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移動経験のない大学生は 
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概要

本研究の目的は，移動経験のない大学生が，「複言語で育つ子ども」をテーマとする

ワークショップ型の授業を通じて，どのように複言語で生きる人々の問題を受けと

め，思考していったのかを明らかにすることである。個々の学生の「驚き /注目」がど

のように現れ，更新されていったのかを可視化するため，学生たちが記述したコメン

トシートやレポートの記述の分析を行った。その結果，人の語りを聴くこと，話し合

うことをきっかけとして，学生たちの「驚き /注目」から，学生たち自身の「問い」や

「私見」が生じ，それが教室の外（将来）の課題へと連続性をもって展開されていった

ことが明らかになった。
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1． 雑然とした講義教室で，大学生たち
が生み出したもの

長机が固定され動かすことができない講義型教室

に，学内各学部から集まった50人以上の大学生が

教壇に向けて一列に座っている。ワークショップ型

授業をするには難しい，という印象がぬぐいきれな

いまま，授業が進んだ。しかし，受講生が書いたコ

メントシートやレポート等を，学期終了後に改めて

読んでみると，そこには地味ではあるが，瑞々しい

「驚き」や「気づき」が語られていたことに気づいた。

なかでも，移動歴があり，複言語環境で生育した背
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景を持つ大学生が自分の経験を対象化して考える傾

向があるのに対し，幼少時に移動経験のない，モノ

リンガル環境で育った大学生は，クラスでのやり取

りや提示された資料，ゲストの語りなどに刺激さ

れ，複言語・複文化1に関わる様々な内容に驚き，そ

れまでの自分の経験の中で築いてきた考えや認識を

疑い，考えを深め，更新していく様子が感じられた。

海外への移動歴のない大学生が，複言語で育つ子ど

1　本授業が教科書とする川上，尾関，太田（2014，p. 

31）では複言語・複文化主義を次のように説明してい
る。「複言語主義，複文化主義とは，一人の個人の中に，
多様な言語能力と多様な文化理解力が，たとえそれらが
部分的でも複合的に構成されているという考え方であ
る。そして，そのような複合的能力をもとにコミュニ
ケーションすることを是認する考え方である。」
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も，育ってきた人たちのことを理解していくことに

意味があるのではないか。教師の目線からは，雑然

としてとりとめのないように見えた教室の中で，受

講生たちは何を思い，考えたのだろうか。彼らの「驚

き」「気づき」に価値があるのではないか，と私たち

は考え始めた。

分析・考察から，研究参加者たちはそれぞれに，

たとえ小さくとも価値ある成果を得て教室を出て

いったことが明らかになった。「驚き /注目」2という

心の動きがその原動力になっているのだろうという

こともわかった。

本稿では，移動経験のない，モノリンガル環境で

育った学生たちの「驚き /注目」に着目することを

出発点に，人の語りを聴き，話し合うことをきっか

けとして，学生のつぶやきが生まれ，それが大きく

なっていくこと，さらに，その意味や価値について

述べたい。

2．先行研究

日本語教育分野では，留学生と日本人大学生とが

共修する教育実践（門倉，1996；梶原，2003；有田，

2004；杉原，2006；舘岡，2015）が行われてきた。こ

れらの授業は，正規の科目として留学生・日本人大

学生双方が受講し，なんらかのテーマのもと対等性

を意識して共に学ぶ場を提供する。これらの実践で

は，留学生と日本人学生の間に存在する非対象性や

権力関係を排除すべく，対等な意見交換の場の設計

が重要視される。言い換えれば，日本の大学におけ

るマイノリティである留学生とマジョリティである

日本人学生を対等な関係に置く装置としての学び合

う教室をめざした実践である。また，社会のなかで

の対等ではないマジョリティとマイノリティの関係

を教室という空間の中から正そうとする現代的課題

に向き合った実践であり，共生をめざす実践の論考

2　「驚き /注目」については，河井（2016），デューイ
（1938/2004）を参照した。「驚き /注目」は分析の観点に
もなっている。詳しくは3．2．2．を参照されたい。

とも解釈できる。しかしながら，多様化する日本人

大学生の背景には注目しておらず，あくまでも留学

生対日本人学生という構図で学生たちを捉えてい

る。

一方，多文化教育の文脈では，マジョリティの

意識変革なくして多文化共生はありえない（森茂，

2009）という考えのもと，多文化教育をマジョリ

ティのためにこそ行うべきであると，小川（2014），

森茂（2009），松尾（2019）は主張する。その具体的

な実践としては，山根（2019），坪井（2019）の高等

学校での授業実践がある。どちらも，日本人である

マジョリティ生徒が気づいていなかったことを気づ

かせる仕組みを授業の中に配置する。

このように，日本語教育や多文化教育の文脈で

は，日本人学生・生徒のマジョリティとしての優位

性を下げる，あるいは優位性に気づかせるための授

業設計の試みと提案がなされている。本研究の分析

対象とした授業実践においても対等性や気づきは重

要な要素であるが，上記の実践と大きく異なる点

は，「日本人学生」という括りではなく，複言語・複

文化という視点から，日本国外への長期的な移動歴

がない，言語・文化的に日本語・日本文化モノリン

ガル環境で育った学生に注目している点である。複

言語・複文化の人が増加し，社会に多言語が存在す

る社会に私たちが生きていることを考えると，マイ

ノリティ・マジョリティという視点と同時に，言語・

文化的日本語モノリンガル環境で育った学生に，マ

ルチリンガルの視点を加えること，経験させること

は喫緊の課題であると考える。この点に注目した実

践研究は管見の限りでは見当たらない。移動経験の

ないモノリンガル環境で育った学生の学びのプロセ

スに注目した分析を行うことは，これからの様々な

背景を持った人が共に生きる社会を作るための知見

にもつながるのではないか。
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3．研究方法3

3．1．分析対象 4

3．1．1．分析対象の授業概要

3　本研究は，所属大学の倫理審査を通過している。審
査書類には，受講生の産出したコメントシート・レポー
ト・自己評価表を分析・考察のためのデータとするこ
と，受講生に倫理面を踏まえた説明を十分することを明
記した。受講生に対しては，該当科目最終日の授業終了
後に，研究についての説明と，データ使用の可否につい
て，科目の成績確定後にメールする旨を伝えた。メール
には，研究結果の公表において，個人名及び個人の特定
につながる情報を全て削除し，研究参加者に不利益が
生じないよう細心の注意を払うことを明記した。また，
データの使用許可に際しては，コメントシート・レポー
ト・自己評価表のそれぞれについて，研究の公表への許
可については口頭発表・論文発表・出版のそれぞれにつ
いて「許可・不許可」を選択するようにした。結果的に，
不許可の受講生からの返信はなかった。

4　分析対象の記述に当たっては，大谷（2019）を参考
に，可能な限りの匿名化を行った。大谷（2019）は，研
究参加者の実名表記について，「① 研究参加者が発言な
どで触れている第三者への影響の可能性，② 研究参加
者自身へのその時点では予測しなかった将来の影響の
可能性，③ 実名を望む研究参加者に意図的・無意識的
な訴えがある可能性」（大谷，2019，p. 215）という三つの
観点から，実名を出すのは適切でないと述べる。本稿で
は，実名の匿名化に加え，科目名・実施期間・受講生の
学部等に関しても，予測外の将来の影響を考慮して匿名
化した。

本授業は，某私立大学の全学共通科目として開講

された，全16回の授業である。川上ら（2014）を使

用して実施した。授業の流れを表1に示す。

この科目は，前半と後半各8回ずつのクォーター5

に分けて構成されている。前半クォーターでは，子

どもが幼少期より複数言語に触れ成長するとどのよ

うな状況に遭遇するのか，またどのように言語を習

得していくのか，様々な事例に触れながら議論を重

ねる。さらに，複数言語で育つ子どものことばの学

びを支える教材や言語活動について考える。後半

クォーターでは，複言語で育った背景を持つ人々の

ライフストーリーを読み，それらの解釈を通じて，

複言語環境で成長する子どもが青年期から大人にな

るとき，自分とどう向き合い，アイデンティティを

形成していくのか考察を深める。さらに，多様な背

景を持つ人々が生きる社会と自分自身のあり方に目

を向け，考えをまとめる。

本稿の執筆者であり，本授業の担当教員でもある

武・齋藤は，それぞれ異なる現場で複言語・複文化

で育つ子どもたちと長年関わってきた。複言語・複

文化で育つ子どもを日本社会がどのように受け入れ

育てていくのかという問題について，筆者らはかね

てより問題意識を抱いてきた。受講生には本科目の

5　本科目の所属学部は，1年間を4学期制にするクォー
ター制を採用している。

表1．「Pクラス」授業内容（201X年度Y学期）

クォーター 授業回 授業内容 課題

前半 第1～2回 移動する時代と子どもたち　／　ことばの学びとことばの力 レポート①

第3回 ゲスト1*「外国から来て日本の学校で勉強する子どもたち」

第4～5回 ことばとアイデンティティ／それぞれの日本語，混ぜ語

第6～8回 ことばの学びを支える「教材」と言語活動

後半 第9回 複数のことばの中で育つということ／子どもたちの心とことばの学び レポート②

第10～14回 ライフストーリーを解釈する 
（1）NAMさん（2）親と子の語り（3）陳天璽さん

第15回 ゲスト2「複言語で育つ／育てる」

第16回 振り返り，自己評価

*外国人生徒への指導を行うフリースクール代表。第15回のゲストについては，4章を参照。
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テーマについて，他人事ではなく自分の問題として

深く考えてもらいたいと考えていた。

3．1．2．研究参加者 6

本研究で分析対象とした7名の研究参加者の所属

学部系統と背景情報を表2に記す。彼らは，日本の

学校教育を受けて育ち，かつ，短期留学や旅行の経

験以外に日本国外への移動歴を持たない受講生（全

受講学生49名中29名）のうち，データ使用許可が得

られた研究参加者である。データ使用許可は受講生

49名中21名から得られた。21名のうち，海外への移

動歴のない受講生は10名である7。移動歴のない10

名からさらに，移動する子どもの問題を卒業論文の

テーマにしていたり，ボランティアで複言語の子ど

もに関わる経験を長年しているなど，移動する子ど

もや日本語教育への知識・経験など十分な予備知識

を持っていたと考えられる3名を分析対象から除外

し，7名の受講生を研究参加者とした。

マイノリティ・マジョリティという括りで言う

と，本研究で分析対象としたモノリンガル環境で

育った研究参加者は，教室内ではむしろマイノリ

6　本稿では分析対象とした7名の受講生を「研究参加
者」と記す。

7　その他の11名は，海外で育った帰国生徒，1年以上
の長期留学経験のある学生，外国にルーツがある家庭で
育った学生などである。

ティ的立場の様相を示していたことも付け加えてお

きたい。なぜなら，複言語という語に惹かれて自身

が複言語環境で育った受講生が少なからず集まって

いたこと，複言語話者のライフストーリーを読んだ

り，ゲストを迎えて複言語環境に関する話を聴いた

りすることにより，教室内にいわば複言語環境が形

成されていたからである。

3．2．分析の方法

3．2．1．データの説明

本分析で使用したデータの概要は下記（1）～（3）

の通りである。

（1）毎回のコメントシート

毎回の授業で，授業終了前の10分間程度，受講生

が授業を振り返って「本日の授業の中で特に印象に

残ったこと，その理由」をB5サイズの用紙に記入す

る時間を設けた。「コメントシート」とは，そこで受

講生が記述したコメントのことを指す。

（2）レポート

各クォーターの期末課題として課したレポートで

は，受講生に，授業で扱った内容や話し合いを経て

特に興味を持つようになった「自分のテーマ」を決

め，自身の経験や授業での話し合い等を引用しなが

ら自分の考えを記述することを求めた。本稿では，

前半クォーターの課題を「レポート①」，後半クォー

表2．研究参加者
参加者 所属学部系統 学年 * 特記事項#

A 社会科学系学部 2年 なし
B 教育系学部 3年 教員志望
C 教育系学部 3年 教員志望
D 社会科学系学部 4年 なし
E 教養系学部 2年 教員志望
F 人文学系学部 1年 なし
G 社会科学系学部 1年 東南アジアで短期教育支援ボランティアを経験

*研究参加者に1学年の学生（F，G）が含まれているが，1学年の最終学期に当たり，すでに19
歳であったこと，また，所属大学の研究倫理規定には年齢条項の記載がないことから，研究
参加者本人からのデータ使用許可を以て，保護者からの許可は不要と判断した。
#特記事項とは，教員志望・日本語教育への動機・短期の海外経験の有無・複言語の子ども
との接触経験の有無など本授業の内容理解に影響を与え得る知識・経験を指す。
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ターの課題を「レポート②」とする。

（3）自己評価表

16回目の授業の際に，受講生が各自のレポート②

の内容を報告し合った後で，レポートの自己評価を

所定の用紙に記入する時間を設けた。書式には，「レ

ポートには記述しきれなかったが考えたこと，学ん

だこと」を自由に書く欄を設けた。本研究では，こ

の部分を分析データとして使用した。

3．2．2．分析の手順

（1）データの収集と読み込み

まず，研究参加者（A～G）のデータを時系列に並

べて読みながら，彼らの感想や考えが現れ，心が動

いていると筆者らが感じた8部分にハイライトした。

（2）マトリックスの作成

その後，7名の心の動きを時間軸で一覧できるよ

うマトリックスを作成した。マトリックスには，縦

軸に研究参加者A～Gを配置し，横軸に第1回から

第16回までの時系列で，各研究参加者のことばを書

き込んだ。そして完成したマトリックスの表を，縦

軸と横軸で再度読んで7名の内面の動きがある部分

に印をつけていくと，特に第4回，第11回，第13回，

第14回，第15回において研究参加者の気持ちの動

きが観察された。表3に，D，Eの記述をマトリック

ス化した資料の一部を示す9。

8　筆者らが，受講生の心が動いていると感じたのは，
例えば，ゲストの語りを聴いた後に記述された，次のよ
うな文言である。「アイデンティティについても悩むと
いうより絶望とおっしゃっていたことが印象深いです。
「選択」以前，「選択肢ももらえない」と感じる人がいる
と初めて気づきました。」（研究参加者C）ここからは，語
り手の感情に呼応した学生の思いが感じられる。

9　表3では，紙幅の都合上，横軸に学生を，縦軸に授業
回を配置する。また，本文中で指摘した11～15回の授
業のコメントシートの記述に絞る。なお，本研究の第三
の分析視点である「自分や社会の課題」は，レポート②
や自己評価表に記載されたものであるため，表3に記載
した範囲では現れない。

（3）分析の視点の確定：授業内での「驚き /注目」に

着目する

（1）（2）の過程において，授業が第4回くらいまで

進むと，研究参加者のコメントシートの記述に心の

動きが感じられるものが多くなっていることに筆者

らは気づいた10。彼らが何に対して「驚いた・気づい

た」のか，また，何を「感じたのか」というと，クラ

スでの議論や，その中で見聞きしたクラスメイトや

ゲストの経験などに対してであった。

河井（2016，p. 179）は，ショーン（1983/2007），

デューイ（1938/2004）を踏まえて「情動的要因は，こ

のように，行為の中の省察という経験から学ぶ過程

においても重要な働きをしていると考えられる」と

し，学びのプロセスにおける驚きや戸惑い等の「遅

延」の重要性を指摘している。筆者らもその点に同

意し，「驚き /注目」を分析の視点とすることとした。

つまり，「驚き /注目」がどのような形で表出したの

か。これが第1の分析視点である。また，そこから，

「驚き /注目」が，「問い /私見」へと展開するという

道筋も見えてきた。「驚き /注目」がどのような「問い

/私見」へと発展したのか。これが第2の分析視点と

なった。

一方，本授業で筆者らが心がけていたことは，こ

の授業を通じて，受講生たちが複言語で育つ子ども

に関する情報や知識を摂取するだけではなく，この

社会に共に生きる者として，我がこととして捉え考

えること，そこには正解はなく社会の中で考えてい

くべき課題として心に持ち続けてもらうことであっ

た。そのような思いから，レポート②の課題におい

ても，受講生それぞれが取り上げたテーマや問いと

関連して，「自分や社会の課題」を書くことを求め

た。研究参加者が，レポート②の中で，「自分や社会

10　研究参加者全てに共通するわけではないが，例えば
DやEなど，授業開始当初は「～だと思う」「～である」
などと一般的な見解や総括が記述されていたものが，
「感じた」「印象深い」などといった表現を用いて，驚き
など，自身の感情を表している者がいることに気づい
た。具体例については表3を参照のこと。
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の課題」について，どのように記述したのか。これ

を第3の分析の視点とした。

これらの三つの分析視点は，学びに対する筆者ら

の考え方や授業でめざしたものと深く結びついたも

のである。以下，三つの分析視点の定義を記す。

・  「驚き /注目」：データから抽出した「～驚いた」

「～気づいた」など，研究参加者が心を動かし考

え始めた現れと捉えられるもの。学生によって

は無い場合もある。

 　例．自分のアイデンティティーは○○人だと

強く意識する人と，何人でもないことをアイデ

ンティティーとする人多種多様で驚いた。（研

究参加者A）

・  「問い /私見」：研究参加者が，授業での議論を

経て，ちょっとしたつぶやきにも似た形で発し

た問いと，それに対する自分なりの答えが述べ

られているもの

 　例．結局，学校の中で複言語環境で育った子

たちを受容しやすいクラス作りをしなければい

けないのは教師の側なんだなと感じた。（研究

参加者E）

・  「自分が生きるであろう社会を想定した，自分

表3．研究参加者D，Eのコメントシートへの記述
回 D E

11 アイデンティティとは　私は今日の話や議論のなか
で，アイデンティティや母語などという言葉自体そ
もそも必要なのかどうかと感じた。おそらくこの言葉
が存在しなければ悩む必要がなかった人もたくさん
いたのだろうと思う。（中略）。その人がどう思うか次
第の考え方で客観的に決める必要のある概念ではな
いと思う。

今回のディスカッションを通じて，結局，学校の中で
複言語環境で育った子たちを受容しやすいクラス作り
をしなければいけないのは教師の側なんだなと感じ
た。（中略）教師側は変に気を配りすぎて特別扱いしな
いようにし，その子がもしなにかでつまずいているの
であれば，それはしっかりサポートするのが　その子
のためにはなるのではないかと考える。

12 親の教育方針を決める重要性　複言語環境において
親はそうじゃない家庭での教育よりも努力が求めら
れると思われる。言語に関する教育方針をきちんと決
めておいて，子供をできるだけ混乱させないように
することや自分がその育つ国で使われている言語の
力が足りない場合にその言語を努力して身につける
必要があるということである。

（複言語の子を育てる）家庭をどう支援していくかを考
えるべきだと感じた。複言語の子を育てるというのは
親だけだと具体的にどうしていったらいいかなどのビ
ジョンが見えにくい（中略）その家庭を取りまく大人，
家庭，学校がどうしていくかが大変重要であると感じ
るのである。（中略）教師は複言語の子どもの事情を理
解する力，解決しようとする姿勢を持てるように教育
されるべきであると感じる。

13 アイデンティティとはそもそも必要な考え方なのか
ということをまず考えたい。授業で紹介された人は，
総じてアイデンティティというものが存在するため
に苦しんでいた。それなのになぜ必要なのか。そして
その苦しみからどう脱却したのか，またはまだ結論
が出ていないのかなどを問いていきたい。

本人が大人になるまで，あるいは大人になってから，
自分とは何かいわゆるアイデンティティを考える時，
何がアイデンティティを形づくったのか，どういうこ
とがアイデンティティを考えるキッカケになったのか
をテーマとして様々な人の語りを踏まえて分析してい
きたいと思います。

15 自分では日本人と変わらないと思っていても周りか
らはそう思われないことに関する絶望というお話を
きいて，やはりそれは本音なのではないだろうかと
感じた。今まで読んだ多くのライフストーリーの人物
も高校生ぐらいの歳になると自分を受け入れるよう
になったと書かれていたが，これは精神年齢が大人
になったことによる妥協でしかないのだろうと感じ
た。でもこの妥協こそがアイデンティティを確立する
瞬間であり，自分のルーツを考える時なのであろう
と思った。改めて生の声でアイデンティティに関する
苦しみを聞いて，アイデンティティなどは存在しな
いほうが良い概念だと前から考えていたが，アイデ
ンティティとは自己を肯定するために誰もが考えて
しまう概念で，一度乗り越えることでより自己成長
につながる考えだと感じた。アイデンティティを獲得
することは，そもそも苦しいことなのだろうと思っ
た。（後略）

〈ゲスト〉のお話を聞いて，一番印象的だったのは，国
籍に関することでした。特にゲスト1さんの，「こだわ
りはない」という言葉です。どうしても複言語環境で
育ってきてこなかった身からすると国籍というのは大
きな問題（アイデンティティ形成において）だと思っ
ていたのですが，そういった環境で育ってきた人たち
は国籍は単なる利便性のためだけで，自分が実際どう
思うかが最重要であると考えるのだなと印象深く感じ
ました。子どもたちは，自分か複言語で育ってきたた
めに大変な思いをしたりすることがあるかもしれない
が，まわりの考え方しだいでその子は幸せにもなるし，
またその逆もありえてしまうと周りの重要性というも
のを考えるきっかけになりました。「ハーフでなぜ悪
い？」ゲストさんのこの言葉が強い意志を感じられる
ものであったのも印象深く感じました。
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や社会の課題」：レポート②の中で，筆者らが

受講生に要求した，自分の問いを示し，自分と

社会の課題について述べるという課題に応答し

て，研究参加者が記述したと考えられるもの。5

章で例示する。

（4）分析の視点のタグ付けとストーリー記述，図の

作成

第4回，11～15回及びレポート②を中心にデータ

を再度読み込み，「驚き /注目」「問い /私見」「自分や

社会の課題」に関わる記述にタグを付し，それらが

どのように現れ，更新されたのか可視化を試みた。

そして，マトリックスと元データの両方を参照しな

がら，各研究参加者の学びのストーリーと図の作成

を行った。詳細は，第5章で述べる。

4．科目「Pクラス」における教員の意図
と「人の語り」

「驚き /注目」が増えた回に共通するのはライフス

トーリーやゲストなど「人の語り」の存在である。本

稿では，教科書（川上，ほか，2014）中のライフス

トーリーを読んで語り手の経験に耳を傾けること，

グループメンバーの経験や考え方・感じ方を聴くこ

と，ゲストの経験を聴くこと，これら三つのことを，

「人の語り」と位置付ける。

本授業を通じて受講生が聴いた「人の語り」は，複

言語に関する問題を，血の通った生身の人の日々の

生活から生み出されたことばとして受け止め，その

ことばを発した「人」と対峙し，自分の頭で考えると

いう経験を受講生たちにさせるための仕掛けとなっ

た。

「人の語り」を読み，聴いて，さらに受講生同士が

話し合いを深めるには，授業の中で教員が，どのよ

うなテーマを，どのような資料を，さらにはどのよ

うな問いを，学生に投げかけるかが重要である。「驚

き /注目」が増えた回において，授業担当者として筆

者らがめざしたこと・行ったことは以下の通りであ

る。

第4回は，教科書に収録されている複言語で育っ

てきた若者たちのケースを読んだうえで，アイデン

ティティや混ぜ語について，複言語環境で育ってき

た受講生，モノリンガル環境で育った受講生双方の

複言語経験・複言語接触経験を語り，聴いた。教員

は，話し合いの様子を見ながら，「複言語で育つ人た

ちが抱えている問題は何か？」「なぜそれが生じるの

か？」等問いを投げかけた。

第10回からは複言語で育った人のライフストー

リーを読む活動に入る。第10～11回は，ベトナム難

民家庭で生まれ育った若者（NAMさん）のライフス

トーリー（川上，ほか，2014，pp. 62 - 69）を扱った。

教員は受講生に対して，事前にライフストーリーに

ついての疑問や，クラスで話し合いたいテーマの提

出を課した。クラスでは，学生から出た問いやテー

マの一覧に基づいて，グループで話し合う時間を

持った。結果，受講生達は，NAMさんのことばやア

イデンティティに対する認識の変化や，「難民」とい

う背景に対するステレオタイプの問題，教師や親な

ど周囲の人々との関わり方等の視点から，ライフス

トーリーの解釈を深めた。また，第12回には，複

言語の子どもとその親たちの語りが収録された資料

（川上，2017の一部）を提示し，親と子双方の視点か

ら，複言語で育つ子どもの成長過程における課題や

解決策を考えるように促した。

第13～14回には，「無国籍」状態を選択した中華

系家庭で育ち，現在は研究者として活躍する陳天璽

さんのライフストーリーを扱った。教科書の資料

（川上，ほか，2014，pp. 80 - 89）に加え，陳さんの著

書『無国籍』（陳，2005）の中のキャリア選択に関わる

部分の抜粋も読んだ。そして，グループで，疑問・

違和感・ひっかかりを記述し，そこから浮かび上が

るテーマについて話し合った。

第15回は，二人のゲストスピーカーを招聘した。

一人目のゲストは，国際結婚をして日本で子育てを

した日本人女性，もう一人は，小学生の時に南米

から来日，その後日本の中学・高校・大学へと進学

した，複言語で育った女性である。複言語・複文化
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で育つ子ども自身として，あるいは子どもを育てる

親として，複言語の子どもの言語・文化・アイデン

ティティについて経験を交えて語った。全体ディス

カッションでは，様々な観点の質問が，授業終了ま

で切れ目なく続いた。

また，筆者らは，3．2．1．（2）（3）で述べた，レ

ポート作成および自己評価の過程で，受講生が複言

語の子どもに関する語りと向き合い，さらに自分や

社会のあり方を問い直し記述することが，情報や知

識の摂取の段階を越えて，我がこととして捉える重

要な後押しになり得ると考えるようになっていた。

レポート執筆に際しては，次の3点を必須事項とし

た。①テーマ設定と「自分の問い」を明確に記述し，

レポートタイトルに反映させる，②「自分の問い」に

ついて，どう考えるのか具体的に書く，③最後に，

この社会で生きる一員として，できること，したい

ことを書く。また，受講生たちが人の語りに注目し，

内省するよう，関連書籍から知識・情報を引用する

のではなく，授業で扱った，人の語りやグループメ

ンバーの語りを引用として使うよう指示した。

5．分析の結果

3．2．2節で述べた手順に沿って，7名（研究参加

者A，B，C，D，E，F，G）のデータを分析した結果，

研究参加者が「驚き /注目」から考察し，認識を深め

ていった観点として，次の四つを見出すことができ

た。第一に，複言語話者に対する，モノリンガルの

視点からのステレオタイプを批判的にみる観点（A，

B），第二に，複言語環境で成長する子ども特有の課

題と捉えられてきた多元的なアイデンティティ形成

の問題を，モノリンガル環境で成長した子どもたち

（研究参加者ら自身も含む）の成長過程でも共通す

る問題であるとみる観点（C，D），第三に，自分自身

は複言語で育つ子どもの表出する差異とどのように

向き合うかという観点（E，F），第四に，複言語で育

つ子どもをかわいそうな子どもとみなす態度に内在

する暴力性を指摘し，複言語・複文化で育つ子ども

をその子としてそのまま受けとめる姿勢を持とうと

する観点（G）である。

以下，本章では，7名の研究参加者の学びのストー

リーから，これらの観点を導き出した過程を明らか

にする。分析の記述において，研究参加者のコメン

トやレポートの記述を引用する。引用文中の〔　〕内

の記述は学生の記述内容を明確にするために筆者ら

が行った補足を，〈　〉内の記述は，データの匿名性

を維持するために筆者らが行った言い換えを表す。

5．1．複言語話者に対する，モノリンガルの視点か

らのステレオタイプを批判的にみる

5．1．1．Aのストーリー

Aは，複言語で育つ子どもについての背景知識を

ほとんど持たず，一般教養の一つという認識で教室

に参加した。レポート②の中に，次のような記述が

ある。

自分のアイデンティティー11は○○人だと強

く意識する人と，何人でもないことをアイ

デンティティーとする人多種多様で驚いた。

（レポート②　1月27日）

具体的にどういうことか。Aのコメントを遡る

と，第10回以降，複言語話者のライフストーリー

を読む中で，Aが多様なアイデンティティのあり方

について「驚き /注目」を強めていったことが窺え

る。次の引用は，ベトナム難民家庭で生まれ育った

NAMさんが，外国人登録証や外国のパスポートを

持って日本で生活する煩雑さと，それを克服するた

めに日本に帰化した経緯と葛藤についての語りを受

11　アイデンティティという用語について，本授業の教
科書である川上ら（2014，p. 31）は，「アイデンティティ
とは自分が何者なのかという意識であるといわれてき
たが，それは決して固定されたものではない。子どもか
ら成人，そして老人まで，アイデンティティ形成に終わ
りはない。したがって，アイデンティティとは個人が生
きていく中で自分のあり方を追究していく過程とも言
える」と説明している。本授業においても，これに依拠
した定義を提示している。
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けて，Aが記述したものである。

最も印象に残った言葉は，「国籍は利便」とい

うナムさんの資料中の言葉だ。やはり国籍を

外国のままにしておくと日本において手続き

等めんどうなことが多いため形式的に「日本

人」となったが，自分の芯はべトナム人であ

るというナムさんの強い意志を感じた。（第

11回　12月12日 )

Aは，レポート②で「複言語で育つ子どものアイ

デンティティーはどこに存在しうるのか」という

「問い」を立て，「複言語話者本人の意識・意思が重

要な要素である」という「私見」を示すのだが，Aは

再度，NAMさんの例を挙げて次のように記述して

いる。

〔NAMさんの〕「日本人としての国籍は便宜

で，魂はベトナムにある」という言葉から，

書類上に〔ある〕国籍と自分の中にある国籍

が違ってもいいという考え方もあるんだなと

気付かされた。（レポート②　1月27日）

先のコメントシートからの引用は，授業直後の率

直な印象が記されているに過ぎないが，上のレポー

ト②からの引用では，この「注目」が，書類上の国籍

と自己が認識する帰属とが異なる場合もある，とい

う「私見」へと変化したことが読み取れる。

また，Aは，複言語の子どもの問題をめぐる「自分

と社会の課題」について，次のように記述している。

私が今後できることを考えてみたが，壮大

なことは思い浮かばなかったので日常的に

できることを考えた。複言語で育ってきた

人に対し何も考えずに「○○語も話せるんで

しょ？」「日本人じゃないから大変だよね」と

いった安直な言葉を言わないようにしたい。

〔中略〕見た目が日本人に寄っていなくても，

本人の意識では日本人かもしれず，それを否

定することはその人のアイデンティティを否

定することになってしまうと思う。また，人

が自分のアイデンティティーについてどう考

えているか外からは何も見えないので，話し

てくれる範囲で話を聞き，認識しあうことが

大切だと考える。（レポート②　1月27日）

Aは，レポートの中で，複言語で育ったのに〇〇

語ができないのはおかしい等，複言語話者の言語の

非均質さがテレビ番組等でからかいや嘲笑の対象に

なっていることにも触れている。「安直な言葉」と

は，このような「複言語話者」に対するステレオタイ

プを指す。Aは，授業での考察をこのような社会の

問題と関連付け，批判するのである。さらに，各人

のアイデンティティ意識は生育背景や外見等から他

者が一方的に判断できない，という「私見」も記し，

ゆえに当事者への傾聴を重視するというA自身の姿

勢を表明する。

本授業におけるAの学びは，「アイデンティティ

の捉え方は多種多様」という「驚き /注目」から深化

し，さらに，「複言語話者のアイデンティティはどこ

に存在するか」という「問い」を巡って「私見」が重

ねられた。Aの学びは，《複言語話者の多様性と個別

性に気づく》プロセスであったと言えるだろう。

Aの記述は必ずしもオリジナリティがあるわけで

はない。しかし，A自身も成長期の若者である。複言

語話者の語りに触れ，議論することで考えを深め，

自分のことばで言い表そうとしている点に，大学生

の学びとして重要な価値があると考える12。

以上に述べたAの学びを，図1のように表す。

5．1．2．Bのストーリー

Bは，教員になることを希望しており，外国ルー

ツの子どもと関わったことがあった。外国ルーツの

子どもとの関わりが既にあったためか，Bのデータ

からは，「驚き /注目」よりも「問い /私見」の記述が

多く見られた。

特にBが注目した問題の一つは，複言語話者の複

数のことばやアイデンティティの捉え方についてで

ある。複言語話者の混ぜ語使用をテーマに議論した

12　研究参加者の語りの価値について，以下，B～Gの
データについても，筆者らが同様に捉えていることを付
け加える。
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際，複言語環境で育った学生から，混ぜ語は複言語

使用者にとって自己表現手段の一つであるという発

言があった。Bは，この発言を受けとめ，かつ自身

が関わった複言語の子どもの様子を改めて振り返っ

て「あえて一つの言語に絞らない方がわかりやす

い」という見方に深い理解を示した。さらに，Bは，

複言語話者の国籍やアイデンティティについても，

「むりに〔一つに〕決めることで，アイデンティティ

がゆらいでしまう」（第13回　1月9日）と複数性を

単一化しないことの重要性を指摘し，その次の授業

でも次のように記した。

心理学では，同一性，一貫性のある個人の特

徴をアイデンティティとし，分類などである

程度1つに規定できるものだと考える場合が

多い。しかし，陳さんは一つに絞ったり決め

ようというのではなく，ありのままを重視し

ている。ありのままでいられる社会が複言語

で育つ子供にとって最も安心できる社会であ

り，それは複言語ではない人にも共通するの

ではないか。（第14回　1月16日）

Bは，「ありのまま」を「一つにしぼらない」と同

様の意味合いで使用し，さらに，この「私見」から，

すべての人が共有する社会のあり方を構想する。こ

こに，従来「一つに絞る」ことを迫られないモノリン

ガルの日本人の多様性，複数性も包含している。

一方，Bは，複言語を育てる親の問題にも注目す

る。ライフストーリーに登場した複言語話者の親に

ついて「親なのに，なぜ子供の直面する問題に気づ

かないのか」（第11回　12月12日）等，戸惑いや非難

も混じった「驚き /注目」を示したが，第15回のゲス

トとの対話の後，次の記述をしている。

日本で暮らし日本人同士で結婚した人は親が

自分の経験に基づいて子どもに人生のアドバ

イスをすることが普通だが，国際結婚をする

と親と子が生きていく道が全く異なるので，

二人とも悩むことがあるのだと気付いた。自

分も複言語環境で育った親子とそうでない親

子で悩みがこんなに違うのかと思った。（第

15回　1月23日）

このように，Bは，親子であっても生き方は同一

でないことを再認識したと考えられる。

Bは，本授業において，授業で触れた複言語話者

の語りと自身の経験をすり合わせながら，「複数の

言語を一つにしぼらせない方がいい」という「私見」

をさらに強め，単一化を求めない対象を，国籍やア

イデンティティ，生き方へと拡大させる一方，また，

/

図1．Aの学びのストーリー：図は，二つの楕円と一つの四角からなる。二つの楕円はそれぞれ「驚き /
注目」「問い /私見」を表し，中に研究参加者のデータから抽出したキーワードを書き入れている。図の左か
ら右へと円が大きくなることで，研究参加者の「驚き /注目」から学びが始まり，「問い /私見」へと認識が
広がったり深められたりする過程を表す。四角は，レポート課題における問いかけへの応答として，研究

参加者が指摘した「自分や社会の課題」や，彼らが表明した今後の姿勢を表す。Ａの場合は，「驚き /注目」
（小さい楕円）から「問い /私見」（大きい楕円）へと，アイデンティティについての注目や問いが明確になっ
ている。楕円と四角の「自分や社会の課題」との因果関係は見出しにくいので，楕円と四角の間に空間を設

けている。
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親と子の間の複数性にも気づき，認識を深めた。B

の学びは，《複数のことば，アイデンティティ，生き

方を一つに絞ることはできないことに気づく》プロ

セスであったと言えるのではないか。このようなB

の学びのストーリーを図2に表す。

5．1．3．A，Bの分析のまとめ

AとB両者に共通するのは，複言語で生きる人び

との語りに触れる中で，モノリンガルの視点からの

ステレオタイプを批判的にみる姿勢が現れてきてい

ることである。モノリンガルの視点からのステレオ

タイプとは，「日本生まれ日本育ちの日本人」であれ

ば，「当然，母語は日本語であり，国籍は日本」とい

う自己認識を持つと同時に，他者に対しても，言語

や国籍，文化背景は一つであると想定する考え方で

ある。A，Bは，このようなモノリンガルの認識が複

言語話者には該当しないことに気づき，複言語話者

の多様性と単一化できない複数性に目を向けた。複

言語話者の本質と向き合う上で重要な洞察である。

5．2．多元的なアイデンティティは，複言語話者だ

けに限らない

5．2．1．Cのストーリー

Cも，教員をめざしている。「驚き /注目」を示し

た記述を以下に引用する。

アイデンティティが言語を育てることもあれ

ば，障害になることもあるということに気づ

きました。〔中略〕教師のサポートはただ言語

習得を目指すものではなく，こうした背景を

くみ取り自信をつけられたり，より理想状態

に近づけるよう配慮したものであることが必

要だと思いました。（第9回　11月28日）

この記述を通じて，Cは，アイデンティティ（自

己のあり方に対する考え方）が安定しているか否か

が，言語習得の促進剤にも障害にもなり得る，だか

らこそ，教師のサポートも言語だけを切り取ったも

のであってはならない，という気づきを表明して

いる。さらに，Cは複言語で育つ子どものアイデン

ティティ支援をめぐる「私見」を重ねる。

これ〔アイデンティティの問題〕は本来とて

も個人的で多様であるべき問題である。「私

はしっかり者だけど，少しおっちょこちょい

な面がある」というように，「私は日本人だ

けどベトナム人っぽいところもある」という

アイデンティティもあって然るべきではない

か。ただ，「何人か」という問いはアイデン

ティティの中でもおそらく個人の根幹にかか

わるもので危機に陥りやすく，周りに理解し

図2． Bの学びのストーリー：「驚き /注目」と「問い /私見」の楕円の連なりが二つずつ存在する。大き
い楕円の一つ目に記入した「問い /私見」は，ことばやアイデンティティに関するもの，もう一つの大きい
楕円は親の問題に関するものである。前者の「驚き /注目」は抽出できないため，空欄である。これら二つ
の楕円の連なりが「一つに絞らない」というキーワードに集約され，社会のあり方（課題）へと展開する。

/

/
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てくれる人が少ないという特徴から孤独感も

味わいやすい。（第11回　12月12日）

ここで，Cは三つのことを指摘する。第一に，複

言語話者のアイデンティティを考えるとき，国や文

化への帰属を問題にしがちであるが，本来アイデン

ティティの構成要素は，国等への帰属だけではな

い。第二に，複言語話者がマイノリティである場合，

「何人か」という問いは当事者を追い詰めるものに

なりうる。第三に，アイデンティティは，一つにま

とめ上げるものではない。これらを踏まえて，Cは

レポート②において授業で扱ったライフストーリー

から読み取れる複言語話者のアイデンティティ形成

について分析した。以下は，その結論部と，自己評

価表の記述である。

たとえうまく一つの自己イメージを統合する

ことができなくても，多元的な自己をそのま

まに受け入れ，それを強みとして考えるよう

子どもたちを支援するのも一つの手立てだろ

う。（レポート②　1月27日）

複言語の子どもたちが「誰も分かってくれな

い」と思わないよう，自分の悩みは背景こそ

違えど他の子と同じであると思えるような教

育や，周囲の日本語で育った子どもたちが，

複言語で育った子どものことを理解し，相談

相手になれるような教育のあり方についても

書きたかった。また，レポートを書いている

なかで，アイデンティティ形成危機の仕組み

は〔複言語話者であるかないかによって〕隔

絶したものではなく根幹は同じで背景が異な

るだけということに気づいたが，この前提に

立つと程度の差はあれど引っ越しなどで日本

の別の地域から来た子も同じように悩み，同

じように支援できる可能性があることに気づ

いた。引っ越しは複言語よりもさらによくあ

ることなので，これも教師生活に活かして

いきたい。（自己評価表　第16回　1月30日　

下線は筆者らによる）

上記のデータで特に重要であると筆者らが考える

のは，「アイデンティティ形成危機の仕組みは，子

どもの背景にかかわらず根幹は同じ」（下線部分）と

いうCの「私見」を表す記述である。なぜなら，こ

の中に，複言語の子どもとモノリンガルの子どもを

分けない視点を包含しているからである。そして，

Cは将来教師として向き合う課題として，すべての

子どもに，各々が「多元的な自己」であることを認

識させ，それを強みにできる支援をすることを表明

する。さらに付け加えるならば，Cは，このように，

複言語環境で育つ子どもとモノリンガル環境で育つ

子どもの共通項を見出すことで，一見「異質」な複言

語で育つ子どもとの間の「境界」を越え，子どもと向

き合う足がかりを得たとも言える。同時に，自己評

価表の記述に見られるように，日本のモノリンガル

の子どもたちが複言語の子どもの支え手となるため

の教育を追究する姿勢を示していることも注目に値

する。

以上を踏まえると，Cの学びは，《言語教育におけ

るアイデンティティ支援形成の重要性と，その視点

を，複言語の子ども以外の教育に援用する可能性に

気づく》プロセスであったと考えられる。その学び

のストーリーを図3に表す。

5．2．2．Dのストーリー

Dは自分自身が日本語のみの環境で育ったにも関

わらずアイデンティティに苦しんでいたという。そ

こで，多言語環境で育った人はどのように考えて

いるのだろうという関心から本科目を受講した。D

は，当事者の語りと向き合うことを通じて，アイデ

ンティティ概念について考える。

私は今日の議論の中でアイデンティティや母

語などという言葉自体そもそも必要なのかど

うかと感じた。おそらく，この言葉が存在し

なければ悩む必要がなかった人もたくさんい

ただろうと思う。〔中略〕その人がどう思うか

次第の考え方で，客観的に決める必要のある

概念ではないと思う。（第11回　12月12日）

「今日の議論」というのは，「NAMさんのアイデン
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ティティをどう考えるか」という問いをめぐる議論

である。Dは「アイデンティティはそもそも必要な

のか」という問いを後の授業のコメントシートでも

繰り返し記述した。そして，この問いは15回目のゲ

ストとの対話を経て，Dの中で，次のように一定の

解決に至ったことが窺える。

改めて生の声でアイデンティティに関する苦

しみを聞いて，アイデンティティなどは存在

しない方がよい概念だと前から考えていたが

アイデンティティとは自己を肯定するために

誰もが考えてしまう概念で，〔中略〕一度乗り

越えることでより自己成長につながる考えだ

と感じた。アイデンティティを獲得すること

はそもそも苦しいことなのだろうと思った。

（第15回　1月23日）

このように，Dは，人の成長過程とアイデンティ

ティの問題に注目してきたが，レポート②では，そ

の視点からは離れ，親の目線から複言語の子どもを

育てることについて述べ，「自分と社会の課題」とし

て次のように記述した。

〔複言語話者の問題を〕自分に関連付けるこ

とは考えれば考えるほど難しい問題だと思っ

た。すぐに出来ることというものがないから

こそ考えつづけなければいけない問題なので

あろうと思った。（自己評価表　第16回　1

月30日）

Dの「課題」についての記述は，それまでのアイ

デンティティを巡る記述との明確な関連性を見出す

ことはできない。筆者らは授業の中で，複言語の子

どもをめぐる問題は簡単に解決が得られるものでは

ないこと，筆者らも正解を持たないことを幾度とな

く受講生たちに伝えた。Dは教員の求めに応答して

「自分と社会の課題」についての記述を最後に残し

ただけであっても，「関連付けること」が「難しいと

思った」「考えつづけなくてはいけない問題なのであ

ろうと思った」経験に価値がある。

以上の分析を踏まえて，Dの学びのストーリーを

図4に表す。

5．2．3．C，Dの分析のまとめ

CとDは，いずれもアイデンティティ形成の問題

について考察した。立場は異なるものの，両者はと

もに「多元的なアイデンティティは，複言語話者に

限らない」，つまり，多元的なアイデンティティは特

別なものではなく，モノリンガル環境で成長してき

た自分にも共通するという認識を持つに至ったこと

の意義は非常に大きいと考える。

5．3．違いを包摂する方策を模索する

5．3．1．Eのストーリー

Eも，B，Cと同様に教員志望である。Eの本クラ

/

図3．Cの学びのストーリー：教育におけるアイデンティティの重要性というテーマが，「驚き /注目」
（小さい楕円）から「問い /私見」（大きい楕円）へと深化している。一方，（将来像としての）教師の立場か
ら，楕円と四角「自分や社会の課題」のつながりはあるものの，キーワード間の因果関係は見出しにくい。

そのため，楕円と四角の間に僅かな空間を設けている。
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スでの出発点は，「教師としてどのような行動を起

こせばいいのか」という問題意識であった。そして，

授業の中で，Eは，英語と日本語の混ぜ語を使う当

事者の語りから，当事者にとっての混ぜ語を使う必

然性を知り，自分の混ぜ語への違和感が消えること

を経験する。

ライフストーリーを読む回において，Eは「教師

として」という立場からのコメントを記述する。例

えば以下は，幼少期以降を日本で過ごしたベトナム

難民2世のNAMさんや，複言語で育つ子どもと親

たちの語りをめぐるディスカッションの後の記述で

ある。

今回のディスカッションを通じて，結局，学

校の中で複言語環境で育った子たちを受容し

やすいクラス作りをしなければいけないのは

教師の側なんだなと感じた。〔中略〕教師が，

その子を周りと同じように接し（特別扱いし

ないという意味で）時には互いの文化を紹介

し合えば，むしろその子はクラスの人気者に

すらなれると思うのである。だから，教師側

は変に気を配りすぎて特別扱いしないように

し，その子がもしなにかでつまずいているの

であれば，それはしっかりサポートするのが　

その子のためにはなるのではないかと考え

る。（第11回　12月12日）

 教師はそういった子どもたちにどのように

接していけばよいのだろうか。非常に大変な

ことかもしれないが，それは「特別扱いしな

い」ということである。周りの子どもと同じ

ように接し，もし言葉やその他の困難が学校

生活で生じた場合は，周りの子と同様にそれ

を支援する，といったことである。（レポート

②　1月27日）

Eは，自己評価表にも下記のように記した。

このレポートで一応自分の考えを述べてはい

るが，実際正解というものがないこのトピッ

クについて，教師になるまで，なってから，

考え続けなければならないと感じた。（自己

評価表　第16回　1月30日）

Eは，授業を通じて，「教師として」という自分の

立ち位置から考え続けるのだが，その立ち位置に微

妙な変化が観察できる。例えば，「周りの子と同様

にそれを支援する」という文言である。Eは，当事

者と周囲の子ども双方への支援を構想する。すなわ

ち，E自身が，本クラスで，英語と日本語の混ぜ語

を使用している帰国子女グループの背景を知ること

で感情・評価は変化するという経験をする。Eはそ

こから転じて複言語・複文化の子どもへの対応を考

えた結果，当事者の子どもを特別扱いするのではな

く，周囲の子ども，環境への働きかけが必要になる

だろうという漠然とした感覚を抱くようになるので

ある。しかし，実際に何をすべきなのかはまだ分か

/

図4．Dの学びのストーリー：Dのデータには「驚き /注目」に該当する記述がなく空欄である。それで
も、「驚き /注目」の小さな楕円は，アイデンティについての「問い /私見」の大きな楕円のなかに配置した。
それは，「驚き /注目」と明確に判断できる具体的なデータはないが，複言語の子どもの内面に注目し続け
たからこそアイデンティティは「なくてもいいものなのではないか」「乗り越えるべきもの」という私見が

生み出されたと考えられるからである。
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らない，考え続けるのだ，という思いで，Eは授業を

終えたと考えられる。ただし，あくまでも，複言語

で育つ子どもをめぐる問題は，当事者を含む子ども

の側に問題があるのではなく，大人が考えるべきこ

とである，というのが，E自身が生きるであろう教

育の世界を想定して見出した見識である。以上の分

析を踏まえて，Eの学びのストーリーを図5に表す。

5．3．2．Fのストーリー

Fは，授業での議論を通じて得た気づきをコメン

トシートに率直に記述し，それがレポートに結実し

た。その中で，日本で移動を経験せずに育った自身

と，移動を経験し複言語環境で育ってきた人との接

点は「アイデンティティについて考える経験がある

こと」（レポート①12月31日）だとして，アイデン

ティティ観の比較から，「移動を経験し，複言語で生

きてきた人々」を理解しようという試みを繰り返し

た。

〔ゲストの話からわかるのは〕一度周りと自

分を比べる，あるいは比べられることは傷つ

くことに違いないものの，自分は何者なのか

について考える機会になるということであ

る。また，自分は人と違うと認識をしたうえ

で，違うことはマイナスではなくむしろプラ

スであり，違うことは珍しくない，普通のこ

とだとわかる場やきっかけがあったというこ

とである。〔中略〕海外の人と出会う経験が，

自分と同じ境遇，そしてまた少しずつ違う境

遇を持った人々と出会う機会になる。自分は

周りと違うたった一つの存在であることを欠

点と見るのではなく長所だと実感できる機会

があったからこそ，〈ゲスト〉の言う「それぞ

れの言語が100％じゃなくてよかった」「世界

が広がった」と言う言葉が生まれるのではな

いだろうか。（レポート② 2018年1月27日）

Fが向き合った問いは，複言語で育った人が，周

囲とは異なる「異質な自分」をどう受け入れたのか，

である。そして，Fはゲストの話やライフストーリー

を検討した結果，違うのが当たり前だという考え方

を獲得することが重要であるとした。このように，

Fは，複言語話者の理解の仕方を追究する一方，レ

ポート②の末尾では次のようにも述べる。

正直に言えば自分には彼らの話を理解しよう

と努め，想像を巡らすことで精一杯で，具体

的に何ができるかはわからないというのが実

際の気持ちである。しかし自分とは全く違う

世界の出来事だとは考えたくない。私たちは

同じ社会で同じように生きており，隣に座

れるほど近い存在なのである。「100％○○

人」というのは当たり前ではないし，違いが

あることの方が普通である。そのことを自分

でかみ砕いて理解し，違いがはっきり目に見

図5．Eの学びのストーリー：語りを聞く経験を通じて発せられたEの「驚き /注目」（小さい楕円）が，
（将来像としての）教師の立場からの「問い /私見」（大きい楕円）へと広がりを見せている。一方，教師の
立場から，楕円と四角「自分や社会の課題」のつながりはあるものの，四角中のことばは態度表明ともい

えるものであって，キーワード間の因果関係は見出しにくい。そのため，楕円と四角の間に多少空間を設

けている。
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えるからといって偏見を持ち正当に評価しな

い人々の気持ちを変えたいと思う。自分にも

生い立ちとは限らないが確かな「違い」があ

ることを実感するために，まずはこの大学で

さまざまな人に出会いたい。そして複言語で

育った人，育てた人たちが語ってくれた話

を，私も機会を見つけて語っていきたい。そ

のことで彼らの苦労や努力をより広く共有

し，偏見を持つ人を少しでも減らし，「私たち

はみな違う」ということへの自覚をより深め

ていきたいと考える。（レポート② 1月27日）

この記述を通じて，Fは，複言語で育つ人々を完

全に理解することができないことは認めつつ，しか

し，それでも彼らは身近な存在だということ，そし

て，複言語の人が抱える問題は，移動経験のない自

分と無関係ではなく，むしろ，多様な社会の中で生

きる「私たち」の問題として捉えるべきだという考

えを表明している。

Fは授業中のワークから「何もかも自分が経験し

てきたことが全ての人にあてはまるわけではないこ

とを忘れてはならない」と感じた。その後，自他の

「違い」はその後のFの思考の中心となる。例えば，

レポート②では，ゲストの語りから，「違うことは

珍しくない，普通のことだとわかる場やきっかけが

あった」ことを取り上げ，さらに「違いがあることの

方が普通である」とも述べる。「違い」は複言語の人

に「違いがある」のではなく，この社会で生きる私た

ちの「違い」であるとした。

また，Fのデータには，1学期間，同じ教室の中で，

複言語で育った学生と机を並べて語り合う経験を積

み重ねてきたFの実感が色濃く映し出されている。

言い換えれば，様々な背景を持ち，様々な学部に所

属する学生が集まり，「複言語で生きる人びと」の

語りを聴き，対等に話し合う多様な社会が，雑然と

した教室空間に形成されたと言える。以上を踏まえ

て，Fの学びのストーリーを図6に表す。

5．3．3．EとFの分析のまとめ

EとFのデータから浮かび上がるのは，複言語の

人々の持つ異質性とどう向き合うか，違いを包摂す

るための方策を模索する姿である。どちらの学生

も，複数言語使用者の異質性を排除する態度は見せ

ず，異質性の存在が当然である，というところから

考察を始めている。そして，その「違い」を特別扱い

したり，変えさせようとはしないこと，そして，む

しろその「違い」に対する姿勢が問われ，かつ，変容

が求められるのは，複言語使用者と自分が共に存在

する環境であり，また，その環境を形成する「私た

ち」である，という認識を示す。

/

/

図6．Fの学びのストーリー：「問い /私見」（大きい楕円）は，「驚き /注目」（小さい楕円）と重なりつつ，
注目したテーマと自分との関係性へと広がりを見せる。四角中に示された「自分や社会の課題」は，左の

二つの楕円と「私との関わり」という点で密接に関係している。そのため，大きい楕円と四角が重なるよ

う配置した。
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5．4．違いはかわいそうなことではない

5．4．1．Gのストーリー

Gは，東南アジアで短期のボランティア活動に参

加した際に出会った複数言語を操る友人が，自分の

母語が何かわからないと話していたことから複言語

というテーマに関心を持ったという。そして，第9

回の授業で「バイリンガル」13の定義に触れ，複数言

語を使用するクラスメイトの悩みを直接聞き，知と

情の両面で心が動いたことが窺える。

私が持っていた「バイリンガル」というイ

メージがほんの一部で，表面的であるという

ことに驚いた。私自身は純ジャパで英語もま

まならないので，すごくうらやましかった

り，私もそうなりたいなあ，と感じていたし，

努力して身に付けたというよりも，生まれつ

き環境でそうなったのかなと思っていた。し

かし，実際にはバイリンガルという言葉のな

かにもたくさんの種類があって，そのせいで

苦労したり悩んだり，とたくさんの問題が生

じているということを知り，とても意外で

あった。（第9回　11月28日）

その後の授業では，アイデンティティの多様性を

「感じたり」（第11回），複数言語を使用する家庭で

の親と子の言語選択の葛藤に「〔どちらかは〕決めが

たい」（第12回）と揺れる等，気持ちの動きを感じさ

せるつぶやきが散見する。しかし，一方でGは「す

べきこと」「正しい答えは何か」を求めてレポートの

テーマ設定へと向かう。第3回のゲストの語りから

13　本授業の教科書（川上，ほか，2014，p. 41）はバイリ
ンガルを次のように説明する。「バイリンガルとは，二
つの言語を使用する人や二つの言語を使用している状
態をいう。バイリンガルといってもいろいろな場合があ
る。たとえば，二つの言語能力が同じような場合（均衡
バイリンガル），二つのうち一方の言語の言語能力が高
い場合（偏重バイリンガル），また二つの言語とも言語
能力が年齢相応の言語能力に達しない場合（ダブルリミ
テッド）などがある。ただし，このダブルリミテッドは
一時的な状態であり，適切な支援を行うことで，ことば
の力は伸長していく可能性を持つ。」

知った日本の学校で勉強する外国につながる生徒の

問題や，第12回の授業の親子関係と言語選択に問題

意識を持ち，最終的にはレポートテーマとして「国

籍による制度的差別」を設定した。自己評価表の自

由記入欄には，「私の疑問〔国籍による制度的差別〕

に対する答えがいくら考えても結論が出なかった。」

と書く。さらに，レポート②の中で自分ができるこ

ととしてボランティアを挙げたことについて批判的

に振り返り，次のように書く。

国籍の問題など，社会問題に対して苦労が多

いな，大変だなと，力になりたいということ

でボランティアという結論にしたが，そのよ

うに特別視して，かわいそうとみなすこと

も，一種の差別であると感じた。状況や境遇

などを見て，しあわせでない，など決めつけ

てはいけない。何か助けを求めてきた場合

は，力になれるような設備を整えて，外国籍

なのに日系企業に入ったのね，すごいね，と

か公務員になれてよかったね，大変だと思う

からサポートしてあげるよ，などということ

は，しないように気をつけなくてはいけない

と思った。（自己評価表　第16回　1月30日）

Gは，うらやましいと思っていたバイリンガルの

人の悩みに触れて驚き，外国からやってくる子ども

を「きちんと受け入れなければならない」と正面か

ら受けとめる。子どもに自分の母語を身に付けてほ

しいと考える親と現地語のみになっていく子ども双

方に思いを馳せ，レポートでは，「国籍による制度的

差別」をテーマとしてその答えを探す。一見，一貫性

のないGのプロセスであるが，そこには常に，複言

語当事者をそのまま，差別や違いを乗り越えて受け

止めようとする姿勢がある。Gの学びのストーリー

を図7に表す。
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6． 人の語りを聴き，感じ，考え，「あち
らとこちら」の境界を越える /包摂す
る

7名の研究参加者の「驚き /注目」への着目を出発

点に，彼らの学びの軌跡をたどり，分析した結果，

研究参加者の四つの着地点が見えた。一つの着地点

は，複数性の本質を見出したことである。複言語話

者に対するモノリンガル的な視点からのステレオタ

イプを批判的に捉えなおすことを通じて，複数のも

のを一つにまとめることは不可能だという，本質的

なものの見方を経験したといえる。二つ目は，複言

語・複文化の境界をあえて意識しない感覚，差異を

包摂する視点の獲得である。このことによって，研

究参加者らは，複言語で育つ子ども固有の課題と捉

えられてきた多元的なアイデンティティ形成を，日

本語中心で育ってきた自身や日本の子どもたちの成

長過程においても遭遇する問題であると捉えなおし

た。また，彼らが複言語状態に親近感を持つことに

もつながった。三つ目は，差異の存在を当然のこと

として，特別扱いせず，「私たち」の問題としてとら

えることである。四つ目は，複言語で育つ子どもを

かわいそうな子どもとみなす態度に内在する暴力性

を指摘し複言語・複文化で育つ子どもを，その子と

してそのまま受け止める姿勢を持とうとする観点で

ある。これらの研究参加者が表出した観点は，あち

らとこちらの境界を意識しない世界観，あちらとこ

ちらを包摂する視点ともいえるだろう。

境界を意識しない世界観や視点は，これからの世

界を生きる若者にとって非常に重要な立ち位置であ

る。なぜなら，人の移動が容易く頻繁に行われる一

方で，移動しない人も一定数存在する場において

は，複言語・複文化環境で育った人とモノリンガル

環境で育った人が，「あちら」と「こちら」ではなく，

目の前に生じる課題を「私たち」のこととして解決

していくことが求められるからである。

7．人の語りを聴くことの意味

デューイは，人間の生における経験の意味につい

て次のように述べる。

個人が世界のなかで生きるという言明は，具

体的には，個人が状況の連続のなかに生き

ていることを意味する。〔中略〕「なかに」の

意味は，相互作用が個人と対象物あるいは

他の人との間で進行していることを意味す

る。「状況」とか「相互作用」という概念は相

互に分離しては成り立たない概念である。経

験は，常に，個人とそのときの個人の環境を

構成するものとの間に生じる取引的な業務で

/

図7．Gの学びのストーリー：「驚き／注目」（小さい楕円）と「問い／私見」（大きい楕円）は，複言語の
子どもというテーマで大きく重なるものの，散漫な広がりを見せる。「課題」には，Gの正直な思いや姿勢
が見られるが，楕円中のキーワードと四角「自分や社会の課題」中のキーワードには因果関係は見出せな

い。そのため，楕円と四角の間に空間を設けている。
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あるがゆえに存在するのである。（デューイ，

1938/2004，p. 63）

研究参加者たちは，複言語話者の声に触れるとい

う経験を通じて，「私たちの社会」「違いがあるのは

あたりまえ」「そのままを受け止める」「〔大変なこと

だが〕特別視しない」といった姿勢や態度の言説を

生み出した。彼らは，教員が意図した「複言語の問題

を理解し，自分のこととして捉えてもらいたい」と

いう想定を飛び越え，あちらとこちらを隔てない社

会の在り方を模索したのである。むしろ，あちらと

こちらの世界を分けて考えていたのは，モノリンガ

ル環境で育った学生だけを取り出して分析している

筆者らの側だったのではないか。本研究を通じて，

「人の語り」に反応して「私の問い」「私の語り」が生

まれるという醍醐味を改めて認識させられた。

ある研究参加者は本授業以前に出会った「人の語

り」に，ある研究参加者は，教室内に教員が配置し

た「人の語り」に反応して，問いを表出し，その問

いに私見（とりあえずの自分の思いや考え）を重ね，

教室の外へと続く本質的な問いを持って本授業を終

えた。これらの本質的な問いを生じさせたのは，「人

の語りを聴く」ことである。ライフストーリーの語

りは，「自分が経験したことのない出来事や，これか

らの人生で出会うかもしれない出来事について，他

者の経験を通して知ることができる」（太田，2017，

p. 89）し，「自分ならばこのような出来事にどう向き

合うだろうか，どのように感じ，どのような決断を

していくだろうかと，自分に問いかける」（p. 89）の

である。

筆者らはレポート作成にあたり，社会の中で共に

生きる人としての複言語話者について考えること，

理解を深めることを受講生に求めた。そのため，受

講生たちは「自分－複言語の子ども－社会」という

関係について頭を悩ませたことだろう。筆者らが，

「社会の中で共に生きていく人として考えること」

を求めたのは，複言語・複文化の人のことを他人ご

ととしないための一つのセーフティネットのような

ものであり，このボールを投げたら，どんなボール

が返ってくるのだろう，という期待を込めたもので

もあった。4章でも述べたように，「人の語りを聴く」

ことも，それをレポートに引用することも，他人事

にしないための一つの装置である。今回の7名の軌

跡をたどってみると，16回の授業にわたる彼らの軌

跡が彼らの経験を作ったことがわかる。

また，本研究を通じて，授業で受講生に課したレ

ポート課題の限界についても浮かび上がってきた。

今後の授業実践に向けた課題として，最後に言及し

ておきたい。教員は，授業の課題として，当然のこ

ととしてレポートの作成を受講生に求める。受講生

もまた，レポートを定型の評価対象物として作成

し，提出する。本稿で分析対象とした科目において

も，筆者らはレポートを受講生に課し，そのレポー

トに様々な条件を付した14。私たちは本論文の分析

過程において，レポートは受講生たちの思考を深め

る仕掛けになり得るのだろうか，レポートという型

に受講生の思考を閉じ込めてしまったのではない

か，との疑いを持つようになった。授業直後に受講

生らが記述したコメントシートには，彼らが感じた

こと，考えたことが豊かに述べられている。しかし，

それがレポートという，評価が念頭に置かれ，また，

一貫性や問いに対する応答が求められる形式になる

と，受講生がその鋳型に自分の考えをはめ込むこと

に注力するあまり，整合性や一貫性に欠ける受講生

の思いや考えが捨象されてしまう。この捨象された

ものの中にも，受講生の真の問いが存在する可能性

があったにも関わらず，それは存在しなかったもの

になってしまうのである。しかし，その存在をなき

ものとはせず，受講生たちの思考の豊かさとして受

けとめるために，授業課題の形・考え方はどうある

べきなのだろうか。大学生に，あるテーマについて

深く考えさせるための，装置（仕掛け）としての課題

のあり方については，さらに検討していきたい。

14　3．2．1節及び4章を参照
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8． 本研究の限界：存在するが可視化さ
れないことを求めて

本研究は，該当科目終了後を起点に授業の振り返

りを行う質的な授業研究である。ゆえに，使用する

データ類は科目として構想・設定した課題のみとし

た。教室内には教師の権威があり，受講生と教師は

不均衡な関係にあることは否定できない。また，授

業課題として提出されたデータ類は，成績に反映さ

れるものであるため，受講生は教師が求める答えを

書く傾向にあることを考慮すると，本研究の分析対

象データが有するバイアスを排除することはできな

い15。しかしながら，教師は学生に良き学びを得て

ほしいと思い課題を出す。筆者らも，受講生たちが

教室で複言語の問題について，教科書中のライフス

トーリーやクラスメイトとの語り合い，ゲストの語

りに応答し，驚いたり，戸惑ったりしながら自分の

心と頭を動かす経験の積み重ねを期待して，コメン

トシートやレポート，自己評価表などの課題を出し

た。筆者らがこの科目でめざしたことは，受講生た

ちが複言語というテーマを巡って人の語りを聴く姿

勢，正解のない問いについて考える姿勢であった。

よって，コメントシートやレポート・自己評価表に

記述された内容がバイアスのかかったものだったと

しても，人の語りを聴く，考える経験に意味がある

のだと考えると，彼らが記述したものは，とりあえ

ずの通過点として意義があるものだと筆者らは考え

る。以上のように考える一方で，桜井（2002）のこと

ばに，筆者らはおのれの傲慢さに気づき逡巡する。

モデルストーリーの存在によって沈黙を余儀

なくされ，無視された語りの断片があること

に，私たちは敏感でなければならない。イン

15　インタビューで真意を確認する方法もあるが，以前
授業後のインタビューを実施していた経験から，教師に
よるインタビューに学生は否定的な内容を言わない傾
向があると考えた。成績確定後とはいえ，学生は教師に
敬意を表す傾向があり，追従バイアスを排することはで
きないと考え，学生への負担も考慮し授業後のインタ
ビューは実施しなかった。

タビュー過程における言いよどみや沈黙，矛

盾や非一貫性こそ，モデル・ストーリーその

ものの裂け目をなし，新しい生成の萌芽であ

ることを忘れてはならない。（桜井，2002，p. 

258）

授業課題という括りのなかで「沈黙」させられた

学生たちのことばの存在，筆者らによって「無視さ

れた語りの断片」，を忘れてはならない。教室を扱

う実践研究における研究方法と倫理の問題について

は，引き続き真摯に考えていきたい。
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Abstract

The purpose of this study was to clarify how university students who had no transbound-

ary movement experience perceived the problems and thoughts of people who had 

grown up with plural languages by participating in workshop-type classes on the theme 

of “children growing up with plural languages.” In order to visualize how each student’s 

“surprise/attention” was triggered and was updated, we analyzed their comment sheets 

and reports. The findings revealed that the students’ own “questions” and “viewpoints” 

emerged from the “surprise/attention” triggered by talking to others and listening to their 

narratives, and developed in relation to challenges outside the classroom.
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