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日本人バイリンガル児童による物語構成能力の保持・伸長 

 谷口ジョイ（東京大学大学院総合文化研究科博士課程） 
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１. 研究の意義及び目的 

 言語や文化を越えた人的移動が盛んになり、海外において一定期間を過ごした後に帰国する学齢期の児

童・生徒（帰国児童生徒）数は、年間一万人を超えている。こうした「学習言語が分断される子どもたち」

の発達をどう考えるかが、近年、教育現場を超えた大きな社会問題となっている。子どもたちの現地語能力

は、渡航年齢、在留年数、就学形態、言語環境、言語接触量、本人の性格や適性によって幅があるが、帰国

後、こうした子どもたちが一様に直面するのは、現地語の保持・伸長の問題である。 

本研究は、帰国児童が海外で身につけた第二言語である英語を、物語の構成能力という点から捉え、その

保持、育成に有効に働く社会的要因について論じることで、帰国児童の言語教育に貢献することを目的とし

ている。調査にあたっては、マクロ的な分析手法であるストーリーグラマー（物語文法）を用いて、帰国児

童が物語全体をどのように読み、把握し、その内容を整理し、再構成するかという観点から、物語構成能力

の保持・伸長の状況を考察している。 

本調査では、６名（３組の兄弟姉妹）の帰国児童を対象に縦断的に言語調査を行い、日本語及び英語によ

るナラティブに検討を加えている。ナラティブとは、時系列に沿った形で物語を構成する言語活動であり、

近年、子どもの言語発達を捉える新たな分析の枠組みとして注目を集めている（内田, 1996）。ナラティブ評

価に有効とされるリテリング（Owens, 1991）を用いて、Thorndyke (1977) によって提唱された物語文の記憶

表象に関する理論であるストーリーグラマー（物語文法）を分析の枠組みとした上で、両言語による差異を

考察している。ストーリーグラマーとは、物語を構成する基本的要素であり、物語の設定、問題解決に至る

過程、内面的反応、結果といった段階的な構造がリテリングにおいて生起するかを考察している。また、子

どもたちの家庭や学校、その他の教育機関における両言語の使用状況や学習状況を多角的な視座を持って把

握し、日常的に行われる「読み」の活動の量・質に照らし合わせて考察を行うために、帰国児童の保護者へ

の質問紙調査、及び面接調査を行った。 

研究課題は、以下の二点である。 

（１）海外で英語を身につけた児童による帰国後の両言語による物語構成能力を測り、両言語におけるナラ

ティブの特徴はどのようなものか記述・考察する。抽象的思考へと結びつく高度な言語能力の素地を養う幼

年期に、複数言語を獲得した子どもたちの言語能力を「リテラシー」という観点から縦断的に測り、母語と

第二言語の物語構成能力の特徴を明らかにする。 

 これまで「リテラシー」は、言語教育という領域において、単なる読み書き能力として捉えられてきた。

つまり、「リテラシー」とは、テクストから得られる知識を理解し、解釈する能力であり、従来の日本の国語

教育で言えば、語彙、漢字、短い文章の読解などの理解能力を意味していた。しかし、本研究においては、

リテラシーの概念を「読み取った情報を日常の様々な場面や状況に応じて使用する能力」へと拡張し、帰国

児童の物語再生能力が、どのような特徴を持つのかを明らかにすることを目的としている。 

（２）どのような要因が、日本語、及び海外で身につけた言語による談話構成能力の伸長に有益に働くのか
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を検証する。 

先行研究から、海外滞在を経て帰国した児童、その保護者の大多数は、現地で獲得した言語能力の保持を

望んでいることが明らかになっている（Yashiro, 1995）。一方で、長期的な展望に立っての言語教育活動を実

践する者は限られており、どのような指導や教育活動に有効性が認められるのかについても、明確な結論が

得られていない。本研究では、帰国児童への言語保持教育や読書習慣、保護者の言語保持に対する考えや価

値観、個人的な生育環境や言語使用状況などを質的に調査し、どのような要因が両言語による談話構成能力

の保持・伸長に有益に働くのかを検証することを目的としている。 

 

２．先行研究 

 日本人帰国児童の帰国後の言語変化を追った主な先行研究としては、以下の２点があげられる。 

 Yoshitomi（1994）では、４名の帰国児童を対象に、絵本のナラティブ、自由会話、事前に練られたスピー

チ（planned speech）など、多様な言語タスクを長期的に課し、かつ得られた発話資料に対して詳細な記述を

加えている。また、調査協力者の家庭環境、教育環境、言語的背景、性格といった個別的な要素に関しても、

広範囲にわたる情報が提示されている。この研究の大きな特徴としては、調査協力者である子どもたちの発

話が実例として豊富にあげられている点と、データ収集に際しての膨大なエピソードが記されている点であ

ろう。ある子どもは、登場人物に名前をつけて、脚色を加えながら、物語を構築し、またある子は、間違い

を恐れ、簡潔でシンプルな発話を好む、といった記述は、フィールドにおける子どもたちの様子を、著者が

巧みに写し取っていることを感じさせる。 

Tomiyama (2009)は、英語圏からの帰国児童である１組の兄妹（10;01、７;0）に対して、31 ヶ月間にわたる

データ収集を行い、その言語能力の変化を追ったケーススタディである。調査協力者の生育環境や性格など

に関する丁寧な記述は、Yoshitomi (1994)と同様であるが、当該論文では、両親の母語及び英語に対する価値

観や評価、母文化の志向についても詳細に扱っており、また子どもたちの滞在国における適応状況、ベース

ラインデータとして提示された学業成績、教師のコメントなどにも多くの言及がなされている。帰国児童を

対象とした研究の中では、言語喪失、保持に関わる様々な背景要因を扱っており、調査によって得られたデ

ータに対する理解をいっそう深める役割を果たしていると言える。一方で、データ収集に関しては、文字の

ない絵本「Frog, where are you?」（Mayer, 1969）のナラティブタスクを合計 7 回課しており、比較的「実験」

に近いデザインが用いられている。また分析に関しても、子どもたちの発話を語彙の多様性、構文の正確さ、

複雑さ、産出能力といった指標を用いて数値化し、兄妹間の言語データを比較している。 

両者に共通する点としては、数を絞った個人に関する個別的な要因に関しては、厚みのある記述を質的に

行っているものの、収集されたデータに関しては、「厳密な解釈に基づく信頼性のある結果」の提示を優先課

題としていることである。我々の多くは、研究者として、「結果を一般的、普遍的なものへと近づける」とい

う信念の元に研究活動を行っている。質的研究のパラダイムが、言語教育分野において用いられるようにな

ったのは、ごく最近のことであることを考慮すれば、現在は、データの量化により、得られた結果をフォロ

ーアップするという手順が用いられる段階にあると考えられる。 

子どもの談話構築能力を扱った先行研究としては、モノリンガル児童の談話における「視点」の分析を行

                                                   
1 10;0 は、10 歳 0 ヶ月を意味する。 
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った Berman & Slobin（1994）や、物語の長さと動作の連続性に着目した McCabe（1997）、記述的な情報量に

ついて述べた Beaumont（1992）、主語の主題化と述語のアスペクトに関する Kurumada & Fujii (2009）があげ

られる。バイリンガル児童の談話産出における研究は、数少ないが、その中では言語形式の違いを調査した

ものがある。 Silliman et al.（2002）は、スペイン語及び英語を使用するバイリンガルの子どもたちの談話に

ついて、使用される節の数と種類について調査しており、スペイン語においてより多くの節が用いられ、名

詞節よりも副詞節が多く使用されると結論づけている。Minami（2008）では、40 名の英語及び日本語を用い

る 6～12 歳のバイリンガル児童を対象に、先述の文字のない絵本について両言語で描写するというタスクを

行っている。談話ヴァリエーションの調査にあたっては、量的、質的なアプローチがとられ、第二言語であ

る英語による談話において語彙の多様性がより高いことが示されている。また、談話における情報の種類に

関しても、英語はより記述的であり、日本語はより評価的である、というように異なっていた。特筆すべき

は、母語である日本語で高いリテラシー能力を示す児童ほど、英語のリテラシー能力も高いという点であっ

た。 

 Fiestas and Peña（2004）では、4;0〜6;11 の英語・スペイン語を用いるバイリンガル児童を対象とし、文字

のない絵本及び静止画を用いて、談話における言語効果を調査している。当該論文は、バイリンガル児童の

ナラティブディスコースにおける、言語とタスクの影響を考察することを一義的な目的としている。分析の

結果、言語の違いは、物語の構成要素に影響を与えており、またタスクの違いによって、文法性、中でも「一

方の言語の影響を受けた発話」に違いが生じていた。文字のない絵本を用いたナラティブでは、言語による

物語構成要素の複雑性に統計的な差は見られなかったが、スペイン語のナラティブにおいては、「展開（出来

事の発端）」「問題解決の試み」といった構成要素が含まれ、英語の場合は「結果」がより多く含まれるとい

う違いが見られた。筆者らはこれを、文化的な違いに起因するものと位置づけている。 

 

３．研究方法 

３.１ 調査協力者 

 調査対象は、海外生活を通じて日本語と第二言語である英語を習得している６名の帰国児童（３組の兄

弟 SP1、姉妹 SP2, SP3）とし、殊に言語喪失が急速に進行するとされる低年齢（６-12 歳）の子どもたちに焦

点をあてる。調査協力者の選定にあたっては、国際児童文庫協会を通して (１) 調査開始時点で学齢期にあ

り、帰国後、日本の公立小学校に通っている、 (２) 両親ともに日本語の母語話者である、 (３) 子ども達の

第一言語が日本語である、 (４) 海外在住期間が４年以上である、 (５) 海外在住時の教育言語は英語であり、

通常授業を受けていた、以上５要件をすべて満たす児童に調査協力を依頼し、また新たな調査協力者を紹介

してもらうというネットワークサンプリングを用いた。 

Tomiyama (2009)では、帰国児童の兄弟姉妹を調査する利点について、以下のように述べている。兄弟の場

合、当然ながら家庭環境、言語環境が同一、もしくは類似しており、在留期間や帰国後の年数に関しても差

異がない。つまり、帰国後の言語保持に影響する個人的要因として「年齢」による比較が可能である。本稿

における兄弟姉妹のうち、年齢の低い方の子どもたち（Yngr）は、帰国時の年齢がそれぞれ 8;3、6;8、7;0 で

あり、先行研究によると「言語喪失が急速に進み、保持の程度が低い」年齢グループとされる（Olshtain, 1989; 

Yoshida et al., 1989）。一方、兄や姉（Oldr）の帰国時の年齢は、それぞれ 10;7、9;4、9;6 であり言語保持の程

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CF%C0%CA%B8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D0%A5%A4%A5%EA%A5%F3%A5%AC%A5%EB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%CA%A5%E9%A5%C6%A5%A3%A5%D6
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C7%A5%A3%A5%B9%A5%B3%A1%BC%A5%B9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%BF%A5%B9%A5%AF
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%BF%A5%B9%A5%AF
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%CA%A5%E9%A5%C6%A5%A3%A5%D6
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B9%A5%DA%A5%A4%A5%F3%B8%EC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%CA%A5%E9%A5%C6%A5%A3%A5%D6


 4

度を左右する境界年齢（=cut-off period, Fujita, 2002）の上であり、言語保持が比較的容易であるとされる。国

際結婚家庭における兄弟の言語使用に関しては、先行研究においても扱われているが（Baker, 1995, Harding 

and Riley, 1986, Caldas, 2006, Azmita and Hesser, 1993, Yamamoto, 2001）、帰国児童の兄弟の言語使用を対象と

した研究は、その数が限られている。 

 

表 1：調査協力者リスト 

協力者  性別  年齢 渡航年齢 帰国年齢 滞在期間 在留地 

SP1-Oldr 男 10;11 6;4 10;7 4;4 US カリフォルニア州 

SP1-Yngr 男 8;7 3;11 8;3 4;4 US カリフォルニア州 

SP2-Oldr 女 9;11 4;4 9;4 5;0 ドバイ 

SP2-Yngr 女 7;3 1;8 6;8 5;0 ドバイ 

SP3-Oldr 女 11;0 1;3 9;6 8;3 US カリフォルニア州 

SP3-Yngr 女 8;6 0;0 7;0 7;0 US カリフォルニア州 

 

 ベースラインとなる帰国直後のデータはSP1のものしか得られなかったが、子どもたちの帰国時の言語能力

を示す資料として、現地校における成績表、それに付随する教員のコメント、州の標準化された試験の結果

等を精査し、調査協力者は学年相応の英語によるリテラシー能力を身につけていたことを確認している。 

 SP1（兄弟１）はアメリカ・カリフォルニア州に４年４ヶ月滞在し、現地の公立小学校に通っていた。帰国

後は、日本の公立小学校に通い、父親の意向で、英語の保持に結びつくような活動には参加していない。現

地語保持に対する父親の消極的な態度は、帰国直後のインタビューにおける発言（例「自分も大人になって

から必要に迫られて英語を身につけた。子ども達もそうすべきだし、忘れてしまっていいと思う。」）からも

見て取れる。母親は「あれだけ苦労して身につけたのに、もったいない」という思いはあるが、英語保持よ

りも、日本の学校への適応や中学受験が最優先課題であると考えている。帰国後の SP1 の英語使用の機会は

4 週間から 8 週間に一度の本調査のみであり、日本語に関しても学校や塾の課題以外の読み書き活動を行う

ことはない。特に、SP1-Oldr は帰国後、中学受験のための学習が始まり、これまで行っていた娯楽としての

読書が中断され、読み書き活動と呼べるものは、学校で課される作文や国語教材の読解など、「学習」として

の読み書き活動へと制限されるようになった。 

 SP2（姉妹２）は、５年間、中東のドバイに在住し、現地のイギリス系インターナショナルスクールに通っ

ていた。帰国直後の姉妹間の会話は英語であったが、調査開始時点（帰国後６ヶ月）では、既に日本語への

シフトが完了していた。SP2 も SP1 と同様に、公立小学校に在籍しているが、居住する市の主催する言語保

持教室や（週 1 回 1 時間）や、複数の文化背景を持つ児童を対象とした文庫活動（隔週２時間）にも参加し

ている。この文庫には海外生活経験のある帰国生を中心に、国内のインターナショナルスクールに在籍する

児童、国際結婚により多言語環境にある児童などが参加し、読み聞かせ、４千冊を越える蔵書の貸し出し、

クイズや言葉遊び、歌、ゲームなどが保護者によって行われている。ドバイで知り合った友人とは定期的に

e メールや手紙、カードを交換し、長期休暇には友人を訪ねる、など英語を使用する対人ネットワークが維
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持されている。 

 SP3（姉妹３）は、アメリカ・カリフォルニア州に８年３ヶ月在住し、現在は公立小学校に通っている。帰

国後、上述の文庫活動や海外子女教育振興財団の英語保持教室に参加していたが、現在は英語母語話者の個

人教授を週 1 回 1 時間受けるのみである。SP2 と同様、帰国後もアメリカの友人たちと e メールやスカイプ

でやり取りをし、毎年夏休みは 2 週間ほど、カリフォルニアの友人や先生を訪ねている。 

 

３.２ 調査方法 

 データ収集に際しては、子どもの言語発達研究において広く用いられている文字のない絵本「Frog, where 

are you?」 (Mayer, 1969)を使用した。この本は 24 枚の絵によって構成され、一人の少年と犬が、ペットであ

るカエルを探す中で遭遇する様々な場面を描いている。調査協力者は、絵に沿って物語を口頭及び文章記述

によって二言語（英語及び日本語）で構築する。また、子どもたちを取り巻く社会的要因の変化を反映させ

るため、約８ヶ月後に再調査を実施している。調査によって得られた言語データは、すべて調査者によって

文字化され、主に質的に分析された。さらに、帰国児童の言語環境を調査し、家庭や学校、その他の教育機

関における両言語の使用状況や学習状況を多角的な視座をもって把握することを目的とし、保護者及び指導

者への質問紙調査、面接調査、家庭や教育機関におけるフィールドワークを実施した。読書習慣など、両言

語を用いた「読み」「書き」の活動がどの程度行われているかについても、定期的に調査を行った。 

これまでの帰国児童の言語を扱った研究では、海外で獲得した言語の喪失（そのプロセスなど）に焦点が

置かれ、滞在年数や帰国時の年齢といった比較的数値化しやすい個人的要因が扱われることが多かった 

(Tomiyama, 2009)。しかし、筆者はこれまで、帰国児童生徒をはじめ、多様な言語・文化背景をもった児童を

対象に、外国語の保持や文化に対する理解を育成する支援活動に携わってきており、こうした経緯から、読

書習慣や社会的ネットワーク、それを支える家庭環境といった社会的な要因が言語保持に深く関わっている

との知見を得ている。 

また、先行研究においては、語彙の多様性、統語的複雑さ、正確さといった言語的特徴を数値化し、分析

するという手法が一般的に用いられている。しかし、少数の調査協力者の言語データを量的に扱う際には、

留意すべき事項が多く、調査対象者に継続的に関わる中で得られた知見を用いて、定量的な分析に「脚注」

を入れていく作業が必要となる（Taniguchi, 2010）。そこで筆者は、子どものことばの表層的な部分を越え、

そこに「埋め込まれている」意味を探るためには、得られた言語データを数値化するよりも、データ収集時、

データ解釈時に研究者が行った意味付けについて詳細に記述することが有効であると考えた。筆者が質的手

法を土台とした研究を行うのは、得られた言語データに対し、現場で子どもたちと関わる立場から釈明を加

えるという循環的なプロセスの中で積み上げられた認識の変化によるものである。 

 

３.３ 分析方法 

 物語の導入部分から結末に至るまでの「主軸」を客観的に構成し、その素材となる登場人物や状況などを

細部にわたって描写する作業は、子どもたちが日常的に行うリテラシー活動及び学力と密接に結びついてい

ることが先行研究から明らかになっている（Tolance & Olson, 1984, Kurumada & Fujii, 2009）。よって、多言語

環境にある子どもたちのリテラシー能力の保持・伸長を考える上で、物語構成能力の特徴を明らかにするこ
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とは、非常に有効だと考えられる。談話構成におけるヴァリエーションの研究は、主にモノリンガルという

コンテクストの中で行われており、バイリンガル児童の言語発達に関する研究において、複数言語による談

話産出能力について述べたものは、その数が限られている。しかし、多言語環境にある子どもたちの談話創

造性は、モノリンガルの子どもたちとは異なることが十分に予想される。また、談話構成におけるヴァリエ

ーションを精査することにより、言語使用に見られる特定のパターンを明らかにすることが可能である

（Macaulay, 2002）。 

 物語構成能力を考える有効な手段として、認知心理学におけるトップダウン処理型の文章理解モデルであ

る「ストーリーグラマー（物語文法）」と呼ばれるものがある。物語文の記憶表象に関する理論であるストー

リーグラマーとは、物語の展開予測や理解、記憶を補う最小限の要素である。我々は、物語を構成する主軸

を内部知識として備えており（物語スキーマ）、これを利用して物語展開を記憶、再生する傾向にあるとされ

る。 

 

表２：物語の構成要素（Glenn & Stein, 1980; Hughes et al., 1997） 

構成要素 コード 記述 

設定 SET 主な登場人物の紹介や、動作が行われる時間、場所などの場面設定。例: 

There once was a boy who had a dog and a pet frog. He kept the frog in a large 

jar in his bedroom.（あるところに男の子と犬、そしてペットのカエルがい

ました。男の子はそのカエルを寝室の大きな瓶の中で飼っていました。） 

展開 IE 物語における問題や矛盾の発生。例: One night while he and his dog were 

sleeping, the frog climbed out of the jar. （ある夜、男の子と犬が寝ている間に、

カエルは瓶を抜け出しました。） 

内面的反応 IR 起こったことに対する主人公の感情。例: When the boy woke up the next 

morning, he was very upset to see his frog missing.（翌朝、男の子が目を覚まし

た時、カエルがいないことに気づき、大変慌てました。） 

問題解決 ATT 問題解決のための主人公の行動や計画。例: The boy called for the frog.（男の

子はカエルを探して、大声で呼びました。） 

結果 CON 主人公の行動による結末。例: There they found the boy’s pet frog. He had a 

mother frog with him.（彼らはペットのカエルを見つけました。お母さんガ

エルが一緒でした。） 

反応 REA 結末に対する主人公の反応、及び物語のまとめ。例: The boy and the dog were 

happy to have a new pet frog to take home.（男の子と犬は、新しいペットのカ

エルを持って帰ることができて、嬉しく思いました。） 

例文：<http://www.saltsoftware.com/salt/downloads/BilingualSERDBDoc.pdf> Bilingual Spanish/English Story 

Retell Reference Databases より 2010 年 8 月 10 日引用 

 

 Thorndyke（1977）は、典型的な物語の構成要素とそれらの間の関係について、記述し、物語は「設定」、「主

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C9%BD%BE%DD
http://www.saltsoftware.com/salt/downloads/BilingualSERDBDoc.pdf
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題」、「筋立て」、「解決」に分けることができると提唱した。本研究では、Glenn and Stein（1980）及び Hughes 

et al.（1997）に基づき、物語の設定、展開、内面的反応、問題解決に至る過程、結果、反応といった段階的

な構造が物語において生起するかを見ている（表 2 参照）。 

 

4. 結果及び考察 

 以下は、SP1 のナラティブにおける物語の構成要素である。物語を構成する基本要素（６項目）がナラテ

ィブで出現した場合+、出現しない場合は−としている。語、または句単位のコード・スイッチや、一方の言

語の干渉を文法的に受けている場合も、可とする。 

 

表 3：SP1 の物語構成要素 

 SP1-Oldr #1 SP1-Oldr #2 SP1-Yngr #1 SP1-Yngr #2 

 英語 日本語 英語 日本語 英語 日本語 英語 日本語 

SET + + + + − − − − 

IE + + + + + + + + 

IR − ＋ − − − ＋ − − 

ATT + + + + + + + + 

CON + + + + − − + + 

REA − − − − − − − − 

SET = 設定 IE = 展開 IR = 内面的反応 ATT = 問題解決 CON =結果 REA =反応 

 

 Walters and Wolf （1986）では、物語の意味構成である物語文法は普遍的であるという先行研究（Rumelhart, 

1975）を検証するため、第二言語の習熟度の異なる学習者（中級 20 名、上級 20 名のヘブライ語母語話者）

に対して、テクスト読解後の再生を行い、物語文法の範疇で生起する要素について検討を加えている。その

結果、SET（設定）、及び IE（展開）要素に関しては、言語習熟度による影響を受けることが明らかとなった。 

 

例１: SP1-Yngr 

#1 #2 

この絵では (2.0) どっから、んと、捕まえて来たカエルを 

(2.0) お、男の人と (1.0) 犬が (1.0) カエルを観察してい

ます。 

ある日、男の子はカエルを捕まえて来て、観察していまし

た。 

This picture? (Right.) maybe this boy? (2.0) um, caught a frog? 

and (2.0) maybe um (2.0) he will nto this frog is his pet.  

He was… he liked the pet frog… and he (2.0) he looked very… 

so much at the frog… 

 

 SP1-Yngr は、初回、追加調査共に、両言語におけるナラティブにおいて、SET 要素の構築に失敗している。

物語構築能力の発達過程において、子ども達は言語形式の多機能性、特定の言語用法の多義性を学ぶ必要が

ある（Verhoeven and Stromqvist, 2001）。一般的に日本語の基本規則においては、初出の参照物に対し「名詞句

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%CA%A5%E9%A5%C6%A5%A3%A5%D6
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%CA%A5%E9%A5%C6%A5%A3%A5%D6
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＋ガ」を用い、既出のものに対しては「名詞句＋ハ」またはゼロ代名詞（主語の省略）が用いられる（Clancy,1980）。

しかし、例１のように SP1-Yngr は初出の登場人物に対しても「ハ」を使用している。さらに、SP1-Yngr は、

初出の登場人物に代名詞（he）を用いており、新たな参照物として提示できていない。これは、SP1-Yngr の

日英両言語による物語構成において、言語コンテクスト内外の対象を表す際の照応が、exophora（外部照応）

から endophora（内部照応）に移行する前段階であると言える。話題の連続性がどのように習得されるかに関

する先行研究である Berman (1997) では、３-10 歳のドイツ語を母語とする児童が、Frog Story（先述）にお

いて、主な登場人物である男の子と犬を、どのような指示詞で表すかを調査している。その結果、年齢の低

い児童ほど、global anaphoric strategy（既出の事柄を指示詞で表す方略）を使用していることが明らかとなっ

た。低年齢の児童は、主要な登場人物について連続性をもった描写がなされていても、談話の焦点が別の対

象物へと移った後に、再び主人公に戻る際にも、同様に三人称代名詞を使用する。しかし、年齢が上がるに

つれ、主人公が再度登場する際には、名詞表現が用いられる。参照マーカーは多機能であるため、順を追っ

て参照物を導入する際には、正しいマッピングが必要であるが、SP1-Yngr は、このマッピングの定着が不完

全であることが示唆される。 

 また、SP1-Yngr は、初回調査の両言語におけるナラティブにおいて、CON 要素を産出できていない。これ

は、例２のように「主人公である男の子と犬が、いなくなったカエルを見つけ出し、その子どもを一匹連れ

て帰る」という結末部分を描写していないためである。Wellman and Woolley（1990）によると、幼い子ども

は、登場人物の意図や欲求を推測することで、物語の結末を描写している。そのため SP2-Yngr は、初回調査

において、主要な登場人物の感情に対する理解が不十分であった可能性が指摘される。 

 

例２: SP1-Yngr 

#1 #2 

その後、男のと (1.0) 犬とカエルは楽しく遊びました。 

 

丸太の後ろ見たら、飼ってたカエルと、その… お嫁さん

がいて、その子どもがいたから、んと、子ども一匹もらっ

て、帰った。 

…and when the boy and the dog knows that he awake they um, 

they knew that they knew that frog is somewhere around here. 

When they look behind the... the... the log? they foun-, they 

found their frog with (2.5) their, his (2.0) with the another frog 

and lots of, and um, lots of um, little frogs. (What’s happening 

here?) maybe in this picture? um (2.0) the boy? eeto, are 

playing with frogs. 

Then he… the boy heard the frog’s sound… So when he 

searched the logs over…There was two frog. Then it comes, so 

a tiny frog also so the boy take the big one (3.0) one tiny frog… 

And go back – come back and to the home. 

 

 

 先述のように、SP1 のナラティブにおいても、IR 要素の産出は少なく、殊に IE に対する主人公の感情表現

の産出は、以下の例に見られるように限定的である。 

例３: SP1-Oldr  

#1 #2 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DE%A5%C3%A5%D4%A5%F3%A5%B0
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その夜にカエルが逃げちゃって、それで、男の子が、んと、

ビンを、ビン中見て、がっかりしてた。逃げちゃったから。 

次の日んなったら、あ、その夜に、カエルが抜け出して、

えっと、寝てる間に、あ、男の子と犬が寝てる間に、カエ

ルが抜け出しちゃって、えっと、い、犬と男の子が朝、見

つけたんだけ、あの、いないってこと、さ、分かって… 

And then, the – the when the boy and the dog is sleeping, the 

frog is running away out of the jar. 

… and then the… the when, um, the boy and the dog is 

sleeping? The frog runs away out the jar? And the next 

morning? The dog and a boy fin-, finds that frog is gone?  

 

例４: SP1-Yngr 

#1 #2 

夜寝てる間にカエルが…知らない間に (4.0)入れ物から這

い出て来て、逃げてしまいました。朝起きたら (1.0)男の

子と、犬は (2.0)いない、いないと、カエルがいないとび

っくりしました。 

だけどその夜… カエルは逃げ出してしまいました。翌朝

起きて、翌朝起きてみると、カエルがいませんでした。 

 But… um when he was sleeping? with his frog? um, the frog 

um (3.0) got out of… his um (5.0) nto he runs away? (uh huh?) 

and (2.0) when the mor-, morning came? the boy and his dog? 

um (5.0) nto look around… for where is frog. The bo-, the boy 

looks in his boots? and the dog? is playing with the jar. The boy 

thinks that where, where is the frog.  

And one time when we – when the boy was sleeping, the frog 

go away from jar…and go out and when the boy wake 

up…then the frog was not in the – in the jar.  

 

以下は、SP2 のナラティブにおける物語の構成要素である。 

 

表４：SP2 の物語構成要素 

 SP2-Oldr #1 SP2-Oldr #2 SP2-Yngr #1 SP2-Yngr #2 

 英語 日本語 英語 日本語 英語 日本語 英語 日本語 

SET + − + + − − + + 

IE + + + + + + + + 

IR − + + + − + − + 

ATT + + + + + + + + 

CON − − + + − − + + 

REA − − − − − − − − 

SET = 設定 IE = 展開 IR = 内面的反応 ATT = 問題解決 CON =結果 REA =反応 

 

 表４から明らかなように、初回調査では、SP2-Oldr は日本語において、また SP2-Yngr は、両言語において

SET 要素の産出が見られない。まず、SP2-Oldr に関しては、初出の登場人物に対しゼロ代名詞（主語の省略）
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が用いられているが、追加調査では、名詞句＋「ガ」を用いた正しい照応へと変化している。また、英語の

ナラティブにおいても、初出の登場人物に定冠詞である the を使用するという逸脱が見られるが、追加調査

では不定冠詞 a を使用している（例５）。一方 SP2-Yngr は、初出の登場人物に対し、代名詞 he を用いており

（例６）、SET 要素の構築がなされていない。４歳から９歳までのフランス語、及び英語話者の子どもたちの

談話能力を調査した Karmiloff-Smith（1981, 1985）によると、子どもが談話中の新たな参照物を示すにあたっ

ては、次のような発達段階が見られるという。まず、第１段階として、初出の参照物に対しては、nominal 

referential devices（名詞参照表現）が用いられる。さらに第２段階では、主要な登場人物には代名詞が用いら

れ、最終的には不定冠詞、定冠詞の区別が可能となる。SP2-Oldr の英語ナラティブにおいては、初回調査で

は定冠詞（the boy）が用いられているが、追加調査では不定冠詞（a boy）へと変化しており、最終段階へ移

行したことが見て取れる。SP2-Yngr においても、新たな登場人物の照応は、代名詞から the boy へと変化し

ており、第２段階への移行は完了している。 

 

例５: SP2-Oldr  

#1 #2 

はじめ、カエルをつかまえて、それから、そのビンの中に

入れたら、そしたら、そいで、男の子と犬が寝てから、そ

したら、カエルが逃げちゃって… 

男の子と犬がカエルを捕まえて、で、瓶の中に入れて、で、

その後、寝てる間に、カエルが瓶の中から逃げて、で、窓

が開いてたから、窓から出てって、で、男の子と犬が起き

たら、カエルがいなくなってることに気づいて… 

The boy and the dog now has a frog in the jar… and then after 

that when the boy and the dog were sleeping, then the frog got 

out form the jar? And then when they woked up they noticed 

that the frog was gone.  

First, a boy catches a frog and the boy puts the frog into a jar. 

And then, the boy and the dog is sleeping. The frogs – the frog 

is walking out of the jar, and then the window was luckily open. 

So then, the frog went out from the window. And then, when 

the boy and the dog wake – woked up, the frog was gone, and 

they were surprised.  

 

例６：SP2-Yngr 

#1 #2 

夜に男と犬はカエルを飼っていて、カエルを見てました。 あのー、男の子と犬が、ペットのカエルを飼ってて 

Um, fir-, first, um, he had a pet frog? And the dog, um… loo-, 

looks the frog and then um the boy and dog s-lept?  

Um, in the night, when the dog and the boy was sleeping, the 

frog went – he went somewhere. 

 

 SP2-Oldr は、英語によるナラティブにおいて、登場人物の感情も含め、効果的に語っている。例えば、問

題の発端に対する登場人物の反応を解釈し “the frog was gone, and they were surprised.” のような描写をして

いる。一方、SP2-Yngr は日本語によるナラティブにおいて、より多くの背景情報を含めており、場面設定、

登場人物、それを取り巻く環境、特定の出来事に関し、詳細に語っている。また、英語と比較すると、登場

人物の感情に関する描写や、出来事に対する自身の評価をより多く述べている。以上より、子どもたちの構

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D5%A5%E9%A5%F3%A5%B9%B8%EC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%D2%A4%C9%A4%E2
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築する物語の構成要素に関しては、同一の絵が異なる要素を引き出すことが明らかとなった。 

以下は、SP3 のナラティブにおける物語の構成要素である。 

 

表 5：SP3 の物語構成要素 

 SP3-Oldr #1 SP3-Oldr #2 SP3-Yngr #1 SP3-Yngr #2 

 英語 日本語 英語 日本語 英語 日本語 英語 日本語 

SET + + + + + + + + 

IE + + + + + + + + 

IR − − − − + + + + 

ATT + + + + + + + + 

CON + + + + + + + + 

REA − − − − − − − − 

SET = 設定 IE = 展開 IR = 内面的反応 ATT = 問題解決 CON =結果 REA =反応 

 

 SP3 は、３組の兄弟姉妹の中で、最も効果的に物語の基本的構成要素をナラティブに組み込むことができ

ている。SP3 の両言語におけるナラティブには、物語の筋や構想に対する補足的な要素などを含む背景部分

が含まれ、物語を構成する上で欠かせない主要な登場人物の導入（SET）についても適切になされている（例

７）。SP3 はまた、連続性をもったものとして、物語を整然とまとめ上げ、構築することが可能であり、出来

事を多角的に捉えることもできている。SP3 はまた、追加調査のナラティブにおいて、描写内容がより豊か

になり、殊に SP3-Oldr は、英語ナラティブにおいて、登場人物の感情に関わる描写を行っている（例 8−９）。 

 

例７：SP3-Oldr 

#1 #2 

男の子と、犬が、カエルを飼っていて、寝ている間にカエ

ルが、んー… カエルがいなくなってしまい… 

あ、ある夕、晩に、ええと、男の子が寝る前に自分の瓶の

中に入れといたカエルのことを見つめています。 

Well, there is a boy who has a dog and a frog. Well, and here he 

is right now saying well maybe good night or something.  

This is a scene where a little boy is sitting on a stool by his 

bedpost with a frog in the jar by his knee. When the dog came 

inside and it’s at nighttime like – and from, and I think he is 

about to go to bed. 

 

 表３−５から明らかなように、すべての調査協力者のナラティブにおいて、REA（反応）要素の産出が見ら

れない。これは、本研究で使用した物語の特徴に起因するものと思われる。先行研究により、テクスト内容

がナラティブにおける基本構造の産出に影響を与えることが指摘されているが（Walters and Wolf , 1986）、本

調査においても、子どもたちは、一連の出来事を客観的に述べるナラティブスタイルを採用しており、こう

した記述的アプローチでは REA 要素が産出されない。 
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例８：SP3-Oldr 

#1 #2 

…and the boy, uh, goes deeper into the forest looking for his 

frog where the dog follows him. And accidentally knocked into 

a deer, and the deer dropped him over the cliff and into the 

pond.  

 

And, he was leaning against what he thought was a branch, but 

was actually a deer. So, he fell into the deer’s head and well, 

obviously the deer isn’t too happy about that. So, he goes over 

– over to the edge, and then he drops him… with the dog into 

the pond. And then, in this picture, the boy and the dog are 

upside down, head first into the water while the deer is clearly 

pleased.  

男の子は、石のう、石のてっぺんから呼んでみましたけど、

シカ？シカの頭に乗ってしまい、シカが怒って、あのー、

小さい崖に落とされてしまいました。 

探していた時に…シカに倒れてしまい、シカは怒って、犬

と男の子を池の中にジャボンと入れてしまいました。 

 

例：SP3-Yngr 

#1 #2 

And then, he got stuck on a moose. And the moose threw them 

in the river, in a pond, 

And, the boy…looked, um, the boy hold…the um – tree. But, 

that tree was, um, deer’s horn. And deer went to a pond. And, 

throw the boy into the pond. 

シカみたいな…の頭にのっかっちゃって、池に落っこちて 男の子は木の枝にずっと捕まって、カエルを呼んで、だけ

ど、木の枝が、えと、シカの角で、シカが立って、んと、

走って、谷、谷から男の子を落として… 

 

 子どもの物語構成能力は、日常のリテラシー活動に密接に結びついていることが先行研究から分かってい

る。例えば Herman （1996）は、二言語環境（英語・フランス語）にある就学前の子どもたちの「物語を語

る能力」を調査している。子どもたちは、語彙等の面で両言語の能力を備えたバイリンガルであるが、教育

言語はフランス語、自宅での英語に対する支援の程度は異なっており、その言語経験は多様である。本調査

と同様、文字のない絵本を使用し、子どもたちのナラティブを統語的正確さ、語彙の多様さ、談話の一貫性

という観点から評価しているが、その結果、英語によるリテラシー能力と、家庭でどの程度英語の物語に触

れているかには有意な関係性が見られた。また Purcell-Gates（1989）においても、文字のない絵本のナラテ

ィブを調査しており、家庭における日常的な読み聞かせの経験は、保護者と幼児とのインタラクティブな言

語活動であり、子どものナラティブ発達に多大な影響を与えているとした。こうした先行研究からも、帰国

後、これまでの生活言語であり、教育言語であった英語によるインプットが中断され、その使用機会が著し

く低下した児童にとって、第二言語による自発的な読書を継続させることは非常に重要であることが分かる。 

 先述の通り、SP1 の帰国後のリテラシー活動は、「学習」中心のものとなっている。また、英語を用いた社

会的ネットワークを持たず、保護者の言語保持に対する姿勢も、他の２組の姉妹と比較すると、消極的であ

る。一方、SP2 と SP3 は、帰国後も英語による読書を継続していた。休日には、数時間にわたり、英語によ

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D5%A5%E9%A5%F3%A5%B9%B8%EC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%D2%A4%C9%A4%E2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D0%A5%A4%A5%EA%A5%F3%A5%AC%A5%EB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D5%A5%E9%A5%F3%A5%B9%B8%EC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%D2%A4%C9%A4%E2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%EA%A5%C6%A5%E9%A5%B7%A1%BC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%D2%A4%C9%A4%E2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%CA%A5%E9%A5%C6%A5%A3%A5%D6
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る読書を楽しむ様子が保護者からも報告されている。滞在国で形成していた社会的ネットワークについても、

保護者の支援により維持されている。SP2-Yngr は、英語によるフォーマルなリテラシー教育を受けた期間が

わずか 9 ヶ月であり、６歳８ヶ月で帰国している。このような児童が、両言語による物語を効果的に語って

いる最も大きな理由は、両言語による娯楽のためのリテラシー活動を続けていることであろう。話す、書く

といった生産性を必要とする言語能力は、帰国後、文字通り「あっという間」に失われるとされる。しかし、

本研究の結果は、日常的なリテラシー活動、殊に娯楽を目的として自由読書が、効果的に物語を構築する能

力の保持にも有効に働くことを示唆している。 

 以上の結果は次のようにまとめられる。 

（１）調査の結果、海外で英語を身につけた児童による帰国後の両言語による物語の構成要素は、言語によ

り差異が見られ、特に「物語の設定（SET）」という点で大きく異なることが明らかとなった。 

（２）両言語による物語の構築能力を効果的に保持伸張することができた児童は、教科学習としてのリテラ

シー活動よりも、むしろ「楽しみのため」「社会的インタラクションのため（メールのやり取りなど）」のリ

テラシー活動を日常的に行っており、それを支援する家庭環境が備わっていることが示された。先行研究に

おいては、帰国児童の言語能力を論じる際、渡航時、及び帰国時の年齢、滞在年数といった「数値化が容易

であるもの」が変数として扱われてきたが、本研究の対象となった児童の言語保持を考える上では、帰国後

の読書習慣、社会的ネットワーク、家庭環境といった社会的要因が言語教育に重要な役割を果たすことが示

された。特に「家庭」に関しては、調査対象者のリテラシー能力育成を考える上で、重要なドメイン（領域）

であることが明らかとなった。 

 

５. まとめ 

 帰国児童を取り巻く社会環境は大きく変化し、学校教育の中での位置づけにおいても、単に国内の教育へ

の適応を進めるというだけでなく、帰国児童が海外で獲得してきた言語を「人的資源としての言語」として

捉えなおす動きがある。帰国児童の言語能力育成に関しては、個人の努力に大きく委ねられているというの

が現状であるが、今後、学校教育においても帰国児童の言語能力を保持・伸長していくプログラムの始動が

期待される。その際、本研究が言語の保持・伸長に有効とされる教育活動の方向性を示すことができれば、

帰国児童に対する言語教育に大きな示唆を与えることができると考えている。またより大きな枠組みとして

は、様々な差異を同一化することによって行われてきた均質的な教育に「多様性」をもたらすことで、自己

と異なる者への理解の幅を押し広げるという教育効果が期待される。 

 国や文化を越える子どもたちが急速な増加傾向をたどっているとはいえ、多言語環境にある子どもたちの

言語を実際に捉えようとする際には、その多くが多様な文化的、社会的背景を持った少数集団を対象とする

ことになる。このような場合、諸条件を統制した上での量的研究は困難であるが、研究対象となる個人及び

事例を個別に、詳細に記述するだけでは、「質的研究」の要件を備えているとは言えない。子どもから得られ

た言語データの持つ意味や、それに対する解釈の相互関係を明らかにするためには、より厚みのある記述を

組み込む必要があるだろう。また今後、多言語環境にある子どもの言語使用を調査する上では、「子どもを取

り巻く言語環境」を研究者自身がどのように捉えるのかを改めて自覚する必要があるだろう。「子どものこと

ば」を質的に眺めるという流れは、段階的な変化を重ね、より豊富なヴァリエーションを持ったものとして、
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今後さらに研究を展開させていきたい。 

 帰国児童の言語教育は、母語教育とも外国語教育とも異なり、学際的な視座をもって取り組むべき新たな

領域であり、本研究はその基盤となる。帰国児童が抱える「日本語の遅れ」「外国語の喪失」という問題は、

単に子どもたちへの一時的な学習支援を行えば完結するというものではない。発育途上にある帰国児童が、

幼年期に獲得した複数の言語を伸長していくための教育は、当事者に個別的な利益をもたらすだけではなく、

国際化を目指す我が国の言語教育に資するものであるという認識を、社会全体で共有することが急務である。

「ことばによるコミュニケーション」が、他者との間でなされる社会的相互行為であることを考慮すれば、

多言語環境にある子どもたちに真に寄り添うことで、多様な社会的背景を持つ人々との共生が見えてくると

確信している。 
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【日本語要旨】 

谷口ジョイ（東京大学大学院総合文化研究科博士課程） 

海外において一定期間を過ごす学齢期の児童・生徒数は年間一万人を超えるが、こうした子どもたちが一様

に直面するのは、現地で習得した言語の保持・伸長の問題である。子どもたちの現地語能力は、在留年数、

渡航時及び帰国時の年齢、就学形態、本人の性格や適性、帰国後の言語接触量などによって幅があるが、総

じてその保持・伸長は容易ではない。本研究は、海外生活を通じて日本語と英語を獲得している子ども（帰

国児童）が、帰国後どのように両言語による物語構成能力を保持・伸長しているのかを考察し、帰国児童の

支援教育に貢献することを目的とする。 

 本研究では、６名（６-12 歳）の帰国児童を対象に縦断的な調査を行い、両言語によるナラティブに検討を

加えている。ナラティブとは、時系列に沿った形で物語を構成する言語活動であり、近年、子どもの言語発

達を捉える新たな分析の枠組みとして注目を集めている。また、子どもたちの家庭や学校、その他の教育機

関における両言語の使用状況や学習状況を多角的な視座を持って把握し、日常的に行われる「読み」の活動

の量・質に照らし合わせて考察を行うために、帰国児童の保護者への質問紙調査、及び面接調査を行った。  

 調査の結果、リテリングにおける物語の構成要素は、言語により差異が見られ、特に物語の設定という点

で大きく異なることが明らかとなった。両言語による物語の構築能力を効果的に保持・伸長することができ

た児童は、教科学習としてのリテラシー活動よりも、むしろ「楽しみのため」「社会的インタラクションのた

め（メールのやり取りなど）」のリテラシー活動を日常的に行っており、それを支援する家庭環境が備わって

いることが示された。先行研究においては、帰国児童の言語能力を論じる際、渡航時、及び帰国時の年齢、

滞在年数といった「数値化が容易であるもの」が変数として扱われてきたが、本研究の対象となった児童の

言語保持を考える上では、帰国後の読書習慣、社会的ネットワーク、家庭環境といった社会的要因が言語教

育に重要な役割を果たすことが示された。特に「家庭」に関しては、調査対象者のリテラシー能力育成を考

える上で、重要なドメイン（領域）であることが明らかとなった。 

 本研究は、マクロ的な分析手法であるストーリーグラマーを用いて、帰国児童が物語全体をどのように読

み、把握し、その内容を整理し、再構成するかという観点から、リテラシー能力の保持・伸長の状況を考察

した。今後は、より厚みのある記述を行い、どのような要因が、海外で身につけた言語によるリテラシー能

力の保持・伸長に有益に働くのかを検証していきたい。 

 
 


