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論文

ブラジルに帰国した日系人の子どもが語る
移動の経験と日本語学習
日系コミュニティとの関係性に着目して
中澤

英利子*

（横浜市立大学大学院）

概要
本研究は，日本での就労を経験した親とともにブラジルに帰国した日系人の子どもた
ちが，ブラジルの日系コミュニティでどのような存在になっているのかについて検討
するものである。これまで，帰国した子どもたちは教育的文脈の下で分析対象とされ
ることが多かったが，本稿では，インタビュー調査と参与観察をもとに，成長した子
どもたちが日本語学校の学習者として日系コミュニティに関与し，日本語を使用しな
がら活動する彼らの日常生活を質的に分析・考察する。インタビュー調査では，彼ら
の日本語学習の動機が日本への再移動であることが明らかになった。本稿では，その
中の一人の日系人の大学生のライフストーリーを通して，移動の経験と日本語学習が
家族の大きな物語のなかでつながり，それが日系コミュニティでの活動に至るまでの
過程を考察する。
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1．研究の背景と目的

人の子どもたちは，学校という教育的文脈の下で日
本語指導と学習支援，日本の学校への不適応，不就

ブラジルから就労目的に来日する日系人は 1980

学問題の対象者として周縁化されて語られることが

年代後半より増加し始め，1990 年の「出入国管理及

多い（能勢，2012，杉野，2015）。社会参加におい

び難民認定法（入管法）
」施行以降，その傾向は一層

ても，日本社会での将来的な下方移動への危惧の対

顕著になった。2007 年には，日本に住むブラジル人

象として見なされがちである（梶田，丹野，樋口，

の数は 31 万人を超えるまでになり，彼らの日本で

2005；稲葉，樋口，2012）。しかし，定住化が進ん

の滞在が長期化から定住化へと進むことで，労働や

だことで，日本の教育システムに沿って大学に進学

生活，教育，社会統合などといった問題が盛んに議

する日系人の割合も増え，その越境経験を肯定的に

論されるようになっていった。現在でも，その日系

評価する子どもたちも現れるようになっている（拝
野，2012）。
いっぽう，2008 年の世界的不況による雇用情勢の
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悪化と 2011 年に起きた東日本大震災などの影響で，

のような社会関係を構築し，どのような生活世界を

日本から帰国した日系人は多い。2017 年の在日ブラ

主体的に選択したのかについて言及されることは少

ジル人の数は 185,967 人（法務省，2017）まで減少

ない。

していることから，統計上は多数の日系人がブラジ

筆者は 2015 年からサンパウロ州 X 市にある X 日

ルへの帰国（または他国への移動）を選択したと思

系コミュニティで，主に継承日本語教育の実践に関

1

われる 。

わる調査を行ってきた。X 市に隣接する一帯は，1920

このような状況を経て，親とともにブラジルに帰

年代に当時の日本政府の出資を得て日本人のための

国した子どもたちについては，日本に住む日系人の

集団移住地が開設され，その周辺にも多数の日本人

子どもたちと同様，母国の教育的文脈での適応がそ

が入植したことで継承日本語教育が長く実践されて

の課題として語られることに変わりはなかった。先

きた地域である。その影響もあって，二世・三世で

行研究を概観すると，日本語保持の可能性（中島，

も日本語を理解する日系人が多いというサンパウロ

根川，2005；佐々木，モラレス松原，島田，2012），

州の中でも特徴ある地域となっている。また，1990

あるいは，ブラジルの学校への適応とポルトガル語

年以降は日本に就労に出る日系人が多かった地域で

習得（イシカワ，2010），さらにはブラジルの多言語

もある。

多文化社会で成長する環境の模索（ハヤシザキ，山

X 日系コミュニティの中心的団体である X 日系協

ノ内，山本，2013），その後のブラジルでの進路形

会は，約 90 年前に日本人だけの統合を目的として

成（児島，2010）といったように，ブラジルでの教

結成されたという歴史を持ちながら，現在は非日系

育保障，教育的接続，および教育的環境の整備，個

人にも参加を促し，ブラジルの地域社会のなかで日

人の能力育成とアイデンティティ構築がそれぞれの

系コミュニティとして再編成されようとしていた。

子どもの課題とされている。

X 日系協会が運営する X 日本語学校も，長年実践さ

しかし，日本の約 23 倍の国土面積を有し人口が 2

れてきた継承日本語教育から外国語としての日本語

億人を超えるブラジルは，自然環境も文化も多様で

教育への移行が進みつつあるなか，日本から帰国し

ある。社会経済の発展も地域差が大きい上に，都市

た子どもたちが学習者として現れるようになってい

部と農村部との生活環境，教育環境にも差が見られ

た。

る。ブラジルのどの地域に帰国するのかによって帰

本稿は 2017 年 9 月の現地調査をもとに，子ども

国後の教育環境や生活世界の選択肢にも大きな違い

のときに日本からブラジルに帰国後，日本語学校で

が見られる。また，子どもたちは学校だけに帰るわ

学びながら既存の集団である日系コミュニティの活

けでもない。それぞれの地域で社会関係を築き，そ

動に積極的に関わる大学生ユミさんの語りを考察す

れぞれの営みのなかで人とつながって日常生活をお

る。日本とブラジルの移動の経験が，ブラジルに帰

くっていくのである。滞日経験のある子どもや青年

国した子どもの日本語学習及び日系コミュニティと

の帰国後の生活の日常を追跡した研究は少なく（児

の関係性の構築にどのように反映されているのか，

島，2010）
，そのなかでも彼らが学校以外の場所でど

さらには移動の経験を持つ子どもの出現がコミュニ
ティにどういう影響を与えているのかを，現地での

1

インタビューデータとコミュニティ活動での参与観

2007 年に在日ブラジル人数はピークを記録したもの

察をもとに考察を行う。

の，2008 年から減少傾向が見られるようになり，2015
年には 173,437 人まで減少している。しかし，2016 年に
は 180,923 人と漸増，その後も増加傾向にある（いずれ
の数字も法務省在留外国人統計表および旧外国人登録
表より）。
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る場合が見られる 2。

ティ

本稿では，日本人の子孫という血統主義にとらわ
れず，自らを日系人と認識する人を日系人としてそ

2．1．日系人

の対象を包括するものとしたい。しかし，就労目的
で来日する日系人は，入管法によって，日系二世，

一般的に「日系人」とは，日本から海外に移住し

三世について「日本人の配偶者等」又は「定住者」

た人々の子孫と解釈されている。そこでは日本国籍

の在留資格により入国が認められるとされるので，

を持つ一世と移住先での国籍を持つそれ以下の世代

それに則り，ブラジルへ帰国した子どもについては

という区別がありながらも日本人につながることが

「日本に在留資格のある日系人の親とともに移動し

第一義とされ，入管法のように法的解釈が重要視さ

た子ども」という定義で解釈する必要がある。

れる文脈においては，さらに限定的な用法が与えら

2．2．日系コミュニティ

れる。
そもそも日系人という呼称が一般的になったのは
1950 年代後半のことであり，移民一世も含めて日系

本稿では，ブラジル日系社会で理解されている各

人が使用されるようになり，それは日本にいる日本

地の「日系協会」3 を中心に地理的精神的にまとまっ

人と対置するものであった（石田，2010）
。しかし，

た「コムニダージ（comunidade）」を日系コミュニ

その後のグローバリゼーションの進展の過程で「日

ティとする。

系人とは誰なのか」という定義は，研究者によって

第二次世界大戦前のブラジルへの日本移民の約四

異なってきている。日系六世の成長が見られるまで

分の三が 1925 年以降の 10 年間に集中的に入国した

世代交代が進んだブラジルでは，日系コミュニティ

ことで，1930 年代以降，サンパウロ州を中心に日本

に関わらない日系人も増え，国本（2005）が記して

人による地域共同体が多数形成され日本人会が組織

いるように「混血を重ねていった場合，何をもって

されていった（前山，2001）。その背景には，当時の

日系人とするかは非常に難しい問題」
（p. 333）であ

ブラジルの教育行政の不備に加え，日本人移住地ご

ると言える。

とに年少者への日本語教育を目的とする日本語学校

ブラジルでは，
日本人の子孫としての「ニッケイ」
2

という言葉がポルトガル語として社会に定着してい

三田（2018）は，ブラジルの日系人について「日系

人か非日系人かの区別は身体的特徴ではすでに困難に

る。また一般的に，「日本人」を意味する「ジャポ

なっている。自身のアイデンティティを『日系ブラジル

」として日本人とその子孫を区別
ネース（japonês）

人』とするのか，あるいは『ブラジル人』とするのか，
はたまた『
（ブラジルの）日本人』とするのかをそれぞ

なく呼ぶことが多い。本来，
「日本人」と二世・三世

れが自由に選択する時代を迎えている」
（p. 149）と記し

の「日系人」は明確に区別されるものではあるもの

ている。

の，ブラジル生まれの日系人は「ジャポネース」と

3

各地の日系コミュニティのまとめ役として機能して

いう言葉を長年受け入れてきた（ブラジル日本移民

いる組織がサンパウロにあるブラジル日本文化福祉協

百周年記念協会日本語版ブラジル日本移民百年史編

会である。この協会の理念は「ブラジル社会において日
本文化の継承と普及を促進すると共に，日本においては

纂・刊行委員会，2010）。したがって，日系人が自ら

ブラジル文化の紹介と普及に務め，その目的遂行のため

を語る時，
「ニッケイ」と「ジャポネース」が混在す

の活動を率先して，奨励し，支援する」
（ブラジル日本
文化福祉協会，n.d.）となっている。コミュニティごと
に「○○日伯協会」
「○○日伯文化体育協会」
「○○日伯
文化援護協会」など，その正式名称はそれぞれ異なって
いる。
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の設立が目指され，そのために組織化された日本人

習しているとされる（2015 年度国際交流基金調査）。

の集団が多かったことによる。日本語学校設立を目

これらの「日本語学校」のうち，約 90% は，民間の

的に結成された日本人会のもと，地理的精神的にま

日本語学校であるとされ（福島，末永，2016），サン

とまった言語的共同体としてのコミュニティには，

パウロ州には 153 校が登録されている（2017 年ブラ
ジル日本語センター調査）。その主たるものは各地域

「日本の村落共同体に根を持つ数々の文化パラダイ
（前山，2001，p. 79）
ムが援用され，形式を与えた」

の日系協会が運営する日本語学校である。

とされる。日本人のための日本語学校，産業組合，

日系協会が主体となって運営する日本語学校は，

青年団，婦人会などの設立により，地域内に住む家

100 年以上にわたるブラジルの日本語教育の中心的

族の連帯性，一体性が強調される社会的組織となっ

存在であり続けてきた（前山，2001；モラレス松

ていた。戦後になっても，日系協会を中心とするコ

原，2012）。ブラジルの日本人および日系人の生活

ロニア型とも呼べる日系コミュニティがサンパウロ

世界が，第二次世界大戦前とその後の 2 つの時期に

州内陸の農村部に数多く維持されて現在に至ってい

大別して語られることが多いように，ブラジル日系

る。

社会の日本語教育もその時系列で整理されることが

2018 年現在，ブラジル全土に推定 400 以上の日系

多い。戦前の日本人移住地の日本語学校での教育は，

コミュニティが形成されており，コミュニティの中

「錦衣帰国」を前提に日本に準拠した教育が行われて

心として「日系協会」が組織化されている。これら

いたとされる。日本語での生活環境が維持されてい

各地の日系コミュニティの集合体をブラジルの日系

たことから，年少者を対象にした教育は単なる語学

社会と表現することが多いが，宮尾（2010）が指摘

教育ではなく，諸行事の開催とともに「日本人」に

するように，190 万人（推定）の日系人による仲間

なるための教育が目指されていた（前山，1996）。戦

意識を共有する一つの日系社会がブラジルに存在す

後になって，日本人の多くがブラジルでの永住を選

るわけではないことを記しておく必要がある。

択したことで，
「異言語環境で親のことば，文化を育

戦後の傾向として，多くの日系協会の活動の中心

てる教育」（中島，2005，p．157）としての継承語

が記念祝典，運動会，バザー，カラオケ大会などメン

教育へと変わっていったとされる。現在でも，日本

バーの親睦を目的とするようになってきたことで，

人移住の歴史がある地域，あるいは戦後移住の一世

人的ネットワークによる文化的集団として認識され

が多数居住している地域の日本語学校では，
「継承語

るようになっている。また，どの日系協会も，高齢

としての日本語教育」を指導している事例が見られ

化と少子化，世代交代によるコミュニティの縮小と

る。

いう共通の問題を抱えており，日本語学校の閉鎖と

しかし，筆者は，ブラジルの日本語教育は時系列

いう話題もよく聞くようになっている（日本語学習

だけで語られるものではなく，
「移民一世世代」が日

者＝世界 9％増も伯国は減少，2013）。したがって，

本語教育にどう関与したかで大別できるのではない

日系コミュニティでの日本語学校の存在意義は，以

かと考える。戦前の日本で教育を受けた移民一世世

前より低下していると言わざるを得ない。

代によって行われた教育の実践は，戦後になっても
長く日系社会に影響を与え続けてきた。戦後，日本

2．3．日系コミュニティの日本語学校

からの移住が再開された後も，依然として日本人集
住地での日本語教育の実践は読み書き中心であり，

ブラジルの日本語学習者数は，2015 年には 22,993

それは日本の「国語教育」の影響が強く残るもので

「正
人を数え，その 65％以上にあたる 15,031 人が，

あった。こうした移民一世世代が存命のうちは，継

規の学校教育機関以外の日本語学校」で日本語を学

承された日本語の使用も家庭内と日系コミュニティ
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内で大きな意義があったが，世代交代が進んだこと

れている場合もあれば，そうならない場合も見られ

で，日系人の子どもたちにとっては，日本語も外国

る。本稿の調査地の X 日系コミュニティでは，日

語のなかの一つの選択肢とならざるを得ない状況に

本から帰国した子どもたちが日本語学校をとおして

なっている。つまり，現在のブラジル日系社会にお

コミュニティ活動に参加する姿が見られ，そこには

いては，家庭内での日本語継承・日本語使用は困難

コミュニティメンバーの高齢化が進むなか，多様な

となり，日系コミュニティという集団での日本語環

人々を受け入れて日系コミュニティ維持に努める X

境の維持が日本語使用の大きな役割を担うことにな

日系協会の戦略が見られた。日本から帰国した子ど

りつつある。

もを含めた日本語学校の学習者と日系コミュニティ
の関係性に着目して論を進める。

現在，日系協会が経営する日系コミュニティの日
本語学校は正規の教育機関ではなく，学習塾に近い

3．調査と研究方法

形態で運営されている場合がほとんどである。コ
ミュニティ内の年少者を学習対象として教室運営が

3．1．データの収集

行われていることが多いが，日系人の日本語離れと
いう事情もあり，日系人の学習者数は減少傾向にあ

本稿で分析するデータは，子どもの時に日本とブ

る。いっぽう，どの日本語学校も学習者の多様化と
いう現象が顕著になっている。
日系の年少者以外に，

ラジルの移動の経験を持つ日系ブラジル人へのイン

日本のサブカルチャーに興味のある非日系のブラジ

タビューデータと，成長した彼らの日系コミュニ

ル人，そのほか「継承日本語の生涯学習者」ともい

ティでの実際の活動を参与観察したもの 2 つであ

える日系の成人の学習者も現れている。これについ

る。

ては中澤（2018）が詳しい。

1．で述べたように「ブラジルに帰国した子ども」

さらに，学齢期を日本で過ごしてブラジルに帰国

に関する論考は種々あるものの，「日本語能力の維

した子どもたちの登場も，最近の日本語学校の教室

持」という課題を除けば「ブラジルの学校」「ポル

に見られる特徴的な現象として挙げることができる

トガル語学習」あるいは「その後の進路選択」とい

学習者
だろう 4。これら多様化する学習者によって，

うブラジル社会への適応への構図のなかで分析され

ごとに「継承語としての日本語教育」
，「外国語とし

ていることが多い。これらの構図は，ブラジル社会

ての日本語教育」
，
あるいは「国語としての日本語教

のなかで「ニッケイ」として生きる彼らの日常生活

育」という異なる指導法での対応が必要になってい

での実像と意識を捨象してしまう恐れがある。もち

る。

ろん，日本とのヴァーチャルな空間（インターネッ

さらに，それぞれの日本語学校と日系コミュティ

ト，Facebook 等）のなかで日本的なものとつながり

との関係性はコミュニティごとに異なり，そこで学

続ける子どもたちもいるのだが，筆者は，日本語学

ぶ学習者の位置づけもコミュニティごとに異なって

校の学習者の日系コミュニティでのリアルな活動と

いる。学校とコミュニティとの緊密な関係性が築か

いう視点を加えることで，日常生活を主体的に生き
る彼らの実像を描き出したいと考えた。日本から帰

4

国した子どもがブラジルで成長しながら，日本での

日本で国語学習の経験のある子どもたちのなかに

は，ブラジルに帰国後も国語としての日本語の学習を希

経験をどう評価してニッケイとして生きるのか，具

望する場合が見られる。しかし，日系協会が運営する日

体例（インタビューデータと参与観察）をもとにそ

本語学校には国語としての日本語を指導できる教師が

の日常を考察する。

少なく，教材についても学習者の学習目的に対応できな

一般的に日系コミュニティのメンバーは，移住時

いという問題が出てきている。
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3．3．調査協力者と調査方法

期，移住目的，ジェンダー，世代，年齢，就労状況
によりその集団内関係も複雑である。また，出身地

X 日系協会が運営する X 日本語学校では，2．3．

域，習慣，集合的記憶等により，コミュニティ内部
にも多様な文化的差異が存在する。日本から帰国し

で述べたように，多様化する学習者のなか，日本か

た子どもたちがそういうコミュニティのなかでどの

ら帰国した子どもたちが日本語を再学習する様子が

ような関係性を築いているのか，その形成過程（プ

見られた。日本の公立学校での就学経験，ブラジル

ロセス）にも着目する。

人学校だけの経験，さらにはその 2 種類の学校を往
復した経験などの違いにより，子どもたちの日本語

3．2．調査地

能力も個人差が大きい。滞日経験は長くても日本語
がほぼ話せない学習者もいた。また，彼らの多くは

本研究の調査地を X 市とした理由について記す。

X 市周辺は，初期日本移民により開拓が進んだ地域

親の就労にともない日本での複数回のローカルな移
動と転校の経験を持っていた。

であるが，1990 年の入管法施行以降，日本に就労に

2015 年よりこの地域の複数の日系コミュニティ

出かける日系人が多くなり，2017 年の調査時には日

で参与観察を続けてきた筆者は，2017 年 9 月，この

本から帰国した人々に会うことも多い地域になって

日本語学校で日本とブラジルの移動経験を持つ日系

いた。つまり，X 市周辺は日本とブラジル双方向の

人の子どもたち（調査時 15 歳以上大学生まで，7 人）

移動の経験を歴史的に蓄積している場所と言える。

に，日本語再学習の学習動機，日本での経験と帰国
後の経験を問う半構造化インタビューを実施した 5。

X 市は州都サンパウロ市から北西に 500km ほど
入った丘陵地帯に位置する。歴史的にこの地を概観

調査を始める前には，調査の趣旨説明と調査許諾の

すると，1920 年代からヨーロッパを中心とした多

確認を行い，その後に語りを録音した。使用言語は，

数の移民がコーヒー栽培と棉作を目的に移住してい

日本語とポルトガル語を使用した。インタビューに

る。
そのなかには日本移民も含まれており，
日本人に

要した日数は 6 日間であるが，細部を確認する作業

よる 50 余りの集団移住地が次々と形成されていっ

を，その後にインターネットを介して行った。

た。その中心地となった X 市には，1930 年にすでに

調査協力者の 7 人からは，ブラジル社会に適応す

「日本人会」が結成されている。しかしながら 1970

るための努力が語られる場面もあれば，親から突然

年代以降はブラジルの工業分野での発展にともない

ブラジルへの帰国を告げられて帰国した結果，ブラ

内陸の産業都市へと変貌したことで，かつての日本

ジルの学校で学業不振に直面し苦悩している現状が

人移住地の面影を残す遺物や記念碑はわずかしか残

語られることもあった。その多くは地理的文化的越

されていない。戦前にコーヒー農場で働く契約移民

境を経て，過去と現在がつながり，あるいは断絶した

としてブラジルに渡った日本人の多くはその後も長

経験が語られるものとなった。7 人の協力者うち，6

く農業従事者だったが，都市化が進んだ現在の X 市

人が日本への再移動を希望しており，それは親世代

の日系人の職業は多様になっている。

が経験した「就労」ではなく「留学」あるいは「研

現在，X 日系協会で活動する日系人は約 2,000 人

修」を目的としていた。「日本へ帰る」と語った協力

とされ，家族単位での参加を前提に会費徴収を行っ
ている。この会費以外に，日系協会が主催する各種

5

イベントでの収益が協会活動の主な原資となってい

ビューを実施した。18 歳未満の学習者へのインタビュー

協力者 1 人あたり平均して 1 時間から 2 時間のインタ

は保護者同伴で行った。筆者のこれまでの X 日系コミュ

る。

ニティでの調査から，本研究の調査では初対面でない協
力者が多かった。
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者もいて，日本への再移動を躊躇わない意志が見ら

て活動していた。そして，この仲間集団を代表して

れる事例もあった。

日系協会が主催するコミュニティ行事に熱心に参加

本稿では，
調査協力者の最年長であるユミさん（仮

する学習者であった。この仲間集団には，非日系の

名，22 歳，大学生）の語りに焦点をあてて考察を行

ブラジル人も参加しているので日本語の能力は問わ

う。ユミさんを本研究の語り手（インタビュイー）

れないのだが，ユミさんのように滞日経験があるこ

として選んだ理由は次の 2 つである。本研究の調査

とは評価される。なにより日系コミュニティ活動に

時，ユミさんはこの日本語学校で 3 年以上の在籍期

参加することで，日本語を使用する機会と日本との

6

間がある長期学習者 であったこと，そして，調査時

つながりを意識できる環境を与えられていることに

にはこの学校の学習者代表の立場になっていたこと

ユミさんは満足しているようであった 7。

による。ユミさん自身は 5 歳で日本から帰国してい

筆者は調査前，ユミさんを含むインタビュー協力

るので，日本での生活経験が長いほかの学習者に比

者全員を，日本から帰国して日本語を再学習する「学

べて日本語能力が高いわけではないが，
2016 年に N2

習者」として分類していた。また，彼らの「日本と

に合格し，調査時には N1 合格を目標に勉強を続け

ブラジルの移動の経験」を「個人の移動の経験」と

ているところだった。

して把握していた。しかし，協力者の語りのなかに

この学校では，2015 年から，日本からの帰国経験

は「両親の日本への移動」に対する肯定的評価が表

を持つ学習者を中心に日本で流行しているコスプレ

れることが多く，自らも日本への再移動を希望する

大会，日本のダンス，J-POP などを楽しむグループ

ことで，家族の移動の経験を連続させることに積極

が結成されていた。このグループは，共通の帰国経

的な姿勢が示された。さらに，日系コミュニティの

験を持つ日系人の学習者と共通の興味を持つ非日系

活動について言及する協力者もあり，彼らが「学習

（Portes &
の学習者によって結成された「仲間集団」

者」としてだけではなく，
「日系コミュニティのメン

Rumbut, 2001/2014）であると考えられる。

バー」であるという意識を持っていることが考察で
きた 8。

アメリカの移民の若者たちの文化変容を研究した

Portes & Rumbaut（2001/2014）によって説明され

特に，ユミさんとのインタビューをとおして，ユ

るこの「仲間集団」とは，移住してきた若者たちに

ミさんの「個人の移動の経験」が単独で存在してい

とって，学校は学習へのモチベーションや達成願望

るのではなく，戦後に日本からブラジルへ移民とし

を方向付ける重要な役割を果たしているとする。学

て渡った祖父母の移動の経験，そして両親の日本へ

校が典型的な文化変容の場として機能する場合もあ

の移動，その後のブラジルへの帰国として，連続す

れば，役割モデルを見つけたり，あるいは排他的に

る大きな「家族の移動の経験」の物語を描き出して

扱われたり，仲間集団に受け入れられたりすること

いることに気がついた。その大きな物語のなかで，

で，彼らがそこで何を学ぶかが決定されるとしてい

日本語の学習動機，日本語への思い，日本への再移

。ブラジル日系社会での日本語学校
る（pp. 360-365）

動の希望が語られるものとなった。ユミさん自身も，

は正規の教育機関のではなのだが，帰国経験を共有
する日系人の子どもが集まる「場所」として機能し

7

ていると考えられる。

企画され，X 日本語学校主催として会館で実施された催
し（日本文化紹介イベント，コスプレ大会，和太鼓演奏

ユミさんは，そのグループでもサブリーダーとし
6

2017 年，この仲間集団によって第一回アニメ祭りが

など）には，3,000 人近い来場者があったという。

日系協会の日本語学校は正規の教育機関ではないの

8

本研究の調査協力者は 7 人であったが，本稿では 3．

で，学習者の入れ替わりが激しい。短期間でやめていく

3．で述べたように，その一人のユミさんの語りについ

学習者は多い。

てのみ詳細な分析と考察を行う。
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筆者に語ることで，
ブラジルでニッケイであること，

なぜ日本語を学習することになり，どのようにして

日系コミュニティのメンバーとして活動することの

今の自分になったのかを語り，それは家族の大きな

意義が自分なりに深く解釈できていくようだった。

物語の構築を自ら確認する時間となっていった。同

ユミさんが日系コミュニティのメンバーとして仲間

時に，筆者にとってもインタビューというコミュニ

集団とともに活動する様子を，コミュニティ行事で

ケーションをとおして，語り手の経験の解釈を共有

の参与観察をもとに考察する。

していく過程でもあった。小林（2005，p．115）が
「語り手は語ることによって自分のストーリーを持

3．4．研究方法

ち，そのうえで自己理解を自己の行為に還元してい
く力を得る」と記しているように，語り手は筆者に

語りの中の多様な文脈を考察するという視点か

家族の大きな移動の物語を語ることで「ニッケイ」

ら，
ライフストーリー研究を援用して考察を行う。ラ

であるという意識を補強し，それを自己の行為に還

イフストーリーとは，桜井（2012）によれば，個人

元していく力を得たのではないかと考える。

のライフ（人生，生涯，生活，生き方）についての

ユミさんとのインタビューに加え，ユミさんたち

口述の物語であり，個人的経験の意味を伝えるもの

日本語学校の仲間がどのようにコミュニティ行事・

である。
「ライフストーリーとは，私たちはだれで，

活動に関わっているのかを観察するため，X 日系協

どのようにいまの私になったのか，という自己の意

会の会館で行われた日系の高齢者のための「敬老会」

味を表している」
（p. 40）とされる。その分析には，

で参与観察を行った。筆者はこれまで，この日系協

何が語られたかという語りの内容とともに，語り手

会が主催・共催する各種の行事・祝典・活動（日本

によってどのように語られたのかも分析の重要な要

祭り，移民記念祭，学習発表会，カラオケ大会，野

素であるとし，インタビューでの聞き手との相互行

球大会など）に参加し，コミュニティメンバーの活

為をとおして語り手がアイデンティティを形成する

動実態と行事ごとの日本語使用状況の調査を続けて

ダイナミックな過程であると述べている。

きたことから，その一環として敬老会での調査を計

このようにライフストーリー研究は語り手の主観

画した。

的意識の解釈をとおして個人を研究するものではあ

日系コミュニティの行事のなかでも「敬老会」は

るが，語り手が関係しているコミュニティや社会の

長くコミュニティメンバーだけによって続けられて

出来事の時間的配列のなかに，語り手自身を位置づ

きたものだが，2017 年の敬老会は日本語学校の学習

けることもできる。家族の大きな物語をとおして語

者（非日系も含む）が運営側のボランティアとして

り手の時空間を把握する必要がある本研究に適した

初めて参加し，古くからのコミュニティメンバーと

研究法と考える。

ともに活動するというものだった。敬老会での日本

日本語教育の分野においても，三代（2014）は，
グローバリゼーションが本格化したことにより日本

語学校の学習者の役割を確認することにより，学習
者とコミュニティとの関係性を分析する。

語学習者とその学習の意味が多様化したことで，社

4．分析と考察

会に埋め込まれた個々の学びの意味を考え直そうと
する視座が生まれたと記している。

4．1．インタビューデータの分析

本稿の調査においても，グローバリゼーションが
進展する社会状況を現実に経験した語り手は，聞き

本項では，トランスクリプト化したユミさんの語

手である筆者とのインタビューという相互行為をと
おして，自分が誰で，どのような移動の経験をして，
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「象徴的表現」や「決定的経験」を抽出して分析を

まり日本語が上手ではないので，当時の両親は仕事

行う。象徴的表現については，
「自己と周りの社会

も生活も南米系エスニック集団の中だけで過ごして

との関係を表す鍵となるフレーズ」
（桜井，2012，p.

いたようである。ユミさんは預けられた保育園で日

99）に注意することで，語り手の日本語学校との関

本人の園児と日本語で話していたようだが，それも

係，日系コミュニティでの位置取りを示唆するもの

ぼんやりとした記憶でしかない。2000 年に両親とと

として考察を行う。
「決定的経験」は，
本稿において

もにブラジルに帰国したので，ユミさんの日本での

は語り手の「移動の経験」とするが，その経験を語

記憶は 5 歳までのものでしかなく，自分でも日本に

り手がどのように評価しているのかという語りの位

ついての記憶が不確かであいまいであることを認識

相における「ストーリー領域」
（桜井，2012，p. 72）

している。
ブラジルに帰国後，両親とともにサンパウロ市に

に注目してデータの記述を行う。
このデータには，語り手が時系列な話の展開に頓

住んでいた時，パラナ州に住む父方の祖母（沖縄出

着しない部分が見られるが，データの客観的信頼性

身一世）を度々訪問することで，沖縄の文化と日本

維持のため，なるべく原文のまま提示する。語り手

の文化に触れる機会が多くなった。祖母は日本語と

の発話に忠実に記述しているが，語りの解釈上，筆

沖縄語を話すことが多く，その祖母と日本語で話し

者が必要と思った部分には〔

〕で意味を補完して

たいと強く思うようになった。サンパウロ市で複数

〕で日本語訳

の日本語学校に通うのだが，どの学校もユミさんを

を付記している。さらに，語り手の個別性と成育環

満足させることはできなかった。その理由は，どの

境などの背景知を知る部分を筆者が時系列に沿って

学校も日本語を教室で学習するだけで，
「日本文化を

整理し，語りからの再文脈化を行っている。

学ぶアクティビィティ」が学習プログラムに無かっ

いる。ポルトガル語の発話には〔＊

たからだと言う。

ユミさんは筆者に，両親が日本へ就労目的で移動
するに至った状況を語った後に，ブラジルへの帰国

2014 年に大学進学のため X 市で一人暮らしを始

後の自らの経験を語り出す。それを筆者に語りなが

めた時から，すぐに X 日本語学校で日本語を学ぶこ

ら，自主的に「家族の大きな移動」「日系コミュニ

とを決めた，という。

ティでの活動」へと話題をつなげていくことで，語
り手が自らのストーリーを構築していく様子が観察

4．2．2．帰国したブラジルでの学校経験 ―「日

できた。

本でもブラジルでも居場所がない」
日本での就労を終えた両親とともにブラジルのサ

4．2．ユミさんの語り

ンパウロ市に帰国し，通学を始めた小学校ではポル
トガル語がうまく話せず，そのことでクラスメイト

4．2．1．両親の日本への移動とブラジルへの帰国

にからかわれたことが度々あったことを覚えてい

ユミさんの語りの分析の前に，ユミさんの両親の

る。

日本への移動とその後のブラジルへの帰国を時系列

「私はすごく恥ずかしがり屋で，なんかポルト

に沿って整理する。

ガル語がちゃんと覚えなかったね。ポルトガ

サンパウロ市に住んでいたユミさんの両親
（二世）

ル語と日本語が全部混じって。日本語もポル

は，1990 年にそろって大学を中退して日本に行き，

トガル語もできなかったね。だから恥ずかし

東海地方で何度か移動を繰り返しながら工場勤務を

かったです。でもそれは子どもたちが悪気が

続けていた。ユミさんは愛知県で 1995 年に生まれ，

ないね。いじめる気持ちはなかったけど，私

その 2 年後には弟も日本で生まれている。両親はあ

が不思議なものみたいで（笑）。
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私はずっとここは，この場所の人じゃな

の連続する移住経験の中に自分を位置づけることが

いって。ブラジルでも日本でも，そういう気

でき，
「ニッケイ」としての意識の形成も促進されて

持ちがあったね。日本では外国人と見られる

いったようだ。

けど，ブラジルでも外国人と見られる。なん

やがて，大学進学のため両親と離れて 2014 年から

X 市で一人暮らしを始めたユミさんは，まず日系協

か居場所がないみたい（笑）
。
」
ブラジルの学校でのエピソードを交えて，日本と

会の「会館」10 を探したという。X 日系協会の会館を

ブラジルでも居場所が無かったと語る。教室という

歩いて見つけたユミさんは，そこに併設されている

小規模な空間ながら，
そこでの排除の経験は，ユミさ

日本語学校で学び始める。やがて日本語学習者とし

んにとって記憶に残るものとなっている。ユミさん

て日系コミュニティの行事に参加するようになる。

が発した「居場所」という言葉について，
鄭（2013，

「私が X 市に引っ越してきたときは，最初に

p．70）は，言語話者にとっての「居場所」とは自分

探したのは『会館』とか，日系人と関係する

が心地よいと感じる場所であり，自分がここに居て

ところでしたね。私は日系人だからもっと親

良かったというアイデンティティを実感できる場所

しみやすいかなーと思って。一人でいたから，

としている。ブラジルに帰国してもポルトガル語が

誰も知らなくて。だから，日系人のところは

うまく話せないことでからかわれたユミさんは居場

私を受け入れるみたいな expectation，希望，

所が見つけられず苦労したのだが，この経験を別の

ありましたね。」

見方をするならば，多様な民族とその移住時期の差

ブラジルの日系社会では，各地で多様なイベント

による複層的な世代の混在により構成されるブラジ

が開催されている。ホスト社会との政治的社会的な

ルの多民族多文化社会では，ポルトガル語が話せる

交渉の場となる民族祭のようなイベントもブラジル

ようになれば居場所は見つけやすいという状況であ

全土で定期的に開催されている。日系社会で近年最

徐々にポルトガル語を
ることが想像できる 9。実際，

も大がかりに行われたイベントは，日本からブラジ

習得したユミさんは，その後落第することなく大学

ルへの移民 100 周年を記念して 2008 年に行われた

進学を果たしている。

「日本ブラジル移民百周年記念祭」だった。各地の
日系協会のまとめ役であるブラジル日本文化福祉協

4．2．3．日系コミュニティへの参加 ―「日系人

会も協力して開催されたこの記念祭は，イシ（2009）

のところは私を受け入れてくれる」

によれば，日本人移住百周年を「日系移民」という

ブラジルに帰国後，ユミさんは父親の故郷である

マイノリティ集団のものではなくブラジル全体の祝

パラナ州の日系人が多く住む町を度々訪問し，祖母

祭とすることで，日系社会の進展だけではなく，両

と日本語で会話することとで，沖縄の人々や文化，

国家間の経済的文化的交流を強調する大がかりな祭

そして日本の文化に興味を持つようになった。家族

典が目指された。国家レベルだけではなく，
「サンパ
ウロの州政府レベルでも市制レベルでも，日本との

9

ブラジルは社会階層間の教育水準の格差が大きく，

経済交流を活発化させたいという思惑が働いた」
（p.

諸政策の実施によりその格差縮小が長い間目指されて
きた（田村，2005）
。言語教育においては，外国移民同
化を目的として 1930 年〜 40 年代に抑圧的にポルトガル
語での指導が実施されたという歴史的経験を持ってい
る。最近は，市民育成を目指すポルトガル語の識字教育

10

の完全化，中途退学者への初等教育及び中等教育の提供

シンボルとなっている場合が多い。ポルトガル語でも

日系協会が所有する大きな建物。各地の日系協会の

など，ポルトガル語での教育環境の整備が目指されてい

Kaikan と呼ばれている。会館では日系協会が関係する

る。

様々な行事が日常的に催されている。
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23）祭典となったようである 11。
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のアイデンティティを照らし出す」
（p. 96）ものとし

このような民族祭とも呼べる大きなイベントが大

ている。ユミさんの語りには，会館に関与すると同

都市サンパウロ市を中心に開催されるいっぽう，地

時に，ブラジル人である自らに「ニッケイ」という

方の日系協会の会館では，主として地域の行事，祝

カテゴリーを付与することに肯定的な姿勢が示され

典，日本語学校の入学式，卒業式，学習発表会，カラ

ていると考える。

オケ大会やダンス大会といった，メンバーのための
地域密着型の文化活動が行われている。会館での行

4．2．4．日本への再移動を希望 ―「日本語は私

事には家族で参加する日系人が多く，コミュニティ

の未来の可能性」
ユミさんの日本語学習の一番の学習動機は，大学

メンバーとの顔の見える密接な関係性維持のための

卒業後に留学生として日本にいくことだ。両親のよ

場所として，日系人に広く利用されている。
ユミさんの両親はサンパウロ州に暮らし，祖母は

うに就労目的で日本に行くことには興味がない。日

パラナ州に暮らしていた。どちらも他州に比べて居

本での記憶は曖昧なままなので，
「自分の目で日本を

住する日系人が多く，日系コミュニティの数も多

もう一度確認するために」日本に行くことを目的に

い。ユミさんの家族もブラジルの複数の日系コミュ

日本語学習を続けていると語る。

ニティでの生活経験を持っている。その地域の日系

「自分で体験したい。もう一度，自分の考え方

人にとって「会館」がどういう存在であるのか，ユ

を作りたい。いいところと悪いところを，そ

ミさんは家族から知らず知らずのうちに教えられて

んなにすごい高い expectation ではなくて，私

育ってきたようだ。地域の日系人によって会館で行

は自分の目で見てみようという気持ちがあり

われる活動に参加する「ニッケイ」としての経験の

ます。」

知見が家族をとおして継承されていたようである。

「日本語は私の未来の可能性，もっとたくさん

会館に行けば，日系人である自分を受け入れてくれ

のドアを開ける方法ですよ。プロフェッショ

るという強い信頼感が，この X コミュニティと接続

ナルとして，人として，もっとほかの所とほ

する前からユミさんの心の中に構築されていたこと

かの人とつながることができる。」

が分かる。家族で参加することが多い会館での行事

「日系人だから日本語を大事に思います。私

に一人で参加することにもユミさんは躊躇いを見せ

も普通に英語はできます。ブラジルで英語は

ない。

obrigatório〔＊必須〕ですからね，英語は大

同時にこの語りは，
日系コミュニティでの「会館」

事ですよ。でも英語はみんなが知らなければ

の重要な役割を伝えていることになる。
ユミさんは，

ならないものです。特別じゃないです。英語

会館に建造物として以外の特別な意味を込めて語っ

はそんなに特別なものじゃないけど，日本語

ている。
会館は日系協会を象徴するものであり，そこ

は特別な。知っている人があんまりいないか

で催される日系人の活動にシンパシーを感じるユミ

ら。それと私が日系人ですから，大事にする

さんの心象が語りに投影されている。日系人にとっ

の，心のなかで。いつか日本語を上手に話せ

ての会館の意味と役割を十分に認識したうえでの語

るのが夢（笑）。」

りであると考察できる。この「会館」のような語り

日本語学習の目的は明確である。日本への再移動

手にとって特別な言葉を，桜井（2012）は「語り手

を希望している。「移動すること」については積極
的である。また，英語話者でもあるユミさんにとっ

11

て，日本語は複言語話者になるための一つの言語と

2018 年 7 月には，
「ブラジル日本移民 110 周年記念

してだけではなく，自分の将来のために有効な言語

祭」が実施された。
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であるという認識がある。
「ニッケイ」であり「日本

本語使用場面が減少しているコミュニティではあり

語話者」
であることの有効性を十分に認識しており，

ながらも，日本語話者が行事のなかで象徴的に利用

日本語学習についての二重の戦略性が窺える。それ

される場面は多い。日本語での司会進行や日本語で

とともに，それだけユミさんの周辺には日本語を話

の日本文化紹介といった日本語話者による日本語の

せない日系人が多い環境を示唆するものとなってい

パフォーマンス的な使用は，地域社会でこのコミュ

る。

ニティが，ニッケイ，ジャポネースによって運営さ

日本での生活経験の記憶が曖昧になっているユミ

れていることを担保するものであると筆者は考え

さんには日本語や日本文化に対する憧れにも似た感

る。日系コミュニティでの日本語は，日本とのつな

情があり，それが学習動機の一つの要因になってい

がりを強調する利用価値ある言語として機能してい

るのだが，同時に，
「ニッケイ」である自分を肯定的

る。ユミさんには日本語が「特別な」言語であると

に受け入れる意識はユミさんの自己形成にも影響を

認識されている状況に，自分自身の将来を重ね合わ

与えていると分析できる。この日系人であることを

せ，日本語を話す日系人になることに価値を見出し

肯定する意識の形成には，ブラジルの社会情勢の変

ている。

化も大きな理由として挙げることができるだろう。

ユミさんがサブリーダーを務めている日本語学校

三田（2018）によれば，ヨーロッパ文化の影響を

の学習者の仲間集団のなかでも，日本語学習者では

強く受けたブラジルでは，ブラジル社会に同化しな

あっても日本語話者とはならない学習者が多く存在

い外国移民，特に日本移民に対して戦前戦後をとお

している。そういう状況のなかで「ニッケイ」という

して排日的姿勢が示されることが多く，日本人の子

カテゴリーに「日本語話者」というスキルを付加す

孫として生きる「日系人」は偏見や差別を長く経験

ることで「日本語を話す日系人」というカテゴリー

してきた。しかし，1988 年の憲法改正により，多民

を獲得することにユミさんは意欲的であると見るこ

族多文化主義を実践するため多様な民族のそれぞれ

とができる。

の出身を「先住民」
「日系ブラジル人」
「ドイツ系ブ
ラジル人」
「イタリア系ブラジル人」などとして認識

4．2．5．日系コミュニティとの関係性 ―「家族

することが保障された。これにより「ニッケイ」で

みたいな感じ」

あり「ジャポネース」であることに侮蔑的差別的意

サンパウロ市に住んでいた 10 代の頃，ユミさんは

味がなくなっていったという。このような多民族多

日本語学校に通った経験がある。しかし「そこは日

文化主義の意識が徐々に浸透したブラジル社会にユ

本語を習って，そのほかには何もなかった」と語り，

ミさんは帰国したのである。
この社会情勢の変化が，

日本語だけを学習する学校に満足できなかった。

X 日本語学校には，
「継承日本語教育」を長い間実

ユミさんの「ニッケイ」としての意識を保障する大

践してきた日系人の教師が二人（三世

きな要因の一つとなっていると筆者は考える。

女性）いる。

さらに，ユミさんは，より優秀な日本語話者にな

二人の教師は，日本語学校の教室では「継承語として

ることにも意欲的である。X 日系コミュニティは世

の日本語教育」と「外国語としての日本語教育」の

代交代が進んでおり，日本語を母語とする人はごく

指導法を使い分けているが，日系協会によって運営

わずかで，コミュニティでの使用言語も現地語のポ

される日本語学校ということを十分に認識している

ルトガル語が中心となっている。筆者がこれまで参

ので，学外活動も「継承語としての日本語教育」の

加してきた X 日系コミュニティでの行事・祝典・活

一環として力を入れている。それがこの学校の教育

動においての日本語使用状況となると，そのほとん

方針であり，大きな特徴になっている。協働性のあ

どが限定的な使用にとどまっていた。とは言え，日

る学習プログラム（学習発表会，ヨサコイソーラン
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ダンスチーム，修学旅行など）を用意し，日系，非

る。日本での就労を決意した当時の若い両親の気持

日系を問わず参加を促していた。また，教師自身が

ちを慮る発言をし，両親の日本での経験を否定する

この地域の日系コミュニティで成長してきたことか

ことはなかった。

ら，コミュニティワークの経験には二人とも長けて

「勇気というか。それを決める両親の勇気と

いる。

か迷いとか（笑）。（略）若かった時に日本へ

このような教師の元での日本語学習をユミさんは

行ったから，多分，夢があり過ぎて日本に行っ

次のように評している。

たから。私のお父さんは，夢のような時間を

「ここ（X 日本語学校）は，日本語を習って，

〔日本で〕生きていたみたいで（笑）。今でも

日本と関係のある文化，音楽，ダンス，そし

日本のことをたくさん話します。」

て〔日系コミュニティでの〕ボランティア活

ユミさんの両親がユミさんに日本での経験を肯定

動も経験できるから，うーん…家族みたいな

的に語ることで，ユミさんもその経験を肯定的に受

感じかな。
」

け止めていると見られる。日本への再移動を希望す

ユミさんは 2015 年から，
日本語学校の仲間ととも

ることは，両親の日本での記憶を追体験したいと思

にコミュニティ行事に運営側として関わるようにな

う気持ちと重なるものであり，結果的にユミさんの

る。当初は日本語学校の教師に促されて参加したよ

日本語学習への大きな動機となっているようであ

うだが，今では日系コミュニティを家族のように感

る。

じていると語る。
ボランティアとして，
時には日本語

4．2．7．沖縄出身の祖父母のブラジルへの移動 ―

話者としてコミュニティでの活動に参加することに

「移民の円みたい」

愛着を示している。この語りから，日本語学校と日
系コミュニティが日本語学習者をとおして繋がって

両親のブラジルの日本との移動を話すことで，ユ

いることが想像できるのだが，これは，日本語学習

ミさん自ら，第二次世界大戦後に沖縄県からブラジ

者が日系コミュニティを日本につながる環境として

ルへ移住した祖父母の話へとつなげていく。祖母と

一方的に利用しているわけではない。高齢化が進む

日本語で会話をすることで，日本語への興味が増し，

日系コミュニティが日本語学校の若い学習者を受け

それが日本語学習への学習動機になっただけではな

入れることは，日系コミュニティが活性化している

く，日本への深い興味につながっていく。日本から

という「新しいイメージ」を獲得するのに有効であ

ブラジルに移住した祖父母，ブラジルから日本に就

る。ここには，学習者とコミュニティ双方で相互利

労に出た両親，さらに，再び日本に行くことを希望

用しあえる関係が構築されていると筆者は考える。

する自分自身を「移民の円」として説明する。

しかしながら，ユミさんは家族でこのコミュニティ

「お父さんの家，日本語と日本文化のこと強

に参加しているわけではないので，どんなに家族み

いですね。沖縄の人たちの文化。家の中でも

たいに感じても，学習者としてコミュニティに「一

沖縄語話して。おばあさんのおかげで日本の

時的に滞在」するメンバーでしかない，と言えるだ

文化とつなぐことができました。お父さんの

ろう。

家族のおかげで日本の文化への憧れがありま
した。」

4．2．6．両親の日本での就労を理解 ―「両親は

「家族の歴史のおかげで〔日本への〕興味が

若かったから夢があった」

もっと大きくなったね。」

現在 22 歳になったユミさんは，
両親の日本での就

「最初の移民ね，おじいちゃんとおばあちゃん

労という経験を客観的に評価できる年齢になってい

がブラジルに来たときと，両親が日本に戻っ
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たとき，それは円みたいなものね。移民の円
みたいな。（略）そのおかげで私が日本に興
味を持って日本のこと全部習いたいみたいに
なった。私が 5 歳の時はなにも知らなくて，
それは残念だったなーと思って，もっと調べ
たい，もっと日本語を学びたいという気持ち
がだんだん強くなっていった。
」
ユミさんは，家族の大きな移動の経験を日本語学
図 1．写真：敬老会でのレクリエーションに参加す
る高齢者

習へとつなげっていった自分自身の感情を語る。こ
こには，桜井（2002），小林（2005）が述べているよ
うに，自分が誰でどのように今の私になったのかと
いう自分自身のストーリーが語られている。同時に

おり，最高齢は 92 歳の女性ということだった。参

家族全員の人生を肯定する語りでもある。そういう

加者全員が日系人であることが外貌的に確認できる

家族の物語のなかで必然的に日本語を学習するよう

ことから，世代交代による混血化が進んだこの日系

になった自らをも強く肯定しているのである。

コミュニティのなかでは特殊な集団であることが分
かる。自らを日系人と認識するだけではなく，他者

4．3．参与観察からの分析

からも日系人と認識され続け，日系コミュニティの
メンバーであることを当然とする集団である。それ

ユミさんの語りでは，日本語学校の学習者として

は，かつての日本人だけで構成されてきた「コロニ

日系コミュニティの活動に関わろうとする意欲が示

ア」型の風景を想起させる集団であり，コロニアで

されていたが，実際にどういう形で日系コミュニ

の慣習を継承した同質性を想起させる集団でもあっ

ティに関与しているのかを観察する必要性があっ

た。

た。2017 年 9 月 30 日（土曜日）
，日系協会の会館で

筆者はこの行事に敬老会会長の許可を得て参加

行われた「敬老会」における日本語学校の学習者の

し，行事の様子を観察すること，参加者と談話する

行為を記述し分析する。

こと，それをフィールドノーツに記述することがで

X 日系協会では，毎年 9 月に敬老会を実施してい

きた。それらをもとに敬老会の様子を以下に記述し，

るが，日本語学校の学習者が協力するのは今回が初

分析を行う。

X 日系コミュニティの敬老会のプログラムは次の

めてということだった。この日は協会の会館に 70

ようになっていた。

人以上の日系の高齢者（60 歳以上）が集まってい
この日系コミュニティで最
た 12。この高齢者集団は，

① 開会式 （日本語とポルトガル語）

も日本語が理解できる集団である。敬老会当日の参

② 軍事警察（Polícia Militar）による生活安全対策

加者の大半は二世であったが，一世も 5 人参加して
12

講座 （ポルトガル語使用）
③ 日本語学校学習者（社会人）による「高齢者法」

筆者は X 日系コミュニティでの調査を続けるなか

の説明 （ポルトガル語使用）

で，移民一世世代への聞き取り調査も並行して行ってい

④ 日本語学校関係者によるレクリエーション指

る。移住前の日本での生活，移住後の生活，コロニアで
の経験，集合的記憶等について聞き取り，そのデータ化

導（日本語とポルトガル語使用）

を進めている。コミュニティ内の宗教団体の集まりに参

⑤ X 市の X 医科大学学生の協力による血圧測定，

加する機会も多く，このコミュニティの高齢者には顔見

歯科検診（ポルトガル語使用）

知りが多い。
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学校のなかで共通の経験をもつ「仲間集団」を形成

⑥ X 市の美容師の協力による高齢者への化粧指
導，散髪（ポルトガル語使用）

していたこと，また，彼らをコミュニティ参加へと

⑦ ボランティアによるクリスマスの飾りつけ教

促す「日本語教師の役割」も考察することができた。

室（ポルトガル語使用）

しかしながら，これらの複合的な要因により日系コ

⑧ 日系人経営の商店からのプレゼント贈呈式（日

ミュニティに参加した学習者ではあるが，結果的に

本語とポルトガル語使用）

「コミュニティの一時的滞在者」として存在する状況

⑨ X 日系協会の婦人会の協力による昼食会

を示唆するものであると考えるに至った。この章で

ユミさんは日本語学校の仲間 6 人と，大学の友達

は，総合的考察として，インタビューデータおよび

（非日系人）
を連れてこの敬老会に参加していた。会

参与観察をもとに分析された 3 つの概念である「再

全体は，日本語学校の教師が日本語とポルトガル語

移動を目的とする日本語学習」「仲間集団」「日本語

を交互に使用して司会進行を担当した。
開会式では，

教師の役割」，それらをもとに導き出された「コミュ

日系協会の役員がポルトガル語で挨拶を行うなか，

ニティの一時的滞在者」として存在する帰国した子

ユミさんは学習者代表として日本語で挨拶を行っ

どもたち，という 4 つの観点に沿って考察を行う。

た。④のレクリエーション指導では，高齢者の輪に

5．1．再移動を目的とする日本語学習

加わり，日本語で話しかけるユミさんの姿が観察で
きた。⑤の血圧測定の場面においても，高齢者の列

帰国した子どもたちの日本語学習の目的について

を整理する係りを自発的に担当し，そこでは日本語

は，ユミさんを含めた調査協力者のほぼ全員が，日

とポルトガル語で会話を行っていた。
その他の日本語学校の仲間（帰国した子どもを含

本での経験を肯定的に捉え，日本への再移動を目的

む）も，日本語の会話が十分でない学習者はパソコ

に日本語学習をしていると答えた。

ンやマイクなどの機器設定とその作業を担当し，ポ

ブラジルに帰国した子どもたちの教育戦略につい

ルトガル語を使用しながら運営に協力する姿が見ら

ては，従来の報告では，児島（2010，p. 256）の指摘

れるなど，役割分担がはっきり決められていた。ま

にもあるように，親の教育戦略が子どもの進路形成

た，日本語学校の学習者が固まって談笑していたの

に影響を及ぼすという結論に導かれるものが多かっ

は昼食の時間だけであった。日本語学校の教師も最

た。その影響は確かに存在するものの，本研究の調

後まで活動に参加していた。

査協力者である帰国した子どもの場合は，将来的な

この敬老会では日本語を話す必要はないのだが，

移動を目的として自発的に日本語を学習しようとし

高齢者に対する敬意を態度で示す必要があっただろ

ていた。さらには，その再移動に向けて，既存の集

う。高齢者の集団のなかで，日本語学校の学習者が

団である日系コミュニティに関与しようとする戦略

仲間とともに，非常に控えめな態度で高齢者に接し

を観察することができたのではないだろうか。
また，子どもたちの「移動の経験」は，日本とブ

ている様子が観察できた。

ラジルの往復とともに終わったものではなく，再移

図 1 は会館での敬老会の一場面である。

動を希望する子どもたちが多いことから「移動を日

5．総合的考察

常化」する意識があるのではないかと筆者は考える。
国境を越える移動は家族をとおして何度も経験して

以上，本研究の調査からは，日本から帰国した子

いる。その移動は日本とブラジルを往復しただけで

どもたちの日本語再学習の目的が共通して「再移動

はなく，日本の南米系コミュニティの複数回の移動

を目的」とするものであったこと，さらに，日本語

の経験も記憶に残っているはずだ。この度重なる移
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家族の大きな物語が語られたことで，移動を繰り返
♽∗ẕ䛾⛣ື䛾⤒㦂

しながらも現在は X 市の日系コミュニティにつなが
ろうとするユミさんの姿勢がより鮮明に描き出され

୧ぶ䛾⛣ື䛾⤒㦂

ることになったのではないだろうか。
日系人の家族の移動の経験は，同時に，国境を越
えた「家族による適応の経験」の繰り返しでもある。

⮬㌟䛾⛣ື䛾⤒㦂

家族の大きな「移動と適応」のためのグローバルな
「家族ネットワーク」が日本とブラジルの間に形成さ
図 2．日本とブラジル双方向からの家族の移動経験．
3 世代で繰り返された移動は「移動の円」となって次の
再移動が目指される。3 番目の円は，調査時，ユミさん
の再移動は希望として語られたものなので，まだブラジ

れているのではないかと考える。実際のところ，本
稿の調査協力者の全員に日本で就労を続けている日
系人の親族が存在し，その親族たちと連絡を取って

ルに留まっている状態を表す。

いる状況が見られた。「家族による移動と適応の経
験」は家族ネットワークのなか，現在進行形で続い

動の記憶が，常に次の移動を目的とする行動につな

ている現象であることが推察できる。

がっているのではないかと考察する。

5．2．仲間集団

ユミさんの場合は，
日本から帰国後，
沖縄からブラ
ジルに移住してきた一世の祖母との日本語による接
触によって日本とのつながりを意識したことが，家

X 日本語学校で日本文化に興味を持つ仲間ととも

族の大きな移動の経験のなかで自らの個人的な移動

に日系コミュニティに関与するユミさんは，日本語

の経験を考える契機となり日本語学習の動機となっ

学校のなかで「仲間集団」をつくり，協働性を重視

たと語る。しかし，その学習の一番の目的は，日本

するコミュニティ活動を行うことに充実感を得てい

への留学という再移動である。

た。日系コミュニティで日本語を使用して活動する

祖父母の移動と両親の移動からつながる自らの移

ことで日系人としての自尊感情形成を補強している

動は「移動の円」となって，移動が繰り返されてい

ようでもあった。そのうえ，仲間集団とともに日系

くことに抵抗が見られない。この家族の移動経験を

コミュニティに関わる活動は，コミュニティの若い

図で表すと，図 2 のように表現できる。

世代の代表という立場を与えられることになり，コ

このことにより，日本から帰国した日系人の語り

ミュニティの広告塔のような役割も果たすことに

に注目する場合，個人の移動の経験だけではなく，

なっている。このコミュニティに家族単位で古くか

家族の移動の経験も含めて考察することが重要では

ら参加しているメンバーにとって，この集団は目新

ないかと考える。日本での就労とブラジルへの帰国

しい存在ではあるはずなのだが，高齢者との活動を

という往復する「個人」の経験だけではなく「家族」

見ると，日本につながる新しい集団として受けいれ

という単位でのグローバルな移動経験，あるいはマ

ようとしているのではないかと思われる。いっぽう

クロな社会変動のなかの家族の世代ごとのグローバ

ユミさんにとっては，日系コミュニティのなかで

ルの移動の意味を理解することの重要さをユミさん

「日
ニッケイとして振る舞いながら活動することで，

の語りは示唆している。現在を語っていながら「遡

本から帰国した子ども」という押しつけられた表象

及的な時間概念」
（桜井，2012，p. 58）で過去の家族

を主体的に，そして，集団で塗り替えようとするプ

の移動の物語が語られる。その時代ごとの社会的情

ロセスの一端ではないかと筆者には見える。

勢の影響を強く受けながら日本との往復を経験した

さらにこの仲間集団の特徴は，日本から帰国した
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子どもたちが中心となってはいるものの，非日系の

い日本語学校も存在する。X 日本語学校の教師の実

学習者も参加しているので，日本語能力が問われな

践に見られるように，多様化する日本語学習者を区

いうえに，日系と非日系の境界が顕在化しない集団

別することなくコミュニティ行事に誘導すること

となっていたことである。これは X 日本語学校を運

が，学習者による日系コミュニティという継承日本

営する X 日系協会が，従来のコロニア型のような日

語環境の利用を可能にさせているのではないだろう

系人統合を目的として構成された組織ではなく，多

か。高齢化が顕著なコミュニティとしても，若い日

様な人々を受け入れてホスト社会である地域社会と

本語学習者を一時的にイベントに取り込むことで世

の共存を目指す日系コミュニティへの再編成の過程

代間交流の機会を持てたことになる。コミュニティ，

13

にあることの理由が大きい 。ユミさんたちの活動

日本語学校，学習者の三者にとって意味のある場面

は日系コミュニティ維持のための X 日系協会の方針

の展開が見られたと考える。

に沿うものであり，そこには日系協会の長期的な戦

5．4．コミュニティの一時的滞在者

略が垣間見えているのではないかと筆者は考える。

5．3．日本語教師の役割

このように，コミュニティに受け入れられた学習
者ではあるものの，敬老会に参加していたユミさん

4．2．5．で述べたように，ユミさんたち日本語

も含めた仲間集団は，コミュニティ行事を個人志向

学校の学習者を日系コミュニティの行事参加へと促

の強い時限的参加の場として捉えている傾向があ

す，X 日本語学校の教師の役割が重要であることも

る。２．２．及び３．２．で述べたように，家族とと

見落とせない。高齢化が進む日系コミュニティでは

もに参加し，地域の日系人の顔を確認しながら親密

若い世代の参加は歓迎されるものの，家族単位での

な関係を築き互助関係を維持するといった従来から

参加が前提とされてきた日系協会での活動に学習者

のコロニア型のコミュニティメンバーは X 日系コ

だけで参加することは簡単ではない。コミュニティ

ミュニティにも多数派として存在する。ユミさんた

経験の豊富な教師が学習者をコミュニティ行事・活

ちは，これらコロニア型のコミュニティメンバーと

動へと導くことで，通常の親睦の場としてのコミュ

は明らかに異なる種類のメンバーである。帰国した

ニティ行事が，日本語使用による教育的効果が見出

子どもたちが中心となっているこの集団は大学生が

せる行事として機能している様子が観察できた。

多く，しかも日本語学校の学習者という身分で参加
しているので，コミュニティでも「一時的滞在者」，

ブラジルの日系コミュニティでの日本語教育は

あるいは「ツーリスト」として存在する仲間集団で

「外国語としての日本語教育」
として変化しつつある

はないかと考えられる。

ものの，コミュニティとの関係性に常に配慮するこ

移動を繰り返し経験してきた帰国した子どもたち

とで，日系コミュニティの継承日本語環境を利用す

は，移動に抵抗がない。国と地域間の移動だけではな

る可能性が見出せると筆者は考える。
ブラジルにおいては長く共存が目指されてきた日

くエスニックな集団間を移動することにも抵抗がな

系コミュニティと日本語学校の関係性ではあった

いようである。コミュニティの一時的滞在者である

が，2．3．で述べたように，日本語学習という教室

彼らは，日系人であっても日本への興味が薄れれば

活動だけを行い，日系コミュニティとの関係性の薄

コミュニティから離れていく。したがって，コミュ

13

ニティへの貢献も一時的でしかないことが想像でき

X 日系協会では，協会所有のスポーツ施設を地域住

る。

民に開放するなどの活動をとおして，地域社会の中での
日系協会として存在することが目指されている。
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6．今後の課題

ルヴァ書房．
イシ，アンジェロ（2009）．ブラジル日系移民の百周

2018 年に移住 110 周年を迎えるブラジルの日系社

年 ― 日系社会，ブラジル社会および在日ブ

会は，
高齢化および世代交代のなか，
その維持に向け

ラジル人による記念事業の理念と戦略『移民

て抜本的な意識の変革が迫られている。これは日系

研究年報』15，3-26．

社会の日本語学校も同様である。今後はさらに日本

イシカワ エウニセ アケミ（2010）．日本からブラ

語の使用状況，日本語教育の役割，日本語学習者も

ジルへ帰国した子どもたちの教育『静岡文化

大きく変化していくことが想像できる。多様な人々

芸術大学研究紀要』11，11-15．http://id.nii.

を受け入れることで地域社会の中での日系コミュニ

ac.jp/1132/00000041/

ティとしての存続が目指されるようになった現在，

石田智恵（2010）．戦後日本における「日系人」の誕

日系コミュニティの中の日本語学校にも，これまで

生 ― 1957 年「海外日系人大会」開催の意

とは違った課題が求められることになるだろう。

外『移民研究年報』16，97-108．
稲葉奈々子，樋口直人（2012）．デカセギと家族（15）

最後になるが，本稿で考察を行った「日本から帰
国した子どもたち」が成長して日本語学校の学習者

― 経済危機の影響：O 一家の場合『茨城大

となり日系コミュニティの活動に関与している姿と

学人文学部紀要 ― 人文コミュニケーショ

いうのは，帰国した子どもたちの一部の実像にしか

ン学科論集』13，173-183．

過ぎないことに言及しておく必要がある。日本語学

梶田孝道，丹野清人，樋口直人（2006）．『顔の見え

校に興味を示さず，日系コミュニティとも関係を持

ない定住化 ― 日系ブラジル人と国家・市

たない子どもたちの方が多いのではないだろうか。

場・移民ネットワーク』，名古屋大学出版会．

実際，
筆者がこの X 日系コミュニティで調査中にも，

国本伊代（2005）．ラテンアメリカと日本．国本伊

こういう子どもたちの存在が容易に想像できた。今

代，中川文雄（編）『ラテンアメリカ研究への

後は，このような帰国した子どもたちにも調査を広

招待（改訂新版）』（pp. 325-344）新評論．

げながら，日系コミュニティの存在，その中での日

児島明（2010）．国境を越える移動と進路形成―滞

本語学校の役割について分析と考察を続けていくこ

日経験をもつブラジル人青年の生活史分析か

とを課題としたい。

ら『地域学論集 ― 鳥取大学地域学部紀要』
7(2)，253-283．

日本から帰国した子どもたちがブラジルの日系コ
ミュニティにどのよう関わっていくのか，コミュニ

小林多寿子（2005）．ライフストーリー・インタビュー

ティのなかで彼らにはどのような位置づけがなされ

を行う．桜井厚，小林多寿子（編）『ライフス

ていくのか，また彼ら自身がどのような位置取りを

トーリー・インタビュー ― 質的研究入門』
（pp. 71-128）せりか書房．

行うのか，そして日系コミュニティの日本語学校は

桜井厚（2002）．『インタビューの社会学 ― ライフ

どのような役割を担っていくのか，今後も現地での

ストーリーの聞き方』せりか書房．

調査をもとに検討していく。

桜井厚（2012）．『ライフストーリー論』弘文堂．
文献

佐々木倫子，モラレス松原礼子，島田美幸（2012）．
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Experience in moving and Japanese language studies
narrated by Nikkei children returnees to Brazil:
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Abstract
This study investigates the life experience of returnee children, within the Brazilian
Nikkei community, whose parents worked in Japan. Child returnees to Brazil have often
been analyzed in the context of education. However, this study envisages the everyday
experience of these children who actively lead their lives within the regional Nikkei
community using their knowledge of Japanese. This is analyzed qualitatively, based on
research interviews and observations conducted in one Nikkei community. From the
interviews, it became apparent that their desire to return to Japan was their purpose in
studying Japanese. A memoir of one of the returnee children, now a university student,
was reconfigured as her life story. This enabled her account of her experience of moving
and Japanese language studies to be related to a much larger picture of her family history.
The circumstances of how her experience led to her participation in the Nikkei community are depicted.
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