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刊行にあたって

アンドレアス・シュライヒャー

（Andreas Schleicher）

　安全でより良い暮らしをヨーロッパに求め、過去数か月の間だけでも、前例のない規模の移民と

庇護申請者が荒波と有刺鉄線のバリケードを乗り越えた。その数は子どもを含めて何万人ともいわ

れる。受け入れ国の学校は、移民の子どもを新たなコミュニティに統合するための準備が十分にで

きているのだろうか。また学校は世界中のすべての子どもにとって、多様な文化的背景をもつ他者

と協力し、異なる考えや視点、価値を受け入れ、人生にかかわり、仕事やシティズンシップの獲得

へとつながる場となっているだろうか。

　この間のヨーロッパへの大規模流入以前から、OECD 諸国における移民人口は増加している。

2012 年には、OECD 平均で 15 歳の子どものうち 12% が移民背景をもっていた。アイルランド、イ

タリア、スペインでは 2003 年から 2012 年の間に、移民の子どもの占める割合が 4% から 6% に増加

している。この変化は国際比較にとって重要であるだけでなく、当該国にとっても重要である。な

ぜならば移民の子どもが集中する学校や教室は、教師やスクールリーダーに多様性をめぐる課題を

突きつけているからである。

　課題が突きつけられている結果、何が起きているのだろうか。本報告書では 2003 年から 2012 年

の間に増加した移民の子どもの割合が、受け入れコミュニティの教育水準を下げているわけでは

ないことを示す。OECD による PISA 調査からは移民の子どもが占める割合とその国の平均得点

との間には関連性がないことが明らかになっている。この PISA 調査結果は一見すると衝撃的であ

るかもしれない。なぜなら移民は多くの場合経済的に厳しく、生活条件も脆弱であるが、その一

方で受け入れ国にとって有益なスキルと人的資本をもたらしているからである。OECD 平均では、

PISA2012 年調査に参加した移民 1 世のうち大半が、少なくとも親のどちらか一方が受け入れ国の

親と同じ年数、学校に通っている。

高いアスピレーション

　多くの移民は移住によって生じた困難に打ち克つために、どのような機会をも利用する覚悟を

もっている。多くの移民の子ども――とその親――は成功したいという意欲をもっており、場合に

よっては受け入れ国の家族の教育アスピレーションをしのぐこともある。たとえば、ベルギー、ド

イツ、ハンガリーの移民の子どもの親は移民背景をもたない親に比べて、大学レベルの資格を子ど
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もに取得してほしいと考えている。これらの国に限った場合、移民背景をもたない子どもに比べて

移民の子どもは学力が低く、家庭がより不利な条件にある。このことを考慮すれば、このアスピ

レーションの高さは驚くべきことである。

　社会経済的背景指標が同じ子どもを比較した場合、移民の子どもと移民背景をもたない子どもの

親の教育への期待の違いはより大きくなる。ベルギー、ドイツ、香港、ハンガリーでは移民の子ど

もの親は、同程度の不利な条件にある移民背景をもたない子どもの親に比べて教育への期待が高い。

このことは学校で同程度の成績にある子どもを比較した際にもあてはまる。2012 年には 14 か国に

おいて移民の子どもは移民背景をもたない子どもよりも意欲的なキャリアへの期待をもっていた。

教育に対するアスピレーションの高い子どもは――それが現実的であろうとなかろうと――、それ

が学習に対して効果を発揮し、目標を達成するために利用できる教育の機会を有効に使う傾向があ

る。

　オーストラリア、イスラエル、アメリカの分析からは、PISA調査において得点上位4分の1の層

のうち、社会経済的に不利な条件にある子どもに着目すれば、移民の子どものほうが移民背景をも

たない子どもよりも占める割合が高い（図 5.4）。このようにアスピレーションの高い子どもは、貧

困と移民背景という二重の不利を乗りこえ、受け入れ国やコミュニティに対してすぐれた貢献をし、

自身の成功につなげる。

政策が担う役割

　本報告書の第二の知見として、社会経済的背景を考慮しても、移民の子どもと移民背景をもたな

い子どもの間にみられる得点差は、国家間で驚くほどにバリエーションがある（図 2.1）。排除につ

ながる不利をなくしていくために、政策に求められている役割は小さくない。

　しかし移民の子どものニーズに――とりわけ言語教育に――教育政策が焦点を当てるということ

は簡単なことではない。また教育政策単独では効果的ではない。たとえば PISA 調査の結果をみれ

ば、社会経済的に不利な条件にある子どもたちが特定の学校に集中することのほうが、移民が教授

言語とは異なる言語を家庭で使用することよりも、より強く（そしてネガティブに）得点に作用す

ることが明らかになっている。社会経済的に不利な条件にある子どもの特定の学校への集中を減ら

し、社会階層にバランスをとるためには、住宅や福祉などの社会政策の改革が求められる。

　第三の知見は、たとえ移住前であったとしても、移民の子どもが教育を受けた経験や独自の文化

をもつという事実が、受け入れ国での将来設計に影響するという点である。たとえば、オランダに

移住したアラビア語圏出身の子どもは、社会経済的背景を考慮しても、カタールに移住したアラビ

ア語圏出身の子どもに比べて数学的リテラシーで 100 点ほど高い得点を獲得している。これはギリ

シャと韓国にみられる得点差に相当する（図 2.3）。またギリシャとモンテネグロの平均得点は非常

に近いが、同一社会階層でみた場合、ギリシャに移住したアルバニア出身の子どものほうがモンテ

ネグロに移住したアルバニア出身の子どもよりも 50 点ほど得点が高い。なお中国出身の子どもは、
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有利さの程度は国によって違いはあるものの、どの受け入れ国においても移民背景をもたない子ど

もよりも高い得点を示している。これらの知見は移民の子どもの統合にいかに受け入れ国の公共政

策が寄与するかを示しているといえる。

新しいコミュニティの一員としての帰属感

　学校での成績以外に、移民の子どもの新しいコミュニティへの統合をはかるうえでは、どのよう

に、そしてどの程度新しい環境に帰属していると感じているかが大事な指標となる。15 歳の子ど

もにとってはもっとも重要な社会環境の一つとして学校があげられる。PISA 調査では帰属感につ

いて調査をおこなっている。結果は国によって大きく異なるが、移民背景をもたない子どもに比べ

て学校での帰属感は移民 1 世なのか移民 2 世なのかによって多かれ少なかれ異なる傾向にあること

が示されている。

　移民の子どもがよりよく暮らせるかは、出身国と受け入れ国の文化的違いだけでなく、学校やコ

ミュニティが日々の生活や学習、コミュニケーション上の問題に対していかに支援ができるかにか

かっている。たとえば PISA 調査結果に目を向けた場合、アラビア語圏出身の移民の子どもについ

てみてみると、オランダに移住した子どものほうがフィンランドに移住した子どもよりも得点が高

い。しかし学校での帰属感はオランダに移住した子どもよりもフィンランドに移住した子どものほ

うが高い。フランスにおいては、移民の子どもは得点と帰属感どちらも、もっとも低い結果となっ

ている。

　ベルギー、アイルランド、ルクセンブルク、ポルトガルにおいては、移民 1 世は移民背景をもた

ない子どもに比べて教育システムから排除されていると感じている割合がもっとも高い。ルクセン

ブルク、ノルウェー、スペインでは移民 2 世の学校での帰属感は移民 1 世に比べて高く、世代の移

行によって統合が進んでいることがわかる。オーストリア、カナダ、ニュージーランド、カタール

では、移民背景をもたない子どもに比べて、移民 1 世、移民 2 世どちらも学校での帰属感が高い子

どもの占める割合が高い。これらの 4 か国では高度な選別的移民政策が採用されている（図 2.8）。

受け入れ国は何を考えているのか

　受け入れ国において移民は重要な役割を果たしている。とくに少子化が進み、経済において単純

労働がキーセクターとして位置づいている場合などがあてはまる。にもかかわらず、短期・長期

の移民の受け入れによって、文化や言語の多様性が増すことによる問題ばかりが語られがちである。

近年、経済危機を経験して以降、多くの受け入れ国の経済状況は悪化し、社会福祉や保護プログラ

ムの縮小に直面している。移民は社会的経済的負担としてみなされがちである。

　分析結果からは、チェコ、ハンガリー、イスラエルの住民はヨーロッパ以外の貧困国から移民を

受け入れることには消極的であるのに対し、ドイツ、ノルウェー、ポーランド、スウェーデンでは

より多くの移民を受け入れることに積極的な回答を示す傾向にある。
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　2000 年から 2012 年に至る移民の増加と近年の難民急増以降とで、移住や移動に対する見方は大

きくは変わっていない。もしあるとすれば、2000 年から 2012 年の間にヨーロッパ以外の貧困国出

身の移民に対する支援が受け入れ国において手厚くなったことがあげられる。しかしこの間、移民

に対する見方は両極端になりつつある。ドイツやスウェーデンにおいては 2000 年の時点ですでに

比較的多くの移民を受け入れることに対してポジティブな回答傾向がみられており、この間、移民

への支援はより強まっている。一方で移民の受け入れに対してネガティブな回答を示す傾向にあっ

た国、たとえばチェコやイスラエルでは、この間の移民への支援は減少している。

　同時期に、ポーランドやスペインでは貧困国からの移民の受け入れに対して積極的な回答を示す

割合が急激に増加している。一方でドイツやノルウェー、スウェーデンなど、同様に移民の受け入

れに対してポジティブな回答を示している国であっても、人種やエスニシティにおいて自身とまっ

たく異なる人びとよりも、より近い人びとへの受け入れと支援を希望する傾向がみられる。さらに

エスニシティや人種が異なる人びとの受け入れに対して非常にネガティブな回答傾向がみられるの

はハンガリーとイスラエルである。いずれにしても、これらの先行調査は、昨今の難民の大規模流

入以前になされたものである点に留意が必要である。

学力格差の是正に向けて

　一般的に、移民の子どもは移民背景をもたない子どもに比べて学校での成績が低い傾向にある。

分析結果によれば、移民の子どもと移民背景をもたない子どもの間にある学力格差はなくなってい

ないが、確実に是正されつつある。OECD 諸国では 2003 年から 2012 年の間に、この二つのグルー

プの間の得点差が 10 点縮まっており、これは 1 学期分に相当する。国によっては、この差がさら

に縮まっている。社会経済的背景を考慮しても、10 年たたない間に、ドイツは移民 2 世の数学的リ

テラシーの得点を 46 点上げることに成功している。これは 1 学年分に相当する。ポルトガルでは

2003 年に比べて 2012 年では移民 1 世の得点が向上しており、得点の伸び率は移民背景をもたない

子どもに比べても高い（図 2.4 および図 2.5）。

　学校レベルや制度レベルでの課題にかかわるさまざまな要因は移民の子どもの成績に不利に働く。

　第一に、移民の子どもの成績の低さはこれらの子どもが不利な条件にある学校に集中していると

いう事実と部分的に関連がある。社会経済的に不利な条件にある子どもが特定の学校に極端に集中

すると、移民と移民背景をもたない子どもとの間の得点差がより開く傾向にある。OECD 諸国に

おいてはカナダ、ギリシャ、イタリアでは「ゲットー化した学校」が多くみられる（図 4.1）。

　多くの国において、社会経済的背景を考慮しても移民が集中する学校に在籍している子ども（た

とえば 4 分の 1 以上が移民からなる学校）のほうが、移民がいない学校に在籍している子どもに比

べて得点が低い傾向にある（図 4.2）。ただし PISA 調査の結果がほかの先行調査の結果と異なるの

は、移民の子どもが特定の学校に集中していることではなく、特定の学校に社会経済的に不利な状

況が集中していることが学習に対して決定的に悪影響を及ぼすという結果を明らかにした点である。



25

刊行にあたって

言語の障壁を打ち壊す必要性

　長期的に統合を成し遂げるためには、社会政策や福祉政策が移民の貧困率を低下させ、労働市場

への参入を確実にすることが求められる。教育システムは社会化のメカニズムにおいて重要な役割

を果たしており、移民と受け入れコミュニティ相互の理解や尊敬、信頼を高める。しかし多くの教

育システムにおいて必要な言語支援の機会が移民に十分に提供されていない。言語支援は新しいコ

ミュニティの言語を学ぶ機会でもあると同時に、移民が維持したいと望んだ場合には、母語・継承

語を学ぶ機会をも提供しなければならない。

　移民の子どもの多くが言語の障壁にぶつかる。とくに現居住国とは異なる国で生まれ、比較的年

齢が高くなった段階で移住した子どもは、困難にぶつかる。その困難とは自分が十分に習得できて

いない言語について学ぶ必要があるということである。多くの場合、かれらの親も、その言語につ

いて学ぶ必要がある。

　PISA 調査の分析からは、移民の子どもの言語をめぐる特徴は国によって非常に多様な傾向にあ

ることがわかる（図 4.4）。平均して移民 1 世の 64%、移民 2 世の 41％が教授言語とは異なる言語を

家庭で使用している。実際、チェコ、フィンランド、アイスランド、イスラエル、スロベニア、ス

ウェーデンでは移民 1 世の 80% 以上が教授言語とは異なる言語を家庭で使用している。

　興味深いことに、5 歳以下で移住した子どもと 6 歳から 11 歳の間で移住した子どもとの間には読

解力の得点において有意な違いはみられない（図 4.8）。対照的に、OECD 諸国では 12 歳以上で移

住した子ども――すなわち PISA 調査に参加している時点で最長で 4 年間新しい国で生活している

子ども――と 12 歳未満で移住した子どもとの間には、同一学年であっても読解力の得点に大きな

開きがある。12 歳未満で移住した移民の子どもは新しい学校と新しい社会環境に適応しなければ

ならないという課題に取り組みながらも、言語スキルの獲得が早く、教授言語を話すクラスの子ど

もたちに囲まれることによって学習到達度がより高いレベルに達する傾向にある。だがここでもま

た「学齢後期での移住による困難」の度合いは国によって大きく異なる。もっとも大きな「困難」

がみられるのはドイツ、イスラエル、スロベニアである。

就学前教育の重要性

　移民の子どもが新しいコミュニティに適応していくにあたって有効な政策的取り組みの一つに、

就学前教育プログラムへの参加を促すことがあげられる。OECD 諸国では就学前教育プログラム

を受けていた移民の子どもは、受けていなかった移民の子どもに比べて PISA 調査の読解力の得点

が 49 点高いことが明らかになっている（図 4.15）。しかし、多くの国において移民背景をもたない

子どもに比べて移民の子どもは就学前教育プログラムへの参加率が顕著に低い（図 4.14）。このこ

とは就学前教育プログラムに対する移民の親の消極的な姿勢としてみることができる。なぜならば

出身国においてこの種のプログラムへの参加経験がほとんどない、あるいはまったくない可能性が
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あるからである。そのほかの国では就学前教育プログラムへの参加経験の有無は社会経済的格差を

より広範に反映している。PISA 調査からは不利な立場にある 15 歳児は、有利な立場にある 15 歳

児に比べて就学前教育を受けている割合が極端に低い。

　また PISA 調査からは移民の子どもは移民背景をもたない子どもに比べて中等教育段階で習得が

期待されている数学の概念にほとんどなじみがないことが明らかになっている。また移民の子ども

は出身国での学習方法から受け入れ国での学習方法に適応するため、移民背景をもたない子どもに

比べて学校外で多くの時間を費やしていることも示されている。OECD 諸国の学校に通う移民の

子どものうち 6 人に 1 人以上が、それまでの人生のうち 2 か月以上に相当する学習時間を喪失して

いる（図 4.17）。

能力別編成がもたらす悪影響

　大学進学を志向するトラックあるいは職業教育中心のトラックのどちらかに早期に子どもを振り

分けるトラッキングは不利を助長する可能性がある。なぜならば、不利な条件にある子どもは教育

への期待が低いトラックに振り分けられる可能性が高いからである。分析からは学業成績を考慮し

ても、早期のトラッキングはとくに移民の子どもに悪影響を及ぼすことが明らかになっている。な

ぜならば移民の親は受け入れ国の教育システムになじみがなく、自分の子どもにとってもっとも良

いプログラムをいかにして選択したらよいのかわからない場合があるからである。またたとえ十分

に情報を得ていた親であっても、移民の子どもに対する受け入れ社会のステレオタイプやネガティ

ブなまなざしが定着していた場合、大学進学を志向するトラックには自分の子どもを進学させない

ことも考えられる。

　たとえば、ドイツの移民は大学進学を志向するトラックへの進学の推薦を教師から得にくいこと

が先行調査より明らかにされている。この違いはテストの得点や一般的な能力だけでは説明するこ

とができない。不利な条件にある移民を要求水準の低いトラックへと振り分けることは、かれらの

教育上の可能性を制限するだけでなく、社会的威信の高い職業に就くことを制限することにつなが

る。多くの雇用主が、大学進学のトラックなのか職業教育のトラックなのかや、取得した資格で採

用する人材を区別している。早期のトラッキングは一度進路が振り分けられた後、容易にトラック

を変更することができないシステムであった場合、とくに問題となる。

教室で

　教師もまた大きな役割を担っている。教師の多くが、教室で多様な文化を扱うことは難しいと認

識している。実際、多文化あるいは多言語分野の専門性開発が必要だと感じている教師の割合が高

い国もある（図 4.18）。準備が十分にできていないという問題意識は、ラテンアメリカやヨーロッパ、

なかでもイタリアやスペインなど、言語や文化の多様化が急速に進んでいる国で顕著にみられる。

　移民家庭の子どもは統合プロセスにおける重要なアクターである。なぜならば受け入れコミュニ
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ティのメンバーと自身の家族との間のコミュニケーションの橋渡しをし、またほかの子どもに異なる

文化を学ぶ機会を提供するからである。分析結果によれば、多くの国において移民背景をもたない子

どもの大半が、移民もほかの市民と同じ権利をもつべきだと考えていることが明らかになっている。

　移民の子どもがクラスにどの程度いるかどうかは国によって大きく異なるが、興味深いこと

に、移民背景をもたない子どもの間では、全般的に移民の権利に対して前向きな見方が示されてい

る。大半の国において移民の子どもの存在は移民の権利への支持と強く関連している。ただしブル

ガリア、ギリシャ、インドネシア、イタリア、韓国、ルクセンブルク、メキシコ、スロバキア、ス

ウェーデンにおいては、クラスに 1 人以上の移民がいるクラスに在籍する子どもは、クラスに 1 人

も移民がいないクラスに在籍している子どもに比べて、ほかの市民と同じ権利をもつことにあまり

賛成しない傾向がみられる。これらのことから、社会的な混淆は多様化した社会において必ずしも

社会的結束を強めるわけではないことを示唆している。

　だが多様なエスニシティの構成それ自体は、教室での学びを妨げることはない。多くの学校がマ

イノリティグループは何かに貢献していると認識している。OECD 平均では多様なエスニシティ構

成が学習の障害となると回答した校長の学校に通学している子どもはわずか4%にとどまる（図4.19）。

しかしながら、多様な文化的言語的背景をもつ子どもに対する学校の準備がどの程度できているか

は、国によって大きく異なる。ベルギー、フランス、アイスランド、カタールにおいては、不利な

条件にある学校の校長のうち 15% 以上が、多様なエスニシティ構成は学習の障害になっていると

回答している。この結果は、不利な条件にある学校への移民――学習や言語に困難を抱える人びと 

――の集中と関係していることが考えられる。こうした学校ではエスニシティの多様性を対処すべ

き課題としてではなく、学習の資源としてみなすことから始める必要があることを示唆している。

教育政策には何ができるのか

　難民や移民の統合を進めるためには、各種の政策がかかわる必要がある。それはすなわち政府全

体、実際には社会全体に責任があることを意味する。そのなかでも教育はきわめて重要な役割を果

たす。移民の子どもを学校に統合するにあたって用いられる政策や実践は統合の成否を大きく左右

する。移民 1 世の統合が上手くなされなければ、次の世代にとっても大きな損失となる。では教育

政策には何ができるのだろうか。

言語教育を迅速に提供する

　受け入れ国に到着後できるだけ早く言語と学習内容を結びつけた教育を提供することは、移民の

子どもを教育システムに統合するうえでもっとも効果的であることが示されている。一方で、言語

支援は重要であるが、しかしそれは付加的に実施されるべきであり、決して通常の授業にとって代

わって実施されるべきではない。この方針は子どもの年齢や受け入れ国に到着してからの期間、ど

ちらにも左右されることなく、徹底されるべきである。
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言語発達に合わせ、質の高い就学前教育を提供する

　就学前教育プログラムに 2 歳ないし 3 歳の時点から参加していた場合、移民背景をもたない子ど

もとほぼ同じレベルの状態で学校教育を開始することができる。もしこうしたプログラムを受ける

ことができない場合や移民家庭が子どもに受けさせることを拒んだ場合は、家庭への働きかけに

よって家庭での子どもの学習を支援することや適切な教育サービスへとつなげていくことができる。

言語支援を専門とする教師だけでなく、すべての教師が多様な教室に向けて準備を進めることが必

要である

　移民の子どもの統合が成功するかどうかは、十分なスキルをもち、十分なサポートを提供する教

師の存在に左右される。教師とは、多様な子どもの構成を教授アプローチに反映させることができ、

またすべての子どもを受け入れ国の教育目標とスタンダードに到達させることができる存在でなけ

ればならない。今日多様な背景をもった移民が集中しているクラスもあり、これらのクラスでは第

二言語学習に対する適切な教育アプローチや多くの移民の子どもが耐え忍んできたトラウマを認識

し、そのトラウマを克服するためのサポートが求められている。

不利な条件にある学校への移民の子どもの集中を防ぐ

　これまでにも知られていることであり、またこの報告書でも示されているとおり、移民背景を

もたない子どものためにすでに全力で取り組んでいる学校は、教授言語を十分に話すことができな

かったり、あるいは教授言語を理解できない子どもの割合が増えたとしても、さらなる力を発揮す

るだろう。移民の子どもが各学校、各教室に分散しているほうが、これらの子どもはより高い学力

を獲得する。また移民の子どもが分散しているほうが短期間に多数の移民の子どもを受け入れる学

校や教師へのプレッシャーを軽減させることができる。

教育政策を再考する

　能力別編成や留年、早期のトラッキングはすべての子どもにとって悪影響をもたらす。とくに移

民の子どもはこれらの制度・政策の影響を受けやすい。言語の障壁や文化の違いは、そうした困難

や違いがないときに比べ、資質や能力の欠如として理解されがちである。

移民の親とかかわる

　移民の子どもの学校での成功に対しては、教師だけでなく、移民の子どもの親も懐疑的である。

教育システムがどのような構造になっているのか、学校を通じていかに子どもの成長を支えていく

ことができるのかなど、学校教育の重要性について親のさらなる理解が進めば、子どものよりよい

成果につながることだろう。


