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概要

本稿は，日本語教育振興協会が1997年に開催した第1回日本語教育セミナー，通称

「箱根会議」に関するインタビュー調査である。当時箱根会議に参加した11名の調査

協力者の語りから，日本語学校にとって「箱根会議」がいかなる意味をもっていたのか

を論じる。調査協力者に対するライフストーリー・インタビューから明らかになった

箱根会議の意義は「日本語学校の連携」が生まれ，日本語学校の「社会的アイデンティ

ティの確立」を共に目指すことが確認されたことである。そして，そのために手を取

り合い「日本語教育の質の向上」に努めていく素地が整ったことである。箱根会議は，

日振協と日本語学校の「管理する側・管理される側」という関係を乗り越え，管理され

る側であった日本語学校が主体的に自分たちを定位し，社会に働きかけるための象徴

的な出来事であった。箱根会議の経験を一つの契機に，日本語学校は，国際交流の最

前線を担う教育機関としての社会的アイデンティティを構築すべく歩みを進めるよう

になったのである。
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1．研究動機

2007年，日本政府は2020年までに留学生受け入

れ数を30万人に引き上げるという「留学生30万人

計画」を打ち出した。その計画は2年前倒す形で

2018年に達成された。日本語学校1の数も急増し，

2019年現在その数は，775校2と過去最高である。一

方で，近年，就労目的の留学生が社会問題として

度々マスメディアに取り上げられるようになり（出

井，2016），就労目的の留学生を受け入れる悪質な日

1　日本国内の日本語教育実施機関・施設等のうち，法
務省告示を受け，留学生（就学生）を受け入れている機
関のこと。本稿では総称して日本語学校と記述する。

2　日本語教育振興協会に問い合わせ，2019年8月22日
現在のデータを提供いただいた。

本研究は，JSPS科研費15K02661の助成を受けている。
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本語学校の増加が問題化している（芹澤，2019）。こ

のような状況は，1980年代後半の就学生急増に類似

しているのではないかと私たち（三代，佐藤）には

感じられた。1983年に中曽根内閣が提出した「留学

生10万人計画」を背景に，1980年代後半から就労目

的の就学生3を大量に受け入れる日本語学校が急増

し，社会問題化した（佐々木，2004）。この時の経験

の反省の上に，現在の留学生受け入れのあり方をも

う一度批判的に考えたいというのが本研究の出発に

あった。そこで，三代と佐藤は1980年代に日本語学

校に勤務していた日本語教師に対するライフストー

リー・インタビューを開始した。

最初にインタビューしたのが，本稿の調査協力者

である緑川音也氏であった。緑川氏は，日本語教育

振興協会（以下，日振協）が1997年10月に開催した

第1回日本語教育セミナー，通称「箱根会議」に参

加したメンバーの一人であった。彼は日本語学校に

とって箱根会議が一つのターニング・ポイントに

なったと述べ，会議までの流れや会議の経験を自分

のライフストーリーの中で語った。2000年代初頭，

日本語学校に専任教員として勤務していた佐藤は箱

根会議の存在は知っていたが，主に学校長や教務主

任が参加する会議であり，内実は知らなかった。三

代は2000年代初頭に海外で日本語教師のキャリア

をスタートさせ，現在は大学の日本語教育に携わ

る。短期間の非常勤講師経験を除くと日本語学校で

働いたことのない三代は箱根会議自体を知らなかっ

た。調べてみると，日振協（2010）等の報告書では，

箱根会議に関する記述が見られるが，箱根会議を研

究として取り上げたものはない。そこで，私たちは

第1回の箱根会議への参加した方に調査協力を依頼

し，自身の日本語教師経験の中で箱根会議をどのよ

3　大学・短大以外の日本語学校や専修・各種学校等の
教育機関で学ぶ外国人学生を1980年代当時，慣例とし
て「就学生」と呼んだ。1990年の入管法改正によって在
留資格「就学」ができ，「就学生」が正式な呼称とし定着
した。その後，2010年に改正された入管法によって在留
資格は「留学」に一本化されたため，現在は「就学生」と
いう呼称は用いられない。

うに評価し，位置づけているのかを中心にライフス

トーリー・インタビューを行った。

日振協とは，日本語学校の就学生受け入れを適正

化するため，1989年に設立された団体である。2010

年の民主党政権下の事業仕分けまでは，日振協の審

査・認定を受けることによって日本語学校は法務

省より告示を受けることができた4。詳細は後述する

が，箱根会議はその日振協によって開催された会議

で，箱根にある文部省共済宿泊所にて10月30日，31

日の一泊二日で行われた。日振協加盟校30校から30

名の学校長や教務主任が集まり，二日間に渡り日本

語学校のあり方について話し合った。箱根会議の報

告が掲載された日振協ニュース（日振協，1998）によ

ると，予定されたプログラムでは，初日は午後1時

半から受付を行い，開会の挨拶，自己紹介を行なっ

た後，午後4時から5時半までが全体会，6時半から

11時までが懇親会となっている。2日目は午前9時

から午後2時半までが全体会であり，休憩，昼食を

挟み，まとめを行い，午後3時10分閉会となってい

る。だが，日振協（2010）によると，実際は30日の午

後1時半から31日の午後3時までほぼ休みなく，議

論は続いた。後述するが，インタビュー協力者たち

も，とにかく「温泉にも入らず」に話し合ったと語っ

ている。

私たちは，この1997年の箱根会議に参加した11

名の関係者にインタビューをすることができた。そ

の語りから見えてきたことは，日本語学校の歴史に

おいて箱根会議が大きな転換点となっていたという

ことである。本研究では，ライフストーリー・インタ

ビューから当時の参加者にとっての箱根会議の意義

4　日本語学校へ留学を希望する場合，日本語学校が法
務省入国管理局に事前審査を申請し，審査を通ったもの
に入学許可書を出す。この許可書をもって留学希望者は
ビザの発給を受けることができる。この申請を行うこと
ができるのは，法務省の告示を受けた日本語学校のみ
である。なお，2010年の民主党政権下の事業仕分けによ
り，日振協の審査・認定は告示の参考とされないことが
決まった。そのため，会員校の数が減少し，2019年8月
現在その数は234校である（日振協，n.d.）。
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を明らかにする。結論を先取りするならば，箱根会

議の意義とは，日本語学校が連携し，共に日本語教

育の質を向上させることで，日本語学校の社会的ア

イデンティティの確立を目指すことが参加者の間で

共有されたことである。また，箱根会議について共

有されている記憶，箱根会議についてのモデル・ス

トーリーが，日本語学校の社会的アイデンティティ

を構築するために重要な役割を担っている。本稿で

は，箱根会議へ参加した調査協力者たちの語りから

この社会的アイデンティティ構築への歩みを明らか

にする。

2． 箱根会議の背景：上海事件から日振
協設立

本研究の背景となる上海事件から日振協設立まで

の経緯を先行研究や当時の記事をもとに述べてお

く。1983年，「21世紀への留学生政策懇談会」が発足

し，その提言として「21世紀初頭には海外からの留

学生を10万人に増やす」計画，すなわち「留学生10

万人計画」が発表された。82年当時，外国人留学生

の数は8,100人程度であったが，20年で当時のフラ

ンスの11万人程度に増やすというものである。「留

学生10万人計画」を契機に，私費留学生を受け入れ

るため，留学生のアルバイト解禁，ビザ発給手続き

の簡易化などの措置が取られた。また，1987年に中

国政府が私費留学用のパスポートを自由化すること

で中国からの就学生が急増する。1983年の就学生

総数3,448人，その内中国人就学生は160人だった。

それが，87年には就学生総数13,915人，中国人就学

生7,178人となった。さらに88年には就学生総数は

35,107人，中国人就学生は28,256人と急増した（寺

倉，2011）。それに伴い，日本語学校も増加し，1983

年には約150校であった日本語学校は，1988年には

約350校となった（丸山，2015）。日本語学校の中に

は営利目的の悪質な日本語学校も多く，当時ビザを

発給するにあたり必要とされた身元保証書を架空の

身元保証人により作成し，留学生に高く売りつけた

り，定員をオーバーして入学許可書を乱発するよう

な不正が相次いだ（ぐるーぷ赤かぶ，1989；佐々木，

2004）。このような状況は，徐々に社会問題としてマ

スメディアに取り上げられるようになった（山口，

1988）。そこで，日本政府はビザ審査を厳格化した

が，それによってすでに日本語学校に入学金等を支

払っていた中国人留学希望者たちの就学ビザ5が発

給されない状態が生まれ，彼らは抗議のために在上

海日本国総領事館を取り囲んだ。これが，いわゆる

「上海事件」6である。上海事件は国際問題化し，国内

でも大きな社会問題としてクローズアップされるよ

うになった（佐々木，2004）。

この上海事件を契機に，日本語学校の審査・認定

の基準整備が進んだ。そして，1989年にその審査・

認定を担う機関として日本語教育振興協会が発足し

たのである。1990年以降，日振協の審査・認定を

通して，それまで出稼ぎ目的の若者たちを安易に受

け入れてきた日本語学校が認定校となれず業務停止

し，急速に姿を消していった。入国管理局の中国

人就学生に対する審査も厳しくなり，日本語学校

の学生数は次第に減少し，1990年代半ばには200校

が閉鎖，廃校に追い込まれた。1992年度末には433

校あったが，1996年度末には287校にまで急減した

（日振協，2010）。

後述するが，調査協力者たちによれば，設立当初，

日振協と日本語学校の関係は決して良好ではなかっ

た。日振協は，日本語学校を審査，管理する団体と

して機能し，管理される日本語学校との間に軋轢が

生じた。江副（1989）は，当時の日振協は会費を徴収

5　1990年の入管法改正以前は，就学生には在留資格
4-1-16-3が与えられていた。この在留資格は，「留学」や
「就労」など他の在留資格に該当しない，法務大臣が特
に在留を認めるものに与えられる在留資格である。当時
の就学生には，この在留資格が適用された。ここでは便
宜上「就学ビザ」と記しておく。

6　上海事件は日本社会で主に使用される通称で，中国
大使館は他の事件等との混同を防ぐため，「上海就学生
事件」と呼ぶことを望んでいたことから，「上海就学生事
件」という記述も見られる（日振協，2006）。



172

日本語学校の社会的アイデンティティ構築の歩み　三代純平，佐藤正則

するが会員に発言権を与えないと批判する。また小

林（1990）は，日本語学校が常に日振協にお伺いをた

てる構図を批判し，「官僚主導型」ではなく学校主導

の日振協であるべきだと述べる。そのような関係を

転換し，共に日本語教育の質の向上を目指すように

なる象徴的な会議が箱根会議であったのである。

3. 研究方法

3．1．ライフストーリー

本研究では，箱根会議に参加した日本語教育関係

者らが箱根会議，およびそこに至る過程をどのよう

に体験し，意味づけているのかを明らかにしていく

ことを目的としている。そのため，ライフストー

リー（以下LS）を用いた。LSとは，「個人のライフ

（人生，生涯，生活，生き方）についての口述 (オー

ラル )の物語である。また，個人のライフに焦点をあ

わせてその人自身の経験をもとにした語りから，自

己の生活世界そして社会や文化の諸相や変動を全体

的 (ホリスティック )に読み解こうとする質的調査

法の一つ」（桜井，2012，p. 6）である。

広義では，ライフに関する口述の物語であるLS

を用いた研究の総称をLS研究と呼ぶ（川上，2015）。

一方で，LSの「ストーリー」の部分に着目し，そのス

トーリーの構築のあり方に焦点を当てたものをLS

研究と捉える考え方もある（桜井，2012）。本研究は，

基本的に後者のLS研究に軸足をおき，調査協力者

が過去に体験したことを現在においてどのように意

味づけて自らの経験として語るのかということに注

目し，調査協力者の主観的現実とその現実が埋め込

まれた社会的意味に迫まる。つまり，箱根会議の経

験者たちがその経験をどのように意味づけているか

ということから，当事者たちにとっての箱根会議の

意味を明らかにすることを試みる。

LS研究では，過去の出来事をいかにインタ

ビューにおいて意味づけていくのかを考察するため

に，過去の出来事の展開とそれに対する感情などを

表す語りを「物語世界」，現在の出来事に対する評価

や態度を表す語りを「ストーリー領域」として区別

する（桜井，2002，2012）。例えば，上海事件前後，就

労目的の就学生が急増した日本語学校における教師

経験をある調査協力者は次のように振り返る。

で，中国人だけの学校も今から考えると本当

にいい経験で，［中略］もう学校中，中国人

なわけですよ。で，なんかがーっとか寝てて

「何しに来たの？」とかって言うと，「いや，働

きに来た」って普通に言う人たちで，私，こ

の人たちを私の授業だけは絶対寝かせないぞ

と思って，そういうのがまた張り合いになっ

ちゃって。でも一人一人は本当にいい人たち

なんだよね，って。だけど働きに来てるんだ

よねって。これってやっぱりあっちゃいけな

いんじゃないか，みたいなのを思いつつ。で

も，すごいいい思い出の時間。

上記の例では，下線部がストーリー領域に該当

し，その他の部分が物語世界である。物語世界では，

就労目的の中国人が急増し，教室の状況が一変した

経験が語られ，当時，それに対し，葛藤しながらも

懸命に教えようと思ったことが語られる。そしてス

トーリー領域では「いい思い出」として評価してい

る。このような分析から当時の日本語教育の状況を

当事者である日本語教師がどのように経験していた

のかが見えてくる。なお，本稿において語りの引用部

の下線は，そこがストーリー領域であることを示す。

また，LS研究では，語りは社会に埋め込まれたも

のであると捉える。したがって，語りは社会的コン

テクストを反映し，語りから社会的コンテクストに

迫ることも可能である。社会的コンテクストと語り

の関係を解釈するために，LS研究では語りの様式

（モード）に着目する（桜井，2012）。人は自らの経験

を語るとき，様々な様式（モード）で語る。国民とし

て，あるいはある特定の集団の代表として，またあ

る時は，私的な立場から語る。また，それぞれのレ

ベルに流通しているストーリーを参照しながら自ら

の経験を語る。これが語りの様式である。日本社会
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のような大きな範囲で広く流通している言説をマス

ター・ナラティブという。それに対し，日本語教育

業界や日本語学校業界のように特定のコミュニティ

に流通している言説をモデル・ストーリーという。

そのどちらにも回収されない，個人的な経験に根ざ

した語りをパーソナル・ストーリーとする。本稿で

言えば，日本社会に流通している日本語学校や日本

語教師についての言説がマスター・ナラティブであ

り，日本語教師たちが共有している言説がモデル・

ストーリーである。

マスター・ナラティブとモデル・ストーリーの関

係は「ライフストーリー研究にとって重要な問いと

なる」（p. 7）と石川，西倉（2015）は述べる。また，

プラマー（1995/1998）は，個人がこれまで語られて

こなかったストーリーを語るときには，それを受け

入れるコミュニティが必要となると，モデル・ス

トーリーと個人の語りの関係について論じる。近年

のLS研究では，モデル・ストーリーとパーソナル・

ストーリーの齟齬から個人の語りの意味を理解する

ものも多い（例えば，石川，2007；三代，2015）。しか

し，本稿で取り上げる箱根会議に関する語りは，マ

スター・ナラティブに対するモデル・ストーリーの

構築に関わっている。後述するが，箱根会議は，当

時の日本語教育についてのマスター・ナラティブに

抵抗する日本語教育のモデル・ストーリーを構築す

る原点となったイベントであったからである。

したがって，本稿では，物語世界とストーリー領

域という観点から語りを見ることで，調査協力者た

ちの箱根会議に対する評価を明らかにするととも

に，それがどのようなモデル・ストーリーの生成と

関わっていたかを考察する。

3．2．調査概要

調査協力者は，1997年に開催された第1回箱根会

議に参加した日本語教育関係者10名，および日振

協の理事長である佐藤次郎氏である（表1）。当時

の参加者の一覧と会議で話し合われたことの概要

は，日振協の発行する『日振協ニュース』No.50（日

振協，1998）に掲載されている。調査は2015年から

2019年にかけて行った。インタビューは非構造化イ

ンタビューで，箱根会議に至る過程と箱根会議の経

験，その後についてLSを語っていただいた。インタ

ビューの場所は，調査協力者の都合に応じて日本語

学校の一室や喫茶店を利用した。基本は筆者らが二

人で話を伺ったが，スケジュールの関係で江副氏の

2回目のインタビューと丸山茂樹氏のインタビュー

のみ三代が一人で行った。インタビューは録音し，

トランスクリプトを作成した。調査協力者は，調査

過程で見えてきた疑問・仮説を基に次の調査協力者

に依頼するという理論的サンプリング（木下，1999）

によって募った。インタビューの過程で不明な点や

疑問があれば，この点を聞くためには誰に聞けばよ

いかなどを調査協力者と相談しながら，次の調査協

力者を決定した。箱根会議から20年以上が経過し，

当時の参加者の中には，すでに他界されている方や

業界を離れている方などもいる。その中で連絡を取

ることができ，インタビューを承諾していただけた

方にインタビューを行った。11名にインタビューし

た時点で，本稿の問題意識である箱根会議の意義が

明確になり，調査を終了した。なお，本稿では，先行

研究のない箱根会議に関する当事者の証言資料とし

ての価値を考慮し，調査協力者の実名を記載する。

調査協力者の方々には，その趣旨をお話しし，了解

を得ている。

分析・考察にあたっては，三代と佐藤が，それぞ

れにすべてのトランスクリプトを3．1．で述べた観

点から分析し，その分析結果を比較し，共通の解

釈を作り上げた。さらに，原稿をまとめた段階で，

データの公表の承諾とともに，語りの解釈の妥当性

や歴史的背景について各調査協力者にそれぞれ確認

していただき，修正を重ねた。調査協力者の方々に

は，執筆段階でも複数回にわたり原稿をお読みいた

だき，必要に応じて資料を提供いただくなど，多大

なご協力をいただいた。無論，本論文の文責は執筆

者らに帰する。
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3．3．社会的アイデンティティ

本研究では，箱根会議の参加者の語りから，その

意味を考察する。考察により明らかになったこと

は，調査協力者たちが箱根会議を契機に連携し，日

本語学校で教える日本語教師が社会的アイデンティ

ティを確立する必要性を共有したことであった。そ

こで，3．3．では社会的アイデンティティという用語

の本稿における定義を確認する。

アイデンティティという概念を定着させたのは

社会心理学者のエリック・エリクソンである（エリ

クソン，1959/1973）。エリクソンは，自己アイデン

ティティ（self identity）を，個人的アイデンティティ

（personal identity）と社会的アイデンティティ（so-

cial identity）の相互依存的な関係から成り立つもの

であるとした。個人的アイデンティティとは，「私」

とは何者かについて自分自身がもつ概念であり，社

会的アイデンティティは，「私」とは何者かについて

社会や他者がもつ概念である。上野（2005）によれ

ば，エリクソンのアイデンティティ概念は，アイデ

ンティティが社会的に構築されることを含意してお

り，バーガー，ルックマン（1966/2003）やゴッフマ

ン（1963/1973）によってその構築主義7的な側面はよ

り深く議論されていく。

ゴッフマン（1963/1973）は，人のもつカテゴリー

や属性，つまり社会的な身分・職業や優しいなどの

性格や身体的な特徴を社会的アイデンティティとし

た。さらに他者が外見や言動による予測から想定

し，「私」自身に要求するものを対他的な社会的アイ

デンティティ（a virtual social identity）とした。それ

に対し，「私」自身がもっていて，求められれば明

らかにすることができるものを即自的な社会的アイ

デンティティ（an actual social identity）とする。こ

の二つのアイデンティティは様々な形で乖離してい

7　構築主義は，社会構成主義と翻訳されることもあ
る。いずれも social constructionismの翻訳である（三
代，2009）。現実は言説を通じて社会的に構築される
ものであるという考えがその中心にある（ガーゲン，
1994/2004）。その歴史的な経緯や定義については三代
（2009）にまとめられている。なお，本稿では「構築」「構
成」は互換的に用いられている。

表1．調査協力者一覧
氏名（敬称略） 生年代 所属（1997年当時）・職名 所属（2019年現在）・職名 インタビュー時期（時間）
江副隆秀 1950s 新宿日本語学校・校長 新宿日本語学校・校長 2016.2.5.  (1:51:21)  

2017.10.14.  (1:44:51)

小木曽友 1930s ㈶ アジア学生文化協会 
留学生日本語コース・校長

㈶ アジア学生文化協会・理事 2018.4.18.  (3:08:30)

奥田純子 1950s コミュニカ学院・学院長 コミュニカ学院・学院長 2016.1.18.  (5:32:16) 
2016.6.18.  (1:33:40)

加藤早苗 1950s インターカルト日本語学校 
信濃町校・教務部長

インターカルト日本語学校 
・校長

2016.3.16.  (2:49:15)

佐藤次郎 1930s ㈶ 日本語教育振興協会 
・理事長

㈶ 日本語教育振興協会 
・理事長

2017.1.24.  (2:22:34)

嶋田和子 1940s イーストウェスト日本語学校 
・教務主任

㈳ アクラス日本語教育研究所 
・代表理事

2017.8.28.  (1:30:53)

西原純子 1930s ㈶ 京都日本語教育センター 
京都日本語学校 
・専務理事　校長

㈶ 京都日本語教育センター 
・代表理事

2016.6.19.  (3:05:54) 
2019.3.26.  (2:28:07)

丸山敬介 1950s 同志社女子大学・助教授 同志社女子大学・教授 2017.7.21.  (1:19:19)

丸山茂樹 1950s I. C. NAGOYA・校長 
㈱ エヌ・アイ・エス・代表取締役

I. C. NAGOYA・校長 
（2019.3.31まで）

2018.4.20.  (3:27:15)

緑川音也 1950s 大同国際学院・教務主任 アイザック東京国際アカデミー 
・校長

2015.11.7.  (2:44:28) 
2019.2.18.  (2:06:40)

山本弘子 1950s カイ日本語スクール・代表 カイ日本語スクール・代表 2016.5.26.  (1:56:41)
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る。ゴッフマンは，ある属性と社会のもつステレオ

タイプが結びつき社会的に貶められた社会的アイデ

ンティティをスティグマと呼び，スティグマをもつ

人は，対他的な社会的アイデンティティと即自的な

社会的アイデンティティの乖離から自身のアイデン

ティティ管理を行うと論じた。ここに，社会的に構

築するされる自己とその自己を管理する自己という

視座が生まれた。

さらにこの自身のアイデンティティを管理する

点を強調し，アイデンティティを，自身が自己ア

イデンティティを構築するプロセス，つまりアイ

デンティフィケーションであるとしたのがホール

（1996/2001）である。ホールは，アイデンティティ

は決して単数のものではなく，多様で複雑に混ざり

合い，絶えず変化すると主張する。

ここまでの議論が提示したアイデンティティをめ

ぐる主要な点をまとめると次のとおりである。自己

アイデンティティは個人的アイデンティティと社会

的アイデンティティの相互関係によって構成され

る。社会的アイデンティティは，社会によって構築

されるが，「私」は，それを管理しようとすること

ができる。そして，個人的アイデンティティや社会

的アイデンティティは多様で可変的で常に変化のプ

ロセスの中にある。このアイデンティティの考え方

は，アイデンティティは，他者や社会との関係性の

中で交渉していくものであるという考え方を射程に

含む。第二言語習得の領域でも，言語学習をアイデ

ンティティ交渉という側面から理解するアプローチ

が拡がっている（嶋，2015；三代，2011）。

以上の議論，特にゴッフマン以降の議論に基づ

き，本稿における社会的アイデンティティを以下の

ように定義する。社会的アイデンティティとは，個

人の社会的な属性に関するアイデンティティであ

る。それは，社会や他者が「私」に付与するイメージ

などにより社会的に構築されていくが，可変的であ

り，「私」には自らの社会的アイデンティティのあり

方を交渉する可能性が開かれている。

4．箱根会議開催までの経験

4．1．上海事件前後の日本語学校

4．では，上海事件から箱根会議が開催されるまで

の経緯を調査協力者たちがどのように経験していた

のかを論じ，箱根会議の背景を浮き彫りにする。ま

ず，上海事件前後の日本語学校の状況と社会からの

まなざしを調査協力者がいかに捉え，いかに日本語

教師としての社会的アイデンティティを構成してい

たのかを述べたい。

1980年代前半までの日本語教育は，国費留学生

や外交官，外資系企業の社員など限られた学習者を

対象に行われており，日本語学校の数も限られてい

た。その頃の日本語教育については，「社会的に認知

されていない」（江副氏，加藤氏，山本氏）という捉

え方がもっとも強い。そもそも多くの人は日本語教

育自体を認知しておらず，日本語教師は社会的アイ

デンティティになりえていなかった。それは，個人

の日本語教師のレベルでは，自分の職業が職業とし

て社会に認められていないということでネガティブ

な社会的アイデンティティになっていたとも考える

ことができる。

日本語教師の両親をもつ江副氏は，幼少期の出来

事を以下のように振り返る。

江副：僕は小学生のときに，何かの書類を出すと

き，親の職業のところに日本語教師って書い

たら，バカおまえ，国語の先生って書くん

だって言われたの。マジに（笑）。

江副氏は，「マジに」と笑いながら私たちに50年以

上前の記憶を辿りながら語る。3時間半におよぶイ

ンタビューの場において「マジに」ということばはこ

の箇所のみである。笑いながら「マジに」という江副

氏のことばには，ストーリー領域において，それほ

どに当時の日本語教師は職業として社会に認知され

ていなかったという気持ちが現れている。その状況

は，1980年代以降も続いていた。1980年代から日本

語教育に携わっている山本氏は，次のように語る。
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山本：日本語を教えるなんて，まあね，想像もつか

ないというか，ほかの人［調査協力者たち］もみ

んなも言っていたと思うんですけど，何回言っ

たって理解してもらえなかったですよね，そう

いう仕事って，周りに。「何？　日本人教師？　

日本，何を教えるの，英語？」みたいな。そん

な時代ですね（笑）。

山本氏は，自身の日本語教師という職業を他者に

説明する困難を語る時，それは「他のみんな」＝当時

の日本語教師と共有された経験であり，そのように

日本語教育が社会的に認知されていない時代だった

と評価する。

一方で，私費留学生が急増する以前の日本語教育

は社会的認知が低いものの，好意的な印象もあった

という。江副氏は，戦後日本語教師をしていた父親

が海軍航空隊時代の元上官に会った際に，欧米から

来日する牧師らに日本語を教える仕事をしているこ

とを伝えると「それは崇高な仕事ですね」と言われ，

励まされたというエピソードを教えてくれた。ま

た，丸山敬介氏は，80年代前半までは，メディアで

も「民間の外交官」という形で好意的に日本語教師

が取り上げられることがあったと回想している。83

年の「留学生10万人計画」を契機に日本語教師の養

成講座が盛んになり，丸山氏が担当していた日本語

学校の養成講座も受講倍率が4倍以上と盛況で，概

して世間の目は温かかった。

80年代前半までの日本社会における日本語教育

をめぐるマスター・ナラティブは特になく，存在を

知られていないというのが第一であった。同時に，

社会的認知は広がっていないが，ときに肯定的な社

会的アイデンティティを付与されることもあり，そ

れを励みにすることもあったという。

その状況が変化するのは，1980年代後半の私費

留学生急増である。就労目的の就学生を受け入れ

る「バブルの経営者」（緑川氏）による日本語学校が

乱立し，一般にそこまで知られていないとはいえ，

徐々にマスメディアに日本語教育，日本語学校，留

学生，就学生のようなことばが取り上げられるよう

になってきた。調査協力者のほぼ全員が日本語学校

の乱立する状況を「雨後の筍」と表現する。それは，

モデル・ストーリーとして日振協，あるいは日本語

学校関係者の間で共有されたレトリックであると言

える。

1987年以前より日本語教育に携わっていた調査

協力者は，「雨後の筍」のように乱立する就労目的の

就学生を受け入れる日本語学校や来日する就学生の

質の変化に戸惑うことも多かった。それまで外資系

企のビジネスパースンや外交官を中心に受け入れて

いた奥田氏は，急増した就学生に「私たちもひっく

り返りそうだった」と振り返る。1988年11月に上海

事件が起こり，2.で述べたように事件やその背景と

しての日本語学校の不正がマスメディアによって報

じられるようになると日本語学校の社会的イメージ

も悪化する。加藤氏は「日本語学校の社会的地位み

たいなところですよね。明らかに低かったし。とい

うかここで上海事件とかにもまた絡むけど，結局，

日本語学校って犯罪の片棒を担いでいるんじゃない

の？ みたいな」と当時の日本語学校の社会的認知に

ついて述べる。

就学生の急増と質の変化，「雨後の筍」と評され

る日本語学校の乱立による混乱を調査協力者たちは

経験し，その中で日本語学校の社会的認知の低さや

イメージの悪化を感じていた。つまり，マスター・

ナラティブとしての社会的な日本語学校に対する認

識は，無関心，あるいは存在を知らないというも

の，さらには「犯罪の片棒を担いでいる」というネ

ガティブなものであったと言え，それがすなわち日

本語学校とそこで働く日本語教師の社会的アイデン

ティティとしてスティグマ化されていった。

なお，「雨後の筍」と乱立した日本語学校を評する

レトリック＝モデル・ストーリーには，日振協の審

査が始まり「日本語学校の冬の時代」（日振協，2010）

を耐え抜き，教育機関としての日本語学校を目指し

た調査協力者たちの自負が垣間見られる。当時マス

メディアで批判された「バブルの経営者」たちが運

営していた日本語学校と自分たちは一緒ではないと
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いう意識が現れている。この点については，6.で改

めて述べたい。

4．2．管理者としての日振協

上海事件後の1989年に，日本語学校の状況を改善

すべく，政府主導により日振協が設立された。しか

し，当初，日振協と日本語学校の関係は決して良好

なものではなかった。緑川氏はその時の様子を次の

ように語る。

緑川：最初に日振協ができた当時，日本語学校と

対立状態みたいでしたよ。管理する側と管理

される側ですから，最初の頃の日振協の会合

で，会場からやじが飛んでいましたからね。

やじが飛び交う会合の経験を緑川氏は「管理する

側と管理される側」と評価する。奥田氏も，当時の日

振協は「絵に描いたような官僚」で，教育改革には力

を入れず，認定のみに力を入れており，そのことに

対する反発も多かったと述べている。当時の日振協

は日本語学校を取り締まり，指導するという立場で

あり，日本語学校側の意見を聞き，尊重するという

姿勢ではなかった。この関係は1996年まで続いた。

当時の日振協に対しては，日本語学校の現場を理解

していない，日本語学校の実態に即したルール化を

進めてくれないという不満があった（江副氏，奥田

氏，加藤氏，丸山茂樹氏，山本氏）。

山本：だから日本語学校はいつも違う物差しで測

られている感じが，私はずっとしてますね。

［中略］でも，はめられるほうからすると，

ちょっと合わないというのはあります。語学

留学とか語学教育についての知見がないと，

私は思っています。

当時の日振協には日本語学校を従来の学校教育の

規格に収めようとする意図があった。しかし，そ

れは日本語学校側から見れば「違う物差しで測られ

ている感じ」であり，調査協力者たちは，日振協は

日本語教育の現場を理解していないという不満を抱

いていた。たとえば，多くの日本語学校は4期制を

とっており，1年に4回学生を受け入れるが，当時大

学に準じた2期制とすることが求められた。また，

多くの日本語学校が賃貸契約の校舎，教室をもつ

が，自己所有の校舎が求められた。このような条件

は，年度始まりが異なる海外から学生を受け入れ，

また自己資本に余裕がないところが多い日本語学校

にとって実態にそぐわないものであった。これら

は，日本語学校側の粘り強い交渉により例外が認め

られる形となった8。

また，初期の日振協は日本語学校の管理を主たる

目的としていたため，日本語学校の教育のあり方に

ついて十分に議論していなかった。教育のあり方こ

そ議論すべきであるという日本語学校関係者の想い

も強くなっていた（奥田氏，加藤氏，西原氏，山本

氏）。

西原：今までと全然性質の違う，でも若くて元気

のある，夢のある学生がたくさん来る。この

学生たちを，日本語学校で受けるのならば，

教育という視点でもう一度日振協が力を出さ

なければ，その不法就労の対応ばかりやって

いては，それは教育機関じゃない。

調査協力者たちは日振協に加盟しながらも，「管

理する側・管理される側」の関係，さらに日本語学

校に対する理解不足などに不満を抱いていた。ま

た，教育機関として就学生の管理のあり方よりもむ

しろどのような教育をすべきかという議論を渇望し

ていた。

4．3．佐藤次郎理事長による日振協改革

日振協の転機は，1996年の佐藤次郎理事長の就任

である。佐藤理事長は，上海事件の際，文部省の審

8　このことは，最新の「日本語教育機関の告示基準」
（出入国在留管理庁，2019）を見てもわかる。「修業期間
の始期が，年2度以内（やむを得ない理由がある場合に
は，年4度以内）」(p. 3)，「校地が設置者の所有に属する
こと。ただし，次のイからニまでのいずれかに該当する
場合はこの限りでない」(p. 5)とあるように一般的な日
本語学校の形態が例外として記されている。



178

日本語学校の社会的アイデンティティ構築の歩み　三代純平，佐藤正則

議官として事態の収拾に携わった官僚であった。上

海事件当時より日本語教育に高い関心をもち，日振

協の理事長に就任後，改革に乗り出した。佐藤氏へ

のインタビューによると，1996年当時，日本語学校

の数は287校まで落ち込み，加盟校の会費で運営さ

れる日振協はその存続が危ぶまれる状況であった。

改革にあたり，佐藤氏は日本語学校関係者へのヒ

アリングを開始する。小木曽氏によれば，佐藤理事

長は日本語学校の会合にはできるだけ参加し，懇親

会も必ず最後の一人になるまで残っていた。佐藤氏

のもとでなら日振協と日本語教育は共に歩むことが

できるという感覚を調査協力者たちは抱いた。「佐

藤さんが「あなたたちの団体ですよ」っていう，［よ

うにそれまでの日振協の］態度を全然変えたわけ。

佐藤さんが来なかったら，こんなに発展しなかっ

た」（江副氏），「日振協の中で，佐藤理事長になっ

てからですよね，ああいうふうにボトムアップでい

ろんなものを出して共有していくという雰囲気がで

きてきて」（山本氏），「佐藤さんというのはちょっ

と違う人だなと思いましたね。［中略］佐藤さんはほ

んとに日本語学校とか日本語教育が大切でね」（小

木曽氏），「佐藤理事長はとにかく教育って，日本語

教育っていうものの日本語学校の質をきちんと上げ

て，教育機関としての質的向上を本当に図りたい

と」（奥田氏）。以上のように調査協力者たちは佐藤

理事長が就任した当時のことを語る。そこには，自

分たち日本語学校，日本語教育の現場の声を聴いて

くれるという期待，日本語学校における教育の質の

議論ができるという期待があった。特に当時のこと

を鮮明に覚えている西原氏は，自分たちが佐藤理事

長に直談判したときのことを以下のように語る。

西原：とにかく数名いたのよ。でも，その志のな

い者は，来るわけないと思います。［中略］懇

親会の立食の時に，私，最初，はじめまして

であいさつして，先生，ぜひ，お願いがあり

ますっていうことで。そして数名で。［中略］

ともかく，そのときに，私の印象ではね，今

まではいくら頼んだって，そのときは「ああ，

そうですか」だけれども，「頑張りましょう

ね」で実ったことないから，まあ期待はしな

いけれども，新しく理事長が就任されたんだ

からと思ってお願いをしてみたところ，一生

懸命聞いてくれて。初めてです。なるほどと。

で，教育のことが大事だなっていうことを，

佐藤先生はわかってくださった。そして，具

体的にそのことが起こったのが，箱根会議の

第1回です。私，感動しました。

日振協で「教育」の議論をしたいと強く望んでい

た西原氏は，新しく理事長に就任した佐藤氏に懇親

会の席で「ちょっとあと残ってください」と言い，問

題意識を共有していた日本語学校関係者と共に自分

たちの考えを伝えた。「私，感動しました」とそのと

きのことを西原氏は振り返る。そこには，自分たち

の声を聴く日振協になったということと，教育の質

を向上するための議論ができるということへの感動

があった。そして，日本語学校が自分たちで自分た

ちのことを語り，教育の質の向上について議論する

場として，箱根会議が開催されたのである。

大変興味深いのは，調査の過程で複数の調査協力

者が，箱根会議は自分が発案・要求して開催された

と語っていたことである。佐藤理事長は，箱根会議

が開催されるようになった経緯について以下のよう

に述べている。

佐藤：僕は来たばかりだから，日本語学校の現場

がどうなってるかっていうのを，自分なりに

いろいろ関係者に聞いたんです。大体いろん

な集まりがありますから，そういういろんな

ところで，いろいろそれぞれの立場の人か

ら。教育の中身については，先ほど言ったよ

うな関係者が中心になって，いろいろ話を。

別に僕は誰かを指名したわけじゃなくて，何

人かの人たちが来て，いろいろ熱心に話され

て，そういうこと［箱根会議］が必要だと思い

ました。

つまり，同時期に，多くの日本語学校関係者が教

育の質の向上を目指さないといけないと考え，その
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ために関係者で議論したいと考えていたのである。

それを，佐藤理事長がヒアリングによりすくい上

げ，設定された場が箱根会議であった。

5．箱根会議の経験

5．1．箱根会議開催

1997年10月30，31日，2日間に渡り，第1回日本

語教育セミナー，通称「箱根会議」が文部省共済組

合の保養宿泊施設で開催された。そこには，日振協

に加盟する日本語教育機関30校から，校長，教務主

任など30名が参加した。佐藤次郎理事長，さらに講

師として国際日本語普及協会の西尾珪子氏と同志社

女子大学の丸山敬介氏が同席していた。本セミナー

の主旨を，佐藤次郎理事長は「教育的視点から日本

語学校及びそこで行われている教育について深く語

り合うこと」（日振協，1998，p.19）と宣言した。全体

で「日本語学校や日本語教育の在り方を議論する前

に日本語学校の存在意義」が話し合われ，「日本語学

校設立の目的」や「機能と役割」が議論された9。最後

には議論を踏まえて，関係各所への要望をまとめた

（日振協，1998，pp. 19 - 21）。理念から具体的な問題

までが話し合われたことがわかる。

当初，二つの分科会に分かれて行う予定だった

が，参加者たちからすべての参加者の発言を聞きた

いから全員でやりたいという声が上がり，全員で，

9　日本語学校設立の目的としては，以下の5点が確認
された。「1．言語教育と異文化教育の場として日本語教
育を行う　2．諸外国への貢献及び諸外国との友好へ寄
与する　3．地域での国際交流の拠点となる　4．諸外国
との文化交流の発信基地となる　5．日本の高等教育機
関への進学支援」。また日本語学校の機能と役割として
次の7点が掲げられた。「1．多様化した学生ニーズに対
応した学習目的達成支援　2．日本語教育の質的向上へ
の努力　3．日本語教師の育成と専門性の向上への努力　
4．学習者の地域活動参加への支援　5．日本社会の国際
化への貢献　6．外国人学習者の拠り所としての学習者
支援　7．日本語教育の海外普及活動」（日振協，1998，p. 

2）。

初日の午後1時半から翌日までほとんど休憩もとら

ずに議論を続けたという。その時の様子を，調査協

力者たちは「一つ」「温泉に入らなかった」というレ

トリックで表現する。実際には温泉に入る参加者も

いたそうだが，その時の興奮はこのような表現でモ

デル・ストーリーとして調査協力者たちに共有され

てきた。

三代：何か当時，その時のことって，何か，ご記

憶のことってありますか。

丸山（茂）：あるよ。1回目でしょ。あの，二つに

分けるとか何か言って，結局，いやいやいや，

もう一つ，みんなで話し合いたいって言っ

て，一つだったはずだよ。あれは。

―

西原：でもみんな温泉に入らなかったって。温泉

に入ってる時間が惜しかったのよ。もう，夜

中の，夜中っていうか明け方まで話して，話

して。［中略］そこで初めて教育を論じたんで

す。もう，みんな興奮してたと思います。

各学校を代表する者が30校から集まり，日本語

学校の教育について深く話し合う。それはかつてな

いことであった。「一つ」になって，温泉にも入ら

ずに二日間に渡り，議論を続けた記憶は，20年以上

が経った現在でも参加者たちの中に残っている。そ

の箱根会議の意義は，調査協力者の語りから3点に

集約できる。「日本語学校の連携」「社会的アイデン

ティティの確立」「日本語教育の質の向上」である。

この3点は，それぞれ緊密に関係しながら箱根会議

の意義を描き出す。日本語学校が連携することで，

社会的アイデンティティの確立を目指すことが可能

になる。また，社会的アイデンティティを確立して

いくためには日本語教育の質の向上が求められるの

である。次にこの3点について論じる。

5．2．日本語学校の連携

箱根会議の最大の成果は，おそらく日本語学校の

連携が生まれたことである。換言すれば，それは，
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日本語学校が「日本語学校」というコミュニティを

形成し，社会的アイデンティティ，それも肯定的な

社会的アイデンティティの構築を目指す素地が整っ

たことを意味する。無論，実際には箱根会議以前に

も特定のグループ内での交流は存在していた。しか

し，原則として他の学校はビジネス上のライバルで

あり，日常的に接する機会はなかった。上海事件以

降の苦しい状況を乗り越えた30校の代表が一堂に

会し，日本語学校のあり方について議論すること自

体が非常に画期的であったと言える。そして，この

会議を一つの契機に日本語学校の連携が進められて

いく。

山本氏は，「自分のところの教授法が一番みたい

な，そんな時代だったんです」と当時の多くの日本

語学校が閉鎖的だったことを振り返る。だからこそ

「みんながそういうこと［一緒に議論すること］にす

ごい飢えていた」と奥田氏はいう。嶋田氏は「1回目

はね，ただただね，自分のたちの想いを語ったって

感じ。何が印象じゃなくて，こんなに話せる」と箱

根会議の一番の印象は，話し合えたことだと語る。

知り合い，話し合ったことの意義の大きさは，江副

氏，丸山茂樹氏，丸山敬介氏の語りからもわかる。

江副：あんまり記憶はないけど，とにかく学校が，

タイプが違うなっていうことはみんな気がつ

いたんです。

三代：タイプが違う。

江副：はい。それと，自分たちが何のために日本

語教育をしているのかっていうことが，それ

をお互いに発表したりして，結構よかった

よ，記憶の中にすごくあるのは。だって少な

くともその次の年も，またやったほうがい

いってみんなが思ったからね。

三代：よかった，どういう意味でよかったって先

生そのとき思ったー

江副：知り合えたこともよかったと思う。それま

ではみんなバラバラだから。何とかさんって

いう校長先生がいるらしいよみたいな。

―

丸山（茂）：いや，だから，それまでは，みんなが

集まることはなかった。

三代：やっぱり，集まったことが，すごく大き

かったってことですか。

丸山（茂）：うん。集まって，いろんな問題意識を

もっている人間がいるというね。だから，X

さんなんかとは，もう激論したもんね。

―

丸山（敬）：そう，1回目はそうかもしれませんね。

やっぱり日本語学校の，特に校長なんていう

のは，何というか，一角の人物っていうか，

一家言あるというか，やっぱりうるさい連

中。あくの強い人たちが多かったし，だから，

あまり交わらなかった，普段からね。［中略］

その人たちが本当に胸襟開いて集まってらっ

しゃって，あれは非常にいい雰囲気だったと

思いますね。結構話してみると，同じような

問題に直面してたりして，それが共有できて

非常によかったと思いますね。

江副氏は，話し合った内容自体の記憶は曖昧だ

が，考え方の違いも含めてお互いに知ることができ

たことがよかったという。そして，翌年もやろうと

合意したことは，会議参加者がそのような実感を共

有していた証左であろうと述べる。丸山茂樹氏は，

参加者と激論できるような場所であったことを評価

する。それまで相互交流が限定されていた日本語学

校の校長や教務主任たちが声を荒げて日本語学校の

未来について議論したのである。このことは，奥田

氏の議論に「すごく飢えていた」という語りや嶋田

氏のただただ「想いを語った」という語りと通底し

ている。内容よりも語り合うことができたという記

憶が強く残っているのである。また丸山敬介氏は，

普段交わらなかった校長たちが語り合うことで，多

様な考え方がありつつも共通の問題意識もあること

に気づいたと語る。知り合い，語り合えたというこ

とは調査協力者が口を揃えて評価する点である。そ

して，丸山敬介氏のいうように日本語学校の在り方

に対する問題意識も共有できた。この語り合うとい
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う経験は，加藤氏がいうように「組める」という連携

への希望を感じさせるものであった。

三代：じゃあそれまでは横のつながりは。

加藤：存在も知らなかったです。［中略］

三代：でも，全体で上がろうっていうのは，はじ

めからあったんですか。それともどこから

か。

加藤：あ，ないと思います。箱根会議の場でみん

なが，あ，これは組めるなというか。だから

お互いも知りたいと，とても思ったんだと思

うしー

第一に，箱根会議の意義は，互いに知り合い，語

り合うことで「組める」という実感を抱き，横の連携

を実現したことである。それは，それぞれが個別に

「日本語学校」を運営していることで「日本語学校」

で働く日本語教師というアイデンティティをもって

いた段階から，共に「日本語学校」のあり方を議論

し，「日本語学校」全体として目指す方向性を話し合

うことで，「日本語学校」というコミュニティを構成

し，そこに所属するというアイデンティティをもつ

段階に移行していく過程であるとも理解できるので

ある。

5．3．社会的アイデンティティの確立

箱根会議は，日本語学校は連携できるという実感

を参加者である調査協力者にもたらした。その実感

は，共に日本語学校，日本語教育の社会的地位を向

上させようという合意につながっていく。箱根会議

は，日本語学校の社会的アイデンティティの確立を

目指した場でもあったのである。社会的アイデン

ティティの確立とは，社会的認知の低い日本語学校

を，自分たちの望む形で社会に認識させることで自

分たちの期待する社会的アイデンティティを構築し

ていくことを意味する。

3．3．で論じたように社会的アイデンティティと

は，他者から付与される属性と自身が潜在的にもっ

ている属性の関係性の中で形成される。4．1．で述べ

たように，日本語学校や日本語教師の存在は社会的

に認知されておらず，自分の職業を説明することに

も苦労した経験をもつ調査協力者も多い。加えて，

上海事件以降，日本語学校はマスメディアから画一

的かつネガティブな存在としてスティグマ化される

ことが多く，社会的イメージも決してよいものでは

なかった。日本社会に流通する日本語学校に対する

マスター・ナラティブは，大きく二つあったと言え

る。一つは日本語学校に対する無知・無関心，もう

一つは犯罪の温床というスティグマ化されイメージ

である。この二つが対他的な社会的アイデンティ

ティとなっていたのである。

箱根会議では，この二つのマスター・ナラティブ

に異議申し立てをし，日本語学校が連携し，その社

会的意義を発信していくことが確認された。まず，

日本語学校という存在を知ってもらう必要がある。

属性としてそもそも日本語学校や日本語教師という

ものが認識されていない。ただし，これはまったく

の無標であることを意味しない。本来職業として営

んでいることが社会で職業として認識されていない

ということは，日本語教師各々が自己アイデンティ

ティを形成する上でも業界として発展する上でも大

きな障壁となることは想像に難くない。同時に，上

海事件前後に形成された犯罪と結びつけられたイ

メージ＝対他的な社会的アイデンティティを，本来

の日本語教育を行う機関としてのあるべきイメージ

に更新していく必要もあった。そこで，箱根会議で

は，日本語学校の社会的位置づけを明確にするこ

と，つまり，自分たちが望む形で，日本語学校の社

会的アイデンティティを確立することの必要性が共

有されたのである。

「社会的アイデンティティの確立」は，「日本語学

校の連携」と表裏の関係である。日本語学校が連携

することで，日本語学校が一つの大きなコミュニ

ティを形成した。それまでは，いくつかの連携の兆

しはあったものの，基本的にはそれぞれが独立した

日本語教育機関として存在していた。日本語学校と

は，まさに日本語教育機関の総称であった。それが
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連携を通じて，日本語学校というコミュニティのこ

とを考えることができるようになった。日本語学校

が一つのコミュニティとして成立することで，大き

な社会に流通するマスター・ナラティブのカウン

ターパートとしてある特定のコミュニティが共有す

るモデル・ストーリーを生み出すことできる。この

モデル・ストーリーの共有や生成を通じて，日本語

学校は，主体的に社会的アイデンティティの構築に

関わることが可能になるのである。だからこそ，箱

根会議では，日本語学校がそのアイデンティティを

社会に承認させるために連携し，発信していくこと

でマスター・ナラティブ，社会的認識も変えていこ

うということが参加者たちの間で共有された。

参加者たちは，箱根会議という体験について，現

在の視点からストーリー領域の語りとして次のよう

に評価している。山本氏は，「最終的にとにかく日

本語学校のことがあまりにも知られなさすぎている

ので，もっと発信するべきだというのがあの時に決

まったことの一番大事な骨だったと思います」と箱

根会議を総括する。奥田氏は，「社会的な位置づけっ

ていうものを確立していかなきゃいけないっていう

ことはもう共通認識ではありますね」と当時の参加

者たちの共通認識として社会的アイデンティティの

確立があったことを述べる。加藤氏は，横の連携を

強化し，社会的地位を向上させるために「1回全体で

上がらなきゃ」いけないと強く思ったという。

加藤：ちゃんと日本語学校の価値というものを，

自分たちはわかっている。わかっているけ

ど，社会的にはそうでもない。でもその時に

整ってるかっていうと，まあ研究もできるわ

けでもないし，授業も自分がいいと思ってる

んでしょ，みたいな，そのレベルだったので，

これはまず1回全体で上がらなきゃ，という

ので，横でいろんなのを作っていったり

加藤氏によれば，日本語学校の価値を「自分たち

はわかっている」。これは，現在のストーリー領域

の視点からの評価ではなく，当時の加藤氏がそのよ

うに感じたという物語領域に埋め込まれた評価であ

る。つまり，3．3．で述べたエリクソンの個人的ア

イデンティティのレベルでは，日本語学校が社会や

教育にとって価値のあるものであり，自分はそれを

担っているというアイデンティティをもっている。

だが，社会からのまなざしという意味での社会的ア

イデンティティのレベルになるとそのように見られ

ていない現実がある。だからこそ，日本語学校の価

値を証明し，社会的アイデンティティを変えていく

ためには，連携し，自分たちのレベルを上げていか

なければならない。そこで加藤氏は，箱根会議を経

てできたつながりから他校の先生を講師に招いた研

修会などを企画していった。また，西原氏は，箱根

会議を「原点」とし，ここから日本語学校の社会的ア

イデンティティの確立が始まったと語る。

西原：［箱根会議は］日本語学校が教育活動をす

る組織であるということの証しを立てようと

した原点だと思います。［中略］みんなそれぞ

れ参加した学校はもっとよい教育を提供しな

きゃいけないし，日本語学校というものを社

会的に確立していかなければならないという

意欲に燃えてたように思います。

5．4．日本語教育の質の向上

日本語学校が社会的アイデンティティを確立する

上で重要だったのは，日本語学校が就労の隠れ蓑の

ような存在ではなく，異文化との交流の最前であ

り，留学生の自己実現を支える大切な教育の場なの

であるということを再確認することであった。そこ

で，箱根会議では改めて日本語学校を教育の場とし

て位置づけることが目指された。西原氏らが佐藤理

事長に教育の議論がしたいと直訴したように，上海

事件以降に定着した就労目的の就学生がいる場所と

いう日本語学校のイメージを払拭し，本来の目的で

ある日本語教育の場として日本語学校をさらによい

ものにしていくことを調査協力者たちは目指してい

た。たしかに上海事件前後の日本語学校には，就労

の隠れ蓑として経営されていた日本語学校も多数
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あった（ぐるーぷ赤かぶ，1989；山口，1988）。そのよ

うな学校でキャリアをスタートさせた緑川氏は，当

時のクラスには授業中にナイフで教師を威嚇するよ

うな学生もいたと振り返る。それでも緑川氏のよう

な現場の日本語教師は少しでも自分の授業をよいも

のにしようと試行錯誤していた。丸山敬介氏も，現

場の教師は，学校経営者の方針に関わらず，学生た

ちのために必死に教えていたので，日本語教師のイ

メージまで悪化する状況は悔しかったと述べる。ま

た，上海事件当時すでに学校を経営していた奥田氏

は「教育をよくしていくにはどうしたらいいかって

いうことを考えてる人たちからすれば憤懣やるかた

ないですよ」と語る。

だが，当時，学校を越えて日本語学校の「教育」

について語る機会は少なかった。いくつか私的なグ

ループでの勉強会はあったが，そこに参加できる人

は限られていた。日振協の中心を担う学校の代表者

たちが一堂に会し，そこで教育について語り合った

ことは画期的だったと調査協力者たちは口を揃え

る。管理される側であった日本語学校は，同時に学

生を管理することが強く求められた。日振協の議論

も教育の質の向上よりも学生管理の強化に重点が置

かれてきた。それが箱根会議という場では，教育を

中心に語ることができたのである。丸山敬介氏は，

日本語学校の先生たち，それも彼にとっては尊敬す

べき「輝く巨星」たちと教授法について語ることに

感激したという。奥田氏は「教育をよくするにはど

うしようかっていう想いをもってる人たち」が集ま

り，具体的な提言に至る議論ができたことの意味は

大きいと語る。また，当時のことを，佐藤理事長は

次のように振り返る。

佐藤：とにかく，お互い学校はそれぞれやってい

たけども，それぞれの学校でどんなことを

やってるか，あるいは詳しくそのことについ

て話したこともあまりない状況だった。だか

ら非常に情報に飢えていた。また，皆さんと

一緒に教育問題を話す機会がなかった。経営

の学生募集とかそういうのはたぶん，いろい

ろ経営者についてはあったと思う。教育問題

についてはそういう機会があまりなかった。

また，よその学校と話したりする余裕もな

かったんだ，たぶん。また，禁じられてもい

たと思う。やたらによその学校と簡単にでき

ないような。責任者の了解を得ないと，たぶ

ん。そういう時期だったんです。そういう時

期に，そういうことをやって，また熱心な人

が集まってきた。だからそういう状態になっ

て，温泉もあまり入らないで，夜も，自由時

間も，始めは集団でやって，だんだん時間が

経つと個々の部屋でまたやったり，話を続け

た。

箱根会議では，30校30人の参加者が一堂に会し，

日本語学校の教育のあり方について議論したことが

画期的だった。その背景には，当時教育については

学校間で自由に議論してよいという文化がなかった

ことに加え，日振協では学生管理が主な論点になっ

ていたことがある。さらに，ここでの議論で，日本

語学校の日本語教育の質を向上していく，そのため

に連携していくことが確認された。教育について語

りたいという強い想いに加え，日本語学校の社会的

価値を高め，日本語学校の社会的アイデンティティ

を確立するためには，日本語学校の教育の質を向上

し，それを発信していくことが必要だという問題意

識が共有されたのである。5．3．で引用したように

加藤氏は，日本語学校の社会的価値を高めるために

は，連携し，全体のレベルを上げなければいけない

と語る。このレベルとは第一に教育のレベルのこと

であった。奥田氏は，教育の質を向上させ，全体の

レベルを上げるために実践研究が必要になるという

文脈で以下のように語っている。

奥田：社会的な位置づけをしようと思ったら業績

を出しなさい。業績はどっから出るの，こん

だけ実践しました，ではなくて，こんな実践

はこういうことを考えてこんなふうなことで

いいんじゃないかと思ってやったんですって

言わない限りは実績にならないと。で，それ
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を発信することによって，それは教育から見

た，日本語学校の教育観と言うんであれば，

教育から見た社会的位置づけになるでしょ

う。［中略］自らが社会的な地位を獲得しよう

と思ったら，自分の実績を自らよくしていこ

うとしてる，そういうようなその，切磋琢磨

のプロセスを社会的に発信すること以外しか

ないでしょうと。だからそのためには，その

研究をすることによって，そして発信するこ

とによって，社会的な地位だとか位置ってい

うのを自ら作ることになるよって。それがな

くしてはありえないでしょうって。

箱根会議は，学校の垣根を越えて，共に学び合う

ことで日本語学校の教育の質をさらに高め，日本語

学校の社会的アイデンティティの確立につなげてい

くことが確認された場であったのである。

6．箱根会議の意義と今後の課題

6．1．象徴としての箱根会議

以上，11名の箱根会議参加者の語りから箱根会議

に至るまでの経緯，箱根会議の意義を記述してき

た。まず，箱根会議が実現するまでの経緯から，箱

根会議が「管理する側・管理される側」の日振協と日

本語学校の関係を変えたいという関係者の強い想い

によって実現した結果であったことがわかる。そこ

には，日本社会に流通しているマスター・ナラティ

ブとしての日本語学校の社会的認知の低さやネガ

ティブなイメージを日本語学校側から主体的に変え

たいという日本語学校関係者の要望が強く働いてい

た。また佐藤理事長によれば，当時日本語学校数が

過去最低まで減少し，日振協を維持し，日本語学校

という業界を支えるためにも日振協の改革は喫緊の

課題であった。そのこともあり佐藤理事長はヒアリ

ングを行い，教育を基盤に改革を行うことを決断し

たのであった。それは，日本語学校の大きな歴史的

流れとして捉えることも可能である。

嶋田氏は，箱根会議の意義を認める一方で，それ

ですべてが変わったのではなく，大きな改革の流れ

の一つとして箱根会議があったと捉えている。いわ

ば，箱根会議は，日本語学校がマスター・ナラティ

ブに対して自分たちの存在を再定義しようと抵抗す

るモデル・ストーリーを作り出す大きな運動の中で

実現した象徴的な出来事であったと言える。だから

こそ，その会議の内容よりもむしろ開催自体の経験

が，「一つの」「温泉に入らず」のようなレトリックを

共有しながら，当時の参加者たちによって語り継が

れているのだろう。つまり，箱根会議は，日本語学

校が自らを教育機関として定義し，社会的アイデン

ティティを構築する，日本語学校の新しいモデル・

ストーリーを自分たちで作っていく過程での象徴と

なるイベントであった。

6．2．「社会的アイデンティティの確立」というス

トーリーと箱根会議

調査協力者へのライフストーリー・インタビュー

から物語世界としての箱根会議の語りとそれについ

ての評価であるストーリー領域の語りを抽出し，分

類することで，実際に箱根会議に参加した当事者た

ちにとっての箱根会議の意義を明らかにした。そ

の結果，「日本語学校の連携」「社会的アイデンティ

ティの確立」「日本語教育の質の向上」が参加者に

よって問題意識として共有できたことが箱根会議の

成果であることがわかった。つまり，箱根会議とは，

それまで個別に活動してきた日本語学校が連携し，

「日本語学校」という実践コミュニティとしてまと

まり，日本語教育の質の向上を基盤に，社会的アイ

デンティティを確立していくことを目指した，その

原点であったということができるのである。

このことは「社会的アイデンティティの確立」と

いう観点から考察するならば，二義的である。なぜ

なら，箱根会議では「社会的アイデンティティの確

立」を目指すことが共有されたと評価することは，

箱根会議の歴史的な意義について論じているだけで
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はなく，それ自体が，日本語学校の社会的アイデン

ティティ構築のストーリーとしての意味をもつから

である。箱根会議に関する調査協力者たちは，その

後20年以上，連携し，教育の質を高め，日本語学

校の社会的アイデンティティを確立するために日々

尽くしてきた。そのアイデンティティ確立のために

は，アイデンティティを統合し語るためのストー

リーが必要である。野口（2018）は，自己は自己につ

いてのナラティブ＝語り（物語）によって成立し，社

会もまたナラティブ＝語り（物語）によって組織化

されると主張する。箱根会議についての語りは，当

事者たちにとって，社会的アイデンティティを確立

する原点となった経験の記憶であると同時に，社会

的アイデンティティを再帰的に構築するためのナラ

ティブとなっているのである。

調査協力者たちが，箱根会議の思い出を，一つに

なって，温泉にも入らずに日本語教育について語り

合ったと口を揃えるのは，それが事実であると同時

に，そのようなレトリックを共有することで，日本

語学校が教育機関としての社会的アイデンティティ

を構築するための重要なストーリーになっているか

らだとも解釈できる。

80年代にスティグマ化された日本語学校の社会

的認識を変え，新たに自らの期待に応える社会的ア

イデンティティを確立したいと調査協力者たちは考

えていた。それは，社会に流通する日本語学校に対

するマスター・ナラティブに対し，日本語学校とい

うコミュニティが自分たちのモデル・ストーリーを

作り上げる作業であった。調査協力者たちは，個々

の日本語学校に勤める日本語教師あるいは日本語教

育関係者としての社会的アイデンティティを確立す

る必要があった。そのためには，新しいモデル・ス

トーリーが必要であったが，プラマー（1995/1998）

が指摘するように新しいモデル・ストーリーが成立

するためには，その受け皿になるコミュニティが必

要である。箱根会議は，そのコミュニティを形成す

る一つの契機であったが，同時に，箱根会議をめぐ

る語り＝記憶は，その新しいモデル・ストーリー

としても機能しているのである。アルヴァックス

（1950/1989）は，個人の記憶は周囲の人間との相互

関係と所属する集団がもつ枠組みの中で形作られる

とし，「集合的記憶」という概念を提唱した。箱根会

議の語りは，箱根会議に参加した日本語教育関係者

の集合的記憶としてあり，日本語学校関係者の社会

的アイデンティティ構築の一つの礎となっているの

である。

6．3．本研究の課題と今後の展望

本研究の目的は，箱根会議の意義を明らかにする

ことであり，そのために参加者の語りから共有され

た記憶＝モデル・ストーリーを中心に考察した。箱

根会議が，日本語学校が連携し，日本語教育の質を

高めることで，社会的アイデンティティの確立を目

指した原点となったこと，さらには，箱根会議につ

いての当事者の語り自体が，社会的アイデンティ

ティ構築のためのモデル・ストーリーとなっている

こと，を明らかにしたことの意義は大きいと考えら

れる。

一方で，本研究にはいくつかの限界があり，それ

は今後の課題として残されている。まず，本稿では，

箱根会議をめぐるモデル・ストーリーに焦点化した

ため，調査協力者たちのLS全体を取り上げること

ができなかった。彼らは現代の日本を代表する日本

語学校関係者であり，そのLSを語り継ぐことは，箱

根会議を語り継ぐことと同様に日本語教育にとって

非常に重要な価値をもつ。これに関しては別の形式

での公表を検討したい。

もう一つの大きな課題は，一つのモデル・ストー

リーにしか言及できなかったことである。日本語学

校に流通するモデル・ストーリーは必ずしも一つで

はない。今回提示したモデル・ストーリーと拮抗す

るストーリーも存在する。その多様なストーリーが

もつ意味について十分に言及できなかった。4．で

「雨後の筍」のレトリックについて述べた。このレト

リックは，営利目的の「バブルの経営者」による日
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本語学校と自分たちを切り離して，自分たちの日本

語学校のアイデンティティを作るためのレトリック

である。しかし，緑川氏や丸山敬介氏が述べていた

ように，どのような現場でも懸命に教える教師はい

た。今回の論考では，そのような教師のストーリー

をすくい上げることができなかった。山本（2014）

は，日本語学校や留学生を優劣で単純に二項対立的

に論じてしまうことの危険性を指摘している。実際

はより多様な日本語学校があり，多様な日本語教師

がいる。2000年代初頭に日本語学校に勤めていた

佐藤にとって箱根会議とは遠い存在だった。「バブ

ルの経営者」による学校にも，働きながら懸命に日

本語を学ぶ留学生もいたし，それに応えようとした

日本語教師がいたはずである。彼らには彼らのモデ

ル・ストーリーがあるだろう。あくまで今回の語り

は，日振協で中心的な役割を果たしてきた当時すで

に校長や教務主任を務めていた人たちのものである

ことはここに改めて記しておきたい。

さらに，本稿では，LSインタビューを用い，語り

をストーリーとして考察した。しかし，桜井（2012）

に代表されるLS研究がしばしば言及するモデル・

ストーリーから逸脱するパーソナル・ストーリーや

ストーリー領域における調査者の語りとそこに現れ

る調査者の構えなどには言及しなかった。それは，

本稿の目的が当事者における箱根会議の意味をモデ

ル・ストーリーに注目しながら論じることであった

からであり，箱根会議自体の先行研究がない状態で

は，まずは箱根会議をめぐるモデル・ストーリーを

明らかにすることが必要であると考えたからであ

る。本稿は，私たちが取り組んでいる80年代以降の

日本語学校関係者のLS研究の端緒となるものであ

る。今後は，パーソナル・ストーリーや調査者の構

えなどに焦点を当ててより多角的に日本語学校につ

いて論じていきたい。

また，今後の展望としては，箱根会議以後に日本

語学校の社会的アイデンティティを確立するために

取られた具体的なアクションについて論じることが

ある。箱根会議では，「社会的アイデンティティの確

立」のための具体的な行動も議論されていた。その

議論の結果，「実践研究の方法論について」「日本語

教育施設における基礎日本語教育について」という

二つのプロジェクトチームが生まれた。これは，ま

さに日本語学校が連携し，教育の質を高め，それを

社会に発信することで，社会的アイデンティティを

構築するための具体的なアクションである。このプ

ロジェクトの実際と意義について実際にプロジェク

トに関わった方々の語りから明らかにしていく予定

である。

2019年現在，日振協は認定機関の役割を終えてい

る。依然，日振協には多くの加盟校があり，日本語

学校の横の連携を図る上で重要な役割を果たしては

いるが，加盟していない学校も多く存在する。すべ

ての日本語学校が加盟し，日本語学校全体の意見を

集約するような業界を代表する唯一の組織はないの

が現状である。調査協力者たちも箱根会議の頃と現

在を対比しながら，一つにまとまって何かをする時

代でもないし，そのような雰囲気もないと語る。同

時に彼ら／彼女らは，日本語学校が急増し，営利目

的の日本語学校や就労目的の留学生が増加する傾向

は上海事件の頃を彷彿させると警鐘を鳴らす。1980

年代と比べ，日本国内の日本語学習者の数は比較に

ならないほど多く，また多様化している。日本語教

育は社会の中でどうあるべきかということは，日本

語学校にとどまらず，日本語教育全体の問題となっ

ていると言える。今日ほど日本語教育が社会的問

題，あるいは社会的課題として取り上げられたこと

はない。今まさに，日本語学校のみならず日本語教

育全体の社会的アイデンティティをどのように構築

するのかということが改めて問われている。だから

こそ，管理される側から主体的に発信し，社会的ア

イデンティティを構築しようとした日本語学校の経

験とその意志は語り継がれる必要がある。上海事件

以前より日本語教育や留学生受け入れに深く関わっ

てきた小木曽氏は，すべて民間から公へという流れ

で業界は改善されていったと語る。そこには，自分た

ちが主体的に関わることで日本語教育を作り上げて
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きたという自負がある。日本語教育の現場から主体

的に発信し，その社会的アイデンティティを構築す

るために新しい連携のあり方が求められているのだ

ろう。
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Abstract

This study is an interview survey on the Association for the Promotion of Japanese Lan-

guage Education’s First Japanese Language Education Seminar, held in 1997, commonly 

called the Hakone Meeting. Based on the stories of 11 survey participants who attended 

the Hakone Meeting, this paper describes the meeting’s significance for Japanese lan-

guage schools. Life-story interviews with survey participants revealed that the Hakone 

Meeting created “collaboration among Japanese language schools” and aimed for Japa-

nese language schools to “establish a social identity” together. To this end, they prepared 

a foundation for working jointly toward “ improving the quality of Japanese language 

education.” The Hakone Meeting was a symbolic event for overcoming the “manager/

managed” relationship between the Association for the Promotion of Japanese Language 

Education and Japanese language schools so that Japanese language schools (the “man-

aged”) could independently orient themselves and engage with society. It offered Japanese 

language schools the opportunity to begin taking steps toward building a social identity as 

educational institutions at the forefront of international exchange.
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