
72   佐藤：言語少数派の子どもの言語態度に関するマイクロ・エスノグラフィー

言語少数派の子どもの言語態度に関するマイクロ・エスノグラフィー
―言語能力と言語価値の観点から―¹

佐藤真紀
お茶の水女子大学大学院　人間文化研究科

email: stmaki@hotmail.com

言語少数派の子どもにとって、母語発達は言語面や認知面、情意面等において重要であると論じられている 
（Cummins & Swain, 1986; 中島, 1998; 等）。近年、日本に育つ言語少数派の子どものために、母語の保持や育
成を念頭に置いた学習支援が徐々に行われるようになってきているが、その支援の対象となる子ども自身が、自ら
の母語や第二言語である日本語をどのように捉えているかという点に着目した研究は未だ少ない。本研究は、家族
と共に日本に一時滞在している韓国人の子どもである、韓国語を母語とする小学４年生４名を事例に、地域の学習
支援教室と各子どもが在籍する小学校の母学級にて参与観察を行い、子ども、各母親、各在籍小学校担任、支援教
室支援者を対象に、半構造化面接法によるインタビューを行った。マイクロ・エスノグラフィーの手法を用いて母
語と日本語に対する態度と言語使用を質的に分析した。子どもの言語態度には「母語への抵抗」、「日本語への傾
倒」、「母語の積極的受容」という３つの態度が認められ、日本語を好む反面、母語に対して否定的態度を持つ傾
向があることが示された。しかし状況によっては母語に肯定的態度を持つ場合もあることが示唆された。次に、母
語に対して否定的な態度を示す場面を取り出し、その要因を、要求されている言語能力と、各言語に付与されてい
る価値という観点から分析した。その結果、母語の不使用には「使わない」状態と「使えない」状態という２つの
内的状態があることが明らかになった。前者は母語に対して低い価値付けをしていることが要因となり生じる状態
であり、後者は滞日の長期化につれ母語力が低下したことにより生じる状態であることが示された。

Language Attitudes of Language Minority Children:  Micro-Ethnographic Approach From the
Perspectives of Language Proficiencies and Perceived Language Values

Sato Maki, Graduate School of Humanities and Sciences, Ochanomizu University, Tokyo, Japan�
Development of the mother tongue has been shown to be important for the linguistic, cognitive and emotional 
development of language minority children (Cummins & Swain, 1986; Nakajima, 1998, etc.). In recent years, 
programs for the maintenance and development of language minority childrenʼs first language have gradually been 
established in Japan, but little research has been done on the attitudes the children themselves have towards their 
first and second languages. To help fill that gap, this paper reports on a case study of four children of Korean 
families living in Japan whose fathers are here on business.  All four speak Korean as their native language and 
were in the fourth grade of Japanese elementary school at the time of the study. The methodology adopted was 
micro-ethnography, with qualitative analysis made of data collected during observation in the childrenʼs Korean 
language support classroom and their classrooms in the Japanese elementary schools they attend, as well as 
interviews with the children themselves, their mothers, and teachers at both the Korean language support 
classroom and their Japanese schools. Three main language attitudes were observed: 1) resistance to the use of 
Korean, 2) commitment to Japanese, and 3) positive acceptance of Korean. This revealed that the children tend to 
have negative attitudes toward their native language and prefer to use Japanese, although in some contexts, they 
did display positive attitudes toward their mother tongue. The situations in which the children revealed negative 
attitudes toward Korean were then analyzed from the perspectives of the degree of language ability that is required 
in the context and of the value placed on the language by the children. The results suggest in some cases, the 
apparent negative attitude is due to the fact that the childrenʼs Korean language proficiency has decreased as their 
stay in Japan has become longer—that is, they “cannot use” Korean in such contexts, while in others, the negative 
attitude is the result of the low value that the children have come to place on their native tongue—that is, they 
simply “will not use” Korean. 

はじめに
近年、日本国内における言語少数派の子ども（以下、「子ども」とする）の様相は、新たな局面を迎

えている。文部科学省（2004）の調査によると、日本の学校に通う「日本語指導が必要な外国人児童

生徒」は延べ19,040人、在籍校数は5,231校に上り、前回調査時²から緩やかな増加傾向にある。在籍

期間別では、「２年以上」の者が最も多く全体の半数を占めており、滞在が長期化する傾向もある。ま

た、母語別では、ポルトガル語、中国語、スペイン語の３言語が全体の７割を占め、特定言語に集中し



ている一方、全体の言語数は６３言語に渡っており、その背景の多様化がうかがえる。

このような日本語指導が必要な外国人児童生徒に対し、文部科学省は、日本語指導等に対応した教員

の加配、指導主事や担当教員を対象とした研修会等の実施、学校での教科学習に対応した Japanese as 

a Second Language (JSL) カリキュラムの開発等を行ってきた。これらは、主に子どもの早期日本語習

得を視野に入れた指導体制の整備であると言えよう。しかし、今日、子どもが置かれている、滞在の長

期化や背景の多様化といった状況に対応していくためには、日本語習得のみをねらいとした支援では十

分ではなく、彼らに対する学習支援のあり方は大きな見直しの必要に迫られている。そこで、特に見直

されているのが、子どもの母語保障である。母語発達は、言語習得や認知面、情意面において重要であ

ることが様々な見地から指摘されてきている。

まず、母語は第二言語習得や認知面の発達において重要な役割を果たすと言われている。カミンズと

スウェイン （Cummins & Swain, 1986） によると、第一言語と第二言語の習得には相互依存関係が

あるという。これは、第一言語と第二言語はそれぞれ独立したものとしてあるのではなく、共通の基盤

に支えられていると考えるものである。この仮説によると、子どもの第二言語の発達は既に獲得してい

る第一言語の能力に依拠するとされる。逆に言うと、第一言語能力が十分に育っていない場合は、第二

言語能力を育てる土台を欠くことになり、認知的側面の発達にも影響を与えることにもなる。

また、母語はアイデンティティ形成の上でも必要不可欠であると言われている。中島（1998）による

と、母語は親が持つ言語であり、親子の絆を作るものとされ、子どもは母語を用いてコミュニケーショ

ンをはかったり、考えたりしていくことを学ぶ中で、親の文化の担い手としてのアイデンティティを身

につけていくとされている。また、エリス （Ellis, 1994） は、母語を保持し、第二言語が加わること

をはっきりさせることで、肯定的自己のアイデンティティ形成が促されると述べている。

このように、母語は言語面や認知面、情意面等において重要であると考えられる。従って、日本で育

つ言語少数派の子どもにとっても、母語と日本語の両方を肯定的に使用し、育てていける環境が理想的

だと言えよう。しかし、現状はどうなっているのであろうか。

最近は、母語の保持や育成を念頭に置いた学習支援が徐々に行われるようになってきており、その成

果等も報告されるようになってきている（岡崎, 1997; 清田, 2001; 朱, 2003; 横浜市国際交流協会, 

2002, など）。これらは、母語を積極的に支援に取り入れ、育てていこうとする試みであり、貴重な資

料を多く提供している。しかしながら、実際に、その支援の対象となる子ども自身が、自らの母語や第

二言語である日本語をどのように捉えているかという点に着目した研究は未だ少ない。子どもは、果た

して母語や第二言語である日本語を肯定的に受け止めているのだろうか。

日本における言語少数派の子どもの言語意識に関する調査
子どもの言語に関する意識が量的に測られた一例として、群馬県太田市で実施された調査がある（太

田市地域日本語教育推進委員会, 1997）。これは、日系ブラジル人児童生徒の言語生活に焦点を当てた

ものであり、児童生徒、保護者の双方が、二文化併用主義の考え方に賛同しているという結果が報告さ

れている。具体的には、バイリンガルになりたい児童生徒が全体の77％、子どもにバイリンガルになっ
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てほしいと望む親が全体の88％と非常に多いことが判明し、その関連か、母語維持教育への関心も高

いという結果が出ている。これは、日系ブラジル人が3,400人強集住しているという地域特性や、そこ

でのポルトガル語の受け止められ方とも関わるため、一概に他地域の子どもの場合にも同様の傾向があ

るとは限らないが、バイリンガルに対して肯定的な意識が見られた一例である。

一方、母語に対して後ろ向きな反応を示す子どもがいることも否めない。村田・周・池田・渋谷・山

田（1993）は、外国人児童生徒に対して、学校内での母語使用をどう捉えているか、量的に調査して

いる。その結果、母語を「もっと使いたい」、「少し使いたい」と肯定的に答えた子どもが55％、

「余り使いたくない」、「使いたくない」と答えた子どもは40％強と、半分近くの子どもが母語使用

を否定的に捉えていることが示された。また、この調査に限らず、学習支援の現場からは、母語を積極

的に取り入れた活動を試みているものの、子どもが母語を嫌がってしまう、といった経験に基づく声も

多く聞こえてくる。

このような状況を放置した場合、母語喪失などの問題を引き起こすおそれもあるだろう。では、なぜ

子どもたちは否定的または消極的は態度を示すのだろうか。量的な調査からは、子どもの意識の一側面

しか捉えられない。また「バイリンガルになりたい」という表面的な希望と、実際の言語使用や心的状

態が必ずしも一致しているとは限らない。そこで、子どもの生きる意味世界をそのまま把握するよう

な、質的な研究が求められる。

バイリンガリズムを左右する要因
では、子どもの言語使用に関わる要因は、どのように捉えられているだろうか。ここでは、バイリン

ガリズムをどのように捉えるかという先行研究を概観する。

まず、社会というマクロレベルからバイリンガルを捉えたものに、ランバート（Lambert, 1974） や

ランドレイとアラード （Landry & Allard, 1992） がある。ランバート (1974) によると、子どもの母

語が受け入れ社会において地位の高い言語、強い言語であるならば、母語の発達が侵害されることはな

く、母語能力に第二言語が加えられ、両者が高度に発達する「加算的バイリンガリズム」になるとい

う。一方、子どもの母語が受け入れ社会において地位の低い言語、弱い言語であるならば、母語が第二

言語に置き換えられる「減算的バイリンガリズム」になり、学力や認知的発達等の障害を来たし、アイ

デンティティも揺らぐおそれがあるという。　　また、ランドレイとアラード (1992) は、カナダで英

語とフランス語のバイリンガル高校生を量的に調査した結果に基づき、人為的にバイリンガルを育てる

ために必要な条件を整理し、「巨視的モデル」を提唱している。これは、バイリンガルの育成を第一言

語と第二言語の力関係の中で捉えるもので、言語集団のバイタリティーや人的資源などの「社会的要

因」、二言語接触ネットワークや対人関係などの「社会心理的要因」、適性や言語集団バイタリティー

に対する態度などの「心理的要因」が相互に影響しあい、言語使用が決まり、ひいては加算的バイリン

ガリズムや減算的バイリンガリズムに導かれる、という仮説である。

この、ランバート (1974) やランドレイとアラード (1992) の仮説から、日本のように日本語が圧倒的

に有利な環境において、移民などの言語少数派の子どもは、減算的バイリンガリズムになる傾向がある
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と予測でき、子どもが自らの母語に対して否定的になることが予測できる。

また、子どもの内面というマイクロレベルから、バイリンガリズムを捉えたものに、柴山（2001）

がある。柴山（2001）は、言語習得状況と言語使用に着目し、日本で育つ外国人幼児を対象に質的調

査を行った。その結果、子どもの発話使用は技能の有無やその程度のみに依存するものではなく、第

二言語の発話の形成過程には４つの状態があることが明らかになった。具体的は、二言語併用環境に

ある子どもの発話使用には「話せないから話さない」, 「話せるようになったから話す」という状態

のほかに、「うまく話せないけど使ってみたい」や「話せるけれど話したくない」といった内的状態

があり、その中で言語が形成されていくことが示唆されている。この結果から、子どもの言語使用

は、話せるから習得、話せないから未習得という二極のみでは捉えられず、子どもの微妙な内的状態

も考慮する必要があることがうかがえる。

以上を踏まえ、子どもの言語使用状況を把握するためには、マクロとマイクロ双方からの接近を試

みる必要があると言える。ランドレイとアラード (1992) は量的な調査を試みているため、各子ども

の内的状態は明らかにされておらず、また、日本における場合の検証が必要である。また、柴山

（2001）は、就学前の外国人幼児を対象としているが、実際、子どもの場合、日常会話場面からの大

きな転換が起きるのは小学校入学以降であり、新たに学習という認知的活動が加わった場合、さらに

複雑な言語使用が予測される。そこで、本研究は、言語少数派の就学児童を対象に、各子どもの内的

状態に注目し、社会的環境との関係を明らかにしながら、各言語に対する使用状況を把握していくこ

とを試みる。

では、認知的活動が加わった場合の言語使用はどのように分類できるだろうか。カミンズ

（Cummins, 1984）は、認知的負担がどの程度あるか、また場面や文脈の助けがどの程度あるかとい

う2つの視点から、言語能力の違いを捉えるモデルを提唱している（図1）。

図 １：  言語能力分類のモデル
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図１の縦軸は認知的負担の大きさ、横軸は文脈依存度の高さを表している。例えば、認知的負担が小さ

く、文脈への依存度が高い日常会話などは、Ａの領域に入る。逆に文脈から離れ、高度な認知力を必要

とする国語の作文などは、Ｄの領域に入るとされる。このカミンズのモデルは、本研究で子どもの言語

使用を分類する際に手がかりとすることができるだろう。

研究課題
本研究は、日本における言語少数派の子どもの言語使用状況を、事例を通して調査するものである。

具体的には、日本に滞在する韓国語を母語とする児童を取り上げ、以下三点の研究課題に答えることを

ねらいとする。

1） 子どもは、母語や第二言語である日本語に対して、どのような言語態度を持っているの

か。

2） 否定的な言語態度が認められた場合、子どもの内的状態はどのようになっているのか。

また、何がそのような言語態度を引き起こす要因となっているのか

3） 否定的な言語使用が認められた場合、子どもの心理状態はどのようになっているのか。

研究手法
本研究では、子どもの内面に広がる意味世界を理解していくプロセスを必要とする。そこで、ここで

は、解釈的アプローチをメタ理論に持つ、マイクロ・エスノグラフィーの手法を用いる。箕浦

（1999）によると、マイクロ・エスノグラフィーとは、他者がどのような意味世界に生きるかを把握

することを目的とし、マイクロな次元で展開する人間の諸活動に注目する手法である。具体的には

フィールドワークを通し、微視的な行動や相互作用プロセスを観察のユニットとして分析していく。

対象
本研究の対象は、４名の韓国語を母語とする子どもである（表１参照）。内訳は、男子児童２名（キ

ム、チェ）（仮称）と、女子児童２名（ハン、オウ）（仮称）である。この子どもらは、全員、同じ

「支援教室」（詳細は「フィールドの概要と観察者の関わり方」で述べる）に通っている。筆者は、こ

の支援教室で学習支援を行っており、そこに４名の子どもがそれぞれ参加してきたことから、彼らと関

わりを持つようになった。

この子どもらは皆、父親が駐在員として日本に転勤することになったのを機に、８歳～９歳で家族と

共に来日している。将来は韓国に帰国する予定があるが、来日した時点では明確な帰国時期は決まって

おらず、家族はそれぞれ３年～５年以上の滞日を想定していた。

彼らの家庭環境は、親が全員大学卒で教育レベルが高いという共通点を持つ。また、どの親も、子ど

もの教育に対する熱意が非常に高く、「せっかく日本に来たのだから日本の学校に入って日本語を覚え

てほしい」という希望があったことから、子どもは全員公立小学校に転入することになった。それぞれ

来日時期にあわせ、キムは小学２年次に、ハンとオウ、チェは小学３年次に転入し、日本語環境での学
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習を開始した。子どもによっては来日前に家庭で仮名の学習を行ってきた者もいるが、定着はしておら

ず、来日時の日本語力は、全員ほぼゼロに等しい状態であった。なお、親はそれぞれ、日常生活に困ら

ない程度の日本語運用能力を持っていた。また、韓国語運用能力に関しては、子どもは母国で公教育を

受けてきており、来日当初は学年相応の力を持っていた。親は子どもの韓国語に関して、「忘れること

はないだろう」と考えており、家庭で特別な手当てをすることはなかった。

観察は、子どもらが小学４年生になった時点から開始された。この時点で、滞日が長い子どもで既に

１５ヶ月、短い子どもで５ヶ月が経過していた。滞日期間によって多少の差はあるものの、日常生活レ

ベルの日本語は流暢になっており、在籍学級担任からも「日本語はほかの子どもと何ら変わらない」と

判断されるようになっていた。

表 １：  対象児童の属性

データの種類
データは、参与観察によるフィールドノートとインタビューデータの２種類からなる。まず、２００

０年４月～２０００年１１月の間、支援教室にて参与観察を行い、フィールドノートを作成した。その

間、録音・録画資料を収集し、韓国語による発話部分の文字化と翻訳を韓国語母語話者に依頼した。録

音・録画の合計時間は約４２時間である。さらに、２０００年７月～１１月の間、各子どもが在籍する

小学校の母学級も同様に観察を行い、フィールドノートを作成した。小学校での観察の合計時間は、約

４８時間である。

インタビューは、子ども（４名）と、各母親（４名）、各在籍小学校担任（３名）、支援クラス支援

者（日本語母語話者２名、韓国語母語話者１名）を対象に、半構造化面接法によるインタビューを行っ

た。対象者一覧は表２に示した。インタビュー内容は、インタビュー対象者了承の上録音し、文字化資

料とした。なお、子どもや母親のインタビューの際には、韓国語母語話者も通訳として同席し、インタ

ビューの使用言語を日本語にするか韓国語にするか、選択できるようにした。

名前（仮名）

性別
母語
来日時期
［年齢］
（転入学年）
来日時の滞在予定
在籍校
家族構成
観察開始時の学年
（滞日期間）

キム

男

韓国語

1999年2月
［8歳］
（小2）

4～5年程度

公立Ｋ小学校

父、母、姉

小4
（15ヶ月目～）

ハン

女

韓国語

1999年6月
［9歳］
（小3）

3～4年程度

公立Ｔ小学校

父、母、兄

小4
（11ヶ月目～）

オウ

女

韓国語

1999年6月
［9歳］
（小3）

5年以上

公立Ｔ小学校

父、母、弟

小4
（11ヶ月目～）

チェ

男

韓国語

1999年12月
［9歳］
（小3）

3年程度

公立Ｈ小学校

父、母、弟

小4
（5ヶ月目～）
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表 2：  インタビュー対象者

フィールドの概要と観察者の関わり方
支援教室は、都内の大学にて開講されている、日本語を母語としない子どものための、ボランティア

学習支援クラス³（以下「支援教室」）である。岡崎（1997）の「教科・母語・日本語相互育成学習モ

デル」に基づき、「教科」「母語」「日本語」を相互に育成することを目標とした支援を行っている。

具体的には学校の教科の内容を母語の助けを得て理解し、日本語での学習につなげると同時に、母語の

保持・育成もねらいとしている。支援は、毎週１回、放課後の１６時４０分から１８時１０分まで、国

語の教科書を教材に行われており、基本的に日本語母語話者（ＪＴ１、ＪＴ２）と韓国語母語話者（Ｋ

Ｔ）が協働して支援にあたっている。この支援教室をフィールドとして選択した理由は、この教室が、

母語と日本語の二言語を積極的に使用する場であるため、子どもの各言語に対する態度が表出されやす

くなっていたことにある。言語に対する態度を分析する際、主要データとして扱った。

この支援教室で、筆者は支援メンバーの一員として、１９９９年度から対象児童の学習支援を担当し

てきたという経緯がある。２０００年４月からは担当を離れ、観察者としてクラスに参加するように

なったが、観察の際、支援から完全に離れることで不自然にならないよう、子どもらと同じ机につき、

顔をあわせながら参与観察を行った。また時にはアシスタントのような形で参加し、休み時間に子ども

達と雑談したり、遊んだりすることもあった。

各子どもが在籍する小学校の母学級は、それぞれの子どもが通う東京都内の区立小学校の母学級であ

る（以下「学校」）。ハンとオウが通うＴ小学校、チェが通うＨ小学校、キムが通うＫ小学校の３校で

観察を行った。この「学校」は、支援教室で観察を続けるうちに、子どもの言語使用は学校での体験と

切り離せない関係にあるのではないかという気付きが生じ、それに基づき新たに追加観察を行った

フィールドである。

ハンとオウが通うＴ小学校における外国人児童の比率は、全国平均⁴に比べるとやや高めで、各クラ

スに1、2名は韓国・朝鮮籍の子どもが在籍している。しかし、全体的には日本人児童が圧倒的多数で

ある。ハンとオウは、同じクラスに在籍しており、当初クラス内の韓国籍の子どもはハンとオウだけで

あったが、２０００年７月からさらにもう1人、韓国人男児が転入してきた。また、チェが通うＨ小学

校は、Ｔ小学校に比べるとやや少なめだが、学校内に外国籍（韓国・中国）の子どもが8名ほど在籍し

ている。しかし、クラスでは、チェ１人だけが外国人児童であり、あとは日本人児童のみで構成されて

子ども

キム

ハン

オウ

チェ

母

キム母

ハン母

オウ母

チェ母

在籍学級担任

担任Ａ

担任B

担任Ｃ

支援者

ＫＴ（韓国語母語話者支援者）

ＪＴ１（日本語母語話者支援者）

ＪＴ２（日本語母語話者支援者）
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いる。また、キムの通うＫ小学校には、全学年における外国人児童がキムを含めて２人しかおらず、日

本人児童が圧倒的多数を占めている状況にある。なお、キムは、来日直後に転入した別の公立小学校か

ら、K小学校に転校した経緯がある。

これらの各学校で観察する際、筆者は教室の後ろの椅子に座り、対象児童の様子を中心に参与観察を

行った。活動によっては、クラスの他児童と体操をしたり、彼らの発表にコメントを述べたりなど、担

任教師の手伝いをすることもあった。主に、国語の授業を中心に、休み時間を挟んで２時間程度の観察

を基本的に毎週１回行った。休み時間や放課後、掃除の時間は対象児童や他児童が筆者に話しかけて

き、雑談をすることもあった。

分析手続き
分析には、以下のような手続きを踏んだ。

まず、フィールドノートから、4名の子どもに繰り返し見られた行為や語りをコード化した。そして、

母語や日本語に関するコードを抽出し、コード間の関連からサブカテゴリーを作成した。そして、サブ

カテゴリー間の結びつきや関連性を考え、コアカテゴリーを見出す作業を行った。以下、表3にその手

続きの一例を挙げる。これらの手続きを踏み、対象児童の特徴を浮かび上がらせていった。なお、本事

例においては、言語態度の個人差は特に認められなかったため、4名に共通して見られた特徴を掘り下

げていくようにした。

また、ここでは量的な観点からの分析は行わない。その理由は、例えば、子どもは母語への否定的態

度を示すとき、ほかの子どもと団結して盛り上がりを見せ、その行為や語りが一時的に極端に増える、

ということが多かったためである。しかし、出現頻度数は少なくとも母語に対して肯定的態度を示すこ

ともあり、その意味は大きいと考えられるため、質的な観点から分析し、その内容を明らかにしてい

く。

表 3：  分析手続きの例

行為・語り　　　→

韓国語での活動に対して
「えー、なんでー！？」と言
いながら机を叩く

韓国語の活動が始まると教室
の後ろに行き、参加を拒む

韓国語でタスクに取り組んで
いる際、「韓国語で何もねー
よー！
しかも韓国語書けねーし
よー！」と言う

コード　　　　→

母語使用学習への
反発を示す

母語使用学習への
不参加を示す

母語使用の困難さを
訴える

サブ　カテゴリー　→

母語使用学習での
否定的態度

母語運用能力への
否定的感覚

コア　　カテゴリー

母語への抵抗
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分析結果
各言語に対する態度
４名の子どもに共通して繰り返し見られた行為を分析した結果、「母語への抵抗」「日本語への傾

倒」「母語の積極的受容」という３つのカテゴリーで子どもが持つ言語態度が抽出された。以下に詳細

を記述していく。

表 4：  表出された言語態度カテゴリー

まず、「母語への抵抗」に関しては、大きく分けて「母語への否定的発言」「母語の不使用」「母語

運用能力への否定的感覚」「母語使用学習での否定的態度」が見られた。以下にその例を挙げ、具体的

にどのような行為が見られたか記述する。

例 １：  2000年5月10日、支援教室にて⁵

ＪＴ１：みんなもじゃあ、韓国語でやってみよ？��
今日韓国語でやるの。

キム： えー！なんでー！? 
【机をバンバンバンと3回叩く】 !⇒ 母語使用学習への反発を示す

オウ： えーっ！　　　　　　　　　　　　　　 ⇒ 母語使用学習への反発を示す

韓国語使用時に
「韓国語書いたら、やな
感じー」と言う

母語使用時の違和感・
不安感を訴える

言語態度

母語への抵抗

日本語への傾倒

母語の積極的受容

サブカテゴリー

母語への否定的発言

母語の不使用

母語運用能力への否定的感覚

母語使用学習での否定的態度

日本語への肯定的発言

日本語の使用

日本語使用学習での肯定的態度

母語の使用

母語使用学習での肯定的態度

コード化された行為

母語に対し否定的発言をする
母語使用を回避する
母語使用を拒絶する
母語使用時の違和感・不安感を訴える
母語使用の困難さを訴える
母語使用学習への反発を示す
母語使用学習への不参加を示す
日本語に対し肯定的発言をする
日本語使用を選択する
相手に日本語使用を要求する
母語使用時に日本語に切り替える
日本語使用学習への積極的参加を示す
母語使用を選択する
相手に韓国語使用を要求する
母語使用学習への意欲的姿勢を示す
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ＫＴ： ハングンマルロ　スヌンヨンスビエヨ。
＜ハングルで書く練習だよ。＞

ハン： マジでー！？やだー！　　　　　　　　 ⇒ 母語使用学習への反発を示す
オウ： やなのー、やなのー、韓国語やなのー。 ⇒ 母語に対し否定的発言をする

―――中略―――

【児童ら、タスクに取り組む】
キム：韓国語で何もねーよー！

しかも韓国語書けねーしよー。　 ⇒ 母語使用の困難さを訴える　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
オウ：なんか、韓国語書いたら、やな感じー。 ⇒ 母語使用時の違和感・不安感を訴える

これは、支援教室で、支援者が韓国語のタスクを与えたときの子どもの反応である。同様のタスクを

日本語で行った際には、子どもは抵抗を示さず黙々と取り組んでいたが、韓国語の場合は、強い抵抗を

あらわにした。まず、韓国語でのタスクに対し、キムもオウもハンも不快感や嫌悪感を露にし、「母語

使用学習への反発」を示した。また、オウは直接「母語に対し否定的発言」をしている。その後子ども

らはタスクに取り組むが、キムは要求されているだけの韓国語の能力を自分が持っていないことに気付

き、その「使用の困難さ」を訴えている。また、オウは、日ごろ書きなれていない韓国語に対する「違

和感や不安感」といった否定的感覚を訴えている。

次に、「日本語への傾倒」に関しては、「日本語への肯定的発言」、「日本語の使用」、「日本語使

用学習への肯定的態度」が見られた。以下にその一例を挙げる。

例 2：  2000年6月14日、支援教室
ＫＴ： プリントゥソゲ　トゥルリンゴシ　イッソヨ。

＜プリントの中に間違いがあるからね。＞
チャジャボセヨ。
＜探してごらん。＞

ハン： 何か違っています？
チェ： この中で？
ＫＴ： うん。
ハン： マジそれ？
チェ： 今からつかまえる。早い人が勝ち。

【プリントに目を通す】
ＪＴ１： みんな何語で話してもいいよ？韓国語でもいいよ？
ハン： 日本語がいい！　　　　 ⇒ 日本語使用を選択する

これは、支援教室で、ＫＴが韓国語で説明している間、子ども達が日本語を話し続けたため、ＪＴ１

が介入し、韓国語を使ってもいいことを伝えた場面である。それに対し、ハンは迷わず「日本語使用を

選択」し、それを大きな声で公言している。

最後に、「母語の積極的受容」に関しては、「母語の使用」「母語使用学習での肯定的態度」が見ら

れた。以下にその例を挙げる。
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例 3：  2000年11月1日、支援教室
ＫＴ： ヌガ　モンジョ　パルピョハルカ？

＜誰から発表する？＞
ハン： 【ＫＴから視線をはずし、下を向く】
オウ： 【首をかしげながらＫＴから視線をはずす】
チェ： 【ＫＴから視線をはずし、周囲の様子を見る】
キム： じゃあ、俺からやろっかな。

（席を立ち、教室の前へ行く） ⇒ 母語使用学習に対して積極的姿勢を示す
一同： おー！【歓声が上がる】

これは、２０００年度の支援教室が始まって６ヶ月が過ぎた頃の様子である。この回は、子どもの母

親を支援教室に招き、韓国語で発表するという授業が展開された。初め、子どもらは誰も発表しようと

しなかったが、キムが自ら率先して発表を試みており、「母語使用学習に対して積極的姿勢」を示して

いる。

以上をまとめると、子どもが持つ言語態度には、母語使用に対して否定的かつ消極的になる「母語へ

の抵抗」、日本語使用を好む「日本語への傾倒」、母語を肯定的に使用する「母語の積極的受容」とい

う3つの状態が見られた。しかし、日本語に対して否定的な態度を示す様子は本事例では見られなかっ

た。では、なぜ子どもは母語に対して否定的態度を示したのだろうか。この点を明らかにするため、以

下では、「母語への抵抗」を示した場面を取り出し、そこで要求されている言語能力を整理すること

で、子どもの内的状態を探る。

言語態度を作り出す要因
要求されている言語能力の観点から
要求されている言語能力を分類する際の基準として、カミンズ（1984）によって提唱されたモデルを

理論的枠組みとする（図１参照）。これは認知的負担の程度と文脈依存の程度によって言語能力を分類

するものであるため、子どもが各場面でどのような言語使用を求められていたかを把握するのに適切だ

と判断した。

（Ａ） 認知的負担が小さく文脈依存度が高い領域
カミンズ(1984)のモデルでは、「日常のおしゃべり」等の言語活動がこの領域に相当する。子どもが

母語への抵抗を示した場面では、次のキムの事例がこの領域に当てはまる。

キムは来日後、最初に入った学校から転校した経験をもつ。この転校先の新しい学校で、担任Ａはキ

ムを早くクラスに馴染ませようと、キムに、皆に韓国語の挨拶を教えるよう依頼した。しかし、キムは

母語を話す機会を与えられたにも関わらず、抵抗を示した。担任Ａはその時の様子を、「『おはようっ
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て何て言うの？』って聞いても『もう忘れた』とか言って。『じゃあ、おうちの人に聞いてきて』って

言っても聞いてくるのに何日もかかって。」（2000/11/7ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ）とキムが期待と異なる反応を示し

たことを述べている。親と韓国語で日常会話を行っているキムにとって、「おはよう」という挨拶は認

知的負担も低く、また文脈に高く依存した言語活動である。そのため、実際に忘れてしまったとは考え

られない。しかし、キムは「忘れた」と言い、なかなか韓国語を教えようとしなかった。

従って、この場面でのキムは、求められている母語の力は易しいから使えるけど「使わない」という

状態にあったことがうかがえる。これは柴山（2001）で見られた「話せるけれど話したくない」と似

ている様相を持つと言える。

（Ｂ） 認知的負担が大きく文脈依存度が高い領域
この領域には、カミンズ(1984)では、「相手を説得する」といった言語活動が含まれる。高度な認知

力が求められるが、文脈の助けは大きい言語活動である。子どもが母語への抵抗を示した場面では、例

として、ハンの学校での通訳が挙げられる。

四年生の一学期の終わりに、ハンの学校に韓国から韓国人男児が転入してくるという出来事があっ

た。男児は日本語が全く分からない状態にあったため、担任Ｂはハンに通訳を依頼したが、男児の転入

当初、ハンが自ら積極的に通訳をかってでることはなく、むしろ他のクラスメイトの前で韓国語を話す

ことを回避しているようすが見られた。担任Ｂは「最初はやる気があったみたいなんだけど、一学期は

期待したほどやってくれなくて」（2000/10/20ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ）と語っており、ここからもハンの通訳という

仕事は当初機能していなかったことがうかがえる。

　この通訳という作業は、言語と他の言語へ変えて伝えるという、認知的負担の大きい言語活動であ

る。しかし、その内容はプリントに書かれてある指示を伝えたり、友だちと遊ぶ際に会話の橋渡しをし

たりするといったもので、比較的文脈の助けは大きく、来日一年が経過し日本語力が向上したハンに

とっては、さほど難しい要求ではないと考えられる。従って、この場面でのハンは、領域Ａのキム同

様、使えるけど「使わない」状態にあったと考えられ、柴山（2001）の「話せるけど話したくない」

状態と似ている様相を持っていることが予測できる。

（Ｃ） 認知的負担が小さく文脈依存度が低い領域
カミンズ(1984)によると、この領域には、「黒板に書かれたものを書き写す」ような言語活動が含ま

れる。認知的な負担は小さいが、文脈による助けが少ない言語活動である。例えば、支援教室の以下の

例が挙げられる。
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例 4：  2000年6月7日、支援教室
ＪＴ１： じゃあ、テープを聞きましょう。

【韓国語のテープを流す】
ハン： 先生、日本語でお願いします！　　　　　　 ⇒ 日本語使用を要求する
キム： うるさい。じゃま。じゃまって感じ。　　　 ⇒ 母語使用学習への反発を示す
オウ： これ、いらない。【テープを指す】　　　　 ⇒ 母語使用学習への反発を示す
ＪＴ１： 【覗き込む】うーん、ちょっと違ってます。

今のテープもう一回聞く？
チェ： 聞く。　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⇒ 母語使用を選択する
ハン： やだやだやだ！　　　　　　　　　　　　　 ⇒ 母語使用学習への反発を示す
オウ： 絶対やだ！　　　　　　　　　　　　　　　 ⇒ 母語使用学習への反発を示す
チェ： 聞く。聞く。　　　　　　　　　　　　　　 ⇒ 母語使用を選択する

これは、国語の教科書に載っている物語について学習している場面である。JＴ１が、物語を韓国語

訳したものを録音したテープを流したところ、チェを除く全員が、母語使用学習への反発を示した。こ

のテープの内容を把握するには、ことばのみに頼らなければならないため、文脈による助けは少ないと

言える。しかし、物語という、ストーリー性があり、比較的親しみやすい教材文を聞くことは、認知的

負担がさほど大きくはないと考えられる。また、韓国語のテープを聞くという活動自体は受身的であ

り、何かを積極的に表出しなければならない活動とは異なり、その負担は小さいと言える。

従って、領域A、B同様、この場面においても、彼らは使えるけど「使わない」という状態であった

と考えられ、柴山（2001）の「話せるけど話したくない」状態と似ている様相を持っていると考えら

れる。

（Ｄ） 認知的負担が大きく文脈依存度が低い領域
この領域には、カミンズ(1984)では、「エッセイを書く」といった、もっとも難しいとされる言語活

動が含まれる。例えば、前掲の例1はこれに相当する。

例１では、JT1がタスク内容を説明したところ、子どもらは一斉に母語への抵抗を示している。この

時に与えられたタスクは、「教科書の内容に沿った韓国語の語彙が与えられ、そこから連想される語彙

を自ら考え、白紙部分に書き込んでいく」というものであった。つまり、このタスクでは、教科書の内

容に沿った語彙という日常会話とは異なる種類の語彙が与えられ、さらに文脈の助けがない状態で自ら

の知識に頼らなければならない状況が与えられていた。また、認知的負担の大きい「書く」技能が求め

られており、学習場面での高度な言語能力が要求されていたと言える。

しかし、子どもらはこの時点で（キムは来日１年３ヶ月、ハンとオウは来日１年目）、要求されてい

るだけの韓国語の力を持っていなかったことが予測できる。同日の支援後の教室で筆者が「日本語と
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韓国語、どっちが簡単？」と聞いたところ、３名とも間髪入れずに「日本語！」と答えた。そして、ハ

ンは「いつも日本語だけ言っているから韓国語のほうが難しくなってきた」（2000/5/10）と述べた。

また、ハンは後のインタビューで、滞日が長くなるにつれ韓国語の力が低下していく状態を、「韓国語

は１０パーセント、『話しバッグ』の中に入っている」（2000/7/19）と語り、自身の韓国語に対する

もどかしさを表現している。『話しバッグ』とは、ハンの造語で、存在するはずなのに、まるでバッグ

の中に閉じ込めたようになってしまい、自由に使えない状態を比喩的に表したものである。またキム

も、「韓国語やだ。忘れた。・・・少し話せるけど、ほとんど忘れた。（勉強は）日本語のほうが分か

る。だって、最近韓国語使ってないもん。」（2000/7/19）と語っており、滞日期間と反比例するよう

に、自身の韓国語に自信をもてなくなっている様子がうかがえる。小野・五十島・林部・池上

（1996）は、中国帰国者年少者の母語力を語彙テストで調査し、滞日1年で母語は急速に失われ始める

ことを示しているが、本研究の対象児童らにおいても、母語力の低下が既に始まっていたことが予測で

きる。実際にKTは「韓国にいる同学年の子どもに比べて韓国語の力が低い」（2000/6/7）という感想

を述べていた。

従って、認知的負担が大きく文脈の助けが少ない言語能力が要求された場面では、滞日期間が長く

なった子どもは、母語が難しくて「使えない」状態にさらされていると考えられる。これは、柴山

（2001）が未習得の内的状態を「話せないから話さない」としたのと近い様相を持つ。しかし、本事

例の場合、未習得ではなく、母語の力が弱くなっていることが不使用の原因となっていることが示され

た。

分析のまとめ：要求されている言語能力の観点から　

以上、要求されている言語能力をカミンズのモデルによる４つの領域により分析した結果、次のこと

が明らかになった。まず、表面的には同じ様相を持つ「母語への抵抗」でも、子どもの内的状態は大き

く分けて二つあることが分かった。一つは、母語を「使わない」という状態であり、カミンズ

（1984）のモデルの、領域Ａ、Ｂ、Ｃに相当する言語能力が要求された場面で見られた。これは柴山

（2001）の「話せるけれど話したくない」と同様の様相を持つと考えられる。もう一つは、母語が

「使えない」という状態であり、カミンズ (1984) のモデルの領域Ｄに相当する言語能力が要求された

場面で見られた。

この２つの状態は、二項対立的に捉えられるものではなく、Dの領域であっても「使わない」状態で

あるところに、「使えない」状態が加わったとも考えられる。しかし、ここで重要なのは、「使えな

い」状態はDの領域のみに現れる内的状態であるということである。このことから、「使えない」状態

は、滞在期間の長期化に伴う母語能力の低下が原因となり、要求されている言語能力が高い場面での母

語使用に、困難さを生じている状態であると考えられる。一方、「使わない」状態は、要求されている

言語能力の負担が、母語に対する抵抗の直接的な原因になっているわけではなく、他の要因があること

が予測できる。
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言語に対する価値付けの観点から
では、「使わない」状態を引き起こす要因は何だろうか。「使えるけど使わない」という状態は、周

囲との関係や、与えられた学習環境の中で、子どもが各言語を使い分けている状態であり、そこには子

どもの価値観が表れていると考えられる。そこで、「使わない」場面と「使う」場面を比較し、子ども

が各言語にどのような価値付けを置いているのか、周囲との関係の中で分析した。以下に詳しく記述し

ていく。

母語に対する低い価値付けがなされる場合
子どもが母語に対して低い価値付けをしている場合、母語への抵抗という言語態度を生みだすことに

つながっていた。これはつまり、「価値が低いから使わない」という状態である。なお、ここで言う

「価値」の高低とは、子どもにとって、その言語がどの程度重要で意義があるものだと捉えられている

かという基準である。

例えば、キムの場合は、来日直後の経験により、学校生活における母語の価値が低く位置付けられて

いる。以下は来日した頃についてのキムの語りである

例 5：  2000年11月8日、インタビュー
キム： はじめはねー、もう何もしないでねー、日本ねー、来たからねー、・・・なんかね、学

校行ってー、はじめの日行ったときー、なんかねー、なんかねー、みんなねー、先生
がー、『紹介します』って言ってー、日本語が出来ないからー、先生が紹介してくれた
んだけどー、『キム』って先生が言った瞬間ねー、なんか、ちょっと悪い子がいん
のー、（中略）、で、その子がいきなりねー、『キム』って言った瞬間、『木村！？』
とか言ってねー、なんかねー、『なんだおまえ変な名前』とか言ってねー、『キムスビ
ン』とか言ったら『変ななまえー』とか言ってねー、『なんだおめー』とか言ってくん
の。（中略）日本語の名前だったらー、言われないのに。

このように、キムは、来日直後、母語で名前を言っただけで日本人児童にけなされるという経験を

し、これを好ましくない思い出として印象強く覚えている。こうした経験を通し、キムは、母語を、自

分が他と異なることを際立たせ差異化させるもの、として低く価値付けるようになる。その結果、前掲

のような、学校で母語の挨拶を披露することを回避する、といった態度が引き起こされていると考えら

れる。このような状態は、日英バイリンガルの場合にも見られることが、先行研究で指摘されている。

ヤマモト（Yamamoto, 1995）は、日本社会は規範からの逸脱に対する寛容度が低いため、日本に住む

国際家族の子どもはしばしば社会からの拒絶に直面し、規範集団のように振舞うことで差異を最小限に

しようと試みることがあると述べている。これを踏まえ、ノグチ（Noguchi, 2001）は、日英バイリン

ガルの子どもにとって、彼らの親の言葉を拒絶することは、孤立感を少なくしようとする試みの一つで

あると指摘している。本研究の対象児童も同様に、多数派である日本人のクラスメイトや教師がいる中

で差異が際立ち、孤立してしまうことを避けるため、韓国語を使わなかった可能性が考えられる。

また、ハンやオウの場合、日常生活の中で周囲が彼女達の母語に高い価値を置いていないことが、自
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らの母語を低く価値付けることにつながっている。ハンとオウが通う学校は、日本人児童が圧倒的多数

であり、日本語が最も強い言語である。全学年に数名ずつ韓国人児童が在籍しているにも関わらず、校

内で韓国語に触れる機会は皆無である。むしろ、「職員室」＝ “TEACHER’S ROOM” のように、各教

室の入り口には教室名の英訳が掲げられており、廊下を歩くだけで英語がよく目に付く。さらに、４年

生から６年生を対象に、年間１０時間の英語学習がカリキュラムの中に組まれ、海外滞在経験があり英

語が話せる保護者達が、平均して一月に一度、児童に英語を教える時間が設けられている。つまり、学

校の中で日本人の次に多いのは韓国・朝鮮人児童だが、日本語の次に価値があるのは韓国語ではなく、

国際語である英語であることが分かる。これらのことは、学校の日常生活に潜む暗黙のメッセージとし

て、子どもにも伝わっていることが予測できる。このように、多数派言語として日本語に高い価値があ

り、国際語として英語に高い価値が置かれる環境の中、ハンやオウは母語である韓国語の価値を見出せ

ずにいると考えられる。そのため、例えばハンは通訳という仕事が与えられても、クラスメイトの前で

韓国語を話すことを回避している可能性がある。

日本語に対する高い価値づけがなされる場合
子どもが日本語に対して高い価値付けをしている場合、日本語への傾倒という言語態度を生みだすこ

とが分かった。これは「価値が高いから使う」という状態である。

例えば、ハンやオウの学校では来日直後の子どもに対し、「日本語適応クラス」と呼ばれる取り出し

授業が設けられている。これは文字通り、日本の学校で学習についていくための早急な適応が促される

場であり、日本語の習得が最優先項目として扱われる。子どもらは、このクラスの時間中は在籍学級の

通常授業に参加することはできない。また、このクラスは、ある程度日本語力がついた頃に終了する。

つまり、ここには日本語ができるようになることの価値が埋め込まれており、それが子どもにも伝わっ

ていると推測できる。さらに、通常クラスでの経験からも、ハンは日本語が使えることの価値を見出し

ている。以下は、ハンの語りである。

例 6： 2000年11月8日、インタビュー
ハン：学校でー、うん、ひらがなわかっててー、それでー、ひらがなだけ読んでてー。漢字全

然読めなかったからー、ひらがなだけ読んでたらー、（席が）お隣の子が（気付い
て）、みんなに読ましてー。それで、わたし、そこからびびってー。なんかー、みんな
に聞かしちゃったみたいでー。なんか、『わたし（日本語）が出来るから聞いてよ』と
かって言っちゃったみたいでー。それで、ひらがなばかり読んでた。（みんなは）ビッ
クリして、それから友だちになってくれた。

これは、来日直後、まだ日本語の力が十分ではない頃、クラスで日本語を使うことで日本人のクラス

メイトに認められ、日本人の友人を作ることができたという経験を語ったものである。これは、渋谷

（1999）が、帰国子女を対象に調査を行い、帰国子女にとっての日本語は「メインストリーム参入の

ための日本語」であると示した結果と同一の様相を持っている。つまり、ハンは多数派の言語である日

本語を使うことで日本人クラスメイトの中に入っていくことができ、その結果、日本語に対して高い価
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値を付与するようになったと考えられる。そして、このような経験の積み重ねから、日本語に高い価値

を置き、傾倒していくようになったと考えられる。

また、家庭の態度も日本語に高い価値付けをし、子どもの日本語への傾倒を促していることが分かっ

た。子どもらの母親は、一様に子どもに対して「日本語を覚えてほしい」という期待を抱えており、そ

れが子どもを日本の公立小学校に入れるという最初の選択にもつながっている。また、どの家庭も日本

での生活を肯定的に受け止めており、来日当初から日本志向の生活を送っていた。具体的には、日本の

テレビや新聞などのマスメディアに多く触れる、母親も自ら日本語を習いに日本語学校へ通ったり生け

花や折り紙を習いに地域の教室に通ったりする、といったことが挙げられる。また、来日当初、親は家

庭でも積極的に日本語を使うようにしていた。このような家庭の態度を受け、子どもは日本語に高い価

値を置くようになり、日本語へ傾倒するようになっていったと思われる。

こうした日本語への傾倒は、一方で母語の価値を下げることにもつながる。そのため、支援教室でも

日本語を用いた学習には意欲的であるが、母語を用いた学習をする際には、簡単でも母語を「使わな

い」という状態を引き起こしている可能性が考えられる。

母語に対する高い価値づけがなされる場合
子どもが母語の価値を見直し、母語が低い価値付けから高い価値付けへと変わった場合、母語を積極

的に受容する態度が引き起こされることが分かった。これは、「価値が高いから使う」という状態であ

る。

ハンの場合、学校での母語の価値を見直す機会が二度見られた。一度目は、担任Ａにより、「通訳」

の仕事が依頼された直後である。この時、ハンは責任感に目覚め、支援教室の母語を用いた学習でも意

欲的な態度を示すようになった。以下はその場面である。

例 7：  2000年6月7日、支援教室
（教室のホワイトボードに日本語教材と韓国語教材が貼ってある）

チェ： 先生、韓国語のやだから（ホワイトボードから）
とってー。　　　　　　　　　　　　　 ⇒ 母語使用学習への反発を示す

ハン： （はがさなくて）いいの！だってさー、
あたしさー、今週の金曜日から学校で
韓国語話さなきゃいけないんだもーん。
【話しながら自分が座っている回転椅子
を何度もグルグルと回す】　　 ⇒ 母語使用学習への意欲的姿勢を示す

ＪＴ１： え？なんで？
ハン： 転校してくるから。韓国の（子が）。
ＪＴ１： あ、そうなんだ。
ハン： （その子は日本語を）全然話せないから

通訳しなきゃだめなんだよ！
【話しながら自分の椅子をバンバンと叩く】
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ハンは、学校で自分に母語を使った通訳という役割を与えられたことを語っている。そして、そのた

めには苦手な母語も学ばなければいけないと感じるようになっている。ハンの言葉づかいや態度は一見

粗雑だが、これはハンの性格による照れ隠しで、実際は新たな役割に期待感や使命感を持っている様子

がうかがえる。

ところが、実際学校での通訳が始まった当初は、先述のようにハンの仕事は機能しなかった。これ

は、男児が異文化環境の学校に転入してきたばかりということもあり、学習や生活に対する周囲の期待

がさほど大きくなかったことによる。そのため、韓国語通訳が必要な機会も少なく、ハンが活躍する場

面も少なかった。また、先にも述べたとおり、ハンは周囲環境からのメッセージを受け取り、韓国語に

低い価値づけをしていため、自ら積極的に通訳をし、皆の前で韓国語を披露しようとすることはなかっ

た。そのため、当初ハンが期待していた通訳の仕事は機能せず、母語の価値を見直す機会を逃したと考

えられる。

しかし、二学期になり、ハンは再度母語の価値を見直す機会に遭遇する。一学期中は転入してきた男

児は学習に参加できなくても仕方のない存在であったが、二学期になると、担任Ｂは、男児を本格的

に学習活動に参加させようと試みる。そして、ジェスチャーやフォーリナートークを交えて、「これ、

ひ、ら、が、な。分かる？これね？」のように奮闘するようになる。ところが、まだ日本語が不十分

な男児とコミュニケーションをとるのは難しく、担任Ｂはハンに「これ（男児が韓国語で書いたも

の）、何て書いてあるのか、教えてくれる？」と具体的に依頼することが増えていった。そして、ハン

が手伝うと、それが正当に評価されるようになる。このハンの韓国語を用いた活躍は他の教員間にも

知れ渡り、高く評価されていた。筆者が学校を訪問した際も、教頭が「（ハンは）新しく来た子のお手

伝いをしてくれるんですよ」と紹介されるまでになる。このように、子どもの母語使用が学校で正当に

評価されて初めて、ハンは自らの母語に価値を見出し、肯定的に受容し、使うように変わっていった。

また、親の意識の変容も、子どもが母語への価値を高めていくのに影響していた。来日当初、母親は

子どもの日本語習得を最優先とし、家庭でも積極的に日本語を取り入れていた。しかし、滞日一年が過

ぎ、子どもの日本語が優位になり、母語の書く力や表現力がおぼつかなくなってきている状態に気付く

と、「韓国にいる子どもと比べて韓国語の力が足りない」と危惧するようになる。実際、ハンの母親は

帰国を視野に入れ、「そろそろ韓国語学習を本格的に始めたほうがいいと思います」と筆者に語るよう

になる。そして、家庭で子どもと話しあい、母語をより積極的に使用していくよう、方針を決める。

それにあわせ、ハンは「あと２年後にねー、たぶんねー、帰るとおもうから、その準備ということ

で」と、支援クラスでも意欲的に母語を使って学習する態度を示すようになった。このハンの言葉から

は、日本を「仮住まいの国」と捉えている意識が見えてくる。箕浦（1991）によると、子どもの場合

は成人と違い、本住まいの姿が頭に出来あがる前に母国を出ているため、移住先の国が仮住まいになら

ず、本住まいの場となることが指摘されている。しかし、ハンの場合、両親が子どもと十分に話し合

い、帰国後を見据えた教育方針を打ち出したことから、ハンは自分の「ルーツ」が韓国にあるというこ

とを強く意識できた。そして、家庭全体で母語保持を行い始めたことが、衰えていく母語に対して不安

な気持ちを持っていたハンの支えとなり、ルーツとしての母語価値を再認識し、それが使用につながっ
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たと考えられる。

分析のまとめ：言語に対する価値付けの観点から
以上のように、子どもの言語態度は各言語に対する価値付けと密接に結びついていることが示され

た。そのため、母語に対して低い価値付けをしている場合、母語を「使わない」という抵抗を引き起こ

す様子が見られた。一方、日本語に対して低い価値付けを行っている例は見られなかった。むしろ日本

語へは高い価値が置かれており、その場合、日本語への傾倒を引き起こす様子が見られた。しかし、こ

のような言語に対する価値が見直され、母語に高い価値が置かれるようになれば、母語を肯定的に受容

し、積極的に使おうという態度が生まれることが分かった。また、このような価値は、学校や家庭と

いった関係の中で作り出されていることも示された。

表 5：  言語への価値付けと言語態度

母語使用が不可能な状態における心理状態
これまでの分析結果から、「母語への抵抗」という否定的言語態度には「使わない」状態と「使えな

い」状態があり、また、「使わない」状態は周囲との関係性の中で構築されるため、肯定的に変容する

可能性があることが示された。では、「使えない」状態はどうであろうか。これは、滞在の長期化に伴

う母語能力の低下が原因となり、要求されている言語能力に見合う母語能力がないため、困難さを生じ

ている状態である。そのため、直接母語能力を高めていかないことには変容が難しいと考えられる。こ

れは、子どものみではどうにも出来ない状態であり、自信喪失や自己否定にもつながるおそれがある。

では、実際、母語が「使えない」という状態にある子どもは、どのような心理状態を抱えているのだろ

うか。事例をもとに分析する。

次の例は、支援教室でのある場面である。

日本語

母語

言語への価値付け

低

（a）価値が低いから使わな
い

⇒母語への抵抗

高

(b）価値が高いから使う
⇒日本語への傾倒

(c）価値が高いから使う
⇒母語の積極的受容
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例 8： 2000年9月20日、支援教室
ＫＴ： コヤンイガ　ムォ？＜猫がどうしたの？＞
ハン： じゃあ、私が日本語で書きます！

【席を立って教室の前に行き、ホワイト
ボードに日本語で「ねこがねずみを発見した」と書く】 ⇒ 日本語使用を選択する

ＫＴ： ハングンマルロ　ソジュセヨ。
＜韓国語で書いてよー。＞

ハン： 韓国語、嫌でございます。 ⇒ 母語に対し否定的発言をする
オウ： 韓国人のくせに、韓国語が嫌いなんて。
ハン： 苦手です！韓国語は苦手です！ ⇒ 母語使用の困難さを訴える
キム： 韓国人としては、・・・苦手です。 ⇒ 母語使用の困難さを訴える
ハン： そういうこと。日本語のほうが楽。 ⇒ 日本語使用を選択する

これは、国語の教科書に沿った内容を、学校の先行学習として韓国語で行っている場面である。ここ

で与えられたタスクは、「状況を説明し、次に視点（主語）を変えて同様に説明を行い、それを書く」

というものであった。状況提示に一枚の絵が用いられていたが、状況把握の大部分はことばに頼らなけ

ればならず、文脈の助けは少なかった。また、説明し、書く、という認知的負担が大きい言語能力が要

求されている場面だと言える。そこで、ハンは母語使用へ抵抗を示し、日本語使用を選択しているが、

これも母語に自信がなく、「使えない」という不使用状態にあったことが予測できる。

　 この中で特に注目すべきは、オウとキムの発話である。彼らの発話からは、自らのことを「韓国

人」と位置付けていることが分かる。そして、「韓国人としては」という発話から、「韓国人」という

アイデンティティには流暢な「韓国語」が当然含まれるものである、という考えが潜んでいることがう

かがえる。しかし、要求される言語能力が高い場面に直面したとき、韓国人の必要条件として存在する

はずの十分な韓国語が自分の中で衰えていることに気が付き、不安感や劣等感を感じていることが予測

できる。つまり、母語が「使えない」という状態に直面したとき、子どもは自己の韓国人としてのアイ

デンティティが脅かされると感じ、自己の言語能力に対して葛藤を抱えていると考えられる。

考察
以上の結果を、本研究の課題からまとめ、考察していく。

まず、子どもが持つ言語態度には、「母語への抵抗」「日本語への傾倒」「母語の積極的受容」とい

う３つの状態が見られた。ランバート（1974）やランドレイとアラード (1992) の仮説から、日本のよ

うに日本語が圧倒的に有利な環境においては、子どもが自らの母語に対して否定的になることが予測で

きたが、実際、本研究の対象となった子どもにおいても、母語に対して否定的かつ消極的になる傾向が

あり、日本語を好む傾向があることが分かった。一方、日本語に対して否定的な態度を示す様子は全く
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見られなかった。しかし、場面によっては、母語を肯定的に受容する態度も見られた。

次に、母語に対する否定的な言語態度が認められたが、その際、子どもには母語を「使わない」状態

と、「使えない」状態があることが明らかになった。これは、柴山（2001）同様、不使用の中にも異

なる内的状態があることが示された。

「使わない」状態は、カミンズ (1984) のモデルの、領域Ａ、Ｂ、Ｃに相当する言語能力が要求され

た場面で見られた。これは、母語が卑下された経験や、母語が社会的に価値を認められていない環境に

置かれる経験を通して、子どもも母語へ低い価値付けをし、使えるけど使いたくないというところに追

い込まれている状態である。つまり、言語へ付与された低い価値が「使わない」状態を引き起こす要因

だと考えられる。しかし、学校で母語使用の意義が見直されたり、親の意識が母語の保持育成重視に変

容したりすることで、子ども自身の母語に対する価値付けも見直され、母語を肯定的に受容しようとい

う態度に変容する可能性が示された。

　もう一方の「使えない」状態は、カミンズ (1984) のモデルの領域Ｄに相当する言語能力が要求さ

れた場面で見られた。これは、滞在期間の長期化に伴う母語能力の低下が原因となり、要求されている

言語能力が高い場面での母語使用に、困難さを生じている状態であることが示された。そして、この母

語が「使えない」という状態に直面したとき、子どもは自己の韓国人としてのアイデンティティが脅か

されると感じ、自己の言語能力に対して葛藤を抱えている様子が見られた。

以上の結果から、日本に育つ言語少数派の子どもが、母語と日本語の両言語を肯定的に使用できるよ

うになるためには何が必要か考えたい。まず、カミンズ(1984)の領域Ａ～Ｃにある母語の言語能力を使

用できるようにするには、子どもの心理面への働きかけが欠かせない。子どもが母語使用を拒む要因は

子ども自身にあるのではなく、学校や家庭といった周囲が作り出した環境が引き起こすものであり、子

どもは多数派との差異を最小限にしようと母語使用を避けている可能性が考えられる。従って、使用を

拒む子どもに直面したとき、周囲の人間はその子どもが置かれている環境を見直し、子どもが母語の価

値を再認識できるように仕向けていくべきである。例えば、本事例では、ハンは通訳という具体的な役

割を通し、周囲からの高い評価を得、母語の価値を再認識している。このように、子どもが実体験を通

してその価値を見出せる機会を提供することが、子どもの否定的態度を肯定的態度へ変え、引いては不

使用から使用へと変えることを可能にするだろう。

一方、領域Ｄで求められるような、高い言語能力を使用できるようにするには、何が必要であろう

か。他の領域同様、周囲の働きかけ次第で、子どもが肯定的に「学ぼう」という出発点に立つことはで

きるだろう。しかし、ここで求められている言語能力は、それだけで使用に転じるものではない。低下

している言語能力を、領域Ｄで必要な能力に育て、認知的な発達を促していくためには、母語を用いた

積極的な学習が必要であり、それが実現できる場が必要である。例えば、本事例では、支援教室がその

役割を担うことができると考えられる。家庭や学校等との関わりの中で母語が肯定的に受け止められた

とき、母語と日本語の両方をサポートしていく支援教室のような場が、子どもの学ぶ権利を保障してい

く場として意義を持ってくるだろう。
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今後の課題
本研究は、支援教室や学校でのデータをもとに、子どもの生きる意味世界を多角的に描きだすことが

可能となった。本研究で見られたような子どもの状態は、同じように日本で育つ、他の言語少数派の子

どもに当てはまる部分もあるだろう。この点において、本研究が提示できる資料は少なくない。しか

し、一括りに「日本で育つ言語少数派の子ども」と言っても、母語、年齢、家庭環境、学校、地域、滞

在型／定住型の区別など、実態は様々であり、本研究とは異なる結果も予測できる。そこで、今後は、

母語や年齢などが異なる子どもを対象に調査を進めていくことを課題に挙げる。そして、このような事

例研究を積み重ねていくことで、日本に育つ言語少数派の子どもが抱える問題を解決するための示唆や

ヒントを増やしていきたい。

注
1. 本論文は、お茶の水女子大学大学院修士論文「滞在型外国人にとっての母語・日本語―言語への意

味付与とアイデンティティー」（2001）の一部を大幅に加筆・修正したものである。
2. 平成13年度の調査では、日本語指導が必要な児童生徒数は18,734人で、在籍校は5,130校であった

（文部科学省, 2002）。
3. お茶の水女子大学に設置されている LARP（Language Acquisition Research Project）のこと。現 

「NPO法人子ども ＬＡＭＰ (Language Acquisition and Maintenance Project)」の前身。
4. 平成11年度の文部省の調査では、日本語指導が必要な児童の在籍人数が「１人」という小学校が

43.3％、「2人」が18.5％であった（文部省, 2000）。
5. データの表記方法について：①【　 　】発話として表れない行動や状況を記したもの。②＜　＞韓

国語の発話を日本語に訳したもの。　③（　　）筆者による補足説明。
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