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概要

本研究は，難民としてスウェーデンに渡ったシリア出身の日本語学習者アリ（仮名）の

紛争前から現在までの日本語に関する意識の動態，シティズンシップの内実を，イン

タビューデータから考察したものである。インタビューは，シリア紛争が勃発する前

の2011年3月から紛争勃発後の2017年1月までに実施したものである。インタビュー

からは，アリにとっての日本語は，①自身の将来の仕事につながるもの，②国境を越

えた関係性の構築を実現するもの，③一人の人間として認めてもらうためのもの，④

社会や環境を変えていくものであることが浮かび上がってきた。また，アリは，国民

国家の枠組みを越え，新たな関係性を構築する一方で，国民国家の枠組みを利用し，

自身の将来の仕事に結び付けようと戦略的に考えていた。アリは，言語や国籍，人種

の境界性を柔軟に意味づけ，自らの生きる場を変革することを志向しながら，シティ

ズンシップを生成していた。これらの結果を踏まえた上で，外国語が，個人の人生に

深く関わり，シティズンシップ生成に寄与する媒体になりうることを主張した。
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1．問題の所在

国際交流基金（2015）の調査によると，現在，世界

の137の地域で日本語教育が行われている。この中

には，決して数は多くはないが，現在も紛争状況に

ある国々も含まれている。国際交流基金（2015）で

は，アフガニスタンやシリアなどで，日本語教育が

行われていることが報告されているが，治安悪化に

よる在留邦人の退避により，各国とも日本語学習を

継続することが困難な状況にあり，その実態はほと

んど明らかにされていない。中でも，シリアは現在，

深刻な紛争状況にある。シリアは，2011年に勃発し

た紛争を契機に，大量の難民が世界各地に避難し，

「21世紀最大の人道危機」として，世界中から注目を

浴びた。OCHA（2019）によると，2018年12月現在，

シリア国外に逃れた難民は約570万人，国内におい* E-mail: ichis@gipc.akita-u.ac.kp
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ても約620万人にのぼる。現在，戦闘は以前より落

ち着いた状況となったが，公共施設や基本的な公共

サービスは著しく損なわれた状況が続いており，シ

リア市民として生きていく上での権利1も失われて

いる。

シリアの日本語教育に関しては，2015年8月18日

の毎日新聞で秋山（2015）が，紛争が泥沼化し，2014

年にダマスカス大学日本語・日本文学科の募集が停

止され，日本語教育が危機にあることを報告してい

る。2015年5月30日の朝日新聞で春日（2015）は，ダ

マスカス大学日本語学科では，シリア人教師7名が

日本語授業を継続していることに加え，「日本語を

もっと学ぶ機会が欲しい」という学習者の声を報告

している。また，市嶋（2017，2018）は，長引く内戦

の中，シリアに留まり，日本語を学び続ける「忘却

された日本語学習者」の存在，シリアを離れ，難民

として外国で生活しながら，日本語を学ぶことを望

む学習者の存在を明らかにし，平和構築に資する日

本語教育を構築することが喫緊の課題であることを

主張した。

一方で，日本語教育学の分野において，紛争とい

う困難な社会的状況におかれ，難民として世界に離

散する学習者の現状やその問題点については，ほと

んど議論されていない。日本語を学ぶ機会が損なわ

れている中，果たして，シリア出身の日本語学習者

は，どのように日本語学習環境を維持し，日本語に

関していかなる意味づけをしているのか。また，国

家が機能不全を起こしている現在，彼らは，どのよ

うなシティズンシップを生成しているのか。

以上の問題意識から，本研究では，難民としてス

ウェーデンに渡ったシリア出身の日本語学習者の置

かれた環境の実態と，紛争前から現在までの日本語

1　Aoyama et al.（2019）では，シリア内戦によって国内
避難民（internally displaced persons）となったシリア人
を対象とした世論調査の実施および調査結果の集計を
し，シリア市民にとって何が必要かを明らかにしてい
る。その上で，教育，住居，インフラ，医療等が保障さ
れていないことが問題として挙げられ，市民として生き
る上での権利が失われていることが報告されている。

に関する意識の動態，シティズンシップの内実を考

察する。さらに，学習者のシティズンシップ生成に

日本語がいかに関わっているのかを明らかにする。

2．シリアの日本語教育

シリアと日本は1953年に国交が樹立され，1967

年に青年海外協力隊派遣が，1985年に技術協力協定

が両国間で取り決められた。シリアの日本語教育機

関は，1990年以降に拡充され，維持されてきたが，

2011年以降，日本語教育機関の縮小を余儀なくされ

ることになる。

シリアの日本語教育は，1979年に開講された在シ

リア日本大使館の日本語講座から始まった。1995年

になると，ホテル観光学校，科学研究調査センター

（Scientific Studies and Research Center：SSRC）に日

本語コースが設置され，アレッポ大学学術交流日本

センターが設立された。これら3機関は国際協力事

業団（ JICA）2の支援によって始められ，主に青年海

外協力隊の日本語教師が日本語教育を担った（国際

交流基金，2017a）。ホテル観光学校の日本語コース

は，パルミラ遺跡等のシリアの観光資源を活かし，

日本からの観光客の誘致を目的として開講された。

近隣国のエジプトでは1960年代後半，エジプト

を訪れる日本人観光客の増加などを背景に，在エジ

プト日本国大使館広報文化センターに日本語講座が

創設されており，観光関係の高等専門学校に日本語

コースが設けられるようになった。エジプトでは，

日本語が話せることが，観光ガイド国家資格の取得

や観光関係産業への就職などにおいて必要・有利で

あり，日本語学習が具体的な利益につながると考え

られていた（国際交流基金，2017b）。エジプトは中東

地域の中では，最も日本語教育が発展している地域

2　国際協力事業団は，1974年（昭和49年）に設立された
が，独立行政法人国際協力機構法（平成14年法律第136
号）に基づいて，2003年（平成15年）10月1日に設立され
た外務省所管の独立行政法人国際協力機構となった（国
際協力機構 JICA，1999）。
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であり，特に観光日本語が成功モデルとしてみなさ

れていた。しかし，1997年エジプトの主要観光地で

あるルクソールで，死者69名，内邦人10名，1名の

重傷を出す襲撃テロが勃発すると，エジプトの日本

語ガイドの需要が減少した。シリアでは，エジプト

をモデルとして観光日本語コースが開講されたが，

ルクソールでのテロの影響を受けてか，ホテル観光

学校日本語コースは1999年に閉鎖される。シリアに

おいて，2000年以降も観光のための日本語コース開

設の話は何度も浮上したが，実現には至ることはな

かった。

国際協力事業団（JICA）は，シリア政府からの要

請により，科学研究調査センターに対して，1987年

～1992年，1995年～1999年に，電気，温度におけ

る計測標準の確立・整備のための技術協力を行っ

た（国際協力事業団，1998）。その過程で，1995年に

同センターに日本語コースが開講され，センターに

所属するエンジニアを対象とした日本語教育が行わ

れた。しかし，1999年ダマスカス大学付属言語セン

ター・日本研究センター（2009年より「ダマスカス

大学高等言語学院日本語科」に名称変更）が設立さ

れると，同年，科学研究調査センターの日本語コー

ス，在シリア日本大使館の日本語講座は閉鎖され，

ダマスカスの日本語教育は，ダマスカス大学言語セ

ンター・日本研究センターに集約されることになっ

た。また，1999年には，在シリア日本語教師会が発

足する。発足後は，2011年に日本語教師らが退避す

るまで，日本語スピーチコンテストが毎年開催され

ていた。その後，2002年にダマスカス大学人文学部

日本語・日本文学科，2010年にアレッポ大学人文学

部哲学社会学科・日本研究専攻がそれぞれ設立され

た（国際交流基金，2017a）。

2011年までは，国費留学，大学間協定による交換

留学，国際交流基金による教員養成等，日本に留学

や日本語教育を学びにいくチャンスが少なからず存

在した。学習者達は，これら日本に行くチャンスを

得るため，非常に熱心に日本語を学んでいた。また，

国際協力機構（JICA）や国際交流基金から教員が継

続的に派遣され，日本留学から帰ってきた学生を帰

国後に日本語教員として育てることによって，現地

の教員の自立化を目指していた（市嶋，2016）。その

後，2011年にシリアで起こった民衆蜂起が全国的に

拡大したことにより，シリア国内で多数の犠牲者を

出す深刻な事態に陥った。チュニジアで2010年末に

始まった政治変動は，翌年2月までにアラブ世界の

ほぼ全域に波及し，後に「アラブの春」3と呼ばれる

ことになる政治変動は，同地域に未曽有の変化をも

たらした（青山，2012）。その後，アラブの春は，2011

年3月半ばにシリアにも波及し，シリアの日本語教

育は大きな打撃を受けることになる。2011年3月に

は，国際協力機構（JICA）や国際交流基金から派遣

された日本人の教師が全員，国外退避となり，当地

で日本語教育を維持することが困難な状態に陥っ

た。

日本政府は中東の難民支援策の一環として，内戦

が続くシリアの難民のうち，留学生として2017年

から5年間で最大150人の若者を受け入れることを

決定した。主な支援制度としては，文部科学省の国

費外国人留学生制度，国際協力機構（JICA）の技術

協力制度が挙げられる。国際協力機構（2019）は，

「Japanese Initiative for the future of Syrian Refugees」

と称したシリア人難民支援のための留学生受け入れ

事業を開始したことを報告している。この事業は，

近隣諸国に難民として避難中の39才までのシリア

人を対象に，UNHCR事務所の協力のもと，修士課

程の学生として日本の大学に受け入れるものであ

る。本事業によって，シリアの日本語学習者にも日

本留学のチャンスが生まれる。しかし，難民受け入

れが学生限定で5年間，最大150人という数は，諸外

国と比較してもきわめて少ない。また，難民支援協

会（2017）によると，2011年以降，日本では60名以

上のシリア人が難民認定を申請しているが，認めら

3　アラブの春（Arab Spring）とは，2010年から2011年
にかけてアラブ世界において発生した民主化運動の総
称であり，2010年12月のチュニジアでの「ジャスミン革
命」から，アラブ世界に波及した（総務省，2017）。
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れたのは6名のみで，英ガーディアン紙など海外メ

ディアを中心に，日本政府の難民に対する閉鎖的な

姿勢に批判が出ているとしている。

3．シリア紛争とシティズンシップ

シリアは，現政権に反対する勢力の蜂起をきっか

けに，政治活動とは無関係な大量の住民をふくめ，

多くの人々が犠牲になった紛争状態にある。2011

年から2012年にかけて初期の難民がシリア周辺国

へ避難し始め，2015年頃，地中海経由でEU諸国に

庇護を求める難民が急増し，国際問題へと発展して

いった。国外へ逃れたシリア難民は約570万人，国

内で避難生活を送っている人々は620万人にものぼ

る（UNOCHA，2019）。これはシリアの総人口の約

半数，世界の避難民の約5分の1という規模である。

このような状況のもと，多くのシリア人がヨーロッ

パに向かうことになるのだが，Schmal, Elser and 

Scheuermann（2016）は，ドイツのシリア人難民の多

くは，自身の持つ専門性がドイツで理解されないこ

とから失望させられることが多く，新しい国で最下

層として出発しなければならないという現状を報告

している。一方で，大野（2014）は，国民国家におい

て主権に参与する市民はある階層性をもつため，市

民権（シティズンシップ）は排他的に付与され，市民

権の概念はグローバリゼーションのなかで選別・差

異化の機能を負いながら強化されており，移民・移

住者のような異質な存在は，社会ではもっとも低い

階層とされ，シティズンシップからは当然のように

除外され，無権利状態におかれてきたと問題提起し

ている。

錦田（2016a）は，実際に難民が移動先で安定した

移住環境を得られるか否かは，シティズンシップの

取得にかかっていると指摘する。シティズンシップ

という概念は多義的であるが，錦田（2016b）は，シ

ティズンシップを「市民としての法的権利や社会的

包摂を含めた広義の概念」（p. 157）として捉えてい

る。また，近代シティズンシップの概念は，国民国

家の創出と同じ過程の中で発達してきたとし，国家

に帰属することにより人々は権利を獲得し，その権

利は相互に承認され，制度的に保証されることにな

るが，コミュニティからの転出は，これらの保証か

ら自ら外れることを意味するため，国家の一員とし

て正式な資格を持たない難民や移民は，不安定な地

位に置かれることになるとする。

近代におけるシティズンシップ論としては，『シ

ティズンシップと社会的階級』（マーシャル，ボッ

トモア，1992/1993）が代表的な古典として挙げられ

る。マーシャルらは，シティズンシップを「ある共

同社会の完全な成員である人びとに与えられた地位

身分である。この地位身分を持っているすべての人

びとは，その地位身分に付与された権利と義務にお

いて平等である」（p. 37）と定義している。マーシャ

ルが上記のように述べた当時の社会，1950年代の当

時のイギリスの文脈を考慮に入れる必要はあるにせ

よ，マーシャルのシティズンシップ論は多くの批判

をうけてきた。例えば，山崎（2016）は，マーシャ

ルの提示したシティズンシップは，「ある共同社会

の完全な成員」つまり，「自立した父親としての市

民」をモデル化しており，自立できない者は，市民

権からは排除されてきたと批判している。この論か

らは，当然，「ある共同社会の完全な成員」ではない

難民や移民は排除されることになる。

20世紀後半，民族的少数派の権利要求運動，女性

の権利要求運動（フェミニズム），環境保護運動な

どの「新しい社会運動」の興隆によって，アイデン

ティティの差異が出現し，平等であったはずの近代

的シティズンシップは，そこから排除されてきた人

びとや集団から批判を浴びるようになった。このこ

とがこれまでとは異なるシティズンシップ概念が語

られるようになったきっかけとされている（木前，

亀山，時安，2011）。このように近代において意味

づけられてきた，法的権利としてのシティズンシッ

プ，共同体への包摂や国家の成員資格を追求してき

たようなシティズンシップから，個々の状況に基づ

いたシティズンシップへとその意味付けが拡大され
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ていった。中でも，ヤスミン・N・ソイサル（Soysal, 

1994）は，シティズンシップを国家や言語，宗教の

ような属性を中心とする「nationhood」ではなく，人

であること，「personwood」に基づくものとして位置

付けることが重要であると主張している。そして，

シティズンシップを，国境超越性，メンバーシップ

の多重性，普遍的人権イデオロギーを含むものであ

るとし，地位や国籍などを示すものではなく，個々

の〈生〉のための権利として意味づけている。宮島

（2002）は，これはあながち非現実の理想型とはい

えず，今日の西ヨーロッパ（＝EU）は，システム

としては，「移動の自由」「ヨーロッパ市民権」「ヨー

ロッパ人権保護条約」などを備えることで，この「ポ

ストナショナル市民権」の実現をすでに視野に収め

ているかもしれないと述べている。一方で，キー

ス・フォークス（2000/2011）は，Soysalのシティズ

ンシップの概念は不十分であるとし，「シティズン

シップは参加と責任が伴う」と述べている。彼は，シ

チズンシップは，権利だけでなく責任があり，責任

から導出される概念として参加があるとし，シチズ

ンシップの主要な要素として参加を挙げている。

教育学の分野では，オードリー・オスラーと

ヒュー・スターキー（2005/2009，pp. 9 - 16）が，シ

ティズンシップの構成要素の一つとして，共同体内

部および共同体間の自由・正義・平和に向けて他者

と共に取り組む「実践（practice）」を挙げている。そ

して，近年のグローバル化に伴う人々の移動によっ

て，多重の地位をもち，複数の共同体への所属の感

覚を持つ市民が増加していることから，シティズン

シップを国家が市民に付与する地位として国籍との

関係で狭く定義するのは適当ではないと述べてい

る。

日本語教育学においては，細川（2016）が，近代

的，普遍的シティズンシップの捉え方は，一人ひと

りの個別性や差異，あるいは個人の多元性・多様性

を否定することになるとし，「普遍性」という軸でシ

ティズンシップを論ずることは，その内実を見ない

ことになってしまうと指摘している。また，シティ

ズンシップを考える際に，個人が，同時に複数の共

同体に帰属しつつ，その意識は文脈により変容して

いることを鑑みれば，一つの社会に多くの文化が共

存することを前提とする多文化主義から，個人の中

に複数の文化が同時に存在すると考える複文化主義

の考え方が重要になるとする。また，細川（2012）

は，「ことばの市民」という概念を提示し，この概念

を「ことばによって自律的に考え，他者との対話を

通して，社会を形成していく個人」（p. 261）と位置付

けた。そして，その言語活動の行為者が，主体とし

て言語のみではなく，その人とその人のいる環境全

体，その全体を行為者自身が意志を持って構成する

ことの意味が重要であると述べている。また，市嶋

（2017）も，シティズンシップを個人と国家との関係

で把握するのではなく，個人と多元的な世界との関

係で複合的に読み解いていくこと，そして，その個

人がより良い世界を構成するために具体的な実践，

活動に結び付けていくことが重要であると述べてい

る。

本稿では，これらのシティズンシップ論を踏ま

え，シティズンシップを，「個人と社会との関係の中

で生成する権利」と定義する。ここでいうシティズ

ンシップは，近代において意味づけられてきた，共

同体の成員としての権利のみを意味するものではな

く，「国境超越性，多元的な世界との関係性，社会

参加」を含むものである。その上で，本稿では，上

記のように理念的に語られてきたシティズンシップ

は，現実にはどのような現れ方をするのかを考察す

る。そのために，日本語を学び続けるあるひとりの

シリア出身の学習者の事例を挙げ，彼がどのような

シティズンシップを生成し，社会参加をしているの

か，さらに，彼のシティズンシップ生成に日本語が

どのように関わっているのかを考察する。

4．インタビュー調査の概要

分析対象は，調査協力者のインタビュー記録で

ある。調査協力者であるアリ（仮名）は，30代後半
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（2019年5月現在）スウェーデン在住の男性である。

アリは，2001年から約6年間，ダマスカス大学付属

言語研究所・日本研究センターで日本語を学んだ。

学部時代の専門は英文学だったが，日本語にも興味

を持ち，学び始めた。彼は，シリア内戦後，ヨルダ

ン，エジプトへ避難し，難民として生活した。その

後，エジプトから難民船でイタリアのシチリアへと

渡り，フランス，ドイツ，デンマークを経由して，

スウェーデンにたどり着いた。現在は，独学で日本

語を学んでいる。

筆者は，2000年9月から2002年9月まで，2003年7

月から2004年7月まで，ダマスカス大学付属言語研

究所・日本研究センターで日本語教育に携わってき

た。アリとは，2000年にダマスカス大学付属言語研

究所・日本研究センターで開講されている日本語の

授業で知り合った。筆者が2004年7月に帰国後，ア

リとは連絡が途絶えていたが，2011年3月にフィー

ルドワークでダマスカスを訪れた際にインタビュー

を実施することができた。紛争勃発後は，SNS の

メッセンジャー機能をとおして，計8回，インタ

ビューをする機会を得た。

本稿では，2011年 3月13日，2015年 11月 6日，

2016年12月30日，2017年1月21日に行ったインタ

ビューに焦点をあてる。インタビューは，日本語で，

1回1時間半から2時間程度行った。インタビューは

複数回行うことで，紛争勃発前から現在までの時間

の経過による認識の変化を考察すると同時に，前回

のインタビュー内容の確認を行った。質問事項は準

備していたが，基本的にはアリの自由な語りが促さ

れるように配慮した。インタビューは，主に日本語

で行われ，英語，アラビア語の単語を用いることも

あった。協力者のプライバシーを鑑み，名前は仮名

を用いた。なお，インタビューデータの中で語られ

た調査協力者の本名については，仮名のアリと記載

した。また，アリには，本データの使用許可を得て

いる。

紛争勃発直前の2011年3月13日に行ったインタ

ビューでは，日本語を学ぶようになったきっかけ，

現在，どのような環境で，どのように日本語を学ん

でいるのか，なぜ日本語を学び続けるのか，今後，

日本語をどのようにいかしていこうと考えているの

かを中心にたずねた。紛争が泥沼化した2015年11

月6日には，主にシリア情勢，スウェーデンでの生

活状況，生活の中での困難，その困難をどう乗り越

えたのかを聞いた。また，生活環境が変化する中

で，どのように日本語学習を維持しているのか，さ

らに，アリがどのように日本語を意味づけているの

かの詳細をたずねた。2016年12月30日には，上記

の質問に加え，現在，どのようなコミュニティに属

して，どんな活動をしているかの詳細やシリアへの

思い，将来をどう考えてるのかをたずねた。2017年

1月21日には，これまでに得たインタビュー内容を

もとに，それぞれの語りの意味を再度，詳細にアリ

に確認し，アリのシティズンシップの内実を浮かび

上がらせることを目指した。

以下では，アリが，紛争前から現在まで，いかに

日本語を捉え，いかなる環境で日本語を学んできた

のか，さらにどのようなシティズンシップを生成し

ているのかを考察する。具体的には，まず，（1）イン

タビュー調査を文字化したデータから，日本語の捉

え方に関する箇所，日本語学習環境に言及している

箇所，シティズンシップに関連する箇所をすべて抽

出・分類し，その特徴をまとめた。（2）次に，（1）を

時系列に並べ，それぞれの特徴を表す語りの部分に

注目し，その内容を詳細に考察することで，それぞ

れの特徴間の関係性を明らかにした。これらの分析

を踏まえ，彼がどのようなシティズンシップを生成

しているのか，さらに，彼のシティズンシップ生成

に日本語がどのように関わっているのかを考察する

ことが，本研究の目的となる。

本研究では，2011年3月～2017年1月という約7

年という長期にわたるインタビューデータを使用す

る。今回，アリ1名の語りに注目した理由は，紛争

前から現在に至るまでの，アリの日本語学習環境の

変化，日本語に対する意識の変化が詳細に追えると

判断したためである。アリの語りを詳細に分析する
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ことにより，個人がどのようにシティズンシップを

生成し，そこにどのような意味があるのかを明らか

にしていく。

5．考察

筆者は，2011年2月15日～3月15日まで，ダマス

カス大学日本語学科及び，ダマスカス大学付属言語

研究所・日本研究センターを訪問し，日本語学習環

境の調査と日本語学習者へのインタビュー調査を

行った。訪問時には，多くの日本語学習者が熱心に

日本語を学んでおり，当時は，現在のような深刻な

紛争状況に陥ることになるとは誰も想定していな

かった。アリも同様で，アラブの春以降，近隣諸国

で起きている混乱やシリア国内でのデモに意識を向

けながらも，シリアが最悪の状態になるとは考えお

らず，以下のように，日本語を自身の将来の仕事に

役立てようと考えていた。

【インタビュデータ1】仕事のための日本語（2011年

3月13日）

アリ：私，日本語，勉強したけど，大体，仕事ため

の言葉とか勉強した。例えば，観光の仕事やっ

たとき，とても難しい言葉覚えてきた。例えば，

「祭壇」とか，できたけど。私も勉強のこと好き

だったけど，大体，読んでたけど，仕事も欲し

かったからね。できたら自分の会社できたら一

番いいと思ったから。

アリは，内戦前，ダマスカス大学付属言語研究

所・日本研究センターで日本語を学んだ後，観光の

仕事を得るために独学で日本語を学んでいた。2.で

も示したように，シリアでは，1995年にホテル観光

学校日本語コースが開講された。後に，1999年に閉

鎖されることになるのだが，2000年以降も観光のた

めの日本語コース開設の構想は何度も浮上した。当

時のシリアでは，観光日本語のニーズは根強くあ

り，仕事につながるものとして期待されていた。シ

リア国内ではパルミラ遺跡をはじめとした世界遺産

が散在しており，その地を訪れる日本人観光客の増

加が期待されていたことが背景にある。ホテル観光

学校日本語コースが閉鎖され，公的に観光のための

日本語が学べる場が無くなった後も，独学で観光日

本語を学び，フリーランスで日本語ガイドをする者

もいた。アリもその一人であった。紛争前の2011

年には，ダマスカスの旧市街では，外国人観光客を

ターゲットにしたホテルが多数オープンし，観光産

業を発展させていこうという機運があった。

このような背景のもと，アリは，シリアでの日本

人観光客の増加を期待し，観光ガイドとしての日本

語を独学で学びながら，日本語を将来の仕事に活か

していこうと考えていた。

【インタビューデータ2】将来の日本語のチャンスも

なくなった（2015年11月6日）

アリ：残念だけど，アラブ人が兄弟だと言われてま

すけど，本当に兄弟じゃない。

筆者：親切なアラブの国ある？

アリ：そんなにいないと思う。親切な人いるかもし

れないけど，政府としてはよくない。

筆者：全然ない？どこも。

アリ：皆さん，私が親切だと言われていますけど，

シリア人を求めなかった。湾岸とか。

筆者：ヨルダンやエジプトは？

アリ：歓迎されなかった感じ。（中略）結局，シリア

でも，アラブでも私のしたい仕事もできなかっ

た。それで，将来の日本語のチャンスもなく

なって，本当にがっかりしたよ。

シリアでは，現政権への不満から，2011年2月頃

から各地で民衆が蜂起し，3月初旬になるとシリア

の首都ダマスカス，南部の都市ダラーでその規模は

拡大した。その後，紛争へと突入していった。その

影響で，2.で記載したとおり，日本人の日本語教育

関係者は帰国を余儀なくされることになった。シリ

アを訪れる日本人は一部の政府関係者やジャーナリ
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ストを除き，皆無となった。そのため，シリアでの

アリの仕事もなくなった。

言語や文化も近いことから，大半のシリア難民

は，トルコやヨルダン，レバノンなどの中東地域に

移住している。一方で，アラブ湾岸諸国がシリア難

民受け入れに消極的であることが諸外国から批判さ

れている。錦田（2017）によると，湾岸諸国は，難民

支援への意識が低いこと，長期滞在の移民労働者に

も国籍を与えない厳格な入国管理政策，湾岸諸国自

体，資金提供などの形で間接的にシリア紛争自体に

関与しており，難民受け入れにより反動勢力の入国

や治安悪化を懸念することなどが難民受け入れに消

極的な理由に挙げられるとする。また，紛争前から

多くのシリア人が湾岸諸国に短期契約労働者として

働いていたが，依然として，長期滞在は認められに

くい現状にある。アリは，このようなアラブ湾岸諸

国の対応を「本当に兄弟じゃない」と批判している。

アラブには「ウンマ」という概念があり，「ウンマ」

とは，アラビア語で母と同義の言葉である。現代で

は民族・国民・共同体などを意味する。その結合要

素は様々だが，サーレ（1999）によると，ことば，

地域，宗教によって結びついている。このウンマの

概念に基づいて，アラブ諸国は共同体としてみなさ

れ，同朋意識が育てられるとする。アリがアラブ諸

国を「兄弟」というのはそのためだが，シリア難民

に対して，湾岸諸国はその限りではなかった。また，

アリは，スウェーデンの前には，ヨルダンやエジプ

トに難民として移住したが，そこでは自分が納得す

る仕事や生活が送ることができなかった。このよう

な背景のもと，アリは，シリアでも近隣のアラブ諸

国でも，自身の将来の可能性や日本語を学ぶチャン

スが失われてしまったことに失望していた。

【インタビューデータ3】ただの難民ではなく，日本

語ができる私（2015年11月6日）

アリ：最初は，あの，ここに来てから，自分の昔も

なくなったね，何も私知らない，ここ私の，こ

この難民になるのに，なりました。アリさんシ

リアにいて日本語とか勉強して大学を卒業し，

誰も知らない。ここに私，新しくしろ。私の歴

史，誰も知らない場所だけど，だからここに来

てちょっと昔のことを見せたかった，この場所

で。やって見せるのはちょっと時間かかる。（中

略）日本語，続けます。私の問題，今，ここに

既に来たとき，時間あると思ったけどそんなに

時間なかった。私の数年後のこと，あの，結構

大きな上のレベルになってからも活かす日本語

を続けるよ，全然。私1,000漢字ぐらいも覚え

てきたけど，まあどうかな，もう1,000漢字も

できるかも。今まで。JLPTのテストもやりた

い，全然やめないよ。やめない，だからこの本

買った。これが私自身を理解してもらうことの

一つ，日本語ができる私ということ見せたい。

ただの難民ではなく。

シリア難民は2012年以降，増加した。国際介入に

よる戦闘の激化や，2014年以降の「イスラーム国」の

台頭を受けて国外への避難人数は加速度的に増加し

た（錦田，2017）。アリが移住したスウェーデンは，

難民に対して「寛容」な国とされ，2015年には，16万

3,000人の難民を受け入れた。スウェーデンでは，人

種や文化的な背景に係わらず，すべての人に平等の

権利，責務，機会を保障することを目的とする「イ

ンテグレーション政策」のもと，労働市場政策，教

育政策，反差別政策などが実施されてきた（藤岡，

2012）。しかし，急増する難民は福祉や医療の大きな

負担になり，近年，移民排斥を唱える極右政党であ

るスウェーデン民主党が，国内で急速に勢力を高め

ており，特に，シリア難民の流入が急増した2014年

11月以降，その支持率は急速に高まり，2015年11月

には19.9％にまで達した（川瀬，2016）。

このような背景のもとスウェーデンで暮らすアリ

の環境は，決して安穏としたものではなかった。ア

リは，スウェーデンに来てから，自分の昔がなくな

り，難民になったと語った。日本語を学び，大学

を卒業したという自分の歴史を知る人がいないス
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ウェーデンで，不特定多数の難民としてではなく，

自分自身を理解してもらうためには時間がかかると

考えていた。そして，アリは，日本語を，自身を表

すものとして意味づけ，難民としてではなく，アリ

という個人として，「日本語ができる私」として理解

してもらうために学ぶことを決意している。

【インタビューデータ4】日本語で信頼を作る（2016

年12月30日）

アリ：それは変な話ではないけど，私，スウェーデ

ンに来てから，この間知ったかもしれないけ

ど，そこに行ってから日本人知らなくて，大変

だった。自然に社会の中に入るのがちょっと難

しくて，（中略）日本人会の祭りでもパーティー

でも参加したり，後で「今年はメンバーが変わ

らなきゃならない」と言われまして，急に，メ

ンバーいなかったから，「アリさんがメンバー

になったらどう」と言われまして，私はなった。

筆者：え，そうなんですか。

アリ：来週はね，ちょっと。今日は私，もう一回勉

強してた，メールのこととか。お雑煮とか，餅

つきとかの言葉とか覚えて。（中略）お雑煮の作

り方とか，やばいですね。

筆者：そんなのみんな，あんまり知らないけどね。

アリ：だから私びっくりした。餅つき，皆さん作れ

ないみたいな感じね。私，杵の担当の人だから。

筆者：そうなんだ。杵の担当。

アリ：杵取りの人。

筆者：すごいですね。何人ぐらい来るの？

アリ：大体130ぐらい。

筆者：すごい，そんなに来るの。全部作るの？ 130 

人のお雑煮。

アリ：参加する人は130人ぐらいで，準備できる人

は10人ぐらい。みんなの分作る。（中略）前日

もあるし，来週の土曜日ちょっと忙しい。そし

て来週の日曜日する。今のうち，メール読んだ

り，翻訳したり。好きじゃない言葉，まだ漢字

に慣れてないから，私も勉強したから，（中略）

だけど，まだ新しいメールでちょっと困るとこ

ろいっぱいある。例えば。（中略）お雑煮の漢字

とか，お雑煮の言葉，知っても，まだ漢字よく

分からなかったから，今，知ってるけど。

筆者：すごく入りこんでますね。

アリ：信頼作るのはちょっと難しかった。けど，何

で日本人の中に信頼作れたか，それは，日本語

でコミュニケーションして，この日本人が日本

人の知り合いにこのこと教えたから。

「ただの難民」ではなく，「日本語ができる私」とい

うことに意義を感じているアリは，日本人との交流

の機会を求めていた。パーティーに参加するなどし

て，日本人コミュニティーに積極的に接触していく

なかで，日本人会のメンバーにまでなり，餅つきや

お雑煮づくりに参加することになった。アリの語り

からは，日本人会への参加を通して，日本語の語彙

や漢字を学んでいる様子がうかがえる。

日本人会は，日本国外に長期滞在する日本人が交

流する場である。基本的に日本人であれば誰でも入

れるものであるが，シリア人のアリが入会し，メン

バーとして活動に参加しているというのは非常に珍

しいケースであると言える。上記の語り以外に，ア

リは，日本人会の会議の議事録をとることも任され

ていると誇らしげに語った。アリは，自身の日本語

によるコミュニケーションにより，日本人からの信

頼を得，国籍を越えた会への十全な参加を実現して

いる。このように，アリは，日本語を学ぶことが困

難な状況の中，自ら日本人コミュニティーに積極的

に関わり，関係を築き上げながら，日本語を学ぶ場

を自ら構築していることが分かる。アリは，国境超

越性をスウェーデンの日本人会に生み出している。

それを可能にしたのは，アリが日本人会のメンバー

からの信頼を勝ち得たからであると言える。

【インタビューデータ5】シリアは家，友達（2017年

1月21日）

アリ：普通のシリアはもちろん悪いところあったけ
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ど，最初は自分の家があった。私いろんな国

行ったけど，最後は自分の家のほうが一番好き

でしょ？普通のシリアは家という意味。普通の

シリアは友達という意味。例えば，たくさんの

人に会ったり，遊んだり，そんなイメージが

あった。もちろん，宗教の問題たまに話したけ

ど，一番大事な問題じゃない。（中略）シリアは

家，友達のある場所という意味

【インタビューデータ6】書類の国籍，感じる国籍

（2017年1月21日）

アリ：私，将来，仕事のため，スウェーデン市民に

なるつもり。スウェーデンの国籍とる（中略）別

に国籍意味がないでしょう？書類のことだけ。

それは，感じることの国籍のほうが大切だと思

う。

筆者：感じることってどういう？

アリ：例えば私，シリア人の感じがありますから，

シリア人の国籍でしょう？

筆者：はい。

アリ：(＃＃＃＃聞き取り不能 )感じること。そんな

ことだと思う。けど他のは，それはただの書類

と思う。

アリは，将来の仕事のためにスウェーデンの国籍

をとり，スウェーデン市民になることを考えてい

る。彼は，国籍を書類の国籍と感じる国籍と表現し，

感じる国籍の方が大切であると語った。感じる国籍

とは「シリア人」を意味する。また，彼にとってのシ

リアとは，【インタビューデータ5】でも語ったよう

に，自分の家であり，友達といった個人的なつなが

りを包含する共同体を意味する。

また，アリは上記の語り以外に随所で「ワタシ」と

いう言葉を使った。アラビア語の「ワタン」は，現在

では「国民／ 民族」や「国家」として翻訳されること

が多い。サーレ（1999）は，ワタンは，本来は，人が

住んだり，やすらぎを得たりするところであり，ま

た家畜が戻る場所という意味を持っていたが，エジ

プトのムスリム啓蒙思想家，タフターウィーとマル

サフィがワタンを「祖国（patrie）の訳語」として採

用し，さらに，エジプトが半植民地化された1882年

以降，『国家』を『ワタン』と訳し，国民国家の議論

を進めていったとする。このように，もともとあっ

たアラビア語のワタンに国民国家の概念を重ね，意

味を転換していった。一方，サーレ（1999）は，タフ

ターウィのワタンの概念は多様であり，彼の著作の

中でのワタンは，人間が生まれ育った地域や故郷の

意味でもよく使われており，「人間が青少年期を過

ごした場所」，「人間が生まれ育ちそこから巣立つ，

そして家族の集いの場所である巣」と記述されてい

ることを指摘している。タフターウィは，国民国家

の議論を進めるために，ワタンの概念を「国家」と

定義する一方で，生まれ育った地域，家族の集いの

場所というように，狭義に意味づけてもいる。アリ

は，タフターウィの後者，自身が生まれ育った地と

して，個人的な経験を重ねた場としてのワタンにシ

リアを重ねている。書類上のスウェーデンという国

籍は自身の将来を発展させるための戦略的な選択で

あり，自身の認める国籍はあくまでもシリアなので

ある。例え，国籍を変えたとしても，自身の故郷が

シリアであると認識する限り，彼の国はシリアであ

り，その国とは，家があり，友達がいる，自身が生

まれ育った場所＝ワタンを意味する。アリの語りか

らは，国家に規定されたものではなく，自らが価値

を置くワタンに自身のアイデンティティを見出して

いこうとする彼のシティズンシップの主体的な選択

が浮かび上がってくる。

【インタビューデータ7】ステレオタイプのイメージ

（2017年1月21日）

アリ：そう。それは一番大きい痛いことだと思う，

スウェーデンにいるうち。例えば，マイノリ

ティーっていうことね，難民で，もちろんどこ

でもいい人と悪い人がいますね。1人の悪いシ

リア人とか，他の悪い難民とか，何か悪いこと

したら，皆さんの難民が悪いと思われていま

す。今は，日本安全だから大丈夫だけど後で戦
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争があったら，例えば，1人のやくざの日本人

誰かがアメリカ人殺したら，日本人アメリカ人

殺すと思われます。皆さんの日本人悪いイメー

ジになってくるみたいな感じ。そんな感じヨー

ロッパに結構あります。悪いシリア人，皆さん

のシリア人悪いと思われてます。だからちょっ

と大変。

筆者：そうだね，全部同じステレオタイプという

か，ステレオタイプで見られることよくありま

すか。

アリ：ある。それは一番嫌だ。けど，そのこと理解

できるから，何かできると思う，頑張ります。

筆者：何かできるというのは？

アリ：例えば外国人に会うと，スウェーデン人でも

会うと，最初はステレオタイプのイメージあっ

ても，ちょっと私に話たら，それは思ったのと

違うみたいな感じになってくる。

筆者：それを頑張ってるってことね。

アリ：うん。

筆者：すごいな。

アリ：分からないけど，そのために近いうち漢字の

勉強一番頑張る。

2015年11月に起きたパリ同時多発テロ，2015年

12月に起きたケルンでの婦女暴行事件，2016年3月

に起きたブリュッセル空港・地下鉄テロ事件では，

実行犯に中東諸国出身の移民や難民が含まれていた

ことから，彼等はテロリスト予備軍として，国内の

治安を脅かし得る潜在的危険分子とみられ，警戒対

象とされることとなった（錦田，2017）。

スウェーデンにもその影響はあった。アリは，ス

ウェーデンで自身がマイノリティーであると感じ，

シリア難民が警戒対象とされていると認識してい

る。そして，シリア難民の悪いイメージやステレオ

タイプを変えたいと考えている。そして，「そのため

に近いうち漢字の勉強一番頑張る」と述べているよ

うに，日本語の漢字の勉強がそれに寄与するもので

あると考えている。

【インタビューデータ8】一人の人間として認めても

らうため（2017年1月21日）

アリ：残念だけど，ここでもどこでも，差別，それ

はあるから，なんていう？私はここで外人，難

民だけど，何にもできない人じゃないよ。ちゃ

んと一人の人間として，認めてもらうため。そ

のためには，日本語を，自分で頑張ってみんな

に見せるしかないでしょ。

アリは差別の現実を語り，「何もできない人」と

してではなく，「一人の人間として認めてもらいた

い」と考えている。そして，そのためには，日本語

を自分で頑張ってみんなに見せるしかないと語って

いる。アリは，ステレオタイプとしての難民や「何

もできない人」としてではなく，一人の人間として

認めてもらうために，日本語を学ぶことを志向して

いると言える。このように，シリア人，難民という

カテゴリーをかいくぐりながら，一人の人間として

自身を認めてもらうために日本語を学び続けている

ことが分かる。

【インタビューデータ9】社会を変える（2017年1月

21日）

アリ：私，弱かったら自分が手伝えないから，強

かったら自分と他，手伝えるようになってく

る。何かしなきゃいけないと思ってる。なんで

もしたほうがいいと思う。メディアは今，とて

も大切で，メディアでたくさんのこと変えれる

と思う。

筆者：そうですね。それを今，考えてるんだね。

アリ：今，考えてる。

筆者：日本語で？アラビア語で？

アリ：日本語でも。日本の国民は大体シリアのこと

知らない。シリアだと ISのイメージしかないか

ら最近。それは残念だけど，だから私，日本語

で何かビデオしたいと思う。

 （中略）もちろん。そのこととか，難民のイメー
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ジとか，その今までの私の人生ということ見せ

たいから。

アリは，「私，弱かったら自分が手伝えないから，

強かったら自分と他，手伝えるようになってくる。

何かしなきゃいけないと思ってる。」と語り，難民

として困難な生活を強いられながらも，常に強くあ

ろうと努め，なんらかの行動をおこす必要があると

考えている。それは，日本語でビデオを作り，メッ

セージを送ることであると語った。このアリの語り

からは，日本語によって難民のイメージを更新し，

自身の人生を発信することにより環境や社会を変え

ていこうと志向する様子が見られる。また，日本語

を，社会を変えうる媒体としてとらえていることが

分かる。

【インタビューデータ10】広い世界で信頼を作る

（2017年1月21日）

アリ：シリア人にとても大変なことは，自分の悩み

とても大きいから，他の人にシリア人のいいイ

メージつくるのが伝えられないと思う。

筆者：そうだよね。

アリ：他の世界の人，シリア人のことどうやって考

えてるか，そんなこと考えないシリア人の頭の

中。そこまで考えられない。シリア人は，移民

した国と元の国のことしか考えられない。考え

られない。例えばここにいる人，いつでも家族

に話したり，兄弟に話したり，そのことしか考

えられない。

筆者：それも仕方ないよね。

アリ：仕方がないからもっと大変，普通のことより

大変。（中略）だから私，いつでも他の人のこと

よく考えてる。イラク人の問題のとき，シリア

人，イラク人の痛み，そんなに感じられなかっ

た。パレスチナ人のときでも同じ問題だった。

（中略）今，自分の問題と他の世界，いろんな世

界の問題，考えてる。そして，やっぱり変えな

いといけない。自分やシリアのことだけ，狭い

ところじゃなくて，広い世界で考える。広い世

界でいろんな人と会って，信頼を作ること。そ

うやって信頼を作る。日本人でも外国人でもス

ウェーデン人でも，実際に私と会って，難民の

ステレオタイプが変わった。一番難しいのは，

信頼つくること。たくさんの人会って，次の人

もっと信頼できて，次の人もっと信頼できて，

最後の人，私にたくさん信頼があった。そう

やって少しずつ，世界を変えていかなきゃ。

上記でアリは，シリアに流入したイラク難民とパ

レスチナ難民について語っている。1948年，パレス

チナにイスラエルが建国したことによって第1次中

東戦争が起き，この戦争で，パレスチナ人が，ヨル

ダン川の西岸およびガザに，また，周辺国であるレ

バノン，シリア，ヨルダンに避難し，パレスチナ難

民となった。また，2003年3月にイラク戦争が勃発

し，イラク情勢が不安定化したことにより，難民が

流出した。ジャパン・プラットフォーム（2018）によ

ると，シリアでは，2006年2月からイラクから大量

の難民がシリア国内に流入し，当時，シリア総人口

の約10％に相当する120～150万人が同国に滞在し

ていたということである。

このような背景のもと，シリアにおいて，イラク

難民やパレスチナ難民の問題は身近なものであった

が，アリは，「イラク人の問題のとき，シリア人，

イラク人の痛み，そんなに感じられなかった。パレ

スチナ人のときでも同じ問題だった」と語り，イラ

ク難民とパレスチナ難民の問題をシリアではあまり

深く考えられなかったと語った。アリは，このよう

に狭い視野でしか問題を捉えられないことを問題と

し，広い視野でものごとを考える必要があると述べ

た。また，広い世界に出ていろいろな人達と出会い，

信頼関係をつくっていくこと，そうすることによっ

て難民に対するステレオタイプを変えていこうと志

向している。アリの語りからは，広い視野でものご

とを考え，多元的な世界に自己を開きながら社会を

変えていこうとする様子がうかがえる。
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5．結論

以上のアリの語りからは，アリにとっての日本語

は，①自身の将来の仕事につながるもの，②国境を

越えた関係性の構築を実現するもの，③一人の人間

として認めてもらうためのもの，④社会や環境を変

えていくもの，であったことが分かる。

アリは，内戦前には，シリアでの日本人観光客の

増加を期待し，観光ガイドとしての日本語を独学で

学んでおり，①自身の将来の仕事につながるものと

して意味づけていた。当時のアリは，将来に対する

期待が持てる環境にあり，望めばいつでも日本語が

学べる状況にあった。しかし，紛争後は，公的に日

本語が学べる場は失われ，アリの夢は閉ざされるこ

とになる。一方で，難民としてスウェーデンに渡っ

た後も，アリは，日本語を学ぶことをあきらめるこ

とはなかった。主体的に日本語を学べる場を探し，

日本人会のメンバーとして，活動に参加するまでに

なった。餅つき大会に参加したり，会議の議事録を

とるなど，会への参加をとおして，新しい日本語の

語彙や漢字を学んでいった。その過程でアリは，日

本語ができる自分に存在意義を見出していった。ま

た，日本人会というメンバーシップの限られた場に

おいて，シリア人である自身の参加を認めさせ，日

本語による，②国境を越えた関係性の構築を実現し

ている。

このように，アリの日本語学習環境や日本語の意

味付けは変化していったが，困難な状況にありなが

らも，日本語を学び続けたもう一つの理由は，③

一人の人間として認めてもらうためであった。ス

ウェーデン社会において，アリは不特定多数のステ

レオタイプ的な難民としてみなされることが多かっ

た。また，差別をされることもあった。アリは，「何

もできない人」としてではなく，日本語ができるア

リという固有性を持ったひとりの人間として認めて

もらうためにも，日本語を学ぶことを決して断念す

ることはなかった。

また，アリは，スウェーデンの国籍を戦略的に選

択しようと志向しながらも，実際には，自身が生ま

れ育った場所としてのシリア＝「ワタン」に価値を

置いていた。この「ワタン」への思い入れは強く，

例え，便宜上，国籍を変えたとしても，自身の心の

中の国籍は変わらないとする。アリのアイデンティ

ティは「ワタン」としてのシリアにある。一方で，難

民となり，物理的に「ワタン」を失った今，新たな居

場所をスウェーデンの日本人会にも見出している。

それは，日本語を学び，日本人会に参加する過程に

おいて築かれていった人間関係の上に成り立ってい

る。また，アリは，メディアを通じ，日本語により

シリアのイメージを更新し，自身の人生を発信しよ

うと考えており，日本語を，④社会や環境を変えて

いくものとして考えていた。

アリは，ある時は，国民国家の枠組みを越え，新

たな関係性を構築し，またある時は，国民国家の枠

組みを利用し，自身の将来の仕事に結び付けようと

戦略的に考える。そして，アリの語る「感じる国籍」

とは，国家に規定されたものではなく，自身の生ま

れ育った場所であるシリアを意味する。アリは，自

身の置かれた環境の時々で，国の意味を柔軟に解釈

しながら，困難な状況を臨機応変に生き抜いてい

る。また，広い視野にたってものごとを考えること

が必要であるとし，多元的な世界に自己を開き，社

会を変えることを志向している。

本事例は，アリが，母語であるアラビア語で

も，使用範囲の広い英語でも，移住地で使われるス

ウェーデン語でもなく，シリアで学んだ外国語であ

る日本語に意義を見出している点が特徴的である。

内戦を経て，難民となったアリにとって，日本語は，

自身の存在意義を認めさせるものであり，自身の将

来を託すことのできるもの，社会を変えうる象徴的

なものへとなっていった。従来のシティズンシップ

の論に新しい視座を加えるとするならば，外国語が

一人の人生に深く関わり，シティズンシップを生成

するための重要な媒体になりうるということであ
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る。その意味でも，言語教育の果たす役割は大きい。

従来，難民の存在は例外的なものとして見なさ

れ，ホスト社会への段階的な同化（または排除）の対

象とされてきた。また，難民の権利は，ホスト社会

やマジョリティ側から付与されてきた。一方で，ア

リは，自身でシティズンシップを生成しながら人生

を切り開いていった。言語や国籍，人種の境界性を

なくし，自身で共同体への帰属を選択している。こ

のアリの事例からは，国籍に制約されることなく，

共同体への帰属や言語を主体的に選択し，多元的な

世界に自己を開くことで社会を変えていこうとする

アリのシティズンシップの在り様が見えてくる。そ

れは，外側から規定されたものではなく，自身の置

かれた状況を生きる中で，自ら生成した権利である

と言える。

現在，シリア出身の日本語学習者は，日本語学習

を継続することが困難な状況にある。長引く紛争の

中，シリアに留まり，日本語を学び続ける「忘却さ

れた日本語学習者」，シリアを離れ，難民として外

国で生活しながら，自身で日本語を学び続ける学習

者が他にも存在している（市嶋，2017，2018）。しか

しながら，このように困難な状況に置かれた日本語

学習者の実態はほとんど議論されることはない。今

後も，アリのような学習者の実態を明らかにし，言

語教育として何ができるのかを考えていく必要があ

る。また，教室での学びを終えた後，学習者はその

学びをどう活かしているのかを考察することも言語

教育として重要な課題であると考える。アリのシ

ティズンシップは，教室での学びによって育まれた

とは言い難い。学んだ日本語を自身の置かれた状況

の中でどう活かしていくか，その実態は一人一人異

なるものである。今後も，アリのような移動を余儀

なくされた学習者に注目し，個々の学びを明らかに

した上で，言語教育として何ができるのかを考えて

いきたい。

今回，難民として日本語を学ぶアリのシティズン

シップを考えることで，言語教育として考えるべき

方向性が見えてきた。それは，社会的状況により日

本語を学ぶことが困難な状況にある学習者を支える

ための言語教育環境の構築である。学習者が多様化

する中，語彙や文法といった限定された日本語能力

の育成だけではなく，より包括的な，生きるための

言語教育の在り方を考えていく必要がある。このよ

うな言語教育を実現するためには，具体的にどのよ

うな実践が可能かを考えていくことが，今度の課題

として残される。

文献

青山弘之（2012）．『混迷するシリア―歴史と政治

構造から読み解く』岩波書店．

秋山信一（2015年8月18日）．内戦泥沼化，教師は退

避―日本語教育危機に大学，学科募集を停

止『毎日新聞（夕刊）』．

市嶋典子（2016）．平和構築への市民性形成―シリ

アの日本語教師，日本語学習者の語りをてが

かりに．細川英雄，尾辻恵美，マリオッティ，

M.（編）『市民性形成とことばの教育―母

語・第二言語・外国語を超えて』（pp. 151 - 

188）くろしお出版．

市嶋典子（2017）．内戦，国家，日本語―シリアの

日本語学習の語りから『現代思想（特集：いま

なぜ地政学か―新しい世界地図の描き方）』

45(18)，236 - 245．

市嶋典子（2018）．海外における日本語普及政策の

展望と課題―A prospect and obstacles on 

promotion policy of oversea Japanese-language 

education. Journal of Policy Studies（総合政策

研究），57，151 - 154．

大野順子（2014）．シティズンシップ概念の変容―

マーシャルのシティズンシップ概念をめぐっ

て『京都ノートルダム女子大学研究紀要』44，

89 - 100．

オスラー，A.，スターキー，M.（2009）．清田夏代，

関芽（訳）『シティズンシップと教育―

変容する世界と市民性』勁草書房．（Osler, 

A., & Starkey, H. (2005). Changing citizen-



85

『言語文化教育研究』17（2019）

ship: Democracy and inclusion in education. 

Maidenhead: Open University Press.）

春日芳晃（2015年5月30日）．内戦のシリア「もっ

と日本語学ぶ機会を」―ダマスカス大『朝

日新聞デジタル』．https://www.asahi.com/

articles/ASH5X5SBGH5XUHBI02X.html

川瀬正樹（2016）．スウェーデンにおける移民の流

入と居住分化―イェーテボリを事例として

『修道商学』57(2)，96 - 120．

木前利秋，亀山俊朗，時安邦治（編）（2011）．『変

容するシティズンシップ―境界をめぐる政

治』白澤社．

国際協力事業団（1998）．『シリア国　国立計測標

準研究所フェーズ2―巡回指導調査団報告

書』．http://open_jicareport.jica.go.jp/600/600/ 

600_313_11527850.html

国際協力機構（1999年8月）．『国際協力事業団25年

史―人造り国造り心のふれあい』．https://

libopac.jica.go.jp/images/report/P0000043875.

html

国際協力機構（2019年8月）．『シリア平和への架け

橋・人材育成プログラム』．https://www.jica.

go.jp/syria/office/others/jisr/

国際交流基金（2015）．『海外の日本語教育の現状

―2015年度日本語教育機関調査より』国際

交流基金．

国際交流基金（2017a年12月）．『日本語教育―

国・地域別情報：シリア2017年度』．https://

www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/area/

country/2017/syria.html

国際交流基金（2017b年12月）．『日本語教育―

国・地域別情報：エジプト2017年度』．https://

www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/area/

country/2017/egypt.html

サーレ・アーデル・アミン（1999）．『エジプトの言

語ナショナリズムと言語認識―日本の「国

家形成」を念頭において』三元社．

ジャパン・プラットフォーム（2008年7月11日）．

『イラク難民人道支援（シリア）』．

 https://www.japanplatform.org/programs/

iraqi-refugees-syria/

総務省（2017年7月）．「アラブの春」とソーシャル

メディア『情報通信白書平成24年版』．http://

www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/

ja/h24/html/nc1212c0.html

難民支援協会（2017年1月）．『特集：シリア難民は

いま―400万人を超えたシリア難民。欧米

諸国，日本の受入れ状況は？』．https://www.

refugee.or.jp/jar/report/2015/09/01-0000.shtml

錦田愛子（2016a）．序章『移民／難民のシティズン

シップ』（pp. 3 - 11）有信堂．

錦田愛子（2016b）．「再難民化」するパレスチナ人

―繰り返される移動とシティズンシップ

『移民／難民のシティズンシップ』（pp. 154 - 

178）有信堂．

錦田愛子（2017）．中東地域からの移民／難民をめ

ぐる動向と展望（特集：中東地域の現実と将

来展望―「アラブの春」を越えて）『アジ研

ワールド・トレンド』256，46 - 47.

フォークス，K.（2011）．中川雄一郎（訳）『シティズ

ンシップ―自治・権利・責任・参加』日本

経済評論社．（Faulks, K. (2000). Citizenship. 

Routledge.）

藤岡純一（2012）．スウェーデンにおける移民政策の

現状と課題『社会福祉学部研究紀要』15(2)，

44 - 55．

細川英雄（2012）．『ことばの市民になる―言語文

化教育学の思想と実践』ココ出版．

細川英雄（2016）．市民性形成をめざす言語教育とは

何か『リテラシーズ』18，44 - 55．

マーシャル，T. H.，ボットモア，T.（1993）．岩崎信

彦，中村健吾（訳）『シティズンシップと社会

的階級―近現代を総括するマニフェスト』

法律文化社．（Marshall, T. H., & Bottomore, 

T. (1992). Citizenship and social class. Pluto 

Press.）



86

シリア出身の日本語学習者の日本語に関する意識とシティズンシップの動態　市嶋典子

宮島喬（2002）．「新しい市民権」と地域市民権―フ

ランスの移民新世代の国民化と市民化『応用

社会学研究』44，1 - 13．

山﨑望（2016）．帝国におけるシティズンシップ『移

民／難民のシティズンシップ』（pp. 226 - 247）

有信堂．

Aoyama, H., Takaoka, Y., Hamanaka, S., Imai, K., 

Suechika, K., Nishikida, A., . . . Mizobuchi, M. 

(2019). Report of simple tally of “Middle East 

public opinion survey (Syrian internally dis-

placed persons 2018).” Contemporary Middle 

East Political Studies in Japan.net Report, 46, 1 

- 67. https://cmeps-j.net/archives/2592

OCHA (2019 ). Humanitarian Needs Overview 

2019 . UN Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs. https://www.ochaopt.

org/sites/default/files/humanitarian_needs_

overview_2019.pdf

Schmal, P. C., Elser, O., & Scheuermann, A. (2016). 

Making Heimat: Germany, arrival country. 

Berlin: Hatje Cantz.

Soysal, Y. N. (1994). Limits of citizenship: Migrants 

and postnational membership in Europe. 

University of Chicago.



87

http://alce.jp/journal/  ISSN：2188-9600

Special issue on Language and Cultural Education for Citizenship

Article

Change of awareness about Japanese language and citizenship  
of a Japanese language learners from Syria

Interview of a Japanese language learner  

who had moved to Sweden as a refugee

vol. 17 (2019) pp. 71 - 87

ICHISHIMA, Noriko*

Global Center for Higher Education, Akita University, Japan

Abstract

This study is to analyse the change of awareness about Japanese language and citizenship 

of a Japanese language learner “Ali” (pseudonym) from pre-conflict era to post-conflict 

era, who had moved to Sweden as a refugee, through interview data. The researcher 

conducted the interviews from March 2011 to January 2017, before and after the start of 

the Syrian crisis. During the interviews, “Ali” indicated that Japanese language would 

(1) enhance his future job opportunity, (2) achieve the development of his cross-border 

relationship, (3) gain recognition as one human being, and (4) change the society and his 

surroundings. In addition, “Ali” was strategically planning to establish the new relation-

ship which surpass the nation state framework, while utilise the nation state framework 

to broaden prospect of his future career. He also flexibly implicated boundaries of lan-

guage, nationality, and ethnicity to seek improvement of his surroundings, and develop 

citizenship. This finding leads to the conclusion that the foreign language would play an 

important role in individual’s life and became an effective tool to develop their sense of 

citizenship.
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