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	 複数の言語環境下に生きる人々にとって、日本語の使用や学習には、それぞれの社会的

な環境や言語バイオグラフィが深く関わっている。本パネルでは、それらの人々の日本語

をめぐる認識や葛藤の変化を、3 つの異なる視座（在英国際結婚家庭、在日国際結婚家庭、
欧州日本語学習者）から考察する。

在英国際結婚家庭における｢日本語学習｣をめぐる親の「願い」

－｢日本語｣に関する語りを批判的に分析する－ 

三宅和子

東洋大学

要旨

	 本研究は、在英国際結婚家庭における日本語をめぐる認識や葛藤を考察し、自らのアイ

デンティティの選択として子どもに学習させることの意味を、方法論や目的論を超えた議

論として展開する。本研究を、いわゆる「継承語」、｢継承する｣、「継承日本語｣というコン

セプトがどのような価値観や世界観を反映しているのか、｢継承させる｣ことにはどのよう

な意味があるのかを問い直す資源としたい。議論の根底には、日本語教師や日本語母語話

者の認識が、 (1)日本語の知識の蓄積や伸長が成功で、停滞が失敗だという考え方を伴っ
てはいないか、(2)日本を背景にもつ子どもには日本語を継承すべきであるという前提に立
っていないか、(3)日本、日本語、日本文化が予め存在し、知識として学ばれるという固定
観念に縛られていないか、という問題提起がある。

【キーワード】国際結婚家庭、日本語使用、アイデンティティ、継承語、認識と葛藤

1	 問題の背景 1 

  外務省の 2014年調査によれば、海外に在留する義務教育相当年齢子女数は 7万 6,000人
を超え、1980年調査時の 2.8倍に達した（外務省 2015）。グローバル化の影響を受け、国
外の様々な環境下で学校生活を送る子弟たちへの注目は高まっている。しかし注目の先は、

例えば海外子女教育振興財団のホームページや記事の例が代表するように、親の仕事に伴

って海外に渡り、いずれは日本に戻る帰国子女を中心とした子どもたちにおかれがちであ

る。海外で義務教育期間を送る者の多くが、実は国際結婚家庭や長期・永住家庭の子弟で

あることは知られておらず、その現状に関心をもつ者も限られている。近年、関係政府機
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関(文科省、外務省、厚生省)において、これらの子どもたちに対する日本語教育は「継承
語教育」としてカテゴライズされ、国語教育とは異なる対応が必要であることが認識され

るようになってきている (文科省答申 2013、外務省報告 2013)。実践的立場からの、「継承
語教育」の研究も増加し 2、本研究の調査地である英国、それを含む欧州においても様々

な調査と研究が展開されるようになってきている（ビアルケ 2011、 村中 2010、 渋谷 2010、
若井・若井 2015など）。日本を背景にもつ海外在住の子どもの日本語の問題は、グローバ
ル化が進む現代社会の中で、日本語教育が考察を進めるべき重要な課題として立ち現われ

ている。 
 
2	 本研究の目的 
	  
  しかし本研究のめざすところは、継承語教育研究そのものではない。これまでの調査や
論文でしばしば使われている「継承する」というコンセプトや「継承語」という表現をあ

らためて問い直し、「｢継承語｣としての日本語」を教育することや教育すべきだという考え

方の前提となっている価値観や世界観を批判的に読み解きたい、継承語教育を相対化した

いとの意図から出発している。 
	 筆者はこれまで、1960年代以降に渡英し永住した高齢の日本人国際結婚女性たちの言語
生活、とくにことばとアイデンティティの関係について調査を進めてきた（三宅 2014a、
2014b、三宅ほか 2015、Miyake 2015）。その背景となる社会状況を考察するため、比較対
象として現代の子育て世代の国際結婚女性の調査も始めたが、子どもに日本語を学ばせる

ことに非常に関心が高く、補習校に通わせたり様々な日本語環境に子どもを置く方策を模

索したりしていることが明らかになった。この関心の高さは、高齢世代との明らかな差で

あった。高齢世代へのインタビューでは、これほどの熱意をもって子どもの日本語に取り

組んだという話は聞かなかった。子育て期間が過ぎたために関心が遠のいているというだ

けではない異なりが感じられた。 両世代間にまたがる数十年の差は、時間差だけではなく、
日本の政治経済の伸長、サブカルチャーを含む日本文化の評価の高まりなど、世界におけ

る日本のプレゼンスの変化、日本の国籍法をはじめとする法制度の改正や整備を反映して

いると考えられる。日本や日本語はとるに足りないものではなくなり、知っていたり話し

たりすることに誇りをもてる対象になってきている。また、情報化やグローバル化が時空

間の縮小をもたらし、イギリスに住んでいても日本の情報や日本人との交流は非常に身近

になった。こうした社会変化を背景に、子どもに日本語を学ばせることやその希望をもつ

ことが当然であり、意味のあることとして認識され（三宅 2015）、その努力を怠ることに
対する批判的な姿勢が醸成される可能性にもつながっている。 
	 高齢世代にとっては、以下のようなことが不可能か非常に難しかったが、現在ではこれ

らは当然視されている。 
	 	 ・海外に気軽にわたって住むこと 
	 	 ・日本に気軽に帰ること 
	 	 ・日本にいる人と連絡をとること 
	 	 ・日本のものや情報を手に入れること 
	 	 ・日本国籍をもつこと 
	 	 ・子どもに日本国籍をもたせること 
	 	 ・子どもが日本語を話すこと 
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	 また、現在進行がすさまじいグローバル化の世界では、親の努力で日本語を「継承」さ

せても、それが孫の世代までは期待できない可能性が十分にある。現在前提となっている

ことは、過去における前提としてはなかったこと、そして未来には異なる前提が出てくる

だろうことも考慮に入れ、子どもに日本語を｢継承｣する意味を考えたい。本論文では、10
名の子育て世代の母親たちへのインタビューの中から、子どもと日本語をめぐる語りに焦

点を当て、そこにどのような思いがあるのか、その根底にはどのような価値観や世界観が

あるのかを探ることにより、「継承語」の意味を問い直し、｢継承語教育｣をあらためて考え

る資源としたい。 
 
3	 調査概要 
	  
  2013年夏、小中学校に通う子どもをもつ主婦を主な対象にロンドンで調査を行った。 
・調査時期：2013年 8～9月 
・調査協力者：1990年～2000年代に国際結婚して在英の 30～40歳代の日本人女性 10名 
・調査場所：ロンドンおよび近郊 
・調査方法：各 2時間前後の半構造化インタビュー 
 

表 1	 調査協力者プロフィール 
  

名前年齢 離日年 子ども 現職 過去に経験した職業 
1 SR35歳 2004 女 1歳 主婦 介護職員・日系商店・通信系企業経理(英国)など 

2 EJ42歳 1997 男 15歳 
女 12歳 

主婦 銀行(日本) 
銀行・友人のサロンの手伝い(英国) 

3 MS46歳 1990 男 12歳 
女 7歳 

主婦 貿易会社経理部・幼児英会話教室講師(日本)、銀
行秘書・会計事務所 PA(英国)など 

4 SB49歳 2006 男 8歳 主婦 デザイン業界(広告など)・秘書業務(日本) 

5 CB49歳 1998 女 15歳 
女 11歳 

在宅 
翻訳 

輸入小売店販売促進・英会話学校講師・輸入商

社営業(日本)、通訳・翻訳学校講師(英国) 

6 MT45歳 1990 男 13歳 
男 10歳 

主婦 銀行(日本) 
家電メーカー・銀行(英国) 

7 SH44歳 1993 女 8歳 
男 5歳 

主婦 出版社営業(日本)、フリーランス翻訳＆通訳(ス
ペイン)、日系企業(英国)など 

8 YK44歳 1990 女 10歳 
男 6歳 

主婦 
日本語教師 

生命保険証券部・旅行会社(日本) 
日系旅行会社・旅行オペレーション会社(英国) 

9 HI45歳 2000 女 4歳 
男 1歳 

留学代理業

主 
航空会社カウンター・仏系ツアーオペレータ・

PCソフト会社(日本)、語学学校手配業(英国) 

10 KA48歳 2000 女 11歳 
男 7歳 

主婦 外資系製薬会社(日本) 
日系銀行(英国) 

 
	 インタビューでは、結婚のきっかけ、夫の日本語・日本への興味、自身の仕事や活動、
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日本の情報の入手、子どもの学校や日本語などを語っているが、本論文ではその中の「日

本語の継承」に関して、母親たちの願い・意図、日本語を話すことの効果・意味、継承さ

れなければならない理由に焦点を当てて考察を進める。 
 
4	 調査結果 
	  
  インタビューで出てきた子どもの日本語の「継承」に関する語りには、【実利的な側面】
と【情動的側面】に言及するもの、そしてその両方が入り混じったものがあった。 

 
A.【実利的な側面】 
	 日本で生活するために、将来の選択肢の幅を広げる、就職に有利に働く、などといった

実利的な側面に注目したものだが、語り全体の中では多くなかった。 
 
(夫婦とも一人っ子であるため、早死にした場合日本にいる姉が面倒を見ることになる) 
SH0628：お母さんの国、といってもなじめなかったら困ります、そうやってー、ほ
かの、自分、お母さんの文化にも触れておくことはいいことだ、だから、そのバッ

クアップの意味もあって。 
 

B.【実利的側面】＋【情動的側面】 
	 祖父母などの日本の家族との関係を維持の意味、自分の老後の日本語の仲介者になるこ

と、複言語によって世界観・可能性が広がることなど、実利面と情動面が絡み合っている。 
 
SB0376：小っちゃい時から、ずっと続けてきてるから、このまんま続けて、で、やっぱ 
り、たぶん、将来選択肢が増えるとか、両方やってることで。それから、日本の家族

と、やっぱりコミュニケーションバッチリとれるとか。 
 
CB0492：	 …せっかく母親が日本人なんだから、それを、ねえ、アドバンテージ
にしてもらいたいっていうのがあります。何か、やっぱり、子ども、私は、何でしょう、

いい母親でいたいっていうのは誰でもそう思いますけど、私が一番子どもにしてやりた

いの は、できるだけ、その、オポチュニティをあげたい。 
 

C.【情動的な側面】 
	 説明が難しい「願い」や「わがまま」、「気持ち」として語られる、子どもへの思いや自

分と子どもとの関係をめぐる日本語。語りの中で も多く頻繁に現れる。その語りの根底

からは、日本、日本人、日本語の存在が予めあるものとして扱われていること、日本語は

当然保持しなければならない／ぜひ保持してほしいものとして認識されていること、日本

語でお互いに話すことで親子の紐帯が強まる実感があること、子どもが日本語を話すこと

が自らのアイデンティティの一部となっていることが覗える。 
 
（英語しか話さなかった娘が、日本語で、しかも方言で話せるようになったことに関して) 

HI0178：すごくやっぱり、どこかで寂しかったし、日本人なのに、娘もちょっと
は日本人だけど全部英語で、寂しかったし、まあでもそれで日本語になってや
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っぱりすごく、絆が深まった、っていうか私はすごく愛おしく彼女を思う、よう

になったです前より。 
 
HI0181：…何か初めてですねえ。 {笑}ちっちゃな、日本人の友達ができたってい
う感じ。 

 
YK0388：日本に帰る理由もなくなってくるとなると、自分が日本人であるというこ
とを、ここで保つにはやっぱり、ことば？しかないと思うんですよ。まその言葉

を継続していくと共にやっぱり自分の子どもにもそれを引き継ぎ、つつ、うん、ね

えそれをこう保っていく、その、それ、そこ、そこが 後の砦っていうか日本人と

しての、… 
 

YK0400：…日本のテレビなんか見ててもね…つぼで笑えるってかなりちょっとディー 
プな {笑}日本人の心をもたないとこれ笑えないギャグみたいなところで、あは
あ  って一緒に、面白いねえっていっしょにいえるってとこがねえ、すごく嬉
しいんですよ 近。 

 
（日本語を子どもに求めるのは「私のわがままだ」というのに対して説明を求められ） 
KA0603：（3秒）分かんないなんかそれがなくなるとー、こうー、私のこう、一部
が、なくなるような、こう、ぽっと外されるような 。 

 
5	 考察・結論 
	  
  インタビューを特徴づけるいくつかのキーワードがある。｢日本語｣、｢日本人｣、「勝手な
願い」をめぐっての語りである。 
 
（１）	 ｢日本語｣についての語り 
	 ｢日本語｣についての語りにはまず、将来の備えのための日本語という考え方があった。

「 低限の、(英語を忘れた私と／日本の親戚との)コミュニケーション」、「大きくなって
から急に始められない」、「将来選択肢が増える」、「アドバンテージにしてもらいたい」と

いった実利的な側面を重視した語りである。一方で非常に多かったのは「100%同じ感覚
で？…気持ちを分け合える」、「子どもに英語っていうのやっぱりすごい違和感」、「（英語
だと）若干ちょっとニュアンスが変わって」、「日本語で話すのがいちばん、自分らしい」、

「もうろくした時にも日本語で娘と息子には話したい」、といった親子の感情共有のための

｢日本語｣である。また、「博多弁で返って来るので…すごいかわいい」、「何か初めて、ち
っちゃな、日本人の友達ができたっていう感じ」といった、共有感以上の、自分の心の琴

線に触れる「日本語」を子どもと分け合いたいとの願いに溢れていた。 
 
（２）｢日本人｣についての語り 
｢日本人｣についての語りには、「やっぱり」が前置詞のように前接して「日本人だから…」、
「日本人なのに…」、「日本人としての…」、「ディープな日本人の心」、「せっかく母親が日
本人なんだから…」、｢日本人であるということを引き継ぐ…」、「自分の子どもにもそれを
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引き継ぎつつそれを保っていく…そこが 後の砦っていうか」と表現されていた。日本、

日本人がどのようなものであるかが予め前提とされている語りが繰り返された。 
 
（３）母親の「勝手な願い」についての語り 
「子どもと日本語で話がしたい」、「自分のエゴみたいな感じ」、「自分のわがまま」、「あた

しの気持ちのよさのため？」、「(子どもの日本語が）なくなると私の一部がなくなるような、
ぽっと外されるような 」といった語りにみえる、母親の「勝手な願い」は、親子で気持ち
を十分に通わせる、親子の愛のためには日本語が必要であるという見方から正当化されて

いることが見て取れる。 
 
	 このように、母親の語りには「日本語」、「日本人｣、それを支える「日本」の存在が予め

あるものとして表出していた。しかし、何をもって｢日本人｣と考えればよいのだろうか。

国籍、民族、エスニシティ、日本語、日本文化のいずれにおいても、日本人を定義づけで

きるだけの力をもちえているとは考えられない。 
	 今回の比較の対象となった高齢世代においては、子どもに日本語がほとんど継承されて

いない。本論文の 初の部分で述べたように、現在とは社会的背景が異なり、たとえ望ん

でも難しいことであった。しかし、子育て世代における少数派の親や、現在調査を進めて

いる他世代や他文化においても、子どもに日本語を継承させないことを前向きに選択した

親もいる。それらの親子間では気持ちの共有が少なかったり、親子の愛が薄かったりする

という判断は誰にできるものではなく、事実でもないだろう。また、少なくとも今回の協

力者の中では、英語の習得が進まず、英語の習得が進んだ子どもとの間でのコミュニケー

ションに日本語が必要であるといった問題を抱えている親はいなかった 4。 
	 なぜ、親子間で日本語は話されなければならないのか。今回の調査、高齢世代調査、そ

して今後継続する予定の他世代や他文化の調査も考慮に入れつつ、親が子どもに｢継承｣し

たいものは何なのか、｢継承｣とはそもそも何なのか、｢継承語教育｣とはどのような教育な

のかを考え続けていきたい。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
注． 
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2
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3
欧州圏の近年の研究として、ビアルケ千咲(2011)、村中雅子(2010)、渋谷真樹(2010)、若井・若井
（2015）などを挙げることができる。  
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「移動する子ども」という記憶に親子はどう向き合うのか	

―幼少期より複数言語環境で成長した大学生とその親の語り―	

	

川上郁雄	

早稲田大学	

	

要旨 
	 「移動する子ども」とは、空間、言語間、言語学習場面間（言語教育カテゴリー間）を

移動する子どもという分析概念であって、その中心にあるコンセプトは「記憶」である。

幼少期より複数言語環境で成長する子どもは、異なる言語で他者とつながる体験、つなが

らない体験が記憶として自身に刻み込まれ、子どもの複合的なアイデンティティ形成に影

響していく。その過程は自らの言語資本と向き合う経験であり、記憶の意味づけはライフ

コース全般に及ぶ。 
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このような子どもの言語使用と言語学習に対する意識、その親の子どもに対する意識に

ついてインタビュー調査を行った。子どもは親の願いや期待とは別次元で自分の言語資本

を考え、自分のアイデンティティを捉えている。そこには、「家族の道程／家族文脈」が強

く影響を与えていることがわかった。そこから、本稿は「移動する子ども」という記憶の

研究の重要性を示唆した。	

	

【キーワード】「移動する子ども」、「ありふれた複言語複文化経験」「言語バイオグラフ

ィー・インタビュー」、「家族の道程／家族文脈」 
	

1	 問題の所在	

	

大量人口移動の中には大人だけではなく、大量の子どもたちが含まれる。それらの子ど

もは大人の移動にともなって「移動せざるを得ない子どもたち」であり、それらの子ども

たちが体験することは「ありふれた複言語複文化経験」（コスト他, 2011）であるといわれ
る。つまり、子どもの複言語複文化経験はごく日常的なことであるが、そのような「あり

ふれた複言語複文化経験」を通じて育成される複言語複文化能力はそれほど単純なもので

はない。このことは、次のように説明される。 
	 「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。重要なのは、別々の 
	 能力の組み合わせではなく、複雑に入り組んだ不均質な寄せ集めの目録とし 
	 ての複合能力ということである」（コスト他、2011：252）。 
また、この複言語複文化能力は「複雑で不均質だとしても全体としてひとつのもの」と捉

えられるとコストらはいう。 
	 さらに、子どもたちがこのような複言語複文化能力を身につけていく背景には、家族が

深く関わっているといい、コストらはそれを「家族の道程／家族文脈」と呼ぶ。つまり、

一般に、個人は一定期間家族の歴史に組込まれ、そして大人は外国旅行や配偶者選びを行

い、その結果、家族は二国接触や複数国での生活を体験する。同時に、 移住と社会的上昇
をめざす計画を立てていくことによって、家族にとっての複言語複文化の状況は、家族の

道程の中で意味を持つようになる。その結果として、複言語話者は、社会的資本として言

語文化資本を増やすように導かれていく（コスト他、2011）。 
	 本研究で使用する「移動する子ども」とは、これらの背景を持つ人のあり方を考えるた

めの分析概念である。「移動する子ども」とは、「空間を移動する」「言語間を移動する」

「言語教育カテゴリー間を移動する」という３要素を持つ概念であるが、目の前の子ども

をいう「実体概念」ではない。そして、重要なのは、この分析概念のコアにあるのは、幼

少期より複言語複文化環境で成長したという記憶である。これを、「移動する子ども」と

いう記憶と呼ぶ（川上編、2013）。この「移動する子ども」という記憶には、家庭や学校、
社会で経験する「複数言語で他者とつながる体験やつながらない体験、他者からのまなざ

しと自己省察」などが含まれる。そして、それらの記憶をベースに、複言語複文化能力や

アイデンティティの形成が進められていく。 
	 そのように考えると、前述の「家族の道程／家族文脈」は、子どもたちの「移動する子

ども」という記憶にどう関わるのかということが、研究課題となる。この研究課題は、子
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どもたちが自らの「複言語性と向き合う自己の確立」という人としての生き方に関わる課

題であり、それゆえ、家族にとっても、教育関係者にとっても、ましてや子どもたち自身

にとっても、重要な課題なのである。 
	

2	 調査の概要 
	  
  この研究課題を考えるために、日本の大学に通う二人の大学生とその両親にインタビュ
ー調査を行った。二人の大学生は、国際結婚した両親のもと日本で生まれ、幼少期より英

語と日本語を使用する家庭環境で成長した。調査は、まず大学生への半構造化インタビュ

ー調査法による「言語バイオグラフィ・インタビュー」を行い、その後、それぞれの実家

で両親へのインタビューを行った。インタビューの際、大学生には日本語、両親には日本

語と英語を使用した。 
	 まず、大学生には、幼少期より現在まで、時系列で、親の言語をどう学んだのか、複数

言語をめぐる親子の関係、将来の希望等を尋ねた。また、その両親には家族の歴史、子育

てについての思い、親の言語をどう教えたか、子どもへの期待等を尋ねた。その後、イン

タビューの内容を文字起こし、カテゴリー化し、子どもの語りと両親の語りの重なりと相

違を整理した。その結果、以下の３つのテーマ、「子ども時代の複言語への気づき」「複言

語学習・教育への思い」「アイデンティティ形成・思いと期待」が抽出された。 
 
3	 調査結果の概要 
	  
  本研究で行ったインタビュー調査の詳細は、本稿の紙面の都合により掲載できないが、
インタビュー調査を行った二人の大学生とその家族の概要は以下の通りである。大学生 A

（男）はイギリス人の父と日本人の母のもと日本で生まれた。大学生 B(男)はニュージー

ランド人の父と日本人の母のもと日本で生まれた。どちらも、幼少期より家庭内で父親は

英語、母親は日本語を使用していた。どちらの父親も子どもが小さいときは英語絵本の読

み聞かせをやった。母親はどちらも海外留学などで英語を使用する生活に慣れていた。た

だし、大学生AもBも、子どもの頃に英語絵本を読んでもらったことは語らなかった。	

	 中学校で英語を学ぶようになるが、学校英語に慣れない父親に対して、子どもは不信感

があった。大学生Aの父親は、息子が幼少期より中学２年生まで毎年夏休みを１ヶ月以上

イギリスで過ごすなど「英語環境」を息子に与えた。大学生Bの場合はそのような海外滞

在経験は豊富になかったが、大学生AもBも、英語テストのヒアリングには自信があった

が、英語を読んだり書いたりすることは得意ではなかった。しかし、どちらも、アスリー

トとして国際大会に参加するようになる高校時代からは、海外の選手と接触することから

英語学習へ主体的に取り組むようになった。	

	 見知らぬ海外の選手に自己紹介するときはどう言うのかという質問に対して、大学生A
は次のように言う。 
「お父さんがイギリス人で、日本で育った人ですって。まず絶対言うかなとは思いますけ

ど。だから英語が喋れる、そんなに喋れるわけではないですけどみたいな感じでいうかも

知れない。まぁ、日本で育って、もちろん日本語が主流ですけど、英語も喋るかなって感

じで言うかなって感じ」。国籍は、「まだ二重国籍。多分、日本にはしようと思いますけど。」 
	 大学生Bには、自分を振り返ってみて、いまどう思うかを尋ねると、 
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「 初はやっぱり日本人がいいと思ってたんで。小学校の時とか。英語なんていい、って

思ってんですけど、そこから、英語ができた方がいいな、なんで出来ないんだっていうの

はあったけど、今はそうでもないですね。海外行って覚えればいいやとか（中略）。いろん

な人がいていいなっていうのはあるんで。」 
「僕も、たとえば、海外とか行ったら、もう関係ないわけじゃないですか。日本人だの、

ハーフだの、とか。特にヨーロッパとか行けば、何人と何人のハーフでとか、わかんない

ですし。（中略）	 ただ、自分は日本人なの、というのは思ってますけど。そこはあるんで

すけど、そんなに違いは意識していないっていうか。」と答えた。 
 
4	 考察 
	  
  この調査結果から考察されるのは、以下の諸点である。  
(１)子ども時代に見られる複言語への気づき 
	 大学生AもBも、「家庭内のふたつの言語」や「父親とは英語、母親とは日本語」、さら
に「父親とうまくコミュニケーションできない」ということから、幼少期より複言語性へ

の気づきが生まれた。学校へ行くようになって、自分の名前がカタカナと漢字の混ざった

名前や、外見は異なるが「日本語が話せるんだ」という他者のまなざしなどからも、自ら

のもつ複言語性への気づきがあった。（２）複言語学習・教育への思い 
	 大学生A、Bの父親は、子どもが小さいとき英語絵本の読み聞かせをした。大学生Aの
父は「親の言語は best gift」と言い、「夏休みの滞英経験」を息子に与えた。どちらの母親
も、子どもに「英語を与えたい」という意識があった。一方、子どもである大学生AもB
も、父親の言語（英語）は「感覚で覚えた」という。逆に父親から英語を教わったという

記憶はない。だから、「リスニングは満点」「苦もなくやっている感じ」「（英語を）「聞く」

のは１００％」と言いながら、「だから英語が喋れる、そんなに喋れるわけではないですけ

どみたいな感じ」（大学生A）、「会話はだめ。聞くのは、結構いい。読み書きはだめ」（大
学生B）という言語意識がある。 
（３）スポーツと言語意識、そして自己表象の変化 
	 アスリートの大学生A、Bは、ふたりとも、「海外大会への参加」から英語力を意識する
ようになる。「大会に出ると、積極的に（他国の選手と英語で）喋りに行ったり」（大学生

A）、「英語ができた方がいいな」（大学生B）という意識になった。競技を通じて、自己表
象としての名前がカタカナや漢字の混ざっていることをむしろ肯定的に見るようになる。

たとえば、小さい子どもの頃は「目立っちゃうのが、嫌」、「 初はやっぱり日本人がいい

と思ってた」が、競技をやるようになって「カタカナ（の名前）がインパクト」があると

思うようになった（大学生B）と語る。 
（４）親の子どもへのまなざし 
	 国際大会へ出場するとき、どちらの親も、子どもが日本代表となることを当然と見てい

る。たとえば、大学生Aが「日本で生まれ、日本で育てられたのだから、日本の代表で出
場するのは当然。彼は、Japaneseです。」という大学生 Aの父親、また大学生 Bの父親は
先祖がオランダ出身であるためか、「特にニュージーランドのことは教えない。（国籍は）

息子にまかせている」と語る。日本人の母親も国籍については「あまりこだわっていない」

という（大学生Bの母）。 
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5	 結論 
	  
  今回の調査結果と考察から、以下のことがわかった。 
（１）複言語性 
・親は幼少期より複言語環境を与える。 
・子どもは幼少期より複言語性を意識する。 
・子どもは父親の言語で十分コミュニケーションできない。 
・フラストレーションと父親の権威への不信が生まれる。 
・複言語に対する親の姿勢が、子どもには必ずしも理解されない。 
・しかし、子どもは、成長するにつれて、また海外で活躍することを通じて、 
	 自らの複言語性を見直す。 
・その結果、言語学習に主体的に向き合う。 
（２）自己表象 
・成長とともに自己表象、あるいは自己表象についての意識は変化する。 
・親からの言語文化資本に対する認識も変化する。 
・スポーツへの取り組みを通じて複言語複文化能力への気づきが深まる。 
・家族との関係、社会的文脈、他者のまなざしによって、自己表象は変化し続ける。 
	 以上のことから、「移動する子ども」という記憶に家族の道程／家族文脈はどう関わるの

かという研究課題について以下のことが示唆された。まず、幼少期より複言語環境を作る

親の気持ちと、その中で成長する子どもの記憶は、必ずしも一致しない。しかし、その子

どもの記憶は、家族、学校、自分の競技など他者との関わり、まなざし、評価、相互作用

によって形成される。その記憶には、自己表象の動態性が関わる。 
	 したがって、「移動する子ども」という記憶は、個人の記憶ではなく、家族、社会の中で

構成され、人を作ることになる。「移動する子ども」という記憶とは、「自分が思うことと

他者が思うことによって形成される意識」（川上編、2010）であるが、「他者のまなざし」
と「自己表象」という社会的関係性、「ありふれた複言語複文化経験」（コスト他、2011）
への気づきを通じて、「複言語性と向き合う自己の確立」という課題へつながる。 
	 今後は、「移動する子ども」という記憶の研究対象化、子どもの複合的な生を総合的に捉

える実践研究、すなわち「移動する子ども」学の構築および「ありふれた複言語複文化経

験」（コスト他、2011）を言語化する教育実践、たとえば、「言語ポートレート」（Busch, 2012）、
「言語バイオグラフィ実践」（川上、2015）が課題となろう。 
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日本語のために移動する学習者たち 

―複数言語環境のヨーロッパで― 

 
岩﨑	 典子 

ロンドン大学 SOAS 
 

要旨 
 本稿では、多言語環境であるヨーロッパ諸国（ポーランド、フランス、オランダ、スペイ
ン）で生まれ育ち、英国で日本語を専攻し日本留学した 4人の学生がどのように日本や日
本語と遭遇して日本語を専攻するにいたったのか、そして、日本語専攻 4年目にはどのよ
うな言語アイデンティティを構築したのかを半構造化インタビューと言語ポートレートを

通して探る。日本留学後の 4人が描いた言語ポートレートから、それぞれが日本語を自分
の核（頭脳・心臓）と捉えており、うち 3人は母語同様日本語も心臓に位置づけ、自分に
とって情意的に大切な言語であると感じていた。日本語学習者や教育者が日本語学習や留

学の目的・成果を考える時、知識の蓄積や日本語能力の向上という認知面を重視しがちだ

が、生きた文脈で日本語使用の機会を重ねることによる日本語との距離感の変化、日本語

を自分のものと捉える情意的側面への貢献も考慮することの必要性を示唆した。 
 
【キーワード】	 移動、留学、言語アイデンティティ、言語ポートレート 
 
1	 背景 1 

 
1.1	 欧州における日本語教育	  
	 国際交流基金 2012年調査（国際交流基金 2013）によると、世界の日本語学習者数は伸
び続けていて、学習者数が圧倒的に多いのは日本から地理的に近い東アジアや東南アジア

の国々で、世界の日本語学習者のうち 54.1%は東アジア、28.4%は東南アジアの国々が占め
るということだ。しかし、地理的に遠い欧州でも日本語学習者は増えている（岩﨑 2013）。 
	 欧州は周知の通り複数の国 （々欧州評議会加盟国だけで 47カ国）から成る多言語圏・多
文化圏で、複数の言語や文化の存在は日常的なものである。そのような欧州において、2001
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年に欧州評議会が出版したヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)は、各言語能力を高めること
のみならず、複言語能力・複文化能力の養成を提唱する。複言語能力とは、「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、言語でコミュニケーションし文化的に対応する能力」のことで、重要なの

は「別々の能力の組み合わせではなく、複数に入り組んだ不均質な寄せ集めの目録として

の複合能力」であることで、「部分的能力も含まれる」(Coste, Moore, & Zarate 1997, 姫田訳 
p.252)。CEFRの提唱する言語教育では、この複言語・複文化主義の養成により、相互理解
民主的市民の育成も目指す。 
 
1.2	 英国における日本語教育	  
	 	 英国では原則として大学で語学を専攻する学生はその言語の話される地域に１年間留

学することが必修となっている(Coleman 1998を参照されたい）。また、欧州では就学目的
で欧州内の他の国に移動する学生も多い。本調査の行われたロンドン大学の日本語科では、

英国外からの学生の割合が例年 30-40%を占め、その多くが欧州諸国から英国に留学してき
た学生である。 
	 本研究では、多文化・多言語が日常的で当たり前の環境で育ち、英国に「移動」して、

留学という「移動」を必須とするカリキュラムを選ぶ学生が、日本語をどのように捉え、

自分の複言語資源の中で日本語をどのように位置づけているのかを探る。 
 
2	 方法 
 
2.1	 参加者 
	 	 日本語学習者の留学経験前後の日本語観・日本観を探ること目的に留学前の学生から

参加者を募集した結果、8 人が参加に同意した。うち英国出身と他の欧州諸国の出身が 4
人ずつであった。今回分析の対象となったのは、ポーランド（仮名：アンナ）、スペイン（ホ

セ）、フランス（ベル）、オランダ（ヤン）出身の学生で、それぞれ母語の他にも幾つかの

ヨーロッパ言語の学習・使用の経験があった。入学前から就労のため英国に移動していた

アンナ以外の 3人は、大学で日本語を専攻するために英国に移動し、4人ともカリキュラ
ムの一環として 3年目には日本に留学した。表 1に 4人の年齢と学習・使用言語を示した。 
 
表 1：参加者のプロフィール 
仮名 性 年齢 国籍 日本語・英語以外の言語（カッコ内は学習した言語） 
アンナ 女 24/25 ポーランド ポーラント語 (韓国語、ドイツ語、ロシア語、ラテン語) 
ベル 女 20/21  フランス フランス語 (スペイン語、イタリア語 )  
ヤン 男 19/21 オランダ オランダ語（ドイツ語、フランス語、スペイン語） 
ホセ 男 23/24 スペイン スペイン語、カタルーニャ語 (フランス語、韓国語)  
注：年齢は留学前・後の年齢 
 
2.2	 手順：半構造化インタビューと言語ポートレート 
	 2011年の9月から留学することが決まっていた学生にまず同年6月初めに日本語学習の
動機や日本語・日本観についての半構造化インタビューを行い、留学後の 2012年 10月に
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も同様の半構造化インタビューを行った 2。留学後には、インタビューのあと身体をかた

どった線画上に自分の言語を位置づける言語ポートレートを描いて説明することも求めた。

インタビューとポートレートの説明は録音し文字化した。 
	 言語ポートレートは、移民の子どもたちが自分のそれぞれの言語にどのような感情・気

持ちを抱いているのかを見るのに役立つ方法として使われることが多かったが（Krumm & 
Jenkins 2001)、2002年頃より言語教育に携わる教師が自分の言語資源についてどのように
考え、感じているのかを探るためにも使われるようになった（例えばBusch 2006, 2012)。
自分の思考や感情について語るのに比べ、空間を使ってイメージとして表現する時、自分

とそれぞれの言語との関係、言語と言語の関係が明らかになる。例えば、姫田（2013: 221)
は、日本の大学生が描いた言語ポートレートを分析したところ、学生の多くは、母語であ

る日本語や琉球語を大切に感じて心臓に位置づける一方、英語など学習対象として も重

視している言語を脳に、他の言語は手などに位置づけることが多かった 3。また、Coffey 
(2015)は外国語教師を目指す英国の大学生のナラティブとポートレートの描写に使われた
メタファを分析し、母語が核部分（心臓・頭脳・胴）に位置づけられることが多いこと、

言語が知識の集積として頭脳のみならず、個人的な経験を通して情意の対象となる心臓に

位置づけることを報告している。 
 
3	 結果 
 
3.1	 インタビュー 
	 4人のうち 2人は親の影響により家庭で常に日本語に接していた。カナダやイタリアで
も幼少時を過ごしたベルは母親が日本人の継承言語としての日本語学習者で、幼少のころ

から日本語を聞き、夏には日本の祖父母や親戚を訪問することも多かった。ホセは、父が

若い頃から柔道をし、日本語学習にも関心が高く能力試験で好成績を取って日本に招聘さ

れたこともあった。周囲には常に日本語学習の書籍があり、家族で日本へ旅行したことも

あった。ヤンはコンピュータゲームで見た現代的な東京の風景に惹かれ、早くから日本語

を勉強したいと思っていた。高校生の時には、言語経験のために自ら計画して 2週間海外
に行くという課題があり、滞日経験のある英語教師の紹介で日本に行き学校訪問や観光を

した。アンナはアニメを通して日本文化にも関心を持ち始め、アニメや歌で聞いた言語に

も興味を持つようになった。4 人に共通していたのは、ヨーロッパ言語と大きく異なる日
本語への強い関心だった。また、アンナ以外の 3人は幼いころからか少年期に日本を経験
した親や教員の影響を受け、自分も直接日本を経験していた。 
 
3.2	 言語ポートレート 
	 図 1−4 にポートレートの上部を示した 4。アンナにとって、話しやすい言語はポーラン

ド語と英語（口）であったが、日本語は聞きたい（耳）であり、読みたい言葉（目）であ

った。大事な言語は日本語とポーランド語の二つ（心臓）("The most important for me are 
Japanese and Polish")で、この二つの言語でこそ自分の気持ちを伝えたいと言う。（例えば、
「楽しみにする」という気持ちはポーランド語では伝えられないと言う。）インタビューで

は、もしこのポートレートを留学前に書いていたなら、毎日日本語専攻の学生として日本

語学習に集中していたので日本語を全員のあらゆる箇所に書いていただろうという。（"I 
would have probably put many many many many Japanese Japanese Japanese Japanese because I 
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had to study so much. I was even dreaming kanji."). アンナは、留学というテストを通して日本
や日本語への自分の気持ちを確認できたという。 
 ホセにとって、考える言葉（脳）はカタルーニャ語とスペイン語であったが、日本語と英
語を も好きな言葉（心臓）と感じていた。英語は、英国に住んでいる自分が一番良く

使っているから心臓に、日本語は、よく使っているかとか流暢かどうかに関わらず好き（"It 
is because I like it very much. It has nothing to do whether I use it or not or whether I am fluent 
or not. I just like it)なので心臓に位置づけたという。ポートレートでも英語と日本語を比べ
ると、日本語の方がもっと心臓の中心的な位置であるという。	  
	 ベルの場合は、母語のフランス語で考えるので脳（脳にある 3言語の中でも大きい位置
で）、 も強く心臓の中で感じると言いつつも、英語と日本語も感じる言葉（心臓）とし、

どれも大切な言語であると考えていた。口にもやはりフランス語、英語、日本語を位置づ

けていた。イタリア語やスペイン語はあまり使わなくなったけれどいつか身につけたい言

葉として手に位置付けていた。 
 ヤンは、ユーモアなど一番感じる言葉としてオランダ語を心臓に、大学生活を通してよく
使った言葉はソーシャルな場面で使いやすいため口に、日本語は、間違えずに正しい日本

語を使うために脳を積極的に使うという理由で脳にも位置づけ、書くのが好きという理由

で手にも位置づけていた。かなり学習したもののあまり使わなくなったドイツ語・フラン

ス語・スペイン語は「再起動」したい言語として胃のあたりに位置づけていた。 
 
 図 1	 アンナ     図 2	 ホセ 
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     図 3	 ベル     図 4	 ヤン 

	 	  
 
4	 考察 
	  
  今回対象となった 4人は全て日本語を自分の核と捉えていた。日本語のために移動する
という動機の高さを反映している。特に注目すべきは、姫田（2013）の大学生が学習言語
を脳に描き母語を心臓に描いたのに対し、日本語を認知の対象（脳）と捉えたのはヤンの

みで、3 人が日本語を情意の対象（心臓）としていたことである。これは１年間の留学中
に生きた文脈で日本語を使ってやりとりし、日本語使用を重ねて身近に経験したことによ

る「日本語との距離感」の変化と考えられる（川上他 2011）5。 
	 アンナのインタビューでの語りでわかるように、留学前も学習対象として日本語に集中

していたので、留学前も日本語が全身の要所や脳にあったかもしれないが、流暢かどうか

関係なく好きであるというホセの語りが示すように、日本語が学習対象を越えて、情意的

な核になったようだ。 
	 また、4人とも多言語環境で育ったため、母語 vs.日本語という（時には二者択一的な）
捉え方ではなく、日本語も言語資源に加えているという意識が強いようだ。特に幼少時か

ら移動が多かったベルは、心臓以外の言語（特に英語）も学習することを日常的なことと

して育ったため、自分の融合的な言語・文化アイデンティティに違和感がないようだ。 
 
5	 結論と示唆 
	  
  4人のうち 3人の日本語学習の引き金となった一要因は、直接の日本旅行か、日本旅行・
滞在を経験した人からの影響であり、「移動」影響の波及が見られた。 
	 留学後、日本語を専攻した 4人の学生は日本語を自分の内包的な核として捉え、うち 3
人は情意的（心臓）に捉えていた。Coffey (2015)によると、ある言語を自分の核と捉える
か周辺部分と捉えるかは言語能力とは直接関係せず、自らのアイデンティティなど情意の
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側面と関わっていたということである。 
	 従来、言語学習の目的や成果は、知識（語彙、表現など）の蓄積や流暢なコミュニケ―

ション能力の向上と捉えがちであるが、日本語を情意的な核として捉え自分にとって掛け

替えのないものとすることも、今後日本語学習の目的として捉えることが、学習者にとっ

ても教師にとっても有意義なのではないだろうか。 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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2
使用言語は英語か日本語としところ、留学前は 4 人とも英語を選んだが、留学後は部分的に日本
語を使う学生（ヤン）、すべて日本語でやりとりした学生（ベル）もいた。 
3
姫田(2013)ではフランス語で紹介されているが、個人的に依頼してデータ原画・原文を閲覧した。
他にもBusch (2012)はドイツとフランスの国境に近い Saarlandでフランス人の父とドイツ人の母を
持ち、２国のイデオロギーの間で苦悩するドイツ語教師のアイデンティティを分析した。 
4
本来全身の中での各言語の位置づけを見るのが適切だが、4人とも核と考えられる上部（心臓、頭）
に自分の主な言語をすべて描いていた。 
5
本調査の 4 人は留学前に言語ポートレートを描かなかったため留学前後を直接比較できないが、

2015年の留学前の学生 14名の言語ポートレートでは日本語は頭脳に描かれることが多く、心臓を
描いた 9名のうち心臓に日本語を位置づけたのは 1名のみであった。 
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