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日本の中学校における「帰国生」の位置取り

－「海外性」の表象に着目して－

渋谷真樹

はじめに

文部省は、平成9年5月1日現在で行なった「帰国児童生徒在籍状況等実態調査」におい

て、調査対象である「帰国児童生徒」を「海外勤務経験者帰国児童生徒」と「中国等帰国児

童生徒」とに分けている。通常「帰国生」と呼ばれ、本研究で対象にしようとしているのは

前者である。これを、文部省は、「日本国籍を有し、かつ、海外に所在する機関、事業所等

への勤務若しくは海外における研究・研修等を目的として海外に在留していた者または現在

なお在留している者の児童生徒で、引き続き1年を越える期間海外に在留し、平成6年4月

1日から平成9年3月31日までの間に帰国し、国立、公立又は私立の小学校、中学校又は高

等学校（全日制の過程に限る｡）に在籍している児童生徒」と定義している(1)。

しかし、日常実践の中で「帰国生」と呼ばれる人々や、「帰国生」らしいとされる特質な

どは、こうした定義によって説明されるものではない。上記の海外在留期間や帰国後の年数

は、あくまでも窓意的なものであって、生きられた経験の中では、それによって「帰国生」

か否かが明確に分け隔てられているわけではない。逆に、上記の定義に当てはまる児童生徒

であっても、本人も周囲の人々も彼／女が「帰国生」であるという意識はほとんど待たずに

生活している場合もある。

「帰国生」というカテゴリーは、ある生徒が、他の大勢の生徒たち(2)とは異なると認知さ

れ、しかも、その差異が海外での生活体験に起因すると考えられる場合に有効になる。つま

り、日常実践の中で経験される「帰国生」とは、海外在留の期間や帰国後の年数などによっ

て確定されるものではなく、その時その場に特有な文脈の中で「一般生」と比較され、差異

が見いだされることによって生成する、流動的なカテゴリーであると考えられる。

そこで本研究では、「帰国生」と「一般生」というカテゴリーを措定してそこから議論を

進めるのではなく、その境界線に浮上する差異が「帰国生」と呼ばれる人々自身によってとﾞ

のように表象されるのか(3)に着目する。本稿では、「帰国生」を「一般生」から分け隔てる

差異の中でも、海外での生活経験やそれに起因すると想定される知識や技能など（以下、

｢海外性」と呼ぶ）に焦点を当てる。そして、海外生活経験のある生徒たちが、日本の学校

で「海外性」をどのように表象するのか、それによって、彼／女たちが日本の学校において

どのような位置を取っていくのかを明らかにする。

(しぶや.まきお茶の水女子大学）
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1先行研究の検討と本研究の立場

「帰国生」の「海外性」の表象の仕方については、袰岩(1987)が、「海外性」を隠して

いく「削り取り型」と、状況によって積極的に表出していく「付け足し型」の存在を明らか

にしている。また、小野田(1988)は、「海外性」を否認して周囲と同じように振る舞った

り、「海外性」に固執して日本での現実に反発したりする段階から、ある契機を経て、「海外

性」に主体的意味を与えて文化的同一性を得る段階へと、「帰国生」の「海外性」に対する

主観が変化していくことを示している。

これらの研究は、「帰国生」の「海外性」の表象の仕方の多様性を示している。しかし、

袰岩は人による類型化をしているため、個人がいずれかの表象の型を取りやすいことに記述

の重点が置かれ、同一人物が文脈に応じて異なる表象をする可能性については十分考察され

ていない。一方、小野田の研究は、異なる「海外性」の表象の仕方を、「よりよい」段階へ

の単線的な変化のごとく序列化して記述しているところに再検討の余地がある。また、いず

れも回顧的な面接調査に依っているため、当時「海外性」という差異をめぐって「帰国生」

と「一般生」とのあいだにどのような相互交渉があったのか、それが特定の「海外性」の表

象の仕方の選択といかに関連したのかは具体的にされていない。

そこで、本研究は、「帰国生」のいる学校で長期間の観察を行ない、「帰国生」が「一般生」

との折衝を通して「海外性」を表象する過程を、文脈に即して描き出し、理解することに努

める。その際、「海外性」を固定的で本質的に「帰国生」に付着しているものと見なすので

はなく、「帰国生」が「一般生」と直接・間接に交渉する時に、その文脈の中で特有の意味

をもって生起し、「一般生」との関係の中で「帰国生」に一定の位置を与えるものと考える。

また、本研究は、「帰国生」に関する先行研究のアイデンティティの捉え方を再考する。

箕浦は、「ある人間集団に支配的な意味体系に文化の本質がある」(1988,3頁）として、日

本やアメリカといった国家に固有の文化を想定し、主体がそのいずれかに帰属感を持つこと

をアイデンティティの獲得と考える。箕浦は、文化的アイデンティティを「国籍がどこであ

れ、日本人であるとかアメリカ人であるとかからくる深い感情、ライフ．スタイル、立居振

舞い、興味や好みや考え方を全部ひっくるめたもの」(1984;1991,246頁）と定義し、情動

と認知、行動が一致してある意味体系に従う場合を、文化的アイデンティティの獲得とみな

している(1994,214頁)(4)o

それに対して小野田は、「日本か外国か」という二者択一でなくてもよいと気づくことが

「異文化体験者としての文化的同一性を形成する過程で重要である」と指摘する(1988,95

～96頁)。その上で小野田は、ひとつの国家への帰属は必要条件とはしないが、安定したア

イデンティティの確立を理想としている。

一方、袰岩は、「どのようなニホンジンになればいいのか、どのような人間になれば許さ

れて日本で居心地良<暮らせるのか」(1987,78頁）が「帰国生」の中心課題であると述べ、

「海外性」をいかに表象するかは、日本社会に居場所（袰岩はそれを文化的アイデンティテ

ィと定義する）を見つけるための方略として、主体によって意識的に選択されているとする。

袰岩のアイデンティティとは、所属すべき集団が予め想定されていない、流動的で一時的な
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ものである。このように、「帰国生」研究においては、研究者によってアイデンティティの

捉え方が異なっている。

さらに、近年、統一した国民文化や固定的なアイデンティティをあらかじめ想定するので

はなく、「帰国生」のアイデンティティを関係性の中でより動態的かつ級密に捉えていく必

要性が、箕浦(1995)、小沢(1995)、川本(1995)によって指摘されてきている。しかし、

そうしたアイデンティティ観はいまだ十分には論じられておらず、具体的な資料を伴った研

究も行なわれていない。

そこで、本研究は、ホール(S.Hall)のアイデンティティ論に依拠しながら、日本の学校

における「帰国生」のアイデンティティを、「海外性」という差異の表象によって一時的に

占められる位置取りと捉えることによって、「帰国生」のアイデンティティ研究に新たな側

面を付加しようとする。ホール(S.Hall,1990;1997,p.52)は、「アイデンティティとは、我々

が過去の語りによって位置付けられたり、その中に位置付いたりする、さまざまな方法に与

えられた名前である」と述べている。彼は、過去を固定的に存在する本質的なものと見なし、

それを掘り起こすことによって確固としたアイデンティティを得るというのはフィクション

であると言う。彼は、主体は、相矛盾する複数のアイデンティティを抱えており、自己の表

象のされ方に応じて、その都度、ある政治的な判断のもとでいずれかを選び取る、と考える

(S.Hall,1992)。アイデンティティを表象の中で構築される暫定的な位置取りと捉えるホール

の主張は、アイデンティティを個人の内面的な問題としてのみ捉えるのではなく、権力構造

の中での異なる政治的な意図の折衝と見なす点に特徴がある。

こうしたアイデンティティ論を採用するならば、「帰国生」が海外で生活した過去は、固

定的に捉えられるべきではなく、それを彼／女たちが「一般生」に対していかに語るのかが、

日本の学校における「帰国生」の位置取り方、すなわちアイデンティティと重要に関わって

くると考えられる。そこで、本研究では、「海外性」が語られたり、沈黙させられたりする

際に生じる「帰国生」と「一般生」との境界線に注目し、日本の学校における「帰国生」の

位置取りを解明しようとする(5)。そのことによって、「帰国生」と呼ばれる生徒たちの「一

般生」との関係や、主体的な自己の表象の仕方を明らかにする(6)。

2研究の方法

1997年1月から1998年7月まで、大都市圏にあるあかつき中学校(7)の帰国子女教育を週1

回、必要に応じてそれ以上観察した。当該中学校では、1学年当たり定員120名の「一般生」

とは別に、「海外から帰国後、滞在国との教育等の事情が異なるため、日本での学校生活を

送る上で特別の指導が必要と認められる者」を、15名の定員で「帰国生」として受け入れ、

最初の1年間を特設の帰国子女教育学級(8)1年空組で、その後は「一般生」と同じ教室で教

育している(9)。

差異の表象という観点から見れば、帰国子女教育学級は、海外で生活していたがゆえに

｢一般生」とは異なると見なされた生徒が在籍する、制度的にも空間的にも一般の学級とは

区別された学級である。しかし、そのことは「帰国生」が「一般生」からまったく隔絶され
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ていることを示すのではなく、後述するような行事や委員会活動において、両者は交流して

いる。本研究では、1年空組という「帰国生」集団が、「海外性」という差異をどのように

表象するかを観察することにより、そこに在籍する生徒たちが「一般生」に対して占めよう

としている位置、すなわち、あかつき中学校における「帰国生」のアイデンティティを明ら

かにする。

本槁では、1997年度の1年空組の観察結果を用いる。対象生徒は、4月に10人、その後転

出入があって2学期以降に13人であった。そのうち、10人が北米の現地枝、2人が欧州の英

語を媒体とするインターナショナル・スクール、1人がアジアの全日制日本人学校で学んだ。

生徒の海外への通算の滞在期間は、4年未満が1人、4年以上6年未満が6人、6年以上が

6人と長めで、普通学級では「さまざまな困難をともなうと思われる生徒」を優先的に受け

入れている当該校の方針(10)を反映している。

授業中は教室の後ろでメモを取りながら参観し、昼食や清掃など授業外の時間には活動に

参加しつつ生徒や教師とインフォーマルな会話をして情報を収集した。その他、教師8人に

インタビューを、帰国子女教育学級に在籍した生徒および保護者にアンケート調査を行なっ

た。また、当該中学校の募集要項、学校案内、研究紀要なと、を参照した(ll)。

3事例の提示

あかつき中学校での観察の結果、「帰国生」の「海外性」の表象は、(1)「海外性」の表象

を自主的に抑圧し沈黙する場合、（2）「一般生」から分離された場で「海外性」を表象する

場合、（3）「一般生」や教師との折衝を通して修正を加えられた「海外性」を表象する場合

の3つに類型化することができた。以下、事例を提示して、3つの「海外性」の表象の仕方

を示す。

事例(1)自主的な「海外性」の沈黙

あかつき中学校では、全校で行なわれる生徒祭において、1年生はクラスごとに内容を決

め、展示を行なうことになっている(12)。クラス展示は、クラス外の人々にクラスの集団ア

イデンティティを提示する場である。したがって、クラス展示についての学級討議や最終的

な決定には、生徒たちが自己集団のどんな側面をいかに表象しようとしているのかが表れる。

帰国子女教育学級1年空組のクラス展示案として生徒の中からまつさきに挙がったのは、全

員が「外国に住んでいた」ことにクラスの中核を求めた、「前住んでたとこ」に関する展示

であった。しかし、海外生活経験に関する展示には強固な反対意見が出た。以下は、初めて

空組で生徒祭のクラス展示について話し合われた場面である。

《5月20日》

美紀：私達みんなアメリカとか外国に住んでいたじゃない。だから、前住んでたとこの

いいところとか、

百合：やだよ、そんなの！
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綾子：私もやだ。

百合：だってつまんないんだもん。前住んでたとことか、あんまりオリジナリティない

んだもん。あまり、クラスが空組だからといって、アメリカとか外国とかにこだ

わらなくてもいいと思います。

弥生：私もそう思います。

その後も、「自分の住んでいたところに関わる」食べ物、アニメ・キャラクター、動物な

どの展示というように、海外生活経験に関連した案は、形を変えて複数の生徒によって再三

提案された。その一方で、「アメリカのなんたらかんたらだと、自'|曼することになっちゃう

んじゃないの？」、「私達が住んでたところだけひいきにするの？」といった懐疑的意見が出、

議論が紛糾した。結局その日は、多数決の結果、「前住んでたとこ」についての展示である

「ミニワールド」と、「海外性」とは無関係なリサイクルに関する展示の2つの案を採択し、

会を終了した(13)。

その後、7月1日の空組での話し合いでは、「ミニワールド」ではなく「リサイクル」を

｢メイン」に作業を進めることが決定し、さらに1週間後、限られた時間や労力の関係上、

1つに「集中した方がいい」という意見が出され、「ミニワールド」は廃案になった。その

過程においては、5月20日の話し合い以上に「海外性」に直結する意見は出されなかった。

結局、9月末の生徒祭での帰国子女教育学級のクラス展示には、「海外性」の直接の表象は

見られなかった。

ここで留意すべきは、一連の話し合いで過去の滞在国に関する展示に特に否定的だった百

合でさえ、それを話し合う空組内の場では、英語で話したし)海外での経験を語ったりするな

ど、頻繁に「海外性」を表象していたことである。また、妥協案として出された、エッフェ

ル塔やピラミッドなどの「自分の住んでいるところに限ら」ない「世界の中でみんなが知っ

ているところ」に関する展示については、「自慢」や「ひいき」になるという意見は出され

なかった。すなわち、帰国子女教育学級の生徒たちは、自分たちがかつて外国に住んでいた

ことを自己集団の核として認識していたし、それについて語ること自体には興味を持ってい

た。しかし、生徒祭で空組の外に発信する場合には、外国と結びつけた自己表象は「自慢」

や「ひいき」になるとして自粛されていた。その際、外国について語ることそのものが問題

なのではなく、外国に住んでいた、という「一般生」との差異が問題になっていた。

事例(2)分離された場での「海外性」の表象

次に、「帰国生」が「一般生」から分離した場を設定して「海外性」を表象する事例を挙

げる。1年空組では、全日制日本人学校に在籍した哲也を除き、通常より上級の英語の授業

が行なわれていた。2学期後半にドラマの授業が行なわれた際には、生徒たちが教師の期待

以上に「盛り上がって」（複数の英語科教師の談)、自主的に日本語から英語に翻訳して台本

を作ったり、照明や大道具、衣装などの演出を進めたりしていった。配役に際しては、人気

の高い役は生徒のあいだでオーディションが行なわれた。

生徒の積極的な取り組みを喜んだ教師らは、当初の予定を変更し、「一般生」にも「帰国
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生」による英語劇を観劇させる可能性を考え始めた。ところが、上演準備に対する情熱とは

裏腹に、空組の生徒たちは劇を公開することには否定的だった。筆者は、インフォーマルな

場面で数人の生徒に、劇を「一般生」に見せたいか否か、その理由は何かを尋ねたが、どの

生徒も公開への気乗りのしなさを述べるだけで、その理由は明確に答えなかった。英語科担

当で空組の担任でもある教師は、上演の前々日、生徒の「一般生」への公開の態度について、

｢前は絶対嫌って言ってたんだけど、今はだんだん柔らかい拒絶になってきた。もう一回聞

いてみようかなあ」と話していた。

結局、教師らが生徒に公開を強いることはなく、12月18日、英語劇は体育館において、教

師4名と筆者を観客に上演された。剛士は、「[観客席の］椅子が5つっていうのも空しいな」

と話していた。練習の段階では劇に関与していなかった哲也は、教師に勧められて、当日だ

け台詞のない通行人として1度舞台に登場した。熱演された劇は好評で、教師の1人は筆者

に「もったいない」と感想をもらした。これは、「帰国生」によって熱心に「海外性」が表

象されながら、「一般生」への公開はされなかった事例である。ただし、劇は生徒たちの同

意を得てビデオに撮影され、生徒自身によって編集された後、「一般生」から希望があれば

見せてもいいと承諾された。

事例(3)修正された「海外性」の表象

前述の英語劇が、録画され編集された後には「一般生」にも提示されたことは、「海外性」

は表象のされ方によっては「帰国生」から「一般生」へと発信されうるものであることを示

している。そこで次に、「海外性」が修正されて「一般生」に提示されたより顕著な例とし

て、空組の生徒が率先して1学年全体でのハロウィーン・パーティーを企画し、主催した例

を挙げる。

ハロウィーン・パーティーの発端は、空組の生徒たちが外国で経験したハロウィーンへの

ノスタルジックな思いにあった。パーティー準備期間の初期には、空組において、海外での

ハロウィーンの思い出が語られ、共有されていた。また、かぼちゃとpumpkinが峻別される

など、より「本物に近い」ハロウィーンを再現しようという意図が見られた。

しかし、会が実現に至るまでには、教師や「一般生」の意向や物理的な制約があり、空組

の生徒の当初の予定には修正が加えられていった。まず、中学校でパーティーを開くこと自

体、日本ではなじみが薄い。パーティーの開催に協力的な教師たちも、当初は、ハロウィー

ンは「お菓子が絡むことだからどうかなあ」と実現の可能性を懸念していた。しかし、1学

年の担任教師たちは、「そういう文化を伝えるようなものだったら是非やろう」と会を承認

した（担任談)。また、予定が満載の学校生活の中で、学年全体でパーティーを開くための

時間割の調整が問題になった。これは、英語科教諭である担任が、全クラスの英語を1時間

｢借り受けて」パーティーに充てることで解決した。つまり、公式には、このハロウィー

ン・パーティーは、アメリカなどの「文化を伝える」英語の授業の一環として実現したので

ある。

次に、過去に複数回ハロウィーンを経験してきた空組の生徒たちと、ハロウィーンにはな

じみのない「一般生」とのあいだで、意思の疎通がなされないことも問題であった。そこで、
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空組の生徒たちは、1，2人ずつで一般学級を訪問し、ハロウィーン・パーティーで行なう

ケームや仮装について説明をし、質問を受けた。また、「一般生」に対してアンケート調査

を行ない、パーティーに対する意向やケームの希望、仮装の意志の有無などを尋ねた。その

結果、圧倒的多数でパーティー開催への賛同が得られただけでなく、「この企画を考えた人

がんばって下さい」という激励の声も寄せられた(14)o

さらに、パーティーの準備や運営に「一般生」の有志が加わり、空組単独の主催ではなく、

｢一般生」と協同でパーティーが実施されることになった。それにより、外国のハロウィー

ンに近づくことよりも、「一般生」が参加し楽しむことのできるパーティーにすることが、

目的としてより鮮明に意識されることになった。担任は、「この企画に他のクラスの子が入

ってきてくれて本当によかった」と述べ、たとえ会自体が盛り上がらなくても「空組と他の

クラスの交流になればいい」と述べていた。

その他にも、たとえば、ハロウィーンが一般的でない日本では物理的な条件が整わず、フ

ェイス・ペインティングなど、空組での当初の予定を断念したり妥協したりせざるをえない

ことがあった。また、パーティーには飲食など校則と抵触することがあったので、「キャン

ディとキスチョコくらいのものならいいけど、ジュースは学校に持ってきちゃいけない」

(ジュースの必要性を主張する生徒に対する担任の言葉）というように、生徒と教師の間で

個々に交渉が行なわれた。

パーティーは、暦上のハロウィーンからは1日遅れて行なわれた。司会は、空組の生徒と

｢一般生」の有志が共同で行なった。仮装の有無は個々人の選択に委ねられたが、担任教師

全員のほか、「一般生」でも仮装をしている姿が見られた。ゲームも概ね盛況であった。パ

ーティーの最後は、机の前で2人ずつの空組の生徒がキャンディを用意して待っている5箇

所の「家」を「一般生」が廻って、キャンディをもらう時間であった。そこでは、「一般生」

は列になって並び、自分の番がきたらハロウィーンの主要な慣習である4｡Trickortreat''という

決まり文句を唱えて、担当の空組の生徒からキャンディをもらう手筈であった。しかし、

｢一般生」の中には、@4Trickortreat''を言わない生徒が少なからずいた。無言で手を差し出し

たり、「お菓子下さい」と日本語で言ったりする者がいた。自分の番になる前に、カタカナ

風に「トリックオアトリート」と練習している生徒もいた。正面に立ちすくんでいる

｢一般生」に対して空組の生徒が、「｡6Trickortreat''言った？言わなきゃもらえないよ」と促

す様子も観察された。空組の生徒は、対面した一人一人の「一般生」に対し、GCTrickortreat''

を言ったか否か、仮装はしてきたかどうかなどを勘案し、1個から3個のキャンディを分け

ていた。

パーティー直後の空組の生徒の感想は、「なんかあっけなかったね。よかったんだか悪か

ったんだか｡」という言葉に代表されるように、必ずしも芳しくはなかった。しかし、1ヶ

月半を経て空組で2学期の反省をした際には、このパーティーが「一番充実したこと」とし

て挙げられてクラスの賛同を得た。また、学年全体の反省会では、空組の代表が「クラスの

自‘|曼」は「パーティーを自分たちで計画できる」ことだと発表した。

ここでは、ハロウィーン・パーティーという外国の習'慣が、「帰国生」によって日本の学

校に持ち込まれている。しかし、それは、「帰国生」の海外での経験そのままの再現ではな
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<、「帰国生」や「一般生｣、教師のあいだでの多くの対話や折衝を通して修正が加えられ、

｢帰国生」と「一般生」とが共有しうる経験として実現している。

4考察

以上のことから、同じ「帰国生」集団であっても、「海外性」の表象の仕方は文脈に応じ

て多様であることがわかる。事例(1)で、空組がかつて住んでいた外国についてのクラス展

示をしなかったことに関して担任は、当時、空組の生徒と「一般生」とのあいだに「いざこ

ざ」があり、空組の生徒たちが「一般生」のまなざしに神経質になっていた可能性があると

筆者に語った(15)。空組の生徒たちが過敏になっていた「一般生」のまなざしをより具体的

に考察するならば、次の2点が挙げられるだろう。

第一に、空組内では日常的に語られる海外経験も、海外生活経験のない人々に対して集団

で表象すると、「帰国生」の差異を際立たせ、「一般生」に対する対抗や反逆と解釈されかね

ないということがある。「ひいき」や「自慢」という表現に見られるように、外国に住んで

いたという事実は「一般生」にとって肯定的な価値をもつであろうと「帰国生」は認識して

いる。したがって、それを提示することで「一般生」への優位を示すことも可能ではあるが、

｢帰国生」は、そうした肯定的な価値をあえて押し隠すことによって、「一般生」に順応しよ

うとしている。すなわち、「一般生」を規準として認め、「一般生」が体現すると考えられる

既存の価値体系の内部に安定した位置を得ようとしている。

第二に、帰国子女教育学級にいる自分たちが過去の海外居住国に関連する展示をすること

によって、自分たちの存在が海外に住んでいたという事実だけに縮小・還元されることを空

組の生徒たちが危‘|具した、ということが考えられる。空組に関しては、外国に住んでいたこ

とに短絡させた語り方が既に定着しているが、それを自ら繰り返すことによって、さらにそ

の結びつきを強化し、多層なはずの空組のアイデンティティを縮小し、「海外性」の部分に

のみ注目される可能性を回避しようとした、と解釈できる。

さらに、この事例で「帰国生」の「海外性」の表象を困難にした理由としては、彼／女た

ちが「一般生」に対して「前住んでたとこ」を肯定的に語るための語彙や戦略が不足してい

たことが考えられる。かつての居住国の食べ物や動物などを、事実として伝達することは、

「オリジナリティ」がなく「つまらない｣。しかし、海外での体験を、「一般生」に対して魅

力的かつ体系的に語るすべを「帰国生」は十分には得ていなかったと考えられる。

事例(2)では、英語劇自体は「帰国生」によって熱心に上演されたが、「一般生」の観劇は

拒まれた。その理由は、鑑賞するに足る英語力の有無にあると考えられる(16)。「一般生」が

言葉ゆえに英語劇の内容を共有しない場合には、英語は「帰国生」と「一般生」との差異を

示す符牒として解釈されるおそれがある。英語力が日本の学校において肯定的な価値を持っ

ている以上、その表象は、生徒祭のクラス展示に関する話し合いで危‘|具されていたような

「自慢」と捉えられうる。「帰国生」は、多数者集団である「一般生」との衝突を避けるため

に、「一般生」のいない場での英語劇の上演を選んだと考えられる。

また、英語劇は「一般生」から切り離されていただけではなく、空組の中での差異も明ら
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かにすることになった。英語劇の製作にあたって、オーディションなどにより「真正な」英

語話者を追求した結果、空組内においても、哲也など英語をうまく操らない生徒は周縁に追

いやられる結果となっていた。つまり、英語劇では、空組においても十全に表象の一翼を担

うことができない者がいた。

それに対して事例(3)では、「帰国生」のみならず「一般生」も参加しながら、多くの障害

を超え、ハロウィーン・パーティーが実現されている。このパーティーは、「帰国生」が海

外で経験したものそのままの再生ではない。表象に至る過程で「帰国生」は、自分たちの経

験を説明するだけではなく、「一般生」や教師などの「声」を聞くさまざまな努力をし、そ

れを反映させながら、かつて海外で経験したものに修正を加えていった。限られた条件の中

で、ひとつひとつの障害と折衝していった結果、このハロウィーンは、その時のあかつき中

学校という特定の場にふさわしい、異種混清的なものに形を変えていった。パーティーに関

する生徒の感想が、直後の脱力感から、時を経て「一番充実した」「クラスの自慢」に変化

しているのは、外国文化の伝達や過去の経験の再生という意味ではパーティーは十分には成

功しなかったものの、「帰国生」が「一般生」に対して表象の主体となりえたことが、生徒

たち自身によって次第に評価されたからであると解釈できる。

これらの事例を踏まえて、「帰国生」の「海外性」の表象のあり方に影響する要因を考え

ると、次のことが挙げられる。まず、表象する「海外性」の内容である。それが、受け手に

よってさまざまに解釈可能なものは、表象の機会が与えられやすい。ハロウイーン・パーテ

ィーは、教師に対しては「文化を伝えるようなもの」であったり「空組と他のクラスの交流」

の機会であったりする一方で、「一般生」に対しては外国の「いい感じ」に触れられる機会

であるかもしれないし、授業を受けるかわりにお菓子をもらったりケームをしたりできる祝

祭的な、または息抜きのような場であるかもしれない。さらに、「帰国生」にとっては、外

国でのノスタルジーに浸る機会であったかもしれないし、あそびの少ない日本の学校文化へ

の抵抗であったかもしれない。こうした多面的な「読み」が可能な内容を持つ「海外性」は、

表象される機会が多くなると考えられる。

さらに、誰に対して表象するのかも重要である。表象の相手が不特定で、その反応が予想

できない場合は「海外性」は表象されにくいが、それが特定でき、その「声」が聞こえる場

合には表象されやすいと考えられる。それに関連して、表象の形態に関しては、紹介や提示

など一方向な伝達よりも、相手もともに参加して経験を共有する双方向の表象形態の方が

｢海外性」は表象されやすい。つまり、クラス展示や英語劇のように、「帰国生」が一方的に

表象し、相手の反応が十分に把握できない場合には、「海外性」が「自慢」や「ひいき」と

解釈される不安が大きく、「帰国生」が「一般生」への発信に踏み切ることは難しい。それ

に対して、ハロウィーン・パーティーのように、相手の「声」を間近に聞きながら表象する

内容を変更することができる場合には、より積極的な表象が促される。

「帰国生」の位置については、「帰国生」が外国に関する固定的な知識や技術の媒体者と

なる場合には、「帰国生」はその表象に積極的でない。一方で、他の生徒とともに体験し共

感し、楽しむという位置が取れる場合には、「帰国生」は積極的に「海外性」を発信してい

くものと考えられる。ハロウィーン・パーティーは、「帰国生」が「一般生」にハロウィー
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ンの風習を説明したり、披露したりするのではなく、「一般生」とともに企画し参加しうる

ものであったことが、日本の中学校で実現に至った一因であったと解釈できる。

まとめ

帰国子女教育学級における1年半の観察からは、表象の内容や相手、形態などの文脈に応

じて、3つの「海外性」の表象の類型が見出された。すなわち、自ら「海外性」の表象を抑

圧する場合と、「一般生」からは分離された場で「海外性」を表象する場合、そして、「一般

生」や教師との折衝の中で「海外性」に修正を加えて表象する場合である。

それぞれの場面で、「海外性」に付された意味は異なる。第1の事例では、空組の生徒た

ちは、海外で生活した過去という「海外性」を、多数者集団である「一般生」に対する他者

性の徴として理解している。つまり、空組の生徒が「海外性」を示すことによって、「帰国

生」と「一般生」との境界線はより明確化されると解釈されている。第2の事例では、英語

力という「海外性」は、「帰国生」集団の独自性と結束を示すシンボルとして機能している。

そこでは「一般生」の介入は許さず、より「帰国生」らしい「帰国生」の集う親密な空間が

生まれている。第3の事例では、ハロウィーン・パーティーという「海外性」は、「帰国生」

と「一般生」が共に経験し共有する場である。それは、海外生活体験や英語力とは違って、

｢帰国生」だけが持つ、純粋なものとして表象されているのではなく、交渉の中で混清化し

うるものになっている。

こうした「海外性」に付された意味の違いは、「海外性」をめく、る「帰国生」の「一般生」

に対する位置取り方に影響する。第1の事例では、「海外性」の表象は自己の他者化につな

がるので、「帰国生」は「海外性」を隠蔽することによって「一般生」に順応する位置を得

ようとしている。一方、第2の事例では、より「真正な」「海外性」を求めるために、あら

かじめ自らの「帰国生」集団を「一般生」から切り離している。さらに、「帰国生」集団か

らも、「帰国生」らしさに欠ける周縁者を生み出している。第3の事例では、新たな「海外

性」を「一般生」とともに作り出し、経験することによって、「帰国生」と「一般生」との

境界をずらしている。そこでは、「海外性」は固定的に「帰国生」だけに保有されているも

のではなく、そこに特有の文脈の中で作り変えられるものになっている。

「帰国生」の海外経験という過去は、固定的に存在するのではなく、「一般生」や教師の

｢声」と対話的にその都度語り直され、日本の学校の中で「帰国生」に一時的な位置を与え

ていく。したがって、「帰国生」が日本の学校の中でいかに自分の海外での生活やそこで得

た技能・知識などを語るか、あるいは語らないかは、そこでの「帰国生」の位置取り方の方

略と密接に結びつく。あかつき中学校での帰国子女教育学級の「海外性」の表象の仕方は、

日本の中学校における「帰国生」という少数者集団の位置取りの政治の一側面を示している。

差異は「他者」を作り出すために機能しうるから、「一般生」が多数を占める日本の中学

校においては、「帰国生」は「海外性」を表象することに慎重になる。表象を回避するのが

｢一般生」との衝突を避ける最も簡便な方法であるが、それは「帰国生」の表象意欲を抑圧

し、彼／女たちの過去との有機的なつながりを否定することにつながる。「帰国生」が「一
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般生」のまなざしを気にすることなく自分たちだけで「海外性」を表象しうる場所を提供す

ることが、それへのひとつの解決方法であろう。その場合、より「純粋な」形で「海外性」

が表象されうるが、それだけに「一般生」との乖離が進み、「帰国生」集団内にも不一致が

生じるだろう。

「帰国生」の「海外性」の表象を促しつつ、「帰国生」と「一般生」との交流をも深めて

いくためには、「帰国生」が「一般生」に対して自分たちの海外体験を肯定的に語っていく

語彙や戦略を編み出していく必要がある。その際に、「海外性」の「真正さ」を追求するの

ではなく、それを「一般生」との交渉の中で混楕化し、共有可能にしていくことが効果的で

あると思われる。そのためには、外国や日本の文化を固定的に捉えたり、「帰国生」の海外

体験を本質化したりするのではない視点が重要になってくるだろう。

今後は、本研究で見出した「帰国生」の「海外性」の表象に関わるさまざまな要因がどの

ように節合しているのかを、より立体的に検討していく必要がある。また、「帰国生」と

｢一般生」とのあいだに見出され、「帰国生」の位置取りに関係する「海外性」以外の差異に

ついても検討していきたい。

注

(1)類似の表現として「帰国子女」が挙げられるが、「子女」という言葉の差別的ニュアンスゆえに、近

年は使用が回避されてきている。ただし、「帰国子女」に代替する「帰国児童生徒」という言葉につい

ても、「日本という国に帰ってきた」という国民国家・日本を中心に定義されていることや、「帰る」

という表現が外国生まれの日本人の子どもたちや、日本で生まれても外国により愛着を感じている子

どもたちなどにふさわしくないという問題が残る。本研究では、中等教育の現場で一般的に使用され

ている「帰国生」という表現を用いるが、名前や名付ける行為に潜む問題に意識的であるために、括

弧付きで「帰国生」と表記する。なお、「帰国子女」という用語については、中西(1986,169～192頁）

や佐藤(1997,11～13頁）を参照されたい。

(2)本研究では、「帰国生」以外の生徒たちを「一般生」と呼ぶこととする。括弧を付けるのは、注(1)

と同様の理由による。

(3)本論文において「表象」とは、さまざまな記号による意味の生産を指す。

(4)ただし、その後、箕浦は、社会文化システム自体の変容の可能性や(1994,221頁)、自文化を超え

た柔軟なアイデンティティの可能性(1995,33頁）を指摘しており、アイデンティティの捉え方が変

化していることを示している。

(5)吉見（姜・成田・吉見、1996,80頁）は、「境界線において、とりあえずは括弧つきで括られるよう

ないくつかの差異というものが、イメージに媒介されながらうごめいている。そのうごめきを捉えて

いくことが、カルチュラル・スタデイーズの課題として常にある」と述べる。本研究は、これと問題

意識を共有する。

(6)なお、「帰国生」と呼ばれる生徒たちのアイデンティティは、「帰国生」であるか否かだけに集約す

ることはできない。本研究においては、意識的に「海外性」という差異に着目しているために、彼／

女たちのアイデンティティを重層的に決定しているはずの、他のさまざまな要因については捨象して

いる。

(7)仮名。以下、学級名、人名についても同様。

(8)帰国子女教育学級とは、「長期にわたる海外生活のため日本での学習や生活にさまざまな支障が予想

される児童生徒に対し、その実態にあわせて学力の回復や生活への適応教育を行なう」ことを目的に
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設けられている、「帰国生」のための特設学級のことである。中学校段階では、全国で5校の国立大学

附属中学校に設けられている（海外子女教育史編纂委員会、1991,227～228頁)。

(9)あかつき中学校の1997年度の帰国子女教育学級生徒募集要項による。なお、あかつき中学校の資料

に関しては、プライバシー保護の観点から参考文献リストには掲載していないことをご了承願いたい。

(10)あかつき中学校の1994年の紀要より引用。

(11)エスノグラフイという方法に関しては、箕浦(1999)を参照されたい。

(12)以下、クラス展示と呼ぶ。

(13)なお、この時点では、「ミニワールド」は世界の国々の動物またはモニュメントなどを紹介・展示す

るという案で、「リサイクル」は空缶などを利用して作品を作るという案であった。それ以上の具体的

な内容については、まだ生徒間での共通認識はなかった。

(14)「一般生」の回答の中には、「外国のハロウィーンやクリスマスはすごくいい感じなのでやってみた

い」という意見があったほか、「キャンディ欲しい」という意見が複数あった。このことは、「一般生」

のハロウィーン・パーティー参加の動機が、必ずしも教師が公式に打ち出したような「文化を学ぶ」

ということではなかったことを示唆している。後述するように、「一般生」や教師、「帰国生」の多様

な要求に対応しえたことが、あかつき中学校でハロウィーン・パーティーが実現した一因であると考

えられる。

(15)具体的には、「帰国生」は「一般生」から、「『帰国生』だから頭が悪い」「英語はできても、ほかの

科目はできない」と思われていると感じ、「一般生」の目を気にしているようだ、と担任は筆者に語っ

てくれた（7月1日、昼休みのインフォーマルな会話より）。

(16)この件を担任は、生徒たちが劇の完成度に納得しきっていなかったからではいかと解釈している

（2月20日、放課後の会話より）。しかし、上演前の熱心な取り組みようや、教師らには公開したこと

から考えて、劇の完成度だけが空組の生徒が「一般生」の観劇を望まなかった理由であるとは筆者に

は考えにくい。また、差異の表象と位置取りという観点からは、ほかの解釈も可能であるので、ここ

ではそれを示す。
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