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「移動する子ども」学と日本語教育1 

川上 郁雄2 

 

１. はじめに 

はじめに、私がなぜ「移動する子ども」学を考えるようになったのかついて、自己紹介を交えなが

ら、お話します。私は大阪大学の大学院生だった時、オーストラリアのクィーンズランド大学へ留学

しました。帰国後、今度は、国際交流基金の派遣で、同じブリスベンにあるクィーンズランド州教育

省へ日本語教育の専門家としてまいりました。初等中等教育の、つまり子どもの日本語教育のアドバ

イザーとして勤務しました。その赴任の際、私は家族を連れてまいりました。当時、日本では小学校 1

年生の年齢だった娘は、現地の小学校の１年生に入学しました。ブリスベンに日本人学校がなかった

からです。娘は、英語がまったくわからないまま小学校に通い、週に１回、取り出し指導で、ESL の

授業を受けました。そして、土曜日には、日本語補習授業校、つまり補習校へ通いました。私も、日

本人会に入り、学校運営のお手伝いをしていました。娘は徐々に英語を習得し、友だちも増えていき

ました。そして、２年の私の任期を終えて、家族で日本に帰国しました。すると、今度は、娘は日本

の公立小学校に編入しましたが、学校に適応するのに苦労をしました。 

 
1 本講演は、2020 年 7 月 25 日に英国日本語教育学会主催のウェブセミナーで行われた。 
2 早稲田大学大学院日本語教育研究科・教授 
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私は、帰国した年の４月から仙台にある宮城教育大学に赴任し、留学生への日本語教育と子どもの

日本語教育を研究しました。その後、文部省（文部科学省）の委員も務めました3。そして、2002 年よ

り、早稲田大学大学院日本語教育研究科に移りました。私どもの研究科は日本語教育の専門家を養成

する研究科ですが、私は子どもの日本語教育の専門家を養成することを担当しております。「移動する

子ども」学は、その中で、構想されました。 

以下、「移動する子ども」学の３つのポイント、「移動論的展開」、「移動する子ども」、「地動説的ア

プローチ」についてお話します。そして、 後に、「移動する子ども」学と日本語教育の関係について

論じます。 

 

２. パンデミックで「移動」を考える意味 

本題に入る前に、新型コロナ・ウィルスのパンデミックで、さまざまな移動が制限されている中

で、どうして「移動」を考える意味があるのかについて、少しお話しておきたいと思います。 

一つは、人は「移動の中に住まう」ということを再認識するということです。文化人類学者の

ジェームズ・クリフォード（J. Clifford）は、かつて、「だれもが、いま、移動している（Everyone’s 

on the move）」し、「旅のなかに住まう（dwelling–in–travel）」と述べました（Clifford, 1997）。その

ことを改めて認識することが大切であると私は思います。二つ目は、このような移動制限のある時

 
3 「JSL カリキュラム」開発委員、同省「定住外国人の子どもの教育等に関する政策懇談会」委員を務める。 
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に、人は代替方法を考えるということです。本セミナーも、その例の一つです。本日のセミナーは、

もともと私がロンドンに行ってセミナーを開催する予定でしたが、パンデミックによりウェブ・セミ

ナーを提案していただき、本日開催することになりました。今、私がロンドンへ移動し、セミナーを

実施し、そこへ英国の各地から、また世界各地から、みなさまがロンドンへ移動していると感じるか

もしれませんし、あるいは、セミナーが進むと、みなさまが東京の早稲田大学へ移動して私の講義を

聞いていると思われるかもしれません。つまり、代替方法を考えることによって、新たな「移動」を

経験するということです。三つ目は、これが一番重要と思うのですが、このような状況で、人は移動

を求めて、心的バランスを保とうとするという点です。 

つまり、今般のパンデミックの中で、「人間は移動する動物である」ことを再確認し、「移動」の意

味を改めて再生・拡大している、そういう局面に私たちが立っているということです。 

 

３. 移動論的転回 

これから「移動する子ども」学の前提となるポイントを述べます。その第１は、「移動論的転回」で

す。近年、特に、20 世紀から 21 世紀にかけて、グローバル化が進み、ヒト・モノ・カネが国境を超え

て移動する時代になり、さまざまな影響が社会や私たちの生活に出ていることがますます顕在化して

きています。そのため、多くの研究領域で「移動」（mobility）が大きく注目され、研究されてきてい

ます。 

例えば、先ほど、「人間は移動する動物である」と述べましたが、自然人類学では、ホモ・サピエン
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スが、アフリカで生まれて、その後、どのように世界各地に移動していったのかについて、近年、研

究されています（印東道子編、2013『人類の移動誌』）。その研究によると、人間は、もともと食料を

求めて移動する、またその情報を共有することができ、あの山の向こうに何があるか、あの海の向こ

うに何があるかと探求する好奇心があったから、世界に拡大・移動して行ったと言われています。そ

して、その人間の性質は、「ホモ・モビリタス」と呼ばれる造語で説明されています。 

歴史学では、移動することによって、社会空間の認識が再編成され、それが人々の生活を規定して

いるという研究が出てきています。例えば、世界史にある地理上の発見や、英国の大英帝国を例にす

るとすぐおわかりのように、人の移動によって世界認識が大きく変わり、同時に、モノの移動によ

り、人々の生活や認識を規定していくことが論じられています（前川和也編、2009『空間と移動の社

会史』）。 

さらに、社会学では、以前より、「社会的移動（social mobility）」をめぐる研究が進められてきまし

た。例えば、身分制度が消滅し、人々が職業や居住地を自由に選べるようになると、技術や知恵を利

用して、社会上昇を果たし、富を築く人も出てきます。一方で、その社会上昇を阻む制度や規制が

あって、不平等や貧困がもたらされることもあり、社会正義や平等が追求される研究が進められまし

た。そのようなことが、今、人の移動によってより複雑になってきているという研究が 近出てきて

います（北川由紀彦・丹野清人、2016『移動と定住の社会学』）。 

また、国境を渡って移動する人々、つまり移民研究も、以前よりありました。しかし、これまでの

移民研究は、プッシュ＝プル理論だったり、政治経済的側面から移民政策にかかわる研究が主になっ
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ており、当事者の移民に焦点を置いた研究になっていなかったという痛烈な批判も出てきております

（伊豫谷登士翁編、2013『移動という経験―日本における「移民」研究の課題』）。その中では、これ

からの移民研究は、移民自体に焦点を当て、移民たちがどのような経験をし、どのような思いで生活

しているかを研究しなければならないと主張されています。 

さらに、政治学でも「移動」が重要なテーマになっています。例えば、EU 圏で人の移動が自由に

なって以来、一つの国、あるいは地域に、その国の国籍を持つ人と国籍を持たない人が社会の構成員

として共存することが起こってくると、国籍を持たない人にどのような処遇を与えるか、どこまで国

籍を持つ人の権利を付与するかといった議論が活発になりました。つまり、シティズンシップに関す

る議論です。 近の研究では、シティズンシップ概念の再検討があり、その中では、「移動」はもう物

理的な移動を意味するのではなく、「関係性」であるという主張があります（柄谷利恵子、2016『移動

と生存―国境を越える人々の政治学』）。つまり、移動は、人々や社会の関係性をどう認識するかに深

くかかわるということになります。 

そのような中で、移動を視点にすべての研究を見直そうというのが、社会学者のジョン・アーリの

いう「移動論的転回」です。アーリは、これまでの研究が定住を前提にした研究であり、これからの

研究は、移動を視野に入れた新たなパラダイム転換が必要であると主張しています。つまり、「移動

性」が社会的諸関係を構築しているという見方です。 

これらをまとめると、これからの研究に「移動性」が外せないということです。そして、その「移

動性」が人々の社会関係や社会の見方を規定してきているという意味で、「移動性」の視点から現代に
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生きる人々の「主観性」のあり様を探究する研究が必要であるということです。 

では、このことを踏まえて、「移動する子ども」学を考えると、どうなるでしょうか。まず、私たち

が、社会を、生活を、人をどう認識するかが大切になります。第一は、「人々は移動の中に生きる」と

捉えることです。次に、今の時代には「幼少期より複数言語環境で成長する子ども」が増加している

ということ、そして、その子どもの背景に、移動する親たち、そして移動する家族がいるということ

です。さらに、親や祖父母にもつながったり、戦争や植民地主義に関わる歴史とつながっていたりし

ますし、飛行機やバス、車などの交通手段の発達や携帯やインターネット、SNS など通信機器の発達

などを利用するモバイル・ライブズに暮らしており、その中で、多様なことばと複層的コミュニケー

ションを日々経験していると考えることが必要です。つまり、そのような移動の環境の中に私たちが

生きていると認識し、移動を視点にした新しい研究を立ち上げること、すなわち、移動論的転回が、

「移動する子ども」学の前提になるということになります。 

 

４.「移動する子ども」 

次に、「移動する子ども」という概念について説明します。私が日本国内外で、日本語を学ぶ子ども

について研究していた時、子どもたちは「日本語指導が必要な外国人児童」とか、「外国にルーツを持

つ子ども」とか、「継承語を学ぶ子ども」とか呼ばれていました。今も、そのようにくくることがあり

ますが、私は、それらの子どもに共通する点に注目することが大切ではないかと考え、「移動する子ど

も」というタームを作りました。 
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そのタームを使った 初の本は、2006年に刊行した『「移動する子どもたち」と日本語教育』です。

サブタイトルを、「日本語を母語としない子どもへのことばの教育を考える」としました。この本は、

私の論考と、私の研究室の院生たちが行った子どもの日本語教育の実践をまとめたものです。タイト

ルで「移動する子どもたち」と複数形にしたのは、個別のケース・スタディではなく、「移動する子ど

も」がたくさんいることを示すためでした。 

その後、さらに日本国内と国外の実践を集めた論文集を 2009 年に 2 冊、刊行しました。『「移動する

子どもたち」の考える力とリテラシー―主体性の年少者日本語教育学』、『海の向こうの「移動する

子どもたち」と日本語教育―動態性の年少者日本語教育学』です。これらの本は、日本国内外で日

本語を学ぶ子どもに行った実践論文集ですが、サブタイトルにキーワードとして「主体性」と「動態

性」を入れたのは、今から考えると、示唆的でした。 

これらの研究を行っていた時、ふと、幼少期より複数言語環境で成長した子どもたちは、大人にな

るとどうなるのだろうか、また自分の子ども時代の教育をどう考えているのだろうかと思うようにな

り、幼少期より複数言語に触れながら成長した大人にインタビュー調査をすることにしました。 

そのインタビュー調査の結果をまとめたのが、2010 年の『私も「移動する子ども」だった』でし

た。この本のサブタイトルは、「異なる言語の間で育った子どもたちのライフストーリー」でした。こ

の本は、私の研究上で「ターニングポイント」となる本となりました。例えば、一青妙（ひとと た

え）さんは、父親が台湾人、母親が日本人ですが、小学校を卒業するまで台湾で中国語で教育を受け

ました。なので、日本に帰国し、中学受験をした時、日本語ではなく、中国語で作文を書いたほど、



8 

中国語が堪能でした。しかし、妙さんは中学と高校で、中国語を使うことはありませんでした。妙さ

んは、学校で中国語能力を見せても得にならないと判断して、「封印」したと話していました。その

後、大学生の時に中国語が復活するのですが、妙さんが 40 歳を越えて、台湾に行き、親戚と会って中

国語で話をする時、自分の中国語が年齢に合った中国語なのかどうか、不安になることがあると話し

ました。つまり、子ども時代に出会った言語が大人になってからも繋がっており、時には不安を生み

出すこともあることがわかりました。 

他のインタビューからも、不安や自信がないといった言葉が聞かれました。そのような点は、この

インタビュー調査をする前には、予想もつかないことでした。「移動する子ども」という経験が大人に

なってからも続いていることは、私にとって衝撃であり、「移動する子ども」という概念を深く考える

きっかけとなりました。 

そこで、2013 年に刊行した次の本のタイトルは、『「移動する子ども」という記憶と力』としまし

た。この段階で、「移動する子ども」というのは、目の前の子どもではなく、幼少期より複数言語環境

で成長した「経験と記憶」となりました。 

したがって、分析概念としての「移動する子ども」の３要素は、「空間の移動」と「言語間の移動」

そして「言語教育カテゴリー間の移動」です。ここで、「言語教育カテゴリー間の移動」というのは、

例えば、私の家族がオーストラリアで暮らしていた時、娘は地元の学校に通っていました。週に一

度、ESL の取り出し指導を受けていました。その時、娘は「ESL の子」でした。そして土曜日には補

習校で日本語で授業を受けていましたので、その時は、継承語としての日本語学習者でした。さらに
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日本に帰国すると、「帰国生（帰国子女）」と見なされました。つまり、「ESL 教育」や「継承語教育」

や「帰国生教育」といった大人が作ったカテゴリーの間を、同じ子どもが「移動」しているというこ

とです。ここで重要なのは、「言語教育カテゴリー」の中で、その時の言語を使って子どもは思考して

いる（考えさせられている）ということです。 

さらに、「空間の移動」「言語間の移動」「言語教育カテゴリー間の移動」は相互に深く関連してい

て、その中心に、「経験と記憶」があるということです。そして、それらの「経験と記憶」は、水平軸

の「日常的移動」と、垂直軸の「個人史的移動」の両面から意味が常に更新していくということで

す。つまり、人生のステージで、これらの「経験と記憶」の意味づけが変化していくという意味で

す。4 

 

５. 地動説的アプローチ 

「移動する子ども」学の研究アプローチを、私は地動説的アプローチと呼んでいます。この地動説的

アプローチについては、すでに 2018 年に刊行された『移動とことば』（三宅和子・岩﨑典子と共編

著）で私は書きました。私は、研究アプローチに、天動説的アプローチと地動説的アプローチの２種

類があると考えます。天動説と地動説というのは、メタファーです。 

まず、天動説は、自分は動いておらず、天が動いているという考え方です。その考え方は、例え

 
4 ここでは体験と経験を区別する。自分の日々の体験を意味づけ、記憶したのを経験と呼ぶ。したがって、経験

の意味づけが変われば、記憶も更新される。そして、それらがアイデンティティや生き方を変化させていく。 
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ば、「日本には 232 万人の外国人が居住している」とか、「外国につながる子どもや帰国生が増加して

いる」という語りは、語り手の視点が動かない、つまり定住化していると考えられます。別の言い方

をすると、当事者の視点が欠如しているということです。 

このような視点から出てくる言説は、例えば、「海外で暮らす子どもは、日本にいる同年齢の子ども

に比べると、読み書き能力は 3 年、遅れている」とか、海外で暮らす子どもは、日本にいる同年齢の

子どもと同じくらいの日本語が話せる均衡バイリンガルに育てるのが理想」といった言説です。私

は、これらを、「定住型言説」と呼んでいます。 

それに対して、地動説は、天が動いているのではなく、当事者あるいは語り手が動いていると考え

るアプローチです。そのアプローチは、例えば、モバイル・ライブズを生きる当事者に寄り添い、当

事者の目線で、考えるというアプローチです。具体的には、当事者の語り、ライフストーリー、言語

ポートレート、ダイアリー、自作映像などをもとに探究するというアプローチです。つまり、当事者

あるいは語り手の視点が動く（mobile）というアプローチです。これを、私は地動説的アプローチと

呼びます。  
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では、なぜ地動説的アプローチが必要なのでしょうか。当事者の視点から考えるとは、具体的に

は、当事者が自分の経験を意味づけたり記憶を解釈したり、当事者が持つ不安、ストレス、感覚、感

情、情念、迷い、葛藤などを考えることや、当事者が経験した差別、他者のまなざしから、自分の帰

属意識、自画像、身体性への気づき、自分探し、生き方などを考えることです。 

そこには、他者からの見方と自分自身の表し方の相克があるでしょう。その相克を探究すること

も、「移動する子ども」学の重要なテーマになるでしょう。なぜなら、これまでこれらの当事者の視点

で語られることは、個人的な経験であり、他人に話すことでもないし、学問の対象となることはほと

んどなかったからです。しかし、ここでいう地動説的アプローチで見えてくることは、今、文化人類

学、社会学、歴史学、心理学、教育学、日本語教育などのテーマと密接に関連していることがわかっ

てきました。 

さらに、これらのテーマは、文学ではすでに探究されています。例えば、英国で活躍するノーベル

文学賞作家、カズオ・イシグロは 5 歳まで鹿児島で過ごし、その後、家族と英国に移住し、英語で教

育を受けました。その「移動する子ども」という経験は彼の作品に反映されていると思います。日本

では、作家の温又柔（おん ゆうじゅう、Wen Yuju）さんが、『台湾生まれ 日本語育ち』（2016 年日本

エッセイスト・クラブ賞）、『真ん中の子どもたち』（2017年芥川賞候補作品）で、これらのテーマを考

察し、文学作品として発表しています。また、オーストラリアでは岩城けいさんが、日本で生まれた

小学生の少年が家族とともにオーストラリアに移動し、そこで成長する姿を、『Masato』（2017 年「第
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32 回坪井譲治文学賞」）や『Matt』とう小説で表現しています。したがって、「移動する子ども」学

は、文学と密接に関係しているのです。 

 

６.「移動する子ども」学と日本語教育 

では、 後に、「移動する子ども」学と日本語教育の関係について考えたいと思います。 

日本語教育は、机上の上ではモノリンガルな言語教育です。つまり、日本語という一つの言語を教

える教育です。しかし、現実には、子どもを含む学習者は、複言語複文化能力を持っているもので

す。つまり、学習者は日本語を学びながら、自分の中にあるさまざまな言語資源を利用してコミュニ

ケーションをしながら生きているわけですし、その生き方を「モノリンガルな日本語教育」で支援す

る教育を私たちはしているわけです。その意味で、日本語教育は、もともと、パラドクシカルな言語

教育となると私は思います。 

また、「移動する子ども」という経験と記憶は、一生続くのです。幼少期から複数言語環境で成長し

ながら、他者からのまなざしと、自分はこう生きたいと思うことの間で、「自分探し」が続くのです。

その「日常的な実践」は人によっても異なるし、同じ人でも人生のステージによって異なることもあ

るでしょう。つまり、決して、日本語の力が弱いことがアイデンティティを混乱させ、日本語の力が

高いことがアイデンティティを安定させるとは、単純に言えないのです。  
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私は、アイデンティティとは、「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」（川上

編、2010）と考えます。そして、そのアイデンティティの実践を、「名付け」と「名乗り」の弁証法と

呼びます。つまり、他者からの名付けと自分はこうなんだと主張する「名乗り」の間で、自分にとっ

てもっとも納得のいく、気持ちのいい場所を見つけていくことが弁証法的実践なのです。 

幼少期から複数言語環境で日本語を学びながら成長する子どもたちは、この「他者のまなざし」と

「自己表象」、あるいは、「日本語との距離感」「日本語とのつきあい方」を模索しながら生きていくの

です。つまり、これらの子どもにとって も大切な「仕事」は、「複言語と向き合う自己の確立」なの

です。  
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そう考えると、子どもの日本語教育とは、子どもが「移動する子ども」という経験と記憶に向き合

い、自らのことばとアイデンティティを主体的に考えることを支える教育支援といえるでしょう。こ

の点において、「移動する子ども」学と日本語教育は、実践の学として、共通します。異なる点は、

「移動する子ども」学の実践は、子どもから大人、さらに高齢者まで視野に入れた実践の学であるとい

う点です。高齢者施設で、自らの「移動とことば」の人生を傾聴することも、大切な「移動する子ど

も」学の実践といえるでしょう。 
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