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中国帰国者一世・二世・三世の
中国語に対する意識調査

今後の日本における、多文化共生社会の実現に向けて

井上 晴美

1　はじめに

私は中国生まれ、日本育ちである。母語は中国語だが、日本語の方が能力
が高い。なぜ自分は日本へ来たのか、なぜ自分は中国語と日本語の 2つの言
語環境で生活しているのか。これらはすべて、私の中国帰国者である祖母の
生い立ちと大きく関係している。
本研究では中国残留孤児（中国帰国者一世）と彼ら・彼女らの子孫（中国
帰国者二世・三世）たちが日本という国で、これまでどのように生きてきた
のか、これからどのように生きていこうとしているのかについて、一世の母
語である中国語に対する意識を中心に調査・研究し、「今後、日本社会とど
のようなかたちで共生していくか」について考えていく。

2　研究目的および方法

本研究の目的は、日本に住む中国帰国者 3世代（残留孤児自身の世代、子
どもの世代、孫の世代）それぞれの中国語に対する意識を中心に、被験者の
アイデンティティに関わることを含めて調査を行うことによって、彼ら・彼
女らのこれまでの生き方とこれからの生き方を明らかにし、今後の日本にお
ける、多文化共生社会の実現に向けたヒントを「エンパワーメントの観点」
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から探っていくことである。特に、彼ら・彼女らが日本社会で生きていくな
かで、「中国語を使う意味」は何であるか、また三世が「中国語を使いたい」
あるいは「使いたくない」と思う背景には何があるのか、そして「中国語が
使えなくなった」場合、どういった問題が生じるのかなどを、アイデンティ
ティの関連からインタビュー調査を通して考えていく。
上記の目的を達成するために、以下の順序で研究を進めていく。

①中国帰国者の言語やアイデンティティに関する先行研究を収集し、それら
を整理すると同時に、問題点を明らかにする。
②中国帰国者一世と二世を対象とした、言語や生活に関するインタビュー調
査を行い、その結果を整理・分析・考察する。
③一世と二世の調査結果をもとに、今後の研究に向けた課題を探る。
④中国帰国者の言語とアイデンティティに関する先行研究を再収集し、それ
らを整理すると同時に、新たな問題点を明らかにする。
⑤中国帰国者三世を対象とした、言語や生活に関するインタビュー調査を行
い、その結果を整理・分析・考察する。
⑥一世・二世・三世の調査結果をもとに、中国帰国者の言語に対する意識と
彼ら・彼女らの生き方との関係性について考えていき、今後の日本におけ
る、多文化共生社会を実現するためのヒントを考えていく。

3　中国帰国者とは

はじめに「中国帰国者」について説明する。「中国帰国者」とは、第二次
世界大戦の「敗戦時」、その後の「戦後の混乱」で生き別れとなって中国人
家族に育てられた日本人や、「生き残る」ために中国に残留を余儀なくされ
た日本人で、その後の調査などで判明した肉親や、身元保証人を頼って日本
へ帰国してきた人々のことである。「中国残留孤児」と呼ばれる人々の内、
日本に帰国をしてきた人々は、この「中国帰国者」の中に含まれる。
「中国帰国者」について整理すると、戦前、中国に渡った日本人の敗戦後
の引揚げは、次の三度の変節点が存在すると言われている。
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第一期 1945年～敗戦直後
連合軍、日本政府に海外の日本軍・民間人の日本への引揚げを指令
日本政府、中国東北地区（旧満州）に対し「民間人は現地に定着させよ」
との指令
中国東北地区（旧満州）の日本人の民間人は、日本からの援助も途切れ、
生存のため現地人家庭に入ったり、乳飲み子を預けたり、もらわれたりし
ていた。
連合軍・国府軍・中共軍で日本人送還委員会設置、日本人引揚げ再開
中国人家庭に入った「婦人」「幼児」を残し、引揚げはほぼ終了

第二期 中華人民共和国成立 (1949年 )後 1953年～
1949年に国会で引揚げ促進を決議し、中国からの集団引揚げが再開された
にもかかわらず、日本政府は中華人民共和国の成立と同時に国交断絶し、
中国からの引揚げが中断された。
しかし、中国政府、赤十字社、民間団体が人道的立場から、集団引揚げを
再再開する。(1953年～ )
ところが、中国に対する敵視政策をとっていた日本政府は 1958年、長崎
における中国国旗侮辱事件を契機に中国と国交を全面断絶し、中国からの
引揚げは再び中断された。

第三期 日中国交回復後～
1972年の日中国交正常化により、20年近く凍結されていた中国残留日本
人の引揚げが再開される。その後、厚生省による肉親捜しや、帰国後の定
着促進センターの開設など、受け入れのケアが本格化する。

厚生省は、敗戦時、中国において満 13歳未満の残留日本人を「中国残留
孤児」と規定し、肉親捜しや帰国旅費の支給、帰国後の日本語教育・住宅・
就労などのケアの対象とした。しかし、13歳以上の女性（「残留婦人」）は、
自分の意思により結婚・残留したものとして、「残留孤児」と区別されてい
た 1。
このように、「残留孤児」や「残留婦人」などの「中国帰国者」を発生さ
せたのは、日本政府の敗戦時の引揚げ援護政策の混乱であるということが分
かる。
「中国帰国者」の配偶者は、純粋な中国人の場合が多く、その子どもであ
る二世・三世は、日本人と中国人の間で生まれた子どもであり、この配偶者・
二世・三世は、厳密には「中国帰国者」とは言えない。

1　 「中国残留孤児」と「中国残留婦人」を合わせて「中国残留邦人」と呼ぶ。
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4　先行研究

本研究では、先行研究を大きく分けて、下記の 3つに分類する。

4-1　母語・継承語

中国帰国者の母語や継承語に関する研究として、齋藤 (1997)と高橋 (2008)
の調査結果がある。齋藤 (1997)は母語保持教室に通う 4人の帰国者子女を
対象に、インタビューと教室での言語行動の観察記録をデータとして母語喪
失と日本語獲得の実態を記述し、母語喪失を促進する要因を探ることを試み
た。その結果、⑴口頭能力と読み書き能力には差があり、前者に比して後者
は喪失しやすいこと、⑵家庭での母語使用はそれだけでは母語保持の決め手
とはならないこと、⑶来日時の読み書き能力の有無が母語保持か喪失かを決
定する要因の一つと考えられること、以上の 3点が明らかとなった。
高橋 (2008)は「継承語教育」に焦点を当て、中国帰国者集住地域にある
小学校で行われている中国語授業の実践例を参考に、その課題と展望を探っ
た。その結果、中国語を母語と呼べるほどの能力をもたない日本生まれの子
どもたちへの中国語継承語教育に関しては、多くの課題が見つかった。高橋
はそれらの課題を⑴社会的な問題、⑵学校側や制度的な問題、⑶親や子ども
側の家庭的な問題、としてそれぞれまとめている。

4-2　中国帰国者のアイデンティティ

中国帰国者のアイデンティティに関する研究として、永井 (2014)と李・
佐野 (2010)の調査結果がある。永井 (2014)は思春期に中国から日本へ文化
間移動を行った（つまり言葉ならびに価値観を含む文化が異なる空間へ移動
した）中国帰国者のアイデンティティが、日本で時を経るに従って、どのよ
うに変化するのかを明らかにしようと試みた。思春期に来日した 4人のイン
フォーマントに、来日 10年後、18年後、24年後の 3回に渡って追跡イン
タビューを実施し、それぞれの語りから 4人のアイデンティティの変化を読
み取った。その結果、以下のような仮説が立てられた。「思春期に文化間移
動を行った中国帰国者は、日本滞在の方が長くなった頃に、一定の定型（安
定）性をもち、変化の少ないアイデンティティをもつに至る。そして、来日
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後四半世紀が経っても、急速に “日本人化 ”は進まず、2つの国の狭間に立
たされていることによる、定まらないアイデンティティをもつことが常態化、
定型化してしまう場合がある。差別やいじめに代表される日本社会がもつ中
国帰国者に対する負の圧力は、アイデンティティの形成に大きい影響を与え
ている」。
李・佐野 (2010)は半構造化面接を通して、中国帰国者三世の文化的アイ

デンティティ 2の形成における来日年齢と在住期間・異文化体験・生活環境
の変化との関連を明らかにすることを試みた。面接内容は、来日の経緯およ
び来日に対する評価、友だち関係、民族的帰属感、日本と中国への思い、中
国帰省の有無などについてである。調査の結果、中国帰国者三世の文化的ア
イデンティティの形成、とりわけ民族的帰属意識において、来日年齢や在住
期間が重要な要因であることが明らかになった。

4-3　中国帰国者二世・三世の日本語指導と継承語

中国帰国者の日本語に関する研究として、広崎 (2006)の調査結果がある。
広崎は学校教育の中で行われている、日本語を母語としない子どもたちを対
象とした「日本語指導」を、子どもたちがどのように経験しているのか、子
どもたち自身の立場から接近することを試みた。その結果、同じ形態の「日
本語指導」を受ける場であっても、個々人によって異なる意味づけがなされ
る場合があることが明らかとなった。子どもたちにとって、「日本語指導」
の場は、⑴他者との関係を構築する場、⑵ニーズへの対応と主体性の尊重が
なされる場、⑶「特別扱い」の場といった 3つの機能をもっている。
真嶋は (2014)は、定住二世児の二言語能力の縦断研究を行った。中国ルー
ツの CLD児 3の二言語能力について、どのような傾向が見られたのか、現地
語（日本語）と家庭言語（中国語）の複数言語環境に育つ子どもたちが、二
言語能力をどのように伸ばしていったのか、などについて紹介されている。

2　 文化的アイデンティティとは、国籍がどこであれ、自分が何者であるかということ
からくる深い感情、ライフ・スタイル、立居振る舞い、考え方などを全部ひっくる
めたものを言う (箕浦 1984)。大西 (2001)は文化的アイデンティティを、個人があ
る文化的集団の一員として形成する自己概念、所属感と定義する。

3　 CLDとは、Culturally Linguistically Diversityの略。要するに、CLD児とは、文化的・
言語的に多様な背景をもつ児童のことである。
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4-4　先行研究から見えた課題

以上のように、中国帰国者を対象とした母語や継承語、アイデンティティ、
日本語指導に関する研究は少なくない。ただ、齋藤 (1997)では、なぜ母語
の保持が必要なのかについて触れられていなかった。また、高橋 (2008)の
中で、母語を喪失してしまうと「親子間のコミュニケーションができなくな
る」、「母文化を保持できなくなる」、「アイデンティティの形成に負の影響を
与える」と述べられていたのだが、筆者は二世もしくは二世の配偶者がある
程度日本語を話せる場合、親子間のコミュニケーションにそれほど大きな問
題はないと考える。さらに、アイデンティティの形成において、どういった
負の影響が与えられるのかについて詳しく述べられていなかったので、この
点に関しても考えていく必要がある。そして、中国帰国者 3世代それぞれの
中国語に対する意識の研究は今のところ見られず、同時に、彼ら・彼女らが
日本社会において「中国語を使う意味は何であるか」に関する研究も今のと
ころ見られない。したがって、中国帰国者 3世代それぞれの中国語に対する
意識および被験者のアイデンティティとの関連性、彼ら・彼女らの生き方と
の関係性を本論文で明らかにすることを試みる。

5　母語・母国語・第一言語・継承語・アイデンティティの定義

ここまで母語・継承語・アイデンティティという用語を使って論を進めて
きたが、本章ではそれらに類似した用語である「母国語」と「第一言語」に
ついても言及し、それぞれの用語を定義しておく。

＜母語の定義＞　基準／定義
◦出自／人が最初に学んだ言語
◦運用能力／人が最もよく知っている言語
◦機能／人が最もよく使用する言語
◦アイデンティティ

a.内的なもの／人が自分のものだと認識する言語
 b.外的なもの／他者によってその言語のネイティブスピーカーだと認識
される言語

(高橋 2013：Skutnabb-Kangas 1989)
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なお、高橋 (2013)は、母語は多様な基準をもっており、1つの定義でま
とめることが難しいと述べている。また、スクトナブ＝カンガスは母語の多
面性を指摘し、人が複数の母語をもつことを認めている。

日本に住んでいる中国帰国者の子どもたち（三世四世）4の場合
◦出自で見ると、母語は「中国語」と考えられる。
◦運用能力から見ると、母語は学校での教育言語である「日本語」と考え
られる。
◦機能から見ると、（学校を含めた社会で接触する人々のほとんどが日本
語話者であり、日本語の使用量が最も多いことから）母語は「日本語」
と考えられる。
◦アイデンティティから見ると、内的には「中国語」あるいは「日本語」、
外的には「中国語」が母語だと考えられる。

高橋 (2013)いわく、このように考えると、中国帰国者三世四世の子ども
たちは、「日本語」と「中国語」という 2つの母語をもっていることが分かる。

＜母語と類似した用語＞

Ⅰ．母国語
ほとんどの日本人は、母語も母国語も日本語であるために、これらの違い
が理解しにくい。母国語は、自分が国籍をもっている国の国家語あるいは公
用語を指す。
人によって母語と母国語が異なる場合を考えてみよう。例えば、在日コリ
アンの母国語は韓国・朝鮮語だが、日本で生まれ育ち、両親も日本語で子ど
もを育てる、あるいは学校教育を日本語で受けるなどした場合、母語は日本
語であることが多いそうである。
また、世界には一国家一言語ではない国家が数多くあり、それらの国でも
母語と母国語が一致しないケースがあると言われている。例えば、ジャワ語

4　 日本で生まれ育っているが、中国語話者の両親や祖父母に育てられている。人によっ
て日本語や中国語に触れる量や質に差はあるが、家庭では主に中国語が、学校や社
会では日本語が使用されている環境で育っている。
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を母語とするインドネシア人の母国語はインドネシア語である。さらに、歴
史的や政治的な背景から、その国家に「母国」としての思いをもっていない
人もいるだろうと言われている。
このように考えると、母語と母国語が全く異なる性質をもつということが
分かる。

Ⅱ．第一言語
最初に獲得した言語を第一言語、その後に学習する言語を第二言語と呼ぶ。
第一言語という場合、その言語の運用能力のみが問われ、母語にあるような
親子のつながりや、その集団への帰属意識などは含まれないそうである。

Ⅲ．継承語
Heritage Language（継承語）は、多民族国家カナダで生まれたことばだが、
最近になって、日本で母語教育を推進する人々の間で使われるようになった
と言われている。特に、母語と呼べるほどの運用能力をもたない子どもたち
にとって、人間形成や親子のコミュニケーション促進、言語・文化継承をさ
せるための教育が大事だという意味合いを強くもっているそうである。
継承語は、「母語・母文化が危険にさらされるマイノリティ言語の子ども
のみが必要とするもので、母語が社会の少数言語であるため、社会の主要言
語で教科学習を余儀なくされる子どもが対象となる」言語であり、継承語教
育は、「異言語環境で親のことば、文化を育てる」教育である (高橋 2013：
中島 2005)。
高橋 (2013)は、どのようなことばを使うにせよ、人間の心とことばの成
長に重要な役割を果たしているのが母語であることに間違いはないと言う。

＜アイデンティティの定義＞
アイデンティティ論を確立させたのは E.H.エリクソンと言われている。

エリクソンはアイデンティティを「自我（ego）」の側面と「自己（self）」の
側面から考察しているそうである。
「自我アイデンティティ」は自我の心理・社会的機能、すなわち統合力に
注目したものであると言う。自我アイデンティティが確立されるには、①個
人が自分自身についてさまざまな次元で抱いているイメージ（例えば、能力、
社会的地位、対人関係など）を統一すること、②それが時間的に連続してい
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ると感じられること、すなわち人間の生涯を通じて変化する主体の発達とし
て捉えること、さらに、③それ（自分自身についてのイメージ）が他者にも
合致したものとして認識されていること、が同時に実感されていなければな
らないと言われている。これに対し、「自己アイデンティティ」とは、個人
が統合された自己ないしは役割のイメージを保持しているかどうかを示す言
葉である (小野原 2004：Erikson,E.H.1968,1950)。G.ストーンによれば「あ
る人間が社会関係に関与したり、ある共同体のメンバーであることなどが他
者から認知されることで、社会的存在として確立されること」だと言う (小
野原 2004：Stone,G.1962)。
エリクソンが強調するのは「自我アイデンティティ」であり、すなわちア
イデンティティの中心は自我アイデンティティであるとされている。エリ
クソンが、自我アイデンティティとは「さまざまな自己像を徐々に統合し、
アイデンティティ感として完成させる」アイデンティティである (小野原
2004：Erikson,2003b,p.291)と言う時、人は同時に複数のアイデンティティ
の束に包まれていることを言っているそうである。そして、そこから状況に
応じて望ましいアイデンティティを選択し、望ましくないアイデンティティ
を返上することにより、自己の存在を価値あるものと証明しようとしている
のである。例えば、言語的アイデンティティ、文化的アイデンティティ、民
族的アイデンティティ、国家的アイデンティティなどは輻輳するアイデン
ティティの一つであり、それらの内どれをどのようにして自分のアイデン
ティティとして統合していくのか、ということが重要であると言う。
中国帰国者の場合、日本と中国、2つの国の言語や文化と接触しながら生
きてきた・生きているため、安定したアイデンティティを保持することが難
しいのではないかと考えられる。それは本人の言語能力や生活環境など、様々
な要因によるものだと考えられる。例えば、本人が日本社会で「自分は日本
語を使う日本人である」と主張したとしても、日本社会からそのように認識
されなかった場合、「自分は一体どちらの国に帰属する人なのだろうか」と
いう悩みを抱えながら生きていくことになる。言い換えると、本人は「アイ
デンティティに揺らぎを感じながら」生きていくことになる。
本来なら、相手の母語が何であれ、アイデンティティが何であれ、日本社
会で暮らす人たち一人一人が、「セルフエスティーム（自尊感情）」と「リス
ペクト（尊敬・尊重）」の感情をもちながら相手に接することができれば、
アイデンティティに深く悩まされることなく生きていける人たちが増えてい
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くのではないか、と筆者は考える。

6　調査

6-1　調査目的

中国帰国者 3世代の日本での生活について、主に「中国語」と「日本語」
の言語環境・言語能力（本人の自己評価によるもの）・言語使用状況に着目
しながら、彼ら・彼女らのこれまでの生き方とこれからの生き方を明らかに
することが目的である。

6-2　調査方法

今回は中国帰国者一世 4名、二世 3名、三世 3名に対して半構造化イン
タビューを実施し、分析と考察を行った。インタビューは協力者の言語能力
に応じて、中国語と日本語の両言語を使用し、音声記録に残した。質問に関
する説明は以下の通りである。
まず、一世は Q1～ 11、二世は Q1～ 10、三世は Q1～ 8までが「本人

の生い立ち」に関する質問となっている。次に、「本人および本人と異なる
世代の言語能力や言語使用」に関する質問は、一世が Q12～ 19、二世が
Q11～ 18、三世が Q9～ 16までとなっている。
なお、それぞれの世代における「境遇」が異なるため、質問項目は世代に
より少し変わっていることがある。例えば、一世を対象とした Q7～ 9は、
二世と三世には質問していない。また、二世を対象とした Q9と Q10は、
一世と三世には質問していない。さらに、三世を対象とした Q4、Q6～ 8、
Q9～ 11は、一世と二世には質問していない。
ただし、一世を対象とした Q4と Q6は、三世には質問していないが、二

世を対象とした Q4と Q6で違う問い方をしている。加えて、一世を対象と
した Q10～ 13、Q16、Q19は、三世には質問していないが、二世を対象と
した Q7、Q8、Q11、Q12、Q15、Q18で問いかけをしている。
その他の質問項目に関しては、3世代すべてに共通しており、同じような
問いかけだと考えてよい。
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6-3.1　一世に対するインタビュー内容

以下は、一世 4名への質問内容とそれらに該当する回答を表 1にまとめ
たものである。なお、質問項目によっては表に載っていないものもある。こ
れは、6-3.2の分析のところで詳しく述べることにする。（資料 1を参照）

＜本人の生い立ちに関する項目＞
Q1  お名前は何ですか、今年いくつですか。
Q2  生まれた場所、育った場所はどこですか。
Q3  国籍は何ですか。
Q4  いつ帰国しましたか、帰国して良かったですか。
Q5  自分を何人だと思いますか。また、その理由は何ですか。
Q6  日本名の名付け親はだれですか。
Q7  肉親やきょうだいは見つかりましたか。
Q8  養父母はどんな人でしたか。
Q9  あなたにとって日本と中国はそれぞれどんな国ですか。
Q10  中国での教育経験はありますか、何年間教育を受けましたか。（学歴）
Q11  中国での職業は何でしたか。

＜本人および本人と異なる世代の言語能力や言語使用に関する項目＞
Q12  日本語能力はどうですか、どうやって日本語を習得しましたか。
Q13  どれくらいの期間、日本語を学習してきましたか。
Q14   お子さんやお孫さんたちと意思疎通するとき、どの言語を使います

か。
Q15  お子さんやお孫さんたちの言語能力（中国語と日本語）はどうですか。
Q16   お子さんやお孫さんたちはどうやって中国語を獲得し、日本語を習

得してきましたか。
Q17  あなたは普段、中国語と日本語、どちらと接触する機会が多いですか。
Q18  あなたにとって中国語と日本語はそれぞれどんな言語ですか。
Q19   あなたはお子さんやお孫さんたちに中国語を継承・保持してもらい

たいですか。また、その理由は何ですか。
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表 1：一世の調査結果をもとにまとめたもの

INさん（女性） TRさん（女性） NTさん（女性） TYさん（女性）
名前 中国名と日本名 中国名と日本名 中国名と日本名 中国名と日本名
インタビュー
時の年齢 76歳 77歳 79歳 84歳

出生地／生育
地 未詳／中国・延吉 日本／中国・琿春 未詳／中国・ハルビン 日本／中国・長春

帰国した年と
当時の年齢

1998年
54歳

1996年
53歳

1998年
57歳

1986年
50歳

母語 中国語 中国語 中国語 日本語
国籍 日本 日本 日本 日本
自分を何人だ
と思うか 日本人 日本人 日本人 日本人

中国での学歴 師範学校 師範学校 中学校 教育経験なし
中国での職業 小・中学校の先生 小学校の先生 工場員 農家
肉親 見つからなかった 見つかった 見つからなかった 見つかった
帰国に対する
評価 満足している。 満足している。 満足している。 満足している。

自分にとって
日本と中国は
それぞれどん
な国なのか

日本…祖国
中国…故郷

日本…祖国
中国…故郷

日本…祖国
中国…故郷

日本…祖国
中国…一時的な居
住国

本人の自己評
価による言語
レベル

中国語：高
日本語：低

中国語：高
日本語：低

中国語：高
日本語：低

中国語：高
日本語：高

日本語学習支
援の有無・期
間

あり
1年ほど

あり
1年ほど

あり
1年ほど

あり
1年ほど

二世・三世と
の意思疎通に
ついて

二世…中国語
三世…中国語

二世…中国語
三世…中国語

二世…中国語
三世…中日混合

二世…中日混合
三世…日本語

一世からみた
二世・三世の
言語レベル

二世…中国語：高
　　　日本語：中
三世…中国語：中
　　　日本語：高

二世…中国語：高
　　　日本語：中
三世…中国語：中
　　　日本語：高

二世…中国語：高
　　　日本語：中
三世…中国語：低
　　　日本語：高

二世…中国語：高
　　　日本語：中
三世…中国語：低
　　　日本語：高

中国語と日本
語、どちらと
接触する機会
が多いか

中国語 中国語 中国語 中国語

次世代に中国
語を継承・保
持してもらい
たいかどうか

継承・保持しても
らいたい

継承・保持しても
らいたい

できれば継承・保
持してもらいたい

できれば継承・保
持してもらいたい
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6-3.2　一世における調査結果および分析

⑴ 一世の間に見られる共通点
4名の中国帰国者一世にインタビュー調査を行った結果、①性別が女性で

あること、②中国名と日本名をもつこと、③国籍が日本であること、④自分
のことを日本人だと思っていること、⑤帰国に対して満足していること、⑥
日本語学習支援の経験があること、⑦中国語と接触する機会が多いこと、⑧
次世代に中国語を継承・保持してほしいこと、といった 8つの共通点が見ら
れた。
②日本名に関して、INさんと NTさんは、中国人の養父母に名付けられ

た中国名や自分が育った地域の名前を日本名の一部に取り入れており、日本
と中国、2つの国に対する強い思い入れが感じられる。また、TRさんと TY
さんは、日本人の生みの親の名字をそのまま使っている。
③国籍に関して、INさんとTRさんは、日本国籍を取得したのではなく、「取

り戻した」と強く主張していたのだが、これは本人たちの日本への帰属意識
と大きく関わっていると考えられる。
④「自分を何人だと思うか」という質問に対して、4人とも日本人である
と答えた。これは肉親が見つかった・見つからなかったという事実よりも、
日本人の肉親が実際に存在していたことが本人たちにとって重要であるのだ
と考えた。TRさんは、「血縁から判断すると日本人だが、正直、今でもよ
く分からない。自分の日本名の意義や意味もよく分かっていない」と言って
いた。また、本人たちの日本語能力の高さは、本人たちが自分のことを何人
だと思っているのか、ということとあまり関係していないと言える。
⑤帰国に対する評価に関して、「自分の祖国に帰って来られたこと」や「自
分の肉親と会えたこと」が “満足している ”という結果につながっている。
ただ、INさんと NTさんは、自分の肉親を見つけることができなかったのに、
帰国に対して満足しているそうである。INさんの場合、「自分の子どもの世
代は収入が安定し、孫の世代は順調に学業を修めていて、全体的に日本での
生活が良くなったこと」が理由として挙げられる。帰国したばかりの時、日
本社会に適応するためにあらゆる面で苦労していた時期、帰国してから数十
年たった今、それぞれにおける心境の変化は大きいだろう。INさんは帰国
したばかりの頃、「日本への帰属感はあまりなかった」と言っており、「日本
人とは表面上のつき合いしかできず、近いようで遠い距離感があった」と言っ
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ていた。「帰国当初は中国にいる親戚・同僚・教え子たちがとても恋しかった」
という INさんの気持ちがよく分かる。
⑥日本語の学習支援に関して、4人とも「日本へ帰国後、中国帰国者定着

促進センターで日本語の指導を受けたことがある」と答えた。INさん・TR
さん・NTさんは中国語が母語であり、本来の母語である日本語を「第二言
語」、「外国語」として習得してきた。TYさんの場合、母語は日本語であり、
さらに小学校 2年生まで日本で暮らしていたため、帰国後の日本語学習にそ
れほど苦労はしなかったと言う。
⑧「次世代に中国語を継承・保持してもらいたいかどうか」という質問に
対して、INさんと TRさんは、「日本にいる家族だけでなく、中国で暮らし
ている親戚たちとも意思疎通ができるようになってほしいから」と答えた。
また、INさんは、「（三世は）今後もずっと日本社会で生きていくことにな
るだろうから、自身の生きる術としても中国語を忘れないでほしい」と言っ
ていた。この 2名からは、日本に住み続けていても、中国とのつながり、中
国にいる人たちとのつながりを大事にし続けてほしい、という思いが伝わっ
てくる。一方、NTさんと TYさんも「家族間での意思疎通に必要だから」
と答えていたが、例えば、TYさんの孫のように「中国語は嫌いじゃないけど、
あまり好きでもない。（本人は）中国人と言われるのが嫌だって」という三
世もいる。NTさんも TYさんも「他人より 1つ多くの言語ができるのは良
いことだ」と思っており、たとえ三世自身に中国語を継承・保持する意思が
あまりなかったとしても、日本語と中国語の両方ができる三世への期待は、
少なからずあるのではないかと考えた。また、その期待というのは、かつて
自分たちが中国語を通して中国の養父母たちとつながり合えたように、三世
たちにも日本語や中国語を通して日本と中国をつなげていってほしい、とい
う思いがあるのではないかと考えた。

⑵ 一世の間に見られる相違点
一方、相違点は①年齢、②出生地／生育地、③帰国した年、④母語、⑤中
国での学歴、⑥中国での職業、⑦肉親が見つかったかどうか、⑧本人にとっ
て日本と中国はどんな国なのか、⑨本人の言語レベル、⑩二世・三世との使
用言語であった。
①年齢に関して、4人とも養父母に引き取られた時の年齢が異なっている。

INさんの場合、未だに自分の正確な生年月日が分からず、実年齢が不確か
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であると言う。また、INさんは他の 3人より少し事情が複雑であり、三つ
の家庭で育ってきたという経験がある。INさんが 6歳か 7歳だった時、一
人目の養母が亡くなり、以来、一人目の養父とともに畑仕事を中心に生活を
していたそうである。しばらくして、一人目の養父も亡くなり、二つ目の家
庭に引き取られたが、そこの養父母とあまり良い関係を築くことができず、
三つ目の家庭でようやく落ち着いた生活を送ることができたと言う。NTさ
んは、幼い頃に（日本人の）母とともに中国へ渡ったそうである。1979年
に日本へ肉親を捜しに行く機会を与えられたが、本人いわく、中国での暮ら
しが安定していたため、日本へ帰国したいという気持ちはそこまで強くな
かったと言う。NTさんの養父母は実の娘が存在していたそうなのだが、19
歳の時に亡くなってしまい、それから NTさんを引き取ったそうである。学
校へは 6年間だけ通い、以来、養父母とともに饅頭を売りながら生活をして
いたと言う。養母は怒った時に「あんたは金で買ってきた子なんだよ」と発
言する時もあったそうなのだが、NTさんは、「敵国の子を育ててくれた中
国の養父母はとても親切であった」と感謝の気持ちを表していた。
④母語に関して、TYさん以外の 3名は、能力的に日本語より中国語の方
が高いからそう認識していると考えた。また、配偶者が中国人であったり、
親戚や同僚も全員中国人であったりするので、要するに、「中国語によって
育てられ、中国語を通じて関わってきた人が多い」からだと考えた。
⑤中国での学歴や⑥職業に関しては、本人の意思というより、養父母の
生活環境・経済力・教育に対する意識などによって決まった部分が大きい。
INさんの三人目の養母は「日本人」であり、残留孤児当事者である INさ
んに対して同情心が強く、将来は経済的にも精神的にも豊かに暮らすことが
できるよう、教育に力を注いでくれたと言う。TRさんは、4人の中では比
較的裕福な家庭に引き取られたそうである。本人いわく、「自分は周りの中
国人の子どもたちより恵まれた生活をしていた」と言う。ただ、それが原因で、
小学生の時はよく「外国の子、外国人のくせに」など、周囲の大人や子ども
たちに悪口を言われていじめられたこともあったそうである。しかし、そ
ういうことが起きる度に、TRさんの養母は必死に守ってくれたと言う。TR
さんの養母は教育経験がなく、字の読み書きができない人であった。そのた
め、TRさん本人にはしっかりと教育を受けさせようという気持ちが強かっ
たそうである。TRさんは、「養父母は自分に対して我が子のように愛情を
注いで育ててくれた」と言っていた。
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⑧「日本と中国、自分にとってそれぞれどんな国なのか」という質問に対
して、4人とも日本は自分の祖国であると答え、自身のルーツを重視してい
る傾向があった。TYさんと TRさんは、日本で、日本人の両親の間に生ま
れた子どもなので、日本が祖国だというのは理解できる。しかし、INさん
と NTさんは出身地が未詳であり、かつ日本人の生みの親も見つからなかっ
たのに、日本を自分の祖国だと思っている。ここでもやはり、肉親が見つかっ
た・見つからなかったという事実よりも、日本人の肉親が実際に存在してい
たこと、また肉親の出身地・生育地が日本であることが、本人たちにとって
は重要であると言える。
⑨本人の言語レベルに関して、実際に言語能力を測定するためのテストな
どを行ったわけではなく、本人へのインタビューを通して定めたものである。
INさん・TRさん・NTさんは、自身の日本語能力について、「日常生活に
おける簡単なあいさつや会話はできる。病院へ行く時は必要に応じて通訳の
人を呼ぶ」と言っていた。TYさんは日本語母語話者なので、帰国したばか
りの時は日本語があまり話せなかったが、時が経つにつれて、次第に忘れか
けていた日本語を思い出すようになったと言う。
⑩二世・三世との使用言語に関して、INさんと TRさんは、「子どもたち
や孫たちとは中国語を話す」と答え、特に三世に対して、中国語を継承して
ほしいという思いが後の 2名よりも強く感じられた。一方、NTさんは、「子
どもとは中国語を話すが、孫とは日本語を話すことが多い」と答え、TYさ
んは、「子どもとは日本語と中国語を交えて話すが、孫たちとは日本語を話
す」と答えた。NTさんも三世に対して、中国語を継承してほしいという思
いはあるが、三世自身に継承したいという思いがないらしい。これは三世の
中国語のレベルが低いことからも読み取れる。また、TYさんは三世に対し
て、中国語を継承する必要はあまりないように見受けられた。これも三世の
中国語のレベルが低いことから読み取れる。一世と二世は中国に住んでいた
時から互いの母語である中国語を使って意思疎通をしてきたので、日本へ帰
国・来日しても、その習慣はほとんど変わっていない。ただ、三世の場合、
中国生まれの人もいれば日本生まれの人もいる。また、同じ中国生まれでも、
来日時の年齢や日本での在住期間が異なる。小学生になる前に来日した三世
や日本生まれの三世は、たとえ母語が中国語であっても、家庭外の言語環境
において日本語を話す機会が増えていくと、中国語より日本語の能力が高い
場合が多い。
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6-4.1　二世に対するインタビュー内容

以下は、二世 3名への質問内容とそれらに該当する回答を表 2にまとめ
たものである。なお、質問項目によっては表に載っていないものもある。こ
れは、6-4.2の分析のところで詳しく述べることにする。

＜本人の生い立ちに関する項目＞
Q1  お名前は何ですか、今年いくつですか。
Q2  生まれた場所、育った場所はどこですか。
Q3  国籍は何ですか。
Q4  いつ来日しましたか、来日して良かったですか。
Q5  自分を何人だと思いますか。また、その理由は何ですか。
Q6  日本名の名付け親はだれですか。
Q7  中国での教育経験はありますか、何年間教育を受けましたか。（学歴）
Q8  中国での職業は何でしたか。
Q9  日本での職業は何ですか。
Q10  今の職場における中国人の割合を教えてください。

＜本人および本人と異なる世代の言語能力や言語使用に関する項目＞
Q11  日本語能力はどうですか、どうやって日本語を習得しましたか。
Q12  どれくらいの期間、日本語を学習してきましたか。
Q13   お子さんやお孫さんたちと意思疎通するとき、どの言語を使います

か。
Q14  お子さんやお孫さんたちの言語能力（中国語と日本語）はどうですか。
Q15   お子さんやお孫さんたちはどうやって中国語を獲得・日本語を習得

してきましたか。
Q16  あなたは普段、中国語と日本語、どちらと接触する機会が多いですか。
Q17  あなたにとって中国語と日本語はそれぞれどんな言語ですか。
Q18   あなたはお子さんやお孫さんたちに中国語を継承・保持してもらい

たいですか。また、その理由は何ですか。
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表 2：二世の調査結果をもとにまとめたもの

ITさん（男性） TAさん（女性） Kさん（女性）
名前 中国名と日本名 中国名と日本名 中国名のみ
インタビュー
時の年齢

50歳 59歳 48歳

出生地／生育
地

中国・延吉 中国・寧安 中国・琿春

来日した年と
当時の
年齢

1998年
28歳

2000年
39歳

1998年
26歳

母語 中国語 中国語 中国語
国籍 日本 中国 中国
自分を何人だ
と思うか

中国人 中国人 中国人

中国での学歴 専門学校 中学校 中学校
中国での職業 警察 専業主婦 農家
日本での職業 正社員 パート パート
来日に対する
評価

満足している。 満足している。 満足している。

父と母のどち
らが残留孤児
なのか

母が残留孤児 母が残留孤児 母が残留孤児

本人の自己評
価による言語
レベル

中国語：高
日本語：中

中国語：高
日本語：低

中国語：高
日本語：低

日本語学習支
援の有無・期
間

あり
1年ほど

なし なし

一世・三世と
の意思
疎通について

一世…中国語
三世…中日混合

一世…中国語
三世…中国語

一世…中国語
三世…中国語

二世からみた
三世の言語レ
ベル

中国語：中
日本語：高

中国語：高
日本語：高

中国語：高
日本語：高

中国語と日本
語、どちらと
接触する機会
が多いか

両言語とも接触するが
中国語の方が多い。

中国語 中国語

次世代に中国
語を継承・保
持してもらい
たいかどうか

継承・保持してもらい
たい

継承・保持してもらい
たい

継承・保持してもらい
たい
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6-4.2　二世における調査結果および分析

⑴ 二世の間に見られる共通点
3名の中国帰国者二世にインタビュー調査を行った結果、①出生地／生育

地が中国であること、②母語が中国語であること、③自分を中国人だと思っ
ていること、④来日に対して満足していること、⑤母が残留孤児であること、
⑥次世代に中国語を継承・保持してほしいこと、といった 6つの共通点が見
られた。
②母語に関して、3人とも「中国語」であると答えた。これは、母語の定

義に基づいて考えると、出自的にも運用能力的にもそう認識できると考えた。
③「自分を何人だと思うか」という質問に対して、3人とも「中国人」だ
と答えていたのだが、これは本人の母語と一世の母語が一致していることや、
本人の父である一世の配偶者が中国人であることが理由だと考えた。一世の
場合、日本人でありながら中国人として生きてきた人たちであり、二世の場
合、日本にルーツをもちながら中国人として生きてきた人たちだと言える。
⑥「次世代に中国語を継承・保持してもらいたいかどうか」という質問に
対して、3人とも「継承・保持してもらいたい」と答えた。ITさんは、「生
活するうえでも就職するうえでも必要となるから。使える言語は 1つでも 2
つでも多い方が良い」と言っていた。また、TAさんは、「将来、もしかし
たら中国で仕事をすることになるかもしれないので、中国語ができていた方
が良いと思っている。あと、将来どこの国で暮らそうとも、中国語はできて
いた方が良い」と言っていた。そして、Kさんは、「近年は中国の経済がめ
ざましく発展しているようなので、中国語ができれば（就職する際に他人よ
り）優位に立てると思うから」と言っていた。今回インタビューした二世の
みならず、他の二世やその配偶者たちも、日本での教育経験はほぼないと考
えられる。また、彼ら・彼女らの場合、一世と違って家族を養っていかなけ
ればならないので、来日してすぐに働く必要があった。ただし、働くと言っ
ても、自身の中国語の能力や、中国で培ってきた仕事のスキルなどを生かせ
る職業に就けたわけではない。加えて日本語の壁もあり、二世のほとんどの
人たちは（その配偶者たちも）限られた職場で働かざるを得なかったと言え
る。そのため、人によっては劣等感を抱いている場合もあるだろう。だから
こそ、三世の人たちに対して、日本語と中国語の両方ができる優秀な人材に
育ってほしい、自分たちよりも良い職業に就いてほしい、という強い思いが
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あるのだと考えた。

⑵ 二世の間に見られる相違点
一方、相違点は①性別、②日本名があるかどうか、③年齢、④来日した年、
⑤国籍、⑥中国での学歴、⑦中国での職業、⑧日本での職業、⑨本人の言語
レベル、⑩日本語学習支援の経験があるかどうか、⑪中国語と日本語に触れ
る機会の多さであった。
②日本名に関して、ITさんは日本語指導の先生に名付けてもらい、TAさ
んは自分で付けたそうである。2人とも母と同じ名字をもち、日本名の一部
に中国名の漢字が取り入れられている。Kさんは日本名をもつ必要は特にな
いと思っているため、中国名のまま日本で生活している。3人とも日本名に
対して、特別な思いがないように感じられた。
⑤国籍に関して、来日後、ITさんは日本国籍を取得したが、TAさんと K

さんは今も中国籍のままである。ITさんは、「日本国籍の方が何らかの手続
きをする時や、仕事上都合が良いから」と答えていた。本人は自分のことを
中国人だと思っているのにもかかわらず、日本社会で「外国人として見られ
る」ことを避けているように感じた。
⑨本人の言語レベルに関して、一世と同様、実際に言語能力を測定するた
めのテストなどを行ったわけではなく、本人へのインタビューを通して定め
たものである。3人とも中国語母語話者なので、言うまでもなく、中国語の
能力が高い。一方、日本語能力について、ITさんは日本人が多い職場で働
いているため、日常会話だけでなく、職場での上司や同僚とのやりとりも多
少できると言う。TAさんと Kさんの場合、中国人を含めた外国人の多い職
場で働いているため、日本語を話す機会が少ないか、あるいは日本語を話す
機会が全くない環境に置かれている。
⑩「日本語学習支援の経験があるかどうか」という質問に対して、ITさ

んは「ある」と答え、TAさんと Kさんは「ない」と答えた。ITさんは、「来
日してから 1年ほど、中国帰国者定着促進センターで日本語を学んだことが
ある」と言っていた。一方、TAさんの場合、「来日したばかりの頃、日本
語を含め、何も分からない状態だった。日本語教室があるということも知ら
なかった」と言っていた。TAさんは、日本の生活に慣れるのに 1年ほどか
かったそうである。また、Kさんの場合、「来日してすぐ保証人の方に仕事
を紹介してもらい、働くことになった。日本語は職場で少しずつ身につけて
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いった」と言っていた。学校で三者面談がある時、Kさんは子どもに通訳を
してもらいながら先生とやりとりをしているそうである。TAさんと Kさん
の話によると、それぞれの配偶者も来日してすぐ働くことになったため、日
本語教室などで日本語を学んだことはなかったと言う。しかし、配偶者たち
の、職場での日本人との会話を通して身につけた日本語能力は、TAさんと
Kさんよりも高いそうである。そのためか、日本で生活をしていくうえで、
TAさんと Kさんが自分たちの日本語能力があまり高くないことに対して、
それほど気にしているようには見えなかった。

6-5.1　三世に対するインタビュー内容

以下は、三世 3名への質問内容とそれらに該当する回答を表 3にまとめ
たものである。なお、質問項目によっては表に載っていないものもある。こ
れは、6-5.2の分析のところで詳しく述べることにする。

＜本人の生い立ちに関する項目＞
Q1  お名前は何ですか、今年いくつですか。
Q2  生まれた場所、育った場所はどこですか。
Q3  国籍は何ですか。
Q4  中国名はありますか。
Q5  自分を何人だと思いますか。また、その理由は何ですか。
Q6   中国へ行ったことはありますか。もしなかった場合、行ってみたいで
すか。

Q7  中国人の友人はいますか。もしいなかった場合、ほしいですか。
Q8   あなたは日本の友人に、あなたの家庭環境について話したことはあり
ますか。

＜本人および本人と異なる世代の言語能力や言語使用に関する項目＞
Q9  あなたの日本語と中国語の能力について教えてください。
Q10  あなたは中国語を勉強していますか。
Q11   あなたにとって中国語は必要ですか、それとも必要ないですか。また、

その理由は何ですか。
Q12   祖父母や両親、また（従）兄弟や（従）姉妹と会話するとき、どの
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言語を使いますか。
Q13   祖父母や両親、また（従）兄弟や（従）姉妹の言語能力（中国語と

日本語）はどうですか。
Q14  あなたは普段、中国語と日本語、どちらと接触する機会が多いですか。
Q15  あなたにとって中国語と日本語はそれぞれどんな言語ですか。
Q16   あなたは今後、中国語を継承・保持していきたいですか。また、そ

の理由は何ですか。

表 3：三世の調査結果をもとにまとめたもの

ISさん（男性） IEさん（女性） KSさん（女性）
名前 日本名 日本名と中国名 日本名と中国名
インタビュー
時の年齢

14歳 16歳 16歳

出生地／生育
地

日本（東京）／日本（東
京）

日本（東京）／日本（埼
玉）

日本（東京）／日本（東
京）

母語 日本語 日本語 中国語と日本語の両方
国籍 日本 日本 中国
自分を何人だ
と思うか

日本人 日本人 中国人

中国へ行った
ことがあるか

ある ある ある

中国人の友人
はいるか

いる いない いる

自分にとって
日本と中国は
それぞれどん
な国なのか

日本…自分の生まれ
育った国、親しみが強
い。
中国…親とかが生まれ
た所、自分と関わりの
ある国

日本…母国、家のよう
な感じ。
中国…自分にとって「飾
り」となる国、テレビ
とかで中国が出てきた
ら結構興味が湧く。自
分は日本の子と比べて
中国に対する理解が深
いと思っている。

中国は友だち思いの人
が多いと感じている。日
本も中国も故郷のよう
に感じるが、中国に対
してはその思いがより
一層強い。

本人の自己評
価による言語
レベル

中国語：低
日本語：高

中国語：中
日本語：高

中国語：高
日本語：中

中国語を勉強
しているかど
うか

特にしていない 特にしていない 特にしていない

中国語が必要
かどうか

必要 必要 必要
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一世・二世・
三世との意思
疎通について
※三世：（従）
兄弟・（従）
姉妹

一世…中国語
二世…中国語
三世…日本語

一世…中国語
二世…中国語
三世…日本語

一世…中国語
二世…中国語
三世…日本語

中国語と日本
語、どちらと
接触する機会
が多いか

両言語とも接触するが
日本語の方が多い。

両言語とも接触するが
日本語の方が多い。

両言語とも接触するが
日本語の方が多い。

中国語を継
承・保持して
いきたいかど
うか

継承・保持していきた
い

継承・保持していきた
い

継承・保持していきた
い

6-5.2　三世における調査結果および分析

⑴ 三世の間に見られる共通点
3名の中国帰国者三世にインタビュー調査を行った結果、①出生地／生育

地が日本であること、②中国へ行ったことがあるということ、③中国語の勉
強は特にしていないこと、④中国語が必要であること、⑤一世・二世・三世
と意思疎通する時に使う言語が同じであること、⑥中国語と日本語に触れる
機会の多さ、⑦中国語を継承・保持していきたいこと、といった 7つの共通
点が見られた。
①出生地／生育地に関して、3人とも日本生まれ日本育ちであった。また、

3人とも幼い頃に中国へ行った経験があると言う。KSさんの場合、2歳か
ら小学校 4年生まで中国で暮らしていたそうである。小学校 4年生の途中
から現在（高校 2年生）まではずっと日本で生活しており、はじめは両親と
旅行で中国へ行っていたのだが、向こうでの生活が楽しかったため、日本へ
戻るまで親戚の家に滞在していたと言う。2歳の時に日本の幼稚園に通って
いた（日本語が少しできていた）そうだが、日本語は日本へ戻って来て、一
から勉強したそうである（小中一貫校にある外国人児童のための日本語学級
で、小学校 6年生まで学んでいた）。午前は日本語学級、午後は一般のクラ
スなど、教室を行ったり来たりしていたそうである。当時は日本語の学習を
中心に先生に指導してもらっていたため、他の教科の学習は周りの日本人の
子ほど多くは行っていなかったらしい。また、普段は日本語学級の子たちと
仲が良く、日本人の子たちと関わる機会は少なかったそうである。しかし、
中学生になってから一般のクラスで過ごすようになり、日本人の子たちと関
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わる機会が増えていったと言う。幸い、周りにいた同級生は明るい子たちば
かりで、KSさんに興味をもって、優しく接していたようである。KSさんの
クラスにはたまたま日本語と中国語の両方ができる子がいて、時々その子が
通訳をしてくれたらしい。
③中国語の勉強に関して、3人とも「特にしていない」と言っていたのだが、
彼ら・彼女らは、家庭内での両親との会話や中国語のテレビ番組などを通じ
て、中国語を習得してきたと言える。
④「中国語が必要である」ことや⑦「中国語を継承・保持していきたい」
ということに関して、3人とも「祖父母や両親とコミュニケーションをとる
ため」であることは間違いない。ただ、ISさんの場合、「これから日本に中
国の人たちが増えてくるかもしれないから、その人たちと中国語を通じて理
解し合いたい」という気持ちがあるそうだ。また、IEさんの場合、「これか
ら中国語の需要が増えていくと思うし、中国語ができることは自分にとって
アドバンテージになる。もし中国語ができなくなったら、自分の自慢できる
ことが減ってしまう」と言っていた。そして、KSさんの場合、「将来は中国
で仕事をしてみたい、中国で暮らしたい」という思いがあるそうだ。

⑵ 三世の間に見られる相違点
一方、相違点は①性別、②中国名があるかどうか、③年齢、④母語、⑤国
籍、⑥自分を何人だと思うか、⑦中国人の友人がいるかどうか、⑧本人の言
語レベルであった。
②中国名に関して、IEさんと KSさんは「ある」と答えていたのだが、お
そらく本人たちの日本名が、中国へ行った時の「呼び名」として機能してい
るからではないか、と考えた。つまり、中国にいる親戚などは日本語が分か
らないため、IEさんと KSさんの日本名を中国語の発音で呼んでいるのでは
ないか、ということである。
④母語に関して、ISさんと IEさんは「日本語」と答えていたのだが、こ
れは中国語より日本語の方ができるため、そう判断したのだと考えられる。
一方、KSさんの場合、中国の小学校へ通っていた時期があるので、日本語
より中国語の方が先にできるようになったため、そう判断したのだと考えら
れる。
⑤国籍に関して、ISさんと IEさんは「日本国籍」であり、KSさんは「中

国籍」であった。KSさんは、「自分は日本で生まれたから日本国籍だと思っ
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ていた。でも、中国籍であることに対して、違和感や嫌悪感はない」と言っ
ていた。
⑥「自分を何人だと思うか」という質問に対して、ISさんと IEさんは「日

本人」と答え、KSさんは「中国人」だと答えた。ISさんの場合、「自分は
日本生まれ日本育ちで、日本との関わりが強いから」というのが理由であっ
た。また、IEさんの場合、「自分は国籍が日本だし、日本に住んでいるから。
あと、日本語に触れる機会が多いから」というのが理由であった。そして、
KSさんの場合、「自分は日本で、日本語で生活をしているが、家ではずっと
中国語を話すし、中国へ行きたいという気持ちがずっとある。テレビやケー
タイで中国の番組を見る度に、中国に帰りたいと思っている。日本も当然好
きだけど、中国の方が親近感がある」というのが理由として挙げられた。
⑦「中国人の友人がいるかどうか」という質問に対して、ISさんと KSさ
んは「いる」、IEさんは「いない」と答えた。ISさんは小学生の時に、2人
の中国にルーツをもつ子と知り合ったと言う。また、ISさんは、自分の生
い立ちや家庭環境について、周りの日本人の子たちに話したことはなく、今
後も話そうと思っていないようである。一方、KSさんは、「自分の生い立ち
や家庭環境について、小学校と中学校の同級生たちは知っている。でも、高
校生になったばかりの頃、自分が中国人であることを周りに打ち明けたくな
かった。それが原因でいじられることが嫌だったから（中学校の時にたまに
そういう出来事があった）。でも、日本人の子たちに話してみたら、“羨ま
しい！ ”とか “めっちゃ良いじゃん！ ”と言ってくれて、少しずつ自分の生
い立ちや家庭環境について打ち明けられるようになった。今ではほとんどの
人が知っている」と言っていた。そして、IEさんは、「自分の生い立ちや家
庭環境について、小学校と中学校の仲の良い子たちは知っている。でも、高
校生になってから、そういう事を話すことに対し、少し抵抗を感じるように
なった。今は相手に聞かれた時だけ話す」と言っていた。
⑧本人の言語レベルに関して、ISさんは、「日本語は読む力・書く力・聞

く力・話す力すべて問題ない。中国語は聞く力と話す力は特に問題ないが、
読む力と書く力が日本語より劣る」と言っていた。また、「日本語は日常生
活で必要な言語、中国語は親とかとコミュニケーションをとるために必要な
言語」であると教えてくれた。一方、IEさんは、「中学 1年生の時にはすで
に両親と中国語で会話をすることができていた。また、中国にいる親戚など
と中国語でコミュニケーションをとることもできていた。自分にとって、中
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国語は母語と外国語の間っていう感じ。外国語ほどできないわけではない
が、母語ほどできるわけでもない。今のレベルでは中国語で授業を受けた
り、中国の社会で生きたりすることはできないと思っている。あと、両親と
の会話で、自分が言いたいことを中国語で表現できない時がある。いつか中
国語の独特な表現を学んでみたい」と言っていた。そして、KSさんは、「自
分は中国語の方ができる。日本語は未だに完璧ではない。日本語は学校での
会話は問題ないが、授業中に時々わからない単語が出てくる。今でも日本語
に困っていることがある。いつか中国語の検定を受けてみたい」と言ってい
た。KSさんの話によると、どうやら国語や社会、理科などの学習関連用語
が分からない時があり、そういう時は学校の先生や友だちに聞いたり、塾で
勉強したりして何とか乗り切っているそうである。さらに、「年の近い弟や
いとこたちとは日本語を話している。祖父母は中国語しかできず、日本語を
話している姿を見たことがない。祖父が病院へ行く時は自分が通訳をしてい
る。両親も日本語がほとんどできない。学校の三者面談などでも自分が先生
と親の通訳をしている」と言っていた。KSさんの話によると、どうやら両
親の職場は外国人の割合が高く、日本人や日本語に触れる機会が少ないそう
である。加えて「中国語は物事を考える時のベースとなる言語、中国語も日
本語も母語のような感じ。もし自分に子どもができたら、その子に中国語を
教えたいと思っている」と話してくれた。

7　調査結果を踏まえての考察

7-1　 中国帰国者家族における国籍と異文化間コミュニケーション・ギャッ
プについて

鄭暎惠は (2003)、“複数の国家やエスニック・グループに重複して所属し
ている場合、また、ひとつの国家に所属していたとしても国家とエスニック・
グループの間に対立がある場合、それが＜家族＞という立場にいかなる現象
をもたらしうるのかを「中国帰国者」の子どもたちの日常は端的に物語って
いる ”と述べている。
「残留婦人」もしくは「残留孤児」当事者である一世の日本への永住帰国
にともない、その家族（二世・三世）も日本へ移住するというのは、「中国
帰国者」によく見られるパターンである。また、一世の日本国籍の取得にと
もない、一世の子どもである二世やその配偶者、さらに二世の子どもである
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三世が日本国籍を取得するというケースもよく見られる。しかし、今回イン
タビューした TAさんや Kさん（両者とも二世）、また KSさん（三世）の
ように、一世とは異なる国籍、つまり「中国籍」を保持したまま、あるいは
初めから「中国籍」を取得しているというケースもある。
鄭暎惠は、“国籍とは、どの国家に帰属意識を持っているかを示す大きな
メルクマールである。そのために、家族のメンバーが異なる国籍を持ってい
るということは、家族が見えない国境線によって分断されていることを意味
する ”と述べているが、今回インタビューした TAさんや Kさん、また KS
さんの語りからは、国籍の違いによる家族内の葛藤は特に見られなかった。
ところが、鄭暎惠も指摘しているように、中国帰国者家族のような、異な
る文化圏に移動した家族が抱える問題は、各世代間における帰属意識の相違
だけでなく、家族内「異文化間コミュニケーション・ギャップ」や、三世も
しくは四世の人たちの母語教育・継承語教育をどう行っていくのかなど、よ
り複雑な様相を呈している。鄭暎惠のことばを借りて言うと、“家族成員そ
れぞれによって、異文化間を移動した時点での年齢が異なるため、その後の
新しい文化への適応度が時間を追うごとにますます異なっていき、家族内に
おける文化的同質性が失われてしまう ”と言うのである。
今回インタビューした一世・二世・三世それぞれの家庭内において、母語
に対する認識の違いや国籍の違い、また帰属意識（自分を何人だと思うか）
の違いなどによる「異文化間コミュニケーション・ギャップ」は特に見られ
なかった。しかし、本研究ではまだ調査できていない中国帰国者家族の中に
は、親子間あるいは祖父母と孫の間で上手くコミュニケーションがとれな
かったり、それが原因で子ども・孫たちが両親や祖父母のことを良く理解で
きなかったり、さらにそれに起因して子ども・孫たちが両親や祖父母とつな
がりのある国の言語や文化に対して、劣等感を抱いたりするというケースも
実際にあるだろう。こうした問題を引き起こさないためにも、今の時代を生
きている三世や、次の時代を生きていくであろう三世もしくは四世の人たち
が、自分の母語（母文化）・祖父母や親から受け継いだ言語（文化）・生活地
の言語（文化）などを否定的に捉えることのないよう、むしろ自分にしかな
い価値のある財産として認め、それらを磨き上げていけるような環境を整備
する必要がある。
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7-2　中国帰国者家族が中国語を使う意味とは何か

今回、中国帰国者一世・二世・三世に対するインタビュー調査を行った結
果、3世代すべてに共通するのは、日本社会で「中国語を使う意味」であっ
た。それは、「家庭内において、自分と異なる世代の人たちとコミュニケーショ
ンをとるため」であった。
特に、一世は三世に対して、「中国語を継承・保持していくことによって、
将来は日本と中国の懸け橋となる存在になってほしい」という思いがある。
また、二世は三世に対して、「中国語を継承・保持していくことによって、
将来は自分たちより優れた人材に育ってほしい」という思いがある。そして、
三世自身も「中国語を継承・保持していくことによって、将来的に自分の言
語資源として生かしたい」という思いがある。
今後の日本において、三世の人たちは自身の「日本語」と「中国語」の能
力を生かしつつ、自分たちにしか感じ取ることができない「日本社会での生
きにくさ」や「アイデンティティの揺らぎ」などを、外国にルーツをもつ人
たちだけでなく、日本の人たちとも共有しながら、その人たちと一緒に多文
化共生社会のあり方について考え続けていく必要があるだろう。

7-3　相互交流・相互理解の場を目指して

では、多文化共生社会を実現させるためには何が必要であろうか。まず、
学校教育の場が、外国にルーツをもつ子どもとそうでない子どもたちの「相
互交流・相互理解の場」として機能する必要があると筆者は考える。なぜな
ら、例えば、外国にルーツをもつ子どもたちがどんなに頑張って日本語を習
得しても、彼ら・彼女らが日本の子どもたちと関わる機会があまり設けられ
ていなかったり、もしくは日本の子どもたちの方に彼ら・彼女らに対して何
らかのステレオタイプがあることによって、その子たちと関わろうとしな
かったりしていたら、いつまで経っても互いのことをよく理解できず、誤解
や差別を生じさせるおそれがあると考えるからだ。また、小学生になる前か
ら日本へ移住してきた、あるいは日本で生まれた外国ルーツの子どもたちの
中に、自分や自分の家族が生まれ育った国についてよく理解していない子が
いる可能性もあると考えられる。したがって、その子たちがもし、一部のマ
スメディアによる偏った情報などを通して、自分や自分の家族が生まれ育っ
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た国を誤って認識したり、否定的に捉えたりしていたら、自分や自分の家族
のことも肯定的に捉えることができなくなってしまうおそれがある。さらに
それに起因して、安定したアイデンティティを確立することができなかった
り、母語もしくは継承語などを継承・保持することができなかったりしてし
まうおそれがある。
これらの問題が起きないよう、小学校や中学校といった教育現場において、
日本の子どもと外国にルーツをもつ子ども、さらにその親たちが、多文化共
生の実現に向けた（継承語教育を含めた）様々な活動を行っていく必要があ
るだろう。

7-4　中国語を継承・保持する意義

ことばの使用には 2つの機能があると言われており、1つは「コミュニケー
ション機能」、もう 1つは「アイデンティティ機能（自分の存在の主張・確認、
自分の価値証明）」である。筆者にとって、「日本語」だけが自分を表現でき
る唯一のことばではなく、「中国語」も自分を表現する時に欠かせない大事
なことばである。言い方を変えると、どちらの言語も自分が安定したアイデ
ンティティを保つうえで欠かせないものである。（例えば、日本人であり中
国人でもあるというアイデンティティ、もしくは日本人でなく中国人でもな
い新たなカテゴリーのアイデンティティなど。）
また、筆者も自身の祖父母や両親と同じように、中国語で生きてきた時間・
生きている時間を有しており、自分が中国語を失うということは、「自分の
家族と生きてきた時間・生きている時間を失う」ということになる。台湾生
まれ日本育ちの作家である温又柔は、“人のことばにはその人やその家族の
歴史が刻まれている ”、“ ことばに家族の歴史が重なる ”と言う。三世もし
くは四世の人たちが中国語を継承・保持する意義は、まさにここにあるので
はないだろうか、と筆者は考える。

8　 多文化共生社会に向けての国や地域の取り組みとそれに関
する提案

　
ここまで、日本における学校教育の場が、外国にルーツをもつ子どもと日
本の子どもたちにとって、（外国にルーツをもつ子どもの継承語教育を含め
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た）相互交流・相互理解の場として機能する必要があるということを述べて
きた。
では、多文化共生社会の実現に向けて、国や地域は実際にどのような施策
や取り組みを行っているのだろうか。
まず、国の情報・法令について、各省庁のホームページを調べてみると、
以下のような情報が掲載されていた。

8-1　国の施策

⑴ 総務省－多文化共生の推進
◦地域における多文化共生プラン（令和 2年 9月改訂）
◦多文化共生事例集の公表（平成 29年 3月）
◦災害時外国人支援情報コーディネーター
◦多文化共生アドバイザー制度
◦多文化共生に関する研究会および意見交換会
◦多文化共生地域会議

⑵ 法務省－外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策
ここでは 2018年 12月 25日に「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣
僚会議」にて了承された、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」
についての情報が掲載されている。この政策は、外国人材を適正に受け入れ、
共生社会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせ
る社会の実現に寄与するという目的を達成するため、外国人材の受入れ・共
生に関して、目指すべき方向性を示すものとして策定されたそうである。

⑶ 文化庁
日本語教育
「生活者としての外国人」に対する日本語教育に役立つ事業に関する情報
などが掲載されている。
日本語教育の推進に関する法律
令和元年 6月 28日に公布、施行された「日本語教育の推進に関する法律（令
和元年法律第 48号）」に関する情報が掲載されている。
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日本語教育推進会議
これは「日本語教育の推進に関する法律」に基づき、関係行政機関が、日
本語教育の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るための相互の調整を行う
ことを目的として、設置されている会議である。
日本語教育推進関係者会議
これは「日本語教育の推進に関する法律」に基づき、関係行政機関が、日
本語教育の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るための相互の調整を行う
に際し、日本語教育に関し専門的知識を有する者、日本語教育に従事する者
および日本語教育を受ける立場にある者から意見を聴くために開催している
会議であるそうだ。これは文化庁と外務省の共同開催で行われているそうで
ある。
日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本
的な方針
令和 2年 6月 23日に閣議決定された「日本語教育の推進に関する施策を

総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」の位置づけや内容が掲載
されている。

⑷ 文部科学省－海外子女教育、帰国・外国人児童生徒教育
ここでは海外子女教育、在外教育施設、帰国・外国人児童生徒教育などに
ついての情報が掲載されている。

⑸ 厚生労働省
◦医療の国際展開…医療通訳を行う際に使用できる多言語資料の提供や、
医療機関リスト、補助事業など、外国人が安心して日本の医療機関を受
診できる環境を整備するための取組み
◦外国人雇用対策…外国人労働者への職業紹介、外国人労働者の雇用管理
の改善へ向けた事業主への指導、留学生の就職支援

⑹ 外務省－多文化共生に関する外務省の取組
ここでは在日外国人の社会統合（多文化共生）に関するワークショップや
シンポジウムについての情報が掲載されている。
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⑺ 経済産業省－医療・介護の国際展開
日本の優れた機器・サービスを各国のニーズに応じて提供（アウトバウン
ド）するとともに、日本国内での診療を望む渡航受診者の受入促進（インバ
ウンド）に取り組む中で、「病院のための外国人患者の受入参考書」や「外
国人患者受入に関する多言語フォーマット例」、「医療通訳活用パターン及び
事例」などについて掲載されている。

⑻ 金融庁－外国人の受入れ・共生に関する金融関連施策について
ここでは日本に在留する外国人の方々やその支援者の方々に向けて、外国
人の金融サービス利用における利便性向上のために有用な情報や、注意すべ
き事項についての情報が提供されている。

このように、近年、複数の省庁で多文化共生の推進に関した施策が行われ
ているということが分かった。しかし、今のところ文化庁のホームページに
も文部科学省のホームページにも、外国にルーツをもつ子どもの継承語教育
に関する情報は記載されていないようである。

8-2　多摩市の取り組み

次に、地域単位で、特に公立の小学校と中学校において、どのような活動
や取り組みが行われているのだろうか。今回は多摩市の小学校と中学校を対
象に調べることにした。
多摩市役所の情報によると、多摩市教育委員会では、「2050年の大人づく
り」をキャッチフレーズに、ESD(Education for Sustainable Development)
を重点施策として進めており、平成 25年 6月 10日をもって、文部科学省
より多摩市内のすべての公立小中学校が、ESDの推進拠点であるユネスコ
スクールの承認を受けたと言う。
そもそも「ユネスコスクール」は、1953年、ASPnet(Associated Schools 

Project Network)として、ユネスコ憲章に示された理念を学校現場で実践す
るため、国際理解教育の実験的な試みを比較研究し、その調整をはかる共同
体として発足したものである。世界 182か国で 11,500校以上が ASPnetに
加盟して活動しているそうである。日本国内では、2018年 10月現在、1,116
校の幼稚園、小学校・中学校・高等学校および教員養成系大学がこのネット
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ワークに参加していると言う。ASPnetへの加盟が承認された学校は、日本
では「ユネスコスクール」と呼ばれている。ユネスコスクールは、そのグロー
バルなネットワークを活用し、世界中の学校と交流し、生徒間・教師間で情
報や体験を分かち合い、地球規模の諸問題に若者が対処できるような新しい
教育内容や手法の開発、発展を目指していると言われている。
ユネスコスクールは 4つの基本分野から成り立っており、それらは①地球

規模の問題に対する国連システムの理解、②人権，民主主義の理解と促進、
③異文化理解、④環境教育といったものである。特に③の異文化理解につい
て詳細を見てみると、内容は以下のとおりである。

“他国の学生または保護者、自国民、移民集団、大使館、他国の文化センター
等と連携を取りながら、異なる習慣、伝統、価値観に対する理解を促進します。
社会がより多文化化、多人種化するなか、多様性の促進の重要性も増して
います。有意義な異文化間の対話を築こうとユネスコスクールの教師や学生
は国境、大陸、文化、言語を超えて連携し、誠実に取り組んでいます。
ユネスコスクールは学生が自身の起源について追求するよう促し、また他
国の学生との情報交換を促進しています。多くの活動は地元の状況にも焦点
をあて「多様性を通じて団結すること」を提唱します。
情報交換やパートナーシップの構築、学校間・国同士の共同プロジェクト
はユネスコスクール・プロジェクト・ネットワークの中核であり、下記の目
標へとつなげていきます。
◦他文化への理解や敬意を深める
◦若者に自分たちの文化を学び自身の文化的背景、独自性を再確認するよ
う促す
◦今日の地球規模の問題に立ち向かうための国際協力の必要性について意
識を高める ”

（波線は筆者）

波線部のように、ユネスコスクールの基本分野である③異文化理解は、「多
文化共生社会」を実現するうえでも欠かせない概念となっていることが分か
る。では、ここで平成 29年度 (2017年度 )ユネスコスクール年次報告書に
よる、「国際理解」、「文化多様性」の分野における活動を実施した、多摩市
の小学校と中学校の取り組み例をいくつか紹介していく。
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⑴ 多摩市立東落合小学校－③外国の方に係わる学習
“5年生は、総合的な学習の時間に「みんな同じ地球のなかま」に取り組
んでいる。今まで学習した学びを生かして、日本の特色や伝統文化、武道等
を外国の方に向けて発表するとともに体験させることで、日本の良さを気付
く。実践に取り組んでいる。給食の交流では、異国の文化や慣習を知り、多
様な他者の存在について理解を深める学習も行った。”

⑵ 多摩市立南鶴牧小学校－③国際理解に係わる学習
“第 5学年において総合的な学習の時間に「世界に広がろう」の学習を行っ
たジャパンアートマイルを今年度も継続し、今年度は「台湾」の子どもたち
と交流を行った。9月からテレビ電話やインターネットを利用し、交流を重
ね、お互いの国の文化を紹介したり、絵のデザインを考えたり、随時報告を
し合ったりと、仲を深めていった。12月に絵のテーマを決めて「友情」を
題材に日本側が絵を描き、台湾に送付。3月には絵が完成し、日本に戻って
きた。この学習を通して、台湾だけでなく、他の国にも目を向ける児童が増
えた。”

⑶ 多摩市立北諏訪小学校－②国際理解・文化多様性に係わる学習
“4年生の、「オリンピック・パラリンピック東京 2020に向けて」の学習

では、調べてみたいこと、知りたいことを見つけ、インターネットや本を使っ
て調べる活動を行った。オリンピック・パラリンピック競技や、出場選手、
日本の文化についてなど、児童それぞれが自分の課題を設定し、壁新聞にま
とめたり、タブレット端末を活用したりして発表した。また、オリンピック・
パラリンピック教育として、国士舘大学柔道部のみなさんに技を見せていた
だいたり、膝立ち柔道を体験したりした。”

⑷ 多摩市立多摩永山中学校－③国際理解に係わる学習
“11月に、日本に留学生として来ている大学生、大学院生を招き、講話や
体験学習を通してその国の歴史や文化、言語や習慣などを学習した。今年度
は、ウズベキスタン、ブラジル、台湾からの留学生が来校し、それぞれの国
や地域の歴史、文化、言語、民族衣装や遊びなどを紹介していただき、実際
に遊んだり、話したり、着たりといった体験をすることができた。また、世
界友達プロジェクトとして、マレーシア大使館の方をお招きし、気候や風土、
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食文化などを紹介していただいた。”

⑸ 多摩市立鶴牧中学校－②国際理解に係わる活動
“モンゴル、中国、ブルガリア、ブラジルの留学生による自国の文化紹介
の授業を、毎年 1・2年で実施している。映像や実物に触れ、留学生に直接
質問することでより深い国際理解につながっている。また、留学生の生き方
を学び、将来の生き方を考えるよい機会となりました。”

（太字は筆者）

以上のように、多摩市の小学校と中学校では、「国際理解」に係わる学習
や活動が行われているということが分かった。しかし、現状のままでは、多
文化共生社会の実現に向けた取り組みが少し不十分であるように思われる。
なぜなら、いずれの活動も「外国人」と「日本人」という二項対立の状態で
行われており、自文化紹介や異文化体験で完結してしまっているからだ。
それぞれの活動自体はとても意義のあるものだが、私たちは海外にいる外
国人との交流だけでなく、今現在日本に住んでいる外国の人、あるいは外国
にルーツをもつ人たちにもしっかりと目を向け、彼ら・彼女らと共生してい
くために必要なことを一緒に考えていかなければならないだろう。では、そ
のためにはどうしたらよいのだろうか。

8-3　エンパワーメントとアイデンティティ・テキスト

ここで、「エンパワーメント」5ということばに着目したい。このことばは
本論文の第 2章ですでに使用しているが、再確認するために本節で詳しく述
べ、論を進める。エンパワーメントとは、英語の「empowerment」を語源

5　 エンパワーメントは、アメリカにおいては、女性解放運動、障がい者自立運動、国
際協力などに関わる市民運動の中で、1970年代初頭からことに使われるようになっ
た概念だそうである。また、市民運動だけでなく企業経営の中でも、権限委譲によっ
て現場で働く従業員の潜在力を引き出し、「学習する組織」実現のための基本的な
考え方、手法として使われたと言われている。一方、日本では 1990年代中期から、
主として女性、人権やマイノリティ運動の中でこのことばが使われるようになった
そうである。
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とし、自らの内在する力に依拠し、その力を全面的に発揮できるような環境
や他者との関係をつくり上げていくことを言う。そうした自らの可能性の全
面的発揮を疎外するものを一つ一つ取り除いていく作業も、このエンパワー
メントの一プロセスと考えられるそうである。
外国にルーツをもつ子どもの場合、“自らの内在する力 ”はいろいろある
だろうが、顕著な能力は「母語（もしくは継承語）能力」であろう。また、“そ
の力を全面的に発揮できるような環境 ”を「学校」とした場合、“他者 ”と
いうのは「日本の子どもたち」のことを指し、彼ら・彼女らとの関係をつく
り上げていくことになるのだろう。
そして、このエンパワーメントを可能にするための条件となるキーワード
は、「セルフエスティーム（自尊感情）」と「リスペクト（尊敬・尊重）」で
あると言われている。まず、セルフエスティームとは、自らのあるがままを
認め、その存在そのものを大切に思い、さらにそんな自分に自信をもつとい
うことである。次に、リスペクトとは、相手との対等な関係の中で、たとえ
互いの考え方が異なっていても、まず相手の存在そのものを認め、大切にす
るということである。自分自身へのリスペクト、そして他者に対するリスペ
クト、この 2つの条件を抜きに、実はエンパワーメントの思想を語ることは
できないと言われている。
“自らのあるがままを認め、その存在そのものを大切に思い、さらにそん
な自分に自信をもつ ”というのは、例えば、先程と同じように、外国にルー
ツをもつ子どもたちの場合で考えてみる。すると、彼ら・彼女らが「日本語
以外の言語を使うこと」、また「そのような自分を肯定的に捉えること」が
当てはまるのではないだろうか。加えて、「日本の子どもたち」との “対等
な関係の中で、たとえ互いの考え方が異なっていても、まず相手の存在その
ものを認め、大切にする ”という心をもつことが求められていると言える。
では、ここで述べた「エンパワーメント」を学校教育の場で実践し、外国
にルーツをもつ子どもと日本の子どもたちに「セルフエスティーム（自尊感
情）」や「リスペクト（尊敬・尊重）」の感情を養うためには、どうしたらよ
いのだろうか。それを解決する方法の一つとして、「アイデンティティ・テ
キスト」というものが役に立つのではないかと筆者は考えた。
「アイデンティティ・テキスト」とは、カナダ全国のプロジェクト 6(中島：

6　 ブリティッシュコロンビア大学とトロント大学（教育大学院、OISE）との共同プ
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Early et al. , 2002)の一部として、トロント地区の教師たちが協力して取り
組んでいる実践活動である。カミンズによると、これは「インターパーソナ
ルなスペース」を中心とする教育的枠組みの中から生み出される、児童生徒
の創作作品の総称であると言う (中島：Cummins,2006：61)。本作り、お話・
詩、ポスター、ドラマの演出、口頭発表などを複数の言語で、また様々なテ
クノロジーを駆使して行う教室活動だそうである（資料 2、資料 3を参照）。
重要なポイントは、教室活動の過程で、言語背景・文化背景の異なる子ども
たちがそれぞれの力を出し合い、それぞれの立場でプロジェクトに貢献しな
がら、自分の「声」を聞いてもらうチャンスが与えられること、対等な立場
で積極的にグループ活動に参加できること、と言われている。さらにワープ
ロ、スキャン、ウェブサイトなど様々なテクノロジーを駆使して聴衆の数を
増やし、自分たちの作品が大勢の人に評価されることにより、当人が「英語」
も「母語」もできるバイリンガル、トライリンガルとしての新たなアイデン
ティティの確立につながると言う。以下はアイデンティティ・テキストの取
り組みを通して分かったことを、カミンズが 7項目にまとめたものである。

Ⅰ .  子どもの家庭言語についての知識は教育的価値のある大事な文化資産
であるという認識

Ⅱ .  現地語中心の教育環境においても、教師が子どもが持っている言語資
産、文化資産を認め、謳歌し、高揚する環境づくりが可能であること

Ⅲ .  入国直後で英語力がゼロに近い子どもでもアイデンティティ・テキス
トの活動に参加することが可能である。持ち前の美的センスやことば
のセンス、知性、創造力を活かす場が与えられ、長時間周辺的な立場
に置かれることなく、すぐに学習者コミュニティーの価値のあるメン
バーとして学習活動に参加することができること

Ⅳ .  L1使用が容認される教室では、子どもの第一言語に対する態度とそ
の使用が望ましい方向に変わっていくことが分かったこと

Ⅴ .  複数言語で作文を書くというようなプロジェクトを通して、保護者と
児童生徒とのコミュニケーションと協力体制ができたこと

ロジェクトである From literacy to multiliteracies : Designing learning environments 
for knowledge generation within the new economyは、カナダの学術振興財団の援
助を受けて、地域の公立小中学校の協力を得て行われているというプロジェクトで、
ジム・カミンズ教授はトロント大学のプロジェクト主任研究員だそうである。
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Ⅵ .  テクノロジー（インターネット）が子どもの書いたものに興味をもっ
て読んでくれる “聴衆（audience）”の数を増やし、子どものリテラシー
活動を達成感のあるものにしたこと

Ⅶ .  多言語使用を奨励することにより、学校の中の言語的多様性を正当化
し、教師が a.児童生徒の言語・文化的アイデンティティを肯定的に捉
えること、b.保護者を巻き込むこと、c.学校の中でのテクノロジーの
活用に関して、一貫した態度を示すようになり、協力してより効果的
な方針を立てることができるようになったことである

以上のことは、例えば、中国にルーツをもつ子どもたちにとって「自分た
ちだけのための中国語ではなく、だれかとだれかをつなぐための中国語」と
して、母語（もしくは継承語）を積極的に捉え、再認識することになり、同
時に「セルフエスティーム（自尊感情）」を養うことになる。それは同時に
「リスペクト（尊敬・尊重）」にもつながっていくものであると言えるだろう。
この 2つは“多文化が共生することのできる社会の根本思想”である。また、
このアイデンティティ・テキストは、必ずしも児童生徒のためだけに考えら
れたものではないと言える。例えば、中国にルーツをもつ子どもの親と祖父
母が、地域の学校や公民館で、ポスターや紙芝居などを通して、中国の料理
や昔話を紹介する。そうすると、その地域に住む中国に関心のある人たちと
新たな人間関係を築き上げていくことが可能になり、人によっては、自身の
（潜在）能力を発揮できたり、自身の新たな居場所を見つけたりすることに
つながる。さらに、その地域に住む人たちと様々なかたちで関わり合ってい
る親と祖父母の姿を、子どもが自分の目で見て、確かめることによって、中
国のことばや文化を否定的に捉えることを防げる可能性がある。場合によっ
ては、子ども自らが積極的に中国語を習得しようとし、これが継承語を継承・
保持することにもつながっていく可能性がある。

8-4　多摩市の小中学校の取り組みをさらに発展させて

最後に、前節で見てきた多摩市の小学校と中学校の取り組みをもとに、学
校教育の場における「多文化共生」の実現に向けた提案をいくつか紹介して
いく。特に太字の部分に着目しつつ、活動内容を以下のように変えてみたら、
「多文化共生らしい活動」に近づけるのではないかと筆者は考えた。
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⑴ 多摩市立東落合小学校－③外国の方に係わる学習の場合
自分の学年もしくは学校にいる外国ルーツの子たちに、日本の特色や伝統
文化などを紹介する。また、相手の国の特色や伝統文化なども紹介してもら
い、お互いどこが違うか、どこが同じかについて話し合ってみる。そして、
それぞれの良さに気づく。

⑵ 多摩市立南鶴牧小学校－③国際理解に係わる学習の場合
自分が住んでいる地域の外国児童（あるいは外国にルーツをもつ児童）と
交流してみる。

⑶ 多摩市立北諏訪小学校－②国際理解・文化多様性に係わる学習の場合
大阪なおみ選手や八村塁選手といった人たちの調べ学習を通して、日本社
会にいる外国にルーツをもつ人たちの存在を知ってもらうきっかけをつく
る。

⑷ 多摩市立多摩永山中学校－③国際理解に係わる学習の場合
日本で生活していて困っている事を留学生に話してもらい、中学生たちと
一緒に解決策を考えてみる。

⑸ 多摩市立鶴牧中学校－②国際理解に係わる活動の場合
日本へ来た理由を留学生に話してもらい、また日本（人）にどのようなこ
とを望んでいるかを尋ねてみる。また、中学生の方からも留学生に質問して
みる。

以上、今後の多文化共生社会の実現に向けて、日本国内の施策や多摩市の
取り組みについて簡単に紹介しつつ、いくつか提案例を挙げてきた。ここで
着目しておかなければならない点が一つある。それはいずれの学習も「一時
的な活動」で完結してしまっており、筆者が考えた提案例を含め、多文化共
生的な取り組みに持続性があまり見受けられないことである。
“私たちはしばしば、文化的な差異にばかりとらわれ、自分とは異なる他
者を二項対立的に捉えてしまう傾向にある。このような文化を実体化して理
解しようとする本質的な見方を、文化本質主義という。異なる文化の間のコ
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ミュニケーションを考えた場合、文化本質主義は、文化というものは本来的
に異なると捉えるため、人と人との間に超えることのできない境界を作り上
げてしまう。こうして実体化された文化の壁が、意思疎通を困難にし、相互
理解を難しくしてしまうのである。このような文化本質主義に陥る危険性を
十分に認識しつつ、文化の違いにとらわれることなく、ありのままの他者の
理解をめざしていく必要がある。そのためにも、多文化の現実を読み解いて
いく能力が求められているといえる。”
松尾 (2020)が上で述べたように、日本の子どもたちや外国にルーツをも

つ子どもたちの両方に “多文化の現実を読み解いていく能力 ”を養うために
も、多文化共生的な取り組みには持続性が欠かせないだろう。

9　結論

本研究では日本に住む中国帰国者 3世代それぞれの中国語に対する意識を
中心に、被験者のアイデンティティに関わることを含めて調査を行うことに
よって、彼ら・彼女らのこれまでの生き方とこれからの生き方を明らかにし、
今後の日本における多文化共生社会の実現に向けたヒントを「エンパワーメ
ントの観点」から探ってきた。特に、彼ら・彼女らが日本社会で生きていく
なかで「中国語を使う意味」は、「家庭内で自分と異なる世代の人たちとコ
ミュニケーションをとるため（親子間のつながりや自身のアイデンティティ
を保つため）」であること、また三世が「中国語を使いたい」と思う背景に「中
国語に対する可能性（期待）」がある、ということが明らかとなった。そし
て中国語が使えなくなった場合、家庭内でのコミュニケーションが上手くと
れなくなってしまう、その結果親子間のつながりが途切れてしまったり、自
身のアイデンティティが揺らいでしまったりする、といった問題が生じるこ
とを、インタビュー調査を通して明らかにすることができた。
敗戦直後、一世は生きていくために中国人の家庭に入ったり、乳飲み子と
して預けられたり、もらわれたりしていた。今振り返ってみると、当時、様々
な困難を抱えながらも、残留孤児とその養父母たちは、中国という地ですで
に「共生」していたと言えるのではないだろうか。また、齋藤 (1997)と高
橋 (2008)の先行研究からも分かるように、中国帰国児童のための「母語保
持教室」や「公立小学校での中国語授業の実践」といった日本の子どもたち
との「共生」に向けた取り組みが、ずっと前から日本社会でも行われてきた。
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さらに、広崎 (2006)の先行研究で明らかにされた「学校教育の中で行われ
ている日本語を母語としない子どもたちへの日本語指導の場が、個々人に
よって異なる意味づけがなされる」といったことを踏まえ、今求められてい
るのは「日本語指導の場を超えた教育の場」であると言える。つまり、エン
パワーメントの観点から述べると、その人の母語が何であれ、アイデンティ
ティが何であれ、みんなが「セルフエスティーム（自尊感情）」と「リスペ
クト（尊敬・尊重）」の感情をもちながら、対等な人間関係を築き上げてい
けるような「多文化共生社会の実現を目指した（教育の）場」が求められて
いる。そこで「アイデンティティ・テキスト」というものが役に立つのでは
ないかと 8章で触れた。
一世の人たちは中国にいた時、様々な要因によって、常に自分の意思で生
きていくことが難しい状況に置かれていた。また、日本へ帰国した後も、だ
れかの支援を受けなければ生きてこられなかった。一方、二世の人たちは、
中国にいた時は自分の意思で、自分の能力を発揮できる環境で生活していた。
しかし、日本へ移住した後は、だれかの支援を受けつつ、自らの努力と人的
ネットワークを頼りにどうにか生きてきた。三世の場合、日本を生活基盤と
する人たちが多く、日本での教育経験がない、加えて日本の教育事情をよく
知らない両親（二世とその配偶者）を頼りにしつつ、時には自分たちの努力
で今日まで生きてきた。帰国者によっては日本語の能力に何の問題もなく、
「日本人として」日本社会に上手く溶け込めている人たちもいるだろう。た
だ、どんなに日本語の能力が高くても、どんなに立ち居振る舞いが「日本人
のよう」であったとしても、彼ら・彼女らが「日本の人たちと対等な立場で
関わり合えていない」と感じるのであれば、それは日本社会と共生できてい
るとは言えないだろう。これについては中国帰国者だけに限ったことではな
く、今現在日本社会で暮らしている移民の人たちや、外国にルーツをもつ人
たちすべてに共通する問題である。したがって、私たちは今後も「（マジョ
リティである日本語母語話者やマイノリティである非日本語母語話者を含め
た）あらゆる他者と対等な立場で関わり合っていくためにはどうしたらよい
のか」、「そのような他者と共生していくためには何をすればよいのか」など、
しっかりと念頭に置きながら生きていく必要がある。
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10　今後の課題

日本に永住帰国した中国残留孤児とその家族である帰国者（特に二世）は、
長年中国での生活を経て日本へ帰国・移住してきた。それゆえ、ことばや生
活習慣上の違いから、日本社会の中で様々な困難に直面してきた。最近では
帰国者一世の高齢化が進み、地域社会での孤立や介護問題などが重要な課題
となっているそうである。また、就労・就学世代にあたる二世・三世の人た
ちの中に、未だに職場や学校などで何らかの困難を抱えている人が少なから
ず存在しているであろう。それは今も尚、日本全国に「中国帰国者支援・交
流センター」が存在することや、そのような機関が様々な事業を通して帰国
者たちを支援していること、さらにそのような機関を必要としている帰国者
たちが現在も日本社会で生きているということが物語っている。加えて、戦
後 70年以上経った今、「残留邦人」についての社会的認知度は下がり、日
本社会側に帰国者を理解し、受け入れる土壌が失われつつあるといった現状
も無視できない。そのため、筆者は当事者（三世）として、現在「中国帰国
者支援・交流センター」に通っている、あるいは当センターの支援を受けて
いる帰国者たちと新たに関わり合っていきながら、今後の日本社会で共生し
ていくための方法を探っていき、同時に彼ら・彼女らの「人生の記録」を後
世に語り継いでいきたいと考えている。そして、今後も多文化共生社会の実
現に向けた国の動向に注目しつつ、多摩市以外の地域における小学校や中学
校での「多文化共生教育」、「多文化共生教育に適した活動」についても調査
していき、その過程で「エンパワーメントの実践モデル」をいくつか発見し、
それらをより多くの地域に発展・普及させたいと考えている。
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資料 1（INさんとのインタビューのやりとりの一部）

筆者：您的出生地是哪里？

あなたの出身地はどこですか？

INさん： 这个问题、我不清楚。是在日本出生后、随着父母到中国还是父母

把我在中国生下、不清楚。

この問題について、私もはっきりとしていません。日本で生まれた後、
両親と中国へ行ったのか、それとも両親は中国で私を生んだのか、よく
分かりません。

筆者：您在哪里长大的？

あなたはどこで育ちましたか？

INさん：在中国长大的。

中国で育ちました。

筆者：您的国籍是日本还是中国？

あなたの国籍は日本ですか、それとも中国ですか？

INさん：日本国籍。

日本国籍です。

筆者：您认为自己是中国人还是日本人？

あなたは自分のことを中国人だと思いますか、それとも日本人だと思います
か？

INさん：我现在认为自己是日本人。

今は自分のことを日本人だと認識しています。

筆者：您在日本定居前、来过日本吗？对日本的印象如何？

あなたは日本に定住する前、日本へ来たことがありますか？日本に対する印
象はどうでしたか？

INさん： 我第一次来日本是 1986 年的 6 月 1 号。我是随着日本残留孤儿回国

寻亲团来的日本。

私が初めて日本へ来たのは 1986年 6月 1日です。私は日本残留孤児帰
国および肉親捜し団体とともに日本へ来ました。

当时中国和日本的经济发展情况不同、我对日本、觉得日本是一个

先进的国家。

当時、中国と日本の経済の発展状況が異なっていたので、私は日本に対
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して、日本は先進的な国だと思いました。

无论是科学技术、教育、还是生活水准、都比中国强。所以对日本

的印象比较好。

科学技術をはじめ、教育や生活水準も中国と比べて優れていました。な
ので、日本に対する印象は、比較的良かったです。

日本道路很干净、环境优美、人们之间互相都很有礼貌。所以我觉

得日本是很好的一个国家。

日本の道路はとても清潔であり、環境もきれいで、人々はお互いとても
礼儀正しいです。なので、私は日本はとても良い国だと思いました。

筆者：您找到自己的亲人了吗？

あなたは自分の肉親やきょうだい、親戚を見つけることはできましたか？

INさん： 我没有找到自己的亲人。因为自己当时年龄小、不记得自己的家乡、

也不记得自己的父母。

私は見つかりませんでした。なぜかと言うと、当時私はとても幼かった
ので、自分の故郷も自分の両親も覚えていなかったからです。

因为这些原因、虽然回到日本寻亲、也没有找到自己的亲人。

このような原因のため、日本へ肉親を捜しに来られたものの、自分と血
縁のある人を見つけることはできませんでした。

筆者：您的日本名字是这么来的？

あなたの日本名の由来は何ですか？

INさん： 我的日本名字是自己起的。为什么呢、因为当时找到自己亲人的孤儿、

都知道自己姓什么、叫什么、家乡在哪里。

私の日本名は自分で名付けたものです。当時自分の肉親などを見つける
ことができた孤児は皆、自分の姓名や故郷の場所を知っていました。

我是没有找到亲人的孤儿、所以名字是自己起的。…………

私は自分の肉親などを見つけられなかった孤児なので、名前は自分で名
付けました。
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資料 2（アイデンティティ・テキストの日本語と英語の例）

　

　

　

A k ane  ( a  T h ronwo o d  P ubl i c  
S cho ol ) ,  “My  Vis i t  to  Jap an ,”  
i n  :  a  T hor nwo o d  P ubl i c  S cho ol  
( Pe e l  D is t r i c t  S cho ol  B o ard ) ,  York  
Un ive rs i t y,  and  OI SE / Un ive rs i t y  
of  Toronto  Proj e c t ,  D u a l  
L ang u age  Showc as e  ( U R L : ht tp s : / /
s cho ols . p e e l s cho ols . org / 1 3 6 3 /
D u a l L ang u age / D o c u me nt s / b o ok s /
j ap ane s e / a k ane / a k ane . ht m ) .

（最終閲覧日2 0 2 1年3月1 3日）
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資料 3（アイデンティティ・テキストの中国語と英語の例）

　 　

Ke v i n  ( a  T h ronwo o d  P ubl i c  
S cho ol ) ,  " T h re e  l i t t l e  P i g s , "  i n  :  
a  T hor nwo o d  P ubl i c  S cho ol  ( Pe e l  
D is t r i c t  S cho ol  B o ard ) ,  York  
Un ive rs i t y,  and  OI SE / Un ive rs i t y  
of  Toronto  Proj e c t ,  D u a l  
L ang u age  Showc as e  ( U R L : ht tp s : / /
s cho ols . p e e l s cho ols . org / 1 3 6 3 /
D u a l L ang u age / D o c u me nt s / b o ok s /
ch i ne s e / 3 % 2 0 l i t t l e % 2 0 pi g s / pi g s .
ht m l ) .

（最終閲覧日2 0 2 1年3月1 3日）


