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【論文】

日本における継承ポルトガル語教育の実践
個人の異文化間能力の形成と社会の多文化共生を目指す試み

拝野寿美子

はじめに

日本における継承語教育については、外国人移住者の家族や移民コミュニティ、彼らと直接

関わる非営利団体や地方自治体が先陣を切って取り組んできたが、ここにきて日本政府も在日

外国人の母語や子どもたちの継承語に注目するようになってきた。労働力不足によってより多

くの外国人を受け入れるため、2019年 4月に新しくもうけられた在留資格（特別技能）の取

得に一定の日本語力が求められることもあり、同年 6月 28日には「日本語教育の推進に関す

る法律」が公布・施行された 1。同法第 3条には「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」とあり、成人だけでなく、外国につながる子どもたちを対象とし

た日本語教育にも触れ、日本語教育を推進する上で、家庭で使用されている言語に配慮する必

要性について言及されている。「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」が

何語を指すのかは家庭によって異なるが、ほとんどの場合、それが両親の、あるいはどちらか

の親の日本語以外の母語を指していることは明白である。これは、子どもたちの母語や継承語

を尊重すべきであるとされるとともに、子育てが母語で行われることをあわせて尊重している

と考えることができる 2。これに加え、これまで外国人住民の日本社会への統合にむけた政策提

言をしてきた外国人集住都市会議は、日本語教育の重要性を訴えることはあっても、彼らの母

語や継承語の保護に関する提言は行って来なかったが、2019年 12月に開催された同会議の基

調講演には継承日本語教育の第一人者であり、日本の外国人児童生徒の母語継承語教育の推進

にも尽力している研究者を招聘し、その教育の重要性を確認した。母語継承語教育政策に関し

ては発展途上である日本社会に、変化の兆しが見えている。

外国につながる子どもたちの母語・継承語の重要性に社会的な関心が向きつつある今、それ

を定着させるためにも、現状を把握しその課題や展望を共有する意義は大きい。そのような問

題意識のもと、本稿では、1990年の改正入管法施行から 30年を経て定住傾向が強まる在日ブ

1. 同法の内容（全文）は文化庁ホームページを参照のこと。
2. その他、外国人の親の増加に伴い、厚生労働省は母子健康手帳の 10言語翻訳版の発行を予定している（東京新聞）。
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ラジル人による、子どもたちへの継承ポルトガル語教育を一事例として考察し、その現状に

ついて明らかにしたい。本稿で扱う継承ポルトガル語（Português como Língua de Herança、以

下 PLH）とは、在日を含む在外ブラジル人第二世代以降にとってのポルトガル語である。な

お、考察に当たっては先行研究を参照するとともに、筆者が参加した関係するシンポジウムや、

PLH教室の参与観察およびインタビューで得られたデータを使用する 3。

Ⅰ．継承語教育研究をめぐる社会的背景

1．日本における継承語の研究と継承語の資産性

日本における言語の継承に関する研究は、海外で成長する日本の子どもたちや、在日コリア

ン向けの教育に関する研究を中心に定着してきた。今では中国帰国者子弟や在日外国人児童生

徒の増加により、研究対象となる言語も多様になっている。研究と実践の橋渡しも行われてお

り、例えば関西母語支援研究会のホームページには、母語教育が必要とされる理論的な裏付け

や母語教室の活動が紹介されている（多文化な子どもの学び－母語を育む活動から－）。

日本に住むニューカマーの子どもたちを対象とした先駆的な研究の一事例としてあげられる

のは、2007年に在留外国人国籍者数第一位となった中国につながる子どもたちが学校で受け

る「母語教育」である（高橋 2009）。高橋は就学前に来日、あるいは日本で生まれた子どもた

ちへの中国語教育は、「母語」ではなく、「継承語」という枠組みで考えられるべきと提案して

いる。松田・野津・落合（2017）では、日本の公立学校におけるベトナム語教室や、母語学習

方法、海外における移民の母語教育実践が紹介されている。母語の様々な定義や継承語という

用語の使用について検討が加えられた上で、「継承語」も含めて便宜上「母語」という用語が

使用されている。これらの事例からも「母語」と「継承語」の使い分けや定義は、一定の範囲

内ではあるものの、それぞれの研究によって個別に行われていることがわかる（Seals and Shah 

2018）。「継承語」が使われている自治体の刊行物などはほとんどなく、「継承語」の意味を含

めた「母語」が使用されている 4。

2000年代に入ると、これまで移民第二世代の子どもたちがしばしば家庭内で使用する、在

留国の主流言語でない親の母語を指す「継承語」という用語の普及がはじまった（用語の普及

や研究の蓄積については近藤・坂本・西川編著 2019:9-12に詳しい）。繰り返しになるが、日

本における継承語研究については、海外在留邦人の子どもたちにとっての継承語である「継承

日本語」や、在日外国人の子どもたちへの「継承語」（多くの場合親の母語）教育に関する研

3. 筆者が参加したのは Brasil em Mente主催の 2015年 5月のシンポジウム、Elo Europeu主催の 2015年 10月及び 2019年 10
月のシンポジウムである（それぞれの組織については本章第 3項で詳述）。イギリスの PLH教室は 2017年 11月に、国内
の教室については 2017年から 2019年にかけて複数回、それぞれ 1時間から 2時間の参与観察を行った。その後主宰者へ
のインタビューも 1時間程度実施した。

4. 自治体と協働して、あるいは単独で研究者グループや大学も親の母語での子育てを奨励する取り組みを行っている（愛知
教育大学、兵庫県立大学など）。
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究が進められている。継承語が母語と大きく異なる点は、母語が個人の第一言語（はじめて学

ぶ言葉、最も自由に意思疎通ができる言葉）であるのに対して、継承語は、その個人の親（を

含む主な養育者など）の母語である点である。移住者の子どもの母語は、必ずしも親の母語と

は一致しない。友人関係や学校教育などを通して成長する過程で在留国の主流言語が子どもの

「第一言語」となる場合、子どもにとって親の母語は継承語となる。したがって、「継承語」と

いう言葉自体に在留国の主流言語と親の母語との関係性が含意されており、多くの場合、主流

社会と、その言語を話す移民コミュニティとの関係と相関している。

庄司は母語継承語がもつ個人と社会集団（主流社会と移民コミュニティのいずれも）をつな

ぐ役割とその教育の重要性について、（1）移民の民族的な文化や伝統の継承、（2）移民コミュ

ニティへの帰属意識の中核的象徴、（3）移民コミュニティ内部や出身母集団とのネットワーク

保持、（4）帰国した場合への備え、（5）言語習得理論に基づき、移民言語の第一言語としての

能力の確立を優先することで学習言語形成を促し、さらに第二言語としての日本語（在留地の

主流語）の習得を容易にする、との 5点を指摘している（庄司 2017:106-107）。

継承語は「親と子をつな」ぎ（近藤・坂本・西川 2019）、「帰国した場合の備えである」と

いう個人や家庭に与えるメリット（個人の資産）を持ち、「移民の民族的な文化や伝統の継承」や、

「移民コミュニティや出身母集団とのネットワーク保持」に有効に機能するという移民コミュ

ニティに与えるメリット（コミュニティの資産）が強調されるため、日本社会では継承語教

育は「家庭の問題」あるいは「コミュニティが責任を持つもの」として扱われ（例えば KOBE

外国人支援ネットワーク 2001:3）、社会全体で取り組むべき課題としては強く認識されてこな

かった。

その一方で、庄司が（5）で指摘した「移民言語の第一言語としての能力の確立を優先する

ことで学習言語形成を促し、さらに第二言語としての日本語（在留地の主流語）の習得を容易

にする」という言語習得理論はここ数年で広く認識されるようになった（カミンズ 2005;中島 

2010;近藤・坂本・西川 2019）。母語継承語は移民の社会参加に不可欠な日本語習得の妨げに

はならないという実証研究も蓄積されつつある（真嶋 2019，櫻井 2018など）。母語継承語の

保持が日本語習得を助け学力の向上に寄与することで、間接的に移民の社会参加を促進すると

いう、継承語の社会的な資産性も注目に値する。

母語継承語は家庭や移民コミュニティと個人をつなぐゆえに、「つながりたくない」子ども

が継承語を拒絶する事例も報告されている（例えば森迫 2018）。それは、前述したような主流

社会とその言語を話す移民コミュニティとの関係性が影響しているからである。主流社会に受

け入れられていない、あるいは低く見られがちである移民コミュニティへの帰属を拒否したい

場合、言語の継承には後ろ向きの態度がとられる。そうした傾向について佐藤は、
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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。

と述べ（佐藤 2019:28-29）、外国人の子どもたちの母語・母文化が主流社会で尊重されること

の重要性と教育的意義を指摘している。落合は、「多文化児童が母語学習・母文化学習の機会

を持つことで、彼らが親子の断絶を回避し、持てる力を発揮し、彼らがその言語資源をもって

活躍できるように学校や社会の認識・制度を整え」ることや、「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）。つまり、独自の母

語継承語や文化を持って生きている子どもたちの存在そのものが、日本の学校や日本人の子ど

もたちにとっての「資産」たり得るのである 5。

2．継承ポルトガル語教育の研究

次に、PLH教育に関する研究について確認しておきたい。PLH教育とは、日本も含めブラ

ジル国外に居住しているブラジルにつながる子どもたちを対象としたポルトガル語教育であ

る。1980年代以降多くのブラジル人が国外に移住した。PLH教育は、ブラジル人やポルトガ

ル人などポルトガル語母語話者である親や 6、移住先にあるブラジル人コミュニティがポルトガ

ル語を子どもたちに伝える実践と言い換えることもできる。もちろん、その実践は家庭内だけ

でなく教室や補習校、地元の学校などでも実施されている。

日本の場合、1990年の改正入管法施行以降はブラジル出身の子どもたちが急速に増加し、

1990年代後半から設立されはじめ 2008年のリーマンショック前には全国で 100校に及んだブ

ラジル人学校が、母語教育機関として研究対象とされてきた（ブラジル人学校の研究動向につ

いては拝野 2016b）7。一方で、ブラジル人を含む南米系コミュニティの教育関係者に母語維持の

重要性が認識されていないことに警鐘を鳴らしている研究もある（塚原 2010）。家庭で覚える

言葉を補完的に学ぶ教室についても研究が散見されるようになった（例えば KOBE外国人支

援ネットワーク 2001;松本 2005）。論文で「継承ポルトガル語」という用語は使用されていな

5. 母語継承語の資産性についてはさらに庄司（2010）、Snow and Hakuta （1992）を参照のこと。米国における継承語教育政策
において、国家にとって軍事的あるいは経済的に大きな影響力を持つ言語に対する「社会的資産性」が注目されるあまり、
継承語が持つ親や移民コミュニティとのつながりを保つ役割や、言語によっては社会的な価値が軽視される恐れがある、
との指摘もある（Ricento 2005）。

6. イタリアの場合、ブラジル人の子どもを養子として迎え入れたイタリア人養父母である場合もある（Chulata 2015）。
7. ただし、日本に多く存在するブラジル人学校においてはポルトガル語を子どもたちの第一言語、母語と想定して実施され

る教育であるため、本稿では扱わない。
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いが、ブラジル人学校をのぞくこれらの教室における教育は PLH教育と考えることができよ

う。

日本においても PLH教育研究が散見できるようになったとはいえ、ここ数年の世界的な研

究の拡大には追い付いていない。PLH教育の実践は特に米国や欧州において増加が著しく、

それに伴って研究も深まりを見せており、PLH教育の意義や実践の内容、カリキュラム、教

授法等についても具体的に議論されている（拝野 2018;Chulata 2015;Jennings-Winterle e Lima-

Hernandes 2015;Souza 2016など）。実践内容だけでなく、例えばイギリスとスペインの PLH教

育組織形成の比較研究（Souza e Gomes 2017）などもある。これらの研究は年少者から大学進

学前の子どもたちに向けた PLH教育を対象としたものであるが、大学教育においても、PLH

話者の言語習得に関する研究が見受けられる。PLH話者の学生のポルトガル語の文法習得の

傾向や（Silva 2008）、PLHをポルトガル語の一方言ととらえて尊重するとともに、標準ポルト

ガル語を PLHを補う「標準方言」として付加していくことで、PLH話者である学生の言語レパー

トリーを豊かにするという実証研究（Silva 2015, 2016）にまで及ぶ。

欧米の PLH教育研究者について特徴なのは、その多くが移住者本人であり PLH教育の実践

者でありなおかつ研究者である点である。実践する中で生まれる疑問を解消するために研究

を始めたり、自らの実践を研究の対象としたりしている。ブラジルのポルトガル語教員の免

許をもっていたり、言語学を専門としていたりする移住者が、自らの資格を在留国で活かす

ために PLH教育に携わっていたりするケースもあり（拝野 2016a）、理論と実践の往還が可能

となっている。研究者と実践者の交流も盛んで、後述する 2つの団体が実践者を主な対象と

して開催してきたワークショップやシンポジウムの他、米国ポルトガル語教師協会（American 

Organization of Teachers of Portuguese）の 2017年年次大会で分科会として扱われたり、同年ブ

ラジリア大学で PLHに特化した研究大会が開催されたりしている。このような PLH教育研究

の拡大のなかで日本の PLH教育も国外から注目され始め、海外の研究者の研究対象となった

り（Serrano and Shibuya 2019;Yonaha e Mukai 2016）、ポルトガル語で研究成果が発信されたり

するようになった（Hatano 2016; Haino 2020など）。

日本で始まったばかりの PLH研究に比べて欧米のそれは、上述のように、教育内容に踏み

込んだものであったり、在留国社会の特徴を反映したものになったりしている。例えば、欧州

では国際結婚家庭の多さ、現地語とのバイリンガル教育、EU域内で制度化されている複言語

主義を土台とした教育制度などである。一方で、PLHの教育効果を検証する研究や、PLH教

育が在留国に与える影響を扱った研究は管見の限り見受けられない。とはいえ、2010年代か

ら顕著に増加し始め（Moroni 2015）、すでに 20年以上継続している教室もあるなど、PLH教

育を受けた子どもたちが年々増加していることは疑う余地がない。
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3．欧米における継承ポルトガル語教育の実践

現在欧米に広がる PLH教育の実践は組織だったものは少なく個人の実践が多いことから、

規模や対象年齢、頻度、内容などは様々である。いくつかの教育実践については、既に複数の

論考で紹介されている（拝野 2018;Souza 2016;Souza e Lira 2017など）。幼児向けの読み聞かせ

を中心に行っている教室、ある程度の規模があり 2～ 3学年ごとにグループを組んでそれぞれ

の年齢や発達に合った学習をすすめ、中等教育課程相当の学年では公教育の成績に反映される

カリキュラムと評価を取り入れる学校などもある。ポルトガル語のみで学習を進める方針の教

室もあれば、現地の主流語の使用を問題視しない教室もある。教育の内容にはバリエーション

があるが、教育実践者へのアンケート結果や発言などによると、どの教室にも共通する課題が

見受けられる。ブラジル人の親に PLH教育への関心を持たせる難しさ、スペースや人材の確

保、資金不足、カリキュラムや教材、教授法に関する知識への渇望などである（拝野 2017a）。

教育実践者は地域で孤軍奮闘している場合が多いなかで、このような問題群を解決することを

目的としてワークショップやシンポジウムが開催されている。米国および欧州にある 2つの団

体が各教室のプラットフォームになっており、上記のイベントを主催している。後述する日本

の実践と比較した際に特徴としてあげられるのは、各国に広がるそれぞれの教室がこうした

組織を通してゆるやかに連帯している点である（拝野 2016a）。2009年にニューヨーク周辺に

在住するブラジル人の子どもたちを対象とした PLH教室を始めた Brasil em Menteという組織

は、PLH教育の教材開発や販売のほか、PLH教員養成コースを開講しており、在日ブラジル

人も含めて 120名がすでにこのコースを修了している。そのほか、各国で PLH教育に携わる

教育実践者のネットワーク作りにも貢献している。2014年から年に一度シンポジウムを開催

して言語教育の専門家やブラジル人の著名な児童文学作家と PLH教育実践者の橋渡しをした

り 8、オンライン上でそれぞれの教室の実践内容を共有したりしている（Brasil em Mente）。欧州

の Elo Europeuという団体では、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインなど在外ブラジル人

が多い国のほか、北欧、中東などで PLH教育に携わっている実践者や研究者がメンバーとなっ

ている。2013年より隔年でシンポジウムを開催し、参加者が最新のポルトガル語研究や継承

語研究、バイリンガル研究などの知識を得る機会を作っているほか、メンバー間の交流や実践

報告も行われている（Elo Europeu）。2015年に開催された第 2回のシンポジウムには欧州を中

心とした 15か国より 76名が参加し（拝野 2016a）、PLH教育実践の広がりを確認することが

できた。シンポジウムの内容は書籍にまとめられ、公刊されている（Souza e Lira 2017, Souza 

e Alvarez 2020）。2020年 5月には 4時間に及ぶリアルタイムのビデオ会議でオンライン授業に

関する情報交換会が行なわれ、24か国 50名のアクセスがあった。本稿で後述する日本在住の

8. 2020年 6月にも開催を予定していたが新型コロナウィルス感染拡大の影響により 12月に延期。
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T氏、C氏、S氏も話題提供者として参加している。

PLH教育に関しては、ブラジル政府もその重要性を認識しており、2011年には外務省文化

局に言語文化普及プログラム（Programa de Difusão de Língua e Cultura）を立ち上げ、在外ブラ

ジル人の子どもたちにむけた継承ポルトガル語の事業を展開している。具体的には、米国（サ

ンフランシスコ、ワシントン、マイアミなど）や欧州（チューリッヒなど）で大使館や領事

館が PLH教員養成コースを開設したり、外務省ホームページ内の海外在住ブラジル人を対象

としたページ（Brasileiros no Mundo）に保護者向けの PLH教育指南書を掲載したりしている

（Ministério das Relações Exteriores）。この指南書の著者 2名はいずれも米国で PLH教育を実践

している在外ブラジル人女性で、そのうちの 1名は PLH教育を専門とする研究者でもある（指

南書の内容は Boruchowski e Lico 2016）。

このような PLH教育の世界展開において、日本における継承語教育はどのように位置付け

られるのだろうか。　　　

Ⅱ．日本における継承ポルトガル語教育

1．誰が PLH教育を担っているのか

日本における PLH教育は、欧米のようにブラジル人の保護者が中心となって担っている教

室のほか、公立小中高等学校（授業時間内外）であったり、ブラジル人学校が運営する補習校（平

日夕方や土曜日などを利用したもの）であったり、自治体につながる国際交流協会であったり

する 9。愛知県などでは県をあげて母語継承語の教室の紹介や開設のための情報提供を行ってい

るなど、積極的に継承語を学ぶ機会を提供している 10。いずれの組織においても、その主体者の

ほとんどはブラジル人、なかんずく女性であり、欧米の傾向と合致している。

日本のブラジル人コミュニティにおいても PLHという用語や概念を浸透させようという動

きが出始めており、2018年には群馬県大泉町の教育支援 NPO（大泉国際教育技術普及セン 

ター）が主催して毎年開催される「日伯青少年フェスティバル」の第 13回のテーマとして取

り上げられ、ポルトガル語と日本語、英語を駆使して通訳をしている第二世代の青年のスピー

チや保護者向けに母語で子育てをするよう促す簡単なレクチャーが実施された。同じくブラジ

ル人集住地である静岡県浜松市では在浜松ブラジル総領事館と浜松国際交流協会の後援のも

と、地域の外国につながる子どもたちへの教育支援を行う D教室が 2018年より「継承ポルト

ガル語シンポジウム」を年に 1回開催している。米国やベルギー在住の PLH教育実践者や研

9. 例えば滋賀県湖南市国際協会など（毎日新聞）。なお、外国語としてポルトガル語を学ぶ日本人等の受講生と一緒に、語学コー
スや大学で学ぶブラジルルーツの学生もいる。このような場合、授業は外国語としてポルトガル語を学ぶ受講生に照準を
合わせており、継承語教育としての授業内容にはなっていないため本稿では触れない。そうしたブラジルルーツの受講生
のポルトガル語学習の動機については Haino（2020）等を参照。

10. 愛知県は外国籍住民の母語による子育ても奨励している（愛知外国につながる子どもの母語支援プロジェクト 2013）。 
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究者を講師として招聘したり、国内の PLH実践者である大阪府堺市にある PLH教室の代表 T

氏による PLHに関する講演や実践の紹介などを行ってきた。D教室は 2019年 8月から T氏と

ともに、日本で初めての PLH教員養成コースを開設し 2019年 11月に 1期生の修了式が行わ

れた（受講者の声については後述）。

PLH教育の成果については、継承語が子どもの自己肯定感を高めたりアイデンティティの形

成に役立っていたりするとの報告や、ポルトガル語を継承した第二世代が日本の地域社会とブ

ラジル人コミュニティを架橋する役割を担っているといった報告がある（Haino 2016）。また、

神戸周辺に在住するブラジルにつながる子どもたちを対象とした教育支援団体でポルトガル語

教育も担う「関西ブラジル人コミュニティ」（COMUNIDADE BRASILEIRA DE KANSAI）や

先に触れた大阪府堺市にある PLH教室については既にいくつかの研究がなされている（Haino 

2020;Yonaha e Mukai 2017） 11。そこで本稿では、浜松市で 2018年に開始され第 2期のコースを

終えたばかりの A教室、横浜市立 B学校の放課後ポルトガル語教室の教育方針や授業内容、

そして D教室により国内ではじめて実施された PLH教員養成コース修了者の声を分析するこ

とで、教育者が日本で PLH教育を実施する目的や PLH教育の世界展開にみる日本の位置づけ

を確認していく。

2．ケーススタディ

ここでは、2017年 6月から 2019年 11月にかけて実施した、PLH教室や教師養成コースな

どでの参与観察や主宰者へのインタビューで得られたデータをもとに考察を進める。

（1）A教室

この教室は 2018年 10月 27日に開始した、浜松市近郊に住む子どもたちを対象とした継承

ポルトガル語教室である。市内の私立大学教授が主宰するハママツ・インターナショナル・ス

クール（HIS） 12のコースの一つとして運営されている。土曜日の午前 10時から 11時 30分に、

私立大学内の会議室を使用して実施された。対象は 4歳から 6歳で、小学生以上の子どもにつ

いては HISのポルトガル語の授業に移行する（こちらも A教室コーディネータの C氏が担当）。

1コース 10回で編成された。2019年 4月から開始された第 2期は全 15回で組まれた。参加費

は 1回あたり 500円である。

C氏は HISとの連絡やコース全体のコーディネート、授業内容のアドバイスのほか、必要に

応じて授業を担当したり保護者の相談にのったりしている。前述の Brasil em Menteで PLH教

11. この教室は米国ボストンで音楽教育を通して PLHを教える教室との交流プログラムもある。
12. パンフレットによると、HISは、子ども達の民族や言語の違いにかかわりなく、公正でインクルーシブな教育の提供を目

指しており、多様性に価値がおかれ、尊重される世界を作ることを目的としている。授業内容は数学、英語、プログラミ
ングである。
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員養成コースを 2015年に修了しているほか、ブラジルのマットグロッソ連邦大学と東海大学

の共同開催による遠隔教育コースでブラジル初等教育教員免許を取得している。浜松市の公立

学校で教育支援に携わるほか、地域の国際交流協会の社会人向けのコースや国立大学でポルト

ガル語を教えている。他にも 5名のスタッフがおり、うち 4名が日系人である。この 6名はみ

な教育支援や日本の学校に通う子どもたちの PTA活動などに熱心に取り組む。パンフレット

にあるグループの紹介には「このグループはコミュニティで活動している母親ボランティアで

構成されています。私たちはコミュニティ間の相互理解や統合を進めながら、特により良い多

文化共生の実現を後押ししながら、ブラジル文化の価値や継承ポルトガル語の保持を目指して

います」と書かれている。さらに、授業で目指すものとして、「子どもたちの五感、身体、愛情、

認知といった感覚を刺激し、子どもたちそれぞれが持つ感受性を育てる」点を挙げている。

開講式で C氏は、「ここでは子どもたちの日常的な課題に配慮しながら、家族や教育者が継

承ポルトガル語のコミュニケーションに飛び込めるような簡単な教授法を用います。多くのブ

ラジル人の子どもたちが、私たちのハートであるこの継承語によって帰属感（pertencimento）

をもち、歓迎されていると感じてもらえることを願っています」と述べた。C氏が重視してい

る子どもたちの日常的な課題への配慮とはどういうものであろうか。

この教室を開くにあたって C氏が特に強調していたのは、「帰属感」であった。それは、C

氏をはじめこの教室の教育者たちが、ブラジル人の子どもたちが日本で学校生活を送るに当

たって必要と考えるテーマである。C氏いわく、子どもたちがポルトガル語を失っていくこと

によって親子間のコミュニケーションが十分でなくなることが頻繁に見受けられるという。自

分は日本人であるとの意識と実際の国籍や周囲からの眼差しとのギャップなどにより、自らの

アイデンティティに迷いが生じる子どもたちも多い。そういった子どもたちの所在なさを克服

するためにも、家族やコミュニティとつながる継承ポルトガル語が重要な役割を果たすと考え

ている（2019年 5月に実施したインタビューより）。

パンフレットや C氏の発言からは、このプロジェクトが常に、「日本社会で生きていく」子

どもたちの日常を重要視していることがわかる。「継承語」がもともと有している異文化間性

（interculturalidade）、在留社会の主流言語と家庭内言語の関係性に着目し、ブラジル文化やポル

トガル語の継承が、彼らが日本（主流社会）で生きていくためにこそ
4 4

大切であることを強調し

ている。

これらを実現するための工夫を、授業内外で具体的に見いだすことができる。子どもたちが

これから日本で生活するにあたって、今後長い時間を過ごすのは幼稚園や保育園、そして学校

での生活である。例えば、屋内に入る時は外履きを脱ぐ、という日本独特の習慣を身につける

ために、子どもたちは広げたダンボールに描かれた各自の足形の上に靴を脱いでから、授業が

行われる室内のマットに上がる。そこで毎回手助けをしてくれるのは日本人ボランティアであ
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る。ポルトガル語を学んでいる学生や成人、ブラジルにつながる第二世代の学生など多彩である。

アクティビティとしてはブラジル特有の口承文学（Literatura de Cordel）において語り継がれ

る盗賊団のリーダー、ランピアォン（Lampião）の演劇（ブラジルの歴史的な人物やブラジル

北東部訛りの紹介を通してブラジルの多様性の理解につなげる）、 インディオ（先住民）の生

活に関する物語（ブラジルの生物多様性や民族的な多様性を伝える）や、フェルト製の手作り

教材を使った「大きなかぶ」や「三匹のこぶた」の読み聞かせをしている。読み聞かせのテー

マは日本の幼稚園や保育園でよく読まれたり話されたりするものをあえて選んでいるという。

ここでも、C氏の「ポルトガル語を使う社会（ブラジルやブラジル人コミュニティ、家族）だ

けでなく、子どもたちが日々の生活を送る日本の社会、学校（幼稚園）生活にも帰属感がもて

ないと、学習は続かない」という発言が反映されている。

子どもたちを対象とした活動に加え、このグループは子どもたちや地域社会に向けて、ブラ

ジルに渡った日本人移民家族の劇を披露した。脚本はオリジナルで、キャストはこのグループ

のメンバーであり、異文化理解や多文化共生をテーマにした。1908年に第 1回移民としてブ

ラジルに移住し、コーヒー農園での苛酷な労働や言葉がわからないことで苦労した主人公の少

女を C氏が演じた。その後、日系 3世の孫がデカセギとして来日・就労し、祖父母と同様の

辛酸をなめる様子が演じられた。会場にはこのグループのメンバーの家族写真が複数枚展示さ

れ、劇の内容がそれぞれの家族の物語と重なっている様子が示されていた（中日新聞）。

（2）B小学校

公立学校における取り組みの事例として次に紹介するのは、横浜市 B小学校のポルトガル

語教室である 13。この学校には多くの外国人児童が就学しており、国籍も多様である。スペイ 

ン語教室なども実施され、図書館には各国語の書籍がそろっている。ポルトガル語教室は

2014年に開設され、週に 1回放課後に授業が行われている。開設当初から R氏が担当している。

R氏も C氏と同様、Brasil em Menteの PLH教員養成コースを修了している。この教室ではオ

リジナルの教材の他、Brasil em Menteが出版している低学年向けの教材や、ブラジルで市販さ

れている在外ブラジル人の子どもたち向けの教材も用意されている。授業には R氏の他、ブ

ラジル人の保護者 1名と日本人のボランティア 1名が携わっている。当日は様々な学年の 13

名の児童が参加していた。R氏は一貫してポルトガル語で話しているが、子どもたちはそれぞ

れ得意な言語で話しており、その相互活動の中で、日本語がわからない子どもは日本語を、ポ

ルトガル語がわからない子どもはポルトガル語を学ぶ場となっている。授業の冒頭ではブラジ

ルへの一時帰国が話題として取り上げられた。一時帰国はほとんどの子どもが経験しており、

13. 公立学校の授業時間内にポルトガル語教室を実施しているのが愛知県岩倉市の市立小中学校である。詳細については岩倉
市日本語ポルトガル語適応教室 HPおよび拝野（2017b）、Haino（2020）を参照されたい。
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機内や中継地の空港の様子で話が盛り上がっていた。次に、ブラジルの日系人が多く住む地域

や文化活動に関する画像（ヨサコイソーランや日本庭園、沖縄系の多い地域の町の様子など）

を見ながら自由な会話が続けられた。その後、沖縄系日本移民をテーマにした物語の、スライ

ド画像を提示しながらの読み聞かせが行われた。この学校は沖縄県出身者や沖縄系日系人が多

く住む地域にあり、児童がより身近に感じられるようなテーマ選択の配慮がなされている。物

語の最中、児童から自分の先祖が第一回の笠戸丸移民であったとの発言もあり、大きな移民の

歴史の中に、自らの家族の歴史や物語を位置づけていることが確認できた。

（3）D教室の PLH教員養成コース

C氏および R氏、そして、先述した大阪府堺市の PLH教室代表を務める T氏は、いずれも

公立学校で外国につながる子どもたちの教育支援に携わっていたり、年少者のポルトガル語教

育に関わったりしてきたことに加え、Brasil em Mente が実施している PLH教員養成コースを

修了している。なかでも T氏は、浜松の学習支援団体である D教室の代表 S氏とともに、日

本で初めて PLH教員養成コースを 2019年 8月に開設した。ここでは、このコースの修了者の

声から、日本で PLH教育を実施する教育者自身が PLH教育には何が重要であると考えている

のかを考察していきたい。

D教室の全 10回のコースの修了式は同年 11月に開催され、修了者は一人ひとり、コースで

学習した成果を発表した。以下に示しているのは、筆者が参加した際に許可を得て録音した記

録を日本語に翻訳しながら文字に起こしたフィールドノートからの抜粋である。

― Eさん

「PLHは日本においてブラジル人市民を形成するためのツールである」

娘へのポルトガル語教育に興味がありコースに参加した。PLHという用語はこのコースに

よって知ることができ、その後 SNSなどで検索しその広がりを知った。在日ブラジル人の子

どもや青年たちには、家族が家に居ない人も多い。どこから来たのかといった自らのルーツや

これからどこに行くのか、といったことがわからない人がいる。人間形成が不完全になり、家

族や社会を尊敬できなかったりする。社会に貢献する一市民（cidadão colaborativo）になるこ

とが難しくなる。子どもたちは、社会に統合して欲しいし、帰属感を持って欲しい。そのため

にも PLHが必要であると思う。最後に PLH研究者である Gláucia Silva氏の言葉で締めくくり

たい。「PLHはアイデンティティ、絆、文化を扱うのだ。それは私たちを団結させる全てである。」

（PLH é sobre identidade, elo, cultura. É tudo que nos une.）
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－ Eさん

（PLH教育に）両親をどうやって引き寄せるのか。既にポルトガル語を話さなくなってい

る親もいる。PLH教育は親自身がポルトガル語を話す機会にもなる。親と教師は、子どもの

PLH教育の共同責任者となるべきだ。子どもの情報を持っているのは親なので、親とコミュ

ニケーションをとることによって、子どものことを教師自身もよりよく知ることができる。ま

た、子どもはそれぞれ異なるので、PLH教育は教師自身の学びの場でもある。

－ Fさん

「アジアにおける移住の新しいパラダイムと多文化共生に向けた PLH教育」

この講座でブラジルの文化、地理、歴史を学び直している。その過程で、ブラジルに自分の

ルーツがあることを確認した。青年は自分のルーツ、アイデンティティに迷っているのではな

いか。苦しんでいるのではないか。ブラジル文化を学んで彼らに伝えたい。子どものリズムや

家族の歴史を尊重すべきだと思う。

－ Gさん

「PLHはブラジル人の子どもたちだけのリソースではなく、教育者にとってのリソースでもあ

る。さらに、社会的なリソース、つまり受け入れ国の多文化社会形成のツールでもある」

PLHは学校で学ぶポルトガル語とどう異なるのか。PLHは単に言語だけではなく文化、ア

イデンティティを学ぶものである。私たちは PLHでスラング（gíria）など、言語の特異性を

伝える。また、大人として、学び続けることの楽しさも合わせて伝えたい。それが自信につな

がる。親戚とのポルトガル語での会話ものぞましい。授業は必ずしもポルトガル語でなされな

くてもよいと思う。

－ Hさん

「日本への移住と教育学習プロセスにおける PLH」

自らの日本移住と子育ての経験から、それぞれの家庭にある問題が垣間見えた。PLHはポ

ルトガル語を読んだり書いたりするだけでなく、自分達の文化やルーツを取り戻す教育であ

る。

－ Iさん

「日本における、社会的情緒的な発達プロセスのツールとしての PLH」

ブラジルでは 2020年までに全ての学校でカリキュラムに社会情緒的能力を高めるための学

び（Habilidade Socioemocional：以下、SEL）を含めることが求められている。ブラジルの学校
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は BNCCでカバーされているが 14、在外ブラジル人の子どもたちは、PLH教育で SELを補完で

きると考える。PLHは言葉を教えるだけでなく、家族の絆を生み、アイデンティティの探求

を促し、文化的ルーツを知ることにもなる。Eさんが話したように、市民性の形成につながる。

私は現在すでに実施しているポルトガル語教室の目標を、子どもたちの「自分の発見」にお

いている。自分は何者かという自覚、文化のルーツの発見、特に家族成員との良い関係性、家

族の絆の構築である。日本にいる子どもたちは、他の人と上手にコミュニケーションがとれず、

自分を表現できないことで自信を喪失したり、帰属感がなかったりしている。家族と満足に話

せないと、自信の喪失につながる。私は誰なのか、この質問を解決するのが子どもにとってと

ても大切だと思う。それは学校への適応にもかかわってくる 15。

― Jさん

私がこの PLH教員養成コースに参加したのは、ある子どもから、母親が使ったことわざの

意味がわからなかったと聞いたからだ。そのときポルトガル語の深さを知った。視覚を用いな

がらのポルトガル語学習、物語を使ってのポルトガル語学習の可能性について考えており、紙

芝居やおもちゃを使ったりしながら、縮小辞や拡大辞を覚えさせるような工夫もしている。

私はブラジルの悪口は家では言わない。子どもは嫌いな国の言葉を学ぶ気にはならない。物

語で語ることは学習にふさわしい方法だと思う。子どもたちの生活に即している。絵本はよい

教材である。絵があるだけで、子どもは物語を作り始める。読むことで知らない世界を知るこ

とができる。授業で物語（語り聞かせ）を導入すべきと考えている。

以上の参加者のプレゼンテーションに加えて、修了式の来賓であったブラジルの外交官は、

「PLHには、日本で生きるための全てが入っている。自信につながるし、一家和楽にもつなが

るし、ブラジル文化を知ることにもなり、健全な市民となれる。」と締めくくった。

このコースの受講者には既にポルトガル語教育に携わっている人もいれば、個人的な興味で

受講した人もいる。受講内容には言語学、語学教育、ブラジルの教育事情、ブラジルの歴史や

文化の基礎知識のほか、継承語が持つ社会的な機能についても含まれていたことがわかる。発

14. BNCC（Base Nacional Comum Curricular）はブラジルの就学前、初等教育、中等教育のカリキュラム作成にあたって目安と
なるべきもので、ここで言及されているのは 10ある共通の到達目標（Competências Gerais）のうちの “Conhecer-se, apreciar-
se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, 
com autocrítica e capacidade para lidar com elas.”（人間の多様性を理解し、自らあるいは他者の感情を認めつつ、それらを操
るための自己批判や能力をもって、自らの心身の健康状態を知り、自信を持ち、気に掛けること）を指していると思われ
る（Ministério da Educação）。

15. このあと Iさんは授業実践の例を紹介した。形容詞を使った授業で、語彙の増加や読み書きや言葉の意味を知るためのもの
である。授業は 50分、対象は 8歳から 12歳の子どもたちで、紹介されている形容詞は自己紹介や他者紹介に使えるよう
な super（スーパー）、crioso（好奇心が旺盛）、criativo（独創的）といった肯定的な単語が並ぶ。子どもたちは積極的に活
動にチャレンジして、言葉の意味を明らかにし、形容詞の使用を提案した。何人かは解釈に困難が見えたが、そのような
時は理解を促進したりわかりやすくしたりするために、日本語訳が使用された。この授業は生徒だけでなく教師にも良い
結果と共感を与えたとのことである。自己肯定感を持たせるための工夫が見て取れる。
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表内容からは、継承語は単に親子間のコミュニケーションを維持するためのものでなく、在留

社会の多文化共生実現に向けたツールでもあるという気づきあったことが見て取れるなど、こ

のコースが受講者にとって学び（直し）の場となっていることがわかる。

Ⅲ．考察

PLH教室 3事例からみえてくるものは、教育者が子どもたちの現実の生活に根ざした実践を

目指している点である。だからこそ、ポルトガル語やブラジル文化の継承にとどまらず、子ど

もたちが自身と日本との関わりに肯定的な意味を見出せるよう工夫されているのである。それ

は、日本人ボランティアの活用や日本移民の学習などを通じた日本社会と子どもたちをつなげ

る試みとなって具体化されている 16。そして PLH教育は子どもたちが日本で生きていくために

必要なツールであるだけでなく、多文化共生社会の構築に貢献しうると考えられており、日本

社会にとっての継承語教育や継承語話者の有用性についても意識されている。「継承語」がも

ともともっている異文化間性が教育者に明確に認識されているのである。継承語教育は異文化

間で子どもたちが十全に生きるための力を形成する一助になると考えられている。

異文化間で十全に生きる力を考える上で土台となるのが、異文化間能力（intercultural 

competence）という概念である。細川はそれを「異なる文化に対する個人の能力」（細川

2019：56）とシンプルに定義しているが、異文化間能力の定義は研究者によって異なる（松

尾・森茂 2017：21）。たとえば、松尾・森茂は「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）と表現している 17。しかし、「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）との指摘にもあるように、異文

化間能力についても集団間や集団と個の関係性が考慮される必要がある。例えば、松尾は異文

化間能力を「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の実現に向けて協働す

る力」と定義し、日本社会におけるマジョリティの権力性（日本人性）の自覚と内省を促して

いる（松尾 2020：136）。日本ではマイノリティであるブラジルにつながる子どもたちに、上

記のマジョリティ向けの「異文化間能力」の定義をそのまま当てはめることはできない。マイ

ノリティの子どもたちに必要な「異文化間能力」は新たに考えらえるべきであり、それを養う

ための土台や前提となるものについても検討されてしかるべきであろう。

ここでブラジルにつながる子どもたちが異文化間を十全に生きるための力を基礎づける、C

16. 日本移民の学習については、大阪府堺市の T氏の PLH教室でも実施され劇としても上演された。
17. 紙幅の都合上異文化間能力に関する研究についての議論の紹介は省略するが、議論の一部は『異文化間教育』No.47の特集
「異文化間コンピテンシーを考える」にて知ることができる。
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氏や D教室の PLH教員養成コースの受講生が強調する帰属感について考察してみたい。5歳

から 9歳の子どもたちを対象とした場合、「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）と指摘される。自

己肯定感が異文化間能力形成に重要であることを考えると、PLH教育者による子どもたちの帰

属感を育むための実践は注目するに値する。Eさんや Iさんの発言からもわかるように、帰属

感は自己肯定感の土台と考えられているからである。A教室や B教室が実施している PLH教

育を通じて得られる帰属感は二種にわけることが可能である。一つは、習得的帰属感（自らが

日本の社会生活にシステマティックに適応するすべを得て帰属感を充足させるもの）、そして

もう一つは生得的帰属感（日系人であるという生得的な条件により日本や日本人とのエスニッ

クなつながりの正当性を確認するもの）である。

習得的帰属感については、隠れたカリキュラムの事例として提示した、ポルトガル語を習得

している日本人ボランティアや第二世代の先輩の参加、日本の学校生活にそなえるための靴を

脱ぐ習慣付けや読み聞かせのテーマ選びなどにより、得ることができると思われる。ポルトガ

ル語を話す日本人の存在は、ポルトガル語が地域社会で受け入れられていることを示唆し、第

二世代の先輩の存在は、子どもたちが日本で生きる将来像を具体的に描きやすくする。このよ

うな隠れたカリキュラムにより、子どもたちはブラジルやポルトガル語と自らを切り離さなく

ても、日本社会への帰属感を得ることができると思われる。学校生活に慣れるための工夫につ

いても、「靴を脱ぐことは知っている」「『大きなかぶ』や『三匹のこぶた』の話は知っている」

とったように、既習事項を少しでも増やすことで疎外感が緩和され帰属感が得やすくなると思

われる。

生得的帰属感については、ブラジルにつながる子どもたちのほとんどが日系人であることで

得られるものである。日本につながる、日本に居住することの正当性を日本移民の物語、家族

の物語を知り学ぶことで（再）確認できる。PLH教育を通じてブラジル人コミュニティへの

帰属感を得られるだけでなく、移民学習を付加することで、日本そのものに自らのルーツを見

つけることができる。その上で、現代ブラジルの形成の一翼を担った日本移民や日系人の活躍

を合わせて学ぶことで、ブラジルにおける日系人としての自らのルーツにも自信を持つことが

できる 18。帰属感を高めるための取り組みは重層的、多元的になされているのである。

3教室の教育実践では、子どもたちの現実生活への考慮、日系というエスニシティへの注目、

PLH教育への日本語や日本人の積極的な組み込みを見いだすことができた。PLH教育を通し

て子どもたちがブラジルにつながる自己を肯定できるようにするとともに、「日系」というエ

18. 森本・森茂（2017）は在日移民第二世代当事者自身のルーツの肯定的受容につながることを、移民学習の当事者的意義と
して指摘している。
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スニシティも手放さず日本やブラジルとのつながりも同時に正当化し、子どもたちの日本にお

ける生活にも配慮して日本社会との現実的なつながりもつけておく、きわめて戦略的な実践と

なっている。PLH教育は、子どもたちに対して「家族」や「コミュニティ」の他、「ブラジル」

「日系」「日本」に帰属感を持たせることで、異文化間を生きる力を育む場になっていることが

わかる。

こうした日本における PLH教育をあらためて世界の PLH教育の潮流に位置付けてみると、

今回取り上げた日本の教育実践の中心者はいずれも欧米の PLH教育の実践者と連携し教育内

容や方法を共有し、そこから多くの示唆を得た活動をしていることがわかる。その上で、子ど

もたちの「日系」というエスニシティを確認するための移民学習や、在留国住民（日本人）ボ

ランティアの参加などは日本における PLH教育独自のものであるといえるのではないか。

そして、A教室の「私たちはコミュニティ間の相互理解や統合を進めながら、特により良い

多文化共生の実現を後押ししながら」進めるという教育方針や、D教室の受講者の発表テーマ

や発言にみる、PLH教育は社会の多文化共生の実現に寄与するものであるとの認識は注目に

値する。これは、継承語話者や教育者が多文化共生を実現する主体者であるという自覚や、彼

女らが進めている教育実践がブラジル人と日本人ボランティアとの協働で行われていることへ

の自信からきていると考えられる。加えて、PLH教育を通して、子どもたちを自らが生きる

社会に帰属感を持ち「社会に貢献する一市民」に育てるという社会的使命や責任を、教育者自

身が担おうとする気概と受け取ることもできる。

Ⅳ．今後の課題

今後の日本における PLH教育研究について、本研究からいくつかの課題が浮かび上がった。

第一に、マイノリティの子どもたちに必要な「異文化間能力」の再考とそれを養うための土台

や前提となるものについての検討である。移民第二世代といういまだマイノリティであること

が多い子どもたちが異文化間で生きるための能力は、マジョリティが持つべき異文化間能力と

は自ずと異なる。

第二に、継承語教育における母親役割、ジェンダーバイアスの排除である。本研究で取り上

げた教育実践者は全員女性である。これは欧米の傾向とも合致する。教育実践者は母親である

場合が多いが、「母親役割」に閉じ込められてはいない（拝野 2017a:56）。継承語教育の目的は

家庭内、移民コミュニティ内での円滑なコミュニケーションのみを目指しているのではなく、

教育実践者は在留国社会で自信をもって子どもたちが生きていけることを目指して教育に取り

組んでいる。それと同時に、在留社会を、多言語多文化で育つ子どもたちが委縮しないで自信

をもって生きる社会に再構築することまで見据えている。社会の再構築を目指すという到達点

から改めて見返し、継承語教育は誰が担うべきなのか、という議論をすることも必要になって
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こよう。

先の課題にも関連するが、第三に、こうした活動に参加している日本人にとっての移民言語

の意義に関する考察も望まれる。それによって、継承語教育とマジョリティーの関係性も組み

替えられ、継承語教育の恩恵を受けるのが移民当事者だけではないことが明らかになるのでは

ないか。それは継承語の社会的資産性を確認する作業と言い換えることもできよう。
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Ensino do Português como Língua de Herança no Japão
－ Tentativa de formar competência intercultural dos alunos e coexistência 

multicultural da sociedade－

Sumiko Haino

Em relação ao ensino de línguas de herança no Japão, as famílias e comunidades de imigrantes, 

organizações sem fins lucrativos e órgãos locais diretamente relacionados aos residentes estrangeiros têm 

tomado iniciativas, mas recentemente o governo japonês começou a focar esse ensino para as crianças 

estrangeiras. Assim sendo, é muito importante esclarecer a situação atual desse ensino e compartilhar 

seus problemas e perspectivas, exatamente agora em que há um interesse maior da sociedade sobre a 

importância da língua materna ou de herança. Neste artigo pretendemos analisar o caso do ensino do 

português como língua de herança (doravante PLH) para crianças brasileiras residentes no Japão.

O que podemos verificar através das iniciativas de três turmas de PLH pesquisadas é que as 

educadoras têm se baseado mais na vida cotidiana real das crianças para fazer o plano de ensino, sendo 

isso concretizado como tentativa de incorporar os alunos à sociedade japonesa através dos voluntários 

japoneses e a aprendizagem da história da imigração japonesa para o Brasil. O ponto de maior relevância 

considerado pelas educadoras é estimular os alunos a adquirirem o sentimento de pertencimento 

para  viverem neste país, o que garante a sua estabilidade socioemocional. O PLH é considerado pelas 

educadoras não apenas uma ferramenta necessária para as crianças viverem no Japão, mas também um 

fator com que pode formar uma sociedade multicultural. O significado das línguas de herança e seus 

falantes deve ser estudado e analisado com maior atenção na sociedade japonesa.

（はいの・すみこ　神田外語大学）
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