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【論文】 

セカンドキャリア形成へ向けた文化資本としての日本語 

スポーツ留学生のライフストーリーから 

 

三代 純平* 

（武蔵野美術大学） 

 

概要 

本稿は，スポーツ留学生を対象としたライフストーリー研究である。スポーツ留学生は，

学習への意欲も低く，学習言語としての日本語も身についていないことが課題とされてい

る。また，大学スポーツ界全体で，アスリート学生のセカンドキャリア支援とどう向き合

うかが大きな課題となっている。そこで，本研究では，調査協力者 2 名のライフストー

リーから，セカンドキャリア支援と結びつけた日本語教育の可能性を検討する。調査協力

者は韓国からのスポーツ留学生でそれぞれサッカー部，柔道部に所属しているが，セカン

ドキャリア形成へ向けて大学院進学の準備をしている。彼らの語りから，セカンドキャリ

アへ向けたひとりひとりの歩みのなかに日本語の学びを作り出していくことの重要性を指

摘する。さらにそのための日本語教師の役割として，スポーツとは距離をおいてものごと

を考える契機を与える「第三の他者」があることを主張する。 
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1  キャリアの意味は広いが，アスリートにとってセカン
ドキャリアとは，スポーツ引退後の就職のことである
（久保，2006）。 

察することを目的としたライフストーリー研究であ

る。 

アスリートのセカンドキャリア支援は，スポーツ

界の大きな課題となっている（青石，佐々木，

2010；石森，丸山，2003；久保，2006）。石森，丸

山（2003）によれば，プロサッカー選手になれる

のはほんの一握りであるが，そのプロサッカー選手

ですら多くは 3，4 年で戦力外通告を受ける。その

ため，J リーグは，2002 年度に引退選手へ向けたセ
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カンドキャリア支援，現役選手へ向けたキャリアサ

ポートを主な目的にキャリアサポートセンターを設

置している。また，大学スポーツもセカンドキャリ

アへ向けた教育・支援のあり方を問題として捉えて

いる（久保，2006）。最近では，早稲田大学競技ス

ポーツセンターが学生アスリートの文武両立をめざ

した「早稲田アスリートプログラム」（2014）を実

施し，話題となっている。そのプログラムでは，最

低基準単位を下回ると練習への参加や対外試合への

出場が制限される。早稲田大学競技スポーツセン

ター所長の川口浩は，「大学スポーツの目的は，あ

くまでも，学生自身が卒業後の長い人生における社

会生活のさまざまな場面でしかるべき役割を担いう

る人間へと，自律的に成長していく，その過程を促

進することである」（川口，2014 年 5 月 5 日，20

面）と述べる。大学も徐々にではあるが，学生アス

リートのセカンドキャリア支援に本腰を入れ始めた

のである。 

一方，日本国内におけるスポーツ留学生は増加傾

向にあるが，その実態は把握されていない。日本の

スポーツ留学生に関する数少ない先行研究である松

本，高橋（2009）は，スポーツ留学生を「スポー

ツ選手としての留学，または競技力向上や，そのた

めの練習活動を行うことを主目的として，日本に滞

在している外国籍留学生」（p. 217）と定義してい

る。本稿でもこの定義に従う。スポーツ留学生は，

日本語を未習のまま入学し，大学でも十分な日本語

教育を受けていないことが多いとされている（松

本，高橋，2009）。このような状況について，松

本，高橋（2009）は，「日本におけるスポーツ留学

生は，日本文化の習得や学位取得などのアカデミッ

クな目的ではなく，大学の宣伝の媒体として期待さ

れている」（p. 223）とし，「外国人スポーツ留学生

はあくまでも「助っ人」であり，消耗品ともいえ

る」（p. 223）と批判する。その上で，松本，高橋

（2009）は，スポーツ留学生の支援体制の強化，特

に日本語教育の必要性を主張している。しかし，日

本語教育としてスポーツ留学生を対象にした研究

は，管見の限り三代（2014a）のみであり，日本語

教育領域におけるスポーツ留学生を対象とした研究

は緒についたばかりである。 

上記の川口の主張のように，大学スポーツの目的

が卒業後の社会生活で活躍できる人材育成にあると

するならば，スポーツ留学生の日本語教育も，セカ

ンドキャリア支援を視野に入れる必要がある。そこ

で，本稿では，スポーツ留学生自身が，自らのセカ

ンドキャリアをどのように想定し，その中でどのよ

うな日本語が必要だと認識し，どのように日本語の

学びを形成しているのかを論じる。 

なお，本稿でいう「学び」とは客観的に測定でき

る能力よりも広く個人の実感と関わった概念である

（三代，2009a，2009b）。つまり，調査協力者の学ん

だという実感や，調査協力者がそのような実感を得

ていると調査者がインタビューや観察から解釈した

ことを「学び」としている。 

次章より，先行研究，研究方法，調査者の「構

え」について論じた上で，サッカー部の C，柔道部

の E のライフストーリーから，セカンドキャリア

形成へ向けた文化資本として日本語が価値をもつこ

とを論じる。さらに，ライフストーリー・インタ

ビューを振り返り，調査者であり，教師であった私

自身を自己言及的に，そして批判的に考察すること

によって，スポーツ留学生に対する日本語教育を考

える際，スポーツ留学生の文脈を理解しつつ，ス

ポーツの世界の外へも目が向くような支援を考える

必要性，そのために日本語教師は「第三の他者」を

意識することの重要性を主張する。 

 

1．先行研究 

スポーツ留学生の日本語学習に関する調査として

は三代（2014a）が挙げられる。三代は，地方大学
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においてサッカー部に所属する韓国人留学生 A の

ライフストーリーを取りあげる。 

A の在籍した大学では，スポーツ留学生の単位取

得状況が問題視されていた。日本語を未習のまま入

学するケースも多く，同時に，スポーツを主な目的

として入学してくるスポーツ留学生にとって，大学

の授業を理解し，単位を取得することは容易ではな

い。三代自身も，調査者の「構え」として，学習言

語能力が不足していることが授業の理解を難しくし

ているという考えをもっていた。しかし，A は，学

習言語能力が不足していることを理解しつつも，自

分の日本語は「完璧」だとインタビューの中で主張

する。この一見，かみ合わないインタビューを反省

することを通じて，三代は，学習言語を教える以前

に，まず学習言語を学ぶ意味をスポーツ留学生と共

有することが必要であると主張する。 

三代（2014a）は以上の議論を，期待されるアイ

デンティティの獲得へ向けた投資として言語習得を

理解する視座（Norton Peirce，1995）から進めてい

る。A は，サッカー選手としてチームに所属し，そ

こでの日本語によるコミュニケーションに一切問題

を感じていなかった。また，将来獲得したいと考え

るアイデンティティも「プロサッカー選手」であ

り，今以上の日本語が要求されることはないと考え

ていた。プロサッカー選手になれなかった場合の仕

事も漠然と想像することはあったが，日本語を用い

た仕事は想像していなかった。だからこそ A に

とって日本語は「完璧」であったのである。 

三代（2014a）の調査は，7 名の調査協力者のう

ち A のみを取りあげたものであった。A 以外のス

ポーツ留学生には，A と異なり，アスリートとして

ではない将来を見据え，日本語学習を積極的に行う

調査協力者もいた。本稿では，三代（2014a）では

論じることができなかった，セカンドキャリアと結

び付けて日本語学習を捉える調査協力者のライフス

トーリーから，スポーツ留学生に対する日本語学習

の支援のあり方を考察する。 

本稿は，三代（2014a）の研究方法，理論的枠組

みを踏襲し，日本語学習を「投資」という観点から

考察する。「投資」は，「動機づけ」に代わる概念と

して第二言語習得研究においてしばしば議論される

（Norton Peirce，1995；三代，2011，2013）。「投

資」の議論のルーツは，ブルデューの再生産論にあ

る（ブルデュー，パスロン，1970/1991；Bourdieu，

1977）。ブルデューは，それぞれがもつ習慣，こと

ば使い，立ち振る舞い，知識，学歴などの総体を

「文化資本」と呼び，文化資本によって特定の社会

における階級が決定されるとした。したがって，第

二言語習得は，第二言語を文化資本として獲得し，

特定の社会において自分の望むポジションを得るた

めの「投資」として捉えることができる。 

文化資本という概念は，第二言語習得を捉える際

ばかりではなく，アスリートのセカンドキャリアを

考える上でも重要になっている。甲斐（2000）は，

「課外スポーツの経歴」を「身体資本」と捉え，そ

れを「スポーツによって身体化された文化資本」と

文化資本のひとつに位置づけている。久保

（2006）は，大学アスリートのキャリアをこの「身

体資本」として捉えた上で，大学アスリートの多く

がセカンドキャリアに困難を覚える今日，大学時代

のキャリア＝身体資本が次のライフステージで大き

な価値をもたない現実に学生アスリートを向き合わ

せることも教育機関としての大学の役割であると主

張する。 

吉田（1999）は，引退後の就職に 5 つの資本

（文化資本，社会関係資本，経済資本，人格資本，

スポーツ関係資本）が重要になるという。社会関係

資本とは，人脈，いわゆるコネクションである。経

済資本は，財力を指す。人格資本は，可能性，適応

性，将来性などのことをいい，スポーツ関係資本と

は，スポーツを通じて身につけた経験，能力，名声

等である。石森，丸山（2003）は，5 つの資本は，
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本人の能動的な習得の結果得られるものが多く，そ

の獲得に意識的になることがセカンドキャリアを得

る上で重要になると主張する。一方，吉田

（2006）は，競争が激化する競技スポーツ界では，

競技生活中にセカンドキャリアに備える余裕がな

かったり，備える気になれなかったりする現状を指

摘する。 

以上のように，（学生）アスリートにとって，セ

カンドキャリアは大きな課題であり，大学も教育機

関として，学生アスリートのセカンドキャリア支援

に対する取り組みを始めている。スポーツ留学生も

「助っ人」としてではなく，学生アスリートとし

て，その支援のあり方の見直しが迫られている。そ

の中で，日本語を学ぶことがどのような資本獲得へ

の投資になるのか，あるいはなるとスポーツ留学生

に捉えられているのかを明らかにし，スポーツ留学

生の包括的な受け入れ，支援の流れの中に，日本語

教育を位置づけるための知見を得ることが本研究の

目的である。 

 

2．研究方法 

本研究はライフストーリー研究である。ライフス

トーリー研究法は語り手の経験や見方の意味を探求

する，主観的世界の解釈を重視した研究法とされる

（桜井，2005）。本研究では，スポーツ留学生がセ

カンドキャリアへの準備，つまりどのような自己に

なりたいかというアイデンティティ交渉の中でどの

ように，どのような日本語を学んでいるのか，また

必要としているのかということを，調査協力者たち

自身による経験の意味づけから考察する。 

ライフストーリー研究法の特徴は，調査協力者の

語りを，調査者との相互行為の中で構築されるス

トーリーとして考察する点にある（桜井，2012）。

調査協力者たちの経験をより深く理解するために，

調査者が何を語ったのかという内容のみを考察の対

象とするのではなく，いかにしてその語り＝ストー

リーは構築されたのかも考察する。具体的には，語

りがどのようなプロットで構築されているのかとい

う語りの構造や，語るときにどのようなレトリック

を用いているか，何を参照しているかといった語り

の方法，さらには，相互行為として語りの構築に参

加している調査者自身の調査対象者やスポーツ留学

生に対して抱いていたイメージ，感情，先入観など

といった「構え」を考察の対象とすることで多角的

に調査協力者の語りの意味を解釈する。 

前述のように本調査は，三代（2014a）から継続

するものである。ライフストーリー調査は，地方2

にある X 大学に在籍するスポーツ留学生を対象に

行われた。X 大学は学生総数が 1000 名程度の小規

模大学で，うち約 200 名が留学生である。調査が

行われた 20XX 年の時点で，11 名の留学生が運動

部に所属していた。スポーツ留学生は全員が東アジ

ア出身であった（韓国 9名，中国 1名，モンゴル 1

名）。調査は承諾の取れた 7 名に対して行った（表

1参照）。 

インタビューは，成績評価と無関係であることを

明確にするために 20XX 年の後期授業終了後に行っ

た。したがって，調査者である私が調査協力者と出

会ってから，2 年生の場合，2 年，1 年生の場合，1

年程度が経っていた。全員が過去に何らかの形で私

の授業を履修した学生で，日常的に接することが多

かった。そのため，一定のラポールがインタビュー

以前に形成されていたこと，また事前に調査協力者

の状況をある程度把握できていたことからインタ

ビューは 1回のみとし，その後，トランスクリプト

の確認，追加の質問等は，メールや電話などで行っ

た。インタビューは各調査協力者に対し，1 時間か

ら 2時間程度行った。インタビューでは，単語等を

                                                           

2  大学の特定を避けるために地方の特定は行わない。本
稿における「地方」とは関東，及び近畿地方以外，さ
らに各地域の政令指定都市以外とする。 
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韓国語で補うことはあったが，基本的に日本語を用

いた。なお，分析資料は，インタビューのトランス

クリプト3，及びインタビュー時の印象やインタ

ビュー以外で調査協力者に会った時の会話を記録し

たフィールドノーツ，インタビュー後に，トランス

クリプトの確認，補足質問を行った電話インタ

ビューの記録である。 

本稿では，調査協力者のうち，サッカー部に所属

する C と柔道部に所属する E を取りあげる。C と

E は，韓国の高校を卒業し，直接 X 大学にスポー

ツ留学生としてほぼ日本語未習の状態で入学した。

両名共に，セカンドキャリアを視野に入れ，積極的

に日本語を学んだスポーツ留学生である。よって，

セカンドキャリア形成との関係において日本語を学

ぶことがどのような意味をもつのかを考察すべく彼

らのライフストーリーに焦点を当てる。 

 

3．研究の構え 

語りの考察を行う前に，私が本調査に至った経緯

と状況，それに伴った私自身が調査対象者やスポー

ツ留学生，本研究などに対して抱いていた「構え」

について述べておきたい。 

                                                           

3  トランスクリプトのルールに関しては添付資料を参照
のこと。 

私は X 大学において，スポーツ留学生を含む留

学生の日本語教育を担当していた。当時，スポーツ

留学生のみを対象とした日本語クラスはなく，ス

ポーツ留学生は他の留学生と共通の日本語科目を履

修していた。日本語クラスは 3 つのレベルに分か

れ，プレイスメントテストにより，クラスが決定し

た。1 年生は，最大で週 6 コマの日本語クラスを履

修することができた。したがって，松本，高橋

（2009）はスポーツ留学生の日本語教育がおろそか

になっている状況を批判しているが，X 大学では比

較的充実した日本語教育が行われていたと言える。 

私は主に中級以上の日本語クラスを担当していた

ため，日本語未習で来日した C，E の日本語クラス

は担当していなかった。週 1回の留学生対象の「ゼ

ミ」4を 1 学期間担当したのみである。しかし，私

が韓国語を理解する唯一の教員であったことから，

C，E から日常的に進路や日本語学習について相談

を受けていた。 

X 大学は，スポーツ留学生への日本語教育に積極

的であったが，課題もあった。日本の高校から進学

した学生を除くと，スポーツ留学生は日本語をほと

                                                           

4  仮称。1 年生を対象とし，アカデミック・ライティン
グ等，大学生に要求される教養をゼミ形式で学ぶクラ
ス。留学生対象のゼミは，日本語の補習クラス的な意
味合いが強かった。 

表 1 調査協力者 

学生 学年 性別 国籍 所属 学部 入学前 

A 2 男性 韓国 サッカー 経済 日本の高校 

B 2 男性 韓国 サッカー 経済 韓国の高校 

C 2 男性 韓国 サッカー 経済 韓国の高校 

D 1 男性 韓国 サッカー 福祉 日本の高校 

E 1 男性 韓国 柔道 福祉 韓国の高校 

F 1 男性 韓国 柔道 福祉 韓国の高校 

G 2 女性 モンゴル バスケットボール 経済 日本の高校 
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んど学習したことがない状態で入学してくる。たと

え日本語の授業を多く履修できたとしても，同時

に，学部の授業に参加し，テストを受けたり，レ

ポートを提出したりしなければならない。この点に

おいて，X 大学でスポーツ留学生が特別な優遇を受

けることはなかった。そのため，スポーツ留学生が

1 年次に単位を落とすケースが目立っていた。日本

語教育を担当している私のところにスポーツ留学生

の単位取得に関する相談が，学生からも教職員から

も相次いだ。そのことにより，スポーツ留学生は日

本語に問題があり，授業についていけないという

「構え」が私の中に形成されていた。 

一方，前掲の表 1 の A，D，G のように，日本の

高校を卒業し X 大学に進学してくるケースも一定

数存在していた。彼／彼女らは，日本に滞在してい

る期間が長く，流暢に日本語を話す。しかし，その

ような学生もやはり単位を落とすケースが目立っ

た。また，部活動を通じて日本語を話す機会が多い

スポーツ留学生は，学年が上がるに従い，日常会話

においては他の留学生より流暢になるケースもしば

しばあった。そのような学生の中にも単位を落とす

ケースが見られた。このような場合，相談に来る教

職員からはスポーツ留学生の「勉学に対するやる気

のなさ」として捉えられた。私自身も，スポーツ留

学生を担当することが初めてであり，自分の大学生

時代を振り返っても，スポーツ推薦で入学した知人

がいなかったため，スポーツをするために留学して

きたのだから，当然，学部の授業には興味がないだ

ろうという「構え」をもっていた。 

しかし，同時に，この状況には，もう一つの原因

も想定できた。川上（2006）が指摘するように生

活言語能力と学習言語能力には大きなギャップがあ

る。スポーツ留学生は，日常会話は理解できるが，

授業で話される専門用語や，そこで前提とされる背

景知識の理解に問題があるため単位を落としている

可能性も私は考えていた。 

上述した状況にあったスポーツ留学生だが，驚く

べき速さで日本語を習得し，専門の授業を積極的に

学び，時には非常によい成績を収めるものもいた。

このような学生に対し，周囲は「まじめ」な学生と

いうラベルを貼っていた。振り返れば，私自身もま

た「まじめ」な学生として見なしていたように思

う。C と E もまた，私の中で「まじめ」な学生と

して位置づけられていた。 

以上，私の研究への「構え」をまとめるならば，

以下の 3つになる。 

 

・スポーツ留学生は，学習言語がわからず，専門

の授業が理解できない。 

・スポーツ留学生は，専門の勉強には関心がな

い。 

・「まじめ」な学生は，専門の勉強もしっかりす

る。 

 

私は，上記の「構え」を半ば仮説のように捉えな

がら，「まじめ」な学生の学習動機や学習方法を参

考にしつつ，スポーツ留学生がいかにして学習言語

を身につけられるのか，その支援をどのように行っ

ていけばよいのかを考えたいと思い，調査に臨ん

だ。できれば，調査結果に基づき，スポーツ留学生

のニーズにあった独自の日本語プログラムを開発し

たいと考えていたのである。 

 

4．Cのライフストーリー 

4．1．勉強とサッカーを両立させるためのスポー

ツ留学 

韓国の学校教育における部活動の位置づけは日本

と大きく異なる。韓国では日本のように広く部活動

は普及していない。限られた学校に特定の運動部が

設置され，その位置づけはアスリート育成という色

彩が強い。C は，韓国の南西部，全羅南道でサッ
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カーを始めた。小学 5年生のとき，サッカー部の入

部テストに合格し，サッカー部のある学校に移っ

た。その後，C のサッカー人生は，多くの移動と困

難を伴う。中学は，小学校の監督の紹介で釜山に行

くことになった。親元を離れ，寮生活が始まる。高

校進学の際は，小学校で所属していたチームと同系

列の高校に行こうと考えていたが，監督の交代によ

り，ソウルの高校に進学することになった。久保

（2006）は，日本においても，アメリカにおいて

も，アスリート学生の「入口」，つまり進学先は，

送り出し側，受け入れ側の監督，コーチ，先生に大

きく依存していることを指摘しているが，韓国でも

同様である。怪我により 1 年留年した C は，韓国

の大学への進学が決まりかけていたが，その話もま

とまらず，進学先を失った。 

入れるチームを失った C は，サッカーをあきら

め，勉強に力を入れようと考え始めていた。そんな

とき，小学校時代の監督から，日本でサッカーを続

けることを提案される。その後，中学校の監督，日

本の某プロチームの監督と相談し，X 大学にスポー

ツ留学生として進学することを決めた。日本でサッ

カーを続ける選択肢としては，プロチームの練習生

となる選択肢もあったが，日本の大学では勉強と

サッカーの両方ができるという思いがあり，大学を

選択した。 

 

C：あの頃，ぼくはあの時，高校を卒業して，入れ

るチームはなかったので，当然勉強しようと

思ったし，それが，フィジカルトレーナーでし

た。それを中学校の先生もわかってたし，だか

ら，日本は勉強も，サッカーも両方できるん

だっていうことを［某プロチーム］の先生は，

監督さんは，知っています。だから，中学校の

先生は両方できる，道があるんだ。それを開け

てあげようって。 

C は，サッカーを続けるために，スポーツ留学生

として日本へ進学することを決めた。だが，大学を

選んだ理由は，サッカーをしながら勉強もできると

中学時代のサッカー部の監督らに言われたからで

あった。青石，佐々木（2010）によるとアスリー

トの進路に関する選択や志向は，「重要な他者」か

らのアドバイスに大きく左右される。「重要な他

者」とは，監督，コーチ，チームの先輩であること

が多い。C にとって，日本への留学を決めた「重要

な他者」は，小学校，中学校の所属チームの監督で

あり，その知人であった日本のプロチームの監督で

あった。 

彼らの助言により，また，自分自身が大学でサッ

カーを継続することを諦めかけた経験から，C は，

セカンドキャリアへの準備を視野に入れて日本の大

学進学を決断した。C の留学をアイデンティティ交

渉という側面から捉えるならば，「サッカー選手」

というアイデンティティを継続する意味と，同時

に，セカンドキャリアとして「フィジカルトレー

ナー5」というアイデンティティを得るための準備

という意味があったのである。 

 

4．2．Ｃの日本語の学び―コミュニケーション

のためから授業を理解するためへ 

C は，日本への留学を決めた後，近所にあった日

本語学校で 2か月ほど学び，ひらがなと簡単なあい

さつ程度は身につけた。しかし，ほとんど未習と

言ってよい状態で進学した C にとって，日本語が

できないということは，サッカーをする上でも，勉

強する上でも大きな障害であった。 

 

Ｃ：1 年，1 年の時は，とりあえず日本語，覚えて

                                                           

5  近年，アスリートを支える存在として，フィジカルト
レーナーが注目されている。日本ではフィジカルコー
チと呼ばれることも多い。アスリートの体を作るため
のトレーニング・プログラム作成等を担当する。特に
サッカーにおいてその重要性が認識されている（里
内，2009）。 
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から，基礎的な日本語覚えてから，サッカー

も，勉強もそれから始めようっていう思いが強

かったです。なぜかと言うと，サッカーってコ

ミュニケーションができないと 11 人がやるこ

となんで，なんかコミュニケーションできない

とまずいなって思って。当然，おれは何の考え

しながらプレーしているか，友達，仲間も全部

わからないとバランスが崩れてるし，そういう

形，そういうことにもつながるんで，とりあえ

ず，日本語を習得するのが－ 

＊6：じゃあ結構 1 年生の時，がんばって日本語勉

強してたの？ 

Ｃ：はい。がんばって，がんばったっていうか，あ

の，正直に，全然理解できなかったです。 

＊：授業がってこと？ 

Ｃ：あの，日本語。日本語もそうだし，日本語の授

業ありましたよね，1 年の時。日本語の授業も

そうだし，他の授業入っても全然理解できない

ことばっかりして。 

＊：でも日本語の授業は，あれでしょ，簡単だった

でしょ？ あっちの [注：初級の] クラスで。 

Ｃ：簡単だ，はい。簡単だったんですけど，小学生

から高校生まで，ずっと勉強は＝ 

＊：＝あ，そうか。勉強すること自体初めてだもん

ね。 

Ｃ：はい。勉強全然やらなかったので－ 

 

日常会話もままならない状態で部活動と大学の授

業を両立させることがいかに難しいかは想像に難く

ない。とにかく何をするのにも日本語が必要だと思

い，基礎的な日本語から勉強しようとした C で

あったが，それは非常に大変であったと語る。そも

そもアスリートとしてサッカーで進学を続けてきた

C にとって，勉強するという習慣や経験がない。入

                                                           

6 ＊は筆者の発話を表す。 

部直後は，先輩と日本国内の高校から進学した同期

の韓国人留学生に通訳してもらいながら日本人選手

とコミュニケーションをとっていた。しかし，通訳

がいなくなるとコミュニケーションがとれず困った

という。だが同時に，その困った経験からサッカー

選手として競技を続ける上で日本語が必要だと認識

し，日本語の勉強に積極的になった。 

 

Ｃ：先輩と，このＡ［注：日本国内から進学した韓

国人留学生］がおったんで，なんか翻訳しても

らったり，そういう形でやりましたけど，やっ

ぱ試合とか，ふつう，その翻訳，通訳ができな

い場合，それは本当大変でした。話つながらな

いし，何，何て言ってくるか全然わかんない

し，だから，勉強やらないとだめだってその時

－ 

＊：ふ:::ん。いつくらいから，そのチームメイト

と，話が大体わかるようになったの？ 

Ｃ：大体 6 か月くらい，過ぎてから，少し，少し

ね。 

＊：今は大体，わかる？ 

Ｃ：今は大体わかります。でも口にするのはすぐ。

答えを口にするのが，韓国語では普通に話せる

んですけど，聞かれたこと，聞かれた話には全

部理解できるんですけど，日本語で返事するの

が，難しい感じです。 

＊：なるほどね。結構チームメイトとよく話したり

はするの？ サッカー部で。 

Ｃ：やっぱ，まだ学生だし，外国人と話をするのは

すごく，日本人にとってはすごくやりにくいっ

ていうそういう感じはあると思いますが，ぼく

は積極的に話してみようって，話しかけてみ

て，で，わからないことがあったらあれってど

ういう意味って聞くし，そういうあの，状況が

できなかったら，家に帰って調べてみる。そう

いう感じで覚えていますけど，何か，でもすぐ
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忘れちゃうことは－ 

 

C は，毎日，サッカーの練習の合間に少しずつ日

本語の授業を復習した。覚えにくいことばは紙に書

いて，玄関やトイレの壁に貼った。半年くらいする

と，チームメイトの会話も少しずつわかるように

なってきた。日本人のチームメイトとも積極的に話

すように心がけ，わからないことばはチームメイト

に聞いたり，家で調べたりしたと C は語る。三代

（2014a）で指摘したように，スポーツ留学生は，運

動部という参加するコミュニティをもっているた

め，そのコミュニティで必要とされる日本語を身に

つけるのは早い。そのため，日本人との接触が限定

的な留学生と比較すると生活言語としての日本語を

早く身につける。Cも 2年生になるころには日本語

による日常会話は困らなかった。 

一方，学習言語としての日本語は，生活言語とし

ての日本語より習得に多くの時間を要する。その

上，勉強するという経験と習慣の不足もあり，留学

のもう一つの目的であった勉強にはさらに苦労し

た。C は，1 年生の頃は，ほとんど授業で何が話さ

れているのかわからなかったという。ただ，試験の

ために，クラスで配布されたハンドアウトをすべて

翻訳し，そこに出ている漢字や文法を覚えるという

ことを繰り返したと語る。だが，懸命に勉強したも

のの，やはり 1年目で大学の授業についていくこと

はできず，結局，Cは 40単位のうち 10単位を落と

してしまった。2 年生の前期になっても授業は難し

かった。また学期中に盲腸の手術のため帰国するな

ど想定外の出来事も重なり，2 年生前期の成績も思

うような結果を残せなかったと Cはいう。 

しかし，C は，2 年生の後期になり，徐々に大学

の授業に対して手ごたえを感じ始めている。1 年生

のころとは違い，授業の内容も理解できるように

なってきた。C は，1 年以上に及ぶ自分の日本語学

習による成果を認識すると共に，より専門的な勉強

に意欲を見せる。X大学の経済学部は 3年生からゼ

ミを選択できる。ただし，ゼミは必修科目ではない

ため，スポーツ留学生はゼミを履修しないことが多

い。だが，セカンドキャリアとしてフィジカルト

レーナーになるという希望をもつ C は，日本で大

学院に進学したいと考えている。そのため，あえ

て，厳しいと言われているゼミをとることを決めて

いた。 

 

4．3．Ｃにとって日本語を学ぶ意味―夢への投資 

前節において，来日後の C のライフストーリー

について日本語の学びを中心に述べた。本節では，

C の日本語の学びを，アイデンティティ交渉におけ

る投資という観点から考察したい。 

第 3章において述べたように，多くのスポーツ留

学生は，学習言語としての日本語について知識が不

足している。また勉強するという経験や習慣がほと

んどなく，そのため大学の授業を理解しようという

意欲も低い。その中で，C は，意欲的に日本語を学

び，大学の授業を理解しようとしていた。インタ

ビューで C は，授業のハンドアウトを翻訳し，日

本語を学んだと語ったが，その間，わからない表現

があるとしばしば私の研究室に質問に来たり，電話

をかけてきたりしていた。ハンドアウトを翻訳して

いたことはインタビューで初めてわかったことであ

るが，たびたび日本語について質問を受けること

で，C は「まじめ」な学生であるという「構え」が

私の中で形成されていた。 

しかし，投資という概念から C の日本語の学び

への姿勢を考察すると，「まじめ」という性格の問

題とは違う側面が見える。C は，サッカー選手を続

けるために，日本への留学を選択した。同時に，日

本へ来る前に引退を覚悟した C は，セカンドキャ

リアへの準備のために勉強したいと考えるようにな

る。「重要な他者」である監督たちの話から，日本

の大学に進学すれば選手を続けながら学生として勉
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強もできると Cは考えていた。 

サッカーを続けるために来日した C は，所属

チームにおいて「サッカー選手」として受け入れら

れたかった。そのためにはチームメイトとのコミュ

ニケーションが欠かせない。C は，「サッカー選

手」というアイデンティティへの投資として日本語

を学ぶことを考えた。また，「サッカー選手」とい

うアイデンティティをチーム内で得るためにチーム

メイトとコミュニケーションをする過程の中に，日

本語の学びはあった。 

一方，将来，フィジカルトレーナーになりたいと

考える C は，そのための準備として大学で勉強を

したいという思いがあった。フィジカルトレーナー

になるために，まずは大学を卒業すること，さらに

は大学院に進学することが必要だと C は語る。そ

のため，C は，大学の授業を理解し，大学院の入試

に合格するレベルの日本語を学びたいと考えてい

る。「フィジカルトレーナー」，あるいは，その前の

「大学院生」というアイデンティティ獲得へ向けた

投資としても日本語を学んでいたのである。大学の

専門的な授業を理解すること，理解するための日本

語を理解することは，いずれも C にとっては非常

に難しく，1 年以上の時間を要した。だが，2 年生

の後期からは，大学の授業を理解できるという実感

を覚えている。そのための C の努力の象徴とし

て，ハンドアウトの翻訳が語られた。ハンドアウト

の翻訳という C の学習法には二重の意味がある。

一つは，授業自体を理解するという意味であり，も

う一つは，授業を理解するための日本語を学ぶとい

う意味である。 

つまり，C は，サッカー部というコミュニティに

参加する過程で，そのコミュニティに流通すること

ばを学び，専門の授業を中心とした学問を学ぶ機関

としての大学というコミュニティに参加する過程

で，そのコミュニティに流通することばを学んだ。

前者に対して，後者の方が時間がかかったのは，前

者がより生活言語に近く，後者はより学習言語に近

いため，後者の方が時間がかかるものであるという

ことが考えられる。また，前者の場合，C が長年関

わってきたサッカーに関連したものであるのに対

し，後者の場合，C がなじみのない勉強に関するも

のであったことも理由として考えられる。 

第 3章で論じたように，スポーツ留学生は，大学

の授業に関心が低く，学習言語としての日本語も身

についていないことがしばしばである。その中で C

のような学生は，「まじめ」な学生と見なされてい

た。だが，それは「まじめ」という性格の問題では

なく，C がセカンドキャリアの準備として，すなわ

ち投資として，大学の授業を理解するレベルの日本

語を必要としていたと考えることができる。C に

とって，日本語を学ぶことは，大学院で学ぶに足る

日本語を文化資本として獲得するための投資であっ

た。また獲得された文化資本としての日本語は，大

学院を卒業することで得られる学歴という文化資本

へとつながっている。青石，佐々木（2010）によ

れば，この学歴という文化資本がセカンドキャリア

につながる最も重要な資本の一つである。C は，そ

のことに自覚的であったということが言えるだろ

う。Cも自身のことをそのように捉えていた。 

 

Ｃ：…何かみんな，知ってますけど，知らないふり

するっていうか。当然知ってるんじゃないです

か。30 歳くらいになったら，引退するの。その

後人生どうすればいいかっていうのは，考えて

ないっす。 

＊：みんな考えてんだよ。それなりに。でも，考え

てないふりをしてるんじゃない？ 

Ｃ：ですよね。でも誰も準備してないですよ。考え

だけですよ。ぼくはでも，ほんの少しでも，準

備した方が，その後，絶対，有利な立場に立て

るって。 

ただし，C も，セカンドキャリアとしてフィジカ
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ルトレーナーになるまでの道筋を明確に描いている

わけでない。具体的にフィジカルトレーナーになる

ために何が必要なのかもわからないでいた。インタ

ビューの前に，C から大学院進学の相談を受けるこ

とが何度かあった。その時，私は，ゼミを履修する

こと，行きたい大学院を調べることなど，できる範

囲のアドバイスをしていた。しかし，インタビュー

のとき，大学院に行く前に選手としてプロチームに

入団することも検討し始めたという。フィジカルト

レーナーになるために選手としての実績が必要だと

いう話を聞いたのがその理由だった。C の語りの内

容は一定しない。しかし，自分の努力によって夢を

かなえるというストーリー構成は常に一定である。

ここに C の夢への意志と不安が象徴されているよ

うに私には思えた。C は，毎日考えているが，なか

なか進路に答えが出ないと悩みを吐露する。また話

しながら，自分の将来のビジョンの不明確さを自分

自身でも認識し，「今は本当に，人を，人っていう

考えは，今，赤ちゃんです。まだ，生まれてないっ

ていう形か，お腹の中に入っている，夢をもって

入っている形なんですけど」と語った。夢はある，

それに向かっていると思いたい。そのための投資と

して日本語も懸命に学んでいる。しかし，その夢へ

の道がはっきりしないことに悩み続けていたのが C

であった。 

 

5．Eのライフストーリー 

5．1．新天地で柔道を続けながら勉強するための

スポーツ留学 

E は，韓国南東部，慶尚南道の柔道一家に生まれ

た。両親は共に韓国でもトップレベルの柔道選手

だった。E にとってその事実は誇りでもあり，負担

でもあった。子どものときからスポーツ万能であっ

た E は，小学生までサッカーが好きで，スカウト

から声をかけられたこともある。だが，サッカーを

続けたいという E に対して，両親は柔道をすすめ

た。 

地元の中学校に進学し，柔道部に入部したが，監

督は母親だった。最初は自分が柔道をすることを両

親も喜んでいたので練習も楽しめたが，徐々にその

厳しさにつらいと思うようになったと E は語る。

また，柔道部は新設で，大会で結果を残さなければ

部の存続の問題になると E は感じていた。韓国で

は，部活動はアスリート育成という意味合いが強

く，結果が求められるのである。最初の 2年間は，

地区大会の決勝で敗退し，なかなか全国大会に進む

ことができなかった。しかし，3 年生になると実力

もつき，地区大会で優勝するとそのまま全国大会で

も 3位の成績を収めた。 

E の語りを聞くと，アスリート一家に生まれたエ

リートとして順調に成長しているようである。だ

が，E 自身は，常に心のどこかに柔道を辞めたいと

いう気持ちをもっていた。部活動の監督が親である

ことから，周囲の部員とも自然と距離ができてしま

い心を完全に開くことはできなかったという。ま

た，トップアスリートの息子としての周囲の期待は

そのままプレッシャーとなっていた。 

 

Ｅ：それ［注：両親がトップアスリートであるこ

と］のせいでなんか，ま，ほかの，なんか，友

だちとかは，そんなこと，おれ，なんか，いい

なあって，言っているんですけど。 

＊：プレッシャーなんだ。 

Ｅ：おれは，それのせいでなんか，おれの人生の半

分くらいが厳しかったって，言えますよね。 

 

E は，そのまま柔道選手として高校に進学する

が，次の監督は父親だった。そこでも，中学校時代

と同じようなプレッシャーの中で柔道を続けること

になった。高校 2年生の時，柔道部が他校と統合さ

れた。統合により，強い選手が集まり，3 年生のと
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き，団体戦で全国 2 位にまでなった。そのころ，E

のところには強豪大学からスカウトが複数来たとい

う。だが，E は，大学で柔道を続けたいとは思えな

かった。それほど両親や周囲からの重圧が強かった

のである。結局，E は，スポーツ経営を専攻できる

韓国内の大学を受験し，合格した。E 自身は，その

大学に進学するつもりでいたが，母親は，知人の柔

道関係者と相談し，スポーツ経営が学べ，柔道部も

ある X 大学への留学を E にすすめた。悩んだが，

もともと日本のアニメが好きで小さいころからよく

見ていた E は，日本にも関心があった。また日本

で柔道を続けるならば，両親からのプレッシャーも

感じないのではないかという思いもあったので，E

はスポーツ留学生として X 大学に進学することを

決めた。 

E のスポーツ留学という決断は，C に比べると，

「柔道選手」というアイデンティティを獲得すると

いう意味は小さい。E の場合は，複数のスカウトを

断り，柔道を引退することを考えていた。ただ，日

本という両親のもとを離れた場所で「柔道選手」を

続けることを選んだとは言えるだろう。同時に，韓

国でも日本でも柔道はプロ組織をもたないため，セ

カンドキャリアへ向けて，スポーツ経営を勉強した

いという気持ちが E にはあった。C のように具体

的な職業を想定してはいなかったが，経営学を学び

スポーツに関係のある仕事をしたいと E は漠然と

考えていた。そのため，E も C と同様に，セカン

ドキャリアへ向けた投資として日本の留学を捉え，

大学で勉強したいという気持ちを進学時からもって

いたと言える。 

また，E にとって，進学を決める際に「重要な他

者」は，監督でもあった両親である。「重要な他

者」として監督と両親が同一人物という特殊な状況

も E のアイデンティティ交渉に大きな影響を与え

ていた。 

なお，Eは，進学を決めた 2月に経済学部の募集

が終了していたため，募集があった福祉学部に入学

後，2 年生のときに転部試験を経て経済学部へ転部

している。 

 

5．2．Ｅの日本語の学び―学ぶことを楽しむ 

E の日本語の上達の速さに大学の教職員や同級生

は驚かされた。X大学への進学を決めた 2月まで日

本語を勉強したことはなかったという。入学までの

1 か月，独学で日本語を勉強した程度であったが，

1 年生の前期のうちにある程度，周囲とコミュニ

ケーションがとれるようになっていた。 

E は，周囲の人間に自分から積極的に話しかけ

た。X大学では，入学時に 2泊 3日でオリエンテー

ションを行っていたが，来日直後でほとんど日本語

が話せなかったにも関わらず，そこで日本人学生の

友人を作った。大学の講義でも近くに座った日本人

学生に声をかけることが多いという。スポーツ留学

生は，運動部に所属しているため，日本語を話す機

会が多く，日常会話の習得が早いと述べたが，E

は，運動部以外でも多様なネットワークをもってい

た。C の場合，サッカーをする上で必要だというの

が日本語を学ぼうとする姿勢につながっていたが，

E の場合，周囲とのコミュニケーションや日本語を

学ぶこと自体を楽しんでいるように私からは見え

た。 

同時に，E は，ただ話しているだけでは，十分に

日本語は上達しないと語る。大学の授業を理解する

ことにも積極的な E は，毎日，必ず日本語を勉強

する時間をとっていた。 

 

Ｅ：あ:::，ま，ほかの，なんか留学生たちは，おれ

入ったときですね，ここ来たとき，ま，ま，［韓

国人留学生の名前］にも言われたんですけど，

部活入っているんだから，すぐ，日本語上手に

なるよ:::って，みんな言われたんですけど，私

が考えるときあんまり部活とか，関係ないんだ
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と思います。 

 

E は，練習の合間や練習後に毎日日本語を勉強し

ていた。日本語の授業で使用した教科書を復習し，

1 日 10 個漢字を覚えた。先輩からもらった小説も

1 日 1 ページ辞書を片手に読んだ。E は，日本語の

上達は，「勉強のやる気がある人かどうかで決める

んだと思います」と語る。運動部には勉強をおろそ

かにする雰囲気があるが，自分は勉強を大切にした

いと Eは考えている。 

確実に日本語を上達させた E は，大学の講義内

容にも非常に満足していた。どの授業も新鮮な内容

で興味深いと語る。韓国のアスリート学生は日本以

上に運動中心の生活である，と韓国からのスポーツ

留学生は口をそろえる。そのため，勉強の習慣をも

たないので，大学で急に勉強させられることに戸惑

うという声もある（三代，2014a）。だが，E の場合

は，むしろ，新しい体験として大学での勉強を楽し

んでいた。E は，C と異なり，入学した時から大学

院への進学を視野に入れてはいなかった。入学後，

大学での勉強を楽しみながら，大学院へ進学し，経

営についてさらに深く学びたいと考えるようになっ

た。 

また，興味深いことに，両親の重圧から離れて柔

道をすることで，生まれて初めて柔道が楽しいと感

じられていると E は語る。レギュラー争いは熾烈

で，日本の柔道スタイルへの適応にも時間がかかっ

ているが，それでもライバルとのレギュラー争いを

楽しんでいた。 

E は，大学の成績も非常によく，一つの単位も落

としていない。インタビューは，1 年生の 2 月に

行ったが，3 年生になると，成績優秀者として奨学

金を受給している。X 大学にスポーツ留学生として

入学した学生で初めてのことである。新入生のオリ

エンテーションに，2 年生，3 年生のときは新入生

を指導する学生として参加し，日本人学生も含めた

新入生のサポートをするようになった。さらに 3年

生になると，学園祭の実行委員長にも選出されたと

電話インタビューの際に語っていた。 

 

5．3．Ｅにとって日本語を学ぶ意味―充実した

大学生活への投資 

前節において，来日後の E のライフストーリー

を日本語の学びを中心に述べた。本節では，E の日

本語の学びをアイデンティティ交渉における投資と

いう観点から考察したい。 

C の場合と比較すると，E は，「サッカー選手」

や「フィジカルトレーナー」という明確なアイデン

ティティへ向けて留学を選択し，日本語を学んでい

るわけではなかった。それにも関わらず，スポーツ

留学生としては異例の成績を収めている。無論，そ

れは，本人の努力や才能，性格による部分も多分に

あることが推測される。同時に，E は，留学を決め

る前から，柔道を辞め，「大学生」になろうという

気持ちをもっていた。そもそも，留学を決めたのは

両親の選択によるところが多分にあった。E は，

「スポーツ留学生」として来日したが，「スポーツ留

学生」として運動部というコミュニティに参加する

ことよりも，それを含みつつ，「留学生」として大

学というコミュニティに参加していた。いわば「大

学生」というアイデンティティを日本で獲得するプ

ロセスにおいて日本語を学んでいる。E にとって，

大学生になるということは，運動部として活動しな

がら，大学の授業も理解し，いい成績を収めること

であり，さらには，友人たちとの交流を楽しみなが

ら，後輩の指導，支援など多岐に活躍することで

あった。この多様な参加を十全に達成するために

は，多様な日本語によるコミュニケーションが必要

であり，また，実際に達成する過程で E は多様な

日本語を学んでいった。 

E は，明確な職種としてセカンドキャリアを描い

てはいなかったが，「一般的な」大学生としてのア
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イデンティティをもちながら，アスリートという

キャリアではない，セカンドキャリアへ向けて大学

生活を送っていると言える。それは，E がトップア

スリートの家庭で育ち，常にそのプレッシャーの下

で生きてきたことと無関係ではないであろう。E

は，柔道選手としての自分に誇りをもっており，ス

ポーツと関係のある仕事に就きたいとも考えてい

る。しかし，同時に，アスリートとしての自分の

キャリアは大学までと最初から決めている。「一般

的な」大学生と同様に，就職に備える意識をもち，

就職＝セカンドキャリアに備えるところまでも含

め，大学生としてのアイデンティティを得るための

投資として日本語を学んでいたと捉えることができ

る。 

 

6．コミュニティを想像する歩みのなかに 

以上，C と E，二人のスポーツ留学生のライフス

トーリーから日本語の学びについて考察した。二人

は，セカンドキャリアを見据えて，日本の大学に進

学している点，またそのため，大学における勉強を

重視している点で共通していた。そして，大学院ま

でを視野にいれた二人は，学習言語としての日本語

をそれぞれの方法で積極的に学んでいた。 

セカンドキャリアへの投資として日本語を学ぶと

き，その日本語は，学習言語までを含み，大学に授

業に対する姿勢，授業の理解も変わるということが

言える。本章では，スポーツ留学生にとってセカン

ドキャリアへの投資として日本語を学ぶ意味とそれ

を日本語教育として支援するための課題は何かにつ

いて考察する。 

考察する上で，本章では，インタビューを聞き，

スポーツ留学生と関わった研究者であり，教育者で

あった私自身の研究過程における「構え」の変化に

注目する。佐藤（2014）は，日本語教師が学生に

ライフストーリー・インタビューをし，日本語教育

学として記述する行為には，「応答責任」が伴うと

主張する。それは，日本語教師として，語りをどの

ように受け止め，どのように教育現場に還元してい

くのか，ということである。三代（2014b）は，日

本語教育研究者であり日本語教師である調査者が，

インタビューを通じて考えたことを自己言及的に記

述することに，日本語教育学としてのライフストー

リー研究の意味があると主張する。本章では，調査

者であり，日本語教師であった私の「応答責任」と

して自己言及的な考察を行いたい。 

第 3章で述べたように，私が調査前にスポーツ留

学生に対し抱いていた「構え」は次のようなもの

だった。 

 

・スポーツ留学生は，学習言語がわからず，専

門の授業が理解できない。 

・スポーツ留学生は，専門の勉強には関心がな

い。 

・「まじめ」な学生は，専門の勉強もしっかりす

る。 

 

このような「構え」をもった背景には，スポーツ

留学生の単位取得状況や授業の理解不足がしばしば

大学で問題になったことがあった。また，私自身が

韓国人スポーツ留学生と日常的に接する過程でもそ

のような「構え」が構築された。X 大学のスポーツ

留学生は経済的にゆとりがなかったので，私が車で

近郊のディスカウントストアへ食材の買い出しに連

れて行くことなどもあった。その際にも，本人たち

から，勉強経験がなく，大学の授業を理解すること

が難しいという話をしばしば聞いていた。スポーツ

留学生は，比較的，日本語の授業には積極的であっ

た。前述のように会話に関してスポーツ留学生は堪

能で，授業内容もわかることから，参加しやすかっ

たのであろう。だが，一般の授業は難しく，スポー

ツを優先するなか，学ぶ意欲をもてずにいるスポー
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ツ留学生もいた（三代，2014a）。 

そのような状況で，C と E は，大学の授業にも

積極的に参加し，授業を理解するために日本語を学

ぼうという意欲を見せていた。その姿勢は，周囲に

いる教職員，学生たちから「まじめ」という性格と

して捉えられたり，学習能力の高さとして捉えられ

たりした。私自身もそれをある程度内面化し，その

ような目で二人を見ていた。だが，二人の語り，さ

らには，三代（2014a）で取りあげた A の語りから

考えると，それは個人の性格や能力の問題に還元で

きない。 

三代（2014a）で，私は，「想像のコミュニティ」

（Imagined Communities）7への参加のための投資と

して日本語が学ばれていること，そして A の場

合，その「想像のコミュニティ」に学習言語として

の日本語が流通していないことを指摘した。よっ

て，A が大学での勉強に関心を示さないことを「不

まじめさ」と捉えることや，学習言語としての日本

語を教えることで解決を図ることの不適切さを主張

した。他方，C と E は，いずれもセカンドキャリ

アを視野に入れながら大学での勉強に意味を感じて

いた。そしてそのために日本語も厳しい練習の合間

に自分で勉強していた。このことは，「想像のコ

ミュニティ」に参加するための投資として，大学生

に求められる学習言語としての日本語が学ばれるこ

とを意味する。 

だが，このことは，単純に「想像のコミュニ

ティ」次第で学ぶべき日本語が異なるということを

意味しない。私自身，スポーツ留学生に対する無知

から，スポーツのために入学しているのだから，あ

る程度，日本語や専門科目を学ぶことに消極的なこ

                                                           

7  Norton（2001）によると「想像のコミュニティ」と
は，第二言語学習を学ぶことによって得られた文化資
本を用いて学習者が参加したいと考えるコミュニティ
のことである。A の場合は，それがプロサッカー・
チームであったと言える。 

とは仕方がないと考えていた。しかし，韓国との運

動部に対する位置づけの違いから，日本への進学の

期待の中に，日本では運動と勉強を両立できるとい

うものがあった。同時に，本研究のプロセスでス

ポーツという私自身の専門とは異なる領域の研究を

調べることにより，アスリート学生のセカンドキャ

リアが大きな問題となり，日本のスポーツ界全体で

議論されていることを知った。さらにセカンドキャ

リア支援の構築が全国的に進められ，その状況を読

み解く際に，日本語の学びを捉える上で重要となっ

ている「資本」という概念が共通して使われている

ことがわかった。 

スポーツ領域の研究では，アスリート学生が選手

生活中に，セカンドキャリアの準備をする意識が低

いことが問題として指摘され，早い段階からセカン

ドキャリアへの意識づけを行う必要があることが広

く主張されている（青石，佐々木，2010；石森，

丸山，2003；久保，2006；吉田，1999）。A のよう

に「想像のコミュニティ」としてプロアスリートを

想定しているスポーツ留学生にも，プロを経由した

としてもセカンドキャリアへ備える必要があり，セ

カンドキャリアにおいて学歴資本が重要になること

などを伝える必要がある。 

以上，私の調査過程における「構え」の変化を中

心に，スポーツ留学生がセカンドキャリアとしてど

のコミュニティを想像しているのかに日本語を学ぶ

姿勢が大きく左右されることと，日本語を身につけ

ること，また身につけた日本語によって得られる専

門的知識や学歴などを包含した文化資本がセカンド

キャリアにとって重要な意味をもつことを指摘し

た。さらに，セカンドキャリア，およびセカンド

キャリアのための文化資本がいかに大切かを共有す

ることがスポーツ留学生の日本語支援には必要であ

ることを述べた。 

これらのことを踏まえ，私の応答責任としてス

ポーツ留学生のための日本語教育，および日本語支
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援における日本語教師の役割を述べたい。それは以

下の 2点にまとめられる。 

 

① 日本語の学びを促す「第三の他者」になる。 

② 日本語の学びにつながる「第三の他者」との出

会いを作る。 

 

C や E もそうであったように，通常，アスリー

ト学生の進路は，「重要な他者」である運動部関係

者に大きく左右される。しかし，だからこそ，セカ

ンドキャリア支援には，多様な考えを反映させるた

めにアスリートではない「第三の他者」の介在が非

常に重要になることが指摘されている（石森，丸

山，2003）。スポーツ留学生は，学習言語としての

日本語を未習のまま大学に進学してくるケースが多

い。第 1章で述べたように，アスリート学生の教育

とセカンドキャリア支援が見直される今，スポーツ

留学生の日本語教育体制も整備されるべきである。

日本語教育が整備された時，日本語教師はアスリー

ト学生にとって，運動部関係者以外で彼／彼女らを

支援する最も近い人間の一人になる可能性が大き

い。つまり，日本語教師は「第三の他者」となりう

る人材であり，日本語の学びがセカンドキャリアの

想像と深く関わるならば，「第三の他者」となるべ

き人材でもある。 

ただし，これは，単純にセカンドキャリアに備え

ることを指導したり，本人のセカンドキャリアにあ

わせて必要な日本語を教えたりするということでは

ない。三代（2009b）で指摘したように，コミュニ

ティ参加のプロセスに日本語の学びは埋め込まれて

いる。セカンドキャリアという「想像のコミュニ

ティ」へたどりつこうという歩みのなかに日本語の

学びはあるべきである。C は，漠然とした「想像の

コミュニティ」を夢見ながら，どう進むべきか悩ん

でいた。自分はどうありたいか，そのために今，自

分は何ができ，何をすべきかなどを考えること自体

も，C にとっては重要な日本語を学ぶ活動になるは

ずである。そのうえで，今，学ぶべきことばは何

か，どうすればそのことばは学べるかなどを C と

共に考え支援することが私という日本語教師には求

められている。これが①日本語の学びを促す「第三

の他者」になるということである。 

おそらく①だけでは不十分である。また①に執着

するとスポーツ留学生を日本語教育の場で囲ってし

まい，スポーツの世界の外へと視野を広げる「第三

の他者」の役割を十全に果たせないという危惧もあ

る。スポーツ留学生が幅広い社会へ目を向け，自分

の培ってきた資本を活用しながら，生き方を考える

上で，多様な人との出会いが重要になっている。

「第三の他者」は一人である必要はない。このこと

を私が強く意識したのは E のライフストーリーを

聞き，また E の学びを目の当たりにしていたから

だ。 

セカンドキャリアのために日本語を学ぶと言って

も，E は将来に備えて大学の勉強をしっかりやりた

いという以上の明確なビジョンをもってはいなかっ

た。それにも関わらず，E が積極的に勉強し，多様

な日本語の学びを形成したのは，E 自身が，一般的

な「大学生」として充実した生活を送りたいと考え

ていたからである。これには，E が周囲から受けて

いた重圧など個人的な要因もある。だが，私にとっ

て，「大学生」として大学に十全に参加した E が，

奨学金をもらい，学園祭の委員長にまで選出された

ことは，大きな驚きであった。なぜなら，私は，本

研究において，「スポーツ留学生」のアイデンティ

ティ交渉としての日本語の学びを明らかにしたいと

考えていた。そこには，私の中に「スポーツ留学

生」にラベルを貼り，「スポーツ留学生」のための

日本語教育あるいは日本語教育支援のあり方を構築

したいという思いがあった。だが，E は，「大学

生」として大学全体の活動に参加する過程で，周囲

を驚かすほどの日本語の学びを形成した。逆説的で
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はあるが，「スポーツ留学生」である以前に「大学

生」であるという前提に立ち返り，本来，大学生に

開かれているさまざまな場に参加することが，「ス

ポーツ留学生」のことばの学びを豊かにし，セカン

ドキャリアを想像することを助ける。E は，多様な

コミュニティに参加しながら，セカンドキャリアへ

のイメージを明確にしつつある。例えば，地域の町

おこしを目的とした NPO から留学生の参加を依頼

された私は E を紹介したが，E は，その活動を通

じ，実際に働いている人たちから話を聞くことで大

学院進学や就職のために何をすべきかのイメージを

固めつつある。 

この E の事例は，逆説的ではあるが，同時に，

第 1章で論じたアスリート学生のセカンドキャリア

支援のあり方と符合する。久保（2006）は，身体

資本に頼らないセカンドキャリア支援の必要性を主

張した。また，川口（2014）が述べていたこと

は，つまるところ，アスリート学生はスポーツ選手

である前に大学生としての本分を全うしなければな

らないということであった。スポーツというときに

閉鎖的になりがちなコミュニティの外への参加を促

すこともスポーツ留学生のことばの学びやその後の

セカンドキャリアを考える上で重要になる。それが

②日本語の学びにつながる「第三の他者」との出会

いを作るということの意味である。 

①と②の具体的な実践方法については，各機関，

各スポーツ留学生の置かれた状況によって異なるの

で本稿で言及する拙速は控えたい。ただ，C と E，

二人のライフストーリーから私が日本語教師として

考えたことは，ことばの支援を通じて「コミュニ

ティ」を想像すること，ここにスポーツ留学生の日

本語教育を考える出発点があるということである。

私は，何度も，調査協力者であり，自分の学生で

あったスポーツ留学生の夢を聞きながら，ただ，う

なずいたり，がんばれと言ったりしてきた。それが

いかに無責任であってもそれしかできないこともあ

るだろう。しかし，前述したようにアスリート学生

のセカンドキャリアは厳しい。このことに共に向か

い合うことがスポーツ留学生の文化資本としてのこ

とばの学びを豊かにする第一歩である。 

そのためには，日本語教育関係者もスポーツ留学

生という状況，特に，彼／彼女らにとって日本語と

いう文化資本，さらには日本語によって得られる文

化資本がどのような価値をもっているのかを知る必

要がある。今は，あまりにもその知見が不足してい

る。スポーツ留学生に関する研究は非常に限られ，

彼／彼女らのセカンドキャリアに関する研究は，本

研究が最初のものとなる。本研究が必要な知見の構

築へ向けた契機となることが望まれる。 

また，私は，「スポーツ留学生」というラベルを

貼ることで，スポーツ留学生の日本語の学びに対し

て偏った見方をしてしまった。同時に，スポーツ留

学生のセカンドキャリア問題など，スポーツ留学生

のもつ特別な文脈における問題に疎かったために，

十分な支援を企画できずにいた。スポーツ留学生に

日本語教育が，あるいは日本語教師が向き合うと

は，スポーツ留学生という状況を理解しながら，ス

ポーツ留学生というラベルに囚われないで，ひとり

ひとりの歩みのなかに日本語の学びを作り出してい

くことである。そして，同時に，日本語の学びがひ

とりひとりの歩みの力になるものとしていくことで

ある。 

セカンドキャリアへ向けた歩みのなかに日本語の

学びを作り出していくことは，おそらく日本語教育

全体の課題であり，一般の留学生にも通底すること

である。しかし，その問題については稿を改めるこ

とにしたい。本稿における重要な発見と私が位置づ

けているのは，スポーツ留学生の文脈を理解しつ

つ，スポーツ留学生と共にその外の文脈へ目を向け

ていくことの中にことばの学びの可能性があるとい

うことである。 
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【添付資料】 

インタビューのトランスクリプト作成のルール 

１． 重なり 複数の参加者の発話の重なりは，

「//」。 

２． 密着 発話もしくは発話文が途切れなく密着

は，「＝」。 

３． 聞き取り困難 聞き取り困難な箇所は，

「〔  〕」。また，聞き取りが確定できないと

きは，当該文字列が〔  〕でくくられる。 

４． あいづち あいづちは（  ）内に示す。 

５． 沈黙・間合い 音声が途絶えている状態は，

その秒数を（ ）内に示す。5 秒以下は，「・」

（・一つで 1秒）。 

６． 引き延ばし 直前の音の引き延ばしは，「:::」。 

７． 途切れ 言葉の不完全なままの途切れは，

「‐」。 

８． 笑い声 「hh」。 

９． 注 記  発音の要約やその他の注記は，

「［ ］」。 

10．翻訳 イタリックは韓国語を和訳したもの。 
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Japanese language as cultural capital (habitus)  

for second career development: A research study  

based on the life stories of foreign student athletes 
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Abstract 

This paper is a study on the life stories of foreign student athletes. It is often said that foreign 

student athletes’ motivation for learning is low, and that they fail to acquire Japanese as a 

cognitive/academic language. The question of how teachers can help student athletes develop 

their second careers has become an important issue within the field of university sports. In this 

study, I will discuss the possibilities of Japanese language education correlated to second career 

support by focusing on the life stories of two Korean student athletes. Both of them—one is a 

member of the football team, and the other belongs to the Judo team—are now in the process of 

developing their second careers by preparing to enroll in graduate school. By analyzing their 

life stories, I will point out the significance of creating a method of Japanese language learning 

based on the student’s individual process of developing his/her second career. In order to 

achieve this, Japanese language teachers could take on the role of ‘a third person’: a person who 

gives foreign student athletes a chance to distance themselves from sports and think about 

their careers. 
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