
フランスの初等教育における中国系新移民受け入れの現状

The Education for Chinese New immigrants
in Primary Schools in France

山本須美子
Sumiko YAMAMOTO

はじめに

加盟国が27カ国となり拡大し続けるＥＵ（欧州連合）各国への中国系新移民の流入は近年急増して

いる。ＥＵ内でも中国系人口の多いフランスにおいては、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、フランスのパリの公立小学校に近年流入した中国系新移民の子どもたちがどのよう

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。公立学校でも、初等教育段階と中等教育段階以上では教育を

めぐる問題に違いがあるので、本論では初等教育段階を取り上げ、中等教育段階以上については別稿

に譲りたい。さらに、今後はイギリスやオランダの公立学校における中国系新移民の子どもたちの受

け入れの現状についても検討し、フランスの場合と比較考察したい。そして、ＥＵ内各国が中国系新

移民の受け入れにどのように対応しているのかその共通点と相違点を明らかにすることによって、Ｅ

Ｕ内各国の移民の子どもをめぐる教育現場のあり方を浮き彫りにしたい。

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、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。リーは、その背景として、1989年6月4日の天安門事件以降、西ヨー

ロッパ諸国が中国人に政治的理由による特別在留許可を与えたことを指摘している［Li 2004: 117］。

1999年における在仏中国系移民の65％は1990年代以降に入国していて［Cattelain(ed.) 2002: 3］、2008年9

月の筆者によるパリ大学区の「ニューカマーと旅行者の子どもの修学のための大学区センター：略称

CASNAV(2)」の職員への聞き取り調査によると、2008年にパリ大学区で教育を受けたニューカマーの

子ども約1,700人の内、約30％が中国本土出身の子どもであった。

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］。
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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

や園山らの研究が挙げられ、教育方針や施策の変遷について論じられてきた［前平 1985、池田

1995,2000,2001、吉谷1996, 2001、園山 2005,2009］。フランスは、憲法に定める「単一不可分」の原則の

もと、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く、国籍や出自による統計も

少ないゆえ、これら従来の研究では、「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子どもの新しい流入に焦点を当てて、その移住の背景や移住

後の生活実態を踏まえて公立小学校での受け入れの現状と問題点を明らかにしようとする点で従来の

研究とは一線を画すといえる。

分析の手順としては、まずフランスにおける移民の子どもの教育への施策の歴史的変遷を明らかに

する。次に、フランスの中国系新移民に関する先行研究に依拠して、中国系新移民の子ども達の移住

の背景や移住後の生活について検討する。その上で、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、パリの中国系移民集住地区の公立学校が、

中国系新移民の子どもの流入に対してどのような対応をし、どのような問題に直面しているかを明ら

かにする。最後に公立学校と中国系アソシエーションにおける教育の連携についても述べる。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の教育の

全体の流れに位置づけて考察する。

I．移民の子どもへの教育政策の歴史的展開

本章では、第二次世界大戦後のフランスにおける移民の子どもへの教育政策の歴史的展開を１．

1970年代、２．1980年代、３．1980年代後半以降の三つの時期に区切って検討する。

１．1970年代

フランスでは第二次大戦後の経済発展を支える労働力や戦争で失われた人口を補うために、移民が

流入した。戦後すぐは南ヨーロッパ（スペイン、ポルトガル、イタリアなど）からの移民が多かった

が、1960年代に入ると、植民地の独立等によって北アフリカのマフレブ諸国（アルジェリア、モロッ

コ、チュニジア）からの移民が増加した(3)。

フランスにおいて移民の子どもへの対応が学校教育のなかで大きく取り上げられるようになるのは、

1970年1月13日の「入門学級（classe d'initiation：略称CLIN）」に関する通達以降のことである［池田

2001: 58］。この通達では、6歳から12歳の移民の子どもがフランス語を習得することの重要性が示され

ている。さらに1973年の通達で、13 歳から16歳でフランスにやって来て中等教育段階でフランス語を

習得するための「適応学級(classes d'adaptation)」(現在では「受入学級(classes d' accueil：略称CLA)」と呼

ばれている)が設置された。池田は、ここに移民の子どもへの教育的対策の本格化の時代をむかえるこ

とになったと述べている［池田1995: 6］。また前平は、これらの通達が出される1970年代以前を同化主

義の時代とし、通達後をフランス語の効果的な早期学習によって社会への統合をはかろうとする統合

主義の段階としている［前平1985: 73］。
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70年代後半に入り、移民の子ども達の出身言語・文化に関する教育を学校のなかで保障していく傾

向が顕著になり、1975年以降、出身言語・文化に関する通達が多く出された［池田2001: 68］。フラン

ス政府は、ポルトガル政府を皮切りに、イタリア、スペイン、アルジェリア、モロッコ、チュニジア、

ユーゴスラヴィア各政府との間に二国間協定を締結して、正規の学校の授業時間の一部を母語教育に

あてることを可能にした。この政策の背景として、1973年の石油危機を機に、新たな労働移民の受け

入れを停止し、帰国を奨励する政策を採択したことも関連している。帰国後のための母国語教育が、

送り出した国の政府によって行われたのであるが、ここで教えられた母国語は、必ずしも学校に通っ

てくる子どもの母語ではなかった。地方方言を母語とする子どもにとっては、母語教育とはならなか

ったのである。

２．1980年代
1981年にミッテランがブリュターニュの演説において地方語の尊重を念頭において「相違への権利」

を語ったのを機に、移民の存在による異なる文化の尊重という面において、かなり積極的な意義付け

がなされた。ところが、1984年の法律により「長期の滞在者、およびフランス国籍者の「外国籍」の

両親に、雇用の状態とかかわりなく、10年間有効で自動的に更新されうる滞在許可証を与える」とい

う「10年カード」が創設され、移民が定住者や生活者として位置づけられるようになった。さらに

1986年の通達では、「入門学級」などの特別学級への在籍条件が厳密なものとなり、なるべく彼らを通

常の学級に受け入れていくことが社会的適応を促進するとの認識が示された。

特別学級への在籍条件とは、①外国人であり、②フランス語が話せず、③フランスに来たばかりで

あり（通常、1年以内に来仏した者）、④7-16歳の場合である。70年代、これらの学級がつくられたと

きには、フランス語の話せない外国人の子どものための施設という位置づけであったが、1986年から

そこに「フランスに来たばかりである」という条件が加えられ、かつ、この四つの条件を厳密に適用

することが求められた［池田 2001: 98-99］。「フランスに来たばかりである」という基準が新たに付け

加えられることによって、フランスで生まれた外国人の子どもはフランス語力やフランス文化への適

応の程度にかかわらず、特別学級の対象外になった［池田2001: 100］。

池田は、この政策を正当化する理由として、三つを指摘している。第一に、フランス生まれの移民

の子どもの増加である。9歳未満の約８割はフランス生まれであり、フランスの文化のなかで育ってき

たのであるから特別扱いの必要はない。第二に、特別学級や異質な言語・文化に注目した教育が、学

校のなかで移民の子どもたちを孤立させ、あるいは彼らに異質な存在でいることを強制することにな

るといった制度的差別への「反省」である。そして、第三に、同じ社会・経済的カテゴリー内で比較

すれば、学業成功・失敗に関して、移民の子どももフランス人の子どもも、その率に差はないとする

研究結果が、両者を同等に扱おうとする方針を支持していると述べている［池田　2001: 100-101］。

また、80年代初めから学業不振の解消も課題となり、家庭的、地域的、そして社会経済的な諸条件

の悪い地域の教育成果を上げるための施策である「教育優先地域(les Zones d' Education Prioritaire：略称

ZEP)」が実行された。これは、フランスの子ども一般を対象とするものであったが、結果的には移民

の子どもたちが居住する地域とかなりの部分で重なり、移民の子どもの教育課題の解消をねらうもの

となった［吉谷 2001: 235］。園山は、この重なりの背景には、フランスの都市開発と住宅事情がある

と指摘している［園山 2009: 262］。1960年代以降に建てられた低賃金住宅の多くが近郊都市にあり、こ

うした郊外(banlieue)団地問題は、2005年秋の若者の異議申し立てによって、フランスの移民問題、社
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会統合の不確かさの象徴とされてきた。ZEP政策は、「恵まれないものにより多くの支援を」というス

ローガンの下、それまでの一律主義を改め、各学校の生徒と地域の事情を考慮し、財政、人材の重点

配分を認めた。あるいは学校計画に基づいた教育計画、教授法の改善による学業向上を目指し、恵ま

れない地域にはより多くの物的、人的支援を施すことが可能になった［園山2009: 262］。

園山はZEP政策の政策展開を踏まえた上で、これが教育の不平等をいかに克服し、民主化されたの

か、あるいはなぜ克服できなかったのかについて論じている［園山 2005］。結果として、ZEP政策の導

入によってさらに隔離が強まるゲットー化が深刻化し、数量的な拡大はほぼ達成されたが、逆に、質

的に目標とされた学業の成功への成果（底上げ）は十分には得られず、公平性を問題とするすべての

階層に開かれた「教育の民主化」は達成されていないと指摘している［園山2005: 65］。

３．1980年代後半以降
1989年には、宗教的シンボルである「スカーフ」を着用してきたイスラム教徒の女子生徒の登校を

禁ずるスカーフ事件が起きた。フランス政府の対応は、フランスはどんな文化、宗教に対しても寛大

であるが、その代わり、どんな文化、どんな宗教に対しても特別扱いはしないということを前提に成

り立っている共和国であるというものであった。これは、「教育における非宗教性」の問題として具体

化した。このスカーフ事件以降、教育における異文化の尊重という主張は、かつてほど重要性を認め

られなくなった。池田は、1980年代後半以降の方針は、移民の子どものもつ言語的、文化的特殊性を

尊重していくというよりは、現実的な学業成功を目指すことを主眼とし、そのために必要な範囲で彼

らの特殊性に配慮していくことを特徴としているとして、これを「移民的要素の希薄化現象」と呼ん

でいる［池田2001］。そして、それは、移民の子どもの特殊性を保護するような1970年代の政策が、結

果的に移民の子どもの孤立化を招き、出身言語・文化教育の措置が学習の負担増につながり、フラン

ス語の学習時間を奪うことになってしまった「反省」に立脚しているとしている［池田2001: 105］。

その後、フランスは、異質性の共存を「統合化」政策として具体化しようとしている。1990年に統

合高等審議会が設置され、フランス社会への参加と連帯の重要性は、「市民になる」教育を中心に据え

て実現されようとしている。池田は「市民になる」教育とは、フランス共和国の団結を再生する過程

を意味すると述べている［池田 2000: 169］。つまり、フランスは共和国の理念を核とした市民社会の

形成を提言し、ここには複数の文化が共存することを積極的に評価していこうとする多文化主義の観

点は入っていない［池田 2000: 171］。そして、「個人」に分解することで、異質性が公的時空間に流れ

込むのを防ぎ、それによって社会をまとめようとした統合政策は、移民の具体的生活場面の実態を踏

まえた調整が求められるようになった［池田2001: 172］。

II．中国系新移民の子どもの移住をめぐる背景

本章では、中国系新移民とはどのような人々で、なぜ近年フランスへの流入が急増し、移住後どの

ような生活をしているのかを検討する。

１．浙江省出身者と中国東北部出身者

フランスの中国系新移民の主流は、浙江省出身者と東北部出身者(north easterners)の大きく二つに分
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けられる。浙江省出身者の流入は1990年代から急増し、東北部出身者の流入は浙江省出身者よりも後

の1990年代後半から増加した。

浙江省は20世紀初めからヨーロッパに移民を送り出し、1980年代後半までにヨーロッパに在住する

浙江省出身者は約100万人であった［Thun 1999: 160］。なかでも青田と温州は、耕作地が少なく農業

だけでは生計を立てることができずに、古くからヨーロッパに移民を送り出していた地区であるが、

特に1990年代から新たにヨーロッパに移民を送り出している。リーは1996年に温州で実施したフィー

ルドワークに基づいて、近年、温州出身者がヨーロッパに移住する理由について検討している［Li:

1999］。そして、結論として、「ヨーロッパへ移民すればお金持ちになれる」という共通認識を生み出

すような「移住文化」が温州にはあり、それが、温州の経済が良くなり、中国もヨーロッパも移民制

限をしても、ヨーロッパへの連鎖移民が続く要因であると指摘している［Li: 1999］。

東北部出身者は浙江省出身者とはいくつかの点で異なっている。1996年にパリに創設された言語文

化援助協会（Association for Language and Cultural Support ：略称ASLC ）が実施したインタビューによる

と、東北部出身者の3分の１は会社員、3分の１は共産党幹部かその妻で、残りが労働者である。彼ら

は子どもを中国に残していくらかの貯蓄を携えて移住してきている。浙江省出身者が25歳以下の人が

多いのとは対照的に、東北部出身者は36歳から45歳が最も多く、女性の数が男性よりも 2倍である。

2007年3月に筆者が実施したASLC会長マークへの聞き取り調査によると、女性が多い理由は、女性は

フランスで既製服縫製の仕事に簡単に就くことができるからである。移民斡旋業者に借金をして妻が

フランスに先にやって来て、お金を稼いで返金したら、今度は夫が来てレストランや雑貨店で働く場

合が多い。

マークは、東北部出身者との会話から移住理由について以下のように述べている。彼ら/彼女らは、

中国での現状を改善するためにお金を稼ぎたいというよりは、移住して新たな生活を始めることを望

むか、他に生計を立てていく道が見つからなかったから移住していた。つまり東北部出身者は「都会

の中産階級出の移民」という新しい集団であり、安定した職を捨てて新しい世界に挑んでいる人々で

ある。浙江省出身者とは違って、西ヨーロッパに直接移民しているが、アメリカへのビザを拒否され

て西ヨーロッパを二番目の移住先に選んでいることが多い。合法的な旅行ビザやビジネスビザで入国

し、ビザの期限が切れると庇護申請をするのである［Marc 2002: 123］。カテュレインは、非合法で入

国した人の割合は浙江省出身者の方が東北部出身者よりも高く、東北部出身者の方が浙江省出身者よ

りも教育程度が高いと述べている［Cattelain(ed.) 2002: 56］。

そして、浙江省出身者も東北部出身者も庇護申請をする者が多い。ASLCでは1998年3月から庇護申

請許可を出すことができるようになり、庇護申請者に住所を提供できるようになった。中国本土から

の庇護申請書の大部分はASLCに登録している。プロフィールの記録を始めた1999年3月から12月31日

までに5,122人の庇護申請者がASLCに登録している。1999年のフランスにおける庇護申請者の総数は

5,165人なので、ほとんどがASLCに登録している。

ASLCでの庇護申請者の記録によると、5,122人の内52％が女性で、その64％が35歳以下である。出

身地別では、3,235人（63％）が浙江省出身者で、757人（15％）が中国東北部出身者（その内519人は

遼寧省と吉林省出身者）、352人（７％）が山東省出身者、160人（3％）が福建省出身者である。福建

省出身者はほとんどが男性で、東北部出身者よりも若く90％が21歳から39歳の間であるのに対して、

遼寧省出身者の95％は26歳から50歳の間である。浙江省出身者の40％は25歳以下であるのは、先に移
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住していた親に合流する者が多いからである［Marc 2002: 123］。

２．中国系新移民の子どもの移住形態

中国系新移民の子どもに関する先行研究としては、カテュレイン等の共同研究がある［Cattelain(ed.)

2002］。筆者が2006年9月に実施したカテュレインへのインタビューによれば、この研究は、2002年に

フランス政府から委託されて実施されたものであり、委託された理由は、近年中国系の子どものフラ

ンスへの流入が急増し、危険な状態にある子どもを助けなくてはならない政府は、これまでマグレブ

系の子どもに注目してきたが、中国系の子どもの実態を知る必要に迫られたからということであった。

フランス政府は1993年にパリに設立されたピエール・デュサーフ中仏協会（Association Franco-Chinoise

Pierre Ducerf）を通してカテュレイン等に調査を依頼した。

この研究は特に温州出身新移民の10代の若者８人にインタビュー調査をし、10代の若者の移住の二

つのパターンを指摘している［Cattelain(ed.) 2002］。第一は、両親が移民計画のために13～17歳の子ど

もを先にフランスに送り、後で合流する場合であり、第二は親が先にフランスに移住後、子どもが後

から合流する場合である。特に第一のパターンでは子どもが斡旋業者を通して色々な国を通って陸路

でフランスに来ることによって、偽装パスポートの名前を何度も変える等の様々な苦い経験を強いら

れたことなど、移住過程の困難さがインタビューから明らかになった。イタリア名、フランス名、い

とこの中国名、本来の中国名と４つの名前を持っていた子どももいて、アイデンティティの確立に問

題を生じていた。子どもは自分がどこの国を通っていたのかもわからず、強姦されたような例もあっ

た。これを親が知った後には陸路ではなく飛行機で送られるようになった。

子どもが親よりも先に移住する場合も後に移住する場合も、いずれのパターンでも両親の移住計画

に子どもが利用されているのであり、子どもは移住のための準備をほとんど何もしていないことが指

摘されている。さらに、親にとって学校は子どもにフランス語を学ばせるところで、それ以上は勉強

させたくなく、将来は自分たちの仕事を手伝わせようと思っている。子どもは成績が良ければもっと

勉強しないさいという学校との板ばさみで悩んでいることが指摘されている［Cattelain(ed.) 2002］。結

局子どもが親の意向に従い16才で学校を止めることを、学校側は理解できなく、思春期特有の反抗と

捉えている。また、子どもは移住前に抱いていたフランスのイメージと、実際に移住後住んでいる郊

外地区との違いに戸惑い、窃盗などが頻繁に起こる治安の悪い郊外問題に直面してしまうことも述べ

られている。

2007年3月の筆者によるASLC会長マークへの聞き取り調査によると、近年は前述の第一のパターン

である子どもを先にフランスに送ることはなくなったとのことであった。これまで親よりも先にフラ

ンスに送られた子どもは合計500～600人であるが、仲介をしていた斡旋業者が逮捕された後はこのパ

ターンはなくなった。

以上から、中国系新移民の子どもたちは、親よりも先にフランスに送られていたパターンもあった

が、近年では親が先にフランスに移住し、中国に残された子どもは祖父母が面倒を見、その後子ども

がフランスで合流しているパターンが多いことがわかる。

３．パリ移住後の生活

ユンとプワソンによると、フランスにおける中国系移民はパリとその近郊に集まっていて、その7割

がパリの東北部に、3割がパリ郊外（22％がセイン・サント・デニス:Seine St. Denis）に居住している
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と述べている［Yun and Poisson 2005: 62］。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。「中華

街」と呼ばれているが、実際は中国系の人々はインドシナ難民の50～60％で、ベトナム、ラオス、カ

ンボジアからのインドシナ難民が居住しているので、「アジアタウン」と呼ぶ方が適している。この地

区にはパリ首都圏のアジア系人口約15万人の約4分の1が集中している［大橋 2005: 205］。2006年3月に

筆者が実施した13区にある小学校の教師への聞き取り調査によると、特に2000年以降、この地区へは

中国東北部からの新移民の流入が急増したとのことであった。

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］。中国系新移民の子どもの教育援助活動をしている多文化

共有（Cultures en Partage）というアソシエーションの創設者である王に2009年9月に筆者が実施したイ

ンタビューによると、1996年には3区の小学校に入門学級(CLIN)が5クラスあったが、4クラスは全員が

中国系生徒で、残りの1クラスも8割が中国系生徒であった。中国系生徒の親は全員が温州出身という

ことなので、1996年において既に3区に温州出身新移民がかなり流入していたことがわかる。

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。この地区は、昔から多様

な文化的背景をもつ人々を受け入れてきた歴史を持つが、1993年以降、浙江省出身者がこの地区に住

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］。

中国系新移民のフランスへ移住後の生活実態については、先行研究は少ない。べジャとウォンは、ベ

ルビル地区の温州出身新移民について、親族や知人を頼って移住し、家族経営の小さな店（革製品小売

業か飲食業か既製服縫製）の労働力として吸収されている不法移民が多いことや、頼母子講のような相

互扶助も盛んであることを指摘している［Béja and Wang 1999］。また、筆者が2009年9月に実施したパ

リの公立中学校の受入学級（CLA）の教師によると、中国系新移民の家庭を訪問したら、冬でも暖房代

を節約するために何の暖房もないアパルトマンのとても小さな部屋に住んでいたとのことであった。

ASCLによる中国系新移民の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、既製服縫製が43％、飲食業が23％、家事サー

ビス業が17％であった。他は建設業が7％、皮革品店が2.6％、行商が2％であった。また経営者となっ

ているのは、浙江省出身者か東南アジア系潮州出身者であって、東北部出身者は少なかった［Yun and

Poisson 2005: 65］。

III．パリの公立学校における中国系新移民の子どもへの教育

本章では、第一にフランスの学校教育におけるニューカマーへの就学支援について特にパリ大学区

に焦点を当てて述べ、第二に中国系新移民の子どもが実際にパリの小学校で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かを、パリの中国系移民集住地区である13区の E 小学校、ベルビル
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地区の H 小学校とI小学校の現地調査に基づいて明らかにする。第三に中国系アソシエーションにおけ

る中国系新移民の子どもへの教育の取り組みと小学校との連携について検討する。

１．ニューカマーへの就学支援

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。こうした児童生徒は、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受入学級に

原学級とあわせて二重登録される。初等では入門学級（CLIN）、中等では受入学級 (CLA) に在籍する。

フランス語の能力に応じて、学年中いつでも原学級に編入することができる［園山 2009: 235］。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 CASNAV 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：略称 CEFIZEM（4）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。インタビューの冒頭、フランスでは親が不法入国していても、すべての国からの子どもはフラン

スで教育を受ける権利があることが強調された。以下、インタビューによると、2007年1年で約3,000人

の子どもが登録されたが、アフガニスタン難民のように3カ月位しかフランスに滞在しない子もいて流

動性が高く、学校で教育を受けたのは初等教育段階で約700人、中等教育段階で約1,000人であった。

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。2009年9月の筆者による職員へのインタビューによると、パリ大学区

で中等教育を受けたニューカマーの内の「アジア系」は、2006年は40.5%、2007年は38.5%、2008年は

26.5%、2009年は13.8％である。「アジア系」とは、ほとんどが中国出身者であり、中国系の子どもは

近年パリの公立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年に割

合が減少しているのは、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ているのではないかということであった。

２．小学校における中国系新移民の子どもへの教育

A. パリ13区

パリ13区は左岸で唯一の「学業成功ネットワーク（Réseaux de Réussite Scolaire：略称RRS）(5)」に

指定されている。ここでは筆者が2006年9月に実施した13区の中華街に位置するE小学校の現地調査に

基づいて、学校での中国系新移民の子どもへの教育の実態を明らかにする。

(a)E小学校

2006年9月に筆者が訪問した際のE小学校の校長の話によると、この小学校は1933年に設立され、当

時の生徒数は現在の2倍の約380人であった。当時この地区には工場が立ち並び、労働者階級の子ども

がこの小学校に通っていたが、戦後工場は次々に郊外に移転した。1970年から1974年にインドシナ難

民が多く住みつき、この地区の様子が一変した。さらに、2000年ごろから中国東北部からの新移民の

子どもが急に多く入学してきた。

現在のE小学校の生徒の民族的出自は28種類に及び、6割の生徒がアジア系、2割がフランス人、その
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他マグレブ系やアフリカ系である。「アジア系」とは旧仏領であったベトナムとラオスとカンボジアか

らの難民の子ども（その半数は中国系）と中国本土出身者の子どもを指す。学校の付近にフランス軍

の社宅があるので、フランス人は軍人の子どもがほとんどである。学校では民族的出自に配慮した特

別の教育は実施されていないが、アジア系の子どもが多いので、例えば中国の神話や竜について書か

れた本を子どもに読んだりすることはある。クリスマスやサンタクロース、またラマダン明けの祭り

については学校では触れないが、中華新年だけは、神話なので特別に学校行事として祝っているとの

ことであった。

13区はRRS地区に指定されているので、小学校から中学校までの一連の過程を観察するコーディネ

ーターがいる。13区のコーディネーターによると、13区はパリ左岸で唯一のRRS地区なので、教員の

移動があまりなく、この地区に愛着のある教員が多いとのことであった。また、同じ「アジア系」と

いっても、1970年代に流入したインドシナ難民の子どもと近年流入した中国東北部からの新移民の子

どもには大きな違いがあることが指摘された。インドシナ難民の子どもはフランス生まれで、親も教

育に熱心で学校に敬意を抱き、たとえフランス語がわからなくても、学校での親の集まりには必ず参

加している。またベトナムやラオスやカンボジアは、学校制度がフランスに似ているので、親が学校

へのイメージを抱き易く、親が学校の集まりに参加することによって子どもに学校の大切さをわから

せることができる。子どもは学校ではほとんど問題はなく、あえて問題を挙げるとすれば、フランス

語の男性名詞と女性名詞を理解しにくいことくらいである（6）。

しかし、近年特に2000年以降に急増した中国東北部から移民してきた子どもは、インドシナ難民の

子どもとは全く違っていることが指摘された。これら中国系新移民の子どもは義務教育を受けたこと

がなく、学校に来るまでくつを履いたことがないとかはさみを使ったことがない子どももいてかなり

問題があるとのことであった。また中国系新移民の場合、親がいなか出身で、インドシナ難民の親よ

りも社会階層が低く全くフランス語を話さないから、学校とのコミュニケーションがとりにくい。小

学校高学年になると子どもが良い成績を取ることに非常に熱心なインドシナ難民の親に比べて、子ど

もの教育にも熱心ではない。

外国から来たばかりの子どもは、３～６才の場合は特別の教育は行われないが、６～11才の場合は

最長1年間入門学級でフランス語を学んだ後、普通クラスに入る。13区には入門学級が４クラスある。

中国系新移民の子どもは入門学級でフランス語だけではなく、普通クラスに適応できるための教育を

受け、みな最大1年間で普通クラスに入っている。1年間すべて入門学級で過ごすのではなく、例えば

普通クラスの数学の授業には出たりして、普通クラスで受ける授業の数を増やしていく。2006年訪問

時のE小学校の入門学級には13人が在籍し、出身地はチュニジア、モロッコ、アルジェリア、カンボジ

ア、中国など様々であり、入門学級に特別に中国系の子どもが多いわけではなかった。担当教師によ

るとフランス語がわからない子どもには体育やゲーム等を取り入れているとのことであった。

全校の６割の生徒がアジア系なので、子ども同士で中国語を話していることもあるが、学校ではフ

ランス語を話すように指導しているとのことであった。中国語を補習校で学ぶのはいいことであるが、

公立学校では将来のためにフランス語を学ぶのが良いという姿勢で子どもに臨むそうである。

またE小学校では、10年前から北京語教育を行っている（7）。最初は毎日1時間、週に６時間行ってい

たが、現在では週に1時間だけ全生徒が7歳から北京語を学習している。教師は１人で、フランス人で

ある。他の外国語は教えられていない。
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B．ベルビル地区

近年中国系新移民が急増しているベルビル地区に位置する小学校での中国系新移民の子どもへの教

育について、2005年11月に実施したH小学校での調査と、2008年9月と2009年9月に実施したI小学校の

調査に基づいて述べる。

(a) H小学校

H小学校の全生徒数は210人で、その内中国系の子どもは34人で、10年前から温州系移民の子どもが

増えた。筆者が2005年11月に参与観察をした入門学級の生徒数は9人で、中国系5人、アフリカ系3人、

エジプト系1人であった。9人の年齢は6才～11才まで様々で、フランス人教師1人が教えていた。この

教師は外国人向けにフランス語を教える資格を持っていない。動物が描かれたカードを利用して、動

物の模様を書かせてフランス語の形容詞を覚えさせるという授業内容であった。特別な教材はなく、

教師によって教授内容が異なり、教師個人の裁量に任されている。この入門学級担当教師によると、

入門学級の生徒の在籍期間は通常1年間で、なるべく普通学級にもどすようにしている。中国系の子ど

もは小学校入学まで中国の祖父母に育てられ、先にフランスに移住している両親に呼び寄せられてい

る。フランス語を学ぶことは非常に困難であり、中国系の子ども同士集まって中国語を話しているこ

とが多く、アフリカ系の子どもを恐れている子もいて、慣れるのには時間が必要とのことであった。

またH小学校では4年前から「パポテック（La Papothèque（8））」と呼ばれる親の会を開催している。

アフリカ系、中国系、スルランカ系と三つの集団向けに2カ月に一度学校で開催し、毎回20人位の親が

参加している。これは全国的な企画ではなく、開催するかどうかは校長の判断に依っている。校長の

話によると、親が学校への理解を深めることのできる機会となり、学校への要望も聞いている。中国

系の親からは、学校側にもっと宿題を出してほしいとか、規律を厳しくしてほしい等の要求が出てい

る。それぞれのグループに親の言語がわかる通訳を付け、民族精神科医が同席している。H小学校に

はアフリカ系の民族精神科医はいるが、中国系の民族精神科医はいない。また移民の親のためのフラ

ンス語教室も開催している。

(b)  I 小学校

I 小学校の全生徒数は237人で、その内中国系の子どもは30人である。中国系の子どもは、全員が温

州系のフランスで生まれ育っている第二世代である。学校設立後5年であるが、設立当初から温州系の

子どもが現在と同じくらい在籍していた。I 小学校には入門学級は設置されていない。もし、ニューカ

マーが入学した場合は、近隣にある他の学校の入門学級に通うことになる。筆者は2008年9月と2009年

9月にI 小学校を訪問したが、校長によると、この学校の特色は、第一に個人面接をよくやって、両親

との関係を大切にしていること、第二に子どもの発達段階に応じて子どもが必要としている学習内容

を提供するために各教科で「免許状（Brevet）」という教材を導入していることである。中国系の親と

の個人面談では温州語通訳を付けているので、親全体を対象に開かれる父母会よりも出席率はよいと

のことであった。中国系の親は教育熱心な人とそうでない人が両極端で、仕事で忙しくてベビーシッ

ター任せで全く子どもの面倒を見ない人もいるとのことであった。

I 小学校はRRS地区に入っているので、美術館訪問の費用が無料になったり、少人数クラスの実施や

教師研修に補助費が出る。数年前は中学校と共同で算数の教材開発のプロジェクトを実施していたが、
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現在プロジェクトは実施していない。

I 小学校では、2007年9月から6週間に1回、中国系の親のためにパポテックを開催している。毎回10

数人の母親が参加している。母親は温州語を話すが、パポテックは北京語で実施されている。2008年9

月に筆者が訪問した日の午前中にパポテックが開催されていた。パポテックの中心となっているのは

民族精神科医で、I小学校の民族精神科医はフランス在住20年の中国人で、ソルボンヌ大学で民族心理

学の博士号を取って、現在は大学で教鞭を取っている。

筆者によるこの中国人民族精神科医へのインタビューによると、この会は親の発言が中心となって

いる。次回のテーマはある程度会の最後に決めるが、流れによっては、テーマが繰り返されることも

ある。回数を重ねることによって議論が深まっていくので、テーマが繰り返されることはいいことで

ある。これまでパポテックで取り上げられたテーマは、以下のようである。

第一は、新学期開始に伴う問題等のその時々の学校についての問題で、子どもが慣れなくて泣いて

しまうという問題が出されると、それを経験した大きな子どもを持つ母親が、自らの経験を語って交

流の場になっている。また校長が来て、学校の情報を伝達したり、新入生の母親が紹介されたりして

お互いを知る機会になる。

第二は、教育方法の文化的違いに関する問題である。中国は暗記をさせることを重視するが、フラ

ンスはゲームやスポーツを通して子どもの知性を発達させようとする。あるいは、親が子どもをきつ

くしかるとフランスでは虐待と捉えかねない。これらの教育方法の文化的違いについて、お互いに意

見を交換する。

第三は子どものフランス語能力の問題である。3～5年この学校に通っても、フランス語ができない

子がいるという実態があるが、それはフランス語の文法が難しいからではない。子どもがフランス語

を話そうとしない背後には、両親がフランス語を話そうとしないことが関係していて、そういう親を

見ていると子どももフランス語を話そうという意欲が沸いてこない。

第四は給食に関わる文化の違いの問題である。中国系の子どもは箸しか使ったことがないので、ス

プーンを使えないとか、普段はご飯しか食べないので、パンが食べられない。

第五は、遊びに関わる認識の違いの問題である。中国系の親は教育熱心で、学校におもちゃがある

と遊ばせないで勉強させてほしいという。おもちゃを使って遊ぶことも子どもの知性を発達させる大

切な手段であるという学校側の考えを示して話し合う。

第六はストについてである。学校がストによって閉校になることについて、なぜストをしているの

かストの意義について話し合う。

2008年9月現在パポテックに関わっている中国系の親は28人で、7家族が庇護申請をしている。子ど

もが教育を受ける権利を得るためには親がこの国に滞在する必要があるので、学校では親が庇護申請

をするのを積極的に援助している。温州出身者が主流で、親の職業はレストランで働いている2人以外

は既製服縫製である。

この民族精神科医によると、パポテックに対する親の満足度は高い。通常の親の会とは違って親が

話の中心となって発言していく会で、最も問題となっていた子どものフランス語能力不足も解消され

てきた。言葉の問題は個人的問題に起因しているので、次回のパポテックでは個人面談をやる予定で

ある。みんなで話し合うことも大切ではあるが、最終的には個別にやることが重要である。

校長がパポテックを開催した理由は、学校と家庭とのコミュニケーション強化のためである。特に

中国系の子どもがフランスで生まれて育ってもフランス語能力が不足しているという実態の背景には



親の問題があることがわかり、学校側が親とのコミュニケーションが必要だと考えたからということ

であった。また中国系の子どもは、完璧に答えられないと発言しないという問題も指摘された。現在I

小学校には、中国系の親のパポテック以外、インドの少数民族タンブル族のパポテックがあり、アフ

リカ系はこれから作る予定である。

３．アソシエーションにおける中国系新移民の子どもへの教育

多文化共有(Cultures en Partage)は、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。筆者は2009年9月に創設者である王にインタビューを実施

した。王は、香港出身で、1990年代にパリへ留学し、大学在籍中3区に流入した温州系新移民の子ども

について2年間にわたる調査し修士号を取得した後、CEFIZEMの教師研修で中国系新移民の子どもに

ついて講義をするようになった。そうした経験を通して、学校の外と内（つまり学校と地域と家庭）

をつなぐネットワークが必要なことを痛感し、ネットワークを作ることを目的に、1999年にCEFIZEM

のフランス人職員二人と共に多文化共有を創設した。学生や地域の住民数人がボランティアとして関

わっている。王は香港出身で広東語を話すので、温州出身の親とは北京語で会話をする。

活動としては、第一に学校と家庭の仲介が挙げられる。例えば、フランスは人権宣言以来「個人」

を尊重していて学校は個人を開化させるために子どもを教育しようとするが、中国には「個人の開化」

に相応するような概念がない。多文化共有は、そうした文化の違いを、学校や家庭両方に説明しコミ

ュニケーションすることを通して文化的違いのもたらす溝を埋めていくことを務めとしている。新学

期や学期の途中や学期の終わりに教師と両親が同席した説明会を開催し、学校の役割を説明している。

学校側が中国系の親だけを集めて開く場合は、1回に30～50人の中国系の親が参加し、文化的背景の異

なる親を一堂に集めて開く場合は、全体で約100人の親の内、中国系の親は10人位である。

また、学校で中国系生徒に問題があった場合、学校からの連絡を受けて、問題解決に当たる。例え

ば学校から中国系の子どもに欠席が目立つという連絡を受けたら、親に生徒の欠席状況を説明し、親

と学校側と協力して解決の道を探る。問題を解決するに当たって、「困難を抱える子どもへの援助ネッ

トワーク（Rèseaux d'Aide Scolaire aux Enfants Difficultès：略称RASED）」に関わる教員や学校心理カウン

セラーと共同することもある。中国系新移民の家庭は、中国生まれで後からフランスに来た子とフラ

ンス生まれの子の二人の子どもを持つ場合が多いが、ここ数年、RASEDに入る中国系の子どもが多く

なっていて、特にフランス生まれの5～7歳の中国系の子どもがRASEDに入っている。その場合最も問

題とされているのが「話さないこと」である。フランスの学校では子どもが発言することがとても重

視されるので、話さない子どもがいると学校側はそれを問題視する。しかし、昨年学校が話さないの

で問題があるとした小学校1年生の中国系の子どもを王が観察したところ、確かにその子はこちらが質

問しないと答えないが、質問すればちゃんと論理的に話すので、問題がないことがわかった。

第二の活動は学校での学習の補習で、小学生12～13人に週に２、3回、学校や市民センターの一角で

実施している。設立当初から小中学校の入門学級や受入学級の教師と連携して子どもの学習を援助し

ていたが、入門学級や受入学級の抱える問題も指摘された。それは、2001年頃から、それまでの外国

語としてのフランス語を教える資格を持っている契約教師に代わって、そのような資格を持っていな

い一般教師が教えるように制度改革がされたことによって、教育内容が悪くなり、また入門学級や受

入学級の教員と普通クラスの教員の連携が悪くなったことである。しかし、アソシエーションは学校

が抱えるフランス語教育の問題自体には介入できないので、多文化共有ではフランス語の習得に遊び
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を取り入れたりして別のやり方で取り組んでいる。

多文化共有が1990年から2009年までに関わった生徒数は150人～180人位であるが、初めは中学生も

対象としていたが、段々と小学生だけを対象とするようになった。8割以上が中国系の子どもを対象と

しているものの、教育における文化の違いに関わる問題を、他の移民にも共通する問題として相対化

していくことの必要性も強調された。

後述する他の中国系アソシエーションと比べると、多文化共有は少数の子どもに長い期間関わると

いう特徴があるが、長期に子どもと関わることを通して見えてくる、家族の移住形態が子どもにもた

らす心理的問題も指摘された。特に重要な問題としては、両親が先に移民してきて、子どもは中国の

祖父母に育てられて、数年後にフランスに呼び寄せられるので、子どもにとって両親との距離感があ

ることや、不法滞在による生活が不安定であることが子どもに及ぼす心理的悪影響も指摘された。両

親とのコミュニケーション不足によって、なぜ両親がフランスに来ていて、自分もここにいるのかが

わからなくなり、全くやる気を無くしてしまう子どももいるとのことであった。

多文化共有は教育問題に特化した活動をしているアソシエーションであるが、1990年代以降の中国

系新移民流入によって、新しく設立された代表的な中国系アソシエーションとしては、①1993年に3区

に設立されたピエール・デュサーフ中仏協会（Association Franco-Chinoise Pierre Ducerf）、②ベルビル地

区に1996年に設立されたALSC、③同じくベルビル地区に2003年に設立されたヒュイジ協会

（Association Huiji）の三つが挙げられる。これら新しく設立された三つの中国系アソシエーションは、

大人への法律相談や庇護申請の手続き、あるいは大人向けのフランス語教室を開いているが、多文化

共有と同様に通訳を学校に派遣するなど、学校と連携し学校と家庭との仲介の役割を果たしたり、フ

ランス語補習教室を運営するという活動も実施している。ALSCの運営する巴里同済学校には約80人の

温州系生徒が在籍しているし、ヒュイジ協会の補習教室には約50人の温州系生徒が在籍している。

IV．考　察

本章では、1990年代後半以降パリの小学校に急増した中国系新移民の子ども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かについてまとめ、そうした現状の一端をフランスの移民の子

どもの教育の全体の流れに位置づけて考察したい。

パリの小学校における中国系新移民の子どもは、ニューカマーの場合は入門学級で1年間のフランス

語の教育を受ける。入門学級や受入学級の教師と連携して中国系の子どもの教育問題に関わってきた

多文化共有の王は、2001年頃から、それまでの外国語としてのフランス語を教える資格を持っている

契約教師に代わって、フランス語を外国語として教える資格を持っていない一般教師が教えるように

制度改革がされたことによって教育内容が悪くなったことや、入門学級と普通クラスとの連携が悪い

ことを制度上の問題として指摘した。またH小学校の入門学級の教師は、入門学級に中国系の子ども

が多いので固まってしまって中国語を話し、中国系以外の子どもと仲良くなれないという問題や、フ

ランス語と中国語が全く異なっているのでフランス語習得の困難さを指摘した。これは近年中国系新

移民が特にパリのベルビル地区に集住したことによって、H小学校のようなベルビル地区にある入門

学級に中国系の子どもが集中してしまうことによる問題だといえる。

またI小学校の中国系生徒は全員がフランスで生まれ育った子どもであったが、それでもフランス語能
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力に問題があることがわかった。学校側としては、中国系の親を対象とするパポテックを開催して、

親とのコミュニケーションを取ることによって問題を解決しようとしていた。パポテックでは教育方

法や生活習慣などの背後にある文化的差異が問題とされ、そのギャップを埋めるために中国人民族精

神科医が中心となって中国系の親同士の話し合いがなされていた。校長も中国人民族精神科医もまだ

始まって2年目であるがパポテックの効果を高く評価していた。

さらに、学校側は中国系新移民の子どもの問題に取り組むのに、中国系アソシエーションとも連携

していた。中国系アソシエーションに中国語通訳の派遣を依頼したり、中国系の子どもに問題がある

と多文化共有の王のようにその問題に詳しい専門家に解決の助けを求めたり、親に対する説明会では

そうした専門家に文化的差異に起因する問題について話してもらい、家庭と学校を繋ぐ役割を果たし

てもらうように依頼していた。

中国系の子どもの問題解決に当たってきた多文化共有の王のような専門家は、中国系新移民の子ど

もの抱える問題に一番深く関わってきたといえる。王によると、中国系の子どもは「話さない」とい

う問題を抱えていると学校側には捉えられる場合があり、ここには発言することを重視するフランス

とそうではない中国という文化的背景の違いが横たわり、歴史的に形成された個人観の違いも関連し

ていることを指摘した。王は家庭と学校と地域を繋ぐネットワークの必要性を強調していたが、王が

ネットワークを作って三者を繋ぐことによって解決したかった問題は、文化的差異に起因する問題で

あり、王は両者の仲介者の役割を果たすことによって子どもの抱える問題を解決しようとしていた。

その意味では、文化的差異に起因するトピックについて親同士が話し合うことによって問題を解決し

ようとしたパポテックと同じ役割を担っているといえる。

また、家族の移住形態が子どもにもたらす心理的問題もあることが王へのインタビューから明らか

になった。両親が先に移民するので子どもは中国で祖父母に育てられて、数年後にフランスに呼び寄

せられるので両親との距離感があることや、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である。王は子ども達に長期的に関わることを通して、

移住形態がもたらす心理的問題の解決にも努めていた。

そして、中国系新移民の子どもの流入は、アジア系生徒が形成してきた「良い生徒」というイメー

ジを塗り替えたといえる。中国系新移民の子どもは1990年代以降にパリの集住地区の小学校に急増し

たことによって、目立つ存在となり問題が顕在化したのである。特に13区は1975年から1980年に流入

したインドシナ難民が住み着き、特色ある街を形成していったのであるが、そこに1990年代以降中国

本土からの新移民が流入した。それゆえ、13区に位置する歴史の長いE小学校では「アジア系」という

カテゴリーにインドシナ難民の子どもと中国系新移民の子どもが混在し、両者の差異が強調された。

インドシナ難民の子どもと混在していないベルビル地区の小学校でも、アジア系の子どもは問題ない

良い生徒であったが、中国系新移民の子どもは問題を抱える子であるという語りを、複数の教師から

聞いた。

では以上のような中国系新移民の子どもへの教育の現状は、フランスの移民の子どもへの教育全体

からみるとどのように捉えることができるのであろうか。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。

そして I 章で検討したフランスの移民の子どもへの教育政策の歴史的展開からみると、特に1990年代

以降は異質性の共存を「統合化」政策として具体化すべく、1990年に統合高等審議会が設置され、共

和国の理念を核とした市民社会の形成が提言され、「市民になるための教育」が中心に据えられている。
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しかしながら、1990年代後半から中国系新移民の子どもが急増したパリの小学校は、文化的差異に

起因する問題に注意を向け、中国系の親を対象にパポテックや親への説明会を開催したり、子どもに

問題があった場合、文化的差異に起因する問題に詳しい専門家に援助を求めたり、中国系アソシエー

ションと連携していた。

主流社会の文化と移民のもつ文化的差異に関わる問題は、他の移民にも共通するものであり、中国

系移民だけの特殊な問題ではない。しかし、文化的差異に関わる問題の内容は、特殊性をもつ。例え

ば、教育方法においてフランスでは遊ばせることを重視するが、中国では暗記を重視するとか、叱り

方、先生への対し方、発言の仕方、生活様式などは文化的特殊性に起因するものであり、多文化共有

の王が指摘したように、これらの背後には歴史的に形成された個人観などの各文化的背景が有する固

有の価値観の違いも横たわっている。こうした問題に対しては、民族集団ごとの対応が必要なのであ

り、学校側は民族集団ごとにパポテックを開催したり、特定の文化に起因する問題に精通している専

門家に援助を求めたり、各民族集団のアソシエーションと連携していた。

つまり、教育現場では、移民の子どものもつ言語的、文化的特殊性を尊重するというよりは市民と

しての統合を目指すという言説と、特定の文化的背景をもつ子どもの問題を解決するためにその文化

的特殊性に配慮した実践を行うことが共存しているのである。言説レベルでは移民の子どものもつ言

語的、文化的特殊性は尊重されていないが、実践レベルでは文化的差異に起因する問題を解決するた

めに文化的特殊性に注意が向けられている。日本における移民の子どもの教育研究は、言説レベルの

分析を中心に据えてきたが、1990年代以降急増したため問題が顕在化している中国系新移民の子ども

に焦点を当てることによって、実践レベルでの公立小学校の対応を明らかにすることができ、言説と

実践のずれを示すことができた点に本論の意義があると考える。

おわりに

本論は近年パリの一部の小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を取り上

げたことによって、移民の子どもを一括りにしては見えてこない学校現場の状況を明らかにすること

を試みた。結果として、スカーフ事件に象徴されるように、フランスにおける「市民になるための教

育」は文化的異質性を学校教育から排除する言説を形成してきたが、中国系新移民の子どもの抱える

問題を解決するために、教育現場において中国系新移民の文化的特殊性に配慮した実践が行われてい

ることが明らかになった。

今後は、同じ時期にイギリスやオランダにも流入している中国系新移民の子どもの公立学校におけ

る受け入れの現状を比較検討することを通して、本論で提起した問題をさらに深く検討していきたい。

【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）CASNAVはCentre Académique pour la Scolarisation des Nouveux Arrivants et des Enfants du Voyageの略。また、「旅行
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者」とは主にサーカス団などの旅芸人を指す。
（３）1999年の国勢調査によると、フランスの全人口5,520万人中、移民は431万人で、全人口の7.4％である。「外国

生まれの外国人」と「外国生まれのフランス国籍取得者」を「移民」と呼ぶ。移民の出身地は多様化し、ヨー
ロッパ連合出身の移民は減り［1990年の国勢調査の160万人から1999年では150万人に減少］、スペイン、ポル
トガル、イタリア出身移民は、1990年よりも21万人減った。一方、マグレブ出身者は130万人で、1990年より
も6％増えた［増えた移民の4分の3がモロッコ出身者］［宮治2004:49-60］。

（４）CEFIZEMはCentre de formation et information sur des élèves migrantsの略。
（５）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人の生徒がそ

の傘下に置かれた。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48,000人の生徒が指
定された。1997年には「教育優先ネットワーク(Réseaux d' Education Prioritaire：略称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人の生徒が指定
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 ：略称RAR）」
と「学業成功ネットワーク（Réseaux de Reussite Scolaire：略称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］。

（６）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。
（７）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］を参照。
（８）フランス語「papoter(くちゃくちゃしゃべる)」から名付けられた。親たちによる「おしゃべり会」。子どもの

パポテックもある。
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【Abstract】

Education for Chinese New Immigrants 
in Primary Schools in France

Sumiko YAMAMOTO

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

primary schools in Paris. The purpose of this study is to clarify what kind of educations they have

received, how they have been treated and what kinds of problems they have faced in public primary

schools in Paris. 

Firstly the study traces historical developments of educational policies for immigrants’ children

in France.

Secondly it examines reasons of their immigrations and their living conditions in Paris based on

available literatures.

Thirdly it clarifies how Chinese new immigrants’ children have been treated and what kinds of

problems they have faced in three primary schools in Paris based on my fieldwork. 

Some of most important problems they have faced are caused by cultural gaps between France

and China. To solve these problems, primary schools hold ‘La Papotheque’ and parents’ meeting

led by a Chinese educational specialist , and link with Chinese associations. To conclude, it points

out that both of the discourse that French education should aim to integrate all cultural groups of

children as single group of citizens rather than taking cultural differences into consideration , and

educational practices paying attentions into cultural specialty coexist in some primary schools

where there are many Chinese new immigrants. 


