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●特集●越境する若者と複数の「居場所」

国境を越える想像上の「ホーム」
―アジア系アメリカ人の女子生徒によるメディア／ポピュラーカルチャーの
消費に着目して―
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1　はじめに

グローバル化の進展とともに、国境を越えて移動する人々が増加するな
か、複数の国や文化をまたいで生きる子ども・若者の生活世界・意味世界を
理解する必要性が叫ばれている。越境を経験した（あるいは移民の親・家族
をもつ）子ども・若者は、ホスト社会へと同化・適応するのではなく、母国
および受け入れ社会（またはそれ以上の国々）に同時に複数の拠点をもち、
それらをつなぐ越境空間（transnational�social�fields）�（Basch�et�al.,�1994）を
生きている。異文化間教育の研究においても、日本に暮らすニューカマー・
国際結婚家庭の子どもたちや海外に渡る日本人の子どもたちが、トランスナ
ショナルな教育戦略やアイデンティティを形成していることが明らかになっ
ている（志水他，2013;�額賀，2013）。多様な国や文化のはざまを生きる子ど
も・若者たちにとって、居心地の良さを感じ、帰属意識をもつ「ホーム」も
複層化・多元化・ネットワーク化している。彼ら、彼女らは、ホームランド
およびホスト社会に同時に複数の「ホーム」をもったり（Rouse,�1991;�
Tokunaga,�2011）、想像、記憶、郷愁を通じて、想像上の「ホーム」をつくっ
たりする（Espiritu,�2003;�Wolf,�2002）。このように、越境する人々の「ホーム」
は、ひとつの家あるいは故郷ではなく、多様で複数の、物理的かつ想像上の
空間や場所、コミュニティへと広がっている。特に、今日の情報のグローバ
ル化、通信技術の進歩が加速化するなかで、ホームランドやホスト社会をつ
なぎ、世界に拡散するエスニック・グループのコミュニティを形成するな
ど、「ホーム」を創造するうえで、インターネットをはじめとしたメディア
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が果たす役割は大きい（藤田，2008;�Collins,�2009）。
文化人類学者のアパデュライ（Appadurai,�1996:�31）は、映画やテレビな

どをはじめとする電子メディアの発達により、情報・映像・イメージが自由
に国境を越えることで、一度も訪れたことのない地域や国での生活を想像す
るなど、人々の想像力の働きが強化されていると指摘する。想像力を社会的
実践（imagination�as�a�social�practice）として捉え、想像力は、単なるファ
ンタジーや逃避のためではなく、人々の主体性や可能性を広げ、行動を起こ
す資源であると語る。移民の子ども・若者も、インターネットを利用し、想
像力をさらに高め、想像上の「ホーム」を形成していることが予想される。
欧米の移民研究でも、移民の若者が、メディアを通してホームランドのポ
ピュラーカルチャーを消費することにより、アイデンティティを形成し、国
民国家を越え出たコミュニティを創造していることが明らかになっている

（Desai,�2005;�Park,�2004）。越境する若者の「ホーム」の形成を考察するうえ
で、メディアを媒介とした想像力の働きに着目する意義は大きい。

そこで、本稿では、アジア各国からアメリカに移住した（あるいは移民し
た親をもつ）女子生徒たち6名を対象とし、彼女たちがいかにして電子メディ
アを介してアジアのポピュラーカルチャーを受容・消費し、想像上の「ホー
ム」を形成しているのかについて考察する1）。しばしば、子ども・若者研究
において、メディア／ポピュラーカルチャーは単なる楽しみや遊びとして、
取るに足らないものとされ、分析の対象から外される傾向にあるなかで、本
論文では、それがもつ可能性を検討したい。本研究は、アジア系アメリカ人
の移民の若者を事例とするが、異文化間教育が主な対象としてきた、来日す
るニューカマーや留学生、海外に渡る日本人の「ホーム」／「居場所」形成と
も通じる点が多くあり、異文化間教育への示唆を提供することも目的とす
る。

本論に入る前に、対象の女子生徒たちが置かれているコンテクストの説明
をしたい。彼女たちは、ワーキングクラスのアジア系移民の女性として、エ
スニシティ、ジェンダー、階層の視点からも、アメリカ社会においてマイノ
リティとして位置づけられており、さまざまな差別・抑圧構造のなかを生き
ている。例えば、学校では、「モデル・マイノリティ神話」と呼ばれる、ア
ジア系アメリカ人の生徒は学業達成・教育達成が高い、というステレオタイ
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プから派生されるさまざまなプレッシャーを受けている。また、家庭では、
「良い娘」として果たすべき、家事や育児の手伝いなどのジェンダー役割が
あり、親から門限や交友範囲の制限などを通し、セクシュアリティの強い統
制も受けている。このように周辺化され、さまざまな苦労や葛藤を抱えつつ
も、母国、アメリカ、家庭、学校内の仲間集団、近所の遊び場、ネット上の
コミュニティなどに、物理的・想像上の複数の「ホーム」／「居場所」を形成
している。本稿では、紙幅の関係でそのすべてを考察することはできないが、
特に彼女たちがメディアを利用して主体的につくり出す想像上の「ホーム」
に着目し、分析を試みたい。

2　研究対象と方法

2.1　研究対象
本研究は、アメリカ東海岸の高校に通うアジア系移民1世、1.5世、2世 2）

の女子生徒たち6名（ベトナム系3名、中国系2名、インド系1名）を対象と
した（表1参照）。彼女たちは、ワーキングクラスのアジア系アメリカ人の
子どもと若者を支援するNPOに所属している。2009年から2010年のデータ
によると、当該NPOは、大都市圏に暮らす生徒約300名に対して放課後支
援プログラムやメンタリング・プログラムなどを実施している。生徒たち
は、メープル高校（仮名）で行われている放課後支援プログラムに参加して
いる。

彼女たちが通うメープル高校は、東海岸の大都市に隣接する郊外にある。
以前は、白人の中産階級が人口の多くを占めていたが、近年は、ワーキング

表1　対象生徒の概要

仮名 学年 エスニシティ 出生地 渡米年齢

イン 高校1年生 中国系 中国 8歳

ニタ 高校1年生 インド系 アメリカ アメリカ生まれ

イアン 高校2年生 ベトナム系 ベトナム 10歳

ミノ 高校2年生 ベトナム系 アメリカ アメリカ生まれ

ジナ 高校2年生 中国系 アメリカ アメリカ生まれ

タン 高校3年生 ベトナム系 ベトナム 13歳
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クラスのヒスパニック系をはじめとする移民人口が急増しており、人種およ
びエスニシティの多様化が顕著に見られる地域である。メープル高校も、地
域の人口構成の特徴を表しており、生徒の人種ごとの大まかな構成は、ヒス
パニック系46％、黒人22％、白人20％、アジア系8％である。高校の約
40％の生徒は、経済的な理由から、給食費が免除あるいは割引になる制度に
該当する。

彼女たちの親は、ホテルやネイルサロン、食料品店をはじめとする低賃金
労働に従事している。経済的な理由などから、ほとんどが母国への一時帰国
はしていない。多くが、親族のネットワークなどを利用し、経済的地位の向
上を目的に、渡米している。

2.2　研究方法
本研究では、対象生徒の複雑で多様な生を捉えるべく、エスノグラフィー

のトライアンギュレーションの発想を活かし、参与観察、インタビュー、
フォーカス・グループ、オンライン上のデータ収集、資料収集などの方法を
併用した3）。2011年1月から、約2年間にわたり、メープル高校で行われて
いるNPOの放課後支援プログラムのボランティアとして関わり、サマープ
ログラムや行事にも参加し、データ収集を行った。生徒たちとラポールが形
成された後は、彼女たちの家、学校、コミュニティでも参与観察を行った。
また、対象の生徒たちに個別インタビューを複数回行い、家族の移民史、成
育歴、ポピュラーカルチャーの利用、学校や家族、仲間集団などについても、
幅広く聞いた。また、放課後支援プログラムのなかで「私は誰？」（Who�am�
I�?）と題するワークショップを行い、生徒たちに雑誌の切り抜き、絵画、写
真を使って自分自身について表現してもらった。さらに、彼女たちのオンラ
イン上の生活を把握すべく、インターネットの利用状況を観察し、E-mailや
ブログ、フェイスブックなどを使ったデータ収集も行った。

3　メディアを介して形成される想像上の「ホーム」

ここでは、アジア系アメリカ人の生徒たちが、いかにして、アジアのポピュ
ラーカルチャーを受容・消費しつつ、想像上の「ホーム」を形成しているの
かを検討する。
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3.1　憧れとしての第三の「ホーム」
生徒たちは、インターネットを利用し、主にアジアのポピュラーカル

チャーを消費するなかで、明るい未来を思い描くことのできる、ホームラン
ドでもホスト社会でもない、第三の「ホーム」を形成していた。彼女たちに
とって、苦労がありながらも、学校に通い、友達をつくり、家族とともに生
活するアメリカは大切な「ホーム」である。また、幼少期や一時帰国の経験、
家族からの話を通して、想像された故郷もかけがえのない「ホーム」である。
しばしば外で自由に遊ぶことができ、近所に住む人々や親戚との楽しい時間
が多くあった、母国での日々を懐かしんでいた。と同時に、一度も訪れたこ
とのない土地に愛着をもち第三の「ホーム」に渡航することが、母国に戻る
よりも、あるいはアメリカに残るよりも、よりよい選択肢であるかのように
も語っていた。特に、日本のアニメやドラマなどを通して想像された日本は、
憧れの「ホーム」であった4）。

ベトナム系移民1世のタンは、訪れた経験のない日本への渡航を夢みてい
た。彼女は、13歳で家族とともにアメリカに移住し、外国語である英語を
学び、新しい友達をつくる難しさを感じるなど、学校生活に適応するのにと
ても苦労していた。ほかの生徒たちと比較すると、タンは、故郷のベトナム
へのつながりや愛着を強くもっており、「ベトナムでの生活は完璧だった」
と語るように、ベトナムへの帰国願望をもっていた。しかし、ビザの制限や、
親が経済的・社会的地位の上昇を目的にあらゆる犠牲を払い渡米したことを
鑑みると、母国への帰国は現実的な選択肢ではない。アメリカとベトナムの
はざまで、「ホーム」を模索するタンは、第三の国である日本を「夢の国」と
して認識していた。両親や弟の将来を考えると、家族で日本に渡航して生活
するのは困難だと感じつつも、もし自分一人の将来を考えるのであれば、東
京、あるいは、日本のほかの大都市に暮らしたい、と語る。

タンの日本行きの夢は、単なる幻想や空想ではなく、現実性をもったもの
である。彼女は、メープル高校で日本語の授業を受講しており、また頻繁に
日本のドラマ・映画・テレビ番組などを視聴していることもあり、日本語能
力は比較的高い。筆者とも英語を交えつつも、日本語で話すことが多かった。
彼女は、アメリカの難関大学を卒業し、多国籍企業に勤め、その後、日本に
転勤するという将来展望をもっていた。日本での生活を全面的に楽観視して
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いるわけではなく、「日本にいる外国人はずっと外国人だよ」と語るように、
日本における外国人が直面する差別についても言及しており、ベトナム系の
彼女が日本に暮らすことの困難性や苦労についても認識していた。

タンの日本への憧れは、ベトナムでの幼少期に始まる。ベトナムでは、テ
レビ、雑誌、新聞や本などのメディアを通して、日本のほうがベトナムより

「科学技術が発達していて、もっと良くて、もっと進歩している」というメッ
セージを受け取っていた。その後、アメリカに移住してからの4年間で、日
本への想いはさらに強くなる。タンの両親は、アメリカで新たな生活を切り
開くべく、長時間労働に従事して、多忙な日々を送っていたため、タンが、
両親の代わりに弟の面倒をみて、料理など家事全般を担当していた。特に、
女性であることで、家事や育児など、ベトナムで重視されるジェンダー役割
を担うことが強く期待されていたことがうかがわれる（Kibria,�1993）。タン
によると、ベトナムでは、家族と過ごす時間が多くあったにもかかわらず、
アメリカではその時間がほとんどなくなってしまったため、強い孤独を感じ
ていた。そのようななかで、メディアを通して、移住に伴う喪失感や困難さ、
ストレスを和らげ勇気を与えてくれたのが、日本の男性アイドルグループの

「嵐」である。タンは、インターネットで偶然、嵐のメンバーが出演してい
るドラマを見たことを契機に、熱狂的な嵐のファンになり、嵐の音楽を聴き、
嵐が特集されている雑誌を読み、嵐のメンバーが出演する番組・映画・ドラ
マを鑑賞していた。タンによると、嵐のメンバーは、仲の良い兄弟のようで
あり、お互いが支え合い、時には冗談を言い合う関係である。移住後、家族
の絆が薄れつつあることに悩んでいたタンは、嵐の音楽を聴き番組を見るな
かで、嵐を理想的な「家族」として意味づけ、望ましい家族像や家族のあり
かたについて考えていたとも推察される。彼女は、嵐の番組などを通して、
日本語能力をさらに高め、日本に関するさまざまな情報や知識も獲得して
いった。

ほかの生徒たちも、インターネットを介して日本のポピュラーカルチャー
を好んで消費し、しばしば日本への憧れを語り、日本を理想的な「ホーム」
として認識していた。ドラマや映画を視聴して知った日本の食べ物、習慣、
服装、言葉、遊びなどについて、よく筆者に質問をし、日本を訪問した際に
やってみたいこと、行ってみたいところなどについて楽しそうに語ってい
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た。「かわいい」や「クール」という言葉で表現される、近年の日本のポピュ
ラーカルチャーの世界的な流行のなかで（白石，2013;�Yano,�2013）、アメリ
カにいる彼女たちも、日本のアニメ・漫画・音楽などを消費することを楽し
み、日本に対して肯定的なイメージや想像を膨らませていったことが考えら
れる。また、彼女たちの多くがアメリカのテレビ番組や音楽よりも日本のポ
ピュラーカルチャーをより好んで受容・消費するのも、アジア系の彼女たち
にとって、日本のドラマを見たり音楽を聴いたりすることで「文化的近似性」

（岩渕，2001;�Straubhaar,�1991）を感じることができるため、とも推察され
る。欧米文化に身を置く彼女たちは、日本の音楽や番組を通して、出身国や
家族の文化との親近感や共鳴感を抱いていると考えられる。

しかし、彼女たちが日本のポピュラーカルチャーを消費し、ルーツのない
日本への想いを強める背後には、アジア内における日本の経済的・文化的優
位性や不均衡な関係が存在することに、注意を払う必要があるだろう（岩渕，
2001）。世界中で人気のある日本や韓国のポピュラーカルチャーはインター
ネットを利用して簡単に受容することができるのに対して、彼女たちの出身
国の音楽・映画・ドラマは比較的認知度が低く、入手することも容易ではな
い。ある中国系2世の女子生徒が、自身の母国のポピュラーカルチャーに関
する知識がほとんどないのに対して、日本や韓国の音楽やドラマはよく知っ
ていることについて、皮肉交じりに語っていた。このようなアジア内のヒエ
ラルキーが存在するなかで経済力をもつ日本のポピュラーカルチャーを資源
として想像された「ホーム」であることを、批判的に捉える必要があるだろう。

3.2　ヴァーチャルな「居場所」としての「ディアスポラ・コミュニティ」
生徒たちは、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）を使用し

たり、ファンが集うウェブサイトやブログを利用したりして、世界中に拡散
する若者とともに、グローバルに広がる、ヴァーチャルな「ホーム」／「居
場所」をつくっていた。

上述したタンは、嵐関連の番組や音楽をともに楽しむ仲間をオンライン上
にもつ。学校では「嵐ファン」として知られているものの、家族や友達とは、
嵐に関する情報交換などはあまりしていない。タンは、アメリカに移住して
まもなく、ネット上で同じように嵐に関心をもつベトナム系女性たちに出会
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い、彼女たちとともに嵐のファングループをつくった。このヴァーチャルな
コミュニティは、国境を越えて拡大し、ベトナムに住む女性から、日本、ア
メリカ、オーストラリアやヨーロッパに渡航したベトナム系女性をも含む、
約100名にも上るコミュニティへと発展した。ほぼ全員がベトナム系という
エスニシティを共有しベトナム語を話すという、地理的に拡散された、「ベ
トナム系ディアスポラ・コミュニティ」である。彼女たちは嵐関連の番組や
音楽を消費するだけでなく、趣味の範囲内で、嵐が出演するドラマや映画に
ベトナム語の字幕をつけ、歌詞の翻訳をする作業を行う。Yahoo!メッセン
ジャーやフェイスブックなどのソーシャルメディアを積極的に用いて、ベト
ナムや日本についての情報も共有し、コミュニケーションを取り合う。

タンにとって、このグループは、一般に想定されるファンコミュニティ以
上の機能をもつ。嵐に関する情報交換をするだけでなく、日常生活の悩みや
苦労を打ち明け相談し合う、「家族」のような存在である。タンは、アメリ
カでの新生活に適応するのに苦労していたとき、ヴァーチャルな友人たちに
励まされた経験を次のように語る。「なんでここ（アメリカ）に来たんだろう。
友達とか家族がいなくて寂しくて、泣いたり、後悔したりするんじゃなくて、
もっと時間を過ごしたら（オンラインで）、インターネットで新しいつなが
りをみつけることができたんだ。そしたらもっと心を開くことができたんだ」

タンは、グループの最年少で、ほかのメンバーについて「私にはいなくて、
ほしいなって思う、お姉さんみたいな感じ」と語る。筆者にも、このグルー
プのウェブサイトを見せつつ、仲の良いメンバー一人一人について、詳細を
話してくれた。タンは、アメリカのカリフォルニアに暮らす、グループ内の
最年長の女性ととても仲が良く（「Big�Sister」と呼ぶ）、彼女に悩みの相談を
頻繁にしていた。メンバーの多くがベトナム以外の国々で移民として暮らし
ているため、言語や生活への適応など、移住に伴う困難を分かち合い支え合
う関係ができているとも考えられる。もちろん、このヴァーチャルなグルー
プを、「安定的な他者との関係が形成されている」（住田，2003:�7）「居場所」
として理想化することはできない。タンは、コミュニティが大きくなりすぎ
て、メンバーの把握や連絡を取り合うことが難しくなったこと、また、メン
バーがオンライン上で意見の食い違いから口論をし、一部がこのグループの
誹謗中傷をするなど、グループ内の断絶・分離があったことなどについて
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も、悲しみや喪失感を交えつつ語ることがあった。オンライン上のコミュニ
ティによる監視、管理、排他主義などの問題が指摘されるように（Collins,�
2009）、タンにとって、このヴァーチャルなコミュニティが時 「々居場所」と
しての機能を果たさなかったこともあり、ソーシャルメディアの限界につい
ても理解する必要があろう。

ベトナム系移民2世のミノも、世界中に拡散するアジア系若者とともに、
オンライン上の「アジア系ディアスポラ・コミュニティ」をつくっていた。
ミノは、アジアのポピュラーカルチャーの大ファンであり、学校では、休み
時間などを利用して、友達とK-popを聴いたり、インド映画のダンスを踊っ
ていた。ミノによると、家はとても静かで、家族の会話もあまりなく、また
外出するにあたり、親から門限や行動範囲などさまざまな制限を設けられて
いるため、オンライン上で過ごす時間が多い。自宅での楽しみの一つとして、
面識はないが、ネット上で知り合った、アジアのポピュラーカルチャーに関
心があるアジア系の友人たちとともに、スカイプを使ったビデオ通話をして
いる。よく話す友人のなかには、日本のアニメやドラマの動画配信をする
ウェブサイトで知り合ったフィリピン人女性、写真をプリクラのように編集
できるウェブサイトを通じて知り合ったマレーシア人女性がいる。マレーシ
ア人の友人とは、彼女のボーイフレンドやミノの高校の友達も入れて、複数
で話すこともある。ビデオ通話をしたときのスカイプの画面を写真に撮り、
筆者にも嬉しそうに見せてくれた。カナダに住む、カンボジア人の友達とも
フェイスブックでたびたびチャットを楽しんでいた。ただし、ミノも、この
ヴァーチャルな関係を維持する難しさについて語っており、電子メディアを
媒介するコミュニティだからこそ、「一時的居場所」（藤竹，2000:�51）として
の側面が強いとも推察される。

ミノは、自室にいながら、インターネットを利用することで、物理的な空
間や時間を越えて、「いま、ここ」にいない世界各地に広がる友達と情報交
換をしたり、日常生活の話をしたりして、ヴァーチャルなつながりをもつ。
タンとは異なり、ミノは、多様なエスニシティやナショナリティをもち、異
なる言語を話す友達とコミュニケーションをとっているが、どの友達もアジ
ア系の若い女性である。彼女は、インターネットを利用することで、多くの
アジア系の若者とつながれることを誇らしげに語っており、居場所提供とい
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う点で、このヴァーチャルなコミュニティがもつ可能性は大きいと考える。

3.3　緩やかに形成される想像上のアジア
対象の生徒たちは、インターネットを利用して、アジアのポピュラーカル

チャーを積極的に受容・消費するなかで緩やかに形成される、想像上のアジ
アへの帰属感やアジア系としてのアイデンティティを形成していた。彼女た
ちが思い描く想像上のアジアは、国民国家やエスニック・グループの境界線
を越え出た、グローバルに広がる「ホーム」である。

彼女たちの日常的な楽しみの一つは、日本、韓国、インドをはじめとする
アジアの国々の音楽を聴き、マンガを読み、アニメ・ドラマ・映画を見るこ
とである。放課後支援プログラムでも、彼女たちは、共通の興味・関心をも
つ多様なエスニシティをもつ友達と、しばしば教室内にあるパソコンを取り
囲み、動画投稿サイトのYouTubeでJ-popやK-popの動画を見て、一緒に
歌ったり、踊ったりし、楽しい時間を過ごしていた。

特に、ミノは、アジアのポピュラーカルチャーにとても詳しく、ベトナム
系1.5世のイアンが、彼女の豊富な知識に感心し、「アジアの百科事典（Asian�
Dictionary）」と名づけるほどであった。彼女は、ボリウッドやK-popの音楽
を1日中聴いているため、朝目が覚めると頭のなかでこれらの音楽が鳴り響
いている、と語る。ミノがつくった「私は誰？」コラージュでは、ミノは、
自分自身をアニメ風に描き（少女漫画風のキラキラした大きな目で）、嵐が
写っている雑誌の切り抜きを貼り、その間に、J-pop、K-pop、Bollywood、
Tollywood、Kollywoodと書いていた。自分を表象するコラージュにこれら
が描かれていることからも、アジアのエンターテインメントが彼女のアイデ
ンティティの一部になっていることが推察される。

中国系移民2世のジナも、アニメや台湾・韓国のドラマを視聴することを
楽しむ。メープル高校でも日本語を受講し、字幕なしでもアニメを見て、理
解できることもあるという。「アニメは私にとってのすべて」と語るように、
毎日、自分の部屋にあるパソコンでアニメを見ており、週末となると1日に
8時間見ることもあるという。インド系移民2世のニタも、K-popや漫画・
アニメの大ファンで、しばしば、その興味・関心を得意の美術で表現してい
た。例えば、好きな韓国の男性アイドルグループメンバーの絵を描いたり、
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紙粘土を使ってアニメキャラクターの人形を作ったりし、それらの写真を
撮ってフェイスブックにアップロードし、オンライン・オフラインの友達と
共有していた。

アジアのポピュラーカルチャーは、ただの気晴らしや娯楽以上の意義をも
つ。もちろん、アニメやマンガなどが世界各地の若者に幅広く受け入れられ
ているという事実は無視できないが、アジア系アメリカ人の彼女たちにとっ
て、自らのルーツのあるアジアの国々の音楽や映画を消費することは、自身
のエスニック／人種アイデンティティを形成・承認し文化的背景を尊重す
る、重要な手段となっていた。ミノは、「アジアのエンターテイメントとつ
ながっている感じがする。私の一部だから。特定のアジア人ではないけど、
アジア人としての誇りみたいのがあるんだ」と語る。彼女が言う「アジア人
としての誇り」は、いわゆるアジア系アメリカ人としてのプライドを指すの
ではなく、アメリカの国境を越え出たものである。彼女は、アメリカにいる
アジア系だけでなく、「アジアにいるほかのアジア人のことも誇りに思う」
と述べ、アジアに暮らす人々とも共有できるようなアイデンティティ・帰属
感をもつ。彼女の想像のなかでは、アジアの国同士の差異やヒエラルキー、
複雑な歴史のなかで生じた敵対心や葛藤は存在しないのかもしれない。アジ
アに住む人々が持ちえない、メディアを通して形成された、脱領土化した、
流動的な、緩やかな想像上のアジアといえよう。それは、「ともに娯楽文化
を享受し文化的体験を共有する、そこから生じるであろう『緩やかな文化共
同体』」（白石，2013:�150）の一つの形なのかもしれない。

生徒たちは、アメリカ国内でもアジア系が比較的少ない地域に住んでいる
ため、カリフォルニアやハワイなど、アジア系が多い地域に暮らす若者と比
較すると、アジア系としてのアイデンティティや帰属感を仲間と共有しにく
い環境に置かれている。ミノは、しばしば、もっとアジア系の友達が欲しい
と語っており、日常生活を送るなかで、家族以外にアジア文化に触れること
はさほどないと推察される。そのため、時間や空間の制限が少ないヴァー
チャル空間で、文化的親和性を感じるアジアのポピュラーカルチャーを自由
に消費し、アジア系としてのアイデンティティや帰属意識の確認をしている
とも考えられる。また、アメリカでは、ベトナム系であっても中国系であっ
ても、アジア系アメリカ人という人種カテゴリーに分類されるため、エスニ
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シティの違いよりも、アジア系としての連帯感や共同体のようなものが生ま
れやすい（Park,�2004）。彼女たちは、歴史的に付与された人種カテゴリーを
主体的に意味づけ、エスニシティやナショナリティの差異を越えた、想像上
のアジアという「ホーム」をつくり出しているとも推察される。

4　おわりに

アジア系アメリカ人の女子生徒たちは、メディアを利用して、主に、アジ
アのポピュラーカルチャーを消費するなかで、国境を越える、想像上の「ホー
ム」を形成していた。それは、ホームランドでも受け入れ社会でもない、憧
れとしての第三の「ホーム」であったり、ヴァーチャルな「居場所」としての

「ディアスポラ・コミュニティ」であったり、あるいは、想像上のアジアで
あった。彼女たちは、アメリカ社会において、アジア系移民の女性として幾
重にも周辺化されつつも、能動的・主体的にインターネットを利用して瞬時
に世界各地のポピュラーカルチャーを受容し、世界に拡散するアジア系若者
とつながるなかで、時間や空間の隔たりを越えた、多元的・複層的な「ホー
ム」をつくっていた。

本事例の知見から、越境する若者にとっての想像上の「ホーム」／「居場所」
がもつ重要性が明らかになった。しばしば、若者の「居場所」として、学校
や家庭や地域に広がる物理的な空間が指し示されるが、彼ら、彼女らがつく
り出す想像上の「ホーム」を「架空」「仮想」「逃避」にすぎないと、過小評価
することはできないだろう。越境する若者たちは、ホスト社会で移民／外国
人として構造的制約や差別を受けるなど、複数の文化・国をまたがって生き
る葛藤や困難性を抱えている（Tokunaga,�2011）。そのため、彼ら、彼女らの
日常世界を理解し、これらの若者を受け入れる学校や地域に「ホッと安心で
きる、心が落ち着ける、そこに居る他者から受容され、肯定されていると実
感できるような」（住田，2003:�5）「居場所」をつくることは必要不可欠である。
しかし、これらの「居場所」は目に見える物理的空間にだけ存在するのでは
なく、国境も越えるし、想像の世界に飛ぶこともあり、可視化されない想像
上の「ホーム」も、彼ら、彼女らに何らかの「居場所」を提供しているといえ
よう。インターネットを積極的に利用し、移住の苦労・ストレスを和らげる
ために、外国での明るい未来を想像したり、世界に拡散する母語や母文化を
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共有できる若者とコミュニケーションをとったり、ポピュラーカルチャーを
消費することで、アイデンティティを構築すること。デジタルリテラシーを
身に着けた若者が、マジョリティからの抑圧や監視・管理が少ない想像の世
界で自らの「居場所」を創造しており、それが彼ら、彼女らの日常世界の一
部をなしている点にも、着目していく必要があるのではないだろうか。

ここで、本稿の知見をもとに、異文化間教育への示唆を提示したい。第一
に、異文化間教育の研究では、インターネットやポピュラーカルチャーに着
目した研究は数少ないが、本研究は、越境する若者にとってのアイデンティ
ティや帰属意識の形成、エンパワーメントなどにおいてメディアやポピュ
ラーカルチャーがもつ可能性を明らかにした。ソーシャルメディアを使った
いじめや誹謗中傷など、インターネットの問題も考慮に入れつつも、ネット
環境に育つ子ども・若者たちのオンライン上の世界や音楽・映画・漫画・ア
ニメなどの受容・消費などについても、分析を広げる必要があると考える。
また、インターネット利用について分析する際、オンラインとオフライン上
の世界を二項対立的に捉えるのではなく、両者がどう関係しているのかにつ
いての考察も重要になるだろう。第二に、本稿で対象とした生徒たちが、エ
スニシティやナショナリティを越えて、アジア系として連帯し、想像上の「居
場所」を形成していた点が示唆的である。例えば、ニューカマーの教育を考
察する際も、エスニシティの差異に着目した研究が多いが、ナショナリティ
やエスニシティを越え出た、新しい連帯や共同体のようなものが構築されて
いたり、緩やかな共通文化をもったりする可能性がある。研究する側も、コ
ンテクストの違いに配慮しつつも国籍・エスニシティ・移民世代などを横断
的に考察することで、異文化間教育の新たな展開可能性につながると考え
る。第三に、本研究では、越境する若者たちが能動的・主体的につくり出す

「居場所」を考察する重要性を提示できた。居場所研究や異文化間教育の研
究では、大人が子ども・若者のために「居場所」を提供し支援していくとい
う視点が強い傾向にあり、彼ら、彼女らが自らの生活世界のなかでつくり出
す居場所に着目した研究は数少ない（新谷，2001）。越境する若者が自ら創
造する想像上・物理的な「ホーム」／「居場所」には、どのような特徴がある
のか、どのような要素が居心地の良さを生み出しているのかを考察し、若者
の支援に役立てていくことが必要ではないだろうか。
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〈注〉
1）	 生徒たちは、アジア以外にも、アメリカやヨーロッパの国々の音楽やドラマなども同

時に楽しんでいたが、特にアジアのポピュラーカルチャーを積極的に消費していたた
め、本稿で着目することとした。

2）	 移民 1 世とは、外国生まれで 12 歳以降に渡米した者、1.5 世とは、外国生まれで、12
歳以前に渡米した者、2 世とはアメリカ生まれ、アメリカ育ちの人たちを指す。

3）	 調査の実施にあたり、筆者のポジショナリティについても再帰的に振り返り、「曖昧
なインサイダー・アウトサイダー」（Kondo,	1990:	23）の立ち位置の調整を図りつつ
も、権力の濫用を行わないよう、細心の注意を払った。対象生徒と筆者は、アメリカ
におけるアジア系女性としてのアイデンティティを共有しているが、筆者は、アジア
各国のなかでも経済的に優位な地位を占める日本の国籍をもち、中産階級出身であ
る。また、10 代の彼女たちに対して、筆者は「大人」のカテゴリーに当てはまること
など、多くの特権をもっていることを常に意識し、関係構築に努めた。

4）	 カナダやオーストラリアへの渡航願望をもつ生徒たちもいたが、紙幅の関係で分析は
別稿に譲る。
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