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【要約】

ＥＵ内でも中国系人口の多いフランスにおいては、1990年代以降中国系新移民の流入が急増し、

特にパリの一部の公立学校に中国系新移民の子どもたちが集中的に流入している。

本論の目的は、パリの中学校と高校に近年流入した中国系新移民生徒達がどのような教育を受け、

どのような問題に直面しているのを明らかにすることである。初等教育段階と中等教育段階以降で

は教育をめぐる問題に違いがあるが、既に初等教育段階については論じた［山本 2010］。

まず、パリ大学区の中等教育におけるニューカマーとしての中国系生徒の割合と、ニューカマー

にフランス語を教えるための７種類の特別クラスについて検討する。

次に、筆者がパリで実施したフィールドワークに基づいて、事例として中学校３校と高校２校を

取り上げて、中国系新移民生徒（特に温州出身者）が多数を占めるニューカマー向け特別学級の現

状を明らかにし、学業失敗や欠席や退学問題が顕在化していることを指摘する。そして、このよう

な問題を解決するために、中学校では親を学校に参加するように促し、中国系アソシエーションと

連携していることを明らかにする。

まとめとして、中国系新移民のための教育実践にみられる学校と親とアソシエーションとの連携は、

地域・領土性を強調することが特徴的であり、学業失敗を移民に固有なものではなく地域の問題とし

て捉えるZEP政策の基盤にあった考え方には基づいていないことを指摘する。ここで明らかにする学

校と中国系アソシエーションとの連携は、学校を中国系新移民コミュニティと結びつけるものではあ

っても、中国系新移民コミュニティを超えた「地域」に結びつけているとは捉えられない。

はじめに

中国系新移民の流入が近年急増しているＥＵ内でも、特にパリの一部の公立学校に中国系新移民

の子どもたちが集中的に流入している現象がみられ、フランスの学校教育現場に新たな問題を生み

出している。

本論の目的は、パリの中学校と高校に近年流入した中国系新移民生徒達がどのような教育を受け、

どのような問題に直面しているのを明らかにすることを通して、移民の子どもへの教育の現状につ

いて考察することである。初等教育段階と中等教育段階以降では教育をめぐる問題に違いがあるが、

既に初等教育段階については論じた［山本 2010］。

一般的に「中国系新移民」 (1)とは1980年代（中国の改革開放）以降に、中国本土から海外に移住

した人々を示すが、本論では、1990年代以降にフランスへ中国本土から移住してきた人々を「新移

フランスの中等教育における中国系新移民受け入れの現状／山本須美子

11



民」とする。なぜなら、1990年代以降中国本土からフランスへの移民が急増し(2)、フランスの学校

教育に大きな変化を及ぼしたからである。

フランスにおける移民の子どもの教育に関する日本人による先行研究としては、前平や池田や吉

谷や園山らの研究がある［前平 1985; 池田 1995,2000,2001; 吉谷1996, 2001; 園山 2005,2009］。これら

は比較教育学の視点から、主に教育方針や施策の変遷について「移民の子ども」を一括りにして論

じてきた。しかし、移民の子どもを一括りに論じるだけでは、本論で取り上げる中国系新移民の子

どものように、特定の文化的背景を持った子どもが短期間に学校に増加するような現象に対処して

いる学校教育の現場を把握することはできない。本論では中国系新移民の新しい流入に焦点を当て

る点で「移民の子ども」を一括りにして論じてきた従来の研究とは一線を画すといえる。また従来

の研究は、教育政策を中心に主に言説レベルの問題を論じてきたが、本論では、急増した中国系新

移民生徒を受け入れているパリ大学区の中学校３校と高校２校の現状に焦点を当てて、実践レベル

での実態を検討することによって、フランスにおける移民の子どもへの教育の新たな側面に光を当

てたい。

既に、フランスにおける移民の子どもの教育政策の歴史的変遷や、中国系新移民の移住理由や移

住後の生活については検討した［山本　2010］(3)。本論ではそれを踏まえた上で、まずパリ大学区

の中等教育における移民の子どもの受け入れ制度について明らかにした後、筆者のパリでの2005年

11月と2006年３月と９月、2007年９月、2008年９月、2009年９月の現地調査に基づいて、中国系新

移民生徒が多い中学校３校と高校２校における受け入れの現状と抱える問題を明らかにする。そし

て、中国系新移民が流入することによって変化する学校教育の現状を、フランスの移民の子どもへ

の教育の全体の流れに位置づけて考察する。

I．ニューカマーへの就学支援

本章では、パリ大学区におけるニューカマーとしての中国系生徒の現状と、ニューカマーへの就

学支援のあり方について検討する。

フランスにおけるニューカマーとは、来仏２年以内で出身地域が仏語圏でない義務教育年齢者を

指す。2008年におけるニューカマーは、全国で初等学校では１万7280人、中等学校では１万7627人

の合計３万4970人、全生徒の3.7%であり、10年間一定の推移を保っている。そして、そのうちの約

85％が何らかの学習支援を受けている［園山 2009: 235］。

ニューカマーの就学支援に当たっているのが「ニューカマーと旅行者の子どもの就学のための大

学区センター（CASNAV）」(4)である。CASNAVの前身は1990年に設置された「移民の子どもの学

校教育のための養成・情報センター（CEFISEM）」(5)である。特に、外国語としてのフランス語教

育の研修、教材開発、資料センターに力を入れている［園山 2009: 260］。

筆者は、2008年９月と2009年９月にパリ大学区のCASNAVを訪問し、職員へのインタビューを実

施した。パリ大学区CASNAVは初等教育部門と中等教育部門と中等教育以降の評価部門の三部署か

ら成っている。近年のニューカマーとしては、中国本土出身者や、ルーマニアやセビリアやボスニ

アやハンガリー等の東欧からの経済移民が目立っている。

中等教育段階でパリ大学区CASNAVに登録された人数は、2006年は1,081人、2007年は1,038人、

2008年は1,058人、2009年は1,143人である(6)。表１は、出身地別の割合を示している。
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表1：中等教育段階でのパリ大学区CASNAV登録者の出身地別割合　

出身地 2006年入国（％） 2007年入国(％) 2008年入国(％) 2009年入国(％)

1. アジア 40,5% 38,5% 26,5% 13.8％
2.アフリカ　　　　　　　　　　　　12 % 12,5 % 16,5 % 24.7％
3. ヨーロッパ系、アメリカ系、 12,5 % 12,5 % 11,5 % 18,2％
オーストラリア系、
イスラエル系
4. 東ヨーロッパ、ロシア 10,5 % 12,5 % 16 % 18,2% 
5. マグレブ、トルコ 13,5 % 12 % 14,5 % 10,5 %
6. 南アメリカ 7,5 % 6 % 6% 9,1%
7. インド、パキスタン、 I 4,5 % 5,5 % 9,5 % 8,8 % 
スリランカ、アフガニスタン、
イラン、イラク

出典：Casnav de Paris 2009b , Synthèse de Rentrée 2008-2009

上記表１における「アジア系」は、中等教育段階でパリ大学区に流入したニューカマーの40.5％

（2006年）、38.5％（2007年）、26.5％（2008年）、13.8％（2009年）を占めている。一般的にフランス

における「アジア系」には中国本土出身者だけではなく、主に1970年代に流入したインドシナ難民

も含まれるが、表1における2006年から2009年に流入した「アジア系」とは大半が中国本土出身者で

あり、中国系新移民生徒は近年パリ大学区の中学校に流入しているニューカマーの最多集団となっ

ていることがわかる。2009年にアジア系の割合が減少しているのは、CASNAV職員によるとサルコ

ジ政権が移民取り締まりを強化し、庇護申請が難しくなったという情報が中国系移民の間に流れた

ためではないかということであった。

２．受入学級の種類

ニューカマーの子どもは、フランスの学校への適応及びフランス語の習得のための特別な入門学

級や受入学級と普通学級に二重に登録される。7,8～11歳で来仏した子どもは、初等学校の入門学級

（CLIN）で最高一年間学ぶ。自国でフランス語に慣れている、例えばルーマニアやアルジェリアや

アフリカから来た子どもの場合は、４～５ヶ月で普通学級へ入る。

12歳以降で来仏した中等教育以降の場合、パリ大学区には７種類の学級がある［Casnav de Paris

2009b］。

（1）フランス語集中学級：FLEI(Classe de français intensif)

フランス語集中学級は、三ヶ月間、週に18時間一人の教師がフランス語を集中的に教えるクラス

である。コミュニケーション能力を伸ばすことを重視するクラスで、担当教師はそれぞれが教材を

工夫して教えている。来仏するまでフランス語を全く学んだことのない中国系生徒はまずこの学級

に入る。この学級はパリ大学区にしかない。

（2）中学校受入学級：CLA-CLGE(Classe d'accueil collège)

授業を受けることのできるレベルのフランス語を身につけさせることを目的としたクラスで、

FLEIを終了した生徒や少しフランス語がわかる子どもが入ってくる。普通学級へも登録して、両方

を行ったり来たりする。受入学級と普通学級を受講する割合は、生徒によって異なっている。文学

的なフランス語も教える。中学１年と２年にだけ受入学級がある学校もあれば、１、２年と３、４

年の二つに分けて受入学級を設置している学校もある。

（3）普通リセ受入学級：CLA-LGT(Classe d'accueil lycée general et technique)
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数学が中学３年までのレベルがある生徒のための受入学級であり37時間半フランス語を学び、普

通学級にも出席する。

（4）職業リセ受入学級：CLA-LP(Classe d'accueil lycée professional)

職業リセの受入学級で、２年間のコースで普通学級には出席しない閉じたクラスである。

（5）教育無経験者向け受入学級：CLA-ENSA(Classe d'accueil pour élèves non-scolarisésantérieurement)

来仏前に、内戦や学校が遠い等の何らかの理由で学校教育が受けられなかった生徒のために、ア

ルファベットや基本的なことを教えるクラスである。フランス語能力が他のフランス人の日常レベ

ルまで達するようになることを目的にしている。成績によって普通リセや職業リセの普通学級に入

ったりすることもある。企業で研修を受けることが義務付けられている。

（6）フランス語記述重点学級：FLER(classe de français langue écrite renforcé)

フランス語の会話はできるが、読み書きができない生徒のためのクラスである。CLA-LPに入るの

が難しい生徒が入るクラスであり、このクラスを出てCLA-LPに入ることはない。一年間で読み書き

能力を会話力と同じレベルにまですることを目的としている。来仏前にフランス語を話していた旧

仏領のマグレブ系やアフリカ系生徒がこのクラスに入ることが多い。実験的に作られたもので、パ

リ大学区にしかないクラスである。

（7）フランス語補習教室

フランス語に問題のある生徒を集めたフランス語の補習教室である。クラスとは言えず、放課後

や休日に、フランス語に問題のある生徒を集めて開かれる。なぜフランス語が上達しないのかなど

を考えさせたりする。

その他に、企業と提携して、落ちこぼれた生徒を再教育して何とか労働できるように導く試み

（Mission General Insertion）も実施されている。

どの学級に入るかは、ニューカマーの子どもの学習能力をCASNAVで評価して決める。評価基準

は第一にフランス語能力（読み書きと聞く話す力それぞれを測る。）、第二に数学、第三にまれに理

科の試験も実施する。フランス語能力はヨーロッパで統一して定められている評価基準

CECR(Cadre Européan Commun de Réference par l'apprentissage des langues)を用いる。また数学

の能力はフランスの教育課程のどの学年に編入するかを決める決め手となるもので、様々な言語に

よるテストで受けることができる。例えば、12歳で来仏したら中学２年であるが、数学が出来たら

中学３年として受入学級に入り、中学３年の普通学級に編入する。しかしアルジェリア出身者の場

合に多いが、フランス語ができても数学ができないと、中学１年として受入学級に入り、中学１年

の普通学級に編入する。

II．パリの中学校における中国系新移民への教育の現状

本章ではパリの中学校において、中国系新移民の生徒が実際にどのような教育を受け、どのよう

な問題に直面しているかを、筆者が2008年９月にフィールドワークを実施したＡ中学校と2009年９

月に実施したＢ中学校とＣ中学校の事例を取り上げて明らかにする。Ａ中学校とＢ中学校はパリ第

二の中華街といわれる中国系新移民の集住地区であるベルビル地区(7)に位置し、Ｃ中学校はパリ北

東部19区に位置する。Ａ、Ｂ、Ｃ各中学校ではここ約10年間に中国系新移民生徒の流入が顕著で、

受入学級やフランス語集中学級では中国系生徒が半数以上を占めている。特にＡ中学校とＢ中学校

では、全校生徒の約15～20％が中国系新移民生徒である。なお、３校における中国系新移民生徒と



は、温州出身者である。

また、Ａ中学校とＢ中学校は「学業成功ネットワーク（Réseaux de  Réussite Scolaire :RRS）」(8)に、

Ｃ中学校は「成功願望ネットワーク（Réseaux  d'Ambition Réussite :RAR）」に入っている。RRSと

RARの指定は外国人の割合や親の社会文化的カテゴリーを基準にしているが、特にＣ中学校はパリ

大学区に４つあるRARの一つに入っているので、親の社会経済的水準は低い。

1. Ａ中学校の事例
a. 受入学級の現状

Ａ中学校において、2008年に受入学級に登録している21人の生徒内11人が中国系である。Ａ中学

校にはフランス語集中学級はなく、フランスに新しく来た生徒は他の学校のフランス語集中学級を

経て、この学校の受入学級に入る。受入学級では、フランス語18時間、数学４時間、英語３時間、

歴史と地理２時間、美術２時間、体育１時間の計30時間を一年間で学習する。Ａ中学校ではフラン

ス語18時間は一人のフランス人教師が担当している。この教師は嘱託で普通学級は担当していない。

他の教科は普通学級も担当している13人の教師が普通学級と併行して受入学級の授業を0.5時間～３

時間ずつ受け持っている。受入学級の生徒は、中学１年と２年の普通学級５クラスにも二重登録を

し、普通学級と受入学級の両方を行き来しながら、少しずつ普通学級での授業を増やしていく。受

入学級の登録の期間は、最短で６カ月、最長で２年である。受入学級は固定した生徒によるクラス

を形成しているわけではなく、各生徒が普通学級の授業と受入学級の授業が混ざってできている各

生徒異なった時間割に従う。フランス語担当教師は、受入学級は「クラス」というよりも「グルー

プ」と言った方が正確であると述べた。

2008年９0月、筆者はＡ中学校でフランス語担当のフランス人教師による受入学級の授業３コマを

参与観察した。３コマとも中学１年生と２年生が混ざっていて、教材は教師が作成したプリントを

使用していた。１時間目は８人の全生徒の内、６人が中国系、１人がチェチェン系、１人がコート

ジボワール系であった。中国系の６人はフランス語集中学級を終えてこの受入学級に入っていたが、

コートジボワール系の１人は教育無経験者向け受入学級を経てこの受入学級に入っていた。

２時間目は５人の生徒全員が中国系であった。中学１年の２人には「s」「ss」「cs」「t」の入って

いる単語をそれぞれ集めて紙に書かせ、中学２年の３人には動詞の未来型について教えていた。中

国系生徒はわからないことがあると中国語で「わからない」と他の子どもには言えるが、先生には

フランス語で言うことはできなかった。教師はフランス語で話すことを促していたが、他の生徒と

中国語を話すことを禁止はしていなかった。

３時間目は２時間目に出席していた中国系５人に１人の中国系が加わり、６人の生徒全員が中国

系であった。動詞の意味を考えさせて、簡単なフランス語で説明させたり、それを使って作文をさ

せたりしていた。この教師の受け持っていた３コマずっと授業に参加している子もいれば、そうで

ない子もいた。生徒によってフランス語のレベルが違うので、教師は理解できない生徒には個別に

対応していた。理解できた生徒ができない生徒に中国語で説明するという場面もあり、中仏辞典も

用いられていた。

この教師はＡ中学校の受入学級を担当して３年になるが、問題点として、普通学級を優先するの

で、例えばある生徒は週5回フランス語を学ぶが、ある生徒は週２回しか学ばず、成果が出しにくい

ことを指摘した。また、中国系生徒は、フランスの文化との違いに戸惑うことが多いという。中国

では集団的な教育を受けてきて、個人に積極的な発言が求められるフランスの教育に最初は馴染め

ないが、最終的には馴染んでいっている。さらに、受入学級を終了しても、フランス語のレベルは

何とか普通学級についていくことのできる程度で、普通学級で良い成績を上げるにはその後４年位
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はかかるとのことであった。

b. 中国系アソシエーションとの連携

Ａ中学校は、ベルビル地区に1996年に設立された言語文化援助協会（Association for Language and

Cultural Support：以下ASLCと略す。）(9)が運営するフランス語補習校（巴里同済学校）と連携して

いる。巴里同済学校は、1998年に大人向けフランス語補習校として設立され、2008年時には初級か

ら上級まで４レベル30クラスあり、受講者約170人の大部分は温州出身新移民である。2003年から子

ども向けのフランス語クラスも開いている。月曜日から金曜日までの毎日17時半から19時まで、レ

ベルの異なる４クラスに分かれて全体で約80人の11歳から17歳の生徒が学んでいる。生徒の親はほ

とんどが温州出身新移民である。通常は10月から６月までの期間学ぶが、数か月通うだけの生徒も

いる。教師７人は全員がフランス人で、大学でのインターンシップを利用している者もいる。2007

年３月の筆者によるこの補習校教師の一人への聞き取り調査によると、必ず出欠を取り、欠席が続

くと両親に電話をする。小さい弟妹の子守を任されて学校に通えない子どももいたということであ

った。

巴里同済学校は現在16校の中学校と連携しているが、Ａ中学校はその内の一つである。Ａ中学校

の受入学級フランス語担当教師の話によれば、この教師が受け持った受入学級では、2006年には中

国系生徒全員が巴里同済学校に通い、2007年には誰も通っていなく、2008年には１人が通っていた。

受入学級で学びながら巴里同済学校に通っている生徒が必ずしもフランス語ができるわけではなか

った。学校側が巴里同済学校のようなフランス語補習校に放課後通うことを勧めることはなく、家

族がもっとフランス語を勉強させたいと相談してきた場合に、巴里同済学校を紹介しているとのこ

とであった。

2. Ｂ中学校の場合
a.フランス語集中学級の現状

Ｂ中学校はフランス語集中学級と受入学級の両者を設置している。筆者は2009年９月にフランス

語集中学級の参与観察とフランス人担当女性教師にインタビューを実施した。この教師はＢ中学校

に赴任して７年で、最初の５年間は受入学級を、その後２年間はフランス語集中学級を担当してい

る。年に数日間だけフランス語集中学級を教えるための共通の研修はあるが、特別の資格は必要で

はなく、特別のメソッドや教材があるわけではなく、教育内容は各々の教師に任されている。筆者

が参与観察をした授業は、初歩的なフランス語の語順や動詞の活用を教えるものであった。

生徒のフランス語は３カ月間で非常に早く上達する。中国系生徒は引っ込み思案であることが多

いが、そういう生徒でもかなり上達する。上達が非常に遅い生徒はさらに３カ月この学級で勉強す

るが、そういうケースはまれである。

このクラスは、フランス語だけではなく、数学や歴史や美術を教えたり、演劇や庭いじりも取り

入れている。特にクラス全員で演劇をやったり映画をシナリオ作りから始めて制作をしたりする活

動を通して、一学級が継続する３カ月間で生徒はとても慣れて変わっていく。昨年は全員で制作し

た映画が全校の映画祭で賞を取った。また中国系生徒は、引っ込み思案の子が多く、目を見て話さ

ないが、演劇を通して人前で話すことに慣れて、目を合わせることも学んでいく。演劇の効果は大

きい。

この教師がＢ中学校に赴任してから７年間ずっと、受入学級やフランス語集中学級には中国系生

徒は多かった。現在この学級に在籍している生徒数は15名で、その内中国系生徒は６人、チェチェ

ン系２人、アフガン系２人（教育無経験者向け受入学級を経て入ってきた。）、チュニジア系２人、

モロッコ系１人、トルコ系１人、ペルー系１人である。中国系生徒６人の内２人は女子生徒で、と



ても引っ込み思案でいつも二人で一緒にいて中国語を話しているが、他の13人がすべて男子生徒な

ので、二人にとってはその方がよいと容認している。

３カ月間のクラスが始まる初日には、この教師が生徒全員の両親に直接電話をして、両親にも必

ず来てもらい、この３カ月集中学級の重要性を説明している。両親がフランス語がわからない場合

は、両親の知人の中でフランス語がわかる人を介して説明している。ほとんどの両親が電話をした

ら初日に学校に来る。初日にこのクラスでどんなことをするかを話すが、初日に両親が来ないと、

その後子どもも勉強についていけない。昨年から実験的に両親のために学校で週２回のフランス語

教室を開催し、そこでフランスの教育制度についても話したりしている。フランス語教室に参加す

る両親は多く、子どもの教育のためだけではなく、彼ら自身の滞在許可申請にも役立てている。し

かし、中国系の親はフランス語教室に登録はしても１回だけしか来ない場合が多く、これは滞在許

可証を持っていないことを恐れているのではないかということであった。

b.適応学級の現状

筆者は適応学級のフランス人女性教師にインタビューを実施した。この教師は適応学級で教えて

９年になり、Ｂ中学校の適応学級で教えて５年になる。今年は適応学級の生徒は４名しかいなくそ

の内中国系生徒は１名しかいないが、これまでの４年間、生徒は20人以上で、毎年半数以上が中国

系であった。中国系生徒同士は中国語（温州語）を話していた。

以下、この女性教師によると、この４年間で適応学級で教えてきた中国系生徒は、やる気があり

成功した子もいれば、落ちこぼれた子もいて非常に違いがあった。勉強に全くやる気のない生徒も

いて、通訳を介してその理由を探ったことがある。そういう生徒は幼少の頃に両親が移民して、中

国で祖父母に数年育てられた後フランスの両親に合流したので、中国に帰りたいとしか思わず、フ

ランスで勉強して成功しようとは全く思わないことがわかった。そういう生徒達は、毎年クラスに

２，３人はいたが、適応学級には２年以上は在籍できないので、普通学級に行かざるを得ない。

年に３回は両親に学校に来てもらって成績表を手渡しする。しかし中国系の親は学校に来ない。

通訳を通してその理由を聞いてもらったところ、中国系の親は学校に全面的に信頼を置いているの

で、学校に来るのは教師に失礼に当たると捉えていることがわかった。この教師は、親への中国語

の手紙に、学校に来るのは親の義務で来なければいけないことを、学校が依頼した通訳に翻訳して

書いてもらっている。

中国系生徒は、数学ではあまり問題はないが、適応学級での一年間では、特に国語と地理や歴史

で普通学級のレベルに達するのは難しい。非常に驚くのは、中国系生徒が中国の歴史も知らないこ

とである。それゆえフランスの歴史を教えられない。

この教師は以下のようなエピソードを語った。７年前に彼女の担当していた受入学級を卒業した

女子生徒と再会する機会があったが、その女子生徒は自分は受入学級にいた時15歳だと年齢を偽っ

ていたが、本当はその時22歳であったと告白した。フランス語をどうしても学びたかったので年齢

を偽っていたとのことであった。後でわかったが、自分の担当していたクラスには年齢を偽って入

ってきた生徒が結構多いのではないかと思う。フランスでは生徒の生年月日を証明する書類を提出

する必要ないので、自己申告を信じている。このような生徒はフランス語を学びたいという勉強意

欲が強い。

またASLCの運営するフランス語補習校である巴里同済学校と連携していて、彼女が出した宿題

を巴里同済学校でチェックしてもらったりもしている。昨年度は４名の中国系生徒が巴里同済学校

に通っていた。

この教師は、受入学級で「グローバル・シュミレーション」と称して市民性教育を実施している。

例えば一つの想像上の村を作って、選挙をして投票をして村長を選ぶ過程を実際に経験させ、民主
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主義について学ばせる。あるいはゴミ処理に関わる環境教育もテーマとして扱っている。こうした

取り組みは、受入学級で市民性教育に重点を置いているということではなく、これを通して生徒が

フランス語を書いたり話したりすることを学ぶことができるので実施している。この教師は過去の

生徒の成績表から、中国系生徒は数学の成績が良く普通学級でもやっていけるが、特にフランス語

をはじめとする文系科目の成績が良くないことを指摘した。

ｃ.欠席問題

中国系生徒の抱える問題について、生徒指導主任専門員（CPE）にインタビューをした。その際、

フランス語集中学級担当教師も同席し、両者からの意見も聞いた。生徒指導主任専門員はすべての

高校とほとんどの中学校に配置されていて、欠席や遅刻の管理、喧嘩や暴力の予防や仲裁、校則を

守らせたりして、生徒の生活を管理する役割を果たしている［アッシュ 2007］。生徒指導主任専門

員は生徒とよりインフォーマルな関係をもっていて、生徒のことをよく知っている［アッシュ

2007: 90］ので、中国系生徒の抱える問題についても授業担当教師とは異なった視点からの意見が

聞けた。

この生徒指導主任専門員が中国系生徒の問題として指摘したのは欠席問題である。中国系生徒は

欠席が多く、B中学校はアソシエーションである多文化共有(Culture et Partage)やALSCやピエール・

デュサーフ中仏協会（Association Franco-Chinoise Pierre Ducerf）とも協力してこの問題の解決に向け

て取り組んでいる。そして、欠席には二種類あって、第一は親の仕事を手伝わなくてはいけないた

めに学校に来ない場合、第二は学校に来ないで昼間にインターネットカフェなどでぶらぶらしてい

るような欠席で、後者はここ数年で顕著になってきた。

フランス語集中学級の教師は、中国系生徒の欠席問題には、中国人の面子を重んじる文化が関わ

っているのではないかと個人的には考えていると語った。フランス語集中学級終了時には学校の勉

強に慣れたようにみえた生徒でも、２年後くらいには完全に落ちこぼれてしまっている例をよくみ

かける。フランス語集中学級にいる時は、教師である自分が、昼食に何を食べたかや(10)、病気から

欠席まで一人一人の生徒の状況を把握しているから、生徒達は守られていると感じている。しかし、

この学級が終わるとそうはいかず、適応学級で慣らすわけだが、なかなか学校に馴染んでいくのは

難しく退学せざるを得なくなる場合もある。

これは他の移民の子どもも抱えている共通の問題ではあるが、特に中国系生徒の場合、親がフラ

ンス語をほとんど話さないことが子どもの学校への適応を妨げている。親と連絡を取るために、中

国人留学生を雇ったこともあったが、あまり効果が上がらなかった。また、中国系生徒は家で年下

の兄弟の面倒を見なくてはいけなく、学校側が勉強の遅れを取り戻すために放課後に補習教室を用

意しても出席できない場合が多い。

この学校の中国系生徒は全体として見た場合、落ちこぼれが多いといえるのかという筆者の質問

に対しては、生徒指導主任専門員もフランス語集中学級担当教師も、うまく適応できる生徒とドロ

ップアウトする生徒は半々だと答えた。中国系生徒の中には、特に数学や物理の成績が非常に優秀

で、フランス語の遅れを少しずつ取り戻して、良くできる理系でカバーしながら高校で成功する者

もいる。大体、最初に数学や物理ができる生徒は成功する確率が高い。中国系生徒は普通高校より

は職業高校(11)に進学する子が多いが、これはフランス語能力が低いことに起因している。特に中学

校高学年でフランスに来た子は、フランス語能力の問題を克服できないことが多い。

また、フランス語集中学級の教師は中国系生徒は引っ込み思案であるというが、生徒指導主任専

門員は中国系生徒は引っ込み思案ではなく、キャンプなど色々な活動をしていると述べた。このよ

うな意見の違いについて、フランス語集中学級の教師は、中国系生徒はフランス語ができないので

学校では自信が持てないが、他の場面では自信が持てるのではないかと語った。



3. Ｃ中学校の場合
a.受入学級の現状

筆者は2009年９月にＣ中学校の受入学級の参与観察をし、担当教師にインタビューを実施した。

担当教師は14年前から受入学級で教えているが、それ以前は外国人の大人向けにフランス語を教え

ていた。受入学級に登録している生徒は全員で16人で、中国系６人、アルジェリア系２人、モロッ

コ系１人、アンゴラ系１人、セネガル系１人、ルーマニア系１人、マリ系１人、スリランカ系１人、

コートジボアール系１人、ハイチ系１人であった。

受入学級登録生徒のフランスへの入国時期は2007年１月から2009年８月で、2008年に入国した生

徒が一番多い。両親と一緒にフランスに来た生徒は５人で、他の11人は一人でフランスに来ていた。

中国系生徒６人の両親が渡仏した時期は、父親が１歳時で母親が６歳時が２人、父親が３歳時で母

親が５歳時が１人、他の３人は両親共が５歳時、６歳時、８歳時である。６人共、両親が渡仏後は

中国の祖父母に育てられている。

そして、この教師は、中国系生徒は受入学級に２年間在籍する生徒が多いと語った。CASNAVは

１年で普通学級へ戻す方針であるが、１年で普通学級に行かせてもついていけないので２年間受入

学級に在籍する場合が多い。

筆者が参与観察をした受入学級の一時限目はフランス語の授業で、フランスへの移住の長所と短

所を生徒に話させ、その後で紙に書かせるものであった。フランス移住の長所として生徒達が挙げ

た点は、学校が無料であること、医療費や社会保障など福祉が充実していること、安全性、街がき

れい、地下鉄があること、ユーロの価値が高いのでこの国で働いてお金を稼げば儲かることなどを

あげていた。短所としては、フランス語が難しいこと、住居が狭い、故郷の祖父母や友人に会えな

くて寂しいこと、滞在許可書がなかなかもらえないこと等をあげた。特に温州出身の生徒は、温州

では両親は教育も受けていないので生活のためだけに工場で働かなくてはいけなかったし、自分達

も学校に行けなかった。しかし、フランスでは学校にも行けるし、両親は店の経営者になれる点を

長所として挙げた。

二時限目は地理の授業で、一時限目の受入学級担当教師と普通学級の地理担当教師が二人で教え

ていた。参加生徒は一時限目と同じであった。世界地図とフランス全土やパリの地図を使って、方

位や自分達のいる位置を認識させることを目的とした内容であった。地理担当教師によると、同じ

地理の授業でも受入学級の授業内容は、生徒がフランス生まれでないことを意識して、教える時に

強調する点を変更していると述べた。

b.自信喪失

受入学級担当教師は、中国系生徒の抱える問題として、子どもがフランスでの現状を受け入れら

れないことを指摘した。両親はお金を稼ぐために子どもを中国に残してフランスに移住して頑張っ

ているけど、子どもとしては親が自分から離れていってしまった理由が理解できなく、数年後にフ

ランスに呼び寄せられても、冬でも暖房のないような小さなアパートに住まわされて、現状が受け

入れられない。そして、中国系生徒はフランス語ができないので、自分のことを「バカ」で「ダメ

な人間」と思ってしまう。また回りの友人からも「CLAのやつ」（CLAとは受入学級のこと；筆者注）

と言われて、自信をなくす。

Ｃ中学校では、中国系生徒に自信を取り戻させるために、受入学級の中国系生徒を中国語の先生

にする中国語教室を開催する試みを最近始めた。例えば、先日、アフリカ系生徒が中国系生徒を

「CLAのやつ」とばかにしていたけど、この受入学級担当教師は、中国系生徒もフランス語が十分で

はないから考えていることが言えないだけで、頭ではちゃんと考えていて中国語の先生になってい
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ることを伝えた。するとアフリカ系生徒は中国系生徒から自分も中国語を習おうと言ったとのこと

であった。

また、Ｃ中学校では校長や美術教師からも話を聞いたが、一般的に中国系生徒は真面目に勉強を

すると捉えられていることがわかった。他の生徒は本当に勉強しないので、中国系生徒はフランス

語能力が劣っていても勉強に対する姿勢が真面目で教師に好感をもたれていた。中国系生徒は、受

入学級を経て普通学級に入ってきても成績の良い子が多く、職業高校よりも普通高校に行く子の方

が多く、一生懸命に勉強をして良い仕事に就こうという意欲がある。これは、Ｃ中学校がRARに指

定されていて、全校生徒の家庭環境が悪く、他の生徒があまり勉強意欲がないことによって、中国

系生徒が相対的に良くできる生徒して捉えられているのではないかと考える。

c.「国境を越えた教育ネットワーク」

「国境を越えた教育ネットワーク（ Réseaux Education Sans Frontière :以下 RESFと略す)」は

2004年６月に設立された不法滞在の親や子どもを支援するアソシエーションである。会員は主に入

門学級や受入学級の教師である。不法滞在の親が強制国外退去となることによって子どもが教育を

受けられないことを阻止し支援する活動をしている。不法滞在の親にとって、頼れる唯一のフラン

ス人は子どもの学校の入門学級や受入学級の教師であり、これら教師がRESFの中心になっている。

Ｃ中学校の受入学級担当教師もRESFの会員で、自分の受け持った受入学級の中国系生徒２人の

「代母: parrainage marrain républican(12)」になっている。その内の一人は2006年９月からこの教師

の担当する受入学級にいた中国系生徒で、父親が地下鉄の検札で尋問され不法滞在がみつかり警察

に検挙された。すぐに国外退去にならないように、48時間以内に子どもが学校に通っていることや

フランスで子どもを産んだという証明書を見せ、拘束を解かれた。その後、この中国系生徒の「代

母」になり、弁護士を頼んだり法廷に出かけたりして尽力し、ついに2009年２月に父親は滞在許可

を取ることができた。この教師は、「代母になることはすごく大変で、情熱もいるし人間としての寛

容さも必要とされる。」と語り、滞在許可が下りた後この家族と一緒に中国料理を食べた時の写真を

うれしそうに見せてくれた。この家族の住むアパルトメントは冬でも節約のために暖房も入れられ

なく、この教師があまりにもかわいそうなので買ってあげようとしたら、燃料費がかかることを理

由に断られた。父親も子どもも将来は店の経営者になることを目標としていた。

III．パリの高校における中国系新移民への教育の現状

本章ではパリの高校において、中国系新移民の生徒が実際にどのような教育を受け、どのような

問題に直面しているかを、筆者が2006年９月に訪問したＧ高校と、2009年９月に訪問したT職業高

校の事例を取り上げて明らかにする。

G高校はパリ13区の中華街の中心に位置する普通高校である。アジア系生徒が４割を占めている。

Ｇ高校は1970年代に流入したインドシナ難民の集住地区に位置するため、「アジア系」とは、インド

シナ難民の第二世代が大半であるが、近年、中国東北部や温州出身の新移民の子どもも流入してき

た。Ｇ高校は、第二外国語として中国語が学べるだけではなく、週に１時間、中国の地理と歴史と

書道を学ぶことのできる「セクション・オリエンタル」が設けられているために、それを受講する

ために他の地区から通学してくる中国系生徒もいる。

Ｔ職業高校はパリ大学区で最も中国系生徒（温州出身）が集中している高校である。ここ10年間

一貫して、全校生徒の10～15％が中国系生徒である。11区に位置し、商業科と被服科がある。Ｔ職

業高校に中国系生徒が多い理由は、被服科があることと中国系移民の集住地であるベルビル地区か
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らそれ程離れていないことである。中国系生徒の親は縫製業に携わっている者が多く、中国系生徒

は被服科で技術を身につけて親の仕事を手伝うためにＴ職業高校に入学する。

1.  G高校の事例
a.普通学級の現状

筆者は2006年９月にG高校を訪問し、フランス人教師による国語の授業を参与観察した。この授

業を受講していた生徒34人の内、アジア系の生徒は22人であった。このクラスは中国語を第二外国

語として履修しているクラスなのでアジア系が多い。その内５人は中国本土から来たばかりでフラ

ンス語能力はかなり低く、他の生徒と区別して教え、宿題の量も調整していた。この授業担当のフ

ランス人教師によると、G高校では外国から来たばかりの生徒に対する特別学級はないので、普通

学級の中でフランス語不足に配慮して教えていると述べた。現在、週１時間のフランス語の補習学

級を作ろうと検討中である。参与観察をした授業では、担当教師が中国から来たばかりの５人の生

徒に「もっと授業に参加しなさい。もっとフランス語を話しなさい。」と何度も語りかけていた。教

材として、中国の歴史や地理を学べるフランス語の本を選ぶように工夫しているとのことであった。

また、中国系新移民生徒は中国語ができるので「セクション・オリエンタル」を選択するのが有

利であるが、それを知らない子も多い。中国系新移民の親は学校とコミュニケーションができなく、

学校の集まりには働いているので出席しない。親が学校の集まりに参加した場合は、中国語の先生

が通訳をする。また中国系新移民生徒はレストランなどでアルバイトをして働いている子どもが多

く、フランス語を必要とされて親の仕事を手伝っている子もいる。中国系新移民生徒同士中国語を

話すので、フランス人生徒との間に溝ができてしまうという問題が指摘された。

これに対してフランス生まれのインドシナ難民第二世代は態度が良いのが特徴といえる（13）。フ

ランス語に問題はないし、教師は「よく統合されている」と表現した。特に女子生徒は学習意欲が

高い。男子生徒は理系に力を入れていて、国語のクラスではまじめにやらない子もいると述べた。

ｂ.中国語授業の現状

G高校では、週に３時間の中国語授業があり（14）、簡体字とピンインを用いて北京語を教えてい

る。参与観察をした中国語授業は、一年生を対象としたものであった。受講していた生徒は、１人

以外は21人全員がアジア系であった。その内、フランス生まれは16人、そうでない生徒は６人で、

全員が中国本土出身者、３人は温州出身である。温州出身の３人は友人同士で温州語を話す。フラ

ンス生まれの16人は、親がベトナム、ラオス、カンボジア出身で中国系とそうでない子がいる。正

規の学校で中国語を習っている年数は、３～６年が16人で、１～２年は６人であった。７人が他の

地区から通学している。

この中国語授業担当教師は上海出身の中国人で、フランスで教師資格を取得していて、この学校

で教えて５年目であった。この教師の話によると、この高校で中国語教育を受けた生徒は、３、４

人以外は中国語でバカロレア（15）に合格するとのことであった。また、中国系新移民生徒は中国語

のレベルは高いがフランス語ができなく、通常の授業ではおとなしくしているが、この中国語授業

ではリラックスしている。そのための中国語授業担当教師への尊敬が足りなく、中国語の授業中お

しゃべりをしたり、態度が良くない。中国系新移民生徒は、中国語教師を家族の一員のように混同

して、母親に反抗するように教師に反抗してくる。これをフランス語教師に話すと、「あの子はいい

子だよ。」と驚く。この中国語授業担当教師は、中国系新移民生徒がフランス語がわからなく日常に

抱えているコンプレックスが、中国語授業に出てくるのではないかと語った。
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2. Ｔ職業高校の事例
a.被服科のある職業高校

Ｔ職業高校には３年課程と２年課程があり、３年課程には商業科と被服科が、２年課程には被

服科がある。被服科３年課程では洋服と皮革製品を扱う２コースに分かれ、被服科２年課程では、

裁縫と皮革製品と皮の洋服と毛皮製品を扱う４コースに分かれる。またこれらの課程の前段階と

して、１年間に渡って中学校レベルのフランス語を教える受入学級が３クラスがある。３クラス

の内２クラスはフランス語を話すことに重点が置かれていて、クラスの半数が中国系生徒（全員

温州出身）である。もう１クラスはフランス語は話せるが読み書きができない生徒のためのクラ

スでマグレブ系生徒が多い。

2009年９月に筆者は校長にインタビューを実施した。校長はこの学校に赴任して９年になるが、

赴任した時から現在に至るまでずっと全生徒数の内10～15％は中国系生徒であった。ただし全生徒

数は９年前には約250人であったが、現在は約400人になっている。少ない年で37カ国、多い年で41

カ国から来た生徒がいて、フランス人は半数である。マグレブ系が10％、ブラック・アフリカ系が

10％、東ヨーロッパ系が８％で、近年東ヨーロッパ系が増えている。中国系生徒は文化的背景の異

なる生徒の中では常に最も多い集団である。

b.孤立化と退学問題

中国系生徒の抱える問題として、第一にフランス語能力不足によって中国系生徒だけで孤立して

しまうことが指摘された。中国系以外の文化的背景の異なる生徒はフランス語を話せるが、中国系

生徒はフランス語を話せないゆえに、中国系生徒だけで固まって孤立してしまっている。１クラス

に１～２人しか中国系生徒がいない場合は固まらないで中国系以外の生徒とも関わろうとするが、

１クラスに４～５人以上中国系生徒がいると固まってしまう。一番フランス語ができる中国系生徒

が他の中国系生徒のために宿題をやってあげたりテストの答えを教えたり、事務的手続きにおいて

は通訳をして助けている。

第二に退学問題がある。中国系生徒の半数は２年課程の１年を終了時か２年目の最初の学期に退

学してしまう。理由は１年間技術を身につけた後、パリの被服関連の店で働くためである。多くが

中国からの不法移民が営んでいる店で働く。生徒が欠席をすると学校側は親に連絡をするが、中国

系の親はフランス語ができないこともあり全く返答がなく音信不通になり、生徒は退学することに

なる。退学する中国系生徒の親は経済的に貧しく、移民斡旋業者に借金もしているので、子どもに

すぐ働いてお金を稼いでほしいと思っている。筆者はＴ職業高校に通う２名の温州出身の男子生徒

にインタビューをしたが、その内の一人に親の職業を聞くと「全く知らない」と答え、親が不法移

民であることを隠そうとした。

しかしながら、１年後に退学してしまう生徒もそのまま学業を続ける生徒も、学習態度はまじめ

で、遅刻や欠席の問題はない。ただし、教師の一人によると、近年は中国系生徒の学習態度が悪く

なる傾向があり、中国系以外の生徒の方が態度がよくなっていると述べた。

また、T職業高校の生徒は、入学時に一般的に普通高校に入学する生徒よりも１歳半から２歳の

遅れをとっていて、16歳から17歳で入学する。その理由は家庭の経済的環境が悪いから、子守をさ

せられたり、親の仕事を手伝わなくてはいけなく勉強をする環境が整っていないことによって留年

している生徒が多いからである。この高校の約８割の生徒が何らかの奨学金を受けている。
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IV．考　　察

本章では、II章における中学校３校の事例と、III章における高校３校の事例に基づいて、第一に

フランス語集中学級と受入学級での教育の実態について、第二に中国系新移民生徒の間に顕在化し

ている欠席・退学問題について考察し、第三に学校と親やアソシエーションとの連携を、フランス

における移民の子どもへの教育全体に中に位置づけて考察する。

１. フランス語集中学級と受入学級での教育

Ａ、Ｂ、Ｃ各中学校では約10年間に温州出身の生徒の流入が顕著で、受入学級やフランス語集中

学級における最多集団であり目立っていた。フランスに来たばかりの中国系生徒はまずフランス語

集中学級で学ぶことになるが、これは３カ月間、生徒と教師が固定されたクラスで、Ｂ中学校の担

当教師はフランス語を教えるだけではなく、数学や歴史や美術を教えたり、演劇や庭いじりなども

取り入れていた。特に演劇を通して、引っ込み思案の中国系生徒も人前で話すことや目を見て話す

ことに慣れることができ効果が高かった。Ｂ中学校の担当教師は３カ月間でどの生徒もかなりフラ

ンス語が上達すると述べていた。

３カ月後にほとんどの生徒が受入学級に入るが、受入学級は生徒が固定しているわけではなく、

普通学級にも在籍して少しずつ普通学級の授業数を増やしていく。それゆえＡ中学校の受入学級担

当教師は、生徒によって週にフランス語を学ぶ回数が違うので成果が出にくいと述べていた。中国

系生徒が多いゆえ、生徒同士で中国語を話して固まってしまう問題も指摘された。中国系生徒は最

長２年間受入学級に在籍する場合が多く、受入学級から普通学級に完全に移行してもフランス語能

力には問題があり、普通学級で良い成績を上げるにはその後４年位はかかるとのことであった。こ

のフランス語能力不足がその後の落ちこぼれや欠席の問題に繋がっている。

さらに受入学級担当教師は、全く勉学意欲のない中国系生徒がいることを指摘した。その背後に

は、両親が先に渡仏して子どもは中国の祖父母に育てられ後にフランスに合流するという家族の移

住形態が影響していて、現状を受け入れられなくフランスで勉強して頑張って生きていこうという

意欲がない。

筆者は別稿［山本 2010］で、初等教育段階において中国系新移民の子どもに家族の移住形態がも

たらす心理的問題を検討した。中国系新移民の子どもへの教育援助を活動の中心として1999年にパ

リに設立されたアソシエーションである多文化共有(Cultures en Partage)の創立者である王は、個別に

中国系新移民の子ども達に長く関わってきた経験に基づいて、家族の移住形態が子どもにもたらす

両親との距離感や、不法滞在による不安定な生活よって、子どもがフランスに居場所を見つけるこ

とができない等の問題を指摘した。これは受入学級で全くやる気のない生徒の問題と通じるもので

あった。

さらに、Ｂ中学校の受け入れ担当教師の話から、年齢を偽って20歳を超えた生徒も受入学級に在

籍していることがわかった。このような生徒は勉学意欲があるということであったが、年齢を偽っ

てもフランス語を学びたいから受入学級に入ってきたゆえであると共に、学校に籍を置くことによ

って不法滞在でも法的に守られることも関連しているのではないかと考えられる。

さらに、親の理解が得られないと学習成果が上がらないので、中学校側は親になるべく学校に来

てもらうという方針であることもわかった。フランス語集中学級教師は、初日に親に学校に来ても

らいこの学級の重要性を説明していたし、受入学級担当教師は成績を親に学校で手渡しをしていた。



Ｂ中学校で親のためにフランス語教室を開催しているのは、学校側の親への働きかけの一つといえ

る。しかし、中国系の親は、滞在許可証を持っていないことやフランス語ができないこと、あるい

は学校を信頼していて口を挟んではいけないと考えている等の理由で、学校への参加率は低く教師

は苦慮していた。

そういう状況で受入学級の教師が中心となって不法滞在の親や子どもを支援するアソシエーショ

ンである「国境を越えた教育ネットワーク」の活動では、不法滞在の親が頼れる唯一のフランス人

である受入学級の教師と親との間に信頼で結ばれた関係があることがわかった。

2. 欠席と退学問題の顕在化

中学校や高校における欠席問題を社会学的アプローチから研究しているエディベル［Hedibel  2009］

は、2009年９月の筆者によるインタビューの中で、近年欠席問題を調査すると中国系生徒のそれが目

立っていて学校側も何が起こっているのかわからず困っていると述べた。多くの中国系生徒は、経済

的理由によってレストランか縫製店で働いて疲れていることが欠席に繋がっている。特に中国系生徒

に経済的理由での労働が顕著である。中国系生徒は学校では子どもだが家族の中では大人として経済

的に貢献していて、欠席が重なり結局退学に追い込まれる場合もあるとのことであった。

Ｂ中学校の生徒指導主任専門員は、欠席には二種類あることを指摘した。親の経済的状況から働

かなくてはいけないためのものと無為に遊ぶためのものであり、近年後者が増えているとのことで

あった。前者は、エディベルの指摘した欠席理由と同じであるが、後者は学校で落ちこぼれて勉学

意欲を喪失していることと関連していると考えられる。その根底には、受入学級担当教師の指摘し

たように、フランス語能力不足を解消できないことやそれによって自信を持てないことが関連して

いる。中国系生徒は理系ができるので、それでフランス語能力不足をカバーして普通高校に進む生

徒もいるが、半数は落ちこぼれる。こうした落ちこぼれた生徒が欠席問題を顕在化させている。ま

た欠席問題の背後には、親がフランス語を話せないので連絡が取れないとか、親が子どもを働かせ

る等勉強を妨げる環境を作っているなど、家庭環境の問題もある。

エディベルは、働かざるを得ない学生を「勤労学生」として認めて、登校時刻を遅らせたり、１年

で教える内容を２年で教える等の制度を高校側に提言している。また、Ｃ中学校でフランス語ができ

なく「CLAのやつ」とバカにされる中国系生徒に自信を回復させるために、中国系生徒に中国語の先

生になってもらう中国語教室を開催しているのは、欠席問題解決にも繋がる注目すべき試みである。

また、Ｔ職業高校は被服科があることと中国系新移民の集住地区に近いことによって、パリ大学

区の高校の中で中国系新移民生徒が集中していることでCASNAVでも注目されていた。学校に在籍

中の中国系生徒は勉強態度は真面目で欠席問題はみられなかったが、１年修了時か２年目の初めの

学期に中国系生徒の半数が退学してしまう問題が指摘された。理由は学校に在籍している１年間で

技術を身につけて、経済的理由から不法移民が営んでいる被服関連の店で働くためであった。

同じ中国系生徒でも中国系第二世代は、半数が落ちこぼれてしまう新移民生徒とは対照的に学校

で高い成績を上げ、「良い生徒」として捉えられている。パリ13区のインドシナ難民集住地区に位置

するＧ高校は、アジア系生徒が４割を占めていてインドシナ難民第二世代が多いが、近年中国系新

移民生徒が流入し、第二世代と新移民が共存している学校である。G高校の国語の担当教師は、同

じアジア系でも両者には大きな違いがあることを指摘した。

筆者はフランスの中国系第二世代の若者21名のインタビューに基づいて、なぜ学校で良い成績を

上げているのかを考察した［Yamamoto 2008］。結論として、親も子どもも学校教育を成功の手段と

して重視する「成功の民俗理論」（16）を形成していることが学校での成功に繋がっていることを指

摘した。インタビュー対象となった中国系第二世代21名の内、祖父母の代が中国からインドシナに
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移民して親の代が渡仏した中国系インドシナ難民第二世代は18名で、親が温州出身は３名である。

同じ温州出身生徒でも、フランス生まれの第二世代の場合はフランス語能力不足の問題がなく、そ

れによって自信を喪失したり、親も渡仏後数十年が経ち生活基盤が安定し、不法滞在等の家族の移

住形態がもたらす心理的問題や、経済的理由によって労働しなくてはいけないという問題を抱えて

いない。親も子どもも学校教育を成功の手段として重視し学業成功に繋がっていた。同じ中国系で

も新移民と第二世代の差異は、学校での成功・不成功を「中国系」という文化的背景にある価値に

は還元できないことを示している。

３．学校・親・アソシエーションの連携

鈴木は、ZEP政策は「社会的に恵まれない」環境にあれば移民もフランス人も同等に扱われてし

まい、結果的に「移民」を不可視な状況にしてしまい、移民子弟のもつ異文化的背景を教育的に考

慮する視点が欠けている、という指摘があると述べている［鈴木 2007: 155-156］。本論は、中国系

新移民生徒に焦点を当てることによって、その抱える問題の背後には、中国系新移民特有の家族の

移住形態や経済的理由が横たわり、それが勉学意欲喪失や欠席や退学問題を顕在化させていること

を示した。それゆえ、学校教育現場では、問題を解決するためには中国系新移民生徒の背景を理解

せざるを得ない状況があることがわかった。

そのための学校側の取り組みとしては、親を積極的に学校に呼び寄せることと、中国系アソシエ

ーションとの連携を図ることが指摘できる。Ａ中学校とＢ中学校の受入学級はASLCの運営する巴

里同済学校と連携して、生徒のフランス語学習を補っていた。CASNAVも中国系アソシエーション

に依頼して中国系新移民生徒の情報を提供するための教師向け研修を開催していた。さらに、Ｂ中

学校の生徒指導主任専門員は、中国系新移民生徒の欠席問題解決に向けて、多文化共有やピエー

ル・デュサーフ中仏協会やALSCという、新移民の流入に対応して1990年代に設立された中国系ア

ソシエーションと協力していた。この生徒指導主任専門員は、中国系新移民生徒をめぐる様々な情

報を中国系アソシエーションから得たり、親とコミュニケーションを取るための通訳の派遣を依頼

するだけではなく、特に多文化共有の創設者である王とは頻繁に連絡を取り、個々の中国系生徒の

問題解決のために相談をしたり協力を求めていた。生徒指導主任専門員として中国系新移民生徒の

抱える問題を解決するためには、家族の移住形態のもたらす中国系新移民生徒の背後にある特殊な

家庭環境に目を向け理解せざるを得ないのであり、それを助ける役割を果たしていたのが中国系ア

ソシエーションであった。

フランスは学校教育において子どもを国籍や出自によって区別することはないとういう、憲法に

定める「単一不可分」の原則に基づいている。言説レベルでは文化的異質性を排除してきた学校は、

特定の文化的背景を持つ生徒の流入が学校現場にもたらす問題を解決するために、親を学校教育に

積極的参加させ、特定の民族的アソシエーションに協力を求めていた。つまり、調査対象となった

中学校はRARとRRSに入っているものの、ここでの学校と親やアソシエーションとの連携は、鈴木

が指摘するようなZEP政策に特徴的にみられる地域・領土性を強調することによって、学業失敗を

移民に固有のものではなく地域の問題としてとらえるという発想に基づいているのではなく［鈴木

2007: 156］、特殊な文化的背景を持つ特定の移民の子どもの抱える問題を解決するために必要であ

ったのである。鈴木は学校とアソシエーションとの連携を学校と「地域」との結びつきとして捉え

ている［鈴木 2007］。しかし、本論で指摘した学校と中国系アソシエーションとの連携は、学校を

中国系新移民コミュニティと結びつけるものではあっても、中国系新移民コミュニティを超えた

「地域」には結びつけていないのである。

さらに鈴木は、現在、学校が直面する課題や生徒たちのおかれた状況が移民特有の問題ではない
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こと、そして一般的な学校の状況がZEPのそれと差異がなくなっていると述べている［鈴木 2007:

156］。しかし、本論で述べた親やアソシエーションとの連携という学校の取り組みは、中国系新移

民特有の問題を解決するためのものである。鈴木の指摘するように、ZEPでの教育問題がフランス

社会全般の問題として一般化するという現状があるとしても、他方で特定の文化的背景を持つ移民

に配慮した教育実践も学校では行われていることを示した点に本論の意義があるといえる。

おわりに

本論では、パリの一部の学校における中国系新移民生徒の急増をめぐる中学校と高校の教育現場

の取り組みを明らかにすることを通して、特定の文化的背景をもつ子どもへの教育実践の現状を示

した。フランス語集中学級や受入学級では中国系新移民生徒が多数を占め、フランス語能力不足や

家族の移住形態のもたらす中国系新移民生徒の背後にある特殊な家庭環境による自信喪失や勉学意

欲喪失、またそれに起因する欠席や退学の問題が顕在化していることがわかった。

そして、中国系新移民生徒の抱える問題を解決するために、特に中学校において親や中国系アソ

シエーションと連携した実践が行なわれていることを指摘した。ここでの学校と親とアソシエーシ

ョンとの連携は、学業失敗を移民の問題ではなく地域の問題として捉えるZEP政策の基盤にあった

考え方には繋がらないことを示した。

【附記】本論は文部科学省科学研究費補助金基盤研究(C)(2)（課題番号20530785）研究課題「EUにおける中国系
新移民の学校不適応に関する教育人類学的研究」（研究代表者：山本須美子、平成20年度～23年度）の研究成果
である。

【注】
（1）「新華僑」という用語も用いられるが、本論では「華僑華人」を「中国系移民」と総称しているので、「新華　
僑」ではなく「中国系新移民」という用語を用いる。

（2）フランスにおける全中国系人口は1990年代に20万人を上回り、2002年には30万人に達したと指摘されている
［Marc 2002: 121］。フランスの中国系新移民の多くが偽造文書でEUに入った不法移民で、フランスで庇護申
請している。フランスはヨーロッパの中で最も多くの中国人が庇護申請をする国となっていて、またフラン
スの庇護申請者数の中では中国人が最も多い。1999年には5,165人の中国人がフランスで庇護申請をしている
［Marc 2002: 121］。

（3）1990年代以降にフランスに流入した「新移民」は、浙江省出身者（温州と青田の二つの地域出身者）と中国
東北部出身者の二つに分類できる［山本 2010: 112-114］。中国系新移民の流入に対応して設立された中国系ア
ソシエーションの一つである言語文化援助協会（Association for Language and Cultural Support :ASLC）による
就業状況についての調査では、会員1, 000人に調査を依頼し910人に回答を得られた。それによると、ほとん
どが庇護申請者で、既製服製造が43％、飲食業が23％、家事サービス業が17％であった［Marc 2002: 123］。

（4）CASNAVはCentre Académique pour la Scolarisation des Nouveux Arrivants et des Enfants du 
Voyageの略。また、「旅行者」とは主にサーカス団などの旅芸人を指す。

（5）CEFIZEMはCentre de Formation et Information sur des Élèves Migrantsの略。
（6）CASNAVには中等教育段階の子どもしか登録していなく、初等教育段階の子どもについては各学校が管理
しているので統計はない。

（7）現在パリには主に三ヶ所の中国系移民の集住地区がある。第一は、13区のポルト・ド・ショワジー周辺で、
「Quartier Chinois」（中華街）と呼ばれている。1970年代に主にインドシナ難民が居住したが、特に2000年以
降、この地区へも新移民の流入が急増した。第二は、３区のアート・エ・メティエ(Arts et Métiers）地区
で、古くからの温州系移民を中心に、皮革製品や貴金属や宝石店や小さなレストランが集中し、メリー
（Maire）通りは、別名「温州通り」と呼ばれている［Yun and Poisson 2005: 62］。1990年代後半から、この地
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区には温州出身者が多数流入した。第三は、10、11、19、20区が交差するベルビル(Belleville)地区周辺である。
1970年代を中心に潮州系カンボジア出身者や、香港系の人々が移り住み、さらに1993年以降、浙江省出身者
がベルビル地区に住み始め、インドシナ難民が多く居住する13区の中華街に続いて、第二の新しい中華街と
なっている。そして1997年以降は中国東北部出身者が流入している［Yun and Poisson 2005: 62］。現在、ベル
ビル周辺は中国系レストランや旅行代理店や各種商店が立ち並び、中国語の看板が目に付く。また、ベルビ
ルより南の11区セダン・ポピンコート（Sedaine-Popincourt）地区も1997年以後、中国系移民による衣料品卸
問屋が立ち並ぶようになっている［Yun and Poisson 2005: 64］。

（8）1981年、パリには最初に６つのZEP地区が設置され、小学校110校、中学校21校、高校８校の40,000人の生徒
が対象となった。1990年にはパリのZEP地区は14になり、小学校172校と中学校21校の4,8000人の生徒が対象
となった。1997年には「教育優先ネットワーク(Réseaux d'Education Prioritaire：REP)」を形成するこ
とによるZEP地区の改革が目指され、パリには20のREPが作られ、小学校212校と中学校31校の58,000人の生
徒が対象とされた。2006年からはREPが廃止され、「成功願望ネットワーク(Réseaux d'Ambition
Réussite：RAR：）」と「学業成功ネットワーク（Réseaux de Réussite Scolaire：RRS）」に代わった。
RARの方がより困難が多い地区で、パリにはRARが４地区とRRSが18地区ある［Académie de Paris 2009］。

（9）中国系新移民に流入によって新しく設立されたアソシエーションについては山本［2010］を参照。
（10）昼食を学校で食べる生徒もいれば、帰宅して食べる生徒もいる。中国系生徒は帰宅して食べることが多い。
（11）フランスの義務教育は、６歳～16 歳までの10 年間である。就学前教育は、幼稚園（école maternelle）
または小学校付設の幼児学級で、３～５歳の幼児を対象として行われる。初等教育は、６～11 歳の児童を対
象とし、５年間小学校（école primaire）で行われる。前期中等教育は、11～15 歳の児童を対象とし、４年
間中学校(collège）で行われる。中学校では、４年間の観察や進路指導の結果に基づき、後期課程への生徒
の振り分けが行われる。後期中等教育は、15～18 歳の生徒を対象とし、３年間高等学校（lycée）で行われ
る。一般の高等学校の他に、職業教育が主に行われる職業高等学校 (lycée professional）に進学する生徒も
多い［早川 2006: 113］。

（12）代母をparrainage marraine républican、代父をparrainage parrain républicanという。「共和国（フ
ランス）の親」という意味で、不法滞在の人を助ける人を示す。

（13）フランスの中国系第二世代がなぜ成績が良いのかについての詳細はYamamoto［2008］を参照。
（14）パリの公立学校におけるに中国語教育についての詳細は山本［2007］参照。
（15）バカロレア（Baccalauréat）とは、フランスにおける大学入学資格を得るための統一国家試験を示す。中
等教育終了時に受験をする。

（16）「成功の民俗理論」とは、教育における成功を当事者である親や子どもがどのように捉えているかを説明す
るもので、オグブとギブソンの提唱する文化モデルアプローチにおける文化モデルを構成する要素の一つで
ある。「文化モデル」とは、個々の集団がどのように自らの集団や制度を捉え、全体社会の中で自分達はどの
ような位置を占めていると理解しているかという当事者の見解であり、学校適応の違いを文化モデルの違い
によって説明しようとするアプローチである［Ogbu & Gibson 1991］。
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【Abstract】

The Education for Chinese New Immigrants 
in Secondary and High Schools in France

YAMAMOTO Sumiko

In France ,one of the EU countries where there are many Chinese people, the influx of Chinese

new immigrants has become huge rapidly since the 1990s and their children have flown into public

schools in Paris. 

The purpose of this study is to clarify what kind of educations Chinese new immigrants  have

got, how they have been treated, and what kinds of problems they have faced in public secondary

and high schools in Paris. I have already clarified such issues in public primary schools Yamamoto

2010, but there is differences between problems they face in primary schools and those in

secondary and high schools. 

Firstly, the study traces the number of Chinese new immigrants in public secondary schools in

Paris for recent four years, and explains seven kinds of special classes designed for new immigrants

aged twelve and over to learn French.

Secondly, based on a fieldwork conducted in Paris which focuses on three secondary schools and

two high schools, the study examines the actual situations of special classes for newcomers where

there are many Chinese new immigrants (especially those coming from Wenzhou), and points out

problems they face such as school failures, absenteeism and dropouts from school. To solve these

problems, the secondary schools encourage parents to take part in schools, and link with some

Chinese associations. 

To sum up, this paper points out that links among schools, parents, and associations as

educational practices in public schools for Chinese new immigrants are not based on the basic idea

of ZEP policy that has the characteristics of focusing on each area/territory and considers that

school failures are not particular to immigrants but common in some areas. Such kind of links for

Chinese new immigrants are to connect a school only to Chinese new immigrants' community but

not to the area over its community. 
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