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アメラジアン・スクールからみる

新しい公共性の創出

渋谷真樹

｜はじめに

教育は、個人の可能性を開花させる私的財であると同時に、次世代を育成する公共財でも

ある。公費によってまかなわれ公的関与のもとにおかれる公教育は、歴史と社会によって異

なる、と堀尾(2000)は述べる。それとともに、公共的なもの､すなわち公共性も再検討を迫

られる。堀尾は、今求められる公教育は、人権を制約しつつ国が管理統制する国権論的なも

のでも、市場原理のもとで教育を商品化することでもないと主張する。彼は、一人ひとりの

参加を通し、「人権と親和的な」（堀尾、2000,151頁）新しい公共性を創り出す可能性を、公

教育に託している。

では、現行の日本の公教育は、今なお十分な支持を得ているのだろうか。たとえば、13万

人を越す不登校児の存在や、次々と設けられるフリースペースやフリースクールという学校

以外の育ちや学びの場は、むしろ、従来の教育の破綻を象徴するものとして語られている。

現在では、不登校を学校の「現状に対する告発」（渡辺、1983,18頁）と見なすだけでなく、

ひとつの選択として承認すべきだとの主張（『笑う不登校」編集委員会編1999など）すら出現し

ている。それに対して政府は、条件付きながら容認の姿勢を示しつつあるように見える(1)。

こうした状況を、菊地・永田(2001)は、教育の公共性を根源的に再構築する契機と見な

す。そして、フリースクールなど「オルタナテイブな学び舎」の実態調査から、複数の公共

圏が存在することを確認し、そこから、市民の自発的で積極的な教育への参画、規則制定へ

の子と§もの参画、理念・目標の開放性など、多元的な公共性が生成する可能性を描き出して

いる。しかし、オルタナテイブな学びの承認はいまだ萌芽的な動きであるし、これを社会統

制の網の目がより細やかに張りめぐらきれてきた兆候と読む立場（樋田、2001)もある。現代

日本の公教育の限界と可能性は、個々の文脈の中で慎重に見定めていかなくてはならない。

そこで、本稿では、沖縄の「二つの文化を背景にもつ子どもたち」に対して「ダブルの教

育」を与えるために母親たちが創設したフリースクール、アメラジアン・スクール・イン・

オキナワ（以下、AASO)を取り上げ、それが従来の公教育に挑戦し、新たな公共性を求めて

模索するさまを明らかにする。AASOは、国権論的な公教育にはなじみにくく、現行の学校

教育制度からははみ出しやすい、多文化的な生育歴や生活環境をもつ子とゞもたちのニーズに
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応えるべく、市民が支援している無認可の学びの場である。「公の性質をもつもの」(2)とさ

れる学校が、マイノリテイを排除して、不利な立場を押し付け続けているとすれば、公共性

をめく､る新たな合意が形成しなおされなくてはならないだろう。本研究では、市民が試行錯

誤しつつ繰り広げてきたマイノリテイ教育が、これまでの公教育にひびを入れ、新たな公共

性を創出する可能性を追及していく。

なお、筆者は、異文化間教育に関心をもつ研究者として、また、マイノリテイをサポート

する一市民として、AASOを訪問したり、関係者の話を聞いたりしてきた。それにより、

AASOが学校の内外の多様な現実に直面しながら、日々新たな状況の中で進展し続けている

さまを垣間見てきた。そこから、マイノリテイのエンパワーメン卜や権利獲得運動に特有の、

現実的な対応や柔軟な戦略を見出すこともある。しかし、筆者は、それらを一時点から断定

的に判断すべきだとは考えない。むしろ、今ここにいる子どもたちのニーズに応じて、限ら

れた資源の中から、手作りの教育を編み出してきた人々の責任感と行動力を評価し、長期的

な発展を期待したい。そこで、本稿では、限界や矛盾をも抱えた現在進行形の教育実践より

は、すでに活字として公表されている資料をもとに、AASOの公的な見解や理念を考察する。

また、保護者やより活発な支援者たちによる運動の中心からの発言はすでにあるので（照本

編、2001など)、筆者は、より距離をおいた立場から、公教育や公共性を逆照射するものとし

てAASOを論じていく。

llアメラジアンとはだれか

米軍基地を置くアジアの各地の女性と、直接・間接に軍に関係するアメリカ人の男性との

あいだに生まれた子どもたちは、アメラジアンと呼ばれている。日本では、在日米軍基地の

75％が集まる沖縄を中,L､に、そうした子どもたちが存在している(3)。

アメラジアンという呼称は、だれがだれを指してどんな目的で用いるのかによって、さま

ざまな作用を及ぼしうる。それは、差別や排除の手段にも、結束や連帯の旗印にもなりうる。

そもそも、それは、ベトナム戦争を機に誕生した子どもたちを、不利益な状況から救済する

ために使用された用語であった。沖縄においては、当事者たちによって積極的に用いられる

呼称である(4)。そこでは、一般には聞きなれないこのカタカナ語が、新たな意味と位置を主

張するために、主体的に選ばれている。したがって、本槁でも、この用語を使用しつつ、

彼／女たちの自主的な教育活動を見ていく。

他のマイノリティ・グループと同様に、アメラジアンも、否定的なステレオタイプに苦し

んできた。自身がアメラジアンであるフィールド(1994,49頁）は、「混血児とは、セックス

そのものの具象化以外のなにものでもない」と言う。さらに、彼女は、「戦争がもたらす混

血児は、支配としてのセックスを刻印されているがゆえに、いっそう不快であると同時に好

奇心をそそりもする存在なのだ」と指摘する。アメラジアンという存在は、第二次世界大戦

中から現在に至るまで、沖縄がアメリカから被りつづけている被害や屈辱を連想させる(5)。

さらに、アメラジアンには、しばしば現実とは無関係に、その母親を性的な対象、しかも、
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結婚のように社会的に承認されやすい関係とは別の、忌むべき対象とするまなざしが向けら

れがちである。帝国主義とジェンダーとが複雑に交錯する地点に浮かび上がってくるのが、

アメラジアンという存在なのである。

一方で、アメラジアンには、近年の有名人の活躍やマス・メディアでの報道により、「国

際的j、「ファッショナブル」といった肯定的なステレオタイプも付されてきた。しかし、マ

ーフイ重松(1994)は、こうしたまなざしは、必ずしも実態と適合せず、個人を見ずに集団

として捉えるという過ちを犯している、と指摘する。戴(1999)は、アメラジアンの女性へ

のインタビューから、彼女が子ども時代に自分の髪の色や目のかたちを嫌悪して、他の日本

人と同じようになりたいと思っていたこと、英語が話せなかったために自分がアメリカ人だ

とは思えなかったこと、自分はみんなとはちがって特別だと信じようとしながらも、劣等感

を払拭できなかったことなどを聞き出している。

多くのアメラジアンは、複数の文化がぶつかり合う中で自らの位置を問われる状況に、い

やおうなく置かれる。戴(1999,246～260頁）のインタビューした女性は、「日本人として受

け入れてほしい｣、「日本人じゃない｣、「日本人なんだ」などと思い巡ったのちに、「エスニ

ック・バックグラウンドとかいうよりも、自分自身が大切だ」と思えるようになり、その上

で、「日本で育ったから日本人だ」と「自分のチョイスで」宣言するに至る。そんな彼女が、

一度アメリカ国籍を返上して得た日本国籍を、「とてもじゃないけどあっさり」「捨てられな

い」というとき、その言葉は重い。また、フィールド(1994,337頁）は、次のように述べる。

生まれたときからアメリカ合衆国大使館発行のパスポートをもち（その国にはのちになるま

で足を踏み入れたことはなかった)、幼いときから日本政府の要求で外国人登録カードに指紋

を押させられて（そこが唯一、私の知っている国だった)、私ははやくから、国民国家と呼ば

れるしろものが人の心に訴える力についてある種の猜疑心をもつようになっていた。

「学校ではアメリカの子どもたちに、家では日本の子どもたちに、なにかにつけて彼らとの

ちがいを笑われていた」彼女を慰めようとして母が言った「どの国の市民権をもつかつてこ

とが、と．うしてそんなに大事なのかしら？」という反語は、「コスモポリタン的社会で平和

な繁栄する時代に生きている人々についてなら」おおかた正しいと、フィールドは言う。し

かし、彼女が鋭く指摘するとおり、「文明は贄沢品」なのだ。いまも多くのアメラジアンが、

こうした多文化的な状況の困難さを、自分たちなりの文脈の中で経験している。彼／女たち

の経験に着目し、彼／女たちが日本の社会に向けて発している声を、注意深く聴き取る必要

がある。

Ⅲアメラジアンの教育

(1)アメラジアンと既存の教育

沖縄のアメラジアンは、外見的な特徴や生活ぶり、言語の使用状況などが他の多くの日本

94



アメラシアン・スクールからみる新しい公共性の創出：渋谷

人とは異なる場合があるが、現に日本社会で生活し、これからも日本との関係を保とうとす

る存在である。また、彼／女たちの多くは、日本国籍を有し、将来も日本で生活しようとし

ている。しかし、現実には、日本の公教育機関で、アメラジアンの十全な学びの場が保障さ

れているわけではない。たとえば、アメラジアンは、外見的なちがいや、他の日本人がもつ

アメリカに対する両義的な感情から、いじめの被害にあいがちである(6)。また、生活歴や学

習歴から、日本語での学習が困難な子どももいる。さらに、英語力を獲得しないと、父親と

疎遠になったり、周囲の日本人に白眼視されたり(7)しかねない。そもそも、日本という国家

を絶対視する国民教育は、アメラジアンにはそぐわないばかりか、しばしば彼／女たちに居

たたまれない思いをさせている(8)｡

かといって、すべてのアメラジアンにアメリカ式の教育や英語での学びが保障されている

わけではない。基地内学校(9)は、米軍人およびアメリカから派遣された軍属の子どもに対し

ては無償であるが、それ以外の場合は、年間約$12,000の学費が必要となる。英語教育とし

ては、他に、アメリカ認可のインターナショナル・スクールや無認可のフリースクール、ホ

ーム．スクーリングがある。しかし、こうした教育を受ければ、日本での進学や就職に不利

になる。また、アメラジアンにとっては、日本語のみでの日本の国民教育が不適切なように、

英語だけのアメリカ人養成の教育も不十分である。

このように、アメラジアンはしばしば、日米どちらの教育においても満足いく学びが得ら

れにくい。それどころか、どこにも学びと育ちの場を見つけられない子どもすらいる(10)。

使用する言語から教育の最終目的まで、従来の教育では応えきれないアメラジアンに特殊な

ニーズに対応するために、独自の教育を生み出す必要が出てきたのだ。

(2)AASOを支えるコミュニティ

アメラジアンのための教育機関が切実に求められるようになった直接のきっかけは、1997

年4月に沖縄のインターナショナル・スクールで異臭ガスが発生し、通っていたアメラジア

ンの学びの場が奪われたことだった。これまで英語で学習してきた上に、いじめの話などを

聞き、日本の学校には行き渋る子どもたちを前に、同年11月、母親たちが集まって「アメラ

ジアンの教育権を考える会」を発足する。会はまず、行政機関に対して、公立のインターナ

ショナル・スクールや国際児クラスの設置や、基地内学校に通わせるための支援を求めた。

この会が、当初からアメラジアンの教育を公的な問題として位置付けようとしていたことは

重要である。しかし、そうした要求は、一笑に付されたのみであった(11)。

そこで、1998年6月に5人の母親が共同出資して沖縄県宜野湾市に設立したのが、アメラジ

アン・スクール・イン・オキナワである。13人の子どもたちとともに開校したAASOは、

2001年3月には、幼稚園から中学生まで50人が学ぶ場へと成長している。設立当時のことを、

代表者のセイヤーは、「なかば見切り発車のような開校であったが、日々成長している子とﾞ

もたちを目の前に、行政が重い腰を上げるのを待っている時間はなかった」と回顧している

(セイヤー、2001,93頁)。アメラジアンに新たな居場所を与えたのは、従来の国民教育の枠を

越えようとしない行政ではなく、子どもの窮状に直面した大人たちであった。

金子・鈴木・渋谷(2000,157～161頁）は、コミユニテイを、居住する物理的空間を共有す
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る所与のローカル．コミュニティと、ビジョン、価値観、関心などを共有する人たちが自発

的に組織するテーマ．コミュニティとに区別する。そして、今日の教育改革の中で注目され

るコミュニティ．スクールを、生活空間と歴史、資源の他に、教育についての考え方やビジ

ョンを共有する人々、すなわち、「ローカル．コミュニティにテーマ・コミュニティが重な

り合ってできたコミュニティ」によって成立する学校として構想している。さらに、金子ら

は、コミュニティ．スクールを創設する過程の中で、ローカル・コミュニティを再興してい

く可能性をも考えている。

AASOは、子どもの学びの場の確保という問題を抱えた当事者市民である、アメラジアン

の母親によって創設され、運営されている(12)。ただし、AASOへの援助活動を行う「アメラ

ジアンの教育権を考える会」は、1999年2月以降、広く市民に開かれた組織となっている。

会員は、退職教員、大学教員、学生、記者、議員などで（アメラジアンの教育権を考える会、

1999)、2001年3月には400人を超えている（野入、2001)。これらの人々は、「アメラジアンの

教育権の確立」という目的（｢アメラジアンの教育権を考える会」会則より）に賛同するテーマ．

コミュニティである。

AASOを支えるテーマ・コミュニティは、次のような特徴をもつ。まず、現行の日本の公

教育制度を絶対視していないことである。その背景には、対象としている子どもの中に、過

去にアメリカで暮らしたり、日本のアメリカン・スクールに通ったりして、そもそも日本の

学校教育からはずれていた者が少なからずいることが挙げられる。また、外国の学校やホー

ム．スクーリングに身近に触れるなどして、日本の教育制度以外に具体的な教育のイメージ

をもっている会員がいる(13)。そして、多文化社会に関,し､をもち、多様性を積極的に認めよ

うとする者が多いと考えられる。中には、教育や法律の専門家として、オルタナティブな教

育を理論的に支持できる会員もいる。

また、アメラジアンをひとつの「エスニシテイ」と捉える母親の語り（与那嶺、2001,65頁）

に象徴されるように、国籍や外見、生活歴のちがいなどから、アメラジアンを固有の集団と

みなす意識が強い。そのため、子どもを今ある日本の学校に適応させようとするよりは、ア

メラジアンにはアメラジアンのための教育が必要である、という発想が浮上してくる。「ア

メラジアンの教育権を考える会」は、同化ではなく、異なる権利を主張しているのである。

AASOを支援するコミュニティのもうひとつの特徴は、市や県、文部（科学）省や首相など、

行政に対して積極的に要請し、自分たちの教育を公教育の中に位置付けようとしてきたこと

である。たとえば、1999年3月5日付の文部大臣宛ての「国際児の教育権の実質的保障に関す

る要請」には、国際児が「容姿による差別や「いじめ」にあうことなく、学ぶ喜びや友達と

交流することの楽しさを実感できるような教育環境づくりを、公教育制度が担うべき重要な

課題として位置づけ、学校教育の中に実現」することが盛り込まれている。

このように、AASOは、一方で、アメラジアンという集団の固有性を主張し、日本に既存

の教育制度からは自由な独自の教育を練り上げながら、同時に、公教育の内側に位置付こう

とする、二重の動きを続けてきたのである。

ところで、「アメラジアンの教育権を考える会」はテーマ・コミュニティであり、学校が

位置する沖縄県宜野湾市のローカル・コミュニティとは重なりつつずれていることは重要で
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ある。AASOの子どもとその母親たちは、沖縄の宜野湾市およびその周辺の地域住民である。

しかも、それは、在日米軍基地の75％が集中する沖縄、中心部を普天間基地に切り取られた

宜野湾市という特殊性をもつローカル・コミュニティである。野入(2000)は、この特殊性

を根拠に、アメラジアンの教育が、個人的ではなく社会的な問題であることを主張する。し

かし、米軍基地が日本の土壌に浮き上がって存在しているように、アメラジアンとその家族

もまた、地域の中に完全に馴染んではいない。つまり、ローカル・コミュニティでは、「ア

メラジアンの教育権の確立」についての十分な合意が成立しているとはいえないのだ。

外国人教育がしばしば、地域住民ではなく、地域との関係が希薄な「外部者／よそ者」の

ボランティアによって支えられているという宮島・鈴木(2000,175頁）の指摘は、アメラジ

アンの教育を考える上で示唆的である。アメラジアンが強く地域的な特殊性を帯びながら、

それゆえに地域から排除されてしまいがちな存在である点に、その教育を公のものとして地

域に認知させていくことの難しさがある。AASOを、特殊な人々への補償教育としてではな

く、多文化社会を担う次世代の養成として積極的に社会の中に位置付けていくためには、

｢アメラジアンの教育権を考える会」というテーマ・コミュニティがより深くローカル・コ

ミュニティと連携し、多文化化した新しいコミュニティを創り上げていく必要がある。

(3)AASOの公的要求

先に、「アメラジアンの教育権を考える会」は、アメラジアンの教育が公的なものである

ことを主張し、積極的に行政機関と交渉してきたことを指摘した。佐久間（2000）は、外国

人の子どもたちには、民族教育を受けるといったエスニックな権利と、社会の主流に参入す

るというシヴィックな権利があると整理する。たとえば、在日韓国・朝鮮人は、前者を根拠

に民族学校を運営してきた。近年では、日本人市民と共生しつつ日本に永住しようとする傾

向が強まり、民族学校においても後者が強調され、公的な補助とその充実、大学受験資格の

付与などが求められていると言う。また、より根源的には、民族学校を「学校教育法」第一

条の定める「学校」（以下、「一条校｣）ないしはそれに準じるものとして認めさせようという

動きも生じている。

AASOもまた、エスニックな権利に基づいて、アメラジアンのための固有な教育を創り出

してきた。同時に、行政機関に対して、シヴイックな権利を訴えてきている。そこで、次に、

AASOが日本の行政機関に対して、学歴保障と財政支援をどのように訴えてきたのかをみる。

そこから、AASOが公教育として認められうるのか否かを考えていきたい。

①学歴保障

現に今、日本に住み、将来的にも日本で生活する公算の大きいアメラジアンにとって、日

本での社会生活のためにも、高校進学や就職の選択肢を増やすためにも、日本の学力や学歴

は重要である。特に、日本の義務教育の卒業証書がもつ意味は大きい。しかし、現在AASO

は「一条枝」としては認められておらず、卒業認定ができない。そこで、AASOは、文部科

学省が不登校児に対して認めている「民間の教育施設」として運営し、「公立学校に学籍を

置き当校に通い学習する形態をとる」という「法的位置」を取っている。すなわち、卒業証
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書は、当該の子どもが「不登校」をしている、学籍のある学校から得るのである('4)。「本校

はアメリカンスクールではなく、我が国の義務教育制度を前提とするため、学習スケジュー

ルは公立学校に準ずるもの」であり、子どもが「日本の公立学校に復帰することを拒否し」

ないという公式表明は、「民間の教育施設」としての要件を意識しているだろう。さらに、

AASOでは、文部科学省の検定教科書を使用しながら算数や社会などを日本語で学び、公立

学校に通う子どもたちとも交流することが構想されている（｢学校案内」より)。

これらを受けて、1999年9月、宜野湾市の教育委員会がAASOを「民間の教育施設」として

認めたのをはじめ、近隣の市も、次々にそれに従っている。2000年3月には、AASOに通って

いた生徒に初めて公立中学の卒業認定が出され、2001年3月には、初の公立高校への合格者

が出た。こうして、アメラジアンの学歴保障は徐々に達成されてきている。

しかし、「我が国の義務教育制度」や「日本の公立学校に復帰すること」を消極的ながら

も受け入れることで「民間の教育施設」として認められ、公立学校経由で卒業資格を得ると

いう変則的な対応に、AASOが完全に満足しているわけではない。セイヤーは、「日本国籍を

逆利用し、自ら不登校となり義務教育の保障を得る選択は、教育権をめく．る運動のゴールで

はけっしてなく、現実的対応でしかありません」と言う（アメラジアンの教育権を考える会、

2000年)。それは、ときを待たずに成長していく子どもたちに、とりあえずは既存の枠組の中

で最大の可能性を与える、次善の策である。本来は、AASO自体が「一条校」として認可さ

れるなどして、卒業認定をすることを望んでいるだろう。そのためには、日本の公教育制度

自体の改革、そして、それを支えるための新たな公共性への合意が必要になってくる。

現状では、日本の義務教育は「日本人になる教育保障しかしていない」（アメラジアンの教

育権を考える会、2000年）とセイヤーは指摘する。その上で、「マイノリテイの権利を保障する

ように訴え、ダブルとしての教育および外国籍のみの子どもたちの教育権保障と財政支援を

行政に求めていきたい」と言う。AASOは、狭義で日本国民の育成を目指しているわけでは

ない。将来も日本社会で暮らし、そこで進学・就職しようとするからこそ「ダブルの教育」

を必要とする子どもの存在を認め、そうした教育を日本国籍の有無に関わらず、公的に保障

しようというAASOの主張は、日本社会の多文化への挑戦であり、公教育概念の捉え直しを

迫っている。

このように理念や構想をみる限り、AASOの教育は、堀尾(2000)の希求する人権論的な公

教育として認められうる可能性をもつ。しかし、この問題については、さらに、実態として、

子どもたちがAASOで何を学び、どんな力を身につけているのかを確認しつつ、慎重に論議

していく必要がある。それなしには、かえって子どもたちの学びの権利を剥奪しかねない。

実際、子どもたちや地域の実情や、保護者や教師の志向により、「学校案内」での理念や構

想のすべてがそのままに実践されているわけではない。今後、日本社会が公教育の中で

AASOのような多様なあり方を認めていく場合に、だれがどのようにそれぞれの教育の質を

管理し、保障していくのかが問題になっていくだろう。

②財政支援

AASOの行政機関に対するもうひとつの要求は、財政的な支援である。現在、年間1000万

98



アメラジアン・スクールからみる新しい公共性の創出：渋谷

円近い学校維持費は、月額25000円の授業料と寄付金でまかなわれている。AASOの教育環境

はまだまだ改善の必要があるし、経済的な理由で通学できない子どももいる（｢沖縄タイムス」

2000年9月10日)。こうした財政的な困難のほかに、アメラシアンの教育は、あくまで日本社会

全体の責任のもとで遂行されるべきであるという信念のもと、AASOは、政府や自治体に支

援を求めてきている。ここでも、AASOの教育活動が「公の支配」(15)に属するのか否かが問

われてくる。

AASOに対するこれまでの公的支援は、2001年から沖縄県が派遣している日本語講師と、

2002年に政府により提供される予定の新校舎である〔，後者は、「米軍基地を抱える市町村の

活性化を支援する事業」（'6)の枠で、「宜野湾市人材育成交流センター」として建設される。

この建物の性格をめぐっては、さまざまな折衝があった。一時、不登校児を対象とした適応

指導教室なと､を設置した市教育研究所と同居するという市の計画があった。これに対して、

AASOは、「スクールの子供と適応指導教室に通う子供は不登校になった原因が異なる。小

さい敷地内で共存するのは難しいのでは」として、難色を示している。「施設を学校復帰を

前提とした緊急避難場所と考える行政と、「ダブルの教育」を目指すスクールとの考え方の

違いも大き」いとも報道された（｢沖縄タイムス｣、2000年9月10B)。ここから、AASOは、学校

に行くべきなのに行けない子どものための一時的な補償教育ではなく、より積極的かつ独自

な教育を目指していることがわかる。その後、この建物は、1階をAASOが、2階を国際交流

センターが使用することとなり（｢西日本新聞｣、2001年3月6日)、完成が待たれている。

このようなAASOと行政との交渉を見ると、AASOは行政に一方的に組み込まれ、懐柔さ

れているのではなく、徐々に複数の公共圏の存在を認めさせてきていることがわかる。膨大

な時間と手間を費やしてようやく獲得してきた不安定な状況ではあるが、AASOは、独自の

教育的な営みを含むべく、日本の公教育を拡張しつつある。現行の日本の教育制度を容認し、

戦略的に不登校児になることで学歴の保障を獲得するAASOは、一方で、具体的な教育実践

については、「ダブルの教育」という独自性を讓らない。そして、AASOは、従来の学校を存

続させるための適応指導教室とはちがう、アメラジアンに固有の空間と教育を、公的なもの

として実現してきている。

(4)AASOが模索する公共性

では、具体的にAASOが目指す「ダブルの教育」とは何か。そこでは、どんな力を子ども

に与えようとしているのか。AASOの「学校案内」では、教育目標として次の6つを掲げてい

る。

①二つの文化を背景にもつ子どもたちが、現在、そしてこれから、日本社会で生きて

いくために必要な力を培います。

②周囲の子とﾐもたちと異なる髪や肌、瞳の色をもつ自分自身をありのままに受け入れ、

積極的に生きていく姿勢を育みます。

③日本語を学び、日本の社会・文化に対する関心と知識を伸ばすとともに英語を学び、

諸外国社会・文化に対する関心と知識を伸ばします。

99



子ども社会研究8号

④教科科目に加えて、生徒がのびのびと自発的に学ぶように、総合科目を設定します。

ここでは、学習テーマに沿っていくつかの科目を横断する、クロス・カリキュラムを取

り入れ、生徒もいっしょにアイディアを出して授業をつくります。

⑤二つの文化を背景にもつ子ども同士が集まり、お互いを助け合い、信頼しあうこと

で、より広い社会に出ても孤立せずに生きる自信をつけ、人間関係の基礎をつくります。

⑥生徒同士、教員と生徒間のいっさいの暴力を排除し、お互いを尊重し合う学びの場

をつくります。生徒も学校のルールづくりに参加します。

①は、「二つの文化を背景にもつ」という、AASOが対象とする子とゞもたちの特殊性を示し

ている。「ハーフ」ではない「ダブルの教育」というのが、AASOのキーワードである。日本

人（またはアメリカ人）であることを前提とした教育では、アメラジアンは半人前と見なされ

てしまう。そして、欠落したもう半分を補うための教育が施されるのだが、究極的に完全な

日本人（またはアメリカ人）として扱われることはなく、むしろ、そうした教育の過程で、

｢二つの文化を背景にもつ」自分が否定されてしまう。AASOの教育の必要性は、アメラジア

ンのそうした特殊な事情に端を発している。

ただし、AASOは、特定の人々の利益にのみ奉仕するのではない。むしろそれは、現在お

よび未来において日本社会で生きていこうとしているにもかかわらず、そこで「孤立」して

しまいがちな住民に対して、「日本社会で生きていくために必要な力」を養成しようとして

いる。本来「公の性質をもつもの」であるはずの学校から排除され、不利な立場に取り残さ

れてしまう子どもがいるからこそ創り出された、公正さを是正するためのオルタナティブな

教育機関がAASOなのである。ここに、AASOを公的に扱う根拠がある。

そこで求められる公教育とは、従来型の国権論的なものではありえない。そもそも、

AASOは、「国民」として子どもたちを捉えてはいない。「日本語と英語による多文化教育を

必要とする国際児は、国籍を問わず誰でも入学対象となる」（｢学校案内」より）というAASO

の子どもの捉え方は、言語などの文化的な背景や外見を共有することを強調する点で「エス

ニシティ」に近く、社会生活を強調する点では「住民」を指している。AASOを日本社会で

公教育として位置付けるためには、まず、社会に生きる多様な人々へと、公教育の対象を広

げていく必要がある。

②以降の項目は、AASOが考える「日本社会で生きていくために必要な力」の具体的な内

容と実現のための方策である。それは、AASOによる新たな公共性の模索でもある。まず、

②は、周囲と異なる自分に対するセルフ・エステイームの育成である。このことは、従来の

公教育ではアメラジアンの人権が十分に擁護されていなかったことの表明でもある。AASO

は、「子どもの権利条約」第30条の「少数者・先住民の子どもの権利」をたびたび引用しつ

つ、マイノリティの子どもたちが、一方的に同化を迫られることなく、社会に参画していく

権利を主張する。統合ではなく、異なる権利を求めているのである。

⑤では、セルフ．エステイームを育てる基盤として、AASOが「二つの文化を背景にもつ

子ども同士」が結託する場を提供することを述べている。多くのマイノリティが同士から引

き離され、自分の問題を社会の問題として捉えられずにいたことが、差別と排除の構造を温
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存してきた。「周囲の子どもたちと異なる自分」に似た仲間がいることに気付くことは、エ

ンパワーメン卜に結びつく。たとえ自分たちがマイノリテイであっても、価値観やビジョン

を共有するテーマ・コミュニティを作り上げることによって、自分たち自身を力づけること

ができる。

⑥は、そうしたテーマ・コミュニティをより有効に機能させるための条項である。マイノ

リテイの内部分裂ほど、支配する側に都合のよいことはない。実際、AASOの子どもたちの

中にも、国籍(17)、出生地、言語能力のほかに、父親と暮らしているか否か、父親が黒人か

白人かなど、さまざまな違いがあり、いつでも分裂の危機にさらされうる。「わたしたちみ

んなが、アメラジアン・スクール・イン・オキナワにとってたいせつな存在です」という文

章で始まる「行動のきまり」は、学校が子どもを管理するためのものではなく、「平和で楽

しい学校生活」を創り出す子どもたちの権利と責任を確認するものである（｢学校案内」より)。

⑤で躯われた「助け合い、信頼しあう」コミュニティを維持するためには、「お互いを尊重

し合う」ことが、ぜひとも必要なのだ。

子どもが参画した共同生活のためのルール作りは、不登校児が集う「民間の教育施設」の

多くの実践と共鳴する。菊地・永田(2001,72頁）は、これを、「意思決定を行う「強い公共

性」のミニチュア版」と見なす。ルールとはそもそも、子どもを画一化して管理し、ひいて

は、子ども同士の対立や排除を招くものではなく、互いに尊重し合い、共存するためのもの

である。抽象的な学校批判からではなく、子どもの置かれた被抑圧的な現状から捻出され、

主体的に合意されたこうした実践は、新たな公共性を模索するものである。

二つの言語と、それぞれに連関するデュアルな認識や思考を身につけさせるという③は、

もっとも具体的かつ明示的なAASOの教育目標である。それは、コミュニケーションのため

というよりは、セルフ・エステイームのためである。AASOのホームページの掲示板には、

｢英語ができて当たり前だと世間が思うのなら、そういう子どもに育てたい、公立学校で日

本人としての教育を受けても、社会では日本人として扱われないのなら、社会が望むような

社会人で生きるのも一つの道だと思う」という、AASOからの書き込みがある(2001年1月8日

付)。この文章が醸し出す不協和音は、アメラジアンが社会のまなざしと無関係には生きられ

ないことを示している。「二つの文化を背景にもつ子どもたち」が、「日本社会で生きていく

ために｣、そして、「自分自身をありのままに受け入れ、積極的に生きていく」ためにこそ、

｢ダブルの教育」が必要なのである。「『ハーフだから英語を学ばざるを得ない」という思い

込みは、「人種的に純粋な日本人＝日本語」という排外的な範晴を強め、「ハーフ」をのけ者

にしてゆく」として、「｢英語」で学ぶ環境を主張する前に、「英語』を話さなくても特別視

されない環境を求めて闘う必要」があるという主張（島袋、1999)は正論である。しかし、そ

の「闘い」と同時に、「日々成長している子どもたち」（セイヤー、2001,93頁）が、変わりに

くい現実のど真ん中で、少しでも主体的に前進していくための応急措置も必要であろう。

④が示すように、AASOは、教科学習とともに総合的な学習を積極的に取り入れている。

実際に取り上げられている総合学習のテーマは、地域の文化や産業などを含む。従来は、個

人、家庭、地域、国家が同心円上にあると理解されてきたため、一貫した価値観のもとに、

身近な問題から徐々に近接する領域へと学習を進めていくことに、さほどの矛盾が感じられ
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なかった。ところが、アメラジアンの場合には、家庭で話されている言葉と地域で話されて

いる言葉がちがったり、個人の信条と国家の信条が一致しなかったりということが、頻繁に

生じる。そもそも、そうした円の中心をひとつに定めることが、ほとんど不可能である。日

本というひとつの国家の枠組からひとりのアメラジアンの学習を支援しようとしても、照準

を合わせきれないのである。また、多様な生育歴をもつアメラジアンには、暗黙の前提にで

きないことが多い（野入、2001,120～121頁)。④は、そうした困難に臨機応変に対応する工夫

のひとつであろう。国家が統一した教科書で一斉に学ぶのではなく、少人数で対話し、経験

しながら、「時間をとってじっくりと生徒に考察させ」る（｢学校案内」より）ことの有効性が、

AASOでは鮮明に現れている。

以上から、AASOがアメラジアンに対して育もうとする力が、「二つの文化を背景にもつ子

と§もたち」が一方的に同化を迫られることなく、周囲とは異なる自分に自信をもって「日本

社会で生きていくために必要な力」であることがわかる。既存の教育機関が取りこぼした子

どもたちに、助け合い、主体的に活動できるテーマ・コミュニティを与え、エンパワーメン

卜しようとしているのが、AASOである。そして、なにより、AASOは、子どもたちが自分

の内部の多文化性に気付き、それを認めて、豊かに表現していくこと、そして、自分の外に

ある違いを尊重していくことを目指している。日本が多様な存在の共存する多文化社会を目

指すのであれば、AASOのこうした取り組みは、今後の日本の教育が求める新たな公共性と

共鳴していくのではないか。

IVおわりに

以上、従来の教育機関では十分な学びを保障されてこなかったアメラジアンに対して、市

民が用意した学びの場について検討してきた。AASOは、国権論的な公教育の押し付けでは、

かえって当該社会から排除されてしまう子どもたちのために、オルタナティブな教育を提供

していた。周囲とは異なるアメラジアンが「日本社会で生きていくため」の「ダブルの教育」

を、公的に位置付けようとするAASOの取り組みは、公教育および公共性に対する再検討を

迫っている。最後に、AASOが示唆することを4点、整理しておきたい。

(1)多様なあり方の承認

まずは、マイノリテイの多様で独自なあり方を認める必要性である。AASOに集う子ども

たちは、これまで日本の教育が与えてきたものだけでは、日本の社会で生きていけない人々

である。その主な要因は、日本の公教育の国権論的な性格と、画一的で硬直した体質にある

と考えられる。AASOは、多様な存在が多様なままで、地域そして日本社会で共存していく

ことを主張していた。同じようになろうとしても究極には同じになりきれない集団の中で劣

等感を抱きつづけるよりも、似たような立場の仲間と助け合いながら、自分らしさを見つめ、

他人との共存を探っていく道を選ぶアメラジアンたちがいる。

本来そうした独自なあり方は、どの子どもにも認められるべきものである。現在、文部科
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学省は、現行の学校教育への復帰を前提とした上で「民間の教育施設」を認めるというかた

ちで、間接的に教育の多様性を承認している。けれと．も、実際の民間の教育は、そういった

枠を越えて発展しつつあるし、そもそも子どものニーズはすでにその枠を越えている。政府

は、本来通うべき学校に一時的に通わないという「不登校」を容認しつづけるよりは、固有

な背景をもつさまざまな集団を認めた上で、それらをゆるやかに括り、一定の基準を保障す

る新たな方策を模索するべきではないだろうか。

(2)主体的な市民と地域の合意による教育変革

アメラジアンヘの対応をみると、子どもたちの多様なニーズを細やかに捉え、敏感に行動

しているのは、行政や既存の教育機関よりも市民たちであることがわかる。新たな教育に関

与するのは、AASOを創設し運営する当事者市民だけではない。市場的な価値とは別の信念

から労働や資金を提供するボランティアや、より公正な社会を目指して活動する知識人なとﾞ

が、多文化的な教育理念に賛同し、テーマ・コミュニティを形成して、自発的にAASOの教

育を支援していた。

今後ますます多様化すると予想される教育的ニーズに対応するためには、行政主導では限

界がある。むしろ、行政は、ニーズが沸き起こる現場により近い市民たちのテーマ・コミュ

ニティ形成を支援し、その活動を保障したり、要求を検討し実現したりするというかたちで、

これからの教育を改善していくことができるのではないか。

その際の課題は、テーマ・コミュニティとローカル・コミュニティをいかに有機的に交流

させていくか、ということであろう。ある教育が特定の人々の利益にのみ資すると見なされ

る限り、それを公のものとして主張することは難しい。新しい価値観を実践しようとする

人々が、地域住民の合意を取り付け、ローカル・コミュニティ全体を豊饒化していくとき、

真のコミュニティ・スクールが誕生するだろう。

翻って、AASOが公教育として認知されるためには、「アメラジアンの教育権を考える会」

が地域の交流や活動の拠点になり、多文化的な価値観で住民を啓蒙していくことまでを視野

にいれる必要がある。そのためには、幅広く他のマイノリテイと手を結んでいくことも必要

だろう。最終的には、「二つの文化を背景にもつ子どもたち」の「自分らしさ」が、自己の

アイデンティティの根拠としてのみ捉えられるのではなく、「共通の財」として社会の中で

生かされていくこと（堀尾、2000,153頁）が求められる。ただし、そうした個体性と社会性の

統一は、成長の途上にある人々や社会的に不利な立場にある人々に早急に期待されるべきで

はなく、社会が積極的に変容することによって準備されるべきであると考える。

(3)オルタナティブな学びの創造

既存の学校教育に対して、少なからず挫折や不信感を抱いた子どもたちが集う場では、さ

まざまなオルタナティブな学びが実践されている。それは、たとえば、互いの人権を尊重す

ることへの強い意志である。AASOにおいては、子どもを管理・統制するために大人が規則

を定めるのではなく、よりよく生活し学ぶために、子どもも参画してルール作りをしていく〔

AASOでは、ややもすれば人権を侵害されがちな子どもたちに、安全な場を提供しようとし
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ている。

また、AASOでは、学びの場は自分たちのものであり、自分たちがよりよく変えていける

という思いが、子どもをも保護者をも、そして教師や支援者たちをも、積極的かつ主体的に

教育活動に参加させている。現行の学校教育の中で、自ら学びの場を創り出すという意識は、

どのくらい共有されているのだろうか。あらかじめ存在する枠組に適応し、だれかが設定し

たゴールにたどりつくための教育ではなく、子どもや家庭、そして地域社会の必要に応じて

教育を柔軟に創りあげていくことの有効性を、AASOは示している。

(4)新しい公共性の模索

最後に、AASOは、「日本社会で生きていくために必要な力」とは何なのかを、根本的に問

い直している。AASOの目指す教育は、国民教育を超えて、より「人権と親和的な」新しい

公共性を創出しようとする、ひとつの試みといえる。今の時点でAASOが養成しようとする

力は、たとえば次のようなことだろう。

第一に、セルフ．エステイームである。複層的で、ときには矛盾するものすら抱えている

自分に、肯定的な意味を与えることである。日本人なのかアメリカ人なのか二者択一を迫ら

れるとき、アメラジアンは自分自身を否定することになる。その問いに追い詰められてしま

う前に、だれがなんのためにその問いを差し向けてくるのかを問い直す力が必要である。ま

ずは、生活経験を共有する仲間に出会って、自分は問い詰められるだけの人間ではなくて、

問い返すことができるのだということを、徐々に、しかし、確実に認識していく場を、

AASOは提供しようとしている。

そうしたセルフ．エステイームを支える手段として、AASOはアメラジアンにふたつの言

語や社会、文化を教えようとしている。それは、バイリンガルになって、他人のコミュニケ

ーションの補助をするためではない。多元的な自分を表現するための、多元的な表現方法で

ある。

また、AASOが、互いの人権を尊重することを大前提にしていることはすでに述べた。単

に自己の利益の主張ではなく、異なる者同士が共存していく力を、AASOは養成しようとし

ている。

さらに、AASOは、教科および教科を越えた総合的な学習の中で、自分の生きる地域社会

についての認識を深めさせようとしている。先人と隣人が築き上げてきた世界を慈しみ、主

体的に継承していくために、アメラジアンたちは学ぶ。彼／女たちが敏感に拒否反応を示し

てきた国家的な語りではないところにも、地理や歴史、公民はあるはずだ。国家に生きる自

分ではなく、自分が生きる社会について、AASOは語り出そうとしている。

こうしたAASOの取り組みは、単にアメラジアンの救済手段ではない。むしろ、多様な存

在が共存できる新しい公共性を創出するために、我々に課された共通の課題として捉えられ

るべきではないか。
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注

(1)たとえば、文部省（現文部科学省）は、「登校拒否はどの児童生徒にも起こりうる」との認識のもと、

「適応指導教室」という「学校以外の場所」を設けるだけでなく、「民間の相談・指導施設」（以下、

「民間の教育施設｣）にも協力を求め、そこへの参加を「指導要録上出席扱い」にできることとした

（文部省初等中等教育局長、「登校拒否問題への対応について｣、1992年9月24日付)。その要件として、

「学校への復帰を前提」とすることが挙げられているが、実際には、「学校にこだわらない‘‘居場所"」

であっても、「1998年くらいから、1日も学校へ行っていない子どもも、100%進級・卒業している」と

いう(NPO法人東京シユーレ、2000,44頁および92頁)。

(2)「教育基本法」第6条。

(3)沖縄県教育委員会の調査（2000）によると、県内に住む義務教育年齢のアメラジアンは、小学校で

600人、中学校で116人の、計716人である。なお、この数は、相当の取りこぼしがあると推定される。

野入（2000）は、アメラジアンの年間平均出生数261人というデータから、幼稚園から高校までの推定

数を、約3900人と算出している。

(4)AASO代表のセイヤーは、「『アメラジアンjという言葉は、差別用語では決してなく、むしろ日米の

かけ橋になりうる、‘‘ダブル”のこと§もたちのことを指す言葉だ」と述べている（アメラジアンの教育

権を考える会、1999)。

(5)そこに狡猜かつ重大に関与している日本の存在を忘れてはならないことは、言うまでもない。

(6)日本の学校からAASOに転校してきた子どもは必ず、「アメラジアンとして意識させられ、異質な者

として扱われた経験をしている」と言う（セイヤー、2001,98頁)。また、アメラジアンの生徒に対す

る日本の教師の暴力についても報道されている（沖縄タイムス、2000年6月27日など)。

(7)アメラジアンはしばしば英語力の有無を尋ねられるが、英語ができる場合に集める憧慢のまなざし

とは反対に、沖縄では、英語のできないアメラジアンは「島ハーフ」と呼ばれ、父親に見捨てられた、

アメリカとのつながりをもたない、哀れな存在として見なされがちだと言う（野入、2000)。

(8)日本の学校で第二次世界大戦について学んだ際、加害者としてのアメリカと同一視され、つらい体

験をしたアメラジアンは少なくない（セイヤー、2001，100～101頁なと．)。

(9)アメリカ国防省が管理するアメリカの認可校で、基地の中にある。

(10)先の沖縄県教育委員会の調査(2000)によると、義務教育年齢のアメラジアン716人のうち、公立小

中学校に通っているのは、641%の459人。基地内学校や民間施設に通っているのが、35.9%で257人。

そのうち113人は、無認可の民間施設に通い、61人は不明である。

(11)たとえば、文部省小学校課は、「英語の習得を目的に、英語で授業をする学校を造ることは、学校教

育法上無理だ。米国との二重国籍であっても、日本国籍を持ち日本に住むつもりなら、日本の学校へ

通う義務がある。英会話教室などで補うべきだろう」との見解を示している（中日新聞、1998年6月13

日)。

(12)AASOの運営主体は「アメラジアンの教育権を考える会」の中の学校評議会であり（｢学校案内」よ

り）、委員は、保護者および教員からなる。

(13)たとえば、AASOの設立者の中には、インターナショナル・スクールで働いていた者がいる｡また、

彼女たちは、沖縄県内でホーム・スクーリングをしているアメリカ人についての情報をもっており、

「私たちだって、教師を一人雇ってカリキュラムを注文すれば、私たちの子どもくらいは英語教育を受

けさせることができるはずだ」と感じていたという（与那嶺、2001,76頁)。

(14)ただし、日本国籍のない子どもに対しては、こうした保障もできない点が問題である。

(15)「日本国憲法」第89条。

(16)この事業は、基地所在地の「住民の目の高さの問題」に取り組みことにより、住民および地域の自

立と発展を支援する目的をもつ。沖縄全体の開発構造や、基地の整理・縮小・移転、地位協定につい
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ては立ち入らないことが前提とされている（島田、1997)｡

(17)日本国籍、アメリカ国籍、日米の二重国籍の場合がある。
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