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中国のエスニシティ：

木曜3限 社会学基礎演習 石原英樹
先生

池袋
から見る

中華人民共和国
人口：13.6億人

民族：56個

（漢族は全体の91.51%を占めている）

言語：標準語は普通話、他は広東語など

在日外国人： 2,307,388 人

在日中国人： 677,571 人（全体の29.3%）

中華人民共和国 人口：約13.6億人

面積：約963万km2

民族：56個（漢族は全体の92%を占めている）

言語：標準語は普通話、他は広東語など

宗教：道教、仏教、キリスト教、イスラム教など

在日中国人
について

在日外国人：2,307,388 人

⇒在日中国人：677,571 人（全体在日外国人の約29%）

⇒留学生：105,882人

（全体在日中国人の約16%・留学生の約44%）

都道府県別で見ると、1位は東京都 181,670人

次いで神奈川県、埼玉県であり、関東一都六県が

約55%を占めていた

在日中国人は関東首都圏を中心に、20代を中心に

留学、就職をしに日本へ移住した人が多い

日本三大中華街：

横浜中華街、神戸南京町、長崎新地中華街

幕末の開港都市の外国人居留地に形成された

「老華僑」におってつくられたもの

チャイナタウン
（中華街）

長崎新地中華街

江戸時代の鎖国期間、

対中貿易港としての長崎が、

中国人が多くいた

 1859年長崎港は国際開放されため

中国人の住居であった唐人屋敷は

廃墟となり、新地に移り住んで、

長崎新地中華街が形成され始めた

現在、中華料理店・菓子店・

雑貨店など約40店舗

三大中華街
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横浜中華街

 1859年、横浜が開港都市として

外国人居留地が造成され、欧米人

とともに多数の中国取引仲介者や

中国人貿易商が来住した

居留地に中華会館や学校などを

建てて、横浜中華街の原型である

現在、中華料理・雑貨・土産・

サービス業などの店は約620軒

三大中華街

神戸南京町

 1868年、神戸港として開港し、

華僑は居留地に住むことを許可さ

れずに、西隣に住み始め、現在の

南京町周辺に日本人と華僑が軒を

連ね市場が誕生する

現在、中華料理店・食材店・

雑貨店など約100軒

三大中華街

池袋
チャイナタウン

池袋
チャイナタウン

1972年 日中国交正常化

1978年以降 中国の改革開放政策など伴い、

在日中国人が増加

1980年以降 池袋周辺は「新華僑」が多く

居住するようになった

池袋北口周辺には、 新華僑が経営する店が増加し、

中国料理店・スーパーなどの店は約210軒

本格的な中国料理が味わえて、東京のチャイナタ

ウンとして発展していると言われている

三大中華街
と
池袋
チャイナタウン
の比較

長崎新地中華街：

歴史が一番古い

横浜中華街：

規模が多きくて、料理以外の店もたくさんある

神戸南京町：

三大中華街の中で歴史が浅い

池袋チャイナタウン：

新華僑が作って、歴史が一番浅いが、

本格的な中国料理店や中国関連の店が多くある

インタビュー

ハクさん（23）

来た理由：留学

困ったこと：食文化の違い

イーさん（27）

来た理由：姉が日本にいるから、

それで日本語を勉強し始めた

困ったこと：就職が難しい
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インタビュー

チンさん（22）

来た理由：国内の大学の競争が激しいので留学

困ったこと：ゴミの分別や街にゴミ箱が少ない

ブンさん（25）

来た理由：趣味（アイドル・アニメ）

困ったこと：就職が難しい

インタビューに
ついて
考察

文化の違い－食文化

日本の中華料理と中国料理は違い

中華料理は日本人の味に合わせて作ったもの

e.g.  天津飯や中華丼などの中華料理は日本発祥

餃子の具や作り方

⇒中国ではニラや白菜が多く使い、

焼き餃子以外、茹でた餃子も一般の食べ方

中華料理に戸惑う中国留学生がいる

お互いの文化の了解が足りない

インタビューに
ついて
考察

ゴミの分別－豊島区のゴミの分け方
品目 例 備考

生ごみ
野菜の切りくずや貝殻な
ど

十分に水切りし、新聞紙などに包んでくださ
い

少量の木の枝・草
花

木の枝、葉、草花など
50センチメートル未満の長さに切ってくださ
い（枝の太さ10センチメートル未満）

資源に出せない紙
類

紙くず、ビニールコート
紙、感熱紙、カーボン紙、
写真など

リサイクルできる紙は「資源」として出して
ください

不用になった食用
油

食用油(廃食油）など

紙や布に染み込ませるか、固めて出してくだ
さい。

また、区施設で「資源」として回収していま
す。

出し方や回収場所等は下記「廃食油回収の
ページ」をご覧ください。

紙おむつ 紙おむつ・生理用品など 汚物は取り除いてください

資源に出せない布
類

ストッキングなど
リサイクルできる布は「資源」として出して
ください

プラスチック類

菓子袋、弁当などの容器、
マヨネーズなどのチュー
ブ類、発泡スチロール製
の緩衝材、CD、ビデオ

テープ、ボトルタイプ以
外のプラスチック容器な
ど

食品用・飲料用のペットボトル、食品用ト
レー、プラスチック容器ボトルタイプは「資
源」として出してください

ゴム類 ホース、長靴、ゴム手袋
など

ホースは50センチ未満の長さに切ってくださ
い

皮革類 靴、財布、かばんなど
金属などの部分はできるだけ分けて「金属・
陶器・ガラスごみ」に出してください

品目 例 備考

小型の金属類
かさ、フライパン、針金の
ハンガー、アルミホイルな
ど

大きさがおおむね30センチ未満のもの

小型の刃物類 はさみ、包丁など
新聞紙などに包んで「危険」と表示して
ください

小型の家電類 ドライヤー、ラジオなど

大きさがおおむね30センチ未満のもの。

小型の家電類に含まれている金属を有効
利用するため、区施設でも回収していま
す。出し方や場所等は下記「小型家電の
回収ページ」をご覧ください。

陶器・ガラス類 茶わん、コップなど
新聞紙などに包んで「危険」と表示して
ください

電球・蛍光灯 電球・蛍光灯など

取り替えた空ケースに入れてください。

蛍光灯を安全にリサイクルするため、区
施設でも回収しています。出し方や場所
等は下記「蛍光灯の回収のページ」をご
覧ください。

スプレー缶、カ
セットボンベ類

スプレー缶、カセットコン
ロ用ボンベなど

車両火災の原因となりますので使い切っ
て他のごみとは別の袋に入れ、「スプ
レー缶」等わかるように大きく書いて出
してください。中身が使いきれない場合
は収集職員に直接渡してください。

水銀を含む製品
水銀体温計、水銀血圧計な
ど

他のごみとは別の袋に入れ、「水銀体温
計」等わかるように大きく書いて出して
ください。

出所：豊島区公式ホームページ

インタビューに
ついて
考察

ゴミの分別問題

中国の都市はほとんど混合収集が採用されている

都市ごみの分別収集が1985年ごろから各地で提案・

実施されているが、展開にとどまっている

①市民への宣伝と教育が徹底されていない

②市民の意識が低く習慣として定着しない

③資源ごみを有価買取する回収・分別業者や適切

な引き渡し先（リサイクル・処理業者）がない

中国留学生がゴミの分別や捨て方に慣れずに、

近隣の住民との衝突があったことも少なくない

インタビューに
ついて
考察

就職難－日本企業が留学生を雇いたくない理由

①企業が中国人卒業生を雇いたくなくなった

⇒中国人卒業生は育てるのにコストがかかる

⇒育てても企業に長くとどまるかどうか保障できない

②企業が中国現地で中国の大学を卒業した日本語が

できる人材を雇用するようになっている

⇒中国の大学の卒業生は育成コストが少なくて済み、

企業の現地化にも有利だという考え

インタビューに
ついて
考察

③日本社会に深く触れることがない

⇒寮と学校の往復だけで、生活力、語学力、

コミュニケーション力が大いに不足している

⇒大学が留学生を呼び込むために、英語だけで学位を

取れるコースや快適な留学生寮の拡充などを進めて

きたため、日本語に触れる機会が少なく、日本企業

が求めるレベルの日本語が話せなかった
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インタビューに
ついて
考察

就職難－中国企業が留学生を雇いたくない理由

①基礎的な素質が高くないと思われる

⇒現在の中国人留学生はほとんどが国内での大学入試

に失敗して日本で勉強している、国内の企業が外国

の学歴について詳しくないから、留学生を「落第生」

とみなすため、就職が難しい

インタビューに
ついて
考察

②帰国後の就職が親に影響される

⇒帰国しても、多くの親の「虚栄心」や「上昇志向」

が子どもたちに帰国後の就職に影響している

（例：大手企業ばかり狙う etc.）

③海外留学帰国者にの期待が高い

⇒海外留学帰国者に対する企業の期待値が上がり、

日本企業の実務経験や幅広い人脈を求め、資金や

プロジェクトをもってきてほしいと考えられて、

卒業証書があるだけでは十分でなくなった
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