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公立学校における農民工子女の学業不振から見た教育の文化的再生産

～上海市Y中学校の調査を基に～

村上　昂音

随着中国的改革开放和经济发展，越来越多的农民工进城务工，随迁子女也因为政府的

两个为主政策的积极推进大部分已进入公立学校就读。然而这些孩子们在新的环境中又存

在了一些什么样的问题呢。本论文以上海市公立Y中学为例，对50名二年级农民工子女制定

了问卷调查，并向10名教师，17名学生进行深度访谈。众多既往研究在分析导致随迁子女

的成绩不佳的原因主要以中国特有的户籍制度以及农民工的家庭环境，本人的学习动机三

个方面。而笔者主要着眼于学校的文化环境，教师的期待值，基于教育的再生产理论，希

望通过本研究找出农民工子女教育不公平问题的潜在理由，从而改善他们的学习状况以促

进随迁子女在新的环境中和谐发展健康成长。

论文要旨

公立学校における農民工子女の学業不振から見た教育の文化的再生産
～上海市Y中学校の調査を基に～

基于农民工子女在公立学校的学习成绩浅谈有关教育的文化再生产问题

以上海市公立Y中学为例

村上　昂音

目次
はじめに　研究課題とその背景
第 1章　　先行研究の検討と本研究の意義
第 2章　　分析枠組みと仮説

第 3章　　調査概要
第 4章　　分析
おわりに　総括と今後の課題



308 村上　昂音

はじめに：研究課題とその背景

　本論文の目的は、中国の学校教育における「教育の
文化的再生産」を指摘し、その要因を探り出すことで
ある。中央政府は教育の機会均等を掲げて関連政策を
推進しているが、教育現場では農村出身者の子女に対
して公平性を欠く認識と環境が存在する。この状況を
理解するために、本論文ではブルデューとバスロンが
『再生産』（1991）で用いた「文化的再生産」の概念を
扱う。この概念は、階層的地位や職業的地位の再生産
的な伝達において、文化的な諸要因が関与する事実な
いし過程をいうi。
　中国の改革開放につれ、大量の出稼ぎ労働者が農村
から仕事を求め都市に流入してきた。上海市統計局に
よれば、2014年上海の常住人口は 2425.68万人、のち
非上海戸籍の人口が 996.42万人を占めている。『上海
民工子女教育青書』（2013）によれば、家庭環境、親
の学歴、子どもの学業への関心度などから、それらの
農村からの出稼ぎ労働者（以下、農民工iiと呼ぶ）の
子女の学業不振が問題となっている。1986年の中国
「義務教育法」により、就学児童は「戸籍の所在地に
より入学」という原則の下で、農村戸籍の農民工であ
る流動人口の子ども達が流入先の都市で入学できな
い、いわゆる「入学難」の問題を招いた。このように
2001年まで農民工の子女は故郷で公教育を受けるこ
とが前提とされてきた。これに対応するため、中央政
府は 2001年から積極的に「二つの主体」iiiの政策を執
行し、受け入れ地である地方政府に農民工子女が義務
教育を受ける権利を保障するよう働き掛けた。2001

年にその政策が転換したことから、出稼ぎ先の都市の
公立学校に通う者が増えつつある。ところが、出稼ぎ
先の地元住民のなかには、こうした動きが公立学校の
教育レベルを引き下げるとして、受け入れに反対の姿
勢をとる保護者もいる。その背景には、農民工の子女
は成績が良くない、という通念が存在する。
　なぜ農民工の子女は「成績が悪い」という通念があ
るのだろうか。この問いへの回答として、長年の農村
と都市の教育格差を示して「農民工の子女は、教育資

源の乏しい農村での教育期間が長いため」と説明する
こともできる。（劉 2008）
　これに対して筆者の考えは、次のとおりである。中
国の公教育には「教育の文化的再生産」が機能してい
るのである。農民工の子女は成績向上の動機付けが弱
く、学校ではそれを克服するための周囲の支援も乏し
い。いわば学業に力を傾注するには不利な条件下にあ
るのだが、単に家庭環境の問題、低学歴の親が教えら
れない、本人が「努力をしない」と評価されてしまう。
その評価が、さらに学習への動機付けを弱める。つま
り、家庭だけに責任があるのでなく、学校とりわけ教
師の農民工子女に対する認識がこの悪循環を支えてい
る。
　以上の仮説を実証するため、最初の試みとして、本
論文では先行研究のデータを利用するとともに、農民
工が集中する代表的な都市の一つである上海市の公立
中学校を事例にして、農民工の子女を生徒に持つ教員
を対象に独自のアンケート調査とインタビューを行っ
た。広い中国の中で地域により差異もある中で、一都
市のみ、なおかつ一校でサンプルも小さいため、本論
文で行った調査は、上海における教育の文化的再生産
の予備調査の基礎資料として位置付けたものである。
この作業を通じて、本論文はこれまで中国政府は教育
の機会均等を推進してきたが、少なくとも当該事例で
は教育の文化的再生産があることを指摘する。
　本論文の構成は、以下のとおりである。第 1章では、
先行研究の検討を行い、本論文の意義を明らかにする。
第 2章では理論的な分析枠組を提示する。第 3章では、
著者が実施したアンケート調査とインタビューの結果
を示す。第 4章では、第 3章の調査結果の分析を行う。
「おわりに」で論文全体の総括と今後の課題を確認す
る。

第 1章　先行研究の検討

　農民工子女の成績不振の要因として、中国と日本の
研究者は主に、①戸籍制度、②家庭環境（親の学歴）、
③本人の意識（習慣、文化的摩擦）を注目してきた。
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戸籍制度は政府の責任、家庭環境や本人の意識は自己
責任論で安易に片付けられてしまう。これに加えて、
筆者は目に見える成績不振の現象の背後にある、見え
にくい④学校の役割、とりわけ教師の影響を重視し、
教育の文化的再生産に注目する。
　まず、①の戸籍制度については、植村（2009）、李
（2010）、張（2006）が、制度的、経済的要因により、
農民工子女には、流入先の都市部において公立学校へ
の就学が実質的に制限されており、教育機会が十分に
保障されていないと指摘する。
　このような戸籍の影響を重視した研究は、もっぱら
農民工の子女が公立学校に入るにあたっての障壁を
扱っていた。ところが、戸籍改革の進展により、農民
工の子ども達も地元住民と同じ条件で公立学校に転入
できるようになると、彼らの学業不振が研究者の関心
を集めた。
　その成績不振の原因として②の家庭環境、即ち親
（農民工）自身の低学歴によって子どもを指導できな
いことが挙げられている。例えば、陳（2007）は上
海市新光中学校（公立）を対象に調査を行った結果、
88％の農民工子女が学習に困難を感じ、成績が悪いこ
とを明らかにした。その原因として、授業については、
親の学力不足を挙げた。例えば英語の場合、多くの親
は自身も英語ができないため、子ども達に指導ができ
ず、英語能力のある親の子女に比べ不利な環境にある
ことを検証した。陸（2013）は公立学校に就学してい
る上海戸籍を所有する家庭と非所有家庭を比べ、農民
工の子ども達の成績不振が親の学歴に多く関係すると
論じた。
　そして、より広く③の本人の意識、文化的不適応と
して成績不振を捉えたのは姜（2010）である。姜は、
上海市青浦区 SZ小学校を対象に公立学校における農
民工子女の学習環境、学習態度、学習能力について教
師（51件）、農民工子女（240件）、農民工子女の親（241

件）のアンケート調査及びインタビュー調査を行っ
た。その結果として、多くの農民工子女は学習習慣が
身についていない事、学習動機は目先の利益（お金を
稼ぐこと）に集中し過ぎること、基礎学力が低いこと

が明らかになった。その原因に関しては、カリキュラ
ムの進度や進捗速度が違うことが挙げられる、上海市
は義務教育課程でも全国共通の教材を使わず、独自の
教材を用いているため、農民工の子女たちは上海で全
くなじみのない教材に慣れる必要がある。しかし教師
は農民工の子女たちにも上海人の子ども達と同じ要求
をし、差異を考慮しない。個別に適した教材を用いて
教育を行わなかった。また家庭が低収入であることよ
り、塾に通わせる余裕、家庭で副教材を購入する金銭
的な余裕もないことから、農民工の子女は成績が悪く
なると姜は分析した。
　一方、劉（2008）は農民工子女が上海に転入する前
にいた農村の教育水準の低さに要因を求めた。劉によ
れば、農民工の子女は都市に来るまでは、農村の学校
教育を受けていたため，学力が都市部の子どもより相
対的に低い。また農村と都市の衛生面、生活習慣ある
いは言葉の発音（地方特有の方言もある）などの違い
が、学校の教育活動と都市住民の子どもに影響を与え
るということも理由にしている。公立学校に入っても
都市部の生徒の軽視や冷たい雰囲気にさらされるた
め、子どもたちは、公立学校に入りたくないという気
持ちを多少もっている。このような心理的な理由か
ら、農民工は子どもの教育機関を選択するとき、ほと
んどが「民工子弟学校」を選ぶようになったと述べた。
（劉：5）
　これを農民工の子女の内面から裏付けたのが、熊・
楊（2012）である。 彼らは農民工の子ども達の成績
と孤独感との関係を上海市 Y区で 224名の農民工子
女に個別インタビュー調査を行った。その結果、農民
校子弟学校に在籍している子どもよりも公立学校に在
籍している子ども達の方がより劣等感や孤独感を感
じ、上海戸籍の子ども達と文化衝突の頻度が多い、そ
してそれらの要因によって成績が低下したことを指摘
した。
　以上の先行研究からまず戸籍制度に関しては、公安
部は「戸籍制度は撤廃されない、しかし戸籍移動条件
は引き続き緩和される」との見解を示している。国家
発展改革委員会も、基本的な公共サービスの均等化、
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即ち義務教育、就業支援、社会保障、基本医療、公営
住宅などが、農民工を含む都市部の常住人口をカバー
することを政策目標として出した。しかし現実には暫
く上海をはじめ大都市での戸籍撤廃までの道のりはま
だ険しい。
　また、このような先行研究では、中央政府が推進し
てきた「教育の機会均等」の進展とともに、農民工の
子ども達の成績不振が注目されるようになったことが
分かった。しかしながら、こうした研究には次のよう
な問題がある。それは成績不振の要因を農民工の家庭
の収入や親の学歴、また子供本人の側に求めている点
である。
　例えば、前述の劉（2008）は、方言の壁を指摘し
ている。確かに、学習に用いる言語が母語でない場
合、成績に不利な影響を与える事もあろうが、しかし
2014年に筆者が上海を訪ねた時に感じたのは街中で
使われるのは普通語（北京語）がほとんどで、小中学
生同士も上海語で話しているのはむしろ少なかった。
訪問した中学校の教室の中の使用言語は普通語（北京
語）であり、学習においても北京語のため、この点に
関しては農民工の子ども達と変わらない。さらに、小
学校の時点で上海に来た農民工の子ども達も少なくな
く、上海語を理解できるようになるのは、さほど困難
ではないと考える。現在でも 2007年の調査から今で
も同じような結論は出せるか、判断は更なる研究が必
要である。
　以上のように既存の文献の先行研究では、学校側と
りわけ教師の影響力、態度や期待効果が生徒の農民工
の子女の成績不振につながった可能性が言及されてい
ない。これに対して、筆者はむしろ学校の役割、とり
わけ教師の影響を重視し、教育の文化的再生産に注目
する。
　ネイティブ・アメリカンの子ども達の成績不振を
扱ったフィリップス（1974）は、子供の教室でのコミュ
ニケーションと学習の問題を検討し、子供の成績の低
さが彼らの言語の違いにあるのではないことを指摘し
ている。彼らは入学時にはすでに英語をマスターして
おり、言語自体が支障になっているのではないという

のである。成績不振の原因は「教室での相互作用の規
範」ivを彼らが習得していなかったからである。
　このような「教室での相互作用」に大きな影響を与
えるアクターとして、教師が挙げられる。1964年に
アメリカ合衆国の教育心理学者ロバート・ローゼン
タールによって実験された「ピグマリオン効果」が、
人間は期待された通りに成果を出す傾向があることの
現れと説明された。期待と成果の相関関係について、
「人は期待されたとおりの成果を出す傾向がある」と
いう結論が導かれたのである。
　西田（2012）は、教師には安定したホワイトカラー
出身のものが多いため、低階層の生活は劣ったものと
映り、また、劣ったものだと決めつける見方もあるこ
とから、それを学校教育の場で生徒に投影する。そし
て教師が感じる「困惑」の背景に、子どもや親の姿と
教師の出身階層、生活経験との隔足りや、貧困・生活
不安定層に対して否定的な見方を教師が持っているこ
とが、子どもや親に対する理解や指導を困難にしてい
ると論じた。
　従って、本論文は、農民工の子ども達の成績の自己
評価とともに、教師の態度や生徒への期待を調査する
ことで、農民工の子ども達の学習に与えた影響を考察
する。つまり、教師の期待（あるいは欠如）や農民工
の家庭に対する認識が農民工の子ども達の学習動機を
引き下げ、「教育格差の再生産」を機能させる可能性
を探る。本論文は中国における近代化のプロセスで「教
育の機会均等」が、ブルデューの「教育による階級の
再生産」の顕在化をもたらし、再帰的に「教育の文化
的再生産」の顕在化に繋がると考えられる事例を示す
ことになるであろう。

第 2章　分析枠組みと仮説

　教育の不平等や格差問題は中国のみならず、欧米に
おいても「社会階層と教育」の研究、あるいは「教育
と選抜」の研究では、教育達成は業績原理を体現する
変数と見なされてきた。言い換えれば、社会経済的地
位達成において出身階層や性別といった属性要因に比
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べ、どれだけ教育の効果が寄与しているかをもって、
業績原理の優位を示そうとしてきた。と同時に、そう
した教育達成自体が、どれだけ出身階層の影響を受け
ているかを検討することによって、教育が出身階層の
影響から自由ではなく、むしろ、階層・階級の「再生
産」装置であるといった主張も展開された。これによ
り、学校が社会の平等化に果たす限界が認識されるよ
うになった。（耳塚：5-6）
　戦後の日本社会においては、欧米の社会ほど階層・
階級の輪郭がはっきりしていないのだが、苅谷（2008）
によれば、能力の差異をより重視する能力主義型の日
本のメリトクラシー社会では、社会階層と教育達成の
不平等は注目されやすい。メリットとは、能力と努力
という二つの構成要素からなる。教育機会の拡大、社
会の平等化推進について、教育を通じた選抜メリット
を基準としたものであり、それゆえ、出身階層の直接
的影響を被らないことを見込んでいたからに他ならな
い。
　「メリトクラシーが、個人の業績、即ちメリットを
基準に社会的選抜を行い、なおかつ出身階層などの属
性要因の影響を受けずに社会的平等をもたらす仕組み
であるとすれば、メリットの構成要素である能力も努
力も、出身階層やその他の属性要因にかかわりなく分
布していることが前提となる。メリトクラシーを通じ
て社会の平等が達成されるためには、能力と努力のい
ずれもが、個人の属性から影響を受けないことが、結
果の平等をもたらす基本的要件となるはずだ、と考え
られるのである。」（苅谷：70-71）
　苅谷は努力と階層との関係について、学習時間に注
目して検討した。それは「近年、高校生の学習時間は
減少しつつある」と「親の学歴や社会経済的地位が高
いほど、子どもの学習時間は長い」、「高校生の学習時
間の階層差は拡大している」である。分析方法として、
仮説１についてはクロス表と平均値の比較、仮説 2は
平均値の比較、そして仮説 3では学校外での学習時間
を従属変数とした重回帰分析を用いた。分析の結果は、
努力の総量が過去 18年間で減少していること、その
減少は社会階層によって異なることが確認された。

　「成績が悪い」イコール「できなかったのは頑張ら
なかったからだ」というように、どれだけ頑張るかを、
個人の自由意思の問題と見なす限り、その背後に社会
階層の影響があることに目が向きにくい。　
　ところが、努力は平等主義を基調とするメリトクラ
シーの信奉は、能力の階層差を隠す。さらにそれは努
力の階層差をも隠すことにより、教育の達成の不平等
を二重に隠蔽するイデオロギーとして機能する。同時
に、能力主義を基調とするメリトクラシー社会におい
ても、能力の階層差に留まらず、努力の階層差が組み
込まれている可能性を苅谷は示唆する。
　現代中国の農民工の子女達の学業不振の問題につい
て、苅谷の「階層」と「努力」の関係の理論を当ては
めることができると考える。その理由として、農民工
の子供達の一部は自らの努力によって学力が向上し
た。しかしながら多くの子供たちは努力をしても成果
が見られない。あるいは努力しようという意欲さえ沸
いてこない。それは所詮都市（上海）で高校進学がで
きないから努力を諦め、教師からも期待されず、家庭
環境も良好でないことが多い。したがって、能力を活
かすための努力の発動の原動力となる環境の不平等
（階層差）が存在することが教育の達成の不平等を生
み出していると推察される。
　家庭の環境や教師の期待、あるいは戸籍制度が「能
力としての努力」を妨げ、「行為としての努力」、すな
わち学習動機としての努力しようと思う意欲を引き下
げる。
　また、教師の期待値の面において、成績が向上した
要因としては、学級担任が子供達に対して、期待のこ
もった眼差しを向けたことや、生徒達も期待されてい
ることを意識するため、成績が向上していった教師期
待効果やローゼンタール効果によって証明されてい
た。（西田：184）
　本論は、農民工子女を巡る学習問題を単に戸籍制度
に起因するものとはとらえず、「階層」と「努力」に
注目する。「なぜ、農民工の子ども達は成績が悪いのか」
という問いを、家庭、本人のみならず、教師の生徒へ
の影響からアプローチする。

公立学校における農民工子女の学業不振から見た教育の文化的再生産
～上海市Y中学校の調査を基に～
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第 3章　調査概要

　本章では、先行研究で実証されたように、親の学歴
や戸籍制度が原因で、農民工の子ども達は学業に力を
傾注するには不利な条件下にあるため、上海における
「教育の文化的再生産」の顕在化の予備調査の基礎資
料とすることを目的とし、教師と生徒のアンケート調
査及びインタビュー調査に基づく、農民工子女の公立
学校での学習状況の実態を把握する。
　本論では、上海市浦東新区 Y中学校vを取り上げる。
その理由は Y中学校が農民工の子女を多く受け入れ、
全日制中学の認定を受けた、という経緯がある。Y中
学には農民工子女の教育に関して長期にわたる経験が
蓄積されている。2年次の生徒を選択した理由は、進
路選択の時期にあたる学年であるため、本論文では、

進路の選択が当人の学習意欲と周囲の期待に大きな影
響を与えていると考えた。
　周知のように、生徒の生活の中で、家庭と学校が大
きな役割を占めている事は言うまでもない。それゆ
え、家庭と学校がどのような関係にあるのかは、生徒
の学業にとって極めて重要な意味を持つことは想像で
きる。本章では、農民工の生徒たちが実際公立の学校
でどのような意識を持ち、教師との関わり、友達との
関わり、また勉強の姿勢などについて、質問紙調査や
インタビュー調査を基づく結果を整理したい。
　2年次農民工子女 50名を対象にして、2014年 3月
27日から 4月 5日にアンケート調査を実施した。主
な内容は以下の通りである。①宿題の提出状況②なぜ
勉強するのか③学校の勉強面での取り組み④家庭環
境。集計結果は以下の通りである。

村上　昂音

表 1　学習の取り組みについての調査結果
良くする たまにする 全くしない 計

（1）宿題の提出 50%
（25）

40％
（20）

10％
（5）

100％
（50名）

（2）予習復習 10％
（5）

76％
（38）

14％
（7）

100％
（50名）

（3）授業への発言 6％
（3）

80％
（40）

14％
（7）

100％
（50名）

親のため 自身のため 国のため 分からない 計

（4）勉強の目的 44％
（22）

26％
（13）

8％
（4）

22％
（11）

100％
（50名）

（5）困難に遭遇及び挫折したときの対応 （7）　学校の環境
人数 ％ 人数 ％

乗り越えようと努力 29  58 慣れた 43  86
努力せずに放棄 21  42 あまり慣れない  7  14

計 50 100 全く慣れない  0   0
計 50 100

（6）宿題の難易度
人数 ％ （8）学校に行くのが好き

難しい 19  38 人数 ％
時々難しい 30  60 好き 38  76

全く難しくない  1   2 あまり好き
ではない 12  24

計 50 100 計 50 100

（9）教員との関係 （10）上海戸籍の友達との関係
人数 ％ 人数 ％

非常に満足 23  46 仲良くできる 48  96
比較的満足 21  42 仲良くできない  2   4
普通  6  12 計 50 100
不満  0   0
計 50 100
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第 4章　分析

　上記の調査から分かったことは、まず中国の独特な
制度上の問題、即ち農民工の子どもたちは上海で高校
進学が困難なため、上海で継続的に勉強生活するため
に成績に関係なく専門学校に進学という道がある。3

年生になると、農民工の子ども達だけが集まり、クラ
ス分けになる。インタビュー調査では、Gさんの言う
ように、「いくら勉強しても所詮上海で高校進学でき
ないから、自ら勉強する意欲が出てこない」。また、F

さんは「先生は中学校卒業後の進路ばかり聞くから鬱
陶しい、勉強に集中できない」。Jさんは「上海に残
りたいから専門学校に進学する予定。だから成績は別

に考えていない」。Hさんは「上海はやはり住みやすい。
出来ればずっと住みたい。だから勉強ができなくても
中学校卒業したら専門学校に入ればいいんだから、別
に一生懸命やらなくてもいいと思う」。Lさんは「2000

年に上海にきた。上海の専門学校に進学する。成績は
関係ない」。このように、子ども達に勉強の動機が生
まれない。従って、宿題の提出、予習復習、授業への
発言などは積極性が見られなかった。　
　何故学力の差異が生まれてしまうのか、この問いに
対して様々な議論がある。教育社会学では、成績や能
力は社会的に構成されるという考え方が成り立ってい
る。多くの国では、親の社会的地位が高いと子どもの
教育達成も高くなる傾向があり、さらに学歴の差異は

表 2　インタビュー調査対象とした中学 2年生の農民工子女の生徒のプロフィール

表 3　インタビュー調査対象の教師の調査結果

公立学校における農民工子女の学業不振から見た教育の文化的再生産
～上海市Y中学校の調査を基に～

ID A B C D E F G H I J K L M N O P Q

性別 男性 男性 男性 男性 男性 女性 男性 男性 男性 男性 男性 男性 女性 女性 女性 女性 女性

兄弟 一人っ子 2人兄弟 2人兄弟 4人兄弟 2人兄弟 2人兄弟 2人兄弟 2人兄弟 2人兄弟 2人兄弟 2人兄弟 一人っ子 2人兄弟 一人っ子 2人兄弟 2人兄弟 2人兄弟

出身地 安徽省 江西省 江西省 河南省 湖北省 四川省 四川省 安徽省 広東省 安徽省 安徽省 江西省 安徽省 浙江省 江西省 河南省 河南省

成績の自
己認識 中の下 良好 良好 中の下 中の下 中の下 悪い 悪い 悪い 悪い 中の下 中 中の下 中の上 良好 良好 良好

父親の職業不動産関係市場で小売 窓・ドア
修理

日雇い
労働者

日雇い
労働者

鉄鋼関係
労働者 魚売り 運転手 ビル清掃 運転手 市場で

農産品売り ドア修理 エレベー
ター修理 皿洗い 電気製品

の修理
工場での
作業員 運転手

整理番号 a b c d e f g h i j

性別 男 男 男 男 男 男 女 女 女 女

年齢 20代 30代 40代 40代 40代 50代 20代 30代 40代 50代

(1)生徒の学習態度
      への認識

真面目
ではない

真面目
ではない 普通 普通 普通 良好 真面目

ではない 普通 普通 普通

(2)地元生徒との関係 良好 良好 比較的
良好 良好 良好 良好 比較的

良好 良好 良好 比較的
良好

(3)軽蔑の感情 全くない 成績が
悪い時

成績が
悪い時 全くない 全くない 全くない 家庭状況

が悪い時 全くない 全くない 全くない

(4)個別指導 よく行う 全く
行わなかった 時々 よく行う よく行う 時々 時々 よく行う よく行う 時々

(5)親による学習指導

関心をしめし
たものの
実際指導する
能力がない

関心をしめし
たものの
実際指導する
能力がない

関心をしめし
たものの
実際指導する
能力がない

関心をしめし
たものの
実際指導する
能力がない

関心をしめし
たものの
実際指導する
能力がない

関心をしめし
たものの
実際指導する
能力がない

全く無関心

関心をしめしたも
のの

実際指導する能力
がない

関心をしめし
たものの
実際指導する
能力がない

関心をしめし
たものの
実際指導する
能力がない

(6)学習の最大の困難 学習方法 意欲のなさ 家庭教育
の喪失 基礎学力 家庭教育

の喪失
家庭教育
の喪失

家庭教育
の喪失

家庭教育
の喪失

家庭教育
の喪失

家庭教育
の喪失

その他 学習習慣 親の教育 教師の
無力感 学習意欲 制度の問題 長所短所を

見極める 家庭教育 制度の問題 制度の問題 懸念を
示している
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子どもの将来の地位へとつながっていくという世代間
の再生産メカニズムが明らかにされている。
　今回の調査では、勉学において困難に直面してしま
う際、農民工子女は基礎知識の基盤が弱く、自力での
問題解決は極めて厳しい。親も指導できない状況なた
め、本人が挫折してしまうことが多く見られた。
　例えば、インタビュー調査で、以下のような発言が
あった。
　Dさんは、「親は予習復習しなさいと言わないから、
別にしなくても先生にも怒られないし、いいかなと」。
Iさんは、「どんなに頑張っても農民工の子どもは所
詮農民工の子ども。だから中学校卒業したら故郷に帰
るつもり」。Kさんは、「小学校 2年の時に上海にきた。
進路は親次第。親が故郷に帰れば自分も帰る。親が上
海に残るなら、自分は専門学校に進学する」。Mさん
は「4歳の時に上海に来た。将来の進路は親次第で。
父親は上海で引き続き仕事をするならば、自分も上海
に残る予定」。
　学習の目的に関して、内部動機としては学習自体が
楽しく、学習習得の満足感から自主的な学習が出来る
のに対し、農民工子女の多くは外部動機がたくさん見
られ、教育を通じて自らの運命を変え、家庭状況を変
えようと思うのは今までの生活経歴に大いに関係があ
ると思われる。
　また、より詳しいことを聞くため、無作為抽出で
17名の生徒にインタビュー調査を行った。
　まず、家族構成については、一人っ子は 3人で、4

人兄弟が一人、残りの 13名はすべて 2人兄弟であっ
た。出身地については、安徽省出身が 5名で最も多く、
江西省が 4名、河南省が 3名、四川省２名、湖北、広
州、浙江省がそれぞれ１名。父親の職業については、
Aさん（不動産関係）を除く、他 16名の生徒の父親
は日雇い労働者などのブルーカラーであった。成績に
関しては、中国は日本と違い、５段階評価ではなく、
すべて点数で評価している。60点は合格ラインであ
り、60点未満は基本的に「悪い」、70点程度は「中」、
80点以上は「良好」、90点以上は「優秀」と一般的に
認識される。今回の調査では、成績の自己認識として、

「良好」が 5名、「中の下」は 6名、「中」が 1名、「悪
い」が 4名である。
　先行研究で検討されたような制度の問題はすべてで
はない。家庭環境を見てみると、上海の農民工の平均
月収 2,561元に対して、上海市の大卒の平均月収は
4,101元vi、そして上海の物価は他の地域に比べ高い、
そのうえ農民工家庭では一人っ子が少なく、多くの家
庭は２人以上の子どもを持ち、家庭の経済負担が重荷
となっている。義務教育の段階では学費や本代は掛か
らないものの、上海の公立学校では給食費、素質教育
活動費、雑誌新聞代などは必要となるため、2, 3人就
学適齢の児童を抱える農民工にとって教育のための支
出は少ないとは言えない状況である。また、調査によ
れば多くの農民工の職業は肉体労働で、仕事を終えて
から子どもたちに宿題を見る、休日一緒に博物館や動
物園などで時間を過ごすことほぼ無理である。
　先行研究、熊・楊（2012）では、農民工の子ども達
が公立の学校において、文化衝突の原因で都会の子ど
も達とうまくいかず、学校環境に適応できないとの事
だったのだが、今回の調査では、小学生の時から親に
連れられ、上海に来た生徒もいれば、戸籍は農村のま
ま上海で生まれた生徒もいる。比較的に上海の子ども
達との関係も良好で、教師に対する不満もほぼ見られ
ず、また学校に行くのが楽しいと答えた生徒も多かっ
たため、公立学校での適応は悪くないと捉えられる。
　授業中の発言頻度が少ないためか、宿題を提出しな
い、学校の予習復習をまじめにする生徒はほとんどい
ない、勉強上での挫折や困難に遭遇した時、努力せず
に放棄するのかを詳しく生徒に聞いてみた。

Aさん：私は小学校 3年生の時に親と一緒に上海に
来て、上海が好きだから別に勉強ができな
くても専門学校に行けばいいと思う。

Bさん：今の上海市政府や学校の先生、周りの友達
にどのように見られるのかはすべて自分次
第。自分が頑張れば周りにバカにされるこ
ともなく、自分で目標を持っていなければ
周りに無視されるのも仕方ないことだ。

村上　昂音
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Cさん：2006年に両親と共に上海にきた。両親は
すでに上海での居住証を得た。その為に、
毎月の定期的なビザ発行の為、頻繁に市役
所に通い、更に点数を稼ぐ為に（ポイント
制）勤勉に働いた。それでもなお上海での
生活は苦しい為、僕には中学校卒業祖父母
がいる農村に帰ってほしいと、でも僕は上
海に残りたいから、今家族で話し合い中。

Eさん：田舎から出てきて、多少上海人にバカにさ
れることも無理はない。勉強はあまりでき
ないから、先生に叱られるのも仕方ない事。

Nさん：上海で生まれたので、故郷は上海だから専
門学校でもいいから上海に残りたい。

Oさん：2007年に上海にきた、上海に残りたい。
Pさん：将来はやはり上海人みたいにお金持ちに

なって、その為にちゃんと勉強しないと
思ってはいる。

Qさん：成績が悪くないから故郷に戻って高校進学
したい。

　このように、インタビューでは、多くの生徒は将来
格好の良い仕事に就きたいとか、お金持ちになって幸
せな生活を送りたいなど現実的で自身の利益を先に考
える傾向が見られた。
　また、教師の生徒への意識を把握するために、表 3

にあげた 10名の教師に個別インタビューを行った。
（表 3を参照）。主な質問内容は①地元の生徒と農民工
子女との関係、②農民工子女の家庭学習環境、③農民
工子女の学習態度、④農民工子女の成績、⑤農民工子
女にとって最も大きい問題である。
　今回の個別インタビューでは、g先生は、「子ども
が宿題を提出しないため、親に電話で催促したが、我々
も時間ないし、中学校の勉強は難しいから指導できな
い。だから学校で先生に任せたいと投げられたから困
る」と述べた。また、j先生は「農民工の子ども達ば
かり受け入れると、生徒の質が落ちる。学力の高い上
海市の子ども達は別の学校に流れていく。家庭教育を
しっかり行わないと、学校ではどんなに教えてもそん

なに変わらない」と懸念を示した。f先生は「農民工
の子ども達といっても、良い所（長所）はあるはず、
それらの長所を見つけ出すのは教師の役目である。し
かし現実には短所ばかり目に入り、なかなか難しい」
と述べた。
　親の不平等（収入や学歴）が子どもの世代に繋がっ
ていくプロセスの中で、ブルデューの「文化資本」が、
文化がいかに不平等を形成するか、文化の権力性とい
う視点から階級と学校のシステムの関係に注目したこ
とで知られている。ブルデューによれば、労働者階級
の子どもが低い学業成績を示すのは、彼らが能力的に
劣っているからではない。教育システムがあるからだ
という。
　学校は、子ども達が支配階級の文化にどれだけ親し
んでいるか、支配階級のふるまい方や価値観をどれだ
け身に付けているかによって、子ども達を評価する。
　稲垣（2011）によれば、日本では高学歴で高い教養
をもつ知識人、専門職、自由業など中流・上流階級の
家庭では。親が読書好きで、美術鑑賞やクラシック音
楽の趣味を持ち、楽器を演奏することも多い。子ども
は幼い頃から親の影響を受け、類似した趣味を持ちや
すく、多様な経験をしている。このように親が子ども
に習い事や塾などの学校外の教育投資を行い、結果的
に中流・上流階級の子どもは、他の階級の子どもより
多くの文化資本を持つことになる。
　問題は、下層にいる子供たちは、自分たちが支配階
級の分化に支配され、排除されていることに気付いて
いるかどうか。排除されている事に気がづかないメカ
ニズムがあるからこそ、学校システムとして、もっと
もうまく排除や支配が貫徹していることを意味してい
る。結局学校のシステムにおいて文化的選抜が作動す
るために、いくら経済的に不平等が緩和されていても、
結果の平等は達成されないという理論になる。
　ブルデューの文化的選抜や文化的再生産の理論がす
べて中国社会に当てはまるわけではない。何故ならば、
中国社会はヨーロッパのように階層、階級ははっきり
存在しておらず、階層中立的な特徴を持っている。し
かし、中国では文化資本が再生産されない、あるいは
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文化資本が存在しないという短絡的な解釈には結びつ
かない。むしろこう考えることもできる。即ち、努力
すれば報われるという努力信仰のもとで、農民工の子
ども達も頑張れば、都市出身の子ども達と同じように
大学に進学できる、また中央政府の農村優遇政策に
よってむしろ有利ではないかと。このように、文化資
本を評価する学校のシステム、教師の対応は気付かれ
にくく、文化資本の再生産が隠蔽されてきたといえよ
う。
　教師に関しては、上海出身の教師は理想の生徒像と
農村出身の生徒達の姿との間に大きく隔たりがあるこ
とから教師に困惑が生じるのである。調査した 17名
の生徒の父親の職業を見てみると、Aさんの父親が不
動産関係を除いて、残り 16名はすべてブルーカラー
の肉体労働者である。教員 g先生が述べたように、子
どもの勉強は難しいから見られないという理由で、親
はすべて学校に丸投げし、大変困っている様子が伺え
る。農民工の子ども達の学習態度に関しては、「良好」
と答えたのは 50代のｆ先生たった一人だった。また、
農民工の子ども達に軽蔑の感情を抱いているのは 10

人中 3人で、その理由として、「成績が悪い時」、「家
庭状況が悪い」ことを挙げた。教師から見た、農民工
子女の成績不振の最大な原因として、「家庭教育の喪
失」をあげたのが最も多く 7名であった。これに対し、
「学習の方法が悪い」、「学習に対する意欲のなさ」、「基
礎学力が低い」がそれぞれ 1名であった。まとめると、
「家庭」と「生徒本人」に問題あると教師が思ってい
ることが分かった。
　またインタビューでは、このような回答も得られ
た。g先生は農民工の生徒が真面目ではないという理
由を「まじめに勉強する人が少なく、農民工の生徒は
授業中互いにメモを渡すなど、私語が絶えない」と述
べた。d先生は「農民工の子ども達は上海市の子ども
達との学力差があるため、一年生からクラスを分けて、
少人数で指導すべき」と述べた。c先生は「教師は無
力感を感じる。教師が何を言っても本人たちのやる気
が出なければどうしょうもない」と話した。A先生は
「農村と上海市は教材も違うし、宿題を行う時間も違

うし、努力しないと上海市のカリキュラムについてい
けない。本人の学習習慣の育成が一番大事」と述べた。
g先生は「やはり家庭教育が一番問題で、親が協力し
ないと、子どもの成績があがらない」と述べた。b先
生は「親はまったく協力しないし、そもそも親の学歴
や道徳基準が違うから、教師だけでは学力の問題は解
決しない。親にも教育すべき、協力を求めるべき」と
述べた。d先生は「農民工の子ども達の学習意欲をい
かに引き出すのは教師の役目である」とのべた。e, h, 

i先生方は「上海市の生徒たちと同じように高校受験
をさせるべき」と述べた。
　「学習習慣がない、正しく育てられていない、教育
を受けることに無関心」な農村の子どもの生活スタイ
ルは、教師の持つ道徳基準からすれば受け入れがたい。
中には、親が非協力的ですべて学校任せという放任主
義の文化を容認し、適切に対応できないことが、農村
出身の子ども達をその位置に留め、前向きに期待でき
ず、不平等の再生産をもたらすことになる。

おわりに　総括と今後の課題

　中国政府は、農民工子女の義務教育を受ける権利を
国家レベルに上げ、「二つの主体」政策を打ち出した。
即ち流入地およびその中の公立学校が主体となり、農
民工子女への義務教育を提供し、流入地政府及び各行
政部門の責任を明確にした。義務教育の責任主体を出
身地政府から出稼ぎ先の政府を教育の責任者として指
定することで、義務教育が受けられない子女をなくす
ことが狙いであったからである。
　中国政府は教育の機会均等を保つため、農村の教育
予算を増やし、都市での義務教育を無償化し、戸籍改
革を進めるといった政策を取ってきた。こうした流れ
の中で「教育の機会均等」が強化され、農民工の子女
達も戸籍に関係なく流入先の都市の公立学校に入学す
ることができるようになった。
　しかしながら、そのことが地元の公立学校に通う動
きを後押ししたこと、それによって地元の教員は農民
工の子女の「成績の悪さ」、「努力の欠如」に直面し、
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無力感に打ちのめされ、農民工子女の「努力不足」に
軽蔑の念を抱く、さらに教育水準の高い上海市の地元
保護者が彼らの受け入れを警戒してしまう。
　同じ学校で同じ授業を受けるようになったにもかか
わらず、農民工の子女達は流入先の都市で「成績が良
くない＝努力しない」という自己像を抱えてしまうた
め、農村部の秀才に比べ、受験準備をする努力の動機
つけが貧弱になっている。成績の優劣ははっきりと当
人にも周囲にも分かるようになった。この成績の優劣
は結局本人の能力や努力だけではなく、家庭環境、親
の学歴、また教師の期待値により左右され、教育の文
化的再生産の顕在化は今なお存在している。
　そもそもなぜ農民工子女の学業不振が問題なのか、
農民工子女と上海戸籍の子ども達の学力の格差をどう
考えるのか。それはまず「平等」という価値に関わっ
てくる。社会や教育の環境によって義務教育の段階で
は平等に配慮することが必要である。それはできるだ
け若い時期のチャンスを公平に配分すべきだと考える
からである。また現代中国において学力は子どもの将
来の人生設計に関わっている。今の中国社会では学校
で学んだ知識よりもまず「学歴」による職業機会の配
分という意味あいが強い。一定程度の基礎的な学力を
身に付けておかないと、不安定な底辺労働市場にしか
就学の道が開かれていない状況に置かれてしまう。
　そこで学校の役割を考えると、学校がある段階まで
は共通の基礎知識を同じペースで教える必要がある。
それは生まれ育った家庭環境の制約から自由な進路へ
の可能性を、できるだけ平等に近づけた条件で保障し
ようとするものである。もちろん、教育社会学の分野
では家庭環境の影響が繰り返し実証されている。しか
しながら学校教育の役割を弱めてしまったら、家庭環
境がさらに露骨に表れてしまう。親の出身地や出身階
層をダイレクトに反映した「階層の分断社会」になる
であろう。

　学校レベルで見ると、直接目に見える現象、例えば、
「家庭における生活習慣の乱れ」、「自己コントロール
のなさ」、「親の教育関心への低さ」、「言葉遣いの荒さ」
などが問題にされることが多かった。確かに、これら
の事柄は目につきやすいのではあるのだが、こうした
見方が、学校とりわけ教師の農民工の子女への否定的
なまなざしが生徒の意欲に反応する恐れは無視できな
いであろう。農民工の生徒達と上海戸籍の生徒との生
活スタイルの違い、教育達成への条件の違いがそのま
ま学校に持ち込まれ、これらの違いを目の当たりにし
た教師のまなざしや振る舞いが、生徒達にも伝わり、
都市戸籍と農村戸籍の子ども達それぞれの内面を形成
している。家庭生活の条件の違いが学校内で学力差と
して現れてくる過程に、教師も実は関わっていたので
ある。
　では、学校に何ができるのか、教師は何をなすべき
なのだろうか。学校とりわけ教師は子ども達に何を教
えるか、という点だけでは不十分である。広田（2009）
によれば、学校は、子ども達を選抜し、評価し、子ど
も達を振り分ける事によって彼らの社会移動を媒介す
る措置である、そのことから目を背けないことが必要
である。「格差社会」や「階層の再生産」が学校によっ
て固定化されたり、拡大させられたりしているとする
のならば、学校の役割をきちんと議論される必要があ
るであろう。
　今後の課題として、教育の平等問題を考える上で、
表層的な機会均等のみならず、上海戸籍生徒との比較
調査も併せて行い、農民工子女に負の影響を及ぼして
いる社会的背景（教育の達成に関わる環境）の改善に
注目すべきであろう。認識されうる社会的背景の改善
として、教師の意識向上（ピグマリオン効果）、学習
支援制度の整備（学習の観点で良好とはいえない家庭
環境の補完）が必要だと考え、取り上げていく事にし
たい。
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注
 i 具体的に、上層階層の子どもが高い比率で高等教育に進み、社会的に類似の有利な地位を達成し、庶民の
子どもが進学の失敗また断念により、類似の低い社会的地位に留まるという傾向が見られる。そこに文化
的な要因が関係している。ただし、社会的地位や職業の再生産は、例えば農民の子どもが芸術家になると
いった変換の家庭も含むので、そうした変換を可能にする文化性向（勤勉さ、真面目さ、美的な見方など
のハビトゥス）の伝達をも解明しながら、文化的再生産過程を捕える必要がある。（岩波小辞典社会学。宮島：
217）

 ii 農民工という言葉は、1984年に社会科学院の『社会学通讯』という雑誌で初めて使われた。戸籍上農民
のまま、実質上都市にて肉体労働者（民工）である。

 iii 二つの主体：2001年 5月 29日公布「国務院関与基礎教育改革与発展的決定」により、「二つの主体（両
個為主）」即ち、農民工の流入地政府及び公立学校が主体となり農民工子女の教育機会を保障する事を第
12条において規定した。

 iv 生徒が教室で有能なメンバーであるためには、状況や文脈、教師の発する言葉のトーンや表情、反応の仕
方などを適切に解釈し、場にふさわしい行動や言動を構成する「相互作用能力」を必要とする。教室の相
互作用は、主導―応答―評価を基本構造とする。つまり、教師が授業課題の導入や質問など主導的な役割
を取り、生徒はそれに対して応答する、さらにそれが教師の「評価」に繋がっていくという構造である。

 v Y中学校は 1997年 9月に創立された全日制中学校で、2005年初級中学校と定義された。生徒数は 300人
余り、教職員は 46名、うち高級教師 7名、浦東新区の一級教師は 3名。Y中学校は 35人一クラスで、一
学年 4クラス。三年生になると、成績順にクラス分けをされる。Y中学校のうち半分ほどの生徒は農民工
子女である。

 vi 出典：範小晨（2013）「中国における農民工の収入増大と消費拡大」東京三菱 UFJ海外駐在情報
BTMU China Economic Topics  No.51

 vii 新華網（2015年 6月 8日）「中国将幇助更多農村学生“上大学”」
http://education.news.cn/2015-06/08/c_1115545891.htm　2015年 9月 1日アクセス
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