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特集

「継承語教育」を問い直す

　今，幼少期より複数言語環境で成長する子どもたちが世界各地で拡大しています。そ

の子どもたちが親や祖父母に繋がる言語を学ぶ教育は，「継承語教育」と一般に呼ばれて

います。では，子どもが受ける「継承語教育」を，私たちはどのように捉えたらよいの

でしょうか。親や教育実践者はどのような意識や見方を持っているのでしょうか。子ど

ものもつ複言語を育てていくという視点や，「継承語教育」を受ける子ども自身が「継承

語」をどのように受け止めているかという視点も，必要なのではないでしょうか。

日本語だけではなく，移民言語，先住民言語，地域語など，今，成長する子どもたちが

学ぶ「継承語教育」は，多様に展開されています。その実践の中で，「継承語教育」に関

わる大人や子どもには，様々な思いや試行錯誤，不安，葛藤もあるかもしれません。そ

れらの思いも視野に入れながら，「継承語教育」のあり方，実践の方法，子どもの現状と

成長を捉え直し，21 世紀の子どもたちの「ことばの教育」を考えたいと思います。

（編集部）
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継承語から繋生語へ

日本と繋がる子どもたちのことばを考える

トムソン 木下 千尋 *

■要旨

移民先で親の言語を伝承していく場合，「継承語」ということばが使

われてきました。移民のことばを語る上で大切な役割を果たしてき

たことばですが，制約もあります。本稿では「継承語」に代わる「繋

生語（けいしょうご）」という新しいことばを提唱します。「繋生語」

は，海外に住む日本と繋がる子どもたちのことばを表します。子ど

もたちが親から受け継ぐことばも含め，親や家族，友だち，社会と

の繋がりから生まれ，さらなる繋がりを生み，そこで新しい意味を

生み出し，その繋がりを次の世代に繋げていくことばです。オース

トラリア在住の日本と繋がる子どもたちのことばを私（筆者）がど

のように考えてきたか，「継承語」ということばでは表しきれない子

どもたちのことばを「繋生語」という新しいことばで表したいと思

うようになった過程を共有し考察します。

ⓒ 2021. 移動する子どもフォーラム．http://gsjal.jp/childforum/

■キーワード

日本と繋がる子どもたち 

繋生語 

継承語 

オーストラリア 

複言語主義 

「わたし語」

1．はじめに

本稿では，「継承語」ということばを「繋生語（けいしょうご）」という新しいことばで捉え

直す試みを検討します。従来，移民先で親の言語を伝承していく場合，「継承語」ということば

が使われてきました（中島，2017）。「継承語」は，主に北米の研究者が Heritage language の

* ニューサウスウェールズ大学日本研究課程，豪州繋生語研究会（E メール：c.thomson@unsw.edu.au）
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訳語として育ててきたことばです。それまで「国語」と「外国語」，あるいは「第二言語」と

いう括りで捉えられてきた「言語」の概念では，移民の子どもたちのことばが表しきれないこ

とを明示化し，研究分野としての「継承語教育」を確立することにも貢献してきたことばです。

これに対して「繋生語」は，海外在住の日本と繋がる子どもたちが親から受け継ぐことばも含

めて，親や家族，友だち，社会との繋がりから生まれ，さらなる繋がりを生み，そこで新しい

意味を生み出し，その繋がりを次の世代に繋げていくことばと定義します。本稿の内容は，学

術的なものであると同時に個人的なものでもあると考えます。それは理論レベルで真剣に考察

するべき内容であると同時に，一般化してしまってはいけないそれぞれの子どもたちの，そし

て子どもたちと関わる人々の生涯，歴史が背景にあるからです。それに応えるために，筆者で

ある私がどのようにして「繋生語」を提唱するに至ったかから共有していきたいと思います。

2．娘のこと

東京生まれの私は，アメリカで大学院に行き，アメリカ人の夫との間に娘をもうけ，現在は

オーストラリアの大学で日本語教育を行なっています。シンガポール生まれ，オーストラリア

育ちの娘はもうすぐ30歳になります。

娘が生まれた時，私の中には受け継がせることばとしての「継承語」という考えも，繋がる

ことばとしての「繋生語」という考えもありませんでした。しかし，この時点で「娘のことば」

が自分ごととなったと言えます。大学で日本語を教えていた私は，日本語学習中でもあった夫

と同意し，娘を「日本語」で育てると決めました。国際結婚の家庭では母親が日本人のケースが

多く，子育てを担当することが多い母親のことばが子どもの幼児期のことばになるのが一般的

です。私たちの場合は，大学勤務で外に出ていたのが私，つまり日本語話者の母親で，うちで

娘の面倒を見ていたのが日本語学習中の夫でした。私は夫が英語で娘を育てるのだろうと思っ

ていたのですが，夫は，夫なりの日本語で娘と接していました。学習中なので足りないところも

あって，私の知らないところで二人だけに通じる新しいことばが生まれていることもありまし

た。しかし，いつの頃からか，3，4歳でしょうか，娘の日本語の方が夫の日本語より達者にな

り始め，話す内容もだんだん複雑になり，夫のことばも英語の比重が大きくなっていきました。

シンガポールにいる頃は，周りの大人が私の大学の日本研究学科の同僚とその家族で，日本

人だけではなく，中国系，インド系，ヨーロッパ系とさまざまでしたが，娘は大人たちを外見
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で判断するのではなく，話すことばで識別していたような気がします。娘に日本語で話しかけ

てくる人と英語で話しかけてくる人です。中国系で外見的には日本人と違わなくても，英語で

話しかけてくる人，ヨーロッパ系やインド系でも日本研究の同僚ですから日本語が流暢で，娘

に日本語で話しかけてくる人，1歳の頃娘はあまり英語ができなくて，英語で話しかけられる

と「ん？」と言うような顔をしていましたが，日本語での問いかけには片言ですが応答してい

たと思います。

娘が2歳になる直前にオーストラリアに移り，娘も現地の保育園や小学校に通いながら，日

本語のプレイグループに参加したり，土曜日の補習校に行ったり，英語と日本語の世界を行き

来するようになります。娘は既に「移動する子ども」（川上，2021）を体現する存在になってい

たわけです。現地校でも土曜校でも一緒だったユリちゃん（仮名）と遊ぶ時は，ユリちゃんがお

気に入りのカモノハシのぬいぐるみと娘が大好きだったうさぎのぬいぐるみで遊んでいました。

ユリちゃんは日本人のご両親のもと，オーストラリアで生まれた女の子です。ぬいぐるみたち

は，日本語で遊ぶときは「カモノクン」「うさこちゃん」，英語で遊ぶときは「Pratie」「Rabbitie」

と言う名前で，バイリンガルでした。近くに私がいると娘たちが演じるぬいぐるみたちは日本

語名を使い，日本語で話し，夫がいるところでは，英語名で，英語で話していました。小学校

1，2年の頃だったと思います。夫がキッチンに入ってくると，特にユリちゃんのカモノクンが，

途端に Pratie として英語で話し出したのをはっきり覚えています。この時，両言語は混ざって

いなかったと記憶していますが，もう何十年も前のことですからは確証はありません。

小学校3年生ぐらいになると，補習校の日本語の宿題が難しくなり，現地校で使う英語力が

伸びてきました。日本から送ってもらったビデオを見せたり，補習校の図書館で本を借りて一

緒に読んだりしていても，娘の日本語の伸びは両親が日本人のユリちゃんには及ばず，まして

や，日本に住む日本人の子どもの日本語の力とは比べものにならないのだろうということが想

像できました。「うちにいるお母さん」ではなかった私は，同時に「大学の日本語の先生」でも

あり，一緒に時間を過ごして日本語のインプットを提供することができないのに，「大学の日本

語の先生の娘」が日本語ができなくては困るという自分のエゴに縛られて，葛藤していました。

補習校の日本語は，文部科学省（以下，文科省）認可の教科書を使い，毎週漢字を幾つも覚

えることが課され，娘や，娘と同様に現地で育った子どもたちには負担でした。熱心なお母さ

んに「うちでは，毎週，教科書の読み物を録音し，車に乗る時は必ず聞かせるようにしている

けど，おたくはしてないの？」と言われ，私の心にも負担でした。補習校の小学校上級生，中
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学生になると，日本の子どもの日本語と同じような力を望むのは無理だし，私にそのサポート

をする時間も忍耐力も持続力もないという諦めにも似た境地に達し，目指すものは日本の子ど

もたちと同じ日本語ではないと思い始めました。これは自分がオーストラリアにいながら日本

の「国語教育」を行うことへの学術的な疑問というより，日本の子どもたちと同じようには日

本語が伸びない娘を育てている母親の自分を正当化するために自分に言い聞かせていたような

気がします。

そんな中，娘が中学3年生の時，私の研究休暇に同行し，東京の中学校に1学期間通うことに

なりました。もともと娘の日本語力を強化するチャンスだと思って娘を同行することにしたの

ですが，よく考えると，ここで大切なのは，娘にとってこの1学期が楽しい体験で，日本を好

きになり，将来に繋がるものにすることだと考え直しました。1学期の体験だけで今までに遅

れた日本語を全部取り返せるはずもないという現実的な判断もありました。今なら，この「遅

れた日本語」というのも日本に住む日本人の子どもと比べた結果で，娘にとってはフェアでは

なかったと分かりますが，当時は考えていませんでした。そこで，団体競技の運動部の部活に

入ることだけはアドバイスしました。長い目で見て，人との繋がりが日本語の発達においても

一番大切だと思ったからです。加えて，身体を使った体験を通しての学びが重要だとも考えて

いました。バレーボール部に入った娘は毎日玉拾いに勤しみ，「給食おいしい！」「漢字テスト

また0点だったよ～」と楽しそうに帰宅し，週末には，補欠で試合に出られないにもかかわら

ず試合の応援に行き，運動会にも修学旅行にも参加し，中学生生活を満喫しました。学科内容

は私が放置していたこともあって，「積乱雲」「蒸留水」などの中学3年生の教科学習の言語は

右から左に抜けていったようですが，バレー部で毎日一緒に過ごした仲間は，15年後の今でも

連絡を取り合っているようです。その後，日本語から遠ざかってしまった時期や，アメリカ人

としてのルーツを探しにアメリカに行っていた時期を経て，自分の意思で日本語を勉強したり，

日本で働いたりと，紆余曲折ありましたが，娘は英語を一番得意な言語とし，娘なりの日本語

を読み書き，話す，大人になりました。

3．オーストラリアのこと

私が繋生語を考える上で，やはり重要になるのが28年暮らしてきたオーストラリアという

場です。オーストラリアはもともとアボリジニ（先住民）のものだった大地をイギリスが植民地
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化し，流刑の地として始まった国です。1901年にイギリスから独立，建国以来白豪主義を打ち

出し，イングランドやアイルランドからの移民で人口を増やしていこうとしていましたが，現

実的にそれが立ちいかなくなり，また国際世論の反対もあって，1975年に白豪主義を撤廃，多

文化多民族の国として生まれ変わりました。今では国民の4分の1が海外生まれで，英語以外が

家庭言語の人が16％，200以上の言語が話されていると言われています（Making Multicultural 

Australia1）。あまり知られていないかもしれませんが，実はオーストラリアは立憲君主制の国

で，今でも国家元首はイギリスのエリザベス II 世女王です。1999年に共和制へ移行すること

の是非を問う国民投票が行われましたが，僅差で立憲君主制が継続となりました。オーストラ

リアは日本の約20倍の広大な国土を持ちますが，人口は約5分の1です（外務省，2020a）。北

半球，南半球と別れてはいますが日本とは時差が1～ 2時間で，インターネット会議が盛んな

昨今，両国間の通信は容易です。

オーストラリアと日本は，経済的にも，政治的にも，人間文化交流の面でも非常に良好な関

係を築いてきています。しかし，これは新しい歴史です。私もオーストラリアに来る前は知識

がなかったのですが，第二次世界大戦時に日本はオーストラリアを直接爆撃しています。潜航

艇がシドニー湾に侵入していますし，北部のダーウィンは64回も空爆しています。また，当

時オーストラリア兵は連合軍の一部として大戦に参加し，日本軍の捕虜となった兵士たちが泰

緬鉄道の建設で酷使されて死に至ったり，シンガポールのチャンギ刑務所に収容されたりして

いました。第二次世界大戦で日本軍と戦って死亡したオーストラリア人は1万7501人に上ると

言われます。（ホジソン，2018；日豪草の根交流計画，2017）私たちがオーストラリア人と話

す時，この人のお父さん，あるいはおじいさんが，日本軍と戦った，そしてもしかして，亡く

なった可能性があることを心のどこかに留めておく必要があると思います。

日本の敗戦後，オーストラリアの兵士たちは進駐軍の一員として広島の呉に駐屯しました。

中には日本の女性と恋に落ち，さまざまな障壁を乗り超えて，彼女たちをオーストラリアに連

れ帰る者もいました。戦争花嫁です。1950年代，650名ほどの戦争花嫁が渡豪したと言われて

います。しかし，この時戦争花嫁たちが渡った先は白豪主義のオーストラリアでした。オース

トラリアが白人の国を作ろうとしていた時期です。花嫁たちは，オーストラリアで家庭を持ち，

子どもを産みましたが，戦後，白豪主義のオーストラリアでは，人前で日本語を話すことが憚

1　 A Multicultural History of Australia. http://www.multiculturalaustralia.edu.au/history/ (accessed 
on 2021.8.6.)
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られ，自分の名前を英語名に変え，子どもたちが虐められないように英語で育てるのが普通で

した（Tamura，2002）。日本語で話すこと，日本語を子どもに教えることは，オーストラリア

兵を虐待し殺害した敵国としての記憶が新しい，しかも有色人種の国である日本の文化や価値

観を肯定し，維持，継承することを意味したからです。

それから時が経ち，外務省調査によると現在オーストラリアには10万3638人の在留邦人が

登録されています（外務省，2020b）。在留邦人数はアメリカ，中国に次いで世界第3位であり，

日本国籍を持つ永住者の数ではアメリカに次いで2位となっています。最新の2016年版オース

トラリアの国勢調査（Australian Bureau of Statistics，2018）では「日本生まれ」のオーストラ

リア在住者が4万2421人であるとしていて，両調査の結果を見ると「日本生まれ」でない在留

邦人が多くいることがわかります。ここには主に国際結婚の夫婦の間にオーストラリアで生ま

れた子どもたちが当てはまると思われます。私の所属する豪州繋生語研究会では，全豪の日本

と繋がる子どもたちの日本語学習環境とリソースについて調査しましたが（豪州繋生語研究会，

2021），この調査（以下，全豪調査）でも，調査参加者の子どもたちの76％がオーストラリア

生まれでした。オーストラリアは世界的に見て，日本と繋がる子どもたちが非常に多く在住す

る国であると言えます。

戦争花嫁の時代とは大きく異なり，近年オーストラリアに移住する日本人には新しい特徴が

あります。従来，国を渡る移住は経済的，あるいは政治的理由によるものが主流でした。しかし，

現在，自然が豊富でしかも西洋の都市社会でもあるオーストラリアに日本からやってくる人々

の多くは，より広範な意味での生活の質を求める「ライフスタイル移民」（長友，2013）である

と言われます。オーストラリアの在留邦人には女性の比率が61％（外務省，2020b）と高いの

ですが，これは日本における女性の周辺化や，ジェンダー格差，劣悪な労働環境などから逃れ

て，男女平等社会であると理想化されたオーストラリアのライフスタイルに惹かれて女性が移

住しているからと言われています（濱野，2014）。長友（2013）のフィールドワークによると

女性に限らず，オーストラリアに移住した日本人の移住の理由は，日本における労働時間の長

さや家族との時間の短さ，すなわち，ワーク・ライフ・バランスへの不満が一番多く挙げられ

ています。日本社会の劣悪なライフスタイルから離れ，オーストラリアの自然の中でゆったり

と生活したい気持ちが移住に繋がるのです。最近の日本人移民は，日本人集住地域に住むこと

を選ばず，散住していることが指摘されています（濱野，2014）が，これは，一つには，ライ

フスタイル移民として日本から離れるためにオーストラリアに来たのに，また「日本村」に拘
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束されたくはないという気持ちの現れと言えるでしょう。もう一つは，オーストラリアに来て

オーストラリア人と結婚するライフスタイル移民やワーキングホリデーメーカー 2も多く，結婚

後，配偶者の実家近くに住むことで散住が広がっていることも指摘されています。さらに，都

市部の不動産が高騰していることから，新しい移民が従来のように比較的裕福な企業派遣駐在

型の日本人集住地区にはなかなか住めない状況もあります。

このようなライフスタイル移民がオーストラリアで子どもを持った時，彼らは子どもたちに

日本語を伝えるのでしょうか。Sydney Institute for Community Languages Education（SICLE）

の SICLE Curriculum Project（16/02/2020）によると，2016年にはニューサウスウェールズ

州の Japanese background（日本を背景に持つ）の学齢期の子どもたちの10.6％が Community 

Language School に籍をおいています。この Community Language School は日本語補習校の

ことで，補習校に通っていない日本と繋がる子どもたちが，全体の90％近く，かなり多数いる

ことが窺えます。ここで結論づけるのは危険ですが，あえて言うなら，ライフスタイル移民の

保護者が，補習校という「日本人コミュニティ」と関わりたくないと考えた，子どもたちに日

本語および日本の社会歴史文化的価値観を教えたくない，あるいは教える必要がないと考えた

と推測することも可能です。また，国際結婚の家庭で日本語の伝承が最優先ではない場合，時

には疎まれる場合もあるでしょう。さらには，散住の結果，通える範囲内に補習校がない場合

もあり得ます。オーストラリアのケースは，例えば，ブラジルの場合と対比すると大きな違い

が見えます。ブラジル移民は，移住の形態が集団による経済移住が一般的で，その結果，日本

人コミュニティを維持しようとしてきています。最近のオーストラリアの場合は，個人，ある

いは家族単位のライフスタイル移民で，日本人が多い地域はありますが，日本人コミュニティ

と呼べる地区がありません。ブラジルの日系三世の女性は自身の日本語学校の経験を回顧して

「両親は日本人の子孫として日本語や日本的価値観を身につけてほしいといった願いで（私を）

日本語学校に通わせていた。」（末永，2019，p. 4）と書いています。オーストラリアにも同様

の気持ちで子どもたちを補習校に通わせる保護者がいるでしょうが，それが主流ではないこと

は，SICLE の報告で90％の子どもたちが補習校に行っていないことからも推察できます。

オーストラリアは英語が共通語の国ですが，多文化多民族の国是を掲げていることからも，

他の英語国と比べて外国語教育に力を入れています。特に日本語はオーストラリアの第一学習

2　ワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在する若者たち。
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言語として広く児童，生徒，学生たちに学ばれていて（ABC News，2017），オーストラリア

は人口比における日本語学習者数が世界一位で，世界屈指の日本語教育大国です。私の勤務先

の大学でも，外国語科目の中で一番履修者数が多いのは日本語です。白豪主義の戦後とは違い，

現在の環境下で，オーストラリアで生まれ育つ日本と繋がる子どもたちが，日本語や日本文化，

日本の価値観を継承することに何ら外圧はないと言っていいでしょう。むしろ英語で「J-Pop」

と呼ばれる日本の漫画，アニメなどに代表されるポピュラーカルチャーのおかげで追い風が吹

いていると言えます。私の大学の日本語コースにも日本と繋がる学生たちが増えてきています。

補習校などで日本語を習った経験のある学生，家庭で日本語を話して育った学生から，父親が

日本人だが，両親が離婚して母親と暮らしてきたので日本語は全然わからない学生や，両親は

日本人だが，うちでは日本とは関わらず，英語で生活してきたという学生まで様々です。日本人

を親に持つ学生たちが日本語コースでは有利であろうと考えがちですが，一概にそうは言い切

れないのが現実です。私の経験では，このカテゴリーの学生たちが日本語コースで成績トップ

になることはほとんどありません。外国語としての日本語コースが，これらの学生たちの学習

ニーズと合わないこともあるでしょう（Kondo-Brown，2001）。教師やクラスメートが彼らの

日本語力を過大評価してしまうことから，教室に居づらくなることもあります（Kurata，2015；

Yoshimitsu，2004）。途中で辞めてしまうこともあります。そして彼らは，民族性，言語能力，

帰属性，アイデンティティなど，多岐に亘り多様で，しかもこれらの多様性は常に変化してい

ます（Koshiba，2019；Koshiba & Kurata，2012）。皆それぞれ内的な葛藤を抱え，「日本と

繋がる子どもたち」あるいは「若者たち」は一枚岩ではなく，自分は日本人だと思っていても

「オーストラリア人だね」とレッテルを貼られ傷ついたり，自分の心に一番近いことばでは，自

分をうまく表現できなかったり，日本語がほとんど第一言語で日本人の友だちが大勢いるのに，

日本人ではない自分に戸惑ったりしているのです（トムソン，2013）。

オーストラリアは，その歴史的負の遺産を乗り越えて，日本人を，そして，日本語を受け入

れてきました。その結果，ライフスタイル移民として，あるいはワーキングホリデーメーカー

としてオーストラリアに渡り，永住を決める日本人も多く，そこで家族を持ち子どもを育てる

人々も増えています。その子どもたちは，十人十色の親の思い入れを背中に負って，友だちや

社会との関わりから影響を受け，それぞれの形で日本語と繋がり，あるいは，繋がりを持たず，

成長していきます。オーストラリアという国のキーワードの一つは「多様性」だと思いますが，

オーストラリア在住の日本と繋がる子どもたちも，彼らのことばも非常に多様だと言い切るこ
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とができます。

4．日本と繋がる子どもたちのことば

私が日本と繋がる子どもたちのことばを考えて来た過程には，色々な経験が重なり合って，

それに導かれてきた気がします。もちろん娘のことばということで，自分ごとであったことが

はじめにありましたが，その経験の一つは，先にも触れた大学の授業で様々な日本と繋がる学

生たちと出会ったことです。彼らの日本との繋がりは，日本人の親を持つということに限られ

ません。何らかの理由で日本で育ち，日本語が第一言語になっている場合，日本との繋がりが

日本語の能力や日本滞在歴だけでは語りきれない場合もあります。例えば，日本語しか話さな

い在日朝鮮韓国人の両親を持ち，小学生の時にオーストラリアに家族で移住してきた若者に

とって，日本語は第一言語と言えるでしょう。また，オーストラリア人の両親が日本で仕事を

しているときに生まれた子どもが，日本で幼稚園に行き，小学生になってからオーストラリア

に移ることになるようなケースも見てきました。この子にとって日本語は家族のみんなが共有

する第一言語ではないかもしれませんが，日本語は日本に暮らす中自然と家庭の中にも入って

くるでしょうし，友達や社会と関わりながら，日本語体験を重ね，日本語が自分の言語生活の

大切な部分を担うことばであることに変わりはないでしょう。しかし，彼らにとって，日本語

は「継承語」と言えるでしょうか。「継承語」ということばには，祖先から受け継ぐ血の繋がり

が示唆され，排他的だと言えます。在日の若者に継承日本語話者だと名乗らせないことばなの

です。多岐多様な日本との繋がりが混在するオーストラリア社会では，日本と繋がる子どもた

ちのことばは，「継承語」では語り尽くすことができません。

日本と繋がる大学生たちはそれぞれに葛藤はあるにしても，大学で日本語授業に参加してい

る時点で，すでに日本語と付き合っていこうという意志があります。しかし，彼らの背後には，

日本語を学ばなかった，あるいは，日本語と付き合うことをやめてしまった数多くの若者たち

がいます。日本と繋がる全ての子どもや若者たちが日本語を学ぶ必要はないですが，絶対に学

びたくないとは思ってほしくないというのが私の本音です。いつか時が来て，日本に行ってみ

たい，日本語を習ってみたいという気持ちに火が灯ったら，その時に学べる道を残しておきた

いのです。しかし，日本語は好きではない，日本語の勉強はやめたい，特に嫌いではないがこ

れ以上学ぶ必要がない，という気持ちがあるとしたら，どこから来るのでしょうか。日本と繋
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がる子どもたちが海外で日本語を学ぶ難しさの一端は，学びの時期が子どもたちの思春期と重

なるところにあるのではないかと推察します。特に小学校高学年から中学生になると，難しさ

が増すように感じます。とにかく心が落ち着かない難しい時期の子どもたちを，友だちが皆遊

びに行っている土曜日に補習校に行かせ，子どもたちの現実とかけ離れた漢字を毎週暗記させ，

ますます理解できなくなっていく授業中，じっと椅子に座っていさせたら，補習校が，日本語

が，そしてそれを無理強いする親が，延いては日本が，嫌いになっても仕方ないでしょう。も

ちろん様々な補習校が存在し，一つの補習校の中でもクラスによって取り組みは違います。ま

た，意識的に子どもにネガティブな体験をさせようと思って教えている教師がいるとは思えま

せん。ただ，思春期の子どもたちの視点から見たら，このように見える可能性があるというこ

とです。トムソン（2021）にも補習校が楽しくなくて辞めてしまった姉妹の記述があります。

補習校が楽しくなくなってしまう要因の一つは補習校で教えられている日本語が往々にして

「国語」であるということです。補習校の多くは，特に日本政府から助成を受けている補習授

業校の場合は，日本で検定を通った国語教科書を使って文科省の指導要綱に沿って授業をして

います。しかし，児童生徒が日本に帰国することを前提にその準備としての「国語」教育を行

おうとしても，無理があります。全豪調査（豪州繋生語研究会，2021）の対象の子どもたちは，

その91％がオーストラリア生まれか，あるいは5歳までに渡豪した子どもたちでした。おそら

くほとんどは永住でしょう。この子どもたちにとって，日本語はとても身近なことばであるで

しょうが，「国語」ではあり得ません。「国語」は，オーストラリアの日本と繋がる子どもたち

の生活やことばとはかけ離れた存在です。「国家」「国民」「国語」と連想させる，この「国語」

とはなんぞやという理念的な問題だけでなく，現実的にも，土曜日に2，3時間教科書の授業

をするだけで，日本の子どもたちが毎日学校に通って勉強する学科内容を納得のいくレベルま

で消化することができないことは明白ですし，学年が上がるごとにそれが積み上げられて遅れ

がますます大きくなっていくことも自明です。オーストラリア在住の日本と繋がる子どもたち

が，日本の学校で学ぶ子どもたちと同じ国語教科書の内容を同じペースで勉強することが，ま

ず，非現実的なのです。

全豪調査に参加してくれた補習校の運営者や教師の意見の中には，少数ですが，自分の関わ

る補習校では「国語」を教えていると明言したものがありました。「国語」を教えているという

補習校が実際にどのような授業を行なっているのかは調査ができていないので，詳しいことは

ここでは書けませんが，教える側の姿勢として日本語を「国語」と捉えているのだということ
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はわかります。「国語」と捉えるということは，「日本国」という国を自分の唯一無二の帰属先

とし，そのことばを学ぶことを，そしてそのことばを育んだ社会歴史文化を知り，受け入れる

ことを子どもたちに求めることになるのではないでしょうか。これは，オーストラリアで生ま

れ育ち，おそらく日豪両方のパスポートを保持する子どもたちに適したことばの教育と言える

のか疑問です。しかし，子どもたちの教育に関わる関係者全員がこの疑問を共有しているとは

言えません。保護者のコメントにも，補習校の授業のレベルが低すぎると言うものが見られま

した。次の保護者コメントがその例の一つです。

　「出来る限りの日本語教育をしてきたつもりです。読み聞かせをしなかった日は9

歳になるまで数日間だけです。新聞が読めるレベルまで，という目標がありますので，

低学年のうちはどれだけ親が強い信念を持っているかが鍵になると思います。テレビ，

本，漫画，スカイプ，友達，環境のほぼすべてを日本語にしてきました。日本に年に

二回帰国し，日本の小学校に一年に二ヶ月ほど通わせています。こちらでは日本語が

上手いと褒められますがしかし日本に帰る度に同学年の子との日本語レベルの差に愕

然とさせられます。」（全豪調査より）

この保護者が帰国予定者なのかはわかりませんが，この方の視野には，オーストラリアの現

地の子どもに適した教育という考えはなく，日本に住む日本語母語話者の子どもと同レベルの

日本語を目指しています。すなわち，「国語」教育を切望しているのです。その一方，保護者の

コメントには，補習校の授業の「レベルが高すぎる」「現地の子どもには難しすぎる」というも

のも見られました。私の娘が経験した授業も，現地の子どもであった娘には難しすぎたと思い

ます。

また，教師，運営者のコメントから「継承語」を教えているという学校もありました。その

「継承語」ということばには，文科省の指導要綱に沿った「国語」ではなくて，現地の子どもた

ちにあった教育をしたいという意図が見えました。もちろん独自の教材を使い工夫を凝らして，

現地の子どもたちの体験に寄り添った「継承語」教育を目指している学校もあるでしょう。私

たちも全豪調査の一環として補習校を訪問させていただき，子どもたちが目を輝かせて先生の

お話に聞き入る場面に出会いました。しかし，もし，現地の子どもたちにあった教育が，国語

教科書をゆっくり教える，あるいは「国語」を易しくしたものを教える，漢字を少なくして教
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えるという意味だったとしたら，「継承語」ということばの示すものが日本の「国語」をレベル

を落として継承することばという意味にとどまってしまい，「国語」を教えようとしているのと

実質的には違いがありません。

しかし，塩原（2016）は，補習校において「国語」を教えようとする試みは一見日本文化を

内面化した「日本人」の再生産の試みと見えるが，実践そのものが，オーストラリアの公立校

の間借り教室で行われ，主に国際結婚家庭でオーストラリア人として育っている子どもたちを

対象に行われていることから，実は，日本語，日本文化を持った「ハイブリッドな」オースト

ラリア人として育てようとする実践だと解釈しています。オーストラリアという場においては，

日本の「国語」教育は成立できないという解釈とも理解できます。

補習校の日本語が易しすぎると捉える場合も，難しすぎると捉える場合も，軸を「国語」に

置こうとしているところに問題があります。「国語」を軸に測るべきなのは国語教育がその対象

として想定している日本在住の日本語母語話者の子どもたちのことばです。オーストラリアで

言語生活を行う子どもたちのことばは，オーストラリアの社会歴史文化的文脈の中で，さらに

英語や日本語やその他のことばが入り乱れる中で考察されるべきです。補習校の授業内容の議

論を日本の教育に準じたモノリンガル的な議論にせず，国語教科書から離れ，例えばオースト

ラリアのカリキュラムと連携し，子どもたちが現地校の学習との共通点を見つけられるような，

自分の生活と関連づけられるような授業内容の議論を行なっていくことが大切なのではないで

しょうか。

私の考え方に影響を与えた経験は他にもあります。日本と繋がる子どもたちのことばに関連

したセミナーや講演会などを主催してきたことです。その始まりは，2012年に国際交流基金シ

ドニーの協力を得て，アメリカで活躍中の當作靖彦先生と片岡裕子先生に登壇いただいた講演

会でした。特に片岡先生の演題は「継承語としての日本語：いつ，どこで，だれが，どうして，

何をどうする？」というもので，当時の基金のホールがいっぱいになり盛況だったのを記憶し

ています。片岡先生のお話を熱心に聞く保護者の皆さんの姿が印象的で，片岡先生が定義され

た「継承語」，「居住国での国語（第一言語）ではないが，移民の間で親から子へと受け継がれて

いく言語」というものへの関心の高さを感じました。しかし，私には一抹の違和感があったの

も覚えています。もちろん非常に実用的でわかりやすく，役に立つお話でしたが，趣旨が，と

にかく子どもたちの日本語力を上げようというところに帰着する気がしたからではないかと思

います。短い時間内に先生が主張されたいことが全部盛り込めるわけではないので，私の勝手
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な思い込みに過ぎない可能性は大ですが，日本と繋がる子どもたちの課題は，日本語力を上げ

ることだけではない，日本語ができるようにならない子どもも肯定したいと感じたのです。

その気持ちが強くなったのは2017年にやはり国際交流基金で行った田浦秀幸先生による

「シドニーでのバイリンガル・バイカルチャー教育と子育て」と題したシンポジウムでした。先

生のお話はバイリンガル・バイカルチャーの子どもたちの持つ可能性についての内容であった

のですが，後の質疑応答時に，観客の一人の女性が自分の子どもはバイリンガルどころか，日

本語も英語もきちんとできないと，泣き崩れたのです。そこには日本と繋がる子どもと対峙し

て，孤立し，託しどころのない問題の重さに押しつぶされそうになっている母親の姿がありま

した。シンポジウムの後，なんとかこの女性と話をして，少しでも役に立ちたいと思いました

が，すぐに帰られてしまったらしく，叶いませんでした。このとき心に浮かんだのは「セミリ

ンガル」そして「ダブル・リミテッド・バイリンガル」ということばでした。二言語環境にい

る子どもが二言語両方とも期待のレベルに届いていない状況を指す，否定的なことばです。過

去には，子どもに二言語を学ばせようとすると混乱する，あるいは，両言語中途半端になると

信じられていたこともあり，オーストラリアに移民してきたからには英語だけで育てるべきだ

という言説が力を持っていたこともありました。しかし，最近では，二言語で子育てをするこ

とになんら害はなく，むしろ認知的にも社会文化的にも利点が多いと考えられるようになって

きています。さらに，セミリンガルと呼ばれる子どもがいたとしても，その子どもの言語能力

に問題があるというより，その子どもの生活環境や学習プロセス，そして評価基準バイアスの

影響によるものであると考えられ（Clinton 他，2014），セミリンガルが実際に存在するのかも

疑問視されています。ここには，言語自体の捉え方の変化も関わってきていると思います。

5．複言語主義という考え方

ここで，複言語主義という考え方を取り上げたいと思います。ヨーロッパに発祥した複言語

主義は，多言語主義と似たことばですが，異なったコンセプトです。多言語主義は社会の中に

多様な言語が存在する状態を目指し，社会に視点を置いています。例えばシンガポールは共通

語の英語のほかに中国語，タミール語，マレー語が公用語の多言語国家です。一方，複言語主

義は，個人の中に複数の言語資源を共存させ，様々な言語体験を相互作用させることで新しい

コミュニケーションを成立させようとするもので（拝田，2010），個人に視点があります。
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すなわち，複言語能力とは日常のコミュニケーションのニーズを満たすために複数の言語に

よってコミュニケーションを行う能力と言え，実は程度の違いはあれ，人は皆持っているもの

です。私自身も，母語の日本語の他に，英語圏の大学という職場で使えるレベルの英語と，い

つまで経っても初級の中国語があり，その他に，いくつかの言語を単語や挨拶レベルで知って

います。日本語に関して言えば，出身地が東京なので標準語に近い日本語を話し，関西弁など

の方言は聞けば分かるものもありますが，話せません。英語に関して言えば，オーストラリア

に長く住んで，オーストラリア英語が俗語も含めて分かるようになって来ていて，アメリカで

大学院に行ったのでアメリカ英語も大体理解できます。シンガポールに4年住んだので，シン

グリッシュ（シンガポール英語）もある程度わかります。これらを時と場面に合わせて，組み

合わせて使っている状況です。自分は日本語しかできないと思っている人でも，東北弁が話せ

たり，女子高生特有の JK 語が話せたり，皆，複言語話者なのです。

言語は，便宜上，日本語，英語など分別して捉えられがちですが，実は，例えば英語といっ

ても色々な種類があり，解釈があり，範囲があり，単純に括れるものではありません。ここで

は，個人が，分別された個々の言語ではなく，様々な言語資源を持ち，そのレパートリーを総

括したものが，その人の「ことば」であると考えます。すなわち，複言語話者としての私のこ

とばは，言語資源としてのアメリカ英俗語や，日本語の敬語，シングリッシュなどを包括して

いるのです。

中島（2017）は Piccardo（2014）を引いて，複言語主義の言語観を次のように示しています。

（1）モノリンガルの方がバイリンガルやマルチリンガルよりも優れているとする「モノリ

ンガル志向」から脱却すべきである。

（2）モノリンガルはこの世には存在しない。すべての言語話者が［借用語や方言やレジス

ターなども含めて］複数言語話者である。

（3）複数の言語がどの言語も同じレベルに達するわけではない。母語話者レベルまで育て

ようとする必要もないし，またそれは極めて困難なことである。

（4）標準語だけが言語ではなく，地域共通語（方言）や年齢・性別・職業などによって生

じる使用域・レジスターも言語と考える。

（5）複言語主義と複文化主義とは切っても切れない関係にある。

（6）複数言語は別個に存在するのではなくて，複雑に絡み合いながら存在する。ランゲー

ジング（1anguaging），トランスランゲージング（translanguaging）は日常の生活の中
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で頻繁に起こる複数言語話者の言語行動である。

（7）もっとも重要なのは言語の多様性に対する「気づき」である。継承語学習者の場合は，

特に継承語が貴重な財産であり，［将来に向けて］多大な可能性を持つ大事なリソース

であることに「気づく」ことが何よりも肝要である（p. 17）。

中島はここで「継承語」ということばを使っていますが，実は，複言語主義の考え方は，日

本と繋がる子どもたちを「継承語」から解き放つものではないかと思います。日本と繋がる子

どもたちの複言語の中には，例えば，学校で使う英語，友達と話す英語の俗語，お母さんと話

す日常の日本語，アニメで覚えた役割語（例えば「名探偵コナン」の阿笠博士が使う「わし」

や「～じゃ」），補習校の友達と使う男の子ことば，中国から来た友だちにこっそり習った「悪

いことば」などが入り混じっています。ドイツで活動している「チーム・つなぐ」の皆さんは，

これを「わたし語」と名づけました（チーム・つなぐ，2021）。「わたし語」は，さまざまな言

語のレパートリーが入り混じって，十人十色です。日本と繋がる子どもたちにとってそれぞれ

の「わたし語」の中にある日本語は「継承語」では包括できない広がりがあると感じます。

複言語や「わたし語」は，モノリンガル的に一つ一つの言語を区別して考えるのではなく，自

分の持つ多様な言語のレパートリー，あるいは言語資源を，その場の状況に応える様々な形で

組み合わせて，自分なりのコミュニケーションを成立させるものです。前出の「セミリンガル」

「ダブル・リミテッド」の考え方も，一つの言語だけを注視し，その言語の足りない部分だけ

を評価した結果生まれたものではないでしょうか。実はこの「セミリンガル」と呼ばれる子ど

もの「わたし語」の中には，一つの言語だけが孤立して存在するのではなく，身振り手振り言

語も含む他の言語資源が存在していて，この子どもはそれらの相互作用によって，またその場

の他者と協力することによって，コミュニケーションを成立させることができるのではないで

しょうか。Pennycook & Otsuji によるメトロリンガリズムというコンセプトがここに当てはま

ります。メトロリンガリズムは「言語を実践行動とみなし，固定的・分別的な言語観，そして，

また流動的，非分別的な混成言語が相互に作用しながら，「言語」を生み出す場」（尾辻，2011，

p. 24）に注目します。この混沌とした言語の現実の「場」を複言語や「わたし語」に照らし，

そして，オーストラリア在住の日本と繋がる子どもたちのことばを考えると，彼らの「わたし

語」の中に存在する日本語は，やはり，「国語」でも「継承語」でもないと思えます。
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6．継承語から繋生語へ

「継承語」ということばは現在多様な文脈で様々な意味合いで使われていて，後ろ向きなニュ

アンスは意図していない場合も多いかと思います。補習校で「継承語」ということばが子ども

たちに寄り添う形で使われているケースも見てきました。しかし，これまで使われてきた結果

「継承語」ということばにはすでに色が染みついています。まず，その「継承語」という漢字

表記から，前の世代から承り，受け継ぐことばという意味合いがあります。先にも触れました

が，そこには，出自，血のつながりが示唆されます。日本語が第一言語であっても，血統的に

「日本人」でない場合は，自分を「日本語継承語話者」であると名乗るのは憚られるのです。公

の場でも血統は重要な論点です。2019年6月に日本語教育の推進に関する法律が公布，施行さ

れ，さらに2020年6月には日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため

の基本的な方針が閣議決定されました。基本方針に「海外在留邦人の子に対する日本語教育は，

将来，日本へ帰国した際の就学や就職等に当たっての備えとしても重要である。」という文言が

あります（第二章，1(2) イ，p. 12）。この「海外在留邦人」の中には在日朝鮮韓国人や在日中

国人などは含まれるのでしょうか。ここに「継承語」ということばの制約がひとつ見えます。

さらに「継承語」ということばからは，受け継ぐもの，伝えていくものが，静態的で本質的

な日本語や日本文化，母語としての「国語」と，理想化された母国，日本，すなわち，「正しい

日本語」「正しい日本文化」であり，背後には「国語」を学ぶことによって育む日本人アイデン

ティティと「日本的価値観」が見え隠れします。「日本的価値観」の長所に焦点を当て，その教

育を求める場もあります。例えば，ブラジルのコロニア・ピニャールの日系コミュニティが日

本語学校に期待する価値観のうち，日本的な価値観として「我慢強さ」「協調性」「礼儀正しさ」

などが挙げられています（松本，2019）。しかし，「我慢強さ」「協調性」「礼儀正しさ」は，裏

を返せば，「正しくないと思ったことに異議を唱えることのできない弱さ」に通じると捉える

こともできるのではないでしょうか。また，オーストラリア社会では，「礼儀正しさ」「協調性」

はある程度大切ですが，「フレンドリーであること」「フェアであること」の方がさらに大切だ

とされていると感じます。「日本的価値観」の中には，まさに日本からのライフスタイル移民

が，日本に捨て置いてきた，忘れたい価値観も含まれています。価値観の是非だけでなく，「継

承語」ということばには，その価値観は子が自発的に学ぶものではなく，子が継承しなくては

いけない，親も継承させなくてはいけないと思うようなニュアンスが強調されるのです。加え



18

Journal for Children Crossing Borders, 12. (2021)

て，「継承語」ということばが引きずる歴史があります。「我慢強さ」「協調性」「礼儀正しさ」は

戦前，戦中の日本が重んじた価値観でもあります。オーストラリアと日本の間で今では語られ

なくなった負の歴史を彷彿させることばでもあるのです。

オーストラリア在住の日本と繋がる子どもたちのことばは，今やコミュニティ言語であると

言えます。オーストラリアの文脈でオーストラリアでの生活を行う上で使われることばです。

オーストラリアで「晩御飯にお寿司を買って帰るね」と言った場合の「お寿司」は，大抵，日

本のコンビニやスーパーで買える「お寿司」とは違うものを想像します。オーストラリアの

ショッピングセンターでよく売っている「Sushi」は図1にあるような筒状の海苔巻きです。「お

寿司」ということばの新しい使い方が生まれているのです。そして，この「お寿司」というこ

とばは家族でコミュニケーションする際にも使われています。「お母さん，お寿司買ってきてく

れるなら，ぼくは，テリヤキチキンがいい」という具合です。お寿司のネタにテリヤキチキン

というのは，日本では珍しいかもしれませんが，オーストラリアではテリヤキチキンやエビフ

ライはネタの定番です。

このように新しい意味が生まれ，家族を繋ぐことばは，コミュニティ言語としての日本語で，

豪州繋生語研究会ではこれを「繋生語」と呼びます。「繋生語」と「継承語」の考え方の違い

については，表1にまとめてみました。しかし，「繋生語」は，「継承語」を真っ向から否定す

るものではありません。「継承語」ということばの伝統に敬意を表して「けいしょうご」とい

う音を残し，「繋がる」「生まれる」という意味を託しました。『親から受け継ぐことばも含めて，

親や家族，友だち，社会との繋がりから生まれ，さらなる繋がりを生み，そこで新しい意味を

図 1．オーストラリアのショッピングセンターで売っている「Sushi」
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生み出し，その繋がりを次の世代に繋げていくことば』です。英語では繋生語としての日本語

を Japanese as community language: evolving and transforming through socio-cultural context

と定義しています。この定義は，繋生語が，オーストラリアのコミュニティで共有，使用され，

そして，その使用がことばを柔軟に進化させることを示唆しています（折山，2021）。「繋生語」

という新しいことばを使うことで「継承語」に染み付いてしまった制約を取り払い，問題喚起

をすることができるのではないかと思います。

そして，「繋生語」は子どもたちの「わたし語」の一端を担います。オーストラリアの子ども

たちの「わたし語」には，もちろん「英語」がレパートリーの一つとして存在しています。「繋

生語」で表現しきれないところは「英語」が補ってくれて，子どもたちのコミュニケーション

が成り立ちます。「繋生語」と「英語」が，そして，その他の言語資源が「わたし語」の中にメ

トロリンガル的に混在しているのです。

オーストラリアの日本と繋がる子どもたちのことばの議論から「国語」を外し，歴史的に色

のついた「継承語」を排し，「繋生語」を中心に据えることで，そして，「繋生語」は子どもた

ちの「わたし語」のレパートリーの一部だと理解することで，子どもたちを，教師を，さらに

保護者を，それぞれの制約から解き放てる可能性があります。ライフスタイル移民の保護者で

表 1.「継承語」と「繋生語」の対比 *

「継承語」／「国語」（教育） 「繋生語」（教育）

親が子どもに伝えなければならない，子ども
が学ばなければならないもの

親が子どもに伝えるものも含めて，親子が一
緒に使い，育てていくもの

日本，国家，国民，国語を軸にした日本人を
育てる教育

日本語を一人ひとりの複言語の一部とみな
した世界市民を育てる教育

本質的（理想化された言説上だけの日本，日
本語）

実践的（多様で正解のない，それぞれの日本，
日本語）

静態的（不変であることが理想，変化を受け
付けない）

動態的（ダイナミックに常に変化している日
本，日本語）

正しい日本的価値観，望ましい日本人らし
さ，正当な日本の社会歴史文化的知識の存在

実践的で動態的な日本，日本社会歴史文化，
日本人，日本語の理解

血統を通しての日本との繋がり 日本との多様な繋がり

目指すのは日本の母語話者の母語としての
日本語

目指すのは一人ひとりの自己実現のための
言語実践としての日本語

* 「継承語」ということばは一般に広く使われているので，この表で「繋生語」の方においている実践
を，「継承語」ということばで表している場合も多々あると思います。
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も，子どもが学ぶのがオーストラリアのコミュニティ言語としての「繋生語」なら，補習校で

の学びをもっと肯定的に捉えられるでしょう。補習校の学びの内容も，コミュニティ言語とし

ての「繋生語」を基盤にしたものだったら，自分の日常生活と関わりのあることばを学ぶこと

で子どもたちが「楽しい」と思える授業が展開できるのではないでしょうか。高校や大学で外

国語として日本語を学ぶクラスメートと机を並べる場合でも，自分の持つ日本語が「繋生語」

であると理解してもらえれば，もっと自由に学びを楽しめるでしょう。そして，子どもたちの

日本語はそれぞれの「わたし語」の一部であり，他の言語資源と相互作用して機能するもので

あると納得することで，日本語だけを取り出して評価することの無意味さや，日本在住の母語

話者同様の能力を求めることの不条理さを判ってもらえるのではないでしょうか。子どもが母

語話者同様に話せないという罪悪感から保護者を救済することにもなります。今すぐには無理

でも，このような方向に道筋をつけていけるのではないでしょうか。

7．終わりに

本稿では，オーストラリアという社会歴史文化的文脈における日本と繋がる子どもたちのこ

とばについて，私の経験に寄り添う形で語り，「繋生語」ということばと考え方を提唱しまし

た。私は，日本語教師，日本語教育の研究者としての経歴は長いですが，海外で育つ子どもた

ちの日本語教育の研究者としてはまだ新参者で，長く研究をされている皆さんには当たり前の

ことを書いてしまったかもしれません。しかし，「繋生語」ということばとその考え方は，オー

ストラリアだけでなく他の現場にも汎用できるのではないか，そして，それによって，それぞ

れの現場の呪縛を解いていくことができるのではないかと楽観しています。オーストラリアは，

多言語多文化社会で，ここに住むそれぞれの人々の複言語性が肯定的に受け入れられている場

です。私の現場がオーストラリアだったからこそ「繋生語」という発想が生まれたのではない

かと思いますが，「繋生語」が日本と繋がる子どもたちのことばの議論のきっかけとなれるのは

オーストラリアに限らないと思います。

多言語多文化のシンガポール生まれオーストラリア育ちの娘は，生まれた時から明らかに複

言語的生活を送ってきました。娘の育んできた「わたし語」の中には，夫が読んでくれていた

日本の昔ばなしも，文句を言いながら通っていた補習校で教科書から学んだ漢字も，大学の日

本語授業で習った敬語も，日本滞在中に馴染んだテレビタレントの名前も，一緒に料理をしな
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がら覚えた「千切り」や「みじん切り」も，私の知らないところで彼氏に言ってもらったこと

ばも，そして同様に多様な経験で培った英語のことばと，学校で勉強したラテン語とイタリア

語とフランス語が，関わり合い，記憶となり，また更新され，生きています。私たちのことば

を一つの「日本語」あるいは「国語」として本質的に静態的に捉えることから脱却することが，

「繋生語」と生きる子どもたちの，そしてその保護者の言語生活の質の向上に繋がるのではない

かと思います。
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■要旨

本研究は，親の母語である日本語を子どもに受け継ぐことを目的と

した「継承日本語教育」を問い直し，子どもの視点に立った「継承

日本語教育」のあり方を考えるものである。親全員が教師役を担

い，子どもの視点に立ったテーマ型・体験型活動の実践を創ってい

るタイの「バイリンガルの子どものための日本語教室」を特集した

セミナーを事例に，親による実践報告と，親と子それぞれへのイン

タビュー調査報告を分析した。その結果，親子双方が教室活動に楽

しみを見出し，家庭と教室の学びが往還し，親子にとっての学びの

意義が重なっていることが明らかになった。子どもの言語使用の現

実から出発し，子どもの全人的成長を目指した教育実践を「継承日

本語教育」の一つのあり方として示す。

ⓒ 2021. 移動する子どもフォーラム．http://gsjal.jp/childforum/

■キーワード

子どもの視点 

継承日本語教育 

テーマ型体験活動 

親が創る教室 

実践の語り 

複言語複文化

1．はじめに

1．1．問題の所在

本稿は，親の母語である日本語を子どもに受け継ぐことを目的とした「継承日本語教育」を

問い直し，子どもの視点に立った「継承日本語教育」のあり方を考えるものである。

* JMHERAT 運営委員（E メール：JMHERAT@gmail.com）
† JMHERAT 代表（E メール：shinko.fukazawa@gmail.com）
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国境を越えて移動する大人の増加とともに，幼少期より日本国外に住み，複数言語環境で成

長する子どもの数が増えている。日本への帰国を前提とする子ども，日本国外を複数移動した

経験を持つ子ども，国際結婚家庭の子どもなど，子どもの言語的，文化的背景は多様化してい

る。そのように多様な子どもに対し，情緒的価値や道具的価値を求めて，我が子への日本語継承

を望む親も多い（村中，2010）。このような日本国外における親から子への日本語教育は，「継

承日本語教育」という枠組みで捉えられ，研究されてきた。

「継承語」の定義は様々であるが，中島は，「継承語（heritage language）とは親の母語，子ど

もにとっては親から継承する言語であり，継承語教育（heritage language education）とは親の

母語を子に伝えるための教育支援である」（中島，2017，p. 2）と述べる。親の母語である日本

語を子どもに受け継ぐ「継承日本語教育」は，親子間の絆を保持するためにも必要であるとさ

れ，四技能のバランスの取れたバイリンガル，マルチリンガルの育成が目指されてきた（中島，

2017，坂本，2019）。そして，家庭での習得を主にする「継承日本語教育」では，子どもの日

本語能力の四技能の習得がアンバランスであることが課題とされてきた（中島，2017）。特に，

「読み書きの力は親の特別な思い入れと努力がない限り育ちにくい」（中島，2017，p. 5）とさ

れている。

だが，この課題の焦点化によって「継承日本語教育」の現場が，家庭で習得され難いとされ

る読み書きを中心とした言語学習項目の習得を目指したものになる傾向を生んでしまったので

はないだろうか。母語を家庭で自然習得し，学校での国語教育によって日本語の読み書きを習

得してきたモノリンガルの親自身の学習経験に重ねて，親は子どもの「継承日本語教育」に取

り組むことになる。だが，そのようなモノリンガルの言語観に立った実践は，複数言語環境で

成長する子どもの現実に即しているとは言い難い。

また，複数言語環境で生活し，多様な言語で学習する子どもは，家庭外で使用しない日本語

に価値を見出せなくなる（岸本，2008）ことも指摘されている。そのような子どもに対し，親

が努力し子どもにも頑張らせなければ学習が継続しないため，「親の負担感」も課題である（岸

本，2008；坂本，2019）とされている。だが，これらの課題は，誰にとっての課題なのであろ

うか。日本語を「継承」させたい親と，その支援をする教師にとっての課題ではあっても，日

本語を学ぶ子どもにとっての課題とは言えないのではないか。

さらに，「継承日本語教育」の新たな課題に，子どもの多様化に対応するカリキュラムの開発
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がある 1。しかし，読み書きを中心とする日本語能力を評価基準にする限り，子どもの言語使用

や，言語意識の多様さに対応できるとは言い難いだろう。ダグラス（2006）も，従来の継承語

教育は，言語の習得だけが教育目標となっている点が問題であり，考える力，社会性，情緒な

どの育成も視野に入れて教育目標を設定することが必要であると述べる。石井（2006）も，「子

どもの全人的発達を支える教育」（p. 4）の必要性を指摘する。だが，現在課題となっている子

どもの多様化に対応するカリキュラムに，これらの視点は反映されているのだろうか。

多様さという課題に対しては，近年，子どもの言語の多様さそのものを資源として捉える複

言語複文化能力観が言われ，「継承日本語教育」にも影響を及ぼしている。コストほか（2011）

は，「複言語複文化能力とは，程度に関わらず複数言語を知り，程度に関わらず複数文化の経験

を持ち，その言語文化資本の全体を運用する行為者が，言葉でコミュニケーションし文化的に

対応する能力をいう」（p. 252）と述べる。奥村（2019）も，誰もが「さまざまなことばやそれ

に伴う文化に接しながら，自分独自のことばと文化を培ってい」（p. 178）くとし，一人ひとり

が持つことばと文化に着目している。川上も，「一人ひとりが持つさまざまな言語資源の総体」

（川上，2019，p. 225）の一部として日本語を捉えることの必要性を指摘する。そして，「言語

教育実践は単に日本語だけを学ぶことや母語保持・母語維持が目的となるのではなく」（川上，

2021，p. 127），「動態的な世界を生きる複合的なアイデンティティを育てる教育を目指す」（川

上，2021，p. 128）ことが必要だと述べる。

また，子どもへの日本語継承を望む親に対し，川上は，「子ども自身が親の気持ちと同様に，

親の言語を継承したいと思っているとは限」（川上，2019，p. 233）らないと，親と子それぞれ

の日本語の価値づけのずれを指摘する。重要なのは，子どもがどう親の言語と向き合い主体的

に取り組んでいくかという「子ども側の日常的実践の視点」（川上，2013，p. 25），そして「子

ども自身が自分の言語資源をどう考えるかという点」（川上，2019，p. 233）とし，「継承日本

語教育」において，親や他者からの視点ではなく，子ども自身の視点から日本語学習の意味を

考える重要性を述べている。稲垣（2015）もまた，「親による子への日本語継承を無条件に是

1　 MHB（母語・継承語・バイリンガル教育学会）海外継承日本語部会は，海外で継承語とし
て日本語を教える現場の教師や，継承語・バイリンガル教育に関心のある研究者の集まり
である。この部会において「最大の課題は，生徒の多様な背景や言語力にふさわしいカリ
キュラムを作成し，継続すること」として，カリキュラム・プロジェクトが立ち上がり，
2021年の年次会において各国のカリキュラムが紹介された。https://sites.google.com/

site/keishougo/katsudo
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とする立場」（p. 22）に疑問を呈している。

以上の議論から，筆者らは，親が自分の母語である日本語を子どもに「継承」することを無

条件に是とする「継承日本語教育」を批判し，子どもの視点に立ち問い直すことが必要である

と考える。子どもの視点とは，複数言語環境で育つ子どもの言語使用の現実から出発し，子ど

もにとっての意味や価値から「継承日本語教育」を考える視点である。これを本稿では，子ど

もの視点に立った「継承日本語教育」と定義する。そのうえで，子どもの視点に立った「継承

日本語教育」とは具体的にどのような実践をいうのか考察する。

1．2．本稿の目的

筆者らが運営委員を務める「タイにおける母語・継承語としての日本語教育研究会」（Japa-

nese Mother Tongue and Heritage Language Education and Research Association of Thailand：

以下，JMHERAT2）は，2021年3月に「バイリンガルの子どものための日本語教室」（以下，BKK

バイリンガル教室）という継承日本語教室を取り上げ特集するセミナー 3を実施した。このセミ

ナーは JMHERAT が年に一度実施している実践共有セミナーの5回目に当たる。実践共有セミ

ナーでは，様々な教育機関はもとより，小さな組織や個人，家庭の実践を掘り起こし，発表者

との間で対話を重ねて，複数の言語と文化で育つ子どもの教育実践の共有に繋げてきた。

BKK バイリンガル教室は，参加する子どもの親全員が教師役を担っている。これまでも，

JMHERAT の実践共有セミナーで，中学年部及び幼児部クラスが実践を報告 4している。しか

し，今回は，一つの継承日本語教室の全容を明らかにしたいと考え，JMHERAT から BKK バ

イリンガル教室に依頼し，教室の変遷も含め，全てのクラスからの実践の報告が実現した。教室

の全てのクラスの実践を報告するという点において，JMHERAT として初めての試みであり，

その発表者の全てが教育の専門家ではない親による実践報告は，管見の限りほかにない。また，

この特集にあたり，JMHERAT は，実践者である親と子それぞれが，教室をどのように意味づ

2　 JMHERAT は母語，継承語の枠を超え，「自分を理解し，人を理解し，社会との関係を拓
いていけることばの力」の育成を目指し，教師・親・専門家が機関や立場を越えて連携し，
セミナー，複言語・複文化ワークショップなどの活動を行っている。

3　 JMHERAT 第17回セミナー「継承日本語教育を考える― バンコクにある親子でつくる
テーマ型活動教室の実践から」https://JMHERAT2006.wixsite.com/JMHERAT/seminar

4　 中学年部報告（2017年3月）「共に成長し合える活動を目指して―テーマ型活動実践報
告」，幼児部報告（2018年3月）「対話を起こし，体験を繋げる幼児部の活動報告」
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けているのかを知りたいと考えた。そこで，親と子に，どのような意識をもって参加している

か，実践をどのように捉えているかを調査し，結果をセミナーで報告した。

ところで，中島（2016）は，「子どもに適した内容や方法の選択が可能」（p. 10）な活動形態

として，「小規模継承語クラス」を挙げるが，その内実は知られておらず，その成果の検証が

困難であると指摘する。小規模継承語クラスの実践として，吉澤（2018）によるカナダの教室

の報告があるが，吉澤は「運営に関わることで保護者が主体的になる」（p. 379）こと，そして，

子どもの「個人差に対応しやすい」（p. 379）ことがメリットと述べる。だが，同時に「保護者

の負担が非常に大きい」（p. 379）ことを課題とし，中島も，この形態の実践は，保護者・地域

の有志に多大な負担があることを課題として指摘する。

セミナーで特集した BKK バイリンガル教室は，中島（2016）や吉澤（2018）が言及する小

規模継承語クラスの一形態だが，この教室が JMHERAT の実践共有セミナーで以前に発表した

際，「保護者の負担感」は課題とはなっていなかった。さらに，BKK バイリンガル教室は，「主

体的アイデンティティの構築」を教室目標として掲げて活動しており，これは，親から子ども

への母語の「継承」ではなく，子どもにとっての意味や価値から実践する，子どもの視点に立っ

たものであると考える。そこで，JMHERAT は，「継承日本語教育」のあり方を子どもの視点

から議論し，また，成果の検証が難しいと言われている，親が運営する継承日本語教室の実態

を明らかにするためにも，この教室を特集として取り上げる必要があると考えた。本稿はその

結果を報告するものである。

なお，本稿の執筆者の一人である深澤は，2002年から BKK バイリンガル教室にアドバイ

ザーとして関わっている。深澤（2013，2020）は，教室の変遷と，子どもの多様性に対応する

活動の具体的内容を報告し，親が実践を創ることの意義を述べている。しかし，実践者である

親自身による意義づけが明らかにされているとは言い難い。また，子ども自身が教室をどう捉

えているかは明らかになっていない。

そこで，本稿では，BKK バイリンガル教室を特集したセミナーを事例に，BKK バイリンガ

ル教室の実践についての親と子ども自身の語りを分析する。まず，2章で BKK バイリンガル教

室の概要を，3章で親による実践と実践者としての語りを述べる。続く4章で親子それぞれへの

インタビュー調査から，親と子が教室をどう意味づけているのかを分析する。そして，子ども

の視点に立ったことで何が生まれているのか，親が活動を創ることによりどのような意義が生

まれているのかを，教室の参加者である親と子ども自身の語りから明らかにする。そのうえで，
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親による言語の継承と文化の継承を超えた，子どもの視点に立った「継承日本語教育」のあり

方の一つを示す。

2．BKK バイリンガル教室の概要

タイには，約8万1千人の在留邦人 5が暮らす。2つの日本人学校（バンコク，シラチャ）と2

つの補習授業校（プーケット，チェンマイ）のほか，保護者による継承日本語教室も存在する。

BKK バイリンガル教室はその一つで，1999年に設立された。設立から約10年間は，日本語と

日本文化の継承を活動の目標としていたが，2008年に子どもの視点に立って，教室の目標を捉

え直した。本章では，BKK バイリンガル教室の概要，教室に通う親子の背景 6，そして，2008

年に捉え直された教室の理念を紹介する 7。

2．1．教室概要と教室に通う親子の背景

教室は，日本人会の会議室を会場とし，年20回，年間30時間（隔週土曜10時から11時半。

4月と10月の休みを除く）活動している。次ページの表1に示すように，4クラスあり，教師を

雇わず，親が教師役として各クラスの担当を務めている。

子ども達が通う学校は3種類あり，インターナショナル校が40％，タイ現地校が48.6％（内

英語コース11.4％），バイリンガル校（タイのカリキュラムで英語とタイ語で学ぶ）が11.4％

である。使用言語は学校によって異なるが，タイ語，英語，中国語がある。家庭では，タイ語

や日本語を中心に，英語，ドイツ語も使用されている。参加している親は，専業主婦が33％で，

それ以外の人は仕事を持っている。中には教師も数名いるが，指導的立場ではなく，教室を創

る担当者の一人として参加している。また，日本とタイ以外の国に住んだ経験のある家族も多

く，日本以外の国で育った日本人親もいる。このように，多様な背景の親と多様な言語使用状

況の子どもで教室が構成されている。

5　 外務省（2021）「海外在留邦人数調査統計（令和3年版）」https://www.mofa.go.jp/mofaj/

toko/tokei/hojin/

6　 JMHERAT がセミナー実施にあたり実施した背景調査（全員回答）からまとめた。
7　 実践の背景を記すために，2章と3章は教室のアドバイザーである深澤がまとめた。
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表 1　BKKバイリンガル教室のクラス編成と担当者（2020 年度後期）

クラス 対象年齢 生徒数 担当者（人数）

幼児部 3 ～ 5 10 12（母 10, 父 2）

低学年部 6 ～ 7 9 5 （母 3, 父 2）

中学年部 8 ～ 9 10 6（母 4, 祖母 1, 父 1）

高学年部 10 ～ 6 4（母 3, 父 1）

計 35 27

2．2．教室が目指しているもの―教室の理念

2008年には，教室の目標と活動の理念を次に示すように捉え直した。実践者である親達が，

日本語のレベルで子どもを評価する教室のあり方に疑問を持ち，タイで育つ多様な背景，言語

使用状況にある子ども達に何が必要かを考えた結果である 8。

【教室目標】

　主体的にアイデンティティを構築し，社会との関係を築いていけることばの力

【活動の形態】

　テーマ型体験活動：子どもにとって興味・関心があるテーマをめぐり新たな体験を創る

【活動の観点】

　①協働的活動：日本語力の差，年齢差を生かし関係性を大切にする

　②選択的活動：子どもが選択できるものは子どもに選択させる

　③自立的活動：子どもも教室の中で役割を担う

【教室のあり方：資源型教室】

　①互いの異なり：子どもの異なり，大人の異なり

　②多様な関わり：子ども同士の関わり，大人との関わり

　③時間的資源：子どもの成長を長期的に支えることができる

必要なのは，日本語の言語項目の習得だけではなく，複数の文化を生きる自分を語り，人と

理解し合う体験であると，親達は考えた。これによって，社会と関わっていけることばの力を

8　継承語教室の目標を捉え直すまでの経緯と詳細は深澤（2013）参照。
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育成する必要がある。このことばの力の育成のために前記の目標を定めた。

この目標に向かうためには，子どもが興味・関心を持ち，価値を感じるテーマを定める必要

がある。子どもとともに体験しながら，やりとりの中でことばを育てるテーマ型・体験型活動

（以下「テーマ型体験活動」）を構想した。これは，子どものことばの学びに注目し，「学習が個

人の体験と深く関連し」「主体的に学びたいと思うものを学ぶときに最も効率よい学習がおこ

る」（池上，2002，p. 101）という考えによる。

また，当時，継承日本語教室は，教師も教材も不足する，ないないづくしの現場（佐々木，

2003）と言われていた。しかし，教師や教材がなくても，子どもは関係性の中でことばを育み

成長する（内田，1999；岡本，1985）という考えに基づけば，多様な大人と子どもが集まる

教室を資源に満ちた場「資源型教室」と捉えることができる。この場では，子ども達が自身を

肯定的に捉え，関係性の中でことばを育て，主体的にアイデンティティが構築できると考えた。

進級や卒業といった時間的制限を設けずに，子どもが希望する限り活動への参加を保障するこ

とも時間的資源と位置づけて，それを目指した。クラス活動でも行事でも，子どもができるこ

とは子どもに任せ，使用言語もタスクも義務化せず選択できるようにした。これによって，協

働的活動，選択的活動，自立的活動を活動の観点とした。

3．親による実践とその語り―セミナーでの親による実践報告から

本章では，セミナーの概要を紹介し，次にセミナーにおいて実践者である親達が実践をどう

語ったかを述べる。なお，本章で扱うデータは当日の発表資料と口頭発表である。口頭発表は

全て録画し文字起こしをした。本章で引用した図は，セミナーの発表資料から，発表者の許可

を得て転載したものである。

3．1．JMHERAT主催「継承日本語教育を考える」セミナーの発表内容

このセミナーでは親による実践報告と，JMHERAT メンバーによる教室に参加している親子

への調査報告を行った。表2で示すように，実践発表者は14名である。発表当時，教室に参加

していた親は27名であり，参加者の半数以上が発表を行ったことになる。
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3．2．教室の変遷と現在の特徴―事務局の語りから

本節からは，実践者である親が実践をどう語ったのかを述べていく。まず，教室の変遷と現

在の特徴を，教室のクラス担当であり事務局担当でもある2名はどう語ったのか。教室の変化

に関する語りを中心に以下抜粋する。

2007年頃からこの教室のあり方の議論がおこっていました。（中略）その議論の中で

補習校登録も検討されたが，補習校登録しないことを意識的に選択，継承日本語教室独

自の道を目指しました。（中略）日本に目を向けずタイで育つ子ども達のための教室を

創っていこうと考え，目標と活動方針を新たに問い直すことにしました。それが2008

年です。議論の末に目標を設定し，日本語の能力差があってもできる活動としてテー

マ型体験活動に活路を見出したものの，では具体的に何をしたらいいか模索が続きま

した。（中略）2011年からは親が全員で，運営だけでなく教師役も担うことになりまし

た。これは，人数不足によるものではなく，模索し話し合いを重ねたのちにたどり着

いた答えでした。（中略）今私達は，外部から教師を招いてやる教室ではなく，自分達

が関わり創っていくという点にこそ，意味があると思っています（後略）。（筆者下線）

発表者2名は，2008年当時は教室に参加していなかったが，過去の経験者の話から，上記の

ようにこの教室の変遷を述べた。下線箇所には，発表者が2021年現在，教室にどのような意

味を見出しているかが表れている。この後，教室全体で行っている活動の紹介では「行事を親

表 2．セミナー発表一覧

タイトル 発表者

1 バイリンガルの子どものための日本語教室の 22 年と今 事務局 2 名

2 幼児部活動実践報告「1 冊の絵本から広がる世界」 幼児部担当 3 名

3 低学年部活動実践報告「つなぐ―教室と家と，ぼく
と私と，今とこれから―等身大記録活動を中心に」

低学年部担当 4 名

4 中学年部活動実践報告「マイアルバム」活動 中学年部担当 3 名

5 高学年部活動実践報告「お互いの刺激の中で，考え，選び， 
自主的に活動する喜びを体験する場を目指して」

高学年部担当 4 名

6 調査報告「教室に参加する親と子の思い，そしてこの教室が 
生む学びを考える」

JMHERAT 運営委員
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子のクラスの枠を超えた共有体験と捉え実施している」と紹介し，「夏祭りでは各班で出し物を

出し，会の中の通貨でやり取りするなど，独自の行事を創って楽しんでいる」と日本の文化継

承ではない姿勢も示した。

また，教室の特徴として，「日本人以外の親の参加」「日本語以外のことばの使用」という「資

源型教室」を目指している点についても語られた。これは，2008年にはなかった複言語複文化

的視点である。さらに，「テーマを軸にすることで，日本語力や年齢の差があっても，それぞれ

の成長に繋がっていると考える」と，能力差を課題にしない姿勢を示し，差があってもできる

活動として「テーマ型体験活動」を意義づけている。しかし，2008年度当時は，「テーマ型体

験活動」を目指したものの，モデルとなる実践もなく，実践を具体化するにあたっては模索が

続けられてきた。

3．3．テーマ型体験活動実践―親による各クラスの実践報告から

続いて，かつて実践の具体化に苦慮した「テーマ型体験活動」が現在はどのような実践になっ

たか，子どもの年齢に沿って幼児部から順に報告する 9。

「テーマ型体験活動」は，興味あるトピックで学習者が学ぶという点でプロジェクト・ベース

学習（Project Based Leaning，以下 PBL）と重なり，国内外の様々な日本語教育で実施されて

いる。しかし，継承語教育ではあまり実践の報告例がない。日本国内では継承中国語教育の実

践（田・櫻井，2017）があり，国外では「継承日本語教育」の実践としてダグラス（2006）の

実践があるが，ダグラスの実践では，カリキュラムの一部として PBL 活動を実践している。そ

れに対し，BKK バイリンガル教室では，カリキュラムの全てを「テーマ型体験活動」で実施

している。また，子どもの発達に沿ってクラスごとにテーマを積み重ねて，教室のカリキュラ

ムを生成していることと，実践者である親が教育の専門家ではないということが特徴的である。

以下，実際の活動を実践者の発表から紹介していく。各クラスの目標は次ページの表3のとお

りである。クラス目標を指針に，各クラスの担当者が，毎年の活動テーマを決めている。

3．3．1．幼児部実践：1冊の絵本から広がる世界

子ども達が親しく一緒に活動し，それぞれが成長できることを目指した幼児部では，「1冊の

絵本から広がる世界」をテーマにしている。「このテーマが見つかるまでは，『日本の季節もの』

9　実践の具体的な流れや内容の詳細は深澤（2020）参照。
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などをしていたが，日本に住んでいない子どもには，理解されていない印象があり，誰でも分

かる『絵本』を軸にしたことで，活動自体もまとまり，担当者もやりやすくなった」とテーマ

を持つ意義を発表者は語った。

幼児部は「本読み班」「工作班」「歌，ダンス班」に担当を分け，班ごとに絵本を軸に活動を計

画しているのが特徴である。担当者が12名と多い幼児部では，3つの班に分けたことで役割が

明確になった。この3班協働の実践の具体例として，工作を軸に『はらぺこあおむし』のビッ

グブックを作成した活動が紹介された。

物語の展開に合わせて，担当者と子どもみんなで見開き縦65㎝，横422㎝になる巨大ビッグ

ブックを作成していった（図1）。子ども達は紙で作った自分のあおむしをそこに這わせて遊ん

だ。最後に全員で作った巨大蝶をビッグブックに貼り，子ども達もそれぞれが作った蝶を貼り

付けた（図2）。宿題は，絵本に関係した絵や文字が入ったシートを工作班が自作した（図3）。

表 3．クラスごとの目標

クラス クラス目標

幼児部 年齢差があっても親しく一緒に活動し，それぞれが成長できる。

低学年部 一緒に作って一緒に遊ぶ。その楽しさの中でことばを広げ，コミュニケーション
能力を高める。また，かつて親も遊んだ遊びの体験で親と子どもの共有体験を増
やし，絆を深める。

中学年部 自分のこと，友だちのことを知り，理解し合える関係にし，さらにその関係を自
分たちの身近な人や物事に広げる。

高学年部 互いの内面的な違い（考え方，気持ち）を知ることで相手に興味や関心を持ち，
尊重しながら関係性を築く。お互いの日本語能力にとらわれず，長所に目を向け，
協力して活動する。

図 1．巨大ビッグブック　　
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A3用紙に絵も文字も白抜きで書いてあり，塗り絵として遊べるようになっているが，シートに

何を描くのかは自由である。この宿題のねらいは文字を書くことではなく，シートを介在に対

話を起こすことにある。宿題は家庭と教室，活動と活動を繋ぐ意味もあるが，なによりたくさ

んの大人達と対話を起こすための対話ツールなのである。

発表者は最後に，自分達の実践を，「子どもの年齢差があっても楽しく一緒に活動できてい

る」と評価し，「担当者もできることをできる時にやり，無理なく活動している」と協働的に負

担を感じることなく実践していることを述べた。

3．3．2．低学年部実践：つなぐ―教室と家と，ぼくとわたし，今とこれから

楽しさの中でことばを広げることを目指

した低学年部のテーマは「つなぐ」である。

繋いだものは「①私と家族」「②私と日本の

文化／行事」「③私と友だち」の3つである。

教室と家庭とを繋ぎ，今とこれからを繋

ぐ活動として，1枚の紙に描く個人ポート

フォリオである「等身大記録」が紹介され

た。年度の最初に自分を等身大の線画で描

き，家に持ち帰って宿題に出た項目につい

て描き込んでいき，年度の最後に持ち寄る。

持ち寄った「等身大記録」には，その子ど

もの世界が1年の変化も含めて描かれてい

た。発表では4人の子どもの例が紹介され

たが，初めて跳べた縄跳びの切れ端や，小

	 図 2．ビッグブック最終ページ	 図 3．宿題シート

図 4．等身大記録
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さい頃に着ていた洋服が貼ってあったり，家族全員の手形や足形などが描き込まれたりと，教

室では見ることができない , 子ども達の家庭での生活や家族との繋がりを知ることができた。

発表の最後に，R さん（9歳）が1年半前に描いた自身の「等身大記録」（図4）を説明する語

りが動画で紹介された。R さんは「好きなものは電気です」と説明を始め，自分の体を発電所

に見立てた発電の仕組みを述べ，潜水艦やヘリコプターや船などエンジンがあるものが大好き

であること，四輪駆動車は洪水の多いバンコクで必要だと熱心に親に勧めていることなどを

語った。語り口はどんどん速くなり，語ることでさらに語る熱意が高まる様子だった。R さん

の親も担当者も，描いて1年半後にも関わらず詳細に記憶していて熱心に説明したこと，描い

た時以上に詳細に語ったこと，さらに，車の購入に至っていない現在のことも語ったことに驚

いていた。これらのことから，この活動が「家庭と教室」だけでなく，過去の体験や記憶が時

間を経て子ども自身の中で「今とこれから」を繋ぎ，さらに「過去と今」を繋げる活動でもあ

ることを実感した。そして，最後に発表者は「誰でもどこでも，紙さえあればできる活動なの

で，みなさん是非やってみてください」と訴えた。

3．3．3．中学年部実践の語り：「マイアルバム」活動

自分のこと，友達のことを知り，理解し合える関係を作り，さらに身近な人へとその関係を

広げていくことを目指した中学年部では，「マイアルバム」活動が報告された 10。

「マイアルバム」とは，子ども自身だけでなく，親や友達や担当者など，人との関わりも含め

た子どもの生活世界を，トピックに沿って記録するアルバム型のポートフォリオである。自分

の紹介から始まり，生まれた時のこと，そして10年後の私など，「今」「これまで」「これから」

の時間軸に沿った11のトピックで構成されている。本稿では，セミナーで紹介された2019年

度実践から，2つのトピックを紹介する。

1つ目に紹介するトピックは，「生まれた時のぼく／わたし」である。生まれた時の自分と今

の自分を目に見える形で比較することで「小さかった自分」「大きく育ってきた自分」を視覚的

にも体感することを目的に行った活動である。生まれた時の写真を持ち寄り，今の自分と生ま

れた時を比べ，身長は紐の長さで，体重はペットボトルのシールで表し可視化した。生まれた

時の体重分の重さのペットボトルをお腹に巻きつけて，お母さんの当時の感覚を疑似体験して

みた。その後，担当者が親に前もって書いてもらっていた子ども宛ての手紙を子ども達に渡し

10　「マイアルバム」活動は，教室で「テーマ型体験活動」として最初に実施され，現在も続け
て取り上げられているテーマであることから，詳細に紹介する。
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た。この手紙はそれぞれの親の母語，あるいはその子どもとの使用言語で書かれている。読め

ない子どもは，担当者に手伝ってもらいながらその手紙を読んだ。「マイアルバム」には，この

手紙や，写真やシールなど，活動で使った様々なものが貼ってあり，そこにはクラスメートや

先生から，日本語を中心にタイ語や英語で付箋紙にコメントが書かれ，貼られている。

2つ目のトピックとして，「ぼく／わたしの街・ぼく／わたし，父／母の生まれた国」を紹介

する。これは，地図を使ってお互いを知ることを目的に行った活動である。タイ，日本，世界

地図上のそれぞれの居住地や生まれた場所に，その人の顔が付いたピンを立てることで，子ど

も達と担当者である親達は，お互いの住んでいる場所，生まれた所を知った。発表者はこの実

践を，教室の仲間を「空間的」に認知し，互いの「多様性」を学ぶ活動と位置づけ，活動の意

義を以下のように語った。

　バンコクでは車通学している場合が多いため，普段は学校と家という「点」と「点」

でしか自分の居場所を認識していない子どもが多いです。地図上でお互いの生活圏を

視覚的に共有することで，それぞれの学校の位置を知ったり，この教室だけで会う友

人が意外に遠くから通ってきているのが分かったり，空間的な理解を深めました。自

分や両親が生まれた国をタイ，日本，世界地図を使って確認し，自分達の住むバンコ

クで生まれた親が誰もいないことに驚いたり，両親が日本人なのにパナマ生まれでパ

ナマ国籍を持っている仲間がいたり，自分達がいかに多様な存在であるか実感した活

動になりました。

さらに発表者は，テーマがある意義を「ぶれずに活動できることだ」と述べた後，「マイア

ルバム」の意義を次の4点にまとめた。①メインの言語が日本語であるないに関わらず，一つ

のテーマに全ての子どもが取り組むことができる。②のちに「マイアルバム」をめくることで，

自分のことや，関わってきた人を思い出すことができる。③持ち運んで人に見せれば，新しい

対話を生むことが可能である。④コメントを書き込んでもらうことで，広がり深まった関係性

を目に見える形で残すことができる。そして，最後に，子どもが「マイアルバム」活動に参加

したことがある発表者は，親の立場から「マイアルバム」活動の意義を次のように述べた。

　複数の言語と文化で育つ子どもの多様性を，本人と周りの人達が目に見える形にま
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とめられるという点が利点だと思います。複数の言語と文化で育つ子どもの子育てや

日本語学習についての悩みや不安は様々ありますが，私にとっての一番の悩みは周り

の大多数のモノリンガルとは違う環境で育つ娘が，どのように自分のアイデンティを

受け止めていくのかということでした。その中で，この「マイアルバム」の活動を通し

て，娘は「この多様な私が『わたし』」であると実感し，だからこそ周りの「多様な友人

達」も尊重しなければならない存在であると理解していったように思えます。

このように，自分や友達がどのように多様であるかを目に見える形で実感できたことが，子

どもが複数の言語や文化の中で生きている自分を理解する大きな要因となり，そこから他者へ

の理解も深まったと，アルバムという形の可視化活動の意義を述べた。そして最後に，担当者

として，「日本語を教えた経験が無い人でも誰でも取り組める活動である」と述べ，「みなさん

のお子さんや生徒さんにもぜひ，こんなに多様で素晴らしいぼく／わたしを改めて実感し，世

界に一つだけの素晴らしい『マイアルバム』を作って頂けたらと思います」と呼びかけた。

3．3．4．高学年部実践：「チャリティーグッズ作成販売」の活動展開とカリキュラム

子ども達が互いを尊重しながら関係性を築き，互いの日本語能力にとらわれず，協力して活

動することを目指した高学年部では，「チャリティーグッズ作成販売」活動が報告された。この

活動は，売上を社会貢献として寄付することを目的に，自分の商品を開発，作成し，販売する

活動である。オリジナル本を作成販売した2018年度の活動から始まり，「自分の作成したもの

が人に渡り喜ばれる経験は大きな達成感になった」と担当者は感じ，翌2019年，子ども達の希

望もありオリジナルグッズの作成と販売を行った。子ども達は満足そうだったが，担当者が意

図した社会的関心には展開せず，意見を言い合って考えを深めたりすることもなく，個人活動

で終わってしまった。そこで2020年度はコロナ禍で困難さを抱える施設に寄付をすることを

最終目的に，オリジナルグッズを開発し販売することを，担当者が子ども達に提案して実施し

た。発表では，寄付先をどこにするか，何を作るか，広報をどうするか，この3点を子ども達

がどのように話し合って決定したか，子ども達のやり取りの実際から報告された。子ども達が

調べ，話し合い，具体化していく中で主体的に活動に関わっていく過程が見られた。また，子

ども達は，活動の振り返りや今後の計画を「活動シート」に書き込む。そうすることで，担当

者及び子ども同士で活動の過程が共有される。なお，「活動シート」は，何語で記述してもよく

義務でもない。
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この実践を，担当者は「お互いの刺激の中で，考え，選び，自主的に活動する喜びを体験す

る場を目指して」行った実践と位置づけた。そしてこの活動の展開を図化し（図5），子どもが

「自分達の意見で活動が決められる」ことによって，そこから「積極的に家族を巻き込んだ活動

へ」展開し，「家族との協働活動を通して，社会との関わりが広がる」活動になったのだと述べ

た。また，「子どもの意見を取り入れ，進捗状況で活動スケジュールが修正され」この実施記録

が今後の活動計画になり，これが自分達のカリキュラムであると述べた。

3．4．親による実践とその語りのまとめ

ここまで，実践者である親が実践をどう語ったかを述べてきた。本節では，2．2．で述べた

教室の活動の理念である「テーマ型体験活動」と，教室のあり方「資源型教室」を中心に，実

践の語りをまとめる。

幼児部の担当者は「1冊の絵本から広がる世界」をテーマとしたことで，活動がやりやすく

楽になったと，「テーマ型体験活動」の意義を述べた。中学年部でも，「マイアルバム」活動と

いうテーマがあることで活動がぶれないと，テーマを持つ意義が述べられた。そして，「テー

マがあることで生まれた学びの連続性」も語られた。どのクラスも宿題によって家庭と教室の

活動を繋げ，活動の連続性が意識されていた。低学年部の「等身大記録」では，活動の連続性

にさらに時間的連続性も加わっている。そして，中学年部の「マイアルバム」活動では，「今」

と「これまで」と「これから」をトピックで繋げ，さらに「ここ以外」の場所へと活動が広が

ることが意識されていた。高学年部の「チャリティーグッズ作成販売」活動では，さらに積極

的に家族を巻き込んだものへと展開し，家庭と教室の活動の連続性は，個人の関心から社会的

図 5．活動の展開
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関心へと学びを広げる大きな要素であると語られた。

また，多様性を資源とした「資源型教室」についての語りも多く見られた。中学年部の「マイ

アルバム」では，この多様さを，「活動の過程で見えてきた自分達の現実」であると捉え，「自分

達の多様性が現われ，実感」できた活動だったと評価していた。また，教室にある人的資源を

生かすことで多様さに基づいた学びが起こり，お互いにある差異を資源と捉えていた。これは，

家族そのものを資源と捉え，背景の異なる多様な家族との間で起きた学びを，子どもの活動に

繋げる高学年部の姿勢にも見えた。また全てのクラスの実践が関係性を意識したものであった。

さらに，2008年の活動の理念の枠組みにはなかった，新たな理念も多くの語りに表れてい

た。それは，「実践者の協働」と「複言語複文化意識」である。「実践者の協働」は全員担当制

で生まれた当事者性によって培われたものだと考えられる。また，「複言語複文化意識」は，実

践を重ねる中で新たに育ってきた意識だと言えるだろう。

以上述べてきたように，実践に関する親の語りからは，活動に理念が埋め込まれ，理念が活

動として具体化し実践され，さらに新たな理念が生まれていることが分かった。

4．親と子の語り―インタビュー調査から

本章では，JMHERAT が行った調査の報告から，実践者である親と子どもそれぞれが，教室

をどのように意味づけているのかを述べる。

4．1．調査方法と分析方法

まず，教室に参加している親の思いを知るために，アンケート調査を実施した。「教室に入る

前に期待していたこと，それがどう変わったか」「教室が，親と子それぞれにとってどのような

意味があると感じているか」などの質問に自由記述で回答してもらった。アンケートには，18

名の親が回答し，教室に入る前には「日本語能力の向上」を期待していたが，現在は「他者と

の関わり」に意味を見出しているという記述が多く見られた。

次に，アンケート調査からはうかがい知れない親と子それぞれの情緒的な思いも含めて知る

ため，インタビュー調査を実施した。調査協力者は，教室の実践担当者である親9名，子ども

6名である（表4，表5）。
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表 4　調査協力者（親）とその背景

参加年数 担当クラス 子ども人数（年齢） 家庭内での使用言語

A 5 年 幼児部，高学年部 1 人（6 歳） 英語・日本語

B 7 年 幼児部，低学年部，高学年部 1 人（10 歳） タイ語・日本語

C 2 年半 低学年部 1 人（12 歳） タイ語・日本語

D 8 年 高学年部 2 人（3 歳，8 歳） タイ語・日本語

E 7 年 幼児部，中学年部 1 人（9 歳） タイ語

F 6 年 低学年部，中学年部 2 人（8 歳，6 歳） タイ語・日本語

G 3 年 幼児部，高学年部 1 人（4 歳） タイ語・日本語・英語

H 2 年 幼児部 1 人（4 歳） 日本語・英語

I 2 年 中学年部 2 人（7 歳，9 歳） タイ語・日本語

表 5　調査協力者（子ども）とその背景

年齢 在籍年数 通っている学校

J 11 歳 2 年 タイ現地校

K 10 歳 9 年 タイ現地校

L 10 歳 2 年 中華系インターナショナル校

M 10 歳 1 年 インターナショナル校

N 10 歳 7 年 タイ現地校

O 10 歳 5 年 中華系タイ現地校

親へのインタビューは，経験年数と担当クラスが偏らないよう配慮し，3名ずつのグループ

で，2020年12月13日（A，B，C），2021年2月16日（D，E，F），2021年2月20日（G，H，

I）に行った。インタビュー時間は1グループ1時間程度である。事前に調査の概要と趣旨を知

らせ，半構造化インタビューを実施した。各調査協力者には，教室に参加したきっかけ，実践

を創ることに対する思い，教室の意味づけなどを自由に語ってもらった。

続いて，子どもはこの教室をどう思い，教室の活動をどう意味づけているのかを明らかにす

るために，子どもへのインタビューを，2020年12月15日（J，K，M，N）と2021年2月15日

（J，K，L，M，N，O）に各1時間程度実施した。

インタビューは，オンライン会議システム Zoom を使用して実施した。インタビューの分析

手順は，次に述べるとおりである。まず，親と子それぞれが語った内容の録画データの逐語起
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こしをした。そして，語られた内容に注目し，見出しをつけた。見出し同士を比較し，類似す

る見出しをグループとしてまとめ，それぞれに解釈を記述した。

4．2．親の語り

本節では，親の語りを，コミュニティーとしての「場」，実践者としての「活動の場」，そし

て，親が創ることによって生まれる「学び」の3つに分けて述べる。

4．2．1．コミュニティーとしての「場」

コミュニティーとしての「場」の語りを分析した結果，「居場所」「仲間」「共生」の3つのキー

ワードで語られていた。それぞれの語りを引用する。

〈自分の居場所であるという語り〉

　タイで子育てをしていて，子どもの将来を考えるお母さん達が子どものために思っ

ている気持ちが一緒な人達が自由に話ができて，悩み相談とかできる，自分が自分ら

しくタイでいられるような場所ですね。（C さん）

〈仲間のいる場であるという語り〉

　一緒に何かを創っていくっていう，何て言うか，仲間っていうんですかね（中略）お

んなじクラスの担当者だったらすごい親密になるし，ほかのクラスでも，顔見知りで

みんな知ってる人だし。で，バイリンガル入っただけでももう，親だけで既に30人40

人の知り合いができて，それもやっぱり関係性ができて，楽しいですね。（中略）保護

者同士の関係性っていうのも。（D さん）

〈親と子の共生の場という語り〉

　私にとっては自分の子どもだけじゃなくて，色んな子どもの成長が長いスパンで見

れるっていうことと，あと，ほかの保護者の方の子ども達と活動を通して関わっていけ

るっていうことですね。あんまりこういう経験ないですもん。私，教師じゃないから，

教師されてる人はほかのお子さん達を見てらっしゃると思うんですけど私はなかった

ので，それも楽しいです。（D さん）
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「自分の居場所」としてはほかにも「自分のバックグラウンドをいちいち説明しなくても，悩

みを共感したり共有できる場所」（I さん）と語られ，マイノリティとしてタイに存在する自分

にとって大切な「場」として意味づけている。そして，この「場」にいる人を仲間と意識して

いるのは D さんだけではない。ほかの親達も，この教室でともに活動することで，お互いを単

なる日本人の知り合いではなく「仲間」として意識している。さらに親同士だけでなく，自分

の子ども以外の子どもとの関わりは「共生」を感じる場として語られた。このような「場」を

「昔の地区コミュニティーみたいな」（B さん）「家族みたいな感じ」（A さん）と表現し，親と子

が一緒に，ほかの親子とも関わることで，関係と愛着が生まれている。では，親は活動そのも

のをどう捉えているのだろうか。

4．2．2．実践者としての「活動の場」

実践者としての「活動の場」に関する語りをまとめると，「楽しさ」と「学び」というキー

ワードが見られた。以下それぞれがどう語られたか具体的に見ていく。

〈実践を楽しいと語る語り〉

　一緒に，アイデアをみんなで考えて，意見出し合って形にしていくっていう過程も，

大変って言えば大変なところもあるけど。（中略）そういう過程もすごく私は楽しいし，

またそれを実際自分達が決めたことを活動でやってみる。子ども達とやるっていうと

ころも楽しい。だから自分が楽しいから，そんなにあんまり大変っていう風にも思わ

ないし，だからずっと続けてやっていけるのかな。（D さん）

　みんながいいとこ出し合って活動が創られていくっていうのは，すごい感じますね。

大変ですけども，まあ，面白いですね。（中略）バイリンガル教室って趣味みたいな感

じというか。やってて楽しいっていう場所ではあります。（F さん）

D さんと F さん以外にほかの親も，「大変ですけど，面白い」（E さん），「私も先生役で入ら

してもらいながら，面白いなって」（G さん）と述べた。このように，親達は，大変さはあるが，

実践者として活動を担い実践することに楽しさを感じている。さらに，A さんは「誰かが意見

を言うと，あーそれいいねって（中略）違う意見が出たら，それもいいねって，まとまっていく

感じ」と語り，この教室では，対等な関係による話し合いで活動が生まれ，協働して実践を創
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る体制ができていると考えられる。また，実践は「みんな何か得意なことがあるんですね。（中

略）みんながいいとこ出し合って活動が創られていく」（F さん）と，それぞれが得意なことを

出し合い，自分を生かすものとして語られている。これらの語りには，お互いを対等と捉える

姿勢，お互いを資源として活動を創る姿勢が見られる。

ここまで教室での実践に関する語りを見てきたが，この教室の実践には行事も含まれる。4

つの年間行事をクラスそれぞれが担当し，企画・運営する活動実践である。中学年部以上では

そこに子どもも加わる。

　夏祭りとかクリスマス会とかイベントやって，食べ物をみんなで作って売ろうみた

いなのをやって，みんなで協力して生き生きしてるの見ると，あの…まあ，自分らも

楽しいですよね。親同士も誰がこれやるって言いながらやってんのも楽しいですけど

も。たぶん親が楽しいのは，子どもも見れて，子どもは子どもで楽しいっていう，イ

ベント的な活動があるのがいいなと思いますね。（E さん）

3．2．の事務局の語りで，この教室は行事を親と子の共同体験として位置づけるとあったが，

E さんは創り手として親も子も役割を持つ行事のあり方が，生き生きとした活動になる要素だ

と述べる。また，「楽しむ親を見て子どもは楽しい」という語りに，この教室の子どもの視点か

ら考える姿勢が現われている。3．2．で述べたように，行事は文化の継承ではなく，親子で体

験を共有する共同実践として語られた。教室の最も印象的な活動として複数人から行事が挙げ

られたが，それは親子の共同実践の楽しさがあるからでもあろう。

〈実践者として，活動を創る観点を学ぶ語り〉

教室の活動の創り手としての「学び」についても多く語られた。低学年部を初めて担当した

C さんの振り返りを引用する。この年，低学年部は「わたしの街」というテーマで，自分の家

を作り，それを集めて自分達の街を作ることにした。

自分の家をほかの家と繋げて大きな街を作るっていうのを想像してたんですけども，

いつまで経っても自分の家から離れずに，自分の家作りで終わっちゃって，結局その

年齢の子達はそこまで広げられないんだっていうことがすごく分かって，いくらこっ
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ちが一生懸命練っても，子どもとの関わりの中で活動が進んでいくので，こういうこ

ともあるなっていうのを，初年度に学びました。（C さん）

子どもの行動を観察することによって子どもの発達の段階を知り，子どもの発達の段階に合

わせた活動を作る必要があるという気づきである。

高学年部担当の B さんは2018年の壁新聞実践を「なんかうまいこといかなかったですね。

（中略）私達も見てて苦痛。子ども達が一番苦痛だったと思うんですよ」と子どもが関心を持て

ないテーマだったと反省し，子ども達の意見でテーマを設定することを新たな課題として，翌

年，販売活動を実践した経緯を語った。

2人とも，自分達の計画に子どもを合わせるのではなく，子ども達の行動から次学期に向けて

計画も練り直し，子どもの視点に立ち活動を進めている。このように，親達は活動を通し，失

敗をしながらその中で子ども達と学び，よりよい次の活動へと繋げている。

4．2．3．親が創ることによって生まれる「学び」

活動の創り手として実践に参加することは，親に何をもたらしたのだろうか。親が語った「学

び」をまとめる。

　やっぱ一人ひとり環境が，家庭の環境とか年が違うと，全然違いますからね，できる

ことが。3歳，4歳，5歳って。だからもう，一人ひとりが，できることを増やす，そ

のままですけど。（B さん）

　担当を担うことで，自分の担当する子ども達が，どんな風にこの短い活動の間で横

の繋がりが築いていけるかとか，その活動を持ち帰って家族と分かち合えるようにっ

て考えるようになった。（C さん）

　担当っていう役割があるので，そっちで色々ほかの先生達と一緒に考えたりとか準

備したりというのがあるので，活動としていっぱい考えたりとか，ほかの人はこうい

う風に考えてこういう風にやってるんだなとか。この先生はこういう風にやってるか

ら上手だなとかって学ばせてもらってると思います。（G さん）
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B さんは子どもと関わる実践を重ね，一つの物差しで子どもの能力を判断するのではなく，

一人ひとりがどう成長したかに注目する，能力観を持った。C さんは実践の経験で活動の繋が

りと人との関わりを意識するようになり，活動の連続性を考えるようになった。会社員の G さ

んは「先生」として教えた経験はない。だが，「先生」としての仕事は，実践者同士の取り組み

の姿勢や考えから学び成長している。この3人以外にも，父親 E さんも，「先生にならなかった

ら，子育ては母親任せにしていたと思う」と語り，実践の場である教室を「子どもの将来を見

つめ直すきっかけになった場」と述べ，父親としての役割意識を変えていた。このように親達

は，実践者として子どもと関わることで気づきや学びを起こしていた。

4．3．子どもの語り

4．3．1．「自分が出せる友達がいる場」としての教室

子どもは，教室をどのように捉えているのだろうか。多くの子ども達が，この教室の「場」

の意義を，「友達」と関連づけて語っていた。例えば，N さんは，「教室のいいところ」を聞く

と「新しい友達と会える」ことを挙げた。また，教室で会う友達と，学校で会う友達との違い

について，以下のように語った（以下，会話文の（　）は筆者）。

（学校の友達と BKK バイリンガル教室の友達は違う？）

N： 違います。

（どんな風に違いますか？）

N： 学校でタイ語とかしゃべって，けどここ来たら，日本語もしゃべるしタイ語も。

日本語の言葉が思い出せなかったら，タイ語でしゃべってもタイ語で分かるけ

れど，学校ではそのままタイ語の方がなんか…かもしれない。

N さんは，学校の友達と教室の友達の違いについて，教室の友達は「日本語もしゃべるしタ

イ語も」しゃべるという点を挙げている。「学校ではそのままタイ語の方がなんか…」という

語りは，学校の友達に対しては複数の言語を話す自分を出せない，という状況を言い表してい

るものと考えられる。同様に，学校が英語と中国語の環境にある L さんも，「家でしか日本語

しゃべらないけど，バイリンガルに行ったら普通に外でも日本語でしゃべれるので」と，自分

にとっての日本語の価値を語っている。
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ここから，子ども達は，教室を，複言語複文化的な自分を出すことのできる友達がいる，す

なわち「自分らしくいられる」場と捉えていることが示唆される。これは同時に，教室が，「将

来のための日本語学習の場ではなく，今話したい言語として日本語を話す場」となっているこ

とを意味している。

教室という場がこのような機能を持っているのは，この教室で行われている「活動」が，単

なる言語項目の習得を越え，体験という子どもにとって意味のある文脈の中でことばを育てる

ということを目指した営みだからではないだろうか。

4．3．2．「自分にとって意味のある学びがある場」としての教室

では，子ども達は，活動をどのように捉えているのだろうか。まず，宿題について聞くと以

下のような語りが聞かれた。

　そんなに大変じゃないけれど，時々忘れちゃう時もある。学校のとかもあって…け

れどお母さんが手伝ってくれるから，朝に頑張って早くやります。（中略）できるだけ

自分でやって，そして分からなかったらお母さんに聞きます。（N さん）

この N さんの語りをきっかけに，全員から，「お母さん／お父さんと一緒に宿題をやってい

る」という状況が語られた。教室内での活動だけでなく，宿題が親子の対話を促し，親子間の

学習体験の共有に繋がっていることが，これらの語りから示されている。

また，子どもは，学校と教室での「学び」の違いについて，次のように語った。

　学校では習えないなんか，もうちょっと違うなんか，習いが…習うことが違う…習

えます。（中略）例えば今回の作って売るとかは，学校では，もう教えてるとこもある

けど，ほんとに試して作ったこととかありません。（J さん）

　なんか楽しい勉強になる。学校と違って。学校はそんなに楽しくない。友達とかと

は楽しいけど，勉強をしてるのがあんまり楽しくない。だけどここ来たら，勉強する

のが楽しいっていうこと。（中略）なんか…バイリンガルは日本の生活？…っていうか，

そういう生活に…そういう感じ。（K さん）
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　学校の勉強ってグレーディングとか，めっちゃ頭とか使わないとだけれど，全部さ，

学校の宿題はグレードになって，バイリンガルはアクティビティで教えてるから，楽

しくて，そんなにストレスとか，っていうか，あんまりストレスにならない。学校は

これできなかったら，次のグレードに出ないとかさ。（N さん）

J さんは，教室では「学校では習えない」ことが習えると述べ，例として教室で「作って売

る」ものを，学校では「ほんとに試して作ったこと」がないということを挙げた。また K さん

は，学校では「友達とかとは楽しいけど，勉強をしてるのがあんまり楽しくない」が，教室で

は「勉強するのが楽しい」と強調した。同時に，「生活」という言葉から分かるように，教室

の活動が日常的言語実践に繋がっていることも語っている。また，N さんは「グレーディング」

「めっちゃ頭とか使わないと」「これできなかったら，次のグレードに出ない」などを学校の問

題点として挙げたうえで，教室は「アクティビティで教えてる」から「楽しく」，「ストレスに

ならない」と述べ，体験型の学習に意義を見出している。

教室での「学び」に対して，子ども達が自身にとっての意味を実感できているということ，そ

して学習と実感を結びつけているのが「アクティビティ」，すなわち「テーマ型体験活動」であ

ることが，子どもの語りから示された。

4．4．親と子の語りのまとめ

以上，親と子の語りを分析した。親子双方が教室を自分らしくいられる「場」として位置づ

けていること，親子ともに活動を「楽しい」と捉えていることが明らかになった。親は子ども

の視点に立って「テーマ型体験活動」を創ることで様々な楽しさを感じている。そして，子ど

もはその活動を，学校の勉強とは異なる「学び」であり，「テーマ型体験活動」だからこそ自分

にとって意味ある「学び」が実現していると認識している。そして，その「学び」を楽しいと

感じているのである。このように，この教室では，親子双方にとっての「楽しさ」が別々のも

のではなく，子ども達の言語使用や日常生活の現実から生まれた「テーマ型体験活動」を軸と

して重なっていることが示された。
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5．考察

本稿では，「継承日本語教育」の目的から問い直し，子どもの視点に立った「継承日本語教育

実践」を考察するために，BKK バイリンガル教室を取り上げ，親と子の語りを分析した。

3章では，親による実践報告について述べた。親の語りから，「テーマ型体験活動」の実践を

通して，子どもにとって意味のあるテーマを探り，人との関わりを重視していることが明らか

になった。そして，親子双方の多様さを資源とする教室の理念が，実践に埋め込まれ，理念が

具体化し実践され，新しい理念が生まれていることが示された。親と子の語りを分析した4章

では，親子双方にとって教室の活動は「楽しく」「自分らしくいられる」場であることが示され，

親子の感じる意義が重なっていることが明らかになった。

親と子の語りには，「継承日本語教育」の大きな問題である「親と子の日本語の価値のずれ」

「子どもの多様化への対応」「教師役の親の負担感」はいずれも見られなかった。これは，「子ど

もの視点に立ったこと」そして，「親が活動を創っていること」によると考えられる。そこで，

3章と4章の語りから「子どもの視点に立ったことで何が生まれているのか」「親が活動を創る

ことにどのような意義があるのか」を考察する。最後に，本稿で主張する子どもの視点に立っ

た「継承日本語教育実践」とはどのようなものかをまとめる。

5．1．子どもの視点に立つことで生まれたこと

本稿で実践を述べてきた BKK バイリンガル教室は，親の母語である日本語を子どもに受け

継ぐことを目的として，日本語能力で子どもを評価する「継承日本語教育」を子どもの視点に

立って問い直し，「アイデンティティの構築」を目標にした。その新たな実践の柱が，2．2．で

示した目標と活動の理念である。その中の「テーマ型体験活動」は，当初は実践として具体化

することが困難だったと親は語ったが，3章，4章で示したように，現在は，子ども達の日本語

能力差を超え，多様な子どもがそれぞれに取り組める活動として全てのクラスで実践されてい

る。「継承日本語教育」で大きな課題とされている「子どもの多様さへの対応」は，子どもの視

点に立つと，課題ではなく，多様さは学習活動の当然の前提，あるいは資源と位置づけられる

ことをこの教室の実践は示している。

また，子ども達の語りからは，子どもの視点に立った「テーマ型体験活動」の体験によって

学習内容を実感で自分と結びつけていたことが分かる。その，実感によって支えられた学習は，
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「学校ではあまりやらない」，「生活」に近いものと表現され，この教室の「テーマ型体験活動」

が「子ども側の日常的実践の視点」（川上，2013，p. 25）に立ったものであったことが分かる。

子ども達は，このような活動を「楽しい」と評価し，主体的に参加していた。また，子ども達は

活動主体として，親とともに宿題に取り組み，行事も創っていた。実践者である親も，子ども

とともに実践する中で，子ども達の現実を実感し，子どもを育てている親として知っている子

どもの現実を反映しながら，活動の振り返りを繰り返し，主体的に活動を創り変えていた。こ

のように，子ども達の言語使用や日常生活の現実から出発する「テーマ型体験活動」という子

どもの視点に立った実践を通して，親子双方に活動における主体的な関わりが生まれていたと

言える。

では，子どもの視点に立った教育実践におけるカリキュラムとはどのようなものだったのだ

ろうか。3．3．4で高学年部の担当者は「実施記録が次の活動計画のもとになる」と自分達のカ

リキュラム観を語った。4．2．2の親の語りでも，実践の経験を振り返り，子どもの行動や意

見を反映して，次の活動を生んでいたことが語られた。これは，固定されたカリキュラムとは

異なり，佐藤（1996）がいう「教師と子どもの創造的な活動とともに生成し発展する」（p. 28）

カリキュラムである。それは，親子双方の主体的参加によって生まれた，経験を軸にした「学

びの経歴（履歴）」（佐藤，1996，p. 4）として生成されるカリキュラムだと言える。またクラス

別に見ると，表3で示したとおり，クラス目標は，発達段階における子ども像を目標にし，活

動は，その目標に沿って，子どもの成長にとって必要なことを問い，計画されている。これは，

「子どもの全人的発達を支える教育」（石井，2006，p. 4）を目指したカリキュラムだと言えよ

う。つまり，この教室のカリキュラムは，親から子へ言語と文化を継承することを目的にした

ものではない。このように，BKK バイリンガル教室では，子どもの視点に立った実践の経験

によって，実践者である親のカリキュラム観が育ち，子どもの成長を目指し，学習活動実践か

らカリキュラムが生成されていた。

BKK バイリンガル教室では「継承日本語教育」における大きな課題であるカリキュラムは，

問題にされていなかった。その理由は，多様な子ども達との多様な実践経験が次の学習計画を

生むというカリキュラム観に立ったからであろう。親達は，学習計画が発展していくことを経

験的に学んでいる。全ての学習計画は，「主体的アイデンティティの構築」という理念を共有す

ることによって，統べられていく。

以上，子どもの視点に立ったことで，「日本語能力レベルを問わず，どんな子どもでも参加で
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きる多様な学び」を前提とする実践，「親子双方の言語活動における主体的な関わり」，そして

「子どもの行動や意見を反映した生成的カリキュラム」が生まれていたことが明らかになった。

5．2．親が実践者であることの意義

「継承日本語教育」の現場の課題として「教師役の親の負担の大きさ」が指摘されていたが，

この教室の実践からは，負担感は語られず，親でも「継承日本語教育実践」が可能であり，親

が実践者であることに意義があるということが示された。親による実践が可能である点は，3

章の実践報告が，教育の専門知識がない親によってなされたことで示されたであろう。実践を

創る協働体験の中で，親は実践を創る観点を学び合い，それがいわば，研修の役目を果たして

いたことも明らかになった。それでは，親が実践者であることにどのような意義があるのだろ

うか。以下にその意義を3つ述べる。

1つ目は，「教室での協働により，家庭においても協働的な言語実践」が育まれることであ

る。3．4でテーマがあることで活動の連続性が意識されていたことを述べた。そして，活動の

連続性が共有され，実践者の協働が生まれていたことが，4．2の親の語りに多く見られた。奥

村（2010）は，補習校においてタスクの共有をすることで，教師の協働が起き，教師の負担感

が減ったと述べる。同様に BKK バイリンガル教室でも，実践者である親が活動を共有し，協

働が生まれ，それが実践を「楽しい」と語る大きな要因であることが示された。また，協働の

要因である対等性も示され，実践者の対等な関係は対話によって，失敗も含め，創造的な活動

を生み出していた。

親達の語りには，家庭においても，子どもとともに活動を創る様子が見られ，親と子は，教え

る者と教えられる者という関係になっていなかった。親が指導的立場にならなかったのは，親

同士で対話し，自分の意見が取り入れられ，新しいものを生み出す協働的な教室実践を楽しい

と感じる体験があったからではないだろうか。親は実際に協働を体験し，楽しいと感じたその

自分の経験から，この協働という概念を体験的に理解し身に付けたのであろう。体験によって

学んだために，家庭における子どもとの日本語学習の際にもこの概念が自然に想起され，家庭

でも協働で実践する実践者になっていったのだと考えられる。協働実践を通じて，親から子ど

もへ「継承」するという意識から，親子でともに創るという，家庭での子どもとの言語実践に

おいても協働的になったと言える。これが，親が実践者として教室の活動を創ることで生まれ

る1つ目の意義である。
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2つ目は，「活動の連続性によって起こる学びの往還」である。BKK バイリンガル教室では，

親と子それぞれが別のクラスに参加し，親は自分の子どもとは別のクラスを担当している。そ

れにより，この教室では，子どもの体験を親の担当クラスの実践へと繋ぐ活動の連続性も生ん

でいる。中学年部の実践では，「マイアルバム」を媒介として，教室と家庭での活動が連続し，

親子の間で対話を生んでいた。この対話が，複数の言語と文化を生きることへの気づきを親子

双方に促していた。その気づきを学びとして，実践者である親は，担当のクラスの実践へと繋

げ，学びの連続性が生まれている。

また，高学年部の発表において，活動の連続性は，個人の関心から社会的関心へと学びを広

げる大きな要素であると語られた。その活動の連続性は，教室と家庭と社会を包括する学びを

生み，それにより社会が，子どもにとって意味ある存在になっていた。さらに，親は，自分の

子どもと教室で担当する子どもという，様々な子ども達の成長の過程における学びを見ること

によって，子どもの成長の時間軸に沿った連続する学びとしてクラス実践を捉えるようになっ

ていた。

このように，実践者としてだけでなく，親として子どもと一緒に活動を体験することで，成

長の観点は実践の観点になっていったと考えられる。親として，そして実践者としての学びと，

自分の子ども，そして担当する子どもの学び，それらが往還しているのである。これは親が実

践者であることと深く結びついている。

最後に，親が「継承日本語教育実践」を創ることの意義として，親に「子どもの今を肯定的

に捉える複言語能力観」が育まれることを述べる。幼児部，低学年部，中学年部では，自己表

現を可視化する活動が，活動の中心タスクとして見られ，言語化に拘らない姿勢が見えた。そ

れと同時に，3．3．2．で述べた低学年部の R さんのように自分にとって大切な世界であれ

ば，人に説明する意欲が起こり，絵や写真で描かれた世界が言語化されることが報告されてい

る。中学年部の「マイアルバム」では，子どもの生活世界と経験の可視化が行われ，そこに対

話が起こることを活動として目指していると報告された。つまり，言語そのものでなく，言語

化する必然を起こすものを活動のタスクとしていると言える。そして，言語化するのは「今」

「ここ」でなくてもいいと語られた。確かに，R さんは1年半後自分のタスクを豊かに説明した。

また，可視化は他者との体験や情報の共有が目的と述べられ，関係性構築を重視した活動が実

践されていた。どのクラスも宿題があり，高学年部になると，「活動シート」で活動の過程の共

有が行われているが，使用する言語も自由であった。使用する言語が自由であるのはどのクラ
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スも共通で，日本語を使用することが義務化されてはいない。これは，日本語だけでなく，子

どもの言語資源の総体の中に日本語もあるという，子どもの今を肯定的に捉える複言語能力観

によると言える。

以上述べてきた3点が，親が実践者であることの意義である。

5．3．子どもの視点に立った「継承日本語教育実践」とは

本節まで，BKK バイリンガル教室では，「継承」ではなく，子どもの視点に立つことで生ま

れたことと，そして，親が実践者であることによる活動の意義を述べた。最後に，これまでの

考察から，筆者らが考える子どもの視点に立った「継承日本語教育実践」とは何かをまとめる。

子どもの現実をよく知り，多様な子どもと実践で関わってきた親は，子どもの全人的な成長

という視点から，子どもが自分を肯定して生きていける「主体的アイデンティティの形成」と

いう目標を掲げた。それは成長の先に描いた子ども像であった。そして成長過程にある子ども

の現実の肯定から自己肯定が育まれると考え，子ども達の実際の言語の使用状況の多様さも資

源として考えることにした。これがこの BKK バイリンガル教室の「継承日本語教育実践」で

あった。以上のことから，子どもの視点に立った「継承日本語教育」とは，「子どもの言語使用

の現実から出発し，一人ひとりが持つ様々な言語資源の総体の一部として日本語を捉え，子ど

もの成長軸の中に言語を捉え，子どもの全人的成長を目指した教育実践」であると本稿では主

張する。

6．おわりに

本稿では，子どもの視点に立った「継承日本語教育」のあり方の一つを示した。「継承」を

超えて将来の子ども像を描いたところから BKK バイリンガル教室は変化した。将来の子ども

像を描くことは，今の子どもの体験を価値あるものとする実践を行うことであった。子ども達

は，今の自分にとっての日本語の価値，活動の価値を感じているのであって，将来の価値のた

めに今を頑張っているのではない。そして，BKK バイリンガル教室の親達は，教室にある多

様な人的資源を生かし，子どもの言語の多様さそのものを資源と捉えるようになっていた。こ

れは親から子への「継承」という親の視点から創った実践からは，生まれなかったのではない

か。子どもの視点に立つことで，親も子も実践に主体的に関わり，親は自分の言語能力観を変
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えていた。このように，BKK バイリンガル教室での実践は，「親の言語を学ぶ子ども」「自分の

言語を教える親」という関係ではない，親子双方の価値が包括される実践であったと言うこと

ができる。そして，教育の専門家ではなくても「継承日本語教育」を子どもの視点に立った実

践として行うことが可能であることを示した。むしろ，子どもの視点に立った「継承日本語教

育」は，親にとって実践しやすいことも，この教室の実践は示している。また，子どもの視点

に立って「継承日本語教育実践」を考えるなら，子どもの日常生活や言語資源を知っている親

の知識や経験は，実践のための資源そのものとなる。

今回，JMHERAT が BKK バイリンガル教室にセミナーでの発表を依頼し，継承日本語教室

の実践者である親が実践を他者に向けて語った。その発表での語りは，セミナーの参加者の間

で対話を生み，すでに，今回報告された活動をモデルに，いくつかの「継承日本語教育」の現

場で，BKK バイリンガル教室モデルが実践されている。実践者が実践を言語化することで新

たな実践を生み出す。様々な実践のあり方を知ることで「継承」という意識の中にいた親の構

えも，教師の構えも変わるはずである。しかし，1．2で述べたように，小規模継承語クラス

など保護者が中心の実践は，教室内に留まり，他者に向けて発信され共有されることが難しい。

JMHERAT は今後も，実践を掘り起こし，様々な実践から子どもの視点に立った「継承日本語

教育」を考え続ける。そしてこれを今後の研究課題とし，そのための実践の共有を続けていく。

また，今回の語りの中で，親が教師役として実践する経験によって，子育てにおける日常的

言語実践にも影響があったことが示唆されているが，その具体的内容を本稿では掘り下げてい

ない。家庭も実践の場であると捉え，家庭での言語実践の内実を明らかにすることも今後の課

題としたい。JMHERAT は，子どもの言語活動に関わる全ての場を実践の場として，今後も，

実践と実践を繋げる実践共有の取り組みを続けていく。
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■要旨

本研究では，ハワイにおいて複数言語環境で育つ子どもたちの言語教育

のあり方を探ることを目的とし，複数言語環境で育ってきた経験を持つ

高校生にアンケート調査を行った。生徒たちの複数言語使用の実態とは

どのようなものなのか，複数言語使用は生徒たちにどのように捉えられ

ており，どのような意味を持っているのかを探った。考察の結果，それ

ぞれの言語が生徒たちの生活や人間関係を支えるものとして捉えられ，

それぞれの役割を持って使用されていることがわかった。一方で，それ

ぞれの言語使用の度合いや言語使用に対する思い，言語習得に対する考

えは個々人によって大きく異なっていた。そして，複数言語使用に対す

る意識を形成する際に他者のまなざしが影響を与えていることがわかっ

た。生徒たちはそれぞれ複数言語を自分にとって意味のあるものとして

意味づけ，使用しており，その意味づけこそが複数言語を学ぶ意義につ

ながり，複数言語使用や学習を支えるとともに，彼らの人生を支えてい

ることが示された。

ⓒ 2021. 移動する子どもフォーラム．http://gsjal.jp/childforum/

■キーワード

複数言語環境 

複言語複文化主義 

継承語教育 

アイデンティティ 

子どもの意味世界

1．はじめに―研究の背景と問題意識

多様な文化や言語を持つ人々が共に暮らすハワイでは，複数の言語や文化を持ちながら育つ

ことは決して珍しいことではない。ハワイには複数言語環境で育つ中で日本語を話したり，学

んだりする子どもたちが数多く存在する。例えば，日本人の両親を持ち，幼少期あるいは学齢期
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に家族でハワイに移住した者，国際結婚家庭に生まれ，両親のいずれかが日本人である者，ハ

ワイに生まれ育ったが，両親や家族が日本につながりを持っている者，様々な国や地域を移動

しながら育ってきた者など，その背景はさまざまである。共通するのは，国や地域を移動しな

がら日本の学校，ハワイの学校，日本語補習校，日本語学校，学習教室，家庭といった様々な

場において，時には外国語学習者として，また時には母語話者として，そして時には継承語話

者として日本語を学んできた経験を持つことである。

日系移民の長い歴史を持つハワイでは，日系移民のルーツを持つ若者たちも多く，古くから

継承語教育としての日本語教育が盛んに行われてきた。継承語教育や日本語教育を目的とした

日本語学校や放課後の教室も多く，移民開始から150年近くが経った現在でも，日本につなが

りを持つ子どもたちがこれらの場で学んでいる。このような継承語話者の若者たちの言語能力

を調査した Kondo-Brown（2005）では，同じ「継承語話者」と呼ばれる若者たちでも，両親

のいずれかが日本人である生徒たちと祖父母等が日本人である生徒たちではその言語能力には

違いがあるとし，後者はより外国語としての日本語学習者に近いという。しかし，言語習得に

影響を与える要因においては，いわゆる日本語学習者とは異なり，アイデンティティ形成など

の社会文化的要因の影響が見られたという。そして，伝統的な学校教育における言語教育の場

では継承語話者たちの言語習得は十分に支援されていないといい（Kondo-Brown，2001），こ

のような継承語話者の生徒たちのニーズ分析研究は広がっているものの，カリキュラム研究は

非常に限られているという（Kondo-Brown，2008）。現在，ハワイの私立学校および大学にお

いては，日本語クラスのカリキュラムの中に継承語話者のための特別なクラスが設けられてい

る教育機関もあるが，その数は限られている。その他，多くの子どもたちは通常の言語教育の

カリキュラムの中で，つまり，外国語教育や日本語教育，国語教育などといった既存の枠組み

の中で日本語を学んでいるのである。また，日本語クラスにはこのような継承語話者だけでな

く，国際結婚家庭に生まれ，複数の言語を話す子ども，日本からハワイにやってきて英語を新

たに学びながら日本語を学ぶ／使用している子どもたちもいる。そして，彼らもまた，ハワイ

の通常の学校教育のカリキュラムの中で英語や日本語を学んだり，日本語補習授業校と呼ばれ

る学校で日本語を学んだりしているのである。

このように，現在のハワイにおける言語教育は，「継承語教育」「日本語教育」「外国語教育」

「国語教育」といったそれぞれの文脈の中でことばの教育が実践されており，それらを包括的

に捉えた議論はあまり見られない。一方で，当事者である子どもたちは，これらのカテゴリー
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を行き来したり，複数に属したりしながら複数言語を使って生きている。川上（2021）は，現

代社会は移動が常態化した「モバイル・ライブズ」の時代だとし，そのような時代に複数言語

環境で生きる子どもたちのことばの学びを支えていくためには，これまでのモノリンガルの日

本語能力を目標とする固定的な言語教育観に基づく研究や実践ではなく，子どもたちの経験と

記憶から子どもの主観的な意味世界を理解することを中心的なテーマとし，そのテーマの探究

を通して彼らの複合的なアイデンティティを育む教育実践を目指す必要があると指摘する。ま

た，複言語複文化主義を謳うヨーロッパでは，言語教育政策の中に複言語複文化主義が据えら

れており，教育カリキュラムの中にもそれらに基づいたプログラムが組み込まれている。複言

語複文化主義とは，一人の人間の中にさまざまなことばが相互補完的に作用し合いながら混ざ

り合っている状態の中で，子どもたちがこれまで出会ってきた複数の言語が混ざり合った「わ

たしのことば」を育てていくことが目指される。そして，そのような姿勢が多様な言語・文化

を認め，尊重し合う姿勢につながっていくことが期待されている。最近では，この複言語複文

化主義に基づき，子どもたちがことばを使って「できること」や「作品」を集めたポートフォ

リオ（『わたし語ポートフォリオ』）を親子で作成することを通して，子どもたちの「わたし語」

を育てていくことを目指した試みも行われている。（チーム・もっとつなぐ，2021）

以上から，複数言語環境で生きる子どもたちのことばの教育を考える上で，子どもたちの持

つ複数の言語やその教育をそれぞれ別個のものとして捉えるのではなく，その「子どもを形成

することば」として包括的に捉えることで，子どもたちの生や学びの実態によりよく迫れるの

ではないかと考える。その上で，複数の言語がどのように使用されているのか，そして，複数

の言語や文化を彼らはどのように捉えていて，それが彼らの成長にどのような影響を及ぼして

いるのかを子どもたちの経験から探っていくことが必要であろう。そのためには，研究者の視

点だけではなく，子ども自身の主観的な意味世界（川上，2021）に注目する必要がある。そこ

で，本研究では，ハワイにおける複数言語環境を生きる子どもたちへのことばの教育の可能性

を探るため，その手始めとして，既存の学校教育の日本語クラスで学ぶ生徒たちの複数言語使

用の実態を彼らの意味世界から探りたいと考えた。具体的には，日本語クラスで学ぶ若者たち

の複数言語使用の実態とはどのようなものなのか，また彼らにとって複数言語使用はどのよう

に捉えられており，どのような意味を持っているのかを探ることを目的とし，以下の3点を明

らかにすることを目指した。

1）生徒たちの複数言語使用の実態とはどのようなものなのか
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2）複数言語使用に対して，生徒たちはどのように思っているのか

3）複数言語あるいはそれぞれの言語に対して，生徒たちはどのような意味づけを行って

いるのか

2．調査の概要

2．1．フィールドの概要

本研究で対象としたのはハワイにある公立高校である。都市中心部に近い学校で，地域柄日

本につながる生徒たちが多く在籍する高校である。日本につながる生徒が多いことや日本語教

育環境が整っているため，他地域からも越境入学を希望する生徒が多い。今回対象とした日本

語クラスにおいても，全員が様々な形で日本語とつながりを持っている生徒たちであった。具

体的には，国際結婚家庭に生まれ，両親のいずれかが日本人である生徒，幼少期あるいは学齢

期に日本からハワイにやってきて育った生徒，ハワイに生まれたが日本に家族や親族がおり，

幼いころから日本とハワイの移動を繰り返している生徒，ハワイに生まれ育ったが，親や祖父

母，親類が日本につながりを持っている生徒などである。このような生徒たちが一堂にクラス

に集まり，日本語を学んでいる。なお，筆者は当校に2017年より調査者および実践者として関

わっており，授業担当教員の協力のもと調査および授業実践を行ってきた。また，2018年から

2019年には今回対象としたクラスとは異なるものの，当校で日本語の授業を担当していた。な

お，当校でこれまでに行った実践活動の詳細は尾関（2017）を参照のこと。

高校には2021年度現在，日本語のクラスが5種類，計17クラスあった。本調査では一番上の

レベルのクラスである「AP Japanese」（2020年度は「Advanced Japanese」という名称であっ

た）を対象とし，調査を行った。AP Japanese クラスでは学年末に行われる AP Exam1と呼ばれ

る試験の準備をすることが大きな目的であり，そのために，日本や日本文化と関連するトピッ

クに基づき，読解やディスカッション，意見を述べる練習，多読など，日本語を使った多様な

言語活動が行われていた。このようなクラスに対し，2020年および2021年の2年間に渡って，

計3クラス（2020年度1クラス，2021年度2クラス）の生徒にアンケート調査を行った。

1　 Advanced Placement Program Exam．大学での教養科目を高校の段階で学び，大学入学後の学習
につなげることを目的として始められた試験。学年末にある AP 試験で一定の合格点を取ると，当
該科目の大学での単位として認められる。
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2．2．アンケート調査の概要

アンケート調査は事前に調査の趣旨を説明した後，Google Forms を用いて作成し，クラス全

員に配布し，回答してもらった。なお，回答は英語でも日本語でも可とした。その後，得られ

た回答のうち，データ使用の許可の取れた44名分（2020年度16名，2021年度28名）のデー

タを使用した。アンケート調査の項目として，出生時から現在に至るまでの居住地の移動の経

験，通学した各種学校，家庭での言語使用状況，それぞれの言語を使用する場面，それぞれの

言語習得を支えたもの，複数言語使用に対する思い，それぞれの言語に対するイメージ，複数

言語教育に対する考えについて，計13問の質問を用意した。回答は選択式あるいは自由記述と

した。

3．結果と考察

本節では，アンケート調査によって得られたデータをもとに，本研究の研究課題に則して3

つの観点から分析を行なっていく。

3．1．複数言語使用の様相

まず，調査に参加した生徒たちの背景および複数言語使用の実態を明らかにしていきたい。

アンケート調査の結果を以下の表1～ 3にまとめた。それぞれ，出生地（表1），通ったことの

ある学校（表2），家庭内言語（表3），言語使用状況（表4）を表している。

表1から生徒たちの出生地は，いずれもハワイ生まれが半数以上を占め，日本生まれの生徒

は半数弱となっていることがわかる。その他は，アメリカの別の州や他の国という回答であっ

た。また，日本からハワイに来た年齢は，生後8ヶ月から15歳までと幅広いが，中学校入学前

後の年齢（11-13歳）でのハワイへの移動が多く見られた。

表2では，生徒たちがこれまでに通ったことのある学校を日本とハワイ，その他（他州，他

表 1．出生地

2020 年度（16 名） 2021 年度（28 名）

ハワイ 8 17

日本 6 7

その他 2 4
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国）に分けてまとめた。小学校，中学校は学年途中での編入や夏休み等の体験入学も含んでい

るため，双方の学校に通った経験を持つ生徒たちが多い（それぞれの欄の下段の数字参照）。特

に，小学校は日本，ハワイ双方の学校に通った経験を持つ生徒が複数いることがわかる。また，

日本の小学校への通学を経験した生徒はいずれのクラスでも半数に上っている。つまり，少な

くとも，半数以上の生徒たちが複数の異なる言語・文化環境での学びを経験しているのである。

彼らの言語生活にとって，国や地域の移動だけでなく，学校間の移動の経験も大きな影響を与

えているものと思われる。

表3は，生徒たちの家庭内言語をまとめたものである。日本語と英語の双方を使っている生

徒が約半数を占めているが，日本語のみの生徒も半数近くいる。しかし，この使用言語はあくま

で調査時点のものであり，生まれた時から使用言語が変わっていないという生徒も多くいる一

方，変わっているという生徒も見られた。なお，子どもたちの使用言語は常に動態的であるた

め，この数字自体はあまり意味を持たないとも考えられるが，後半の言語使用への思い等を理

表 2．通ったことのある学校

2020 年度（16 名） 2021 年度（28 名）

日本 ハワイ その他 日本 ハワイ その他

幼稚園・保育園
8 6 1

2* 未記入
10 17 1

3* 未記入1（日・ハ双方） 2

小学校
8 11 0

1* 未記入

16 23 1
1* 未記入4 12

中学校
4 15

0
4 27

0
3 3

高校 0 16 0 0 28 0

日本語補習校 5 0 8 0

表 3．家庭内言語

2020 年度（16 名） 2021 年度（28 名）

日本語 6 14

日本語＋英語 10 12

英語 0 1

その他 0 1
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解する際に参考になると考え，質問項目に組み込んだ。また，使用言語は必ずしも出生地とは

一致していない。つまり，ハワイで生まれて育っていても，家庭内は日本語という生徒も多い。

また，家庭内言語が英語のみの生徒や日本語，英語以外の言語を使用している生徒も少数では

あるが存在した。つまり，彼らの言語使用は，彼らの出生地や継承語，外国語，母語といった

カテゴリーによって決まっているのではなく，あくまで個人的なものであることがわかる。

最後に，それぞれの言語を使用する状況および言語習得を支えるものについての回答をまと

めたのが，次ページの表4である。それぞれ「日本語／英語を使うのは，どんな時，どんな場

面ですか」，「日本語／英語を覚えるのに役に立ったと思うのはどんなことですか」という質問

を投げかけた。

生徒たちの回答をもとに，日本語を使用する場面を相手，場所，状況に分けて整理した。相

手として，親や祖父，祖母などの「家族」や「友達」のほか，「日本人や日本語を話す人」と

いう回答が多く見られた。場面としては，「家庭」や「日本語クラス」が多く，その他，「バイ

ト」，「教会」などが挙げられた。そして，日本語を使う状況として「学校で先生が何を言った

のか理解できなかったときに，友達に日本語で聞きます 2」という声や「日本に行くとき」（複数

回答），また，「日常生活」，「いつも」といった回答もあった。生徒たちが日常のやりとりの中

で，相手や場面によって，日本語を選択的に使い分けていることがわかる。一方，その使用度

合いは個々人によって大きく異なっている。いつも，毎日使う生徒もいれば，特定の目的だけ

に使用する生徒もいる。そのような日本語使用の背景には，日本語能力や周囲の環境，日本語

への心理的距離など，様々な要因が影響していると考えられる。

続いて，日本語の学びを支えるものとしては，テレビやアニメ，マンガ，読書といった「物

的リソース」のほか，家族や友人との会話，つまり「人とのつながり」が多く挙げられていた。

「周りの人」，「日本語を話す人々に囲まれている」という回答は彼らの言語使用が人とのつな

がりの中で生まれていることを表している。その他，日本での生活や日本での学校生活といっ

た「環境要因」を挙げる生徒も多く，生徒たちが日本での経験を自分の日本語習得に結びつけ

ていることがうかがえる。また，「日本語補習校」，「毎日日本語に触れ合うこと」，「家でずっと

日本語を話すこと」といった答えからは，生徒たちが日本語を意識的に使いながら，その能力

を保持してきたことが伝わってくる。一方で，印象的であったのは，「あまり意識したことがな

2　生徒の実際の回答を引用している部分はゴシック体で示す。以下同。
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表 4．言語使用状況

言語を使うとき 言語習得を支えたもの

日本語 ＜相手＞ ＜物的リソース＞
• 家族，祖父・祖母 • 読書，小説，マンガ
• 友達 • ゲーム
• 知り合い • しりとり，カルタ
• 日本人 • テレビ，アニメ，ドラマ
• 日本語しか話せない人 • KUMON

＜場所＞ • 日本の食べ物
　• 家庭内 ＜人的リソース＞
　• 日本語クラス • 友人，友人との会話
　• バイト • 親，家族，日本の家族
　• 教会 • 周りの人
＜状況＞ • 日本語を話す人々に囲まれている
　• 先生が何をいったのかわからない時 ＜環境＞
　• 日本に行く時 • 日本での生活
　• 日常生活 • 日本の学校に行くこと
　• いつも • 日本語補習校

• 毎日日本語に触れ合うこと
• 家でずっと日本語を話すこと
• 日本で生まれたこと
• 教会

＜その他＞
• あまり意識したことがない
• 母語だからわからない
• 自然に覚えた

英語 ＜相手＞ ＜物的リソース＞
• 日本語のわからない人／日本語が通

じない人
• テレビ
• 読書，小説

• 英語だけを話す人 • 音楽
• アメリカ人 • 友達との LINE
• 友達

　• 家族（父，兄弟，父方の家族）
• 勉強，宿題，エッセイ，英単語を覚

える
　• 学校の先生 ＜人的リソース＞
＜場所＞ 　• 友達とたくさん話す
　• 学校 　• 家族（兄弟）
　• 家庭 　• 身近な人
　• 部活 ＜環境＞
　• 生活 　• ハワイの学校
　• 家以外 　• ELL*
　• 公共の場 　• 日本語が喋れない友達を作る
　• 仕事先
＜状況＞

• 英語を学ばなければならない環境 
で生活

• 毎日 　• 毎日英語に触れ合うこと
• 会話する時 　• ハワイに住むこと
• 授業 ＜その他＞
• 先生に質問するとき／された時 • 覚えるのは簡単。小さい頃からずっ

と習っていたから。
　 　• やる気

　• 目的を持つこと

*  English Language Learner の略。英語を母語としない生徒のための教育課程を指す。アメリカの
多くの学校教育機関に設置されている。
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い」，「母語だからわからない」，「自然に覚えた」という回答である。日本語は努力して身につ

けたものというよりは，自然と生得的に獲得したものという考えを持つ生徒たちも少なくない

のである。これは英語と比べて，日本語習得において特に顕著に見られた特徴であった。つま

り，日本語習得に対しては，懸命に努力したという生徒がいる一方で，それほど意識したこと

はなかったと語る生徒もおり，それぞれ異なる習得観が抱かれていることがわかる。その背景

には，それぞれの日本語能力や生育環境，また日本語との接触度合い，日本語との心理的距離

感が異なっていることが影響していると考えられる。

続いて，英語使用場面についても，同じく，相手，場所，状況に分けて整理をした。日本語と

同様，「日本語がわからない人や通じない人」，また英語話者である「家族」や「先生」といっ

た相手に対して英語を使用していることがわかる。また，場所としては，「学校」や「生活の場

面」が大半を占めており，「家庭」での言語使用は前述したように，英語のみである生徒もいれ

ば，日本語のみ，双方の言語と多様であった。また，英語を使う状況も，「毎日」や普段「会話

する時」，「授業」の時，「先生とのやりとり」など，日常的な場面での使用が目立った。このよ

うな回答から，英語は日本語と比べ，学校などの日常生活の多くの時間を過ごす場面で使用さ

れる言語として認識されていることがわかる。

英語の学びを支えるものとしては，日本語と同様，テレビや読書，音楽などの「物的リソー

ス」が挙げられている他，友人や身近な人，家族などとの「人とのつながり」が多く挙げられ

ていた。これも日本語と同様の傾向である。また，学校場面での英語使用や ELL 教室での指導

など，毎日，英語に触れたり，「学ぶ環境」にあることが重要と答えた生徒が多かった。「日本

語が喋れない友達を作る」，「英語を学ばなければならない環境で生活」，「毎日英語に触れ合う

こと」といった声がそれを表している。さらに，「やる気」や「目的と持つこと」といった「心

理的要因」に言及しているものもあった。日常の環境に溢れている英語だからこそ，その環境

の中で自分自身が意図的に英語を習得していく環境を選んでいくことが重要だと考える生徒が

多いようであった。

以上，日本語，英語，双方の回答の分析から，生徒たちの中で日本語，英語，それぞれのこ

とばが自分の生活や人間関係の構築を支えるものとして捉えられており，それぞれの役割を

持って使用されていることがわかる。一方で，その使用の度合いや使用に対する思い，またそ

れぞれの言語習得に対する考えは個々人によって異なっていることもわかった。その他の表1

～ 3の結果からも，生徒たちの言語背景や言語生活経験が非常に多様であることがわかる。つ



66

Journal for Children Crossing Borders, 12. (2021)

まり，同じ「日本語を学ぶ生徒」と言っても，日本での生活経験，日本語との接触度合い，そ

して，それぞれの言語使用や言語習得に対する考え，また，「言語との距離感」（川上・尾関・

太田，2011）は大きく異なっているのである。そこで，次節では，このような複数言語の使用

について生徒たちがどのような思いを抱いているのかを探っていきたい。

3．2．複数言語使用に対する思い

生徒たちの複数言語使用に対する思いを探るため，「二つの言葉を使って，うれしいな／いい

なと思うことはありますか。どんなことですか」，「二つの言葉を使って，大変だな／いやだな

と思うことはありますか。どんなことですか」という二つの問いを投げかけた。

3．2．1．複数言語使用に対するポジティブな思い

複数言語使用に対するポジティブな思いには，以下の4つの特徴が見られた。それぞれ，「①

便利なことば，②人脈を広げることば，③自分が広がることば，④他者より優位に立てること

ば」といったものである。以下でそれぞれについて，具体的な生徒たちの声を取り上げながら

詳しく述べる。

「①便利なことば」とは，二つのことばが使えることで，「日本やアメリカに行くときに便利」，

「アニメやテレビ，映画が字幕なしで見られる」，「日本の笑いもアメリカの笑いも理解できる」

（それは色々な言葉を使って色々な言葉の世界を知れることです。英語と日本語でもそれぞれ

違う世界があって，例えばアメリカのスタンドアップショーなどアメリカのジョークを理解す

ることもできるし，日本のお笑いやコントで笑えることが出来ます3），「検索できる幅が広が

る」（複数の言語を使えることでYouTube の動画や何かを検索する時に検索できる幅が広いと

いうことがよかったなと思いました）などの声が見られた。また，②とも関連するが，転校生

や観光客などの「英語が十分に話せない人を助けることができる」，「他の言語を使って説明す

ることができる」（バイトの店長は日本から来た人なのに従業員はみんな英語しか話せなかった

から会話が成立してなかったのですが僕が通訳をして会話が成り立ったのです）といった声も

多く見られた。

続いて，「②人脈を広げることば」とは，「コネクションが倍になる」（一つの言語しか喋ら

ない人に比べて，私は日本語と英語を喋れるので人とのコネクションが倍になるから，人脈が

3　（　　）内には，生徒の実際の回答を「原文のまま」引用。ゴシック体で示す。以下同。
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広がりやすいのが好きです），「いろいろな人と話せる」，「知識や人とのつながりが広くなる」，

「一緒に会話できる人が多い」（より多くの人から話を理解できることとより多くの人に伝えら

れることです）といった人とのつながりの広がりを指摘する声であった。

「③自分が広がることば」とは，「理解できることが増えた」，「世界が広がった」（一つの言語

を話せる時より世界が広がった），「素直に話したいことが言える」（私の場合，母語は日本語だ

けど素直に話したいことが言える言語は英語です。なので私は自分が日本語を話している時よ

りも英語を話しているいいなと感じます），「感情表現の幅が広がる」（感情表現の幅が広がりま

した。それと，父親との一方通行な会話が減って嬉しいなとは思いました），「世界観が変わる」

（言葉使いができることで世界のいろいろな人とコミュニケーションが取れることもいいです

が，やはり言語を習うとそれと共に文化など習えるので世界観が変わると思います），といった

声である。自身の世界や考え方，感情表現のあり方が変わるなど，複数言語使用が自己形成や

アイデンティティに大きく影響を与えるものとして捉えられていることがわかる。

「④他者より優位に立てることば」とは，「他の人に「いいなー」って言われる」（めちゃく

ちゃ他の人から良いなーって言われる（主に日本人）），「羨ましがられる」（両方英語と日本語

を話せるとかっこいいじゃないですか。現在では両方話せる人が多くなっていますし，その仲

間で私も入っていることに気づいて嬉しいなと思いました。私のおばあさんとおじいさんも私

が英語を簡単に話せるのをみて羨ましがっています），「頭よく見られて，嬉しい」（日本に行っ

ても頭よく見られて嬉しい），「マルチに使っていて気分がいい」などの声である。このような

声から，生徒たちが他者からの視線を意識する中で自らの複数言語使用に対する思いを形成し

ていることがうかがえる。

以上，①～④の特徴から，生徒たちが複数言語使用を自分自身に役に立つことや自分自身を

深めたり広げたり成長させたりできることして捉えていることがわかる。また，他者からのま

なざしの中で自己の存在をポジティブに意味づけることで，複数言語使用をポジティブに捉え

ることにつながっていることがうかがえる。なお，このようなポジティブな思いは，「英語」と

いう言語が持つ社会的な意味づけとも無関係ではないだろう。国際社会において，また，日本

において，英語が持つ社会的影響力や優位性とも関連する中で，このようなポジティブな思い

が形作られていると考えられる。

3．2．2．複数言語使用に対するネガティブな思い

一方，複数言語使用に対するネガティブな思いには，以下の4つの特徴が見られた。それぞ
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れ，「①漢字や単語の難しさ，②二つのことばで混乱する，③うまく伝えられないことば，④周

囲の期待への不満，⑤特にない」といったものである。

「①漢字や単語の難しさ」とは，「日本語の漢字や難しい単語，また英語の難しい単語があま

り分からなかったり，うまく出てこない」といった声である（両方ペラペラに話せてもアカデ

ミックな面でどちらも完璧にするのは不可能ではないが少し難しい気がする。日本語の難しい

単語や漢字が出来ても，ハイレベルな英単語はわからない	or	英語の reading や writing が出来

ても漢字が少ししか書けないみたいな）。これは，ネイティブスピーカーであれば，このような

漢字や語彙に難しさを感じることはないだろうという思い込みが裏にあるのかもしれない。

続いて，「②二つのことばで混乱する」とは，「頭の中でこんがらがって日本語と英語がご

ちゃごちゃになってしまう」（たまに頭の中でこんがらがって日本語と英語がごちゃごちゃに

なってしまうこと），「混ぜると混乱する」（言語によって使われる思考回路が違う事が大変で

す。英語を使っている時は思考は英語で日本語を使っている時は思考は日本語になり，混ぜる

と混乱します）というような声である。上手く言葉が出てこない時，頭の中で二言語が混乱し

ているのだという。また，「どちらの言葉もボキャビュラリーが少ないです。どちらも喋れる自

信が低いです」という声も聞かれた。

「③うまく伝えられないことば」とは，「うまく通訳や翻訳ができないとき」（大変だなと思う

時は，家族に英語を日本語に翻訳しなければならない時です。日本語でどのように表せば良い

のかわからない時にうまく説明ができなくて大変だなと思います），「ことばがうまく出てこな

いとき」（大変だと思うのが，英語で言い方がわかってても日本語では分からなかったりするこ

とです。例えば英語でDashed	line って言うのに，日本語で破線って言うのが出てこないこと

とかです），「言いたいことがうまく伝わっているか不安」（日本語で考えていて，丁寧な言い方

を英語でしゃべりたい時に，自分の思っている考えと英語で伝わった意味が合っているか気に

なります）といった声である。いずれも，他者との関係性の中で自分のことばの力を意識した

り，評価したりしていることがわかる。

「④周囲の期待への不満」とは，「ネィティブと同じ扱いをされるとき」（一部の先生が，ネ

イティブスピーカーの生徒と同じ扱いすることです。英語がわからないのをわかっていて，な

んで英語わからないの？って言われたことです。嫌な気持ちになりました），「英語わからない

の？英語で話してよと言われるとき」（日本に行ったとき「えー英語できるのー？　英語で話し

てよー」っていわれると困りますね。日本人とは日本語，アメリカ人とは英語と使い分けてる
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ので使うと頭がおかしくなったりします），「英語をバカにされるとき」といった声である。③，

④は，いずれも周囲との関係性の中で感じられる思いであり，周囲から期待される言語能力と

自身が認識する言語能力の間に差異が見られたとき，また，他者が考える自分の姿と実際の自

己の姿とがうまく一致しないときに，葛藤や不満が生まれ，それが複数言語使用に対するネガ

ティブな思いにつながっていることがわかる。

「⑤特にない」とは，大変なところ，嫌だと思うとことが「特にない」といった答えである

（僕は嫌だなとか大変だなと思ったことは一度もないです。周りに複数な言語を知っていて後

悔している友達がいるんですけど僕は後悔ではなくてそれを誇りを持って両方いいことだと

思っていて育ってきました。言語を一個に絞ってその言語の知識をいっぱい持っているよりも

複数の言語を少しずつ知っていた方がいいです。一つの言語を磨くことや知っていることに

よってすごく頼り甲斐があるとは思うんですけど特に子供達の将来的に考えるといろんな言語

はいろんなきっかけや土台になると思います。例えば複数の言語が分かっていればその言語の

中で繋がってる部分を探し出したりして言語はさらに学びやすくなると思います。やはり知っ

ていると楽しいこともいっぱい増えます）。実は，このような回答は意外に多く，複数言語使用

に対してネガティブな思いを抱いていない生徒がある程度いることがわかった。

以上の考察から，複数言語使用に対するポジティブな思い，ネガティブな思いの双方に，他

者の存在が大きく影響していることがわかった。他者からの見られ方を意識する中で自らの複

数言語使用を肯定的に意味づけたり，一方で，他者の持つ自分に対するイメージと実際の自分

がズレている時に嫌だなという思いを抱いたり，また，他者とのコミュニケーションの中で自

己のことばの力を意識したり，評価したりしているのである。次節では，複数言語あるいはそ

れぞれの言語に対して，生徒たちがどのような意味づけを行っているのかを探っていく。

3．3．複数言語への意味づけ

複数の言語あるいはそれぞれの言語に対して，生徒たちはどのような意味づけを行っている

のかを探るため，「日本語と英語，それぞれの言語はあなたにとってどんな役割／存在ですか」

という問いを投げかけた。生徒たちの答えからは，三つのキーワードが浮かび上がってきた。以

下でそれぞれについて具体的な例を交えながら考察していく。なお，生徒たちの中にはそれぞ

れの言語に異なる役割を与えているものあれば，それらを複数言語として包括的に捉えている

ものもあった。ここでは，その双方を織り交ぜながら生徒たちの声を届けていきたい。
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3．3．1．「コミュニケーションのことば」

一つめは，「コミュニケーションのツール／役割」というキーワードである。これは非常に多

く見られた声である。特に，日本語をコミュニケーションのツールとして意味づけている答え

が多かった。日本語あるいは英語をコミュニケーションのツールとして使うことで，「家族と

つながる」（日本語は親とのコミュニケーションをとる役割をしています），「関係が近くなる」

（日本語，私の日本にいる家族たちとつながる役割があると思います。私が日本語が話せるか

ら，会う時に色々な会話ができるし，もっと関係が近くなったと思います）という。また，「話

せる人の幅が広がる」（あるだけで便利です。両方喋れると話せる人と幅が増えます），（日本語

を学ぶことで，より多くの人とコミュニケーションをとるための新たなスキルを得ることがで

きました）のだという。このような声から，ことばを巧みに使いながら人間関係や世界を積極

的につなげ，広げていく，生徒たちの様子が目に浮かぶ。

3．3．2．「便利なことば」

二つめは，「便利」というキーワードである。それは，「仕事に有利」，「武器」であるといった

もの（将来仕事するときに，世界共通語の英語を使って，外国の会社とコミュ二ケーションが

取れるのが将来の武器になりそうです）や，「生活を楽にする」（英語は私にとって必要な言語で

あるため，私の生活を楽にしてくれています）といったものまで，様々な便利な事例が挙げられ

ていた。ことばを使って「人の役に立てる」，「人を助けることができる」というものも見られ

た。また，日本語を「コミュニケーションツール」として，英語を「武器」とする答えが複数

見られた（日本語は私が最大限に喋れることなので，コミュニケーションツールです。英語は

どちらかというと武器です）。さらに，さまざまなことに興味を持ったり，人に出会う「きっか

け」になるという答え（僕にとって日本語と英語はきっかけだと思います。僕はいろんなきっ

かけにつながると思います。いろんなことに興味を持ったりいろんな人と出会えるきっかけだ

と思います）もあった。一方，「悪口が言える」（相手が日本語 /英語を知らないときさりげな

く悪口が言えることです，ストレス解消になります）といったものもあった。いずれも，こと

ばを自分にとって役に立つものとして捉え，時には「武器」として，また時には「ツール」や

「きっかけ」として，自分の人生を切り拓いていくための便利なものとして使いこなしているこ

とがわかる。

3．3．3．「自分のアイデンティティを支えることば」

三つめは，自分の「アイデンティティを支えるもの」として複数言語を意味づけている答え
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である（日本語を習って，日本の大切の家族と両親と友達を話して，コミュニケーションがで

きます。もし，私は日本語を習ってなかったら，そういうコミュニケーションができないので，

多分私の日本のアイデンティティを見つけてないかもしれません。アメリカは世界で夢のラン

ドと言われますので，私は英語を習って，色んな機会を追いかけてできます。もし，私は英語

を習ってなかったら，アメリカの機会を見つけてできません。例えば，私は英語を話して出来

るから，アメリカの大学とかアメリカで仕事の機会があります。私はハワイに生まれましたか

ら，英語を習って，私は本当のアメリカ人になりました。それで，私は自分のアメリカンのア

イデンティティを見つけました。今はこの二つの文化がつながっていて，私のアメリカンと日

本のアイデンティティになって，それが今の私です）。これまで学んできた日本語と英語がそれ

ぞれ自分のアイデンティティの一部となっており，それぞれの役割を持って自分を支えている

のだという。また，それぞれの言語で表出する自分が異なるという声もあった（私にとっての

英語は，一番素直に喋ることができる言語です。日本語に比べると喋りにくいけど，自分の本

当の気持ちや言いたいことを英語でなら話せます）。さらに，それぞれの言語を役割で使い分け

ているというものもあった（英語は強く言いたい時の武器となって，日本語はわかりやすく丁

寧に伝えたいときに使います），（日本語は理解するのに必要な基礎，英語は理解を深めるため

の武器）。生徒たちの声からは，どちらの言語が欠けても今の自分ではなくなってしまうこと，

その双方があって自分が自分になっていること，それぞれのことばが今の自分を形作るものと

して重要な働きをしていることが伝わってくる。

以上の考察から，生徒たちはいずれも複数言語を自分にとって意味のあるものとして意味づ

け，使用していることがわかる。その意味づけはそれぞれ異なるが，それぞれの意味づけは複

数言語を使用するからこそ生まれた意味づけではないかとも思った。おそらく，一つの言語を

使って生活していたら気づくことがなかったそれぞれの言語の便利さや役割，そして自分のア

イデンティティとのつながり，こういったものへの気づきこそが複数言語を学ぶ意味や意義に

つながり，生徒たちの複数言語使用や学習を支えるとともに，彼らの人生を支えているのでは

ないかと感じた。なお，これらの意味づけには，ハワイという社会的な土壌も無関係ではない

だろう。毎年，多くの日本人が旅行や長期滞在，また移住という形で訪れるハワイでは，日常

生活の中で日本語に触れる機会や日本語を使用する場面は多く，日本や日本語に対する社会的

地位は比較的高い。さらに，夏休み等の長期休みを利用して日本と頻繁に行き来をする家族も
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少なくない。また，日系移民の歴史も相まり，日本語や日本文化が生活や社会の中に自然に溶

け込んでおり，子どもたちは幼い頃から知らず知らずのうちに日本と出逢っている。このよう

なさまざまな環境が整っていることが子どもたちの複数言語の成長や意味づけにプラスの影響

を与えている部分は大きいだろう。一方で，必ずしも全ての子どもたちが日本語に対して前向

きな感情を持っているかといえば，決してそうではない。世界的に影響力を持つ「英語」と生

活の中でも家庭の中でも身近な「日本語」とをそれぞれがそれぞれのバランスで自分の中に取

り込み，意味づけながら子どもたちは今日も生きているのである。

4．おわりに―生徒たちにとっての複数言語と今後の課題

アンケートの最後に「もし，将来，自分が子どもを持ったら，どんなことばの教育をしたい

ですか」という問いを生徒たちに投げかけた。複数言語環境に生きる自らの経験を通して，生

徒たちがそれぞれの未来をどのように想像しているのかを知りたいと思ったからだ。返ってき

た答えは，日本語と英語の双方の言語を育てていきたいという答えが大半を占めた。この回答

から，多くの生徒たちが苦労しながらも，これまでの自分の複数言語学習経験を意味があるも

のとして捉えており，それを自分の子どもにも同様に行いたいと考えていることがわかる。一

方で，「小さい頃は日本語，その次は英語」，「家では日本語厳守」，「絶対に日本語を教えたいと

思います。英語はどこでも習えるので大事なのは日本語だと思います」といった声も見られた。

この回答の裏に生徒のどのような経験や記憶があったのか，ぜひ詳しく聞いてみたいと思った。

なお，今回は分析の対象とはしなかったが，このアンケートを分析する中でさらに話を深く聞

きたいという思いが強くなり，追加のインタビュー調査への協力を募った。結果，計9名の生

徒たちが協力を申し出てくれ，後日インタビューを実施することができた。また，アンケート

調査に加え，生徒たちの複数言語環境でのさまざまな経験を振り返り，考えを深めるための授

業実践を計3回にわたって行った。それは，生徒たちの複数言語での経験や思いを語り合うこ

とで新たな発見や気づきが生まれ，それがことばの学びにつながっていくのではないかと考え

たからである。これらのインタビューおよび授業実践の内容については，また稿を改めて分析，

考察を進めたいと考えている。なお，今後の課題として，本調査で明らかになった生徒たちの

意味世界をインタビュー調査などを通してさらに深めていくこと，特に，今回の調査での回答

がその後どのように変化していくのか，いかないのかなど，長期的な視野での分析，考察が求
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められよう。また，その考察を通して複数言語環境で育つ子どもたちの生を理解し，アイデン

ティティを育んでいくための言語教育実践のあり方を実践を続ける中で検討していきたいと考

えている。
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研究ノート―【特集】「継承語教育」を問い直す

中国語使用に対する意識の変容過程と 

継承語教育のあり方

幼少期に中国から来日した若者のライフストーリーをもとに

太田　真実 *

■要旨

本研究は，幼少期に中国から来日した若者 S の中国語使用に対する意識

の変容過程についてライフストーリーを通して明らかにしながら，複数

言語環境で成長する子どもたちの継承語教育のあり方を模索しようとす

るものである。調査の結果，中国語に対する意識は一定不変のものでは

なく，成長過程によって変容し，その背景には親以外の中国語母語話者

や中国留学で出会った多様な複数言語話者との出会いが大きく影響して

いたことが明らかになった。また，継承語教育については，複数言語環

境で成長する子どもたちの継承語を本来備わっているはずの言語として

捉えない視点が重要であることが示唆された。

ⓒ 2021. 移動する子どもフォーラム．http://gsjal.jp/childforum/

■キーワード

継承語 

ライフストーリー 

移動 

若者 

中国語

1．はじめに

海外への移住や国際結婚などの理由により，複数言語環境で成長する子どもが世界中で増加

している。日本もその例外ではなく，1970年代以降，ニューカマー 1と呼ばれる人々が急増し

たことから，多様な背景を持つ子どもたちが日本で暮らすようになった。この中には，外国で

* 大阪大学大学院言語文化研究科博士後期課程（E メール：wonjiina1004 @gmail.com）
1　 「ニューカマー」とは，1970年代以降，様々な理由・経緯のもと日本に居住することになった外国

人を指す言葉であり，旧植民地出身者である在日韓国・朝鮮人や在日中国人を指す「オールドカ
マー」と区別されている（駒井，1997）。
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生まれ，日本に移動してきた子どもたちがいる一方で，日本で生まれ，成長した子どもたちも

少なくない。かれらは生まれ育った環境や学習環境，さらには両親の置かれた社会的状況や教

育に対する考え方などが様々であることから，両親の継承語教育に対する姿勢や子どもたち自

身の継承語使用に対する意識，言語能力もそれぞれ異なっている。

本研究の目的は，幼少期に中国から来日した若者 S の中国語使用に対する意識の変容過程を

明らかにしながら継承語教育のあり方を模索することである。S はどのような継承語教育を受

けて育ち，中国語とどのように向き合い成長したのだろうか。幼少期から現在に至るまで中国

語使用に対する意識は一貫していたのだろうか。中国語に対する一個人の意識の変容過程を明

らかにしながら，複数言語環境で育つ子どもたちの継承語教育のあり方について考えていく。

2．先行研究

2．1．母語・継承語教育

母語や継承語という用語は研究者によって様々な定義づけがなされている。中島（2016）は，

母語を子どもが出合う「初めてのことば」，「土台になることば」という意味で使用しており，継

承語については，「現地語のプレッシャーで十分に伸びない」，「家や民族コミュニティでしか通

じない」という特徴を持つと指摘する。移動先の言語を習得した結果，母語が年齢相応の力を

保てず，弱まっていくと，親から継承する言語という立場に追いやられ，母語から継承語への

移行が行われるという。また，高橋（2020）は，継承語を「現地語である日本語能力のほうが

高くなったために，たとえそれが最初に学んだ言語であっても，意思疎通が難しく，文化とと

もに継承していくべき言語」と定義し，論を進めている。これらの議論からは，現地語ほど伸

びなかった親の言語を継承語として捉えていることが分かる。本研究では，「生活する場所の言

語を日常的に使用することから，自然には身につかない親の言語」という意味で継承語を使用

することとし，本研究では，S の中国語がそれに当たる。

ニューカマーの子どもたちが増加し，母語・継承語を学ぶことの重要性が認識され始め，学

校や自治体などにおいて母語・継承語教室が開かれるようになった。田・櫻井（2017）は，公

立学校における中国ルーツの子どもたちの中国語能力の変化を調査し，日本の公立学校で継承

語教育を可能にする要因を提示した。このように，子どもたちの言語能力を調査した研究があ

る一方で，公立学校における母語教室の存在意義に関する研究もある（落合，2012）。ここで
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は，ベトナム語教室に参加した子どもたちや保護者の声が取り上げられており，実際に，公立

小学校における母語教室がベトナムにつながる子どもたちやその他の児童にとっても意味のあ

る場となっていることが示されている。

このように継承語教育は，教育を実際に受ける子どもたち以外にも重要な役割を果たしてお

り，真嶋（2009），庄司（2017），高橋（2020）の論考をもとにすると，母語・継承語教育の

意義は以下の6つにまとめることができる。（1）言語や文化を保持・継承する，（2）家族とのコ

ミュニケーションを維持する，（3）認知力が身に付き，日本語習得も促進される，（4）アイデ

ンティティを形成する，（5）日本人児童生徒の異文化・他言語理解につながる，（6）国際社会

に貢献できる社会的，個人的「資源」となる。近年は，かれらの母語・継承語が単に家庭内に

留まるものではなく，（5）や（6）で見られるように，他の日本人児童生徒や社会的にも意味が

あるものとして議論される傾向にある。

2．2．複数言語に対する意識とアイデンティティ

複数言語環境で成長する子どもたちのことばに対する意識は，かれらがどのような環境で育

ち，どのような他者に出会ってきたかによって大きく左右される。川上（2011，2021）は，継

承語を含む複数言語環境で育つ子どもたちを「移動する子ども」という分析概念のもと調査を

行っている。「移動する子ども」は，「目の前の生きている子ども（実体概念）ではなく，幼少

期より複数言語環境で成長したという経験と記憶を中心に持つ分析概念である」（川上，2021，

p. 5）。概念の3要素として，「空間」，「言語間」，「言語教育カテゴリー間 2」の移動があり，この

コアには複数言語を使った生活や学習，他者とつながる，つながらない経験があるという。川

上（2010）は，「移動する子ども」だった人々へのインタビューを通して，複数言語に対する

力をどのように感じているのか，またそのような自分自身をどう捉えているのかを明らかにし

た。ここでは，「不安感を秘めた言語能力意識」（p. 217）が言語習得や言語生活を支えていると

指摘しながら，「言語能力意識と向き合うことが自分自身と向き合うことになる」（p. 216）と述

べている。

この他にも「移動する子ども」を軸に，かれらのことばに対する意識を探った研究が幾つか

2　 川上（2021，p. 3）によると，「言語教育カテゴリー」とは，「英語圏の学校へ通う日本人の子ども
は「第二言語としての英語学習者」，補習校では「継承日本語学習者」，日本に帰国すると「海外帰
国生」と呼ぶなど大人の作ったカテゴリー」のことを指す。
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ある。谷口（2013）は，中国帰国者3世の大学生が書いたライフストーリーから，複数言語能

力意識がアイデンティティや生き方にどう関係するのかに着目し，「移動する子ども」が大人に

なる過程を分析した。その過程の特徴の一つとして，「複数言語能力および複数言語使用につい

ての意識は，生涯発達と関わり，成長過程によって変化していく」（p. 59）と述べている。また，

李（2013）では，「移動する子ども」だった自身の経験をもとに，二つのことば（韓国語・日本

語）についてどのように向き合ってきたのかを明らかにし，「複数のことばに対する意識は「関

係性」と共に幾度も姿を変えながら自分の中に位置づけられ，それは同時に「自分」を自分の

中に位置付ける機会を作り出した」（pp. 141-142）と論じた。つまり，複数言語環境で成長する

若者の複数言語に対する意識は，成長過程とともに幾度も変化していき，同時に自己を形作る

ことにも影響を与えていると言えよう。

以上のように，複数言語環境で成長する子どもたち及び若者が継承語を含む複数言語を使用

したり学んだりする経験そのものが，アイデンティティ形成と密接な関係にあることが分かる。

また，複数言語に対する意識は，成長過程の中で変化していくものであることも確認できた。

2．3．問題の所在

先行研究からは，母語・継承語教育の実践や意義，また複数言語に対する意識がアイデンティ

ティ形成にも影響を与えていることを確認した。しかし，母語・継承語教育研究で調査された

言語能力や聞かれた子どもたちの声は，ある一時期を記録したものであり，子どもたちの生涯

を踏まえて，かれらが自身の継承語能力やその使用，さらには継承語教育についてどのような

考えを持って成長したのかは定かではない。さらに，一個人の複数言語に対する意識に関する

論考はあるものの，かれらの言語使用や，学びの経験，さらにはかれらが経験した様々な移動

をもとに，継承語教育のあり方について述べられたものは管見の限り見当たらない。本研究は，

当事者の視点を踏まえながら，ある一時期のみではなく，生涯を視野に入れて調査を行ってい

る。さらに，当事者が経験した継承語教育を踏まえながら，継承語教育のあり方を検討しよう

とするものである。

このような問題意識から，本研究では複数言語環境で成長した若者 S に焦点を当て，S が中

国語使用にどのような意識を持ち成長したのか，また当事者の視点による継承語教育の見解を

明らかにする。これらを明らかにするために以下の3つの研究課題を立てた。（1）中国語使用

に対する意識はどのように構築され変容されるのか，（2）その意識の変容は「空間」，「言語間」，
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「言語教育カテゴリー間」の移動とどう関係しているのか，（3）複数言語環境で成長する子ども

たちの継承語教育についてどのような見解を持っているのかである。

3．調査概要

3．1．ライフストーリー

本研究の課題を明らかにするため，調査方法として，人のライフ（人生，生き方，生活）を

探求するライフストーリー・インタビューを実施した。本研究では，「ライフストーリー」とい

う用語を「インタビュー時に研究協力者が語った過去と現在に関する事柄を，研究者が時系列

に並べ替えて作ったストーリー」（中山，2016，p. 60）という意味で用いる。本研究は，S の中

国語に対する意識の変容過程及び継承語教育のあり方を検討しようとするものであり，調査協

力者の過去や現在に関する語りを通して，経験に対する主観的な意味づけを明らかにできるラ

イフストーリーを用いることが相応しい。

分析の手順としては，まずインタビュー内容を全て文字に書き起こし，トランスクリプトを

作成した。その後，文字化したものをまとまりごとに区切り，一まとまりの内容が分かる短い

文を作成した。まとまりとは，ストーリーとして一貫性のあるものを指し，筆者や調査協力者

による新たな話題の提示や，意図せず話がそれてしまった場合などが，まとまりの切れ目にあ

たる。その後，その項目を主に時間軸に沿って並べ替え，S のストーリーを作成した。語りの

中で中国語使用に対する意識や感情，さらには継承語教育の見解があらわになっているデータ

はトランスクリプトから抽出し，抜粋して記述を行った。その他にも重要だと考えた S の発話

はトランスクリプトから部分的に抽出し，鍵括弧で示した。また，抜粋箇所で S の発話に引い

た下線は，分析のポイントとなる箇所を意味し，その後の分析や考察で，鍵括弧を用いて示し

ている。

3．2．分析の枠組み

本研究は S の事例から中国語使用に対する意識の変容過程と継承語教育のあり方を様々な移

動に焦点をあて，当事者の視点から明らかにしようとするものであり，分析の枠組みとして川

上（2021）の「移動する子ども」が有用である。概念の3要素として，「空間」，「言語間」，「言

語教育カテゴリー間」の移動があり，「今，ここ」の日常的移動の横軸と，「あの時そしてこれ
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から」という個人史的移動の縦軸を持つ（図1参照）。本研究で「移動する子ども」を援用する

理由は，この分析の枠組みは幼少期より複数言語環境で成長した人の生を最もよく理解するこ

とができ，S の「ことば」に対する意識を，S が経験してきた様々な「移動」をもとに明らか

にできると考えたためである。

3．3．調査協力者の情報

本研究の調査協力者 S は，中国人の両親のもと中国で生まれ，6歳の時に親の都合により来

日することになった20代後半の若者である。S が初めて覚えたことばは中国語であり，日本語

は日本に来てから本格的に習得するようになる。S の母は，日本語を学習したことがあること

に加え，日本語教師の経験も持つことから，日本語能力が高い。そのため，家庭内では日本語

と中国語の両言語が飛び交っていた。小学校から大学院まで日本で教育を受け，2015年の秋か

ら中国（北京）に留学した。筆者も北京に留学経験があり，S とはその時に出会った。初めて

出会った時，筆者は S を韓国人だと思ったことがきっかけで，それ以降，S のことは韓国語で

姉を意味する「オンニ」という呼称を用いて呼んでいる。

本研究で S を調査協力者として取り上げる理由は，S が成長過程において，複数言語環境で

成長したという自覚を持ち，且つ S 自身が自らの複数言語に対して様々な感情を抱いていたた

めである。また，知り合った当初から現在に至るまで，韓国生まれ日本育ちの筆者と，国籍や

アイデンティティなどといった事柄についてよく語っていたため，十分なラポールが形成され

ている。これらを踏まえ，筆者は S を調査協力者として選定した。インタビューは半構造化で

図 1．分析概念としての「移動する子ども」　川上（2021）より筆者作成
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行い，2019年6月，122分（音声電話），2021年5月，113分（テレビ電話）で実施した。イン

タビュー開始前に，研究内容を十分に説明した上で，言及したくない内容などについては触れ

なくても良い旨を伝えている。2回のインタビュー以外にも，必要に応じて事実確認や追加の

質問を複数回行った。また，S のストーリーにも目を通してもらい，プライバシーに関わる情

報や表現についてのフィードバックを受けた。

4．S のストーリー

本章では，S のストーリーを提示しながら，S の中国語に対する意識の変容過程及び継承語

教育に対する見解を見ていく。

4．1．中国語を話すことを躊躇する

S は本来，小学1年生として新学期に日本の小学校に入学する予定だったが，当初の予定と

は異なり，学期途中から編入する形となった。はじめは日本語が分からなかったため，S の母

が S の隣について授業をサポートしたものの，3カ月もすると，日本語で困ることはなくなり，

授業中に母が付き添うことはなくなったという。その後，日本語につまずくことはなかったの

だが，今度は逆に中国語に「困難」を抱き，中国で話すことを躊躇するようになった。

（抜粋1）

W3： 何がしゃべりたくないにつながったんかな？

S： 多分，自分が言いたいことを，自分が言いたいように言えてないっていう自覚は小学校

の多分高学年くらいからあって，で…その時は待ってもらうみたいな経験もあんまり

なく。経験っていうか，待ってもらえてるっていう感覚があんまりない。だからちゃ

んとしゃべらな，みたいな，先行しちゃってて，前までちゃんと，ちゃんとっていう

か，今私しゃべってるこの発音の仕方なんかちゃうみたいな。

ここでは，周りの人に待ってもらう経験がなかったことに加え，以前までできていた中国語

3　筆者を指す。
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の発音などができなくなっていくことを実感し，「ちゃんとしゃべらな」という規範意識が芽

生えていることが分かる。また，その意識が先行してしまう結果，上手く話すことができなく

なった。この他にも S の母が S の中国語を時折指摘していたことが S にとっては中国語を話し

たくない要因へとつながっていた。以下の語りは，抜粋1に連続する形で発話されたものであ

る。

（抜粋2）

　なんかお母さんにちょこちょこ，それ違うでみたいな言われたりとか，あとお母さ

んが方言があんまり好きじゃないらしい，らしいというか，ぽくて。〇〇 4の方言みた

いな。めっちゃ使うねんけど。おばあちゃんとしゃべる時。あ，私はどっちがどっち

か区別がついてないんやけど，それを言ったりすると，いや，そうじゃなくて，標準

語はこっちなーみたいなんで言われたりして，なんか，はぁ，じゃあもういいし，み

たいな。（中略）でも一番は多分しゃべりたいことをしゃべれんのが恥ずかしいし，怖

いしみたいな，見られたくない。だからしゃべらへんみたいな。

方言と標準語の違いを認識していなかったにも関わらず，S は母から指摘を受け，中国語を

話す意欲がやや減退していたと考えられる。また，S が少し「気合いを入れて」中国語を話し

た際に，このように母から中国語で指摘を受けると，S は日本語で返事をして，母とのコミュ

ニケーションを終わらせようとした。

このように家の中では，中国語を話すことを躊躇する一方で，学校内では中国語ができる人

として見られていた自覚もあり，周囲の期待を裏切りたくないと思うような出来事があった。

それは，中学校に進学し，漢文の授業で先生から「春暁」という漢詩を中国語で朗読してほし

いと依頼を受けた時のことである。授業の直前に先生から依頼を受け，断ることができなかっ

た S は，漢詩の中に発音できない漢字があったのだが，「適当にぶぁー」と発音し，その場を

ごまかしたという。中国語ができる人として知られている以上，「分かりません」とは言えない

空気があり，周囲の期待を裏切ることはできないと考えたのであろう。学校という空間の中で

は，家とは異なり，他者による表象のされ方にも意識が向けられていたと言える。

4　 S の出身地域である。
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S が中国語を使用する場は家の中が主であったが，毎年夏休みになると，中国で暮らす祖母

を訪問していたこともあり，中国語を使用する場があった。普段は母と一緒に中国と日本を行

き来していたが，中学3年生の夏休みは一人で祖母を訪問することになったといい，その時は，

中国語を「急にすごい喋るようになった」と語った。これには，「おばあちゃんとコミュニケー

ションを取らざるを得ない状況」だったことに加え，「私の中国語に関してジャッジメント的な

存在だったお母さんがいな」かったことが，中国語を気兼ねなく話すことができる背景として

あった。母と話す中国語と祖母と話す中国語は，S の中で明らかに異なるものであると理解す

ることができよう。

4．2．継承語としての中国語

中学校の頃から，S の母は S に中国語を本格的に学ばせたいと考えていたが，S はあまり興

味を持てないでいた。しかし，高校3年生の時は，そのような母の誘いもあり，S 自身も学びた

いと思ったという。その際，中国の現地で実際に使用されている小学生の国語の教科書を使っ

て学ぼうとしたのだが，その教科書には，毛沢東に関する内容があり，S は「違和感」を覚え，

「イデオロギーにまみれた感じ」がすると批判をしたという。S の母は，そのような S の批判

に対して，それが中国における道徳的な正しさや思想であると述べ，意見の対立があり，「大

喧嘩」になった。そうして，中国語学習は中断されたという。学びが中断された理由を聞くと，

S からは以下のような回答を得た。

（抜粋3）

W： オンニ的にその勉強が合わなかった理由としては，中国語を勉強するっていう行為よ

りかは，どちらかというとその内容，イデオロギー的な部分にえっの方が強い？

S： そうそうそう。（中略）本国で教科書とか使って学校教育の中で学んでない人でも，

ちょっと分かる人，完全に外国人じゃない人，間みたいな人向けのマジないよねって

いう話を A さんともしていて。

ここでは，中国で教育を受けていない者，言い換えると，中国語が「ちょっと分かる人」や

「完全に外国人じゃない人」，「間みたいな人」向けの教科書が不足していることが言及されてい

る。S は，完全に外国語学習者ともいえない自身のような人々が中国語を学ぶための適切な教
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材がないと考えていたと言える。さらに，自身が経験した継承語教育を踏まえ，S は複数言語

環境で成長する子どもたちの継承語教育について，以下のような考えを抱いていた。

（抜粋4）

S： 個人的に継承語教育は選べるものであってほしい。そこは難しいなと思うけど正直。子

どもの主体性に任せて，子どもが将来成長した時に，自分の選択がやっぱ違ったなとか

思っちゃうかもしれへん，あの時もっとお母さんにやってって言ってもらえたらもっ

と良かったのにと思うかもしれへんけど…。

W： でも，重要やと思う。なんか選べないかのような。なんやろう。やっていて当然だし，

できて当たり前だしみたいな雰囲気があってしまうと，なんか他の言語と継承語はど

う違うのかなとか考える。

S： そう，だいぶイデオロギーが入ってる。（中略）継承語教育に関しては，やりたい人が

ちゃんとやれる環境を準備するっていうのが一番。やらない人はやらなくて，だって

今別でできる言語が一個あるんやから。なんか欠けてるみたいに言うやん，継承語で

きないみたいな。

また，学校の教科書は制作する「国」の価値観などが反映されるため，継承語教育の教材と

してはあまり相応しくないと考えたという。継承語教育の教材は「内容に幅があっていい」と

述べ，「国」という概念にとらわれない，より自由な内容のあり方を提案している。

4．3．中国語に対する新たな意味付与

高校を卒業し，大学進学後は，多様な文化的背景を持つ人々との交流を通して自身の中国語

に対する意識がさらに変容していく。S は学部の卒業研究として日中のバイリンガル調査をし

たいと考えた。同じ研究室に所属していた中国人留学生にインタビューを行ったところ，かれ

らから，なぜこのような研究に興味を抱くようになったのかを聞かれたという。そこで S は自

身の生い立ちを説明しながら，その流れで自身の中国語に対する不安も打ち明けた。

（抜粋5）

　実は自分の中国語が全然うまくないと思っててみたいな。中国語でずっとしてるん
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やけどその話は。いや，そんなことないでマジでみたいな，発音とか地域差めっちゃ

すごいし，実際に聞いてても南の発音確かに分からんみたいなんがあって，そう，で，

だから，自分全然できへんって思ってた，その自分がかつてできたことができなく

なってるのは事実やから，できなくなってるって思ってたけど，実はそんなにめちゃ

めちゃしゃべれないわけでもなくってっていうのをその時すごい，あ，あれ，みたい

な，あれれみたいなんで。

中国人留学生との出会いを通じて，S は中国語の「地域差」について知り，自身の中国語に

対しても新たな見方を取るようになった。また，大学院進学後，修士課程1年の9月から中国

の北京大学で交換留学を経験した。S は，大学（院）在学中は留学したいと考えており，選択

肢としては，英語圏，中国の他に韓国があった。高校生の頃から K-POP に興味を抱き，韓国

語の勉強を始め，大学3年生の時には韓国に3週間の短期留学に行ったという。この経験から，

韓国での長期留学も視野に入れていたものの，韓国留学は母の同意を得ることができなかった。

（抜粋6）

S： お母さんがずっと言ってたのが，韓国語をすごい楽しそうに勉強してるのを見て，な

んか中国語もちゃんとできへんのに，なんで韓国語なんか勉強してんのみたいな。（中

略）結構なんか，多分お母さんとしては寂しかったんかなーって思うんやけど。（中略）

韓国語への熱量，お母さん納得できてなくて。

W： そんな熱量あるんやったら，たぶんそれも中国語にーみたいな感じ？

S： そうそうそうそう。しかも，なんで縁もゆかりもない韓国みたいな。しかもその英語

みたいな将来こう絶対必要になることがもう明らかな言語っていうわけでもないのに，

なんやその小国の言語を勉強して何になるんやみたいなんがあって，韓国留学に踏み

切れなかったのはあるし。

ここに見られるように，韓国留学の同意が得られなかった背景には，S の母が S の韓国語学

習に十分な理解を示せなかったことと関係がある。また，中国に留学しようと決意した背景に

は，中国や中国語についてよく知らない自身から脱却しようとしていたこととも関連している。

以下の語りは，抜粋6に連続する形で発話されたものである。
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（抜粋7）

　自分に対しても，なんかその，なんやろう劣等感じゃないけど，中国語がちゃんと

できない人みたいな。それは世間一般のいわゆるバイリンガルっていう言葉の定義に

引っ張られすぎてるかなとは思うんやけど。その両方を完璧にある程度できる人みた

いな。そんなんないのに，それに自分の引っ張られてて，あっ私中国のことも中国語

もなんも分からんなーって思って。でも日本にいたら，多分ぜったい自分から勉強す

ること一生ないなって思ってしゃべりたい人いるならまだしも。

このような考えのもと中国へ渡り，約一年間の留学生活を送った。留学中は今まで出会った

ことのない複数言語を自由に操る人々と出会い，そのような人々と色んな言語を「ちゃんぽん」

で話した経験を「すごい楽しかった」と記憶している。また，中国で生まれ，日本以外の国で

成長した学生とも出会い，「自分みたいなコミュニティ」と似た環境で成長した人が世界中に存

在することを実感した。以下の抜粋は，留学を終え，S の複数言語使用に対する考えが変化し

たことを示す語りである。

（抜粋8）

　なんかどっちかで喋らなあかん固定概念がない。通じる言語で分かるとこだけ喋れ

ばいい，適当に選べばいいみたいな，分かるように，伝わればいいみたいな。（中略）

すごい居心地良くってっていうのが多分留学で一番大きな経験。まあもちろん中国語

を勉強したんも大きかったけど。

ここからは，日本語か中国語の一言語で話さなければならないという「固定概念」がなく，複

数言語を自由に選びながら話せばよいと考えるようになったことが分かる。このように，自身

の中にある複数言語を自由に使い分けながら使用したことを「居心地」が良かったと捉え，留

学での大きな経験として記憶していることが分かる。さらに，S は留学中，母と中国語で会話

する習慣が「一瞬」だけついたと語った。また，日常で感じたことを中国語で文章化する習慣

もつき，中国語が日本語のように自由に操れる言語として機能していった。留学を経験して，S

は自身の中国語能力を実感できるほどになり，継承語教育を受けたことや，留学経験者だから

言えると自覚しながらも，今まで中国語を「やってて良かった」と感じている。
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5．複数言語環境で成長する子どもの継承語

本章では，S のストーリーをもとに，S の中国語使用に対する意識の変容過程及びその意識

が「空間」，「言語間」，「言語教育カテゴリー間」の移動とどう関係しているのか，また複数言

語環境で成長する子どもたちの継承語教育についてどのような見解を持っているのかについて

考察する。

5．1．中国語使用に対する意識の変容過程

日本での生活が長くなるにつれて，小学校高学年頃からは中国語では，「自分が言いたいこと

を，自分が言いたいように言えてない」というもどかしさを感じていた。さらに，母から時折

中国語が違うと指摘を受けていたこともあり，話すことを躊躇するようになった。このように

中国語で上手く言語化できない経験には「恥ずかしい」，「怖い」，「見られたくない」という感

情が伴い，その後の中国語使用に対しても影響を与えていたと考えられる。

しかし，このような意識は一定不変のものではなく，多様な他者との出会いを通して変容し

ている。4．1．では，1人で中国の祖母の家を訪れた際，「ジャッジメント的な存在」の母がい

なかったことから，祖母の前では安心して中国語を話すことができたことに少し触れた。ここ

では，S の母が S に求める中国語と S が実際に話す中国語には乖離があり，母の前では中国語

の使用にためらいが生じていた。その一方で，祖母は S の中国語に寛容であったため，S の中

国語使用は促進されたと言える。

また，4．3．で見てきた中国人留学生との出会いも中国語使用に対する意識が変容した顕著

な出来事である。ここでは，中国語に不安を抱いていた S が，中国語にはバリエーションがあ

ることを知り，自身の中国語もその一部であると自信を取り戻した。これらの2つの出来事か

らは，母以外の中国語母語話者との出会いが S の中国語使用に対する意識変容に影響を与えた

と言える。川上（2010）で述べられている「不安感を秘めた言語能力意識」をもとに考えると，

S は自身の中国語能力に対して不安に思っていたことを，母以外の中国語母語話者（祖母・中

国人留学生）との中国語によるやり取りを通して，その不安を乗り越えたと言えるだろう。

さらに，留学中は，母と中国語で会話することがあったことや，中国語で文章を書く習慣が身

についたと語った。また，一言語で話さなければならないという「固定概念」がなくなり，複

数言語を混ぜて話すことの「居心地」の良さも留学を通して経験することができた。このよう
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な環境の変化も S の中国語使用に大きな影響を与えていたと言える。谷口（2013）や李（2013）

の指摘にもあったように，複数言語やその使用に対する意識は，成長過程によって常に変容し

ていくことが確認され，本研究ではその特徴として，母以外の中国語母語話者や中国で出会っ

た多様な複数言語話者との出会いが S の中国語を含む複数言語使用に大きな影響を与えたと指

摘できる。

本研究で S の中国語を便宜上，「継承語」として用いたが，S の中国語はどのような場面で誰

と会話をするかによってその意味合いが異なっていたと言える。母と話す中国語，祖母と話す

中国語，中国人留学生と話す中国語，学校で友達や先生の前で使用する中国語，中国の大学で

使用する中国語などが挙げられるが，S にとってそれら全ての「中国語」が同じ意味合いを持っ

ていたとは考えられにくい。中国語を使用する場面や，やり取りをする人との関係性の中では，

S の中国語は「母語」や「第二言語」として捉えることも可能であり，常に「継承語」として

捉えることは難しいことも確認された。

5．2．「空間」，「言語間」，「言語教育カテゴリー間」の移動から考える

本節では，「移動する子ども」の3つの移動に焦点を当てながら中国語使用に対する意識の

変容過程を考察する。S の「空間」の移動は大きく分けると，6歳の時の親の意向による日本

への移動と大学院生の時の S の意思による中国への移動がある。加えて，毎年夏休みになると，

中国の祖母を訪れていた短期の移動もあった。また，「言語間」の移動には，幼少期から中国

語と日本語が常に飛び交う環境で成長したことや，趣味で韓国語を勉強したことが挙げられる。

さらに，S の場合，標準語と方言の移動も見られると言えるだろう。最後に「言語教育カテゴ

リー間」の移動については，母による継承語教育や中国での留学経験があり，これら3つの移

動が全て確認できる。

次にこれらの移動と S の中国語使用に対する意識がどのように関係しているのかを見てい

く。まず，「空間」の移動から考える。6歳の時，親に連れられ中国から日本へ移動した際は，

中国語を自由に話し，日本語はほとんど理解することができなかった。この時期は，中国語使

用の意識に変化があったというよりは，移動によって新たな言語を習得した時期だと言えるだ

ろう。また，この新たな言語習得は親に連れられ来日したことで自然と学んだものであり，S

の意思による言語習得ではないという特徴がある。

では，大学院生の時の日本から中国への移動はどうだろうか。この時は，自身の中国語に対
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する意識が S の語りからあらわになっている。4．3．（抜粋7）では，中国留学前に，S が自身

の中国語に対して，やや「劣等感」を持ち，「中国語がちゃんとできない人」と自身を位置づけ

ていたことが分かった。それは「世間一般のいわゆるバイリンガル」という言葉の定義に S が

少なからず影響を受けており，S は留学を通して，そのような自分から脱却しようとしていた

と分析できる。中国という「空間」の移動を目の前に，自身の中国語能力を社会のある種の基

準と照らし合わせて，現状から脱却し，中国語ができる自分へと変容させようとしていたと考

えられる。ここでの移動と中国語の学びは S の意思によるものであり，前者とは区別して考え

る必要がある。

次に，「言語間」の移動について見ていく。S は日常的に日本語と中国語を使用していたと言

えるが，4．1．（抜粋2）では，その中国語が S と母の間でやや食い違っていることが分かった。

S は出身地域の方言を使用しており，母からは標準語を使用するように指摘を受けていた。し

かし，S は標準語と方言の違いを認識できていなかったことから，その指摘をあまり快く思っ

ていなかった。その結果，中国語使用に対する意欲も減り，話すことを躊躇するようになった

と分析できる。つまり，「言語間」の移動において，親子間で「言語」の捉え方がやや異なって

いたことが原因で，S の中国語使用が躊躇されたと換言できるだろう。複数言語環境で成長す

る子どもたちのことばは，国家レベルの言語，例えば日本語と中国語のように2つで捉えられ

ることが多いが，この事例からは，「言語間」の移動に方言の要素が加わることも確認できた。

最後に4．2．で取り上げた，母による継承語教育に関する語りである。S は中国で教育を受

けた経験がなかったことから，教科書に記載されていた中国の道徳観や思想を受け入れること

ができなかった。つまり，「言語教育カテゴリー間」の移動では，特定の国家の歴史や文化，さ

らには道徳観や思想とも関係していることがあり，現地で教育を受けてこなかった人々に対し

ては，その内容がやや受け入れ難い場合があると言える。その結果，中国語学習が中断され，中

国語使用にも結びつかなかったと指摘できる。

このように，S の中国語使用に対する意識の変容過程には，これらの移動と密接に関わって

おり，これらの移動を経験する度に S の中国語使用に対する感情や態度，さらには使用の場も

左右されることが示唆された。

5．3．継承語教育

高校生の頃，Sは中国現地の教科書を用いながら中国語を学んだ経験があったが，教科書の内
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容に「違和感」を覚え，その学習は上手くいかなかった。4．2．（抜粋3）では，S は複数言語

環境で成長した人々を「ちょっと分かる人」，「完全に外国人じゃない人」，「間みたいな人」と

表現し，そのような人が学ぶ適切な教材がないことを指摘していた。つまり，複数言語環境で

成長する子どもたちにとっては現地の教科書も「外国語」として学習する教材も相応しくない

ことが分かる。加えて，S は継承語教育の教材は「内容に幅があっていい」と語っており，こ

こからは，国家という概念に縛られない教育のあり方を提示していると言えよう。

また，S は4．2．（抜粋4）で「継承語教育は選べるものであってほしい」と語っていた。継

承語が親子のコミュニケーションのためなどで重要であると S は重々承知しながらも，このよ

うに語ったことは，S のような背景を持つ者と継承語があまりにも安易に結びつけられている

現実があると考えられる。これは，継承語ができないことを「なんか欠けてるみたいに言うや

ん」と述べていたことからも明らかであり，継承語が話せないことを「欠けている」状態と見

なす社会の視線があることが分かる。さらに，4．.3．（抜粋6）で S の母が S の韓国語学習に

対してあまり理解を示せなかったのは，S にとっては韓国語より中国語のほうが重要であると

考えていたと考えることも可能であり，ここには，母親の視点による子どもたちと継承語の関

係についてうかがえる。つまり，親の視点に立つと，他の言語より継承語を優先的に身に付け

てほしいと思うこともあり，他の言語をより積極的に学ぶことに対して理解を示すことがやや

困難な時があるのだろう。

このように，複数言語環境で成長する子どもたちにとって継承語を学ぶことは自明のことの

ように語られることがあり，それは，学校で学ぶ英語や自分の興味で学び始めた韓国語などと

は大きく区別されて考えられる傾向にある。しかしながら，子どもたちにとって継承語は，そ

れぞれ意味合いが異なり，家庭内外でどの程度使用してきたか，またどの方面をどこまで伸ば

したいのか，あるいは学びたくないかなど，継承語に対する姿勢は非常に多様で複雑である。S

の事例もその一部として存在する。親の視点に立つと継承語が最も重要な言語にもなり得るが，

子どもの視点に立つと複数言語の中の一つに過ぎないとも言え，継承語教育を行う際は，この

ような子どもたちの継承語を本来備わっているべき言語として捉えない視点が重要になってく

るのではないだろうか。様々な原因から継承語を学ぶ機会がなく，話すことができない子ども

たちも多数存在している。そのような子どもたちが自身と継承語を安易に結びつけ，継承語が

できないことに引け目を感じることがないようにするためにも，継承語教育を「欠けている」

ものを補うもとと捉えるのではなく，複数言語の中の一言語をより豊かにさせるというより柔
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軟な視点が必要になってくる。

6．おわりに

本研究では，複数言語環境で成長した S の事例を通して，中国語使用に対する意識の変容過

程を明らかにした。S は自分が言いたい内容を中国語で上手く言語化できないことにもどかし

さを感じ，その背景から，中国語を話したくないと思うようになった。しかし，その意識は一

定不変のものではなく，多様な中国語母語話者や複数言語話者との出会いを通して，中国語に

対する意識は変容していた。さらに，それらの意識の変容には「空間」，「言語間」，「言語教育

カテゴリー間」の移動とも関連が見られ，これらの移動が行われる際に，S の中国語使用に対

する感情や態度，中国語使用の場が左右されることが明らかになった。また，継承語教育に関

しては，継承語が複数言語環境で成長する子どもたちにとって本来備わっているべき言語とし

て捉えない視点を論じた。

本研究では，S のライフストーリーをもとに中国語使用に対する意識の変容過程や継承語教

育のあり方について考察してきたが，S の中国語が S 自身の複数言語の中でどのように位置

づけられているかまでは検討することができなかった。今後は，他の研究協力者へのインタ

ビューも踏まえながら，複数言語の中での中国語の位置づけについても考察していくことを課

題とする。
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補習校に通わせるのは子どものため？ 

それとも，親のエゴ？

海外移住者の答えを探して

ケーシー　久美 *

* 英国在住

ⓒ 2021. 移動する子どもフォーラム．http://gsjal.jp/childforum/

3月14日（土）の下の娘の誕生日は，彼女が補習校に通う最後の日となった。3つ上の姉と

同様，小1～中3まで頑張って補習校に通い続けてくれた。

このように書くと，まるで本人たちの意思に反して親である私が強要して娘たちを補習校に

通わさせたように聞こえるかもしれない。実際にはどうだったかというと，小学校低学年まで

は親のエゴが本人たちの意思をかなり上回っていたと思う。そうでなければ，とっくに土曜日

の早起きとお弁当作りは終わっていただろう。

とはいうものの，小1の最初の頃は祖父母に買ってもらった新しいランドセルを背負って補

習校に通い，新しい国語の教科書で日本語を勉強することを娘たちは楽しんでいたと思う。た

だ，2年生，3年生と学年があがり，国語の教科書の一単元のページ数が増え，親に怒鳴られ，

泣き泣き辞書を引きながら宿題をする時間も増えるにつれ，娘たちのモーチベーションは見る

見るうちに下がっていってしまった。

日本語教育の場ではモーチベーションを維持するサポートをすることが如何に大切かという
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ことを一日本語教師として主張しておきながら，我が子にはそれを実践できていなかったとは

全く恥ずかしい話である。他の保護者同様，モーチベーションが下がってしまった子どもを無

理やり補習校に通わせ続けることに疑問を感じ，補習校を辞めさせようと思ったことは何度も

あるが，結局は私自身が辞める決断を下せず，続けさせた。子どもを優先に考えたというより，

自分自身が日本人コミュニティーから離れることに不安を感じていたのかもしれない。

補習校に通う海外移住者の子どもたちの中には，現地の学校では成績もよく，活発だが，補

習校では日本語力が他のクラスメイトに劣るため，まるで別人のように大人しく振舞っている

という子どももいる。それを見かねた両親が本人の人格形成のためによくないからと辞める決

断をしたケースもある。また，子ども自身が補習校にはもう行きたくないと意志表明をして補

習校を辞めるケースも多々ある。その後，その子どもたちがどうなったかと言えば，現地校で

優秀な成績を収め，今では医師の道を目指したり，研究者の道を目指したりしている子どもも

いる。

敢えてここで辞めて行った子どもたちの例を出したのは，補習校を続けるか，続けないかに

ついて迷っている保護者がいるのではないかと思ったからである。補習校を辞めたからと言っ

て，子どもの将来に負の影響があるわけでは全くない。空いた土曜日にサッカーの試合に出ら

れるようになって自信をつける子どもたちもいれば，今まで行けなかった友だちの誕生日会に

行けるようになって楽しく週末を過ごす子どもたちもいる。毎週，宿題の心配をすることも，外

国人の配偶者と補習校の宿題の件で口論になることもなくなり，家族で楽しく週末を過ごせる

ようになったという家庭もある。

また，補習校を辞めたからといって，日本語との付き合いがそこで終わるわけでもない。大

学生になって新たに日本語を学び始め，日本での就職を考える子どもたちもいれば，仕事で日

本に行くことになる子どもたちもいる。ある時点で辞める決断をすることが子どものためであ

る場合もあると思う。迷った時は，何故，補習校に通わせているのかということを冷静に考え

てみたらいいのではないだろうか。子どもの人生にも親の人生にもいろいろな変化が起こるの

で，一度，続ける決断をしたからと言ってその決断を貫く必要もなく，その時々に立ち止まっ

て考えればいいと思う。家庭の事情，親の考え方，子どもの考え方はそれぞれ違うので，正解

などない。

我が家の場合，もともと補習校に通わせることにしたのは日本語習得が主な目的であったか

らというよりも，異文化体験をすることによって多角的な視点で物を考えられる人間に育って
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ほしいという願いがあったからである。言語はある程度，学習により身につけることができる

が，日本独特の集団の文化は実際に体験しなければ，理解できないと思ったからである。国際

結婚をした多くの人が経験するように，家庭内で日本語だけで会話をすることを徹底できない

という事情があったため，バイリンガルに育てるという目標は最初から持っていなかった。

その頃はどちらかというと，外国人居住者が少ないこの地域の学校で，他の親たちと外見が

明らかに異なる私が娘たちを学校へ送迎をすることによって娘たちが差別を受けずに学校生活

を楽しめるかどうかを心配していた。子どもは好奇心が旺盛なので悪気はなく，相手を傷つけ

るような発言をしてしまうこともあるし，何らかの事情でストレスを抱えていてそのような発

言をしてしまう場合もあるため，うちの娘たちがたまたまその標的になってしまってもあまり

神経質にはならないようにしたが，人種差別的な言動をする生徒がいた時は早目にその芽を摘

むためにすぐに学校に対処してもらった。

私の心配をよそに上の娘は毎日楽しく現地校に通い，成績もよく，学校代表にも選ばれ，イ

ベントではいつも主役，卒業式の賞もほぼ独り占めの状態だったが，補習校では言いたい事を

不自由なく表現できるだけの日本語力がなく，口数も少なかったため，先生や保護者たちから

は大人しい子という印象を持たれていた。嫌々，補習校に通っていた期間も長かったので，補

習校に通うことによって自信のない子に育ってしまうのではないかと危惧したこともあったが，

個人の能力を尊重するこちらの教育理念に基づいてなのか，娘は現地校であまりにももてはや

されていたので，補習校で言語的弱者になって試練を味わいながら小学校卒業まで頑張ること

は娘のためになるのではないかと思い，そのまま続けさせた。

下の娘は上の娘とは異なり，恥ずかしがり屋で低学年の頃は人前で声を出して発表すること

もできなかったが，補習校の朝礼や学習発表会で発表し，先生や保護者たちに褒めてもらうこ

とにより，段々，自信をつけ，補習校でも現地校でも積極的に発言できるようになっていった。

幸か不幸か，私の非常に厳しい宿題指導に耐えかねた娘たちは高学年になってからは宿題を自

分でするようになっていた。批判されるのが嫌で私には補習校の宿題を全く見せなくなってい

たので，どの程度，宿題をやっていたのか，やっていなかったのかは不明だが，自主学習能力

をつけさせるために辞書やパソコンでものを調べたり，情報収集したりする方法については徹

底して指導していたので，何とかなっていたのではないだろうか。

中学の時に久々に娘たちが書いた作文を読んだ時にはその内容に少し驚かされた。稚拙な日

本語ではあったが，しっかりとした意見が書かれていたからである。補習校の先生の指導のお
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かげであることは勿論だが，物事を多面的に捉えながら，自分の意見を論理的に主張すること

に重点を置いた英国の学校の教育内容がかなり反映されていた。

さて，本題の補習校に通わせるのは子どものため？それとも，親のエゴ？かという問いであ

るが，答えは両方ではないかと思う。

今年から大学に進学した上の娘曰く，補習校に通い続けたおかげで勉強の習慣や勉強の仕方

を身につけることができ，GCSE1や A レベル 2の試験の準備も無理なくでき，試験の時に必要以

上にプレッシャーを感じることもなかったということである。日本語についてはというと，補

習校卒業後，娘たちは祖父母とのスカイプ会話や私の友人とたまに会う時位にしか使うことは

なくなってしまっていたが，日本語とは無縁の歯学部に進学した上の娘が最近，大学の語学図

書館で日本語を教えるアルバイトをすることになった。また，今では携帯を肌身離さず持ち歩

く典型的なティーンエイジャーになり，私とまともに口も利かなくなってしまった下の娘も，

恥ずかしくて声が出せなかった小1の頃から中3で応援団長として自分のチームをリードする

までに成長した。親のエゴで始まった補習校通いではあるが，夕飯時のたわいのない会話でも

活発に意見を交わし始める娘たちの姿を見ると，幼少期から現地校と補習校を往来することに

より多様な考え方，価値観に触れ，常識の変動性を無意識に感じ取りつつ，生活してきたこと

が，物事を多角的に捉え，人の意見に流されず，自分で判断する力を育んだのではないだろう

かと思う（思いたい）。将来どこで何をするにせよ，娘たちには前向きに楽しく生きていってほ

しいと願っている。

1　GCSE: General Certificate of Secondary Education（義務教育修了試験）
2　A Level: General Certificate of Education, Advanced Level（大学入学資格）
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中野　千野 *
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1．はじめに

わたしが子どもの日本語教育に携わるようになって10年以上が過ぎました。その間，家庭の

事情で，わたし自身も日本，アメリカ，オーストラリアと移動し，さまざまなバックグラウン

ドを持つ子どもたちと出会い，かれらの「日本語」の学びを支援してきました。一人ひとりの

子どもたちとの出会い，そしてかれらと紡いだ日常は，わたしにとってはどれも珠玉の物語で

す。今回そのような珠玉の物語を紡ぎ合わせ，改めて「物語」として描いてみたい思いました。

その理由は，その物語を通して，子どもの日本語教育にかかわっている人だけではなく，もっ

と広く，さまざまな人に子どもの「ことば」の学びを身近なものとして捉え，考える素材にし

てもらえたらという願いがあったからです。

今回，ご紹介する物語は，わたしが子どもの日本語教育の実践者としてかかわってきたある

子どものおかあさんから頂いたメールがベースになっています。そのメールに書かれていたエ

ピソードをわたしが再構築し，物語として描いたものです 1。なぜなら，頂いたメールに書かれ

ていたエピソードは，子どもの「ことばの教育」を考えていくとき，なにか大切なことをわたし

たちに問うていると感じたからです。とはいえ，そのおかあさんから頂いたメールをここでそ

* コミュニティランゲージスクール教員・オンライン日本語講師・一児の母 ( 豪州在住 )

1 本人の承諾を得た上で使用。
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のまま紹介する，また実在するある特定の子どもを登場させるという形はとっていません。物

語として編みなおすことで，読んでくださる皆さん一人ひとりが，－ああ，私の知っているあ

の子もそうなのかな－とか，そうそう，そういうの，あるよね－などといったように，なにか

重なる部分を見つけたり，そこはちょっと違うかななどと思ってみたりと，みなさんそれぞれ

に思いを馳せることが自由にできたらと考えたからです。ゆえに，そのメールのエピソードと

これまでかかわってきたさまざまな子どもたちとのエピソード，子どもたちそれぞれの思いも

織り交ぜながら「みぃちゃん」という主人公を創り上げました。そのみぃちゃんが，キッチン

とリビングという日常の空間で，おかあさんと織り成すやりとりは，みなさんの目には，どの

ように映るのでしょうか。

それでは，「みぃちゃん，日本語できるよ」に，ご案内いたしましょう。

2．みぃちゃん，日本語できるよ

みぃちゃんは，目がくりくりとした元気いっぱいの8歳の女の子です。肩まで伸ばした明る

い茶色の髪には，いつもお花やリボンが色とりどりに並んでいます。そのお花やリボンは，みぃ

ちゃんの淡いピンク，時にはレモン色，雲の色など，いろんな色のお洋服といっしょに，ひら

ひらと楽しそうに舞っています。

そんなおしゃれが得意なみぃちゃんは，英語を話すおとうさんが生まれ育った国で，おかあ

さんと三人で暮らしています。ふだん，家族で話すときは英語ですが，おかあさんが日本から

来た人なので，おかあさんとは日本語 ( 正確にはおかあさんの故郷のことば ) で話しています。

みぃちゃんは，月曜日から金曜日までは，家の近くの小学校（みぃちゃんは「英語の学校」

と呼んでいます）に通っています。日本のおじいちゃんやおばあちゃんともお話ができたり，手

紙を書いたりできるようにと，毎週土曜日は，土曜校 2で日本語を勉強しています。でも，みぃ

ちゃんは最近，この土曜校に行くのが嫌でたまりません。最近というか，本当はもうずっと前

から。土曜校は，幼稚園の頃から通っていて，日本語を話すお友達もたくさんできて，それな

りに楽しかったのですが，だんだん日本語で話すことも面倒になってきました。日本語で話そ

うと思うのですが，英語が先に口から飛び出てきたり，時にはいろいろなことばがミックスに

2　 補習授業校の別称。土曜日や放課後などに，日本国内の小学校や中学校の一部の教科を日本語で
学ぶ教育施設。
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なったり。今では，お友達は，みんな違う学年のクラスに行ってしまいました。今のクラスの

子は，みんな知らない小さな子たちばかり。

でも，もっといやなのは，金曜日の夜。だって，土曜校の宿題をしないといけないからです。

やっと英語の学校 ( 現地校 ) が終わって遊べるというのに。日本語の本の音読は，すごーくゆっ

くり，しかもぽつりぽつりとしか読めません。時間がかかって，かかって。読んでも意味もよく

わかりません。プリントの宿題は，「ひらがな表」がないと書けません。カタカナといえば，も

う最悪。ひらがなとカタカナが，頭の中でごっちゃになってダンスをし始めます。だから最後

は，いつもおかあさんに「お手伝い，お願い」ってなってしまうのです。そのうち，おかあさ

んもだんだんイライラしてきて，「さっきも言ったじゃない，ここまちがってるよ！！」，－あ

あ，もうやだ！やりたくない！－ってなって，大げんか。金曜日の夜はいつもこのパターンで

す。だからみぃちゃんは，決心したんです。今日こそは，今日こそは。

リビングの白い壁からのぞくと，おかあさんは，忙しそうに夕飯の支度をしていました。みぃ

ちゃんは，少し湿った手でスカートの両裾をぎゅっと握りしめると，そっと後ろから「ママ」

と呼んでみました。おかあさんは「ん，みぃちゃん？」と確かめるように聞くと，ゆでたパス

タを笊にあげています。「みいちゃんね，お歌をつくるの，上手やで」－あれ，なんでこんなこ

と今言っちゃうんだろう－おかあさんは，パスタのゆで具合を見るように数本ほおばりながら

「知ってるよぅ。いつも大きな声で，歌ってるやん」と口をもぐもぐ。「うん，でもね，英語だっ

たら，ノートにたくさん sentences 書くやろ。それ，ピアノですぐ歌える，すぐやで」。冷蔵

庫のドアに留めてある英語の学校のお知らせのマグネットを上へ下へといじくりながら，言い

ました。みぃちゃんの方にやっと振り向いたかと思うとおかあさんは，「ほんまやな。みいちゃ

ん，歌，上手に作るよな。ママ，歌われへんもん」そういって，にっこりすると，またシンク

の方を向いてしまいました。なんだかみぃちゃんもほっとして「うん，ママ，じょうずじゃな

い」。調子に乗って，つい言ってしまいました。

ダメダメ！ああそうだ！あの話！「この前英語の学校でな，あの class leader になってん。

みぃちゃん，先生の help してるし」。みぃちゃん，とっておきの最新トピックです。おかあさん

は，冷蔵庫の野菜室から玉ねぎを取り出すと，まな板の上で玉ねぎの皮をむき始めました。「へ

え，そうなん！そりゃ，すごいな。みいちゃん，がんばってるね。ママ，めっちゃ，うれしい」

ちょっと誇らしげな様子でみぃちゃんをちらっと見てウィンクしました。「え，うれしい？」「そ

うや。うれしいに決まってるやん。日本語も，そのくらいがんばってくれたら，ママ，もっと
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うれしいなぁ」そう言いながら，今度はまな板の上に玉ねぎを置くと包丁でぱかっ。玉ねぎは

半分になりました。あたりに玉ねぎの匂いが漂い始めました。みぃちゃんは慌てて次のトピッ

クを探しました。「みいちゃんな，kindy( 幼稚園 ) さんから土曜校行ってるし，ひらがな，読め

るよ」。おかあさんは「そやな。がんばったもんなあ」。包丁を小刻みに動かしながら，玉ねぎ

を切っています。

－そうだ！－みぃちゃんは，急いでリビングからお絵描きノートを持って来て，キッチンの

片隅で，知っている限りの日本語を書きました。－あれ，これ，カタカナだった？－みぃちゃん

は，急いで書いたノートをおかあさんの方に向けて「ママ，みぃちゃん，ひらがなで sentences，

書けるよ。見て見て。ほうら」。ちょっと面倒くさそうに，おかあさんはみぃちゃんのお絵描き

ノートを覗き込むと，「ここな，のばす音やん，棒，入れな」と顎でツンツン。－しまった！－。

「みいちゃん，カタカナでも書けるよ。ほら，ミ，あれ，いは，いは，なんだっけ？」「ほらな，

忘れてるやん。毎日少しずつやらな，すぐ忘れる」。

「あっ！！」突然，おかあさんは何か大事なことでも思い出したかのように声をあげました。

「そういえば，あした土曜校やん，みぃちゃん，日本語の宿題終わったん？」キッチンタオルで

急いで手を拭くと，「はよう，もっといで」そう言いながら小走りに，みぃちゃんの両肩を後ろ

から軽く押しました。

リビングに入ると，おかあさんは何かを探し始めました。みぃちゃんは，焦ってきました。

「ママ，あしたは，エマがな，バースデーなん。来てって」－そう，明日はエマんとこに行きた

いから，絶対行きたいから，土曜校は，行かない，もうずっと行かない－そう言いたいのにこ

とばが出てこない。心臓はドクドクドク，今にも口から飛び出てきそうです。手にもまた汗が

じわー。なのにおかあさんはなにもなかったかのように「そんなん，みいちゃん，急に言われ

たって行けないよ。だって，あした，みぃちゃん，土曜校あるやん。土曜校にもお友達，たく

さんいるよ。みぃちゃん，どうしたのーって，待ってるよーって」。おかあさんはリビングの

テーブルの上に，みぃちゃんの土曜校の赤いランドセルを置くと，椅子を引いて「よいしょ」っ

と，ゆっくり腰を下ろしました。みぃちゃんは，もう止まりません。「だって，土曜校のお友達，

みぃーんな，一年生だよぉ。みぃちゃん，ほんまは Year 3」。さっきの玉ねぎの匂いが今になっ

て目に染みてきました。声までなんだか涙声です。「そうや，だからがんばらな。はよ，漢字も

覚えてな，日本語上手になって，三年生のクラスに行かな」。おかあさんは，みぃちゃんの赤い

ランドセルから日本語の本やら漢字ノートやら，次から次に出しています。赤いランドセルは，
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そのたびに上へ横へとぐうらぐら。「目が」「目が何？」「なんか」。

みぃちゃんは，泣きそうになるのを必死でこらえて言いました。おかあさんはテーブルに日

本語の本やら漢字ノートやら，宿題のプリントを置くと，みぃちゃんの方を向いて言いました。

「みぃちゃん，このまえ，『おむすびころりん』上手に読んでくれたよね。ママな，涙が出た。ほ

んま，うれしかった。日本のおばあちゃんも，おじいちゃんも，とっても嬉しかったって。み

いちゃんが，キンディーさんから，ずうーっと土曜校，がんばってくれたから。こんどは，一

年生の漢字もがんばらないと。ここまで，せっかくみぃちゃん，がんばってくれた」とやさし

く頭を撫でました。みぃちゃんは，おかあさんの嬉しそうな顔を見ると，なんだか自分まで嬉

しくなってきました。「ママ，うれしい？」「うれしいに決まってるやん。英語の学校に行った

ら，どんどん英語になって，最近，日本語，みいちゃん，忘れてきてるもん。パパと英語ばっ

かりやから，土曜校行かなかったら，もう，すぐ忘れる」。

その時みぃちゃんの目がぴくっ！「目」「目？目がどうしたん？」「なんか，動く」そう言うと

みぃちゃんは，瞼を人差し指と親指で，ぐうっーと広げて見せました。「いつから？」おかあさ

んはそう聞きながら，どれどれとみぃちゃんの顔を覗き込みました。「ずうーっとまえ」。「それ

は，大変。じゃあ，見せて。うーん。どれどれ，ちょっとパチパチしてみて。もう一回。今，マ

マ，見た。でもだいじょうぶみたい。なんともなってなかった。さっ，みぃちゃんなら，がん

ばれる。はよう，宿題やらな。あした，日本語の先生に『はい』って渡さないと。先生も待っ

てるよ」。おかあさんは，みぃちゃんの肩をポンポンとたたくと「ママ，お手伝いするし」と

言いながら，日本語の本を開き始めました。みぃちゃんも，えんぴつを一本，筆箱からゆっく

り取り出しました。そしてえんぴつの端を両手で持つと，こんどはゆっくり回しながら「ママ，

でも，みいちゃんな，こんなにママとお話し上手やのに，なんで土曜校，行かなあかんの。み

いちゃん，日本語できるよ」そう言うと，少し首をかしげておかあさんを見上げました。する

とおかあさんは，大きく息を吸い込んだかと思うと，こんどはゆっくり吐いて，小さく小さく，

何度も何度もうなづきました。そして日本語の本を静かに閉じると，今度はみぃちゃんの方を

まっすぐに向いて，穏やかな声で言いました。「ほんまやなー，みぃちゃん，そうや，めっちゃ

日本語上手やもんなー，天才やな」そう言いながら，みぃちゃんの頭を何度も何度も，何度も

何度も，撫でました。みぃちゃんも，ありったけの笑顔でおかあさんを見つめていました。
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3．「日本語」の学びを巡る思い

「みぃちゃん，日本語できるよ」を読まれて，みなさんはどんな思いを抱かれたでしょうか。

みぃちゃんの「日本語」の学びを巡る思いは，みぃちゃん本人だったら，みぃちゃんのおかあ

さんだったら，みぃちゃんの土曜校の先生だったら，あるいは，今だけを見るのではなく，長

いスパンで見てみたらなど，それぞれの立場，時期，期待によっても，さまざまな思いが生ま

れてくることでしょう。

現在，わたし自身も海外で子育てしているということもあり，いろいろな研究会や親の集ま

りに参加したりしていますが，どんなに新しい理念や実践，方法論が議論されようと，結局の

ところ，親の立場としての関心ごとは，言語習得のスキルにあるように感じています。たとえ

ば，日本語に関心を向けさせるにはどうしたらよいのか，楽しみながら日本語を維持，伸ばし

ていくためにはどのような工夫や実践が効果的かなどです。これらの関心ごとの底流には，で

きることなら，日本語もなんとか続けてもらって，現地語 ( この場合は英語 ) と同じくらいに

使えるようになってくれたら，いやいや同じくらいとまでは言わないけれど，せめて簡単な読

み書きができてくれたら，( 親が ) 老後になって日本語しかわからなくなったときに，日本語

でやりとりできたら，あわよくば，その高い言語能力を活かし，本人が望む大学に入り，望む

仕事を得て，充実した人生を歩んでくれたらなど，さまざま期待や願いがあります。とりわけ，

子どもが小さいうちは，その期待も大きいといえるでしょう。親ならそのような願いや期待を

抱くのは，当然のことです。親たちのそういった思いの背景には，今なお，とりわけ大学など

の高等教育機関で，「世界に貢献し，活躍するグローバルリーダーの育成」などと謳ったいわゆ

る「高度人材」を育てていこうとする姿勢があったり，社会においてもそのような人材が求め

られたりする潮流＝現実があるからでしょう。そのため，その理念を実践する学校教育の現場

で，教師もまた，そのような人材の育成を頭の隅に置きながら，日々，子どもたちの学びを支

えていこうとします。親であれ，子であれ，教師であれ，人類がこれまで進歩してきた経緯に

鑑みるなら，誰しもが人として高みを目指し，主体的に取り組んでいこうとすることは決して

否定されるべきものではないですし，わたしも間違っているとも思いません。しかしそういっ

た潮流は，社会の中で，さまざまな背景，さまざまな立場の人が共生していけるような「多文

化共生」が叫ばれる一方で，時として「高度人材の育成」の名のもとに，たとえば「ICT リテ

ラシーを駆使して仕事ができる・できない」，「日本語ができる・できない」，「英語ができる・
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できない」というように，「～ができる・～ができない」といったスキルの習得面に焦点化され，

そこを目指していくような矛盾した価値観も育てています。

わたしも，親の一人ですから，先述したような「あわよくば」への期待を子どもに持つことが

正直しばしばあります。もちろん，言語習得のスキル面も含めて「ことば」の教育を進めてい

くことは，これまでの言語教育においても長い間議論されてきたように，とても重要なことで

す。しかしながら「できる・できない」に焦点化され，そこが目指されてしまうと，その目的

が見えなくなった時に，人はことばを学ぶ意味も見失ってしまうのではないでしょうか。「みぃ

ちゃん，日本語できるよ」の物語では，その時のみぃちゃんにとっての「日本語」とは，なん

だったのでしょうか。日本にいるおじいちゃん，おばあちゃんとつながるための大切なツール

でしょうか。日本語の「読み書き」ができて，お手紙を書いたり，読んだりできることが，みぃ

ちゃんにとっての学びでしょうか。子育てに正解がないように，この物語の解釈にも正解はあ

りません。この物語を通して，わたしも含め一人ひとりが考えていくことが大切で，意味があ

ることだと思っています。

4．みぃちゃんと息子のことばへのまなざし

わたしは，日々，多様な背景の子どもたちに「日本語」を教えつつ，9歳になる男児を海外

で育てていますが，時々息子とのやりとりの中で，はっとさせられることがあります。

一年ほど前，こんなことがありました。国際結婚をしてヨーロッパに住む友人が，SNS に息

子さんとおとうさんとのやりとりを投稿していました。その内容は，おとうさんがまだ幼い息

子さんに自分のこと ( この場合，おとうさん ) が好きかどうか尋ねたところ，息子さんが「全

然」と答え，さらに「0( ゼロ )」と言い換えたというのです。そのことにショックを受けたお

とうさんが「うぇーん」と泣く真似をすると，「パパ，泣かないで！ゼロがいっぱいだからね」

とおとうさんを慰めたという微笑ましいものでした。そして，その一連のやりとりを見ていた

友人が「ゼロがいっぱいでも，ゼロはゼロなんだよ」と息子さんにつぶやくその一言がなんと

もユニークでほっこりする投稿でした 3。その投稿を見たわたしがリビングで一人笑っていたら，

息子がやってきて「なにが面白いの？」と聞くので，内容を話してみたのです。すると息子は

3　本人の許可を得たうえで掲載。
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「ゼロは，〇 ( マル ) だから，マルがいっぱいだから大丈夫だよ。日本 ( 語 ) のマルは，いいこ

とだよって ( そのおとうさんに ) 言ってあげて」というのです。わたしは予想だにしなかった

息子のことばにとても驚き，自分の子どもながらそんな考え方もあるのかとすっかり感心して

しました。そして，その時，息子のことばへのまなざし，すなわち，いろいろな角度からこと

ばを捉えようとするその柔軟な発想に「ことば」の教育の根幹を揺さぶられたような気がした

のです。

また，ある日の夕飯時には，息子がランチのときに交わしたクラスメートとのやりとりを話

してくれました。「ママ，きょう友達 ( クラスメート ) とすごい発見をしたんだよ。オーストラ

リアとかアメリカでは中指を立てたら，悪いことばになるんだよね。で，日本は小指を立てる

と悪いことばになるらしいって友達が言ってて。じゃあ，どこかの国ではどれかの指が悪いこ

とばになるんだったら，全部立ててパーにしたら，世界で一番悪いことばになるよねって話に

なったんだよね」と話してくれた。その真偽はともかくとして，わたしは，その友達と息子の

やりとりを聞きながら，そういったことばへのかれらの柔軟な発想は，いろいろな背景やいろ

いろなことばを持つ人々が共に生きる日常の中で，異なることばや文化，価値観などさまざま

な境界に触れ，その境界を行ったり来たりしながら言語化することで生まれてきているのでは

ないかと考えていました。そのような息子のことばへのまなざしは，言語習得のスキルに焦点

化していたなら，決して見えてくるものではなかったでしょう。そして，この息子の「ことば」

へのまなざしは，みぃちゃんの物語に現れているみぃちゃんの「ことば」へのまなざしと何か

通じるものがあるように感じたのです。

5．おわりに－みぃちゃんが問うていること－

昨今，日本国内外にかかわらず，みぃちゃんや息子のように複数言語環境で成長する子ども

はたくさん存在します。しかし，わたしたちがかれらをまなざす時，どのようにまなざすかに

よって，かれらが紡ぐストーリーは全く違った様相となります。

「移動する子ども」学 4を提唱する川上 (2021) は，「移動」を経験する人々を理解するには，

4　 「『移動する子ども』という経験と記憶と向き合いながら成長する子どもたちや大人たちの生を理
解し，支え」，「動態的な世界を生きる複合的なアイデンティティを育む教育実践」の学を指す。( 川
上，2021，p. 270)
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「『移動』と『ことば』というバイフォーカルな視点」(p. 6) から見ていくことがとても重要だ

と述べています。川上 (2021) は，国籍やエスニシティ，出生地などを中心に捉える見方を「定

住者の視点」といい，その視点から捉えるのではなく (p. 6)，「『移動』を経験する人々の生活

を常態と捉え」，「定住者の視点」から遊離し「『動く』視点」から捉えていく必要性を主張して

います (p. 39)。

このことをもう少し身近なものとして捉えてみましょう。このエッセイで紹介したみぃちゃ

んの物語は，もし，わたしが「定住者の視点」から描いていたら，おかあさんは，みぃちゃん

に最後まで土曜校の宿題を強い，土曜校に通わせようとする場面で終わっていたでしょう。ま

た友人の SNS へ発した息子のエピソードも，息子の友達とのランチの時のやりとりも，日常の

たわいもない出来事として，あえてこのエッセイでとりあげることもなかったでしょう。それ

ばかりか，みぃちゃんの物語でいえば，「そんなこと言ってないで，漢字の一つでも早く覚えな

さい」という物語の終わり方であったかもしれないし，息子にも「そんなこと言っているから，

在籍学級の時間に，いつまでたっても EAL クラスのお世話になるんだよ」などと言ってしまっ

ていたかもしれません。

みぃちゃんの物語を書く中で，わたしは，みぃちゃんのおかあさんの立場からみぃちゃんを

見てみたり，みぃちゃんだけではなく，これまでかかわってきた子どもたちの思いに馳せて，か

れらの思いからみぃちゃんに代弁してもらったり，自らの視点をさまざまな登場人物に移しな

がら，子どもたちの「ことば」のへの思いを伝えようとしました。そのようなプロセスを辿る

中で，息子の「ことば」へのまなざしとみぃちゃんの「ことば」へのまなざしがどこか重なっ

て見える瞬間がありました。その瞬間とは，自分に起こっている事象，目の前に広がる課題を，

もう一人の自分を登場させて見ようとするその感性，そこから生まれるさまざまな解釈，それ

を言語化し，異質なもの，異なる価値観，言語，文化背景を持つ者への寛容な態度，一生懸命

に理解しようとする姿勢，それらもまた「ことば」を学ぶ醍醐味でもあり，習得すること以上

に大きな収穫だということを改めて見せられた時です。わたしは，これらの動態的な言語行動

をことばへの「まなざし」5と呼んでいますが（中野，2020），残念ながら日常生活において語ら

れるとき，こういった側面は話題にすら登場しません。なぜなら，そういった側面は，点数と

して数字に表れるわけでもなく，成績として評価されるわけでもないからです。さらには，望

5　 「見る・見られるという関係性のもとに視線や態度，ことばなど，非言語・言語行動に現れる認識
的な枠組み」を指し，その形成過程は，動態的な認識活動として捉えること（中野，2020，p. 43）。
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む大学に入る時の，あるいは仕事に就くための直接的な評価の対象とも成り得ません。しかし

そうであったとしても，川上 (2021) がいうように，とりわけ複数言語や文化に触れながら育

つ子どもの生活世界や生き方，すなわち動態的な「生」を理解するには，かれらの向ける「ま

なざし」に敏感にならなければ，かれらの「生」は見えてこないでしょう。そしていつの時代

になっても，かれらを「定住者の視点」からまなざし，当該社会での適応を目指し，習得を強

いていくことになるのです。そうならないためには，言語習得のスキル面だけに目を向けるの

ではなく，ことばに触れること，学ぶことで育まれる豊かな感性，他者理解，異質なものへの

寛容な態度などにも，もっと目を向け，拾い上げ，社会に還元していくことで，結果的には大

学など高等教育機関や社会で求められているような「世界に貢献し，活躍するグローバルリー

ダーの人材育成」につながっていくのではないでしょうか。その一方で，たとえ，誰しもが目

覚ましい活躍を見せるグローバルリーダーにならなくても，日常において日々繰り広げられる

他者理解，異質なものへの寛容な態度などの実践もまた，一つの社会貢献であり，日常を変え

ていく大きな力につながらないとも言えないのです。子どもたちのそういった小さな「まなざ

し」にも気づくことができるように，わたしたちもまた，自身の中にある「定住者の視点」を

「『動く』視点」へと開拓していく努力が日々必要なのかもしれません。
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エッセイ―【特集】「継承語教育」を問い直す

タイ国内の移動を繰り返した親と子の言語生活

日本語拒否から，子どもが自分で日本語の価値を見い出し 

新たな挑戦を始めた我が家の物語

ツムサターン　真希子

ⓒ 2021. 移動する子どもフォーラム．http://gsjal.jp/childforum/

1．「もう漢字を勉強したくない！」

わたしは職業軍人のタイ人の夫と，高校1年生16歳の息子と中学2年生14歳の娘をもちタ

イで暮らしている。夫の仕事の関係でタイの中でも移動を繰り返し，日本人のいない地域で懸

命に子育てをしてきた。そんな状況で子どもの日本語習得を必死で目指し，「日本語習得にはま

ず漢字。漢字が読めてこそ読書が進み，読書が進んでこそ日本語が習得される。日本語習得の

要は漢字だ」と考え，様々な工夫を凝らして日本語学習に取り組んできた。決して一方的な指

導ではなかったし，強制もしていなかった。子どもたちも楽しんでいたはずだった。そう思っ

ていたが，ある時，息子から言われたのが「もう漢字を勉強したくない！」ということばだっ

た。息子が小学校4年生の時だった。本稿は，漢字指導に拘ってしまったわたしと，わたしの

日本語学習を拒否した息子のストーリーを中心にした，親と子の，ことばの学習をどう捉え価

値づけていったかという我が家の家族の物語である。日本国外で子どもを育てる日本人の親の

気持ち，日本国外で育てられた子どもの気持ちを，生活の中の言語活動を通して語ってみる。
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2．我が家の移動物語

タイをご存知の方なら，タイの地方

都市とバンコクの差が日本の東京と

地方の違いの比ではないことをご存

知だろう。わたしが住んだのは，そん

な地方の中でも軍の施設のある土地

で商業活動とは無縁の地域である。こ

こで我が家の移動人生を紹介する。わ

たしの生まれは東京で，日本での地方生活の経験も移動の経験もない。それが結婚と同時に，ま

ずはタイ中部ナコンサワン県へ移動し4年過ごし，息子は2歳までここで過ごした。夫は日本留

学経験があって日本語ができたので家の中は日本語だった。ナコンサワン県は中部とはいえ日

本人はおらず，もちろん日本の食品も手には入らない不便な場所だった。住んでいた軍の施設

では単身赴任がほとんどで，日中家の近辺に誰もおらず，わたしは息子と二人きりで過ごした。

他の家族や子どもと接する機会が全くなかったので，2歳になっても物静かな息子のことばが

遅いのかどうかも全く分からなかった。娘が生まれ，半年が過ぎ，息子が2歳半の頃，わたした

ちは夫の転勤で日本へ行くことになった。日本滞在は2年と分かっていたので，いつも子育て

に関する情報にアンテナを張り，吸収できることは何でも吸収したいと意気込んでいた。その

中のひとつが図書館に行くことだった。日本と比べるとバンコクは本の充実した図書館がほと

んどない。タイ語では「本を読む＝勉強」と表現され，読書の楽しみを知らない人も多い。わ

たしは読書好きなのだが，当時タイの田舎には子ども向けの絵本も児童書もほとんどなかった。

タイへ戻ってきてから本の思い出を一緒に語りたい，勿論本好きになって欲しいと思い，わた

しはとにかく子どもたちと図書館へ足しげく通い，毎日毎日たくさんの本を読み聞かせた。そ

して2年がたち，息子が4歳半，娘が2歳半の時タイへ戻った。日本で息子は日本の幼稚園年少

クラスにも通い，ことばの遅かった息子も，盛んにしゃべり出し，娘は最初からおしゃべりで

活発な言語生活だった。タイへ戻ると，夫はまたすぐに単身赴任で北欧へ飛んだ。夫のいない

タイに残されたわたしたちは，夫の実家のあるタイ東北部チャイヤプーム県で2年過ごすこと

になった。
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3．我が家の移動

夫の実家のあるチャイヤプーム県で，子どもたちは初めてタイの幼稚園生活を体験した。当

時日本から戻ったばかりの子どもたちの生活は日本語中心で，タイ語はゼロスタートだった。

夫の実家近くにあったタイの幼稚園に通うことになった息子は，初日「トイレ」「水」というタ

イ語だけを覚え，心細気に登園した。幼稚園にはタイ語を教えてくれる“特別補助”の先生は

存在せず，タイの他の子どもに合わせて園生活に慣れていくしかなかった。息子はさまざまな

環境の変化についていくのが非常に大変そうだった。そして幼稚園に通い出し，ほどなくして

吃音が出始めた。ことばを発する時，初めのことばが出にくい難発型というらしい。肩をいか

らせのけ反りながら，言いたいことばを絞り出した。こんな状況が数か月続いた。わたしは吃

音のことは何もいわず，ただ背中をさすり，いつか消えるのだと自分の気持ちを落ち着かせた。

息子が安心できるように日本の思い出話や，読み聞かせで好きだった本を一緒に広げて読んだ。

知っている文字や読めた文字があるとオーバーなほど褒めたものだ。一方，娘は，まだ通えな

い幼稚園に行く兄が羨ましく，毎日幼稚園の送迎に同行した。息子が帰ると幼稚園での出来事

を一生懸命聞いていた。

子どもたちは徐々にタイの田舎の生活にも慣れていった。祖父母との暮らしの中，どっぷり

とタイ語環境に浸かり，近所に住む親戚一同からの愛情をたっぷりと受け，二人ともめきめき

とたくましくタイ語を身に付けていった。

しかし，わたしはタイ語を頑張っている子どもたちを見ながら，それまで培った日本語力は

衰えないだろうか，タイの地方にこのまま住み続けたら，子どもたちの日本語力が低下してし

まうのではないかと，焦燥感を抱くようになった。夫の仕事は転勤が多く，しかも，この先ど

こへどのくらい移動するかがまったく定かでないため，今後引っ越した先では日本語話者がわ

たし一人ということは容易に想像され，孤独感も常につきまとった。それに，地方暮らしは日

本人との交流機会がなく，子どもたちが接する日本語がわたしだけで果たして大丈夫なのだろ

うかという不安感も拭えない日々が続いた。

そんな日々の中，わたしは日本滞在中に子どもたちが身につけた日本語の会話能力，そして

少しずつ覚えつつあったひらがなとカタカナをどのように保持し，そして伸ばせるかについて

ひたすら考えるようになった。そして，その方法として到達したのが漢字を軸に家庭内で文字

指導をしていくことだった。
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4．私が拘った日本語教育

息子は日本滞在中，日本の幼稚園年少クラスに1年通っていた。わたしはそこで出会った仲

の良かったママ友に1年先の文字学習を勧められた。幼稚園年少でひらがな，年中でカタカナ，

年長では小学校1年生レベルのもの，というような一歩先の文字学習をするものだった。息子

は日本の幼稚園生活で図鑑や大好きなキャラクターの本を通して，ひらがなとカタカナを何と

なく覚えつつあったため，これからタイへ戻っても，ひらがなとカタカナの強化，その次は漢

字という自然な流れでできるように感じた。それまで子どもの教育を他人に相談することのな

かったわたしは，信頼できる友人のことばを育児指針と考え，それを目標にすることにした。

しかし，実際にはどのように進めたらよいか分からなかった。そんな中見つけたのが，学年別

漢字配当表だった。漢字学習にあたって，どの漢字から教えていったらよいか分からなかった

わたしにとって，学年ごとに簡単な漢字から紹介された漢字配当表は本当に魅力的だった。実

際，低学年の漢字は画数が少なく，日々の練習ドリルを進めやすかった。わたしには，学年別

漢字配当表はいわばカリキュラムのようなものだった。この配当表に沿ってきっちりと漢字学

習を始めればいいと思い，実践した。

漢字学習を進めたもう1つの理由は，日本一時帰国の際の小学校体験入学のためだった。「と

にかく漢字を一つでも多く覚えていれば，国語だけでなく他教科の教科書も読めるようになる。

そうしたら，小学校へ体験入学をしても授業についていける。短い学校体験ながらも充実した

学校生活が過ごせるだろう」と思ったからだ。それに漢字ができるようになれば，読む力がつ

き読書の幅も広がると漠然と思っていたことも理由の1つである。

このようにわたしはひらがな，カタカナ，漢字と順序だてて教え，漢字習得数を増やしてい

くことが，子どもたちにとって読書，そして日本の生活を深く関わらせる条件になると信じて

いたのだった。そして，そう信じることが，タイの地方都市で一人で日本語で子育てをするわ

たしには大きな安心となった。文字学習に拘ったわたしは，毎日幼稚園で出るタイ文字の塗り

絵などの宿題に便乗する形で，日本語のひらがな，カタカタ，漢字のドリルを始めたのだった。

だが，ドリルをやらせっぱなしだったわけではない。わたしは，ドリルの練習の後どのように

文字が記憶に留まり，定着するかをいつも考えていた。そこで色々記憶に残すために工夫もし

ていたのだった。



110

Journal for Children Crossing Borders, 12. (2021)

5．私の工夫

例えば，子どもたちが漢字を選び，体で形作るゲームをした。両手を広げ，「大」という字を

作ったり，息子が人偏，娘が両手を広げ，ほうきを両足の下からのぞかせ「休む」という字を

作ったりした。そのようなことをしているうちに，タイ人の祖父母に「これは日本語の文字の

一つの漢字といって，こんな風な形で，文字自体に意味があってね」と得意そうに話すように

なった。祖父母は，日本語ができる子どもたちの頭をなで，抱きしめた。たどたどしいタイ語

を話す孫たちの言っていることを理解していたか疑問だが，何を説明されてもうんうんと頷き

褒めちぎってくれた。子どもたちは覚えた漢字を今度は覚えたてのタイ語で説明できることが

誇らしく，祖父母に褒められ嬉しそうにしていたのを覚えている。伝えたいと思える人の存在

は大きな意味があると思う。子どもたちはこのようにして，楽しんで漢字を覚えていった。読

解力もつけたいと思い，ひと学年終わると読み強化のためにその学年の全漢字を散りばめ，子

ども自身が主人公となるオリジナルの読み物を作った。「自己紹介」，「ぼくの学校」，「私のクラ

ス」，「タイの王室」，「タイの友達」，「日本の家族」，「日本の学校」など，子どもたちの実生活

に関わりある事柄で作成した。例えば，タイトル「自己紹介」では「私の名前は，たけし（仮

名）です。私のお父さんは，タイ人でお母さんは日本人です。（中略）今，タイの南にあるスラ

タニーけんというところにすんでいます。タイの学校に通っています。家で日本語のべん強を

しています。お母さんとは，日本語で会話をします」といった具合だ。

自分のことが書かれているので，本の音読に誘った時よりも関心を示した。これはいいと思

い，娘の時も息子同様に娘バージョンを作った。子どもたちとの日々の会話から，題材は山程

思い浮かんだ。

息子が小学校に入学する時期，夫の実家タイ東北部チャイヤプーム県から，夫の次なる勤務

地となったタイ南部のスラタニー県へ引っ越した。そこには5年半滞在した。ここでももちろ

ん，気軽に子育てについて語れる日本人はおらず，わたしには日本人親としての孤独感が常に

つきまとった。だからこそ子どもとの日本語の勉強は，わたしにとって大きな楽しみだった。家

から学校まで毎日片道40分ほどの登下校中の車内で，プリントアウトした自分が主人公の読

み物を音読練習した。子どもたちはすぐに内容を暗記してしまうので，ところどころ漢字や文

章を変えたバージョンを作った。子どもたちがそれぞれ3年生の時まで作り続けた。

この40分の登下校中の車内の時間は，子どもたちとわたしが密に日本語で話をする特別な
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空間だった。そのようなわたしと子どもだけの空間は，格好の日本語学習の場でもあった。運

転手のわたしは，後部座席で音読をする子どもたちから「この漢字が読めない」と言われても，

見ることができないため，子どもたちは一生懸命自分の読めない漢字をわたしにことばで伝え

た。「上がハで下がムって書いてある」。わたしは運転中でも頭をフル回転させ「それはコウと

読んで，公園のことかな」と答え，「カタカナのケケは何？」と聞かれれば「竹」と推測して答

えた。以降「ケケがついてる」と言われたら，息子が読めない竹カンムリの漢字を聞いている

のだと想像できた。「上が帽子で，一，ム，土って何？」と聞かれたときはかなりの難問だった

が，理科室の「室」のことだった。他，「シチロー」は活動の「活」，「つちのこに斜めのお父さ

ん」は「教」の漢字の説明だった。子どもたちには，このように漢字が見えているのか，と新

鮮な気持ちだった。家では，わたしが子どもたちになぞなぞ漢字問題を作ったりもした。

インターネットが普及し，当時，田舎でもスマホが一人一台の時代になりつつあったが，使

いこなせる自信がなかったわたしは，できる限りアナログでいようと心掛けた。家の中はもち

ろん外でもスマホなどは避け，日本語での会話の機会を増やし，楽しいものは自分で作り出そ

うと頑張っていた。そんなわたしがアナログの楽しい工夫としてやっていたのが，野外での漢

字学習と漢字を使った遊びだった。

子どもたちと住んだ東北部や南部は，娯楽施設こそ乏しいけれど，幸い自然が豊富で十分に

自然の中で楽しさを見つけ，ことばを育てることができた。南部の家は小一時間のドライブで

すぐに海に出られた。息子は浜辺で集めた貝を床に並べ，娘に「貝」という漢字を教えた。以

来，水に関係のある漢字を覚えると貝を並べて娘に教えていた。川，水，雨，海，魚，と漢字

を覚えるたびに海へ出かけ，貝殻を増やしたのもいい思い出だ。

週末に出かける浜辺では，よく『ビーチフラッグス』というスポーツをした。数メートル先

に立てた旗を取る『旗とりゲーム』だ。勝敗の結果を「正の字」で書くようにすると，子ども

たちはそれまで書き順があやふやだった正の字をすぐに覚えた。紙でなく砂浜に，鉛筆ではな

く足で描くことで書き順が記憶できたようだ。日々の文字学習がこうした実体験とつながる瞬

間が，子どもたちの記憶に漢字が定着するチャンスに思えた。

6．息子の漢字学習拒否

しかし，こうした漢字学習が楽しさに結び付き，続けられたのは，小学校低学年の時期まで
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だった。高学年の漢字は，それまでのように実体験と繋げて学んだり，わたしから楽しさを提

供することができなくなっていたのだ。画数は増え，低学年の漢字のように体で表せるものは

なくなり，動詞は「求める」「伝える」等，日常使わないことばが増えていった。それでもわた

しは日々の漢字ドリルを止めなかった。息子は，半径の「径」，条件の「条」など抽象的な漢

字や，「労働」や「課題」などの難しい熟語の使い方が分からぬままドリルをこなし，よく「も

う漢字は記号の塊にしか見えない。タイで使わないのになぜ覚えるの」と言った。息子の言う

通りである。タイに住みながら，この難しい漢字を書くというシチュエーションはない。わた

しも内心，「そう，その通り。なぜ覚える必要があるのか」と思っていた。息子が楽しくなさ

そうな様子から必要性の無さが伝わってきていた。しかしそれを理解していながら，わたしは

認めたくなかった。そして漢字は書いていないと忘れてしまうからと，漢字ドリルや国語の教

科書の音読などルーティンワークの姿勢を崩せずにいた。今思えばそれは強制でしかなかった。

そして，とうとう息子から「もう漢字を勉強したくない」と告げられた。決定的な一言だった。

息子が4年生の時から，わたしは泣く泣く一旦家庭での日本語学習のすべてを止めた。それか

ら一年以上何もしなかった。残念な気持ちは拭えなかったが，息子が日本語をそれ以上に嫌い

になって欲しくない気持ちの方が勝った。このようにして，子どもたちとの楽しい活動だった

はずのわたしと子どもの日本語学習生活は終わった。

7．漫画との出会い

小学校4年生で息子の日本語学習は終り，息子が5年生の後期に南部から首都圏のパトュム

タニー県へ引っ越した。いつも通り異動命令は突然で，引っ越し通達は3日前。思春期に入っ

た息子にとって，慣れ親しんだ学校，友だちとの突然の別れ，そして5年生の後期からの新し

い学校への編入，そこでの友だち作り，自分の居場所探しは大変だったようだ。「ダブルで二言

語できても決してプラスではない」と言い，「学校では目立ちたくない，できるならダブルであ

ることを隠したい」と言った。そんな時期でもあったので，わたしからまた漢字の勉強を再開

しようなどと口に出すことはできなかった。そんな中，日本へ本帰国する日本人の方から大量

の漫画を譲っていただいた。『サザエさん』，『ブラックジャック』，『おーい竜馬』，『クレヨン

しんちゃん』，『名探偵コナン』など何巻もある続き物だ。それまで漫画は『ドラえもん』と化

学漫画以外，家に置かずにいた。わたしは，漫画などの娯楽性の高いものは中毒性が高いと考
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え，一旦漫画へ関心が向いたら勉強姿勢が崩れ，本離れに繋がると思っていたからだ。楽しさ

に結び付けて漢字学習に取り組んでいたはずなのに，漫画はどうしても受け入れられなかった。

楽しく学ぶとは考えていても楽しさから学びが起こるとは思えていなかったのだ。その理由は，

自分が子どもだった頃漫画を禁止されており，自分の子どもにも，漫画という楽しさが学びに

繋がるという構図が当時描けなかったためだったように思う。しかしその頃，子どもたちは長

い間日本語に触れていなかった。そんな子どもたちには日本語との楽しい時間になるかもしれ

ないと思い，我が家で漫画を解禁することにした。これが子どもたちにとって，そして，わた

しにとっても大きな転機となることになった。これは息子が6年生になる頃のことだ。

8．子どもたちの出会った日本，日本語の世界

子どもたちは，わたしの想像以上に漫画にのめり込んだ。息子は初め『おーい竜馬』という

坂本龍馬の一生を描いた漫画に手を伸ばした。上手く立ち回り偉業を残す龍馬の生き様は，新

しい学校で上手に人間関係を築けずにいた息子の心に響いたようで，毎日とにかく漫画を手に

取って読んでいた。初めは「読んで」いたわけではなく，すごい早さでページをめくり，絵を

楽しんでいたように見えた。親から何か言うと，「ほっといてくれ」という時期だったため，わ

たしは口に出さず，目立たぬように，他にも龍馬関係ならこんなドラマや映画があると何気な

い振りを装って紹介したり，息子が読めそうなレベルの本などを買ってきては，さりげなく近

くに置いたりした。息子が数年ぶりに興味を持った日本の世界について，わたしも一緒に話が

したかったので，自分でも龍馬について調べたりした。そんなことをしているうちに，いつし

かわたしも龍馬ファンになっていた。息子は，大河ドラマ『龍馬伝』や歴史の本など，漫画以

外にもどんどん龍馬への興味を深めた。息子は，そのようにしては再び漫画に戻り，漫画以外

にも興味を持つことをくり返し今もそのスタイルは変わらない。こんな『龍馬』活動の中で，

自力で読めるようになった漢字や耳から入った言葉から漢字習得数がぐんぐん増えているよう

だった。ある日試しに「脱藩」という漢字について聞くと，「脱は脱出ゲームの脱，藩は土佐

藩や長州藩の藩，よって脱藩とは藩を出ることだよ」と得意顔で答えてきた。「脱藩」以外に

も「大政奉還」「公武合体」「薩長同盟」「尊王攘夷」等，思いもかけない漢字が読め，その数は

驚くほど増えていった。龍馬関連のドラマを見たり，本を読むことから江戸末期の幕末の時代

に詳しくなり，家族みんなに幕末クイズを出題したり，大好きな龍馬の魅力を力説するように
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なった。こうして息子は好きなものに出会い，興味のあるものから読める漢字を着実に増やし

ていったのだ。漫画と出会ってたったの半年足らずでこれだけのことができるようになるなど

想像もしていなかったので，好きなものから学ぶそのスピードに，わたしはただただびっくり

した。

そして6年生になった春に，日本に一時帰国した。その時，本屋でまず息子が向かったのは歴

史コーナーだった。歴史人物大辞典など自分の読みたい本を決め，自分で選んで購入した。フ

リガナなしの難しい漢字が読める息子を褒めると，「分かりたいから何とか読めるんだ」と言

い，数年前漢字が覚えられず，記号にしか見えないと言っていた時とは大違いだった。その年

はタイミングよく，期間限定の『～坂本龍馬没後150年記念～』の特別展と重なった。初めて

訪れた江戸東京博物館は江戸時代の空気が漂い，息子は龍馬の残した実物に触れられることに

興奮した。そして日本にはこんなにも龍馬ファンがいるのかと，その人の多さにも驚いていた。

龍馬直筆の手紙や愛刀，龍馬暗殺時に血しぶきの飛び散った掛け軸，かの有名なブーツ姿で立

つ写真など，息子はその時代の本物を自分の目で見られる感動を初めて味わった。「カッコいい

なぁ」と愛刀の前には一人長い時間立っていた。

こうして息子が『龍馬』の時代にどっぷり浸かっているとき，娘もある時代に興味を持つこ

とで自分の日本や日本語の世界を広げていた。ある日，家の片付け中，娘がいろはカルタを見

つけた。そこで一緒に遊んでみると，娘は遊びながらあっという間に諺を覚えてしまったのだ。

そして，タイ語にもある同じような意味の諺を，わたしに分かり易く日本語の例えを入れて意

味を教えてくれたのだった。遊びながら，日本の諺の意味をしっかり理解したことに感心した。

当時，娘のカルタの挑戦相手は夫と息子だった。一番年下の自分が勝てる喜びに連日どちらか

を誘い，石畳に正座でカルタ取りに挑んでいた。わたしは真剣にいろはカルタで遊ぶ娘を見な

がら，ずっとしまい込んでいた百人一首カルタを思い出した。娘が小学校4年生の時だった。こ

れが，娘の日本語の世界を広げるきっかけとなった。

初めて札を見た時，娘は札に書かれたひらがなは読めるのに，その日本語の意味が分からず

イライラしていた。わたしも百人一首の魅力を上手く紹介できなかった。そんな経験があった

ので，わたしは娘にとって分かり易い百人一首関連のアニメや漫画，映画等を検索し始めた。す

ると当時流行していた競技カルタのアニメ『ちはやふる』が挙がった。アニメの『ちはやふる』

で百人一首の競技カルタを理解した娘は，次に漫画から更に百人一首の成り立ちや歌の魅力を

理解していった。日本から取り寄せた小学生向けの百人一首辞典が手に入ると，一首一首の解
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説を読み込み，和歌の詠まれた時代背景の知識を少しずつ深めた。日本とタイのダブルの友達

の誕生日には，その子の名前の頭文字から始まる歌をタイ語訳し送った。娘のタイ語和訳初体

験である。その後，娘にとって百人一首は札取りや競技ではなく，和歌に込められる美しい日

本語と向き合う時間になった。この百人一首との出会いによって「恋」「夢」「紅葉」など，読め

る漢字が増え「ふりつつ，ぬれつつ」等，その時代の言い回しも理解できるようになり「恋の

仕方っていっぱいあるんだねぇ」とため息をついたこともあった。

息子は龍馬の活躍した江戸時代末期に，娘は平安時代に興味をもった。この興味を何とか伸

ばしたい。京都へ行けば自分の関心のある時代を自分の目で見て歩いて感じ，深く記憶に刻ま

れる旅になるだろう，そう思い京都の旅を決行した。東京の旅から1年後，息子が中学1年生，

娘が小学校5年生の時だった。息子は，龍馬が襲撃された有名な寺田屋へ，一番行きたがった。

漫画やドラマ，本等に幾度となく登場する裏階段は印象的で，「ここを駆け上がったんだね」と

感動もひとしおだった。寺田屋内では，自分で学んだ歴史の知識をおさらいしているようだっ

た。展示物の説明は息子の知識で十分理解できるものが多く，息子が寺田屋内を説明しながら

案内してくれた。今，息子は坂本龍馬が活躍した長崎県や生誕の地高知県へも行ってみたいと

言う。持っている知識をフル稼働させ，現地のガイドができるそうだ。娘とは渡月橋近くの嵐山

亀山公園を訪れた。木々に囲まれた広々した園内には，四十八首の百人一首の歌の刻まれた歌

碑が点在していた。日本は秋の深まる季節だった。娘は紅葉の中，歌碑を見つけては読み，指

でなぞり「ダイナミックなカルタ遊びをするみたいだね」と園内を駆け回った。

このように漫画やカルタとの出会いを転機に，わたしたち親子は変わった。子どもたちは自

分が楽しいと感じる日本や日本語の世界に出会ってから，日本，日本語への関わり方が一変し

た。教えられた漢字を覚え，積み重ね，読めるものを読むという関わり方から，自分が楽しい

と感じる日本語の世界に自発的に関わるようになったのだ。もっと深く知りたい，そして他の

人にも知って欲しいと，それぞれの日本，日本語の世界が広がっていったのはわたしが想像し

ていなかった驚きであり，大きな変化だった。　

それに加え，わたしの子どもたちへの関わり方も一変した。日本語ができるようになるため

には自分がやらなければとひたすら頑張っていたが，子どもたちが漫画やカルタに出会うこと

で，それぞれが興味のある世界を持ち始め，驚くほど日本語を伸ばすことがわかってからは，わ

たしはその子どもの世界を広げるサポートをし，子どもたちと一緒に彼らの世界を楽しむこと

にした。子どもたちと日本語で語り合える共通の思い出がどんどんと増えていくのは本当に嬉
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しかった。そして，わたしの役割は教えることから，子どもたちの興味のある物の情報提供者

になっていった。

9．タイの中の日本語の活動と他者との関わり

息子が京都の旅で寺田屋を案内してくれた翌年，息子が中学2年生だった時，タイのお寺が

主催する歴史のある日本語コンテストに参加した。このコンテストは午前中の文法試験を合格

した10名が，午後その場で出されたテーマで作文を書き，スピーチをするというものだ。そ

れまでダブルであることをプラスに思えなかった息子が参加を決意したのは，中学に入り学校

環境が変わったことが一番大きかったと思う。学校に日本語のクラスがあり，自分が必要とさ

れる場面があること。ダブルの子たちが多く，日本語で会話でき，自分を隠す必要もなくなっ

た。日本語に興味のある友だちがいて，自分の日本語力を褒められたことも大きな要因だった

だろう。そんな中，漫画で培った日本語力でも受け入れられるのか挑戦したいと思ったようだ。

実は先生の勧めで中学1年生の時に初参加し，2度目の参加だが「スピーチと作文部門が怖い」

と言い，初めは自信はなかったのだろう。2度目の今回の作文は「便利な社会」，スピーチは

「タイにいる外国人」がテーマだったそうだ。帰宅した息子が「今回は意外と良かった」という

ので，何を書き，何を話したのか聞いた。作文はタイ社会に批判的なことを書き，スピーチで

も同様の内容で話したと言ったので，わたしは審査員を不快にさせたのではと少し気になった。

しかし，本人は，作文は1時間半みっちり自分の考えや意見を書き，スピーチでも言いたいこ

とが言え，伝えたいことが伝えられたと気にする様子はなかった。そして「楽しかったから次

回も出たい。一緒に出よう」と娘を誘っている。それまで日本語に対して消極的だった息子が，

積極的に日本語に向かう姿勢に驚いた。コンテストで日本語を話すというのは，知っている内

容をただ日本語で話すのでなく，言いたい事を日本語で伝え，自分の思いを訴えるという行為

だったと思う。考えを表明する手段としての日本語使用の場に積極的に参加しようとしている

のである。

ここまで，わたしが文字に拘った学習から，子どもたちが漫画やカルタなどに出会い，自分

の興味から日本や日本語への関心を拡げた日本語との関わりの変化の経験を書いてきた。実は

もう一つ，娘とわたしには家庭外で広がった日本語の活動の場があった。ここで娘は複数の言

語で育つ自分に納得し，他者に自分の興味を伝える喜びを知った。わたしもまた長い間の孤独
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感から抜け出すことができた。最後にこの活動との関わりについて触れたい。

10．BKK バイリンガル教室との出会い

南部から中部へ引っ越してきた翌年，娘が小学校4年生の時だった。タイにある「バイリンガ

ルの子どものための日本語教室」（以下，BKK バイリンガル教室）に親子で参加したのだ。息子

は前に書いたように，ダブルで二言語できても決してプラスではないと言い，学校では目立ち

たくない，なるべくならダブルであることを隠したいと言った時期だったので，声をかけても

来なかった。中学受験があったのが一番の理由だが，自分が目立たない場所，ダブルの子ども

が沢山いる場所があることが俄かに信じられなかったようだった。「どんな子がいるの？どれ

くらい上手なの？」とよく聞かれた，自分の日本語がどの程度なのか分からず，それが分かっ

てしまうかもしれない，傷つきたくない自己防衛もあったと思う。娘も実は初め参加を躊躇し

ていた。地方暮らしでは周りにダブルの友だちがいなかったため，タイ語と日本語を混ぜて話

す自分に自信を持てずにいたのだ。しかし，教室を見学した日，自分と同じダブルの子どもた

ちが楽しそうに参加し，一つの言語にとらわれない様子をみて安心し参加を決めた。「同じよう

なダブルの子たちがいっぱいいる。色んな言葉で話している子がいる，ということは，自分の

ように混ざることがおかしいことではないのかな，なら安心だと思った」と後で語った。教室

はテーマ型にデザインされた活動が中心で，同年代の子どもたちと時にタイ語，時に日本語や

英語，中国語等でコミュニケーションを取りながら，お互いのことばを尊重しながら活動を楽

しんだ。BKK バイリンガル教室に通う娘は，複言語の中で生きている自分を自覚し，自分ら

しく自然に振る舞える場所を見つけ居心地がよさそうに見えた。一方わたし自身は保護者兼活

動実践者として参加し，娘と同じ時間と場を共有することで生まれる対話を大いに楽しんだ。

娘が小学校5年生の時，高学年部に上がり，一冊の本を作成することになった。タイトルは

自由，娘は迷わず百人一首を選んだ。本の構成は，百首の中から好きな十首を選び得意な絵と

歌の意味を添えるというものにした。作成中は，大好きなものを紹介する本を作れる喜びで一

杯だった。「色んな友だちが読んでくれるといいな」と期待し，書き間違いなど臆さず，長い

説明文もどんどん書いていた。そして，幼児部の子どもたちでも興味が持てるようにと，選ん

だ歌の横にそれぞれ塗り絵ができるよう白抜きで挿絵を添えた。京都で撮った歌碑の写真も載

せ，丁寧に作り上げた。この本の作成中ずっと「教室のみんなに自分の好きな百人一首の世界を
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知って欲しい，百人一首の話を先生に聞いてほしい」，「日本人でも知らない人もいるなら，わ

たしが伝えたい」と言い，小学生用の百人一首大図鑑を読んでは新しい発見をし，教室での対

話を楽しみ，更に興味の世界を広げていった。

BKK バイリンガル教室は，娘が主体的に好きな日本語に向かい合える貴重な時間だった。そ

れまで知識として蓄積されていた日本語が自然と生かされ，自分の持つ日本語の価値を見い出

していった場でもあった。

11．今思う，子どもの学びと親である私ができること 

龍馬の世界をもっと知りたいと掘り下げ，楽しそうに日本語で自分の思いを表現する息子と，

大好きな百人一首の歌の世界へタイムスリップする娘を見ながら，振り返り気づくのは，子ど

もたちの知りたい，書きたい，言いたい，伝えたい，そして知って欲しいという気持ち全てが，

彼らの日本語の学びに通じているということ，そして，楽しみから学び，学んだことが，更に新

たな学びへ繋がっているということだ。これは漢字を学習していた時期にも，そのような時間

があった。祖父母に漢字という文字を紹介したい，漢字をことばで表現してわたしに分かって

欲しい，妹に貝で漢字を教えたい。このような欲求が，子どもたちの学びへ通じていた。ずっ

と前から，子どもたち自身の学びは存在していたのだ。しかし，わたしはそれに気づかず，漢

字に拘り，漢字で日本語を教えることを止められず，子どもが楽しんでいないことを分かって

いながら，頑張るしかないと無理やり頑張らせていた。子どもに「日本語はもう嫌だ」と言わ

れた時の胸の痛みと，子どもたちの日本語をどうしたらいいのだろうという不安を思い出すと，

暗い中に一人でいたような感じがする。今考えれば，なぜあんなに漢字に拘り，漢字の配当表

を指針としてノルマをこなすかのように子どもたちに教えようとしていたのかと思うが，そこ

から抜け出せないでいた。抜け出せたのは，子どもたちに漫画との出会いがあり，子どもは好

きなことから学ぶのだと気付けたことが大きい。そして，わたし自身は BKK バイリンガル教

室のような，相談できるコミュニティーに出会え，色んな子どもと接し，保護者との出会いが

あったことも大きい。今後は生活の場が安定しそうだという心の安定も生まれ，孤立や不安か

ら解放されたことも大きいと思う。親は，一人で子どもとだけ向き合っていてはいけないと思

う。

そして，何より大切なのは子どもが好きなものと出会えるような環境作りをすることだ。何
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かを好きになることから学びは起こる。その何かを見つけられるのは，一番子どもに近い親だ

と思う。子どもの“今”に寄り添い，その何かを見つけてあげることが親の役目だろう。好き

から起こる学びは，教えることを考えるよりずっと重要なことなのだろう。

今，わたしが子どもたちへ望むもの，それは子どもたちがそれぞれ見つけた楽しい日本，日

本語の世界，そして，新たに出会う世界へ探求心を持ち続けてゆくことだ。そして，親として

わたしのできることは，子どもたちの興味の世界につかず離れず大切に寄り添い，時に情報の

種まきをし，よき聞き手であることである。わたしはそうあり続けたいと思う。
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エッセイ―【特集】「継承語教育」を問い直す

継承語への私の思い

子どもとの出会いから

劉　碩 *

* 早稲田大学大学院日本語教育研究科（E メール：ryu-seki@fuji.waseda.jp）

ⓒ 2021. 移動する子どもフォーラム．http://gsjal.jp/childforum/

1．継承語は要らない？

飛行機は福岡空港に着陸した。

2018年，私は初めて日本の土を踏んだ。晩秋の季節には少し涼しさを感じ，空気に海の匂い

が混ざっていた。

住む予定の場所に着くと，荷物を床に置き，ベッドに横になった。壁の掛け時計を見て，気が

付いたら，もう夜の8時だった。「何か食べに行こう」と私は独り言を言ってから，マンション

を出た。周りのすべてが私にとっては，知らない世界だった。通りの角には小さな中華料理店

があり，その赤い看板が特に目立った。私は近づいてドアに近づき，店の中を見てみた。「せっ

かく日本に来たので，和食を食べに行ったほうがいい」と私は思いながら去っていた。しかし，

私は行く当てもなく，何回かぶらぶら歩き回ってまたこの店の前に来た。入ってみると，直ち

に豆板醬の匂いを嗅いだ。

「何名様ですか」と店主のように見える人は私に訊いた。

「一人で」と私は言った。
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「はい，どうぞ」

私は角にあるテーブルを選んで座った。店のテレビが漫才を放送していたが，店内はとても

うるさくて，音声が聞こえなかった。

「ご注文，いかがでしょうか」と店主は言った。

「餃子でお願いします。日本の餃子を味わいたいですね」と私は言った。

「日本人じゃないんですか」と店主は驚いたように言った。

「いいえ，中国人です」と私は言った。

「ハハハ，私も」と店主は急に笑って話しを続けた。「日本語がとても上手だね。何年間日本

にいるの」

「ありがとうございます。今日来たばかりなんですけど」と私は言った。

「本当に？」店主はまた驚いたようだった。

「ちょっと待って，今作っていくね」と言ってから，厨房に入った。

厨房から流れてきた中華鍋の音が私の食欲を少しそそった。テレビの音声は相変わらずはっ

きり聞こえなかったが，それでも私は興味津々で見ていた。

突然，急いだような足音が後ろからやってきた。振り返ると，5，6歳ぐらいの女の子が叫び

ながら隣を走っていた。店主は裏の厨房から出て，女の子を抱き上げ，「ももえ，静かに」と女

の子を叱った。「ごめんなさい，娘だ」と店主は私を見て話した。私は微笑んで頷いた。

まもなく，餃子が出来上がった。店主は餃子のお皿を持ってテーブルに置いてから，私の向

こうに座った。「おいしいね」と私に訊いた。

「美味しいです。ちなみに，奥さんは日本人ですか」

「いいえ，何か問題があるの」店主は首を横に振りながら言った。

「娘さんは『ももえ』という名前ではないですか。母親は日本人だと思うんですけど」と私は

言った。

「『ももえ』はいい音ね，これだけだ。あの，ももえという美しい有名人もいるのではないか」

と店主は笑いながら言った。

それ以来，私はほぼ毎週その店で食事をしていた。店主は話し好きな人で，家族のことをよ

く話してくれた。ももえが日本で生まれ，中国に戻ったことはないことも話してくれた。もも

えは家においても日本語を話すので，彼女の中国語はあまり流暢ではなかった。ある日，私は

店主に「ももえに中国語を学ばせないですか」と訊いたが，店主は「中国語は要らないよ。こ
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れからも家族がずっと日本にいるだろう。日本語を上手に話せれば，十分だ」と言った。彼の

話を聞いた後，「要らないか」と私はつぶやいた。

2．継承語は要る？

2019年の旧正月，私と数人の友達が店に集まって飲み会をやった。

「チンジャオロース，ごゆっくりどうぞ」店員さんがお皿を持ってきてテーブルに置いた。

途中，私はトイレに行った。出てきたとき，テレビの前に一人で座って番組を見ているもも

えを見つけた。テレビは中国のアニメを放送していた。私は微笑んで彼女に向かって近づいた。

「テレビの中国語がわかるの」と私は日本語でももえに訊いた。

彼女は頷いた。

「じゃあ，中国語を話そう」

ももえは私をちらっと見てから，また頭をテレビに向けて「なぜ？」と言った。

「なぜって？ももえは中国人だからね」と私は言った。

「ももえは中国人じゃない」とももえは言った。

私は少し驚いた。

「じゃ，ももえは日本人なの」と私は話しを続けた。

「ももえは日本人でもない」

「じゃ，ももえはなにじんなのか」

ももえはしばらく黙って首を横に振った。

また何か聞いてみたかったが，後ろから「ももえ，家に帰る時間だよ」の声が聞こえた。振

り返ると，一人の若い女性だった。

「こんばんは，今日の料理はいかがですか」と彼女は私を見て微笑んで言った。

「いつものように美味しいですね。え，あなたは」と私は彼女に訊いた。

「ももえの母親です」と彼女は言った。

「あ，いつもお世話になります。ちょうど今ももえと中国語を話したかったところですが，も

もえは中国語を話すのをあんまり好きではないようですね」と私は言った。

「そうですね。この子は中国語をあんまり話せませんが，聞いたら理解できますね」とももえ

の母親は言った。



123

劉碩　継承語への私の思い

「別に要らなくても大丈夫ですね。この前，店主さんはこれからご家族がずっと日本にいる予

定だと言っていたからね」と私は言った。

「要らないって，そんなことを聞くと，本当に腹立ちますね。あの人は何もわからないです

よ。毎日料理しているばかりで，子どものこともぜんぜん心配してくれないです。ももえは将

来中国に戻って，中国の大学に行くので，中国語は要るんですよ。では，失礼します。ごゆっ

くり」と彼女は言ってから，ももえを連れて帰った。

私は彼女の話を考えながら，席に戻った。テーブルの上に置いた空きのグラスを凝視した。

福岡に約一年間住み，2020年の春，私は東京に引っ越した。

私が住んでいる場所は神田川の沿岸である。3月は神田川の沿岸に桜が美しく咲く季節だっ

た。住んでいるマンションは，昭和時代に建てられた小さな4階建てのものだった。その隣に

はかなりおしゃれな一戸建てがあり，鮮やかな対比をなしていた。「どんな家族が住んでいるの

か」と私は思いながらこの一戸建てに近づいた。門前には，名前も知らない花がいっぱいだっ

た。不意に見上げると，窓に大きな「福」という文字が貼り付けられていることに気が付いた。

「中国人なのか」と私は好奇心に駆り立てられて，手でベルに触れようと思ったが，結局やめた。

その時に，お部屋の中から，親子のコミュニケーションの声が流れてきた。やはり，私の推測

通り，中国人の家族だ。

「作業做完了没有」（宿題は終わったの）母親のような人の声が聞こえた。

「やりたくない」今回子どもの声のように聞こえた。

「説中文」（中国語を話しなさい）

「いやだ」

3．「継承語」とは何？

大学院に入ってから，私は日本に来たばかりの数人の子どもに日本語指導をしている。その

うち，日本で生まれ，日本で育てられた子どももいれば，海外で生まれ，幼い頃に両親と一緒

に日本に来た子どももいる。学校で日本語，家庭内で母語（継承語）を話す子どもいれば，外

国人と扱われたくなく，周囲の日本人のように日本で生活したいといった理由で，家庭におい

ても母語（継承語）を使うのは嫌いと思う子どももいる。学校で少しだけ母語を話したことで，
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他人から変な目で見られたことさえもあると私に話してくれた子どもがいる。もちろん，将来

は母国に戻りたい，あるいは両親のことばで両親とのコミュニケーションをとりたいといった

理由で，積極的に母語（継承語）を使う子どももいる。ところが，母語，あるいは継承語とは

いったい何か，その問題はいつも私の頭を悩ませている。

中島（2003）は，異言語環境で言語形成期の一部を過ごす子どものことばは，「母語」と「外

国語」に分けることなく，「「継承語」と「現地語」という概念でくくる方がぴったり」（pp. 1-2）

し，「継承語」は「主に家で使」う「父親の母語と母親の母語」（p. 2）であると述べている。「親

のことば」であるため，「子どもができるのは当たり前，忘れると親も子も傷付くという性質を

持っている」（中島，2003，p. 5）と思われる。ところが，継承語の学習は子どもにとって，本

当に当たり前のことだろうか。そもそも，子どもは継承語を学ばなければならないということ

は誰に決定されるか，私はさっぱり分からなかった。そして，継承語を話せないと子どもが傷

付くというより，むしろ，言語集団の力関係の中で，強制的に継承語を話させると，子どもに

プレッシャーをかけると言ってもいい。また，継承語の学習は「要る」か「要らない」か，「親

のチョイスで始まる」（中島，2003，p. 3）。ももえが継承語である中国語を学ぶか否かという

ことも，完全にこの親のチョイスで決められると言えよう。

さらに，子どもの言語使用を見てみると，実に多種多様である。中島（1988）は，ネイティ

ブスピーカーの言語使用を基準とし，継承語と現地語による「混ぜ語」の使用を批判し，この

ような混用をネガティブに捉えたうえで，「対処する効果的な矯正方法などの開発」（p. 147）が

重要であると述べている。しかし，親として子どもの混ぜ語の使用を禁止せず，むしろ容認し

たことで，複数言語環境で成長する子どもたちは，気楽に自分ならではのことばを使用し，立

派な人生を送っているケースもある（川上，2021）。一方，子どもの背景も様々であるため，単

に「「継承語」は主に家で使い，「現地語」は学校で学習に用いることである」（中島，2003，p. 

2）という視点から，彼らの言語使用を本当に捉えられると言えるだろうか。そもそも，「継承

語」と「現地語」との境界線はいったいどこにあるか，その問題をさらに深く考える必要があ

ると私は思う。

4．おわりに

「継承語っていったい何だろう」と思ったら，ももえの顔が頭に浮かんでき，いきなり眠く
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なった。私はベッドに横になったところで，また隣から親子の声が流れてきた。

「快睡覚」（寝なさい）

「いやだ」

これからも，「ももえ」たちとの出会いが続いていくと思う。
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「人間関係を探求」する新たなアプローチへの期待

川上郁雄，三宅和子，岩﨑典子 編（2018）．『移動とことば』くろしお出版．

鄭　京姫 *

ⓒ 2021. 移動する子どもフォーラム．http://gsjal.jp/childforum/

1．なぜ，バイフォーカルで地動説的なアプローチなのか

本書（川上ほか，2018）は，オムニバス映画のように，互いに関係のないようないろいろな

人の人生が「移動」と「ことば」という記憶と経験，そして時間によって語られる中で意味を

獲得していく様子がリアルに描かれている。各論考は , 人や物の物理的な移動を始め，言語間

の移動である。また，人生の中で，時間と空間，世代，歴史を越境して移動していた。さまざ

まな角度から移動を捉えていたが共通しているのは，「移動」が常態であるという視点だ。それ

は本書の問題意識の所在でもある。

なぜ「移動とことば」なのか。「移動とことば研究」とは何か。移動の時代を生きる今，「バ

イフォーカル（bifocai）なアプローチ」（p. 9）」と「地動説的な研究」（p. 8）がなぜ重要なのか。

序章で，編者の一人である川上は，その意味について述べている。21世紀において，「移動す

る人々の課題をどのように捉えるか」（p. 2）という課題が重要になってきた。人々の移動は地

球規範で急速に増加しているが，移動する人々の個別性，動態性，複合性は考慮されておらず，

集団内の本質主義的な統一体として捉えられていることを川上は指摘する。ことばもまた，「流

動的なプロセスであり，個人のなかの複数性を捉える考え方」（p. 7）が重要であることを主張

*  J-Life 日本語教育研究所（E メール：hime0404@gmail.com）
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する。

さらに , 川上は社会学者のジョン・アーリの言う「移動論的回転（mobility turn）」（p. 2）を挙

げ，移動を重要な要素として捉えるパラダイム転換が必要であることを説明する。そして，定

住を前提としたこれまでの研究から離れて「移動（mobile）」の視点が重要であることを確認

する。その上で，研究のアプローチとして天動説的研究と地動説的研究を取り上げ，本書の立

場を強調する。天動説的研究とは，自らが動いていない，定住型視点であると説明する。一方，

地動説的研究は，視点が動く（mobile）というアプローチで，移動する人々に寄り添うもので

ある。したがって，本書は移動する人々の生活を常態と捉え，「移動」と「ことば」というバイ

フォーカル（bifocai）」なアプローチと地動説的な研究を目指す。

私が本書に惹きつけられた理由は，このような問題意識に深く共感したからである。「日本

語人生」（鄭，2012）というライフストーリー研究をしている私は，一人ひとりの人生を支える

ことばの教育のあり方を探ってきた。日本語教育において，学習者は何らかの観点によりカテ

ゴライズされて論じられたことが多かった。日本人の日本語という唯一で固定的な日本語像に

よって，彼／彼女らの見方やアイデンティティが制限されており，他者とのコミュニケーショ

ンにおいて阻害を感じていた。一方，彼／彼女らの経験の語りは　考え方から生き方に至まで

その人の過去，現在，未来が織りなされていた。移動の経験で自分の言語能力を意識し，経験

と記憶の意味付けが変化しており，それがアイデンティティの更新につながっていたのだ。

移動と越境の時代を生きる「わたし」は流動的である。外国語を学ぶ「○○な人」ではなく，

一人ひとりが変化していく主体である。「固定的で限定的に捉えられる彼／彼女らのアイデン

ティティが「○○人」という唯一性から，多様性に変わ」（鄭，2013，p. 227）らなければなら

ない理由がここにある。本書が目指すバイフォーカル（bifocal）で地動説的なアプローチは，唯

一である概念をほどいていくことにつながると期待する。

2．本書の構成と概要

本書は，序章と2部からなる11本の論考と展望討論で構成されている。「移動」と「ことば」

に関する11本の論考は，どれも質的研究の手法を用いていた。

第１部は「移動の中のことばとアイデンティティ」というテーマで，留学生や親の都合によっ

て移動を続けている子ども，外国につながる子どもなど横軸で移動をしている人のことばとア
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イデンティティに迫るものである。

岩﨑典子論文（第１章）では，留学という空間の「移動」を捉えている。「日本人とイギリス

人のハーフ」であると自分を紹介するハナさんの言語アイデンティティがハーフ（half）から

ホール（hole）になる姿を「言語ポートレート」というイラストで留学前，留学中，留学後を

追いながら確認した。ハナさんは，日本でのさまざまな経験，思いをしながら自己への意識が

変わっていく。日本語の学習についても肯定的な自己評価ができ，前向きになったことがわか

る。

倉田尚美論文（第2章）では，オーストラリアで継承日本語を学ぶ3人の学生が「なるべき自

分」と「なりたい自分」の間で動機づけを行いながら日本語学習に意味付けている姿が確認で

きる。肯定的な自己イメージは学習動機を高め，理想とする自分を思い浮かべ，「なりたい自

己」に近づいていく。そして，安定的な自己認識ができ，セルフ・アイデンティティを構築し

ていた。このような自己イメージは，他者，さまざまな状況，環境，社会状況などと相互作用

によって起きるのである。

山内薫論文（第3章）では，日仏国際家族環境の背景を持ち，フランスの大学で日本語を専攻

した学生を対象にした研究である。人は，生涯という時間の移動と学習環境の変化という空間

的な移動を統合し，永続的に「移動」する存在であると捉えた。そして，日本語に限らず，他

者との関係の中で学びを得ていることを明らかにしながら，生涯教育の枠で学びを支援する教

育の意味を語っている。

本間祥子論文（第4章）では，親の都合によって「移動」しながら生きるシンガポール日本人

学校の小学生を対象に行った実践を紹介している。「移動しながら生きる自分と向き合う」（p. 

92）授業を行っている佐倉先生は，子どもたちが「自分の生活を語る力」を獲得することが必

要であることを述べている。「語ることによって相手から理解され，受け止められるものであ

る。それが「ことばの力」で，それを育成することによって，「人とつながりを感じ」，「自ら人

とつながっていく」（p. 95）ことを実践から振り返る。　

人見美佳・上原龍彦論文（第5章）では，個人の中に複数の「国」と「ことば」があり，それ

らの枠組みを「移動」し続ける外国につながる子どものキャリデザインの支援を主張する。本

章では，フィリピンにつながる A さんと，中国につながる G さんが自らの人生を構築していく

様子が描かれている。子どもたちが自身の「これまで」を踏まえ，これからを創っていくため

には，「いま」を考えられるような支援の必要性を浮き彫りにしている。
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続く第2部は「移動の中のことばとライフ」というテーマで，空間と時間，世代と歴史を越

えた移動に焦点を当てたものである。

三宅和子論文（第6章）は，母と娘の国際結婚家庭2世代のライフストーリーである。1960

年代にイギリスに渡って国際結婚をした母の愛子は50年を超す在英生活でどのように日本語

を保持し，日本の情報を得ていたのか。また，人生の「選択」に社会変化が大きく関わってい

たことを記憶と経験を「移動」しながら語る。その娘 Saki の例を挙げ，「移動する家庭に育っ

た子どもは，大人になって『移動』する可能性が高い傾向」（p.146）にあると説明する。

上田潤子論文（第７章）では，45年ぶりに帰国を果たした「中国残留孤児」1世の佐藤フミ子

とその子孫３名のインタビューである。フミ子の生い立ちは想像をはるかに超えるもので，長

編ドラマをみているようだった。避難所にたどり着くと亡くなった妹，そして中国の義父の所

に行って４日で亡くなってしまったお母さん。きっと苦しかっただろう。12歳のフミ子の姿が

見える。日本人であること，いつか帰国できる日を願いながらことばの壁も乗り越え，45年と

いう長い年月を経てきたフミ子に，暖かい応援が必要なのだ。

八木真奈美論文（第８章）では，アジアと南米から移住し，日本で暮らしているスウさん，リ

タさん，メイさんのライフストーリーを取り上げている。日本に住む移住者の生活，経験，日本

語をどのように捉えているかをナラティブ分析によって丁寧に考察している。彼女たちは，来

日前の経験をつなげて，主体的に日本語を学びながら，周りの生活に働きかけている姿が見ら

れた。

大塚愛子・岩﨑典子論文（第9章）では，ろう者コミュニティーと聴者コミュニティーの間を

「移動」しながら生きているトリニダード・トバゴで生まれ日本に移住したろう者のシンディさ

んの語りを紹介している。ろう者にとって移動はどのような経験であり，そのときにことばは

どのようなものか，さらに，移動とことばはろう者のアイデンティティ形成にどのように関わ

るか，という点を考察している。「人にとって国境を越えるよりも大きな隔たりを超える移動が

存在する可能性」（p. 211）を示唆する。

山下里香論文（第10章）では，国境を越えて「移動」したパキスタン国籍のムスリム女性4

名の言語使用と意識の実態をエスノグラフィー調査によって捉えている。日本の学校では日本

語，または英語を学び，家庭ではウルドゥー語を使用し，ムスリムとして学習するアラビア語

など複数の言語環境で生きている彼女たちのリアルな言語生活とアイデンティティの意味が見

て取れる。



130

Journal for Children Crossing Borders, 12. (2021)

川上郁雄論文（第11章）では，幼少期から複数の言語環境で成長したタイで生まれた B さ

ん，ドイツで生まれた誠さんの人生に出会える。本章では，「「今，ここ」という日常的移動の

横軸と，「あの時そしてこれから」という過去と未来をつなぐ個人史的移動の縦軸」（p. 250）か

ら「移動」を捉えている。二人の共通点は，日本人の母親を持つ「ハーフ」であることと同年

齢であることだ。二人の語りからは，移動によってアイデンティティの変容が起き，自分の生

き方につながるものになっていく姿が見て取れる。　

3．「人間関係を探求」する新たなアプローチへの期待

日本・日本語という固定観念に風穴を開けることにより，「人とことばと社会」の関係

を問い直し , そこから，新たなリアリティと人間関係を探求したい。 （p. 9）

川上は強調する。

「移動」と「ことば」をバイフォーカル（bifocal）という焦点で捉え，移動する側の視点で動

く（mobile）「地動説的」な研究という新たなアプローチに，私は共感し，期待する。論考から

も確認したが「移動」の意味は国境を越えることで留まっていない。グローバル規模で日常化

している人々の移動は量的，質的に変化している。そして，移動の時代の自己は一元的なもの

という認識はなくなりつつある。にも関わらず，人々の多様な関係性は「国民」対「外国人」

という二者関係として集約されていた。

新たなアプローチが目指す「人間関係の探求」は自己をめぐる議論に広がると私は期待する。

「移動」をしながらさまざまな他者と関係し，自己の多様性に気づくのである。さらに，自分の

空間，居場所を変えながら自分のアイデンティティを再構築している。「人間関係を探求」する

こととは多様な「自己を探求」する意味だと考えられるからだ。

私はここでの「人間」とは移動の時代を生きている「わたし」であると捉え，考えたい。「わ

たし」とは，移動をしている一人ひとりであり，移動の途上にいる言語教育者である。

例えば，移動をしながら「○○出身」「○○系」など「わたし」を提示しなければならないと

きがある。むろん，外見で判断されるときもある。本書でも多様な国で移動してきたさまざま

な「わたし」に出会えた。大学生，ムスリム女性，高齢者，日本に住む「移住者」，シンガポー

ル日本人学校の小学生，日本語の「先生」，ドイツで生まれた「わたし」などである。また，日

本人の母親とイギリス人の父親を持つ自称「ハーフ」の留学生，外見で「ハーフ」になった人，
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「ろう者」，「外国人」というカテゴリーで生きる「わたし」もいた。そのカテゴリーの中には，

自ら選んでも願ってもないのに，付与されたカテゴリーで「わたし」を表さなければならない

人もいた。例えば，「中国残留孤児2世」と括られる人である。このように，一人の「わたし」

をなす属性や枠組みは複雑，かつ複合的に絡んでいる。「わたし」というのは，名前を始め，性

別，年齢，職業，民族，国家といった「属性」や性格，価値観，宗教などからなる。一貫性を

持っている「わたし」を語るのではなく，流動的な「わたし」，複合的な「わたし」を意味して

いる。

人は価値観を揺るがす出来事に出会うと自分と向き合い始める。自分とは何か，価値観にぶ

つかり，揺れ動くのだ。「ハーフ」はこうであるという周りの期待によって「ハーフ」として生

きるしかない状況に追い込まれる。そして葛藤をする。「わたしはそうじゃないから」と。なぜ

なら，人間は一貫して固定したものではなく，状況的で多元的なものであるからだ。このよう

な葛藤とせめぎ合いは，自分の中には，「こうである自分」という固定的な考えを始め，「なる

べき自分」「なりたい自分」「なりたくない自分」といった自分が混在しているからだ。移動の状

態に置かれた場合，「こうである自分」が強いと自分の存在において不安を感じることになる。

人と人が出会い，語り合う。その時に，いろいろな形で示される自分とどう向き合い，語って

いくのかが重要である。ことばは「わたし」を語る力でなければならなく，語る力をつけるこ

とでエンパワーメントできるのだ。

川上編（2010）は，「他者が思うことと自分が思うことによって形成される意識」（p. 212）を

アイデンティティと捉えている。本書でも見られたが，幼少期から複数の言語環境と文化で成

長した人々が他者からのまなざしとの間で自分を問い直し，自分を探していた。そして，一元

的な自己ではなく，多元的な自己に気づき，さらに，明確な自己を持つとさまざまな変化に柔

軟に対応できていた。自分らしいと感じるとき，肯定的な自己評価を行い，なりたい自分像を

描くことになり，自分のアイデンティティの再構築につながるのだ。

移動をしている人々において自己を探求することは重要な意味を持つ。なぜなら，固定観念

を解いていくためには，唯一であるとする人のまなざしと概念，「わたし」は変化していく主体

であるという意識から始まるからだ。「わたし」を語り，主体的に考えていくことを支えること

ばの教育が必要である。



132

Journal for Children Crossing Borders, 12. (2021)

4．移動の時代を生きる「わたし」たちへ

「枠」を疑わずに，その文脈で語る研究も確かにある。私は母語，母国語，外国語といった言

語の境界（鄭，2014）について研究をしていたとき，多くの「中国朝鮮族」日本語学習者に出

会った。中国の延辺に赴き，ライフストーリーインタビューを行ったこともある。当時，彼／

彼女らは研究協力者になった経験を語ってくれた。共通して言っていたのは，「あなたは中国人

ですか，韓国人ですか」「韓国と中国のサッカー試合があった場合，どちらを応援しますか」と

いった定番の質問をよく受けていたことだった。そして，それを聞かない私を少々疑う目で見

ている人もいた。「一体，あなたは中国朝鮮族の何が知りたいの？」と。つまり，中国朝鮮族を

規定するアイデンティティはネーションとエスニシティであり，それは普遍的なことであると

されていた。言い換えれば，中国朝鮮族というアイデンティティが他人によって決められ，語

られていたのだ。

その意味で，八木論文（第８章）では，ある「枠」に人の人生を閉じ込めたくない研究者の

姿勢が窺える。「外国人」ということばの代わりに「移住者」と呼び，語り手の国籍をも伏せて

いる。その意図は十分理解できる。ただし，語りの中で「外国人」や「国籍」という「枠」を

抜きに分析ができるのか，という疑問もあった。なぜなら，「わたし」を語る上でその属性やカ

テゴリーをきっぱり切り離すことはできないからだ。

メイさんは「外国人」である自分を語っていた。彼女は，日本の生活の中で一番大変なこと

としてことばをあげている。そして「長ねぎ」ということばが分からなかったこと，「日本人な

らいいのに」「外国人だな，と思うでしょ」（p. 184）と話している。また，「自分の国では「日

本の主婦」のような人はそんなにたくさんではない」という語りの意味をメイさんの国の事情

や背景を分かればもっと理解できることもあると考えた。もしかして，「外国人」という「枠」

を伏せず，そのカテゴリーを持つスウさんの語りに寄り添ったら，「外国人はこうである」と思

わせる社会の認識，「外国人になってしまった人」の気持ちなどが浮き彫りになったのではない

か。

一方，移動する「パキスタン人ムスリム女性」の語りや「ろう者であるシンディさん」の語

り，「中国残留孤児のフミ子」とその子孫の語りにおいては，「枠」は提示されているが，その

人たちの人生の話は生き生きしていて，その語りに深く共感し，もっと理解しなければならな

いと私は思ったのだ。決して，「パキスタン人はこうだから」，「ろう者ってこうだよね」と片付
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けて，決めつけて読まれるものではなかった。むしろ，その「枠」がその人たちにとって自分

が自分でいられるような大切な背景，意味のように思われた。シンディさんは「手話を使うろ

う者である自分」というアイデンティティを確立している。それはきっとこれからのシンディ

さんを支える意味でもあると思ったのだ。

むろん，ライフに関わる研究を行ってきた私も，移動する人々は常態化しているのに，「○○

人」は固定化され，本質的であるとされたことを問う立場である。研究者である「わたし」は

移動している人々を「○○人」とみなすことを問題としなければならず，固定的なイメージに

閉じ込めるのではなく，生きていて絶えず変化している存在として捉えることが重要であると

考える。地動説的なアプローチを私は研究者の姿勢につながるものとして理解している。例え

ば，マイノリティと呼ばれる人々がいる。マイノリティの問題を問い直したい場合，マイノリ

ティという「枠」に当てはめて考えるのではなく，「わたし」に焦点をあわせていくことで新た

な社会問題が浮き彫りになるのである。

移動してくる人々は，定住者にとっては見知らぬ存在であるため，たびたび明確に分類され，

カテゴリー化される。そのようなステレオタイプがその人のアイデンティティを代弁している

こと，一人ひとりが特別な存在ではなく，個別性を失ってしまうことの問題も否めない。私が，

バイフォーカル（bifocai）で地動説的な新たなアプローチに期待する理由は，人とことばを動

いていく視点で捉えることによって，「○○人」「××な人」を超えた人間への理解になると考

えるからだ。

人びとが移動して集まる。集まって再び散っていく。人と関係を持つ事によって新たな空間

が生まれる。断絶ではなく，人はそう「移動」しながら生きている。本書は，移動の時代を生

きる「わたし」たちへ送る魅力的な一冊である。
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