
継承語教育は教育実践者に何をもたらすのか

―教育実践者≒ブラジル人女性移住者であることとの関連において―
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１．研究の目的

本研究は、欧米におけるブラジル移民第二世代に対する
「継承語としてのポルトガル語」（Português como Língua de 
Herança, 以下 PLH）教育実践者が、この活動を通して子ど

もたちに何を伝えたいのか、彼女らは何故そのような活動
を始めたのか、そして彼女らを連帯へと突き動かすものは
何か、といったことについて、「移住者である」こととの関連
を中心に考察する。
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２．研究の背景

ブラジルは1980年代の長引く経済停滞により、入移民の国か
ら出移民の国へと転換し在外ブラジル人は300万人を超えてい
る（ブラジル外務省公式サイト)。ブラジル政府による在外ブラジル人
政策は2000年代中頃から策定され始め、現在は在外コミュニ
ティ代表がそれぞれの地で選出され直接政府に働きかけるシ
ステムができるなど、保護政策が充実してきている。

このようなブラジル政府の対応に連動するかのように、在外
ブラジル人の子どもたちにポルトガル語を継承するための各国
各地の組織が芽吹き、時を同じくして急速に発達してきたSNS
の力を得ながらその連帯を拡大している。
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３．先行研究（１）：母語・継承語教育

- 継承語教育とアイデンティティ形成：これらの研究は教育を
受ける当事者を対象としたものが多い（知念・タッカー2006など）。
PLH研究においても同様の研究が散見できる（Sousa 2010など）。

- 母親の居場所としての教育現場、エスニック・コミュニティの
核になる学校（東京学芸大学国際教育センター2014など）。

本研究：移民子弟を対象とした学校や補習校の各国・各地の
横断的・自主的な連携に関する研究
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３．先行研究（２）：ブラジル人女性移住者

突出している研究テーマは彼女らの就く職業、具体的には女性性に割り当てられた家事労働
と性産業。

- 移住者のイメージ：「性的魅力がありつつも、家事や母親業を大切にする」 → 国際結婚に
よってより高い社会経済的ポジションへ（例えばPiscitelli 2008）。

- 就業によるエンパワーメントや家庭内ジェンダーバランスの変化：ハウスクリーニング業や
シッター、家事労働者手配業などの事例や、就労による家庭内バランスの変化など（Assis 2014, 
DeBiaggi 2001など）。

- ブラジル人移住女性の連帯：不法就労の女性たちが教会を通して連帯し、仕事の紹介や住
居の提供といった実際的な支援を得ることで在留国での安定した生活を確立する事例など（例
えばCarpenedo et al. 2013）。

本研究：家事労働や性産業といった従来のブラジル人女性の労働とは異なる、PLH教育活動に
注目することで、今までにないブラジル人移住女性像を提示できる可能性がある。
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４．研究方法

- 2回のPLH教育者向け会議への参加

（１）2015年5月 ニューヨークのＰＬＨ教育支援団体Brasil em Mente

主催（於 ニューヨーク） 米国を中心に7カ国から45名が参加

（２）2015年10月 ヨーロッパのＰＬＨ教育者連合ELO EUROPEU

主催 （於 ミュンヘン） 欧州を中心に15カ国から76名が参加

- 10月の会議参加者へのアンケート（40枚配布、30枚回収（75%））

- 文献

‐ SNS上のやりとり
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第二世代へのポルトガル語教育機関と調査対象者
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５．PLH教育の普及：その要因

2010年代に入り、正規の学校設立には至らないものの、米国やヨーロッパでは
急速にPLH教育が注目されるようになった。以下がその要因として挙げられる。

－新興経済国ブラジルの台頭によるポルトガル語需要の高まり（Costas 2012）

－ブラジル政府による海外在住ブラジル人に対する政策の開始（Moroni 2015) 

－在留国各地におけるPLH教室の相次ぐ設立（Moroni 2015) 

－SNSの発達による情報の共有と交流（Moroni 2015)

－教育支援者の対面交流によるネットワークの形成と、成員間の関係性の

深まり（Moroni 2015,拝野2016)
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５．PLH教育の普及：米国と欧州を中心とする
PLH教室
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出典：Brasil em Mente公式サイト



５．ＰＬＨ教育の普及：主な組織の活動例
・Brasil em Mente（米国 2009年～）

当初はPLH教育を実践していたが、現在はPLH関連の教育者養成コースを実施したり、教材
の出版を中心に活動している。代表者のFさんは音声学を専門としている。米国人の夫を持つ。
5月16日を「PLHの日」と設定することで、教室間のゆるやかな連携やPLHの普及を目指してい
る。各国の教室のPLH教育の普及を目指した映像はyoutubeで見ることができる。
https://www.youtube.com/watch?v=4JSvrCf_aU4

･Mala de Leitura （ドイツ 2014年～）

絵本の読み聞かせを通し、子供たちのポルトガル語の語彙を増やす活動をしている。中心
者Aさんはミュンヘン在住。そのアイディアを各国の教育者に伝えているため、同じ名前を冠し
た教室が、オーストリアやイタリア、スペインにもある。Aさんはミュンヘン在住のブラジル女性
移住者の相互扶助組織の中心者でもある。国際関係修士号を取得しており、ドイツ人の夫を
持つ。Brasileiros no Mundoというブラジル外務省による在外ブラジル人を対象とした会議体で、
子供たちの教育に関する意見集約の代表者を務めたこともある。
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５．ＰＬＨ教育の普及：主な組織の活動例
･ABRIR Associação Brasileira de Iniciativas Educacionais no Reino Unido（イギリス 2006年～）

PLH教室協会という位置づけの組織。中心者はPLH教育をテーマにして博士号を取得した言
語学者でPLH教育の実践者でもある。ロンドンに拠点を置く。Elo Europeuの中心者でもあり、
PLH教育の理論と実践の橋渡しをする教育アドバイザーのような位置づけにある。

･ABEC Associação Brasileira de Educação e Cultura （スイス 2002年～）

スイスにいくつか教室を持っている。中心者の一人であるMさんは、教育法やカリキュラム
開発にも尽力しており、 教育コーディネータとして活動している。

2時間/週、1学期18週 230人の生徒がいて、30クラスある 教員は17名
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５．ＰＬＨ教育の普及：ネットワークの生成

年代 出来事

2010年まで 各教室が各地域で、単独（単発的）で、あるいは地理的に近接したコミュニティ内のみで展開されていた。

2010年~2014年 PLHという言葉がインターネット上で普及し始め、ネットを介した各教室間の情報交換が始まる。それぞれ
の希望やニーズが共有され、目的達成に向けて協力的な取り組みが始まる。Brasil em Menteのサイト上
にある各教室のコラム掲載や、Federação de iniciativas pelo PLH（PLH教室連盟）、ELO EUROPEU de 
educadores de português como língua de herança（欧州におけるPLH教育者の絆）の設立。

2013年以降 各教室代表者の対面による交流開始。それを牽引しているのは、上記のBrasil em MenteおよびELO
EUROPEU。2013年I SEPOLH（Primeiro Seminário de Ensino de Português como Língua de Herança）をロンド
ンで開催したELO EUROPEUは、このセミナーを機に設立された。セミナーは隔年開催。2015年10月に第2回
SEPOLHをミュンヘンで開催。第3回は2017年にジュネーブで開催予定。毎回、言語環境が異なる地域での
開催を目指す。一方、Brasil em Menteは、2013年に通信制（オンライン）によるPLH教育者養成コースを創
設。コース修了式を2014年にニューヨークで開催したことを機に、毎年教育者の集いを行うことを決定。
2015年5月に第2回を実施。第3回は2016年5月に開催。第3回のテーマは、”Quais são as heranças dessa
herança?” (継承語としてのポルトガル語で継承できるものは何か)。
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出典：Moroni 2015:50をもとに発表者が加筆。



６．調査結果

彼女らが対面によってどのようにエンパワーメントされているのか、そこに移住者独自の要因がどの
ように関係しているのかについて考察していくと・・・。

10月に開催されたヨーロッパ在住者を主たる参加者とする集いにおいて配布した質問紙では

(1)PLH教育に携わる動機

(2)PLH教育を通して子どもたちに何を伝えたいのか

(3)PLH教育を進める上での困難

(4)地元の学校との連携の有無

(5)ブラジル人学校設立に関する意識

の5点について尋ねた。本項では、本研究に直接関連する(1)～(3)の自由記述の回答を考察の対象
とする。また、それぞれの回答を裏付けるような会議中の発言事例についても、付記する。
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６．調査結果（１） ：PLH教育に携わる動機

①我が子へのPLH教育の必要性（15名）

②在留国（地）のブラジル人コミュニティに属する子どもたちのため（10名）

③自分のキャリアを活かす（8名）

④在留国に言語文化を広めるため（2名）

主要な動機として以上の4点を検出することができた。
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６．調査結果（１） ：PLH教育に携わる動機

①我が子へのPLH教育の必要性（15名）

●ドイツ在住 Ａさんの事例

教室はLさんと私の2人で始めました。私たちは母親です。教室にはボランティアの父母会がありま
す。私たちにはアカデミックな知識があるわけではありません。『先生でもないのにどうしよう。とりあ
えずゲームと音楽をやろう』と決めました。

参加者には3つのグループがあります。「ドイツ人と結婚した家族」「留学生」「研究者」です。参加者
は29家族38名（男の子26名、女の子12名）で、3歳～10歳の子どもたちです。

それまではみんな分散していましたが、今ではスタッフは8人います。活動は1カ月に1回です。その
他に、カーニバル（2月から3月）、フェスタ・ジュニーナ（6月）、クリスマスといったイベントを開催しま
す。

教室については、毎回父母が順番で担当します。第三金曜日だと無料で使える場所があり、4つの
活動ができます。2016年に向けて、まずはNPOになります。活動の回数も増やします。教育法の導
入が最も遅れていると思っています。
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６．調査結果（１） ：PLH教育に携わる動機

②在留国（地）のブラジル人コミュニティに属する子どもたちのため（10名）

③自分のキャリアを活かす（8名）

●オランダ在住Ｊさんの事例

バイリンガル教育の専門家で、ブラジルで大学を卒業してから世界をまわり、オランダのバイリ
ンガル教育が最も優れていると考えて滞在した。ブラジルに帰国後、オランダ人と結婚してオラ
ンダに再渡航した。

「オランダに戻った時に、ブラジル人の子どもたちがブラジル人性（brasilidade）を全く失ってい
ることにショックをうけて教室を作りました。今のところ授業は月に一回ですが、2016年1月から
毎週土曜日に3時間の教室を開きたいと思っています。私自身は今もオランダのバイリンガル
（英語とオランダ語）の学校で英語を教えています。」
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６．調査結果（１） ：PLH教育に携わる動機

②在留国（地）のブラジル人コミュニティに属する子どもたちのため（10名）

●スロベニアのＭさんの事例

ブラジル人の子どもたちがポルトガル語を話せなかったことに衝撃をうけて、何かしなければと
思いました。まずはブラジルの行事から始めて、親を惹きつけました。実際に何かをやってから、
ブラジル大使館に助けを求めました。子ども向けのプログラムに既に取り組んでいた大使だっ
たので、話がはやかった。ブラジル人コミュニティの代表者（Conselho de Cidadãos）に頼むと、
ブラジル人コミュニティにつながり、次に地域へ、大使館へと協力関係がつながっていく。大き
な転換点となったのは、地元の子どもたちをブラジルのイベントに呼んだことです。ブラジル人
の子どもたちの友達を招いたことがきっかけで、私自身がスロベニアの地元の学校に招かれ
て、ブラジルの紹介をするなど交流が進みました。
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６．調査結果（１） ：PLH教育に携わる動機

④在留国に言語文化を広めるため

●アンケート結果から

「自分が住む場所にブラジルの文化や伝統を少しでも持ち込みたい。そして、それがこの国（在
留国）のよりよい変化につながる」

●会議での発言から

「ドイツは『冷蔵庫の灯り』(luz na geradeira)といった人がいる。明るくはするけれど、あたためな
い。私たちは『ブラジルの太陽』（Sol do Brasil）を持ち込まないといけない。」
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①ブラジル文化・伝統・習慣（21）

②ブラジル人としてのアイデンティティ（6）

③複数言語・複数文化・多様性・異文化間性を身につけること(6)

④家族との絆にかかわるもの(8)

⑤言語力(3)

以上、５つのキーワードを検出することができた。
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６．調査結果（2） ：PLH教育を通して子どもた
ちに何を伝えたいのか



６．調査結果（３） ： PLH教育を進める上での困
難

①親の非協力と無理解（10）

②資金不足（6）

③スペースの確保（3）

④教授法（３）

の4点が主なものとして挙げられている。

21



６．調査結果（３） ：PLH教育を進める上での困
難
①親の非協力と無理解（10）

●会議での発言より

「継承語の教育は家族の選択というが、その家族に継承後教育をするよう選択をさせる、ブラ
ジル人コミュニティへの所属感を与えるのがこちらの役目。まずは両親への教育が必要。継承
語を学ぶ意味を子どもたちに伝えることが大切。」

「根本は、母親自らがどれだけブラジルにつながっているのかということ。自らを振り返ることが
本当に大事だと思う。」

「PLHは親への教育。『あなたはブラジル人でしょ！』と説得しなければならない。」
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６．調査結果（３） ： PLH教育を進める上での困
難
①親の非協力と無理解（10）

●会議での発言より

「子どもたちは家でポルトガル語を話せない。地元の学校から、家でポルトガル語を話さないでと言
われている。」

「オーストリアでは統合は『同化』を意味する。オーストリア人は人種差別がひどい。ブラジル人はポ
ルトガル語を捨て、ブラジル料理を捨て、文化を捨てる。」

「日本の学校の教員からも、家でも日本語を話させてくださいという要請があった。」

●上記に対する対抗の語りと実践

継承語教育には様々な段階があり必ずしも高い達成目標を持つ必要はない。バイリンガルの定義も
幅広くなり、身に付けたいずれの言語も同等に自らを表現できるだけのレベルにあるものだけが「バ
イリンガル」なのではない。

ブラジルの文化イベントをうまく取り入れて親の関心を引きながら、PLH教育を早々に手放す親たち
への再教育を試みている。
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７．考察（１）

PLHを通して彼女らが子どもたちに伝えたいものは、彼女たち自身が内面化している「ブラジル
文化」であり、「家族の絆」であり「ブラジル人であることの誇り」、移住者として生きる異文化間
性やハイブリッドな環境で育つことの意義、そして実際に役立つ言語力である。ただ、この言語
力の重要性は報道されてはいるものの（例えばCostas 2012）、二つの集いではあまり強調され
ることはなく、5月の会議での1名の発言に留まっている。

彼女らをPLH教育に突き動かす原動力は、自分たち自身が持つブラジルへの愛着、専門知識
の活用やキャリア形成願望、「移住家庭において継承語教育の責任を担う母親」や「ブラジル
人コミュニティにおけるPLHを通したブラジル人アイデンティティ形成の推進者」としての役割意
識、「在留国におけるブラジル、あるいはブラジル人の地位向上」であり、その原動力として強
調されているのがemoção（強い思い・気持ち）である。彼女らは、文化イベントの企画など様々
な工夫をしつつ、ブラジル人家族をPLH教育につなげるために必要なのは「私たちのemoção」
であると言う。
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７．考察（２）

次に彼女らの連帯について考察してみると、対面による交流によってその連帯
が強化されていることがわかる。二つの集いについては、自己紹介を含めそれ
ぞれの教室における実践が紹介された。自分たちは同じ困難に直面し（移住
者としての立場：在留国での差別、国際結婚家庭特有の悩み、教室運営上の
課題：孤軍奮闘、教育内容や資金や場所の確保など）、同じ目的を持ち（ブラジ
ル文化の継承、多様性の希求、家族の絆の維持など）、一定の物理的な距離
があり（同国内でも在留都市が異なっている場合、競合相手になりにくい）、
SNSを使いこなす世代（30代～40代が大半）で教室の開設時期が近いことなど
も、連帯する要因として指摘することができよう。

そして、彼女らに通底するのは前述したemoçãoである。
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７．考察（３）

連帯を通した励まし合い、具体的な支援（情報や教材の提供）、彼女らの活動
の有用性を裏付ける理論（PLH教育を始めるのに好都合である緩やかなバイリ
ンガル教育理論）の普及と実証（PLH学習場面における子どもたちの反応など
の情報共有など）の提示により、emoçãoは維持、強化されている。

自分が属するブラジル人コミュニティにおいて一定の情報収集および発信力が
あり、在外公館ともコンタクトを持ち、在留国の教育機関ともつながりを持つ彼
女らの活動と連帯は、それぞれのPLH教室のエンパワーエント、延いてはPLH
教育全体の底上げに寄与している。実際、日本を含めた8か国のPLH教室が協
働で行う、各国に住むブラジル人の子どもたちのコミュニケーションの回路を作
るためのプロジェクトが計画されており、彼女らの連帯によって継承語教育の
新たな地平が拓かれようとしている。
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８．結論

彼女らが女性移住者であることと関連づけてこの連帯を捉えると・・・。

移住者の家庭内におけるジェンダー役割の変化については先行研究にある
通りだが、連帯によってなされている彼女らが果たす役割は、家庭内や一定の
エスニック・コミュニティ内で完結するものではない。トランスナショナルな連帯
によってエンパワーメントされた彼女らは、地域においても、エスニック・コミュ
ニティにおいても、そして在外ブラジル人コミュニティ（Brasileiros no Mundo）に
おいても物申す主体者、力ある実践者といった、これまでにないブラジル人女
性移住者像を創出・提示している。

子どもたちに異文化性を身に付けさせる、在留国にブラジル文化を浸透させ
る闘い≒マイノリティ女性移住者として生きる自らの立ち位置、生き方の肯定
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９．研究の課題と今後の展望

－彼女らがPLH教育に関わる直接の動機となっている、ブラジル人の子どもたちに望む教育効
果についても今後検証する必要がある。 ある程度の歴史を持つ教室で学習者自身を対象と
した調査により、その点に踏み込むことを次の自身の課題として挙げておきたい。

※調査対象の候補：ブラジル生まれで、7歳からカナダで育ちブラジルで高等教育を受けた女性が2013年にPLH教材
出版社をカナダで設立している。

－移民第二世代以降が継承語を習得・維持することが在留国にとって、あるいはルーツのある
国にとってどのような価値をもたらすのかといった問いについても、継承語の社会的資産性を
検証するための将来的な研究課題として位置づけておきたい。

－PLH教育のカリキュラムや教授法、教員養成、地域の学校との連携といった教育内容や制度
についても、改めて検討を加えて行きたい。

－在日ブラジル人学校や日本にあるPLH教室と、欧米諸国との比較研究にも結び付けていく予
定である。
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むすびにかえて

米国のPLH教育支援団体Brail em Mente 代表者 Ｆさんのブログより。

Uma luta

闘い

Do lado de cá, do outro lado do mundo, a gente sempre se refaz. Sempre mesmo, sem clichê. Se 
questiona, se (des)valoriza, se (re)descobre, (re)emprega talentos, desejos e motivações. Nossa 
identidade murcha, depois se divide, mas daí multiplica, cresce.

こちら側から、つまり世界の反対側から、私たちはいつも自分自身を作り変えています。本当
にいつも、同じであることなどなく。自問し、自分をほめ、あるいは見下し、新たな自分を（再）発
見し、自らの才能、望み、そしてモチベーションを（再）動員します。私たちのアイデンティティは
衰え、そして分割され、でもそこから倍増し、成長します。

出典：Brasil em Mente公式サイト
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E essa identidade que muda de cor, de gosto, de som e de língua continua jeitosa, vistosa, 
gostosa, sedutora, e (no mínimo) bilíngue e multicultural. Sim, (re)fazemos o verde e o amarelo, 
a coxinha e o brigadeiro, os acordes e a cadência, as expressões idiomáticas e o sotaque, mas 
continuamos lutando por quem somos, quem queremos ser e pelo que queremos deixar de 
herança.

そして、色を、嗜好を、音を、そして、言語を変えるそのアイデンティティは、器用で、華やかで、
心地よく、魅惑的で、そして、（少なくとも）バイリンガル、そして、多文化的です。そう、私たちは
ブラジルを作って（作り直して）います。コシーニャを、ブリガデイロを、コードとリズムを、慣用表
現とアクセントを。でも、私たちが私たちであるために、なりたい自分になるために、遺産として
残したいもののために闘い続けます。
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É por isso que em inúmeros países e regiões, nas mais diversas situações e contextos, mulheres 
estão fazendo algo muito belo acontecer: estão guiando o florescer de gente que fala, entende e 
celebra mais de uma língua e mais de uma cultura, sendo o português e a cultura brasileira 
parte do pacote.

だからこそ、無数の国と地域で、多様な状況とコンテクストにおいて、女性たちはとても美しいこ
とを実現させているのです。ポルトガル語とブラジルの文化を含めて、一つ以上の言語を話し、
一つ以上の文化を理解し崇める人が開花できるような取り組みを。
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Mulheres são a avassaladora maioria em um movimento mundial que promove e incentiva o 
português como língua de herança das mais variadas formas. Iniciado e liderado por elas, esse 
movimento busca trazer conscientização sobre a importância sociocultural dessa língua-cultura 
em espaços em que é minoritária. 

様々な形でなされているPLH教育活動の世界的なムーブメントにおいて、女性は圧倒的多数を
占めます。彼女たちによって始められ進められているこのムーブメントは、（彼女たちが）マイノ
リティとして生きる空間において、（ブラジルの）言語や文化が社会文化的にいかに重要である
かを自覚させることを目的としています。
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Com o mesmo ideal unem-se a esse movimento mães, educadoras, autoras, ilustradoras, 
pesquisadoras, pensadoras, musicistas, artistas, além de, claro, homens também visionários, 
apaixonados por educação, por cultura e por saberes.

同じ理想に向かって、母親が、女性教育者が、女性作家が、女性イラストレータが、女性研究者が、
女性思想家が、女性音楽家が、女性アーティストが、そしてもちろん教育や文化、知識に情熱を傾
ける男性もこのムーブメントに参加しています。

fim
ありがとうございました。
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