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研究論文 

相互主体的な関係性の中で形成される 
「移動する子ども」と親のアイデンティティ 
ことばの発達過程を捉える親のまなざしの変化に着目して 

佐伯 なつの* 

 
■要旨 

本稿では，幼少期から複数言語環境で成長する「移動する子ども」のこと

ばの発達過程を親の視点から振り返り，ことばの発達を捉える親のまなざ

しにどのように変化があったのかを検討した。その結果，子どもの言語教

育に大きな影響を与える存在とされる親もまた，子どもが見せることばの

発達の様相に影響を受けながら，親としてのあり方を模索する動態的な存

在であることが明らかになった。また，子どものことばの学びに向き合

い，相互主体的に自らのアイデンティティ形成を図ることを通して，親も

また子どものことばの学びを支える実践者となり得ること，それにより，

子どものアイデンティティ形成を広く支える言語教育の可能性が開かれる

ことが示唆された。 
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1．問題の所在と研究目的 
 

近年，グローバル化が進む世界経済の発展と共に，人々の移動は更なる拡大を続けている。

この大人たちの移動にともない，「移動する子ども」の増加・多様化もまた進んでいる。「移

動する子ども」とは，川上（2011）が提唱した分析概念であり，「空間的に移動する」，「言

語間を移動する」「言語教育カテゴリー間を移動する」（p. 6）という三つの条件を持つ概念

である。この分析概念によれば，日本人の両親のもとに生まれ，中国で幼少期を過ごし，現
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在は日本国内のインターナショナルスクール1（以下「インター」と表記する）に通う筆者

の長女 HANA（仮名）もまた，空間及び言語間を「移動する子ども」である。 

これまでの年少者日本語教育では，海外帰国子女の学校文化適応や，JSL の子どもたち

の教科学習参加など，個別の言語教育カテゴリーの中で子どもたちのことばの問題が議論さ

れてきた。だが，子どもたちが抱えることばの背景が多様化するにつれ，既存の言語教育カ

テゴリーに当てはまらない子どもたちの存在が浮上してきている。「移動する子ども」とい

う分析概念は，このような子どもたちを含めた新たなことばの教育のあり様を模索する上で，

重要な視座を与えるものである。 

また，学習を関係論的なアプローチから捉える動きの中で，学びを規定するのは学習者自

身であるという見方が強まり，学習者が何を以て学びと捉えるかを言語実践全般から広く捉

える視座が求められるようになってきている。つまり，学校文脈に限らず，子どもの言語生

活全般を広く捉え，ことばの力を育成することが求められているのである（尾関，2009；

川上，2011；他）。 

こうした流れを受け，子どもに対することばの教育は「全人的発達を支える為の教育（石

井，2006，p. 4）」として位置づけられるべきであるとする見方が強まっている。これは，

人としての成長・発達過程にある子どもたちのことばの教育は，知識や運用能力の育成と

いった従来の日本語教育の枠組みを超え，子どもたちの人としての成長を支える力としての

ことばの力の育成を目指すべきものであるとする考え方である。この考えに基づき，近年の

年少者日本語教育においては，一人ひとりの子どもの時間軸・空間軸，そして言語軸に連続

性を持たせたことばの学びが重視されるようになりつつある。 

子どもの言語生活全般を広く捉える視点が重視されるにともない，彼らの言語教育に大き

な影響力を与える存在である親や家庭に対しても大きな関心が寄せられるようになってきた。

渡辺（2005）は，複数言語環境で育つ子どもの家庭の言語環境には「いろいろなパターン

があり，両親や周囲の人間の努力と意識次第で，言語環境を相当に変えることができる」

（p. 67）とし，親が子どもの言語環境を選択する決定権を握る存在であると述べる。さらに

渡辺は，家庭の言語使用状況によって子どもの言語能力が異なる点に言及し，子どもの言語

選択に関する親の役割意識と意思決定の重要性を指摘している。同様の指摘は西原

（2007）にも見られ，親が子どもの言語習得環境の整備に関する意思決定と行動の鍵を握る

存在であることがわかる。 

また，親が言語教育環境をどのように整備するかが，子どもたちの言語能力に影響を及ぼ

す要因の一つであることは，量的研究からも明らかにされている。国立国語研究所は，関東

甲信越地方の小・中学校に在籍する JSL の子どもの家庭を対象に，子どもの言語教育に関

する親の意識調査を実施した。その結果，母語と日本語の両言語で高い言語能力を持つ子ど
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もの親の言語能力は必ずしも高いわけではなく，「子どもの教育についての見通しを持ち，

言語能力の発達を意識的に捉え，環境を整備することができる力が，子どもの言語能力を育

てる力になっているよう」だという見解が示された（石井，2007，p. 37）。この調査結果か

らも，親が子どものことばの力をどのように把握し，ことばを学ぶ環境を整えているのかに

よって，子どもたちのことばの発達が左右される可能性が示されている。 

しかし一方では，親たちが「子どもたちに何が必要であり，親としてできること，すべき

ことは何かについて十分な知識や情報を持ち合わせていない（石井，2006，p. 8）」という

問題が指摘されている。多くの親が子どもに両言語ともに高い言語能力を身につけさせたい

という希望を強く持ちながらも，具体的な働きかけはあまりできていないという実態も明ら

かになっており（石井，2007），親が子どもの言語教育をどのように整備すればよいのかと

いう問題は，近年の年少者日本語教育において喫緊の課題となっている。石井はこの問題に

対し，親が十分な知識や情報を得たうえで子どもと向き合い，「言語獲得や発達の諸側面を

把握」し，「適切な選択と支援を行おうという意識が不可欠である」（p. 38）と述べる。だ

が，実際に子どもたちの複数の言語の発達と成長をどのように「把握」すればよいのか，ま

た「適切な選択と支援」とは何かという点は，いまだ明らかにされていない。筆者自身も

「移動する子ども」を育てながら，子どものことばの学びをどのように「把握」し，「適切な

選択と支援」を行うべきなのかという問題意識を抱えてきた親の一人である。そこで本研究

では，当事者の視点からこの問題を検討していきたい。 

複数言語環境に育つ子どもの言語教育に対する親の意識に焦点を当てた研究は，家族を取

り巻く言語環境など社会的要因と関連する問題として，これまでにも質的・量的な調査が行

われてきた。このような研究の多くは，親の教育戦略と言語選択に着目して行われたもので

ある（山田，2004；小島，2003；など）。いずれの研究においても，親の言語選択や教育戦

略の変化を社会文化的要因から捉え，複数言語環境で育つ子どもとその家族に対する理解を

喚起しようという傾向が見て取れる。確かに巨視的な視点から類型化することで，ある一定

の傾向を示すことはできるだろう。しかしながら，親の言語能力観あるいは教育観を静的で

固定的なものとして捉える点に疑問が残る。親が子どものことばの発達をどのように捉え，

その捉え方が子どもの言語教育にどのように関連しているのかは，それぞれの親子によって

異なるはずである。したがって，親子がことばを介して向き合う過程をつぶさに追う微視的

な視点が，子どもの言語教育と親の意識の関係を明らかにする上で，より重要になるのでは

ないかと筆者は考える。 

また，親がことばの発達過程を捉え直すことは，子どものことばの学びの内実を明らかに

する上でも意義がある。一部では長期にわたる実態調査や実践研究が行われている（滑川，

2007 など）ものの，「移動する子ども」の個別的なことばの発達過程全体は十分に明らかに

なっていない。その点，子どもの成長をもっとも近くで見守ってきた家族，中でも親であれ

ば，ことばの発達過程全体を長期的な視点から振り返ることができる。さらに，家庭は子ど
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もの社会化を進める第一の場であると同時に，子どものアイデンティティ形成に大きな影響

を与える日常的なことばの実践の場である。したがって，言語活動全般を親の視点から捉え

ることは，「移動する子ども」のアイデンティティ形成を理解する上での重要な手がかりと

なり得ると考えられる。 

以上をふまえ，本稿では，幼少期より複数言語環境で成長してきた筆者の長女 HANA の

ことばの力の発達過程を，親である筆者のまなざしを通した「想起による個人的語り」に

よって明らかにする。そのうえで，「移動する子ども」の親が，子どものことばの発達を

「把握」し，「適切な支援と選択」を行うとはどのようなことかを考える上で必要な視点を考

察することを本研究の目的とする。 

 

2．研究方法 ―「想起による個人的語り」 

2．1．「想起による個人的語り」 

本研究は，一人の子どものことばの発達過程に着目した縦断的調査である為，質的な研究

方法が 適であると考える。具体的には，HANA のことばの発達過程を，親である「私」

の視点から「想起による個人的語り」によって捉え直し，そのまなざしの変化に注目する。

「私」が HANA のことばの発達過程を語ることは，自己エスノグラフィーの「想起による

個人的語り」（Ellis，2000）の様相を帯びる。Ellis は，「個人的語りのテクストでは，著者

は『私』，読者は『あなた』となり，研究対象は『私たち』になる」とする。本稿では，こ

の Ellis の立場を取り，「読者も能動的な役割を担いつつ，著者の世界へ誘われ，描かれた

出来事に感情レベルで反応していく」プロセスを通して，「自らの性をふり返り，理解」し

ていく（Ellis，2000，p. 139）為の方法として，「個人的語り」を用いることとした。ただ

し，内的妥当性を高める為，父親である夫に対するインタビュー・データを用い，夫婦によ

る語りを親の「個人的語り」として用いる。また，HANA の持つ複数のことばの発達を多

角的に捉える為に，ESL 教師に対するインタビュー・データ，教師と保護者の連絡帳とし

て用いられたコミュニケーション・ブック（以下「連絡帳」とし，括弧を外して表記する）

の記述，HANA の日常的な言動を記録した筆者の日記を補足データとして用い，分析を

行った。 

質的研究は，当事者が生活する社会的・文化的世界に依存して形作られる意味を理解する

ことに重点をおくものである。したがって，親としての「私」によって語られる HANA の

ことばの発達の物語においては，真実を描き出すことを目的とせず，「私」の視点から主観

的な意味づけを行うことに重きを置いた。つまり，本稿で描かれるのは，「私」によって意

味づけられた HANA のことばの発達と成長の語りである。尚，次項より「私」は親として

の筆者を表す呼称として用い，括弧を外して記述する。 
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2．2．HANA のプロフィール 

本稿における研究対象 HANA は，日本人の両親のもとに日本で生まれた。日本国籍を有

する〈日本人〉の女子児童である。1 歳の時に父親の転勤にともない，家族で中国に渡り，

5 年間の駐在生活を経験した。6 歳で帰国するまで，家庭内言語は日本語，インター幼稚園

では英語，中国人ベビーシッターとは中国語，という三つの言語に囲まれて幼少期を過ごし

た。帰国後は日本国内のインター小学校に入学し，現在2は 4 年生に在籍している。 

HANA は，日本から中国，中国から日本という「空間的」移動，学校では英語，家庭内

では日本語という「言語間」の移動に加え，毎年インターの夏休みを利用した公立小学校の

体験入学によって，インターでは第二言語として学ぶ「日本語」を「国語」として学び，

「言語教育カテゴリー間」の移動を経験している。〈日本人〉でありながら幼少期から複数の

言語・文化が交錯する中で成長してきた HANA は，まさしく「移動する子ども」であると

いえよう。 

2．3．研究の手続き 

2011 年 7 月，HANA の父親に対し，計 2 回，約 1 時間半の半構造化インタビューを行っ

た。インタビューでは，HANA が中国に渡ってから現在までの日本語と英語の発達，親と

しての教育に関する意思決定や環境整備に対する考えについて語り合った。また，2011 年

8 月，小学校 1 年次から英語支援を担当した ESL 教師に対しても約 50 分間の半構造化イン

タビューを行い，HANA の 3 年間にわたる英語の発達，学校での様子などを中心に話を聞

いた。インタビューの会話は録音し，文字化した。文字化された語りは時系列に沿って分節

化し，以下の三つの観点から分析を行った。 

（1）各時期において，HANA の日本語・英語の力はどのように発達したか。 

（2）各時期において，HANA のことばの発達を捉える私まなざしはどのように変化した

のか。 

（3）私のまなざしの変化に影響を与えた要因はどのようなものか。 

 

3．HANA のことばの発達過程 
 

HANA のことばの発達過程は，「空間的な移動」「言語間の移動」「言語教育カテゴリー間

の移動」によって，表 1 に示した四つの時期に区分することができる。では，以下より各

時期における HANA のことばの発達過程を詳しく見ていく。 

                                                 
2 本稿は 2012 年 3 月に執筆されたものである。 
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表 1 

 時期 移動のカテゴリー 

3．1． 2004 年 3 月 

‐2005 年 8 月 

「空間」 

「言語間」 

日本→中国 

日本語⇔中国語 

3．2． 2005 年 8 月 

‐2009 年 7 月 

「言語間」 日本語⇔英語（⇔中国語） 

3．3． 2009 年 7 月 

‐2010 年 6 月 

「空間」 

「言語間」 

中国→日本 

日本語⇔英語 

3．4． 2010 年 5 月 

‐2011 年 7 月 

「言語教育カテゴリー間」 

「言語間」 

インター⇔公立小学校 

日本語⇔英語 

3．1． 1 歳～3 歳 ―「空間的移動」日本から中国へ 

2004 年 3 月，1 歳 5 か月になった HANA を連れ，一足先に中国 A 市で駐在生活を始め

ていた夫のもとに向かったのは，まだ寒さの残る春先だった。「ブーブー」「ワンワン，来

た」など一語文・二語文の日本語をようやく話し始めたばかりの HANA は，この日を境に

「移動する子ども」となった。日本から中国へという「空間的」移動に加え，家庭内で話さ

れる日本語と，家庭外で耳にする中国語という複数の「言語間」を移動する生活が始まった

のである。 

中国沿岸部に位置する A 市は，人口 700 万人ほどの比較的大きな都市である。しかし，

英語が通じるのは空港や一部のホテルに限られており，タクシーに乗るにも買い物をするに

も病院に行くにも，中国語が話せなくては用を足せない環境にあった。頼みの夫は出張で家

を空けることが多かった。したがって，中国語を習得することは，駐在生活を送る上で私に

とって必須の課題であった。HANA を中国人ベビーシッターに半日預け，留学生に混じっ

て大学に通いながら私は中国語を学んだ。 

私たちが住んでいた家は，駐在家族が集住する地区からはやや離れており，近所には

HANA を一緒に遊ばせられるような同じくらいの年齢の子どもがいなかった。そのため，

知り合いもなく，ことばも通じない環境で，幼い HANA と私の二人きりで過ごす日々が続

いた。当時の A 市には日本語の衛星放送が入らず，日本語の絵本や CD，DVD などを手に

入れることも難しかった。日本から持参した絵本を繰り返し読み聞かせ，日本の童謡を歌っ

て聞かせることが，大学の授業から戻った私の午後の日課となっていた。それから 3 か月

ほどして，私たちは日本人が集住する地区に住まいを移した。そこで日本人の友人ができて

からは，毎日のように誰かの家に集まっては子どもたちを遊ばせ，食事を共にし，寝に帰る

以外のほとんどの全ての時間を共に過ごすようになった。その後およそ 1 年半にわたり，

このような生活は続いた。 
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この時期の HANA は，同年齢の子どもに比べ，ことばの発達が早かった。語彙も豊富で

「おしゃべりが上手ね」と，周囲の大人たちに驚かれることもしばしばであった。その背景

には，量的にも質的にも豊富な日本語のやりとりを経験していたことが関係していると推察

される。A 市での生活を始めた当初，私にとって日本語を使用する相手は HANA 一人で

あった。そのため，HANA に注目し，語りかける時間は，日本での生活よりもはるかに濃

密であったように思われる。また，転居してからは，常に日本語のやりとりが飛び交う賑や

かな環境の中で一日の大半を過ごしていた。同年齢の子どもとの触れ合いからも多くの刺激

を受けながら，HANA のことばの力の素地が形成されていたと考えられる。一方，HANA

が中国語を用いて直接のやりとりを行う相手はベビーシッターに限られていた。彼女との間

では，日常的によく使用する決まったやりとり（例えば「いる」「いらない」など）を用い，

中国語でも十分に意思疎通をはかることができるようになっていた。しかし，A 市での 1

年半にわたる駐在生活で HANA が触れる主たる言語は日本語であり，一歩外に出れば中国

語が飛び交う環境にありながらも，この時期の HANA のことばの発達はあくまで日本語を

中心としたものであった。 

3．2． 3 歳～6 歳 ―「言語間の移動」インターナショナル幼稚園入園 

3．2．1． 3 歳 

「移動する子ども」となった HANA が，本格的な「言語間」の移動を経験することに

なったのは 3 歳の時だった。2005 年 8 月，転勤の辞令が下り，私たち一家は A 市から S 市

へと，中国国内を移動した。この引越しを機に，HANA はアメリカ系インターナショナル

スクール幼稚園に通うことになり，彼女の言語環境はそれまでとは一変したものとなった。

初めての集団生活を，理解不能な言語環境でスタートすることになった HANA は，当然の

ことながら激しい抵抗感を示した。 

 

私： 初は本当に泣いて泣いて・・・本当に大変だった。でも 3 か月くらいしてから

かな。家でも英語の歌を歌ってくれるようになって。あと，「Wash your hands」

とか「Line up please」とか。ああ，先生の指示は理解できるようになったんだ

なぁってすごく安心したの覚えてる。 （2011 年 7 月 15 日インタビュー） 

 

激しく泣き続ける HANA の姿に私は胸を痛めた。自分たちの選択は正しかったのか，自

分に対しても，夫に対しても，その不安をぶつけずにはいられなかった。しかし，3 か月も

経つ頃には，HANA は教師からの指示を聞き取り，日常生活を送るために必要 低限の英

語の力を獲得していく様子を見せた。さらに，英語母語話者の友人ができると，英語による

やりとりが徐々に増え，HANA の英語の発達は著しい進歩を見せるようになる。 
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夫： そう、いやでも 3 歳の時は結構話してたよ。あの何だっけ、イギリス人の男の子

と仲良くなったじゃん。あれで大分伸びたね。うん。あの時は結構それなりに話し

てた。 （2011 年 7 月 15 日インタビュー） 

 

同年齢の子どもとのやりとりが増えることにより，HANA の英語の力は，父親の目にも

「結構話してた」と映るほど，「伸び」ていたことがわかる。さらに，HANA のことばの力

は生活場面から学習場面へと広がっていく。その様子は連絡帳の記録に示されている。 

 

クラスで飼っているオタマジャクシが一匹死んでしまったそうですね。でも，

「それはそんなにひどいことではないの。先生が『カエルの赤ちゃんが大きくなる

のはとても難しいことです。だからカエルのお母さんはたくさんの卵を産みま

す。』と説明してくれたから。自然（nature）はそうなの。」と HANA は私に説明

してくれました。 （2006 年 4 月 6 日，連絡帳） 

 

HANA は「オタマジャクシが一匹死んでしまった」という実際に起きた出来事を伝える

と同時に，カエルの生態に関する教師からの説明の要点を「自然はそうなの」という概念と

して理解した上で，その内容を私に伝えることができている。HANA は，クラスの学習的

文脈におけるやりとりを理解し，理解したことを自分のことばで再構成することができる程，

ことばの力を発達させていた。3 歳の 1 年を通して，HANA のことばの力は，関係性の広

がりと共に，生活場面から学習場面へと広がりを見せながら，順調に発達していたのである。 

3．2．2． 4 歳 

しかし，4 歳になると HANA のことばの発達には陰りが見え始めた。新しいクラスに

入った HANA は，英語話者とのやりとりから距離を置くようになり，日本語話者と行動を

共にすることを好むようになった。この背景には，私が次女を出産する為に一時帰国したこ

とにより，HANA が英語を使用するやりとりから 3 か月ほど離れたことが関連していたと

考えられる。 

 

私： で，4 歳クラスになったとき，もうクラスが出来上がっちゃってたから，Y（日本

人の子ども）と仲良くしてもらって。で，ずーっと Y といたから，なんか 4 歳は

ほんとにあんまり英語使わなかったよね。（中略）たぶんほとんど英語使ってな

かったんじゃないかな。 

夫： あー，あの一年は大きかったな，今考えても。なんか後退してたよ。英語で観てた

DVD とかも「日本語にしてー」とか言ってたし。たぶんわかんなかったんだろう

な。 （2011 年 7 月 15 日インタビュー） 
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子どものことばの力は「常に変化しているものである」と川上（2011，p. 66）が指摘す

るように，3 か月のブランクによって，HANA の英語の力は，既に出来上がったクラスの

中で新たな関係性を築くことが困難に感じられるものとなっていた。日本語話者と行動を共

にし，英語のやりとりから離れていくと，かつて英語で観ていた DVD でさえも日本語吹替

版で見たがるようになるほど，英語の力が「後退」したように私たちの目には映った。 

さらにこの頃から，HANA は日本語に対しても次第に距離を置くようになっていった。

英語からも日本語からも離れていく HANA を見て，私は次第に複数言語環境で子どもを育

てることに対する不安を募らせていった。だがそれは，同年齢の日本語話者の子どもたちが

読み書きに興味を示すようになっていく中，HANA が全く興味を示さないことに不安を覚

えた私が，文字学習を強要したことに起因していた。 

 

私： ただ私はもっと、文字とかそういうのが気になって。「他の子がもうひらがなを読

めるようになったよ」とか、「自分は 4 歳で本を読んでたなぁ」とか思うと、これ

でいいのかなって。遅れてるんじゃないかなって。やっぱり日本人だし、日本語は

ちゃんとできないと、っていうのは常に思ってた気がする。あの頃は。だから、お

風呂でポスター貼って毎日読ませたり、日本からドリルとか持ってきてやらせたり

して。でも全然入らなくて。もうほんとにイライラしてたと思う。怒ってたもん、

私。だから余計に HANA も覚えなかったんだと思う。 

（2011 年 7 月 15 日インタビュー） 

私は，自分が育ってきた環境とは異なる環境で子どもを育てることに対する不安を抱えて

いた。その不安から，私は次第に自分の幼少期や，同年齢の子どもといった母語話者の言語

能力に規範を求めるようになった。そして，その規範に対して「遅れ」ないように，ドリル

やポスターを用いた文字学習を HANA に強要したのである。当然のことながら，文字学習

に意味を見出すことができない HANA には，「全然入らな」かった。苛立つ私から怒られ

た HANA は，学習意欲をさらに低下させ，日本語学習そのものに対する強い拒否感を示す

ようになっていった。 

 

私： あの頃はもう，なんか毎日戦いで。「HANA は『英語人』だから日本語はやらなく

てもいいの」ってよく言ってたよね。（中略）どっちも遅れちゃったらどうしよ

うって。せめて日本語だけでも何とかしないとって，多分自分にできるのはそっち

だから。 （2011 年 7 月 15 日インタビュー） 

 

「『英語人』だから」と日本語学習を拒絶する一方で，英語に対しても距離を置く HANA

に対し，私は「どっちも遅れちゃったらどうしよう」と焦燥感を募らせた。そして，「自分

にできる」ことである日本語学習に力を入れた。だが，それは逆に HANA の学習意欲を低
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下させ，ことばの発達には結びつかなかった。 

川上（2011）は，「移動する子ども」が日本語とどのような関係にあったかによって「日

本語との距離感」（p. 66）が生まれ，この「距離感」とことばを学ぶことには密接な関係が

あると述べる。4 歳の HANA は，クラスのやりとりについていくことができず，「英語との

距離感」を広げる一方で，私から文字学習を強要されることにより，「日本語との距離感」

をも広げていった。その結果，この時期の HANA のことばの力の発達はあまり進まなかっ

たのである。 

3．2．3． 5 歳 

5 歳の一年は，HANA のことばの発達過程において，もっとも困難な時期であった。5 歳

クラスを担任した教師は，「指示が理解できない」「ゲームに参加できない」など，ことある

ごとに HANA の「できない」ことを指摘した。HANA が他者から否定的な評価を受けるた

び，親である私が「できない」と否定されているように感じられた。少しでも HANA の

「できない」ことを減らさなければ，と必死になった私は「数え上げができない」と言われ

れば数字の練習を，「綴り方がおかしい」と言われれば書き取りの練習をやらせた。こうし

て私が HANA のことばの発達を捉えるまなざしは，いつしか母語話者を規範としたものか

ら，教師という他者からの評価を規範としたものへと変化していった。幼稚園でも家庭でも

「できない」ことを指摘され，「やらされること」が増えていくにつれ，HANA は幼稚園で

行われる活動に参加する意欲そのものを失い，不真面目な参加態度を取るようになった。 

さらにこの後，他者からの評価を規範にことばの発達を捉える私のまなざしを強固なもの

にする出来事が起きた。帰国が決まり，HANA は日本国内の進学先としてインター小学校

を受験することになった。ところが，「学術的水準を満たしていない」という理由から不合

格となったのである。その日から，HANA に対する英語の猛特訓が始まった。私は新一年

生準備の問題集を買いこみ，片端から HANA にやらせた。テストという他者評価に照準を

合わせた詰め込み式学習を行った結果，受験した別のインターからは無事に合格通知を受け

取ることができた。しかし，教師や親から学習を強要され，「できない」ことを指摘される

日々が続く中で，HANA は英語を学ぶ意欲だけでなく，英語を用いる自分に対する自信を

も失っていった。 

先行研究からも明らかにされているように，子ども自身が学ぶ意味を見出した時にことば

の習得は進むものである。合格という結果こそ手にしたものの，私が行った詰め込み式学習

は，HANA から学ぶ意味やことばに対する自信を失わせた。このことは，帰国後 ESL 支援

を担当した教師が見出した HANA のことばの課題にもつながっていた。 

一方，HANA の日本語の発達においては，大きな変化があった。私が覚えることを強要

していた時には一向に捗らなかった文字習得が急速に進んだのである。 

 

私： でもひらがな，結局さ，N ちゃんが引っ越してきたじゃない。隣に。で，お手紙
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ごっこが流行ってたんだよね，日本の幼稚園で。それ教えてもらったら，あっとい

う間。ほんと 2，3 日だよ。もう，何だったのあの格闘はって思った。  

（2011 年 7 月 15 日インタビュー） 

 

隣家に越してきた N という友人から教えられた「お手紙ごっこ」という遊びを共有した

いという HANA の思いが，私との格闘の日々が嘘のように，わずかな時間で HANA の文

字習得を進めたのである。文字を使って表現することを覚えた HANA は，その後も自分が

描いた絵のタイトルをつけたり，日本にいる祖父母宛の短い絵手紙を書いたりと，自ら進ん

で文字を書くようになった。こうして HANA は，自分が意味を感じられることばの実践を

少しずつ広げていった。 

3．3． 6 歳～7 歳 ― 再び日本へ「空間的な移動」 

3．3．1． 6 歳 

2008 年の夏，私たちは 5 年に及ぶ駐在生活を終え，帰国の途についた。新学期を迎えた

HANA は，担任教師の判断に基づき，ESL 教師による入り込み支援を受けることになった。

ESL 教師 M（以下 M と表記する）は，当時の HANA の様子を以下のように語る。 

 

M： HANA の場合は，日常生活に必要なやりとりは全て英語で行うことができていま

した。ええ，HANA は日常生活に必要な（Survival level）の英語については全く

問題がありませんでした。ですから，クラスの中でみんなと一緒に活動しながらサ

ポートすることにしたのです。 

私： それは学習場面に必要な（academic）な能力が不足していたという意味ですか？ 

M： そうです。例えば，HANA が理解できない時に，私が黒板に書きます。HANA は

それを見て，ある部分は読めて，理解できます。ですが，全体の意味をつかむこと

ができませんでした。書くときも同じです。いくつかの関連する単語を並べること

ができましたが，その順序が乱れていて（out of order）意味をなしていませんで

した。 （2011 年 8 月 29 日インタビュー） 

 

M は，HANA の英語の力について「日常生活に必要なやりとりは全て英語で行うことが

できて」おり，「日常生活に必要な英語については全く問題がない」状態にあった，としな

がらも，読み書きにおいて「全体の意味をつかむことができない」「意味をなしていない」

点に HANA のことばの問題があると認識していた。また，M は HANA のもう一つの特徴

にも着目していた。 

 

M： HANA の声はとても小さかった。だから，私は彼女に何度も「緊張しないで。あ
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なたの声が聞こえないと私は手伝ってあげることができないわ」と言いました。 

（2011 年 8 月 29 日インタビュー） 

 

HANA の発する声はとても小さく，M のように耳を傾けてくれる良い聞き手に対してで

すら届かないものであった。M は，「意味をなす」ことばの力をつけると共に，そのことば

を届ける為に自信を持つことが HANA にとって必要である，と考えた。 

 

M： だから，私は HANA が自分の文を書きたがった時には，たとえそれが文として間

違っていたとしても，その間違いを指摘することはしませんでした。まずは「とて

も素晴らしいわ，HANA」と褒めました。それから，色ブロックを使って，名詞

は緑，動詞は赤，と文の上に置いて，モデル文と比べてみるのです。そうやって少

しずつ少しずつ，文の構造を定着させていきました。 

（2011 年 8 月 29 日インタビュー） 

 

M は HANA のことばの弱い部分を把握し，視覚的な補助を与えるとともに，HANA の

意欲を肯定的に受け止め，自信を持たせることに留意した支援を行った。M からの支援を

受け，HANA の英語の力は少しずつではあったが，着実に発達していった。 

この時期に HANA の英語が発達したもう一つの要因は，「空間的」移動にあると考えら

れる。一部の日本人のクラスメート以外には一切日本語が通じなかった中国のインターとは

異なり，国内インターでは両親ともに，あるいは父母のどちらかが日本人の子ども，または

日本生まれの外国籍の子どもがクラスの過半数を占めていた。さらに，M をはじめとする

多くの教師は日本語を多少なりとも理解する。英語を主としながらも，いざという時には日

本語を使える環境は，HANA が安心してことばの実践に取り組める場であったと考えられ

る。HANA は多くの友人に囲まれ，楽しそうに学校生活を送っていた。HANA が安心して

ことばを用いる実践ができる環境は，関係性の構築を促し，その関係性が，皆と同じように

学習に参加したいという HANA の学習に対する動機づけを支えていた。こうして，次第に

HANA の「英語との距離感」は少しずつ縮まり，ことばの力が発達したと推察される。 

また，「空間的」移動は，HANA の日本語を用いたことばの実践を量的に豊かなものにし

た。生活言語としてだけでなく，インターでは第二言語科目として「日本語」を，さらに公

文式教室で「国語」を学習するようになり，中国で生活していた時に比べるとはるかに多く

の日本語を用いる環境が与えられるようになった。しかし，それらのことばの実践は「やら

される」ものであり，HANA にとっては学ぶ意味を見出せるものではなかった。一方，友

人や祖父母，私に宛てた手紙を書くことは，HANA が自ら主体的に取り組む日本語を用い

た実践として継続していた。この時期の HANA の日本語の実践は量的には飛躍的に増えた
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が，「日本語との距離感」はそれを用いる文脈によって大きく左右されるものであったと考

えられる。 

3．4． 7 歳～8 歳 ― 公立小学校への体験入学「言語教育カテゴリー間の移動」 

3．4．1． 7 歳 

2 年生になり，HANA の英語の力は 1 年前に比べ「着実な発達」を見せていた。しかし，

HANA の「声が小さい」点に残された課題を見出した M は，メンターとして HANA の支

援を継続することにしたという。 

 

M： HANA の着実な発達は私たちを喜ばせました。（中略）しかし，まだクラスに十分

に参加できているとは言えませんでした。話すことと聞くことについては，すでに

十分な力がありました。ただ，クラスのみんなの前に立って何かを話さなければい

けない時には声が小さくなってしまいました。ですから，翌年も私はメンターとし

てクラスに留まることにしたのです。 （2011 年 8 月 29 日インタビュー） 

 

M は，「話すことと聞くこと」において，HANA には「すでに十分な力があった」とし

ながらも，「クラスのみんなの前に立って何かを話」すときに，「声が小さくなって」しまう

様子から，まだ「クラスに十分参加できて」いないと感じていた。当時の成績表にも「正し

いと確信が持てた時には自信を持って話すことができるが，大きなグループの前で話す時に

は，躊躇してしまうことが多い」とある。そこで M は，HANA が得意なこと，自分にしか

できないことを生かしながらクラスの活動に参加し，自信を持つことが重要であると考え，

支援を行ったという。その一例が詩の暗唱リサイタルである。リサイタルは，それぞれの子

どもが異なる詩を暗唱し，その評価を子どもたちが相互に行う形式で行われた。その時の様

子を振り返り，M は以下のように語る。 

 

2 年生の時の詩の暗唱を覚えていますか？HANA はとてもリズムよく，オー

バーなアクションをつけて読むことができました。私は，「この詩を担当するのは

あなたしかいないのよ。私も，クラスのみんなも，リサイタルの時は助けてあげら

れない。この詩の面白さを伝えられるのは，あなただけなのよ。」と伝えました。

HANA に自分にしかできないことがある，という経験を通して，もっと自信を

持ってほしかったのです。 （2011 年 8 月 29 日インタビュー） 

 

 

M はこの他にも，絵を描くことが得意な HANA に合わせた絵本作りの活動などを行い，

HANA が学習活動に参加しながら，教師やクラスメートから認められ，自信を持てるよう
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な経験を重ねることに主眼を置いた支援を行った。その結果，HANA は次第に英語を用い

る自分に対する自信を見せるようになっていった。 

一方，日本語の発達においても 2 年生では大きな変化があった。公立小学校で体験入学

を行ったのである。前年に初めての体験入学を経験していた HANA は，二度目の入学に際

し，初めは強い抵抗感を示した。だが，学校側の配慮で，前年のクラスメートだった K さ

んが「お世話係」として HANA をサポートしてくれたこともあり，HANA はすぐにクラス

に溶け込み，体験入学を楽しむようになった。音読の宿題や，図書館通いなど，K さんと

行動を共にすることをきっかけに，HANA のことばの実践は，読んだ本のあらすじを私に

語ることや，妹に絵本の読み聞かせをすることへと広がりを見せるようになった。このよう

に，この年の体験入学は，HANA の日本語の発達において大きな変化をもたらした。その

一方で，これまで「できない」ことにばかり向けられていた，HANA のことばの発達を捉

える私の親としてのまなざしも，HANA のことばの実践全体を広く捉えるものへと少しず

つ変化していった。 

こうした私のまなざしの変化は，HANA の変化だけでなく，私自身の変化とも大きく関

連していた。この年の春，大学院に入学した私は，授業の一環として都内公立中学校におけ

る JSL 中学生に対する日本語支援に携わるようになった。私が支援を行った J という生徒

は，教科学習において非常に優秀な成績を修める子どもであった。教科学習に沿った日本語

学習が不要であることに戸惑う筆者に対し，J は「日本人みたいに話せるようになりたい」

と訴えた。小学生の時に滞日した経験を持つ J は，「小学校で友達を作るのにことばはいら

ないけど，中学校で友達を作るには日本語が必要」と語った。J は居心地の良い関係性を築

き，生活全般を楽しむことができていた小学生の自分と，クラスメートとの関係性構築に躓

き，居場所を見いだせずにいる中学生の自分を比較し，「日本人みたいに話せるようになり

たい」と発言したのではないかと推察される。J の「日本人みたいに」ということばは，そ

れまで私が HANA に対して課してきた〈日本人〉としての日本語能力とは何だったのか，

という疑問を私に投げかけた。つまり，母語話者と同等の日本語能力を身につけなければな

らないという思いは，実は親である私自身の言語能力観に基づく願望だったのではないか，

そしてそれが果たして HANA にとって本当に必要なことばの力なのだろうか，という疑問

が私の中に生まれたのである。教科学習では優秀な成績を修めながらも，関係性を築くため

の日本語の力を求める J に対し，学習場面に参加することは難しくても，居心地の良い友

人関係を築きながらことばの実践を広げていくことができる HANA，その対照的な二人の

姿から，同じ「移動する子ども」でありながら，彼らにとって必要な日本語の力はそれぞれ

に異なるのだということを私は強く実感した。そして，改めて HANA が「移動する子ど

も」として成長していく上で，どのようなことばの力が必要なのかを考えるようになったの

である。 
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3．4．2． 8 歳 

2010 年 8 月，HANA はインターの 3 年生に進級した。ESL 教師 M は，この時 HANA

の様子に明らかな変化を感じたという。 

 

M： 夏休みを終えて HANA に会ったとき，それまでに私が知っていた彼女の姿はそこ

にはありませんでした。私には，全てが一つになったのだとわかりました。彼女は

自信に満ち溢れていました。（中略）3 年生の 初の授業で，HANA は私のところ

に来て，「Ms. M, 私はもうあなたの助けは必要ないと思います」と言いました。

その言葉を聞いたとき，私は本当に嬉しかったのです。その言葉通り，Reading 

workshop でも Writing workshop でも，彼女は他の子どもたちと全く同じように

参加することができていました。ディスカッションに加わることを楽しみ，自分の

考えをきちんと説明し，多くのアイディアをクラスに提供することができるように

なっていました。 （2011 年 8 月 29 日インタビュー） 

 

この M の語りから，2 年生では，「声が小さく」「十分にクラスに参加できているとはい

えな」かった HANA が，教師の目から見ても「他の子どもたちと全く同じように参加する

ことができ」る程の力をつけ，自身の英語に対して「助けは必要ない」と M に宣言する程

の自信を見せるようになったことがわかる。自らの英語に自信が持てるようになった

HANA は，学習活動にも意欲的に取り組む姿勢を見せるようになった。詩の暗唱や学校の

課題レポートをより良いパフォーマンスにする為の工夫を凝らし，高い評価を得ることがで

きた。自分なりの工夫が認められ，達成感を得られたことにより，HANA のことばに対す

る自信はより確かなものとなっていった。 

HANA の英語に対する言語能力意識の変化を示すエピソードがある。3 年生を終え，夏

休みに予定されたシンガポール旅行を前に，HANA は私たち夫婦に向かって，「わからない

時はなんでも聞いて。この家族で一番英語ができるのは HANA だから。」と言ったのであ

る。それまでの海外旅行では，英語を話す機会があってもなかなか進んで話そうとしなかっ

た HANA が，自ら英語の通訳を買って出たことに，私たち夫婦は驚いた。HANA は，教師

やクラスメートなど馴染みのある関係性から離れた状況であっても「英語ができる」という

自己認識を持つほどに英語に対する自信を深め，英語による実践に意欲的に取り組む姿勢を

持つようになっていたのである。 

一方，ことばの発達を捉える私のまなざしにも更に大きな変化があった。それまでも，家

庭内で行われるやりとりは日本語が中心であり，日常生活において HANA が日本語に不自

由する様子は見られなかった。しかし，HANA があくまで日本国籍を有する〈日本人〉で

ある以上，〈日本人〉として 低限必要な日本語能力をつけることが親の役目なのではない

かという思いが，つまりは母語話者と比較して HANA の日本語の発達を捉えるまなざしが，
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私の中には根強く残っていた。だが，三度目になる体験入学における HANA の様子は，私

のまなざしを〈日本人〉という枠組みから解き放ち，HANA 自身の成長を捉えるまなざし

へと大きく転換させた。以下は，HANA が，2 年生の時に構築した関係性を深めながら，

そのことばの実践を広げていく様子を示すエピソードの記述である。 

 

K さんの家に遊びに行った HANA を迎えに行くと、K さんのお母さんが出てき

て家に上げられた。「お世話になりました。ご迷惑をおかけしませんでしたか？」

と聞くと、「いえ、全然。とってもお行儀がよくてびっくりしました。『おじゃまし

ます』とご挨拶してから、お靴もきちんと並べて・・・。K よりずっとしっかり

してますよ。」とのこと。家ではいつも「脱ぎっぱなしにしない！」と怒られてい

る HANA が？と意外。外だと案外私が思うよりも適切に敬語を使ってコミュニ

ケーションできているのかもしれない。 （2011 年 6 月 17 日 日記） 

 

「明日はね、K さんと遊ぶんだよ。でね、A さんは木曜日が時間あるんだって。

だから来週の木曜は A さんと遊ぶ約束しているの。 初は A さんのおうち。で、

その Next の木曜日は HANA のうち、ってもう決まってるの。ママ、カレンダー

に書いとかないと。これ（壁にかかったカレンダーを指して）「これに書いてい

い？」と聞く。 （2011 年 6 月 16 日 日記） 

 

以上のデータから，HANA が日本語を用いた実践の中で，場面に応じてことばを使い分

ける力や，スケジュールを管理する為の自己管理能力といった，人としての成長において重

要な発達が見られるようになったことがわかる。このような HANA の変化は，「できな

い」こと，あるいは点数や評価として表される結果にばかり向けられていた私のまなざしを，

HANA の言語生活全般から人としての成長を見立てるまなざしへと変化させたのである。 

 

私： 今年はほんとに変わったよね。 

夫： そうだね。ずいぶんしっかりしたっていう印象がある。 

私： 今年初めてだよ。お友達と約束して帰ってきたの。で，毎日誰かと遊ぶ約束してく

るの。ちゃんと自分でスケジュール帳なんかつけちゃって。（中略）遊びに行く時

はちゃんと「5 時半に帰るね」って，自分で時間もちゃんと管理してた。 

 （2011 年 7 月 15 日 インタビュー） 

 

また，この三度の体験入学で得られた経験は，HANA 自身にとっても日本語使用に対す

る大きな自信となった。それは，体験入学を終え，HANA が私に告げた以下のことばにも

表れている。 
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終業式が終わって帰ってきた HANA は，「来年もまたこの小学校に来てい

い？」と私に尋ねた。（中略）だって K さんも A さんも T さんも，みんな来年も

待ってる，って。」と言う。「そうなんだ。じゃあ，来年も来る？」と聞くと，「で

も，来年は高松（夫の実家）の小学校でもいいよ。HANA はちゃんとお友達作れ

るから」と答えた。 （2011 年 7 月 20 日 日記） 

 

「来年は高松の小学校でもいい」「ちゃんとお友達を作れるから」という HANA のことば

には，新たな場所であっても自分には関係性を築くことができるという確信が表されている。

この確信は，HANA 自身が日本語を用いたことばの実践の中で築いてきた関係性と，実践

を通して得られた「実感」によって培ってきた自信なのである。 

 

4．考察 
 

前章では，親の語り，教師の語り，および連絡帳や日記などの文献資料をもとに，

HANA のことばの発達とそれを捉える私のまなざしの変化を，時期ごとに検討してきた。

本章では，HANA のことばの発達過程を振り返ると共に，私のまなざしの変化に影響を与

えた要因を検討する。そのうえで，親が「移動する子ども」のことばの発達を「把握」し，

「適切な選択と支援」とは何かを考える上で必要な視点について考察する。 

4．1．「移動する子ども」のことばの発達過程 

3 歳までの HANA は，家庭内で私と交わすやりとりを中心にした，質・量共に豊かなこ

とばの実践の中で，順調な日本語の発達を見せていた。その後インターに入り，二つの言語

間を行き来する生活においても，初めの一年は生活場面から学習場面へ広がることばの実践

の中で，英語の発達も順調に進んでいるように見えた。だが，私が母語話者の言語能力や他

者からの評価に規範を求め，HANA の「遅れ」を取り戻す為の学習を強要するようになる

と，HANA はことばの実践から離れ，「英語との距離感」「日本語との距離感」の双方を広

げていった。ことばとの「距離感」の広がりは，学習場面に参加する意欲や自信を失わせ，

4 歳から 5 歳にかけて，HANA のことばの発達はあまり進まなかった。その一方，友人と

の「お手紙ごっこ」や祖父母にあてた手紙など，HANA 自身が意味を見出せることばの実

践は広がりを見せていた。 

帰国後，「空間的」移動により HANA が安心してことばの実践に取り組むことができる

ようになったこと，理解ある ESL 教師からの支援を受けたことにより，HANA の英語は少

しずつだが着実な進歩を見せた。そして，英語の力が伸長すると共に，ことばの実践に対す
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る意欲が増し，能動的に取り組んだ学習場面のことばの実践が高い評価を得るようになって

いくと，HANA は英語を用いる自分を「この家族で一番英語ができる」と肯定的に評価す

るようになった。一方，日本語においても，体験入学を通して HANA が日本語を使う場面，

対象，内容は急速に広がっていった。そして，関係性の深まりと共に，日本語においても場

面や文脈に応じたことばの実践を行う主体性や自己管理能力といった，人としての成長にお

いて重要な発達が見られるようになり，HANA は日本語を用いる自分に対しても，新しい

環境であっても「ちゃんとお友達を作れる」と肯定的に評価するようになった。 

以上のように，HANA のことばの発達過程において重要な鍵を握っていたのは関係性で

ある。英語の発達においても，日本語の発達においても，クラスメートや教師など，ことば

の実践を共有する他者の存在によって，その実践は HANA にとって意味を感じられるもの

となっていた。川上（2011）が述べるように，「ことばの学びと関係性構築とが関係する」

（p. 167）のである。このような関係性に支えられたことばの実践において，HANA は達成

感や充足感が得られる体験を重ねることができ，HANA はその言語を用いる自分に対して，

「もう助けは必要ない」「家族で一番英語ができるのは HANA だから」「ちゃんとお友達を

作れるから」という肯定的な認識を持つこと，すなわち「自己肯定感」を高めることができ

たと考えられる。 

森沢（2006）は，自分に対する否定的な概念を肯定的なものに変えるためには，「自己を

肯定できるような気づき」が重要であるとする（p. 78）。英語の発達において，HANA は

教師からの支援を足がかりに学習場面に参加し，「できた」というある種の「実感」を得る

経験を重ねながら，ことばの実践を広げていった。一連のことばの実践で得られた「実感」

が，HANA の自身に対する否定的な概念を肯定的に捉え直すことにつながっていたという

点では，森沢の述べる「気づき」と重なるものである。しかし，「気づき」が自己の内部に

完結されたものを含むのに対し，ここでいう「実感」とは，ことばの実践における他者との

相互作用の中で得られる感覚を指す。川上（2011）が，学習者にとって意味のある日本語

の力とは，他者との関係性や社会的文脈の中に立ち現われる「実感」であると述べる（p. 

168）ように，ことばの実践における「実感」とは，自分が思っていることを表現し，相手

に伝わったという事実に加え，相手が自分を受けとめてくれた，自分の存在を認めてくれた，

と感じられること，すなわち他者からまなざしの変化を受けて初めて，自分が考えたこと，

伝えたことは間違っていなかった，良いことだったのだと感じられることなのである。さら

に川上（2011）は，「そのような実感から『日本語を使用する自己』というアイデンティ

ティが生まれる」（p. 162）と述べる。このような他者との相互作用の中に立ち現われる

「実感」を通して，そのことばを用いる自分を肯定的に捉え直すことにより，「自己肯定感」

を高めることが可能になり，「日本語を使用する自己」がどのようにありたいかが明確に

なっていく。すなわち子どものアイデンティティ形成が進められていくものと考えられる。

尾関，深沢，牛窪（2011）もまた，日本国外で成長した二人の若者がどのように日本語使
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用を経験してきたのかを，彼らの語りから明らかにし，「自身の言語使用を肯定的なものと

して意味づけていくためには，そこでの言語使用経験が『実感』に支えられているかどうか

が重要である」と述べる。これらの論考からも，関係性に支えられたことばの実践の中で

「実感」をともなう体験を重ね，自身の言語使用体験を肯定的に評価していくことが，「移動

する子ども」のことばの発達を支え，その生き方を左右する重要な要素となることが確認で

きる。 

4．2．ことばの発達を捉える親のまなざしの変化 

3 章で見てきたように，HANA のことばの発達を捉える私のまなざしは，HANA の成長

と共に大きく変化してきた。HANA が本格的な「言語間」の移動を始める 3 歳までの私の

まなざしは，HANA の成長をあるがままに捉えていた。当時は質・量共に十分なやりとり

が親子間で交わされていたこと，そして他者から「発達が早い」と評価されていたことが，

その支えになっていたと考えられる。だが，HANA がインターに入り，生活における英語

の比重が増してくるにつれ，自分の幼少期とは全く異なる環境で成長する HANA をどのよ

うに育てていけばよいのかという不安を抱えるようになると，二つのことばの発達をどのよ

うに捉え，伸ばしていけばよいのか，という迷いが私の中に生じるようになった。その迷い

はいつしか，自分の幼少期や他の子どもができることを基準に HANA のことばの力を評価

し，できないことは「遅れ」であるとする母語話者の言語能力を規範としたまなざしを私の

中に形成していった。私は，同年齢の子どもや自分の幼少期と比較することに規範を見出し，

その規範を満たすことで「移動する子ども」を育てることに対する不安を和らげようとして

いたのである。そして，どちらも「できない」HANA に苛立ち，HANA が「移動する子ど

も」としてどのような力が必要なのか，という長期的な視座から発達を捉えることができな

くなっていった。どちらの言語も遅れないように，と母語話者を規範としてことばの発達を

捉えるまなざしが強固なものになればなるほど，HANA は学習を拒否し，「ことばとの距離

感」をさらに広げ，ことばの実践から遠ざかっていった。HANA が他者から認められない

ことは，HANA を育てる私自身が認められないこと，親としての存在を否定されているこ

とのように感じられ，私は焦燥感を募らせた。その結果，私のまなざしは，他者が設定する

評価基準を満たしているかを重視するものへと変わっていき，その変化は，それぞれのこと

ばを用いる自分に対する HANA の自信を失わせることにつながっていった。 

このような，何かを規範としてことばの発達を捉える私のまなざしを変化させたのは，帰

国後の HANA がインターで，あるいは公立小学校で，居心地のよい関係性を築きながらこ

とばの実践を広げていく姿であった。HANA が友人や教師から受け入れられ，コミュニ

ティを構成する一員としてその存在が認められることによって，私は HANA を育てる親と

しての自分が認められているという「実感」を得ることができた。HANA が他者から認め

られる姿は，私のまなざしを HANA が「できない」ことから「できる」ことへも視野を広
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げて捉えるものへと変化させた。HANA の成長の姿を見えなくしたのが他者の存在であっ

たように，HANA の成長を感じさせてくれるのもまた他者の存在だったのである。 

以上のことから，HANA のことばの発達が他者との関係性と関連していたように，

HANA のことばの実践に関わる他者の存在が，その発達を捉える親のまなざしの変化にも

関連していることがわかる。つまり，親もまた，子どものことばの発達に合わせて，そのま

なざしを変化させていく動態的な存在であるといえよう。 

ここで重要なことは，私が自身のまなざしの変化を捉え直すきっかけとなったのは，実践

者として関わった JSL の子ども J に対する日本語支援の実践であったという点である。母

語話者と比較しても遜色のない学業成績を修める J に，どのようなことばの力が必要かを

模索する中で，私は子どもの主体的な生き方を実践の中で追及していくことの重要性を認識

するようになった。川上（2011）は，そのような子ども一人一人の個に応じた実践は，実

践者みずからの言語能力観を再構築するものであると述べる（p. 26）。J に対する実践の中

で得られた気づきは，HANA のことばの力を捉える私のまなざし，すなわち言語能力観の

見直しを迫ったのである。そして，時間軸，空間軸，言語軸の変化の中で，HANA のこと

ばの発達を私がどのように捉えてきたかを内省的に振り返ることによって，先に述べたよう

な私のまなざしの変容過程が浮かび上がり，HANA の成長過程とことばの発達を結びつけ

て捉えることを可能にしたのである。 

HANA がそれぞれの言語を用いる自分を肯定的に受け止める姿や，主体的にことばの実

践に取り組む姿にまなざしを向けることは，親としての私は今後どうあるべきかという課題

に向き合うことを余儀なくした。なぜなら，HANA の成長そのものを受け止めることは，

世界に唯一の存在である HANA の成長を支えていく為に，親として自分ができることは何

かを問い直し続けることを意味するからである。つまり，相互主体的に親子がそれぞれのア

イデンティティ形成を図る関係性こそが，子どものことばの学びを支える上で重要なものと

なるのである。 

4.3．子どものことばの発達と親のまなざしの変化の関係 

以上のことから，子どものことばの学びがアイデンティティ形成と不可分であるのと同様

に，親が子どものことばの発達に向き合ってきた過程を振り返り，親としての生き方を問い

直すことは，親自身の主体的な生き方にもつながっていることが明らかになった。子どもを

育てることは，ただでさえ先の見通しが立たず，不安なものである。自分とは異なる人生を

歩んでいく子どもの将来を案じない親はいないだろう。だが，「移動する子ども」の場合は，

そこに複数のことばという問題が関連する為，親の抱える不安や葛藤は，より複雑なものと

なる。そして，その不安や葛藤が漠然としたものであることが，子どものことばの発達を妨

げる要因となる危険性を孕むのである。私の場合も，HANA が持つ二つのことばの力をど

のように伸ばしていけばよいのかという漠然とした不安が，他の子どもや自身の幼少期と
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いった規範や，一方的な詰め込み式学習といった方法論へと駆り立てた。だが，HANA と

向き合ってきた軌跡を振り返り，将来へつながる時間軸の中で HANA のことばの力のあり

ようを問い直すことにより，自分が何に対して不安を感じてきたのかが明らかになると同時

に，親としての自分は今後どうあるべきか，という自分の生き方が見えてきたのである。 

無論，親のまなざしも動態的に変化するものである以上，どう生きるかという親としての

自己実現のありようが一度明確になったからと言って，それが不変のものとなるわけではな

い。しかし，自分が辿ってきた軌跡を内省的に意味づけることにより，不安や葛藤を乗り越

える為の答えは，私と HANA がことばを介して向き合っていく過程の中に見出していくも

のであると気づくことができた。その気づきは，私が「移動するこども」の親として生きて

いく覚悟ともいえるものであり，今後私が不安や葛藤に陥った時の支えとなるものである。 

かつて川上（2010）は，「移動する子ども」だった大人に対するインタビュー調査を行い，

彼らの語るライフストーリーから，子どもの主体的な生き方は，「不安感を秘めた言語能力

意識」と向き合い，それを乗り越える為の鍵を握るものであることを明らかにした。同様に，

親もまた，子どもを育てることに対する「不安感」に向き合い，それを乗り越える為に，

「移動する子ども」の親としての主体的な生き方を構築することが重要ではないだろうか。

そして，そのような主体的な生き方を可能にするものは，ことばの発達を捉える自らのまな

ざしを問い直すことなのである。 

子どものことばの発達過程を捉え直すことから親自身が自らのあり様を再構築することは，

子どものアイデンティティ形成と不可分であることばの学びを支える実践者として親を捉え

ることを可能にする。そして，互いのあり様を模索していく相互主体的な関係は，子どもの

成長を支えるものであると同時に，実践者の成長にも大きな影響を与えるものである。なぜ

なら「実践からの『ことばの力』への気づきが実践者を成長させる」（川上，2011）からで

ある。親が実践者として成長するということは，「移動する子ども」を育てる親である自分

を認め，そのあり様を模索することではないだろうか。なぜなら，HANA の成長を認める

ことができて初めて，私自身が親としてどうありたいかを考えることが可能になったからで

ある。その相互主体的な関係性を築いていく為には，子どもの見せることばの発達を，世界

でただ一つだけのその子どもの発達過程として認め，その過程をまるごと受け止めていくこ

とが重要になるのである。 

子どものことばの力は，一方向的に「育成される」ものではない。自らが主体的に学び，

その過程を共に探究する実践者との間で相互構築的に育成されていくものである。換言すれ

ば，親子がそれぞれに自分の存在を認め，相互補完的にそれぞれの主体的な生き方を構築す

る過程において，ことばの力は「共に探究する」ものとして育まれていくのである。 

4.4.「適切な選択と支援」とは何かを考える為に必要な視点 

後に，親が子どものことばの学びを支える為の「適切な選択と支援」とは何かを考える
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上で必要な視点とはどのようなものかを検討していきたい。 

第一に，ことばの力を子どもと親が共に探究し，相互主体的な関係性の中で構築していく

ものであると捉えた時，親の言語教育に関する関わり方を方法論として提示することには限

界があると認識することが重要である。これまでの議論においては，母語あるいは継承語と

しての日本語をどのように保持・育成するかという方法論や，言語選択や教育戦略と子ども

の言語能力やアイデンティティの関係を類型化して傾向を示すことに重きが置かれてきた。

だが，親のまなざしが子どものことばの発達に応じて変化する動態的なものである以上，あ

る種の解決策としての「適切な選択と支援」を提示することはあまり意味をなさない。かつ

て川上（2009）は，言語教育の本質であるリテラシーの探究は，「地の果てまで行っても手

に入れられない『青い鳥』ではなく，私たちの実践の中にこそ，そして私たちの中にこそ，

探究されなければならない」（p. 187）と述べた。子どもと親のそれぞれの主体的な生き方

を支えることばの力もまた，どこかにある理想の形を追い求めるのではなく，親子の間で

培っていくものであるという意識転換を図ることが重要になるのではないだろうか。そして，

そのような相互構築的な言語教育の視座のもとに，親が子どもの言語教育に関わることを問

い直し，それぞれの親子が物語の担い手として主体的に生きることが求められるのである。 

第二に，子どもの言語教育環境を，親から子へ与えるものとしての一方向的なものと捉え

るのではなく，親子の双方向的な関係性を前提として捉える視点が重要である。子どもの言

語教育に関する決定権を持つ親が，どのような言語教育環境を整備するかが子どもの言語能

力に影響を与えることは，既に先行研究からも明らかにされている。だが，ただ単にその言

語を用いる環境に子どもを置くことを「選択」しただけでは，ことばの発達の「支援」には

結びつかない。それは，HANA の事例からも明らかである。では，子どもがことばを学ぶ

意味を見出すことができるような環境を，親はどのように整えることができるのだろうか。

齋藤（2006）は「支援者が一方的に学習内容を『与える』ことにより，子ども自身にとっ

て『自分が何をしているか分からない状況』が常に発生しうる」（p. 125）と述べる。つま

り，一方向的に何かを与えられる環境では，子どもはことばの実践に対する意味を見いだせ

ず，主体的な生き方を構築するためのことばの力を育むことにはつながらないのである。親

が子どもに与えるものであるという一方向性から捉える枠組みを外し，ことばの力のありよ

うを共に探究する実践者としての親が，互いの存在を認め合い向き合いながら構築する場と

して，ことばを学ぶ環境を捉え直す視点が必要になるのではないだろうか。それは居心地の

よい関係性だけを意味しない。時に苦痛を伴いながら，相手との関係性を常に更新していく

挑戦的な営みなのである。 

第三に，親もまた子どものことばの言語教育に関わる実践者の一人と捉えることが重要で

ある。親が子どものことばの発達を捉え直し，その様相を語ることは，その子どものことば

の教育に関わる全ての実践者に対し，ことばの発達に対する理解と認識を進めるものである。

同時にそれは，親の教育実践のありようを変化させるものでもある。なぜなら，子どものこ
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とばの力に対する認識を他の実践者と共有することは，親にとっても子どもが持つ多様なこ

とばの力に対する理解を進めることになる。そのことによって，親が子どもの実践を捉える

視点に変化が生まれ，家庭における実践のありようもまた変化する可能性を持つからである。

川上（2011）は，「動態的」で，「非均質的」で，「相互作用的」な子どものことばの力を把

握する上で，「複数視点によることばの力の協働的把握」が重要であるとし，そのような

「ことばの力」の捉え直しが「支援」と「連携」の実質化を可能にするのではないかと述べ

る（p. 196）。つまり，複数の視点からことばの力を把握することにより，子どものことば

の学びに時間・空間・言語間に連続性を持たせ，ことばの発達をより広く支えることは，

「協働的な教育実践」の可能性を開くものとしても重要であるといえよう。 

以上のことから，「移動する子ども」のことばの学びとアイデンティティ形成を支える為

の「適切な選択と支援」のあり様を考える上で，親子が相互主体的な関係性の中で互いのア

イデンティティ形成を図っていくことが重要であることが示唆された。本研究は，親子それ

ぞれの動態性の相互関係を明らかにすることにより，相互構築的なことばの力を育む言語教

育が，親子の主体的な生き方を支える可能性を示すことができた点において意義がある。だ

が，今後ますますの増加・多様化が進むと考えられる「移動する子ども」と親がことばの力

を探求する過程について，一つのケーススタディからその全貌を明らかにすることには限界

があり，さらに事例を積み重ねていくことが必須の課題である。そのうえで，日本語教育が

どのような形で「移動する子ども」とその親を支えていくことができるのかを具体的に論じ

ることも，残された課題である。 
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