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在 日韓 国 ・朝 鮮 人 児 童 の ア イ デ ンテ ィテ ィ と
ポ ジ シ ョナ リテ ィ

京都市立小学校における 「民族学級」を事例に

金 党 恩

1は じめに 概要と構成

本稿では、他者 との関係性やポジショナ リティ(位 置性)の 視点か ら、公立学校 に通い

なが ら民族学級(Dに おいて 「民族教育」 を受けている在 日韓国 ・朝鮮 人児童の アイデ ン

ティテ ィの形成問題を検討す ることを目的 とす る。調査対象は、1950年 代初頭か ら在 日韓

国 ・朝鮮人を対象とする民族学級が設置 されている京都市の市立小学校3校 であ り、調査

期 間は2004年9月 か ら2007年3月 までであ る。調査方法は、民族学級で授業を行っている

在 日韓国 ・朝鮮 人の講師(以 下 「民族講師」)4人 に対する定期的な聞 き取 り調査や民族

学級設置校 に勤めた経験のある日本人教員への聞 き取 り調査、そ してC小 学校における参

与観察な どである。

民族学級の事例 を取 り上げて、アイデンテ ィテ ィの問題 を検討す る理由としては、次の

二点 を挙げ られる。 まず、民族学級 に通うことは、自分の民族的出自を明 らかにすること

であ り、同時 に民族学級 に参加 していない、少 なくない在 日韓国 ・朝鮮人や 日本人の子 ど

もたちに とって も、民族的 出自が可視化され る場が学校 の中に存在することを意味す る。

次に原学級 と民族学級に二分されている空間を往来 しなが ら生活することは、つ まり彼 ら

には 「民族」 と一時的にかかわる 「パー トタイム ・アイデ ンテ ィテ ィ」し21の形成環境が提

供 されることである。原学級 においては、多数の 日本人児童 と教員に囲 まれてお り、国語

m民 族学級 は、第2次 世界大戦の終戦直後、「朝鮮 人学校」 を閉鎖 してい く中で、行 政側 と朝鮮 人側

との間で交わ された覚 書に基づ いて、1950年 代 初頭、 公立学 校の中 に登場 した。1972年 以降、大阪 におい

ては、学校 レベ ルでの 自主的 な実 践 としての民族学級 、民 族 クラブの設 置が相次 ぎ、民 族学級の設置校 は

大幅 に増加 した。今 日、民族学級 の設置校 として は、大阪府 に約170校 以上(大 阪市 だけで103校)、 京都市

に3校 、北 九州市に3校 、愛知県 に3校 な どが知 られ ている。現 在、民族学級において は、 「朝鮮 半島にル
ーツを持つ」子 どもた ちを対 象 として、韓 国 ・朝鮮語 や、朝鮮半 島の歴 史、文化、 地理な どにつ いての授

業が、ルーツを同 じくする講師たちに よって行われてい る。
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(日本語)、 地理、社会 などの科 目を日本語 で学習する。民族学級では、月に数時間、在 日

韓国 ・朝鮮人の民族講師か ら韓 国 ・朝鮮語や朝鮮半島の歴 史や地理、文化などの学習が行

われるが、地名や人名な どの固有名詞や名前、挨拶 などのご く一部の言葉を除いて、ほと

ん ど日本語で授業が行われている。そのため、こうした環境 は、現代社会におけるアイデ

ンテ ィテ ィの問題 を、他者 との関係性やその複合性や重層性の観点か らとらえるのに も適

している。

以下では、 まず、先行研究の検討か ら重要概念 を整理 し、本稿の視座 を導 き出す(第2

節)。 次 に、京都市における民族学級の特徴 と位置づ けについて概観 した上で(第3節)、

筆者の参与観察調査 に基づ いて、在 日韓国 ・朝鮮人児童のアイデ ンティテ ィをめ ぐる 日常

的なあ りようを検討 し(第4、5節)、 若干の結論を導 く(第6節)。

2先 行研究の検討

アイデ ンテ ィテ ィの概念は、エ リック ・エ リクソンによって社会的な次元の問題性が注

目され始めて以来、近年においては、エスニ シティや人種、 ジェンダーなどのさまざまな

領域において、 とりわけマイノ リテ ィや差別の問題 との関連の中で、議論 されて きた。

一方、在 日韓国 ・朝鮮 人に関する研究は、従来、民族運動や民族教育などの歴史的な考

察に集中 してお り、 そこでは民族のアイデ ンテ ィティは もっぱ ら本質主義的に認識 され、

それまでに抑圧 されて きた民族のアイデ ンテ ィティをいかに維持、あ るいは回復で きるか

という点 にそもそ もの問題意識があった といえる。その後、徐 々に日本生 まれの2世 、3

世の生活世界やアイデ ンテ ィテ ィの問題に関心が広が り始め、社会学的なアプローチか ら、

「多様化 し、揺れ動いている」 アイデ ンテ ィティの様子や同化へ向か う実態 を詳細 に報告

する研究 も現れた(福 岡1993)。

1990年 代に入 ってか らは、民族教育あるいは多文化教育(竹 ノ下1999、 金泰泳1999、
チェサ

宋基燦2001)、 言語使用(生 越2003)、 祭祀儀礼(;祭 祀)(梁 愛舜2004)、 伝統衣装のチ

マ ・チ ョゴリ(韓 東賢2004)な ど、多様な問題関心か ら研究が行われ、蓄積 されてきた。

121本稿 においては
、「民族」 とかかわ る学校環境の相違 を 「フルタイム ・ア イデ ンテ ィテ ィ」 と 「パ

ー トタイム ・アイデ ンテ ィテ ィ」 とい う言葉 で表 して いる
。 た とえば、朝鮮 学校の場合 は、教員や まわ り

の児童 たち をは じめ、教育内容や 使用言語 な どが常に 「民族」 と 「生活」 としてかか わっているため、 そ

の環境 を 「フルタイム ・ア イデ ンテ ィテ ィ」 の形成環境 といえる。一方、公 立学校 にお ける民族学級の場

合 は、 月に数時 間の み、原学級か ら分離 され た空間(=民 族学級)に お いて、朝鮮半 島にルー ツを持つ児

童た ちが集 まって在 日韓国 ・朝鮮人の民族 講師か ら授 業 を受けてい ることか ら、「生活」 としての前者の場

合 と対比 させて、「体験」 としての 「パ ー トタイム ・アイデ ンテ ィテ ィ」 の形成環境 といえ よう。
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民族学級 を対象 とした研究 としては、中島智子(1981)と 松下佳弘(2004)の 研究 を挙げ

られる。いずれ も教育学的な視点か ら、主に京都市立小学校 における民族学級に焦点を当

てて、民族学級が 日本の公立学校の中に登場 した背景やその後の展開過程について、1940

年代後半か ら1970年 代までにかけて、歴史的に考察 している(31。

社会学的な視点のアイデ ンテ ィテ ィ論 を教育現場における 「在 日」の子 どもたちの問題

に導入 した研究 としては、次の二つを挙げ られる。学校外で民族教育を受けている在 日3

世の高校生の事例を通 じて、様々な位置や文脈によって変化 し得 るアイデ ンティティの流

動的な側面 に注 目した金泰泳(1999)や 、学校や地域 における人権葎重教育現場 に参加す

る在 日韓国 ・朝鮮人の中学生や卒業生 たちへの聞 き取 り調査 を通 じて、彼 らのアイデ ンテ

ィテ ィのあ り方 をマジ ョリティ側か らの 「承認」の問題 と関連付 けて検討 した竹 ノ下弘久

(1999)の 研究である。いずれの研究 も、教育現場 における在 日韓国 ・朝鮮人のア イデン

ティティのあ り方を他者 との関係性に注 目して捉えた実証研究である。

本稿では、金泰泳や竹 ノ下の議論におけるアイデンティテ ィの流動性、他者 との関係性

の視点を継承 しつつ、 ポジシ ョナ リテ ィとい う概 念を導入する。 この概 念は、 「位置性」

や 「立 ち位置」、「(政治的)立 場性」などに訳 され、多様 な学問分野において文脈依存的

に使 われる傾向があるが、現代社会におけるアイデンティティの問題を考える上で以下の

諸点 において有効である。

第一に、 この概念 はアイデ ンティテ ィを反本質主義の立場で とらえる。つ ま り、 この概

念を用いることは、アイデ ンティテ ィが、人種化、階級化、 ジェンダー化 されたものであ

り、本質的な性質 というよりは関係的、複合的、かつ流動的 な立場 を指す ものであること

を認め るこ とである。 よ り重要 なのは、「自分が どう思 うかではなく、他の人たちが どう

思 うか」であ り、個人に とっては、位置づ けられた 自分をどのように受け入れるか、ある

いは拒否するか、 とい う選択 しかで きないのである。その意味でアイデ ンティテ ィとは、

反射 された(reflected)ア イデ ンテ ィティとの交渉を避け られず、独立 した主体の意志だ

けで獲得で きる ものではないのである。

たとえば、ホールは、1992年 のバルセロナ ・オリンピックのイギ リスの代表選手 として

出場 し、金 メダルを獲得 したジャマイカ出身の(7歳 の時 にイギ リスへ移住 した)陸 上選

手、 リンフォー ド ・クリステ ィーに対する表象分析 を通 して、彼にはイギリスを代表する

選手であ りなが らも、常に 「黒人=非 イギリス人=他 者」 としての文化的アイデ ンティテ

llPそのため、 これ らの研 究において は、今 日、民族学級が 設置 されてい る公立学校 にお ける児童 た

ちの日常 的な生活世界 をうか がうこ とはで きない。
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イが優先的に与え られてお り、その表象はほかの表象の中で蓄積 されて きた黒人に対す る

イメージや優先 された意味(prefbrredmeaning)に 依存 して解釈 される傾 向があると論

じた。 ここで、ホー ルは、 クリスティーに対するインタビューの分析か ら、 クリスティー

本人が自分にどのような位置性が優先的に付与 されているかを認知 してお り、それに違和

感 を抱いていることを指摘 した(Hal11997:226-30)。

また、教育学領域 において も、リニー ・J・ マーティン(Martin2002)は 、師範学校

の学生たちの就職活動への観察調査か ら、ある特定の場で、自分 に優先 されることを期待

す るポジシ ョナ リテ ィ(た とえば、社 会的階級 を基準 に した 「中層階級」、それ は自分 を

どこに優先的にアイデ ンテ ィファイ(identify)す るかの問題で もあ るが)と 、他者か ら

与え られるポ ジショナ リティ(た とえば、人種 を基準 に した 「黒人」)と の問には乖離が

存在 していることを明 らかに した。フェ ミニズムや多文化主義の議論において も、アイデ

ンテ ィテ ィは部分的に 「他人による承認、あるいはその不在、 さらには しば しば歪め られ

た承認によって形作 られる」のであ り、「不承認や歪め られた承認は、害 を与 え、抑圧の

一形態 とな りうるのであ り、それはその人を、偽 りの、歪められ切 り詰め られた存在の形

態のなかに閉 じこめ るのである」 と主張されてきた(Taylor1994:25=1996:38)。

これ らの議論が注意 を向けているのは、アイデンテ ィティの形成における他者 との関係

の重要性、言い換えれば、他者 によって自分が どの ように認識 されているか、「他者 との

関係で自分が どの ような者 として立 ち現れて くるのか」(千 田2005:270)と いったポジシ

ョナ リテ ィの問題で もある。 さらに、千田は、アイデ ンテ ィテ ィを 「私が何者であるのか

とい う感覚」、ポジショナリテ ィを 「他者 との関係で 自分が どのような者 として立ち現れ

て くるのか、その位置性である」 とし、ポジションナ リテ ィは、決 して一義的に決定され

るもので はな く、多元的、相対的かつ文脈依存的であ り、す なわち、「相互作用の場 にお

ける人間の数だけ存在 し、同じ場で も文脈が変化すればまた、全面的に塗 り替えられて し

まうような性質 をもつ もの」(前 掲書:270)で ある と論 じた。 また、 この論文が掲載 され

た 『脱 アイデ ンティテ ィ』の編著者である上野千鶴子 も、「アイデ ンティテ ィは自己に属

し、 したがってコン トロールで きるが、ポジショナ リティは他者 に属 し、自分の意思 だけ

では コントロールで きない」 と付け加 えてお り、「ポジシ ョナリテ ィはア イデ ンテ ィテ ィ

と深 く関係 しなが ら、アイデ ンテ ィテ ィに還元 されない」 ものであることを論 じてい る

(上野2005:312)。

第二に、ポジショナリテ ィは、主に 「優位 に立つ ものの視点」、つ ま り権力関係への考

慮 にも有効な概念である。そ もそ もこの概念は、 とりわけ、人類学や フェ ミニズムなどの

領域 において、発話す る学者の優位 的な位置性が問われる形で用い られてきた。ポス トコ
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ロニアリズムのなかでその非対称的な権力構造を暴 くのに有効 な概念であったため 〔の、主

に 「優位 に立つ者」 の位置性 を問 う形で採用 されて きたのであ る。 …方、「劣等 な位置 に

置かれている者」に対 しては、ポジショナ リテ ィとい う概念 よりは、ラベ リング(レ ッテ

ル貼 り)や ステレオ タイプ、スティグマな どの否定的な側面のみ を強調する用語が用いら

れ、主に説明される傾向があった。 しか し、 これらの概念が、多様な場面においてマイノ

リティに対 して行われる、必ず しも差別的 な意図ではない他者か らの名指 しを、十分 に説

明す るとは言 いに くい。 日常生活世界の多様な場面における位置性 をめ ぐるあ り方を検討

するため には、 さまざまな文脈 における多様な位置性の うち、マ イノリティに、 どの よう

な位置性が選別 され、優先 され、付与 され るか、 といったプロセスをより具体的にみる必

要がある。

第三に、「場」あるいは 「空間」の認識や どの ような連帯(bond)を 想像 しているかに

お ける権力関係、つ まり松田が 「多文化主義のまやか し」 として指摘 されている 「『違 い

を尊重』す る土俵が隠蔽 されている」(松 田2001:126)と い う問題 を考慮に入れるのにも

有効である。多様で複雑なアイデンテ ィテ ィの源泉の うち、ある単数のアイデ ンティティ

やポジショナ リテ ィが支配的なカテゴ リー となっている場 では、多様 なポジショナリテ ィ

が交錯する重層的な空間 としてではな く、支配的なカテゴ リーによる二分された空間とし

て認識 されるようになる。仮にある小学校での被差別部落の問題 を議論するPTA会 合の

際 に、ある母親が 「同 じ日本人なの になぜ差別するの?」 と問いかける場面 を想定 してみ

よう。 この場面はまさに、学校 という空 間が 「単一民族 イデオロギー」が支配する国民国

家の縮 図になる瞬間であ る。 こうした土俵では、 日本人というポジシ ョンが一段 と上に位

置づけられ、「諸差異 をコン トロールしジャッジす る力 を行使する存在」(前 掲書:126)と

して想像 される。仮に、その空間を 「階級」や 「ジェンダー」、「地域」 といったカテゴリ

ーか ら想像することになれば、そこでは民族 というカテゴリーは、唯一の境界区分ではな

くな り、そこでの権 力関係 は溶解 されて しまうのである。類似 の例 として、マーテ ィン

(2002)が 紹介 している多文化教育の実践 として行われたエ ピソー ドも挙げ られる。中流

階級の白人 と黒人の青年が、前者はカジュアルな格好で、後者 はスーツ姿で、ある食料品

スーパーの採用面接に臨んだ ところ、前者は採用 された ものの、後者には採用枠がない と

いう反応 だった という。 ここで明 らかなことは、服装つま り階級 とい うよ りは、肌の色、

つ まり人種が最 も決定的な位置づ けの要因であったことである。こうした場合、他人が ど

qlフ ェ ミニズム領域 にお いては、第三世 界の黒人女性の被抑圧 的な構造 を語 る第一一世界の 白人女性

の研究 者のポ ジシ ョナ リテ ィ(第 一 世界の 人)や 、慰安婦の 問題を発話す る 日本 人の女性研 究者の ポジシ

ョナ リティ(加 害者側の 人)を め ぐる論争 などが好 例 として挙げ られる。

京都社 会学年報 第16号(2008)



6 金:在 日韓 国 ・朝鮮 人児童 のアイデ ンテ ィテ ィとポジ ショナ リテ ィ

のように位置づけるかについて、自分の意思ではほとんどコン トロールできないのである。

重要なことは、スーパーの採用係にとって、空間における境界のカテゴリーは人種であ り、

想像上の連帯は、「白人同士」のものであったことである。

最後に、マイノリティの人々が、「他の人が どう思 うか=承 認/排 除」の呪縛か ら逃れ、

あるいは克服 し、主体的 に複数のアイデ ンティテ ィを生 きるための 「戦略 的な位置取 り」

を強調するためにも、ポ ジシ ョナリテ ィという概念は効果的である。 スチュアー ト・ホー

ルは、「だれがアイデ ンテ ィテ ィを必要 とす るか」(1996)と 題す る論文の中で、アイデン

ティティの構築過程をよ りよく表す概念 として 「アイデンテ ィフ ィケーション」 とい う用

語 を使 うこ とで、常に 「進行中」である 「プロセス」 としてのアイデ ンティティの性質を

強調 した。彼は、アイデンティテ ィが 「決 して単数ではなく、 さまざまで、 しば しば交差

して いて、対立す る言説 ・実践 ・位 置 を横 断 して多様 に構成 され」 てお り、「たえず変

化 ・変容のプロセスのなかにある」 ことを提示 しつつ、 アイデ ンティティを 「戦略的 ・位

置的な(strategicandpositional)」(Halll996:3-4=2001:11-12)も の としてみなした。
ポジショナリテ ィ

また、彼 は 「私たちが暫定的 にアイデ ンティテ ィと呼んでいる 『位 置 性 』 を構築するこ

ともで きるのです。そ うやって一つ一つのアイデ ンテ ィティの物語が、私たちが選択 し同

一化する位置 に刻印 されてい きます。私 たちはその特殊性をすべ て大事 にしなが ら、 もろ

もろのアイデンティテ ィの位置の総体 を生 きなければならないのです」(ホ ール1996:29)

と指摘する とき、「他の人に自分が どう思われているか」 としてのポ ジショナ リティの問

題はすでに前提 されているものであ り、いわゆる 「アイデンティテ ィの流動性」のみ を限

定 しているわけではない。つま り、ポ ジショナリティとは、アイデ ンテ ィテ ィの両義性 を

効果的に表 し、その言説的構築の側面に注 目す るための効果的な概念 として用 いられてい

るのである。

本稿では、以上の先行研究 におけるポ ジシ ョナ リティに関する論議 を受 け継いで、「他

者によって 自分が何者 として認識 され、現われているか」 とい う概念 としてポジショナ リ

テ ィという用語 を用いる。 ポジシ ョナリティが、 さまざまな文脈において、多様 な他者の

存在や他者 との関係 によって変わ りつつある複数で流動的なものであ り、アイデ ンテ ィテ

ィの形成過程 にも深 くかかわっている概念である ことは、先行研究でみて きた通 りであ

る。

以上の先行研究における知見や限界 を踏 まえつつ、本稿 においては、在 日韓国 ・朝鮮人

児童のアイデ ンティティの重要な形成環境 として公立学校 を取 り上げ、彼 らのアイデ ンテ

ィティの形成をめ ぐる問題 を、他の外国人児童や 日本人児童、教員、民族講師などとの関

係の中で捉えることを試みる。
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3京 都市立小学校における民族学級の概観と特徴

3-1概 観

2005年 現在、京都市 におけ る韓 国 ・朝鮮籍者数は2万8,426人 であ り、住民の約2%、

外国人登録者の67%を 占めている。京都市の小学校 に在籍す る韓国 ・朝鮮籍の児童数は、

市立小学校に794人 で最 も多 く、次は朝鮮系小学校、私立小学校、京都 インターナ ショナ

ルスクールの順である(表1参 照)。

この うち、民族学級の取 り組みが行われているのは、市立小学校3校(全 市立小学校の

1.6%)で ある。 「朝鮮半 島にルー ッを持つ」3年 生以上の児童 を対象 として、年間55時 間

(週2時 間)の 授業が行われている。調査時点 においては、3校 の全児童の約8%に 当た

る39人 の児童(国 籍 は、韓国 ・朝鮮が25人 、 日本が14人)が 、5人 の民族講師か ら授業 を

受けていた。 なお、民族学級 を通 じて民族教育 を受けている韓国 ・朝鮮籍児童の割合は、

京都市の市立小学校に通 う韓国 ・朝鮮籍者の3%で ある ㈲。

表1京 都市における韓国 ・朝鮮籍者の小学校在籍現況(2005年10月 現在)161

小 学 校

京都市立小学校

私立小学校

朝鮮系小学校

イ ンター ナ シ ョナ ル ス クール(小 学校)

総児童数(学 校数)

6万8,917人(183校)

2,977人(6校)

253入(3校)

44人(1校)

韓国 ・朝鮮籍の児童数

794人

約27人

約5人

割合(%)

1.2%

約0.9%

約1L4%

民族学級のカ リキュラムや授業方式 は、3校 とも共通 している。授業時間は、学年毎 に

週2時 間であ り、科 目は 「母 国語」(韓 国 ・朝鮮語)、 「社会」、 「音楽」 などである(表2

参照)。 民族学級の児童 は、年1回 の学校内の学習発表会 と、京都市教育委員会な どが主

催する 「民族の文化 にふれるつ どい」 に参加 してお り、授業時間にはそのための練習時間

`5'この数字は
、京都市立小学校 に在籍す る794人 の韓国 ・朝鮮籍者の うち、民族学級 に通 う25人 の韓

国 ・朝鮮籍者の割合である。
qP京 都市立小学 校に関す るデー タは

、京都市教 育委員会への電 話 インタビューに よる。6校 の私立

小学校 に在籍 する27人 は、外国籍 の児 童数で はあ るが、そ のほ とん どが韓 国 ・朝鮮籍者 と して推 測 され る

とい う。朝鮮系小学校(正 式 名称は 「京都朝鮮 第一(二 、三)初 級学校」)に 関す るデー タは、京都府総務

部文教 課への 電話 イ ンタビュー に よる。在籍 す る児 童 の国籍の 内訳 は確 認 されて いないが 、ほ とん どが

「朝鮮半島 にルー ツを持つ」 とされて いる。京都 インターナ シ ョナルスクールにおける小学校課程 に在籍す

る総児童数は学校へ の電話 インタビューによる。
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も含 まれている。2004年 までは京都市の民族講師 らが作 った独 自の教材が使用 されてきた

が、2005年 度か らは日本の公立学校に在籍する児童用 として在 日本朝鮮 人総:聯合会(以 下

「総聯」)が 制作 した3冊 の教材(『 ウリ♀ 司 』、2004年10月 出版)が 併用 されている(表

3参 照)σ1。 民族講師 らは、週1回 の会議 を行 い、カリキュラムや授業方式、学校内外の

行事の企画、児童 とのかかわ りなどについて意見交換などを行っている。

表2民 族学級の月間カ リキュラム(A小 学校、2005年5月)

回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3年 生

あい さつ 、名 前

(本名 につ い て)

民族学級について

国 語 、 名前(読 み 方 、

書 き方)

会 話 、 本 名 を使 っ て

自己紹 介

昔 話 、読 み 聞か せ

音 楽 「ア ン ニ ョ ンハ

セ ヨ」(歌)

音楽(チ ヤ ンゴ)

4年 生

国 語、 会話

(名前 は何 です か)

国語 、会話(あ い さつ)

国語 、会話(あ い さつ)

国語(家 族の呼び方)

国語(家 族の呼び方)

国語 、作文(自 己紹 介)

国語(自己紹介の作文)

音 楽 「ドラ ジ」

音 楽(チ ャン ゴ)

5年 生

国語

国語

五
口

昌=μ言

ウ リナ ラの 遊 び 、工 作

ウ リナ ラの 遊 び、工 作

社 会(朝 鮮 と 日本 の

つ なが り)

社 会(朝 鮮 と 日本 の

つ なが り)

音 楽 「バ ンダル」(歌 〉

音 楽(チ ャ ンゴ)

6年 生

国語 、 会 話(名 前 は

何 です か)

さいあ猷
ユ
コ
ロ会乱

　
　ニ
ロ国

字習へ
つ

国語 、家 族の 呼 び方 、

習字

国語 、作 文 、習字

国語 、作 文 、習字

音楽(「 ア リラ ン」)

音楽(チ ャン ゴ)

*「 国語」 とは韓 国 ・朝鮮語 をさす。その他 、カ タカナで表記 されてい る固有語の意味 は、以 下の通 りで

ある。 ア ンニ ョンハセ ヨ嵩こん にちは、 ドラ ジ=韓 国 ・朝鮮民謡 の名前 で、「ドラジ」 とはキ キ ョウ科 の

多年草 、チ ャンゴ=鼓 の一種 で中央部の くびれた胴の両側 に皮 を張 って打 ち鳴 らす打楽器 、バ ンダル=

韓 国 ・朝鮮の童謡 で弦月 とい う意味、 アリラ ン=韓 国 ・朝鮮 の民謡。 出典:連 続講座 「多民 族共生教 育

を考 える 「京都 における民族学級 のい ま』」(2005年10月25日 、講師:A小 学校民族講 師Fさ ん)で 配 ら

れた資料 よ り作成。

1η同 教 材 は、 初 ・中 ・上 級 の3冊 で あ り、 内 容 は、 朝鮮 語 、 歴 史 、地 理 、風 習 、 遊 び、 歌 の学 習 部

分 で構 成 され て い る 。
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表3「 歴史」および 「風習」における主要内容

初級

中級

上級

歴 史:国 のは じま り(建 国神 話)、 か がや か しい文 化(ハ ン グル、 高麗 青 磁 、 金属 活字 、

伽 耶 琴 、 亀 甲船)、 ウ リナ ラ(韓 国 ・朝 鮮)の 名 将(乙 支 文 徳 、 姜耶 賛 、 李舜 臣)/風

習:伝 統 的 な遊 び、 服 装、 食べ物

歴 史:三 国 時代 、 高 麗王 朝 と朝鮮 王 朝/風 習:お 正 月 、チ ェサ(祭 祀)、 お祝 いの風 習 、

伝統 的 な遊 び な ど

歴 史:文 明 の始 ま り、初期 の 朝 日関係 、三 国時 代 と朝 日関係(日 本 に渡 った大 陸 の文化)、

高麗 王 朝 と朝鮮 王 朝(壬 辰倭 乱 と李 舜 臣、 朝鮮 通 信使)、 江華 島 事件 と植民 地(江 華 島 事

件 、 乙巳五 条約 と韓 国 併合(原 文の ママ)、 植 民地 と解 放 、在 日朝鮮 人運 動

*『 ウ リ♀ 司』(2004)の 本 文 中 の タ イ トル を中 心 に して 作 成 。

3-2特 徴

京都市における民族学級の特徴は、次の二つにまとめることがで きよう。

第一に、行政側 との関係において、総聯が中心的な窓口の役割 を担 ってきたことである。

その過程においては、総聯組織の閉鎖的な側面や 日本社会において孤立 されてい く傾向が、

絡み合っていたといえよう。たとえば、1970年 代初頭、民族学級の教室の壁には朝鮮民主

主義人民共和国(以 下 「北朝鮮」)の 重要人物の写真が掛 けられてお り、1970年 代半ば ま

で も、A小 学校の民族学級の教室の窓には紙が貼 られて、外側か ら中が見 えない ようにな

っていたという18[。そのため、民族学級の位置や展開の方向性を模索する議論の場 におい

て、総聯の立場や位相、 日本社会 と総聯 との関係、ひいては 日本政府 と北朝鮮 との関係 な

どか ら完全に自由になることは難 しかったといえよう。今 日において も、民族講師が京都

市か ら非常勤の課外講師 として任用 される過程において、総聯側か らの推薦が行われてお

り、使用 されている教材の一部 も総聯側か ら制作 されている。 また、総聯 のウェブサイ ト

には、民族学級が 「準正規教育体制」のなかに位置づけられている。但 し、民族学級 と総

聯 との関係が、民族学級の教育カリキュラムに反映 されている とはいいに くい。韓国か北

朝鮮か を区分せずに、「ウリナ ラ」(わ が国)、 「ウリマ ル」(我 々の言葉)な どの表現が使

われてお り、民族講師へ の聞 き取 りの中で も、民族学級 の児童たちを 「ウリアイ ドゥル」

(我々の子 どもたち)と 表現 していた。 また、 カリキュラムと教材の内容 を他の地域 と比

較 してみて も、共通点が多 く、総聯 との関係性が教育内容に直接影響を及ぼ しているとは

言えない。

〔ml970年 代に民族学級 設置校であ るA小 学 校に勤めてい た民族講 師Eさ ん(女 性)

(男性)へ の聞 き取 りよ り。

と元教員Mさ ん
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もう一つの特徴 は、京都市立小学校 における民族学級の授業がすべて 「正課」 として取

り組 まれている点である。京都市 においては、一定の時 間のみ対象児童が原学級か ら 「抽

出」 され、民族学級で授業を受けている。1950年 代初頭、朝鮮人学校が閉鎖 されてい く中

で、一種の 「妥協策」、「ア リバイ」のような性格 をもって公立学校の中に登場 した民族学

級は、当初、行政側から放課後に授業を行 うことが認め られていた。 しか し、京都市にお

いては、放課後の授業方式などに不満を持った朝鮮人側の抗議活動が行われ、行政や学校

側 との衝突や交渉過程を経て、3形 態の授業方式(「特別形態」、「抽出形態」、「課外形態」)㈹

が誕生するようになった経緯がある。その後、一部の民族学級の閉鎖や特別形態で授業 を

行った小学校における授業方式の転換(特 別形態→抽出形態)な どを経て、1960年 代後半

以降、民族学級設置校の授業は、すべて 「抽出」方式で行われるようになった(1ω。 しか し、

差別や同化への圧力や、帰国事業や朝鮮学校への転校生の増加な どによって、対象者や参

加者が減少 し、一部の学校 における民族学級が閉鎖 され るようになるなど、1950年 代後半

か ら1960年 代末にかけて民族学級の設置校数 は減少 し続 けた。 さらに、民族学級が存続 し

ていた学校 において も、対象児童が来ない状況が相次いだ。実際、1970年 代半ばにおいて

は、民族学級の授業が放課後に行われてお り、「抽出」方式は有名無実化 されていた〔m。

しか し、1970年 代末に、こ うした民族学級 に大 きな変化が現れた。差別反対運動の連帯

の拡大や、国際人権規約への加入や イン ドシナ難民の受け入れをめ ぐる国際社会の圧力、

多様な背景を持つ ニューカマー外国人の増加 に伴 う日本政府や 自治体の対応などの社会的

な動 きが教育現場 にまで広がったのである。一部の 自治体の教育委員会は1970年 以降、外

国人児童の教育 とかかわる方針や指針を策定 し始めた。京都市の場合は、1978年9月 に結

成された外国人教育研究推進委員会が京都市立学校 に在籍する在 日韓国 ・朝鮮人児童たち

の教育 問題に対す る実態調査 を行い、1981年 には試案 として 「外国人教育の基本方針」が

提示 された。 この過程において、在 日韓国 ・朝鮮人児童 の在籍率が高 く、かつ民族学級が

設置 されている学校における取 り組みが研究され、民族講師たちへの聞き取 り調査 も行わ

れるな ど、彼 らへ の教育方案が行政や学校側 から組織的なレベ ルで模索 され始めた。具体

的には、学校側は、民族学級の授業時間 と重要科 目の授業時間が重 ならないように、原学

ω}1953年12月 、 京都 市教育委員会 と朝鮮 人代表 との 間で覚 書が交わ され、1954年1月 よ り 「朝鮮 人

のための特 別教育実施要綱」 に基づ き、「特 別形態」、「抽出形態」、「課外 形態」 とい う3形 態 の授業 方式 が

定 め られた。京都市 が1951年 に民族学級 の授 業方式 と して認めた放課後 の授 業であ る 「課外 形態」 と、 そ

れ に反対 して在 日朝鮮人側が要求 した 「朝鮮 人のみの分離授業」 である 「特 別形態」、そ して両者 を仲介す

る形 で、正規授 業 を受 けなが ら一定時 間のみ に民族 学級で 朝鮮 人だけが授業 を受け る とい う 「抽 出形態」

が誕生 したのであ る。 中島(1981)を 参照。
qo〕京都市立小学校 にお ける民族学級 の誕生 や展 開については、中島(1981)と 松下(2004)を 参照。
曲Eさ ん とMさ んへの 聞き取 りよ り

。
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級 で自由研究や、習字、算数の復習、読書 などの授業が行 われた り、担任教員が対象児童

に民族学級に参加す るように声 をかけた りして、民族学級 の授業が円滑に進む ように試み

られた。実際、対象児童が最 も多かったA校 においては、この時期 に参加児童が100人 近

くまで増加 したというq2}。調査時点において も、当時の方案が実行 されていた。たとえば、

C小 学校の4年 生の2005年 度前期の週 闘予定表をみる と、民族学級の授業が編成 されてい

る水曜 日の5時 間 目には 「勉強会(算 数の復習)」 が、木曜 日の3時 問目には 「国語(読

書)」 がそれぞれ編成されていたq%

4教 室の中の民族学級児童.一 ポジショナ リテ ィとアイデンティティとの葛藤

こうした環境の中で、 自分の出自を公開 した上で、定期的に民族学級に通 うことは、参

加児童 にとっては、何 を意味するのだろうか。彼 らをは じめ、外国人児童には、 まわ りの

児童や先生からどの ような位置性(ポ ジシ ョナリティ)が 付与 されてお り、その位置性は

彼 らのアイデンティテ ィ、す なわち、その場 その場で 自分 をどこにアイデンティファイす

るか を決めるにあたって、 どの ような影響 を与 えているだろ うか。以下、参与観察か ら得

られた民族学級児童が属 しているC小 学校4年 生クラスでの出来事q4)を 読み直すことで、

これ らの問いに対す る答 えを探っていきたい。

4-1強 いられる 「親友」

京都市のD区 に位置 しているC小 学校に民族学級が設置 されたのは1954年 である。2005

年現在、全児童約200人 の うち9人 が 「ルー ッを持つ」 とされてお り、その うち4人(国

籍は、韓国2人 、 日本2人)が 民族学級に参加 している。3校 の中では、対象児童が最 も

少ない学校であ り、参加児童は4年 生 と6年 生 だけであった。4年 生の教室 には、29人 の

児童の中、民族学級 に参加する韓国籍児童2人(在 日韓国人児童Hと ニューカマー韓 国人

児童1)と ニューカマー中国人児童1人(J)の3人(3人 とも女子児童)の 外国人児童

が在籍 していた。 この学年には一つの クラス しかないため、学年が変わって もクラスの児

童たちはそのまま上がることになっていた。

1【"Eさ んへの聞 き取 り
。

q31前期 の4月8日 か ら10月14日 の 間、夏 休み期間 を除 いた24週 の うち、民族学 級の授業は14週 にか

けて27時 間行われた。

q412つ の出来事 に関す る内容は、C小 学校 の民族学級 に通 う1と 、担任教員 のKさ んへの聞 き取 り

の内容に基づいている。
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Hは 、在 日韓国人3世 であ り、3年 生の ときか ら民族学級に通っている。韓国籍の父親

と日本人の母親を持っているが、母親が途中で韓国籍 に変えたため、Hは 韓国籍 となって

いた。1は3年 生の9月 に転校 してきて以来、10月 か ら民族学級に通い始めた。1は 、5

歳の時に韓国か ら日本へ移住 して きたため、調査時点においては、 日本語 には支障がなか

った。4年 生の春 にこの学校 に転校 して きたJが 、 日本に移住 して きたのは3年 生のとき

であ り、 日本語でのコ ミュニケー ションには支障があ ったため、ボランテ ィアの中国人の

先生 と日本語の学習を続けていた。

1が 民族学級 に通い始めてから約4ヶ 月が経 ったある日、 クラスの児童たちか ら 「親友

はだれなの」 と聞かれた。女子児童 たちにとって親友の問題は大 きな関心事であ り、それ

はまわ りの判断 に基づ くよ りは、本人か らの 「親友宣言」 に基づ くものであ った。1は 親

しくなった数人の うちか ら親友 を選 ぼうとしたが、その時、 まわ りの児童た ちから 「○○

○(Hの 下の名前)ち ゃんで しょう」 といわれた。1はHと も親 しくなっていると思 って

いたが、毎 日一緒に下校 している子や、同 じクラブ活動を してい る子たち、同 じ転校生の

立場であって隣の席 に座 っている子 など、親 しみ を感 じていた女の子 は、他 にも何人かい

た。 自分の 「親友決定権」 を先取 られて しまった1は 、「で も、まだ大親友ではない よ」

と答 えることで、小 さい抗弁を した という。

Hや1に とっては、家の位置や通学路、クラブ活動、教室での席、性格や志向、成績 な

どの多様 なアイデ ンテ ィテ ィの源泉があるが、まわ りの児童たちは 「民族」を最優先 させ、

彼 らに対す るポジショナリテ ィを付与 したわけである。「親友」 になるためには、親友 に

なろ うとす る2人 の間に 「自分をどこに優先的にアイデンティファイす るか」 という問題

をめ ぐる共感 と親友であることの宣言が必要 とされる。 しか し、民族学級 に通 う2人 に対

する親友扱 いは、当事者であるマイノリテ ィの間の共感や宣言に基づ くよ りは、 日本人児

童 というマジ ョリテ ィ側の無言の合意、つま り 「同 じ民族であ り、親友であろう」 という

合意が優 先的に働いた結果 として解釈 され得 るだろう。すなわち、それは、ある特定の場

で、マジ ョリテ ィか らマ イノリテ ィに付与 したポジショナ リティと、マイノリテ ィが 「自

分 をまず どこにアイデ ンティファイしようとするか」(そ れは、言い換 えると、あ る特定

の場で、他人によって 自分に優先的に付与 されることを期待す るポジショナ リティの問題

でもある)と い うこととの間の葛藤で もある。 これは 「マ ジョリテ ィ側はよくマ イノリテ

ィ同士の間にもある差異 を無視あるいは軽視 し」、「マ イノリティあるいは非 日本人はわれ

われ とは異な り、彼 ら同士 は類似 している」(鄭 暎恵2003:29)と いう規範の働 きの一面

を見せて くれる。この ように外か ら、 とくにマ ジョリテ ィ側 からマイノリテ ィ側に さりげ

な く行われる位置づけは、マイノリテ ィ児童のア イデンティティの多様性や複合性 を持つ
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ことへの 自由を制限することにもなると考え られる。

4-2括 られる 「外国人=非 日本人」

この クラスの児童たちは、4年 生の夏、2泊3日 の野外学習に出かけた。野外学習にお

いては、い くつかのチームに分けられ、チーム別に行動するようになっていたが、中国人

児童のJが 集 まりの時間に遅れ、同 じチームの児童たちに謝ることになった。この過程で

Jは 泣 き出して しまい、担任教員(Kさ ん、女性)は 事情 を聞 き調べ、解決 を求め ようと

した。Jや チーム員か ら事情 を聞いた担任教員は、「こんなことはJさ んだけの ことでは

ないよ。1さ んも同 じ立場だ し、Hさ ん も一緒で しょう」 という言葉で、Jを 慰めようと

した。 しか し、隣 に立 っていた1は 「私 は同 じじゃない。私なら、そ うしないよ」 と反発

した とい う。

Jが 遅れた理由には、担任教員の指示 を完全に理解で きなかった こともあったことが後

で確認 されたが、担任教員はそれ を言葉の問題 とせず、外国人の問題 として取 り扱お うと

していた。 日本生 まれで、 日本語が第一言語であるHと 、5歳 から日本で生活 し始め、 日

本の幼稚園と小学校 に通ったため、 日本語 にはとくに支障の ない1ま でを含めて、「言語

の問題ではなく、困難なことに会いやすい外国人の問題」として捉 えようとしたのである。

要するに、「日本語での説明が十分理解で きず、打 ち合わせの時間 に遅 れたJの 行動をめ

ぐって、チームの メンバー らの間に葛藤が生 じてい る」 という文脈 において、Jに は 「日

本語が十分 にできない外国人」、「そのため、困難に会いやすい外国人」 というポジショナ

リティが浮上 されてお り、この出来事 とは直接 的な関係のない、他のチームに属 していた

Hと1に も 「外国人」 という位置性が 「突然」に与えられたのである。 しか し、それが1

やH以 外の児童たちにとって も、突然の位置性の付与 と感 じていたかどうかは確認されて

いない。重要なことは、問題の核心である 「日本語が十分にできない」 とい う部分が蒸発

され、「外国人」 とい う境界区分 だけが残 り、その場 にいる外国人児童 らにその位置性が

改めて刻印 されたことである。

しか し、待ち合わせの時 間を厳守 した側 に自分 をアイデ ンテ ィファイしていた1に とっ

ては、いきな りの 「外国人 二非 日本人」 とい うポジショナ リテ ィの付与は、その場での状

況から言い換える と、「ルールを守 らなかった人」 と同 じカテゴリーに括 られるこ とで も

あ り、その位置性を受け入れたくなかった ことが聞 き取 りか らうかがわれた。

以上の事例においては、多元的、文脈依存的であるはずのポジシ ョナ リテ ィが、マ イノ

リテ ィ児童に対 しては(主 にマジ ョリテ ィ側によって)、 単純化、固定化 される傾向があ
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ることがうかがわれた。

5在 日韓国 ・朝鮮人児童のアイデ ンテ ィテ ィの あり方

教員の語 りから

.…民族講師や日本人

本節では、民族講師 と民族学級設置校 に勤 めた経験のある日本人教員の目に映 った民族

学級の児童 たちのアイデ ンティテ ィのあ り方 を検討する。彼 らの語 りへ の分析 を通 じて、

在 日韓国 ・朝鮮人である民族講師たちが他の 日本人教員 との関係の中で経験 した自分 自身

のポジシ ョナ リテ ィやアイデ ンティティをめ ぐる問題、そ して、 さまざまな文脈 における

民族学級の児童たちのポ ジシ ョナリティとアイデ ンテ ィテ ィのあ りようを探ってい く。

5-1ポ ジショナ リテ ィの可変性 とアイデンテ ィテ ィの表出様相

民族講師の経歴5年 目であ り、調査時点でB小 学校の民族講師であったG(女 性、30代)

さんは、幼稚園か ら大学 まで朝鮮系学校 に通 った。卒業後には朝鮮学校の教員 として勤 め

ていたが、家庭の事情 によって京都に引 っ越す ことにな り、その職 を辞めて、京都市の民

族講師という道を選んだ。Gさ んが赴任 してか らの悩みは、民族学級の児童たちが、 自分

が教えていた朝鮮学校 の児童たちとは大 きく異なることであった。 どうして も 「ウ リアイ

ドゥル」(我 々の子 どもたち)と い う感 じが しなかったのである。週2回 のみ民族学級 に

来て、「民族」 を体験す るという、いわば 「パー トタイム ・アイデ ンティテ ィ」の形成環

境 に置かれてい る児童たちとの関係 は、教育者側 も被教育者側 も在 日朝鮮人であ り、互い

に 「ウリマル」(わ れわれの言葉)で 結 ばれてい る朝鮮学校、言い換 えれば、学校 とい う

空間の中で は常時、「民族」 とかかわるとい ういわば 「フル タイム ・アイデ ンテ ィテ ィ」

の形 成環境が提 供 されている朝鮮学校の師弟関係 とは、大 きく異 なっていた。 ときには

「自分が、なぜ この教室(民 族学級の教室)に 来ているのか さえ別に意識 していないよう

な」、「別に私 たち(民 族講師)に も親密感 を持っていないような」様子で もあった とい

う。

Gさ んの語 りは、ポジショナ リテ ィの可変性や文脈依存性 をよく表 している。た とえば、

4節 で取 り上げた事例で もうかがえたように、原学級 の中では、民族学級の児童に 「非 日

本人」、「在 日韓 国 ・朝鮮人」、「外国人」 というポジショナ リティが よく付与されるが、民

族学級の中では、 とくに民族講師は、「民族意識が薄い」、「民族的アイデ ンテ ィテ ィが ま

だ形成 されていない」存在 として映ることが、Gさ んの語 りか らもうかがえた。
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また、Gさ んの以下の語 りからは、民族学級 に通 う児童の アイデ ンティティの表出様相

がうかがわれるが、そこでは、児童た ちがその場その場で自分のどのような行動が 自分の

ポジショナ リティにどのような影響 を与えるかを事前 に意識 し、行動 していることが示 さ

れている。

民 族学 級 で は、 子 ど もた ちの名 前 を韓 国 ・朝鮮 名 で 呼 んで い ます 。 普段 は、 日本 名 を使 う子 た

ちが ほ とん どです が 。 民族 学 級 の授 業 が始 まる と、 子 ど もた ち に 自分 の韓 国 ・朝 鮮 名 を紹 介 す る

よ うに してい ます 。授 業 中で も、 韓 国 ・朝 鮮 名 を使 い ます 。 最初 は ち ょっ と恥 ず か し く思 うよ う

な様 子 も見 られ ます が、 す ぐ慣 れ るみ たい です 。 … あ る 日、私 が 学校 の 廊 下 で民 族学 級 の児 童 一

人 を見つ けて 、無 意 識的 に韓 国 ・朝 鮮 名 で、 その子 の 名前 を呼 び ま した。 す ると、戸 惑 っ たの か、

聞 こえな かっ たふ りを して い ま した。 まわ りに は何 人か一 緒 にい たん です ね"%

以上の語 りは、民族学級の児童が民族学級 に通 うことにより、少な くとも学校の中では

自分の民族的出 自が公表 されていることを認識 していなが らも、民族学級の外の空間にお

いては名前の問題 を含めて、その中での出来事や授業内容な どを話すこ とに対 しては違和

感を抱いていることを表 しているq6)。

これ と類似 した事例は、C小 学校 にもあった。C小 学校 の民族学級 に通っている4年 生

の児童Hと 同 じクラスに属 している3人 の 日本人児童 に対す る簡単な質問紙調査 を行った

結果、「民族学級について知 っていることを書いて くだ さい」 とい う質問に対 して、一人

は、「Hさ ん(民 族学級 の児童)か ら、Z先 生(民 族講師)は 秘密 をよく守 って くれる人

だと聞いたこ とがあ る」 と答えた。後で話を聞いた ところ、その秘密 とは、主 に在 日韓

国 ・朝鮮人児童の家庭での民族 とかかわる経験について話 した こと、具体的には韓国 ・朝

鮮の伝統衣装 を着た写真を民族講師に見せたことであった。

それでは、民族学級の児童が持つ違和感はどこか らきたのだろうか。 なぜ、 自分が在 日

韓 国 ・朝鮮人であることをみんなに公表 しなが らも、民族学級 で話せ ることと原学級 で話

せ ることを分けているのだろうか。京都市以外の地域ではあるが、民族学級が設置されて

い る4校 の小学校に勤めた経験のあ る日本人の元教員0さ ん(男 性、60代)の 以下の語 り

はこの問いかけに対する一つの見方を提示 している。

ll512005年6月10日 と17日 に聞 き取 り
。

q61但 し、この語 りは、民族 講師Gさ んの 目を通 じて、再構 成 された側面 を持 ってお り、児童 本人の

語 りで はないため、 ポジ シ ョナ リテ ィとア イデ ンテ ィティの直接的 な関連 を表す とは言いに くい という限

界 を残 してい る。
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教 職 員が 民族 学 級 で子 ど もた ちが学 んで きた こ と、 と くに小 学 校1、2、3年 生 の低 学 年の 子

ど もた ちが 、 ソ ンセ ンニ ム(「 先 生」 を表 わ す 韓 国 ・朝鮮 語)に 「Oト叶(>1調(ア ヤ オ ヨ)」(韓

国 ・朝鮮 語 の母 音 の一 部)を 教 えて もらった り、 本 当の 言葉 をね。(在 日韓 国 ・朝鮮 人児童 が民 族

学級 で)牛 乳 は 「♀ 弁(ウ ユ)」 だ とか教 えて も らって 、教 室(原 学級)に 帰 っ て きて、 「○○ 先

生(担 任 先 生)、 今 日、○ 先生(民 族 講 師)に 言 葉 を教 えて も らった よ。牛 乳 っ て、 ♀ 弁(ウ ユ)

とい うの よ」 とか 。給 食 の と きに 「牛乳 は ♀ ♀(ウ ユ)と い うの よ」 といい ます ね。6年 生 く ら

い に な った らまわ りを こ う振 り回 して そ ん ない うよ うな こ とは 少 ない です け ど。 そ の と きに まわ

りの子 ど もた ちが 、 「あ いつ 韓 国語使 う」 とか、 民族 学 級 で学 んで きた こ とを否定 的 に捉 え た りと

か 、 あ るい は 笑い の 対象 に した りす る とか。 そん なふ うに な る学 級 の雰 囲気 は、先 生 が 言葉 を取

り上 げて 、 「そん な こ と勉 強 して きたの」 とか 、 「牛乳 を ♀ 弁(ウ ユ)と 韓 国語 で 言 う ら しい よ」

と取 り上 げる ので あ れ ば、 か らっ と変 わ ります ね 。韓 国の歴 史 とか言 葉 とか勉 強す る こ とが 自分

た ちの 日本 の 勉強 だけ で な くて韓 国 の こ と も学 ん で 、す ご く知 識 が 開 いて い くとか、 自分 の世 界

が広 げて い くとか 、 そ うい うふ うに なれ ば 、子 どもた ちの意 欲 は本 当に変 わ ってい くんです ね"%

0さ んの語 りは、民族学級 に通う児童のアイデ ンテ ィテ ィの表出様相 は、原学級 におい

て、 自分 にどの ようなポジショナ リテ ィが、だれから、 どの ような色が塗 られて与えられ

るか によって大 きく変わることを表わ してお り、ポジショナ リティの付与のプロセスに、

非対称的な権力関係 一 それは民族的マジ ョリテ ィとマイノリティとの関係だけでなく、

教員 と児童 との関係 も含 まれるが が内在 していることを示 している。 この点は、今

後、学校 の教員(そ のほ とんどはマジ ョリティ側 に属するが)と マ イノリティ児童 との関

係を考える際に大 きな示唆点 を与 えて くれると考え られる。

5-2日 本と韓国 ・朝鮮の共存 をめぐる違和感 と相反性

1970年 代半 ばに民族講師にな り、調査時点においてA小 学校で教えていたEさ んの語 り

は、在日韓国 ・朝鮮人へ のポジショナ リティと自分 自身のアイデンティティの間の乖離 と、

児童たちのアイデ ンティテ ィの表出様相を表 している。

留学生 として来 日し、在 日韓国 ・朝鮮人社会で はエリー トであった祖父、そ して 自営業

をして経済的に成功 した父親 を持つ彼女は、裕福 な家庭で育て られた。Eさ んは、朝鮮系

の小学校 と、 日本の中 ・高校 を経て、日本の大学 を卒業 した後、京都市の民族講師 になっ

た。1970年 代半ばには じめて赴任 した時、学校側や 日本人教 員は、民族学級 にほ とんど関

心がなかったという。関心を示 したとして も、それは 「朝鮮 人、かわいそう」 という同情

に近いものであった。経済的にも余裕のある家庭で育て られ、大学教育 まで受けた彼女は、

q7[2006年10月3日 に聞 き取 り。
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同情に しか見えない 「関心」 をどうして も感謝の気持 ちで受け止めることがで きなかった

という。こうした関心に対 して彼女が示 した消極的な反応 は、せっか く得た日本人教 員の

関心 を冷やす ことにもなった とい う。それは、民族講師であるEさ ん自身のアイデ ンティ

テ ィ(民 族的なアイデ ンティティだけでな く、よ り総合的 なアイデ ンテ ィティ)と 、彼女

自身が属 している集団で もある 「朝鮮人」 とい うポジショナ リティとの乖離の表れでもあ

り、民族講師らが抱えていた ジレンマで もあった。

こうしたEさ んの目に映 った、今 日の民族学級の児童たちの特徴の一つは、在 日韓 国 ・

朝鮮人の歴史を祖父母や親に限るこ と、つ まり、 自分 とは無関係なことだと思い込むよう

な傾向である。

民 族学 級 で、 なぜ 朝 鮮 入 が 日本 に た くさん暮 らす よ うに な った のか 、植 民 地 の歴 史 な どを説 明

す る と、子 ど もた ちは 「え、 お祖 父 さ ん、 か わい そ うだっ た ね」 とい う反応 が 出 て き ます。 と き

には、 「あな たた ち は どこの 人 だ と思 う」 と聞 くと、 「京都 人 で し ょ う」 と答 え も出 て き ます 。 「そ

れ も もち ろん そ うだ け どね 。 じゃ、 お 祖 父 さん は どこ か ら来 た と思 う」 と聞 くと、 「朝 鮮 か な」、

「韓国 か な」 とい う程度 の反 応が 出 て きます。

この語 りか らみる と、今 日の民族学級の児童 たちは、 自分の出自が朝鮮半島にあること

と向き合わずに、生 まれ育 った ところとしての 日本あるいは京都 に対す る親近感 を抱 いて

い るように も見える。 ところが、疑問 として残るのは、なぜ 「日本人」ではな く、「京都

人」 と答えたかである。つ まり、在 日韓国 ・朝鮮人児童のアイデンテ ィテ ィとかかわる様

子 について、民族講師への聞 き取 りの過程で うかがえたのは、「自分の民族的出 自として

の朝鮮」 と 「生 まれ育ったところとしての京都 あるいは日本」 とい う二つの事実が 自分の

中で共存することに対する一種の違和感を表 していることであった。 その違和感 は、在 日

韓国 ・朝鮮人 としての民族的アイデ ンテ ィティを持つ こと、あるいはそれを積極的に表現

す ることが、生 まれ育った親 しみのある日本あるいは京都への感情の表出を抑圧するよう

な、逆に言 えば、 日本へ の親 しみの表れが自分の民族的出自をめ ぐる意識を抑圧するよう

な、一種の 「相反性」でもある。だからこそ、子 どもたちは、あえて 「日本」か ら 「京都」

を切 り離 し、「京都人で しょう」 という迂回路 を選んだのではないだろうか。

6お わりに

本稿では、京都市立小学校における民族学級 の位置づけや特徴 を概観 し、そこに通う児

童たちのアイデンテ ィテ ィの問題 をポジショナ リテ ィの視点か ら検討 した。その結果、次
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のようなこ とが観察された。

まず、第一 に、公立学校の中では民族あるいは国籍が強 く意識 されてお り、民族学級に

通 う児童たちには、民族 ととくに関係のない文脈においても 「同 じ民族、同じ国籍者」 と

して括 られ、それに基づ く位置性が付与 されることが うかがわれた。正課授業中に授業が

行われる3校 における民族学級は、放課後や学校外で授業 を行 う場合 と比べて、顕在性が

はるかに高いため、 より効果的に在 日韓国 ・朝鮮人児童の民族的アイデ ンティティをめ ぐ

る承認効果をもた らすことが期待できる環境でもあろう。 しか し、以上の事例か らは、多

様 な場面 における在 日韓国 ・朝鮮 人児童のポ ジショナリテ ィやアイデ ンテ ィテ ィの多様

性、重層性 が制限され、固定される可能性が うかがわれた。ポジショナ リティは文脈依存

的であ り、それゆえ、流動的であるが、生活世界におけるこの ような固定化傾向は、結局、

アイデ ンテ ィティの多様性、重層性、複合性 を抑圧す る結果を生み出すことになる。ただ、

この ような現象が、 なぜ生 じるのかについては十分な注意を払 う必要があろう。民族学級

の存在や 「抽出」 とい う授業方式か ら生 じる問題なのか、それよ りはむ しろ 「差異の承認

をめ ぐる不連続性の予期」(竹 ノ下1999:59)の 問題、つ まり民族学級の外側 に出ると差

別される局面が偏在する とい う認識や環境か ら生 じる問題 なのかについては、今後、よ り

慎重な検討が必要であろ う。

第二に、民族学級の児童の中では、民族学級の内側 と外側における自分に付与 され得る

ポジショナ リテ ィを認知 してお り、民族学級 に通 うことにより、 自分の民族的出自が公表

されていることを認識 していなが らも、学校内の民族学級の外の空間においては、名前の

問題を含めて、その中での出来事や授業内容などを話す ことに対 しては違和感を抱 いてい

ることが観察された。たとえば、民族学級で韓国 ・朝鮮 名で呼ばれていることに慣 れてい

たように見えた在 日韓国 ・朝鮮人児童が、ほかの児童たちに囲 まれている学校 の廊 下の よ

うな空間、すなわち、民族学級の外の空間においては、民族講師か ら韓国 ・朝鮮名で呼び

かけて も反応 を見せ ようとしない ことや、民族学級 の中で民族講師 と交わされた自分の出

自とかかわる会話の内容 を秘密 にした り、原学級では民族学級でのことをなかなか話 さな

かった りしていた。 ここで、注 目したいのは、流動的、複合的であるはずのマイノリティ

児童のポジショナ リテ ィを固定的な もの としてマ ジョリティの児童側 に伝達する媒介者 と

して も、そ して異なる位置性 をめ ぐってマ イノリテ ィ児童が抱 く違和感を和 らげる弛緩者

としても、原学級における担任教員 一 そのほ とん どはマ ジョリティ側 に属するが 一 の役

割が重要であるということである。

第三に、民族学級 に通 う児童たちは 「自分の民族的出 自があるとされている朝鮮 ・韓国」

と 「自分が生 まれ育 ったところ としての 日本あるいは京都」の共存 をめ ぐる一種の緊張感、
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違和感が表れていた。韓 国 ・朝鮮に民族的出自を持つ民族学級の児童が、この二つの事実

をめ ぐって違和感を表わす ことについては、今後、歴 史的な背景 を踏まえた上で、より慎

重な考察が必要であると考えられる。

最後に、在 日韓国 ・朝鮮人児童が、このような違和感 を減少 させ、ポジショナ リティの

固定化への圧力から逃れ、多様な源泉に 自分を自由にアイデ ンテ ィファイできるためには、

どのような環境が必要であるかについて若干の考察を行い、結論に代えたい。その一つ の

道 として、公教育制度、公教育現場における民族や国籍が人間区分の基本条件 として前提

されていることに対す る見直 しが必要であろう。具体 的には、そのオル ターナテ ィブとし

て地域性 やシテ ィズンシップな どの ような概念を公教育の制度や現場に取 り入れることが

考え られる。すなわち、公立学校 とい うパブ リックな空間における教育は、学区あるいは

学校内で一定比率 を占めている定住外国人、ひいてはほかの外国人までを視野 に入れた弾

力的な取 り組みが必要であろ う。 なぜ な ら、民族学級 のように顕在化 された取 り組みは、

マ イノリティ児童に対する一種 の承認効果を生み出し、抑圧されない、 より自由なアイデ

ンテ ィテ ィの形成環境の提供 を向けた一歩 を踏み出す ことにな り、マ ジョリティ側の児童

たちにも人権や多文化共生への理解を促せる結果をもた らすことになるからである。 この

点は、「在 日韓国 ・朝鮮 人の友人や知人がいる人ほど人権意識が高い」 とい う、京都市民

を対象 として行われた 「京都市人権問題 に関する意識調査」の結果か らも裏付 けられてお

り(世 界人権問題研究センター2002:9-15)q81、 こうした観点からみ ると、 より確実に顕

在化す る形である 「抽出形態」を採用 している京都市の市立小学校 における民族学級の事

例は、定住外国人の教育問題やアイデ ンテ ィティ形成をめ ぐる問題を考える際に、大 きな

示唆点 を与えて くれる。
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The Identity and Positionality of Korean Children 

in Japan: A Case Study of Minzoku Class in Public 

           Schools in Kyoto City

Tae Eun KIM

     This paper aims to examine the identity of Korean children in Japanese public 

schools, focusing on their relationship with other people on the "majority" side (that is 

the Japanese children and teachers), and the positionality given to the Korean 

children in the school. I carried out a research on three Japanese public elementary 

schools in Kyoto city in which special classes called Minzoku class are held for ethnic 

Korean children. They are learning subjects such as Korean language, history, music, 

art and so forth, taught by Korean teachers in a separate classroom during the school 

hours. 

     I focused on the following two questions. Firstly, what kind of positionality has 

been selected (or ignored) and given to the Korean children attending Minzoku class in 

diverse situations and contexts by the Japanese children and teachers? Secondly, how 

have the Korean children been responding in the process of being given a kind of 

special positionality, sometimes being positioned as "foreigners" ? 

     The below is a summary of the main findings. 

     First of all, the Korean children attending Minzoku class have been given a 

special positionality by the majority side. In other words, they have been positioned as 

some kinds of special children, not simply as "foreigners" but as non-Japanese, or "not 

the same as us". Furthermore, the teachers and children on the majority side have 

been strongly conscious of the nation and nationality of not only the non-Japanese 

children but also their own, even in situations when nation or nationality is not 

necessarily needed to be concerned. Secondly, I found that the Korean children have 

been conscious of their own positionality selected and given by the majority side, which 

means that they have identified themselves as non-Japanese, though not necessarily 

as Korean. At the same time, however, sometimes they feel uncomfortable in the 

situation that their positions, despite having various realities, tend to be converged on 

nationality terms. Finally, I pointed out that the teacher's role in the class is crucial to 

mitigate these minority children's uncomfortable feelings.
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