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父親の言語
ブラジル人の場合
a非日系人の場合
b日系人の場合

cブラジル人以外の場合
d日本人の場合

母親の言語
ブラジル人の場合
a非日系人の場合
b日系人の場合

cブラジル人以外の場合
d日本人の場合

子の言語

（代表的な組み合わせ：
ab,ba,bb,bc,bd,cb,db）

社会のマジョリティ
言語である日本語

a,c 外国語
b 継承語の可能性あり
d 母語

a,c 外国語
b 継承語の可能性あり
d 母語

外国語

⇒※成育環境によっては、
母語になる可能性あり

社会のマノリティ
言語である
ポルトガル語

a,b 母語
c,d 外国語

a,b 母語
c,d 外国語

継承語

⇒成育環境によっては、母
語になる可能性あり

日本に住むブラジルにつながる子どもの例で考える

本発表での定義：
母語：個人が最も自由自在に使える一番強い言語

（母親の言語という意味ではない）
継承語：社会的マイノリティ（移民や少数民族）が親から受け継ぐ言語
外国語：母語や継承語ではない言語

※成育環境とは、家庭内言語や移民コミュニティへの接触度合い、学校教育などを指す。
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 日本における継承語教育の研究

継承日本語教育（日系人や海外で育つ日本人の子どもたちに向けて）

外国につながる子どもたちの「母語・母文化」教育

 カミンズのバイリンガル理論の普及

 日本に住む外国につながる子どもたちの継承語を育む取り組み

家庭や移民コミュニティの役割 ⇒ 自治体も親の母語による子育てを推進

 日本の教育における継承語の位置づけ

日本語教育推進法

日本の学校における「外国人児童生徒受け入れ」

日本語教育と継承語の関係（研究事例）



Proficiência Comum 
Subjacente

共通基底言語能力

(Cummins e Swain 1986)



愛知県県民生活部社会活動推進課多文化共生推進室 ‘Livro de 

educação infantil multicultural de Aichi’ 

〈http://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/192567_458945_misc.pdf〉

（2022年2月18日アクセス）

愛知県の事例：

外国人家庭の母語による子育てや継承語教育を応援し
ています。

http://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/192567_458945_misc.pdf


日本語教育を推進する法律（2019年施行）

第三条 （基本理念）

７ 日本語教育の推進は、我が国に居
住する幼児期及び学齢期（満六歳に達し
た日の翌日以後における最初の学年の初
めから満十五歳に達した日の属する学年
の終わりまでの期間をいう。）にある外
国人等の家庭における教育等において使
用される言語の重要性に配慮して行われ
なければならない。

『外国人児童生徒受入れの手引 改訂版』

（文科省 2019）
（児童生徒が直面する課題）

学校でも、課外において、児童生徒の母語、母文化に
かかわるものとして「継承語」という位置づけでそれ
を尊重し、習得を援助することが望まれる。（p.10)

（学校管理職の役割）

母語の作文（日本語訳つき）を紹介するなど、ちょっ
とした配慮について担任にアドバイス。（p.18）

（日本語指導担当教師の役割）

背景の言語文化について把握、母語による支援、カミ
ンズ理論を理解する重要性（p.33)

（担任の役割）

保護者に対しては、家庭では、子供と母語で多くの会
話をすることを勧める（p.46)



日本語教育と継承語の関係(研究事例）

・日本語習得と継承語の関係を扱った研究事例

周囲の都合で移動を余儀なくされ、日本で育つこととなったCLD児（発表者注：言語文
化的に多様な背景も持った子ども）たちの健全な成長を第一に考えると、我々の立場とし
ては現地語である日本語だけでなく、彼・彼女らの母語の習得も支援すべきではなかろう
か。つまり母語を剥ぎ取ってしまう「減算的バイリンガル」ではなく、「（持っている言
葉の力を）何もなくさない日本語教育」を目指す必要があるのではないだろうか。（中
略）自分の母語（継承語）や母文化に誇りを持って生きていくことが精神的安定をもたら
し、結果的に勉強や他の活動にも意欲的に取り組める土台となっていることを明らかに
（真嶋2019：5）

認知力を必要とする作文というタスクを通して L1と L2の関係を観察したところ、 L1と
L2の相関関係のある側面があることがわかった。2言語間の干渉の例がいくつか見られた
ものの、作文能力が L1と L2で相互依存していることを踏まえると、滞在年数の浅い生徒
は特に、日本語だけでなくポルトガル語の作文能力も総合的に養成することが、「文章を
書く」という学習全般に不可欠なスキルを育てることになる（生田2000：76-77）
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・PLHはポルトガル語話者がポルトガル語以外の言語を主流言語とする国や地
域に移住した際、子らに継承するポルトガル語

⇒ 家庭やコミュニティ内で話すためのポルトガル語

⇒ 在留社会においてはマイノリティ言語であり移民言語

・母語（第一言語、感情や考えを最も適切に表現できる言語）や外国語として
のポルトガル語とは異なる。

・PLHのレベルは多様である。

・PLH教育は、「世界のブラジル人」（在外ブラジル人）の連帯や協働による
活動としても、位置付けられる。



ブラジル外務省の推計値（2020年） 2018年より60万人増加

在外ブラジル人コミュニティ



国名 地域 人口 (人)

アメリカ合衆国 北米 1,775,000

ポルトガル 欧州 276,200

パラグアイ 南米 240,000

イギリス 欧州 220,000

日本 アジア 211,138

イタリア 欧州 161,000

スペイン 欧州 156,439

ドイツ 欧州 144,120

アルゼンチン 南米 89,020

フランス 欧州 81,400

スイス 欧州 75,810

仏領ギアナ 南米 72,300

出典：ブラジル外務省 ComunidadeBrasileira2020.pdf (www.gov.br) 2022年2月18日閲覧

https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/arquivos/ComunidadeBrasileira2020.pdf


 PLH教育は米国や欧州、日本で1990年代後半から始まった。日本では後にその多くがブ
ラジル（人）学校（escolas brasileiras)となる。

 日本の場合、ブラジル人の子ども向けのポルトガル語教育機関として、ブラジル（人）
学校が主要な役割を果たしている。ブラジル（人）学校は現在日本にしか展開していな
い（かつてはアフリカなどにあった）。ブラジル（人）学校は教授言語がポルトガル語
であり、海外在住日本人向けの日本人学校と同じ機能を持つ。ポルトガル語が母語であ
る子どもたちの、あるいは子どもたちの母語にするための学校。

 米国や欧州にあるPLH教室は、海外在住日本人向けの（日本語）補習校と同じ機能。子
どもたちは現地校に就学している。

 日本にも上記と同様のPLH教室がある。2010年以降に新しく開設された教室も多い。自
治体の支援を受けたグループ、NPO、個人などが教室を開いている。公立学校における
「母語教室」も継承語教育の場となっている。



皆さんの意見をチャットで聞かせてください！



就労を目的とした、海外在住ブラジル人の増加

１．子どもの呼び寄せ、子どもの誕生

・親や親戚とのコミュニケーション維持

・バイリンガルに育てたい

２．「デカセギ」志向、リーマンショック、欧州
経済危機など

・ブラジル帰国も視野

果たしてそれだけ？ ドイツ・ミュンヘンのPLH教室
(2015年 拝野撮影）



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。

17

PLH教育を通して子どもたちに何を伝えたいのか
（2015年に開催された欧州のPLHシンポジウム（第2回SEPOLH）において教育者30名

を対象に行ったアンケート結果や参加者の発言より）



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。

18



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。

19



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。

20



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。」

21



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。」

22







ロンドンのPLH教室 BREACC（2017年拝野撮影）詳細は拝野（2018）を参照。

小さい子は親と一緒に絵本の
読み聞かせ

少し大きくなると子どもたち
だけで遊びながら言葉を学ぶ

さらに学年が進むと、地元の学校の
成績に反映されるので、頑張って
学習。



共通の属性：

その殆どが女性、高学歴、国際結婚が多い、キャリア志向が強い、そ
の国や地域にあるブラジル人コミュニティの代表的な存在（在外ブラジ
ル人組織の各国代表など）。（拝野 2017）

強い連帯：

2010年代以降に始まったPLH教室が多く、教育者同士がSNSを駆使し
たりワークショップなどを開催して国を超えて対面交流を行っている。

コロナ禍：

時差をもろともせず、在外ブラジル人の先生方が活発に意見交換（教
材、教授法、授業運営（保護者とのやりとりなど））。



https://www.eloeuropeu.org/#1507165821268-8932838c-474e





COMO MANTER E DESENVOLVER O PORTUGUÊS COMO LÍNGUA DE HERANÇA: 
SUGESTÕES PARA QUEM MORA FORA DO BRASIL

Por Ivian Destro Boruchowski e Ana Lúcia Lico

livro Como Manter e Desenvolver o Português(1).pdf (mre.gov.br) （2022年2月22日閲覧）

“O bilinguismo infantil, na situação de manutenção da língua de herança, é primeiramente uma 
escolha dos responsáveis. A família precisa esforçar-se para a manutenção dessa língua minoritária. 
É importante informar-se sobre os mitos relativos ao bilinguismo e participar ativamente na 
comunidade em que se vive (governo, professores, escola, parentes próximos e distantes, amigos, 
etc.), para  romper com mitos e valorizar a língua de herança na comunidade. ”

継承語を維持することによって子どもをバイリンガルに育てるかどうかは、保護者の選択で

す。親はこのマイノリティ言語を維持するために努力しなければなりません。バイリンガルに

関する神話について精通していることが大切です。政府や教師、学校、近隣や遠くに住む親戚、

友人などにこれらの神話を打ち砕き、コミュニティに継承語の価値を認識させるために、積極

的に働きかけることが重要です。

https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/CgToquio/pt-br/file/livro%20Como%20Manter%20e%20Desenvolver%20o%20Portugu%C3%AAs(1).pdf


バイリンガルを巡る「神話」とは？

1. Expor as crianças a uma língua de herança terá um efeito negativo na aquisição da língua utilizada na escola. Ou 
Expor a criança a duas ou mais línguas desde o nascimento causará algum atraso em seu desenvolvimento. 

継承語は学習言語の習得を遅らせる。幼児期の複言語習得は何らかの発達の遅延をもたらす。

2. As crianças devem primeiro ser alfabetizadas na língua da escola para depois iniciarem a alfabetização na língua 
de herança. 

まずは学校で学ぶ言語をマスターさせ、継承語はそのあとに学ばせるべき。

3.   Pessoas bilíngues falam sem sotaque. バイリンガル話者は「訛り」をもたない。

4. Um/a falante que sabe bem uma língua nunca usa a outra ao mesmo tempo. 

ある言語の習熟者は同時に別の言語を使用することはない。

5.   Uma criança deve ser exposta, no máximo, a duas línguas. 子どもは多くても二言語にとどめるべきである。

6. Crianças criadas na mesma família desenvolverão um mesmo nível de proficiência como falantes de herança. 

同一家庭の子どもたちはみな同じレベルの継承語話者になる。

7. Ser bilíngue é ter igual fluência em duas ou mais línguas. バイリンガルは二言語以上が同レベルの流暢さを持つ。

8.   Verdadeiros bilíngues adquiriram duas ou mais línguas na infância.

真のバイリンガルは幼少時に二言語以上習得している。



Ao decidir pela manutenção e desenvolvimento do português como língua de herança, 
recomendamos aos adultos adotarem uma política linguística familiar que seja adequada a sua 
rotina. Isso significa que a família deve sistematizar o uso do português em casa de forma coerente. 
Vejamos algumas formas de estabelecer uma política linguística: 

例えば、

• cada responsável falará a sua língua nativa com a criança;

両親のそれぞれが自分の母語で話す

• todos os dias, durante o jantar, todos falarão português; 

毎日夕食時には全員ポルトガル語で話す

• dentro de casa só se fala português; 家庭内ではポルトガル語だけで話す

• com os adultos só se fala português, etc. 大人とはポルトガル語だけで話す など

O importante é que a família mantenha um sistema coerente e que todos o sigam. As pesquisas 
indicam que a forma mais eficiente para a manutenção e o desenvolvimento da(s) língua(s) de 
herança é os adultos a utilizarem sempre dentro de casa com seus filhos  (Grosjean, 2010). No 
entanto, cada família deve discutir e criar uma política que mais lhe convenha.



Como foi observado, os falantes de herança estão expostos e usam a língua da família em contextos limitados. Esses falantes são 

muito diferentes entre si em relação ao grau de desenvolvimento de suas habilidades linguísticas: alguns falam, entendem, leem e

escrevem; outros apenas entendem, não falam; outros entendem e falam com alguma dificuldade; etc. (Valdés, 1995).

継承語力のレベルは様ざま。

É muito comum os/as falantes de herança aprenderem o vocabulário utilizado no ambiente familiar e, quando não desenvolvem 

as habilidades linguísticas para além disso, sentem-se desconfortáveis em usar essa língua em outras situações. Os pesquisadores

atualmente entendem que há aspectos da língua que precisam de maior e constante acesso e uso para serem adquiridos (Montrul, 

2010). Consequentemente, para que os falantes de herança desenvolvam a língua de forma mais complexa, o empenho das famílias é 

fundamental. A família precisa esforçar-se para que eles possam falar sobre assuntos diferentes, em situações diversas e para que 

ganhem fluência na leitura e na escrita. Geralmente, essas habilidades são desenvolvidas com alguma instrução. 家庭内の会話だけ

にとどめておくとボキャブラリーが増えないので、読んだり書いたりできるような工夫をすることが望ましい。。

Após iniciar a imersão escolar na língua majoritária, observa-se uma tendência à diminuição do uso da  língua herança (Carreira 

& Kagan, 2011). A língua da família, no caso o português variante brasileira, passa a ser menos utilizada pela criança e torna-se a 

“língua fraca”. Essa perda linguística se acelera quando os pais acreditam que falando inglês com seus filhos ajudarão no bom

desempenho deles na escola. É importante saber que as pesquisas mostram o oposto: o fato de os pais usarem com seus filhos a 

língua predominante na sociedade não garante que eles tenham melhor desempenho escolar, no entanto isso contribui para que os

falantes de herança percam a língua da família (Beeman e Urow, 2013). Além disso, hoje em dia acredita-se que há muitas vantagens 

cognitivas e sociais em se tornar um bilíngue com habilidades avançadas. 就学するようになると継承語は弱い言語になる。この傾

向は親が子どもの学力向上のためとおもって社会の主流言語を使うようになると加速する。ただ、この方法で学力があがる保証はない。

むしろ反対で、継承語を含めたバイリンガルに育てることには大きなメリットがあることが実証的に示されている。



Dia do Português como Língua de Herança - Plurall by BeM (brasilemmente.org) （2022年2月22日閲覧）

子どもの生涯にわたる
贈り物。

http://www.brasilemmente.org/dia-do-portuguecircs-como-liacutengua-de-heranccedila.html




在日ブラジル人の人口の推移と特徴

35

・日本に208,538 人在住（2020年12月末現在）

※ ピークは313,771人在住（2007年末現在）

顕著な減少傾向の理由は；

日本の理由（push)

・リーマンショック（2008年秋）

・東日本大震災と福島原発事故（2011年）

ブラジルの理由（pull)

・景気の回復（BRICS, W杯, 五輪など）。

その後、ブラジルの政治危機、経済成長鈍化

2015年のブラジルのGDPはマイナス。

→2016年から来日者が年に1万人ずつ増加に転じる。

2020年はコロナ禍により再び減少。
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出所：出入国在留管理庁 各年『在留外国人統計』（【在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表】 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)）より作図

https://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/toukei_ichiran_touroku.html


在日ブラジル人の居住地と在留資格

主な居住地（2020年12月末現在 総数 208,538人）

☆1～3位の三県で全体の50.4％を占める。

出所：出入国在留管理庁 公式サイト https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00014.html （2022年2月22日閲覧）

順位 県名 人数

1 愛知 60,181

2 静岡 31,009

3 三重 13,837

4 群馬 13,279

5 岐阜 12,088

6 滋賀 9,497

7 神奈川 9,232

8 埼玉 7,438

9 茨城 6,167

10 長野 5,137

54%35%

8%2%1%

在日ブラジル人の在留資格

（2020年12月現在）

永住者

定住者

日本人の配偶者等

永住者の配偶者

その他

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00014.html


ブラジル人の在留資格別内訳の推移

37「日本人の配偶者等」は1世の配偶者と子である2世、「定住者」は3世、2世や3世の配偶者、被扶養者の4世
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35%

3%

2020年（208,538人）

永住者

日本人の配偶者等

定住者

その他

12%

34%52%

2%

2002年(268,332人）

永住者

日本人の配偶者等

定住者

その他

30%

21%

47%

2%

2007年（316,967人)

永住者

日本人の配偶者等

定住者

その他

63%9%

26%

2%

2015年（173,437人）

永住者

日本人の配偶者等

定住者

その他



在日伯人コミュニティにおける
教育

ポルトガル語教室設立開始（帰
国や母語維持のため）➡ 一部
はブラジル（人）学校となる。

99年にブラジル政府による学校
認可制導入（最盛期90校超）

01年Encceja受験可能に。

在外ブラジル人コミュニティにお
ける継承ポルトガル語教育の
活発化（異文化間能力、自尊心
）の影響もありPLH教室が増加

21年ブラジル（人）学校40校程
度

1908年

1945年

1952年

1980後半

1990年

1993年

1990後
半

2000年

2010年

2020年

38

日伯間の移住関連

笠戸丸移民

終戦

12月戦後移住再開

1世中心の来日

90年改正入管法施行

日本の海外移住送出事
業終了

07年末在日ブラジル人
31万人最多

（08年リーマンショック）

09年帰国支援事業（ブ
ラジル人約2万人）

08年伯政府在外ブラジ
ル人政策開始

15年横浜宣言（ﾃﾞｶｾｷﾞ時
代の終焉）

（コロナ禍）

伯における教育

10年代日本人向けの学
校設立

38年日本人子弟向けの
学校閉鎖

日本語学校や家庭で日
本語を学ぶ

（継承日本語教育）

日本からの帰国者
の学校適応／進学

デカセギ経験者の日本
語維持

05年伯政府による在外
ブラジル人向け継承ポ
ルトガル語教育支援開
始

日本（の教育）

91年～文科省「日本語指導が必要
な外国人児童生徒」調査開始ポルト
ガル語話者最多

01年ニューカマー集住自治体による
「外国人集住都市会議」発足

03年JSLカリキュラム開発

06年総務省による多文化共生推進
会議報告書

06年ブラジル政府認可校の卒業者
は日本の大学受験が可能に

12年各種学校認定基準の緩和を自
治体に要請

12年日本ブラジル社会保障協定

14年「特別の教育課程」における日
本語教育(23年度から高校でも授業
単位）

19年外国籍就学状況調査（18.1％
不就学）／「日本語教育推進法」施
行（子どもの母語母文化の尊重）

92年～ CIATE
96年～ Projeto Kaeru

07年UFMTと東海大学の

遠隔教育プログラム

NPO, 自治体, 企業

各県人会・JICA・外務省・文科省など

日伯間の移動と教育関連政策等の推移
からPLHの位置づけの変遷を確認する。



在日ブラジル人の集団意識の変化
（イシ 2020）

• 1990年以前：「Uターン」から「出稼ぎ」へ

日本生まれやブラジル生まれの日本国籍保有者

• 1990年代：「出稼ぎ」から「デカセギ」へ

改正入管法、 decasségui、残業、貯蓄、送金がキーワード

• 2000年代：「デカセギ」から「定住(移民）」へ

「もうしばらくは日本で頑張る」、永住者資格取得者の急増

• 2010年代：「定住（移民）」から「在外ブラジル人の一員」へ

集団意識の多様化、複雑化、SNSの発達、在外ブラジル人意識の強化

2015年 横浜宣言

“Acabou a era decasségui - Escolhemos ficar no Japão”

デカセギの時代は終わった。私たちは日本にとどまることを選んだ。
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2015年の在日ブラジル人自身の手による新たな時代の幕開け
Ｄｅｃｌａｒａçãｏ ｄｅ Ｙｏｋｏｈａｍａ（横浜宣言） 以下一部抜粋

“Hoje, 6 em cada 10 brasileiros no Japão já têm visto permanente. Muitos deles compraram 
casa no Japão. Um número significativo de brasileiros passou da posição de empregado para 
empregador de mão-de-obra, e outros tantos já exercem profissões que exigem qualificação. 
Empresas, lojas, serviços, escolas, organizações não-governamentais e veículos 
de comunicação fundados ou administrados por brasileiros floresceram nas mais diversas 
regiões do Japão.”

★10人中6人が永住者、被雇用者から雇用者へ、分散化

“Por tudo isto, nós, brasileiros no Japão, gostaríamos de aproveitar o ensejo dos 25 anos da 
reforma na Lei de Imigração para decretar o fim da “Era dos dekasseguis/decasséguis”. E 
declarar oficialmente o início de uma nova era que, na prática, já começou há muito tempo: a 
era dos “brasileiros residentes no Japão”, cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres 
como membros da sociedade japonesa, sem perder os laços culturais e afetivos com o seu país 
de origem, Brasil.”

★「デカセギ」時代から「在日ブラジル人」の時代へ。ブラジル文化やブラジルへの愛着を失
うことはない。

Alternativa Online > Notícias > Comunidade > Fim da era decasségui é decretado pelo Conselho de Tóquio

（2022年1月5日アクセス）
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https://www.alternativa.co.jp/Noticia/View/49265/Fim-da-era-decassegui-e-decretado-pelo-Conselho-de-Toquio


「デカセギ」時代の終焉と「在日ブラジル人」時代の到来が
子どもの教育に与える影響

「デカセギ」が意味するもの

1. 非熟練労働 → 親もキャリアを捨てる

2. 日本とブラジルとの往復が繰り返される →

「母語としてのポルトガル語」 （ＰＬＭ）教育の有効性が大きい

「在日ブラジル人」時代の到来が意味するもの

1. 工場労働から、職種の多様化へ。集住から分散へ。

親も新たなキャリア形成を模索 → 「学び直し」の需要

ブラジル人学校は集住地のみに所在 → 日本の学校への就学の加速

2．永住者の増加

子どもの教育保障に関する社会の責任は増大

子どもの「ブラジル帰国」は減少 → 「継承ポルトガル語」（ＰＬＨ）教育への注目＊

＊合法的移住者であることにより二国間の移動を繰り返すことはできるため、常に一定のポルトガ
ル語話者ニーズはある。
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公立中学校の事例：
A県の公立中学校におけるポルトガル語の授業

（授業時間内 2001年度開始）

（いずれも2015年拝野撮影）

ポルトガル語授業の成績表！



同区域にある小学校

様々な国籍の児童が通う 取り出しでの日本語の授業 現学級に残った日本人児童



日本人児童もブラジルについて学ぶ！



小学校の事例：
K県の公立小学校におけるポルトガル語の授業

(放課後 2014年度開始）

（2017年拝野撮影）



ブラジル人コミュニティにおけるPLH普及活動

群馬県大泉町における継承ポルトガル語をテーマ
とした活動（2018年9月）

静岡県浜松市における継承ポルトガル語シンポジウム
（2021年までに4回開催済み）



静岡県浜松市の教育支援団体による
継承ポルトガル語教師養成コース

47

2020年9月から2021年1月に実施された
第3モジュール



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。

ブラジル政府が主催し、世界13か国
が参加

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た。

在日ブラジル総領事館 Facebook https://www.facebook.com/ConsuladoemToquio/



 本発表で使用する用語の定義

 日本における継承語教育への注目

 継承ポルトガル語教育の世界

世界や日本における継承ポルトガル語教育

 日本の継承ポルトガル語教育の現代的価値

移民研究、多文化共生といった研究分野との架橋

 移民の言語文化継承の普遍的意義

移民研究、海外子女教育といった研究分野との架橋

 まとめ

日本における継承語教育の意義を考える



日本の継承ポルトガル語教室
＆

日本／日本人

・継承ポルトガル語の教師たちは、ブラジル
人の子どもたちが、帰属感や自尊心を持てな
いことを憂慮。

・PLH教育は、ブラジル人の子どもたちが日
本の学校や社会で十全に生きていけるための
教育。

・日本人ボランティア（ポルトガル語学習者
や大学生）や日本人児童の受け入れ

継承ポルトガル語の教師は、自分たち
の取り組みが日本社会の多文化共生の
実現に寄与していることを認識してい
る。

50靴を脱ぐ習慣も教えている→



日本のPLH教育＆移民学習：
子どもたちに「日系ブラジル人」である
ことを意識化させ、日伯両国への帰属を
確認

O県 PLH教室

浜松市 Sementinha
https://www.youtube.com/watch?v
=ehMGvDyM1DI (←劇の内容を見
ることができる）
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K県公立小学校

https://www.youtube.com/watch?v=ehMGvDyM1DI


PLH教師の記憶
ブラジルでは自分たちが移民第二（三）世代だった

PLH教師はブラジルにおける、自分たちの親や祖父母の言語
文化の継承経験を想起

・継承できなかったことへの悔恨

「自分はイタリア系3世だが、Vargasの時代もあり、継承語を失った。祖父母の話（移民
の話）を授業で使うのが大事。」（2015年5月14日、Brasil em Mente(米国のPLH教育支
援団体）主催のPLHシンポジウムでの参加者の発言）

・継承できたことへの肯定的な意味付け

“Some bilingual parents, recalling their own experience of growing up in Brazil 
and learning Japanese in an afternoon class, wished to send their children regularly 
to a Portuguese class in Japan. ”（Yamanaka2003：173）、日系ブラジル人PLH教
師の発言

※ もちろん、苦痛だったとの記憶も残る。
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在日伯人コミュニティにおける
教育

ポルトガル語教室設立開始（帰
国や母語維持のため）➡ 一部
はブラジル（人）学校となる。

99年にブラジル政府による学校
認可制導入（最盛期90校超）

01年Encceja受験可能に。

在外ブラジル人コミュニティにお
ける継承ポルトガル語教育の
活発化（異文化間能力、自尊心
）の影響もありPLH教室が増加

21年ブラジル（人）学校40校程
度

1908年

1945年

1952年

1980後半

1990年

1993年

1990後半

2000年

2010年

2020年

53

日伯間の移住関連

笠戸丸移民

終戦

12月戦後移住者出発

1世中心の来日

90年改正入管法施行

日本の海外移住送出事
業終了

07年末在日ブラジル人
31万人最多

（08年リーマンショック）

09年帰国支援事業（ブ
ラジル人約2万人）

08年伯政府在外ブラジ
ル人政策開始

15年横浜宣言（ﾃﾞｶｾｷﾞ時
代の終焉）

（コロナ禍）

伯における教育

10年代日本人向けの学
校設立

38年日本人子弟向けの
学校閉鎖

日本語学校や家庭で日
本語を学ぶ

（継承日本語教育）

日本からの帰国者
の学校適応／進学

デカセギ経験者の日本
語維持

05年伯政府による継承
ポルトガル語教育支援
開始

日本（の教育）

91年～文科省「日本語指導が必要
な外国人児童生徒」調査開始ポルト
ガル語話者最多

01年ニューカマー集住自治体による
「外国人集住都市会議」発足

03年JSLカリキュラム開発

06年総務省による多文化共生推進
会議報告書

06年ブラジル政府認可校の卒業者
は日本の大学受験が可能に

12年各種学校認定基準の緩和を自
治体に要請

12年日本ブラジル社会保障協定

14年「特別の教育課程」における日
本語教育(23年度から高校でも授業
単位）

19年外国籍就学状況調査（18.1％
不就学）／「日本語教育推進法」施
行（子どもの母語母文化の尊重）

92年～ CIATE
96年～ Projeto Kaeru

07年UFMTと東海大学の

遠隔教育プログラム

NPO, 自治体, 企業

各県人会・JICA・外務省・文科省など

PLH教師

継承日本語教育とPLH教育の連続性



場所と時代が変わっても「変わらない」継承語教
育の目的

LAの全米日系人博物館
（2020年2月 拝野）

異文化間を生きるためのツールとしての言語

アイデンティティを確立（確認）するための言語

社会の多文化共生を実現するための言語

In 1912 a conference of Issei made it clear 
that the purpose of Japanese Schools was to 
educate American citizens. A secondary goal, 
they said, was to enhance family 
communication.

ブラジルの日系人の事例（モラレス2014：113）
（ブラジルの寄宿舎で1970年代から80年代に
かけて日系の生徒の面倒をみていた）日本語
学校の教師は「将来のブラジル社会に入る
立派な日系人を育てる」という確信を持っていた。
★日本語教育と「立派な日系人」の関係は？



継承語話者が日本社会に与える影響
日本の学校の変化からの考察

「外国人の子どもに対する学習指導」
（外国人の子どもへの学習指導にあたって、教員に求められることは
）まず授業の組み立て方を丁寧にし、授業の流れのなかで学習の手立
てを工夫する。実物、図表、写真、絵などの学習支援と子どもの理解
や表現を促すための日本語の支援が有効である。（中略）（教員のこ
とば使いについて必要なのは）単文を中心にする、複雑な文法をつか
わない、繰り返したり、質問の復唱をしたりするなどの工夫である。

（佐藤2017：123）

こうした工夫によって恩恵を受けるのは、

果たして、外国人児童生徒だけなのか。
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参考：ポルトガル語話者と生きる

2010年以降発刊されたポルトガル語テキストの一部

ポルトガル語学習者の増加：国内の需要も影響している。
同時代を生きる日本人への影響：異文化接触の日常化⇒異文化間リテラシーの獲得



A. 継承語（教育）・継承語話者の社会的資産性を再考
する必要がある。

•移民の言語文化の現代的価値

外国につながる子どもたちの自尊心を育む

外国につながる子どもたちの日本語習得に役立つ

日本人の（子どもたちの）異文化間リテラシーを育む

日本人の外国語習得を促す

•移民の言語文化継承の普遍的意義

マイノリティ性を肯定的にとらえる

移民コミュニティの存在意義を確認する

学びの経験として蓄積される 57

Q. 日本における継承語教育の意義を探るには？
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ご清聴、ありがとうございました。
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