

育まで構成し、にわかに注目を集めるようになっている。この背景には、従来からの民族教育だ

けでは、日本社会での進学や就職に不利になり、生徒も十分に確保できないという長年の懸案が

あり、入学を希望する生徒は国籍を問わず広く受け入れることで民族学校としての存続を図ろう

としてきた経緯がある。一方、日本社会において長い歴史をもつ「オールドカマー」としての中

国系の人々に対し、1990 年代以降、新たに来日する「新華僑」と呼ばれるニューカマーが増えて

いるという実情もあり、両者の間には生活習慣や考え方など文化的な違いも指摘されている。さ

らに、そうした中華学校を取り巻く中国系コミュニティ内部の変化に加え、近年では、日本人の

入学希望者が中華学校に多く入るようになっているという現状も報告されている。日本人の場合

の就学希望は、三言語教育への期待によるものが多く、義務教育段階でのこうした「各種学校」

への就学は義務教育違反になることも承知の上で子弟を入学させる者も少なくない。 
  実際の中華学校での三言語教育は、小学校の第 1 学年から実施されており、その教育方法や内

容には日本の学校の状況とは大きく異なるものがある。中華学校の教授言語は基本的に中国語で

あるが、日本語の授業では、教師も日本語だけを用い、英語の授業では英語を用い、時に必要に

応じて中国語で説明をはさむといった授業展開がなされており、児童・生徒は必然的に三言語を

同時並行的に学んでいくことなる。こうした教育のあり方が、どのような意義と課題をもつかと

いう点も大変興味深い点である。 
  このように、中華学校を取り巻く状況は、従来の経緯や歴史に加え、国際化という社会変容の

中で新たな課題を抱えている。こうした中華学校をめぐる変遷は、日本における外国人学校をと

りまく社会変容を象徴するものであり、中華学校における多文化・多言語教育の現状と課題を明

らかにすることは、今後の日本の多文化共生社会実現のための教育に示唆を与えるものと考えた。 
 
２．研究方法  
 以上の問題関心に基づき、本研究では、以下の観点に基づき調査研究を行った。 

① 中華学校の歴史的展開の整理・分析 
② 中華学校に対する日本の教育政策に関する調査 
③ 中華学校を対象とした調査 

     ・在日中華学校の教育実態と動向 
     ・第三言語習得に関する調査研究 
    ④諸外国の中華学校との比較 
 具体的な研究方法としては、中華学校に関する文献資料調査、中華学校における質問紙による 
実態調査、ならびに中華学校卒業生へのインタビュー調査をおこなった。現在、日本には 5 校の

中華学校があり、横浜山手中華学校と神戸中華同文学校が中華人民共和国の管轄下に、また東京

中華学校、横浜中華学院、大阪中華学校が台湾の管轄下にある。このなかで本研究で対象とした

のは、東京中華学校、横浜山手中華学校、神戸中華同文学校の３校である。 
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 2007 年度および 2008 年度の研究活動概要は以下のとおりである。 
 
【2007 年度】 
 （2007 年 3 月 13 日） 横浜山手中華学校 年度前事前調査（潘民生校長先生）   
 2007 年 5 月 21 日  東京中華学校 訪問 （蔡月華校長先生） 

  2007 年 7 月 14 日  符順和先生（元横浜山手中華学校教諭）講演会(於：上智大学) 
  2007 年 10 月 12 日  東京中華学校 公開授業日訪問 
  2007 年 11 月 17 日  日本華僑華人学会参加発表(於：慶応義塾大学三田キャンパス) 
  2008 年 2 月 2~3 日  神戸中華同文学校訪問 （楊震雄教頭先生） 
  2008 年 2 月 26 日  横浜山手中華学校訪問（潘民生校長先生） 
             塾寺子屋訪問（符順和先生） 
   2008 年 3 月 1 日  「中国の社会変動と教育改革の動向」研究会参加 (於：山梨大学)  
  2008 年 3 月 15 日  日本華僑華人学会研究会参加（於：大阪大学中之島センター） 
 
【2008 年度】 

2008 年 4 月～7 月  前年度の総括と 10 月の世界比較教育フォーラム参加発表にむけての 
          準備 
2008 年 10 月 12～14 日 第 3 回世界比較教育フォーラム参加発表（於：北京師範大学） 

 2008 年 11 月 2 日  神戸中華同文学校訪問（金翼校長先生、楊震雄教頭先生） 
 2008 年 11 月 15 日  日本華僑華人学会参加  （於：筑波大学） 
  2009 年 12 月 19 日  曽士才法政大学教授（神戸中華同文学校卒業生） 
            インタビュー調査   （於：法政大学市ヶ谷校舎） 

   2009 年 1 月~3 月  最終報告書準備 
   
３．研究結果 

  (1）中華学校の歴史的展開の整理・分析 
 中華学校とは中国語を教授言語とする教育機関を指し、中国語を学習する言語教育機関として

の「中国語学校」とは性格を異にしている。今日、世界各地の華僑学校の設置形態をみると、①

華僑が自分の子弟のための教育の場として海外に設立したもの、②中国本土において、海外の華

僑・華人が献金して建てた学校、③華僑子弟が一時帰国し国内で一定期間教育を受けるための機

関として中国政府が設けたもの、④海外における華僑排斥や戦争により避難民となった華僑受入

れのための帰国華僑の教育施設に分類されるが、日本にある学校はこのうち①にあたる。 
 華僑子弟の教育を学校という形式ないし内容で行うようになったのは、19 世紀末以降のことと

される。それらは、本国の教育制度が清末の混乱状態の下に旧態依然たる状況であったのと比べ、

先覚的文化活動であり、かつ一般の人々からの教育改革として特徴的であった。大多数の中華学

校は植民地体制下のアジア各地に設立され、辛亥革命、第一次・第二次両世界大戦をへて、それ

ぞれの居住国において、時に排斥運動等にもあいながら、様々な処遇を受けてきた。中華学校が

その存続意義として掲げるものは、中国語を通じたアイデンティティの保持と中華文化や伝統の

存続である。かつては「落葉帰根」といわれ、いずれは帰国を考えていた華僑・華人の人々が、

居住国側の社会に根をおろして「落地生根」として生活を営むなかで伝えてきた「中国人らしさ

（Chineseness）」とは、まさにそうした中華学校の教育があったからといっても過言ではない。 

 3



(2）中華学校に対する日本の教育政策に関する調査 
こうした中華学校の民族教育としての役割は、日本における中華学校も同様であるが、他方、

日本の中華学校は学校運営の問題を抱えてきた。80 年余りの歴史をもちながら生徒数の減少から、

卒業生 2 名を送り出したのを最後に 1988 年に閉校せざるを得なくなった長崎華僑時中小学校を

はじめ、静岡、島根、京都、函館、東京にそれぞれあった中華学校も廃校になっている。その大

きな理由は、いずれも生徒数の減少とそれに伴う財政問題である。こうした中華学校がもつ問題

は、中華学校がほかの在日外国人学校と同様に、学校教育法によるいわゆる「一条校」とはみな

されず、「各種学校」という扱いを受けていることに由来する。すなわち、補助金等が「一条校」

と比べた場合に少なく、また一条校の生徒や学生には当然認められるような、学生割引等の優遇

措置を受けることができない。さらには、運営のための寄付を募る場合にも、寄付金控除の措置

を受けることができない。しかしながらその一方で、教育課程編成などの点では、「一条校」と同

様に日本の学校教育法や私立学校法の規定に従わなければならないものとされている。 
  何より重要なのは、「一条校」であれば、単位さえきちんと履修しさえすれば全く問題なく認め

られる高等学校や大学の受験資格が、中華学校の卒業生には認められておらず、高等学校に進学

する場合には、一度、「一条校」である国公私立の学校に転校した上で受験したり、大学の場合に

は、高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）を受験し、それに合格して初めて大学入

試受験の資格を得ることになる。こうした制約のために、中国系の子弟のなかには、中華学校で

はなく国・公・私立学校を選択する者も多く、中華学校の生徒数減少の原因になったのである。 
  しかしながら 2003 年の外国人学校卒業者の大学入学資格をめぐる一連の議論のなかで、当初

は国際的な評価団体の評価を受けた欧米系の外国人学校の大学入学資格のみを認めるとしていた

政策を改め、大学側の個別審査に委ねるという政策変更を行ったことで、中華学校の卒業生の進

学の機会は、朝鮮学校や韓国学校など他の外国人学校の卒業生とともに拡がることとなった。 
 

(3）中華学校を対象とした調査 
 ①在日中華学校の教育実態と動向 
 以上のような政策変更も受け、今日では、かつてのような生徒数の減少という状況は一変し、

中華学校の入学希望者が増加し、なかには入学の順番を待っている状況も見られるほどである。

こうした生徒数増加の背景には２つの理由が指摘される。一つは中国からの海外移動としての新

華僑の増加である。2009 年 2 月に発表された「2008 年世界華商発展報告」によれば、現在、世

界の華僑華人とよばれる人口は 4800 万人となっているが、そのうち約 600 万人が新華僑・華人

であり、かつその 80%以上はアジア地域に集中しているという。改革開放後に著しく増加した中

国からの海外移動は、福建省、広東省、東北 3 省、淅江省、上海、北京、天津からの出身者が多

い。また日本は、アメリカ、カナダ、オーストラリア、フランス、イギリス、スペイン、ドイツ、

ロシアなどとともに主要な移動先となっている。 
 もう一つの理由は、入学希望者のなかに華僑華人の子弟に混じって日本人が含まれていること

である。こうした日本人は、中華学校では小学校 1 年生から中国語の他に英語と日本語の三言語

教育を実施しているという点に注目し、三言語と国際感覚を身につけることを希望している。 
 このような中華学校をめぐる新たな社会状況に対し、中華学校の対応にも各校それぞれ違いが

みられる。今回の調査で直接訪問・調査させていただいた横浜山手中華学校、東京中華学校、神

戸中華同文学校のうち、横浜山手中華学校では、新華僑を中心とした増加する生徒数への対応か

ら、長年の懸案であった校舎移転・拡充計画がついに実現の運びとなった。また東京中華学校で
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は、新華僑として日本語がわからない新華僑の子弟の大学進学問題に取り組む一方、もともと日

本にいる 3 世・4 世の華僑子弟については、日本国内における受験とともに海外の教育機関への

進学指導にいたるまで、多様で柔軟な進学対策を行っており、インターナショナルスクールに類

似したカリキュラム運営がなされている。他方、神戸の神戸中華同文学校では、新華僑への対応

よりも、数世代にわたる地元神戸の華僑華人コミュニティとの繋がりが深く、地域の人々や保護

者、OB,OG が中心となった地域性と伝統を生かした学校運営がなされている。 
 
 ②第三言語習得に関する調査研究 
 そこで、このように、それぞれ特色をもった多文化・多言語教育を展開している中華学校にお

いて、実際に在学している生徒の言語習得にはどのような特徴がみられるのかという点について、

東京中華学校に在学する小学６年、中学３年、高校 1 年の生徒計５５名に対し、言語習得、言語

使用、ならびにアイデンティティに関するアンケート調査を実施した。 
 この結果、小学部の生徒については、中国語、日本語、英語のうち、日本語を最も好む傾向に

あり、日本語が好きな子どもは中国語も好む傾向にあった。なお、英語と中国語の関連性は見ら

れなかった。日本在住期間と日本語に対する姿勢についてはわずかに関連が認められたが、中国

語とは関連は無かった。興味深いのは、日本語を最も好むと答えたにも係らず、大半の生徒が最

重要言語としてまず中国語を挙げており、英語、日本語と続くことである。幼いながらも、言語

と権力の関連について把握していると見られ、自分の言語能力を最も生かせると思う国について

は、日本と答えている。 
 中学部の生徒については、好まれる言語というものが二手に分かれた。中国語と日本語である。

このグループでは、在日期間に比例して日本語・中国語に対する姿勢がはっきりと分かれた。最

近日本に移住した生徒にとって日本語習得は大きな壁である。その反面、日本生まれという二人

の生徒は、中国語だけでなく、日本語並びに英語学習にも意欲的であった。 
 面白いことに、高校部の生徒は、小学生と同様、日本語に対してポジティブな姿勢を示した。

家庭で主に中国語を使用しているにも係らず、である（ただ、科目で言えば中国語の方が圧倒的

に好きだと答えた）。また、小学生と同様、中国語並びに英語を将来性のある言語として認識して

いた。小学生らと違う点は、日本語学習開始年齢である。大半が２歳以降で日本語を学び始め、

中には１７歳で始めた、という者もいた。ただ、日本語を好んで使用しているといえども、学外

の日本人との交流は殆ど無く、また日本の排他的国柄ゆえか、日本在住を好ましいと思っている

者も少なかった。 
 総括的にみると、生徒は学校で提供されている中国語プログラムに順応しており、楽しく中国

語を学んでいるようである。ただ、小学生は中・日バイリンガルになっているものの、中学部の

生徒となると事態が変わり、どちらかへの偏りが目立つ。これは、日本語もしくは中国語が苦手

な生徒らの内情を把握し、それぞれのニーズに合わせた言語教育を施す必要性を示唆する。また、

この問題に拍車をかけているのが、日本政府の各種学校に対する様々な規制である。民族学校出

身者は、進学先が狭まれるため、小学校である程度中国語を習得した中・日バイリンガルは、早々

に日本の学校に転校してしまい、せっかくトリリンガル教育を実践していた学校の仕組みが崩壊

してしまっている。 
 我が国の国際性を高め、国際競争に勝つためには、民族学校にも一条校同様の権限を与え、そ

こで学ぶ子ども達の言語能力並びに国際性を培うことが望ましいと考える。 
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(4)  諸外国の中華学校との比較―マレーシアの華文学校との比較  
 以上述べた日本の中華学校の実態においては、いずれも今日の国際化の影響が強くみられる。

新華僑の問題や、日本の教育制度との関連における多言語・多文化教育への需要は、いずれも人

や文化の移動が従来以上に活発化しているからこそ新たに生じている動向である。そこで日本の

中華学校に対する政策と比較する意味で、東南アジアのマレーシアにおける教育政策と中華学校

のあり方を分析することで、国際化のもとでの多文化・多言語教育の役割と課題を分析した。 
 マレー系（63％）。中国系（27％）、インド系（7％）を主要エスニック・グループとするマレ

ーシアでは、多文化・多言語状況を配慮し、公立小学校では 3 種類の言語別小学校が認可されて

いる。しかしながら、中等教育以上の公立教育機関では教授言語は国語であるマレー語だけとな

っており、進学や就職にはマレー語の習得が不可欠である。これは、国教であるイスラームとと

もに、国語と国教により国民統合を図ろうとする手段である。これに対して中国系は、母語並び

に中国文化の保持、推奨に務めるべく、マレーシア政府からの助成を受けることなく、独自に私

立の華語中等学校「華文独立中学」を設立し運営している。ただし、そこではマレー語や英語教

育にも力を入れ、三言語教育による国際化を視野に入れた子女教育を実践してきている。 

 このように日本およびマレーシアの中華学校は、いずれも、国際化の中でそれぞれが民族の言

語である中国語ならびに中国文化を保持・推奨しつつも、新しい国際化の流れをふまえた中華学

校での教育の模索をしている。そこには、国際化の進展と社会変容において、独自の文化保持と、

その一方で起きている国際化に対応せざるを得ないジレンマが課題として示されている。 

 

５．最終報告書と今後の課題 
 以上の研究成果をふまえ、最終報告書は以下のようにまとめた。 
 中華学校に象徴される多文化・多言語教育は、国際化が進むなかで今後その意義が一層重要に 
なると考えられる。旧来的には、民族教育機関として重視されてきた中華学校であるが、今日で 
は、それが単に華僑華人にとってだけではなく、多文化教育の実践として多義的に位置づけられ 
るようになっている。そこでは、人や文化の国際移動が活発化し、平準化が進むなかで、中国語

だけではなく英語など国際化への対応が求められる一方で、エスニック・グループとしての歴史・

伝統をいかに維持・継承し、文化的多様性を尊重するかという問題があらためて問われている。 
【論文】 
・日本における中華学校の変容と国際化のもとでの多文化教育の意義（杉村美紀） 
・Chinese Schools and Globalization: Current Situation in Japan and Malaysia 
                         （杉村美紀、坂本光代） 
・Identities, Perceptions, Expectations, Concerns: Chinese Students in Japan 
                              （坂本光代） 
【講演会記録】 
・中華学校をとりまく教育事情         （符順和・元横浜山手中華学校教諭） 
【補論】 
・A Study on Identities and Education of Overseas Chinese in Yokohama Chinatown: Analysis of 

Their Life Stories             （佐野有佳・英語学科坂本研究室卒業生） 
【インタビュー記録】                                   
・神戸中華同文学校の思い出      （曽士才・法政大学教授ヒアリング―同校卒業生）
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