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研究助成プログラム実施報告書 

 

題 目 人生を貫くことばの意味から未来の言語教育を考える 

番 号 D15-R-0631 

代表者 ロマン・パシュカ 

 

 

１．プロジェクトの課題 

 

１．１ 本プロジェクトの課題 

多くの人が幼少の頃に身につけたことば、母語を使い続けることが多い中で、ある時期

から異なる言語を使うことを余儀なくされる人々がいる。あるいは自ら選んで別の言語圏

へ飛び込む人もいる。彼らは、別の言語を獲得したり習得したりするが、その彼らにとっ

て、言語とはどのような意味を持っているかを考えることで、言語教育がこれまで軽視し

がちであった、言語そのものの意味や生きることと言語との関係を探求し、言語教育への

新たな視座を得ることが本プロジェクトの課題である。 

日本語教育の分野において、戦前、戦中の国内外の日本語教育事情にかかわる研究は多々

ある。しかし、それらは言語政策の観点からの研究が主であり、その渦中にいた人々が当

時どのように言語を使って生き、人生を選択したか、そして現在、日本語をどう捉えてい

るかを調査し、その考察を今後の日本語教育に生かそうとする研究はこれまでにない。渦

中にいた人々の声を聴くことは、言語教育が行われる場を断片的に解釈するのではなく、

人生やその人と言語の関係をホリスティックに理解していこうとする試みであり、人にと

って言語とは何かという根源的な問題を探る研究である。 

本プロジェクトでは、彼らの声を聴いて、彼らにとっての言語や言語と生きることの関

係についての考察を行い、これからの言語教育を支える概念を創出することとする。 

 

１．２ 課題設定の理由 

私たちが彼らの声を聴く主な理由は３点ある。 

一つ目は、これまでその声を聴くことをおろそかにしていたからである。言語教育にと

って避けて通れないはずの言語そのものの意味を探求せず、言語教育を続けていくことは

中身のない教育となってしまうおそれがある。本プロジェクトメンバーによる台湾での調

査研究により、私たちにはわずかな経験があった。日本の統治下にあった台湾において、

終戦を機に国籍ならびに、日本語から中国語へと社会における使用言語の変更を余儀なく

された人々がおり、そこでは、長い間使うことを禁じられていた日本語を使って、老年期
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を迎えた今を過ごし、日本語で人生を全うしようとする事象が見られた。調査を通してわ

かったことは、彼らにとって日本語はかつての言語以上の意味を持つものであるというこ

とだった。ことばは単に意思疎通の道具としての機能があるだけではなく、人格やアイデ

ンティティをも包含していると考えることができる。つまり、母語使用を規制することは、

そのことばを持つ者自身を制御することにもつながると考える。彼らの声の重要さに触れ

た私たちは、台湾において、また別の地においても、社会状況の変化や国策などによって

言語間を移動する人生を歩んだ当事者の声を聴く必要性を強く認識したのである。彼らの

年代を考えると、これは早急に着手すべき喫緊の課題である。 

二つ目は、現在の日本語教育のあり方には限界が見えることである。これまでの日本語

教育は教える方法や教師の技術、教材の開発など、言語をどうやって教えるかに焦点が当

てられてきた。国内においては、海外からの定住者に、如何に効率良く日本語を身につけ

させるかということに重きが置かれ、早く日本に溶け込むことを良しとする前提がある。

一方、その子弟である年少者のための日本語教育においては、これまでの日本語一辺倒の

やり方に限界が見えてきたことから、母語教育も重視されてきてはいる。しかし、その目

的は第一・第二言語双方の未発達による言語的問題や、教科学習についていくための底上

げという考え方もあり、日本の学校生活適応の対策に留まっている場合も多い。そうした

やり方には、元々の文化や身につけていたことばに対し、敬意が払われているとは言い難

い側面もあるだろう。現在の方法主義に基づく統合（あるいは同化）のための言語教育で

は、人が生きていくための本当のことばを抱えることはできない。 

三つ目として、移民が増加する社会に直面しているということが挙げられる。日本政府

は少子高齢化に伴い労働力人口が減少するのを懸念し、移民の大量受入れの検討に入って

いる。現在、日本に定住している外国人の割合は総人口の 1.7％（2014 年）だが、今後急

増することが予想される。よって、今後ますます日本は文化的多様性を持つ社会になるで

あろう。しかし現在の日本語教育のあり方では、移民が日本語を学ぼうとするときに偏っ

た視点からの教育が施されかねない。言語間を移動した当事者の声を聴くことで、言語そ

のものの意味や生きることと言語との関係を探り、言語教育のあり方を見直すべきであろ

う。彼らの声を聴くことは、移民を迎える社会の構築にも寄与するものとなる。 

 

１．３ 本プロジェクトのもう一つの課題 

本プロジェクトでは、社会状況の変化や国策によってある時期を境に異なった言語環境

に身を置くことになった人の語りを収集し、人にとってのことばが持つ根源的な意味を明

らかにすると同時に、多くの人にその語りを聴いてもらえるよう、語りをデータ化し、公

開する。許可が得られた調査協力者の語りをウェブサイト上で視聴・閲覧できるようにし、

後世に残せる貴重な資料として保存し、本プロジェクトメンバーの研究のためのみならず、

他の研究者ならびに一般の人々も広く利用できるデータベースとする。つまり、語りのア

ーカイブ化である。調査協力者それぞれの人生を長期的・包括的に捉えるため、社会学や
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質的研究を行う分野に対しても、意味深い知見を広くもたらすことが期待できる。 

 

２．実施内容 

 

２．１ 方法 

本プロジェクトでは、社会状況の変化や国策などによって言語間を移動した人にとって

のことばが持つ根源的な意味を明らかにする。その上で、新たな「言語教育概念」を創生

することが目的である。 

そこで、私たちは理論的サンプリング法を用いることとした。社会情勢によって日本語

から別言語へと使用言語の変更を余儀なくされた人びと、国策によって海外移住をした日

本語を話す日系人、戦後、連合軍の占領政策によって来日したアメリカ兵と結婚してアメ

リカに移住した日本人などを中心に調査協力者を探し、面接調査を行った。 

調査協力者には事前に、郵送による手紙、または e-mail により、研究の趣旨を記した「調

査協力依頼書」とプライバシー保護を目的としたデータの取り扱いについて記した「研究

倫理に関する誓約書」を送付した。調査の実際では、「調査協力依頼書」と「研究倫理に関

する誓約書」をもとに、調査協力者に再度調査の趣旨とデータの取り扱いについて詳しく

説明し、調査協力者の協力に対する意思を確認し、承認が得られた場合に調査を開始した。 

面接調査は、社会の変動や調査協力者の生活世界、経験や想いをホリスティックに理解

するために、ライフストーリーインタビューの手法で行った。質的研究法で使われる非構

造化インタビューをすることで、協力者の発話を阻害しないように配慮しつつ、比較的自

由な会話にもとづくインタビューを行った。そしてそこで得られた語りから、調査協力者

の意味世界を読み解いていくこととした。また、調査協力者の承認を得て、音声を録音し、

インタビュー時の様子についてフィールドノーツも作成した。調査協力者によっては、音

声録音に加えてビデオ撮影の許可も得、録画を行っている。 

 インタビューが終了後、音声データ（1 次データ）の文字化（2 次データ）を行った。文

字化作業は、可能な限り調査者本人が行ったが、ほとんどのデータについては第三者に委

託した。その後 1 次データと 2 次データが合致しているかの確認を行った。2 次データの校

正後、調査協力者に 2 次データを届け、調査協力者の希望に沿って、非公開にすべき箇所

を確認した。 

これらの段階を経たあと、インタビューの 2 次データとフィールドノーツの分析を開

始した。本プロジェクト開始当初は、国策や社会的状況の変化が調査協力者にどのよう

な影響を及ぼしたのかを、「言語選択」「言語使用」「アイデンティティ」「言語継承」と

いう側面からの分析を予定していたが、語りの幅広さと奥深さから、分析観点を固定し

ないこととし、調査協力者の意味世界を崩さぬよう努めながら、分析及び考察を進めた。 

可能な場合、一定の期間をあけて、一人の調査協力者に対し、インタビューを二度行っ

た。 



4 

 

 

２．２ 場所と調査協力者 

 面接調査はプロジェクトメンバーが分担して行なった。国は台湾、ブラジル、カナダ、

アメリカの 4 か国である。現地の日本人会や日系ホームなどの日系コミュニティに属する

人（またその紹介者）などに調査協力を依頼した。  

台湾では、台北市、新北市、花蓮市などで面接調査を実施した。主に台湾で終戦を機に

国籍ならびに、日本語から中国語へと社会における使用言語の変更を余儀なくされた人び

とで、日本統治時代に公学校でおよび小学校において日本語で教育を受けた人々などであ

る。 

 ブラジルの調査協力者は、日本の移民送り出し政策によってブラジルへの移民をした 1

世で、サンパウロ周辺の日本人集住地域に住まう人々である。 

 カナダの調査は、バンクーバー市、バーナビー市、リッチモンド市などで実施した。対

象者は日系人が多く入居するケアホームでの紹介や日系人が集まる施設ならびに日系人合

同教会でのアウトリーチにより繋がった人々である。対象を広く募ったため、戦前からの

日系人だけでなく、1967 年の移民法改正以降に移住した新移民と呼ばれる人や、日本統治

時代に日本教育を受けた台湾系移民、日韓併合により平壌で日本教育を受けた韓国系移民

も含まれた。また、「帰加 2 世」と呼ばれる戦時中日本に一時的に渡り、戦後にカナダに帰

還した日系 2世に対してもインタビューを行った。 

アメリカの調査は、カリフォルニア州、コロラド州、ニュージャージー州にて行った。 

調査協力者の人数は以下のようになる。 

    表１：調査協力者延べ人数（単位：人） 

 2016 年度 2017 年度 合計 

台湾 11 5 16 

ブラジル 0 9 9 

カナダ 28 20 48 

アメリカ 39 31 70 

計 78 65 143 人 

 

 

３. 調査の結果 

 

 面接調査を実施し、得られた調査協力者の語りを分析したものを、各調査地ごとに記す。

なお、紙幅の関係上カナダの調査の分析については別稿に譲ることにする。 

 

３．１ アメリカ 

3.1.1.調査概要 
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・調査期間:2016 年 8 月から 2017 年 8 月 

・調査協力者：70 名（うち 13 名 2 回） 

・調査場所：カリフォルニア州、コロラド州、ニュージャージー州 

・調査方法：インタビューは、調査者が調査協力者に本研究の目的を口頭と文面で説明し、 

同意書を取り交わした上で調査協力者が自由に話す形態をとった。キリスト教会、仏教 

会寺院、日系商工会議所、高齢者施設、あるいは個人宅などで調査を実施した。 

・インタビュー時間：１時間程度 

 

3.1.2. 調査協力者概要 

調査協力者の人数はのべ 70 名で、内 13 名は２回にわたってインタビューを行った。了

承を得た協力者には、音声データのみならず動画によるデータも採取した。調査協力者は、

戦後間もない時期にアメリカ兵と結婚して移住した日本人女性、写真だけでアメリカに嫁

いだ結婚移民女性、日系 2 世の元アメリカ兵、帰米 2 世、学校教育を終戦まで日本語で受

けていた韓国人、元商社マン移住者、仏教開教使など、様々な立場の人である。 

 

3.1.3. 調査報告 

（１）リスクヘッジのために出身国とのアクセスを子どもに求めるということ 

（80代後半／女性） 

 栃木県出身の A さんは、東京で看護師として働いていたときに香港から来ていた留学生

として来日していた男性と出会い、結婚する。結婚後はご主人の仕事により、香港、シン

ガポールなどで生活したのち、アメリカに渡る。日本を離れて約 60 年経つ。 

息子が 3 人おり、それぞれ生まれた国が異なるが、3 人ともに日本語、英語、広東語を話

す。ご主人も日本語に長けていたため、A さんはあまり熱心に英語を勉強しなかったという。

そして、「私は、今ことばの点において、家族とは、家族とはですよ、あまり不自由なこと

がないものですから、家族の中だけど頼り切っちゃっているようなね、息子たちにね。だ

からことばの点で心配はないんです」と話す。 

 3 人の息子のうち２人には日本で大学教育を受けさせた。当時、日本には住んでいなかっ

たのだが、日本の大学へ行くよう勧めた理由について問うと、次のような語りがあった。 

 

   私が国際結婚しているために、ある程度苦労しました。で、将来、誰か子どもたち

の中で誰か日本語ができなかったら、私が困るわけです、やっぱし。子ども達とのコ

ミュニケーションが取れなくなっても困るし、もし何かあった場合に誰か一人できな

いと困るという思いがあったんですよ。だから誰か一人でも日本でしっかりした教育

を受けさせたいという思いがあったんですね。 

 

 家族を通して移住先の社会とのつながろうとするケースはこれまでにも見ることができ
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た。しかし一方、A さんは、出身国である日本とのつながりを家族、特に子どもを通して構

築しようとしていた。そのため、子どもに日本語を学ばせ、日本で教育を受けさせている。 

 このように、移民した人々が、移民先とだけではなく、出身国とのアクセスを家族を通

じて行おうとする試みは、自身の今後の人生のリスクを考えたときに当事者にとって不安

を解消する手立てとなり得る。A さんが自身の出身国の言語や文化を子どもに身につけさせ

た理由は、様々な文化で生きることができる人間としての成長を願うという側面だけでな

く、言語間を移動する人々の自身の行く末の不安定さを物語っている。 

 A さんに、日本に帰らずアメリカに住み続ける予定かと聞いてみたところ、A さんは次

のように話す。 

 

 帰るつもりはないです。もうここの市民権取ってるし、兄弟ももうみんな年取って

ますから、両親もいないし、実家の跡取りも、もう天国ですから。だから孤独ですよ。

ただこっちに息子がデンと家庭を持って、いい仕事に恵まれて、ちゃんとやってます

しね。（中略）私自身は安定はしていないですけども、子どもたちはみんな安定してま

すし。 

 

 このような「私自身は安定していない」状況や心情を解消できるのは、家族の存在は大

きいだろう。しかし、家族にアクセスを求めることが唯一の方法ならば、一部の人にしか

得られない方法となる。家族に頼るだけでなく、他のバリエーションや選択肢が担保でき

る社会を形成することはできないだろうかと、この語りから考えさせられる。言語的にど

う生きるかというバリエーションがどのくらい人々に与えられるか、多くのバリエーショ

ンが与えられる社会になるための言語教育を目指したいという思いを新にする。 

 

（２） 親密圏のあり方に変化をもたらす「ことば」 

（Ｂさん：90代前半／女性 

 Ｃさん：90代前半／男性 

 Ｄさん：80代後半／女性） 

 ここでは 3 名の調査協力者の語りから、言語間を移動することで、親密圏のあり方を構

築し直すことについて考える。ここで言う親密圏とは、自分のごく親しい人や家族、生命

の守りを互いに行うような人との関係性とする。 

 B さんは母親から愛されていなかったと語る。父はおらず、母に厳しく育てられ、耐え切

れず家を飛び出す。知り合いに世話になるが、いつまでも迷惑をかけるわけにはいかない、

かといって帰る場所はない、それが B さんの親密圏だった。B さんはそんな状況とは違う

親密圏を築きたいと思っていたのではないだろうか。アメリカ人男性と出会って結婚する。

結婚相手を信頼していいのかどうか悩むことが何度かあったが、決して日本には泣いて帰

らないと決心して、新たな親密圏に賭け、渡米をする。しかし、アメリカに行ってもＢさ
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んは日本での親密圏のあり方や権力関係を引きずっていたと思われるような語りが随所に

出ていた。そして、その後、夫も子も B さんを離れた今、体調のすぐれない B さんを病院

まで送り迎えしたり、日々連絡をとりあったりするのは、近所に住む、あるアメリカ人女

性である。そのアメリカ人女性との親密圏は英語で成り立っている。B さんはそのアメリカ

人女性に対し憎まれ口を叩くのだが、そうすることで対等になろうとする姿が見られた。

以前の親密圏では絶対的権力を行使する母親におびえて信頼関係が築けなかったが、今は

対等であることを味わえるものになっている。これまでの権力関係の中にある親密圏では

なく、対等でいられる親密圏が観察されたのである。アメリカでの家族との築いた親密圏

は日本での親密圏と同じように対等さを味わえるものだったとは言えない。そのため、こ

の親密圏の変化は単に日本からアメリカに場所を移動しただけの変化ではなく、別の理由

が存在するのではないかと考える。 

 C さんはアメリカ生まれだが、小学生から成人まで日本の親戚の家で過ごした。日米開戦

で両親からの仕送りが途絶えてから、親戚の態度はかわってしまった。そこで自分でなん

とかお金を工面しようと無理な働き方をし、結核に罹ってしまう。戦中戦後の物のない時

代に親戚にとって C さんは病気で働けない厄介者だったのかもしれない。そのような親密

圏で少年・青年期を過ごした C さんはアメリカにようやく帰ることになったとき、日本の

ことは忘れてしまいたいと思っていた。アメリカ帰国後、病気を完治させ、英語を再び身

につけ、自分の両親と再び生活をし、日本では叶わなかった大学進学を果たし、就職、結

婚と、大きな変化を遂げた。仕事で活躍をし、一家の大黒柱としての地位も築いた。優秀

な子どもを育て上げ、今は妻と静かに暮らしている。一度は背を向けた日本であるが、現

在はアメリカの市民権を得ようとする日本人を妻とともにサポートするボランティア活動

を行っている。 

 D さんの母は精神的な病を患い、父は働くので精一杯。小学生の頃から D さんが家事を

担っていた。戦中、学校へ行って勉強したいという想いはかなわず、身近に頼れる人はい

なかった。終戦で信じていた神や思想は崩れ、日本に「すごく失望しました」。そして「孤

独でした」と語っていたが、アメリカ人と結婚して日本を離れ、家族ができることで、ま

た子どもを育てる過程で、社会に「入った感じ」と述べている。行きたかった学校にもア

メリカでは行くことができ、自己肯定感が生まれる。現在は夫や子、孫、ひ孫のいる安心

できる親密圏が形成されている。D さん自身は日本の家族とは早い時期から連絡をとらな

くなっていたが、孫やひ孫は D さん出身の日本に興味を持ち、日本を「プラウドしている」

と話す。その話す様は、D さん自身の表情を柔らかくするものだった。 

 ここに挙げた 3 名とも、自分の中にある“日本”に否定的であった。これは親密圏が多

大に影響していると言える。しかし、言語間の移動をして築かれた新たな親密圏では異な

る状況が見られる。B さんは対等さを味わう親密圏へ、C さんは一家の大黒柱となり、妻と

日本人サポートを行う。D さんは日本を「プラウド」する家族を誇りに感じている。親密

圏のあり方は「ことば」が変わることで塗り替えられる可能性がある。この「ことば」と
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は、いわゆる日本語とか英語とかということではなく、その当事者がどんな時期にどんな

人とどんなことばを交わし、使ってきたか、またどんなことばでどう生きていたかという

意味での「ことば」である。ここでの 3 名は、移動後の周りの人や社会との関係性を考え、

構築する中で、それまでになかった「ことば」を獲得し、使うようになっていたのではな

いだろうか。繰り返しになるが、それは日本語から英語に言語が変わったという意味では

ない。人間関係の中で創られ、生まれる「ことば」がある。それが自分の「ことば」とな

る。そういう意味での「ことば」が変わること、つまり新たな「ことば」のバリエーショ

ンが入り込んだ時、親密圏をも様相を変え得ることを、これらの語りは示している。 

 これは移住する人だけに言えることではない。むしろ、ホスト国に住む人々にとって、

新しい人間関係を作り、その中で生まれる「ことば」から、さらに新しい人間関係のあり

方を模索していくプロセスが必要とされているかもしれない。言語教育は移動する人だけ

のものではなく、ホスト国に住む人々をも対象とし、そのプログラムを大きく拡大してい

く舵取りが求められている。 

 

（３）家族の言語資源に頼り、日本人のコミュニティに属しながら生き抜く 

（Ｅさん：90代前半／女性） 

E さんは、現在コロラド州で娘と二人で暮らしている。夫はアメリカ生まれの日系人であ

る。夫は日本でも学校教育を受けており、太平洋戦争が始まる前にアメリカに帰国した「帰

米二世」である。終戦直後の E さんが 20 代前半の頃には、日本では欧米風のダンスが流行

っていた。母に勧められてダンスホールにダンスを習いに行っていた E さんが日本に滞在

していた夫と出会い、交際が始まった。その後結婚してアメリカに移住することになった

のである。E さんと夫は日本語でコミュニケーションを行い、二人の子どもにもほとんど日

本語で話しかけてきた。二人の子どもは、E さんの里帰りに同行してしばらく日本で過ごす

こともあったので、日本語がある程度理解できる。特に第二子の娘は、日本びいきであり、

自分が日本人であることに誇りを持っているという。娘は、E さんと話すときは、E さんの

日本語を理解し、英語で E さんに答える。 

 E さんへのインタビューで、「渡米して一番苦労したことは何か」と質問したところ、「言

葉」という答えが返ってきた。以下にインタビューデータを示す。（ここで示すインタビュ

―データの取得日は、全て 2016 年 8 月 11 日である。 ※：インタビュアー，E）：E さん） 

 

  ※こちらに来てから一番苦労したことって何ですかね。 

E)やっぱり言葉ですね。 

※言葉。 

E)ええ。電話。電話はなんて答えていいかしら、なんてアンサーしたらいいのかしら。

で、その英語が通じてるか。あのね、いっぺんでパッと通じてくれる人と、what? what 

did you say? what?  3 回も 4 回も聞かれるとこっちはもう嫌になるの。 
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※嫌ですよね、言うのがね、もういいよってなっちゃいますよね。 

E)電話のときはやっぱりワワワワって言われてね、一体何しゃべったのかしらって 

ね。そしたらすぐ answer phone に入れちゃってね、あとでもっとゆっくり聞く。 

    <略> 

    細かいことは分かりません。第一アクセントは違うしね。向こうに難しいこと言 

われても全然ピンとこないし。第一病院行って困るんですよ。医者の名前、病気 

の名前、薬の名前。全然わかんないんですよ。 

 

E さんは、言葉が通じないことにより、次に示すデータから分かるように、精神

的にも少なからずダメージを受けている。 

 

E)一時テキサスに主人が行ってて、主人は働きに行くし私は息子と二人きりで、そ 

のときも本当に困ったんですよ、英語ができなくて。それは息子ももちろんでき

ませんしね。どっか行ってあれが欲しいと言われたって、それがなんだか分から

ないし。何て言っていいか分からないし。本当に困りました。一時ね、夜寝てて、

泣いたときがありますよ。うちへ帰りたくて、あまりにも通じないんで。周り中

一人も日本人いないでしょ。どうしたのってっつって。うち帰りたいって。そん

なこと言ってもしょうがないでしょってね。 

 

 上記データには、E さんは英語によるコミュニケーションが得意ではないことが

表れている。インタビュー時、E さんが渡米してから約 70 年経過していたが、彼

女は依然として英語によるコミュニケーションが不得意だと語っていた。E さんの

自宅の近所には、何人か日本人が住んでいるようだが、特別な交流はない。週に

一度体操教室、二度太極拳教室に通っていて、その際同じ教室に来ている日本人 4、

5 人と一緒に昼食をとり、おしゃべりをする。E さんは、以下のデータに見るよう

に、アメリカ人の友人はおらず、日本人とのおしゃべりが楽しいと語る。 

 

E)それで今日本人だけ集まって 4～5 人集まって、お昼食べてべちゃくちゃべちゃ 

くちゃみんな日本語で。本当日本語。 

※どんなこと話すんですか。 

E)そうですね、あの、いろんなことしゃべります。いろんなこと。何て言うのかし 

ら。なんとなしに、ああだこうだってなんかいろんなことしゃべりますよ。 

※じゃあ、いつもそこで日本人だから 

<略> 

E)日本語。日本人だけ、周り全部。楽しみ。 

<略> 
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※あの、アメリカ人の現地のお友達とかいらっしゃいます？ 

E)ああ、いませんね。 

 

 E さんは、70 年もの間アメリカでほとんど日本語を使用して生活してきたことになる。

上記で見たように、彼女は「言葉」に苦労してきた。では、このような言葉の壁をどのよ

うに乗り越えてきたのだろうか。 

 

  E)困りました、通じなくて。なんか欲しくて、本当に困りましたね。チョコレートの

こんなんがね、ケーキだったんだ、それが羊羹に見えてね。これ、羊羹って何て言

えばいいのかしら、それで何か言っても通じてくれないですよ。それで主人が来て

ね、これはケーキだって。まあ困りましたね。だってイエス、ノー、アイドンノー、

アンダースタンドしか知りませんもんね。それをいつ使っていいかもわからないし。

本当に困りました。 

※でもご主人はサポートされたんですね。 

E)そう。だから覚えないんですよ、英語を。みなさん、ほら、アメリカの方と結婚し

ているから、否応でも英語使わないと。ところが私の場合はそうじゃなかったでし

ょ。 

※そうですよね。 

E)私ももっと習えばよかったんですけど、ああもう分かんないから、分かんないから

って。まあ主人が通じるからやってもらってね。ああ、困りましたね。 

 

 上記データからは、E さんが、生活上英語によるコミュニケーションが必要なとき、夫の

サポートによって言葉の壁を乗り越えてきたことが分かる。また、E さんが、頼りにしてい

たのは夫だけではない。以下のデータでは、E さんが、9 歳の息子と 4歳の娘を連れて日本

に帰国する際の道中、空港でのアナウンスの理解ができず、息子に頼ったという語りが見

られる。 

 

E)あのときは息子がまだ 9歳で、下の子が 4歳ぐらいでしたね。下の子にはどうも 

何もあれだけど、上の子がね、あの、あれ、放送しますよね、何行き来ますとか、

英語でもって飛行機 airplane。何時にどこへ行くって。私達ハワイでもって乗り

換えたんですよ。ところが耳をすませたってあの拡声器、はっきり聞こえないん

ですよ。だから息子が頼りですよね。9つになる息子ね。で、息子がママこっち行

くんだ行くんだって。ついていってやっと日本にたどり着いた。 

 

 E さんは、2017 年インタビュー時にも娘と暮らしていた。E さんが英語を理解できない

時は、娘がサポートすると語っていた。このように、E さんは、約 70 年もの間、積極的に
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英語を学習することはなく、日本人と交流し日本語でおしゃべりをすることを楽しみとし

てきた。英語が必要なときには、家族に頼るというストラテジーを用いて生活してきたの

である。 

E さんは、日本人の友達とたまにアメリカ国内を旅行することがある。旅行の目的は、ギ

ャンブル（スロットマシーン）である。かつて、アメリカに移住してすぐ、子育てに邁進

していた頃、言葉が通じず日本に帰りたいと泣いたこともあった彼女だが、今では人生を

謳歌しているように見える。言葉を自由自在に操れないからといって、自由な生活ができ

ないわけではない。必死で第二言語を学ばなければ、自己実現ができないというわけでも

ない。E さんは、家族の言語資源に頼ったり、日本人のコミュニティに属して日本語で自己

表現をしたりして、自分の人生の階段をゆっくりと登ってきたのだと思われる。 

 

３．２ ブラジル 

ブラジルでの調査は、2017 年 7 月から 10 月にかけて行われ、計 9 名からブラジル移住

当時から現在までの歴史をライフトーリーとして聴取した。予算の関係上、他地域と比較

し聴取したケースが少ないが、人と言語の関係につき、貴重な知見を得た。本報告では、

調査概要に加え、インタビューで広く聴取された「コミュニティの言語資源活用」「家族の

言語政策」という二点に絞り報告する。 

 

3.2.1. 調査について 

（１）調査概要 

・ 調査期間:2017 年 7 月から 10 月 

・ 調査協力者:9 名 

・ 調査場所:ブラジルサンバウロ市内および郊外 

・ 調査協力者の募集:調査者（本報告書の報告者と同じ）の知人に依頼し、調査協力者を

募った。調査者知人は調査目的を日本語あるいはポルトガル語で説明した上で、調査協

力者を調査者に紹介した。調査協力者が高齢の場合は、その子ども、あるいは所属する

施設やスポーツクラブの責任者などが仲介した場合もあった。 

 

（２）調査方法 

インタビューは、調査協力者に本調査の目的が「①移住する人間と言語の関係を探るこ

と」「②その上で日本語教育に役立てること」を口頭と書面にて説明し、同意書を取り交わ

した上で、調査協力者が自由に話す形態をとった。時間は一人 40 分から 90 分。インタビ

ュー内容は録音し、その後メモを作成した。重要な語りについては文字起こしをした。 

 

（３）調査協力者概要 

表 1は調査協力者の概要である。人数は全員で 9 名（男 7 名、女 2 名）。表 1 はブラジル
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移住年の古い順で並べられており、a から d までが戦前移民、e から i が戦後移民である。

移住時の年齢は 4 才から 25 才まで多様であるが、概して戦前移民が幼年時に、戦後移民が

青年期以降に移住している。戦前移民 a-d は、すべて農業移民の子供として家族とともに移

住した一方、戦後移民は多様であり、e と i は農業移民として自らの意思で単独で移民した

もの、g と h は家族に連れられて移民したもの、f は漁業技術者としてブラジルにある日系

企業で働くことになったものである。本調査のインタビュー時の年齢は 75 才から 94 才で

あり、ブラジル滞在期間は 50 年から 90 年と半生からほぼ生涯の期間にわたる。調査協力

者はいずれも高齢であったが、調査依頼時に 1 時間のインタビューが可能な人にのみ依頼

しており、インタビュー中に話が途切れることもなかった。 

 

No. 名前 性 移住年 
移住時 

年齢 

調査時 

年齢 

ブラジル 

滞在年数 
誕生年 出生地 

1 a 男 1923 4 94 90 1923 不明 

2 b 男 1934 8 91 83 1926 愛媛 

3 c 女 1934 5 88 83 1929 山形 

4 d 男 1937 12 92 80 1925 福島 

5 e 男 1956 16 78 62 1939 高知 

6 f 男 1958 24 84 60 1934 島根 

7 g 女 1958 17 75 58 1941 沖縄 

8 h 男 1959 16 75 59 1942 岡山 

9 i 男 1965 25 77 52 1940 山梨 

表 1 調査協力者概要 

 

3.2.2. 調査報告 

ここでは、ブラジルでのインタビューの聴取内容について報告する。なお、ブラジル調

査についてはブラジル日系移民の移住史が重要な情報となるので、ブラジル日系移住史を

簡単に説明し、その後、ブラジル移民の生活と言語の関係につき報告する。 

 

（１）ブラジル日系移民史 

 日本人が笠戸丸に乗ってブラジルに正式に移民したのが 1908 年であり、2018 年は移住

110 周年となる。国立国会図書館は、2008 年のブラジル移住 100 周年を記念し「ブラジル

移民の 100 年」というインターネットサイトを作成したが、以下は同サイトを参照し、ブ

ラジル日系移民史をまとめる。 

 

① 1884 年ブラジル移民に先立ち 1868 年のハワイへの官約移民を皮切りに日本人の移民
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が始まる。 

② 1908 年に「笠戸丸」にて第一回日本移民が大農場の農業労働者（コロノ）としてブラ

ジルに移民する。予想より過酷な労働と収入の低さに大量の離散者がでる。 

③ 移住後 3-4 年を経て生活が安定すると自営業として独立する動きが出てくる。1911年ご

ろから日本人移民による集住地が各地で形成される。この頃の日本移民は、出稼ぎが目

的であったため、子弟が日本帰国後に困らないだけの日本語力をつけるために、各移住

地に小学校を作った。 

④ 1922 年、日本政府は人口問題、失業問題等の対策として、奨励金交付による移民奨励

策を取り始める。1930 年以降、日本移民は農業移民として急増する。日本人集住地で

の小学校は 1926 年末で 61 校、1931 年 122 校、1939 年 486 校と増加するも、環境や

教育の質の問題もあり、困難を極める。1927 年、領事館の呼びかけで、サンパウロ州

の児童教育相談会が開催される。（本調査、a, b, c移住） 

⑤ 1930 年より不況からナショナリズムが台頭し、1933 年には日系移民数が制限される。

1936 年以降は日本人児童のポルトガル語習得不良による日本人不同化が問題視され、

日本語教育が禁止される。第二次世界大戦開戦以降、ブラジルは枢軸国との国交を断絶。

（本調査、d移住） 

⑥ 戦後は日本の敗戦をデマだと信じる「勝ち組」と、敗戦を受け入れる「負け組」等にわ

かれて日系社会が分裂する。 

⑦ 1952 年に移住が再開される。これら戦後移民は「新移民」と呼ばれ、戦前から移住し

た「旧移民」とは考え方や経済状況が異なり区別される。（本調査、e, f, g, h, i移

住）戦後になると二世の活躍がめざましく、1969 年には日系人の大臣が現れる。一方、

80 年代にはハイパーインフレの影響から、1984 年以降日本への出稼ぎが増加、1990年

には「定住者」の資格が与えられ 2005 年には在日するブラジル国籍者は 30万人を超え

る。 

   

 以上のとおり、本調査の調査協力者は、日系ブラジル移民の歴史の大半をカバーしてい

る。以下、調査協力者の語りを参照しながら、移住者が辿った生活と言語との関係の特徴

を見る。 

  

（２）ブラジル移民の生活と言語 

 以上のとおり、ブラジル移民は 20世紀という移動と世紀の中で生き、ブラジルという国

を作ってきた。以下、個人というミクロの視点から個人が移住先の社会とどのように関わ

ってきたのかという点を言語という側面から見る。ただ、本報告では多くの調査者に共有

して見られた「コミュニティの言語資源活用」「家族の言語政策」という二点に絞り報告す

る。 
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（２）-1 コミュニティの言語資源活用:移住と新言語（ポルトガル語）の習得  

 本調査の協力者で、ポルトガル語ができて来伯したものは誰もおらず、なんらかの形で

ブラジル社会と関係を作ってきた。この際、重要となるのがポルトガル語の習得とその利

用であるが、移住者たちは学校によらず日系コミュニティの中の言語資源を活用しポルト

ガル語を学んだ。また、日系コミュニティの共通語が日本語であったため、コミュニティ

内のポルトガル語話者の媒介によりブラジル社会と関係をもつことも可能であった。以下、

インタビューデータを加え、コミュニティの言語資源が利用された事例を記す。 

 

・ 移住後の生活は、幼年期に移住した戦前組は、「小学校だけ(a)」「小学校 2年のみ(b, c)」

「全然学校行かない(d)」であり、戦後移民組は、青年期以降に来伯しているので、学

校は行かず仕事をした。よって、公教育よりもコミュニティが言語環境に影響を与え

たといえる。なお、戦前移民は、集団による農業移住で、日本帰国が前提であったた

め、生活はすべて日本語でできた。戦後移民も戦前移民が形成した日系社会のコミュ

ニティに参加しながら同時にブラジル社会（ポルトガル語社会）に進出した。 

・ ポルトガル語の習得は、4歳、5歳でブラジルに来た戦前組(a, c)は、「自然におぼえ

た」ため意識化されていない。ただ、学校に行っているわけではないので、「話しこと

ば」はできるが、生活の基盤は日本語であった。8歳でブラジルにきた bでさえ「言葉

（ポルトガル語）については苦労しましたよ」と述べている。一方、戦後組は、「仕事

をしながら(e, i)」「夜学(g, h)」等でポルトガル語を習得した。仕事は日系人のコミ

ュニティ内でできることが多かったが、農業移民を経て、「スーパー」「行商」などに

転じたものは、ポルトガル語能力は必須となった。ときには詐欺にもあいながら、日

系のコミュニティのネットワークを使いながら日ポ両言語で生活を形成していった。 

・ 漁業関係者の fは、ポルトガル語社会との接点には、日系コミュニティを媒介させた

（「二世がよけおったから」「ちょっとなんのときには、ちょっとみてくれって」）。ま

た、ポルトガル習得の際には、gは「自分たちと同じぐらいのこと喋ると笑われる」の

で、ブラジル生まれの「小さいいとこを捕まえてこれは何なのこれは何なのって聞い

て」覚えている。 

 

以上のように、日系社会は経済的・言語的コミュニティとして、ブラジル社会との媒体

として機能してきた。日系コミュティは、世代を追うごとに、日本語、ポルトガル語との 2

つのチャンネルをもとに、技能生、専門性を高めつつブラジル社会に確固とした地位を築

いてきた。戦後の日系の躍進はこの延長上にある。 

 

（２）-2 家族の言語政策:拡大する可能性と専門性・言語 

 もう一つ、多くの調査協力者から聴取できた視点は一世から二世、三世と、世代を超え

る変化である。戦後に永住を決意した日系人は子弟の教育に力を入れ、その結果、ポルト
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ガル語化や、専門性が高まった。言語を「知識を媒介するもの」と解釈すると、大学進学

に伴う専門知識という「言語」は、日系人たちに異なる社会的役割・地位を与えることに

なる。以下、家族の言語政策とも言える、複数世代にわたる社会進出の過程について記す。 

 

・ ブラジルの移民一世が集団による農業移民から始まり集住地区を形成したという歴史

的事実は北米など他地域の移民とは言語的に異なる環境を形成した。戦前移民の一世

にとって社会の中心となる言語は日本語であり、ポルトガル語は地域言語であった。 

・ しかし、世代を経るにつれて、言語の使用実態と日本語に対する意識も変わってくる。

転機は敗戦であり、その後、日系人はブラジルへの永住を決意し、師弟の教育に投資

する。調査協力者の子ども（二世）も、医者(b)、弁護士(a, d)、政府関係者(a)で働

く。理由は「農業はだって 1人もおらん。もうやっぱりこうもね。日本と同じで。農

業よりはやっぱり、都会のほうが仕事がきれいだしもうかるしね(d)」、「親があまりに

も苦労したんで、自分たちの子どもにはもう、エンシャーダって言いますかね、くわ

を扱わないような生活をさせたいと(e)」いうものであった。 

・ さらに、孫世代になると、アメリカ(e)や日本へ留学するものもいる。一世で資産のあ

るものは、それを支えるスポンサーとして家族を支えている。 

・ この際、自身が複数言語で生活をするものは、言語の多様性に柔軟である。子弟には

日本語（全員）で接してきたが、日本語の維持について強い執着を示す言葉は見られ

なかった。これは自身が多言語使用者であり、コミュニティの言語資源を利用しなが

ら、社会参加をしてきたことにもつながると考えられる。 

 

 以上のように、日系コミュニティの核となる家族は世代により、ポルトガル語、日本語

という言語種の多様性に加え、農業、医学、法律といった専門性という言語の多様性が見

られた。これらの言語は個人に内在するものとはいえ、家族で共有され、ブラジル社会と

つながっている。経済的に困難な状況から出発した一世からすれば、この結界は計画した

ものではないかもしれないが、限られた資源を共有するという戦略は戦後の日系人の躍進

の鍵であったと考える。 

  

3.2.3 おわりに 

3.2.2（１）で参照した「ブラジル移民の 100 年」において、現状（2008 年時）につい

て以下のようにまとめてある。 

 

日系コロニアは、1978 年（昭和 53）の移民 70 年祭をピークとして、衰退をはじめたと

いわれる。戦後、ブラジルへの永住を決めた一世、二世たちが、子弟の教育に力を入れ

たおかげで、後継の世代は高学歴を手に入れて、ブラジル社会のなかで栄達を果した。

彼らはもはや日系人が連帯して助け合うコロニアを必要とせず、コロニアに止まる必要
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もなかった。その結果、コロニアを構成するのは一世と一部の二世のみとなり、これら

の人たちと高齢化とともにコロニアは衰退していくことになった。 

国立国会図書館（2009）強調報告者 

 

 以上の指摘は、本調査の協力者の語りにも見て取ることができた。しかし、日系コロニ

アの「衰退」は、必ずしもコミュニティの「衰退」を意味しない。確かに日本語により成

立する日本語コミュニティは過去のものとなった。しかし、日系コミュティは新しい言語、

技能、知識、文化を取り入れ、さらにはブラジル人の血も取り込み変容したといえる。そ

ういう意味では、本報告書で紹介した、共有資源の範囲が日系社会のみならず、ブラジル

全域に広がったと言えるだろう。 

調査参加者の全員に共通して言えるのはブラジルとブラジル人に対する親しみである。

本調査の協力者はすべてが挑戦者であり開拓者であった。外国人であった自分を受け入れ、

自らも国も変わっていく過程で、ゆるやかに一つのものとなった経験は、現在の日本の人

とことばと社会の観念を変えるヒントとなると考える。 

 

参考文献 

国立国会図書館（2009）「ブラジル移民の 100 年」 

http://www.ndl.go.jp/brasil/index.html （2018 年 6 月 25 日閲覧） 

 

３．３ 台湾 

台湾での調査は、2016 年 8 月から 2018 年 3 月にかけて行われ、計 16 名からライフスト

ーリーを聴取した。本報告では調査概要に加え、「コミュニティを創り上げる言語」、「自己

アイデンティティを形成する言語」という２点に絞り報告する。 

 

3.1. 調査概要 

・調査期間:2016 年 8 月から 2018 年 3 月 

・調査協力者：16 名（うち 2 名 2 回、5 名の動画データも有） 

・調査場所：台北市・台南市 

・調査方法：インタビューは、調査者が調査協力者に本研究の目的を口頭と文面で説明し、 

同意書を取り交わした上で調査協力者が自由に話す形態をとった。時折、調査者がフォ 

ローアップ質問したり調査者自身のライフストーリーを語ったり、対話的構築主義アプ 

ローチでインタビューを行った。 

・インタビュー時間：１時間〜２時間以上 

 

3.2. 調査協力者概要 

調査協力者の人数は全員で 16 名で、内 2 名は２回にわたってインタビューを行った。な

http://www.ndl.go.jp/brasil/index.html
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お、2018 年３月に実施した調査の際、５名は音声データのみならず動画によるデータも採

取した。 

調査協力者は類似したバックグラウンドを持ち、ほぼ全員が日本統治時代の教育制度下で

国語として日本語を身につけ、その後、第二次世界大戦終了後の国政変更に伴い中国語に

よる教育を受け、長年中国語のみで生活をし、現在においては交流施設内、配偶者間、教

会コミュニティー内など、限られた場面でしか日本語を使用しない状況に置かれている。

そのうちの１人は 60 年代にアメリカに渡り、50 年ほど北米で生活し、2008 年政権交代の

際に台湾に帰国している。調査協力者はすべて高齢者で、その平均年齢は 90 歳程度となっ

ている。 

 

3.3. 調査報告 

3.3.1 「コミュニテイ−を創り上げる言語」としての日本語 

 調査協力者の S さんは牧師であり、長年に渡り台北のキリスト教コミュニティーに様々

な形で貢献してきたキーパーソンである。S さんはインタビューの際に自分自身のライフを

振り返り、戦後の教育制度の変化に伴った日本語から中国語への切り替えを大きなショッ

クとして位置づけた。家庭内言語は自身のルーツのことば、学校では日本語といった複雑

な言語アイデンティティを持つ S さんにとっては、その切替によって自分の居場所がなく

なったように感じたと話した。そんな中で、心の支えとなったものが教会のコミュニティ

ーであった。コミュニティー内で使われている言語は日本語だったことが S さんに所属意

識や生き甲斐をもたらした。失われつつあった自分のアイデンティティーが、教会におい

て日本語で聖書を読んだり、それについて他のメンバーと話し合ったりすることによって

再形成された。その後、教会コミュニティーを率いる立場になり、教会が運営する施設の

管理に携わるようになり、定期的な牧会以外にも、クリスチャンを中心としたコミュニテ

ィーへ貢献し続けた。つまり S さんにとっては、日本語はコミュニティーを創り上げる言

語であったと言えるだろう。 

 また S さん以外にも、台北市内の日本語で活動を行うデイケア施設における活動等に 10

年以上前から参加し続けている K さんも、戦後の教会を居場所として位置づけ、そのコミ

ュニティーは「日本語が使える場所」として知られていたと振り返った。 

 また、Y さんは台湾南部にある台南市の郊外で小さな日本書籍図書室の運営に携わってお

り、その図書室はコミュニティー内で日本語使用者の集まりの場として認識され、「あそこ

に日本語があるから行く」と語った。 

 

3.3.2. 「自己アイデンティティを形成する言語」としての日本語 

 台湾の多くの調査協力者に共通する点として挙げられるのは、日本語を使うことによっ

て引き起こされる、日本語と自己アイデンティティの再形成や再確認のつながりである。

語りの中では、自分が台湾人なのか中国人なのか日本人なのか、といった疑問に触れた人



18 

 

が多かった。つまり、日本語で教育を受け日本語で生活してきて、日本語しか知らなかっ

たにもかかわらず、戦後にその使用を禁じられたことが、彼らにとって大きなトラウマと

して位置づけていることが分かった。中国語の習得を余儀なくされる状況に置かれ、苦労、

苦痛、混乱などを覚えた。そのトラウマをどう乗り越えたかと調査者の質問に対して「愛。

愛だよ」と語ったことが印象的であった。 

 調査協力者の中には、言語環境の変化に伴って、学校などでは中国語を使用して生活し

てきたが、現在でも断片的な中国語しか話せなく、むしろ日本語が自分のことばとあると

語る人もいた。具体的な例を挙げると、長年台湾鉄路管理局で仕事をしてきた C さんは、

初めて日本を訪れたときのエピソードを振り返る中で、「その時、人生ではじめて日本に来

たが、外国に来た感じがまったくなく、母国に帰ったというように感じた」と語った。ま

た、C さんが後に日本で鉄道管理の技術研修を受けることになった経緯については「日本語

がよくできるから」だったと述べ、日本語を話す自分を誇らしく思っていたというような

語りも見られた。 

 Y さんも、戦後の言語政策の変化について話す中で「あの時、自分のことを日本人だと思

っていた」と発言し、それに対して調査者が「今はどうですか」と聞いたところ、「今もそ

うだよ。どっちかというと日本人だけど、今は国籍よりも国際的な視点を持つことのほう

が大事と思うようになった」という返事が返ってきた。 

 この例からも分かるように、調査協力者にとっては「日本語」という言語が自己アイデ

ンティティーを形成し、再確認するプロセスで重要な要素の一つであることが分かった。 

 

 

４．日本語教育への提言 

 

本プロジェクトで聴取された内容は、言語教育が前提としてきた言語観、人間観とは一

線を画すものとなった。従来の言語教育は実体的な「言語」（文法、音声、語彙、談話、社

会文化など）を明示的に学び、それをコミュニティの媒体として活用し、個人に内在化・

社会化していく方法である。そこには心理的・社会的アイデンティティが確立された「人

間」が存在し、同様の他者と、道具としての言語を操り、社会関係を作るという図式であ

る。一方、本プロジェクトで見られた現象は、個人のあり方が、言語や言語が媒介するコ

ミュニティに依存し、同時に言語とコミュニティがその個人に依存しているという相互依

存の関係性である。つまり、個人のありかた（アイデンティティ、「わたし」など）、言語

（日本語、その他言語）、コミュニティ（家族、友人、知人、日系社会、親密圏、「わたし

たち」など）が、同時に、かつ、相互依存的に存在するというような言語観、人間観であ

るといえる。日本語教育の観点から、この関係を捉え直すと、「日本語」が「わたし」「わ

たしたち」の存在を、それも存在の核心的、基層的な部分において、裏書きするものであ

るということである。このような重要性は、従来の日本語教育では想定されない。従来の
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道具的な日本語教育では、日本語教育が仮に失敗し、想定された機会を失ったとしても、

自分自身を失うことにはつながらない。この変更は言語教育にどのような観点をもたらす

だろうか? 以下、従来の日本語教育とは異なる点を強調し、「日本語教育への提言」とし

て、その可能性をまとめる。 

 

①言語使用の主体としての「コミュニティ」 

 従来、言語使用の主体は個人であり、言語教育は個人に言語能力を与えるという観点に

たっていた。しかし、個人-言語-コミュニティの相互依存的同時性を前提に考えると、個人

のありかたや言語使用の前提となる「コミュニティ」に焦点を移し、その中での日本語が

果たす機能とありかたについて、より意識的であるべきである。当然、現実の言語使用の

主体は、「個人」であるのだが、コミュニティ総体を主体とみなすことで、異なる視点が得

られるはずである。本報告書で「コミュニティ」は家族、友人、知人、日系社会、親密圏

と表現された。これらの関係性も固定的なものではなく、文脈的、流動的なものであるが、

その動態性に日本語が流通する仕組みをつくることが日本語教育の課題となるだろう。 

 

②「コミュニティ」の複言語能力 

 言語使用主体としての「コミュニティ」の特徴として、個人が持つ言語能力がコミュニ

ティ内に共有できる点がある。家族、友人の助けにより英語、ポルトガル語ができなくて

も、社会につながる事例はアメリカでもブラジルでも見られるが、コミュニティ内の言語

資源の共有により、個人は必ずしも言語能力を保有しなくても社会参加が可能となる。複

数言語チャンネルによる媒体を持つ集団の存在は、言語が十分でない個人の社会参加を可

能にし、社会に対する帰属意識をもたらす契機となる。同時に、コミュニティの複言語能

力を高めることは、機能集団としてのコミュニティの機能を高め、その存続にも寄与する

だろう。 

 

③生涯にわたる自律学習者の育成 

 コミュニティを主体とした場合、個人はコミュニティ内で、人と人をつなぎ、関係を形

成する媒体となる。あるものは一つの言語でつながり、あるものは複数の言語チャンネル

を持って、他者をコミュニティ内につないでいく。従来日本語教育は、留学生、ビジネス

マン、旅行者など、一定の社会的役割を想定して、その言語行動を想定し、シラバスを組

んできた。しかし、コミュニティにおける個人の社会関係は、年齢や社会的立場によって

流動的であり、予想ができない。よって、言語教育が個別化される中で、日本語教育の中

核的な仕事の一つは、生涯にわたり、社会的文脈の中で、必要な行動がとれるよう、自律

的に学べる学習者を育成することとなるだろう。日本語教育は言語を教える役割を、教師

から学習者に移していく過程と変容しなければならない。 
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 同視点は、海外における日本語使用者の語りから得られたものであるが、「コミュニティ」

を中核とする日本語教育の方法は「外国人」が増加する日本国内の日本語教育についても

応用が可能である。家族、友人、知人など、親密圏の中では、「外国人」の「外国性」は、

関係性を形成するのに重要な項目ではなくなる。そこでは、個人は一人の「人」として「わ

たし」に対峙し「わたしたち」のメンバーとなるからである。この契機は同時に「日本人」

の「日本人性」重要性が低下することも意味する。特に親密圏としてのコミュニティは「日

本人/外国人」の区別を原理に人を管理する方法ではなく、家族、友人といった関係性から、

自分と相手を同時に見出していくような場である。そのような場の媒体として日本語がい

かなるものであるべきかという議論に、本プロジェクトの語りは多く視点を与えてくれる。 

 

５．成果物の意義および課題と展望 

 

 本章では、本プロジェクトの成果を示しその意義について述べる。また、本プロジェク

トを終えた現在、思い描ける課題と展望について述べたい。本プロジェクトの成果の一つ

として、（１）に示す学会発表を 5 回行った。また、調査協力者から了承を受けた場合に限

りインタビューを録画したので、その録画記録からさらに公開の許可を得ているものを選

びアーカイブ化した。アーカイブ化については（２）で概要を述べる。そして、（３）には、

何人かの調査協力者の語りをもとにストーリーを構築して作成した冊子『言語間を移動し

た人たちの語り』について記す。最後に、これらの成果物の意義について（４）でまとめ、

課題と展望を示す。 

 

（１）学会発表 

本プロジェクトの核となるインタビューデータをもとに、以下の学会発表を行った。 

 

①2017 年 2 月 25 日 言語文化教育研究学会 第 3 回年次大会（関西学院大学） 

 形態：ポスター発表 

タイトル：『武器』を超える言葉の力―元二世兵士の語りから― 

発表者：福村真紀子 

 

②2017 年 5 月 21日 日本語教育学会春季大会（早稲田大学） 

形態：ポスター発表 

タイトル：生き続ける日本語－日本統治時代を過ごした台湾系カナダ移民の語りか 

ら― 

発表者：佐藤貴仁 

  

③ 2017 年 8 月 17 日 カナダ日本語教育振興会 2017 年度年次大会（カルガリー大学） 
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形態：口頭発表 

タイトル：人生をエンカレッジする継承語としての日本語-日本語コミュニケーショ 

ンプログラムに参加した日系人の事例から- 

発表者：佐藤貴仁 渡瀬容子 

  

④ 2018 年 3 月 10 日 言語文化教育研究学会第 4回年次大会（立命館大学） 

形態：口頭発表 

タイトル：「過去」の振り返りが「未来」を創る-日本語コミュニケーションプログ 

ラムに参加した日系カナダ人の事例から- 

発表者：佐藤貴仁 渡瀬容子 

 

⑤2018 年 3 月 10 日 言語文化教育研究学会第 4 回年次大会（立命館大学） 

 形態：フォーラム 

タイトル：ナラティブのアーカイブ化の意味と可能性―言語間を移動した人たちの 

語りから見えるもの― 

発表者：えんどうゆうこ，佐藤正則，福村真紀子，ロマン・パシュカ 

 

（２）アーカイブ化 

  本プロジェクトチームのメンバーは、「J-life」という研究会を立ち上げ運営している

メンバーであるが、「J-life」のWEBページ（http://www.j-life-research.com）に、

本プロジェクトの研究成果として以下2点をアップロードした。 

①「語りの部屋」 

2年間の調査期間中、アメリカでの調査に焦点をあて、調査協力者を以下の 3 つのカ

テゴリーに類別した。 

 

 A：戦後、連合軍の占領政策によって来日したアメリカ兵と結婚して移住した女性 

たち 

 B：アメリカ生まれで、子どもの頃日本の教育を受けるため来日し、戦前または戦 

後アメリカに帰った「帰米二世」などの日系人 

 C：仕事を求め、あるいは結婚を目的として、アメリカに移住した日本人 

  

「語りの部屋」では、カテゴリーA で 3 名、カテゴリーB で 2 名、カテゴリーC で 1

名の語りを公開している。 

 

②「語りのミュージアム」 

http://www.j-life-research.com/


22 

 

①「語りの部屋」で紹介している 6 名の他、カテゴリーB に 1名、カテゴリーC に 2

名加えた調査協力者の語りをストーリー仕立てにしたものを公開している。内容として

は、冒頭に調査協力者のプロフィールを示し、インタビュー中インタビュアーが調査協

力者の語りから特別なテーマを読み取ったものを節に分け、調査協力者の語りとしてス

トーリーを構築した。 

   

（３）冊子作成 

（２）②「語りのミュージアム」で公開しているストーリーは、アーカイブ化の試行段

階でまとめられたもののため、アメリカで取得したインタビューデータのみが一次データ

となっている。（３）で示す冊子『言語間を移動した人たちの語り』には、ブラジルで取得

したインタビューデータから構築したストーリー一遍を加えてまとめた。現在、この冊子

は試行版であり、今後も完成版に向け作業を続行する予定である。 

 

（４）成果物の意義と課題と展望 

（１）の学会発表にあげた各発表においては、個人能力主義にもとづいた既存の言語

教育概念に疑問を呈し、発表を聴いた人々に少なからず理念の更新への影響を与えたと

思われる。本プロジェクトのある意味集大成でもあり、今後の研究の足がかりともなっ

た発表⑤「ナラティブのアーカイブ化の意味と可能性―言語間を移動した人たちの語り

から見えるもの―」（2018 年 3 月言語文化教育研究学会 第 4 回年次大会にて発表）で

は、参加者から、「言語教育あるいは教師養成教育の現場において、アーカイブ化と冊子

は、教材として価値がある」という意見をもらった。この意見は、まさに本プロジェク

トの目標と重なっており、言語教育に従事する人びとの教育観更新への重要な示唆にな

ったと考えられる。 

 

 


