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第1章 序論 

 昨今、幼少期に補習校に通い日本語を学習した経験をもつ大学生が、外国語科目として

設置される日本語の授業を履修することが増えている（Yoshimitsu 2008、Yoshimitsu 2013、

脊尾 2014）。そうした大学生が日本語のクラスで積極的に授業に参加できず周辺的な位置

づけにあることが報告されていたり（Yoshimitsu 2008）、「日本語ができすぎる」という目

を教室で教師やクラスメイトから向けられたりすることが現実にある（ダグラス・知念

2014）。本研究では、そもそも子どもたちにとって補習校とは何なのか、子どもたちはどの

ように日本語と向き合っているのか明らかにし、幼少期に補習校に通った経験をもつ人た

ちを理解するための示唆を導く。 

 研究背景として、補習校に関する研究はどのように行われてきたのか先行研究をレビュ

ーし、補習校教育に関する先行研究が次の点について言及していないことを指摘した。 

(1) 子どもたちの視点から補習校とは何か問われていない。そのため、子どもにとって補

習校の存在はどのようなものか、現地校での生活や習い事などといった子どもたちが

生きる文脈にある他の経験との関係の中で見えてこない。 

(2) 補習校に通っている（通っていた）期間でしか子どもたちと日本語の関係が描かれて

いない。そのため、補習校に通わなくなってからの子どもたちの姿は見えてこない。 

 

 補習校に関する研究をレビューし、補習校教育がバイリンガル思想に支えられているこ

とが確認された。バイリンガル思想があることで、次の言説が存在している。「補習校に通

うこと＝子どもをバイリンガルに育てること」という幹の言説、そこから派生する言説（「補

習校を辞めること＝日本語学習の失敗」「補習校を辞めること＝日本語学習の終了」）であ

る。こうした言説があることで、幼少期に補習校に通った経験をもつ人に対し、「補習校に

通っていたから日本語ができる」「補習校を辞めてしまったから日本語学習に挫折した」と

する見方が教室でも生まれている。 

 しかし、その見方をもってしては彼・彼女たちを理解することはできないはずだ。単に

「補習校に通っていたから日本語ができる」「補習校を辞めてしまったから日本語学習に挫

折した」とみなすのではなく、どのようにして彼・彼女たちを理解していくことができる

か考えていく必要があり、そのためには、上述の(1)(2)で示した「見えてこなかったこと」

に目を向ける必要がある。そこで、本研究のリサーチクエスチョン（以下、RQ）を以下の
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ように設定する。 

RQ１：子どもたちにとって補習校はどのような機関なのか 

RQ２：補習校との接点がない期間において、補習校に通った経験をもつ人たちは、ど

のように日本語と向き合っているのか 

RQ３：RQ1 と 2 からわかったことは、補習校に通った経験をもつ人たちを理解するこ

とにどのような示唆を与えるのか 

 

第2章 先行研究 

 本研究では、補習校に通う子どもたちや、補習校に通った経験をもつ人たちを「移動す

る子ども」（川上 2011）という分析概念で捉え、子どもたちが複数言語環境で成長する中で

補習校に通う経験や、日本語を使う経験、そこに付随する思いを理解することを試みる。 

 はじめに、これまで子どもたちの日本語学習がどのように語られてきたのか先行研究を

レビューする。子どもが日本語学習へ向かうことを「投資」(Norton 2000)という概念を援

用し捉えようとした研究がある（Kanno & Norton 2013）。また、「日本語継承」に関する

研究（渋谷 2010、村中 2010）からは、「日本語継承」に対する親の「投資」と見る見方が

色濃く表れている。しかし、「投資」という説明原理には、複数言語で成長する過程で不安

や葛藤を抱く子どもたちや、複数言語学習に向かえない子どもたちをどう支えるかという

ことを議論する余地が残されていない（川上 2013）。そこで、「投資」という概念からでは

なく、子どもたちの語りを通して日本語学習経験や日本語使用経験の意味について論じた

尾関・深澤・牛窪（2011）と山口（2007）をレビューする。尾関ら（2011）と山口（2007）

から、日本語を学ぶことや日本語を使って生きていくことは子どもたちのさまざまな思い

や感情が伴うことであり、日本語を使いながら生きることとその思いや感情とを切り離す

ことはできないという示唆が得られた。これは本研究における重要な視座となる。 

 次に、子どもたちが補習校を去ってから再び日本語学習に至るまでに焦点を当てた研究

をレビューした。脊尾（2014）は示唆に富むが、補習校を去ってからの期間でどう子ども

たちが日本語と向き合ってきたのか、これから向き合おうとしているのか時間軸で連続的

に理解することはされていない。本研究では、子どもたちがどのように日本語と向き合っ

ているのか時間軸で連続的に捉えることを試みる。 

 最後に、本研究で「子どもたちの視点」に迫る方法として「意味世界」に着目する。「人

の生は、『意味の世界』を作り出していく過程として展開される」（岡本 2000：6）という
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立場で、子ども自身が自己や周囲の人・ことを意味づけることで成り立つ意味世界に目を

向け、「子どもたちの視点」から理解するということを本研究では試みる。 

 

第3章 研究の手続き 

 本研究では、幼少期に補習校に通った経験をもつ３名（T、S、K と表す）に半構造化イ

ンタビューを行い、その語りを分析しライフストーリーを記述する。インタビューの音声

データを文字起こしし、その文字データを主たるデータとする。T に関しては筆者の授業記

録もデータとして用いる。ライフストーリーを記述するにあたり、まず語りを時系列に整

理し、中心的な語りに見出しを付けた。その見出しごとに、ライフストーリーを時系列に

記述した。筆者の主観がライフストーリーの記述に反映される可能性を考慮し、草稿を調

査協力者に確認してもらうことで、調査協力者と筆者の理解に齟齬が生じないよう留意した。 

 調査協力者３名のプロフィールは次のとおりだ。T は日系カナダ人の父親と日本人の母親

のもとカナダで生まれ育った男子高校生だ。小学６年で補習校を辞め、それ以降は教室で

日本語学習に取り組む機会はなかったが、高校で外国語科目として設置されていた日本語

の授業を履修した。S はスロバキア人の両親をもつ女子大学生だ。生後６ヶ月から 11 歳ま

で日本で過ごした後、カナダに引っ越し、現地校と補習校に通った。15 歳のときにはスロ

バキアに引っ越し、そこで高校に通った。その後スロアバキアの大学に進学したが、スコ

ットランドの大学に入り直し、インタビュー時は交換留学生としてシンガポールで暮らし

ていた。K は、日系カナダ人の父親と日本人の母親のもとカナダで生まれ育った女性で、

現在は小学生の子どもがいる。補習校には７歳前後から 18 歳まで通った。高校卒業後は１

年弱日本で暮らし、その後カナダに帰国してからはカナダ国内での地理的移動の経験があ

った。また、クリスチャンである K は伝道のためにアフリカで生活した経験をもつ。現在

はカナダで暮らし、自身がかつて通っていた補習校に子どもたちを通わせている。時期は

異なるが、３名はいずれもカナダで同じ補習校に通った。 

 つづく第４章から第６章では、３名それぞれのライフストーリーを記述し、各章の最後

の節で次の３点について考察を行った。 

① 補習校に通っていた時の T・S・K それぞれとって、補習校はどのような場だったのか 

② 補習校に通っていた時、３名それぞれにとって日本語はどのようなことばだったのか 

③ これまでの人生全体で、３名それぞれにとって日本語はどのようなことばなのか 

 なお、T に関しては、補習校を辞めて以降の語りで、補習校を辞めた経験について繰り返
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し語られるという特徴があったことから、考察④として、補習校を辞めたことへの意味づ

けと、その意味づけが変化する背景を考察した。以下、第４章から第６章の考察を述べる。 

 

第4章 Tのライフストーリー 

考察①T にとって補習校は《行きたいと自ら思える場ではなかった》《行かなければならな

いと感じる場》だった。現地校の友達と遊ぶことやサッカーをすることが T にとって重要

だったにも関わらず、親の意思や兄・姉の存在があったことで上述のように語られた。 

考察②補習校に通うことを T が日本語学習と結びつけていたのかということから検討した

結果、それらを結びつけて認識してはいたが、日本語学習は重要なこととして認識されて

いなかったことがわかった。その理由として、当時 T は日本語を自分にとって意味あるこ

とばと認識していなかったことが挙げられる。日本語に向けるこの認識の背景には、現地

校で T の日本語が特別視されることはなかったこと、一緒にいたいと思える友達は補習校

以外で存在し T にとって重要な友達は英語で繋がる相手だったこと、補習校という文脈は T

が自分の日本語について考える機会をもたらす場とはなり得なかったことが挙げられる。 

考察③自分と日本語とを補習校という文脈で結びつけていた状態だったのが、家族や家族

の歴史という自分にとって意味がある
．．．．．．．．．．．

文脈で結びつけるようになったことで、日本語は重

要なことばとして認識されるようになった。日本語に意味を見出せぬままでいるのではな

く、自分と日本語とを結びつける文脈が変化する中で、T にとっての日本語の意味は変化す

ることがわかった。 

考察④補習校を辞めたことへの意味づけは、《一つの区切りがついたポジティブなこと》《恥

ずかしいこと》《「僕だけが日本語がうまくない」現状を生み出す原因》《高校で日本語を履

修する原動力》と変化していた。その意味づけの変化は、①社会の認識や他者の眼差しと

いった他者の存在があるからこそ起こる、②補習校に通うことと日本語との繋がりへの認

識が強くなる中でそのときの自身の日本語の状態を説明するために起こるということが明

らかになった。 

 

第5章 Sのライフストーリー 

考察①S にとって補習校は《私が知っているところ》《普通なことをしゃべれる機会》《友

達をつくれるところ》だった。その背景には、英語が全くわからず現地校は「大きい謎」

のように感じていたことが関係していた。現地校での様子と重ね合わせることで、S にとっ
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ての補習校の意味が見出され、補習校は現地校でのSの支えになっていたことがわかった。 

考察②補習校は日本語が通じることで友達をつくれたり安心と感じたりできる場所として

大きな意味をもっていたこと、補習校のクラスでは「日本語一番上手だった」という経験

が S の自信になったことから、補習校に通い始めた頃の S は自分の日本語に大きな意味を

見出していたと考えられる。しかしその後、日本語に向ける認識は弱まっていった。そこ

には、仲良くなりたいと思える他者の存在と、仲良くなるためには英語が必要だったこと

が重なって、英語が重要なことばとして強く認識されるようになったことが関係していた。 

考察③人生において、S が日本語や英語、スロバキア語をどのようなことばとして認識す

るかは固定的なものではなく、他者との関係の中で変化し続けるものだった。補習校を去

って以降、教室で日本語を学習するという点では S と日本語との関係は途絶えたように見

えるが、それが必ずしも S が日本語と向き合わなくなることを意味するわけではないとい

う示唆が得られた。日本語が意味をもつことばとしてどれくらいの強弱をもって認識され

るかが、S と日本語との関係の立ち現れ方を決定づけていると考察できる。 

 

第6章 Kのライフストーリー 

考察①K にとって補習校は《友達と会える場所》《安心なところ》《居場所》だった。そこ

には、現地校がどのような場だったかが密接に関係し、K にとっての補習校は現地校との

関連の中で成り立っていた。補習校と現地校は相互に作用し意味が見出され、補習校はそ

のときの K を支えていたと考察できる。 

考察②補習校に通うことを K が日本語学習と結びつけていたのかということから検討した

結果、それらを結びつけて認識してはいたが、日本語学習は K にとって重要なことと認識

されていなかった。なぜなら、当時の K にとって、日本語は特別な意味をもつことばでは

なかったからだ。その背景には、日本語を使う唯一の相手だった母親も日本語だけでなく

英語も理解することから、K は日本語を使う必要性を見出していなかったこと、現地校で

アジア人に対するからかいを受け日本に繋がる部分を肯定的に受けとめることが難しかっ

たことが挙げられる。そして、補習校が K にもたらした日本語学習の機会という日本語を

使う文脈は、その認識を変化させるものではなかった。 

考察③K が自身の日本語にどのような意味を見出すのかということは、人生全体を通して

変化していた。日本語が自分にとって意味をもつことばだというように K の意識が変化す

る背景には、K にとって重要な他者の存在があり、その他者との関係の中で K の日本語へ
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の価値が周囲から見出され、K 自身もそれに自覚的になるということが関係していた。 

第7章 総合考察 

 第４章から第６章で行った考察から、第７章では本研究の RQ に沿って総合考察をする。 

RQ１：子どもたちにとって補習校はどのような機関なのか 

 ３名とも、補習校は日本語を勉強する場所だという認識はあった。それは教師や親が思

う補習校の姿と一致する。これを《社会が補習校に与えた意味としての機関》とする。し

かし、各々の語りでは《行きたいと自ら思える場ではなかった》や《友達をつくれるとこ

ろ》《安心なところ》と、異なる補習校の姿が積極的に語られた。この補習校の姿は、現地

校や習い事との関係の中で一人ひとりの意味世界において立ち現れたものである。したが

って、これを《個人が補習校に与えた意味としての機関》とする。子どもたちにとって補

習校は《社会が補習校に与えた意味としての機関》であり且つ《個人が補習校に与えた意

味としての機関》でもあるが、後者の方こそが子どもたちにとって大きな意味をもつ補習

校の姿である。 

RQ２：補習校との接点がない期間において、補習校に通った経験をもつ人たちは、どのよ

うに日本語と向き合っているのか 

 補習校に通わなくなって以降、自分にとって重要な他者との関係の中で《双方向的》に

《互恵的》にそして《動態的》に日本語の言語資源化が繰り返されることで、日本語に向

ける意識が強まったり弱まったりしていた。このことから、補習校との接点がない期間に、

たとえ教室での日本語学習との接点はなくても、日本語に向ける意識の更新を通して日本

語と向き合い続けていると言える。さらに、T の事例から明らかになったように、補習校経

験に対する解釈を変更しながら自身の日本語と向き合っている場合もある。 

RQ３：RQ１と RQ２からわかったことは、補習校に通った経験をもつ人たちを理解するこ

とにどのような示唆を与えるのか 

 RQ１から補習校をどのような機関として捉えるのか、RQ２から補習校に通う期間をど

のように捉えるのかという２点で示唆が得られる。前者の点においては、補習校に通った

経験をもつ人たちと教室で向き合う教師は、《個人が補習校に与えた意味としての機関》に

こそ目を向け補習校を捉える必要がある。後者の点では、補習校に通っている期間を、そ

の人と日本語との付き合いが続いていく人生のほんの一部分なのだという認識で捉えるこ

とが必要である。その上で、補習校に通っていたという事実や補習校に通っていた期間か

らその人の日本語の力を捉えようとするのではなく、彼・彼女たちがどのように自身の日
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本語と向き合っているのかということを人生全体で捉えていくことが重要である。そうす

ることで、幼少期に補習校に通った経験をもちその後教室での日本語学習に至る人たちを、

「補習校経験者」や「日本語学習経験者」という見方で理解するのではなく、日本語との

縁をもちながら生きる一人の人として理解することへと繋がるはずである。 

 

第8章 結論 

 本章では、結論として次の３つの点の重要性を述べた。①補習校を《個人が補習校に与

えた意味としての機関》と捉えることの重要性、②「見えない子ども」の部分に目を向け

「見える子ども」を捉えることの重要性、③日本語との縁をもち生きる一人の人として理

解することの重要性である。 

 本研究の意義は次の３点に見出すことができる。①現地校や習い事といった意味世界を

構成するさまざまな要素との関係の中で補習校を捉えることの重要性を示した点、②補習

校を去ってから再び日本語学習や日本語使用を選び取るまでの期間の子どもたちの生きる

姿を描き出した点、③幼少期に補習校に通った経験をもつ大学生の理解のあり方を探った

点である。今後、本研究で取り上げたような背景をもつ人たちは、大学の日本語の教室に

限らず増えていくだろう。本研究は、そうした人たちと教室で向き合う教師への示唆に富

むと言える。さらには、補習校で教える教師や、補習校に携わる親が、子どもたちにとっ

て補習校に通う経験とは何なのか考えるうえでも本研究は示唆的であろう。 

 最後に、本研究の課題として次の３点を挙げる。①ライフストーリーを語る意義とは何

だったのか検討できなかった点、②補習校を去ってからの語りの中で補習校経験が語られ

ない場合を考察できなかった点、③理解のあり方を論じたが、その理解のあり方から始ま

る具体的な教育実践については議論が及ばなかった点である。特に３つ目は、筆者自身の

今後の課題とし、この理解のあり方で展開される実践に取り組む中で考えていきたい。 
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