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技能実習生の境界意識の変容と
地域の日本語教室に参加することの意味
ある中国人技能実習生の語りから
村田

竜樹 *

（名古屋大学大学院人文学研究科）

概要
本稿は，技能実習生として来日し，地域の日本語教室に参加していた中国人技能実習
生ジョさんのライフストーリーである。ジョさんがどのように実習生活における困難
に対処してきたのか，その過程でどのように境界や価値観が変容したのか，そして技
能実習生活に地域の日本語教室への参加がどのような意味を持っていたのかについ
て，ジョさんの語りから分析した。その結果，ジョさんは実習生活の中で，
「子どもみ
たい」なわがままな自分から，価値観の相違を前提とし同じ目的に向けて理解し合う
「大人しい」自分へと変容していた。また，ジョさんは職場で生じる問題に能動的に関
与しており，その過程は，分断された職場を変革していく水平的学習の過程であった。
その中で，
地域の日本語教室と職場間の越境は「一人の人間として」他者と関わろうと
するジョさんの実習生活そのものを支えており，職場を変革する水平的学習を支える
ものであったことが明らかになった。
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1．問題の所在

能実習制度も，そのような不足する働き手の確保と
いった動きの中に位置づけることができるだろう。

近年，不足する働き手として外国人人材を活用し

2019 年末時点での外国人技能実習生は 410,972 人に

ようとする動きが活発化している。新たに「特定技

上り（法務省，2020），彼ら彼女らに対する日本語支

能」の在留資格が新設され，2019 年 4 月より施行さ

援の必要性も高まっている。そしてその受け皿の一

れるなど，働き手が不足する分野を中心に労働力を

つとなっているのが地域の日本語教室（以下，日本

確保するための法整備が進められ，状況は目まぐる

語教室）といえる。筆者がボランティアとして参加

しく変化している。従来から行われている外国人技

している日本語教室（以下，A 日本語教室）にも多く
の技能実習生が参加している。A 日本語教室には毎
回 20 名程度の外国人参加者が教室に来ているが，そ
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の 8 割程度が近隣企業の技能実習生であるなど，参

修・技能実習制度」のものとが混在している。本稿

加者に占める技能実習生の割合が高い。一方で，馮

では，先行研究と本稿の研究目的との関わりを重視

（2013）によると，技能実習生は受け入れ企業外部の

し，2010 年まで施行された「外国人研修・技能実習

日本人と触れ合う機会が少なく，日本語学習に興味

制度」の下で行われた先行研究も含めて記述するこ

を示さない技能実習生もいるという。A 日本語教室

ととする。

に参加する技能実習生に話を聞いても，生活のほと

2．1．技能実習制度の概要

んどの時間を同じ会社で実習を行う技能実習生と過
ごしており，また仕事の際に日本語をほとんど必要
としないとの声が頻繁に聞かれる。そのような状況

ここでは，2010 年以降の技能実習制度について概

においては，馮（2013）の指摘の通り，日本語学習

観する。2010 年以降の技能実習制度は，それまでの

や日本語教室への参加に興味を示さない技能実習生

「外国人研修・技能実習制度」に代わる形で 2010 年 7

も一定数存在すると考えられる。では，日本語教室

月に施行された。「外国人研修・技能実習制度」との

に参加する技能実習生はどのような目的で日本語教

大きな変更点として，
「技能実習」の在留資格が設け

室に参加しているのだろうか。また，日本語教室は

られたことや，一年目から技能実習生として実習を

彼ら彼女らの技能実習生活においてどのような意味

行うことができ企業との雇用関係が結ばれる点が挙

があり，教室に参加することが，技能実習生活とど

げられる。髙宅（2018，p. 130）によるとこのような

のように関わっているのだろうか。本稿はそのよう

変更は , 2010 年まで施行された「外国人研修・技能

な問いを出発点とするものである。

実習制度」において依然として研修生 を低賃金労働

1

本稿は，東海地方の水産加工会社で 3 年間技能実

者として扱う企業と研修手当を事実上の報酬として

習を行い帰国したジョさん（仮名）のライフストー

働こうとする研修生が後を絶たなかったことなどが

リーである。技能実習生として来日したジョさんが

背景にあるという（髙宅，2018，pp. 91-155）。また，

どのように実習生活を充実させようとしたのか，具

2016 年には『外国人の技能実習の適正な実施及び技

体的にはジョさんがどのように越境に伴う困難を乗

能実習生の保護に関する法律（技能実習法）』が成立

り越えたのか，その結果どのように価値観が変容し

し，2017 年 11 月に施行され，技能実習の適正な実施

たのか，そのような実習生活に日本語教室がどのよ

と技能実習生の保護などが定められた。外国人技能

うに関わっていたのかについて，当人の実習生活と

実習制度について，法務省はその目的を「技能実習

日本語教室に対する意味づけから明らかにする。

制度は，我が国で培われた技能，技術又は知識の開
発途上地域等への移転を図り，当該開発途上地域等

2．先行研究と研究の視点

の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目
的として創設された制度」（『技能実習の適正な実施

本章では，外国人技能実習制度（以下，技能実
習制度）を概観した後，本稿に関わる先行研究を示

1

す。なお，本稿は「技能実習」の在留資格が設けら

2010 年まで施行された「外国人研修・技能実習制度」

は，1 年目に「研修」の在留資格で研修を行い，2 年目
からは「特定活動」の在留資格で技能実習を行うもので

れた 2010 年以降の技能実習制度に関する研究であ

あった。研修生は研修期間中に就労活動の報酬を得るこ

るが，先行研究では 2010 年以降の技能実習制度の下

とはできないが，企業は研修手当を支給することが可能

で行われた調査と 2010 年まで施行された「外国人研

であった。
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及び技能実習生の保護に関する基本方針』2017）で

取される低賃金労働者−搾取する日本企業」という

あるとしている。このように技能実習制度は，開発

対立構造では捉えきれない技能実習生のあり様を示

途上地域への貢献という名目で行われている。一方

すことができるだろう。

で，
「その実態は明らかに低賃金労働力供給である」

2．2．研修生，技能実習生に関する先行研究

（小井土，上林，2018）といった指摘も多くなされて
おり，技能実習制度には制度として致命的な問題が
あるとの認識を多くの研究者やジャーナリストが抱

研修生や技能実習生の日本語学習に焦点を当てた

いていることは周知の事実であろう。しかし現状に

研究として，溤（2013），栄（2016，2018）が挙げら

おいては，この技能実習制度が少子高齢化が進む国

れる。溤（2013）は中国人研修生・技能実習生の日本

内の労働力不足を緩和する一翼を担っている。この

語習得の実態と日本社会・日本人との関わり方，そ

制度では，
「技能実習 1 号」と「技能実習 2 号」，「技

こで生じる問題について把握するために参与観察と

能実習 3 号」の在留資格が設けられており，技能実

聞き取り調査を行った。そして，日本人と中国人研

習の 1 年目が「技能実習 1 号」
，2 年目と 3 年目が「技

修生・技能実習生間の人間関係の悪化が，日本語学

能実習 2 号」
，4 年目と 5 年目が「技能実習 3 号」と

習意欲の低下につながり，日本語能力の欠如がます

2

なっている 。そのため技能実習生は最大 5 年間の実

ます深刻化するという悪循環が生じること，一方で

習の後，帰国することとなる。

受け入れ企業内部だけでなく外部の日本人と交流す

技能実習制度に対しては，それまでの制度も含め

る契機があると日本語学習意欲が高まり，日本語能

制度的問題点を指摘する声が多い（守屋，傅，2011，

力の向上に貢献することを指摘している。溤（2013）

pp. 140-164；上林，2002，pp. 69-96）。また，従来か

では，日本語習得や日本語能力を中心に議論してい

ら技能実習生は「搾取される低賃金労働者−搾取す

るため，企業内外の日本人との関わりが持つ意味に

る日本企業」という対立構図に置かれ，受動的な存

ついてさらに掘り下げる余地があるが，これらの指

在として捉えられることが多い（王，2018）。その構

摘を踏まえると，企業内外の他者との関わりが持つ

図や制度的問題の存在を否定するつもりはないが，

意味は大きく，実習生活に大きく影響すると考えら

日本語教育の必要性と実質的就労か否かは本来，無

れる。そのため，職場コミュニティに参加する過程

関係なものである（佟，浅野，2001）。また，
「搾取さ

での他者との関わり方や職場以外のコミュニティへ

れる低賃金労働者−搾取する日本企業」という対立

の参加の意味についても明らかにする必要があると

構造に囚われることで，技能実習生の多様性が不可

考える。栄（2016）は，日本語が上達した中国人研

視化され，技能実習生 = 搾取される低賃金労働者と

修生の日本語学習へのアプローチから，彼ら彼女ら

して本質化されることにつながる恐れがある。その

の学習状況を理解することを目的とし，ケーススタ

ため本稿では，制度的な問題点について議論するこ

ディの手法で分析を行っている。その結果，研修生

とを目的とはせず，ジョさんの技能実習生活におけ

の日本語学習において，自分なりに自律学習を行う

る能動性に着目する。技能実習生としての彼ら彼女

ことが学習の継続と上達への重要な鍵であること，

らの越境の意味について明らかにすることは，「搾

日本語学習には研修生活の中のストレスの軽減，精

2

神的自由の獲得，将来への自信を育てるなどの意義

外国人技能実習制度は，企業単独型と団体管理型と

があることを明らかにした。また栄（2018）は，あ

でさらに「技能実習 1 号イ」
，
「技能実習 2 号イ」
，
「技能実

る中国人技能実習生がどのように日本語を勉強した

習 1 号ロ」，「技能実習 2 号ロ」などに分けられる。
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のか，また日本語学習の動機づけがどのように変化

重要である」
（pp. 17-18）ことを指摘している。御舘

したのかを明らかにするために，日本語能力試験の

（2007）の指摘を踏まえると，日本語教室に参加する

N1，N2 に合格していない中国人技能実習生 H さん

技能実習生の日本語教室への意味づけを明らかにす

を対象に質的ケーススタディ調査を行った。その結

るためには，彼ら彼女らの実習生活を詳細に捉えた

果，日本語ができなくても困らない環境と自分の日

うえで，その実習生活と日本語教室との結びつきに

本語レベルに満足していたことが，日本語学習をあ

ついて考える必要があるのではないだろうか。

まりしなかった理由であることを明らかにした。栄

2．3．研究の視点：越境における境界

（2016，2018）は，これまでの研究が制度的な問題点
を中心にするものであるなかで，日本語学習が実習
生活においてどのような意味を持つのかについて記

2．1．と 2．2．で述べたように，これまでの研究で

述されている点で示唆的である。一方，技能実習生

は制度的な問題を指摘するものや，日本語学習に焦

の日本語学習に焦点を当てているため，技能実習生

点をあてたものは見られるが，技能実習生のコミュ

が技能実習という移動の経験のなかでどのようなコ

ニティへの参加過程やそれに伴う困難，価値観の変

ミュニティ間，状況間のギャップや困難に直面し，

容といった過程に焦点を当て，日本語教室との関わ

どのように対処したのかなどといった実習生活の過

りについて検討したものは管見の限り見当たらな

程は射程外であり，十分に明らかにはされていな

い。技能実習生はそれぞれの国から来日し，実習を

い。

行う。それは今まで参加していたコミュニティや状

研修生・技能実習生と日本語教室との関わりに焦

況から異なるコミュニティや状況へと移動し参加し

点を当てたものに小松（2011），御舘（2007）がある。

ていくことを意味し，その参加過程では多かれ少な

小松（2011）は日本語教室で日本語学習を続ける技

かれコミュニティや状況間でのギャップや困難が生

能実習生の実態について，関係者に聞き取り調査を

じると考えられる。そして技能実習生はそのような

するなかで，従来の「技能実習生の日本語教育」の

ギャップや困難に直面しながらも，実習を進めてい

ありかたをめぐる議論が，来日前後の集合研修を中

かなければならない。日本語教室に参加する技能実

心とした極めて限定的なものにとどまっていること

習生の日本語教室への参加目的は多様であると考え

を指摘している。御舘（2007）は，日本語教室に参加

られるが，何らかの形で実習生活を充実させるため

する研修生へのインタビューを通して，研修生とし

に参加していることが考えられる。またどのような

ての自己の位置づけと日本語学習の意味について分

目的であれ日本語教室はそのような彼ら彼女らの越

析した。その結果，個々の研修生において，現在の

境の経験に包含されており，切り離せるものではな

生活や将来の描き方，日本語学習の位置づけ，自己

い。彼ら彼女らにとっての日本語教室の意味を捉え

のカテゴリーの位置づけが相互に関連し，包括的に

るためには，彼ら彼女らの職場コミュニティへの参

「自己」が構築されていることを明らかにした。そし

加のあり様をも視野に入れる必要があると考える。

て，
「研修生にとっての ﹁日本語﹂ や ﹁日本語学習﹂

本稿では，これらを明らかにするための研究の視点

とは，彼女たちの個人史や研修制度や現在の研修生

として「越境（boundary crossing）」の概念を用いる。

活といった社会的状況と無関係ではいられない」
（p.

ここでいう越境とは，元々 Engeström et al.（1995）

17）ため，
「日本語教室を訪れる人が抱えるさまざま

が使用した用語であり，異なる文脈間の境界を越え

な歴史的・制度的・社会的文脈に目を向けることが

ることを指す。Engeström et al.（1995）は，職場な
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どにおける従来の学習や熟達の議論が，ある文脈に

「ハイブリダイゼーション」である（p. 41）。そして

おける比較的安定した実践や活動を前提としている

コミュニティ間や状況間には境界が生じており，そ

ことを指摘し，そのような安定した実践や活動の中

れは単に自集団と他集団とを切り分けるものだけで

で専門的な知識やスキルに熟達し有能になっていく

なく，上司と部下，古参と新参といった階層間の他，

ような学習のプロセスを垂直的学習と呼んでいる。

行政と住民，専門家と非専門家など，いたるところ

一方で，部署間やチーム間など異なる文脈に身を置

で生じるものであるという（p. 36）。また境界の特徴

く者が境界を越え，協働的に問題を解決しようとす

として，固定的ではなく強弱や質や意味は実践の中

る際には，知識やスキルに熟達し有能になっていく

で変容する（境界変容），複数の境界があちこちで生

といった垂直的な見方では捉えられない学びが生じ

まれ交差し，立場や視点によって異なる意味づけが

ているといい，このような越境による学びを水平的

なされる（多重境界性），問題を生むが必要でもある

学習と呼んでいる。そして，垂直的学習だけでなく

（境界の根源的矛盾），人間活動のなかで構成され，

水平的学習に着目する必要性を説いている。また，

人びとの手によりつくり変えることができる（境界

青山（2015）は Engeström et al.（1995）の議論から，

の構成と変容）といった点が挙げられるという（pp.

水平的学習について「何かに熟達するプロセスとは

36-38）。すなわち越境とは，
「境界の解消過程という

違って，ものの見方が変わるプロセスであり，さら

よりむしろ，古い境界から新しい境界への組み換え

には自分自身のあり方が変わっていくプロセス」
（p.

（境界の再編成）や，新たな境界の生成，境界の質や

20）であると述べている。このように，越境による

意味や強度の変化などを含む，境界変容の過程」
（香

学びとは，特定の実践や活動を通した知識やスキル

川，2011，p. 615）と捉えることができる。このよ

の獲得ではなく，境界を越え他者と協働することに

うな越境や境界などの概念を技能実習生の文脈で解

よって生じるものであり，ものの見方が変わり自ら

釈する場合，次のように説明できる。母国の企業か

も変容していくプロセスであるといえる。以下，こ

ら日本の実習先の企業への移動では，日本語の問題

の越境について香川（2011，2015）を中心に述べる。

や仕事のやり方といった点で，今までのやり方が通

香川（2015）によると越境とは「人やモノが複数の

用しないことがあるだろうし，実習先の作業グルー

コミュニティをまたいだり，異質な文脈同士がその

プ間や，日本人社員と実習生とで作業が分けられて

境界を越えて結びついたりする過程を，さらには，

いる場合は，何か問題が生じた際に境界を越えて問

そこで起こる人々やモノの変容過程」
（p. 35）を意味

題を解決しなければならないこともあるだろう。ま

する。また香川（2015，pp. 35-64）によると，越境

た，日本語教室に参加することになれば，日本語学

には 3 つのタイプがあるという。1 つ目が，学校から

習などの何らかの目的のために 2 つのコミュニティ

職場へといった時間的に前後するかたちで複数のコ

を物理的に越境するといえる。その中で，技能実習

ミュニティや状況間を移動する「状況間移動」であ

生は様々な困難を経験しながらも，それを解消しよ

る。2 つ目が，現在直接参加しているコミュニティや

うとし，学びを得ていくと考えられる。このような

状況での目的を達成するために，他の状況にアクセ

過程においては，単に技能実習生個人の知識やスキ

スする，もしくは別の状況での目的を達成するため

ルの獲得といった垂直的な学びによって問題が解消

に，ある状況に参加する過程を意味する「手段的横

されると考えるだけでは不十分であり，境界を越え

断」である。3 つ目が，異質な文化が同じ時間や場所

て，もしくは境界を変容させながらどのように問題

で交わり，新たな実践やモノや知識を創造していく

を解消するのかといった水平的な学びの視点から彼
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ら彼女らの実習生活を捉える必要があるのではない

をあわせて全体的に，その人自身の経験から社会や

だろうか。

文化の諸相や変動を読み解こうとするもの」（桜井，

このように技能実習生は，実習過程で様々な越境

2002，p. 14）である。また三代（2015）によると，ラ

やそれに伴う境界に出会うことが予想される。そし

イフストーリーとは「調査者と調査協力者の相互行

て，そのような境界を変容させていくことによっ

為によって〈いま−ここ〉で構築されるストーリー」

て，実習生活を充実させ，学びにつなげていく。彼

であり，「そのストーリーがいかにして構築された

ら彼女らへの支援を考える際には，このような実習

のかという視点から語りを理解し，社会的現実の主

生活における彼ら彼女らと境界との関係性，関係性

観的構成に迫る」
（p. 3）ものである。本稿は，技能実

の変容に伴う価値観の変容を明らかにすることが必

習生であるジョさんが実習生活という越境の経験を

要であると考える。そのため，本稿は香川（2011，

どのように捉えているのか，そしてそのような実習

2015，pp. 35-64）の越境の捉え方に依拠し，ジョさ

生活や日本語教室への参加にどのような意味づけを

んの実習生活における境界に着目し，論を進めるこ

行っているのかについて明らかにするものである。

ととする。

そのため，ライフストーリー研究法を用いることが
適当であると判断した。

3．研究課題と研究方法

ライフストーリー研究法において調査協力者の語
りとは「かならずしも語り手があらかじめ保持して

3．1．研究課題

いたものとしてインタビューの場に持ち出されたも
のではなく，語り手とインタビュアーの相互行為を
通して構築される」
（桜井，2002，p. 28）ものである。

これまでの研究では，技能実習制度の制度的問題
点を指摘するものが多かった。また，日本語教室と

これらを踏まえ本稿ではライフストーリーについ

の関わりを含めた技能実習生の実習生活における越

て，調査協力者の文化的，社会的文脈に内包された

境についての議論は十分でない。そのため本稿で

経験とその意味が調査協力者と調査者の相互作用に

は，越境における境界に着目し，ジョさんがどの

よって構築されるものと捉える。これにより，ジョ

ように実習生活におけるコミュニティや状況間の

さんの実習生活という経験を掘り下げて記述するこ

ギャップや困難に対処してきたのか，その過程でど

とによって，技能実習生の越境に伴う境界や価値観

のように境界や価値観が変容したのかについて明ら

の変容，そして日本語教室の関わりについて明らか

かにする。そのうえで日本語教室がジョさんの実習

にできると考える。

生活にどのように関わっていたのかについて明らか

3．3．筆者との関わりと調査概要

にすることを研究課題とする。

3．2．ライフストーリー研究法

ジョさんは，東海地方の水産加工会社で 3 年間技
能実習を行った。ジョさんは，20 代の中国人女性で，

本稿は，3．1．の研究課題を明らかにするため

2015 年から 3 年間技能実習を行った後，帰国した。

に，ライフストーリー研究法を用いる。桜井（2002）

ジョさんと筆者は，ジョさんが技能実習 3 年目の際

によると，ライフストーリー研究法とは「個人がこ

に帰国するまでの最後の半年間程度，A 日本語教室

れまで歩んできた人生全体ないしはその一部に焦点

で一緒に活動をしていたことがある。
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ジョさんが参加していた A 日本語教室は，市の国

た技能実習生で，ジョさんのように継続的に日本語

際交流協会が主催している日本語教室である。主な

教室に参加し，日本語で問題なくコミュニケーショ

外国人参加者は近隣の企業で働く技能実習生である

ンができるまでに至った技能実習生はほとんどいな

が，その他にも日本人の夫を持つ配偶者や近隣大学

い。そのため，ジョさんの語りを聞くことで，日本

の留学生なども参加している。国籍は中国やベトナ

語教室への参加や技能実習生活の意味づけを明らか

ムなどの参加者がほとんどである。A 日本語教室は，

にできるのではないかと考えた。ジョさんは既に帰

1 年を通して基本的に第 1，第 2，第 3 日曜日に公民館

国しているため，インタビューはビデオチャットを

の部屋を借りて開催されている。活動内容は特に決

用いて行った。ジョさんは N1 に合格しており，日

3

まっておらず，学習者 が持参した教科書を使ったり

本語でのコミュニケーションにほとんど問題がない

日本語能力試験の勉強をしたりするなど各グループ

ため，インタビューは基本的に日本語で行った 。イ

で異なっている。また，基本的に 1 名のボランティ

ンタビューは 2019 年 9 月に 1 時間半程度行い（1 回

アが 2 〜 3 名の学習者を担当するなど少人数で行わ

目），2019 年 10 月に 1 回目の内容の確認や聞きもら

れるが，ボランティアと学習者の人数によっては，1

したことを中心に再度 1 時間半程度行った（2 回目）。

名のボランティアが 6 〜 8 名程度の学習者を一度に

本稿はこれらインタビューのトランスクリプトを主

担当する場合もある。筆者は A 日本語教室に 2018 年

な分析対象とする。また，その他チャットなどで補

の冬から現在に至るまで一ボランティアとしてほと

足的に聞いた内容も分析対象とする。なお，インタ

んど毎回参加しており，ジョさんとも A 日本語教室

ビューを依頼する際に口頭で調査概要や個人情報の

で知り合った。

取り扱い，調査はいつでも中止できる旨などを説明

5

ジョさんは筆者が A 日本語教室に初めて参加した

した。またインタビュー開始前に研究について再度

ときに担当した学習者である。筆者とジョさんが出

口頭で説明し調査協力書のサインを確認した後，イ

会った当時，ジョさんは日本語能力試験 N1 の合格

ンタビューを開始した。

を目指していた。その後ジョさんが帰国するまでの

4．結果

半年間程度，マンツーマンで試験対策やおしゃべり
4

などの活動を行っていた 。また，ジョさんが帰国し
た後もチャットアプリで連絡を取り合うなど，関係

まず，ジョさんの来日までの経緯についてまとめ

を継続している。ジョさんに調査協力をお願いした

ておく。ジョさんは当時住んでいた村で技能実習

理由として，ジョさんが実習生活を通じて継続的に

生 の募集が掲示されていたことから，技能実習制

日本語教室に参加していたこと，日本語でのコミュ

度を知った。もともと日系企業で働いていた経験も

ニケーションにほとんど問題がなく，N1 に合格する

あり，日本に対する興味があった。ジョさんがこの

6

までに至ったことなどが挙げられる。筆者が出会っ
5

筆者が少し中国語を理解できるため，中国語が混ざ

ることもあった。
3

本稿では A 日本語教室の活動や教室内に流通する呼

6

称を考慮し，日本人参加者と外国人参加者について，便

ジョさんは語りのなかで，自身を研修生と呼んでい

る。ただし制度上はジョさんは技能実習生であるため，

宜的にそれぞれをボランティアと学習者と呼ぶことと

本稿ではジョさんの語りとその引用部分については研

する。

修生のままにし，それ以外の記述では技能実習生もしく

4

は実習生と表現する。つまりこれ以降の研修生と技能実

その後，帰国直前に受験した日本語能力試験でジョ

習生（実習生）は同様の意味で使用する。

さんは N1 に合格した。
148

『言語文化教育研究』18（2020）

制度を利用して日本へ来ようと思ったのは，主に次

で実習を始めたジョさんは，毎朝 5 時 45 分から 8 時

の 3 つの理由からである。1 つ目は，日本語を勉強し

まで水産加工の実習を行い，その後近くの公民館へ

たいと思っていたこと，2 つ目は，日本のいろいろ

移動し，9 時から 5 時まで日本語研修を受けていた。

なところを旅行したいと思っていたこと，3 つ目は，

日本語研修は商工会が実施しているもので，教師も

日本で働いてお金を稼ぎたいと思っていたことであ

商工会の日本人だったという。そこでは，日本で生

る。その際に，ジョさんが留学ではなく実習を選ん

活を送るうえで必要になる日本語や生活のルールな

だのは，日本の職場を見たいという思いや留学より

どが扱われた。そしてジョさんは，来日前の日本語

もお金が稼げると考えていたからである。

研修と比較し，日本での日本語研修が役に立ったと

ジョさんは来日前に 3 か月間，同じように技能実

感じている。それは，日本での日本語研修は既に日

習生として来日する予定の中国人 20 名程度と共に

本におり，日本人と関わることができる環境の中で

日本語研修を受講した。日本語研修では中国で広く

行われるものであり，自分の生活で役に立つ言葉と

使用されている文法積み上げ式のテキストを使って

そうでない言葉を自分で選択できるからである。ま

五十音から日本語を勉強した。また，来日後にはさ

た，日本での日本語研修は地元に住む人々が使用す

らに 1 か月間，日本語研修を受けた。この研修では，

るような表現を使って進められたことも役に立った

日本で生活する際に必要な日本語やルールなども扱

と感じている。

われた。ジョさんが A 日本語教室に参加することに

ジョ（160）：なんで，なんで日本で勉強して一か月

なったのは，日本語研修を修了した際，日本語学習

の勉強は役に立ったというと，もう日本，もう

を続けたいと言ったジョさんに対して実習先の社長

日本，日本いますから，あのー勉強して使う，

が A 日本語教室を紹介したからである。その後ジョ

使う，日本の人たちと，付き合っての中に使う

さんは，一時期参加しない期間があったものの，継

ことできるから，よく覚えます。あのー，何が

続的に A 日本語教室の活動に参加していた。以下，

役に立つ，何が役にはあまりた，何があまり使

ジョさんのライフストーリーについて記述する。そ

わないと選びます。あのー，よく使うのことは，

の際に，ジョさんの語りから引用したことばは「」で

言葉をちゃんと練習して，勉強して，それが，

示す。なお，インタビューの語りを示す際には，発

あの，大事です。役に立つなることです。

話者の右に発話番号を示し，どの位置で語られた発

筆者（161）：なるほど。

話かを明確にした。また語りの中の（）は文脈をわ

ジョ（162）：中国でいろいろ勉強しましたけど，実

かりやすくするために筆者が追記したものである。

際の，実際の環境は，環境はないですから，な

発話が長くなりすぎる部分は（略）として，必要に

んか，なにがよく使う，何がよく使わない，全

応じて筆者が省略した。音声が不明瞭で聞き取るこ

部覚えたほうがいいけど，全部よく，よく覚え

とができない部分は＊＊と表記した。

ていませんから。と，あのとき，あ，H 県いる
場所も，いる場所の周りの人の言い方で，教え，

4．1．中国から日本へ：実習生活の開始に伴う移動

教えてもらえましたから。あのー，最初は中国

とギャップ

でのは，中国人の先生は，普通に日本の言い方
をしましたけど，でも私一年目のときは東京行

来日したジョさんは，実習を行いながら，1 か月

きまし，行くことがありますよ。あのとき，東

間の日本語研修を受けることとなる。水産加工会社

京いるのとき，日本人の言葉はわかりやすいと
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思います。なんか標準，標準です。私は H 県で

まだよく，よくしない。なんかもう，もう，ど

迷ったことあるけど，あの，道の中にある人，

う，どうしても社長は怒るから，私は，もう大

どこ？どこ？あのおばあさんは回答したの言葉

丈夫です，何でもいい，怒るなら怒っています，

は，私は全然わからない。私は問題を出しまし

怒ってください，もう，かわ，もう，まあ，慣

たけど，むこう解答もらえましたけど，わから

れました。どうでもいいですというあの，早め

ないからまた迷っています。

にこの 3 年間過ごして，いつか帰ることができ

筆者（163）
：やっぱり難しんだ。

るから，まあ 3 年間我慢して，怒るでもおこ，

ジョ（164）
：だから日本で勉強した方が，あっちの

怒って大丈夫です。そういう考えがあったら，
＊＊です。

方が役に立っています。
一方で来日前の日本語研修では，どのような言葉

ジョさんは誤解が生じる原因を職場のコミュニ

が実際によく使われるのかわからず，かといって全

ケーションの問題として捉えている。職場の日本人

ての言葉を覚えることもできない。また，旅行で東

はジョさんたちが日本語を理解できないと思ってい

京に行った際に聞いた日本人の話す日本語はわかり

るため，意見や文句があった場合，直接ジョさんた

やすかったが，実習先の同じ地域に住む日本人と関

ちに言わずに社長に伝える。そして社長は通訳を会

わる際に，相手の言ったことが全然わからなかった

社に呼び，やっとジョさんたちに伝わるのである。

ことから，来日後の日本語研修に比べて役に立たな

ジョさんにとっては，会社の日本人が社長と通訳を

かったと感じている。

介して意見や文句を伝えてくることは気持ちのいい
ものではなかった。また，そのような過程を経るこ

4．2．職場における困難

とで本当に言いたいことがだんだん変化して伝わっ
てしまうことが誤解が生じる原因だと考えている。
そして，そのような誤解が積み重なることで職場の

水産加工会社で実習を始めた当初，ジョさんに
とって職場は，雰囲気が良くなく「変な感じ」のする

雰囲気が悪くなっていったという。

ものであった。それは，職場の日本人と中国人とで

筆者（498）：（職場は）どういう風に変わった？

コミュニケーションが取れず，誤解が生じることが

ジョ（499）：もともとは，あのー，日本人の方たち

あったためである。このような雰囲気の中で，ジョ

は，私たちに何を言っても，私たちはわからな

さんは 3 年間我慢して過ごそうとしていた。ジョさ

いです。そう思うと，何でも言いたくないです。

んにとって実習は長くても 3 年間であるため，コ

なんかあったら，直接社長に言います。社長は

ミュニケーションが取れずに誤解が生じたり仕事が

あのー，中国の私たちは，私たちを日本に送る

うまくできずに社長に怒られたりしても，3 年間我

のあの会社の通訳に呼んできて，あの通訳は，

慢すれば帰国できる，そのように考えながら実習を

日本，日本人からの言いたいのところは私たち

行っていた。

に教えます，伝えます，伝える，伝えます。で，

ジョ（193）
：
（略）その（班長や社長などとの）コミュ

私たちはなんで直接に，直接私たちに言わない，

ニケーションはないとなんか，自分のままのや

でわざ，で社長に言って，社長はあの人に，通

り方を続けて，あの，結果も良くないし，社長

訳に言って，通訳は私たちに言って，そういう

も怒って，怒ってけど，よくできない。よくで

やり方にします。で，そうするとなんか気持ち

きないとまた怒る。怒るはこっちはまだ，
まだ，

が良くないです。
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筆者（500）
：そうね。

をちゃんと勉強しようけど，んー，たぶんなん

ジョ（501）
：私言うのはわかりますか？

かいろいろの誤解が，誤解があって，もう，日

筆者（502）
：うん。

本語も嫌い，日本人も嫌いと，なりました。で

ジョ（503）
：
（図を描きながら）同僚，日本人の方，

も，え，え，日本人全部じゃなくて，ただ，私

社長，通訳，通訳，やく，やく，やく，訳す人，

たちの会社の中の日本人。なんか，社長が，な

通訳。

んか社長はよく怒られるから，怒ると社長も嫌

筆者（504）
：うん。

いになりました。そういう感じ。ちょっと最初

ジョ（505）
：私たち。

は変な雰囲気です。とても変な雰囲気です。寮

筆者（506）
：うん。

も，アパートね，アパートも，ちゃんと片付け

ジョ（507）
：
（図を示しながら）なんか文句が意見が

ていないです。なんか，いろいろの誤解があっ

あるときは社長に言います。こっち（私たち）に

て，言語も不通，ちゃんと勉強しようの，ちゃ

言わない。なんか私たちは，
私たちに言っても，

んと勉強しようの気持ちもない，もうなくなり

私たちは理解できません。そういう思いがあっ

ましたから，あのー，も，どんどん＊＊なりま

て，こっち（私たち）に言わない，こっち（私た

した。

ち）に言わない。だからこっち（社長）に言いま

先輩実習生たちは日々の実習生活で生じる誤解か

す，こっち（通訳）に言います，こっちに。で，

ら，日本人社員が嫌いになり日本語の学習意欲も無

この中は，なんか言葉が，だんだんなんか気持

くなっていったという。一方ジョさんは，不満を我

ちが変化点があります。なんか，そういう，で

慢することも多々あったが，実習を通じて職場の日

しょ？なんか伝えることですね。伝えると，直

本人とコミュニケーションを取ろうとする態度を持

接の気持ちがなんか，ちょっとだけ変わるかも

ち続けていた。人間として交流しないと誤解が深ま

しれません。だからこっちは勘違いところが，

り，日本人と中国人が互いに嫌い合うことになるた

誤解が，
ですから同僚と雰囲気がよくないです。

め，あきらめずに交流したほうがいいと考えていた

そのとき。
（後略）

からである。
筆者（192）：あきらめずにコミュニケーションを

ジョさんは自身を「一番努力した人」と形容し，

とっていくってこと？

先輩実習生と比較しながら実習生活について語って

ジョ（193）：そうです。
（中略）なんか，みんなは，

いる。同じ会社の先輩実習生も最初は日本語を勉強
しようとする意志があったが，職場での誤解が原因

人間として，交流はしてないと，なんか，誤解

で日本人社員が嫌いになり，日本語も嫌いになって

は深くなります。なんか日本人は嫌いか，中国

いったという。

人は何でも知らないもっと嫌いか，この言葉は，

ジョ（183）
：
（略）最初の先輩たちはみんな日本語も

この感じは，なんか，交流はあきらま，あきら

嫌いし，社長も嫌いし，日本の方たちも嫌いし，

めなく，てほうがいいと思います。そういうで

なんか，ちゃ，さっさと帰ってほしいというこ

す，はい。

とだけ思っています。

以上のように，ジョさんの語りから，日本人社員

筆者（184）
：どっちが？

とコミュニケーションが取れないため，言いたいこ

ジョ
（185）
：私たちの先輩たち。年は若いものですか

とは社長そして通訳と経由して伝わり，それが原因

ら，なんか，みんなね，最初の思いは，日本語

で日本人社員と実習生の間に誤解が生じていたこと
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がわかる。そしてジョさんは，先輩実習生が日本人

分も頑張らなくてはいけないという思いからであっ

社員や日本語が嫌いになっていく中でも，自らを

た。このような経験からジョさんは自身の日本語学

「一番努力した人」と位置づけて一人の人間として

習に対する姿勢を，
「勉強しよう」から「勉強しなさ

あきらめずに交流をする姿勢を大切にしていた。た

い」に変化させている。

だし，このような姿勢は実習当初から持っていたも

筆者（61）
：日本語教室の人？おじいさん，おばあさ

のではなく，誤解が生じるなかで気づいたことであ

ん。
ジョ（62）：そうです，はい。もともとは勉強しよ

るという。

う，あとは勉強しなさいと変換しました。
筆者（63）：あー，最初は勉強したい。

4．3．日本語教室への参加

ジョ（64）：最初は勉強したい勉強しよう，最後は，
勉強しなさい，勉強，最後はあのー，命令，命

ジョさんは，来日後の日本語研修が終わってから

令，私自分の指示出しました。

すぐに A 日本語教室に参加し始めた。教室に参加
しようと思ったのは，来日前から日本語を勉強した

筆者（65）：それはどうして？

いと思っていたことや実習生活で日本人とコミュニ

ジョ（66）
：なんか，おじいさんたちおばあちゃんた

ケーションできるようになるためであった。しか

ち，ちゃんと頑張っていますから，私もちゃん

し，仕事が大変でうまくできないことや日本語がう

と頑張ったほうがいいと思っていますから。

まくならないことなどを理由に一度参加をやめたと

ここでいう「勉強しなさい」は，ネガティブな意味

いう。そんなジョさんがもう一度 A 日本語教室に参

ではなく，ポジティブな意味であると読みとれる。

加しようと思ったのは，教室に参加している年配の

ジョさんは A 日本語教室での出会いによって，日本

ボランティアの存在があった。

語の学習や A 日本語教室への参加について，日本語

筆者（204）
：日本語教室に戻ってきて，どうだった？

を勉強したいという姿勢からボランティアも頑張っ

また頑張ろうってなった？

ているから自身も頑張らなくてはならないという姿

ジョ（205）
：そうです。なんか，な，なんというと，

勢に変化させた。このような変化がジョさんが A 日

あのときは先生は，そう，そう聞くときは私は

本語教室への参加を継続できた一つの要因として挙

恥ずかしくなりました。先生はそんな年寄り，

げられる。

私はまだ若いものです。先生もがん，ちゃんと

ジョさんの A 日本語教室への意味づけは多様であ

頑張っていますから，私たち若い者はあきらめ

る。ジョさんにとって，専門的ではないボランティ

ることはちょっとなんか恥ずかしいね，と思う

アによる日本語教室は，来日前の日本語研修のよう

から戻りました。なんか精力不足なんで。もう

な教科書の中の言葉を学ぶ場ではなく，実際にその

今は若いものですね。なんか，大丈夫ですと思

地域で生活しているボランティアと交流し，生活の

いました。

ことなどを話し合う場であった。またそれだけでな

ジョさんは A 日本語教室への参加を中断してい

く日本語教室は，日本へ来てよかったと思える場で

たとき，A 日本語教室に参加している年配のボラン

もあった。ジョさんは実習生活では周りに親戚もお

ティアに日本語教室に来なくなった理由を聞かれた

らず，独りぼっちであるという孤独感を感じてい

際に，恥ずかしくなったという。それは，年配である

た。また，他の実習生は日本語の学習に意味を見出

ボランティアが頑張っているのだから若者である自

せず，日本語の学習をあきらめていたという。その
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ような状況で，日本に来たこと自体に意味を見出せ

「やさしい」空間であり，日本での孤独感を忘れら

なくなっていた。しかし，日本語教室に来れば，職

れる場所であり日本に来てよかったと思える場所で

場での不満や実習生活の孤独感を全て忘れて，日本

あった。そして，そのような場で頑張っているお年

語の学習を行うことができた。

寄りと出会うことで，自分も頑張ろうと思い，日本

筆者（531）
：どれくらい意味があった？

語教室への参加を継続することにつながったといえ

ジョ（532）
：えーっと，1 週間の，1 週間ずっと仕事

る。

してますでしょ？あの場所で，気持ちちょっと

4．4．困難の克服とジョさんの変容

変われます。
筆者（533）
：変われる？
ジョ（534）
：変われます。なんか，ストレスを，わ

4．2．で述べた通り，ジョさんは職場の雰囲気は

かりますか？言いたいのは。

良くないと感じていたが，先輩実習生が日本人社員

筆者（535）
：仕事のストレス

や日本語が嫌いになっていく中でも，自らを「一番

ジョ（536）
：なんかずっと，んー，あの，最初の時

努力した人」と位置づけて一人の人間としてあきら

は，最初日本へ行くときは，仕事も大変と思っ

めずに交流をする姿勢を大切にしていた。このよう

ています。で，なんか先輩たちも，んー，たぶ

な姿勢はジョさんが初めから持っていたものではな

んなんかいろいろのことは慣れません。

く，日本人社員とジョさんたち研修生との間で誤解

筆者（537）
：うん。

が生じるなかで，気づいたことである。そしてジョ

ジョ（538）
：慣れません。で，あそこでは，やさし

さんは，その後職場の雰囲気は良くなったと語って

いですね，そういう気持ちが，あっちの人たち，

いる。

で，気持ちが変われます，日本に来てよかった，

ジョ（507）
：
（略）で，あとは私たちはずっと，日本
語教室に行って，日本語をまあ，だんだん良く

そういう気持ちがあります。
筆者（539）
：あー

なってこっち（日本人社員）は，まあもう，まあ

ジョ（540）
：で，会社に仕事，会社の中で仕事の時

今日本語能力がアップしたから多分理解できま

は，あー日本に来て，いいかどうか，なんかよ

すね，って直接こっち（私たち）に言います。そ

くわからない。で，寮で毎日，んー，料理を作

ういうことになって，こっち（日本人社員）は，

る，洗濯，洗濯，掃除，これもいいかどうかよ

今，今は，直接言いますね。だからこっち（私た

くわからない。この周りは親族もない，親族も

ち）も直せるところはすぐ直します。直せない

いないし，この周りはただ，中国の同僚，日本

のところはなんか，迷惑のところをこっち（日

の同僚，仕事と，仕事と生活は全部独りぼっち

本人社員）に言い返します。なんかどうして，な

みたいのこと，で，最初は日本語勉強したいけ

んか，どうしてそうしないの？いろいろ言いま

ど，この周りの人は，みんな日本語あきらめま

す。ととりやり，コミュニケーションができま

した。で，こっちに来て意味がありますか，そ

すから，誤解も勘違いも少なくになりました。

ういう感じがあります。でも日本語教室に行っ

日本語教室に通うなかで，ジョさんは以前よりも

た，これを全部忘れて，ちゃんと日本語を勉強

日本語でコミュニケーションができるようになった

します。

という。そして何か言いたいことがあったときに，

このように，ジョさんにとっての日本語教室は，

日本人社員とジョさんとで直接意見を伝えることが
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できるようになった。それだけでなく，日本人社員

ていないでも大丈夫です。なんか昔はちょっと

とジョさんが互いに理解し合う姿勢を見せることに

なんか，なんでそう思うの？なんでなんか，本

よって職場が結束したという。

当私は正しい，あの向こうは間違っています，

ジョ（513）
：ちょっとだけ，聞きたいの姿を見せて，

今はほんとの正しいは，間違いはないと，ない

こっちも言います。なんか，両方，両方は，お

ですと思います。なんか，一番け，でき，でき，

互いに理解して，
自分はこっち（日本人社員）は

と，適当，自分よって適当の，適度。

表すの言葉を簡単にして，
こっち（私たち）はも

以上のようにジョさんは，実習生活を通して，自

う，もっと，もっと努力して勉強して，理解す

分の考え方だけが正しいといった「子どもみたい」

るように，そのそれを両方見せたら，お互いに，

なわがままな自分から，人によって考え方が異なっ

あのー，結束か，結束感，結束できます。だか

ていることを前提に，同じ目的に向けて互いを理解

ら，この会社をせいたい，全体でアップにでき

し合うことが必要であると考える「大人しい」自

ますか，できます。

分へと変容した。そしてそのような変容とともに，

ジョさんはこのような実習生活をとおして，子ど

ジョさんは自身の職場が一つに結束したと感じるよ

もみたいな自分から，大人しくなった自分へと変化

うになった。そのような実習生活を振り返り，ジョ

したという。具体的には，子どものように自分の意

さんは「不後悔」と語っている。

見を相手に押し付けるのではなく，意見の相違を前

ジョ（382）：あの，遺憾ない，遺憾，遺憾なくじゃ

提に理解し合うことや，正しいかどうかではなく最

ないかもしれません。不後悔のことです。行く，

適であればいいと考えるようになっていた。

行くもよかった，色々のこと勉強するもよかっ

ジョ（388）
：あの昔は，昔は子どもみたい，今は大

た。なんか，んー，か，か，さっきは遺憾じゃ
ないというのは，中にはつらいことがあるから，

人しいとなりました。
筆者（389）
：どういうところが子どもみたいだった

なんか遺憾なく，あのー，こ，こ，交流不順で，
誤解のことがあるから，これもざん，これも遺

の？
ジョ（390）
：例えば昔はわがままです，という感じ

憾なくのことじゃないから，だから不後悔です，

があるから，今はもうそんなことはしない，な

ということです。なんか，行った，何でも，後

んかみんなは，みんなはみんなの思いから，無

悔のことはないです。なんかもう一度選ぶと，

理やりに自分の思いは向こうに，向こう，向こ

私はまた行きます。

うと私同じ思いすることは無理ですと思いま

ジョさんは実習生活について，誤解が生じるなど

す。だから，お互いに，お互いに理解して合わ

つらいことや残念なこともあったが，後悔はしてい

せて，なんか同じ目的だったら Ok です。なん

ないと語っている。自分が成長した経験であるた

か全部一緒じゃなくても，全部一緒でもいいか

め，もう一度選ぶとしたら，また技能実習を選ぶと

ら。

いう。このように，ジョさんにとっての技能実習と

筆者（391）
：全部一緒じゃなくてもいい？

いう経験は，その選択をしたことに後悔することの

ジョ（392）
：そうです。

ない成長の経験として意味づけられている。

筆者（393）
：あー
ジョ（394）
：なんか，最後は，最後の，最後の効果
がでると，あのー，相手の考えは私とは，合っ
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5．考察

を行う必要がある。石黒（2020，pp. 17-54）は，職
場における外国籍メンバーが所属するチームを指す

5．1．越境における境界意識

「多文化チーム」の日本人リーダーの特徴として，組
織のメンバー間の摩擦を低減する「緩衝体」の役割

ジョさんの語りからわかるように，実習生活にお

を担っていることを指摘している。ジョさんの職場

けるジョさんの困難は，職場における日本人社員と

でも，実習が進むにつれて，
「日本人（社員）」と「研

実習生の間の誤解によって生じていた。以下，この

修生」の間の問題が低減し，職場でのコミュニケー

点についてさらに掘り下げて記述する。ジョさんは

ションの様相はより直接的なコミュニケーションへ

語りの中で終始，
「日本人（社員）
」，
「研修生」という

と変化した。一方で，このような変化はリーダー側

言い方をしている。また，4．2．や 4．4．で示した

の行動の帰結というよりは，ジョさんが「一人の人

通り，ジョさんが職場のコミュニケーションについ

間」として他者と関わり，職場でリーダーが担うべ

て図を描いて筆者に説明してくれた際にも，日本人

き「緩衝体」としての役割を補うようになったこと

社員と研修生を分けて説明していた。ジョさんが意

で達成されたと考えられる。ジョさんはこのような

識的に境界を捉え「日本人（社員）」
，
「研修生」など

境界が変容した要因として，A 日本語教室で日本語

と使い分けていたかどうかは定かではないが，少な

を学び，ある程度話せるようになったことを挙げて

くとも職場で生じる誤解についてジョさんは「日本

いる。当然，日本語が上達すれば言語的境界は弱ま

人（社員）
」
，
「研修生」との間で生じたものであると

るであろうが，佟，浅野（2001）も指摘するように，

認識していると考えられる。また，ジョさんの職場

日本語の上達が職場での問題を解決することに直結

では仕事のやり方や生活の仕方などを先輩実習生か

するわけではないだろう。しかし，ジョさんは「日

ら学んでおり，職場の中国人技能実習生のなかで業

本人社員」と「研修生」の間の境界を越えて「一人

務に精通していくという。それは，日本語が通じな

の人間」として職場の人たちと関わることをあきら

い，わからないといった言語的側面を理由とした業

めなかった。それは職場で誤解が生じたことで大切

務の分断であり，それにより「日本人社員」と「研

だと気づいたことであり，初めは意欲的だったにも

修生」との間に境界が生じていたといえる。そのよ

関わらず日本人社員や社長，日本語を嫌いになって

うな境界によって，日本人社員とジョさん，社長と

いく先輩実習生と比較する形でより強く意識されて

ジョさんとのコミュニケーションは希薄になり，職

いった。そのような姿勢は，言語的境界によって誤

場のコミュニケーションスタイルは伝言ゲームのよ

解が生じ，職場の日本人を嫌いになることでさらに

うになっていた。そのため日本人社員の言いたいこ

誤解が深まっていく先輩実習生のような負のサイク

とは社長そして通訳を介し，ジョさんの言いたいこ

ルに抵抗し，抜け出すために重要であったと考えら

とも通訳と社長を介して日本人社員に伝わる。この

れる。

ような過程を経るうちに言いたいことが徐々に変化

また，ジョさんは A 日本語教室に参加して，日

して伝わってしまい，誤解が生じる。そしてそのよ

本語が上達したと語っているが，日本人社員や社長

うな誤解が「日本人（社員）」と「研修生」との分断

と意見を伝え合い，相互に理解し合うことは容易で

をさらに深めることにつながっているといえる。こ

はない。職場で意見を伝え合い相互理解を達成する

のような状況においては，本来ならば社長などの職

ためには，単なる業務上のことばの理解にとどまら

場のリーダーが問題を解消するために何らかの対処

ず，異なる文脈や価値観を持つ他者と対話を行う必
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要があるだろう。そしてジョさんが「理解し合う」

とはできないが，単にその場で日本語を学ぶことに

と語っていることからも，ジョさんの日本語の上達

とどまらず，様々な他者との出会いによって日本語

は，単にジョさんの日本語に関する知識や表現のレ

学習や日本語教室への参加を動機づける役割があ

パートリーが増えることや，指示を聞き取り，作業

り，そのような動機づけは職場コミュニティへの参

に熟達するといった垂直的学習によるものではな

加を支えることにもつながるのではないだろうか。

く，職場のコミュニケーションのあり方の変革に寄

また，ジョさんにとっての職場と A 日本語教室の 2

与する水平的学習の過程であったといえる。そして

つのコミュニティの越境は，単に日本語のレベルを

それは，
「日本人（社員）
」と「研修生」の境界を越え

上げることやコミュニケーションの道具としての日

て職場を一つのコミュニティとしていく能動的な実

本語に熟達するだけでなく，職場コミュニティへの

践過程であり，その中でジョさんの価値観は「子ど

参加や職場のコミュニケーションの変革に向けた水

もみたい」なわがままな自分から，価値観の相違を

平的学習を支えるものであったといえる。

前提とし同じ目的に向けて理解し合う「大人しい」
自分へと変容したといえる。

技能実習生の実習期間は 3 年程度と限られていた
こともあり，これまで「ホスト社会との関わりにつ
いては等閑視されている」（宋，2017）部分がある。

5．2．日本語教室への意味づけ

また，小松（2011）が指摘するように，従来の「技能
実習生の日本語教育」のありかたをめぐる議論は，

このような実習生活において A 日本語教室は，日

来日前後の集合研修を中心とした極めて限定的なも

本語学習の役割はもちろん，生活について話す場，

のにとどまっている。一方で，ジョさんのライフス

孤独感や嫌なことを忘れ日本に来てよかったと思え

トーリーから，ホスト社会の一つである地域の日本

る場など多様な意味を持っていた。そして A 日本

語教室が技能実習生の実習生活における学びに深く

語教室で頑張っているお年寄りとの関わりは，日本

関わっていることがわかった。また，特定技能が新

語学習や A 日本語教室への参加を動機づけていた。

設され，彼ら彼女らが従来の技能実習期間よりさら

それは単にコミュニケーションの手段として日本語

に長く滞在する道筋もできたことで ，地域社会との

を勉強しようということだけでなく，様々な他者と

関わりはますます重要になっていくといえる。その

の出会いによって，
「この人たちのように頑張ろう」

ため，技能実習生の日本語の上達やスキルの獲得と

と思えるといった動機づけであった。ジョさんの先

いった垂直的な側面だけでなく，協働する主体とし

輩実習生が，職場の日本人を嫌いになり日本語を学

ての水平的な学びを支える場として，地域の日本語

ぶ意欲がなくなっていったことからわかるように，

教室や来日前後の研修などの技能実習生に対する支

技能実習生の中には日本人や日本語との関わりを絶

援のあり方を考えていく必要があるのではないだろ

ち，実習生同士の関わりのみで生活する実習生も少

うか。

7

なくないだろう。しかし，ジョさんの語りからわか
るように，それが職場での問題をさらに深めてしま
うという矛盾を生じさせることもある。そのため，
技能実習生の日本語学習や他者と関わることを動機

7 「特定技能」が新設されたことにより，制度上は「技

づけることは非常に重要な課題であるといえる。日

能実習 2 号」を修了し「特定技能 1 号」へ移ることが可能

本語教室は，直接的にそのような矛盾を解消するこ

となっている。
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6．まとめと今後の課題

済発展を担う「人づくり」に寄与することであるな
らば，単なる知識や技能の習得だけではない全人的
な学びを支援する場を行政が充実させることも必要

以上，ジョさんの越境における境界意識と日本語

ではないだろうか。

教室との関わりについて論じてきた。ジョさんの
「子どもみたい」な自分から「大人しい」自分への

本稿は，ジョさんのライフストーリーから実習生

変容のように，越境には多かれ少なかれ価値観の変

活における困難の克服，価値観の変容と日本語教室

容が伴うと考えられる。これまでの研究では，制度

の関わりを越境やその過程に見られる境界に焦点を

的な問題点の指摘や，日本語学習に焦点を当てたも

当てて分析を行った。しかし，職場コミュニティ内

のが中心であったため，このような越境とそれに伴

の境界についてはジョさんの語りに頼っているた

う価値観の変容や学び，実習生活の意味については

め，日本人社員や他の実習生がどのように考えてい

それほど重要視されてこなかったのではないだろう

るのかについては明らかではない。5．1．で述べた

か。しかし，ジョさんの実習生活は「搾取される低

通り，本来問題解決のためにリーダーが担うべき役

賃金労働者−搾取する日本企業」という対立構造の

割を技能実習生が補っているという状況は，能動的

なかで受動的な存在として描かれる技能実習生像に

な技能実習生の姿を強調する一方，企業側の責任を

は収まらない，能動的な境界の再構築過程であり，

覆い隠すことにつながりかねない。また，技能実習

コミュニティの変革に能動的に寄与する水平的な学

生の越境に伴う境界や困難は，当然同じ職場で働く

びの過程であった。そして，ジョさんの日本語の上

他の社員にも影響を与えるものであり，技能実習生

達や日本語教室への参加もそのような過程を支える

の越境自体，コミュニティやその成員と大きなかか

ものであった。本稿は，技能実習制度の問題点につ

わりを持っている。そのため技能実習生だけでな

いて言及しなかったが，技能実習制度を擁護したい

く，社長などのリーダー的存在や日本人社員にも焦

わけではない。むしろ労働環境や人権などについて

点を当て，彼ら彼女らにとっての境界意識や越境に

多くの問題が存在していることは事実であり，その

おける学びについても調査する必要がある。それに

ような問題を改善する必要性や制度そのものの見直

より，技能実習生だけでなく企業側や日本人社員も

しは急務であろう。一方でジョさんのように，問題

含めた組織としての学びについての議論を行う必要

をはらんだ制度のもとで学びを得ながら主体的にコ

があるだろう。これらを今後の課題としたい。

ミュニティに寄与する人も確かに存在する。制度の
問題点を議論の中心にする場合，技能実習生はどう
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Changes in the boundary consciousness of
technical intern trainee and the meaning of participating in
Community-based Japanese language class
Based on the narrative of a Chinese technical intern trainee
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Abstract
This article is about the life story of Ms. Xu, a Chinese woman who came to Japan as a
technical intern trainee and participated in a Community-based Japanese language class.
Based on her narrative, we analyze how Ms. Xu coped with difficulties in her life as a
technical intern trainee, how her boundaries and values were altered in this process, and
what it meant for her life as a technical intern trainee to participate in the Communitybased Japanese language class. It was found that through her life as a technical intern
trainee. Ms. Xu s childish and selfish self transformed into an adult self who understood
differences in values from others while working toward the same goal. In addition, Ms.
Xu was actively involved in addressing issues that arose in the workplace. This process
can be characterized as learning of horizontal dimension that sought to change the divided
workplace. It was found in this context that Ms. Xuʼs effort to cross the border between
the Community-based Japanese language class and the workplace supported her life as
a technical intern trainee in ways that allowed her to relate to others as a person and
supported her learning of horizontal dimension to change the workplace.
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