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序章  

 

第一節 問題の所在 

 

人びとが国境を越え移動を続ける中で、言語的・文化的な差異のある他者との共生は必

要度を高めている。日本国内においても越境者である外国人は増加を続け、さらに定住化

傾向が指摘されている。外国人が隣人となる可能性も高まり、言語的・文化的な多様性を

持つ他者との共生は喫緊の課題となっている。しかし、日本人と外国人が共に生きること

が十分に実現されているとは言い難い。 

国内の外国人住民の増加の契機となったのは、1980 年代以降の日系人・インドシナ難民・

中国帰国者などのいわゆるニューカマーの増加である。当初は、地域社会の中で「『顔の見

えない』外国人」（高橋満 2003:219）、あるいは「沈黙を強いられ、不在の状況に置かれて

いる人々」（渋谷 2003:38）とみなされ、排除的な状況に置かれていた。それに続いては、

原因の帰属が当事者に求められ、「日本語がわからないから問題」であるとされ、その「問

題の解消」が当事者の「ガンバリ」（太田 2005:63）に委ねられてきた。さらには、彼らの

日本語学習は公的に保障されておらず、日常生活で必要とする日本語の学習支援を善意の

ボランティアたちが担うようになると、日本人と外国人（＝日本語学習者）の間に、支援

／被支援関係が生まれてしまうことが問題視されるようになってきた。 

上記を始めとする外国人住民に関わる様々な課題を、田村は、「言葉の壁、制度の壁、こ

ころの壁」という３つの壁に集約している（田村 2000:33）。まず、制度の壁であるが、成

は、移民政策や言語政策がないことについて「日本政府の消極的外国人政策」（成 2003:218）

と批判している。したがって外国人住民の学習権は教育政策として保障されておらず、外

国人住民の日本語学習を権利としてとらえる必要性が多くの論者から訴えられてきた（小

林 1995、久野 2002、成 2003、藤田 2004）。 

次に、「言語の壁」であるが、第一言語では自明であった成人としてのふるまいが極端に

制約されてしまい、「常に羞恥と自己卑小化の脅威」にさらされるのが第二言語使用の状況

である（西口 2004:104）。来日後には、自国で有していた文化的・社会関係的なリソースか

ら切り離され、孤立した状態に陥ってしまうためである。 

そして、心の壁であるが、外国人住民の存在を知らず、「ほとんどの場合無関心であると

いうことから起こる誤解や偏見」（田村 2000:36）と説明されている。これは、越境者とホ

スト国の住民の間の関係性の問題だと言いかえられるだろう。 

以上のような問題状況を超えていくために、近年では「多文化共生」「対等な関係」「社

会生活への参画」「エンパワーメント」という理念が具体的に打ち出されるようになってき

ている。たとえば、総務省（2006）は、「地域における多文化共生」を「国籍や民族などの

異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社

会の構成員として共に生きていくこと」と定義している。また、文化庁は、「『生活者とし
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ての外国人』にとって、日本語習得はそれ自体が最終目標ではありません」と記した上で、

「言葉の壁によって発揮できていなかった自分らしさや力を取り戻したり、発揮できたり

するようになること、そして社会の一員として自立し、社会生活のあらゆる領域に参画す

ること、つまり『エンパワーメント』を実現することによって初めて目標に到達したと言

うことができます」（文化庁 2013）としている。 

関係性や社会への参加が問われるようになり、議論が進められるようになってきたとは

いうものの、当事者たちの置かれた状況と、目標とされる関係性の間には大きな隔たりが

あるのではないだろうか。「地域社会」での「社会生活」において、当事者たちはどのよう

な場に参加が可能であろうか。たとえば、留学・就学などの目的で来日した場合には、教

育機関・職場などにおいて日本社会との接点がある。 

しかし、外国人の中でも帯同されてくる家族の場合は、地域社会での生活にどのように

位置づいていくことができるだろうか。従来の国際移動に関する研究においても、外国人

の女性は「先行して移住した男性（夫、父、将来の夫など）と合流するための『追随的』

な移動に過ぎない」（伊藤 1997:28）と考えられてきた。同様に、日本国内へ移動してくる

女性の中でも、特に母親については、「外国人であるため、女性であるため、社会的に孤立

しがちな『在日外国人』母親の現状と支援に関してはあまり研究されてこなかった」（ユン

2004:110）というのが現状である。それに加えて、「乳幼児を抱える日本語を話せない不就

労の妻」（定松 1996:78-79）は地域社会から孤立しやすいことが指摘されている。 

増加する外国人住民の中でも、帯同家族されてきた母親たちは、明確な来日目的を持た

ず、日本語学習歴もない場合が多い。このように、主体的に来日を選んだわけではない人

びとは、当該社会でどのような場において、生活の主体となって、学んでいくことが可能

だろうか。 

上記の期間に行われてきた日本語教育の方法と教育実践には、以下の３つの流れがあり、

それぞれの立場が混在し続けていることが指摘されている（佐々木 2006）。 

第一に、1960～70 年代の「オーディオ・リンガル・メソッド」と「直接法」、第二に、

1980 年代半ば以降の「コミュニカティブ・アプローチ」、第三に、1990 年代半ば以降の「自

律学習・協働学習」である。そして、それぞれについて、言語構造の理解と定着を重視す

る「教育する」時代、コミュニケーション・ニーズ分析を重視する「支援する」時代、そ

して、社会的成員としての学習者を重視する「共生する」時代としている。佐々木による

第二のパラダイムシフトである「支援する」時代から「共生する」時代について本稿の関

心に合わせて、主要なアクターである外国人と日本人、両者の関係性、両者の関わる場面、

日本語の位置づけについて整理する。 

まず、外国人の立場であるが、「被支援者＝日本語学習者」から「隣人」（米勢 2004:31）

や「生活者」（文化庁 2010）として向き合うことが提案されている。次に、日本人の立場で

あるが、「支援者」から「ファシリテーター」（佐々木 2006:272）や「コーディネータ」（米

勢 2008:84）としての役割が求められるようになった。西口は両者を分かたず「社交という
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社会的出来事を協働して構築していく共働者」（西口 2006:63-64）として位置づけている。 

両者の関係性は、「支援・被支援関係」から「対等の人間関係」（米勢 2001:22）になる。

同時に、両者の関わる場面は、教室的な場面から「居場所」（米勢 2004:30）や「日本語で

交流をする社交の場」（西口 2006:63）になることが期待されている。そして、日本語は、

学習目的から、「生活日本語」（西口 2008:28）として、むしろ「互いの関心を満たす活動」

（山辺 2011:67）の結果として位置づけられることが検討され始めている。 

 上記の３つが理念としても教育実践としても「混在している」という指摘は、日本語教

育の現場に関わる筆者自身にとって理解しやすいものであるが、これらのうちのどのアプ

ローチに立脚しても、日本語学習の現場では、対象を「日本語学習を必要とする人」、すな

わち、「日本語力が欠けている人」として設定してきた。そして、その対象者のために、言

語について、また、言語教授の方法についての改良が試みられてきた。したがって、対象

である学習者の背景としては、「日本語は未習なのか」「漢字は何文字、既習なのか」「自他

動詞の使い分けはできるのか」といったことに関心が向けられてきた。そして、未習事項、

すなわち、「できないこと」を特定し、教えるのが教師の役割の重要な部分を占めてきた。

一方、その当事者が日本ではどのような生活状況に置かれているのか、また日本語学習の

他にはどのようなことができるのかについては問われることは少なかった。 

しかしながら、生活背景を捨象してしまうと、当事者を主体として把握することは困難

になる。さらに、「外国人／他者」としての生活上の困難に目を向けることが難しくなる。

加えて、学習の場での「日本語力が欠けている人」としての排除的な扱いに関しても取り

残されてしまう。それに加えて、当事者が日本語を必要とする状況に置かれているにもか

かわらず、その状況性ゆえに教室で学ぶことができない場合も考えられる。 

ユンは、外国人住民の定住化へのシフトによって家族形態が増加して、地域社会との関

係がより密接になったと述べ、その上で、外国人の中でも異文化の中で育児を担う母親に

ついては、先述の３つの壁に加えて、「文化的壁」という高い壁があると指摘している（ユ

ン 2004:118）。実際に、筆者が身近に接した外国人の母親たちは家事・育児の情報を必要と

しながらも、乳幼児を抱えているために所与の学習機関・機会から遠ざけられてしまうと

訴えた。外国人の母親たちにとって、日本語がバリアとなってしまうのは、日本語が「学

習の目的」に位置しており、したがって、学習主体がツールを欠いた状態におかれてしま

うためである。その背後には、「当事者が日本語を学習すれば、問題は解決できる・問題は

起こらない」という暗黙の前提があり、それは「日本語ができないから、問題が起こる」

という言説と表裏一体である。当事者だけでなく、家族や周囲の人びとも同調すると、言

語はバリア化してしまう。このように問題の要因を全て言語に帰してしまう構造を、言語

的バリアと名づけることにする。 

言語は、表現や伝達をし、それを他者と受け入れ合うためのツールである。そして、言

語がツールとして用いられる際には、言うまでもなく目的／対象の創出が必須であり、そ

れには当事者と目的／対象を共有する仲間の存在も必須となる。したがって、「当事者たち」
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は、ツール（＝言語）とコミュニケーション活動が行われる場を共有していくことになろ

う。そのプロセスをさしあたり協同１と表すことにする。たとえば、当事者たちの日常生活

の課題を満たすような活動が仲間とともに協同で創り出されていくとすれば、そのプロセ

スにおいて、言語はバリア化することなく活動するためのツールに位置づくであろう。同

時に、日本語が第二言語であるがゆえの主体の自己認識の変容についても留意する必要が

ある。なぜなら、第一言語では自明であった成人としてのふるまいが、来日後には極端に

制約され、「羞恥と自己卑小化の脅威」（西口 2004:104）にさらされてしまうからである。

外国人の母親たちにとって日本語を学ぶ／使うことと、それによって日常生活の課題を解

決しながら、主体者としての自信を取り戻していくことは切り離すことのできない課題で

あると考える。 

本稿では、言語的バリアが解体されて、言語が新たな目的／対象を達成するツールの位

置につき、当事者たちがツールの使い手として自己を認識していくプロセスを明らかにす

ることを目的とする。それは、同時に、学びの場の生成プロセスを明らかにすることにな

ろう。 

 

第二節 本論文の課題と方法 

 

１．課題 

以上のような問題認識から、本研究では、所与の学習機関・機会から遠ざけられた位置

にある外国人の母親の学びに着目し、ツールとして日本語を獲得し、同時に居場所を創り

出していくプロセスを明らかにすることを試みる。 

結論を先取りして言えば、それは当事者が他者との新たな関係を得て自ら活動を行い、

その場を居場所と見なせるようになっていくプロセスであり、同時に、当初はバリアだっ

た言語（日本語）が居場所で活動するためのツールという位置に再定位されるプロセスで

あると考える。したがって当事者の日常生活と乖離せずに、日常生活の延長上に創り出さ

れると考える。具体的には、当事者が居場所（＝当初の教室的な支援の場）とツール（＝

第二言語である日本語）の双方について、主体としてふるまえるようになるプロセスを描

いていく。それによって、当事者たちの状況と、共生をめざした提言に示された目標の間

の隔たりが、どのようにつながれていくのかを明らかにできるだろう。 

このように、プロセスをとらえるためには、質問紙調査などの定量的な方法ではなく、

調査の対象に深く継続的に関わることが可能な質的な研究方法が適切だと考える。また「自

己を含まざる集団」（河合 1999）ではなく、当事者として参加し、実践を内部から解釈する

ために参与観察を行い、実践のツールとして言語を解釈する。ホスト社会側によって始め

られた支援の場（＝教室的な場）が居場所へ、また、言語的バリア（＝日本語）が居場所

で行われる活動のツールへと転換されていくプロセスを具体的な事例において明らかにし

ていく。 
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ホスト社会に提供された教室的な場であっても、その場を当事者が「居場所にしていく」

可能性を検討する際、山下の子どもの居場所に関する一連の実践的研究から重要な示唆が

得られる。山下は、大人が準備した非日常的な居場所に子どもを参加させるのではなく、

子どもの日常生活の延長上にある居場所の創設に立ち会い、実践者かつ調査者の立場から

分析を進めてきた。そして事例から、「子ども発案の主体的な活動（＝子どもの居場所への

参画）」と「子どもと地域の関わりの在り方（＝地域への浸着２としての参画）」が共存して

いることを明らかにした。その上で居場所の本質を、受身型の固定的な場ではなく、当事

者が主体として動態的な営み、自立化できる場だとして定義している（山下 2007;2013）。

重要なのは、子ども（当事者）の日常生活への着目であり、したがって調査者自身も実践

に入り込んで、同じ時間を共有することであると考える。これは、Snow（2014）が提唱す

る「実践に埋め込まれた教育的なリサーチ（practice-embedded educational research: 

PEER３）にも通底するアプローチになるだろう。 

 

２．方法 

(1)   対象事例と調査協力者 

本稿では、外国人の母親たちが創り出した協同的な活動「料理交流会」を対象事例とす

る。料理交流会は、外国人の母親と家族、単身の留学生、地域の日本人（大学生・大学院

生・社会人）が相互に料理を紹介・試食する４活動である。2005 年 12 月から 2008 年 7 月

までに公共の調理施設等５を会場として 22 回行われた。活動は「従前の参加者」が友人を

紹介することによって拡がり、参加者の合計は 18 カ国の大人 108 人（内、外国人母親 13

人）と子ども 31 人となった。出身国は（五大陸の）18 か国である。内訳は、表 0-1 のよう

に外国人 55％・日本人 45％、女性 60％・男性 40％となり、大きな偏りのない構成だった。 

事例選択の理由は、料理交流会が調査や実験のために計画されたものではなく、日本語学

習場面における「支援／被支援」という関係の行き詰まりを乗り越えるため、偶発的に-発

生したものであること、したがって、その生成のプロセスに即して、参与観察による具体

的な検討が可能だったことである。また、日本語学習支援が当事者のニーズに沿った活動

（＝料理の紹介）に転換され、さらに、多様な背景の参加者が加わって変容していくプロ

セスを連続的に把握することが可能だったことである。参加者たちが多様性を受け入れ合

い、認め合いながら、協同的な活動が転換・更新されていくプロセスを分析する。 

 

【表 0-1：料理交流会の参加者】 

 外国人 日本人 合計 

 女性 37  31  68  

 男性 23  17  40  

 （子ども） (23)  (8)  (31)  

合計 60(23)  48(8)  108(31)  
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(2)   データ収集 

収集したデータは、日本語学習支援の場におけるフィールドノーツ６、料理交流会に関す

るフィールドノーツ、インタビュー・データである。 

調査協力者のプライバシーに最大限配慮するため、分析・記述に際しては必要最小限の

情報のみを記している。記述には全て仮名７を使用し、料理交流会への参加順に「A~X」の

ようにアルファベット大文字を当てた。外国人の母親には小文字「m」を加え「Am さん」

と表した。女性には「さん」、男性には「氏」を付した。筆者は F と記した。継続した参加

者７人は「Ya～Yg」とした。その他の参加者は参加順に「Za～」とした。 

フィールドノーツについては、筆者は「完全な参与者」（Spradley1980）の立場で Am さ

ん宅・Gm さん宅で行われた個別の日本語学習支援、および、料理交流会 22 回の準備・連

絡と実践に関わりながら、参与観察（エマーソンら 1995=1998; 柴山 2001）を行った。い

ずれも参与観察中はメモをとり、帰宅後に連絡メールや実践中の写真などを参照しつつ、

フィールドノーツを作成した。 

料理紹介者のうち 11 人に個別に各 60～90 分程度の半構造的なインタビューを行った。

インタビュー実施時に調査目的であることに同意を得て、簡単な質問項目を印刷して渡し、

許可が得られた場合は録音した。使用言語は、英語と日本語で、文字化と邦訳は全て筆者

が行った。 

 

(3)   分析方法 

収集したフィールドノーツとインタビューの文字化資料は、KJ 法（川喜田 1996）によ

って分類整理した。KJ 法選択の理由は、以下の２点である。第一に、筆者が完全な参与者

＝F であったため、「私がデータ資源として原則的に用いることができた具体的なプロジェ

クトに、私はいまだ近すぎる位置にいて、また関与しすぎているという事実」（エンゲスト

ローム 1987＝1999:17８）を対象化したいと考えたからである。第二に、対象事例の偶発的

な生成という状況を鑑みて、「異質のデータを統合する方法」（川喜田 1967:53）が最適だと

考えたためである。その一方で、特に、第三章では、事例を集団として分析することを試

みたために、調査協力者個々人９の語りに流れを作ることは難しかった。 

具体的な手順としては、収集したフィールドノーツとインタビューの文字化資料の全て

を最小単位のエピソードごとに区切って、カード化した。その際、調査の目的に直接関わ

らないものを除いたカードを分析対象とした。次に、各カードの内容を短くまとめた見出

しを作成した。1 枚のカードにはひとつの「志（＝意味内容）」（坂井ら 2008:64）のみが入

るように行った。次に、見出しが類似したカードを統合して小グループを作成し、各々に

表札をつけた。同様の作業を繰り返して、中グループに統合し、それを大グループに統合

した。図では、大グループを《 》で、中グループを角丸四角形で、小グループを四角形

で示した。「*」が付けられた四角形は「一匹狼のラベル」（川喜田 1996:126）を示す。大グ
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ループにはそれぞれシンボル・マークをつけ、白抜き文字で示した。 

２・３章で、KJ 法での分析対象としたカード、得られたカテゴリーの概要は表 0-2 のと

おりである。小グループの（ ）内は「一匹狼のラベル」である。 

 

【表 0-2 KJ 法による分析対象データ】 

 調査協力者 カード枚数 小グループ 中グループ 大グループ 

図 2-1 Am さん 158  48（16） 21  5  

図 2-2 Gm さん 179  53（15） 20  5  

図 3-4 リピーター11 人 142  35（16） 18  6  

 

第三節 居場所とツールが自己化されるプロセスをとらえる枠組み 

 

先に述べた「支援・被支援関係」の問題の背後にあるのは、「欠損モデル（deficit model）」

（Tett2010）である。スコットランドのコミュニティ教育の実践者・指導者である Lyn Tett

（2010）は、「欠損モデル」について、人々が登るハシゴのようなもので、人びとが下から

上へとランクづけられ、何ができるかより、何ができないかが強調されると定義している。

それは、トップダウンで、一番下の段にいる人は、必要なスキルを欠いているとみなされ

るのである。特に、リテラシーについては、学校で始まる／成人が必要とするリテラシー

は卒業後の文脈の延長のプロセスとみなされるものだと説明する。そのリテラシーを達成

するために、中心的なスキルや学びの結果はあらかじめ指定されている。したがって、「欠

損モデル」という枠組みは、当事者が持つリテラシーのための定義・用法・願望の有効性

に気づかず、結果として、交渉の可能性がない、あるいは、学習者中心ではない、または

地域に呼応していないという意味で、「無力化させる」ものとなることが危惧されている。

さらには、このディスコースが個々人によって内化されて、学習者としての自尊心と自意

識を傷つけることになってしまうのである。 

この「欠損モデル」のオルタナティブとして、Tett は、成人の日常生活に根ざしたもの

として学びを概念化することを主張している。当事者の弱点／欠点ではなく、経験に基づ

いた学びの重要性や知識の豊かさを強調し、普通の人びとの問題や関心を反映した知識と

カリキュラムの構築は、「本当に役に立つ知識」を導く、エンパワーのプロセスであるから

だと訴えている。そのためには、「人びとに何が欠けているかではなく、人びとが何を持っ

ているか」と、「彼らが何を必要としているかではなく、何を動機としているか」について、

また、提供者ではなく学習者を第一にしたカリキュラムが必要となる。それこそがパワー

の不均衡に異議申し立てすることになると言う（Tett 2010:36）。 

「支援・被支援関係」、すなわち、「欠損モデル」によって傷つけられた「自尊心と自意

識」を回復し、無力化からの転換の契機となるのは、「個々人の欠点をさがすのではなく」

（Guitierrez et.al. 2009）、「何ができるかをみつけ」（Vasquez 2002）、リソースとしてい
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くことであろう。フレイレに引きつけて言えば、機能的な知識の伝達ではなく、当事者の

ニーズについての対話が求められるということである。具体的には、当事者の日常的実践

（セルトー1980=1987）における課題が、社会的な関係が創出されるプロセスで達成され

ること、すなわち、協同的な活動に参加してネットワークの一員となり、その活動を達成

するためのツールを創り出しながら、肯定的に自己を認めることだと考える。特に、第二

言語の学びについては、柳町が指摘するように「言語の使用と学習は、日々の実践にどの

ように参加するか、それをどのように組織していくかという問題と切り離すことはできな

い」（柳町 2014:208）。したがって、当事者の日常生活に即したツール（＝日本語）の有用

性を明らかにする必要がある。彼女たちにとって「本当に役に立つ知識」を明らかにする

プロセスを「自己化（appropriation）１０」として検討する。 

伝統的な学習観は、「個人能力還元主義」（佐伯 1996）に基づいており、学習は「習得」、

つまり、個人（学習主体）が客観的に存在する知識を内化していくこととしてとらえられ

てきた。このような「習得メタファー」によるモデルの学習は、周知のとおりフレイレに

よって「銀行型教育概念」（フレイレ 1970＝1979:66)として厳しく批判されている。「習得

メタファー」では、学習とは、「知識や技術など、学習者の外界に既に客観的に存在してい

る何かを習得する」ことであり、「個人の変化だけを見ていれば十分説明できる」「個人的

な現象」だと考えられている。そのため、言語学習の教室においては、「個人が単語や文法

を覚えたり、使えるようになったりすることが優先的に学習として取り上げられて」きた。 

これに対して、「参加メタファー」では、学習はヴィゴツキーの内化に即して「相互行為

を通して実現される関係性の変化」ととらえられる。ヴィゴツキーに始まる社会文化的ア

プローチでは、子どもの発達について、社会文化的な関係からとらえることが提案された。

学習は、「相互行為を通して実現される関係性の変化」（山下 2005:11）であり、子どもの発

達のプロセスとして、①社会的な関係としてあらわれたものが、②その後、個人の内にあ

らわれる、つまり、自分のものとして内化されていくという二つの段階が提案されている

（山下 2005:15）。「習得メタファー」に対して、「参加メタファー」では、学習は「相互行

為を通して実現される関係性の変化」ととらえられる。概念形成や記憶などの高次的機能

は、まず精神間においてあらわれ、その後、精神内にあらわれるとして、以下のように述

べている。 

子どもの文化的発達におけるすべての機能は、二度、二つの局面に登場する。最初は、 

社会的局面であり、後に心理学的局面に、すなわち、最初は精神間的カテゴリーとし 

て人々のあいだに、後に精神内的カテゴリーとして子どもの内部に、登場する。この 

ことは、有意的注意にも、論理的記憶にも、概念形成にも、意志の発達にも、同じよ 

うにあてはまる。（ヴィゴツキー1960=1970:212）。 

 

ここでは子どもの発達のプロセスとして二つの段階が提案されている。まず子どもが他

者（大人）の助けによって課題を達成したり意志を疎通したりする段階がある。子どもは
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そこで能動的な意味づけを行い、その繰り返しにより子どもは１人でも課題の達成や意思

の疎通を行えるようになっていく。社会的な関係としてあらわれたものが、その後、個人

の内にあらわれる、つまり、自分のものとして内化されていくのである（山下 2005:15）。 

これについてワーチは、「個人の高次精神機能が社会的に組織された過程の直接的で単純

なコピーであるとみなしているわけではない」ことから、この内化について「習得（mastery）」

と「専有（appropriation）」を区別することを提案している（ワーチ 1998＝2002:122）。 

ワーチによれば、「習得」は「媒介手段をすらすらと使用するための『方法を知る（knowing 

how）』こと」（同前:55）である。たとえば、アルファベットやコンピュータの使い方など

の道具の「一般的で規範的な」（山下 2005:19）使い方があげられる。それに対して「専有」

とは「他者に属する何かあるものを取り入れ、それを自分のものとする過程」（ワーチ 1998

＝2002:59）である。したがって、「習得」のように容易には行われない。 

 ワーチは、このように内化について「習得」と「専有」の区別を行った上で、「専有」に

は「抵抗（resistance）」と「軋轢／摩擦（friction）」が伴われるという主張をしている。

文化的道具は他者に由来するものであるため、学習主体がそれを自らの解釈や意図に従わ

せて「専有」しようとするのであれば、そこには必然的に抵抗・摩擦が起こる。したがっ

て、「文化的道具の習得と専有の過程は、完全に複雑に絡み合っている」（同前:59）が、「習

得は原則としては文化的道具を習得していても専有してないということを意味」（同前:152）

するのである。しかしながら、その緊張関係があるからこそ、対話が可能になるのだとバ

フチンは述べている。 

バフチンは、他者が自己とは異なった意味や志向性を持って存在することによって、そ

の他者と自己との差異をうめようとし、対話が成立すると考えていた。それは、「自分のも

の」と「異邦人（alien）」という概念とを結びつけて理解していたからである（ワーチ 1998

＝2002:59）。そして、言葉の使用においての「他者性」を強調し、以下のように述べてい

る。 

「生きた社会・イデオロギー的具体性としての、矛盾をはらんだ見解としての言語は、 

本質的に個人の意識にとっては、自己と他者の境界に存在するものである。言語の中 

の言葉は、なかば他者の言葉である。それが、〈自分の〉言葉となるのは、話者がその 

言葉の中に自分の志向とアクセントとを住まわせ、言葉を支配し、言葉を自己の意味 

と表現の志向性に吸収した（appropriate）時である。この収奪（appropriation）の瞬 

間まで、言葉は中性的で非人格的な言語の中に存在しているのではなく、（なぜなら話 

者は、言葉を辞書の中から選び出すわけではないのだから！）、他者の唇の上に、他者 

のコンテキストの中に、他者の志向に奉仕して存在している。つまり、言葉は必然的 

にそこから獲得して、自分のものとしなければならないのだ。」（バフチン 

1975=1996:66-67）。 

 

バフチンによる「appropriation」とは、「他者に属する何かあるものを取り入れ、それを
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自分のものとする過程」（ワーチ 1998＝2002:59）である。つまり「対話を通じ自分なりの

解釈をもとに、他者の行為を自己の行為、意図の中に引き込む」（吉田 2001:43）過程であ

る。 

以上のように、言語の「自己化（appropriation）」に関して、1) 言語そのものの持つ「他

者性」、2) 「自己化（appropriation）」に伴われる「抵抗と摩擦」、それらを乗り越えるこ

とで成立する 3) 「対話的な関係性」という契機が見出された。 

言語の「他者性」ゆえに、先述した「0 不在の状況・顔の見えない存在」は避けて通れな

い。「同じ地域に共に暮らす隣人として」（米勢 2004:31）、また「地域コミュニティの担い

手として」（江成ら 2013:24）受け入れあう場合も、「抵抗と摩擦」が不可避であろう。それ

を乗りこえるためには、「社会的出来事を協働して構築」（西口 2006:63）したり、「互いの

関心を満たす活動」（山辺 2011:67）を模索したりすることが必要となろう。それによって、

外国人と日本人住民「双方の日本語コミュニケーション能力」（米勢 2010:63）が磨かれて

「対話的な関係性」が築かれるだろう。結果として、旧来の「コミュニティの境界線」（吉

谷・伊藤 2010）のゆらぎが起こり、コミュニティが「私たち」のために作り変えられてい

き、「私たち」の「居場所」（山辺 2011:67）となっていくと考える。 

外国人の母親たちの状況に即して「自己化（appropriation）」を定義しようとするならば、

先行研究に見た①言語の「他者性」、②抵抗／葛藤、③対話的な関係性の三点に、④疎外か

らの回復を加える必要があると考える。「支援・被支援関係」という固定化された関係を転

換し、「生きることと学ぶことを切り離さない」（宮﨑 2006:16）実践を実現するモデルとし

て、仮説的に「自己化（appropriation）」として提起する。 

 

第四節 本論文の構成 

 

 第一章では、外国人住民の課題に関わる先行研究を検討する。日本語学習支援、医療・

保健機関における専門的支援に加えて、幼稚園・保育園・小中学校における PTA 活動、社

会教育的な実践事例を概観する。 

第二章では、外国人の母親２人を調査協力者として、筆者が個別に行った「日本語学習

支援」と、協同的な活動が創出された経緯の詳細を示す。垂直的な二者関係が、日常生活

のニーズの開示によって転換され、「料理交流会」という新たな場が生成した。その事例に

即して、来日後の排除的な状況の実態、支援の場の生成、支援の場においてのネットワー

ク生成、および、それぞれの転換の契機について明らかにする。それと同時並行的に行わ

れた識字（漢字）学習によって、２人が日常生活を解決するツールとして主体的に日本語

を使いこなしながら、自己認識を肯定的に変化させていくプロセスについて検討する。 

補節では、第二章で検討した２人と筆者自身の関係性について、「フォーマル／インフォ

ーマル」な場面性と２人の「肯定的／否定的な感情」を軸にして整理する。 

第三章では、「料理交流会」へのアクセスとつながり生成の経緯について検討する。22 回
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の活動には、延べ大人 108 人が参加したが、このつながりが生成／再生成されるプロセス

での質的な転換、および、リピーターたちの意識の変容について明らかにする。 

また、生成したネットワークがさらに拡大されていく転換のプロセスを明らかにする。

また、ネットワークが内外からゆらいで変容していく可能性について検討する。 

終章では、日本語というツールと料理交流会という居場所の２つが同時に「自己化

（appropriation）」されていくプロセスについて整理する。在住外国人に対する支援実践の

実状と、共生をめざした提言とのギャップをつなぐプロセスを、本稿の対象事例の分析結

果から導き出すことを試みる。  
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第一章 外国人住民に関わる支援実践とその課題 

 

第一節 課題と方法 

 

 本章では、課題に接近するために、在住外国人の増加に伴い、支援や PTA などでの関わ

りについての報告が見られるようになった 1990 年代からの先行研究について概観し、各時

期に新たに現れた実践や新たに指摘されるようになった課題と問題を抽出して、表 1-1 に整

理した。縦軸には報告年を、横軸には支援者・報告者を、地域の日本語支援、幼稚園・保

育園・小中学校の交流・PTA 活動、医療・保健機関の専門的支援として記した。 

 

第二節 地域の日本語支援 

 

まず、外国人住民の数的な推移と日本語学習支援の経緯について概観する。外国人登録

者数は 1990 年代に 100 万人を超えて、2005 年以降 200 万人台を維持している。この間、

外国人住民の日本語の学習を権利としてとらえる必要性が多くの論者から訴えられてきた

（山田 2001、森本 2001、岩見 2002、池上 2007、田尻 2009、春原 2009、富谷 2010 など）。

いわゆるニューカマーの外国人の日本語学習は公的に保障されておらず、1970・80 年代に

は、中国帰国者やインドシナ難民のための定着・定住促進センターが創設された近隣の地

域で、また 1990 年代には日系南米人の多い地域（静岡、三重、長野、愛知など）を中心に、

善意のボランティアたちが担ってきた。1994 年から文化庁の「国内の日本語教育の概要」

でボランティアの地域日本語教室が調査対象となり、同時に、ボランティアの教室に通え

るのは外国人住民の一部でしかないことも明らかにされるようになった。 

米勢は、「地域の日本語教室に参加できない潜在的な学習者」（米勢 2002:47）の存在を明

らかにし、彼らにも学習機会を保障するべきだと訴えている。その概数は以下のように説

明されている（米勢 2006）。「国内の日本語教育の概要」（文化庁 2004）によると、地域の

居住者は「日系人、中国帰国者、インドシナ難民、その他」の４タイプで、彼らを対象と

した日本語教育機関・施設の学習者数は 39,302 人である。その中で「その他」の学習者が

29,499 人（75％）で「最も多く、実態は見えにくい」（米勢 2006:108）というのである。 

富谷は、その理由を、ボランティアの「目に見えない厳しい参加資格」だとして詳細に

説明している。地域日本語教育を担うボランティアの大半は、「子育てが終わった 40～60

代の専業主婦」と「定年退職後の 60 代以降の男性」であること、支援の時間帯はボランテ

ィアたちの都合に合わせた「平日の昼間」に集中していること、したがって、恩恵を受け

られるのは、その時間に通える学習者のみであるというのである。「就労者としてのニュー

カマーの多くは日本語学習の機会を持つことができず」、学びの機会から排除されている外

国人住民が多いことが明らかにされている（富谷 2010:66-68）。 

 また、具体的な一県内については、仙田（2002）が「島根県在住外国人実態調査」によ
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【表 1-1：外国人支援活動実践の推移（女性／母親にかかわるものを中心に）】 

 

地域の日本語支援 幼稚園・保育園・小中学校 医療・保健機関

1995

植田（兵庫県：幼稚園・保育園）

外国人の親に質問紙調査「日本人保護者と
もっと仲良くしたい」が「自分からは、入ってい
きにくい」

1997

山本ら（愛知県：園長ら・外国人親）

外国人の親はコミュニケーションを望んでい
る、日本人の親が声をかける例は少ない

赤間ら（宮城県保健所）

フィリピン人母親限定の母親教室
→他国も→参加者減少→限定
→地域のネットワーク・生活圏の拡大

1999

沼田ら（東京都保健所）

在住外国人母子対象の育児交流会
→日本人母子も→緊張したため制限
→ゲーム・調理→地域にネットワーク

2001
酒井（群馬県：日本語ボランティア団体）

ボランティアの多くは「日本人ニューカマー」

柳田（東京都産婦人科）

言葉の問題が一番重要
→多種多様な通訳の配置などの支援

森本（関西：日本語ボランティアっ教室）

市民ボランティアと外国人学習者は「教える／
教えられる」という権力関係

2002
仙田（島根県在住外国人実態調査）

「1244人」中、日本語独学は45.5%

杉澤（東京都国際交流協会）

外国人自らが企画・実施する事業あり

2003

成（埼玉県国際交流センター）

日系人が国際理解講座の講師
→ポルトガル語教室を提案・開始

山川ら（神奈川県保健所）

・7ヶ国語のリーフレット作成
・外国人母子のつどい→定着しない

江崎（愛知県市民病院）
外国人の健康支援に通訳配置

→乳幼児健診に通訳配置
→受診者が２倍・日本で出産

→外国人妊婦の集い→ブラジル会

筒井（大阪府国際交流の会）

付き添い・通訳派遣・翻訳多言語情報
→外国人母の発案で洋裁サロン開催

2006

柴・永堀（東京都新宿区）

通訳・保育付きの子育てセミナー
→在住外国人と日本人のためのセミナー
→参加者双方を「主体者」「発信者」に

2007
中島（愛知県放課後学習支援教室）

ボランティアの居場所・拠り所になっている

2008
大井（岐阜県自治会）
日本語とポルトガル語併記・行事

→多文化共生託児所設立

野津（兵庫県：ニューカマーの子ども支援
NPO）
「連携」の概念は、NPOには「協働」、教育委

員会には「委託」、学校には「補完」

2009

安達（愛知県小中学校）
PTA活動での「新たな提案」に対し、役員から
「学校の依頼に従って活動さえすればよい」と

意見

2010

富谷
日本語ボランティアは「子育て後の40～60代
の専業主婦」と「定年退職後の60代以降の男

性」が大半、活動は平日昼間

吉谷・伊藤（福岡県：小学校区）
日本人住民が多文化住民と日本人住民に働

きかけを行う
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り回答者１１の「62％が何らかの方法で日本語を学んで」いるが、その学習方法は「独学」

が 45.5％と最多であり、「日本人による無料の教室で」は 10.1％にしか過ぎないことを明ら

かにした。 

困難な状況にある人々を目の前にして、まず言語的な支援が行われてきた。日本語を教

えるという「現実的な対応」（山田 2001:10）を担ってきたのは大半がボランティアである。

善意から始められたものであることは疑いようもないが、支援の場で指摘されているのは、

「ボランティアの居場所化」と「支援／被支援関係」である。 

たとえば、森本は、関西近郊のボランティア日本語教室にアドバイザーとして参加し、

ミーティングでのボランティアたちの会話を分析した。その結果、市民ボランティアと外

国人学習者には「教える－教えられる」という権力関係があり、活動が「ボランティア自

身のアイデンティティの確立に利用されている」（森本 2001:241）と批判している。 

また、中島は、愛知県の外国人集住地区で公立小中学校へ通うブラジル・ペルーの子ど

もを対象とした「放課後学習支援教室 Y 教室」において観察調査を行った。そして、ボラ

ンティアたちの語りから、同教室がボランティア・スタッフの居場所になっており、「日本

人と外国人の関係をめぐる非対称性」（中島 2007:262）が存在することを明らかにしている。 

一方、酒井は、群馬県太田市の日本語ボランティア団体の講師 55 名中 27 名に面接調査

を行った。そして、メンバーは「20～30 代の若年期に仕事や結婚等を理由に太田市に来住

し、定住の場を得た」者が多く、「日本人ニューカマー」だと結論づけている（酒井 2001:241）。

さらに、ボランティア活動が「日本・日本人としてのアイデンティティの再認識を促す契

機」となっていたと述べている。そして、「教える－教えられる」「先生－生徒」という関

係を変えるためには、役割関係を再検討して、「『異質性理解』の共同学習の場」として認

識すべきだとしている（酒井 2001:261-262）。 

杉澤によると、東京都の武蔵野国際交流協会（MIA）では、「外国人自らが企画して実施

する事業」が行われている。MIA で日本語を学んだメキシコ人女性が、日本で出産後、子

どもたちのためにスペイン語の母語保持教室を始め、また、MIA と共催で「スペイン語に

よるカウンセリング」活動が行われている（杉澤 2002:66）。また、日本語交流員 N さんが

中国残留婦人 O さんのすばらしい水墨画の作品について知り、O さんが市民向けの水墨画

教室を開いたという（杉澤 2003:16）。一方、問題点としては、MIA が「公的活動であると

いう認識」が十分ではないことも指摘されている（杉澤 2002:67）。また MIA のその後につ

いて、宮崎は「参加者である外国人の姿がようやく見えてきた。しかし日本人側であるス

タッフは忙しい」、「日本人の参加が非常に少なかった」と記している（宮崎 2009:66-67)。 

このように、日本語学習支援の場では、多数の「見えない存在」と、顕在化したものの

「被支援者（＝日本語学習者）」という課題が指摘され続けてきた。しかし、中には、当事

者が自ら「できること」提供している事例も報告されていた。 

一方、社会教育分野においては、外国人住民の日本語学習を権利として捉える必要性が

多くの論者から訴えられてきた（小林 1995、野元 1999:2001、久野 2002:2004、成 2003）。
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背景には、「公民館、被差別部落、夜間中学で行われている識字教育の研究や欧米諸国で行

われている成人基礎教育に関する研究の蓄積」（久野 2004:52）がある。特に、定住者のた

めの学習権には、識字の概念を基礎的な教育から生活全般・職業・家事や育児へ拡げる必

要性も訴えられてきた。公民館における日本語支援では、「外国人自身が暮らしを切りひら

いていく力を付けていくこと、そのための学び合いや支え合いの人間関係を作っていくこ

と」が重視されている（国分寺市立光公民館 2000:22）。当事者である外国人の女性自身が

主体的に学びの場を切り開いていった事例の詳細な報告が二例ある。 

成は、埼玉県ふじみの国際交流センターに通っていた日系ブラジル人 M さんの例を紹介

している。M さんは、その後に国際理解講座の講師となって、「学校や公民館などでブラジ

ルを紹介したり、得意の料理を披露したり」するようになった。さらに「みずからの提案

により、センターで新たに週に一度、ポルトガル語教室を始め」、「地域に貢献する人材へ

と変貌を遂げた」（成 2003:222）というものである。成は、「国籍ではなく、同じ地域住民

としての承認にもとづいた、日常的な感覚と体験に支えられた実践の展開」（成 2003:228）

を目指すという方向性を示している。 

藤田は、東北地方農村部の日本語教室の参加者（日本人男性と結婚した韓国人女性）を

対象にフィールドワークを行った。その女性が「日本語教室に参加した直後に、農協女性

部へ入会」し、「産直センターへの（自作のキムチの）出品」をした過程が詳細に報告され

ている（藤田 2004:139）。日本語教室では「言語能力や技能」の習得だけにとどまらず、「体

系的に正統的に言語を学んでいる自分を肯定的に捉え自信を回復し、地域へと参加してい

った」と述べている。そして外国人配偶者の地域参加を「日本語教室以外の場へと人間関

係や社会関係を広げていくこと」（藤田 2004:142）だと分析している。 

以上の二例では、「センターの受講者」や「日本語教室の参加者」が、時を経て、「講師」

や「出品者」となって自らのネットワークを生成していたことが明らかにされている。 

 

第三節 幼稚園・保育園・小中学校の交流・PTA 活動 

 

外国人の女性が日本で子育てをしている場合、幼稚園・保育園などの保育機関や、小中

学校での「外国人の子どもの保護者」として報告されている事例が見られる。ここでも、

見えない状況での被支援者に位置づけられている。1990 年代、急増しはじめた幼稚園・保

育園の外国人保護者に関する報告では、日本人の親との交流を望んでいるが、達成されて

いなかったことが明らかにされている。 

たとえば、植田は、兵庫県内の幼稚園・保育園に子どもを通わせる外国人の親 20 名に個

別に面接と質問紙調査を行い、「日本人保護者ともっと仲良くしたいと思うが、（中略）自

分からは入っていきにくい」（植田 1995:292）という声を紹介している。 

山本らは、愛知県内で外国出身の親、語学相談員、園長、保母ら 18 人に聞き取り調査を

行った１２。「外国人園児の親と保育者とのコミュニケーションは、全ての人が強く必要とし
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ている」にもかかわらず、外国人の大半が「日本人の親が個人的に積極的に外国人の親に

声をかける事例はほとんどない」（山本ら 1997:109-110）と報告している。外国人の親たち

は出身地を問わず、日本人との交流を望んでいるが、叶えられていないことが明らかにな

った。 

小中学校においては、外国人の子ども・親との関わりが「学校の枠内」に限定されがち

だという現状が報告されている。安達は、異文化間コミュニケーション・英語教育の研究

者であるが、それを伏せて、愛知県内の小中学校の PTA 活動に「一主婦として参加」した

状況を報告している。安達が「従来の外国文化について学ぶだけのプログラム」ではなく、

「新しい国際理解教育プログラム」を提案したところ、長年、国際交流協会に所属してい

る先輩役員らから「学校の依頼に従って活動さえすればよい」と意見されたというのであ

る。安達は、国際交流のための組織であるにもかかわらず、「同質性を求める運営」に対し

て疑問を呈し、組織の役員にも外国人を入れる必要があると訴えている（安達

2009:373-375）。 

また、野津（2008）は、兵庫県内で「ニューカマーの子どもの支援活動をしている NPO」

で参与観察とインタビュー調査を行った。それによると、「連携」が、NPO にとっては「協

働」、教育委員会にとっては「非対等な関係に基づく委託」、学校にとっては「補完」（＝外

部の人材を部分的に適宜補充し活用する）という違いがあることを明らかにし、「対等な立

場という規範の形成」の必要性を指摘している。 

一方、吉谷・伊藤は、福岡市 A 地域の住民 M さん・K さん・T さんという３人の日本人

住民が、ホスト社会の「コミュニティ内の組織者」でありながらも、「異質性を持つ他者」

（多文化住民）だけでなく、「元々のコミュニティの構成員」（日本人住民）に対しても働

きかけを行っていることを指摘している。多文化住民と日本人住民を取り持ちつつ、３人

は自身も揺れ動いていることから、多文化住民を日本に同化させるのではなく、両者が相

互に変化する中で「コミュニティの境界線」のゆらぎが起こっていると指摘している（吉

谷・伊藤 2010:74-77）。 

 

第四節 医療・保健機関の専門的支援 

 

１．言語的な支援 

 外国人住民が急増した 1990 年代以降には、主に大都市圏の医療・保健機関を中心に、外

国人女性の出産・育児について多くの報告がなされている。専門的支援の場では、外国人

女性・母親たちは、「日本語力が欠け、言語的な支援が必要な存在」だとみなされ、支援に

先立って安心と安全を確保するため、最初に、言語的支援が行われる。しかし、支援の場

に集められると、その場では、当事者のネットワークが生成したという報告が複数あった。 

柳田は、東京都内の産婦人科医として「言葉の問題が一番重要」（柳田 2001:756）である

ととらえて、多種多様な通訳の配置などの支援を行ってきた。 



 

19 

 

山川らは、神奈川県内の保健所で「７か国語のリーフレット」を作成し、「外国人母子の

つどい」には数か国からの参加者があったと報告している。開始３年時には「参加状況が

定着しない」、そのため「新規参加者に対し先輩」がいないことが問題点としてあげられて

いる（山川ら 2003:30）。 

 

２．ネットワークの生成 

医療・保健機関における支援の場で外国人たちが出会うと、リーダーとなる人が現れて

ネットワークが作られる事例も報告されている。赤間らによると、宮城県内の保健所でフ

ィリピン出身の助産婦が働きかけ、フィリピン人限定の母親教室が開始された。その後、「参

加希望の他の外国人も一緒に」したところ、「グループとして纏まりにくく、参加者が減少」

してしまい、再度「フィリピン人に限定」になったという。その場で知り合った母親同士

が「教室外でも交流を持ったりし、地域でのネットワークが出来てきた」「先輩としての意

識を持つ、リーダー的存在の人」が現れたり、「自分たちで情報交換」することなどが見ら

れ、「生活圏の拡大」があったことが報告されている（赤間ら 1997:69-70）。 

沼田ら（1999）は、東京都内の保健所の「在日外国人親子を対象にした育児交流会」に

ついて報告している。「日本人親子以上に孤立している様子」の外国人母子のために始めら

れ、その後、「日本人親子の参加も試みた」という。しかし、日本人が増えると「外国人親

子が緊張するよう」で、日本人の参加は制限された。「交流をスムーズにする」ために母親

教室でゲームや調理などが行われると、「自然に各国の食習慣が語られ雰囲気が和む」よう

になり、「子どものことや家族の食生活のこと」、「その料理にまつわるエピソードや作法」

を話題にするようになったことも報告されている。その時の「共通語は日本語」で「お互

いの連絡先を教え合」って、「参加者同士（同国、異国）、参加者とボランティア、ボラン

ティア同士と地域にネットワークの輪が広がりつつある」ということである。 

両事例からは、「支援される」側でも、同じ立場の者同士が出会うと、課題や悩みに媒介

されてネットワーク化の様相が見てとれる。重要な契機は「少し前に同じ経験をした」先

輩の存在である。先輩が現れ、「半歩先のリーダー１３」（宮﨑 2011:78）となると、ネット

ワーク化され、当初の支援の場から広がりが見られるようになる。 

しかし、そのつながりは「同国人同士」あるいは「外国人同士」にのみ開かれたもので

ある。両事例ともに「フィリピン人と他の外国人」や、「外国人親子と日本人親子」の集ま

りにすると参加が減少したという事実からは、支援の場でのネットワークの生成は時間を

要し、また非常に脆いものであることが示されている。この段階では、「同質の他者」（宮

﨑 2007:63）同士でのみ、ネットワーク化が可能だと言えよう。 

 

３．新たな活動の生成 

支援の場で生成されたネットワークから、新たな活動が生成された例も報告されている。 

江崎によると、愛知県小牧市では、1997 年、就労目的のブラジル人のため、市民病院の
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「健康まつり」に通訳を配置した。翌年、乳幼児健診にも通訳ボランティア（日系三世の

女性エルザさん）を配置したところ、受診者実数が２倍になり、日本で出産する例も増加

したという。そこで、2000 年には「外国人妊婦の集い」を開催し、エルザさんは通訳に加

えて「育児の先輩としての体験など」を話し、さらに、「ブラジル会を立ち上げ」たことが

報告されている（江崎 2003:17-22）。 

筒井は、大阪府豊中市では、同市主催の「身近な国際交流」講座の修了生有志が、「国際

交流の会とよなか（TIFA）」を設立し、2002 年度から「地域の外国人の医療・母子保健・

子育て支援事業」として「付き添い・通訳派遣」「子育て支援（多文化子育てサロン）」「翻

訳・多言語情報の発信」などを行っていることを報告している。そこで、「外国人のお母さ

んの方の発案で『洋裁サロン』も定期的に開かれる」ようになったことが報告されている

（筒井 2003:33）。 

柴・永堀によると、東京都新宿区では、2004 年から通訳・保育付き「在住外国人のため

の子育てセミナー」が行われ、その後、参加者の意見・要望で「在住外国人と日本人のた

めの子育てセミナー」となった。セミナーの「交流型」の活動として、「『子どものお弁当

作り』で高齢者給食ボランティア・グループの指導を受けた外国人参加者の『自国の料理

の紹介でお返しをしたい』との申し出と『子どもの友達を招く時の悩み』の解消が結びつ

き、『子どもが喜ぶパーティー料理』が始まった」という報告がある。これは外国人の申し

出によりホスト社会住民の課題（＝悩み）が解決された例と見ることができる。この成功

の要因を、柴・永堀は「外国人も含む参加者を『受益者』ではなく、『主体者』『発信者』

と位置づけた点にある」としている。その理由を、「彼らは決して一方的な支援を請う存在

ではない」こと、また、「『子育て』も含め地域社会で共に支えあう仲間」として、「多文化

社会での経験から私たちに豊かな学びをもたらしてくれる存在」として認めていることに

あると分析している（柴・永堀 2006:68-72）。 

 

４．ネットワーク生成の条件 

以上からは、専門的支援に先立って言語的支援が行われると、当事者たちのネットワー

クが形成され、続いて、当事者の申し出から新たな活動が生成され、さらには、ネットワ

ークが拡大されることが示されている。中には、そのネットワークが発展して、新たな活

動が始められたという例もあった。しかし、支援機関がネットワークや主体的な学びの生

成のプロセスについて報告している事例は見られなかった。 

ネットワーク生成の条件として、言語的バリアへの対応と安心・安全の確保が取り上げ

られると考える。次に問われるのは、「参加者の条件」あるいは「場の開放性」であろう。

医療・保健機関の支援の場では、外国人・同国人同士のグループが大半を占めていたが、

その理由として「外国人と日本人」や「○○人と他国の外国人」は、まとまりにくいとい

う説明がなされていた。だが、「他国の外国人とはグループとしてまとまりにくい」、「日本

人が一緒だと緊張する」ということこそが、検討すべき課題ではないかと考える。そうで
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ない限り、ホスト社会から隔離された場での支援が続くことになりかねない。 

 

第五節 ５つのフェーズの抽出 

 

１．支援の転換の契機 

以上、先行事例を検討し、「外国人」に対する日本語学習支援からは「潜在的な存在」「固

定的な支援・被支援関係」、「外国人の女性」の意識変容に関する報告からは「発信者とな

る外国人」、「幼稚園・保育園・小中学校の保護者としての外国人の母親」の報告からは「交

流がない」「PTA 活動は学校の枠内」「コミュニティの境界線が変化」、医療・保健機関の専

門的支援からは「通訳配置・多言語資料作成」「ネットワーク生成（同国人同士・外国人同

士）」「当事者の申し出」、社会教育的な実践「発信者となる外国人」という契機が見いださ

れた。 

続いて、それらの契機を外国人住民と日本人の関係性を検討し、図式化したのが図 1-1

である。まず、「潜在的な存在」と「交流がない」状態を「見えない状況」のフェーズ１４０

とした。次に、「固定的な支援・被支援関係」「PTA 活動は学校の枠内」「通訳配置・多言語

資料作成」をフェーズ１「支援の場の生成」とした。続いて、医療・保健機関における専

門的支援の報告の連続性から、フェーズ２「支援の場における同質の他者たちのネットワ

ーク生成」、フェーズ３「同質の他者に異質の他者を加えたネットワーク拡大」とした。以

上に、仮説的にフェーズ４「ネットワーク内外の相互変容」として加えた。以下では、そ

れぞれフェーズ０「見えない状況」、フェーズ１「支援の場の生成」、フェーズ２「ネット

ワーク生成」、フェーズ３「ネットワーク拡大」、フェーズ４「相互変容」と記す。 

 

【図 1-1：外国人住民と日本人の関係性】 

 

２．フェーズ０からフェーズ３までの転換の契機 

 フェーズ０は、「見えない状況」である。外国人は、見えない状況にあり、役割はない。

したがって日本人との関係性も見られない。したがって、主体性は発揮されず、目的・ツ

ールも存在しない。 

 フェーズ０からフェーズ１への転換は、おそらく緊急的な支援の必要性によって起こる

と考えられる。支援の内容は、医療・保健機関での専門的支援や、教育現場での PTA 活動

など、地域におけるボランティアなどが支援を開始し、フェーズ１で支援の場が生成され

る。外国人は日本語力を欠いているため支援が必要な存在と見なされ、「外国人＝被支援者」

フェーズ 0

〈見えない状況〉

外国人：見えない人
日本人：マジョリティ

フェーズ 1

〈支援の場の生成〉

外国人：被支援者
日本人：支援者

フェーズ 2

〈支援の場における

同質の他者たちの
ネットワーク生成〉

フェーズ 3

〈同質の他者に異質

の他者を加えたネッ

トワークの拡大〉

フェーズ４

〈ネットワーク内外の

相互変容〉
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「日本人＝支援者」という役割になり、多くの場合は固定化された関係だと考えられてい

る。フェーズ１は、「支援者の居場所」という要素が強く、支援者は「困っている人の支援」

を目的とし、ツールとして「通訳・翻訳や多言語資料」が用いられている。 

フェーズ１からフェーズ２への転換の契機は、「グループとしてのまとまり」であると述

べられている。「外国人＝被支援者」は孤立的な状況にあるが、支援の場では１人きりでは

ない。安全な場で、「同質の他者と繰り返し出会う」ことにより、「私」は「私たち」とい

う感覚を得て、フェーズ２の「支援の場における同質の他者たちのネットワーク生成」が

なされていく。さらに、集まって話し合うこと自体を楽しめるようになったと推察される。

すなわち、「楽しむことが目的とされる活動」（宮﨑 2011:73）によりネットワークが形成さ

れていくと考える。目的は「私と同じ課題」、たとえば孤独感や孤立感の解決である。「同

質の他者」の間で使用されるツールとしては母語や共通の体験などが考えられるだろう。

この段階で、先輩やリーダー役が現れると、フェーズ３への見通しが開けていく。 

 フェーズ２からフェーズ３への転換の契機としては、「当事者の日常生活に即した課題」

が挙げられている。課題は１つではない。その１つ目の課題（乳幼児健診の通訳、子ども

のお弁当作りなど）の解決のプロセスで安心感や信頼関係が築かれる。その上で、次の課

題が発生すると、「当事者の申し出」によって、その２つ目の課題（洋裁サロン、母語教室、

母国料理の販売など）の解決がめざされ、ネットワークが拡大していくことになる。目的

はお互いに課題を解決しあうことで、ツールは母語・媒介語・日本語に加えて、各人に固

有の体験が用いられるだろう。上記の「医療・保健機関における専門的支援：当事者の申

し出」と「発信者となる外国人」の事例では、それぞれ当事者のネットワークが拡大され

ていった。したがって、「私たち」に含まれるメンバーも一回り大きくなっているのである。 

 

３．フェーズ３からフェーズ４への転換の可能性 

以上のように、フェーズ０からフェーズ３の転換の契機が明らかになった。先行事例で

は、フェーズ３からフェーズ４への報告は見られなかった。ここでは、フェーズ３からフ

ェーズ４への転換の可能性について仮説的に「自己化（appropriation）」という概念を用い

て描いてみる。まず当事者（＝私）は課題を抱え、やむを得ず支援の場に行く。専門的・

言語的支援を受けるうちに、同様の課題を抱えた他者と出会う。繰り返し出会うと、実際

の生活に即した新たな課題／目的が見いだされ、当事者同士（＝私たち）はその解決／達

成に向けて共に活動を始めることになる。そのプロセスで言語がツールの位置に再定位し、

自信を取り戻し、主体性も回復される。さらに活動が継続されると、新たな目的が生まれ、

新たなツールが作り出されて「道具箱（ツール・キット）」が形成されていく。 

その時の目的は、孤立した「私（１人）」のものではなく、「私たち」のための目的、す

なわち、地域に根ざした課題が浮かび上がってくるのではないだろうか。また、「私たちの

１人」としての「私」の日常生活をより豊かにしていくものでもあろう。このようにフェ

ーズ４では、主体（＝私たち）が広がり、集合的な主体となっていくと予測される。 
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 第二章では、来日後に外国人の母親たちが置かれていたフェーズ０「見えない状況」と

フェーズ１「支援の場の生成」の詳細、およびその転換であるフェーズ２「ネットワーク

生成」の可能性について、具体的な事例において検討する。  
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第二章 外国人の母親の日本語学習支援と協同的な活動の生成 

 

第一節 課題と方法 

 

本章では、第一章で仮説的に抽出したフェーズ０「見えない状況」、フェーズ１「支援の

場の生成」、フェーズ２「ネットワーク生成」の状況と転換の契機について、具体的な事例

に即して検討する。外国人の母親２人を調査協力者として、第一に、来日後の言語的バリ

アによる生活と学習の両側面の困難と否定的な自己認識について、第二に、その状況から

協同的な活動が創り出されるプロセスについて、第三に、両者の自己認識の変容と、言語

的バリアだった日本語の位置づけの変化について分析を行う。 

調査協力者は、外国人の母親 Am さんと Gm さんである。２人は、それぞれ夫に帯同さ

れて非自発的に来日した。いわゆる外国人集住地域ではない地方都市に住み、乳幼児の子

育て期にあった。２人とも来日前に日本語の学習歴はなく、非漢字圏出身者であるために、

文字情報を得ることも容易ではなかった。筆者が出会った当時、２人とも来日３年目で、

日常的に日本語を使用している様子が観察された。だが、それぞれ「日本語ができない」

ため、生活上に問題を抱え、原因を自らに帰して、「日本語ができるようになれば、日常生

活の問題は解決する」と訴えた。筆者は、Am さん・Gm さんの自宅で個別の日本語（漢字）

学習の支援を行いつつ、許可を得て参与観察と面接を行った。２人のプロフィールを表 2-1

に記す。 

 

【表 2-1：Am さんと Gm さんのプロフィール】 

 Am さん Gm さん 

滞日期間 2002 年 11 月～2006 年３月 2002 年６月～ 

来日理由 夫の留学 日本人と結婚 

第一言語、他 マレーシア語、英語・日本語 スペイン語、英語・日本語 

家庭内言語 

（年齢は 2006

年３月現在） 

夫：マレーシア語 

子（小１・年中・３歳） 

 日本語・マレーシア語 

夫：英語・日本語・スペイン語 

子（１歳）：スペイン語・日本語 

日本語学習歴： 

   来日後： 

未習 

ボランティア教室（４回） 

F と個別学習（2005 年８月～2006

年３月：16 回） 

未習 

日本語コースで２年間（初級修了） 

F と個別学習（2006 年１～10 月：

21 回） 
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第二節 事例 1：Am さん 

 

１. Am さんについて 

Am さんは、留学生である夫 Za 氏に帯同され、３人の子ども（当時、長女４歳、長男２

歳、次女２か月）と 2002 年 11 月、来日した。Za 氏は３度目の留学で、滞日期間は 10 年

程になり、日本語に堪能である。Am さんは流ちょうに英語を話すが、来日前に日本語学習

の経験はなかった。Am さんは、Za 氏の２度目の留学の時も他県で半年ほど生活したこと

があるが、その際は第一子（長女）出産のために帰国した。今回の来日は２度目で、「日本

語を勉強したいと思ったけれど、赤ちゃんと子どもたちだけを置いて、外出はできなかっ

た」ため、テレビのドラマを見たり、夫や子どもたちに尋ねたりして、生活に必要な表現

を覚えていった。３年目になると、「夫と子どもたちは家で日本語を話す。でも私はわから

ないから」と孤立感を深めて、ボランティアの日本語教室に登録した。だが、次女は未就

学で、「週２回のコースのうち、１回しか参加できない」ため、「自宅での日本語学習支援

を希望」しているということで調査者 F１５に紹介された。 

Am さんの事例で使用したのは、①Am さん宅の日本語学習支援 15 回と行事・お見舞い・

送別会などの６回（2005 年８月～2006 年３月）のフィールドノーツ、②料理交流会第１回

～第３回のフィールドノーツ、③インタビュー１６の文字化資料である。そのうち調査の目

的に直接関わらないもの１７を除外して 158 枚のカードを分析対象とした。 

 

２．結果 

KJ 法（川喜田 1996）によってカードを分類整理した結果を、図 2-1「Am さんの来日後

の状況と協同的な活動と漢字学習後の変化」に示す。大グループは《A》から《E》の５つ、

中グループは〈A1〉から〈E2〉の 21、小グループは（A1-1）から（E2-1）の 48、「一匹

狼のラベル」は 16 枚（*a～*p）である。 

以下に、小グループ中の典型的なエピソード（フィールドノーツ・インタビュー）を引

用しつつ、図 2-1 の内容を文章化して示す。引用中、筆者が書き加えた部分は〔 〕内に示

した。《A》から《E》の大グループごとに、小グループ中の典型的なエピソードを一覧にし

て示した。Am さんが日本語を使用した部分には下線を付した。 

概要は、Am さんは、《A》「来日後、孤立し、制約され、学べない」状況にあった。F が

紹介されて、《B》「支援の開始と葛藤」のプロセスで Am さんのニーズとリソースが明らか

にされた。そこで、生活では《C》「協同的な活動の開始」によって新たなリソースが顕在

化し、同時に、学習では《D》「漢字学習の開始」によって家族関係が変化していった。そ

の結果、《E》「協同的な活動と漢字学習後の変化」が見られ、見通しを語るようになってい

った。  
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【図 2-1 ：Am さんの来日後の状況と協同的な活動と漢字学習後の変化】 
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《A：来日後、孤立し、制約され、学べない》 

〈A1：孤立し、怖さを感じる〉 

Am さんは、周囲の同国出身者は、大半が留学生という状況で孤立を感じていた（A1-1）。

自分が日本語を話せず、相手の話している日本語がわからないという状況を「怖い」と感

じ、母国で行っていた行為が「１人でできない」と思い、日常の家事や育児に制約されて

しまった（A1-2）。 

 

〈A2：日本語が必要だが学べない〉 

Am さんは母国では当然のことであった親の役割を１人で果たせなくなり、Za 氏に「一

緒に」してほしいと頼まなければならない生活が続いた。しかし、家事・育児の全ての場

面に立ち会ってもらうわけにはいかない。たとえば、子どもを病院へ連れて行く場合、通

院には Za 氏が時間を調整して同行していたが、家庭で毎日の投薬を行うのは Am さんであ

る。次女のアレルギー薬は２種類あるが、サイズだけが異なるよく似た容器に入っていて、

指示は「ひらがな」で書いてあった（A2-1）。Am さんは日常生活のツールとして日本語を

勉強したいと考えた。しかし、生後数か月の次女を含む３人の子どもを家に置いて外出す

るわけにはいかず、日本語学習機関に定期的に通うことはできなかった。そこで、子ども

たちの話す日本語を聞いたり、テレビドラマの再放送を何度も見て、聞き取った言葉を Za

氏に尋ねたりするなどして、少しずつ覚えていった。 

来日３年目（2005 年４月）、長女が公立小学校に入学した。子どもたち（１年生、年長、

２歳）は家庭内でも日本語を話すようになった。子どもたちは Za 氏とも日本語で話し、Am

さんはさらに孤立を感じた。そこで、Am さんはボランティア主催の桜教室で日本語を学ぶ

ことにした。桜教室は週２回、午前中に行われるコースで、Am さんが参加するためには、

Za 氏が自宅で次女の世話をしなければならなかった。しかし、Za 氏は学位論文を執筆中で、

週２回も研究を休むことはできず、したがって Am さんも日本語教室を休みがちだったと

いう（A2-2）。 

 

〈A3：食生活が制約された〉 

一方、宗教上の理由で、来日後は日々の食事に大きな制限が加わった。Am さん一家は敬

虔なイスラム教徒で「ハラール」というイスラム法にのっとった食生活を守っている。ア

ルコールや豚肉を口にしないことはよく知られているが、アルコール由来の味醂、動物性

由来のゼラチン・ショートニングなどの調味料なども使用しない。自宅で調理する場合も

肉類は全てハラールの専門店で購入する。その他の加工食品については添加物の有無を Za

氏が買い物に同行してひとつずつ確認した上で購入しているという。Am さんにとって家族

のための食材の調達・調理は、日本では非常に気を使うものだった（A3-1）。当然のことな

がら、外食をするのにも十分な注意が必要である（A3-2）。さらに、子どもたちは母国風の

辛い料理を好まず、日本米の方が好きになっていることも語られた（A3-3）。 
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〈A4：越境者としての困難〉 

以上のように、言語的バリアと食生活の制限という日常的な困難に加えて、非日常的な

出来事であるはずの引っ越しを何度も繰り返さなければならないことも語られた（A4-1）。

また Am さんが２歳の末子と一緒に安心して気軽に行くことができるのは、近くのスーパ

ーだけであることも明らかにされた（*bA4）。 

A1-1 去年、X 区のアパートに住んでいた時は、「なんか１人」だと思った。（フィールドノーツより） 

A1-2 最初ここに来た時、夫は私に１人でさせようとしたの。病院へ行ったり、お買い物に行ったり。

でも本当に怖かった。〔中略〕話せないし、何を言われているかわからないから、怖かった。 

（インタビューより） 

A1-2 夫に言ったの、もし母国にいたら病院とか、小学校とか１人で行ける。夫に頼まないで、自分１

人でできるって。でもここに住んでいるから、日本人が話す日本語がわからないから、どこか行

きたかったら、夫に一緒にって言わなければならない。〔中略〕ここへ来た最初の年は、子ども達

を公園へ連れて行くのもちょっと怖かった。（インタビューより） 

A2-1 次女がプラスティックのケースを持ってきた。中は塗り薬で、Am さんがそれを背中に塗ってあげ

た。Am さんが何か言うと、次女は同じようなケースをもう１つ持ってきた。どちらもフタは同じ

色だが、サイズが少し違う。小さい方には「あたま」、「かお」とひらがなで書いてある。（フィー

ルドノーツより） 

A2-2 ボランティアの日本語教室の「桜教室」にどのぐらい通ったかを尋ねた。Am さんは「何回、何回、

4 回、4 回だけかな」と答えた。「んー、主人は、あの、とても忙しかったから、あの、次女を誰

かがみなければならなかった。それで、私は桜教室には行けなかったの。でも、なんか、桜教室、

わかんない」と続けた。（インタビューより） 

A3-1 Am さんはコロッケが好きだという。でも日本のパン粉はショートニングが入っているので、私た

ちモスリムは食べられないと残念そうに言った。スーパーに行くと、Za 氏が材料や添加物をチェ

ックするそうである。〔中略〕F はコロッケを作るのに、パン粉の代わりにコーンフレークを使っ

たらどうかと言った。すると Am さんは一番近いスーパーのコーンフレークなら大丈夫だととて

もうれしそうにうなずいた。（フィールドノーツより） 

A3-2 Am さんは母国では入口にハラールのラベルがあるレストランに入ると言った。Fが日本ではと尋

ねると、Am さんは「そばは大丈夫」と答えた。F が「うどんも？」と尋ねると、「はい。そば、

うどん、あと天ぷら、すし」ということだった。（フィールドノーツより） 

*aA3 〔Am さん１人が次女の通院から戻ってきた〕。Fが「しばらくでしたね。今はラマダンですよね」

と言うと、Am さんの表情が少しゆるみ、そうだと言って、テーブルの前に座った。Fが子どもた

ちもかと尋ねると、Am さんは「長女は今、練習。７日間、できる」と話してくれた。マレーシア

と日本は時差が２時間なので、母国なら午後７時までの場合、日本なら午後５時で終わることに

なる。そして、「日本は早い、暑くない」ため、「日本は〔断食を〕練習するのにいい所」だそう

だ。ラマダンの前に、Am さんと Za 氏は学校に行き、給食の時間は「長女を別室に連れていって

ほしい」と先生に話したそうだ。（フィールドノーツより） 
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A4-1 Am さんは、１年目は留学生寮に住み、２年目はＸ区に１か月住んだけれど、隣人と問題があって、

すぐに Y 区へ引っ越した。そして今年、長女の通院のために留学生寮へ戻ったと言った。この４

年間で５回、引っ越しをすることになる。隣で聞いていたもう１人の留学生の夫人も２年で３度

目の引っ越しだと言った。（フィールドノーツより） 

*bA4 次女は眠そうになっている。が、眠いとは言わず、「行きたい、行きたい」とぐずりだした。毎日、

「スーパー行きたい」と言うのだそうだ。Am さんは「スーパーの店員は私たちのことを知ってい

る」とおもしろそうに教えてくれた。（フィールドノーツより） 

 

《B：支援の開始と葛藤》 

〈B1：支援の開始と休止〉 

上述の「A2-2」のような経緯があり、2005 年８月、「幼児がいてボランティア教室（週

２回）に１回しか参加できない女性がいる。（欠席分の）フォローをしてほしい」と F は

Am さんに紹介された。自宅で学ぶのであれば、次女も Am さんと一緒に過ごすことができ

る。翌週から週１回、Am さんの自宅で一対一の日本語学習１８を始めることになった。 

Am さんと F はお互いにファーストネームで呼び合うことにし、「先生／生徒」という呼

称は選択されなかった。しかし、Am さんは持ち運びできるテーブル、ノートと鉛筆、桜教

室のテキストなどを準備し、その場は教室化していった（B1-1）。同時に、Am さんと F の

やりとりも「教室談話化」していった。F は桜教室のテキストを参照して助詞の例文のプリ

ントを準備していった（資料１）。Mehan（1979）は、典型的な教室談話の構造を「I-R-E」、

つまり「開始（Initiation）」「答（Response）」「評価（Evaluate）」だと分析している。F

が用意した例文が「開始」の役割を果たし、Am さんの答えが「答」、F の「perfect です」

が「評価」である（B1-2）。例文を一通り読み終えると、Am さんは沈んだ様子になってし

まった（*dB1）。 

 

〈B2：母国と家族の話をしたい〉 

Am さんの意思で日本語学習を開始し、かつ、教育機関のような制約がない Am さんの自

宅で、一対一で向き合って学習しているのに、Am さんが自責感にとらわれていることに対

して、F は違和感を覚え、教材の持ち込みを休止することにした。言語的な支援が保留にさ

れると、Am さんは英語、日本語、時には母語をまじえて天候の違い（B2-1）や家族のこ

と（B2-2）を話そうとした。さらに母国の地図を描いて夫と自分の出身地を示し、故郷へ

の帰省や「母国の食」について話し始めた。Za 氏が辛い物が大好きで、毎年、トウガラシ

の鉢植えを育てていることも説明した。Am さんが時間をかけて、「毎年、夏」と言おうと

したことをきっかけに、「毎年」という言葉は「毎日」「毎週」と一緒に漢字を知っていた

ほうが覚えやすいと考えて、F は Am さんに漢字学習を提案した（B2-3）。 

 

 



 

30 

 

〈B3：日本食について知りたい〉 

Am さんは、食について強い関心を持っていたが、その背景には家族のための食事作りが

あった。上述の「A3」のように、イスラム教徒の Am さん一家にとっては、日本での食生

活に様々な制約がある。長男の通う幼稚園にはお弁当を持っていく日があったという。東

南アジア諸国など高温の国々では、調理済みの食品を長時間、持ち歩く習慣はない。Am さ

んにとって「お弁当」は「作る」のも「食べる」のも馴染みのない習慣である。Za 氏も同

様である。そのような状況で、子どもたちに日本食を作りたいというニーズが明らかにな

っていった。 

Am さんは母国の料理について話すと、キッチンから栗を持って来て「栗ごはんの作り方

を教えてほしい」と言った（B3-1）。F がレシピを知らせると、Am さんは日本で初めて見

た野菜の食べ方、行事食の味や作り方、漬物の名前（*fB3）などを次々に尋ねるようにな

った。好奇心旺盛でギンナンを拾ってそのまま食べてしまったことも語られた。日常的に

Za 氏にも尋ねているが、情報源としては十分ではなかったようだ（B3-2）。こうして上述

の「B1-2」の「教室談話」（Mehan1979）とは異なるやりとりが行われるようになってい

った。まもなく自宅で日本料理を作ることができたと報告があった（B3-3）。 

 

〈B4：Am さんの資源が顕在化〉 

Am さんは日本料理に関心を持っていただけでなく、母国料理についても熱心に説明しよ

うとした（B4-1）。日本語支援の開始から２か月後にハリラヤという伝統的な行事が行われ

た。イスラム教の断食月（ラマダン）が終わったお祝いで、家族全員が伝統的な衣装を新

調し、友人同士が家庭に招き合って伝統的な料理やお菓子でもてなしあうという、いわば

日本の「お正月」に当たるような行事である。Am さんは F を招いて母国の料理や仲間た

ちを紹介した（B4-2）。Am さん一家に限らず、行事の際にはお互いに自宅に招いて料理を

ふるまう習慣があることも明らかになった。Am さん一家には、Za 氏の大学の同国人留学

生ネットワークに加えて、居住している市内や県内にもネットワークがあった（B4-3）。お

互いに料理の作り方を説明しようとして Am さんの母語と日本語を合わせた「ミックス」

の言葉も使われた（B4-4）。こうして食について話し合ううちに Am さんの言語的・文化的

リソースが明らかになっていった。 

B1-1 Am さんは F に「先生と呼びますか？」と尋ねた。F は「いいえ、（名前）で」と答えて、ファー

ストネームを伝えた。（フィールドノーツより） 

B1-1 Am さんは Za 氏を見送ると、何かを探しているように２つの部屋を行ったり来たりした。「本？」

とつぶやいたので、Fは「なくても大丈夫です」と声をかけた。Am さんは低いテーブルを運んで

から、ノートと鉛筆を持って来て、座った。（フィールドノーツより） 

B1-2 Am さんは例文に目を通した。そして、「I will go to my daughter‘s school today.」と英語で言っ

てから、日本語で「今日、私は小学校、行きます」と言った。F は「perfect」だと答え、その文

を Am さんのノートにローマ字で書いた。（フィールドノーツより） 
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*dB1 F が「今日は文法の復習があって、おしゃべりできなかったけれど」と言うと、Am さんは「私は

練習が必要です。夫は私に日本語で話さないけれど、子どもには日本語で話すから」と言って目

を伏せてしまった。（フィールドノーツより） 

B2-1 F が「今日はたくさんお話しましょう」と言うと、Am さんは「はい」と答えた。〔中略〕Fが「今

ごろ、マレーシアは？」ときくと、「暑いです。いつも暑い。雨が降ります。雨が降っても、暑い」

とすぐに答えが返ってきた。（フィールドノーツより） 

B2-2 Am さんはノートに「1nen ni 2kai」と書いた。F がテーブルの上にあった動詞のカードの

「kaerimasu」をノートに並べると、Am さんは「１年に２回、帰ります」と言った。Fが「私は」

と言うと、Am さんは「私は（故郷の町名）に１年２回、帰ります」と言った。（フィールドノー

ツより） 

B2-3 Am さんは Za 氏が辛い料理が好きだと言った。ベランダには１メートルぐらいに育ったトウガラ

シの鉢植えがある。Fはそれを振り返って「だからトウガラシを育てているんですね」と尋ねた。

Am さんは「冬、じゃない」と言って考え込んだ。Fが「春？」と言ったが、Am さんは強く首を

横にふって、「春、夏」と思い出しながら、「毎年、夏、夫はトウガラシを買います」と言った。 

（フィールドノーツより） 

B3-1 今、住んでいる留学生寮に引っ越してくる前は、長女と長男は他の幼稚園に通っていたそうだ。

給食がなく、お弁当を持っていった。日本人のお母さんたちはとても頑張っていて、お弁当がテ

レビのアニメのキャラクターを模したものもあった。外国人は Am さん一家だけで、「私はわから

ない。頭、痛い」と笑いながら、お弁当作りの大変さを説明してくれた。（フィールドノーツより） 

B3-1 Am さんは「栗ご飯の作り方を知っているか」と尋ねた。Fが「自宅にはレシピがある」と言うと、

Am さんは「長男（年中）の幼稚園の友だちがお弁当に栗ご飯を持ってきて、息子がそれを見て食

べたいと言ったから」だと説明を始めた。いつもの明るくのんびりした様子ではなく、使命感を

持っているような強い話し方だった。そして、キッチンへ行くと、ネットに入った栗を持ってき

た。Fは帰宅したら英語のレシピを送ると言って、手順だけ説明した。（フィールドノーツより） 

B3-2 Am さんは、「日本人がみんな並木道でギンナンを拾っているのを見たから、実を拾って食べたけ

れど、おいしくなかった」と顔をしかめて言った。F が驚いて、黄色いところを食べたのかと尋

ねた。Am さんは「喉が痛くなった、家族で食べたのは私だけだった」と答えた。Fは、ギンナン

の外側の実、硬いカラ、中身の薄緑の実を描いて、食べる部分について説明した。Am さんはカラ

の形を見ると、「スーパーで売っているのを見たことがある」と言った。（フィールドノーツより） 

*fB3 Am さんは「おにぎりについているのはダイコンか」と尋ねた。Fが「そう、タクワンですね」と

言うと、Am さんはわからない様子だった。Fは「売っている野菜はダイコンで、漬物になるとタ

クワンだ」と説明した。Am さんは「夫はタクワンという名前を知らないと思う、私たちはいつも

ダイコンと呼んでいる」と言って、笑った。（フィールドノーツより） 

B3-3 Am さんは、「栗ご飯、作りました。２回」と言った。Za 氏が栗の皮をむいてくれたそうである。

幼稚園のお弁当に持って行ったかと尋ねると、「いいえ、家で食べました。おいしかった。炊飯器

は大丈夫」と笑顔で答えた。（フィールドノーツより） 
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B4-1 Am さんは料理の本を持ってきた。お菓子のページを見せ、ハリラヤの時にはビスケットを作ると

言った。そして前のページに戻ると、この料理は辛いとか辛くないとか説明してくれた。（フィー

ルドノーツより） 

B4-2 F がラマダンはもうすぐ終わりかと尋ねた。Am さんは「明日まで。次の日はハリラヤのお祝いな

ので、11 時に家に来てください」と招待してくれた。（フィールドノーツより） 

B4-2 Am さんは、Fに「今日、暇？」と尋ね、あとで隣の寮にも行こうと誘った。F が「いいんですか？」

と確認すると、「大丈夫、ハリラヤだから」という答えだった。（フィールドノーツより） 

B4-3 同国出身の留学生たちは、寮ではなくアパートに住んでいるそうだ。「ラマダンの間、週末は順番

にみんなの家で食事をした」と Am さんは楽しそうに話を続けた。（フィールドノーツより） 

B4-3 市内在住のマレーシア人数十人が、県内全域のマレーシア人を招待して、料理を作ってふるまっ

たそうだ。（フィールドノーツより） 

B4-4 Am さんがみそ汁の作り方を尋ね、F がレシピを書き始めた。Am さんが「だし汁」は何かと尋ね

た。F は昆布をしばらく水につけ、広がったら火にかけて、沸騰する前に火を止めると説明しよ

うとした。「沸騰する」ことを英語で説明できず、手を動かしてブクブクと説明すると、Za 氏が

マレー語では「vivi」だと教えてくれた。そこで、３人で「vivi する」と言うことにして、F はレ

シピの続きを書いた。（フィールドノーツより） 

 

《C：協同的な活動の開始》 

〈C1：新たな活動の生成〉 

Am さんは「栗ご飯」、「みそ汁」を家族のために作ると、その他の日本料理の作り方も積

極的に尋ねるようになった。しかし、Za 氏が鍋料理が好物だと言っても、「食べたことがな

い料理は味がわからないから、レシピがあっても作れないと思う」と繰り返し言って、首

を横に振った（*hC1）。Am さんが再び無能感に陥ることがないよう、F は Am さんに一緒

に作ろうと提案した。Am さんは日本料理に関心のある留学生家族にも声をかけると言って、

Za 氏も交えて「一緒に料理を作って食べる会」の相談が始められた（C1-1）。 

 

〈C2：活動の資源は話し合いと分業〉 

上述の「B1」のように日本語学習支援が行われたのは月に２回ほどだったので、その後、

数週間かけて「予算」（C2-1）、「メニュー」（C2-2）、「参加者」、「場所」などを少しずつ話

し合うことになった。その間に Am さんが会場費の心配をしたことから、居住市の健康に

関する助成金を申請することになり、その申請時に「料理交流会」と名付けられた。 

第１回１９では、Am さんの同国・隣国ネットワークの留学生や家族と、留学生家族との

交流を望む F の PTA 仲間が集り、鍋料理と天ぷらを調理した。参加者（大人 16 人と子ど

も 12 人）の約８割が Am さんの友人で、Am さんの持っていたネットワークが顕在化した。

Am さんは主催者としてイスラム教・ヒンズー教の仲間を迎え、友人である留学生の夫人た

ちを迎えた。準備の際も、活動が行われている時間にも「分業」が行われるようになって



 

33 

 

いった（C2-3）。また、居住地域では購入が不可能だった食材（ハラール・チキンのひき肉）

を持ち込んだツールで加工し、同郷出身の留学生 Zg 氏に称賛された（*iC2）。 

こうして「作れない料理」や「買えない素材」は、仲間と一緒に料理を作るという活動

が行われるプロセスで可能なものに転換された。「話し合い」は、活動の開始後も続けられ、

料理の紹介は「持ち回り」とすることになっていった（C2-4）。会場は、公共の調理施設だ

ったため、使用時間に加えて、調理器具の整理整頓等の様々な決まり事を厳守しなければ

ならなかった。参加者にとって、それ以上の負担が増えないように、料理交流会自体の決

まり事はなかった２０。Am さんはじめ子連れの母親たちが参加しやすいように、活動への

出席や滞在時間、家族・友人の同行なども臨機応変に対応していた。また、活動中の言語

も各国語がミックスされるなど自由だった。料理交流会のルールを定義しようとするなら

ば、「厳格なルールを作らないことがルール」だと言っていいだろう。 

 

〈C3：活動の危機〉 

第１回の活動後に Am さんから平日の昼間に母親たちで日本料理を習いたいという提案

があった（C3-1）。しかし、直後に「長女が 1 月に入院・手術するため、できない」こと（*jC3）、

さらに「夫が３月に卒業することになり、帰国する」こと（*kC3）が語られた。Am さん

と F がそれぞれ友人を集めて始めた活動は、開始直後に継続が危ぶまれる状況に陥った。

その後まもなく Am さんの長女は無事に退院した。F が病院にお見舞いに行った際は、Am

さんは F と作成した漢字カードを持参しており、「病院ではたくさん日本語を使う」と学び

続けていることが述べられた。活動が小休止されたことによって、「母親向けの日本料理教

室」は実現されることはなかった。その代案として、F は、帰国前に母国料理を紹介してほ

しいと Am さんに頼んだ。 

 

〈C4：Am さんの新たな資源が顕在化〉 

第１回の活動から約２か月後、Am さん一家の帰国の約１か月前に、第２回の活動２１が

行われた。居住市内にはマレーシア料理店はなかったために、同国出身の留学生にとって

は「懐かしい故郷の味」となり、日本をはじめスペインやニュージーランド出身の参加者

にとっては「生まれて初めてマレーシア料理を食べる機会」となった。当日、Am さんは亡

母から譲られた民族衣装に身を包み、母の味見の仕方を話しながら、調味料やスパイスを

持ち込んで、辛いチキン料理とココナッツミルクのデザートを紹介した（C4-1）。 

 

〈C5：活動の生成＝つながりの生成〉 

Am さんは、当初の活動目的である「料理紹介」だけではなく、「他の人に会って話すの

がおもしろい」（C5-1）と言い、「たくさんのことを学んだ」（*mC5）と活動に価値を認め

た。積極的に初めて出会う他国出身の参加者に話しかけたり、料理をしている間にも、他

国の母親たちと語り合ったりする様子が観察された。たとえば、第２回では、母国料理の
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食材や調理法を丁寧に説明しながら、初参加の Gm さんの長男（当時９か月）をあやして

いた。また、Am さんと同国出身の男子学生たちが交互に抱っこしたりするように気を配っ

ていた。第３回では、Gm さんの料理を手伝いながら、初参加の Im さんを励ましていた。

Im さんが「まだ日本語があまり話せない」と言うと、Am さんは「同じ時期の自分よりも

ずっと上手だし、すぐに慣れる」と力付けていた（C5-2）。 

 

*hC1 〔Za 氏は、次女を連れて病院から帰ると、机に向かって、ノートパソコンを開いた。Am さんは

F が持参した日本料理の本を夢中で見ている。Fは次女と折り紙を始めた。〕 

Za 氏が「栗ご飯はおいしかった」と言うと、Am さんは、「次は、肉じゃがの作り方を教えてほし

い」と言った。F が肉じゃがのレシピを書き始めると、Za 氏が「僕は、鍋が好きなんですよ」と

言った。Am さんは「私は食べたことがないから、作り方がわからない」と言った。Fが「鍋は〔栗

ご飯よりも〕簡単」と言って説明を始めたが、Am さんは「食べたことがない料理は味がわからな

いから、作り方を聞いても作れないと思う」と困惑ぎみに繰り返した。F は近くの地域センター

にキッチンがあったことを思い出し、「もしよかったら場所を借りて一緒に鍋を作ってみません

か」と提案した。Za 氏がイスの向きをくるりと変えて、料理の話に入ってきた。Am さんは、留

学生寮にも日本料理を知りたがっている友だちがいるから声をかけてみると言った。（フィールド

ノーツより） 

C1-1 Za 氏もまじえて、料理を作る会の話をする。参加者は、マレーシアの２家族とインドネシア人家

族、フィリピン人家族らしい。（フィールドノーツより） 

C2-1 〔日本語学習支援の後〕急いで食事会の話をした。Am さんが少し心配そうに、お金はどのぐらい

かかるのかと訊いた。Fは、10 家族集まったら、場所代が１家族 500 円ぐらいと材料費が 500 円

ぐらいで１家族 1000 円から 1500 円ぐらいだと思うと言った。次女がぐずり始めたので、F は紙

ヒコーキを作ってあげて、もう少し話を続けた。Fは市役所のパンフレットを見せ、保健師 Zb さ

んが健康維持活動の助成金を教えてくれて、留学生にも参加してほしいと考えていると説明した。

Am さんは「いいですね」と答えた。申し込むと継続的な活動をすることになると F が言うと、

Am さんは「おいしい料理を作りましょう」と答えた。ぜひ Ze さんたちと相談してくださいと話

した。次女がまたぐずりだした。F が「遅くなって、ごめんなさい」と言って帰り支度を始める

と、Am さんは「いいえ。楽しかった。ありがとうございます」と笑みをたたえて見送ってくれた。

（フィールドノーツより） 

C2-2 〔料理交流会第２回で作るマレーシア料理の相談をするため、マレーシア料理の本を見ている。〕

Am さんは味付けに「トマトソースとかオイスターソースとかショウユ」を使うと説明した。Fが

「フィッシュソースでしょう？」と尋ねると、Am さんは首を横にふって「違う」と言って、立っ

て台所へ行き、黒い液体を小皿に少し注いでくれた。見た目はソースのようだが、F が味見する

と、ショウユのような塩辛さはなく、味もとても濃かった。F が「うーん、ショウユと違う」と

言うと、Am さんは嬉しそうな表情でうなずき、「でも材料は豆。ショウユと同じ」と言った。 

（フィールドノーツより） 
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C2-3 日曜日〔料理交流会第２回で作る〕マレーシア料理用の買い物の打ち合わせをした。Am さんは、

「Za 氏が金曜日に論文を提出する予定なので、土曜日に買い物に行かれる」と言った。そして Am

さんと Fのそれぞれの知人の参加予定者の人数を確認した。（フィールドノーツより） 

C2-3 Am さんは料理交流会の写真を見ながら、「D氏にお礼を言うのを忘れてしまったけれど、〔調理の

途中で足りなくなってしまった食材の〕買い物に行ってくれて、本当に親切だった」と言った。 

（フィールドノーツより） 

*iC2 〔料理交流会第１回で〕Zg 氏が、「チキン・ボールがとてもおいしいが、どこで買ったのか」と

質問しにきたそうである。Am さんは、Zg 氏の奥さんが作ったと答えたそうだ。Am さんは、同

郷出身の Zg氏に誉められ、とても嬉しそうだった。（フィールドノーツより） 

C2-4 〔料理交流会第２回が終わると〕Am さんが「お願いします」と言って、参加者全員で写真を撮っ

た。Fは次回のために会場を予約した日を伝えた。Za 氏が「何にする？」と皆に尋ね、「じゃあ、

スペイン料理は？」と提案した。（フィールドノーツより） 

C3-1 第１回の料理交流会のアンケートを見ながら、次回の相談をする。Am さんは「平日でもいい。学

生は参加できなくなるが、お母さんたちだけなら、もっとたくさん〔料理を〕習えるから、〔留学

生の夫人の〕友だちにも聞いてみる」と言った。（フィールドノーツより） 

*kC3 Am さんが「来年、帰ります」と言った。F が驚いて、「え、帰らないで」と言うと、もしかした

ら半年後になるかもしれない。Za 氏は今、博士論文を書いているからということだった。 

（フィールドノーツより） 

C4-1 Am さんは、ミキサーにかけたトウガラシを深い鍋に入れて、調理台で炒め始めた。味を見たり、

同国出身の留学生の夫人と話したりしながら、塩や砂糖を少しずつ足していく。日本料理にはな

いエキゾチックな香りがする。Am さんが微笑みながら、「私の母は匂いだけで味を見ないで、塩

が足りないとか砂糖が足りないとかがわかった」と話してくれた。（フィールドノーツより） 

C5-1 Am さんは活動を振り返って「とてもおもしろかった。他の人に会って、日本人とか、なんか、ス

ペイン人、あの東京から来た F の友だちとか。私たちは話ができるから、あの、自分について話

せるし、相手も自分のことを話してくれるから、これがすごくおもしろかった」と言った。 

（インタビューより） 

*mC5 〔料理交流会の第 1 回について〕Am さんは「楽しかった。I learned many things.」と言って、

嬉しそうに微笑んで、ソファの隣に座った。そして、調理室の片付けが時間までに終わったかと

尋ねた。F が大丈夫だったと答えると、Am さん一家は「長男のお遊戯会が 1 時からあったけれど、

ちょうど間に合った」と言った。（フィールドノーツより） 

C5-2 Am さんが Im さんに「あと、日本に、あと何年？」と話しかけた。Im さんは指を出して「２年

６か月」と答え、Am さんは「あー、２年６か月」と確認した。Am さんのそばを長男と次女が折

り紙を持って通っていく。Am さんは「〔Im さんの〕子どもは大きい、２人とも大きい」と言って

から、「だいじょうぶ、だいじょうぶ」と励ますように続けた。Im さんが「６か月あとで、日本

語が話せますか」と尋ねると、Am さんは考えながら、ゆっくり「んー、まだまだ、ちょっと、ち

ょっと」と答えた。（フィールドノーツより） 
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《D：漢字学習の開始》 

〈D1：日本語学習は優先順位が高い〉 

Am さんの日本語学習支援は、「毎週、火曜日の午前中」という予定で開始されたが、実

際に行うことができたのは、上述の「B1」のように約２週間に１回ほどだった。特に冬期

は乳幼児の次女が頻繁に病気になり、通院する場合には日本語支援は休みになった。F は、

Am さんにとって日本語学習の時間をとることが負担ではないかと案じた。しかし、子ども

の通院と日本語の時間が重なってしまった時には、Za 氏に子どもを任せて Am さんが１人

で帰宅したことなどから、日本語学習の優先順位が高いことがうかがわれた（*nD1）。 

料理交流会の開始と同時期に、Am さんと F の文法学習は日常生活の情報を読み取るた

めの識字学習に転換されていった。上述の「B2」のように、Am さんが「毎年、夏、夫は

トウガラシを買います」と言ったことを契機として、F は Am さんに漢字学習を提案し、

５回目の学習支援（開始後、１か月半）から、漢字の練習を始めた２２。F は市販の漢字練

習用のマス目ノートと名刺サイズのカードを用意した。マス目ノートの一番上の列に F が

手書きで漢字を書き、その下に Am さんがそれぞれの文字を書いて練習するという一般的

な方法である。漢字学習を始めると宿題がきちんとしてあり（D1-1）、ノートやカードには

Am さんが自分で調べたメモが書かれていた（D1-2）。 

 

〈D2：既得情報と漢字がリンクする〉 

Am さんはひらがな・カタカナが既習だと言ったが、メモをする時はローマ字を使ってい

た。「〔来日後は、日本語を〕子どもからたくさん覚えた」というように音声中心に学んで

きたようであるが、表記についても質問し、関心があるようだった（D2-1）。漢字の練習を

始めると Am さんの筆づかいは非常に美しく、「止める」、「はらう」などの筆遣いにも関心

があった。筆遣い２３がはっきりわかるように、F は水筆を持っていった。（D2-2）。練習を

する時の掛け声にはマレーシア語を使うこともあった（D2-3）。漢字の練習を始めると Am

さんの既得情報や日常生活の疑問が次々に結び付けられていった。これは文法の復習をし

ていた時にはなかったことである（D2-4）。 

 

〈D3：漢字が家族とリンクする〉 

漢字の練習に Am さんの日常生活がリンクされていくと同時に、長女や長男、夫も参加

するようになり、それに母国の父母の思い出が結び付けられていった。長女は小学校１年

生の２学期で、ちょうど漢字の学習が始まったところだった。Am さんと長女の間では、漢

字を「大きく書く」ことや、上手に書くと「花丸をもらえる」ことなどが既に話題になっ

ていた。漢字の学習が進むと、Am さんが長女に読み方を教える場面もあった（D3-1）。長

女だけでなく、長男（幼稚園年中）とも漢字の形について話したことがあった。また Za 氏

が Am さんの漢字の宿題に参加したことも楽しそうに報告された。こうして家族の中での

Am さんの位置づけは、「日本語を話さない母親」から「漢字の練習をしている母親」へと
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変わっていった（D3-2）。漢数字を練習した時に F は千円札を出して「千円」という漢字の

部分を一緒に読んだ。Am さんも母国のお札を出して見せ、印刷されている図柄やアルファ

ベットと「ジャウィ」という古い文字の説明をした。Am さんは子どものときに「ジャウィ

文字」を習ったことがあり、筆を使って練習したと言った。Am さんの漢字の書写が美しい

のは、その経験があるからだろうと考えられた（D3-3）。さらに、Am さんはジャウィ文字

のテキストも取り出して見せ、母親からの手紙にはジャウィ文字が使われていると言った。

続いて 100 円硬貨を出すと、父親のことについても語った（D3-4）。 

 

（D4-1：学びたいが葛藤を感じる） 

しかし、漢字学習の全てがうまくいったわけではなかった。Am さんが自習に力を注いだ

ことが、新たな自責感につながったことも語られた。100 字ほど練習すると、Am さんは「読

めるけれど、書けない（漢字がある）」と自習用のノートを作り始めた。F は、以前は「書

き取り練習」をしていたが、コンピュータができてからは必要ないと説明し、読み書きの

練習がしやすいように漢字カードの書き方２４を変えることにした。その数週後には、「宿題

をしていない」ことに対する罪悪感が語られた。Am さんの葛藤の背後には、「学習事項は

全て暗記しなければならないものである」「暗記できなければ、悪い学習者である」「宿題

はしなければならないものである」「宿題をしていなければ、教師に叱責される」という古

典的な学習観があり、自らを苛んでしまったと考えられる（D4-1）。 

 

〈D5：学びたい思いが循環しだす〉 

その一方で、Am さんは「少し読めるようになってから、おもしろいと思い、もっと知り

たいと思う」ようになり（D5-1）、漢字の数や墨の材料などについても関心を持ち、次々と

質問するようになった（D5-2）。先述の〈B2〉と同様、漢字学習についても「教室談話」

（Mehan1979）と異なるやりとりが行われるようになっていった。そして日常生活でも既

習の漢字が読めたと報告があった。Am さん宅では日本語の練習のため、常にテレビがつけ

られていたが、テロップに表示される出演者の名前の漢字から、「木村の木」や「中居の中」

が見つけられるようになったのである（D5-3）。 

 

〈D6：漢字に関する意識の変化〉 

また、来日当初は「夫と一緒に」行く必要があった外出先でも１人で漢字が読めるよう

になった。学校の表示や小児科医の看板など育児に関わる場面でも漢字が読めたことが報

告された（D6-1）。Am さんの文字の美しさは、水筆を使って書くと際立った。F だけでな

く、日本語に堪能な Za 氏や、日本人の子ども（F の娘で当時、小学校４年生 ）も Am さ

んの書く漢字が上手だと評価するようになった。Am さんは、自らの日本語力について「私

は練習が必要です」から、「漢字をたくさん習った」と自己評価を高めていった（D6-2）。

さらには、調理器具の取扱い説明書を読みたいと言うようにもなった。いわゆる既習漢字
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の数は限定的なものであったが、料理交流会の活動で使った「大さじ」や「小さじ」、一緒

に調理した「インゲン」と結び付けられて、読み解かれていった。Am さんの語りは、「子

どもたちの話す日本語がわからない」から「漢字を使って生活情報を得たい」と変わって

いった（D6-3）。 

 

*nD1 F が寮の入り口に着くと、Am さんが反対方向から歩いてきた。一緒に階段を上って、Am さん宅

に入った。Am さんは窓を開けたり、ノートを取りに行ったりし、F はテーブルを動かして、準備

をした。Fが次女のことを尋ねると、Am さんは「病院、主人と一緒」と答えた。３人で病院へ行

ったが、診察の時間が長引き、Am さん１人が日本語の勉強のために帰ってきたということだった。

（フィールドノーツより） 

D1-1 テーブルの上のノートを広げると、12 文字全部（日、月、一、二、三、四、五、川、田、人、車、

門）の練習がしてあった。F が「すごい」と丸をつけると Am さんはにこにこしながら見ていた。

（フィールドノーツより） 

D1-2 前回、Fが渡した漢字カードの裏面には Am さんの書き込みがあった。「半」の裏には「hanbun」、

「分」の裏には「二 ji 五 jupun」と書いてあった。（フィールドノーツより） 

D2-1 Am さんはノートにメモしようとして、スーパーはどう書くのかと質問した。F は「英語のスペル

でもいいし、ローマ字で suupaa と書いてもいいけれど、それは少し変でしょう。日本語で書くと

きはカタカナを使います」と答えた。（フィールドノーツより） 

D2-2 〔Fは「夫は毎年、夏、トウガラシの苗を買います」とローマ字で Am さんのノートに書いた。〕

次に、「毎年、毎月、毎週、毎日」と漢字で書き、ローマ字で書くと長いが、漢字では 2 つずつだ

と説明した。Am さんは「こう？こう？」と言いながら、「月」の漢字をノートに書き写した。 

（フィールドノーツより） 

D2-2 Am さんは水筆を水につけ、「田」の字を書いた。線がまっすぐで、角もはっきりし、形もいい。

Am さんは書き終えると、満足気に見ていた。Fはジャウィを書く時には、「止める」と「はらう」

の違いがあるか尋ねた。Am さんの説明によると、ジャウィは全部、はらって書くのが基本らしい。

Am さんは「じゃ、もう一度」と言って、色々な筆遣いのある字を選んで、書いていった。 

（フィールドノーツより） 

D2-3 F は「土」の書き順を、「横、縦、横」と説明した。Am さんがわかったという様子がないので、

カードを「横に並べる」「縦に並べる」と言ったが、Am さんはまだ考えている。F は立って、Am

さんの隣に座って、「横です」と言うと、Am さんは「tapi」だと言った。F が「縦は上から下」

と言うと、Am さんはノートに机の絵を書き、その下に丸を書いて、「bawah」と言った。その後

は、２人で「tapi、bawah、tapi」と言いながら、「土」の字を練習した。（フィールドノーツより） 

D2-4 F は宿題用に、「白」「黒」「赤」「青」の４枚のカードを書いた。「青」の裏に「blue(green)」と書

くと、Am さんが「どうして green？」と尋ねた。日本の古い言葉では同じだったらしく、信号も

blue と言うと、Am さんは、「はいはい」とうなずき、「青汁」と知っている言葉を付け加えた。（フ

ィールドノーツより） 
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D3-1 Am さんが「日」と「月」を書いた。線が真っ直ぐで、字も大きく、初めて書いたとは思えないほ

どきれいだった。Fが「日本では大きい字がいい字です」と褒めると、Am さんはちょっとはにか

んで笑い、「はい。長女は学校でいつも〔大きい字を書くのがいいことだと）聞きます〕と言った。

（フィールドノーツより） 

D3-1 F は宿題をチェックし、ぐるぐると丸をつけた。Am さんが「花丸」と言ったので、Fは花びらも

書いた。Am さんは「長女が小学校で花丸をもらってくる」と言った。（フィールドノーツより） 

D3-1 漢字の練習問題を読んでいる。長女が「しょうがっこう、なか」と読むと、Am さんが「ナカじゃ

ないよ」と注意した。（フィールドノーツより） 

D3-2 F が名刺サイズのカードに漢数字の「四」を書くと、Am さんは「中の線は両方ともカーブしてい

るでしょう」と尋ねた。Fの字は左側が真っ直ぐだったので、「すみません」と言って書き直した。

Am さんは、「長男が両手の指でその形を作って見せたことがあるから、知っている」と説明した。

（フィールドノーツより） 

D3-2 Am さんは Fが漢字の宿題をチェックするのをじっと見ている。漢字のマス目ノートの一番上に、

F が一文字ずつ書き、Am さんがその下に練習した。しかし、真ん中の列あたりに文字の角がゆる

く力が入っていない文字があった。F がチェックを止めてノートを左に見ていくと、その一列だ

けが上下の文字とは違っている。Fが困っていると、Am さんが「夫が書いた」と笑いながら、教

えてくれた。Za 氏もその日の漢字を一通り書いて、漢字の練習に参加したということらしい。 

（フィールドノーツより） 

D3-3 〔Am さんは立って、本棚の缶からお札を出して見せた。〕書いてある文字は、アルファベットと

「ジャウィ」という古い文字で、Am さんは習ったことがあり、筆を使って練習していたと説明し

た。Am さんはノートを開いて、流れるような美しい文字をさらっと書いて、「私の名前」だと言

った。F は「漢字がきれいなのはジャウィのおかげですね、バランスに気をつけるから」と言っ

た。Am さんは筆で練習したが、鉛筆で書くときは先の方を平らに削って書いたと説明してくれた。

（フィールドノーツより） 

D3-4 〔マレーシアのお札を見た後〕、Am さんは日本の 100 円玉を出して、「昔、日本人がマレーシア

に行った時、お父さんに会いました」と言った。お父さんがもらった 100 円玉に描いてあった桜

の花のことを、Am さんはずっと覚えていると言った。（フィールドノーツより） 

D4-1 Am さんがノートの一番後ろのページを開いた。左側のページに 30 字ほどの漢字が縦に書いてあ

る。「漢字」の右にはそれぞれの「ローマ字の読み」と「英語訳」が書いてある。右側のページに

は漢字の練習がしてあった。Am さんが「漢字を読めるようになったけれど」と言った。Fが「書

けないの？」ときくと、Am さんは「そう。だから、練習しようとしたけれど、まだ準備が全部で

きていない」と言った。（フィールドノーツより） 

D4-1 Am さんはノートを開いて、「宿題をしていない」と恐縮した様子で言った。F は「大丈夫、〔もう

すぐ帰国の〕引っ越しだし、日曜日はマレーシアの料理も作ったし」と言った。Am さんは少し安

心したようだが、さらに続けて「今日は主人の車で息子を送っていった。道が混んでいて〔帰宅

時間が〕遅れそうだから、F に電話しようと思った。でも主人が〔断りの電話をするのは〕宿題
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をしていないからだろうって」と言った。F が「もし学生だったら、宿題をしなさいとかテスト

をしますと言うけれど」と声色を変えて言うと、Am さんはようやくほっとした様子になった。（フ

ィールドノーツより） 

D5-1 あの、いくつか言葉がわかってから、あの日本語 が少し読めるようになってから、ちょっとおも

しろいと思うようになって。もっと知りたいと思うようになった。（F:漢字が好きでしたか、じ

ゃ？）あー、漢字が好き。はじめて、漢字勉強、好き。（インタビューより） 

D5-2 Am さんは練習の手をふと止め、「漢字はいくつ？」ときいた。Fは「小学校と中学校で 900 字。

新聞は 1945 字だけれど、あまり使わない字もあるから、新聞を読むには 500 字、日常生活は 300

字ぐらいでだいたいわかると思う」と答えた。そして「今、80 字ぐらい勉強した」と励ました。

（フィールドノーツより） 

D5-3 テレビで黒田氏と紀宮様のご成婚のニュースが放送されている。Am さんが気づいて「今日？」と

ニュースに見入る。Fが「ご主人は黒田さん」と言うと、Am さんは字幕の「田」の文字を見つけ

た。そして「この間、『木村』の『木』の字がわかった」とうれしそうに教えてくれた。 

（フィールドノーツより） 

D6-1 「漢字を習った後、初めて小学校に行った。前は男と女が漢字だったから読めなかった。子ども

がトイレに行きたいと言ったら、一緒に行って中をのぞかなければならなかった。漢字を習った

後は、おーこれ男、これ女よかった。」（インタビューより） 

D6-1 〔次女の発熱で病院へ行った時〕、Am さんは夫が車を取りに行く間、病院の外で待っていた。「病

院の外で待っていた時、看板、病院の看板、小児科、小児科って読めた。何曜日、病院が開いて

いるか、何時から何時まで、あの病院の名前、田口」。F が「読めましたね」と言うと、Am さん

は「はい。この頃、漢字を見ると、読もうとしているの」「知らない、わかんないの漢字、少しだ

け勉強して覚えている漢字を読んでいる」と続けた。（インタビューより） 

D6-2 〔Za 氏が帰宅し、イスに座って、Am さんの漢字の練習を見ている。〕Fが「Am さん、漢字、bagus、

bagus２５」と言うと、Za 氏は照れた様子で笑った。Am さんは練習を続けながら、「（私が漢字が

上手なことを）知らなかった？」とうれしそうに言った。（フィールドノーツより） 

D6-2 F の娘が部屋に入ってくると、Am さんの漢字ノートを見て、「Am さん、上手！」と声を上げた。

Am さんがうれしそうに顔を上げた。Am さんの長女ものぞきこみ、「お母さん、書いて？」と尋

ねた。Am さんは、「お母さん、〔漢字〕たくさん」と答えた。そして、Am さんは Fを見ると、達

観したような表情をして、「夫に話したことだけれど、もしここに来た時に、日本語を始めていれ

ば、今ごろ、読んだり書いたりできたかもしれないって」と言った。（フィールドノーツより） 

D6-3 Am さんは寝室から大きな箱を持ってきて、「手伝ってもらえる？」と言った。圧力鍋の取扱い説

明書を一緒に読んでほしいという。Za 氏にも頼んでみたが、「夫は私のためには読んでくれない

の」と笑った。F は既習の漢字を指差しながら、一緒に読んだ。Am さんはノートに英語とマレー

シア語でメモをとっている。Am さんは以前にも圧力鍋を使ったことがあるので、取り扱いの内容

はすぐにわかった。〔中略〕次に付属のレシピ集を一緒に読んだ。「大さじ」と「小さじ」は、漢

字を見てすぐに何かわかる。材料の「インゲン」も前回の料理交流会で一緒に料理をした野菜な



 

41 

 

ので、すぐにわかった。（フィールドノーツより） 

 

《E：協同的な活動と漢字学習後の変化》 

〈E1：日本語学習観の変化〉 

Am さんの語りは、協同的な活動（＝料理交流会）と漢字学習を通して、「できない」「わ

からない」から「このようにしたい」「このように続けたい」という見通しを語るように変

わっていった。 

まず、日本語については、帰国後も「日本語の勉強を続けたい」と述べるようになった。

Za 氏は機会があれば今後も日本で研究・就業を望んでおり、再度、来日する可能性がある

（E1-1）。日本語学習支援は「毎週、火曜日」行われてきたが、Am さんは滞日中の最後の

火曜日も、その時間を確保しようとした。帰国直前まで、漢字の学習は優先事項に位置づ

けられていた。最終日は春休み期間だったので、Am さんの長女・長男・次女と F の長女

は、同じ部屋で宿題をしたり、遊んだりしていた。F は Am さんが持ち帰れるように新し

い漢字カードを書いた。Am さんはいつものようにノートに漢字の練習を続けながら、帰国

後の生活や母国の家族について話した。Am さんは「日本語の勉強」と同様に、つながりに

も価値を見出していた（*oE1）。 

 

〈E2：協同的な活動に価値を見出す〉 

次に、料理についても価値を見出していたのは、レシピだけではなかった（*pE2）。Am

さんは当初から料理に非常に関心を示していたが、その関心の先には一緒に作った人、一

緒に食べる人の存在がある。Am さんは、「帰国後、母国の家族のためにパエリアを作りた

い」と述べた。協同的な活動を開始する前は、「鍋料理は（食べたことがないから）、レシ

ピがあっても作れない」と言っていたが、初めて料理交流会で作ったパエリアについては、

母国での米や具材、それに調理器具の代替案も考え出していたのである（E2-1）。Am さん

は未来への見通しを語るようになり、料理交流会の第３回に参加して帰国した。 

 

E1-1 Am さんは宿題だった分の漢字を書いている。線がまっすぐでしっかりしている。Fが「早く〔日

本に〕帰ってきてね」と言うと、Am さんは書く手を止めて、「日本語の勉強を続けたいと思って

いる」と言った。とても穏やかな様子で、続けることに希望を持っていることが伝わってきた。 

（フィールドノーツより） 

*oE1 〔帰国の数日前に〕Am さん一家の送別会を終えて会場を出ると、Am さんが、「今日は本当にあ

りがとうございました。じゃ、明日は、火曜日」と言った。F が引っ越しの準備は大丈夫かと尋

ねると、Am さんは「日本語、勉強しなくても大丈夫」と言った。（フィールドノーツより） 

*pE2 〔Fが第１回のレシピを多言語で作成しようと考えて、マレーシア語訳を頼むと〕Am さんはペー

ジをめくって「ひとつ、ひとつ、あーなんかおもしろいね」と言って見ていた。〔中略〕そして「英

語があるから、みんな大丈夫」と言った。Fが、「私も〔マレーシア語を〕覚えたいから、それに
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色々な言葉があるといいから」と付け加えると、考えて、教えてくれた。（フィールドノーツより） 

E2-1 Am さんは、「帰国したら、家族のためにパエリアを作ろうと思う。バスマティ〔マレーシア米〕

はスペイン米に似ているし、シーフードも豊富だし、〔パエリア鍋の代わりに〕フライパンを使っ

てみる」と言った。（フィールドノーツより） 

 

３．考察 

分析結果からは、言語的バリアに起因する生活上の孤立、および、その解決をめざした

はずの学習の場面での排除的な状況が明らかになった。また、転換の契機として Am さん

のニーズが開示され、来日後に潜在化されていたリソースがひとつずつ顕在化されていっ

たことも示された。生活上のニーズに応じて協同的な活動が、学習上のニーズに応じて漢

字学習が始められ、Am さんは否定的だった自己認識を肯定的に書きかえながら、新たな目

的を語るようになっていった。以下、図 2-1 の大グループ《A》～《E》に即して、Am さ

んの自己認識の変容と日本語のツール化のプロセスについて検討していく。 

 

(1)   Am さんの自己認識の変容について 

第一に、Am さんが自身をどのように見なしていたかについてであるが、《A》では、「子

どもの日本語がわからない母親」「ボランティアの日本語教室に通えない学習者」であった。

それが家族や周囲の人びとにも共有され、Am さんは日常生活と日本語学習のどちらの場面

でも「支援の必要な人」としてふるまわざるを得なかった。 

《B》では、Am さんは、「外国につながる児童」を調査していた日本人支援者２６から F

を紹介されて自宅で学習支援が開始されたが、「学習者＝被支援者」の立場が再生産され、

Am さんの自己認識はいっそう否定的になってしまった。支援が休止されると、「母国の天

気・食について話したいマレーシア人」「家族について話したい妻／母」として話し始めた。

敬虔なイスラム教徒の生活上のニーズとして、ハラールを守った日本料理を作りたいこと

が明らかにされ、「栗ご飯を作る母」となって、家族から称賛された。また「同国人のネッ

トワークがあり、もてなしの習慣があるマレーシア人」としてふるまい、伝統行事に F を

招いた。 

それらのリソースが顕在化したものの、夫の好きな鍋料理が作れないという葛藤が契機

となって、《C》では一緒に料理を作るという協同的な活動が開始された。Am さんは「イ

スラム教・ヒンズー教の仲間にハラールの日本料理を提供するマレーシア人」として仲間

を集めた。直後に、長女の入院・３か月後に帰国が決まって、開始されたばかりの活動は

継続が危ぶまれる危機的状況に陥った。そこで Am さんは、母国料理を紹介することにし、

「他国の友人を母国料理でもてなすマレーシア人」「料理上手な母の味見方法を紹介する娘」

としてふるまって、仲間から絶賛された。 

一方、学習上のニーズとして母国・家族・自分自身について語りたいことが明らかにな

り、文法学習は《D》の漢字学習に転換された。Am さんにとって漢字学習は優先順位が高
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く、「小学校 1 年の娘と一緒に漢字練習する母」「ジャウィ文字で手紙を書いた母の娘」「100

円玉を大事に持っていた父の娘」として語った。しかし、常に最優先できるわけではなく、

「読めるが書けない」「宿題をしていない学習者」だという否定的な感情にも悩まされた。

反面、日常生活では、「テレビのテロップがわかる」「子どもの通院先の病院の看板が読め

る母」であることに気づき、「もっと学びたいと考える学習者」として語るようにもなった。 

《E》の帰国直前には、「新しい調理器具の取扱説明書を読もうとする主婦」「帰国後も勉

強を続けようと考えている学習者」、「新たな仲間に会って話すことをおもしろいと思うマ

レーシア人」、「母国の家族にパエリアを作ろうと考える娘」として語った。 

 

 (2)   Am さんの可搬可能なアイデンティティを考える 

Am さんの「マレーシア人」「母親」「妻」「娘」などの側面は、来日後に潜在化されてし

まい、「支援の必要な人」「日本語を学ばなければならない人」という単一的な面のみが強

調されていた。このように、外国語学習者としての側面が強調された場面でのアイデンテ

ィティの変容過程について検討する際、Richards の「可搬可能なアイデンティティ

（Transportable identity）」は重要な枠組みを提供している。Richards は「学びにおける

社会的な相互作用の重要さ（Vygotsky 1962/1978）」に対する関心から、教室内での相互行

為をミクロなレベルで分析し、会話が持続する中で「教師と学生」という「初期状態のア

イデンティティ」が変容していく過程を明らかにしている。たとえば、Richards 自身の「可

搬可能なアイデンティティ」は、「白人・男性・中年・イギリス人・父親・芸術愛好家」な

どだが、通常、顕在化している。だが、言語学習の教室内では、しばしば潜在化されてい

るというのである（Richards 2006）。 

Am さんについても、「支援の必要な人」であった時は、「マレーシア人」「母親」「妻」「娘」

などの「可搬可能なアイデンティティ」は潜在化されていたと言えよう。それらが顕在化

されたきっかけは、上記のように、生活と学習の両面のニーズが明らかにされたことであ

る。また、その解決のために仲間を集めて新たな活動を始めたり、漢字の練習を始めたり

したこと、さらに、その両方の場面での葛藤に逡巡しながらも、家族からの肯定的な意見

が得られて、自己を肯定していったことである。その際、「マレーシア人」「母親」「妻」「娘」

という側面は、「子どもたち」「夫」「父母」「他国出身の仲間」との関わりによって更新さ

れており、来日以前と同じ「可搬可能なアイデンティティ」に戻ったわけではないことが

示された。言語学習の場面で、いったん潜在化されてしまった当事者の自己認識は、他者

との関係が構築されるプロセスで、変容しつつ更新されるものであることが Am さんの事

例から指摘できると考える。 

 

(3)   Am さんにとっての日本語の位置づけ 

 第二に、Am さんにとっての日本語の位置づけであるが、《A》では、来日後に「日本語

がわからない」「外出が怖い」というバリアであった。そこで、日本語の学習を望んだが、
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叶わなかった。その後の《B》での機能的な言語の学習のみを焦点化した支援は、Am さん

の「できない感」を強めてしまった。この間、日本語は言語的バリアのまま、Am さんをマ

イナス評価する障壁であり続けた。Am さんの否定的な自己認識が再生産されてしまい、F

も違和感を覚え、支援は休止された。その休止が転換の契機となった。目的が、日本語（文

法）学習から「おしゃべり」に転換されると、Am さんは率直に語り始め、新たな目的、す

なわち、生活上のニーズ（家族のために日本料理を作ること）と学習上のニーズ（母国・

家族・自分自身について語る）が明らかになった。そして、それぞれに対応し、《C》と《D》

という２つの活動が同時並行的に動き出した。２つの新たな目的が生成したことにより、

日本語は学習の目的から、新たな目的を達成するためのツールに位置づき、《F》では帰国

後の見通しが語られるようになっていった。来日後の疎外的な状況の要因が、生活上の孤

立と学習上の困難の悪循環であったことを考えると、それぞれに対応した２つの目的が同

時に生成したことは必然的であった。それによって、悪循環が断ち切られ、ひとつひとつ

が解決されていったと考える。 

以上のような言語のツール化のプロセスについて、木村の「再浮上する言語」という概

念を援用して検討していく。木村は、カナダの日系女性を対象として、大規模なアンケー

ト調査を行った結果から、移住当初、「障壁」として現地の人びとと「つきあっていくこと

へのためらい」を感じさせた言語（＝英語）」が、「移住後、時を経て、自己を実現するた

めのツールとして再浮上する言語」になると説明している。具体的には、「職業における上

昇志向を達成したり、ソーシャルネットワークを拡大したり、カナダでの生活に対するよ

り高い満足度を得る上で、重要な鍵」となる、いうなれば自己実現のツールとしての言語

力に転化されるというのである（木村 1997:ⅶ）。 

Am さんの事例に即して言えば、日本語は、《A》と《B》では「障壁と感じられる言語」

であったが、《D》と《E》では新たな２つの目的のツールとして、「再浮上する言語」に転

換されていったと言えよう。そのプロセスで、Am さんは、「漢字が少し読めるが、書けな

い」という自責感や「帰国が決まり、活動が続けられない」という葛藤にも直面した。そ

れらに対して、既習の漢字の全てが読めなくても「水筆の筆づかいが上手」であることや、

「日本料理を習うだけでなく、母国料理が紹介できる」というリソースが新たに表出され、

Am さんの自己認識は徐々に肯定化されていった。その背景には、１人で抱え込まずに適切

な助けを求められるようになったこと、言うなれば、助けを求められる関係性が構築され

たことがあげられる。「私にはできない」と全面的に否定するのではなく、仲間との関係を

通して等身大の自己を把握し、徐々に自己認識を肯定的に書きかえていった。そして書き

かえて行く際には、伝統的な教育観の持つ「欠損モデル」自体から解放され、自らの評価

を新たにして、「本当に役に立つ知識」に価値を認めていったのである。 

この間、Am さんは日本語をツールとして使う自分と向き合い、日本語は「障壁と感じら

れる言語」から、新たな目的を達成しうる手段としての「再浮上する言語」へと徐々に更

新されていった。日本語を学習目的として学ぶだけではなく、いわば生活の中に埋め込み、
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生活上の課題を達成する手段として使いたいという具体的な見通しを主体が持つことによ

って、日本語は「再浮上する言語」として位置づいたと言えよう。Am さんはそのプロセス

でツールの使い手としての自己を認識するようになり、主体性を取り戻していったと考え

る。 

「障壁と感じられる言語」と「再浮上する言語」は、一対一対応に更新されていたので

はない。「障壁と感じられる言語」は、捉えどころがなく、いわば、単体の障壁として当事

者の前に立ちはだかるものだった。その「わからない日本語」が生活に即した具体的な願

望（「調理器具の取扱い説明書を読みたい」「帰国後も漢字の勉強を続けたい」）に分節され、

ひとつひとつ実現されていくと、「障壁と感じられる言語」は抑圧の装置から、昇華される

ようにして、課題解決のツールとしての「再浮上する言語」に変わっていったのである。

言いかえるならば、「再浮上する言語」への転換の契機となったのは、「障壁と感じられる

言語」そのものであったと言える。「再浮上する言語」は、来日後に潜在化されてしまって

いた「マレーシア人」「母親」「妻」「娘」などの側面をひとつずつ実現するツールとして「再

浮上」しようにして明らかになっていった。以上が、木村の指摘した「再浮上する言語」

の内実であると考える。 

 

(4)   外国人母親にとっての地域社会へのソフトランディングのリソース 

以上のように、言語的な支援による抑圧状況と、生活のニーズに対応した協同的な活動

の生成の経緯を具体的な事例において検討してきた。漢字学習のプロセスでは Am さんと

家族との関係も変容していたが、それが協同的な活動の生成と同時進行していたことも明

らかになった。 

しかし、この段階での「再浮上する言語」は、まだ新しく、不安定なツールで、いわば

プロトタイプである。また、Am さんは、外国人一家の母で、母国での出産後に来日し、日

本では専業主婦であったことから、地域社会とのつながりを得にくい状況にあった。それ

では、日本人の家族や日本語の学習歴、就業、日本での出産、子どもの保育園通園などは、

地域社会へのソフトランディングのリソースとなり得るのか、また、「再浮上する言語」の

プロトタイプがどのように安定したツールになっていくのかについて、国際結婚家庭の Gm

さんの事例において検討する。 

 

第三節 事例２：Gm さん 

 

１．Gm さんについて 

Gm さんは、日本人男性と結婚し職を辞して、2002 年６月、来日した。非常勤の専門職

に就き、日本語を２年学習した。その後に自習を続け、日本語能力試験３級２７に合格した。

まもなく長男が生まれ、保育園に入園した。Gm さんは乳幼児健診２８で保健師 Zb さんに出

会い、育児サークルを経由して F に紹介された２９。 
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Gm さんの事例で使用したのは、①Gm さん宅の日本語学習支援 21 回と行事などの６回

（2005 年月 10～2006 年 11 月）のフィールドノーツ、②料理交流会第１回～第 22 回（2005

年 12 月～2007 年８月）のフィールドノーツ、③インタビュー３０の文字化資料である。そ

のうち調査の目的に直接関わらないもの３１を除外して 179 枚のカードを分析対象とした。 

 

２．結果 

KJ 法（川喜田 1996）によってカードを分類整理した結果を、図 2-2「Gm さんの複合的

な困難の要因と協同的な活動への参加」に示す。大グループは《A》から《E》の５つ、中

グループは〈A1〉から〈E2〉の 20、小グループは（A1-1）から（E2-1）の 53、「一匹狼

のラベル」は 15 枚（*a～* o）である。 

以下に、小グループ中の典型的なエピソード（フィールドノーツ・インタビュー）を引

用しつつ、図 2-2 の内容を文章化して示す。引用中、筆者が書き加えた部分は〔 〕内に示

した。《A》から《E》の大グループごとに、小グループ中の典型的なエピソードを一覧にし

て示した。Gm さんが日本語を使用した部分には下線を付した。 

概要は、まず《A》「来日後の複合的な困難」の要因が明らかにされた。そこで、生活に

は《B》「協同的な活動に参加」することが提案され、「肯定的に感じる」ことができた。学

習には『離乳食レシピカード』を読むことが提案されたが、《C》「読むことの喜びと苦悩」

が明らかにされた。そのプロセスを経て、《D》「つながりを得て、ツール観と自己認識が変

化」し、その結果《E》「私たち（ネットワーク）と日本語（ツール）に見通しを持つ」よ

うになった。 

 図 2-2 から明らかなように、収集データのほぼ半数が《A》「来日後の複合的な困難」に

関わるもので、外国人であること、日本語学習に関すること、居住市が外国人の集住地域

ではないこと、出産後の孤立的な状況、国際結婚家庭の課題、保育園に子どもを預ける際

の悩み、外国での離乳食などに集約された。 

 

《A：来日後の複合的な困難》 

〈A1：否定的な関係と感情〉 

来日後、Gm さんの周囲には、夫以外、英語を話す人がほとんどいなかった。Gm さんは

日本語の学習を始めたが、日本語を話すと、人が集まってきたり、注目されたりすること

が度々あり、「恥ずかしい」（A1-1）と思った。そして、わからなかったらどうしようと考

えて、「怖い」（A1-2）と感じるようになった。また、滞日期間が長くなると、外国人とし

て話題にされる時は、勧誘目的であったり（A1-3）、「基本的な質問」ばかり繰り返された

りすること（A1-4）に困惑した。さらに否定的な側面３２が強調されるのではないかという

不安も感じた（A1-5）。 
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【図 2-2：Gm さんの複合的な困難の要因と協同的な活動への参加】
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〈A2：日本語を学ぶ上での困難〉 

一方、日本語コースでは、いわゆる初級のテキスト２冊を修了した。しかし、中級のク

ラスでは、欧米系の学生がほとんどおらず、「漢字が大変３３」であるのに十分なサポートが

ないと感じ、「何もかも知っていなければならないように扱われ」て、クラスを辞めてしま

った（A2-1）。当時の体験は、「今まで勉強した中でいちばん難しいのが日本語」（A2-2）と

いうほど辛いもので、何度も F に語られた。その後、Gm さんは自習を続けたが、「漢字の

辞書が使えない」（A2-3）ことや「漢字を自習する順番」（A2-4）などに悩まされた。また、

日常生活でも「Yes/No がはっきりしない」、「オノマトペが多い」ことなども難しいと感じ

た（A2-5）。Gm さんは「日本人は susceptible（敏感な、影響を受けやすい）」なので、日

本語の使い方は難しいと言った。さらに、職場で発音をからかわれたことから、発音（ザ

行）にも苦手意識を持っていた（A2-6）。Gm さんは日本語能力試験の 3 級に合格していた

が、「教科書を勉強しただけで、日常生活では使えない」、「文法をよく知っているけれど、

どうやって使うかはわからない」ために、「日本語には自信がない」（A2-7）と言った。 

 

（A3-1：地方都市在住の困難） 

 Gm さんの居住地は、いわゆる外国人集住地域ではないため、同国人も少なく、Am さん

のようなネットワークはなかった。居住市の近隣には、母国料理のレストランや、そこを

中心とするエスニック・コミュニティもない。「東京に行ったら自分が外国人だと意識しな

い」が居住市ではそうではないことや、「方言がわからない」などの地方都市ゆえの不安が

語られた（A3-1）。 

 

〈A4：日本での出産後の困難〉 

Gm さんは日本国内で長男を出産した。自宅に近い私立保育園に預け、仕事に復帰した。

職場には子育て中の母親が、保育園には外国人の母親がいなかった。母国であれば、赤ち

ゃんの様子を見るために、隣人や親戚が頻繁に訪問する習慣があるが、日本では「夫の帰

宅が遅く、子どもと家に２人きり」で過ごすことになり（A4-1）、「社会から離れてしまう」

（A4-2）と感じた。日本での育児は想像していた以上に大変だった（*bA4）。母国であれ

ば「母親と父親がチーム」であるのに、「日本では何もかも〔母親が〕１人でしなければな

らない」ことが負担だった（A4-3）。 

 

〈A5：国際結婚家庭の困難〉 

このような母子の孤立状況はGmさんが外国人の母親であることに起因するのではなく、

現代の日本人の母親たちにも共通する困難である。さらに、Gm さんには国際結婚家庭の困

難も加わった。たとえば、母国に一時帰国した際には、長男が「床」でハイハイしようと

することに Gm さんの父親は反対だった。しかし、日本に戻ると、子ども用の靴を準備し

たことを批判され、日本にも母国にも合わせきれないと感じたことなどである（A5-1）。さ
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らに、「夫は子どもが日本人になることを期待」している。そこで、Gm さんは「母親が外

国人だから、（長男には）兄弟がいたほうがいい」（A5-2）という解決策を考え出していた。

しかしながら、「外国人だからいつも自分が子どものためにすることが日本では変ではない

かと考えなければならない」（A5-3）という重圧も感じていた。 

 

〈A6：有職/園児の母の困難〉 

Gm さんには、働く母親として乳児を保育園に通わせる際の困難もあった。保育園には、

「１日に５回の検温」・「冬期の薄着」・「持ち物に全部記名」などのルールがあり、習慣の

違いをひとつひとつ受け入れなければならなかった（A6-1）。また「保育園の連絡ノート（の

保育士の手書き文字）が読めない」（A6-2）ため、離乳食がわからないというのが、F に出

会った時の最大の問題として語られた。保育園の連絡ノートでは、Gm さんが書き間違えた

漢字が長期間に渡って書き直されるなど、日本語をマイナス評価されていた（A6-3）。保育

園からの配布物（写真など）を入れる封筒には子どもの名前が記入してあり、次回も使う

ために「返却する」ことになっている。Gm さんはそれに気づかず、数か月が過ぎ、その間、

保育園側からの口頭の説明はなかった（A6-4）。Gm さんと F は話し合って、日本語で経緯

を説明したメモを F が書いた。そして、連絡ノートにはさんだ（*dA6）。保育園では、メ

モを受け取って喜び、Gm さんに「もっと日本語を勉強してほしい」と伝えたそうである。

このように、保育園の中では外国人の母親としての困難があったが、保育園の外では、母

親たちが有職か無職かで二分されていることにも気づいた。そして「〔雇用形態が常勤でな

いと〕自分の時給とベビーシッター代が同程度になってしまう」という悩みも語られた

（A6-5）。 

 

〈A7：食生活/離乳食が困難〉 

Gm さんの最大の問題だと語られたのは、Am さんと同様、日本での子どもの食生活であ

る。母国と日本の食生活の違いから、離乳食として与えていいものも異なっていた（A7-1）。

また日本語の教科書では習うことがない「（保育園メニューの）『そぼろ』など簡単なこと

がわからない」（A7-2）という訴えがあった。また、「赤・黄・緑色の食べ物で栄養バラン

スをとる」（A7-3）、「日本の西洋料理（ピラフやドリア）」（A7-4）、「（野菜を）8 ミリ角に

切る」などの日本的な通念にも戸惑った。さらに、昼食と夕食のバランスが母国と日本で

は反対であることも負担に感じた（A7-5）。 

以上のように、来日後の Gm さんは、Am さんとは異なり、「日本語学習歴」があり、「有

職」で「保育園児の母」であったが、それらは日常生活をソフトランディングさせるリソ

ースとはなっていなかった。Gm さんの困難も「言葉が通じないので、子どもに友だちがい

ない」「保育園の連絡ノートが読めず、離乳食がわからない」と言語的バリアとして語られ

た。F は、Gm さんにとっての喫緊の課題が「食」と「読み」に関連するものだと考え、料

理交流会の第２回に Gm さんを招待した。また料理交流会開始以前の外国人の母親 Am さ
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んとの「支援する／支援される」という関係に陥らないよう、F は文法教材を提供するので

はなく、離乳食のレシピを一緒に読む３４ことを提案した。 

 

A1-1 〔Gm さんの職場では〕「誰も英語を話さない。〔中略〕最初、日本語で話したら、相手に通じず、

次々、人が集まってきて 10 人ぐらいに囲まれてしまった。」（フィールドノーツより） 

A1-1 〔なぜ日本語を話すと恥ずかしいかというと〕「前は日本語を話すと、みんな何かしていることを

やめて、私のことを見るの〔手を止め、口を開き、ぼーっと相手を見つめる真似をする〕。だから、

とてもとても恥ずかしくなった。誰も私の話を聞きながら、何か〔他の事を〕することはないの。」

（インタビューより） 

A1-2 Gm さんが「保育園が怖い」と言った。F が聞き返すと、「子どものことではない。自分のこと」

だと言う。「いつも注目されてしまって、〔日本語が〕話せない。みんなが見ているから、〔何かき

かれて〕答えがわからなかったら、どうしよう」と思ってしまうというのである。（フィールドノ

ーツより） 

A1-3 〔職場近くの喫茶店で〕コーヒーを頼んで、漢字の本を勉強していたら、日本人の女性に話しかけ

られた。日本語教師だと名乗ったそうだ。〔以前、宗教に何度も勧誘されたことから〕Gm さんは

この頃、気をつけていて、夫は日本人だと言ったら、相手はすぐにひいたそうだ。（フィールドノ

ーツより） 

A1-4 〔Gm さんは、料理交流会では日常生活とは違う人に会えることがいいと述べ、その理由を〕「〔初

めて会った日本人は〕たいてい外国人には基本的な質問ばかりする。どこに住んでいますか、何年

ぐらい、今までに訊いた質問ばかり。〔その質問が終わると〕どうやって会話をしていいかわから

ない」と述べた。（インタビューより） 

A1-5 Gm さんは、新聞でアジア人のスチュワーデスが、〔そうとは知らず〕偽造硬貨を持っていて 48 時

間、警察に拘束されたというニュースを読んだと言った。他に、西洋人の女性が駐車違反で口論に

なり、48 時間、拘留されたというニュースがあったそうだ。〔外国人のニュースが多いときに〕「銀

行に行くのはいやだと思う」と続けた。（フィールドノーツより） 

A2-1 「日本語のクラスに出席していて、初級を終わって、中級まで進んだ。テストも受けたし、うまく

やっていたと思う。でも、同国人はいなかったので私には難しかった。そして漢字が大変だった。

ほとんどが漢字圏の学生で、彼らはみんなわかっていた。先生は新しい漢字を書くと、その回りに

もっとたくさん漢字を書いて、他の学生はハッピーだった。私は質問したかったけれど、先生は一

言も英語を話さなかった。そして、クラスを辞めた」と Gm さんは文字通り、一気に話した。 

（インタビューより） 

A2-1 〔Gm さんに日本語コースと、今の学び方と何が違うのかと尋ねると、当時の辛さを話し出した。〕

「今、やっていることはわかる。離乳食の本で日本語の勉強ができるとは思わなかった。問題なの

は文化だと思うけれど、その説明をしてくれればわかる。クラスでは何もかも知っていなければな

らないように扱われた。たとえば、『僕』と『私』の違いが長い間、わからなかった」と訴えた。

（フィールドノーツより） 
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A2-2 Gm さんは、「日本語のクラスでは本当に苦しかった。今まで勉強はできたし、専門の勉強も大丈

夫だった。でも日本語は覚えても、覚えても、できるようにならなかった。今まで、勉強した中で、

一番難しいのが日本語だと思う」と一気に話した。（フィールドノーツより） 

A2-3 Gm さんは、以前、漢字の辞書を買いたいと言ったら、ご主人に難しくて使えないと言われたそう

だ。Fも漢字の読み方がわかるか、画数（stroke）がわからなければ、辞書をひけないと説明した。

Gm さんに使い方をきかれ、画数をだいたい数えて、13 画なら 14、15 のあたりまでみるか、「板」

なら「反」の読み方を guess して、チェックするかだと説明した。Gm さん驚いて、漢字の辞書を

使えるのは誰かとたずねた。（フィールドノーツより） 

A2-4 Gm さんが２級用の漢字の本を取り出す。ご主人と勉強しているが、いつもがっかりするようなア

ドバイスを言われる。Gm さんは「召」がある漢字を「紹」「招」とまとめて覚えているが、ご主

人は意味がわからないと言うのだそうだ。（フィールドノーツより） 

A2-5 Gm さんは「ねばねばそうめん」の「ねばねば｣は何かと尋ねた。Fがオノマトペだと言うと、Gm

さんは「保育園でよく聞くけれど、最初、なぜ大人が子どものように話すのかと驚いた」と言った。

（フィールドノーツより） 

A2-6 Gm さんは、「ギョウザが好きだけれど、自分ではオーダーできないの」と話し始めた。「以前、職

場の後輩に１時間以上、発音が変だと言われ続けた。最後には、ひどいと思って、stop と言った」

F が日本語のｚの音は舌先が上の歯についていると、右手を上の歯、左手を舌にたとえて、説明し

た。〔中略〕Gm さんはわかったと言って、繰り返し発音した。（フィールドノーツより） 

A2-7 〔日本語コースでは〕「たくさん勉強したけれど、教科書を勉強しただけだから、日常生活では使

えない。外に出て使うような支援をしないから。文法とか会話とか細かく分けて、全部のクラスに

行かなければならなくなって、１つのクラスと他のクラスのことを一緒に使えない。」 

（インタビューより） 

A3-1 「子どもが生まれる前は、夫の出張で一緒に東京に行った。母国料理のレストランもあったし、同

国人のコミュニティもあった。去年のクリスマスは教会にも行った。居住市の教会のサービスは日

本語なので、私にはわからない。居住市にはほんの少ししか同国人はいない。〔中略〕東京にいる

間は、自分が外国人だと感じない。」（インタビューより） 

A4-1 「〔居住市が週１回、主催している育児サークルに〕行った時、外国人は私１人だった。〔中略〕一

時帰国していた時、生活は全然違った。家族や兄弟や友人がいつも訪ねてきて、話をした。ここで

は子どもと２人で、夫の帰りは遅い。午後、子どもを保育園に迎えに行くと、ずっと２人きり。」 

（インタビューより） 

A4-1 「日本では、ただ人に会うことがとても難しいでしょう。いつも理由がなければならないから、食

事に行くとか、ミーティングとか。母国でならちょっとお茶を飲むとかするけれど、日本ではでき

ない。会うための理由が必要で、話すとか会うとか、ダンスとか歌とか。」（インタビューより） 

A4-2 「子どもがいると出かけることはとても難しい。子どもがいるから、外国人だと思ってこわがらな

いで、近づいてもらえるけれど、その反対に、子どもがいたら、社会から離れてしまう。たとえば、

ダンスをするとしたら、子どもは行かれない。」（インタビューより） 
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*bA4 「〔日本での育児は〕心配していた以上に大変だった。基本的に子育てはとても大変だと思う。想

像してみても、いつもこれほど大変だとはわからなかったでしょう。」（インタビューより） 

A4-3 「母国だったら、母親と父親がチームみたいで、どうすれがいいか考えていくと思う。日本ではお

母さんだけ、お父さんも手伝うけれど、何をしてほしいかを言わなければならない。たとえば日本

の予防注射は全然ちがうけれど、いつも私が考えて決めなければならない。夫も、yes/no を言うけ

れど、決定はしないの。私にはそういったことがとても大変。まるで、他の世界にいるみたい。子

どもに対して直接的な支援はないの。」（インタビューより） 

A4-3 「子ども同士にももっと関係がほしい。他のお母さんと自然な関係がない。お母さんが会ったり、

子どもが会ったり。〔中略〕日本では何もかも１人でしなければならないみたい。私だけなのか、

一般的にそうなのかわからないけれど。」（インタビューより） 

A5-1 「〔一時帰国中〕子どもは祖父母や従兄弟とたくさん話したから、１人きりではなかった。大変な

のは、子どもを床においてはいけないことだった。まだあまりハイハイしない。父は絶対いけない

と言ったけれど、最後には子どもが勝ったの。〔中略〕〔日本に帰国する時に〕母国で靴を買って、

たくさんのサイズをそろえてきたら、日本では、「お金の無駄」と言われた。でもお金の問題じゃ

なくて、靴をはく習慣を持つかどうか〔が大切〕。」（フィールドノーツより） 

A5-2 「私はもう１人、子どもがほしい。１人育てるのも大変だから、２人だったら、どうなるか。私は

子どもが好きなの、本当に。もう１つは、子どもにとっても兄弟と一緒に育つほうがいいと思って、

お母さんが外国人だから、２人のほうがいいと思って。外国人の母親から生まれた子どもが１人よ

り２人のほうがいいだろうと思って。」（フィールドノーツより） 

A5-3 「外国にいて、何が大変かというと、習慣や文化や何もかもがわからないことに加えて、自分が子

どものためにしようとすることが、この国では変なことじゃないかと考えることね。いつも〔日本

の〕社会に適応するためには、どういうふうにしなければならないかを考えなければならないの。」

（フィールドノーツより） 

A6-1 Gm さんは、保育園の持ち物に全て名前をつけたのだそうだ。（フィールドノーツより） 

A6-1 一昨日の保育園ノートの「１日の生活時間」には５回検温したと書いてある。37.2 度あった。この

保育園は 37.5 度までは登園可能。〔中略〕子どもにたくさん服を着せているので、その分、体温が

高くなっていると言った。F は日本では子どもに薄着をさせる習慣があると説明した。（フィール

ドノーツより） 

A6-2 Gm さんはすぐに保育園ノートを出して、今日のところを開いた。とても小さい、５ミリぐらいの

字で書かれたメニューを一緒に読む。「インゲン」がわからない。Gm さんは、以前 F が持ってい

った「料理材料の基礎知識」を持って来て、調べた。（フィールドノーツより） 

A6-3 Gm さんが、ノートの前のほうを見ながら、「今朝」という漢字を間違えていて、（保育園側から）

直されていたと話す。ノートをさかのぼって見ると、〔３か月近く前から〕だ。そして、先月末か

らは、「月」の字が保育園の先生の文字で加えられている。Gm さんは、さらに、ノートの枠外に

ある日付と曜日も、「木」を「本」と書いていたのだと、しかたがないわねというように話した。F

は、私もヨーロッパの人と話すときは、いつも「r」か「l」か聞きなおされるから同じだと言った。
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（フィールドノーツより） 

A6-4 保育園の「お知らせ」プリントを読むと、封筒は返却してくださいと書いてある。F が何気なく、

説明すると、Gm さんは知らなかったとショックを受けた様子。〔中略〕Gm さんは、「私は日本人

にはなれないけれど、日本社会で生活したい」と話した。（フィールドノーツより） 

A6-4 お詫びの手紙：「お便りの封筒をお返しします。今まで、お返ししなくてすみませんでした。今日、

袋の漢字を勉強して、わかりました。今まで気がつきませんでした。もし、何かあったら、口頭で

教えていただけないでしょうか。これからも漢字を勉強しますが、話していただくと、わかりやす

いです。よろしくお願いします。」（フィールドノーツより） 

*dA6 保育園の先生は、〔F が書いた日本語の〕メモを見て喜んだそうだ。そして Gm さんに、もっと日

本語を勉強するようにと言ったそうだ。（フィールドノーツより） 

A6-5 「日本の人はとても分けられているでしょう。２種類の女性がいるでしょう。仕事をしている母親

と、仕事をしていない母親。仕事をしていない母親は、仕事をしている母親が嫌い。〔中略〕〔仕事

をしていない母親は〕私たちのことを理解しないし、私たちにも彼女たちが理解できない。理解し

あうのはとても難しい。〔中略〕母国だったら、これほどはっきり分かれていない。ほとんどの母

親は仕事をしているし、何か活動があったら、仕事のあとの時間になるから。」（インタビューより） 

A6-5 Gm さんが、「パートタイムで仕事をしていると、託児で預ける料金や掃除を頼む料金と時給が変

わらない」と言った。（フィールドノーツより） 

A7-1 〔Gm さんが身近な日本人に〕「離乳食に何をあげるかきいたら、何でもあげたいものをあげてい

いと言った。1 ヶ月に 1 回、小児科医に行き、何を食べているかチェックするが、その先のことは

教えてくれない。〔中略〕お医者さんは、『卵はあげていない』と記録するが、いつからあげていい

か言わない。」（フィールドノーツより） 

A7-1 Gm さんは、そら豆を電子辞書で調べると、アレルギーがあるから、赤ちゃんにあげるのは心配だ

と言った。F が「そら豆で？」と聞き返すと、「地中海を中心にそら豆アレルギーの人がかなりい

る。場合によっては死に至ることもある」そうだ。（フィールドノーツより） 

A7-2 Gm さんが「そぼろは野菜？」と尋ね、Fが「ひき肉」だと説明した。Gm さんは「保育園のメニ

ューによくあるが、わからず、夫には野菜を食べていると話していた。」と言った。Gm さんが「何

の肉？」ときいたので、「そぼろ」だけではわからない、鳥そぼろなら、鳥肉とわかると答えると、

「こういうことがわからない」と言って、ほーっと安心した表情になった。（フィールドノーツよ

り） 

A7-3 Gm さんが、赤・黄・緑の話を知らないというので、日本の母親は子どもに食べさせようとして、

お弁当の時に気にしていると説明した。（フィールドノーツより） 

A7-4 Gm さんは、「ピラフ」はチャーハンと同じかと尋ねた。F は、チャーハンは中華風で卵が入って

いる、ピラフは西洋料理だと思うと説明した。Gm さんは、「ピラフ」については、聞いたことが

ないそうだ。（フィールドノーツより） 

A7-5 Gm さんは、母国の晩ご飯は軽いものだと話し始めた。子どもの頃はオムレツかサンドイッチで、

それにヨーグルトやフルーツを食べた。今もその習慣で、〔日本風の〕晩ご飯は辛いのだそうだ。
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（フィールドノーツより） 

 

《B：協同的な活動に参加：肯定的に感じる》 

（*eB1：活動の場で文字が読めた） 

Gm さんは長男（９か月）を連れて、第２回の料理交流会に参加した。先述したように、

帰国前の Am さんがマレーシア料理を紹介し、同国出身の男子留学生たちが交替で Gm さ

んの長男を抱っこしてあやした。Gm さんは「生まれて初めてのマレーシア料理」の調理に

参加した。そして、バターの箱に書いてあった漢字仮名交じりの文字を声に出して読んだ

（*eB1）。過去には日本語クラスで「漢字が読めない学生」として扱われたが、協同的な活

動の場では臆することなく、ゆっくりと漢字を読み上げることができた。 

 

〈B2：肯定的な気持ちになる〉 

そして、他国出身の外国人母親たちに出会い、「子どもが３人いる人は私と同じ」と共感

を語った（*fB2）。また料理を紹介し合う活動は、「楽しい」し「おもしろい」（B2-1）、参

加者は「やさしい」「心が広い」から「学び合える」（B2-2）と肯定的に感じることができ

た。Am さんのご主人のリクエストにより、第３回では Gm さんが母国料理を紹介するこ

とになった。 

 

〈B3：料理を紹介して楽しむ〉 

Gm さんは、母国の母親にも何度も連絡をして、パエリアとブラマンジェというメニュー

を考えた。そして、Am さんらのイスラム教徒の参加者に配慮して、デザートにはゼラチン

を使わず寒天で代用することにし、自宅で試作を繰り返した（B3-1）。当日はご主人の協力

を得て、会場に大きなパエリア鍋や食材を持ち込んだ（*gB3）。一緒に活動（＝調理・試食）

するために、通常とは異なる工夫をしたり、母語や日本語や英語を「ミックス」して準備

したりすることを含め、Gm さんは「料理を紹介してよかった」と語った（B3-2）。そして、

日本・他国の母親と子どもたち（２歳～小学生）や留学生が協同して料理をする様子を見

て、「料理なら子どもも参加できる」ことを評価した（B3-3）。 

 

（*hB4：以前、笑われた語も言える） 

「A2-6」に記したように、職場で発音をからかわれて以降、Gm さんは「ギョウザが好

きだけれど、発音が上手ではないから、１人で注文できない」と嘆いていた。しかし、仲

間の前では安心して「ギョウザが好きです」と明確に発音し、意思表示することができた

（*hB4）。その後、料理交流会第 16 回でギョウザを作ることができた。 

「*eB1」でバターの箱の文字を読み上げて、「漢字ができない学生」のイメージを払拭し

たことに続いて、「ザ行の発音」も相手に伝えてみようという勇気を出すことができた。こ

うして言語的なバリアによる過去のショックから協同的な活動の場で徐々に回復していく
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様子が観察された。同時に、日本語が協同的な活動のツールの１つとして再定位するプロ

セスでもあった。 

 

*eB1 〔料理交流会の第２回で〕Am さんが炊飯器に何かを入れると、Gm さんは「何ですか」と尋ねた。

Am さんは英語でカットされたバターだと説明した。Fがバターの外箱を渡すと、Gm さんは、「き、

れ、て、る、バター、あー切れてる」と読み、「あーこれは便利」と言ってうなずいた。 

（フィールドノーツより） 

*fB2 Gm さんは、キッチンに入って、お茶の準備をしながら、この間の Am さんの料理はおいしかっ

たと言う。F がいろいろ、話せたかときくと、Gm さんは、「Yes.３人子どもがいる女性は私と同

じ。彼女は日本で仕事をしないから、大変。ずっと家にいるでしょう」と続けた。 

（フィールドノーツより） 

B2-1 Gm さんはキッチンに入るなり、「日曜日はおもしろかった」と言った。（フィールドノーツより） 

B2-2 〔料理交流会の写真を見て〕留学生の Ya 氏が Gm さんの長男を抱っこしている写真を見て、Gm

さんは「みんなとてもやさしかった。ここで会った人は本当に親切だった」とおだやかに言った。

（フィールドノーツより） 

B2-2 「私はみんなが来るのは食べ物のためだと思っていない。あそこに来る人は、みんな他の文化を

知りたいと考えていて、すごく心が広いと思う。みんなからいろいろなことが習えると思う。」 

（インタビューより） 

B3-1 〔料理交流会の第３回では〕Gm さんはパエリアができると思うと言ってくれた。Gm さんが鳥肉

は使えるかと尋ね、Fはハラル・ミートを買えば大丈夫だと答えた。〔中略〕米は日本米ではなく、

細長い米がいいと言った。Fが探してみるというと、Gm さんが母国で買った米を使おうと言って

くれた。〔中略〕Gm さんがキッチンに入って、調理道具を出してくれる。その間、長男を Fが抱

っこする。Gm さんは６人用と 12 人用のパエリア鍋を見せてくれた。〔中略〕Gm さんが 20 人分

で、レシピを計算して、書いてくれると言った。一緒に作るサラダとデザートも考えてあった。 

（フィールドノーツより） 

B3-1 次に母国の料理を作るときは、ガスパッチョとトルティーヤを考えていると言った。 

（フィールドノーツより） 

*gB3 料理の日はいつかときかれて、３月 12 日に予約しているが大丈夫かと確認する。Gm さんはたぶ

ん大丈夫、夫も送ってくれると思うという返事だった。（フィールドノーツより） 

B3-2 F がクレープのレシピを日本語で言うと、Gm さんが急いでいるから、母語でねとメモをした。 

（フィールドノーツより） 

B3-3 Gm さんは「料理なら簡単。多かれ少なかれ何かできるし、何か見られるでしょう。」と言った。

（インタビューより） 

*hB4 〔Im さんの料理を〕試食しながら、日本人学生が隣の台湾出身の留学生に、次回はギョウザを作

りたいと話しかけた。Gm さんは、その２人の向かい側に座っていたが、身を乗り出して、話に

加わった。Gm さんはゆっくりと「私は、ギョウザ」と話しかけた。すぐに右隣に座っていた F



 

56 

 

を見ると、また２人に向かって「ギョウザが好きです」と言った。さらに Gm さんは「でも、い

つも買います」と言葉を続けた。F には、Gm さんが「ギョウザの発音はこれでいいんでしょう？」

と確認をとったように感じられた。（フィールドノーツより） 

 

《C：読むことの喜びと苦悩》 

〈C1：一人で読むために行動する〉 

Gm さんが最も困難に感じているのが、「日本の離乳食」だというので、F は Gm さんの

自宅に近い「スーパーのベビーフード・コーナー」へ同行して、一緒に長男の月齢に合っ

たものを確認した（*iC1）。また、日本の離乳食に関する情報を得るため、『離乳食レシピ

カード』（以下、レシピカードと記す）を読むことにした。同書は、いわゆる「ムック」（雑

誌と書籍をあわせたもの）で、カラー、B5 版大、離乳食の時期別に、1 ページに 4 つのレ

シピが、100～200 字程度で紹介されている。一緒にレシピカードを読みながら、リストを

作っていった。一方、Gmさんは自ら「保育園の連絡ノートを書き写す」ことを始めた（C1-1）。

Gm さんは「１人で読めるようになりたい」（*jC1）という課題を述べた。 

 

〈C2：読めて、わかって、安心〉 

レシピカードを読み始めると、教科書にはないが、日常的には使用される「青梗菜（チ

ンゲンサイ）」などの読み方を見つけ、過去の誤解にも気づいた（*kC2）。まもなく「今週

（連絡ノートで）読めなかったのは１つだけ」（C2-1）、「スーパーでも立ち止まって食品の

箱書きを読むようになったから、夫が驚いていた」（*lC2）と報告があった。レシピカード

を読むために、「既習漢字の情報」（C3-1）を使ったり、「語彙の理解に母語を参照」（C3-2）

したりするなど、初級のクラスで体系的に学んだ文法や漢字の知識も加えて、あらゆるリ

ソースを関連付けていった。 

 

〈C3：あらゆる資源を使って読む〉 

「A6-4」に記したように、保育園で日本語をマイナス評価された後、Gm さんは自信を

失ってしまったのではないかと案じられた。F は、失われた自信を取り戻してほしいと考え、

どのぐらい日本語ができるか試してみようと Gm さんに提案した。提案の内容は、文法項

目を復習した上で、日本語教育では「生もの」と呼ばれている素材３５を使うことである。

具体的には、Gm さんの既得情報とリンクできるように、Gm さんの母国の観光地に関する

新聞の短いコラムを選んだ。Gm さんは、母語や母文化に関する情報を駆使して取り組んだ

（C3-3）。 

 

（*mC4：レシピを資源として自分で作る） 

また「レシピカードを見て自分でも作っている」（*mC4）という報告もあった。当初、

読み練習の対象だったレシピカードが、離乳食を作るための「ツール」としても利用され
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るようになった。 

 

*iC1 Gm さんがよく行くというスーパーに入った。店の人に豆腐と赤ちゃんせんべいはどこにあるか

尋ねた。赤ちゃんせんべいはないが、赤ちゃん用のビスケットを見つけ「７ヶ月」と書いてある

ことを確認した。〔中略〕次に、豆腐売り場へ行く。Gm さんがどれがいいかと尋ねた。F は値段

が高いのはだいたいいいと答え、２人で笑った。（フィールドノーツより） 

C1-1 Gm さんが練習していると言って、大学ノートを開いて見せてくれた。保育園の連絡ノートに書

かれたメニューや食べた量を、書き写していた。Am さんの漢字の練習方法を見たときのように、

本当に、読み書きを覚えたいのだと感じた。相当の時間がかかっているだろう。（フィールドノー

ツより） 

*jC1 Gm さんは、「漢字を１人で読めるようになりたい。いつも夫に尋ねている。〔中略〕自分で、読

めるようになりたい」と言った。（フィールドノーツより） 

*kC2 〔レシピカードの「青梗菜」が前週にわからず、F が調べ、翌週に説明した。〕「青」が「ちん」

ではないが、中国語の発音だからだと説明したが、Gm さんは腑に落ちない様子だった。そこで F

が「北京」と書いて、Beijing だと読み、日本では「ペキン」と発音すると説明した。〔中略〕Gm

さんは、日本語コースのクラスメートが「ペキンから来た」と言ったので、Gm さんは「ペキン

は中国のどのへんか」と尋ねたことがあった。「相手はちょっと驚いた様子だったけれど、私は首

都 Beijingはどこですかと聞いてしまったのね」とうなずいた。（フィールドノーツより） 

C2-1 Gm さんと F は、ダイニングに座って、保育園の連絡ノートをひらく。Gm さんが１つ読めなか

ったというので、メニューを読む。Gm さんは「〔それ以外は〕本当にわかるようになった」とう

れしそうに言った。（フィールドノーツより） 

C2-1 〔保育園の〕「メニューが読めるから、今は食べ物をコントロールできて、安心」と言った。 

（フィールドノーツより） 

*lC2 Gm さんは、「一緒に勉強をして、外でも文字を読むようになった。〔買い物の時〕立ち止まって、

食品の内容などを読むので、夫が驚いていた」と言った。（フィールドノーツより） 

C3-1 最後のページのレシピカード作成者の苗字が読めた。職場の人と同じ苗字だからだそうだ。 

（フィールドノーツより） 

C3-2 Gm さんはレシピカードを開いて、音読し始めた。「ぶり大根」を見ると、ぶりが好きだと言って、

カードに「骨」「皮」とメモした。「母語では人間と動物は同じ“骨”だけれど、魚の骨はバラのと

げと同じ単語。英語でも人間と魚の骨がどちらも“bone”で同じでびっくりした。日本語もそうな

のね」と確認した。（フィールドノーツより） 

C3-3 〔新聞記事を読む。Gm さんの母国でも有数の観光地の記事。〕まず、タイトル横の国の名前を見

ると、すぐにわかる。中央のある島の名前をさすと、あーと言う。その島は、「外国人に人気があ

って、レストランのメニューは英語とドイツ語で、私は行っても読めなかった」と話してくれる。

（フィールドノーツより） 

*mC4 Gm さんは、「レシピカードを見て５倍粥を作ったら、長男も喜んで食べた」と言った。「以前、
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炊飯器で作ったお粥は、うまくいかなかったし、長男も食べなかった。この本のレシピはいい。

本が見やすいから、作ってみようと思った」と続けた。（フィールドノーツより） 

 

《D：つながりを得てツール観と自己認識が変化》 

〈D1：活動が学びや人間関係の資源になった〉 

料理交流会の活動が回を重ねると、一緒に調理した食材や、参加者との人間関係などが

Gm さんの生活と学習にとっての新たなリソースとなっていった。まず、食材についてであ

るが、保育園の離乳食のメニューの１つである「金時」が、Am さんが紹介したデザートの

食材として理解された。１歳児までのメニューは手書きで時間割に書き込まれており、約

30 品目ある。非常に文字が小さく、読みづらかったため、F がリストを作成し、Gm さん

と一緒に読んだ。その際、「金時」は「さつまいも」の別名で、「前回の料理交流会で調理

した食材」として再認識されたのである（*nD1）。また、「です・ます」と「普通体３６」の

使い分けの説明には、参加者の人間関係を具体例として考えた（*oD1）。 

Gm さんが料理交流会の第３回で母国料理を紹介したことで家族からの評価が変わった。

前述のように、パエリアを紹介する前に、Gm さんは何度も母親に相談していた。当日のパ

エリアの写真とレシピを英語・スペイン語・日本語で Web 上に公開したところ、母親と妹

が見て褒めてくれたと Gm さんは嬉しそうに語った。そして、弟はブログ上に書き込みを

してくれた。また、印刷されたページを見た夫は「maruha（＝有閑マダム）の集まりでは

ない」と言って、称賛したそうである。Gm さんは、母国と日本の双方の家族から、「パエ

リアを各国の仲間に紹介できた」という新たな評価を得たのである（D1-1）。 

その弟は、数か月後に旅行で来日し、「地域の夏祭りで料理交流会のメンバーに出会っ

て一緒に楽しむ」こともできた（D1-2）。家族から肯定的な評価を得た後、Gm さんは来

日直後の同僚女性を、料理交流会に招待した。同僚女性は、当日の料理紹介者の N さんと

親しくなり、３カ月の滞在期間中、日常生活に大きなサポートが得られたということであ

る。Gm さんは、「（同僚女性はかつての）私と同じ」だと考えて、招待し、その同僚がサ

ポートされたことによって、「私も助かった」と述べた（D1-3）。 

 

〈D2：自己認識の変化〉 

Gm さんは、料理交流会が一緒に料理を作るだけでなく、「違う人に出会い」、「一緒に

時間を過ごす」ための場でもあると語った。そして、料理交流会に参加するようになった

ことで「社会が見えるようになった」と考え、その理由を「私たちがグループ」だからと

も述べた。協同的な活動で起こっていることについて、「一緒に問題を解決したり、子ど

もの社会を作ったりしていく人たちのグループを料理に招いている」（D2-1）と説明した。

それによって、Gm さんの見方・考え方・ふるまい方が大きく変わったことも語られた。

Gm さんが料理交流会で出会ったのは、「普通の生活をしている、普通の人」で、それぞれ

の「問題がある」と考えるようになった。そして、「みんなが同じ場所で、同じになるか



 

59 

 

ら普通に話ができ」て、日常生活の課題に手助けしてもらえると述べた（D2-2）。その結

果、Gm さんは「今まで日本について限られた見方をしていたこと」に気づいて、「日本人

観も変わった」ことが語られた（D2-3）。料理交流会に参加してから、「生活がずっとやり

やすくなった」と考えるようになった。その理由は、一緒に料理をして、今まで食べたこ

とのないものを食べ、それについて人と話すことを、「とてもおもしろい」と感じるように

なり、「私がハッピーになったから」だと述べた（D2-4）。 

 

〈D3：ツール観の変化〉 

 家族からの評価と自分自身の価値観が変わると、Gm さんの日本語力に関する評価も変化

していった。「C3-3」に記したように、保育園の封筒返却の問題後に新聞記事を読むと、「思

っていたよりずっと読める」と述べた（D3-1）。そして、「日本語を話すのが、前ほど怖く

なくなった」、「以前は緊張したけれど、今は乗り越えられた」（D3-2）と思えるようになっ

た。その背景には、「クラスではいつも完全な文法を使わなければならない」と感じていた

が、料理交流会では「100%完璧には話していないけれど、誰かわかってくれる人がいる」

（D3-3）と考えられるようになったことがある。料理を紹介した時に、「英語を話さない人

も私の料理ができた」ことによって、「私の日本語も理解できるものだってはっきりした」

と思えるようになったからである（D3-4）。 

 

*nD1 〔レシピカードを読む。〕Gm さんが「金時煮豆は何？」と尋ねた。F は金時が sweet potato の別

名だと言い、前回の料理交流会のデザートだったと説明すると、Gm さんはすぐにわかった。母

国ではさつまいもを観賞用に育てるが、食べないそうだ。（フィールドノーツより） 

*oD1 〔Gm さんが「です・ます」と「普通体」の使い分けについて尋ねた。〕料理交流会の写真を見な

がら、説明した。GU さんは先輩だが、Fより若いので、話す時は「です・ます」と「プレーン・

フォーム」が混ざる。E 氏は滞米経験が長いから、対面で話すときもメールでも普通体を使って

いる。が、ゼミで話すときは、「です・ます」になる。（フィールドノーツより） 

D1-1 料理交流会のブログ用に、Gm さんの紹介した料理とレシピを印刷したものをご主人に見せたら、

「maruha の集まりではない」と驚いたそうだ。辞書で調べると、「有閑マダム」と書いてあった。

（フィールドノーツより） 

D1-1 Gm さんが、ブログを見て、弟が喜んで書き込んだあとに電話をしてきたと話す。まだ F の返事

をチェックしていないが、F がスペイン語を書いたことを言ったら、喜んでいたと続ける。F は、

本を調べて書いたことを話す。〔中略〕お母さんも妹さんもブログを見て、パエリアがとてもおい

しそうに見えると言ったそうだ。でも２人はコメントを書かなかった。非常に生き生きとした話

し方を聞きながら、母国の代表として承認されたのだと感じられた。（フィールドノーツより） 

D1-2 〔地域の夏祭りに、Gm さん・長男、旅行で来日した Gm さんの弟、F と F の長女の５人で遊び

に行った。料理交流会のメンバーに数家族に出会って、一緒に時間を過ごした。〕Gm さんは、「も

し他の場所で祭りに行ったら、誰も知っている人に会わなかったでしょう。１人だったら緊張し
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たけれど、知っている人がたくさん周りに集まってきて、とてもうれしかった。今まで日本では

そんなことはなかったから、初めてだったから。〔中略〕料理交流会じゃなかったけれど、同じメ

ンバーがたくさんいたから。今までこういう機会はなかった」と述べた。（インタビューより） 

D1-3 〔Gm さんは来日直後の同僚女性を料理交流会に招待した。〕「（同僚女性の）お世話で非常に忙し

くなった。来日時の私と同じで何もわからないの。彼女は滞日期間が限られているから、待たず

に、何でも〔誰かに〕聞こうとするし、日本語も習おうとしないの。」（フィールドノーツより） 

D1-3 「同僚の女性は料理交流会で N さんに会って、その後に自転車をもらうことができた。」 

（フィールドノーツより） 

D2-1 「私は、みんなが食べ物と料理だけのために関心があるのではないと思う。みんな、集まって一

緒に時間を過ごすために来ると思う。料理をするためだけではなくて、一緒に時間を過ごして、

違う人に会いに来ると思う。」（インタビューより） 

D2-1 「料理交流会を通して、この社会が見えるようになった。F に会って、F の社会がわかって、自

分の社会がわかって、そうしたら、日本人の生活は F の生活みたいだと思ったかもしれない。で

もいろいろな人に会ったら、もっと幅広い見方ができるでしょう。みんな、普通の人で、私たち

の誰も変ではない、誰でも問題があるし、自分の生活スタイルがあるって時々、考えるようにな

った。そうなったのは、私たちがグループだから、わかるようになったと思う。料理交流会の前

と、私の生活はすっかり変わって、ずっと満足している。夫にもそう言ったの。」（インタビュー

より） 

D2-2 「料理交流会で会った人は、普通の人たちで、普通の生活をしていて、私と同じような問題を持

っている。たとえば、冬が来て、私の一番の問題は子どもとどう過ごすかだけれど、誰もどうし

たらいいか教えてくれなかった。いろいろな人に尋ねて、H さんに尋ねたら、教えてくれたの。

３人の子どもが小さいときにどうしたかって。雪の中で少し遊ぶって。だから、料理交流会の人

は、私みたいに、同じような問題があるって考えるようになった。集まっている人は同じ問題が

あるって。」（インタビューより） 

D2-2 〔育児などの日常生活の問題に手助けしてくれる人に出会えるのは〕「何かの活動とか、料理交流

会とか、人に会えること。そういうところなら、みんなが同じ場所で、同じになるから。」 

（インタビューより） 

D2-3 「日本の文化や日本人について、たくさんのことがわかるようになったし、私の日本人観も変わ

った。たとえば、日本人は仕事だけに関心があって、家に帰って、ご主人に食事を準備すると思

っていた。でも、いろいろな人がいて、いろいろな話をして、子どものことや、自分で買い物に

行ったり、ご主人にだけ関心があるわけではないことがわかった。職場では、仕事と家庭、仕事

と家庭だから。」（インタビューより） 

D2-3 「今まで、日本についてとても限られた見方、職場の人に限られた見方だけをしていたことに気

づいた。世界中、どこに行っても同じような人がいることに目を向けられるようになった。」 

（インタビューより） 

D2-4 「料理交流会のあと、私の生活はずっとやりやすくなったの。F が食べ物と子どものことを手伝
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ってくれたから。こんなふうになるなんて、全然思わなかった。」（インタビューより） 

D2-4 「それから、料理交流会に行くようになってから、これまで食べたことのないものをたくさん食

べるようになった。誰かと一緒に料理をするのはおもしろいし、いつもたくさん笑っているでし

ょう。私が変わったといえば、とてもハッピーになったこと。私がハッピーだったら、個人的に

ハッピーだったら、子どもにもストレスがかからないでしょう。それが一番大きなことでしょう

ね。子どもがストレスなのではないの、子どもそのものじゃない。ストレスになるのは、子ども

と一緒の日本での生活で、子どもそのものじゃない。」（インタビューより） 

D2-4 「この頃は、料理交流会で作ってみよう、みんながあれこれ作って、とても楽しめるからって。

今、そう考えるようになったのは、私がハッピーだからだと思うわ。テレビを見ると、いつも料

理のことを考えるようになった。（インタビューより） 

D2-4 「前は料理にはあまり関心がなかった。〔中略〕以前は、私は食べることや味や盛り付けには関心

があったけれど、作ろうと思わないから、どうやって作るかに興味をもったことはなかった。だ

から夫に責められて、気をつけるようになった。あまり注意をはらったことはなかったけれど、

料理交流会の後で、どうやって料理をするかを話すのがとてもおもしろいことがわかった。」 

（インタビューより） 

D3-1 「新聞を読んだのはとても面白かった、初めて読んだから。日本語コースでも読解のようなこと

をしたけれど、よくわからなかった。〔中略〕今までは、漢字があって、ひらがな〔読み方〕がわ

からない時は、もう１つの漢字を調べて、ひらがなをみつけて、それから読み方を調べなければ

ならなかった。だから１つの文を読むのに 30 分ぐらいかかった。でも F が漢字は飛ばして、飛

ばしてと言ったから、今はもっとよく読めるようになった。〔中略〕全部はわからないけれど。」

（フィールドノーツより） 

D3-2 「料理交流会に行くようになってから、人と話すのがあまり怖くなくなった。」（フィールドノー

ツより） 

D3-3 〔日本語コースでは〕「とても文法に関して厳しくて、いつも完全な文法を使わなければならなか

った。でもコミュニケーションのためだったら、そうではないと思うけれど。」（インタビューよ

り） 

D3-4 〔他の場所では、特別扱いをされて〕「そうされると、私はとっても緊張するの。でも料理交流会

では、日本人じゃなくて日本語を使わない人もいるし、料理をしているから、誰も手を止めたり

しない。みんな私を見るけれど、〔作業しつつ見るまね〕、恥ずかしいことはなかった。みんな話

を聞きながら、何かをしていたから、だからうれしかった。」（インタビューより） 

 

《E：「私たち」と日本語に見通しを持つ》 

〈E1：協同的な活動に見通しを持つ〉 

Gm さんの家族からの評価、自己認識、ツール（＝日本語）観が変化していくと、Am さ

んと同様に、「私はこのようにしていきたい」という見通しが語られるようになっていった。 

まず、つながりについては、料理交流会の外についても視野に入るようになってきた。
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そのひとつは、日本での定住を視野に、在外公館に打診された「同言語話者のネットワー

ク作りを引き受けよう」と考えたことである（E1-1）。もうひとつは「何語でも大丈夫な

レストランを始めよう」と言って、「今後に出会うであろう他者」に向けても居場所を提

案したことである。その実現可能性はともかく、Gm さんは料理交流会で獲得した「私たち」

を、開かれたつながりにしようと考え始めたのである。そして、料理交流会の仲間につい

ても、数週間に１回の活動以外の時間に「１人でいても仲間のことを考える」ことがある

と述べられた（E1-2）。 

 

（E2：日本語学習に見通しを持つ） 

次に、ツールとしての日本語についての見通しである。Gm さんは、「日本語の試験を受

ける」、その後には、「資格試験も受ける」と言って、日本語を自己実現のツールとして位

置付けるようになった（E2-1）。 

 

E1-1 〔料理交流会のブログを準備しながら〕「〔ブログが〕できたら、居住県内の同国人にも知らせたい。

領事館から連絡があって、災害時の安否確認係りを頼まれた。どうしていいかわからず、断ったけ

れど、何度も頼まれた。自分が〔日本に〕永住するかもしれないし、母国の関係者がわかるとうれ

しいから、引き受けることにした。」（フィールドノーツより） 

E1-1 Gm さんが、クレープを焼きながら、「私たちはレストランを始めたらどうか」と言った。F は冗

談だと思って、「そうね」と軽く請合った。Gm さんは、「F が作って、Gm さんが相談にのり、子

どもたちが運ぶでしょう」とかなり真顔で話を続けた。F は、「それは児童労働になってしまう」

と笑い出した。Gm さんは、「前に仕事のストレスが高かった時、他の仕事をするなら、子供服の

お店がいいと思った」そうだ。〔中略〕Gm さんは、「たぶん長男は大きくなったら、何語でもわか

るから、どんなお客さんが来ても大丈夫。それにサークルにすれば、みんないいでしょう」と真剣

な表情で続けた。F も「確かにそう。じゃ、留学生に入れ替わり、料理を作ってもらったら」と言

った。Gm さんは「子どものための場所も作ったらいい」と言った。（フィールドノーツより） 

E1-2 〔一時帰国中〕「テレビでお菓子を紹介しているのを見て、メモしようと思った。でも最後にアル

コールにつけた。だから考えて、モスリムの友だちも大切だから、たぶん〔料理交流会で作るのは〕

だめだろうなって思った。」（フィールドノーツより） 

E2-1 「日本語能力試験の２級に受かったら、１級を受けたい。そうしたら、資格試験を受けられる。受

かったら日本でも自分のオフィスを開きたい。今すぐでなくてもいい。」（フィールドノーツより） 

 

３．考察 

 分析結果からは、Gm さんの当初の困難が言語的バリアに端を発したもので、複数の要因

が絡まり合って全貌が不明瞭な塊となっていたことが明らかになった。外国人であるがゆ

えの無関心な扱いや過度の注目、また、日本語学習の困難と学習形式による自信の喪失、

さらには、外国での育児と日本人の子どもの母親としての重圧が語られた。それだけでは
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なく、現代の日本での母親の困難である出産後の孤立状況や保育園児の母としての煩雑さ

と罪悪感なども重なっていた。 

 

(1) Gm さんのライフ・ストーリーについて 

Gm さんについても、Am さんの事例と同様に、「障壁と感じられる言語」に対してひと

つずつ具体的な対応がなされていった。まず生活上のニーズに応じて「離乳食レシピカー

ド」を読む練習が始められた。同時に、協同的な活動に参加し、同質の他者（＝他国出身

の外国人の母親）や異質の他者（＝各国の留学生・日本人の学生・社会人）に出会い、共

感し、称賛しあった。さらに、学習上のニーズに応じて、レシピカードの後には新聞記事

を読むことにした。そして、Gm さんは、「活動に参加後、見方やふるまい方が変わった」

「日本語をツールとして使っている」ことについて自己言及的に述べるようになった。 

Gm さんにとって日本語が「再浮上する言語」となり、同時に自己認識が肯定的になって

いくプロセスについて、ライフ・ストーリーというアプローチを援用して検討する。ライ

フ・ストーリーは、「個人がこれまで歩んできた人生全体ないしはその一部に焦点をあわせ

て全体的に、その人自身の経験から社会や文化の諸相を読み解こうとするもの」である。

従来の実証主義が依拠してきた量的調査では、被支配的な側にあるがゆえに排除されがち

であった「生活者の側からの問題提起」を受け止めるのに有効な方法である（桜井 2002）。

Gm さんがからめとられていた「支配的文化が保持しているマスター・ナラティブ（ドミナ

ント・ストーリー）」から、どのようにして「支配的な語りに対抗的な自分のコミュニテ

ィで流通するモデル・ストーリー」（桜井 2002:288）が生成されていったのかを、図 2-2

の大グループ《A》～《E》に即して検討していく。 

 

(2) Gm さんのモデル・ストーリーの生成 

《A》では、Gm さんは、「日本語ができないから、日常生活に問題が起こる」と訴えて

いた。それは「日本語ができるようになれば、問題は起こらない」という言説と表裏一体

を成していた。そして、それが職場、日本語コース、保育園などでも共有された結果、Gm

さんは自責の念に苦しめられていた。Gm さんは日本語能力試験３級に合格していたにも関

わらず、その時の日本語は「障壁と感じられる言語」となって立ちはだかって、Gm さんを

マイナス評価していた。Gm さんの生活上の困難は、「外国人」「育児」「国際結婚家庭」「日

本語学習」「有職の母親」などの要因が幾層にも重なり合ったもので、否定的な経験が次か

ら次へと呼び起こされるようにして語られた。図 2-2 に示されたように、収集データの約半

分が「来日後の困難」に関するもので、その量からも困難の深さが想像された。 

Gm さんは、乳幼児健診で「友だちがいない」と訴え、保健センター主催の育児サークル

を紹介され、F に出会った３７。Gm さんは、「日本語を話すと注目されてしまうため、怖い」

「日本語を学んだが、漢字が難しくて、コースを辞めてしまった」「文法を覚えたが、生活

で使えず、自信がない」「出産後、人間関係が限られてしまい、１人で育児をしているよう」
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「保育園の連絡ノートが読めず、子どもの離乳食がわからない」「保育園が怖い」「日本に

も母国にも合わせきれない」「自分が子どものためにすることが変ではないか」と訴えた。 

F は、Am さんとの支援／被支援的な関係の再生産を繰り返したくないと説明した上で、

Gm さんと生活上のニーズについて話し合った。 

《B》で F が開始直後の料理交流会に招待すると、Gm さんは長男（当時９か月）を連れ

て、料理交流会の第２回に参加した。他国出身の外国人母親に出会い「私と同じ」と共感

を語り、留学生たちに長男をケアしてもらいながら、調理に取り組んだ。そして、食品の

箱の文字を臆することなく声に出して読み上げた。第３回では母国料理の紹介を引き受け

ることになった。母国の母の協力を得て、仲間のためにハラールに対応したメニューを工

夫し、当日は夫の協力で調理道具や食材を持ち込んで、仲間に称賛された。一緒に料理を

することが「楽しい」「誰でも参加できる」と肯定的に感じるようになった。Gm さんが紹

介したパエリアの写真を見て、母と妹からも、また夫からも肯定的なコメントが得られた。

かつて同僚に発音を嘲笑されたことから、「ギョウザ」を注文することができないと嘆いて

いたが、料理交流会の仲間には「私はギョウザが好きです」とリクエストすることができ

た。 

《B》と同時並行した《C》では、喫緊の課題である「離乳食」に関する情報を１人で得

られる方略を考えた。Gm さんと F はスーパーへ行き、ベビーフードの箱書きを確認した。

F は離乳食のレシピを読むことを提案し、Gm さんも「漢字を１人で読めるようになりたい」

という強い思いを述べて、連絡ノートの書写を始めた。Gm さんには、いわゆる日本語の基

礎力が十分あり、まもなく、「連絡ノートで読めなかったのは１つだけ」「買い物中、立

ち止まって文字を読むようになり、夫が驚いた」ことなどが報告された。レシピカードを

読み進めながら、日本語に関する既得の知識や母語なども関連づけていき、その後には、

短い新聞記事を読む練習を始めた。 

《D》では、週に１回程度の「レシピ読み」と、月に１回程度の料理交流会への参加を続

けながら、調理法や食材が学びのリソースとなっていった。Gm さんと参加者たちとの人間

関係は、敬語の使い分けの説明に役立ったり、地域の行事での交流にまで広がったりした。

Gm さんは、第９回に来日直後の同僚女性を招待して、「彼女はかつての自分と同じ状況に

ある」と述べて、過去の自分を振り返った。Gm さんの自己認識も変化し、「私たちはグル

ープ」だと感じ、「みんな同じ」「（生活上の問題があっても）普通の人」だと考えるように

なり、さらに、「日本人観が変わった」「料理が好きになった」「ハッピーになった」とも述

べられた。 

それと同時に、日本語に対しても、「思ったより新聞が読めた」「（料理を紹介して）私の

日本語がわかってもらえて、安心した」「100％完璧には話していないけれど、（料理交流会

では）誰かわかってくれる人がいる」と自信を持ち、ツール観を書きかえていった。その

際、単にマイナス状態から回復しただけではなかった。協同的な活動を新たなリソースと

して来日直後の同僚に分け与えたことから明らかなように、他者との関係づくりを通して、
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Gm さんのマイナス状態はプラスの効果に転換されたのである。 

《E》では、仲間と関わりながら、複雑に絡まり合った過去の困難が徐々に肯定的に書き

かえられていくと、Gm さんは今後の見通しを描くようになった。生活については、「何語

でもわかる、どんなお客さんが来ても大丈夫なレストランを開こう」と、協同的な活動を

開放していく構想を語った。同僚女性のような「新たな他者」に加えて、「今後に出会うか

もしれない他者」についても思いを巡らすようになったのである。また、学習については、

「（日本語能力試験の）２級に受かったら、１級を受けたい。そうしたら、資格試験が受け

られる。（中略）今すぐでなくてもいい。」と語った。その実現可能性はさておき、Gm さん

は活動の外の場面にも持ち出せるほどの「自信」を得たのである。 

Gm さんが主体としての自己を認識すると、当初の「日常生活に問題が起こるのは、日本

語ができないから」というドミナント・ストーリーが書きかえられて、「完ぺきではない

けれど、私にはわかってくれる仲間がいる」「その仲間を新たな仲間に向けても開放して

いきたい」という「モデル・ストーリー」（桜井 2002:288）が生成されていった。そして、

「日本語」「保育園」「職場」のそれぞれにおける「羞恥と自己卑小化の脅威」（西口 2004:104）

からも回復できたのである。 

 

第四節 フェーズ０からフェーズ２までの転換 

  

以上、Am さんと Gm さんの事例に即して、フェーズ０「見えない状況」の具体的な状

況と、フェーズ１「支援の場」、フェーズ２「ネットワーク生成」への転換の契機について

検討してきた。 

 まず、フェーズ０「見えない状況」では、「乳幼児を抱えた」「外国人の母親」Am さんは、

生活上、孤立し、学習の場に解決を求めたが、参加することができなかった。Gm さんも「乳

幼児を抱えた」「外国人の母親」だが、Am さんとは異なり、「夫は日本人」で、「就労」し

ており、「（出産時には）日本語既習」で、子どもを保育園に預けていた。したがって、家

庭、職場、日本語クラス、保育園を通じて、より多くの日本人と定期的に接する機会があ

り、「ソーシャルネットワーク」の生成が期待された。しかし、そのいずれもが Gm さんを

社会に媒介するリソースとはなっておらず、むしろ言語的バリアの強化に加担し、Gm さん

の日常生活を「フラグメント（断片）化」（宮﨑 2010:84）してしまっていた。Am さんも

Gm さんもこのような生活の場と学習の場での排除的な状況から抜け出そうとして、「日本

語ができない・わからない」と訴えたのである。 

 逆接的ではあるが、葛藤が限界状況に達したことから、Am さんは日本語学習支援者に、

Gm さんは保健師 Zb さんに現況を訴え出ることになった。それによって、F と出会い、フ

ェーズ０の転換の契機になったのである。 

Am さんは孤立状態を脱し、フェーズ１「支援の場」が生成されたが、F が善意で始めた

言語的支援は垂直的な関係を再生産してしまった。その「支援の場」は、「私は練習が必要
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です」という Am さんの否定的な自己認識の表出と「何かがおかしい」と感じた F のジレ

ンマによって休止された。支援が休止されていた間に、「母国と家族について話したい」「家

族のために日本料理を作りたい」という Am さんの日常生活の具体的なニーズが表れた。 

そのニーズに沿って新たな活動が始められたことが転換の契機となり、フェーズ２「ネ

ットワーク生成」となった。Am さん一家の帰国という危機的状況を目前にして、Am さん

が母国料理を紹介することになり、活動の中心は日本料理ではなくなった。したがって、

そのネットワークは、母国料理を相互に紹介する活動へと、さらに開かれることになった。

同時に、F は「日常生活について話すために、漢字（の語彙）を練習する」ことを提案した。

Am さんは「漢字が書けない」のでもなく、「読めるけれど書けない漢字がある」という自

分自身を受け入れ、さらに「生活に必要な漢字がいくつか読める」、そして「おもしろいか

ら、もっと学びたい」ことに気づいていった。いわば Am さんと F のダブルバインド状況

から、生活と学習をつなぐプロトタイプが生成されたと言ってもいいだろう。それによっ

て、Am さん自身のニーズに即した、Am さんによる新たな自己評価の基準が創り出されて

もいた。この時に、言語的バリアによるマイナスのスパイラルから Am さんは解放されて、

「機会があったら、また母国料理を紹介したい」「帰国後、母国の家族に料理交流会で覚え

た新しい料理を作りたい」という萌芽的な申し出を語るようになったのである。 

さらに、このプロトタイプをもとに F はその後、Gm さんと十分に話し合い、フェーズ

１「支援の場の生成」を回避した。直ちにフェーズ２である料理交流会に招待し、離乳食

のレシピを読むことを提案した。Gm さんは、過去に日本語クラスで受けたショックを次々

と思い出して語りながらも、クラスで得た言語的な知識を手掛かりにして、１人で保育園

の連絡ノートが読めるようになった。しかしながら、その後にも、職場で発音を嘲笑され

たことを切々と訴える場面もあった。さらに、保育園の封筒返却についての誤解も起こっ

た。それらの葛藤をひとつずつ乗り越えて、「誰が来てもいい、何語を使ってもいいレスト

ランを開こう」「日本語の試験に合格したら、資格試験を受けたい」と、活動についてもツ

ールの使用についてもモデル・ストーリーが語られるようになっていったのである。 

以上、Am さんと F、Gm さんと F という二者関係において、「日本語がわからない」「日

常生活がうまくいかない」というマイナスのスパイラルが断ち切られたプロセスを検討し

てきた。さらに、ツールとしての言語の役割を明らかにするためには、同時並行的に生成

していた協同的な活動の全体像を把握する必要があると考える。 

 

補節 Am さん・Gm さんの他者関係の変化 

 

ここでは、Am さんと Gm さんの他者関係について、ETT（Ecological Transformation 

Topology）の位相図を援用して示す。ETT は、社会的に排除された若者たちの移行過程の

分析のために作成され、当事者をとりまく他者関係の質と量を４つの象限に示したもので

ある（宮﨑・日置 2010）。それぞれ、上記の KJ 法による分析結果から得られた《A》から
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《E》の大グループに即して示す。ETT 図１から ETT 図６が Am さん、ETT 図７から ETT

図 12 が Gm さんの分析結果である。 

 

１．Am さんの他者関係 

図１は Am さんの《A: 来日後、孤立し、制約され、学べない》時期である。日本語がわ

からないことにより、家庭内でも、子どもとの外出にも、また学習についても左象限の「否

定的な感情」に位置している。ETT 図２と ETT 図３は Am さん宅での F との《B:支援の

開始と葛藤》の時期である。ETT 図２では、教室的な場が生成され、日本語は「障壁と感

じられる言語」として Am さんの否定的な自己認識を強めてしまった。しかし、ETT 図３

で支援が休止されると、「家族のために日本料理を作りたい」という Am さんのニーズが明

らかになった。また伝統的な行事には F をゲストとして招き、Am さん一家のネットワー

クも明らかになった。 

ETT 図４は《C:協同的な活動の開始》の時期である。Am さんが夫の好物の鍋料理を「食

べたことがないから作れない」と言ったことから、留学生・家族や、F の PTA 仲間が加わ

り、料理交流会が始められた。帰国日程が決まると、母国料理を紹介した。同時期の ETT

図５は《D:漢字学習の開始》する時期である。文法学習に代わって漢字学習を始めると、

Am さんの書写は美しく、夫や長女からも称賛された。テレビのテロップや外出先の掲示が

読めたことも報告された。ETT 図６は《E:協同的な活動と漢字学習後の変化》である。協

同的な活動と漢字学習のそれぞれについて肯定的な感想が述べられ、「帰国後、母国の家族

に（Gm さんが紹介した）パエリアを作りたい」、また「（帰国後も）日本語の勉強を続けた

い」という見通しが語られた。 

 

  

ETT 図 1                   ETT 図 2  

《A:来日後、孤立し、制約され、学べない》   《B:支援の開始と葛藤》① 

 

 

  



 

68 

 

  

ETT 図 3 《B:支援の開始と葛藤》②     ETT 図 4 《C:協同的な活動の開始： 

新たな資源が顕在化》 

 

  

ETT 図 5                  ETT 図 6  

《D:漢字学習の開始：家族関係が変化》   《E: 協同的な活動と漢字学習後の変化》 

 

２．Gm さんの他者関係 

 ETT 図７は Gm さんの《A:来日後の複合的な困難》である。家庭内、日本語クラス、保

育園などで感じた数々の困難が左象限に位置している。ETT 図８は《B:協同的な活動に参

加》した時期である。２回目には母国料理を紹介し、称賛された。ETT 図９と ETT 図 10

は《C:読むことの喜びと苦悩》を感じた時期である。ETT 図９では離乳食のレシピを読む

練習により、「１人で読める」喜びを感じられた。しかし、ETT 図 10 では職場や保育園で

の日本語力に関わる辛い体験が語られ、ひとつずつ解決することになった。ETT 図 11 は《D:

つながりを得て、ツール観と自己認識が変化する》時期である。料理交流会の仲間は「私

たち」と認識され、「日本語を話すことも怖くない」と語られるようになった。また来日直

後の同僚も招いた。ETT 図 12 は《E:「私たち」と「日本語」に見通しを持つ》ようになっ

た時期である。日本語をツールとして、「試験を受けたい」、「何語でも話せるレストランを

開いたらどうか」と自身の仕事にも協同的な活動にも見通しが語られた。 
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ETT 図 7                 ETT 図 8  

《A:来日後の複合的な困難》        《B:協同的な活動に参加：肯定的に感じる》 

 

 

  

ETT 図 9                   ETT 図 10 

《C:読むことの喜びと苦悩》①         《C:読むことの喜びと苦悩》② 

 

 

  

ETT 図 11                 ETT 図 12  

《D:つながりを得て道具観と自己認識     《E:「私たち」と日本語に見通しを持つ》 

が変化》 
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３．居場所となる過程で何が起こっているか 

 KJ 法による分析結果から、Am さんと Gm さんの来日後の状況には以下の契機が見出さ

れた。まずホスト社会には「見えない存在」の時期で、当事者は日常生活に様々な困難を

抱え、孤立している。次に、「日本語学習支援」を受ける時期である。支援者側は善意であ

るが、当事者はさらに困難を感じてしまう。そのため、「支援の休止」となる。Am さんと

F の学習支援は休止され、Gm さんも日本語コースを辞めたということであった。次に行わ

れるのは、「生活ニーズに対応した活動」である。事例に即して言えば、日本での家族の食

生活を満たすために料理交流会が始められた。同時に、日本語学習も教室型の支援からは

形を変えて、日常生活に即した学びとなる。Am さんも Gm さんも「協同的な活動と生活

情報を読み取る学び」を全体としてとらえるようになっていった。 

 以上の各契機に即して、ETT によって明らかにされた他者関係を検討していく。「見えな

い存在」（ETT 図１、ETT 図７）の時期はⅡ象限・Ⅲ象限に位置し、顔の見える他者の存

在はない。続いて、Am さんの自宅で行われた「日本語学習支援」（ETT 図２）では支援者

F もⅡ象限に位置していた。そして「支援の休止」（ETT 図３）の間の雑談から、日本料理

への関心や同国出身者のネットワークが顕在化し、被支援者以外の Am さんのリソースが

Ⅰ象限・Ⅳ象限にあらわれ、F も立ち会った。そこで「生活ニーズに対応した活動」（ETT

図４）が開始されると、Am さんと F のネットワークがⅣ象限に集められた。Gm さんもこ

こに加わることになった（ETT 図８）。「協同的な活動と生活情報を読み取る学び」が同時

並行する中で葛藤も語られたが、家族や仲間から肯定的な反応が得られ、Ⅱ象限からⅠ象

限へ（ETT 図５）、Ⅲ象限からⅣ象限へ（ETT 図 10）の移行として解消されていった。さ

らに、２人ともⅠ象限・Ⅳ象限での見通しを語るようになっていったが、その際には、「新

しい仲間」が自己内他者として想定されていた。 

 これまでの支援は、主にⅢ象限を対象として行われ、Ⅳ象限への移行を意図したもので

あったと言えよう。しかしながら、事例において、当事者の来日後の困難はⅡ象限・Ⅲ象

限で、すなわち、インフォーマルな場面・フォーマルな場面で同時に起こっていることが

明らかになった。また、当事者の変化は、Ⅱ象限からⅠ象限へ、そして、Ⅲ象限からⅣ象

限へと、同時並行的に起こっていたことも確認された。当初の支援者 F も一緒に空間を移

動し、Ⅱ象限の「日本語学習支援者」に加えて、Ⅰ象限では「日本料理の紹介」、Ⅲ象限で

は「料理交流会の仲間」としての新たな役割を得ていた。機能的な側面に焦点化した日本

語学習支援は、当事者のニーズに応じた識字学習的な学びに転換され、また、当事者のニ

ーズについては、情報の伝達だけでなく、ニーズに対応して共に活動することに転換され

ていた。このように当事者の日常生活も視野に入れていくことを、「支援」を試みる際に検

討すべきではなかろうか。様々な他者を巻き込んでつながりを拡げながら、フォーマルと

インフォーマルの両方の場面で肯定的な感情を得られるような活動が望まれると考える。 

外国人の母親を対象として、ホスト社会側によって作られた支援・被支援関係が当事者

の日常生活の延長上にある居場所へと転換されるプロセスを検討してきた。日本語教育の



 

71 

 

現場では、「教育する」「支援する」「共生する」という３つが理念としても教育実践として

も「混在している」しているという佐々木（2006）の指摘は、現場に関わってきた筆者自

身にとっても理解しやすいものである。第二言語の学習を「教育する」・「支援する」とい

う際に、「当事者が自らデザインした学び」が見通されるところまでを対象とするのであれ

ば、それは、「共生する」ことにつながっていくのではないだろうか。 

筆者が事例において体験した学びは、当初は想像さえしなかったが、実践的研究の手法

だったからこそ明らかにできたと考える。したがって、「対等の関係性」や「居場所作り」

をめざそうと試みても、初めに全体像を描くことは容易ではないだろう。善意によって始

められる「支援・被支援関係」を全て否定するつもりもない。ただし、当事者の日常生活

のニーズに目を向け、相互に新たな役割が得られる契機を注意深く見つけていかなければ

ならないと考える。それには、何らかの「小休止つまり相互作用からの一時的退却」（エン

ゲストローム 1987＝1999:175）の状態を見逃さずに、その場で起こることに向き合ってい

かねばならないだろう。 

事例からは、居場所が成立する条件とは、日常生活の延長上にあり、したがって、非日

常の状況や期間の限定されたイベントなどではなく、継続性・連続性があり、当事者が主

体的に活動を行えるような場という仮説が得られた。そして、「自己実現のツールとして再

浮上する言語」をすくいとり、協同で第二言語の学びをデザインしていくことが重要であ

ると考える。 

 

第三章では、料理交流会への事例に即して、まず、フェーズ２「ネットワーク生成」の

アクセスとつながりの生成のプロセスを明らかにする。また、フェーズ２からフェーズ３

「ネットワーク拡大」へとつながりが再生成されていく過程を、料理交流会のリピーター

たちの紹介関係とインタビューから検討する。さらに、フェーズ３からフェーズ４「相互

変容」への転換の可能性について検討する。  
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第三章 協同的な活動の再／生成における「私たち」意識の形成と拡大 

 

第一節 課題と方法 

 

本章では、第一章で抽出したフェーズ２「ネットワーク生成」からフェーズ３「ネット

ワーク拡大」について、また、フェーズ４「相互変容」の可能性について、具体的な事例

に即して検討する。外国人の母親と筆者らが開始した料理交流会という協同的な活動の参

加者を調査協力者として、第一に、料理交流会の生成の経緯とアクセスについて、第二に、

継続して参加したメンバーたちの意識の変化について分析を行う。 

分析に使用するデータは、①料理交流会（22 回）の準備・連絡と実践中のフィールドノ

ーツ、②インタビューの文字化資料である。データ収集と KJ 法による分析の手順は第二章

に記したとおりである。同様に、調査協力者のプライバシーに最大限配慮するため、分析・

記述に際しては必要最小限の情報のみを記している。全て仮名を使用し、協同的な活動の

参加順に「A~X」のようにアルファベット大文字を当てた。継続した参加者７人は「Ya～

Yg」とした。その他の参加者は参加順に「Za～」とした。 

 まず、対象事例の料理交流会について概観し、その上で、第一に、外国人の母親たちか

らのアクセスについて、第二に、リピーター31 人の紹介関係からつながりが連鎖していっ

た経緯について明らかにする。第三に、リピーターのうち 11 人に行ったインタビューの文

字化資料を KJ 法によって分類整理し、その 11 人の視点から見たつながりの生成要因と、

そのプロセスでの意識の変化について分析を行う。 

 

第二節 事例３：料理交流会 

 

１．事例の概要 

料理交流会は 2005 年 12 月から 2008 年 7 月に公共の調理施設を会場として 22 回行われ

た。また出身国は 18 か国（五大陸）におよび、年齢も０歳児から 60 代と幅広かった。参

加者は、「従前の参加者」が友人を紹介することによって、いわゆる「口コミ３８」のみで拡

がっていった。料理交流会の活動は、表 3-1 のように３つの時期に区分される。そこに、活

動生成以前の「前史」を加えた４つの時期について、あらかじめ概観しておく。 

 

(1) 前史 

料理交流会の前史は、第二章に記した Am さんと F の日本語学習支援である。文法学習

により Am さんの自己否定感は強められてしまい、知識注入型の支援はいったん休止され

た。英語や母語を交えた雑談から「日本料理を作りたい」という Am さんのニーズが明ら

かになり、Am さんの夫 Za 氏も加わって、「一緒に料理を作って食べる会」の相談が始め

られた。
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【表 3-1：料理交流会の活動概要】 

 

  

1 2005.12. 16 12 マレーシア・インドネシア・日本
Cさん・Ｄ氏（社会人）
F

2 2006.2. 14 9 マレーシア・日本・スペイン・ニュージーランド Amさん（外国人母親）

3 2006.3. 9 10 マレーシア・日本・スペイン・韓国・中国 Gmさん（外国人母親）

4 2006.4. 15 4 マレーシア・日本・スペイン・韓国・中国
E氏（大学生）

Jさん（社会人）

5 2006.5. 14 4 マレーシア・日本・スペイン・韓国・中国 Imさん（外国人母親）

6 2006.6. 13 0 マレーシア・日本・韓国・台湾 Bさん（留学生）

7 2006.7. 10 4 日本・スペイン・韓国・台湾・アメリカ
Imさん（外国人母親）

Mmさん（外国人母親）

8 2006.8. 11 8 日本・スペイン・韓国・中国 Gmさん（外国人母親）

9 2006.9. 18 9 マレーシア・日本・スペイン・台湾・スーダン・スロベニア・イスラエル
K氏（大学院生）
L氏（大学院生）

10 2007.3. 16 10 日本・アメリカ・スーダン・イスラエル Nさん（留学生）

11 2007.4. 7 4 日本・スペイン Hさん（社会人）

12 2007.5. 15 5 マレーシア・日本・スペイン・中国・イスラエル・フィリピン Sさん（留学生）

13 2007.7. 15 4 マレーシア・日本・スペイン・フィリピン・ブラジル Vさん（留学生）

14 2007.8. 15 5 マレーシア・インドネシア・日本・スーダン・ブラジル Qさん（社会人）

15 2007.9. 11 9 マレーシア・インドネシア・日本・スペイン・スーダン・フィリピン Omさん（外国人母親）

16 2007.10. 25 6 マレーシア・インドネシア・日本・スペイン・中国・スーダン・アメリカ・フィリピン T氏（留学生）

17 2007.12. 12 3 マレーシア・インドネシア・日本・韓国
Xmさん（外国人母親）

Rさん（社会人）

18 2008.1. 15 4 マレーシア・日本・スペイン・アメリカ・ブラジル・フィンランド・インド Uさん（大学生）

19 2008.3. 15 5 マレーシア・インドネシア・日本・スペイン・アメリカ・ブラジル
Qさん（社会人）
F

20 2008.4 16 1 マレーシア・日本・中国・アメリカ・フィンランド・ハンガリー Rさん（社会人）

21 2008.5 10 1 マレーシア・日本・台湾 W氏（留学生）

22 2008.7 21 2 マレーシア・日本・スペイン・アメリカ・フィリピン・フィンランド・ロシア Pさん（留学生）

第
Ⅰ

期

第

Ⅱ
期

第
Ⅲ

期

実施
年/月

参加者

参加者の出身国 料理紹介者（属性）大

人
子
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(2)   第Ⅰ期 

第Ⅰ期は、料理交流会の第１回から第３回である。第１回は留学生の夫人 Am さん一家

と同国・隣国出身の母親４人とその家族・単身留学生が集まり、留学生家族との交流を望

む F の PTA 仲間が日本料理を紹介した。第２回では、Am さんが母国料理を紹介し、保健

師 Zb さんを介して国際結婚家庭の Gm さんが長男（当時９か月）と参加した。Za 氏の提

案で、第３回は Gm さんが母国料理を紹介することになり、持ち回りのスタイルが確立さ

れていった。また留学生の夫人 Im さんが長男・長女と参加した。 

第Ⅰ期の特徴は、参加者が「Am さんか F の友人」だったこと、約７割が外国人の母親

と家族であること、また、母親たちが伝統的な母国料理を忠実に再現・紹介しようとした

ことである。開始時からの参加者 Am さん一家が帰国することになり、継続が危ぶまれた

が、翌年度も助成金を申請して、活動を続けることになった。 

 

   

【写真１：第１回調理中】    【写真２：Am さんの母国料理】  【写真３：Gm さんの母国料理】 

 

(3)   第Ⅱ期 

第Ⅱ期は、料理交流会の第４回から第９回である。特徴は、参加者が「従前の参加者の

友人の友人」にひろがったこと、第Ⅰ期の「Am さんか F の友人」が約半数に、外国人の

母親と家族も３割程になったことである。また、外国人の母親だけでなく、留学生や日本

人学生たちがより日常的なメニューを紹介したことである。 

外国人の母親が紹介したのは、Im さんが第５回と第７回で、Gm さんが第８回である。

第６回では、料理を紹介する予定の外国人母親の都合がつかなくなり、同国出身の留学生

たちが協力して、マレーシア風やきそばを紹介した。一方、第４回では、関西出身の社会

人と学生が協力してお好み焼きを紹介した。第９回では、日本人の大学院生２人が旅行先

で食べた料理をアレンジして、タコライスを紹介した。 

このように料理紹介者の属性も拡がり、日常的で手軽なメニューが選ばれた。調理や試

食をせずに、「仲間と時間を過ごすため」に調理施設に立ち寄る参加者たちも現れた。 
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【写真 4：第４回薄いお好み焼き】 【写真 5：Im さんの母国料理】  【写真 6：第 8 回調理中】 

 

(4)   第Ⅲ期 

第Ⅲ期は、料理交流会の第 10 回から第 22 回である。試食後も十分に話し合えるように、

活動の場を他の公共施設へ移動して続けられた。第Ⅲ期の特徴は、参加者が「従前の参加

者の友人の友人の友人の友人」にひろがったこと、それに伴って「従前の参加者」が料理

紹介を申し出たり、料理紹介者を見つけたりしたことである。また、メニューにも「参加

者のリクエストに応じて工夫したもの」が加わった。 

外国人の母親が紹介したのは、Om さん（第 15 回）、Xm さん（第 17 回）である。留学

生たちも自ら名乗り出たり、推薦し合ったりして料理の紹介を引き受けるようになった（第

10、12、13、16、21、22 回）。また日本人学生（第 18 回）や社会人（第 11、14、17、19、

20 回）も料理を紹介した。便宜上、分類して記したが、具体的な活動の内容は「コラボレ

ーション」や「リクエスト」といったメニューになっていった。たとえば、第 17 回では、

Xm さんが料理を、日本人女性 R さんがハラールに対応したデザートを同じ時間に調理し

た。第 19 回では、まもなく帰国する Ya 氏のために「ハラールのラーメン」を工夫して作

った。第 20 回では、P さんから「両親が旅行で来日する間、一緒に日本料理を作りたい」

というリクエストに応えた。このように参加者たちから「自分１人ではできない」ことが

持ち込まれ、参加者が知恵を絞って対応するようになっていった。 

 

   

【写真 7：ハラールの牛丼】    【写真 8：各国型のギョウザ】   【写真 9：ハラールのラーメン】 
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２．料理交流会へのアクセス  

(1)   参加の軌跡 

料理交流会のつながりの連鎖は相互媒介的なものであると考えるが、それが新たな参加

者にとってもアクセスしやすいものであるのか、すなわち、協同的な活動が開かれた場で

あるのかについて検討する。第１回から第９回の活動についてのフィールドノーツを参照

して、外国人の母親 Am さん・Gm さん・Im さんが料理交流会に参加し、母国料理を紹介・

友人を招待した経緯を図 3-1 に示す。 

３人には、「出席」「料理紹介」「友人招待」という共通の軌跡が見出された。第二章に記

したように、Am さんは料理交流会の発起人として、第１回に同国出身の留学生や家族３９を

招いた。第２回では料理を紹介し、第３回に出席後、帰国した。Gm さんは第２回から参加

し、第３回と第８回で料理を紹介、第９回には来日直後の他国出身の同僚を招待した。Im

さんは第３回から参加し、第５回と第７回で料理を紹介した。第５回には日本語教室の先

生を、第６回には他国出身の留学生の夫人を、第７回には同国出身の留学生の夫人を招待

した。 

 

 

【図 3-1：十全的な参加への軌跡】 

 

料理交流会の活動と並行して、Am さんと Gm さんはそれぞれ自宅で F と個別に日本語

を学んでいた。機能的な日本語学習による支援・被支援関係を乗り越えるべく生成した活

動の経緯に即して言えば、２人は「古参者」（レイヴ＆ウェンガー1991＝1993）に位置づけ

られるだろう。一方、Im さんは、来日後、ボランティアの日本語教室に通っていた。Am

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回

Amさん 出席 出席 出席 （帰国）

友人招待 料理紹介

Gmさん 出席 出席 出席 出席 出席 出席 出席

料理紹介 料理紹介 友人招待

Imさん 出席 出席 出席 出席 出席 出席 （転居）

料理紹介 友人招待 料理紹介

友人招待 友人招待



 

77 

 

さんと同じ寮に住んでいたことから、第３回から参加することになった。Im さんは、料理

交流会のみの参加者で、いわば、「新参者」（同前）と言えるだろう。 

続いて、Im さんのインタビュー結果を検討し、第二章で分析した Am さんと Gm さんと

の比較を試みる。Im さんは、２人の子ども（長男は小学校６年・長女は同４年）と共に夫

の留学に帯同されて 2005 年８月に来日した。来日直後は、「家族が出かけると一日中誰と

も話すことがなく、頭が痛くなった」と語った。そして、「日本に来て、言葉、一番、問題

です」と感じて、ボランティア主催の日本語クラスに通い始めた。Am さんと同じ寮に住ん

でいたことから、第３回に長男と長女を連れて初参加した。長男は小さな子どもたちに気

を配り、長女は調理活動を楽しんでいた。Im さんは電子辞書で言葉を調べながら「雰囲気

がいいと思います。ここは安心、雰囲気が」と活動中の気持ちについて語った。 

Im さんは、第５回で料理を紹介することになり、ボランティアの日本語教室の先生２人

を招待した。そして、料理を紹介した感想を「あ、うれしいです、うれしかったです。味

はちょっと違うけど、気持ちはいいです」と述べた。 

Im さんは、「安心」な場に同じ留学生寮に転居してきた留学生の夫人たちを次々に招待

した。第６回では同じ寮に住む他国出身の外国人の母親を招待した。第７回では同国出身

の Mm さんと Mm さんの長女（20 歳）を招待して、一緒に料理を紹介した。Im さんは、

他国出身の外国人母親たちに出会い、「外国人に会う時、もっと自信できた。外国人、会っ

て、話す機会がないです。友だちは会った、料理作った、とても楽しいです。〔それ以外の

場では〕日本語を話す機会がないです」と語った。Im さんは、英語を話さないため、料理

交流会では日本語のみを話しているが、「料理、作る時の私がゆっくり。（日本語教室とは）

違います。勉強する時は、全然、違います、感じは。日本語、勉強ために、あわせて、話

すから、料理作る時の私がゆっくり、感じが違います」と感想を述べた。Im さんは、近隣

区に転居するまで長女と参加を続けた。 

 

(2)   考察 

図 3-1 に示されたように、古参者 Am さんと Gm さん、新参者 Im さんの３人は共通す

る軌跡をたどって参加し、複数の役割を担っていた。外国人の母親たちがネットワークの

生成過程において新たな役割を得て変化していく過程を学習としてとらえる際に重要な枠

組みとなるのが、レイヴ＆ウェンガー（1991＝1993）の「正統的周辺参加(Legitimate 

Peripheral Participation: LPP)論」である。LPP 論は、「知識が内化する過程」という古典

的な学習観を批判して、学習とは実践コミュニティに参加し、そこで得られる役割をとお

して変化していく過程だと主張している。具体的な実践としては、「話すこと、読むこと、

道の往来、買い物をしたり料理したりすること、等々」（セルトー1980=1987:26）があげら

れよう。LPP 論では、学習は「社会的共同体への関係づけを意味している－すなわち、十

全的参加者になること、成員になること、なにがしかの一人前になることを意味している」

（レイヴ＆ウェンガー1991＝1993:29）と説明される。ソーヤーも LPP 論に依拠して「言
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語の学習とは単なる知識、技能の学習を超えて、全人格的な問題」（ソーヤー2006:84）だ

としている。西口は、 LPP 論を背景として第二言語学習者の場合、「共同体の実践が展開

され共同体が発展するのと連動して、各成員も『日本語ができる非日本語母語話者である

わたし』という新しいアイデンティティを形成していく」と説明している（西口 2004：

114-115）。したがって、新参者である Im さんが料理交流会という実践コミュニティに十全

的に参加していくプロセスをとらえることによって、外国人の母親のアイデンティティの

変容をとらえることが可能になると考える。 

３人は来日後、それぞれ「なんか桜教室わかんない（Am さん）」「漢字がわからないから、

〔日本語コースの受講を続けるのは〕無理だった（Gm さん）」「恥ずかしいので、私は〔日

本語を〕話さないですよ（Im さん）」と言語的なバリアによる孤立感・無能感を持ってい

た。しかし、料理交流会に「出席」して、外国人の母親同士という「同質の他者」に出会

うと、それらの困難や日本での子育てについて言葉を交わして、共感しあった。Am さんは、

Gm さんの長男（当時９か月）のケアに配慮し、Im さんの日本語学習を励ましていた。Gm

さんも他国出身の母親に「私と同じ」と共感を示した。また Gm さんは、英語を話さない

Im さんらに料理紹介をしたことから、「私の日本語が通じるとわかった」という喜びを語

った。Gm さんは、自分自身の日本語の評価の尺度を創り出したのである。 

次に、「料理紹介」を引き受けて、「同質の他者」からだけでなく、各国の留学生や様々

な年齢層の日本人などの多様な背景を持つ「異質の他者」（同前）にも称賛される機会を得

た。外国人の母親たちにとって、家庭では日々の食事作りは「作って当然」と受け止めら

れ、特に、プラスの評価をされることはないが、他国出身者にとっては「生まれて初めて

食べる機会」となることも多い。場合によっては「一生に一度の機会」になるかもしれず、

料理そのものに加えて、材料・調理法・食べ方などにも関心が集められた。その際には、「（料

理交流会の参加者が）母国の食べ物に関心を持って、とてもうれしかった（Gm さん）」「味

はちょっと違うけど、気持ちはいいです（Im さん）」「機会があったら、別の母国料理を紹

介したい（Am さん）」と肯定的に感じることができた。差異をリソースとした「自己表出」

の機会が得られ、母国料理の紹介は協同的な活動の成果として認められたのである。それ

によって、「何もできない」のではなく、「本当に役に立つ知識」を選び取ったことに価値

を認め、「なにがしかの一人前」（レイヴ＆ウェンガー1991＝1993:29）というまなざしを自

己に向けられるようになっていった。 

そして、「友人招待」であるが、Am さんは、同国・隣国出身の母親たちを料理交流会に

招待し、日本料理を作る機会を提供することになった。また、同国出身の留学生たちには、

ハラールの各国料理を味わう機会になっていった。Gm さんも「過去の自分と同様の状態に

ある」来日直後の同僚女性に「居場所」を提供することができ、その同僚に感謝されただ

けでなく、「私も助かった」とネットワーク機能の恩恵を述べた。Im さんはボランティア

の日本語教室の先生２人を招待し、「日本語を教えられる／教える」関係に「料理を教える

／教えられる」関係が重ねられた。また、Im さんは同じ寮の留学生の夫人たちを次々に招
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待して、「居場所」や「自己表出」の機会を提供することにもなった。そして「リラックス

して、ゆっくり学べば、わかるようになった（Am さん）」「〔料理交流会参加以前に、職場

で日本語を使うのに緊張していたことを〕もうこれは乗り越えられたと思う（Gm さん）」

「〔日本人だけではなく、外国人同士が話すから〕安心します（Im さん）」という日本語の

使用についての変化が語られた。従前にとらわれていた「日本語ができないから、日常生

活に問題が起こる」という言語的バリアからの解放を示す言葉である。３人は、友人たち

をエンパワーしたことによって、過去の自分自身を受容し、今や「一歩先んじている」（レ

イヴ＆ウェンガー1991＝1993:77）立場を自覚しながら、現在の自分がエンパワーされたと

言えよう。 

重層化していった役割は、たとえば二者択一的に「支援される」側から「支援する」側

に移動したのではない。活動中にいくつもの役割があるからこそ、「与える」「与えられる」

役割を同時に担うことができるのであり、その中に「エンパワーする」「エンパワーされる」

関係が含まれるのである。また、「料理紹介」は持ち回りで行われており、出席回数に関わ

らず誰もが中心的な役割を担うことが可能である。その役割をめざして、単線的に「新参

者」が「古参者」となることはない。協同的な活動の場で新たな目的が生成し、役割が重

層化され、それに対応して新たな自己認識が獲得されていったのが参加の軌跡である。す

なわち、役割が得られたことによって、自らに価値を認めることができ、その場が「自己

化（appropriation）」されていったと言えよう。 

以上のように、役割の重層化と新たな目的の生成がパラレルに起こっており、それと同

時に協同的な活動が創り出されていたことから、料理交流会へのアクセスは開放的である

ことが示された。そのプロセスで、外国人の母親たちの周囲につながりを創ったのは、ど

のような人びとだったのかを検討する。 

 

３．つながりの連鎖 

(1)   相互媒介的なつながりの生成 

料理交流会が参加者たちの「出席」「料理紹介」「友人招待」によって広がっていった際

には、どのような人たちが、何によってつながっていったのだろうか。繰り返して参加し

たメンバーを中心に、つながりの連鎖について検討する。 

調査協力者は、前章の Am さんと Gm さんに加えて、協同的な活動（＝料理交流会）に 

継続して参加したメンバーたちで、さしあたり「リピーター」と名づけることとする。そ

の内訳は、「料理紹介者」24 人、および「継続して参加した者４０」７人である。出身国は、

11 か国である。表 3-2 に示された内訳のように、外国人 52％・日本人 48％、女性 68％・

男性 32％で、これは、表 0-1 に示された料理交流会の参加者全体の構成に近いものである

ことから、「リピーター」には、料理交流会の代表性がある。  
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【表 3-2 リピーター（31 人）の内訳】 

 

また、図 3-2 に示されたように、リピーターたちの紹介関係は、第Ⅰ期、第Ⅱ期、第Ⅲ期

で大きく異なっている。上述のように第Ⅰ期は、「Am さんか F の友人」で構成されている。

第Ⅱ期には、母親たちを含む「従前の参加者」が料理紹介者を引き受け、特に J さん・K

氏から、第Ⅲ期の料理紹介者のつながりの連鎖が生成されている。Am さんと同国人の留学

生は、新たに渡日する後輩を次々と紹介してくれたが、たとえば、第Ⅲ期の料理紹介者 W

氏は、Am さん一家との面識はない。同様に、F も第Ⅲ期の囲み部分のリピーターとは、料

理交流会を通しての知り合いである。したがって、第Ⅲ期には、「今日の参加者」が誰であ

るかは、毎回、予測がつかなくなっていた。言いかえるならば「新たな仲間に出会える」

という期待を持って参加することになっていたのである。 

リピーターの外国人の属性については、第Ⅰ期の「外国人の母親」に、第Ⅱ期と第Ⅲ期

では「留学生」が加わっていった。また、リピーターの日本人の属性については、生成期

は「ケアワーク経験者」だったが、開放期は「ケアワーク経験者」に「ケアワーク／越境

経験者」が加わり、再生成期はすべて「越境経験者」になっていた。「ケアワーク経験者」

というのは、保育（C さん）、学童保育（D 氏）、発達支援（L 氏）などの対人支援に携わっ

た者である。また、「越境経験者」というのは、留学・在外勤務経験者（E 氏・K 氏・R さ

ん）、在外転居で活動を離れた者（J さん・Q さん）、その希望を強く語る者（U さん）であ

る。料理交流会のつながりが「従前の参加者」の紹介によって連鎖して創られていった関

係を図 3-3 に示す。 

 

母親 留学生 学生・院生 社会人

料理紹介者 6 5 2 5 18

継続的な参加者 0 0 1 2 3

料理紹介者 2 3 1 6

継続的な参加者 3 0 1 4

合計 6 10 6 9 31

女
性

男
性

外国人 日本人
合計
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【図 3-2：料理交流会のリピーターの紹介関係】 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Hさん ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○

Uさん ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○

Rさん ○ ○ ○ ★ △ ★

Qさん ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ （転居）

K氏 ○ ○ ○ ○ ★ ○ △ ○ ○　

Jさん ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ （転居）

E氏 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ （転居）

F ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○

L氏 ○ ○ ○ ★ ○ （転居）

Cさん ★ ○ ○ ○ △ △

D氏 ★ ○ ○

W氏 ○ ○ ○ ○ ○ ○　 ★ ○

Vさん ★ ○ ○ ○ ○ （帰国）

T氏 ○ ★

Sさん ★ ○ ○ ○ ○

Pさん ○ ○ ○ ○ ○ ★

Nさん ○ ★ （帰国）

Bさん ○ ○ ○ ★ ○ （帰国）

Xmさん ○ ○ ★ ○

Omさん ○ ○ ○ ★ ○ （帰国）

Mmさん ★ （転居）

Imさん ○ ○ ★ ○ ★ ○ （転居）

Gmさん ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Amさん ○ ★ ○ （帰国）

Uさん ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○

Rさん ○ ○ ○ ★ △ ★

Qさん ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○

Vさん ★ ○ ○ ○ ○

T氏 ○ ★

Sさん ★ ○ ○ ○ ○

Pさん ○ ○ ○ ○ ○ ★

Nさん ○ ★

Jさん ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

K氏 ○ ○ ○ ○ ★ ○ △ ○ ○　

(e)ケアワーク／

越境経験者

※第Ⅱ期・第Ⅲ期の料理紹介者の媒介関係に関わる部分のみ取出した。

※実線矢印はJさん、破線矢印はK氏からの媒介関係を示している。

※数字（１～22）は、料理交流会の活動を示す。

※○は出席、★は料理紹介、△は立ち寄りを示す。　

※料理紹介者が複数いる場合、網掛けで示す。

第二期の料理紹介者の媒介関係

(f)

越境経験者

(b)

留学生

 (g)

その他

(f)

越境経験者

(e)

ケアワーク/

越境経験者

(d)

ケアワーク経験

者

(b)

留学生

(a)

外国人の母親

活動回数

時期区分 第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期
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【図 3-3：料理交流会のつながり生成】 

 

(2)   考察 

第Ⅲ期のリピーターの大半は、囲み部分に示されたように第Ⅱ期の料理紹介者であり、

「ケアワーク／越境経験者」の J さんと K 氏に媒介されたできたつながりである。J さん

からスタートした連鎖では、J さんの知人は N さんだけである。J さんには、参加以前に、

Q さん・V さん・R さんとの直接の面識はなかった。また、K 氏からスタートした連鎖で

は、K 氏の知人は P さんだけで、S さん・T 氏・U さんとの面識はなかった。このように、

越境経験者の日本人の Q さん・R さん・U さんは、留学生 N さん・P さん・S さんによっ

て媒介されている。「日本人・ケアワーク／越境経験者」「留学生（＝越境経験者）」「日本

人・越境経験者」というつながりは、越境という経験によって媒介され、国籍のカテゴリ

ーを越えて生成されたものだと言える。したがって、同国人ネットワークのように同質性

を保持するためのものではなく、言語的・文化的な多様性をリソースとしたネットワーク

とも言ってよいだろう。このように料理紹介者のつながりは、日本人と外国人が相互に媒

介しあって創り出された連鎖であることが示された。 

料理交流会は、支援団体が設立されて外国人が集められるという一方向的な集まり方で

生成されたものではない。Am さんと F が「２人ではできないこと」を達成するために、

それぞれの知人に声をかけて集まったのが始まりである。第Ⅰ期は、協同的な活動の「生

成期」である。外国人の母親が、他の外国人の母親に出会い、共感を示した。 

ケアワーク経験がある「ケアワーク経験者」と「ケアワーク／越境経験者」は、第Ⅰ期

第Ⅰ期:第１回～第３回 第Ⅱ期:第４回～第９回 第Ⅲ期:第10回～第22回
[2] [6]

Amさん (Za氏) Bさん

[21]

Ya氏 W氏

[1] [1]

Cさん D氏 Yb氏

[3][8] [4]

(Zbさん) Gmさん E氏

[5][7] [7] [14][19] [13]

Imさん Mmさん Qさん Vさん

[1][19] [9] [10] [17][20]

F L氏 Nさん Rさん Ye氏

[4] [15] [16]

Jさん Yc氏 Omさん T氏

[9] [22] [12] [18]

K氏 Pさん Sさん Uさん

リピーター：31人

Yfさん

[11]

Hさん

[17]

（　　　　） （Zd氏) Xmさん

（Zc氏） Ydさん

Ygさん

料理紹介者：A-X

4回以上の参加者:Ya-Yg

3回以下の参加者:Za-Zd

*[ ]内の数字は料理を紹介した回を示す

*左右に並列された記載は夫婦を示す
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と第Ⅱ期に「継続的な参加」と「料理紹介」によって活動の場を創り出していた。第Ⅱ期

は、協同的な活動の「開放期」である。「料理」に加え、「人に会うこと」も目的だと語ら

れた。外国人の母親同士が共感する場としてだけでなく、外国人の母親や留学生や日本人

がそれぞれ新たなつながりを得る場となっていった。 

越境経験がある「ケアワーク／越境経験者」と「越境経験者」は、第Ⅱ期と第Ⅲ期に「新

たな参加者を招いてつながりを維持・再生成」することによって活動の場を拡張していた。

第Ⅲ期は、協同的な活動の「再生成期」である。「料理」「人に会うこと」に加えて、１人

ではできない課題が持ち込まれる場となった。そして、「新たな参加者を招いてつながりを

維持・再生成すること」も目的だとされた。料理交流会は、外国人と日本人とが相互に媒

介しあったネットワークに発展し、相互に変容しながら、意図的につながりを再生成でき

る場とみなされていったのである。 

リピーターのうちの日本人の属性は、外国人に媒介されることによって、シフトされ、

つながりの連鎖には質的な転換が起こっていたことが示された。外国人の参加者の大半は、

滞日期間が限られているが、彼らを通して活動に長期的に関わる可能性のある人（日本人）

が紹介されている。一時滞在者の外国人とホスト社会の日本人が、相互に媒介しあって、

つながりが生まれ、料理交流会という全体の流れを創り出している。したがって外国人は、

「支援の場に集められて、支援される」だけの存在ではなくなっている。主体的に、協同

的な活動に出席＝参加し、料理の紹介を申し出て、友人を招待して新たなつながりを創り、

協同的な活動を再生成する役割を担っている。そして、協同的な活動の分業を担っている

がゆえに、「何もできない」という否定的な自己認識から解放されたのである。 

この相互媒介的なつながりはどのようにして連鎖していったのだろうか。渋谷は、外国

人住民を取り巻く地域ネットワーキングのキーパースンが活動の契機として、「その人自身

の外国語学習や海外生活の経験」をあげることを報告している。「思うがままに声を発せら

れない周縁的経験が、日本社会で十分に日本語を話せずにいる人々への『共振』４１を可能

にしているのかもしれない」というのである（渋谷 2003:38）。 

料理交流会においても、まず外国人の母親の越境経験に、続いてケアワーク経験に、さ

らに越境経験そのものに共振する人びとがつながりを連鎖していったと考えられる。した

がって、このつながりは同国人・同言語ネットワークに見られる同質性の保持とは異なり、

異質な者に対しても開かれた、差異をリソースとした学びのネットワークだと言える。個々

人は異なるものの、越境という経験への共振によってつながりが生成され、再生成されて

いった。 

ソーヤーは実践コミュニティが所与のものではなく、「実践のコミュニティーもまた、学

習し、個人と同じように、そのアイデンティティーを変化させていく」（ソーヤー2006a:74）

ことを指摘している。料理交流会自体が新しくなっていること、すなわち、実践コミュニ

ティ自体が変化していることで、料理交流会の開放性が浮かび上がってきたと言えよう。 

それでは、実践コミュニティが変化を続ける中で、参加者たちの意識はどのように変容
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していったのかを、料理交流会のリピーターに即して描いていく。 

 

第三節 料理交流会の「リピーター」 

 

１．調査協力者について 

続いて、コミュニティ自体の変化のプロセスで、リピーターの自己認識とツール観がど

のように変化したかについてインタビュー４２結果から検討する。 

分析に使用したデータは、①料理交流会（22 回）の準備・連絡と実践中のフィールドノ

ーツ、②インタビューの文字化資料である。そのうち、調査の目的に直接関わらないもの４３

を除外して 142 枚のカードを分析対象とした。 

 

２．結果 

KJ 法（川喜田 1996）によってカードを分類整理した結果を、図 3-4「リピーターの語っ

た料理交流会の全体像」に示す。大グループは《A》から《F》の６つ、中グループは〈A1〉

から〈F2〉の 18、小グループは（A1-1）から（F1-4）の 35４４、「一匹狼のラベル」は 16

枚（*a～*p）である。 

以下に、小グループ中の典型的なエピソード（インタビュー）を引用しつつ、図 3-4 の内

容を文章化して示す。引用中、筆者が書き加えた部分は〔 〕内に示した。《A》から《E》

の大グループごとに、小グループ中の典型的なエピソードを一覧にして示した。インタビ

ュー中、日本語が使用された部分には下線を付した。 

概要は、外国人たちは、来日後、《A》「日本人と友だちになれず、『孤立』『不安』を感じ

た」。そこで、「新しい知人からの誘い」をきっかけとして料理交流会に参加した。《B》「気

軽にアクセスでき、人に会って楽しく過ごせる」場である。そこでの《C》「活動は『人・

言語・料理のミックス』『ゆるいルール』で成立し、安心できる」ものであった。また、《D》

「活動のため、『第三の方法』を受け入れ、結果として自信が得られた」と語られた。それ

によって《E》「活動後、見方／ふるまい方／自己認識が変化した」ことも語られた。さら

に、《F》「活動の価値を、さらに拡げようと考える」ようになっていった。 

 

《A：日本人と友だちになれず、「孤立」「不安」を感じた》 

〈A1：来日後『孤立』『不安』を感じた〉 

外国人たちは、来日後に母国でのリソースから切り離されてしまい、孤立・不安を感じ

ていた。上述のように、外国人の母親たちは、「なんか１人（Am さん）」、そして「日本で

はいつもは知り合いがいない（Gm さん）」と孤立感を訴えていた。外国人の母親たちと同

様に、婚約者の日本留学に同行して来日した P さんは、仕事や学業などがなかった当時の

状況を「寂しくて、孤立していて、不幸だった」と振り返った（A1-1）。前述のように、１

人での状況での行動は「怖い（Am さん）」ことも語られた（A1-2）。  
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【図 3-4：リピーターの語った料理交流会の全体像】  
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〈A2：友だちになるのが難しい/自分の側の問題〉 

孤立的な状況の原因としても、また結果としても、言語的バリアがあげられた。日本語

に「自信がない（Gm さん）」ことや「恥ずかしいので話さない（Im さん）」ことである。

P さんの場合は「まず日本語を学習してから、交流をしよう」と考えた。すなわち、「交流

するのは、日本語ができるようになってから」ということであるが、これは、「日本語がで

きるまで、交流するのを待つ」ことと同義になり、「友だちを作ること」は先送りされてし

まう（A2-1）。また、交流を積極的に望み、機会が得られたとしても、一緒に来日したパー

トナー（同国人）との社会的なニーズが異なるという困難も報告された。P さんは婚約者（留

学生）が「私ほど社交的ではない」ことに問題を感じていた。また N さんは自分自身が留

学生で、夫を帯同して来日したが、「夫は新しい人が苦手」であるために他者との交流に制

限があると感じていた（A2-2）。 

 

〈A3：友だちになるのが難しい/日本人側の問題〉 

一方、当事者側の問題だけでなく、交流する相手が「日本人」であることが困難だと言

う声もあった。その具体的な理由としてあげられたのが、まず、国際交流の機会があって

も日本人が同じような質問を繰り返し、「本当の会話」ができないということである（A3-1）。

それに加えて、「日本人が考える典型的な外国人としてのふるまい」を期待されることや、

「日本では女性の地位が低い」（*dA3）ということも問題点として指摘された。 

 

（A4-1：フォーマル以外のつながりが必要） 

以上のように、孤立を感じ、日本語に自信が持てず、パートナーの社交性に期待できず、

日本人からステレオタイプに扱われ、女性であることを低く見られるという状況の中で、

所属先（職場や所属機関）以外での人とのつながりが必要だと考えるようになった。留学

生 V さんは、料理交流会のような機会のメリットとして、同時期に来日した日本語クラス

の仲間の他にも、「自分より来日が早かった人」、「後から来日した人」、「その人たちの家族」

とも知り合えるプラットフォームのような役割があることをあげている（A4-1）。 

 

A1-1 実は、ここへ来た時、婚約者と一緒に来たから、仕事もなかったし、学生でもなかった。だから、

自分自身の生活を作って、何をしたいか見つけようと思っていた。そのときは、気づいていなか

ったけれど、色々な意味で、本当に寂しくて、孤立していて、不幸だった。今、振り返ってみる

と、困難な時期だったのがわかる。料理交流会に出かけようとした時、ちょうど、私がここでの

生活と自分自身を見つめようとした時だった。それに、彼は誘っても一緒に行こうとしなかった

から、彼から離れて、私自身のコミュニティを創ろうとしていた時だった。（Pさん） 

A1-2 日本に来て１年目は、子どもたちを公園に連れていくのもちょっと怖かった（Am さん） 

A2-1 〔日本語に〕全く自信なんてない。ただ文を覚えるだけだから。（Gm さん） 

A2-1 〔自宅に長女の友だちの母親たちが遊びに来た時〕日本語はだめですよ、へたですよ、恥ずかし
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いので、私は話さないですよ。（Im さん） 

A2-1 〔料理の紹介を依頼された時、最初は「後日にする」と言って断った。その理由は〕プレッシャ

ーを感じて。料理交流会からじゃなくて、自分自身からの。日本語でしたかったから。だから、「が

んばって日本語を勉強して、それから料理を紹介しよう」と思った。（Pさん） 

A2-2 私にとって大変だったのは、彼が私ほど社交的じゃないということ。だから、彼は出かけること

に関心がない。新しい人に会うことに関心がない。〔中略〕私たち２人は一緒で、信頼関係があっ

たけれど、２人の社会的なニーズは違ったの。そこに緊張関係があって、それが、私が〔料理交

流会に〕遅れて行ったことの大きな理由だった。（Pさん） 

A2-2 私は、時々はよく話します。たくさん話すし、他の人とも大丈夫です。夫はもう少し時間がかか

ります。だから一緒にどこかへ行くと、たいてい〔２人だけで〕一緒にいるんです。それに経験

から言うと、他の人が私たちのところへ来て話すのは難しいようです。私たち２人は一緒にいて、

時々、母語を話しているから。夫は新しい人とうまくやっていくのは大変なんです。（Nさん） 

A3-1 いつも同じ質問で、どこから来たのか、何歳か、最初はいいけれど。〔様々な国際交流〕パーティ

ーにも参加したけれど、しばらくすると、いつも同じ質問なのに疲れてしまう。「ブラジルから来

たの？サンバの踊り方を知っている？」と。（Vさん） 

A3-1 〔以前、日本人グループに料理を紹介したが〕自己紹介をして、料理のことについてきいて、今、

何をしているかきいて、それはとてもよかったけれど、本当の会話に発展するには、ちょっと難

しかった。（Nさん） 

A3-1 〔テレビ番組で母国料理を紹介した時〕レポーターがたくさん質問して、料理の説明をしなけれ

ばならなかった。それでレポーターは外がアンコで中がモチの食べ物をくれたの。私たちが驚い

て、箸を使って食べたら、すごく喜んでいた。（Nさん） 

*dA3 最初〔日本へ来た時〕、日本では男性と女性がどれほど違うかを見たから、私にとってはとても難

しかった。どうしていいかわからなかった。それに私には仕事がなかったし、研究もしていなか

ったし、自分自身の物を持っているとは感じられなかった。それに加えて、日本社会では今まで

に私がなじんできたよりも、ずっと低い価値しか認められなかった。だから、自信を得るために

は時間がかかった。（Pさん） 

A4-1 〔最初の６か月の日本語クラスの後〕クラスを続けられる人も少しいるけれど、ほとんどは続け

られない。朝も午後も、時には週末も研究室へ行かなければならない。誰も知らなくて、何もわ

からない。だから、料理交流会のような集まりは大切だと思う。それに、自分より前に来た人、

新しく来た人とも会えるし、それに留学生の奥さんには会ったことがなかった。（Vさん） 

A4-1 職場以外の普通の人に会いたいと思う。こうして F と２人で話すのもいいけれど、仕事以外の活

動をしたいと思う。そうすれば友だちもできるし、今まで〔母国では〕ずっとそうしてきたから。

日本ではできなかったけれど。（Gm さん） 
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《B：料理交流会は気軽にアクセスでき、人に会って楽しく過ごせる》 

〈B1：参加／紹介のきっかけは気軽なもの〉 

前述のように、料理交流会は参加者間の「口コミ」のみで拡がっていった。参加のきっ

かけとして、まず、「料理が好き」なことがあげられる。留学生 N さんは「料理をしている

ところ」を探していると日本人 J さんに話し、料理交流会を紹介された。さらに、料理の

紹介者も引き受けることになった（B1-1）。N さんは料理を紹介する時に、日本人 Q さん

を誘った。Q さんは留学生 V さんと知り合ったばかりで「一緒にすることを探していた」

時で、「（V さんは）料理が好きだから」という経緯で参加することになった（B1-2）。この

ように、外国人にとっても日本人にとっても「新しい知人に誘われたこと」がきっかけと

してあげられていた。 

 

〈B2：活動＝料理は参加しやすく、協同でするもの〉 

料理は、国を問わず誰にとっても参加しやすく、「何か一緒にできる」活動であることも

アクセスのきっかけになる（B2-1）。前述のように、活動の内容がダンスや歌であれば、参

加したい／参加できる人は限定されがちである。しかし、料理をしている時間は、質問や

説明をしたり、試食を勧めたりすることがきっかけとなって、初対面でも話しやすいとい

う声が多く聞かれた（B2-2）。また、「言葉が通じなくてもみんなで」できる活動であり、「話

題がなくなったら、料理に没頭」することもできるので、居心地が悪い思いをせずに参加

できる場になっていった（B2-3）。 

 

B1-1 私は料理をする場所を探していたので、J さんに調査のことを話したら、外国人と日本人が一緒に

料理をしているところを知っていると言いました。それでとても関心を持ちました。（Nさん） 

B1-1 たまたま雑談の中で、N さんは料理が好きで、民間のクッキングスクールにも行っていることが

わかりました。それで、料理交流会のことを話したら、提供者〔料理の紹介者〕としても参加で

きそうということがわかり、F さんへのご紹介に至りました。（J さんメール） 

B1-2 Q さんが料理交流会のことを教えてくれて、招待して、私が気に入ったかどうかチェックしてく

れた。〔Qさんとは〕友だちになったばかりで、一緒にすることを探していたから。Q さんは「１

回、行ったことがあるけれど、一緒に行ってみたい？」と言って、私は「はい、一緒に行こう」

と答えた。（Vさん） 

B1-2 〔料理交流会に参加したきっかけは〕最初は、K 氏が招待して、一緒に行こうと言って。一緒に

行く人がいて助かった。F のことも知らなかったし、紹介されてもいなかったし、場所も見つけ

にくい所だったし。〔中略〕だから一緒に行く人がいて、よかった。（Pさん） 

B1-2 〔料理を紹介する人が見つからずに F が〕すごい困ってたから、頭の片隅に探そう〔と思ってい

た〕。Vさんは料理が好きだから、習いたいって言ってたし、〔それで紹介した〕。（Q さん） 

B1-2 〔料理を紹介したことについて〕料理はとても好きだし、ブラジル料理を紹介するのも好きだし、

他の場所の料理を試すのも好きだから。だからよく料理をしていたから、Q さんも料理交流会に
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声をかけてくれたと思う。（Vさん） 

B2-1 子どもがいたら、社会から離れてしまう。たとえばダンスをするなら、子どもは行かれない。歌

なら、とても上手な人はいいけれど、参加できない。でも料理なら、簡単。多かれ少なかれ何か

できるでしょう。何か見られるでしょう。（Gm さん） 

B2-1 〔留学生同士が交流するための旅行に行ったことがあるが〕私には料理の方がいい。あそこなら、

何か一緒に作れるから。（Nさん） 

B2-2 〔料理交流会の第１回で〕確か僕も初めて会ったと思うんだよね。で、覚えていることといえば、

マレーシアの人たちと一緒に天ぷらを食べた。座ってゆっくりじゃなかったけど、でもあの、そ

のマレーシアの学生の人たちが声かけてくれたんだよね、「食べて」みたいな感じで。〔中略〕数

少ないエビ天をくれてうれしかった。（E氏） 

B2-3 〔料理交流会の活動中は〕非日常、料理というツールがあるから、私はそういうところに行って、

〔中略〕料理するっていうと、言葉が通じなくても、みんなでそれをやる（R さん） 

 

《C：活動は、「人・言語・料理のミックス」「ゆるいルール」で成立し、安心できる》 

〈C1：活動の場は大きくて人が多いが教室ではない〉 

参加者たちは協同的な活動の場の特徴を、「大きな場所」に「たくさんの人」がいて「色々

な料理を作る」ことだと述べた（C1-1）。そして料理交流会の特徴として、その場に「先生」

がいないことがあげられた。強いて言うなら、各回の料理の紹介者が先生的な役を担うこ

とがある。しかし、D3 に後述するように、「料理は得意ではない」、「間違ってもいい」と

思いながら、料理の紹介者を担当していたことも明らかにされた。したがって、「先生」と

して準備したりふるまったりする様子は見られなかった（C1-2）。 

 

〈C2：人・言語・料理がミックスしている〉 

料理交流会は「誰が来てもいい」と伝えられていた。実際に、女性だけではなく男性も、

留学生だけではなく家族も、大人だけではなく子どもや生まれたばかりの赤ちゃんも参加

していた（C2-1）。母国の家族が来日した場合に参加した例もあった。このように「ミック

スしている」参加者たちが話す言語も、当然のことながらミックスされていた。「ミックス

している」ことが意味するのは、「会話のモードが迷いつつも手探り（E 氏）」という言葉に

象徴されるように、予め正解を持っている者が誰もいない状態である。したがって、「パー

フェクトじゃなくていい（V さん）」ことと同義になった（C2-2）。紹介される料理も「い

つも違う国の違う料理」という「ミックスしている」メニューであることが歓迎されてい

た（C2-3）。 

 

〈C3：ルールがゆるい〉 

「ミックスしている」人たちが「ミックスしている」言語で交流しながら作る「ミック

スしている」料理は、「とても基本的」で「簡単」なものになっていった（C3-1）。なぜな
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ら、時には「話すのに忙しくて（料理するのは）難しい（P さん）」ことさえあり、「料理」

と「交流」には同じように重きが置かれるようになっていったからである（C3-2）。時には、

調理や試食に参加せず、メンバーの顔を見るためだけに立ち寄る「従前の参加者」もあら

われた。 

そのような雰囲気は、「ルールが厳しくない（U さん）」（*iC3）と評価される一方で、「何

をするかわからない（Im さん）」という戸惑いや、「〔イスラム教の参加者のために、ゼラ

チンではなく寒天を使ったデザートが固まるかどうかわからないという〕共通の不安と希

望（E 氏）」になることもあった（C3-3）。さらに、協同的な活動が行われたのが数週間お

きであったため、「ちょっと距離を感じる（Im さん）」（*jC3）ことや、「せっかくだから（料

理を）覚えたい（R さん）」（*kC3）という葛藤もあったことが語られた。 

 

（C4-1：活動の場の雰囲気は、安心） 

それでも参加者が活動を続けた理由のひとつとして、「グループの雰囲気」があげられた。

「いい人が多い（U さん）」と感じられ、活動が回を重ねると、「お互いがわかった（E 氏）」

ことによって、「ここは安心、雰囲気が（Im さん）」と感じられるようになっていった（C4-1）。 

 

C1-1 たくさんの人が一緒にするのは、いいことだと思う。大きなキッチンでたくさんの人がお互いに

手伝って、色々な食べ物を作るのは良かったし、私には新しいことだった。（Vさん） 

C1-2 私は色々な所で料理をしたことがありますが、ほとんどの場合は、誰か１人はプロがいて、教え

ていました。だから、ここでは、もっと大きな枠組みの人たちがいて、今まで似たような経験を

したことがありません。（Nさん） 

C2-1 男性がいたのもよかったです。というのも、私が料理している他の場所〔民間のクッキングスク

ール〕では、男性禁止なので。（N さん） 

C2-1 N さんが大学の料理のサークルがあるって言うから、誰が来てもいいって言うから、自分が、N

さんが料理やるから、おいで〔と誘ってくれた〕。（R さん） 

C2-1 あそこには留学生じゃない人、たとえば Gm さんもいる。他では会ったことがない。そういう人

には料理交流会で初めて会った。（Vさん） 

C2-1 本当に、本当に、子どもを連れてくるお母さんが好きなの。（Pさん） 

C2-2 〔料理交流会の第１回をふりかえって〕ここはやっぱり自己紹介がすごい、みんな初めて会うか

ら、至るところで自己紹介が行われつつ、活動が展開されてるみたいなところはあったよね。ど

ういうふうに話をするのか、だから個人で言えば、何語でしゃべるのかみたいなところも、ちょ

っと迷ったのもある。あとは、その英語でしゃべる人と、日本語をあまりしゃべれない人と、で

も英語はしゃべれる人と、それと英語も日本語もあまりよくわからない、と思われる人と、僕が

その３人でしゃべる時に、じゃ、どうするのかみたいなところもあって、そのへんの、その、ん

ん、会話のモードみたいなのが、迷いつつも手探りみたいなとこもあったかな。ま、それは１回

目に限ったことじゃないかもしれないけど。（E氏） 
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C2-2 外国人はみんなミックスして話している。自分の言葉や日本語をミックスしている。パーフェク

トじゃなくていい。友だち同士では英語も日本語も使う。（V さん） 

*hC2 〔料理交流会の活動について〕とてもよかったと思う。パーフェクトだと思う。いつも違う国の

違う料理で。（Vさん） 

C3-1 とてもよかったし、料理はとても基本的で、よかったです。というのも、たいてい家では、基本

的なものを作るわけですから。だから、とてもよかったです。（Nさん） 

C3-1 料理とかあまり得意じゃないから、簡単に作れるものがいいと思って〔メニューを決めました〕。

（Q さん） 

C3-2 １つ気づいたのは、時々、料理をするのは難しいでしょう。話すのに忙しくて。人がいるから。（P

さん） 

*iC3 そこまでルール厳しくないし、気軽に参加できるし。（Uさん） 

C3-3 先にレシピ、レシピ、見たらいいと思います。はじめて、何をしますかわからない。（Im さん） 

C3-3 ゼラチン、じゃなくて、寒天、使ったんじゃなかったっけ？みんな、どうなるかわからないみた

いな。（F:練習はしたんだけどね）共通の、こう、不安と希望の混じったみたいな。あれが、おも

しろかった。（E氏） 

*jC3 〔料理交流会の活動について〕１ヶ月に会いますから、ときどき会いたいです。料理作るとき、

会うとき、ちょっと距離を感じます。私の家、他の人の家、食べ物じゃなくて、お茶でも。（Im

さん） 

*kC3 いろんな人が集まって話をするのもいいけど、それ以外の人は料理番組、見ててもいいかなー。〔中

略〕何をどうしているかわからないで、おいしいねって、食べちゃう。せっかくだから、〔料理を〕

覚えたい。（Rさん） 

C4-1 〔日本語クラスで外国人として料理の話をするときと比べて〕全く違う。ときどき、でも日本語

のクラス、でも、みんなは外国人だから、なんか国について発表した時にも、なんか国の物だっ

たけど、これは本当の教室じゃないでしょう、そう、違いはグループの雰囲気だと思う。（Nさん） 

C4-1 ここは安心、雰囲気が。（Im さん） 

 

《D：活動のため、「第三の方法」を受け入れ、結果として自信が得られた》 

〈D1：一緒に料理をして楽しむことが目的〉 

「ミックスしている」という多様性が尊重され、安心が確保された場で、「料理をする」

ことに加えて、「話ができること」や「人に会う」こともおもしろいと感じるようになって

いった。中には「人と話したいと思った時に、参加する」という声もあった（D1-1）。もち

ろん、料理を一緒にすることも「楽しむ機会」であり、「〔１人より〕みんなで一緒に作っ

て食べるほうが楽しい（U さん）」と考えられていた（D1-2）。そして、一緒に料理するプ

ロセスが「お互い」に他国の食材に驚くことや、「全然違う人たち」に出会って、「違う料

理」や「違う文化」に価値を見出し、差異を受け入れ合っていくプロセスであることを自

覚していることが述べられた（D1-3）。 
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〈D2：料理紹介は手伝いあってできて、よかった〉 

そのようなプロセスで料理を紹介することについては、「興味をもってくれてよかった

（Gm さん）」「紹介できてよかった（V さん）」「リラックスして〔紹介できて〕本当にたの

しかった（P さん）」と肯定的に感じた（D2-1）。なぜなら、１人でしなければならないの

ではなく、「手伝ってもらえるのがわかっていた（N さん）」という「みんな」との関係性

があったからである（D2-2）。 

 

〈D3：料理紹介はみんなでするため「ちょっと違う」を受入れ、その結果、自信が得られ 

た〉 

ただし、料理そのものは、母国を離れた地で必ずしもオーセンティックにならず、「味は

ちょっと違う（Im さん・Q さん）」こともあった（D3-1）。 

また、ハラールを守るために調理酒を使わないことや、お好み焼きの焼き方が違うこと

など、「自分で食べる時は嫌（Q さん）」（*nD3）でも、「楽しんでみんなでやる分には OK

（E 氏）」と「妥協」（*lD3）していったことが語られた。このように、差異を受け入れ合

いながら、料理を紹介することによって、以前に感じていた「恥ずかしさ」なしに日本語

を使うことができて、「自信」が得られたからである（D3-2）。このようにして、準備や調

理では、「みんなで楽しむ」ことを優先して、自分のやり方を変えつつ、さらに、「自分だ

けのためならしないこともみんなのためにする」という「私たち」としてのふるまいが創

り出されていた。また、安心できる場であることが、「わからなくても、誰かに聞けばいい」

「間違えてもいい（U さん）」（*mD3）ことを保障していた。 

 

D1-1 私たちは話ができるから、あの自分について話せるし、相手のことについて話してくれるから、

これがすごくおもしろかった（Am さん） 

D1-1 人に会うのにとてもいい考えだと思う。日本では、ただ人に会うことがとても難しいでしょう。

いつも理由がなければならないから、食事に行くとか、ミーティングとか。（Gm さん） 

D1-1 とてもいい機会だと思います。料理をするためだけではなく、人に会うためにも。寂しいと思っ

ている人や、来日したばかりの人は、町についても色々、学べるし、とてもいいと思います。（N

さん） 

D1-2 〔一緒に料理を作ることは〕料理するのもおもしろいし、食べるのもおもしろいし、おもしろい

ってことでしょう。私は料理の紹介のために行くのではないし、他の人も〔同じだと思う〕。一緒

に料理するのはおもしろいから、何かを楽しむ機会だから。（N さん） 

D1-3 日本での一番いい経験は、新しい人に出会えたことだと思う。私とは全然違う人たち。それが一

番よかったことだと思う。私とは違う人がたくさんいて、母国ではそういう経験したことがなか

ったから。違う種類の、違う文化の、違う食べ物、違う料理の人たちと知り合うことができた。

専門だけじゃなくて。研究室に行くだけでは、人と知り合うことはできないでしょう。（V さん） 
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D2-1 みんなが母国料理に興味をもってくれてよかった（Gm さん） 

D2-1 自分の国の料理をみんなに紹介できてよかった。（Vさん） 

D2-1 先週の日曜日は本当に楽しかった。とてもリラックスしていて、プレッシャーも感じなかった。

本当に、本当に楽しかった。もしかしたらストレスになったかもしれないけれど、そんなことは

全然なくて、もっと早く〔料理の紹介を〕すればよかったと思った。（Pさん） 

D2-2 F を知っていたし、友だちが何人も来るのもわかっていたから、手伝ってもらえるのがわかって

いた。もちろんみんなにも。（N さん） 

D3-1 味はちょっと違うけど、気持ちはいい（Im さん） 

D3-1 〔牛丼を紹介したが〕日本の人が食べたら、ちょっと違うって〔思うかもしれない〕（Qさん） 

D3-1 〔お好み焼き方を紹介した際〕先生という意識は途中から、全然なくなってきた。なんか自分の

やり方みたいなのが、結構そのおもしろいなと思ったのがこの回で、お好み焼きを焼くのに、焼

く段階であの Im さんがすごい途中からどんどん焼いてくれたんだけど、やっぱりそのすごい薄く

焼くんだよね。〔F:全然違うよね。あれ、お好み焼きとね〕そうそうそう、なんかそれで、あの僕、

言おうかどうしようか迷ったんだよね、そこで。お好み焼きもっと厚いよって言うのを、言おう

かなと思ったんだけど、まあちょっと言い方を考えてしまったんだよね。それは、お好み焼きじ

ゃないみたいに言うのは、おかしいなと思って、あの僕が家で焼く時には、そのなんていうのか

な、こうもうちょっといろんな厚さに焼いたりするみたいな、もうちょっと厚いのが、なんか僕

がいつもやってるやり方みたいな感じで、Im さんはそういうのが好きですかみたいな感じで、き

いた（F:あーえらいね）その時に、ちょっとこう笑いながら、あれは苦笑いだったのかなんなの

かよくわからないけど、Im さんはウチは薄いのが好きみたいに答えてくれたんだよね。（E 氏） 

*lD3 考えてみれば当たり前だけど、切り方もまばらだったけど、切り方にも色々あったんだけど、全

然いいんじゃないかなって、妥協してしまったところがあって。なんていうのかな、そこはこう

やって、もうちょっと細く切るとか、芯はもうちょっと細かく切るとか、個人的に、なんかその

作る時に気をつけることはあるんだけど、でもあんまりそんなことを言ってまで、やらなくても

いいかなって思って。全然なんていうのかな、OK かなって。楽しんでみんなでやる分には OK

かなって思ってしまった。それがいいのか悪いのかよくわからないけど。（E氏） 

*nD3 〔ハラールのために〕、アルコール〔を使わないようにするなど〕、自分で食べる時は嫌ですね。（Q

さん） 

*mD3 〔手巻き寿司を紹介した〕わかんなかったら、Fさんにきけばいいって、そんな感じだったんで、

別に間違えてもいいやって。（U さん） 

D3-2 外国人に会うとき、もっと自信できた。外国人、会って、話す機会がないです。友だちは会った、

料理作った、とても楽しいです。日本語を話す機会がないです、うちで。他の人に会うとき、難

しいけど、料理教室行ったとき、もっと自信ができます。（Im さん） 

D3-2 〔料理を紹介して良かったことは〕そう、自信だと思う。それに彼〔婚約者〕から離れる動機に

もなったと思う。そうしなければならなかったけれど、私たちの守られた世界から出ることは難

しかった。でも私は社会的な関係がほしかったから、満足していたわけではなかった。彼は留学
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生だったし、仕事もあったし、つながりも、何もかも持っていた。でも私はそうじゃなかった。（不

明）私は、ある意味で離れなければならなかった。そうできた時に、このグループの中だけでな

く、他の場所でも、ソーシャル・キャピタルを作ることができるようになる手助けになったと思

う。（Pさん） 

 

《E：活動後、見方／ふるまい方／自己認識が変化した》 

〈E1：「私たち」として自己を認識する 

 参加者たちは、自身を「私たち」として語るようになっていった。前述のように Gm さ

んは、「一緒に問題を解決したり、子どもの社会を作ったりしていく人たちのグループ」だ

と定義した。留学生 P さんは、料理をしていても話していても、「つながっているという気

持ち」になれる「パーティー」のようだと感じ、「家族みたいなグループがいて、私はその

一部」だと述べた（E1-1）。そして「私たち」は「普通の人」で「同じように」生活の課題

を抱えている（E1-2）。そのような時間と場を繰り返し共有することを通して、同じ授業を

受けているクラスメートとも「もっと仲良く」なったと、日本人 U さんも P さんも感じて

いた（E1-3）。 

 

〈E2：活動を通して、見方が変化した〉 

さらに、料理交流会に参加したことによって、U さんは、いわゆる欧米志向があったが、

「今はそういうのない」と振り返り、Gm さんも、「世界中、どこに行っても同じような人

がいる」ことに気づいたと述べた（E2-1）。料理そのものを通して、食に関する考え方も変

化した。Gm さんは、当初の課題であった「子どもが食べている物」がわかるようになり、

「生活がずっとやりやすくなった」。また V さんも「料理が違う」ことについて、「立ち止

まって考え」るようになった（E2-2）。 

 

（E3-1：活動を通して、ふるまい方が変化した） 

そして、Gm さんは、前述のように、自宅で料理番組を見ていた時にも、「みんなで作っ

て楽しもうと考えてハッピーになった」のである。（E3-1） 

 

E1-1 料理を紹介する人が、パーティーのホストをしているようなものね。それで、他の人は料理に参

加したければ、する機会があるし、あるいは話したり、料理を食べたりすればいいのね。どうし

てかと言うと、参加していたけれど、あまり料理は習わなかったから。（F:ごめんね）でもたくさ

んの素晴らしい人たちに会った。みんながつながっているという気持ちになれたから（P さん） 

E1-1 〔両親が来日し、一緒に日本料理を作ったという〕ああいった個人的な体験ができることは、も

っとずっとおもしろいと思う。両親は、私がケアしていると感じたでしょう。私には、家族みた

いな友だちのグループがいて、私がその一部だということがわかって、両親にもよかったと思う。

（Pさん） 
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E1-1 一緒に問題を解決したり、子どもの社会を作ったりしていく人たちのグループを料理に招いてい

る。（Gm さん） 

E1-2 料理交流会で会った人は、普通の人たちで、普通の生活をしていて、私と同じような問題を持っ

ている。（Gm さん） 

E1-3 

 

私は自分の研究室では本当に孤立していた。そこの人がどれほどフレンドリーでないかに本当に

驚いていた。だから何かのつながりがあってよかった。S さんとも一緒に受けていたクラスより

も、料理交流会を通して、もっと知るようになった。（Pさん） 

E2-1 今まで日本についてとても限られた見方、職場の人に限られた見方だけをしていたことに気づい

た。世界中、どこに行っても同じような人がいることに目を向けられるようになった。（Gm さん） 

E2-2 料理交流会の後、私の生活はずっとやりやすくなったの。〔中略〕小さい子どもが何を食べている

か知らなかったし、とてもストレスだった。カロリーとかを気にしたことはなかったけれど、子

どもが食べているのが肉か魚かもわからなかった。それが私にはすごく大変だった。夫もあまり

手伝ってくれなかったし、魚なのか肉なのか見なければならなかった。（Gm さん） 

E2-2 〔食については、日本に〕来てから、強く考えるようになった。どの国の人も豆を料理するけれ

ど、違っているから。もちろん料理が違うのはわかっている。でも、立ち止まって考えたことは

なかった。（Vさん） 

E3-1 〔自宅にいる時も、料理を〕みんなで作って楽しもうと考えてハッピーになった（Gm さん） 

 

《F：活動の価値を、さらに拡げようと考える》 

〈F1：活動に価値を認め、さらに拡げようとする〉 

このような活動の価値について、N さんは「来たばかりの人にはたくさん情報が必要だ」

と考えて、Gm さんの同僚女性を手助けしていた。そして、Gm さんも「〔同僚女性が料理

交流会に来て〕本当に助けてもらった」という感謝を述べていた（F1-1）。このような紹介

の連鎖について、P さんは「雪だるま効果で大きくなった」と評価した。V さんは、留学や

仕事のために越境を繰り返す自分たちにとって、「新しい友だちを作るのは大切なこと」だ

と言って、活動の価値を認めた（F1-2）。さらに、V さんは、「母国の家族にハラール・ラ

ーメンを作るつもり」と活動の成果を帰国後にも伝えたいと考えていた（F1-3）。 

 

〈F2：活動の外が視野に入る〉 

日本人 J さんは、「（故郷の就労外国人が）どうやって日本人と付き合っているのだろう

と、思いをはせるようになった」。日本人 R さんは「料理交流会とは別にちゃんとした日本

食の作り方を教えたい」と考えるようになったことが語られた（F2）。 

 

F1-1 〔Gm さんの同僚女性は〕来たばかりで、たくさん情報が必要だったし、来日後にはいろいろな

ことを聞いた方がいいと思ったから。そうしないと、時間がとても無駄になるでしょう。（N さん） 

F1-1 〔来日直後の同僚が料理交流会で〕本当に助けてもらった（Gm さん） 
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F1-2 R さんはどうして来るようになったの？〔F:J さん、Nさん、Rさんという紹介のチェインなの。〕

雪だるま効果で、大きくなっていったのね。すごい。（Pさん） 

F1-2 最初の６か月のコースが人と知り合うのに大切だと思う。その後、みんなそれぞれ研究室に行っ

て、あまり会わなくなるから。だから、友だちというのは最初の６か月にできた友だち。その後

は、新しい友だちを作るのはとても難しい。友だちになっても、私のように帰国する人がいるか

ら、新しい友だちを作るのは大切なことだと思う。（Vさん） 

F1-3 〔母国では〕たくさんスープを飲むの。母と祖母のためにラーメンを作ってあげるって言ったの。

祖母はとても日清カップラーメンが好きなの。２人にラーメンを作ってあげるから、きっと好き

になって、もうインスタントは食べなくなると思う。ラーメンを作ってあげるから。日本食材店

があるし。（Vさん） 

*qF2 〔故郷の就労外国人について〕帰省した際に、地元の造船所や縫い物工場などに東南アジアや中

国の人が増えているようで、その人たちはどうやってこの田舎町で生活し、日本人とつきあって

いるのだろうと思いをはせるようになりました。（J さんのメール） 

*rF2 ベルギーでも日本食はアートになっている。そういう人たちに、ちゃんとした日本食の作り方〔を

職業として教えたい〕。向こうの人の口に合わせた、甘いスシではなく、本当の日本食、一から出

汁とって、針生姜の意味とか、歴史も教えれば〔いいと思っている〕。〔中略〕N さんみたいに、

料理が好きで来ている人がいたら、ビジネス抜きで〔教えてもいい〕。そういう人に、料理交流会

とは別にちゃんと料理をしたい人に日本のカラアゲ、炊き込みご飯、みそ汁の作り方、手巻き寿

司の作り方、酢の混ぜ方〔を教えたい〕。（R さん） 

 

３．考察 

分析結果からは、料理交流会のリピーターたちが容易なアクセスと内容の協同的な活動

に参加し、「ミックスした」活動内容と「ゆるいルール」によって、「私たち」という意識

と方法を持つようになったことが明らかになった。以下、図 3-4 に即して、リピーターたち

の自己認識の変容と日本語の位置づけについて検討していく。 

《A》では、来日後の孤立状況が外国人の母親たちだけに限られないものであることが明

らかにされた。リピーターのうち、単身の留学生、夫を帯同してきた留学生、また、婚約

者に帯同されてきた子どものいない女性たちからも孤立感や排除された状況が語られた。

同時に、「日本人と友だちになるのが難しい」理由として、当事者と日本人の双方の問題点

が具体的に挙げられた。「日本人が外国人を怖がる」「日本人の期待する外国人らしさを求

められる」「女性の価値が低い」ことなど、単なるステレオタイプではなく、今もって続く

現実であることが明らかになったと言えよう。一方で、「在外経験者なら友だちになれる」

という声からは前述の「共振」が裏付けられた。 

《B》ではリピーターは「料理」という活動がアクセスを容易にしていると述べた。「食」

は、国を問わず誰もが日々行う行為であることから、新たに参加することも知人を紹介す

ることも、協同で調理することも容易である。また、料理という活動と日本語の関係は両
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義的で、話さなくても料理ができるが、その一方で、料理が話を始めるきっかけになると

も語られた。 

《C》には料理交流会の活動の内実が、その経験に対するリアクションが《D》に語られ

ている。協同的な活動は、開始の経緯から乳幼児連れの外国人の母親のために最大限の配

慮がなされていた。その場は、「人・言語・料理のミックス」と「ゆるいルール」、それに

「ちょっと違っても／まちがっても受け入れる」ことによって成立していた。必然的に、「多

様性の尊重」が実現され、彼女たちにも居心地のいい場となった。その結果、「みんなと一

緒に」「楽しむ」という新たな目的が語られるようになった。だが、「ゆるいルール」は気

軽な参加を保障するが、多様性の尊重が「わからない」「不安」という葛藤抜きには実現さ

れ難いことも明らかになった。そうでありながらも、「安心」な場であることが重視されて

いた。 

《D》でリピーターたちは「料理」と「人に会う」ことが好きだと語り、その目的を「手

伝い合う」「差異を受け入れる」ことで実現していた。この差異の内実も両義的で、他国の

料理・方法という新しさを受け入れることに加えて、既存の方法に「妥協」して料理を紹

介することも含められていた。具体的には、「〔自国での調理とは〕ちょっと違う」ことや

「〔ハラールを守るなどの〕自分ではしない」ことを、仲間のために受け入れて、「私でも、

あなたでもない、『私たち』の方法」、いわば、第三の方法を生み出した。このように妥協

しつつ協同が達成されると、料理の紹介という活動にも日本語というツールにも自信が持

てるようになり、《C》の「人・言語・料理のミックス」と「ゆるいルール」が補強されて

いった。このプラスのサイクルを前提として、誰もが自由に料理の紹介者（＝その日の活

動の中心）になることを申し出られるようになったと考える。 

《E》でリピーターたちは「私たちはグループ」「みんな普通の人で、私と同じ」という

自己認識を抱くようになった。《D》の差異と同様に、「私たち」には新たな友人だけでなく、

「以前からの知人とも協同的な活動を通してさらに仲よくなった」ことも語られた。さら

に、活動の場以外でも、「みんなの中の１人」として自己を認め、当初の孤立感からも開放

された。外国人の日本人観や日本人の世界観が変化したことも語られた。 

《F》では、「私たち」に価値を認めると、その枠組みを固定化するのではなく、「活動の

内容を外へ伝える」「活動の中へ新たな人を招く」「現在の枠組みの外で、新たな活動をす

る」と、活動を拡げようと考えていることが明らかにされた。 

続いて、「私たち」意識が生成されるプロセスでの日本語の位置づけについて検討する。

上記のように、「料理」「人に会う」「１人ではできない課題を協同で実現する」「つながり

を維持・再生する」という目的が新たに生成されていったことにより、日本語はツールと

して再定位された。主たる活動の「料理を作る・食べる」ことは誰もが行う「日常的な実

践」（セルトー1980=1987）であり、参加者の「日本語力」に関わらず、毎回、達成され、

それが共有されていた。その場で必要とされていたのは、参加者の日本語力というよりは、

Gm さんが述べていたように、「誰かわかってくれる人」だった。Am さん・Gm さん・Im
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さんの「日本語ができないから１人」、「恥ずかしいから話さない」という当初の語りは「リ

ラックス・安心して日本語（や他の言語）を話せる仲間がいない」ことを示唆していたと

言えよう。対話が「自己」と「異なる意味や志向性を持った他者」の差異をうめようとし

て成立するものである（バフチン 1975=1996）ならば、言語的バリアだった日本語は、協

同的な活動への参加における他者との関わりによって、逆転してツールに転じたと言えよ

う。 

ワーチは、「人間の自然言語」を「媒介手段のうちでもっとも重要な形態」とした上で、

媒介ツールを「ある種の単一のもの、未分化な全体としてみるべきではない。むしろ多種

多様な品目からなる、いわば道具箱としてみるべきなのである」（ワーチ 1991＝1995:124）

と主張している。料理交流会では協同的な活動が質的に変化しつつ成立していたことによ

り、複数のツールが代替可能なバリエーションとして生成されていったのではないだろう

か。逆説的ではあるが、日本語力に関わらず協同が成立する場だったからこそ、当事者た

ちは「日本語力」にとらわれることなく、「道具箱（＝ツール・キット）の１つ」として日

本語を選択できるようになったのだと考える。料理交流会における外国人の母親たちの十

全的参加とは、自らの居場所を創り出して新たな仲間にも開放していくこと、自らのアイ

デンティティと実践コミュニティとの絡まり合うような変化に順応していくこと、さらに

は日本語を含む「ツール・キット」をより豊かにしていくことが同時進行していくプロセ

スであると言えよう。 

事例において協同的な活動は、日本語力に関わりなく成立しており、日本語力を基準と

した「中心」が作られていない。換言すると、日本語力に関わらず、誰もが中心になる可

能性がある。「安心」して参加できるのは実践コミュニティの構造がゆるいためであろう。

日本語は、共に活動するためのツールの１つに過ぎない。だからこそ、その活動を豊かに

していくために日本語も「ツール・キット」の１つとして使っていこうと考えられたので

ある。 

 

第四節 フェーズ２からフェーズ３への転換とフェーズ４への可能性 

 

以上、料理交流会の事例に即して、フェーズ２「ネットワーク生成」からフェーズ３「ネ

ットワーク拡大」への転換の契機について検討してきた。さらに、フェーズ４「相互変容」

の可能性について検討していく。 

第二章で明らかにされたように、フェーズ１「支援の場の生成」からフェーズ２「ネッ

トワーク生成」への転換の契機は、外国人の母親に対する支援の行きづまりと、その休止

時に日常生活のニーズが開示されたことだった。また、第三章では、外国人の母親に限ら

ず、留学生らからも同様の支援の限界が語られていた。 

フェーズ２「ネットワーク生成」の条件を、料理交流会の第Ⅰ期／生成期に即して検討

すると、「当事者の日常生活のニーズに対応」し、「アクセスが容易」で「ルールがゆるい」
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ことがあげられる。具体的には、「人・言語・料理がミックス」した「容易な活動」が生成

したことである。生成期の参加者は大半が「Am さんか F の友人」だった。回を重ねて、「一

緒に活動をすること」に加えて、「仲間に会うこと」という目的があらわれるプロセスでは、

「わからなさ」や「話すのもいいが、料理を覚えたい」という葛藤もあった。しかし、同

時に活動の場の雰囲気を「安心」であると感じ、さらに「ゆるいルール」と「ミックス」

が強化されていった。このプラス作用が循環して、フェーズ３「ネットワーク拡大」を担

保し、フェーズ２からフェーズ３を支え続けるサイクルとなった。フェーズ２／生成期の

「私たち」は、「今、この場にいる仲間」である。 

フェーズ３「ネットワーク拡大」で、拡大されているのはつながりそのものと「私たち」

という意識の双方であると考える。料理交流会の第Ⅱ期／開放期の参加者は、「従前の参加

者の友人の友人」へと広がった。その「私たち」は、「友人の友人」という新しい人を受け

入れるプロセスで、「これまでの自分（たち）のスタイルを変える」必要に迫られた。すな

わち、「第三のやり方を、葛藤を孕みつつも、協同で工夫」することになり、その結果、協

同が達成されたことに満足し、自信が得られた。上記のプラス作用の循環が強化されてい

ると言えるだろう。そして、この循環によって、ネットワークはさらに変わり続け、「私た

ち」も大きくなり続けることが可能になる。 

フェーズ３／開放期の「私たち」は、フェーズ２／生成期の「今、この場にいる仲間」

に、「今、この場にはいないが、私たちの仲間」が加えられる。具体的には、「料理交流会

の参加者だったが、すでに帰国／転居した仲間」や「参加者の知人で、今後、料理交流会

に参加する予定がある者」などである。また、「料理交流会に直接、参加する機会はないだ

ろうが、（私が帰国したら）、料理交流会で一緒に作った料理を分かち合うだろう（母国の）

家族や友だち」も含められるだろう。言いかえれば、「記名された他者」である。 

フェーズ４「相互変容」においては、「私たち」という意識がさらに拡大されていると考

える。料理交流会の第Ⅲ期／再生成期の参加者は、「従前の参加者の友人の友人の友人の友

人」にまで広がっていった。フェーズ３／開放期の「今、この場にいる仲間」と「今、こ

の場にはいないが、私／たちの仲間」に「今後、出会うであろう仲間」が加えられる。そ

れは、具体的には、いつ、どのように出会うかはまだわからないが、確実にどこかに存在

して、仲間との出会いを必要としているだろう人びとである。たとえば、Gm さんが振り返

った「来日直後の私と同じ状態にある人」であったり、J さんが記した「故郷の就労外国人」

であったり、R さんの語った「ちゃんと日本料理を作りたい外国人」も含められるだろう。

言いかえれば、「無記名の他者」である。まだ見ぬ他者／無記名の他者に思いを馳せること

ができるからこそ、「私（たち）は変わり続けることを受け入れて行くのであるし、今いる

仲間とこれから出会う仲間と共に変わり続けて行きたい」という相互変容の可能性が示唆

されていると考える。 

 以上から、仮説的ではあるが、フェーズ４「相互変容」への転換の条件を記すことがで

きよう。ネットワーク／協同的な活動は、当事者の日常生活のニーズに対応したものとし
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て成立しており、所与の活動とは大きく異なる。したがって、その活動の価値も異なる尺

度で評価されることになる。当事者本位なので、就業・就学などの制度的なコミュニティ

に必要な条件を満たせない場合でも、自ら生成／参加して、そのコミュニティのメンバー

になり、メンバーであり続けること（ソーヤー2006a:59）が可能になる。その構造は非常

にゆるいもので、固定化されておらず、可変的である。また、協同的な活動の場は開放的

であるために、参加者も流動的で、活動自体が変化を続けている。参加者たちの差異はリ

ソースとなって、次の目的や役割を生みだす。 

参加者たちは自分自身も変わりながら、「私たち」が生成し、再生成しているコミュニテ

ィそのものの変化を受け入れている。それは、ソーヤー（2006a）が指摘する所与のもので

はない実践コミュニティ自体のアイデンティティの変化である。そこで使用される第二言

語は、協同的な活動のツールに位置づけられて、言語的バリアによってマイナス評価され

る懸念がないコミュニティとなるだろう。  
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終章 

 

第一節 各章の総括 

 

本論文では、言語的・文化的な多様性を持つ他者との共生の実現に向けて、言語的なバ

リアからの解放、および、当事者たちの居場所の必要性について検討してきた。具体的に

は、外国人の母親たちが創り出した料理交流会という活動を対象事例として、当事者たち

の日常生活における困難の解決と日本語のツール化とが同時並行的に実現されていくプロ

セスを、ツールと居場所の「自己化（appropriation）」として描いてきた。各章における分

析と考察から得られた知見をまとめる。 

先行研究に見られる事例と料理交流会の分析結果を対応させ、ツールと居場所が「自己

化（appropriation）」されるプロセスについて整理したものが表 4-1 である。上段は、フェ

ーズ０から４について、中段は、フェーズ１とフェーズ４の「アクター」「関係性」「場面」

「言語」、下段は、料理交流会の分析結果である。 

第一章では、外国人住民との共生に関わる課題について、外国人と日本人の関係性とい

う観点から先行研究を検討し、「日本語の学習権」と「支援／被支援関係の転換」が必要で

あることを確認した。従来は外国人側の変化（＝日本語学習）が自明視されていたが、近

年は日本人・日本語・日本社会側も変化すべきだという提言も見られるようになっている。 

しかし、そのような提言の内容と「支援・被支援関係」という現状の間には、まだ大き

なギャップがあると考える。そこで、「外国人」、「外国人の女性」、「外国人の母親」への支

援あるいは活動実践の先行研究を概観し、５つのフェーズを抽出した。 

まず、フェーズ０では、当事者の外国人たちは「見えない状況」にある。そのため、何

らかの支援を必要とし、専門機関にコンタクトし、支援の場に参加することになるのがフ

ェーズ１「支援の場の生成」である。 

フェーズ１では、「通訳・翻訳や多言語資料」が提供され、医療・保健や日本語学習など

の専門的支援を受けることになる。「安心・安全の確保」された支援の場で、同質の他者に

繰り返し出会うことにより、「グループとしてのまとまり」が見られるようになってくると、

それが、フェーズ２「支援の場における同質の他者たちのネットワーク生成」への転換の

契機になる。 

フェーズ２では、「外国人の母親」や「○○国人の母親」といった同質の他者のネットワ

ークが生成され、ネットワークへの参加を楽しむことが目的とされるようになる。そこで、

先輩・リーダーが現れると、それがフェーズ３「同質の他者に異質の他者を加えたネット

ワーク拡大」への転換の契機になる。 

フェーズ３では、属性の異なる異質の他者も加わり、ネットワークが拡大される。その

場では、生活課題が解決されることにより、参加者間に安心感や信頼感が生まれる。 
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【表 4-1：フェーズ０からフェーズ４への転換のプロセス】 
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フェーズ３で、「コミュニティの境界線のゆらぎ」（吉谷・伊藤 2010）が見られると、フ

ェーズ４「ネットワーク内外の相互変容」が起こるのではないかと考える。フェーズ３か

らフェーズ４への転換の際には、日本語というツールと日常生活の課題が解決される場の

双方について、「自己化（appropriation）」という概念を仮説として提示した。その実現に

は、伝統的な言語学習の背景にある「欠陥モデル」の転換が必要であることを指摘した。

フェーズ３からフェーズ４についての連続性が記された先行事例は見られなかった。 

第二章では、フェーズ０「見えない状況」、フェーズ１「支援の場の生成」、フェーズ２

「ネットワーク生成」の実状と転換の契機について、外国人の母親 Am さんと Gm さんの

事例に即して検討した。２人はそれぞれ非漢字圏出身者で、来日前に日本語の学習歴はな

かった。乳児の育児を中心に生活情報を必要としており、「日本語ができないから、日常生

活に問題が起こる」と訴えていた。 

フェーズ１には、前史の Am さんと F の日本語学習支援が位置づけられる。アクターは、

Am さん（＝被支援者）と F（＝支援者）の２人で、両者の関係性は支援・被支援関係とし

て始まった。当初、Am さんの目的は「日本語の学習」だと語られ、それは、「問題が起こ

らない日常生活」を意味していた。日本語は学習の目的であり、かつ／ゆえに、バリアと

なっており、Am さんを「何が欠けているか」によってマイナス評価する尺度でもあった。

そのため、この時期、ツールは欠如していた。F も「ボランティア教室の欠席分を、Am さ

んの自宅でフォローする」ことがミッションであると考え、文法の教材を準備するなどし

ていた。いわば両者とも伝統的な教育観の背後にある「欠損モデル」を無自覚的に共有し

ていたと言えよう。 

フェーズ１は、Am さんの「私は練習が必要です」という発言によって小休止された。そ

の小休止を契機として、「家族や母国について話したい」「家族のために日本料理を作りた

い」という Am さんの生活上のニーズが明らかになった。それに即して、F は既存のテキ

ストに沿った文法学習ではなく、漢字学習を提案した。一方、F は日本料理のレシピも紹介

したが、前述したように、Am さんは「栗ご飯」を家族のために作ったものの、「鍋料理は

食べたことがないから作れない」と再び「何が欠けているか」で自己を評価しようとした。

そこで F は「一緒に作ってみませんか」と提案し、料理交流会という協同的な活動が開始

された。 

フェーズ２に対応するのは料理交流会の第Ⅰ期（生成期）である。参加者は、「Am さん

か F の友人」で、Am さんと同国・隣国出身の留学生家族とケアワークを経験した日本人

たちだった。Am さんや F だけでなく、参加者たちは多かれ少なかれ活動の場での役割を

担い、中心的な料理の紹介も持ち回りで行わるようになっていった。Am さんは、第１回の

活動後に「たくさんのことを習った」と述べ、マイナス評価ではない、新たな尺度で自己

を評価するようになった。漢字学習についても、「宿題をしていない」「読めても、書けな

い漢字がある」という自責感にとらわれもしたが、テレビのテロップや小児科医の看板な

ど日常生活の中で漢字が読めるようになった。そして、「読める漢字がいくつかある」「お
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母さん、（漢字）たくさん」と言って、「何ができるか」で自己を評価するようになった。

それは、たとえば「常用漢字の約 2000 字」に対しては「いくつか」であるかもしれないが、

日常生活に役に立つ知識という尺度上では「たくさん」だと認めることができる。既存の

尺度に対しては、部分的な肯定であるが、むしろ、Am さんは自己評価の尺度を自ら書きか

え、それによって自信を回復していたと言ってもよいだろう。その尺度は、「成人の日常生

活に根ざした」「本当に役に立つ知識」で、「エンパワーのプロセス」（Tett2010）となって

いた。 

第２回目からは、Gm さんも料理交流会に参加することになった。Gm さんは、日本語の

学習歴があったにもかかわらず、「日本語ができないから、日常生活に問題が起こる」と延

べていた。Gm さんは日本人の配偶者で、就労していたが、家庭、職場、日本語クラス、保

育園のいずれにおいても、「欠損モデル」で自己を評価していた。そして、「外国人」「育児」

「国際結婚家庭」「日本語学習」「有職の母親」などの困難な状況をいずれも「できないこ

と」によってマイナス評価していた。 

最大の困難が「保育園の連絡ノート」だと聞き、F は離乳食のレシピカードを読むことを

提案した。Gm さんは料理交流会では同質の他者と出会って共感し、母国料理の紹介を引き

受けた。自己表出の機会を得ると、同質・異質の他者に加えて、夫や母国の家族からも称

賛された。その間にも、日本語コースや職場で日本語力をマイナス評価された辛い過去が

語られ、保育園での困難もリアルタイムで報告された。しかし、Gm さんは、F と離乳食の

レシピカードを読む以外にも、自習を続け、買い物中にも文字を読もうとするようになっ

た。F は、自信をつけるためにと新聞記事を読むことを提案した。Gm さんは、料理交流会

にも参加を続け、「100％完璧に話していないが、ここにはわかってくれる仲間がいる」と

日本語についての評価の尺度を書きかえていった。また、「過去の自分と同じ状況にある同

僚」や「目の前にはいないが、つながっている仲間」にも居場所を提供／共有することを

イメージして、来日後／出産後の孤立感を書きかえていった。 

Gm さんにとってのモデル・ストーリーとは、すなわち、言語的バリアによって生成され

た「できないこと」の塊を仲間と共に分節していき、その中から「本当に役に立つ知識」

を見出して、価値を認めていったことである。参加者たちには、「私たち」という意識が形

成されていったが、その範囲は、「今、この場に参加している仲間」だった。 

フェーズ１からフェーズ２は、言語的バリアが解体され、言語がバリアから逆転してツ

ールとなって「自己化（appropriation）」されていくプロセスであると言えよう。Am さん

と Gm さんに即して、日本語がバリアからツールとなるプロセスを確認した。 

補節では、２人の外国人母親と、当初は日本語学習支援者であった筆者の関係性を、フ

ォーマル／インフォーマルな場面と当事者の肯定的／否定的な感情という２つの座標軸上

に記した。従来の支援は、主に「フォーマルな場面」を対象として行われるもので、その

結果として、当事者は「否定的な感情」を抱きがちであった。しかし、当事者の日常生活

の課題という「インフォーマルな場面」で肯定的な感情を持つことと、「フォーマルな場面」
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でも肯定的な感情を持つことが並行して起こっていることが、２人の母親の事例で確認さ

れた。当初の支援者である筆者も、「フォーマル／インフォーマルな場面」の双方に立ち会

うことになった。したがって、言語のツール化とは、単に、教室的な学習場面で提示され

るような目的に対して機能的に応答するだけではなく、当事者の生活世界における具体的

な課題の解決につながることを示唆していることが明らかになった。 

第三章では、フェーズ２「ネットワーク生成」からフェーズ３「ネットワーク拡大」へ

の転換の詳細と、フェーズ４「相互変容」への方向性を検討した。フェーズ２からフェー

ズ３への転換は、先行事例では、「先輩・リーダーの出現」とされていた。料理交流会では、

活動の中心である「料理紹介者」が毎回、変わることで、誰もが先輩・リーダーになる可

能性が示されたことに当たるだろう。 

フェーズ３に対応するのは料理交流会の第Ⅱ期（開放期）である。参加者は、「Am さん

か F の友人の友人」の範囲にまで広がった。外国人の母親や留学生と、ケアワーク・越境

を経験した日本人たちが簡単な料理を紹介しあった。この時期の「私たち」は、「今、この

場に参加している仲間」に加えて「今、この場にいないが私／たちの仲間」へと広がって

いった。具体的には、「前回の参加者」や「今、この場に参加している仲間の（母国の）家

族」や友人たちが含まれていたと考える。 

まず、料理交流会のアクセスを検討するために、新たな参加者である外国人の母親 Im さ

んの参加の軌跡を比較分析した。その結果、新参者も古参者も「参加」「料理紹介」「友人

招待」という役割を重層的に担っていたこと、同時に、新たな目的が生成されていたこと

が示された。したがって、新参者が単線的に古参者となっていったのではなく、料理交流

会のアクセスは開かれたものであることが明らかになった。 

次に、料理交流会というつながりの生成の内実について論じた。このつながりは、外国

人と日本人が相互に媒介することによって生成され、双方が「私たち」として自己を認識

し、意図的につながりを拡げようとしていたことが明らかになった。当初の料理交流会の

参加者の属性は、「外国人の母親」と家族、および、「ケアワーク経験者」の日本人が大半

を占めていた。その後に、従前の参加者が友人を紹介するという口コミのみで広がってい

き、属性が変化していった。全参加者のうちの約４分の１が、「料理を紹介した」か「継続

して参加した」リピーターである。リピーターのうち、外国人の属性は、外国人の母親・

家族から、留学生たちにも広がった。また、外国人たちに媒介されて、リピーターの日本

人の属性は、「ケアワーク経験者」「ケアワーク／越境経験者」「越境経験者」へとシフトさ

れていた。 

そして、リピーターたちのインタビュー結果からは、「私たち」という意識の生成と、そ

の再生成、すなわち活動自体の再生成も目的であることが語られるようになった。料理交

流会の第Ⅲ期（再生成期）は、フェーズ４への方向性が示されていると考える。参加者は、

「Am さんか F の友人の友人の友人の友人」の範囲にまで広がった。外国人も日本人も料

理紹介を名乗り出たり、候補の友人を紹介するようになった。リピーターのうち日本人の
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属性は越境経験者となった。調理される料理も、「帰国する仲間のためのハラールのラーメ

ン」や「仲間の家族が来日するので、一緒に日本料理を作る」といったリクエストに応じ

たものになっていった。「私たち」の意識は、さらに広がり、「今、この場に参加している

仲間」と「今、この場にいないが私／たちの仲間」に加えて、「今後、出会うであろう仲間」

についても語られるようになった。いわば、未だフェーズ０の状態にいる他者についても、

これから迎え入れる仲間と見なすようになったのである。 

以上のように、「私たち」という意識の生成と同時に日本語が言語的バリアから、日常生

活課題と協同的な活動を達成するツールに転換されていた。また、「私たち」という意識の

拡大に伴って、新たな目的が生成されてツールは、ツール・キットとなっていた。当事者

たちは、それぞれ過去の自己を受容し、さらに未来への見通しを語るようになっていった。

すなわち、孤立していた「わたし」が、「私たち」となって、目的を共有しつつ協同的な活

動を創り出し、集合的な主体として自己を認識するようになり、「私たち」の創り出した活

動に意義を認めるようになったのである。 

新たな目的とは、協同的な活動の生成以前には存在していなかった、文字通りの「新し

い」目的である。たとえば、フェーズ１では、日本語＝学習の目的であったが、フェーズ

２では、「伝統的な母国の料理を紹介する」という目的のためのツールに転換された。フェ

ーズ３では、「仲間と時間を過ごす」ことも目的に位置づけられ、「簡単な料理の紹介」が

そのツールにもなった。さらには、「ハラールのラーメン」や「来日する両親と一緒に日本

料理を作る」といったリクエストを叶えることや、「新たな仲間のために活動を再生成する

こと」が目的になると、「仲間と時間を過ごす・集まる」こともツールに位置づいていった。 

新たな目的が次々と生成されると同時に、従前の目的はツールとして位置づき、活動そ

のものが質的に転換されていった。それによって、第二章に見た自己化された言語は、選

択的な「ツール・キット」の１つとなっていった。 

同時に、外国人の母親を含む参加者たちは、活動を協同で生成した「私たち」にも価値

を認め、それを再生成し、かつ、拡げていこうと考えていることを明らかにした。このよ

うに、外国人と日本人が共に主体を形成して、集団的に協同的な活動の文脈を創り出して

いたと言えよう。 

すなわち、フェーズ２からフェーズ３は、協同的な活動の場が「私たち」の居場所とし

て「自己化（appropriation）」されていくプロセスであると言えよう。またフェーズ３から

フェーズ４は、居場所の主体である「私たち」のさらなる開放／拡大を示唆していると考

える。  
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第二節 居場所とツールを「自己化（appropriation）」する学習の構造 

 

表 4-1 から、主体と対象の広がりを抽出したのが図 4-1「主体と対象の広がりのプロセス

予想図」である。中央の楕円はフェーズの広がりを示している。料理交流会の事例に即し、

左上部分に主体の広がりを、右下部分に、それに対応した対象の生成・拡張のプロセスを

示した。 

 

 

【図 4-1：主体と対象の広がりのプロセス予想図】 

 

まず、フェーズの広がりであるが、フェーズ０は、問題状況の可視化以前の「不在」状

況であるため点線で示した。「不在」状況に置かれた当事者が何らかの限界状態となり、支

援機関に助けを求めると、フェーズ１「支援の場の生成」に至る。主に、医療・保健分野

では同一事例でフェーズ１・フェーズ２・フェーズ３が報告されてきた。あるいは、保健

機関においては、専門的な支援の報告に加えて、当事者たちの生活状況に着目した報告が

蓄積されてきたと言ってよいだろう。日本語学習支援や幼稚園・保育園・小中学校におけ

る PTA 活動の報告では連続性への言及はなかった。フェーズ４は「提言」のまとめである

ので、未だ実現されていない状況を示しており、これも点線で示した。 

次に、左上部分の主体の広がりと右下部分の対象の広がりのプロセスであるが、その２

つは、絡まり合うようにして同時に進行していた。逆に言えば、どちらか一方が単独で変
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化している様相は観察されなかった。フェーズ０では、ホスト社会のみが焦点化され、明

確な来日の目的を持たない越境者は「不在／見えない」状況にあり、日常生活上、排除的

な状況に置かれている。越境者が見えないために、ホスト社会側の人びとは自らがホスト

側として決定権を持っていることにも無自覚であろう。 

フェーズ１では、役割は、「日本人＝支援者」「外国人＝被支援者」と固定され、役割を

変える自由はない。日本語は学習の対象とされているため、ツールを欠いた状態である。

支援者側の善意にかかわらず、両者は所与の規範や既存のルールに従わざるを得ない。当

事者たちは、生活での排除的な状況に加え、学習の場でも排除的な状況に置かれる。生活

上の疎外と学習上の疎外とがマイナスのスパイラルを形成している状況である。その緊張

関係が極限に達し、あるいは、小休止となると、支援・被支援関係が解消される。 

フェーズ２では、日常生活のニーズが顕在化し、新たな目的（伝統的な母国料理の紹介）

を達成するために、協同的な活動が始められた。Am さん（＝被支援者）と F（＝支援者）

に Za 氏が加わって、「私たち」という関係が生まれた。その際は、特に、自覚的に話し合

いが持たれたわけではないが、排除的な状況にあったことを相互に了解しているがゆえに、

所与の機関の時間的・物理的なルールは一切継承されなかった。所与の場に参加できなか

った子連れの母親たちにもアクセスが容易であるように、出欠席・滞在時間・同行者の有

無などが全て自由であった。排除された者どうしであったが、尊重し合い、対等な関係が

めざされたと考える。こうして自分たちの居場所を作る／作り続けるために、「厳格なルー

ルを作らない」というルールが自然に、しかし、必然的に生まれていった。そこは「安心・

安全」な場で、いわば、当事者によるバリア・フリーの状態が構築されたと言ってよいだ

ろう。所与の機関の基準からは「ゆるいルール」であるが、それは、母親たちに限られず、

活動に参加する「私たち」の誰に対しても適用された。参加者たちは、活動に関して決定

権を持つことになり、「人・言語・料理のミックス」が実現された。「ミックス」により、

たとえばモスリムの参加者のためには、常にハラールに対応した食が整えられていた。 

フェーズ２からフェーズ３への転換の契機としては、１）活動の対象が「料理」に加え

て「人に会うこと」だと語られたこと、２）同質の他者だけでなく、異質の他者にも活動

の場が開かれたこと、すなわち、「私たち」が「今、この場にいる仲間」と「今、この場に

いないが、私／たちの仲間」として認識されるようになったこと、３）「ゆるいルール」に

よって容易なアクセスとミックスが実現されたことがあげられよう。 

以上から、フェーズ４「相互変容」への転換の条件を、仮説的に記す。１）活動の対象

には「料理」「仲間に会う」ことに、「つながりを維持・再生する」ことが加えられた。２）

「私たち」には、「今、この場にいる仲間」「今、この場にいないが、私／たちの仲間」に

「今後、出会うであろう仲間」が加えられた。 

「私たち」は、「私たち」にとって居心地の良い場を、「私たち」によって作りだすこと

に自覚的になっていった。その活動の価値も異なる尺度で評価されることになる。当事者

本位なので、就業・就学などの制度的なコミュニティに必要な条件を満たせない場合でも、
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自ら生成／参加して、そのコミュニティのメンバーになり、メンバーであり続けること（ソ

ーヤー2006:59）が可能になる。参加者たちは自分自身も変わりながら、「私たち」が生成

し、再生成しているコミュニティそのものの変化を受け入れている。そこで使用される第

二言語は、協同的な活動のツールに位置づけられて、言語的バリアによってマイナス評価

される懸念がないコミュニティとなるだろう。それによって、生活上の疎外と学習上の疎

外のスパイラルは断ち切られた。 

このように、「私たち」が集団的な主体として認識され、「生活を作りだす生活４５」（宮﨑

2013）そのものを「自己化（appropriation）」していくプロセスは、日々の生活における

「共生」の可能性を示唆していると言ってよいであろう。具体的には、明確な目的を持た

ずに来日した当事者が支援の場を自らの居場所として「自己化（appropriation）」したこと

であり、また、言語的バリアを逆転させてツールとして「自己化（appropriation）」したこ

とである。それは、図 4-1 のようにパラレルに起こっていた。ツールの「自己化

（appropriation）」とは、当事者が日常生活の実践に参加し組織するために「本当に役に立

つ知識」（Tett2010）を創り出すことであり、また、居場所の「自己化（appropriation）」

とは、当初の支援の場を新たな役割を担いながら、主体的に振る舞える場として書きかえ

ていくことだと言えよう。ここに、フェーズ３からフェーズ４への可能性が示されている

のではないかと考える。 

支援者と被支援者、あるいは、ホスト社会のメンバーと越境者、日本人と外国人といっ

た二項的なカテゴリーが「私たち」というひとつのつながりに止揚される時、すなわち、「集

団的主体」（エンゲストローム 1987＝1999:149）として活動を共に始める時、「共に生きる」

ことが実現されうるのではないだろうか。言いかえるならば、相互に変容することを前提

として協同的な活動を創り出していくときに、言語がバリアからツールへと昇華される契

機が訪れると言えよう。 

 

第三節  生活を創り出す生活を共に生きるために 

 

 これまでに検討してきたように、従来の「多文化共生」の内実は、当事者（＝新参者）

が変化すべき（＝日本語を学習すべき）であることが暗黙のうちに共有されていた。言語

的なバリアを乗り越えるために、善意の支援が行われ、また、言語的バリアそのものや脱

文脈化された日本語学習に対しての批判もなされてきたが、支援者側をも含めた変化が共

生のための前提とされることは少なかった。 

 事例の分析結果からは、「越境者（＝外国人）」と「ホスト社会の人びと（＝日本人）」と

いう異なる二者の間に、直接のつながりを短期間に創るのが容易ではないことが確認され

た。特に、外国人の母親からのつながりの再生成は、料理交流会の３つの時期のいずれに

おいても限られていることも明らかになった。彼女たちのように、越境によって個々人の

リソースが限定されてしまった場合、同質性を持つ他者（＝「外国人の母親」同士）だけ
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を集めて、閉じた場で支援してもネットワークが形成される可能性は極めて低い。 

そのような状況にある外国人の母親たちのニーズに沿った活動（＝料理の紹介）を契機

として、越境に、また越境によって潜在化された個々人のリソースに再び価値が見いださ

れる場が生成された。その場では、共感し、お互いの個性を認め合いながら、「私たち」と

いう意識が生成された。そのカテゴリーは徐々に拡げられ、さらに新たな背景を持つ人と

のつながりが求められるようになった。したがって、「複数の単文化社会」（Sen 2006:156）

に陥る危険性からも回避されたと言えよう。このようにして創り出された関係そのものが

「私たち」のリソース、いわば共有の「社会関係資本」（ブルデュー1979=1990）として蓄

積されていったのである。それは、外国人の母親たちが、「生活を自分たちで創り出す生活」

（宮﨑 2015:160）を切り開いてきた過程であったと言えよう。 

外国人も日本人も「ニーズを持った人々」（中西・上野 2003:9）としてつながるためには、

共感し、相互に変化を受け入れられる協同的な活動の場が必須ではないかと考える。「私の

ため」だけでも「あなたのため」だけでもない、「私たちのため」という、新たな目的、つ

まり、第三の目的が生成することが必須であろう。このように、協同的な活動の媒介によ

って、当初の被支援者たちも当事者となり、言語的・文化的な境界を戦略的に乗り越えて

いく可能性が見いだせると考える。外国人と日本人、あるいは、被支援者と支援者の間に

は、当初、境界があるだろう。しかし、本事例に見たように、年単位で時間軸をずらしつ

つ、複数の担い手が連鎖することが可能なネットワークの生成によって、両者の間に「私

たち」という意識を醸成していくことができることを強く望んでいる。 

料理交流会という活動は、リピーター、その属性と役割、活動の目的のどれもが、同時

に変化する動態的な過程である。「多様性が尊重される『つながり』」と「安心と自信をベ

ースにした『私たち』という意識」は、活動に媒介されて同時進行的に生成された。それ

は、「それまで個々には自覚されていなかった力量が集団的に発揮される過程」（宮﨑 2004:1）

において、協同的な活動として成立しえたのである。 

本論文では、言語的・文化的な差異を持つ他者と共に学び、共に生きることを考えるた

めに、明確な来日の目的を持たない外国人の母親との協同的な活動について検討し、第二

言語を「自己化（appropriation）」する学びとは、居場所の生成と同時並行的に起こるもの

であることを明らかにしてきた。言い換えるならば、越境者が当該社会において自らの生

活を創り出していくためのプロセスとは、１）来日当初、排除的な状況にあっても、同質

の他者との出会いを求めること、２）相互に日常生活のニーズに気づいて、共に協同的な

活動を始めてみること、３）安心・安全が感じられたら、活動の場を異質の他者に向けて

も開いてみること、であると言えよう。そのプロセスで、ツールと活動について、「私たち」

による新たな価値が認められると、つまり、自信が回復されると、４）「見通しを語る」こ

とが可能になるだろう。 

このように、協同的な活動を通した第二言語の学びは、来日後の排除的な状況を再転倒

し、主体を再構成しうると考える。外国人の母親の日本語の「自己化（appropriation）」が
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排除的な状況からの回復、ひいては、「自らの存在の主体となること」、また「人間が、人

間存在のあるがままに自己了解されること」（宮﨑 2012:153-154）につながっていくもので

あるとすれば、それは、成人の学び全般にも通じるものとして検討できるのではないだろ

うか。 

 料理交流会の事例では、外国人の母親を含む参加者たちが、また、参加者間の関係性が、

さらに、ソーヤー（2006）が指摘する所与のものではない実践コミュニティ自体のアイデ

ンティティが変化していた。その際、当初の支援者も「私たち」として変化していくプロ

セスを客観的にとらえるために、「自己を含む集団」を分析する方法を、さらに精緻化して

いく必要があると考える。また倫理的な配慮についても検討が必要であるが、当事者たち

の協同によって、方法論についても検討できる場が生成されることを望んでいる。 
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■論文の初出 

論文の一貫性を担保する観点から、大幅に加筆・修正した箇所がある。 

 

序章・第一章 「第二言語学習における『わがものとする（appropriation）』学びの可能性」 

（北海道大学社会教育研究室『社会教育研究』32 号、2014 年 4 月） 

 

第二章 「在住外国人の母親にとっての居場所の意味 －生活と学習を結ぶ協同的な活動 

  の生成－」 

（北海道大学社会教育研究室『社会教育研究』34 号、2016 年 6 月） 

 

第三章 第一・二節 「外国人の母親たちにとってのネットワーク活動の意義 －十全的 

参加者としてのアイデンティティ形成過程に即して－」 

（日本語教育学会『日本語教育』155 号、2013 年 8 月） 

 

第三章 第三節 「外国人母親によるネットワーク形成の可能性 －協同的な活動「料理 

交流会」を事例として－」 

（異文化間教育学会『異文化間教育』35 号、2012 年 3 月） 

 

第三章 第四節 書き下ろし 

 

終章 書き下ろし 
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１ 本稿では、宮﨑（2002）を参照し、「協同」を共通の課題を解決する活動（association）という意味で 

使用する。事例で紹介する活動が「協働（cooperation）＝成果として、剰余が存在する労働／活動」 

には至らなかったためである。 
２ 「浸着」は「子どもたちが地域に足を着け（落ち着き）、その地域の中に浸透していく（認められてい 

く）という様相」を意味する山下の造語である（山下 2007）。 
３ Snow は、教育と研究の関係の問題点を基礎／応用研究の分離にあると指摘し、その上で、特に第二言 

語学習についてそれが顕著であると説明している。伝統的なアカデミックの手続きは、理論や文献中 

の問題を特定して研究課題を設定するものであったが、それに対して PEER は実践の緊急の問題から 

始められるリサーチである（Snow2014）。 
４ 人間の食事について、文化人類学では、「人間は料理をする動物である」「人間は共食をする動物である」 

（石毛 2009）としている。また「分配されたものを共に食べることで集団としての一体感が強調」さ 

れることも指摘されている（熊倉 2009）。心理学でも、調理行動を人間に特徴的な食行動だとした上 

で、「種・共同体水準での環境適応という機能」があると説明している。特に、調理行動の三要素であ 

る「食材料の選択」「加工法の選択」「風味づけ」のうち、「風味づけ」は「食材が安全であることを共 

同体の構成員に教える」「自らがその共同体の一員であるという自己同一視を可能とさせる」ことが述 

べられている（中島・今田編 1996）。料理交流会の食行動が居場所とツールの自己化に大きな役割を 

果たしたと言える。 
５ 第１回～第９回の会場は、隔月ごとに翌月・翌々月の施設利用の予約を抽選で行うため、やや予約がと 

りにくい公共施設だった。第 10 回～第 20 回の会場は、比較的予約が容易で、やや安価な公共施設だ 

った。第 21 回・第 22 回の会場は留学生用の施設で、無料で利用できた。 
６ Am さん宅の日本語学習支援（2005 年８月～2006 年３月）、Gm さん宅の日本語学習支援（2006 年１ 

月～2006 年 11 月）、料理交流会に関するもの（2005 年 12 月～2008 年７月）の３種類である。 
７ 子どもたちは「長男」「長女」「次女」と記した。 
８ 本論の引用箇所は、日本語版では割愛されている部分（第一章 pp.1-28）で、原著を参照した。 
９ 調査協力者（リピーター）の大半は越境を繰り返しており、調査地からの転居者も多い。しかし、調査 

地に留まっている場合、関係者に個人が特定されないよう配慮するため KJ法は有効だったと考える。 
１０ マルクス（Marx K.1964=2007）に由来する概念で、「領有」「専有」「自己化」などの訳語があてられ 

 ている。 
１１ 同県に外国人登録をしている 20 歳以上の外国人 4728 人中の 1244 人。 
１２ 外国出身の親は、中国４人、韓国２人、アメリカ２人、ブラジル１人、台湾１人、オーストラリア１ 

人、スペイン１人。職員は、保育園長２人、保母２人、語学相談員１人、外国人対応嘱託員１人。 
１３ 「一歩だと離れてしまうが、半歩だと片方の足は当事者のところについている」というモデルの在り 

方。 
１４ 医療・保健機関における専門的支援では、同一の事例において「通訳配置・多言語資料作成」と「ネ 

ットワーク生成」を経て「当事者の申し出」の段階が報告されていることから、内包している関係と 

とらえ、フェーズと名付けた。 
１５ F は就学生・成人就労者・留学生等の日本語学習現場にネイティブ教師として関わってきた。筆者が 

  影響を受けた外国語学習方法の「ドラマ・メソッド」を援用した日本語会話クラスの実践を本間（2003） 

に、また、文型のために作られた例文ではなく学習者の発話を積み重ねて学習のリソースにする試み 

については、本間（2004）に報告がある。 
１６ 質問項目は、「日本語の学習支援」、「料理交流会」、「３年間の滞日」についてどう思うかである。 
１７ 除外したものは、日本語学習の内容、育児の様子・知人の近況、開催に関する事務的な連絡である。 
１８ Am さんの日本語学習支援は、2005 年８月末から 2006 年３月末の７か月間に 15 回行われた。平均す 

ると２週間に１回ほどで、「外国語学習支援」として考えれば、非常に少ない。総時間数は 30 時間程 

度であるが、15 回全てに末子の次女が、そのうちの６回には長女あるいは長男が同席していた。 
１９ 料理交流会の第１回が行われたのは 2005 年 12 月４日である。 
２０ 日本人の母親 H さんは３人の子どもと参加していたが、第 11 回で料理を紹介した際に、料理交流会 

  の活動について「ここはおとがめなしだから」と評していた。 
２１ 料理交流会の第２回が行われたのは 2006 年２月５日である。 
２２ 日本語学習支援は合計 15 回行われたが、漢字学習はそのうちの 11 回である。 
２３ 日本語クラスでは、特に、非漢字圏出身者が漢字を学ぶ際に、筆ペンや水筆を使って、「止める」「は 
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  ねる」「はらう」などの違いを体験してもらうことは一般的に行われている。 
２４ 当初は、カードの表面に漢字を、裏面には読み方、熟語と読み方を書いていた。それを漢字は表面に、 

読み方を裏面に書くことにした。 
２５ 「bagus」はマレーシア語で「すばらしい」である。 
２６ その日本人支援者は Am さんの長女（小１）を調査対象の１人としていた。 
２７ 2009 年まで実施されていた旧・日本語能力試験３級で、主催者の国際交流基金と日本国際教育支援協 

会によると、「日本語を 300 時間程度学習し、初級日本語コースを修了したレベル」である。 

https://www.jlpt.jp/about/pdf/comparison01.pdf 
２８在住地域の広報誌には、「乳幼児健診の際、ある外国人の母親から、『言葉が通じないので、家や公園で 

親子だけで遊んでいます。日本のお子さんと遊べる場所を紹介してほしい』と相談があった」ため、 

保健センター主催の育児サークルを紹介したという経緯が記されている。 
２９ 2005 年 10 月、Gm さんは上記の育児サークルに参加し、F と知り合った。その後、Gm さんが一時 

帰国するなどして、日本語学習支援を始めたのは、2006 年１月からである。 
３０ 質問項目は、「料理交流会参加のきっかけは」「参加して／料理を紹介して／友人を招待してどうだっ 

た」「印象的だったことは」「活動中の問題は」についてである。 
３１ 除外したのは、日本語学習の内容、育児の様子・知人の近況、開催に関する事務的な連絡である。 
３２ 検挙された来日外国人の犯罪件数」は、調査時の 2005 年が「過去 10 年でピークだった」ことが報告 

されている。日本経済新聞電子版 2011/8/18  

http://www.nikkei.com/news/print-article/g=96958A9C93819695E3EAE2E2908DE3 
３３ 後日、当時の Gm さん漢字テキストを見る機会があったが、どのページにも書き込みがあり、マーク 

  がしてあり、熱心に学習していた様子がうかがえた。 
３４ Gm さんの日本語学習支援は。2006 年１月末から 11 月末の 10 か月間に 21 回行われた。Am さんと 

同様に平均すると２週間に１回ほどである。数回のみファーストフード店などで行われたが、ほぼ Gm 

さんの自宅で行われ、その際には、Gm さんの長男と F の長女が同席していた。 
３５ 教師が「日本語学習者用」に新聞や雑誌などの記事を加工することが「リライト」、教師の手が加えら 

れていないものが「生もの」と呼ばれている。 
３６ 普通体、あるいはプレーン・フォームは、「行く・行かない」「おいしい・おいしくない」などをさす。 
３７ 図 2-2 のうち、「A-6」と「A-7」は調査中に同時進行していた。 
３８ 当時、SNS の利用はなく、主な連絡手段はケータイ（電話・メール）だった。ケータイ・メールを使 

わない外国人の母親も多く、「ご主人の PC」に次回の予定をメール送信することもあった。 
３９ Am さんが第１回に招待した同国出身の留学生・家族たちはその後も参加を続けた。 
４０参加者全員の１人当たりの平均参加回数（2.9 回）を上回り、４回以上参加した 26 人である。このうち 

19 人は料理紹介者である。したがって、「リピーター」に加えられた７人は、「料理紹介者ではない」 

が平均回数の３回より多く「４回以上参加した者」である。参加者のうち半数強が１回の参加だった。 
４１ 広田（1997）は、「共振」する人びとを、日系人社会の事例において「彼らの『生き方』に心情的に 

共感し、あるいは仕事のうえで多様なつながりをもち、その生活をサポートする受け入れ側」の日本 

人住民であると定義している（広田 1997:81-82）。 
４２ インタビューを行ったのは、料理紹介者 24 人のうち 11 人である。 
４３ 除外したのは、開催に関する事務連絡、レシピ、日本語学習の内容、母国の生活状況、帰国予定、知人 

の近況である。 
４４ A4、C4、E3 は「一匹狼のグループ」として大グループに編成された。 
４５ 宮﨑（2013）には、自立の条件として「様々な他者との関わり、あるいは道具や制度等によって、 

自分の人生を創造する自由、あるいは、『生活を創り出す生活』（K.マルクス『経済学・哲学草稿』と 

いう実態を保持」していることがあげられている。 
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本論文の執筆にあたり、多くの方々にご協力をいただきました。 

お一人ずつお名前をあげることはできませんが、料理交流会に参加してくださった皆さま、

フィールドワーク・インタビューにご協力いただいた皆さま、研究上のご指導をいただい

た諸先生方・研究室の皆さまに心から感謝を申し上げます。 

 

 


