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先行研究
１ 継承ポルトガル語教育

継承ポルトガル語（português como língua de herança, PLH）に関する教育研究活動は2010年代よ
り在外ブラジル人の間で大変活発になってきている。日本では、1990年代後半からブラジル人学
校がポルトガル語を教授言語としてブラジルの教育関連法規に則った教育をしてきており、PLH
教育が注目される機会は限定的であった。2008年に開始したブラジル政府の在外ブラジル人向け
の政策やSNSの発達による、在外ブラジル人のトランスナショナルな交流の拡大は、日本に住む
ブラジル人教育者にも及んでいった（拝野2016、2017）。在日ブラジル人教育者間の連携も拡大
し、ここ数年で各地のPLH教室の活動が可視化されていった。

在日ブラジル人を対象とした民間や公立学校で行われているPLH教室についても研究が進み、
教室に通う子どもたちのアイデンティティの考察や（Serrano and Shibuya 2019）、ブラジル人研究
者による研究も生まれている（Yonaha and Mukai 2016）。日本における３つのPLH教育活動を取
り上げ、教育内容や隠れたカリキュラムによって、子どもたちがブラジル人コミュニティだけで
なく、日本やブラジルにも帰属感をもてるよう工夫されている点も明らかになった（拝野2021）。

日本にも、ブラジルにも、ブラジル人コミュニティにもつながっているのだという帰属感は、
所在なさからくる自己否定を乗り越え、子どもたちの自己肯定感をはぐくむ。異文化間に生きる
子どもたちに、この自己肯定感はどのような意味を持つのであろうか。
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ブラジル政府の取り組み
～PLH オリンピック～

ブラジル政府が主催し、世界13か国
が参加

日本の学校に就学する9歳から15歳
のブラジル人の子どもが対象。

日本ではこのコンクールに出場する
ための無料のコースが大阪、浜松、
横浜の３つの教室で開講される。

在日ブラジル総領事館 Facebook https://www.facebook.com/ConsuladoemToquio/
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先行研究
2-1 異文化間能力

「異文化間能力は、差異を超えるサクセスフルな人間の相互作用に必要な要素に光を
あてたもの」（intercultural competence highlights the elements necessary for successful human 

interactions across difference）（ Deadorff 2015：217）

「異なる文化に対する個人の能力」（細川2019：56）

「差違とどう向き合い、コミュニケーションをいかにとり、異なる背景をもった人々
と共にどのように問題解決を図っていくのか、といった異文化間能力」（松尾・森茂
2017：20）

など、その定義は研究者によって異なる（松尾・森茂2017：21）
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先行研究
2-2 塘（2017）による異文化間能力モデル

「異文化間能力の構成要素を支えているのは、愛着対象者への基本的な信頼感から派生している
自尊感情、自己効力感、レジリエンスである。肯定的な自己のあり方が『異文化』への信頼性を
作っていく」（塘2017：55）

図1 幼児期後期～児童期中期 図２児童期後期～青年期

（出典 塘（2017:54、56）
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先行研究
2-3マジョリティとマイノリティの異文化間能力

「集団内の個の位置取りによっても必要とされる異文化間能力は異なる」（塘2017：61）。

マジョリティ性（日本人性）を意識した異文化間能力：「自らの日本人性について意識化し内
省的にその社会的意味を検討すると共に、異なる人々を尊重し効果的にコミュニケーションをと
りながら多文化共生に向けて協働する力」（松尾2020：134-135）。

マイノリティが文化と文化の間で十全に生きるために必要な異文化間能力については十分に検
討されていない。

ヒント：マイノイティの個人によるマジョリティ文化（異文化）への適応類型にある統合型
（江淵2002：110）。

統合型は「どうにかして両方の文化に折り合いをつけて、異文化状況においても効果的に対応
できること。」これを目指した「文化と文化の狭間のなかで、効果的に対応し、実践していく能
力」（松尾・森茂2017：24）が、マイノリティに求められる異文化間能力と考えることもできる。
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先行研究
3 社会情動的能力（社会情動的スキル、非認知的スキル）

◦ 一貫した思考・感情・行動のパターンに発現し、フォーマルまたはインフォーマルな学習体験
によって発達させることができ、個人の一生を通じて社会経済的成果に重要な影響を与えるよ
うな個人の能力と規定され、認知的スキルとの相互作用によって子どもたちの人生をプラスに
できる可能性をもつ。「学びに向かう力は社会情動的スキルそのものである」と指摘されてい
る（武藤2018：3）。

◦ 具体的には、目標の達成を可能とする力（忍耐力・自己抑制・目標への情熱）、他者との協働
を可能とする力（社交性・敬意・思いやり）、感情のコントロールを可能とする力（自尊心・
楽観性・自信）として示されている（OECD 2018:52）。日本における研究については、2010

年代よりその増加が著しい。発達や保育、学校や具体的な教科教育、家庭での教育、高齢期に
至るまで幅広い。

◦ 社会情動的スキルの開発については、ブラジルにおける公教育でも重視されている。ブラジ
ルのプログラムの詳細については（OECD 2018：200-201）。
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本研究の意義

マイノリティ当事者が、日本で生きるうえで再重要と考える社会情動的能力を明らかにできるの
ではないか。

マイノリティに必要と考えられる異文化間能力のモデル化にも貢献できる可能性があるのではな
いか。

社会情動的能力をテーマとした調査対象のPLH教師養成コースは、マイノリティである子どもた
ちと日常的に接しているPLH教師が持つ問題意識が反映されており、子どもたちが抱える課題解
決にむけてどのような教育を行うことが有効であるかという知見が凝縮している。
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調査概要
【調査対象】

ブラジル人集住都市であるA市で教育支援を行っている団体Bによる、日本で初めて開講されたPLH教
師養成コース。第1モジュールから第３モジュールまで実施されたなかで、社会情動的スキル
（habilidade socioemocional）をテーマとした第3モジュールが対象（2020年9月19日に開講し2021年1月9
日に終了）

第３モジュールは全7回（対面授業3回、オンライン授業3回）、最終回は各自の学習成果発表と修了式。
対面授業は午前10時から昼休みをはさんで午後5時30分まで、オンライン授業は午後8時から9時30分ま
で。

配布されたテキストの内容を中心とした講義形式、団体Bが実施しているPLH教室の見学、ワーク
ショップ、ブラジル在住講師による録画講演視聴、PLH教育実習、学習成果発表である。

講師は団体Bの代表であり、PLH教室の教員も担当しているCさんと、同じく自前のPLH教室を開いて
いるDさんの2名である。講義やレポート評価はDさんが、スケジュール管理やディスカッションを主
導するのはCさんが行った。第1、第2モジュールでは、この2名に加えて、関西地域でPLH教室を開い
ており、日本におけるPLH教育の第一人者であるEさんも教育コーディネータとして参加していた。

受講者は、PLH教室のボランティアをしている大学生、在日ブラジル人の子どもたちへの教育活動に
従事しているブラジル人女性6名および発表者の全8名である。
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【調査方法】
筆者は第3モジュールに受講者として全日程に参加し参与観察を行った。本研究の考察対象は、テキス
トや授業内の講師や受講者の発言内容、実習の内容を可能な限りノートにまとめた。有料の講座であ
ることから録音は実施しなかった。本発表では特に、テキストの内容を中心に考察する。

テキストの内容（全8課）

（１）言葉（の教育）を超えるPLH

（２）ブラジルと日本の現実

（３）文化的側面と社会的インクルージョン

（４）学習過程で自信をもたせること

（５）いじめ：学校の現実

（６）学校適応：何ができるのか

（７）教育における社会的責任

（８）学習における困難と困惑である。

付録資料：「社会情動的能力の開発とは何か、それはどのように子どもたちを助けることができる
のか」
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第1課 言葉（の教育）を超えるPLH
在日ブラジル人の子どもたちに引き寄せて考えると、彼らの多くは自分をブラジル人と感じら
れない場合が多いという。その一方で、外国人であることで多くの子どもたちが差別を受けてい
るともいわれる。子どもたちは日本の学校において社会的に包摂され、またそれと同時に、一人
ひとりが自己を認識し帰属感を得られるように働きかけられなければならない。

それを可能にするPLH教育は、単に言語を教えるのではなく、もっとダイナミックで変革的な
ものでなければならない。そのため、教師は子どもたちの生活にポジティブな影響を与えるため
の新しい目標や戦略をたて、共感力に富み、子どもたちと一緒に成長していくことが望まれる。

日本語の力が不足していることで日本の学校での活動や同級生との交流が十分にできない子ど
もがいる。そのうえ、日本語もポルトガル語も不十分な子どもの場合は、家族や他のブラジル人
との関係性を築くことも難しくなる。子どもは孤立し、自分はいったい誰なのか、誰も自分のこ
とを好きではない、といった負の感情を持つことになる。PLHはそのような子どもたちが教室で
仲間たちと交流することができ、ポルトガル語の力をつけることで自信につなげ、それによって
家族やポルトガル語話者とのつながりを強化することができる。言葉がわからない現実と向き
合っている子どもたちを理解し、PLHが彼らの自己認識や人間関係を築いていくプロセスにおい
て力になれること、ブラジル人の子どもたちの成長のためにPLHができることが多くあることを
知っていこう。
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第2課 ブラジルと日本の現実

学校における社会的包摂は、その才能や障害の有無、社会経済的状況、などにかかわりなくす
べての子どもが満足することを指す。ブラジルでもインクルージョン教育は1994年に始まってい
る。制度や施設の面だけでなく、子どもたちが包摂されている、と感じるのはクラスの仲間との
関係に負うところが大きい。日本の場合も特別支援学級があり個別のニーズに対応している。外
国人児童など、学習の遅れに対応するための補習クラスもあるが、原学級から取り出されている
ことを、子どもたちは自分が外国人だから、とか、自分は勉強についていけないから、と考え、
しばしば疎外されていると感じる。包摂されていると感じられるかどうかは、子どもたちの社会
情動的能力の開発に大きな影響を与える。

私たちに何ができるか。子どもの文化的アイデンティティや自信を育むことに焦点をあてよう。
子どもたちが自分の価値やルーツを認識し、アイデンティティが補強されれば、補習クラスにい
ることを学習や適応のためのプロセスであり、最終的な結果なのではないことが理解できる。こ
の分離措置はその子の行動の結果や性格に原因があるわけではないこと示しながら、困難な状況
を乗り越えられるように励ましていきたい。

PLH教育を通し、子どもたちは自らの振る舞いがブラジル文化から来ていることがわかり、ブ
ラジルと日本の文化の違いを理解するのに役立つ。PLH教育活動は、子どもたちの自己認識と自
信につながり、日本の学校における包摂に寄与する。
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第3課：文化的側面と社会的インクルージョン

日本の学校に受け入れられていないと感じているブラジル人の子どもたちは、ブラジル文化に
触れたりブラジルに関する知識、自分の国籍について学んだりすることでコミュニティへの帰属
感を持つことができる。ただし、子どもの立場にたって共感することが重要になってくる。子ど
もの疎外感、低い自尊心、うつといったネガティブな感情をやわらげるためには、PLHの出番で

ある。ブラジル文化の価値や歴史、音楽、食文化、芸術などを示しながらブラジルという国や家
族との距離を縮め、多様性に富んだ自然に対する好奇心を掻き立てるような教材を使ってもよい
だろう。効果的なプログラムを実現するには、保護者との対話によってその子がどのような成育
歴をたどってきたのかを理解することが不可欠である。

PLHは単なる識字教育ではない。ブラジル人の子どもたちの社会的包摂に役立つことを考える
と、PLHは日本社会にもメリットのあるツールなのである。なかでも、それを実現する教師の役

割は大きい。子どもたちは複数の学年にまたがり、ポルトガル語力もまちまちである。そうした
なかで効果的な教育を行うためには、入念な準備や継続的な学びが必要となってくる。
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第４課 学習過程で自信をもたせること
教師は授業の内容に加えて、生徒一人ひとりがどのような状況にあるのか、どのような困難を抱えているのかに
思いを寄せることが大切である。共感と観察は生徒をよりよく理解し、彼を支援するための手立てにつながります。
子どもが授業に集中できない原因は、家族の問題や自信喪失によるものかもしれない。それらを感じ取ったら、子
どもとの対話を通して励ますことが、改善につながるかもしれない。自尊心は、自分を好きになることで生まれる
感情である。自尊心は自らへの愛着を表すものである。子どもたちが自分自信に肯定的な感情を持つことができ、
自分の能力を信じることができれば、困難に挑むことができる。自分の力を信じられず自分に価値を見出すことが
できないと、学校でも大きな困難を抱えることになる。

自尊心は学ぶ力に大きな影響を与える。自尊心を持つ子どもは楽しんで学習することができる。成績にも影響を
与える。また、学習達成度が高いことはさらなる自信につながる。こうして、自信のある子どもはない子どもより
も、挑戦する力が大きくなるのである。

自尊心を持たせることは容易ではないし、さまざまな要因に影響される。重要なのは、褒められたりけなされた
りして学びに向かわせることではない。自尊心は、自分を見てくれている他者によって自らを見つめ直すことで得
ることができる。この点においてPLHは大いに貢献できる。例えば、感情を表す表現をポルトガル語で学びながら、
自分や仲間を言い表すことである。また、教師が励ましを与えることも大切だ。賞賛する（上手だね。おめでとう、
など）とは異なり、励ましは子どもが示す力や行動、努力や結果に対して掛けられる言葉である（あなたの描いた
絵はどうなった？気に入った？集中していたから、こうして描けたんだよね。こういう活動も楽しいよね。すごく
頑張ってくれて嬉しい、など。）成果物に対する賞賛ではなく、その活動にどのように取り組み、何を思い、結果
をどのように感じたのか、といったプロセスを重視する声掛けは、自分を振り返るきっかけを与え、自律をうなが
し、やがて自尊心につながっていく。
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第5課 いじめ：学校の現実
いじめている相手が思ったように動揺したり怖がったりしない場合、いじめが収束

する場合がある。そのためにも、自尊心はいじめに対抗する有効な手立てであると考
えらえる。いじめられる側に自尊心があり自分のことをわかっている場合、いじめる
側の主張が真実ではないことがわかり、打ちのめされない。動揺しなくてもすむから
である。

文化的な所作（ふざけ方、食べ方から鉛筆の持ち方に至るまで）の違いが、いじめ
のきっかけになることがある。友達になるためにとった行動が文化的な違いから誤解
を生み、それを保護者がいじめと考えて物事が複雑になる場合もあるため、状況など
をよく知る必要がある。子どもに、行動や遊び方の違いがあることを説明することは、
子どもたち自身がそれがいじめかどうかを判断するのに役立つ。国や民族によって文
化の違いがあることを教えるのは、子どもたちが学校に適応したり社会的に包摂され
るためにPLHが寄与できる活動である。ただし、身体に及ぶものは文化的差異ではな
くいじめであることは明白なので、効果的で迅速な対応が求められる。
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第6課 学校適応：何ができるのか
PLHは日本の学校に就学したブラジル人の子どもたちの学校適応に寄与することができる。子どもたちが学校生
活で頑張れるように、情報や安心感、自信を与えることができる。PLHはマルチディシプリンであり、とくに文化
を扱う。日本文化を扱うことによって、生徒間の差を縮め、ブラジル人としての自尊心を持たせることができる。

文化的多様性は教育システムにも顕著に表れる。自分たちが学んでいるシステムがすべてではないことを子ども
たちに教える機会にもなる。それによって子どもたちの視野は広がり、自分自身を発見することにつながる。した
がって、授業で扱うテーマはブラジル文化だけでなく、日本の文化を含めることもできる。日本の学校に関する情
報を提供したり、子どもたち同士で、学校生活や、どうやって困難を克服してきたのか、何を感じているのかなど
を話し合う機会を設けるとよい。子どもたちどうしの絆も深まるからだ。

子どもたちの感情（恐れ、悲しみ、怒り、臆病、フラストレーション）をコントロールできたり、困難を克服で
きたりするのにかかる時間は千差万別だ。このような子どもたちの適応を支えるために通訳を配置している日本の
学校は、日本の生徒や外国籍の子どもたちとともに多文化プログラムを実施している場合もあろう。私たちが、子
どもたちが学校に適応したり統合されるために教育活動を行うことは、今あるいさかいを軽減することにもつなが
る。

子どもたちは新しい規則、新しい食生活、新しい文化と新しい言語に慣れなければならない。言語を操るように
なるためには、気持ちが安定していて、毎日の学校生活の状況にも慣れ、栄養が行き届き、信頼している人々に守
られていなければならない。したがって、3～6か月は日々寄り添うことが外国籍の子どもが適応するためには有意
義で、場合によってはそれ以上の時間が必要となる。

しかしながら、多くの学校でこのような教育計画はなく、より短い時間での適応を迫られる。こうした現状にお
いて、PLHは日本文化をはじめ様々な知識を扱いながら、時には日本語も使って子どもの認知的感情的発達に寄与
することができる。
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第7課：教育における社会的責任
今日、学校では単に学術的な知識を与えるのではなく、権利や義務を自覚し、他者

と調和的に共生し、公正な社会を築くための市民性を育成する場となっている。PLH

教育も例外ではない。私たちは子どもとその家族が社会で共生し、良き市民となるた
めに必要な能力を開発するといった、社会的責任の一端を担っている。

日本の学校は生徒の出自に関係なく、認知的、社会的な能力を高めるために努力し
ている。しかしながら、日本語力が十分でないことや文化の違いからくる行動の違い
などを持つブラジル人の子どもたちに対しては、不十分であることは否めない。PLH

は、ポルトガル語やブラジル文化だけでなく、こうしたテーマを扱うことができる。
自己認識や共生、向上への意欲、批判的考察力や限界を超える力などについて、子ど
もたちの持っている力を刺激して引き出すことができる。
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第8課：学習における困難と困惑

学習障害や発達障害は、学ぶ場で認識されることが多い。PLH教育でそのような子

どもに出会ったら、まずは両親と話をすることが重要である。診断するのは専門家の
仕事である。ただ、両親と専門家をつなぐ手伝いはすることができる。

日本で診断を受けるためには、多くの困難を伴う。検査方法が違っていたり、言語
の問題や、情報の開示の仕方も異なる。子どものより良い発達のためには、忍耐が必
要だ。私たちが教育者として子どもたちの成長を見守り、成育歴と現実を把握し、家
族とポジティブなコミュニケーションを維持していくことが、子どもが困難を乗り越
えて、学校や社会、感情面での生活の質を高めていくことにつながる。
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考察
◦ モジュールが一貫して目指しているのは、ブラジル人の子どもたちの日本の学校への適応を支
援することである。

◦ そのために子どもにとって最も重要な社会情動的能力は「自尊心」。自尊心が、感情をコント
ロールしたり、学びやいじめに向かう力につながることが具体的に言及されている。

◦ この自尊心を育むために、また学校適応を支援するためにPLH教育は様々な可能性を持ってい
る。

◦ 具体的には、子どもたちに共感すること、そしてPLH教育を通して子どもたちを家族に、ブラ
ジル人コミュニティに、日本の学校に包摂すること。

★マイノリテイの異文化間能力モデルに向けてのヒント

20



マイノリテイの異文化間能力モデルに向けてのヒント

塘（2017）による異文化間能力モデル

「異文化間能力の構成要素を支えているのは、愛着対象者への基本的な信頼感から派生している
自尊感情、自己効力感、レジリエンスである。肯定的な自己のあり方が『異文化』への信頼性を
作っていく」（塘2017：55）

図1 幼児期後期～児童期中期 図２児童期後期～青年期

出典：塘（2017:54, 56）

マイノリテイの場合、異文化間能力
の土台と考えられている自尊感情が
果たす役割が、マジョリティの場合
に比べて大きいのではないか。
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まとめ
★現地校での生きづらさを軽減するのは、今日の海外の補習校の事例にもみられる。継承語教育の一つの役割・可
能性であることを確認。

「これ［日本人のバックグラウンドに対してネガティブな思いを持つこと］を少しでもポジティブに、もしくは中和させること
はけっこう補習校の教師として必要なことなんじゃないかな。」 （瀬尾2020：226）

★在留国でより良く生きるための継承語の意義は、現代に限ったことではない。通時的な比較研究が可能。

In 1912 a conference of Issei made it clear that the purpose of Japanese Schools was to educate American citizens.（LA 全米日系人博物館）

★PLH教育研究活動の交流の活発化により、社会情動的能力にさらなる注目が集まる可能性がある。

“O desenvolvimento socioemocional e as funções cognitivas: um olhar neurocientífico para a aprendizagem, as emoções, a 

memória e a atenção”（社会的感情の発達と認知機能: 学習、感情、記憶、注意力に関する神経科学的考察」）（イタ
リアにあるPLH教室が2021年4月11日に主催したオンライン講演会）

★継承語教育が日本社会の資産であることはマジョリティもマイノリティも認識している。今後日本の学校現場で
両者をどのように有機的につなげられるか。

「多文化児童の友として育つ日本人児童が異国を身近に感じ、自らの持つ日本文化を教室に、日本社会に、世界に、数ある文化
のうちの一つと相対的に理解し、他者に興味を持ち、他者を受け入れる素養を育てること」をグローバル人材の育成の一つの形と
して提案している（落合 2017:172）。

PLHは単なる識字教育ではない。ブラジル人の子どもたちの社会的包摂に役立つことを考えると、PLHは日本社会にもメリット
のあるツールなのである。（本研究調査対象コースのテキスト第3課）

「学校教育の現場でも、外国人の子どもたちが周囲に受け入れられているという実感をもち、自分の過去と現在が教育上も生活上
もつなげられるよう、母語・母文化を尊重しそれらを提示しながら活躍できる場を作る重要性が指摘されている」（佐藤 2019:28-

29）。 22



In 1912 a conference of 
Issei made it clear that 
the purpose 
of Japanese Schools 
was to educate 
American citizens.

LAの全米日系人博物館
（2020年2月 拝野）
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