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Ⅰ　課題設定と背景

本稿の目的は，ボランティア日本語教室の

Ｄ教室を事例に取り上げ，外国人青少年たち

が，なぜ長期間にわたってＤ教室に参加し続

けるのか探ることである。このような目的を

設定したのは，外国人青少年たちがＤ教室に

参加し続ける理由を探ることで，これまで研

究されてこなかった外国人青少年たちが学校

外の場で求めるものを見出すことができるの

ではないかと考えたためである。

まず，目的を設定した背景とボランティア

日本語教室の展開について述べる。

本稿では，日本国籍を持つ中国帰国者児童

生徒や，国際結婚家庭の子ども等も含めて，

中学生から高校生，高校を中退した者を外国

人青少年と呼ぶ。
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【要旨】

本稿の目的は，外国人青少年たちがボランティア日本語教室に長期間通い続ける理

由を探ることである。関東圏内の外国人の子どものためのボランティア日本語教室を

対象にフィールドワークを実施したところ，得られた知見は１）「教える側としての

自己」の確認，「成長した自己」の確認，「評価される自己」の確認によって獲得され

る肯定的な自己の確認を意味内容とする「自己確認」が継続的な参加の動機となって

いること，2）「異文化性を持つ自己」の確認は，表出することを通して「自己受容」

と結びついていること，3）「自己受容」が可能な場において「自己確認」が行われて

いること，4）外国人青少年たちは，ボランティア日本語教室を「自己確認」の場と

することで心理的適応戦略をとっていることの4点である。外国人青少年たちにとっ

て，ボランティア日本語教室は，「サポート」や「楽しさ」を得られる活動を通して

「自己確認」をする場となっており，「自己確認」の場は，外国人青少年たちの発達上

重要な意味を持つ可能性が示唆された。
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１　外国人青少年をめぐる現状

外国人の子どもの増加が指摘されるように

なって久しい。1980年代後半から，日本語を

母語としない外国人の子どもは急増してい

る（1）。彼らが日本国内で成長するにしたがっ

て，高校進学の問題や，暴走族など逸脱的適

応戦略をとる青少年期の課題が指摘されるよ

うになった。中国帰国青少年を対象とした研

究の中では，高校進学率を一つの指標として

中国帰国青少年の学業達成の困難さが指摘さ

れている（2）。また，中国帰国青少年を中心と

した暴走族集団には，学校ではいじめに遭い

親には相談できないという環境の中で，話の

わかる仲間が自然に集まった自助グループと

しての側面があると指摘されている（3）。この

ような学業達成の困難さや，自助グループと

しての暴走族集団の存在は，外国人青少年た

ちへの学業達成と精神的な支援の必要性を浮

かび上がらせる。

上記のような課題が示されながら，外国人

青少年，特に外国人高校生を対象とした研究

は非常に少ない（4）。それは，90年代以降来日

した外国人の子どもたちは，乳幼児や小中学

生が多数を占めており，高校生は人数が少な

かったこと，外国人中学生は高校入試で門前

払いを受けるなどしたため，高校に進学した

者が少なかったことが理由として考えられる
（4）。そこで，就学前や児童期に来日し，日本

国内で成長した外国人高校生を含めた外国人

青少年を対象とした研究が早急に求められて

いるといえる。

宮島（2002）は，外国人青少年の教育戦略

について，「子どもたちの将来設計はしばし

ばモデルの貧困または欠如を感じさせる」と

述べ，適応戦略は「ほとんど一時しのぎ的に

「切り抜ける」という選択に向かいがちであ

る」と指摘している。同時に，「家族の精神

的サポートを得る以外に子どもの取りうる戦

略は，当面，個人として努力するか，または

地域学習室を通してボランティアたちの指導

を受けることしかないようである」と述べ，

地域学習室に通うことが，彼らの数少ない教

育戦略の一つであると述べている（5）。

２　地域における「ボランティア日本語教室」

の展開

上述した宮島（2002）の言う「地域学習室」

とは，本稿でいうボランティア日本語教室に

該当するものであると思われる。ボランティ

ア日本語教室とは，どのように展開したもの

であろうか。外国人住民が急増した1980年代

後半以降，日本各地で日本語を母語としない

人々に対して様々な日本語学習支援が行われ

るようになった（6）。その日本語学習の場とな

ったのがボランティア日本語教室である。通

常，「日本語教室」と称される教室には，主

に以下の4種類がある。１）民間の組織が経

営する「日本語学校」，２）小学校，中学校，

高等学校の中に設置され，外国人児童生徒の

日本語学習支援を目的とする「日本語教室」

（自治体によっては「国際学級」と称する場

合もある）（7），３）留学生を対象として，主

に大学の留学生センター内に設置される「日

本語教室」（8），４）自治体や民間のボランテ

ィア組織等が公民館等の公的施設において開

設する「日本語教室」である（9）。本稿で取り

上げるのは，４）に該当する「日本語教室」

であり，これを「ボランティア日本語教室」

と呼ぶこととする。

３　本稿の目的

本稿では，筆者がボランティアとして参加

するボランティア日本語教室，Ｄ教室を事例

として取り上げる。筆者が抱いた疑問は，な

ぜ外国人青少年たちが長期間にわたりＤ教室

に参加し続けているのか，ということであっ

た。教科学習に問題がなく，成績も良い外国

人青少年たちは何を求めてＤ教室に参加し続

けているのかが不思議であったからである。

行き場所がなく集まってくるという，筆者の
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当初の予想とは異なりＤ教室の参加者たちは

部活動やバイトで忙しく，時間を調整してで

もＤ教室に断続的に参加し続けていた。そこ

で，外国人青少年たちがＤ教室に参加し続け

る理由を探ることで外国人青少年たちにとっ

てＤ教室がどのような場であるのか，また，

彼らがＤ教室で日本語・学習支援という具体

的な「サポート」や友達に会うといった「楽

しさ」を得る以外に，何を得ているのかを考

察することを目的とする。

Ⅱ　研究方法と対象　

１　研究方法

外国人青少年たちはＤ教室に何を求めて参

加し続けるのであろうか。「サポート」や

「楽しさ」の得られる場として彼らがＤ教室

を捉え，そのことが参加継続の要因となるこ

とは，容易に推察できる。しかし，それでは，

塾などの「サポート」の得られる場を持ち，

他にも「楽しさ」の得られる「居場所」を持

つ外国人青少年たちが参加しつづけることを

どのように説明すればよいのであろうか。そ

の問いに答えるために，本稿ではフィールド

ワークを採用した。それは，外国人青少年た

ちの行動や発言を観察することで「サポート」

や「楽しさ」以外の，外国人青少年たちによ

っても意識化されていない参加動機を探るこ

とができるのではないかと考えたためであ

る。

２　対象

対象は，関東圏内の外国人の子どものため

のボランティア日本語教室，D教室の参加者

とボランティアである。参加者は，５歳から

19歳までで，観察期間中の延べ参加者は38名

であった。そのうち，小学生以下の参加者は

5名である。本稿では，小学生以下の参加者

と，見学を含めた１回のみの参加者を分析対

象からはずし，２回以上参加した中学生14名

と高校生５名，高校中退者１名の20名を分析

対象とした。出身国別では，中国が16名と最

も多く，ついでモンゴル２名，フィリピン１

名，台湾１名である。

ボランティアは，代表者MT（小学校の教

員・女性），銀行を退職した男性YT，主婦KT，

フリーター（男性），大学院生（女性），筆者

の５名である。この内，代表者MT，銀行を

退職した男性YT，主婦KTは中国語で日常会

話程度話すことができる。

参与観察の期間は，2004年５月から2005

年12月までの約１年７ヶ月である。観察頻度

は週１回で，１回の観察時間は，約3時間で

ある。主な観察場面は，D教室での活動場面

であるが，遠足やお楽しみ会という行事にも

参加し観察を行った。

具体的な手続きとして，D教室で学習支援

を行いながら観察を行い，終了後に毎回フィ

ールドノーツに観察記録をつけた。筆者は参

加者に「先生」として捉えられていた。一部

の青少年にはインフォーマルなインタビュー

を行い，フィールドノーツに加えた。また，

代表者MTには参加者の出席表の提出を受け

た。さらに，教室代表者MTには，外国人青

少年の家族背景や参加の経緯に関するインタ

ビューを適宜行い，フィールドノーツに加え

た。

３　フィールドの概要

D教室は，外国人の子どもの日本語・教科

学習を目的としたボランティア日本語教室

で，毎週土曜日に地域の拠点となる駅に程近

い公民館の１室を借りて活動を行っている。

1990年から活動を開始し，代表者MTは，教室

の設立当初から教室の運営に関わっている。

フィールドの公民館には，図書館が併設さ

れており，１階のロビーには丸いテーブルと

椅子，ジュースの自動販売機が設置され，周

辺住民や子どもたちが自由に使用できるよう

になっている。午後1時50分ごろになると，

公民館の１階にD教室の参加者が集まり始
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め，２時に代表者MTが公民館に来て受付で

鍵を受け取る。MTが部屋の鍵を開けると，

ロビーで待っていた参加者たちは一斉に部屋

に入り，思い思いの場所に座る。３時半に部

屋の隅で参加者の約半数が参加して百人一首

を行う。百人一首の取り札の枚数は毎回MT

が出席表に記録し，半年に一度枚数の多い上

位3名に賞品が渡される。４時50分ごろに教

室を片づけはじめ，５時には鍵を閉め部屋を

出る。参加者の中には，そのまま併設された

図書館に行く者もいれば，ロビーで他の参加

者とおしゃべりしたり，学習の続きをしたり

する者もいる。12月にお楽しみ会を行い，３

月には水族館や動物園など，遠足に行く。

４　分析視点

フィールドでのエピソードや教室代表者Ｍ

Ｔへのインタビューを元に，外国人青少年が

Ｄ教室に参加し続ける理由を，「自己確認」

という視点から記述する。「自己確認」とい

う視点を導入した理由は，日本語学習や教科

学習支援，就職相談など具体的なサポートを

受けたり，友達に会いに来たりする以外に，

特に何をするでもなく教室に顔を出す外国人

青少年を繰り返し観察したためである。そこ

で「サポート」や「楽しさ」を得られる場と

してだけでない，「自己確認」の場としての

外国人青少年たちのＤ教室の利用の仕方に焦

点を当て記述していく。

Ⅲ　得られた知見と解釈

本節では，フィールドでのエピソードや教

室代表者ＭＴへのインタビューを元に外国人

青少年がＤ教室に参加し続ける理由を「自己

確認」の視点から描き出す。次に，Ｄ教室代

表者ＭＴの行動と考えがどのように「自己確

認」と関わっているかを記述する。

１　「自己確認」の場としてのＤ教室

Ｄ教室に参加する外国人青少年たちは，教

室に毎週参加するわけではない。Ｄ教室の中

でも参加率の高い「常連組み」の参加状況は，

観察期間中66回行われたＤ教室のうち，Ｔ

（高校中退・男子・中国）が50回，Ｕ（中

１・男子・中国）が49回，Ｙ（高２・男子・

中国）とＲ（高１・女子・中国）が37回，Ｇ

（中3・女子・中国）が34回であった。一方，

断続的に参加する者としては，Ａ（高２・男

子・中国）とＢ（中３・男子・中国）の兄弟

がいる。Ａは66回中７回，Ｂは66回中16回の

参加である。Ａが，顔を出さなかった期間で

最長だったのは約７ヶ月であった。しかし，

約７ヶ月後に顔を出したＡは，また断続的に

ではあるがＤ教室に参加し始めるのである。

このような，外国人青少年の断続的な参加

の仕方についての教室代表者ＭＴの捉え方

と，B自身の参加に関する発言を見てみよ

う。

〔エピソード１〕「あの兄弟（AとB）は

まれに来る。毎週来るんじゃなくて，月

に１回ぐらいぽろぽろっと。何かあった

ときとか困ったときだけ来るタイプ」

（2004.12.25；MTのインタビューより）

〔エピソード２〕Ｂは，Ｄ教室の始まる

時間から１時間ほど過ぎたころに「はー，

疲れたー。まじで，生きるの疲れたっす

よー」と言いながら部屋に入ってきた。

約１ヶ月半ぶりに顔を出したＢは，身長

が伸び少しやせて見える。ＭＴや，Ｒ，

Ｇ，Ｔらにも口々に「Ｂ，やせたんじゃ

ねぇ。」と声をかけられていた。Ｂは，

しばらくＲやＴと話をしたあと，他の参

加者に教科学習を教えていたＹＴの前に

座り話し始める。Ｂの声は，筆者の場所

から聞き取れなかったが，ＹＴの「すご

いな，君は。根性あるね，３つも資格を

取ったなんて，すごいなぁ。」とか，「３

つも資格を持っている人なんていないだ

ろう。」という声が聞こえた。（筆者は，
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ＹＴの話ぶりから，Ｂは通っている技術

専門学校で資格を取得したことをＹＴに

報告したのだな，と思う。）ＢはＹＴと

話し終わるとＹＴが教えていたＮ（中

３・女子・中国出身）の携帯電話を勝手

に取り，自分の携帯電話にＮの携帯番号

とアドレスを入力する。Ｎは「なんで！」

と少し抵抗するが本気で携帯電話を取り

返そうとはしなかった。その後，ＢとN

が中国語で笑いながら話す声が聞こえ

た。Ｄ教室に顔を出してから20分ほどで

「じゃ，次来るのは６ヶ月後なんで」と

部屋の出口に向かって歩きながら言う。

筆者が「帰っちゃうの？」と聞くと，Ｂ

は「俺，それぐらいで来るんで」と言っ

て，そのまま部屋を出て行った。

（2005.10.29）

エピソード1で代表者MTは，AとBの兄弟

の参加の仕方について「困ったとき」に来る

と述べている。確かに，観察期間中，Ａは高

校卒業を控えて就職先の企業を決めなくては

ならないという「困ったとき」に相談に来て

いるし，Ｂも2005年の２月の高校受験の直前

には頻繁に顔を出していた。そのような面で

は，ＭＴのいう「何かあったときとか困った

とき」に参加しているといえる。しかし，エ

ピソード2では，一見，特段に困っているよ

うに見えないにも拘わらず，D教室に顔を出

し，しばらくＤ教室でボランティアや仲間と

おしゃべりをしただけで帰っている。

Bのような特に何をするでもなく顔を出す

参加の仕方は，Bだけに見られるわけではな

い。このような外国人青少年の参加動機とは

どのようなものであろうか。外国人青少年た

ちに「なぜＤ教室に参加し続けるのか」を尋

ねると「何となく」といった回答しか出てこ

ないため，インタビューから参加動機を探る

のは非常に困難であると思われた。そこで，

彼らの参加動機をＤ教室での彼らの過ごし

方，発言を見ていくことで見出されたのが

「自己確認」という参加動機である。

外国人青少年たちの「自己確認」をどのよ

うな自己を確認するのかという観点から，（1）

「教える側としての自己」の確認，（2）「成長

した自己」の確認，（3）「評価される自己」

の確認，（4）「異文化性を持つ自己」の確認

の4つに分類して具体的に説明していく。

（1）「教える側としての自己」の確認

外国人青少年たちは，Ｄ教室に長期間参加

することを通して，単に「教わる」だけの立

場から「教える側」へと自身の位置づけを変

化させていた。Ｄ教室において最も参加期間

の長いＴ（19歳・男子・中国出身）は，小学

校５年生のときからＤ教室に参加している。

Ｔは2004年３月に経済的な事情から１年で高

校を中退しているが，中退後もＤ教室では日

本語検定の勉強をしたり，他の参加者たちと

おしゃべりしたりして過ごしていた。ＭＴに

頼まれたときだけ，小学生の参加者に勉強を

教える様子が見られた。ＴのＤ教室における

位置づけに明確な変化が見られたのは，2005

年の４月である。

〔エピソード３〕Ｄ教室にはＭＴが作成

した1ヶ月ごとのＢ4版の出席表がある。

Ｂ4の左側には「○月講師出講表」とあ

り，右半分には「○月生徒出席表」と書

かれている。2005年3月まで，Ｔは「生

徒出席表」に名前が載っていたが，2005

年４月の出席表から「講師出講表」にも

名前が載るようになった。Ｔの名前の横

にはＭＴの字で「（ＯＢ）」と書き込まれ

ていた。

〔エピソード４〕2005年に小学校に入学

した年少参加者Ｓ（６歳・男子・台湾出

身）は，2005年２月から教室に参加し始

めた。Ｓはひらがなやカタカナを練習す

るためのノートを持参するもののＤ教室
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では，学習に身が入らず床に寝そべった

り，黒板にいたずら書きをしたりして過

ごしていた。ＭＴはやる気になるまで待

つという対応の仕方であったが，ボラン

ティアのＫＴは，Ｓに少しでも学習させ

ようという対応の仕方をしていた。Ｓは，

ＫＴの気迫に恐れをなす形で少しずつ学

習する様子も見られるようになっていた

が，机に座ることに抵抗するなど，学習

を始めるまでに1時間以上かかっていた。

Ｓは観察時点では日本語であいさつがで

きる程度で，ボランティアの日本語によ

る指示が伝わらないことも度々あった。

筆者が，Ｄ教室開始の時間から10分ほど

送れて部屋に入ると，すでにＴがＳのと

なりに座り算数のドリルをやっていた。

Ｓはおとなしく座り，ドリルに答えを書

き込んでいる。Ｓが１ページ終えたとこ

ろでＴが次のページを説明しようとする

と，Ｓはドリルの前のページに戻りシー

ルをはがす。Ｔは「あ，シール貼るの？

ここに貼りな」とＳが先ほど終えたペー

ジの隅を指差すとＳはＴの言うとおりの

場所にシールを貼っていた。（筆者は，

Ｓがおとなしく机に座っているのは珍し

いな，と思う。また，ＴはＳがまだ日本

語で上手く自分の希望を伝えられないこ

とを理解し，学習を押し付けるだけでな

くＳの「シールを貼りたい」という希望

を理解しているな，と思う。さらに，Ｓ

はＴの言うことはＭＴやＫＴ，筆者のと

きとは違い，神妙に聞いているな，と思

う。）（2005.6.4）

〔エピソード５〕約４ヶ月半ぶりに参加

したＲ（高２・女子・中国出身）は，Ｍ

Ｔが出席表をつけているのを覗き込み，

Ｔの名簿の位置の変化に気がつく。Ｒは

Ｔに「お前，こっちに書かれてんじゃん」

と言う。それに対してＭＴは「だって先

生だからね」とＲに言う。（2005.10.29）

2005年４月の出席表の名前の位置が変化し

たことから，ＭＴがＴの立場を変化させよう

とした意図が読み取れる。それを受けて，Ｔ

はＳに「先生」として接し，それまで机に座

ることすら難しかったＳもＴの言うことは素

直に聞いている。さらに，エピソード５では，

Ｒの発言を受けたＭＴの発言により，Ｔの

「先生」としての位置づけを他の参加者に意

識化させていた。

このような，「教える側」としての自己の

確認は，Ｔの長期的な参加を通して「ＯＢ」

としてＭＴに認められたことをきっかけとし

ている。そして，次第にボランティアや他の

参加者にも「先生」として認識されるように

なっていた。Ｔにとって，Ｄ教室は「教える

側としての自己」を確認する場となっていっ

たことがわかる。

（2）「成長した自己」の確認

Ｄ教室の参加者は年齢幅が広く，下は就学

前の５歳児から上は19歳の参加者がいる。そ

のような年齢幅の広さにより，年長者は年少

者とのかかわりの中で「成長した自己」を確

認していた。

〔エピソード６〕Ａは，就職する会社に

ついて相談したＹＴにお礼を言いに，約

３ヶ月ぶりにＤ教室に顔を出していた。

また，期末試験が近づいているため数学

を教えてほしいと筆者に伝えていた。Ａ

と筆者が数学の勉強をしているそばで，

Ｕ（小３・男子・中国出身），Ｈ（小

５・男子・中国出身），Ｋ（小１・男

子・中国出身）の３人が，Ｈの持参した

カードゲームで遊んでおり，時折大きな

声を上げることがあった。３人はカード

ゲームに飽きると，Ｕを鬼にして鬼ごっ

こをはじめる。Ａは，期末試験が直前に

迫り焦っている様子であったため，Ａに

数学を教えていた筆者は「少し静かにす
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るよー」と３人に言うが，まったく効果

はなかった。一方，Ａは大声で遊ぶ３人

に文句を言う様子はない。Ａは「（３人

を見ながら）怪我しないですかね。俺ら

もあれぐらいだったから」と言う。とう

とうＹＴが「おい，そこの３人静かにし

ろ！」と言うと，ようやく静かになった。

帰り際にＡは「（就職して）次長になっ

たら，ここで宴会をやりますよ。」と言

う。（2005.12.10）

Ａは，年少参加者の様子を見て，「あれぐ

らいだった」過去の自分を思い出している。

過去の自分と現在の自分を比べることで，

「成長した自己」を実感していると言えよう。

また，就職が決まったＡは「次長になったら，

ここで宴会をやりますよ」と発言しているが，

これは「成長した自己」をアピールした発言

であると考えられる。

Ａは，年少参加者を通して「成長した自己」

を確認していたが，ＭＴを通して「成長した

自己」を確認する例もある。

〔エピソード７〕Ｌ（高２・女子・中国）

が，約4年ぶりに参加する。Ｌは，ＭＴ

に「（1階の）図書館によったからついで

によった」と言う。Ｌは，地域の進学校

に通っており，高校でも上位の成績で，

大学進学を希望している。Ｌは，ＭＴに

大学に入ったら，Ｄ教室に教えにきても

よい，と話す。（2004.6.26）

Ｌは約4年ぶりにＤ教室へ参加しＭＴに近

況を報告している。ＭＴによると，Ｌは他の

参加者とは一人だけ違う小学校から来ていた

が，ほぼ毎週のようにＤ教室に来ていたとい

う。このようにＬが数年ぶりにＤ教室に顔を

出す背景には，ＭＴの存在がある。いつＤ教

室に来ても自分を知っているＭＴの存在によ

り，過去の自分と現在の自分を繋ぐことがで

きるのである。そのため，ＭＴに会いにＤ教

室へ顔を出し，「過去の自分」を確認して

「現在の自分」と照らし合わせることにより，

自身の変化を見ようとしていると考えられ

る。それは「成長した自己」の確認といえる

ものであろう。

（3）「評価される自己」の確認

参加者とボランティアの会話で，もっとも

よく話題に上がることの一つに学校での成績

がある。特に，自身の良い成績をとったこと

に関する参加者の発言を繰り返し観察した。

〔エピソード８〕Ｃ（高１・女子・中国

出身）は，2004年10月に初めてＤ教室に

参加している。参加当初は，2005年２月

の高校受験のための教科学習をしていた

が，高校に入学すると塾の宿題をしたり，

編み物をしたり他の参加者とおしゃべり

したりする姿が見られるようになった。

筆者が部屋に入ると，Ｃが話しかけてき

た。Ｃ「先生，来週中間テストがあるん

だよ。どうしよう...。」，筆者「え，だっ

て塾で（学校の進度より）もっと進んで

るんでしょ？大丈夫じゃない？」，Ｃ

「えー，だって...。そうそう，実力テス

トで数学100点だったんだよ。校内で1位

だったの」，筆者「すごいね！」，Ｃ「英

語は93点で6位，あと国語が良ければよ

かったのに。」と言う。（2005.5.21）

〔エピソード９〕Ｅ（高２・男子・中国

出身）は工業高校に通っており，Ｔ，Ｕ，

Ｙ，Ｒ，Ｇとともに常連組みの一人であ

ったが，高2になってからは顔を見せな

くなり約3ヶ月ぶりの参加であった。他

の参加者と離れて一人で座るＥに筆者が

「久しぶり」と声をかける。Ｅ「そうい

えば，俺，中間（テスト）すごかったん

ですよ。学年でもしかしたら一番かも」，

筆者「えー，すごーい。すごいじゃん，
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Ｅ」，Ｅ「電気基礎が94点で，あと現代

日本史が93点。」，筆者「なんで，現代日

本史が得意なのよ（笑い）」，Ｅ「（筆者

の言葉は無視して）あと，英語が95点」，

筆者「すごいね！」，Ｅ「現代文がなぁ，

よければなぁ。だめだったし。42点」と

言う。（2005.6.4）

〔エピソード10〕筆者が14時05分ごろ，

公民館1階のロビーを通ると，ＢとＣが

同じテーブルに座って何やら話している

ところだった。筆者は，二人に声をかけ，

そのまま２階のＤ教室の部屋に向かった

が，結局，ＢとＣは２階のＤ教室の部屋

には顔を出さなかった。ＭＴもＢとＣが

１階にいるところを見たようで，ＭＴ

「Ｂ来ませんねぇ。さっき下ではＣさん

と話してたけど」と言い，「そのまま，

バイトに行ったかな。３時からバイトだ

って言ってたから」と，ＢがＤ教室に顔

を出さなかった理由を推察していた。さ

らに，Ｂについて「Ｂくん，さっき下で

２時前に会ったら，私のカバンを何も言

わずに持ってくれたんですよ。」と言う。

筆者「えー，あのＢがですか。」と思わ

ず聞き返した。Ｄ教室後，ＭＴに話を聞

くと，２時前に会ったときＢはバイトを

がんばっていると，ＭＴに報告したとい

う。（2005.12.10）

エピソード８と９では，ＣとＥが，学校の

テストの結果を筆者に伝えている。このよう

に，学校のテストの結果を話す相手は，筆者

を含めたボランティアであることが多い。そ

れは，参加者同士では「自慢」と受け取られ

かねないし，また，さらに成績の良い参加者

に対しては「自慢」することができないから

である。このように，学校のテストの成績を

点数まで詳細に報告する参加者の様子がしば

しば観察された。

エピソード10では，ＢはＤ教室のすぐ近く

まで来ていながら，結局Ｄ教室には顔を出し

ていない。しかし，ＭＴに会った際には，Ｍ

Ｔの重いカバンを持ち２階まで運んでいる

し，バイトをがんばっていることを報告して

いるのである。

このように参加者がボランティアに自身の

成果や活動を報告する理由には，外国人青少

年たちにとって二つの理由があると考えられ

る。一つ目は，ボランティアに「認めてほし

い」という気持ち，二つ目は，報告に対する

ボランティアの肯定的な反応を通して，「評

価された自己」を再確認したいという気持ち

である。このような二つの理由による参加動

機が「評価された自己」の確認である。

先述したエピソード２では，Ｂは部屋に入

るなり「はー，疲れたー。まじで，生きるの

疲れたっすよー」とネガティブな発言をして

いるが，同時に，YTに資格を取得したこと

を報告している。従って，Ｂの「疲れたー」

という発言は，翻って，いかに自分ががんば

っているかを強調し，ボランティアに肯定的

に認めてもらおうとする発言であり，「評価

された自己」を確認したいというＢの気持ち

を表していると解釈できる。

（4）「異文化性を持つ自己」の確認

Ｄ教室の参加者は，日本語が流暢な者が多

い。観察を始めた当初，筆者は彼らが外国人

青少年であるということをしばしば忘れそう

になるほどであった。参加者は中国語を母語

とするものが多く，教室では参加者同士の会

話はしばしば中国語で行われる。特に，参加

者同士の会話が盛り上がって興奮したり，ボ

ランティアたちに聞かれたくない話をしたり

するときに，中国語を使用する傾向があっ

た。

〔エピソード11〕全員中国出身であるＴ

と中3男子，中３女子，中２女子が，Ｄ

教室の入り口に輪になって立ち，何やら
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中国語で話し，大笑いをしている。Ｂは，

その近くに座り時折輪に入るものの携帯

電話をいじっている。Ｅは５人の集団の

周りをウロウロしたあと，筆者に「やら

しい集団ですよー」と話しかける。筆者

が「そうなの？」と聞くと，Ｅは「ひど

いですよー」と言う。（筆者は，集団メ

ンバーが話す中国語を理解できなかった

が，ボランティアたちに聞かれたくない

内容だから中国語で話しているのだな，

と思う。）（2004.9.25）

〔エピソード12〕Ｇ（中３・女子・中国

出身）は，常連組みの一人である。Ｇは，

９月に帰化しており筆者は報告を受けて

いた。Ｒは，部屋に入ってくるなりＧに

話かける。Ｒ「Ｇ，Ｇ，久しぶりー。名

前何になったの？」，Ｇ「えー，何で知

ってるの？」，Ｒ「Ｙ（Ｒの兄）に聞い

た。」，Ｇ「先生（筆者のこと）は，知っ

てるよ。」と言ったため，Ｒは，筆者に

「え？何，何？」と聞いてくる。筆者

「私も苗字しか知らないよ。○○でしょ」，

Ｒ「えー，作ったの？下の名前は何て言

うの？」，Ｇ「そう。でも，教えない」

と言い，結局教えなかった。Ｒは帰り際

にも，Ｇに「ねー，名前何？」と聞くが，

Ｇ「教えない。次に（Ｒが）来たら教え

るよ」と言い，Ｒは不満そうに「えー，

何それー。じゃね」と言って帰っていっ

た。（筆者は，帰化に関する話題があま

りにもストレートに他の話題と同じよう

にＧとＲの間で語られていることに驚

く。）（2005.11.26）

〔エピソード13〕Ｉ（中１・男子・中国

出身）は，2004年11月から通うようにな

った新参加者である。Ｉは，Ｄ教室の参

加者に多い中国東北部の出身ではなく，

上海の出身であった。そのＩを中心にし

て，Ｂたち中２・３年の男子が取り囲ん

で，中国語で話していた。筆者は，この

とき初めてＩが中国語を話すのを聞く。

筆者がＧに，「何を話しているの？」と

尋ねると，「上海語を教わっているみた

い」と教えてくれる。（筆者は，Ｂたち

中２・３の男子たちはまた，新参加者の

出身地を聞いているのだな，と思う。）

（2004.11.27）

エピソード11は，年長参加者たちが集まっ

て内輪話を中国語で話している場面である。

参加者たちは，自分たちだけの内輪話やボラ

ンティアに聞かれたくない内容の話をすると

きに中国語を使用する。このような中国語の

使用方法は，Ｄ教室では頻繁に観察された。

一方で，参加者の中には，学校では中国出身

者同士であっても中国語を一切使用しない者

もいる。外国人青少年たちは，日本語と母語

を日常的に使い分けて生活しているのであ

る。エピソード11のような場面が繰り返し観

察されたことから，彼らがＤ教室を中国語を

話すことのできる場として捉えていると考え

られる。エピソード12は，帰化についての参

加者同士の会話である。一見デリケートな話

題を，参加者たちは他の内容と同じような調

子で話しており，帰化は彼女たちにとって身

近な話題であることがわかる。エピソード13

は，新参加者とそれを取り囲む年長男子たち

が，Ｉに「上海語」を教わっている場面であ

る。年長参加者たちは，新参加者に必ず出身

地を聞く。中国出身であれば必ず地域も聞き，

自分たちの言語との違いを確認するのであ

る。

中国語での内輪の会話や自身の国籍に関す

る話題，また，出身地や言語に対する敏感さ

は，「異文化性」の表出と考えられる。参加

者たちはこのような表出を通して「異文化性

を持つ自己」を確認しているといえよう。

２　Ｄ教室の代表者ＭＴの行動と運営方針

（1）参加者の学習以外の活動の容認
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〔エピソード14〕筆者が，部屋に入ると

すでに，Ｔ(高校中退・男子・中国)とＹ

（高２・男子・中国）は象棋（中国の将

棋）をやっていた。途中から，Ｋ（高

２・男子・中国）も混ざり，３人は熱中

して象棋をしていた。次第にＵ（中２・

男子・中国）とＤ（高１・男子・中国）

も参加し象棋大会が始まった。ＭＴは，

その間，初めてＤ教室に来た参加者にＤ

教室の説明をしたり，学習の進み具合を

チェックしたりしていたが，象棋をして

いる参加者に声をかけることはなかっ

た。（2004.11.6）

〔エピソード15〕小３のＵが花札を持参

してきたことから，ＴとＲ，筆者の３人

は，花札で遊び始めた。ＴとＲは花札を

やったことがないと言うため，筆者がル

ールなどを説明した。その様子を見てい

たＭＴは「勉強する人がいたり，花札し

てる人がいていいなぁ」と言う。

（2005.11.26）

Ｄ教室における外国人青少年たちの長期に

渡る参加の背景には，教室代表者ＭＴの教室

に対する考え方が関係していると思われる。

Ｄ教室を支える代表者ＭＴは，Ｄ教室をどの

ような場にしようと考えているのであろう

か。ＭＴの行動からＤ教室に対する考え方を

探っていく。

エピソード14は，Ｄ教室で象棋大会が始ま

ったにもかかわらず，ＭＴが注意しなかった

場面である。そもそも，象棋はＭＴが用意し

たものであり，参加者が自由に遊べるように

毎回ＭＴが持参しているものである。MTは

他にも年少の参加者が遊べるようにすごろく

も用意している。エピソード15では，代表者

ＭＴは「勉強する人がいたり，花札してる人

がいていいなぁ」という発言をしている。こ

の発言は花札で遊んでいた，筆者を含めた３

名に対するMTの皮肉とも解釈できるが，い

ずれにせよ，MTがD教室において学習以外の

活動も容認する姿勢であることは間違いな

い。

（2）Ｄ教室の運営方針

D教室の運営方針についてＭＴはインタビ

ューの中で，次のように語っている。

筆者：現在の土曜学級を運営するにあた

って気をつけてることって，あり

ますか。

ＭＴ：気をつけていることって，うーん，

本当だったらね，しっかり勉強が

できるようにとか言いたいところ

ですが。ま，来やすいようにです

ね。どっちかっていると内容より

も，来てもらいやすいような雰囲

気。

筆者：うん。

ＭＴ：ま，いつ来てもいいし，そのとき

気が向いたら，ぶらっと来ても歓

迎されるような。あなた誰とか，

えー？とか，そういう感じがない

ところにしたいっていうのが一番

かな。

インタビューからＭＴは，Ｄ教室を「来や

すい場」にしたいと考えており，そのような

「雰囲気」作りを心がけている。また，参加

者たちは「いつ来てもよい」と考えており，

外国人青少年たちにＤ教室への参加を求める

というよりも，いつでも来られる場にしたい

と考えていることがわかる。このようなＭＴ

の行動や発言，運営方針が外国人青少年たち

の「自己確認」が行われるベースを作ってい

ると考えられる。

Ⅳ　総合考察

本節では，得られた知見と解釈を通して
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「自己確認」の意味内容を吟味する。次いで，

「自己確認」のプロセスを教室代表者ＭＴや

ボランティアとの関わり方，Ｄ教室の参加者

同士の相互作用から考察する。

１　肯定的な自己の確認

「教える側」としての自己の確認，「成長

した」自己の確認，「評価される」自己の確

認は，すべて外国人青少年たちの肯定的な自

己を確認するためのものであったと考えられ

る。「教える側」としての自己の確認は，年

少者に日本語や教科学習を教えることを通し

て有能感を獲得し，ＭＴや他の参加者による

「教える側」としての承認を得ることにより，

自身の意味づけを「教わる側」から「教える

側」へと変化させ，「こんな面もあった」，

「自分もできた」という肯定的な自己を発見

するものであったと考えられる。また，「成

長した自己」を確認することは，単に年齢を

経たというだけの「成長」ではなく，異文化

の中で成長するというサバイバル状況を生き

残り，「ここまで来た」とか，「よくがんばっ

た」という，自分自身を肯定的に捉える確認

であったといえる。さらに，「成長した自己」

の確認が，外国人青少年が将来を考える中で

も見られたことに着目したい。エピソードの

７では，Lは自身の将来の展望とともに，Ｍ

Ｔに「（D教室で）教えてもいい」と語るこ

とで，「成長した」自己を確認しているし，

エピソード6で，Ａは年少参加者のＤ教室で

の様子を見て「おれもああだった」と語り，

自分自身の成長を実感している。このことは

「成長した自己」の確認が，外国人青少年た

ちが将来を考えるときに重要である可能性を

示唆する。

最後に，「評価される」自己の確認は，他者

に認められたという実感とともに，他者に認

められた自分を通して自分自身を肯定的に捉

えるための手段であったと考えられる。

外国人青少年たちが，このような肯定的な

自己の確認をＤ教室で求める背景には，肯定

的な自己を確認することのできる場の少なさ

が考えられる。児島（2001）は，日系ブラジ

ル人生徒についてのフィールドワークを行

い，教師たちが彼らの学業達成の低さをもっ

ぱら本人の「やる気」や「努力」の欠如に帰

する傾向があることを指摘している（10）。学

校場面で高い学業達成を示すことが困難な外

国人青少年たちにとって，その結果を「やる

気」や「努力」の欠如に帰されてしまっては，

学校を肯定的な自己の確認の場とすることが

難しいであろう。D教室においては，エピソ

ード８，９のように高い学業達成を示す者も

いるが，そうでない者にとっては，他の手段

で肯定的な自己の確認を求めようとしても，

学校における肯定的な自己の確認が困難であ

る以上，そのような場は限られてしまうだろ

う。

最後に，Ｄ教室における外国人青少年の肯

定的な自己の確認が，参加者同士の相互作用

や，教室代表者ＭＴとの相互作用を通して行

われていたことに注目したい。それは，根拠

のない「肯定的な」自己の確認ではなく，他

者によって実感することのできる，または他

者によって根拠づけられた肯定的な自己の確

認が重要であるからではないだろうか。

２「異文化性を持つ自己」の確認と「自己

受容」

「異文化性を持つ自己」の確認は，これま

で述べてきた肯定的な自己の確認とは，すぐ

に結びつけられないと思われる。宮島（1999）

は，「暗黙裏にさまざまな国と文化を序列づ

け，優－劣のレッテルを貼っている先進国中

心の人々の認識を問い直し，組み替えること

が必要である」と述べているが，これは裏を

返せば，現実社会においてはさまざまな国と

文化の序列づけがあることを意味するもので

あろう（11）。日本の小学校においてニューカ

マー児童の学校適応について大規模なフィー



国立オリンピック記念青少年総合センター研究紀要，第６号，2006年120

ルドワークを行い，その成果をまとめた志水

（2004）らは，ニューカマー児童にとっては

「見えない」ことが「外国系児童のサバイバ

ル・ストラテジー」になっていることを見出

している（12）。「見えない」いうのは，授業で

何が起こっていて何をすべきかがわからなく

ても沈黙してやり過ごし，逸脱した行動をと

らない児童の様子を指す。このように自分自

身を「見えなく」するサバイバル・ストラテ

ジーの中には，母語を学校の中で話さないと

いう沈黙も含まれるであろう。母語も含めた

自身の「異文化性」を「見えなく」するサバ

イバル・ストラテジーは，「異文化性」を持つ

自己を否定的に捉えることにつながりうる。

他方，D教室では「異文化性」を表出する

ことを通して「異文化性を持つ自己」の確認

はなぜ起こったのであろうか。D教室におい

て外国人青少年たちが，「異文化性」を表出

することができたのは，彼らがマジョリティ

であったからであろう。また，母語で話すこ

とのできる同世代の仲間の存在は「異文化性」

を表出させてもよいのだという了承を与える

と思われる。外国人青少年たちは「異文化性

を持つ自己」を表出することができる場とし

てD教室を捉え，ありのままの自分でよいの

だという「自己受容」感を得ていたと考えら

れる。

３ 「自己確認」のプロセス－心理的適応戦

略の場としてのボランティア日本語教室－

まず，「自己確認」について整理を行い，

最後に心理的適応戦略の場としての日本語教

室の可能性について述べる。

本稿で視点とした「自己確認」の意味内容

としては，１）「教える側」としての自己の

確認，「成長した自己」の確認，「評価される

自己」の確認に見られる肯定的自己の確認で

あると考えられる。次に，「自己確認」のプ

ロセスは，Ｄ教室における位置づけの変化や

自分自身の意味づけの変化と，ボランティア

や他の参加者による肯定的反応の相互作用に

よってなされていた。また，このような「自

己確認」のプロセスは，「異文化性を持つ自

己」の表出を通して獲得される「自己受容」

のできる場で行われる。また，Ｄ教室では

「異文化性を持つ自己」の確認は，肯定的な

自己の確認と矛盾していなかった。しかしな

がら，「自己確認」と「自己受容」がどのよ

うな関係であるのかについてはさらに検討を

要する。

最後に，Ｄ教室は「サポート」や「楽しさ」

を得られる場としてだけでなく，外国人青少

年たちにとっては心理的適応戦略の場ともな

っていた。心理的適応戦略とは，すなわち，

外国人青少年たちにとっての「肯定的な自己」

を獲得するための戦略である。外国人青少年

たちは，Ｄ教室に何とはなしに顔を出し，断

続的ながらも長期的に参加し続けることで，

「肯定的な自己」を獲得するという心理的な

適応戦略をとっていたと考えられる。

Ⅴ　今後の課題

本稿では，関東圏内のボランティア日本語

教室であるＤ教室を事例として，外国人青少

年たちがＤ教室に通い続ける参加動機を探る

ことで，異文化の中で成長する外国人青少年

たちが何を求めて参加しているのか，Ｄ教室

が彼らにとってどのような意味を持つのかを

考察してきた。しかし，本稿の知見はＤ教室

一事例を通して得られたものであり，得られ

た知見をどこまで一般化できるかについては

慎重でなければならない。また，Ｄ教室の参

加者は中国出身者が多かったため，中国以外

の国を出身とする外国人青少年たちについて

は，さらに研究の積み重ねが必要である。外

国人青少年たちの成長軸とボランティア日本

語教室における「自己確認」の関係や，日本

語教室に参加しない外国人青少年たちは，ど

のような場でどのように「自己確認」を行っ

ているのかを探ることが今後の課題である。
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