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1.  はじめに

　本稿は，東海地方X市におけるフィールドワー
クをもとに，ニューカマーの子どもたちの学校適
応や成績に影響を与える，家族資源の意義につい
て論じるものである．
　1990年に出入国管理及び難民認定法が改正され
て以来，「ニューカマー」と呼ばれる（主に，中国，
南米，フィリピンからの）移民が急増している．
その多くは一時的な滞在（＝「デカセギ」）を目
的として来日したが，いく人かは本国から家族を
呼び寄せたり，結婚したりすることにより，日本
で家族を営むようになってきている．その結果，
学齢期にあたるニューカマーの子どもたちが日本
の学校に入学するようになっている．
　だが，これまで多くの移民の子どもを引き受け
た経験のない学校では，子どもたちは十分な教育
支援が受けられず，不就学，不登校，いじめ，非
行，学業の低達成など，さまざまな問題を抱えて
いる（佐久間 2006）．教育支援が必要な子どもも
増えており，文部科学省によると，日本語指導が

必要な外国人児童生徒は，過去10年間で約1万人
増大している（平成12年度…18,432名→平成22年
度…28,511名）．ニューカマーの子どもの進学率も，
日本人と比べて低い水準にとどまっている．たと
えば，外国人集住都市会議に参加している（磐田
市を除く）都市における外国人生徒の公立中学校
卒業後の高等学校・専門学校への進学率は，平均
して75％にとどまっている（外国人集住都市会議 
2005：63）．
　ニューカマーの子どものなかでも，より困難な
状況におかれた集団がある．たとえば，ブラジル
などの南米にルーツをもつ子どもの高校進学率は
特に低く，50％を切っていることが指摘されてい
る（浜松 NPO ネットワークセンター 2005）．
2000年の国勢調査のデータによると，17歳時点の
高校在学率は，日本人，朝鮮系がともに90％を超
え，中国系も70％を超えているのに対して，フィ
リピン系は約40％，ペルー系は約50％と低く，ブ
ラジル系にいたっては約30％にとどまっている．
本稿は，そのように日本の学校への適応に，特に
困難を抱えるブラジルにルーツをもつ子どもを分
析対象としている．
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2.  先行研究

　ニューカマーの子どもについての研究の多く
は，学校内部の出来事に目を向け，その批判的な
分析をおこなってきた．たとえば，言語学－教育
学的な研究は，欧米の言語理論を参照しながら，
日本の教師のマイノリティ言語についての無関心
やモノリンガル主義が，ニューカマーの子どもの
成育を阻んでいることを指摘している（太田 
2002）．それに対して，社会学的アプローチは，「教
室」という社会空間の相互作用に着目し，そこに
存在する平等主義的規範を析出している．一方
で，教師が生徒と相対するときに意識する平等主
義的志向が，マイノリティ集団の差異への無関心
とその周縁化をもたらしていることが指摘されて
いる（児島 2006）．他方で，教科だけでなくホー
ムルームや行事，給食，掃除等を重視する全人格
的な日本の共同体的教育モデルが，逆に，ニュー
カマー児童への配慮と固有の役割の付与を可能に
しうることも観察されている（森田 2007）．
　このように学校適応の現場たる教室に着目する
教育（学－）社会学的立場に対して，本稿は，家
族の有するさまざまな資源／資本に焦点を当て
た，文化－家族社会学的立場をとっている．たと
えば，宮島喬は，家族間の教育資本の継承を妨げ，
子どもの学業達成の失敗を導いている，ニューカ
マー家族が有するさまざまな家族資本の問題に言
及している．両親の乏しい日本語能力，親子間に
おける経験・価値の差異，滞在見通しの不安定
さ，身近にある適切なロール・モデルの欠如など
が，親の教育資本や日本への滞在期間の長さにも
関わらず，ニューカマー生徒の学校適応を妨げて
いることを指摘している（宮島 2002）．志水宏吉
と清水睦美らによる，より組織だった研究におい
ても，親子間の価値観やアイデンティティの相
違，定住志向の強弱，参照となるようなネット
ワークの有無が，ニューカマーの子どもの学校適
応を左右していることが議論されている（志水・
清水編 2001）．また，ブラジル人家族に焦点を当
てたいくつかの研究は，親の長時間労働に加え

て，その定住についての見通しの不安定さが，親
子間のコミュニケーションを不十分なものとし，
親の教育への関与を減じ，子どもが自身の将来に
ついて十分に準備する機会を奪い，結果として学
校への適応を阻害していることを明らかにしてい
る（宮島・加藤 2005）．
　これらの家族に着目した研究は，経済資源や教
育資源に還元されない，ニューカマーの子どもを
とりまく家族の関係的要素に光を当てるものであ
る．ただし，従来の研究において，十分に取り上
げられていないいくつかの要因が存在している．
第一に，家族形態と学校適応との関係である．先
行研究においても，親子間の価値観の相違と子ど
もの学校適応との関係が指摘されているが，それ
が，家族形態のあり方により左右されるというこ
とにはあまり注目が与えられていない．調査で見
えてきたことは，ニューカマー家族の高い離婚率
／別居率であり，またステップ・ファミリーやシ
ングル・マザー家庭の多さである．家族研究が示
しているように，このような家族形態をとる家庭
は，教育への関与が少なくなり，子どもが学校の
学習において困難を抱える傾向にある（Kohl et 
al. 2000）．第二に，信仰についてである．欧米の
いくつかの研究によると，自身の行為への責任を
強調し，モラル訓練や自己規律を養う宗教教育や
信仰が，子どもの学校適応や成績に対して積極的
な効果を有するとされている（Jeynes 2003）．ブ
ラジル人家族の多くは信仰を有しており，そのこ
とが子どもの個性や学校適応に何らかの影響を与
えると考えられる．

3.  分析枠組み

　以上の先行研究を踏まえ，本稿では，ニューカ
マー家族が有する諸資源に着目し，その子どもの
学校適応との関係を分析する．その際，特に，志
水らの研究を参照する．志水らは，子どもの学校
適応に影響を与える家族資源として，経済資源，
教育資源，編成資源という三つの要素を挙げた．
経済資源は，世帯収入，資産，住居など，家族が
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有する物質的な資源を指している．教育資源は，
両親の学歴や日本語能力といった，子どもの教育
に資する知的資源を指している．編成資源は，ア
イデンティティ（＝文化伝達・来日経緯），時間
（＝長期的視野にたつ教育支援），情報（＝日本
人／母国ネットワーク）など，家族が有するソフ
トな資源によって構成されている．志水らがとり
わけ重視したのが，編成資源である．というのも，
ニューカマー家族の多くは経済資源や教育資源に
恵まれておらず，また教育資源が存在する場合
も，親の日本語能力の限界や学校制度の違いによ
り，それが必ずしも効果的に子どもに相続される
とは限らないからである．それに対して，家族が
有する関係的な資源である編成資源が，子どもの
学習の動機づけを高め，教育資源の効果的な相続
を可能にし，その学校適応を促進すると考えられ
ている（志水・清水 2001）．
　本稿も，志水らの研究に立脚し，子どもの学校
適応に対する，家族が有する第三の資源の効果に
着目する．ただし，前節で指摘したように，先行
研究では，家族構成や信仰という要因が含まれて
いなかった．また，志水らは家族関係と編成資源
とを区別した．だが，家族関係のあり方自体が子
どもの学校適応に影響を与える資源ととらえられ
ることから，本稿では家族関係と編成資源とを特
に区別しなかった．その上で，この第三の資源を，
家族成員が共有する資源という意味で，「成員資
源」と名づけた．成員資源は，家族の生活を方向
づける指針や経路となる諸資源を指す．それに
は，文化伝達の形，情報ネットワーク，将来計画
など多様な要素を含みうるが（志水・清水 2001），
本稿では，なかでも，両親同居の有無，信仰，家
庭内の使用言語に注目する．後二者の要素は，特
に外国にルーツをもつ家族に特有の条件である．
このような成員資源は，ニューカマーの子どもの
個性（学習態度，モラル性向，アイデンティティ，
交友パターンなど）に影響を与え，結果として，
日本の学校への適応（成績，逸脱行為，学校への
愛着）を左右するととらえられる．5節以降，こ
の枠組みにそって，事例を分析する．

4.  調査概要

　本稿のデータは，東海地方 X 市でおこなった
フィールドワークをもとにしている．
　X 市は人口約85 ,000人の小規模な都市である．
登録外国人人口は，約1,800人であり，市全体の
人口の約2％を占めている．この割合は，日本の
平均（1.67％）よりも高いが，X 市のある県のな
かでは中間の地位にある．X 市には電力会社の発
電所や関連工場が存在し，また，沿岸部には，大
手の造船や生活用品の組み立て工場があり，そこ
で多くの外国人が働いている．X 市は，豊田市や
浜松市のような外国人が多数住む，いわゆる「集
住都市」ではない．だが，外国人はそのいくつか
の地域，とりわけ家賃の安い公営団地に集住する
傾向がある．本稿が対象とする生徒が通う A 中
学校の学区には，都市再生機構が安価に提供して
いる団地群があり，そこに多くの外国人家族が住
んでいる．
　2011年12月現在，A中学校には，フィリピン，
ブラジル，ペルー，ボリビア，中国，朝鮮にルー
ツをもつ35名の子どもが通っている．そのなかで
も，本稿は特にブラジルにルーツをもつ生徒に対
象を絞っている．1節で見たように，ブラジルに
ルーツをもつ子どもは特に学校社会において困難
な立場にあり，その背景についての分析は重要な
意義を有する．A 中学校には，「取り出し」方式
による日本語・学習支援のための日本語教室が存
在している⑴．そこに，全校に7名いるブラジル
にルーツをもつ生徒のうち，ひとりを除いたその
すべてが日本語教室に通っている．日本語教室に
はその6名以外には，ひとりのボリビア人生徒が
いるだけである．これらのことは，ニューカマー
の子どものなかでも，特にブラジルにルーツをも
つ子どもの間に学習上の問題が存在していること
を裏づけている．
　本稿では，現在 A 中学校に通う7名の生徒に加
えて，日本語教室に通い，2011年の夏に帰国した
ひとりのブラジル人生徒も分析対象としている．
データの収集法は，主に参与観察による．筆者は，
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2011年4月から2012年3月の間，公立の A 中学校
の日本語教室に，週2日，ボランティア・スタッ
フとして通い，担当教師の授業の手伝いや生徒へ
の個別指導をおこなった．また，授業だけでなく，
学校外での活動（文化祭のステージ・パフォーマ
ンスの練習）への参加や，筆者自身が立ち上げた
学習支援教室においてもいくつかの対象生徒と接
する機会を得ている．参与観察に加えて，普段会
うことの少ない2名の生徒（ルカス，レティシア）
とは個別にインタビューをおこない，データを収
集した．家族についての情報は，対象となってい
る生徒の両親への，90～120分の通訳を交えたイ
ンタビュー・データをもとにしている．補足デー
タとして，日本語教室の担当教師，市の語学相談
員，A中学校と同学区のB小学校の日本語教室の
教師へのインタビューを参照している．

　表1は，分析の対象となる A 中学校に通うブラ
ジルにルーツをもつ子どもの基本情報，家族資
源，学校適応のあり方を表している．対象となる
生徒のほとんどは日本生まれであり，また日本で
の生活期間も比較的長い．そのため，日本語によ
る意思疎通が全くできない生徒はいない．また，
表には記してはいないが，全員が同じ団地群に住
み，親の雇用形態は派遣ないしパートであり，経
済的に裕福な家庭はない．ただ，生活保護を受給
しているのは一家族だけであり，家には生活家電
やパソコンがそろい，子どもはゲーム機器やパソ
コン，携帯電話などが買い与えられるなど，一定
程度の経済的余裕は見られる．それに対して，成
員資源（両親の同居，信仰，家庭内言語）や，学
校への適応（成績，逸脱行為，学校への愛着）の
あり方は多様である．本稿では，4名の生徒（ヒ

表1　調査対象者の基本情報と分析結果

名前

基本情報 家族資源 学校への適応

学年 日本語
教　室 出身 日本在住

合計期間

教育 成員
成績 逸脱 愛着

母 父 両親
居住 信仰 家庭

言語

ヒロミ 1年 7時間 ブラ  6年 初 高 別居 弱 ポル 低 なし 弱

メリッサ 1年 3時間 日本 13年 中 高 同居 強 ポル 中 なし 中

ルイーザ 1年 6時間 日本 10年 中 中 別居 中 ポル 中 なし 弱～中

ケンジ 1年 6時間 日本 13年 初 初 離婚 弱 両方 低 あり 強

ガブリエル 1年 6時間 日本  8年 初 初 離婚 中 ポル 低 なし 強

マリア 2年 6時間 日本 11年 中 中 別居 中 ポル 中 なし 弱～中

ルカス 2年 3時間 ブラ 14年 高 初 別居 弱 両方 低 あり 中

レティシア 1年 × 日本 13年 初 初 同居 中 両方 高 なし 強

注 ）日本語教室に関して，数字は週あたりの取り出し時間を指している．夏に帰国したルカスは1学期の，その他の生徒
は3学期のものである．また，「×」は日本語教室に通っていないことを意味している．出身に関して，「ブラ」はブラ
ジルを指している．教育資源に関して，「初」は初等教育（未修了を含む）を，「中」は中等教育（未修了を含む）を，
「高」は高等教育（未修了を含む）を指している．信仰に関して，「弱」は，家族が信仰を有していない，もしくはほ
とんど実践活動をおこなっていない場合を，「中」は定期的には教会に通っていないが，信仰について何らかのコミッ
トメントを示している場合を，「強」は定期的な教会参加をおこなっている場合をそれぞれ指している．家庭言語に関
して，「ポル」はポルトガル語を，「両方」は親がポルトガル語をもっぱら用い，子どもが日本語をもっぱら使用してい
る状態を指している．成績に関して，「高」は日本人生徒の平均的な成績（＝内申点の中間）にまで達していることを，
「低」は成績における最下位層にあることを，「中」はその間にあることを指している．逸脱に関して，「あり」は，学
校において生活指導上，問題があると考えられていることを指している．愛着に関して，「強」は欠席が少なく，部活
への積極的な参加や日本人との交友関係が学校において存在していることを意味している．「中」は欠席が少ない，あ
るいは部活などへの参加において日本人との交友関係が存在していることを意味している．「弱」は欠席が多く，また
日本人との交友関係もなく，学校に通うことにストレスを感じていることを意味している．
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ロミ，メリッサ，ルカス，レティシア）の事例を
詳しく考察するが，それは家族資源，特に成員資
源と学校への適応のあり方がそれぞれ対照的であ
り，それらの結びつきを明らかにしやすいためで
ある．

5.  事例分析

5. 1　ヒロミ
　ヒロミは，2004年に，母親，兄，二人の姉とと
もに来日し，それ以後日本の学校に通っている．
日本語教室のブラジルにルーツをもつ子どものな
かでは，最も多い週7時間の取り出し授業を受け
ている．ヒロミは日本語教室の教師の話をある程
度理解することはできるが，会話力は弱く，また
日本語を話そうという意欲が最も欠けている生徒
である．日本語で応えるときは，声が小さく，と
きに回答することを拒否する姿勢を見せる．友人
に対して用いる日本語は，「お前馬鹿か」，「そん
なこともしらねぇのかよ」といった粗暴な男言葉
であり，その能力の低さを表している．通常クラ
スでは日本人の友達がおらず，同じクラスで日本
語教室に通うメリッサと話すだけである．学習意
欲も弱く，成績も最下位集団を構成している．そ
のため，進学の意志もなく，中学卒業後，漠然と
働くことを志向している．学校を休みがちであ
り，しばしば頭痛を訴える．ヒロミは，日本の学
校や社会に適応できず，拒否的な態度を示してい
る．小学校のときには，「私の夢は早く死ぬこと」
というように，カウンセリングが必要な状態であ
る．彼女は，日本社会や学校に自分の居場所がな
いと感じており，ブラジル人学校に行き，いずれ
「ブラジルに帰りたい」としきりに述べている．
　ヒロミの家族資源はどのようなものであろう
か．現在，ヒロミは母，兄，姉との4人暮らしで
ある．父親は，病気療養を理由に2年前からブラ
ジルに帰国しているため，別居している．もう一
人の姉がいるが，結婚し，近隣に暮らしている．
ヒロミの母親は，小さい頃，障害を抱えた母の代
わりに家族の面倒を見る必要から小学校を中退し

ている．それに対して，父親は中退したとはいえ
専門学校に入学しており，比較的高い学歴を有し
ている．父親は，日系2世であり，また日本で働
いていたため，ある程度日本語を話すことができ
る．だが，父親が有している教育資源はその不在
のために，ヒロミに引き継がれることはない．父
親は，2011年の春に再来日する予定であったが，
3月の東日本大震災のため，その予定は今も延期
になっている．母親は，ヒロミに日本語を身につ
けさせ，高校に行かせたがっているが，実際の教
育支援は自身の教育資源不足のため不可能だと感
じており，学校に丸投げの状態にある．兄や姉が
たまにヒロミの宿題を見ることもあるが，ともに
高校に進学しておらず，学校適応という観点から
は十分なロール・モデルとなっていない．
　ヒロミの家庭が抱える成員資源に関する問題と
して，家族が共有する指針，権威，モラルの不在
が挙げられる．母親もブラジルにいずれは帰りた
いと考えているが，将来の見通しはたっていな
い．将来計画の曖昧さは，親の権威を損なう危険
がある．母親がヒロミに「がんばれ」と声をかけ
ることに対して，「何のために？」という反応を
呼び起こすように，権威に従う根拠と動機づけを
弱めるからである．また，ヒロミの母親が父親の
不在のなかで新しい恋人を作ったことも，親子関
係に影を落としている．ヒロミはそのことに嫌悪
感を抱いており，家庭内においてポルトガル語で
コミュニケーションをおこなうことができるにも
かかわらず，母親との心理的距離を有している⑵．
家族をまとめあげるモラルの不在も問題である．
ヒロミの家はカソリックであり，ブラジルにいる
ときは家族で教会に通っていた．だが，現在は教
会に参加しておらず，子どもたちも興味を失って
いる．家族のモラルの源泉であり，親の権威を支
える宗教的基礎の不在は，勉強へと子どもを向か
わせる動機づけや自身をそのように方向づけるた
めの規律を生み出すことを困難にしている⑶．
　このように家族資源が乏しく，学校にも適応し
ていないヒロミであるが，逸脱行為へと向かう傾
向はない．その理由の一端が，交友関係のパター
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ンに求められる．第一に，ヒロミは日本人の友人
がいないために，団地群に住む不良集団と結びつ
く経路を有していないことが挙げられる．第二
に，態度良好な数名のブラジル人女子との関係が
挙げられる．ヒロミは，姉の結婚相手の連れ子で
あるひとつ年下の女子，およびブラジル人学校に
通う同級生の女子と仲がよい．どちらも，「ヒロ
ミとは異なり」（ヒロミの母），まじめで，先生や
ブラジル人語学指導員などからの評判も良い子で
ある．ヒロミは，中学校に入り，その女子たちと
カポエイラ（＝ブラジルのダンス）教室に通うよ
うになり，鬱屈した家や学校以外の居場所を見い
だしている．また，2学期途中に再来日し，日本
語教室に通うルイーザとマリア姉妹も良い影響を
与えている．二人が日本語教室に通うようにな
り，それがヒロミと優等生のメリッサとの間の緩
衝剤となるとともに，学校においてポルトガル語
で安心して話せる仲間が増え，心の安定をもたら
している．ヒロミは，同年齢のブラジル人女子に
限定された狭い

4 4

交友関係ゆえに，いくつかの逸脱
（＝犯罪や不登校）からかろうじて免れているの
である．だが，そのような交友関係は，日本社会
に対する「防衛的なアイデンティティ」と結びつ
き，日本人との関係や学校への愛着を弱めている．

5. 2　ルカス
　ルカスはブラジル生まれであり，2歳のときに
来日し，以後，2011年8月まで日本で暮らしてい
た．ポルトガル語はほとんど話せず，逆に，日本
語による日常会話は流暢であるため，日本人の友
達を多くもっている．だが，会話能力の高さにも
かかわらず，学習言語を母語／日本語の双方にお
いても習熟しておらず，小学校のときから日本語
教室に通い，中学2年の段階でも日本語支援の対
象となっている．学習意欲を欠いており，低学力
である．また，不良集団とつながり，生活指導上
の問題のある生徒である．本人はブラジル人とし
て自身を同定することを拒否しており，そのため
日本語教室に通うことを快く思っていない．日本
語教室では，いやいやながら教師の指示に従い，

漢字の書き取りなどをおこなっている．部活では
サッカー部に所属しているが，練習に参加してい
ない．
　ヒロミと同様に，ルカスの親は一定程度，教育
資源を有している．父親は中卒であるが，母親は
専門学校を卒業しており，ブラジルでは専門職に
就いていた．そのため，母親は子どもの教育に強
い関心をもっている．ルカスの兄は中学2年のと
きに来日したが，高校に入学し卒業している．そ
れは母語において学習言語を習得していたことに
よっている．また，来日して5年間住んでいた中
国地方では，ルカス兄弟は両親とともに住み，母
親は子どものことで問題があるときに学校に相談
するなど，教育への積極的な関与が見られた．と
ころが，現在，父親は仕事の関係上別居しており，
また兄は結婚により家を出たため，母親が働きな
がら一人でルカスの面倒を見なければならない状
況にある．
　もう一点，ヒロミと共通していることは，家族
のモラル的基盤としての宗教的な要素を欠落させ
てしまっているということである．母親はカソ
リックのクリスチャンである．そのため，当初，
一家はX市にある教会に通っていた．だが，母親
は神父とそりが合わず，通うのをやめてしまっ
た．その後，巡回神父が家にやってきて説教をお
こなうこともあったが，ルカスはほとんど興味を
示さなかったため，そのうち神父も来なくなった．
　ヒロミとの重要な違いは，ルカスの家庭では，
母語による十分なコミュニケーションがなされて
いないということである．ルカスの母語能力は低
く，また母親の日本語能力は初歩的なものである
ため，互いに単純なポルトガル語と日本語での会
話をおこなうことを余儀なくされている．そのこ
とが，ルカスを逸脱行為へと傾斜することを妨げ
られない要因にもなっている．母親は，ルカスが
不良集団といるところを目撃しており，タバコ，
バイク，男女関係などの問題を心配している．だ
が，言葉の壁により家庭で生活や学校について込
み入った話をおこなうことができず，また，身体
的にも自分を上回り始める中学生のルカスを，父
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親不在のなかでコントロールすることに困難を感
じている．それに加えて，ヒロミの場合と異なり，
ルカスの日本語の使用や日本社会へのコミットメ
ントが，日本の学校におけるポピュラーな対抗文
化である不良集団への参与を容易にしている．
　このような状況のなか，失業，生活，ブラジル
にいる両親の病気などで心労がたまり，普段は明
るくジョークが好きなルカスの母親は，一時期，
病院に通うほど精神的に追いつめられた．その結
果，母親は，親族のいるブラジルにルカスを連れ
て帰るという決断をおこなった⑷．ルカスはその
決定に抗議したが，母親の意思は固かった．その
ことがルカスの母親に対する信頼を損ねる結果と
なる．帰国が決まると，ルカスは髪を染め，学校
をさぼりスーパーをうろつき，他校の不良集団と
けんかをするなど目立って逸脱行為が現れた． 

5. 3　メリッサ
　メリッサは，A中学校の日本語教室で最も少な
い，週3時間の取り出し授業を受けている．日本
生まれであり，滋賀，静岡を経由し，現在X市に
住んでいる．当初はブラジル人学校に通っていた
が，リーマン・ショック後，小学4年から X 市の
B 小学校に通うこととなる．B 小学校に来たとき
は日本語を話すことはできず，日本語教室にも
通っていた．だが，まじめな性格であり，日本語
の会話／読み書き能力ともに上達している．ヒロ
ミに比べて快活であり，積極的に日本語を話そう
とする．テストの点数も高くはないが，その他の
日本語教室の生徒とは異なり，いく人かの日本人
生徒よりもよい成績をあげている．テストの点が
低位である理由も，「問題の日本語が何言ってる
のかわかんなかった」というように，論理的考察
のための学習言語の欠如よりも，日本語の単純な
読み書き能力に部分的には帰属される．向上心も
強く，筆者が教科を教えるとき，「ああ，そうい
うことね」とつぶやき，「ノートに書いてもいい
ですか」と尋ね，日本語で書き取る努力をしてい
る．そのため，学習態度を加味した内申点ともな
ると，「下の上」ほどとなり，英語では平均以上

の成績を修めている．言語能力の差もあり，日本
人のクラスメイトの前では自己を十分に出せては
いないが，日本語教室では不満や意見をはっきり
と表明することができている．
　このようなメリッサの相対的に良好な学校適応
の傾向は，比較的豊かな家族資源によっている．
両親は仕事で忙しいものの同居しており，親子間
の母語による日常的なコミュニケーションが存在
している．メリッサの父親は，大学卒と学歴が高
く，教育にも熱心である．また，メリッサは小学
4年までブラジル人学校でポルトガル語により教
育を受けていた．そのため，両親が母語で教育に
参与する機会があった．両親，特に若い母親とメ
リッサとの関係も良好であり，「理想的」（語学相
談員）とも呼べる関係を維持している．懇談会や
学校のイベントには母親が必ず出席し，子どもへ
の関心を維持している．このような環境が，メ
リッサに母語による学習言語の習得を促し，それ
が日本語での学習に役立っている．
　家族関係を下支えしているのが，モラルの基盤
としての信仰である．メリッサの家はプロテスタ
ントであり，メリッサ自身も敬虔な信徒である．
家族は週に一度，Y 市で，ポルトガル語による礼
拝に参加している．そこでは，礼拝の他に，若者
グループによるレクリエーションがおこなわれて
おり，メリッサはダンス部に所属している．メ
リッサにとってダンス部は特別な意味を持ってい
る．そこは，同年代のブラジル人の友人とポルト
ガル語で自由に話せる場所であり，ダンサーとい
う自分の夢を実現する場所でもあるからである． 
　メリッサにとって家族は，共通の文化（ブラジ
ル文化／ポルトガル語）と価値（キリスト教）に
よって結ばれる連帯の場であり，ホームベースと
して機能している．父親の学歴の高さ，プロテス
タント気質，および安定的な家族関係が，言語の
ハンデや文化的差異による不利を超えて，メリッ
サが日本の学校に適応することを助けている．
　ただ，〈ポルトガル語－ブラジル文化－キリス
ト教〉という成員資源は，メリッサのブラジル人
としてのアイデンティティを強化しているが，そ
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れが日本人との深い関わり妨げているようにも見
える．そのような接触回避は，部分的には，病気
を抱える幼い弟がいるため，部活や休日の課外で
他の日本人と接する機会が制限されることに起因
している．だが，それは意識的になされている部
分もある．ヒロミや日本語教室の他のブラジルに
ルーツのある女子生徒と同様に，メリッサも学校
のなかで居場所は少なく，同じブラジル人女子グ
ループで集まる傾向にある．それは，学校外でも
同様である．彼女たちは団地にある外国にルーツ
をもつ子どものための学習支援教室に不定期で
通っているが，日本人スタッフや日本語を話す他
のニューカマーの子どもたちと交わろうとせず，
自分たちだけでポルトガル語で話をしている．こ
れらのことは，メリッサたちにとってブラジル人
としての意識が，日本の社会や学校に対する防衛
的な意味を帯びていることを意味している．

5. 4　レティシア
　レティシアは，A中学校のブラジルにルーツを
もつ生徒のなかで，唯一日本語教室に通っていな
い生徒である．日本生まれであり，日系2世の父
親と白人系の母親の両親を有している．ポルトガ
ル語を話すことができないが，日本語能力は日本
人と同等レベルにある．成績も「中位」にあり，
その他のニューカマー生徒と比べても高い水準に
ある．高校進学への明確な意思を有しており，日
本の学校生活にもよく順応している．宿題もこな
し，朝夕の部活動の練習にも参加している．
　レティシアの両親の学歴は，その他の生徒の両
親と同様に，それほど高くない（共に中学校中退）．
父親は日本語をいくぶん話すことができるが仕事
も忙しく，母親は初歩的な日本語しか用いること
ができない．そのため，多くのニューカマー家族
と同様に，学習面で両親がレティシアを助けるこ
とはできない．この点は，レティシアが，自分が
ブラジル人であることを意識する点である．日本
人とは違うと思う点を尋ねたところ，レティシア
は，「他の家では（両親が）勉強を教えてくれる
けど…」と答えている．言語の問題はレティシア

の心に影を落としており，母親とも学校のことな
ど複雑な内容についてやり取りができず，父親や
兄に通訳してもらっていることを「さみしい」と
感じている．
　このような言語上の問題から，レティシアの両
親は，自分たちがレティシアの教育に十分な支援
をおこなえていないと認識しており，それに対し
て，その学校への適応を「個性」によるものだと
考えている．それは，周りに負けないよう努力を
おこなう，いわば「負けず嫌い」（B小学校の教員，
語学相談員）という性格である．重要なことは，
「周り」に含まれるのが，日本人であって，外国
にルーツをもつ子どもではないということである．
レティシアは，日本語教室に通っている生徒との
交流を意図的に避けており，交友関係という観点
から自身を日本人として同定し，そのような準拠
枠に従い学校生活をおくっている．
　そのような個性をレティシアが獲得し，学校へ
の適応を可能にしている成員資源と関わる二つの
要因を挙げることができる．第一に，家族が，レ
ティシアのモラル意識の源泉としても，感情的な
安定のための場所としても機能しているというこ
とである．一方で，父親は日本語を用い，躾を厳
しくおこない，生活においてしてよいこと／悪い
ことをはっきりと伝えている．他方で，母親は簡
単な日本語やポルトガル語を用い，レティシアと
友達のような関係を築いている．また，兄もレ
ティシアの進路や生活のためのロール・モデルと
して重要な意義を有している．勤勉で，スポーツ
で全国大会に出るほどの努力家である兄は，高校
を卒業し，また日本語で会話できるため，レティ
シアの相談にのり，高校進学やそのための勉強や
努力の必要性について具体的なアドバイスを与え
ている．第二に，レティシアの家庭では，メリッ
サの家庭と同様に，キリスト教が生活のモラル的
基盤として機能している点が挙げられる．レティ
シアの両親は敬虔なクリスチャンであり，毎週片
道2時間かけて Z 市にあるプロテスタント教会へ
と足を運んでいる．レティシアも，部活が始まる
中学校以前は，両親とともにその教会に通ってい
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た．両親ほど宗教に対してコミットメントを有し
ていないが，教会への参加や日本語の聖書に親し
むことを通じて，学習に必要な規律や日本語を幼
いころから養っている．
　日本とブラジルに対する文化的態度が類似して
いるルカスと比較するとき，レティシアがもつ成
員資源の重要性が見えてくる．日系2世のレティ
シアの父親はプロテスタントの規律と結びついた
労働のエートスを有し，そのことにプライドを
もっている．溶接関係の仕事をしているが，「日
本人でも落ちる（資格をとった）」，「（リーマン・
ショック後）多くのブラジル人は帰った」という
発言に見られるように，その勤勉さによって，自
身を一部の日本人や他のブラジル人と区別してい
る．その規律の精神とプライドは信仰と結びつけ
られ，自分やその家族が他のブラジル人とは異な
るという自負を抱かせている．その自負が，レ
ティシアの教育にも反映されており，その交友関
係への関与や，未来のために現在の欲求充足を延
期させる動機づけとなり，レティシアの学校適応
に結びついている⑸．

6.  考察

　5節で見たように，A中学校の4人の生徒は多様
な学校適応の形を見せており，それはそれぞれの
異なる家族資源に規定されている．
　教育資源は，子どもの学校への適応のために一
定の効果を有しているが，教育資源が，実際に子
どもに伝達されるかどうかは，部分的には成員資
源に依存している．それには，特に三つの要素が
重要であった．第一に，両親がともに暮らし，ま
た良好な関係を築いていること，第二に，信仰が
家族関係の価値規範として根づいていること，そ
して，第三に，家庭内での母語によるコミュニ
ケーションが可能であることである．
　このような条件を満たしているのは，メリッサ
の家族だけである．彼女は，日本の学校に最も遅
く入ったが，高い学習意欲を持ち，日本の学校文
化に適応しようとしている．それに対して，比較

的高い教育資本を有しているヒロミやルカスは，
日本の学校に通う年数の長さにもかかわらず，日
本の学校文化や友人となじまなかったり，逸脱行
為をおこなったりし，学習へと意識が向けられて
いない．それは，部分的には，父親が不在である
ことによる，教育資源を相続させるための成員資
源を欠いているからである．
　また，成員資源は，その他の資源とは独立に積
極的な効果をもちうる．たとえば，教育資源が必
ずしも豊かではないにもかかわらず，レティシア
はその他の子どもと比べて，学校への高い適応を
見せている．彼女は高度な自己規律能力を有して
いるが，それは，両親の子どもの教育への高い関
心，父親の「日系人」としてのプライドやキリス
ト教に裏打ちされたまじめな性格や躾の影響，お
よび教会への参加により培われた我慢強さに起因
している．レティシアはメリッサほど，キリスト
教の教義それ自身へのコミットメントを示しては
いないが，家族の共通基礎としてそれを受入れて
おり，また実践としての信仰（教会参加や聖書を
読むこと）が，現在の欲求を律し，学習へと向か
う性向を養っている．
　成員資源のなかでも家庭内言語の果たす役割は
アンビバレントである．一方で，母語でコミュニ
ケーションをおこなえることは，家族や宗教のモ
ラル的価値を伝達することに役立つこととなる．
だが，そのことが，防衛的アイデンティティを強
化し，家庭外の日本語の使用を妨げることへと結
びつくとき，日本の学校や社会への愛着を減じる
可能性がある．逆に，母語の理解が乏しいことか
ら，家族より日本の学校や社会により居場所や愛
着を見いだす場合，環境によっては，不良集団と
結びつき，逸脱行為へと導かれるリスクが高ま
る．そのことは，成員資源のひとつである家庭に
おける言語使用が，家族の選択ではなく，子ども
の家庭外での経験や他の日本人との関係によって
逆に選択されるということを示している．それに
対して，家庭でポルトガル語を話すヒロミとメ
リッサ，日本語を話すルカスとレティシアのそれ
ぞれの対照性に見るように，成績や逸脱行為など
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の学校適応は，家族のモラル的基盤により左右さ
れるということができる．

7.  今後の課題

　本稿の考察から見えてきたことは，ニューカ
マーの子どもの日本の学校への適応の多様なあり
方と，それに影響を与える家族が有する資源，特
に，これまでのニューカマーの子どもの研究にお
いて指摘されてこなかった両親との同居や信仰の
影響力であった．フィールドワーク全体から見え
てきたことは，ニューカマー家族における両親の
別居・離婚家庭の多さであった．そのことは，子
どもの学校適応にさまざまな困難をもたらしてい
る．むろん，このことは，外国人の家庭のみなら
ず，日本人の低所得家庭においても共通する現象
であり，そのようなひとり親家族への支援の乏し
い日本社会全体の問題でもある．だが，それに加
えて，言語や制度の違い，親族・地域からの物質，
情報，精神面における支援が期待できない外国に
ルーツをもつ家族が特に抱える問題がある．本国
に存在した，家族や地域的連帯の要である宗教的
共同体が存在していないことはその一例である．
いくつかのニューカマー家族の親は子どもをコン
トロールする資源を失い，その子どもは将来の目
標に向けた自己規律化に失敗し，結果，学校への
不適応の高いリスクを有しているのである．
　このような状況を踏まえて，ニューカマーの子
どもへのどのような支援が可能であろうか．ここ
では示唆的なものにとどまるが，学校と地域組織
による家族資源の補完が重要になる．A中学校の
日本語教室の担当教員は，家族資源，特に成員資
源の乏しい子どもたちを前にし，日本語教室の「居
場所」としての役割を強調している．そこで，教
科の学習以外の活動をおこないながら学校に不適
応になりがちな子どもたちに居場所を作りつつ，
粘り強く進学への動機づけを与えている．また，
地域においては，外国にルーツをもつ小学校低学
年の子どものための学習支援教室や，団地群内に
中学生を主に対象とした新たな学習支援教室が立

ち上げられるなど，支援の輪が広がりつつある．
今後は，このようなニューカマーの子どものため
の支援ネットワークの役割について議論を深めて
いく必要がある．

注

⑴　「取り出し」とは，外国にルーツを有する子どもを対

象にその日本語能力に応じて週数時間，通常クラスから

日本語教室に取り出し
4 4 4 4

，学習支援をおこなう形式を指し

ている．

⑵　A中学校とB小学校に通うニューカマーの子どもの多

くは，両親の離婚や別居を経験している．その場合，親

は新しい恋人やパートナーをもつ傾向にある．その際，

母国には存在していた親族や地域コミュニティといった

緩衝地がないために，子どもは両親の新しいパートナー

とうまく距離をとることができず，心理的な葛藤を抱く

傾向にある．

⑶　そのことは，「666」や「雄牛」といった悪魔崇拝をう

かがわせるデザインがなされたロック歌手のポストカー

ドが，ヒロミの家の居間
4 4

に飾られていることに象徴的に

表れている．それは，そのロック・グループのファンで

あるヒロミの姉が飾ったものである．母親はそれをとが

めたが，姉は無視している．これは，母親の権威が，子

どもを掌握できていないひとつの例である．

⑷　成員資源不足のために，子どもに対して十分なコント

ロールを発揮できない例は，A中学校・B小学校のニュー

カマーの家庭でよく見られる，その場合，子どもを母国

の親戚に預けたり，そのように脅し子どもの態度の改善

を促したりする戦略がしばしばとられる．

⑸　ただし，そのような父親の選別的な考え方が，レティ

シアが意図的／非意図的にブラジル人との接触を避け，

その交友関係を日本人に限定するようになった原因であ

るかもしれない．
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Newcomer Children and Adaptation to School in Japan：From the Perspective of Family Resource

 ADACHI Satoshi

　This paper explores, using the data of fieldwork conducted in X city, the impact of family resource 
on newcomer children’s adaptation to school in Japan.  The result demonstrates that not only 
educational resource but also membership resource, deriving from family relationships, contributes 
to children’s performances in school.  Living with both parents together and participation in religious 
activities, in particular, reinforce the authority of parents as a moral basis and help self-discipline of 
children, and as a result promote children’s positive adaptation to school.

Keywords：newcomer children，adaptation to school，family resource


