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ニューカマーの子どもにとっての「居がい」について

－移り住んだ場所への文化的アイデンテイフイケーションに関する一考察一

真鍋眞澄

1はじめに

労働力移動に伴い親が国境を越える､いわゆるニューカマーに連れられ､あるいは親が日本

での生活基盤を築いた後日本に呼び寄せられる外国籍児童・生徒の数が着実に増えている(')。

こうした就学途中で来日する子ども達にとって、移り住んだ場所で生活し、遊び、そこの学

校に通うということは、必ずしも肯定的にとらえられているわけではない。最初は日本に来

ることがいやでしょうがなかったとか、とても不安だったと述べる子どもも少なくない(2)。

では、そういった子どもたちが、自分が慣れ親しんだ文化・環境とは異なる場所に移り住

み、そこに「居たい」と思えること、言い換えるなら、そこにいることの積極的な意味を見

いだすとは、どういうことをさすのだろうか。

本稿においては、それを「居がい｣(本稿3－2参照）という、フィールドワーク研究から

生成された構成概念を用いて論じてみたい。

取り上げるのは、リト君（仮名）である。リト君はフィリピンから東京近郊のX市にある

A小学校にl99X年の秋に転入し、筆者が日本語教師として最初に出会い、来日一年数ヵ月

後から卒業まで一番長く関わったひとりの教え子である。リト君と筆者との関わりを通じて、

ニューカマーの子どもの「居がい」にとって大切であることが見えてきた、家族、学校の関

係者、友達とのかかわりと子どもの集団遊びである野球の話を中心にして子どもが移り住ん

だ場所に居たいと思うその存立構造を描いてみたい。

2研究の問いの立て方

鶴見(1953/1984,52-53頁）は、「そのことのイミを、一生かかってあきらかにしな

ければ、いつも落ち着かない、死にきれない、というような経験を、人間は、ひとりひとり

もっているものだと思う。それをどんな場において、日々の生活の場において、学問の場に

おいて、政治の場において、あるいは創作の場において、あきらかにしていくか、自分だけ

の経験ではなく、ひとと分かち合うことのできる、共通の経験としていくか、というかたち

には違いがある｡」と述べる。

(まなべ・ますみ上智社会福祉専門学校非常勤講師）
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ニューカマーの子どもにとっての「居がい」について；真鍋

本稿の問いは、日本語教師としてリト君との出会いと関わりから生じた問いである。彼が

いつでも生き生きと遊び、そしてどんな逆境と見えるような環境下でもなお野球に没頭し、

日本に居たいと思えた理由についてである。この問いは、十年以上たった今でも、リト君と

筆者の出会いとかかわりの意味づけの問いとして迫ってくる(3)。

リト君にとっては、後に述べるように、日本に居られることは決して所与のものではなか

った。度重なる家族の問題により、何度もフィリピンに帰るかもしれない、もう日本には居

られない、という状況にさらされたとき、どうしていいのかわからない所在なさが筆者との

授業の中でも、彼のクラスにおいても、数年の間定期的に表れた。しかしそのような状況下

でもなお、野球は彼に今．ここにいることに積極的になるような役割をもっていたと考えら

れる。

筆者という一教師とリト君の関わりから生じた個人的な固有の問いを、子どもの教育人間

学的な視座(4)から問い直すことで理論的問題が明らかになると思われる。それは次のように

なる。

今．ここで生きられている空間において、子どもがその場にアイデンテイフアイするよう

になる(5)とはどういうことか。具体的には、文化移動したニューカマーの子どもが今．ここ

にいたいと思えるようになるとはどういうことなのか。そしてこの問いと関連して、子ども

が生き生きとして、今ここにいたいと思うことの存立構造について、移り住んだ場所への文

化的アイデンティフィケーション(6)という観点からアプローチすると何が明らかになるのか、

について考察してみたい。

日本のAという場所は、フィリピンという空間から移動したときに住まう空間である。

具体的な生活レベルではX市のAという場所である。本稿でいう文化とは、子どもの移り住

む場所に固有の生活様式、具体的には遊びの様式を意味している｡「日本」という用語も表象

的な固有名詞として用いることはあるが、実体は、今．ここで暮らすX市A地域という住ま

う空間への帰属意識である。ここでいう「日本」は、国民国家を措定したうえで日本文化に

帰属するようになるのかという意味ではない。

以上の論旨に従い、本稿ではニューカマーの子どもが移り住んだ場所に、ボルノウの言う

｢体験されている空間」と基調を同じくする、「居場所｣(本稿3－’を参照）という概念を基

礎として、そこで時間をかけて築き上げられた密な人間関係にささえられて、「生きがい｣(註

l0参照）と呼ぶことが可能な遊びを見出し実践することにより、今この場所にいたいと思

えるようになることを「居がい」という概念で捉え、それがもつ固有の意味について明らか

にしたい。

具体的には、子どもが移り住んだ場所で野球という自己を表現できる遊びを見出し、子ど

もを取り巻く重要な他者に支えられながら仲間とともに野球を実践し(7)(MillerandGoodnow,

1995,p.6)、野球で活躍することによって、ここに居場所を得たり、として今．ここに居た

いと思うこと、さらに日本にいられるかフィリピンに帰るかの危機的状況においても、野球

により日本にいることの所在感を確認していたと思われる、当時の記録が語るものを手がか

りに、子どもの「遊び」とニューカマーの子どもにとっての「居がい」の関係について考察

を行う。
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3先行研究における「居場所」概念と本稿の鍵概念「居がい」

本稿では、ニューカマーの子どもにとっての移り住んだ場所への帰属について考える上で

｢居がい」という構成概念が不可欠となる根拠を説明するために、「居場所」という概念と本

稿で提示する「居がい」という概念を比較検討することにしたい。その作業を通じて、ニュ

ーカマーの子どもに特有の、移り住んだ場所へのアイデンティフィケーションプロセスの複

雑さを浮かび上がらせるために、「居場所」という概念では説明しきれない「居がい」とい

う概念のもつ固有の意味を明らかにする。

このことを論ずるに先だって、特にニューカマーの子どもが日本に「居られる」というこ

とが実はどれだけ危うい基盤の上になりたっているのかを、法的身分と家族の関係から概観

しておかなければならない。

3－0日本に「居られる」ということ

ここでは特に母国ですでに学校教育をスタートし、就学途中で日本に連れてこられる子ど

も、その中でも筆者がフィールドワークに基づく事例研究を行ってきたフィリピンから来日

した子どもについて述べてみたい。

フィリピンから来日する子どもは、ほとんど例外なく両親かまたは母親がフィリピン人で

ある。母親はエンターテイナービザ等を得て日本で働くために来日し、職場で出会った日本

人男性と結婚し、日本人配偶者を得て日本に居を構え、日本での生活が安定した後フィリピ

ンに残してきた子どもを呼び寄せる、といったパターンがほとんどである(8)。この子ども達

は母親が配偶者ビザで日本での居住を許可されており、子どもはその連れ子という身分で入

国している。そのため母親と継父の間に一端溝が生じ、結婚が継続できなくなった場合、こ

の身分で入国している子どもは日本に法的に「居られる」存在を脅かされる。またそこまで

極端に至らない場合でも、社会保障的なものはすべて日本人である継父の庇護の下で受けら

れるという条件になっているがゆえに、仮に夫婦が一時的にせよ別居状態となった場合、子

どもは保障人がいない状態になる。そういった事態は、例えば筆者の関わったリト君(仮名）

が五年生の十一月に自然教室という泊りがけの学校行事に参加することになり、保険証のコ

ピーが必要になった時に初めて、彼は保険に入っていないことで顕在化したりする。

子どもが現実に体験しているある空間に対し、そこにその子どもにとっての「居場所」が

あるかどうか、というところから考察するのが自然な日本生まれ日本育ちの日本国籍を持つ

子どもと違って、ニューカマーの外国籍の子どもについては、まず子どもがそこで自分が生

きるための営みを繰り広げることが可能か、すなわち、日本に「居られる」のかどうか、か

ら問う必要がある。｢居ること」のベースラインが違うのである。

上述の例から、子どもの意志いかんにかかわらず、その子どもが物理的にそこにいられる

か否かをまず第一義的に問わねばならないニューカマーの子どもの存在のありかは、従来の

空間を基調とした「居場所」という概念ではすくいとれない要因を含んでいる。例えば子ど

もがそれまで家族の住む住居を「居場所」と感じ、家族から受容され、安らぎ、くつろぎを
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ニューカマーの子どもにとっての「居がい」について：真鍋

見いだし、今後もそうあることを願っていたとしても、ある日突然、と子どもや周囲には思

えるような両親の関係の激変により「居場所」がなくなり、やっと数年かけて住み慣れた居

住空間を離れざるを得ない、ということが起こってくる。そのような状況でも子どもがなお

これまで住んでいた場所にいたい、日本にまだいたい、と思う理由を説明するためには、子

どもが他者との関係性において織りなす、子どもという主体が積極的に見いだす自らの所在

の意味に光をあてた概念が「居場所」に加えて必要になってくるのである。

以下、本稿で取り上げる「居場所」と「体験されている空間｣、そして「居がい」という

概念の生成プロセスについて整理しておく。なおこれらの概念に関して、実際の記録にもと

づく説明は、解釈と考察の部分で詳しく呈示される。

3－1「居場所」と「体験されている空間」

リト君との関わりや彼や彼をめぐる人々との交流を通して、子どもがその居住するところ

にアイデンティフアイするということは、ひとの生活を営む空間と結びついた、他者との関

係性によって成立すると考えるに至った。子どもがアイデンティフアイする場所、つまり

｢空間」を、ここでは「居場所」およびボルノウの「体験されている空間」についての文献

から整理しておきたい。

一般的には「居場所」ということばに関して､萩原(2001)は、居場所ということばが

用いられるようになった経緯と、居場所ということばを用いることによって見えてきた現実

の諸相を考察した上で、居場所ということばの意味について、現在では「空間の次元から心

の次元を経て、「自分」という次元から己の存在根拠を問おうとする存在論的な次元にきて

いる｣(萩原,2001,53頁)と述べる。そして、居場所の意味について次のように要約する(53

頁)。

l居場所は「自分」という存在感とともにある。

2居場所は自分と他者との相互承認という関わりにおいて生まれる。

3居場所は生きられた身体としての自分が、他者・事柄・物へと相互浸透的に伸び広がっ

ていくことで生まれる。

4同時にそれは世界（他者・事柄・物）の中での自分のポジションの獲得であるとともに、

人生の方向性を生む。

このように、居場所の概念には空間における自己と他者、あるいは他の物との関係性の意

味が含まれる。同時に、自分が存在するところのよりどころ、未来への展望を含む自分の位

置の掌握という自己・アイデンテイテイに関する要素が含まれる。

住田(2003,3-17頁）は、子どもという主体がもつ感覚を大切にして、子どもの感覚を

通して「子どもが「居場所」であると思える」条件を明らかにすることによって、子どもの

｢居場所」の構成条件を論じている。｢居場所」の構成条件としては、主観的条件と客観的条

件があるとする。そして子どもの「居場所」は、子どもが持つ自己受容感、自己肯定感、安

心感居心地のよさ、安らぎといった感覚的意味（子どもの解釈による主観的条件）を［関

係性一空間性］という形で一体化された一組の客観的条件に付与することによって形成され

るとする(8頁)。

へ『一
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「居場所」の構成条件として、本稿でいう子どもの場所への実体験と結びついたアイデン

ティフィケーションに光を当てるために、主体のより積極的な帰属意識と他者との関係性を

｢空間」概念との関連で見てゆくためには、ポルノウ(Bollnow,1963,pp､17-19)の人間にと

っての「体験されている空間」の定義が参考になる(9)。ポルノウは､｢体験されている空間」を、

lかけがえのないこの空間という意識を持てる場、2価値中立的ではない生活様式の場（文

化的実践の場と筆者は捉える)、3人間関係と結びついた空間、と捉えている。

本稿では筆者のフィールドワークを通じて子どもにとっての重要な他者である大人の「ま

なざし」から観た、ニューカマーの子どもの場所へのアイデンティフィケーションについて

の考察、「居場所」の先行研究、そしてポルノウの「体験された空間」の概念を参照するこ

とによって、次のように定義する。

「ある空間において、自己のよりどころの根源が確認でき、子どもがそこで人間関係を営

み生活する場であり、文化実践の場であり、自己にとってほかに勝ると感じられる場」を「居

場所」とする。

3－2「居がい」

「居がい」ということばに関しては、島崎(1974)は、居がいを「いきがいの二つの側面｣(島

崎，63-74頁）のうちの一つとして、いま自分がいる生活の中で共属しあっている充足感の

意味で捉えている（島崎,80-81頁)。そして、いきがいのもう一つの側面は、目的へ向か

ってみずからすすんでいく「行きがい｣(島崎111頁）であるとする。

本稿においては、ニューカマーの子どもにとっての「居がい」を、島崎の定義する「居が

い」よりも包括的な概念として提示したい。

本稿で述べる「居がい」は、島崎が「いきがいの二つの側面」のうちの一つとして取り上

げた、一つの場所に腰をおろしてたたずみ、そこにいて暮らすことに充足しているという受

動的な意味にはとどまらない。本稿の「居がい」は、島崎のいう、いきがいのもう一つの側

面である「行きがい｣(目標志向性）のプロセスをも含む､移り住んだ空間における､｢居場所」

を基礎とした、「時間」をかけて築き上げられた密な人間関係にささえられて生まれる、そ

こに居たいという持続的感情をともなう意志である。

したがって、島崎が「いきがいのもうひとつの一側面」としてとりあげた、その場での受

動的充足感としての居がいは、本稿では神谷(1980,80-81頁）のいう「生きがい」00)とも

いえるものを見出し実践することによる、存在の意味の獲得を含む能動的ニュアンスをもつ。

では、なぜ本稿では、「居がい」を「生きがい｣(神谷、1980,80-81頁）をも含むよりポ

ジティブな意味を持つ包括的概念として捉えるのかを述べておこう。その理由は、本稿の

｢居がい」は、日本に居られること事態が非常な困難を伴なうニューカマーの子どもを長期

に観察したことを通じて生成された概念である。そのため、今．ここに居るということが所

与のものではなく、ここに居られること自体が明日にも親の都合で脅かされる、という危う

さに常にさらされているという点で、島崎の居がいとは基調を異にする。ニューカマーの子

どもの「居場所」がもはやここにはない、と第三者からは危倶されるような状況下において

も、日本にいたいと思ったり、あるいは日本に居るかいがある、と思える理由はなんなのか。

勺〆
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そう思える理由について熟考すると、そこには所与の場所で充足しているという受身的意味

では表せない、今．ここに居るということに対するポジティブな能動的な意味、生きがいを

含むものがあってこそ、何があっても居るかいがある、と思えるのではないか。

すなわち、リト君というひとりのニューカマーの子どもの観察を通じて、子どもは何があ

ってもすべてを忘れて遊べる存在であること、そこにはかならず遊ぶ友達がいるということ、

一瞬一瞬が子どもの生の燃焼ともいえる遊びと同時に、野球のような持続的な仲間や重要な

他者である大人との関係性を伴なう遊びを見出すことによって、自ら所を得たりとしてその

遊びを実践するとき、子どもは「居場所」を逆に遊びの実践により自覚的に掌握することが

生ずるのではないか、と考えられる。言い換えるなら、遊びの中でも目標が生まれ、自分の

明確な役割が確認でき、帰属意識がもてるような集団による文化実践としての遊びとなると

き、すなわち神谷(1980)が子どもの生きがい（本稿42頁を参照）と述べた側面に加えて、

いわゆる人の「生きがい」として定義したもの（註10を参照）にも相当するものをもつとき、

子どもは「居場所」が自分にはないと思える状況でも、今．ここにいたいと思い、自分の生

きている空間を受動的な意味から積極的な意味へと捉えなおすことにより、そこに「居がい」

があると思えるのではないか。

4フィールドワークからの知見

以下「居場所」と「居がい」と子どもの遊びについて、実際のフィールドワークからの知

見と照らし合わせて論ずるに先立ち、本稿は教師役割をもつ研究者がフィールドワークの記

録をもとに考察し、子どもの所在について概念化を目指した理論研究であることを記してお

く。

4－1子どもの所在に関する方法論

4－1－1方法としての自己

本稿は、子どもの所在についての概念生成を行う上で、教育現場にかかわる教師が、教師

であると同時に観察者であることにより何が明らかになりうるのか、について筆者のとった

立場から考察してみたい。そのためには、教師自身がヒューマン・インスツルメントとして

自己を方法として確立していく原理、を明らかにする必要があると考える(Ⅱ}・

方法としての自己は、研究主体である自己を研究の場(site)とすることにより、自己を

研究の中で語ること(Lindrof,1996)や、研究主体としての自己と研究客体としての研究対

象との相互関係を論文の中で語る（鯨岡、1998;鯨岡、2005;石井、1995)といった方法

において取り入れられてきているu勘。

本稿では、教師的役割をもつ研究者が自分のフィールドでの位置を「自己省察｣(self

reHeCtivity)する(T℃dlock,1991)ということに関して、筆者が模索し続けてきた点について

論ずる。教師が同時に研究者であることに伴う絶えざる問いは、研究対象とされる者にとっ

て自分は一体誰なのか、自分が相手を知りたいと思うことで、自分が実は何を望んでいるの

か、ということである。教師としてリト君を支えたいがために、自分は彼を知ろうとしてい

へ弓
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るのか、それとも研究者として、アイデンティティ研究の一対象者として選ばれ客体化され

た、フィリピン人の子ども、リト君を知りたいのか。

二律背反するフィールドでの役割をもつ教師であり同時に研究者としての自己は、絶えず

上述の二つの問いを自問自答し続ける。すなわち教育現場への影響に関する自己省察、子ど

もへの働きかけに関する自己省察、そしてフィールドワークを通じて螺旋階段上に生成・精

錬される研究の問いを自問自答し続けることとなる。その結果記録の範囲は自ずと限定され、

概念化のプロセスに影響を与える。その方法の構成原理、「方法としての自己」を以下で述

べる。

(1)訓練された主観性

教師が子どもに人として関わり、さらに教育者として子どもに働きかけてゆく場合、そこ

には必ず西平(2001)の述べるように「観察者自身の主観的反応（感情的反応)」が含まれ

る。また「[観察者自身の主観的反応］を通してこそ生きた相手の観察は可能になる」03)と

もいえる。この「観察者の主観的反応」を「使いこなす」こと、そして使いこなすための力量、

これを教師の訓練された主観性と呼ぶことができる側。そうした教師の訓練された主観性は、

教師が長い間子どもを教え、観ることを通じて習得する技（教育的タクト）である。例えば、

｢子どもと関わる中で子どもから出て来た感情や反応を、教師は受け取りながらも、そのま

ま相手に返すのではなく、しばらく預かっておく、子どもが受けいれ易くなるまで待つ、あ

るいは保持する必要を認めた場合には保持しておく。そういう意味で［自分の感情との距離

のとり方］が大切である。脳)」

教師の訓練された主観性について、教育研究方法における「客観性」に関する再考を促す

ものとして、従来の研究方法と対比しておきたい。

社会科学的・人間科学的方法を用いた教育研究においては、量的な実証研究とともに、現

場でできうるかぎり子どもと教師、仲間との交流の様子を、客観化を目指して記録し、そ

のデータを分析するという質的な研究方法が用いられるようになってきている（例えば

LeCompte,1993;志水,1998)。また、いわゆるマイクロ・エスノグラフイーと呼ばれるフ

ィールドワーク研究は、現場のコンテクストとそこで生起している現象をできるだけ生け捕

りにするようにして詳細にフィールドメモにとり、そのフィールドメモを記憶がまだ新しい

うちにできる限りその日の内に、それが無理なら翌日に、フィールドノートとして保存する

ことが奨励されてきた06)。

しかし、筆者が日本語教師として子どもに関わる中で、子どもとの関係の「客観的」記述

に関して、教師が教師という生身の人間として子どものことを思い、教師という立場を含め

て観察しようとするとき、医者が患者を診た直後に診断記録を書くことが職業として重要で

あり、そうするべく訓練される必要があるようには、客観的になるべく訓練されえない部分

が常に存在すること、西平(2001)のことばでいえば、「観察者自身の主観的反応」がそこ

に必ず含まれるということ、そしてその部分を教師である観察者は重視することに意味があ

るのではないか、と考える。またそこに「教師ならでは」の教育研究として、人が誠心誠意

人とかかわり、そこで築かれる関係性も含めて記述するということに関して、「客観」的で

あることの限界を、教師の訓練された主観性によって子どもを観つづけ、時の経過を加味す
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ることによってさらに「経験の結晶化」⑰という強みに反転させる余地が生まれると考える

に到った。

(2)「経験」の結晶化を待つこと

教師が子どもとの関わりの中でその日におこったこと、いわゆる「体験」を自分と子ども

との関わりにおいて意味づけでき、現実としてそれを定位し記述するまでに到ること、それ

を「経験」として結晶化されると表現したい。この「経験の結晶化」を方法論的に読み解い

てゆくことで「教師であればこそ」できる研究方法へとつなげる手がかりとしたい。

その際、教師として子どもと関わりなおかつ観察者として子どもについての記録を取ろう

とするとき、まず従来のフィールドワーク研究の観点から方法上問題とされる点は、l)そ

の場でオン・タイムに生起する言動そのものを起こったこととして記述することが不可能で

あること、さらに、2）その日の内に、フイールドメモをもとに現場でおこったことを思い

出し、記録をとろうとするとき、自分を含め、子どもと子どもを巡る人々との間に起こった

ことを現実事象としてその日のうちに定位することがしばしば困難であること、があげられ

る。

教育現場で教師であると同時に、ヒューマン・インスツルメントとして自らが研究の道具

となって現場の息吹を汲み取り記録しようとすればするほど、教育現場で重要な登場人物と

して子どもと直接に関わる自分をある程度客体化する必要が生じる。その作業に関して、ヒ

ューマン・インスツルメントとしての教師がヒューマンであるがゆえに記述し、現象を定位

するということに対する心理的抵抗あるいは限界を認めた場合には、それを方法上の致命的

な欠点とするのではなく、そこに観察者の人間性をみとめた上で生きたインスツルメントと

してのよさに反転していく可能性、すなわち「経験の結晶化」を待つことによる記述の強み

を見出したいと考える。

こうして、教師が同時に観察者であることの条件を、時間という自然のふるいにかけるこ

とを容認すること、またその現象を文字による記録としてではなくとも、教師が様々な場面

である心に残ったエピソードを反謁し、さらに起こった関連の出来事を何度も体験すること

によって、子どもと教師の関係からつむぎ出された経験がひとつの記録に価するエピソード

として定位してよいと感じられるまでに結晶化されるのを待つことを提案したい｡｢経験の結

晶化」を待った上で、最後に文字化することを方法として採用することにより、「客観性」

の限界というマイナス要因をプラスの条件に反転させてゆくことができるであろう。その作

業を通じて、教師であり観察者であるということを長期的に可能ならしめ、現場のコンテク

ストに根ざした仮説生成と仮説検証を絶えず自分の中で繰り返しながら時間をかけて行うこ

とのできる学問研究が成立する可能性があるのである。

(3)「まなざし」から子どもを観ること

教師は子どもに、観察者としてどれだけ聞きたいことがあっても、子どもへの教育的意味

を配慮するとき、聞けないで禁欲しなければならないことが多い。また子どものプライバシ

ーに立ち入ってフィールドワークを行うということに関しても教師としての限度があり、研

究を目的とした観察者はどんなに知りたい、あるいは学問上明らかにしてみたいと考えるこ

とでも、教師としては子どもを外から「まなざす」ことによってしか子どもの日常を観るこ
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とができない、という方法上の限界に数多く直面する。このことは研究方法上も、教師とし

て徹底的に子どもと関わることを通して子どもを観続け、教師自身を含めた子どもの周囲の

人々、重要な他者による子どもへの「まなざし」を汲み取ることによってしか、子どもの内

におこっていることを推察する手立てが残されていない場合が多いことを意味する。したが

って、教師として自然に子どもに働きかける中で子どもから自然に出て来たことを記録する

ことと、それを補足する部分は、身近な他者の「まなざし」によって子どもをこう観たとい

うエピソードを収集することにより、説得性をもった研究にしてゆくことが必要になってく

る。

以上のことから、子どもの所在についての存立構造を明らかにするために、本稿では上述

した方法としての自己の原理を採用した。その結果、リト君にとって日本語教師としての関

わりの範囲内であると判断したこと以外は、リト君について研究上知りたい事、明らかにし

たいことを追い求めることを断念したことを以下で引用する記録の限界として断っておく。

4－l－2子どもとフィールドの概要

筆者が教師として関わったリト君（仮名）は、l99X年6月に来日し、フィリピンのマニ

ラ近郊の私立小学校から日本のX市立A小学校に、9月から学齢より一学年下の三年生に転

入した。母親はフィリピン人、継父は日本人であった。筆者が家庭訪問に参加したリト君五

年生のl99X年当時、リト君には三歳の妹がいた。母語はタガログ語であり、英語を理解し

たが、筆者とのやり取りはすべて日本語であった。

筆者はX市教育センターからの紹介を受け、リト君のボランティアの日本語教師として

A小学校に紹介された。クラスや学年の子ども、職員、A小学校のPTAの人々も筆者をリ

ト君の日本語の先生として受け入れてくれた。リト君の学校の教職員、管理職は筆者が研究

目的の大学院生の身分をもつことも知っていた。

筆者はl99X年1月から2年後の3月、リト君の小学校卒業の日まで日本語教師としてリ

ト君と関わった。

この時期リト君の学校には、リト君の他に日本語指導を必要とする中国籍の児童一名を含

む、外国にルーツをもつ子どもが五名在籍していた。ニューカマーの子どもが在籍する学校

や地域に関しては、「五人未満」の学校が日本の公立学校において八割を占めており、「五人

未満」の市町村が全体の過半数を占める（平成十六年度文部科学省調べ）といった少人数散

在の傾向にある。その中でA地域はニューカマーの子どもが比較的集中して居住する地域

にあった。

4－1－3費料

概念生成の手がかりとなった資料に関して、リト君の来日から最初の1年半までは、当

時リト君と係わったA小学校の先生方、関係者、派遣の日本語教師のT先生との交流による

メモに基づく。筆者が研究目的をかねた日本語のボランティア教師としてA小学校でリト君

を教え始めた来日一年数ヶ月後からリト君がA小学校を卒業するまでの期間は、リト君につ

いて授業の後記録したフィールドノートと、リト君、筆者、リト君と関わる学校関係者を中
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心に、筆者が機会を与えられるたびに出向き、ともに時を過ごし、その中で自然に出て来た

人と人との交流を通じて残されたメモに基づく。

4－2解釈と考察

4－2－0リト君のA地域における「居場所」

リト君の住んでいた場所は、歴史・自然地理に沿う形での学区を領域として発展してきた、

人びとが長い時間をかけて「共同生活」を育んできた、地縁的な人と人との関係性が密な地

域であった(A小学校創立X年記念印刷物)。

まず、A地域は、大正の初期に二つの小学校が合併してA尋常高等小学校が出来てから、

市町村の改変により町から市に編入され、さらに区となるという経緯はあるものの、l9X

X年に今日のA小学校と名前が改変され新校舎に移ってから、今日にいたるまで学区及び学

校は統廃合されずそのまま継承されていた。

またA地域は、鎌倉時代に北条氏の部下であったZ氏が名前をW氏と改めこの地域に移り

住んだ後、W姓を名乗る豪農時代の名残の家屋が学区内に多く残る地域であった。W姓のほ

かにもY姓も多く、同じ地域に子孫代代住む伝統のある地域であった。農業人口も多かった。

そして、A小学校のすぐ隣には、いわゆる昔の駄菓子屋わらわ屋さん（仮名）があり、リ

ト君はじめ子ども達が常にたむろしている溜まり場があり、先生方は気楽にそこにたむろし

ている子ども達に声をかける、といったところであった。

リト君のことをいつも気にかけてくれていた、リト君と三年間同学年を担当した先生方の

一人、S先生は、「リト君、わらわ屋さんの前で西条君（仮名）といるのをよく見かけるよ。

お小遣いはだれからもらっているのかしられ｡」などと報告してくれた。

A地域におけるクラスメートのお母さん達の援助は、また非常にきめ細かいものであった。

それを物語る記録として次のふたつがあげられる。

筆者がリト君の卒業式の日に偶然に、直接Wさんのお母さんから聞いたものである。クラ

スのWさんのお母さんは、リト君が四月から中学校へ進学する際、リト君にお古の制服を調

達してくれるという。自分の子どもは私立の女子中学に進学するにもかかわらず、学区内の

公立中学校へ進学するリト君の入学の準備をととのえてくれる人が誰もいない当時のリト君

に対し、進んで世話をしてくれるという。

また六年次の終わり、登校したものの、気分が悪くなって下校することに決めたリト君を、

その日取り出し授業を行うため来校していた筆者が自宅まで見送っていく途中に出会ったW

さんのお母さんは、当時リト君がフィリピンから来日していた母親の弟、リト君にとっては

おじさんとアパートで暮らしており、昼間は家で一人でいるリト君を気遣って、自分の家に

よって休んでもいいよ、と声をかけてくれた。

このように、古くからの地縁に基づいて形成されたA地域は、リト君にとって、人間関係

の密な空間であり、友人やA地域の人々と積極的交わりをもち、支えられることによって、

｢居場所」と呼べる空間の条件をそなえていたと推察される。

この地域で、リト君は道路でボールをけり、ときには危ないと注意されたり、ほかの子ど

もの機会を奪うほどあそびに興じるという報告をされたり等仲間とともにいきいきと遊ぶ様
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子がA小学校の先生方、管理職の先生、PTAのお母さん方から、筆者がリト君と関わった

期間に報告されない時期はなかった。

4－2－1生きがいとしての遊び

平安時代末期の歌謡集である梁塵秘抄には、「遊びせんとや生まれけむ、戯れせんとや

うまれけん、遊ぶ子どもの声聞けば我が身さへこそ動がるれ」（佐々木佐佐木信綱校訂，

1933,66頁）と謡われている。また神谷(1980,22頁）は、「…子供にとっては『あそび』

こそ全人格的な活動であり、真の仕事、すなわち天職なのであるから、そこで味わうよろこ

びこそ子供の最大の生きがい感であろう」と述べる。遊びが子どもにとって古来より現代に

いたるまで子どもの存在そのものをささえるもの、すなわち子どもの生きがいであることが

示唆されている。また霜山(1975,40-41頁）は「遊戯は過去を担い、未来を先取りするも

のではなく、こどもの存在様式にも似て、『現在的』である｡」と述べる。このように、遊び

は子どもにとって未来を予測するもの、あるいは過去を振り返えるものではなく、一瞬一瞬

の生の燃焼、すなわち子どもの存在そのものの表出であるといえる。

リト君の事例から、遊びがいかに子どもの存在そのものと結びついたものであったかを記

録を手がかりにして、以下で考察する。

彼を知るすべての人々、特に担任、学年の先生方、管理職の先生方、用務員さんから繰り

返し聞かれた次のせりふがそれを象徴している。

「今日も校庭にいたよ。一生懸命遊んでいたよ｡」

四年次の担任のH先生は、リト君はお父さんとの約束で、五時までは遊んでもいいといわ

れていて、時をおしんで遊んでいる、と話していた。また、リト君が、家庭の事情によりフ

ィリピンへ帰るかもしれないという事態になり、昼間の授業に出てこなくなった五年生の秋、

｢リト君は昼間学校を休んでも、放課後五年生の仲間と遊ぶために校庭へ姿を見せ、遊んで

いた」と当時の担任であったN先生は話してくれた。

筆者との関わりにおいては次のようなエピソードがある。

リト君の日本語の上達をふまえて、もはや日本語を取り出し授業で教えるより、授業はみ

んなと一緒に受けて放課後日本語を勉強したほうがいいと考え、そのことを四年次の最後の

取り出し授業の時にリト君に話したところ、放課後遊べなくなることがよほどつらかったら

しく、とうとう泣き出してしまったためにこの案は取りやめになった。それほどリト君にと

っての放課後の遊びは大事なものであった。

このように、リト君にとっての放課後の校庭での遊びは、「時間」と「空間」が制限され

た状態で営まれる、一回一回が子どもの生を燃焼させるという意味での、子どもの生きがい

(神谷,1980,22頁）といえる遊びである0棚。それは日本であってもフィリピンであっても

変わらない、またどんな状況においてもすべてを忘れて打ち込める、子どもの存在そのもの

と結びついた遊びである。

4－2－2「居がい」としての「遊び」

遊びは一瞬性を帯び、「日常生活」とは「別のもの」という意識に裏づけされたものであ
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る（ホイジンガ,1973,73頁）一方、元来そういう遊びであるもののうちに、一定の持続

性を持ち、目標が生まれ、自分の明確な役割が確認でき、帰属意識がもてるような集団によ

る「遊び」となるとき、「時間｣(ここでは未来への目標志向性および仲間との持続的関係性）

と「空間｣(｢居場所｣）軸に対してプロットされ、発展性をもつ「居がい」となるような「遊び」

になる。すなわち、今．ここにいるということがもはや偶発的な一過性のものではなく、こ

こにいたいという持続的な感情をともなう意志となり、それにより子どもがここという、今

生き生活する空間に対して「居がい」をもつこと、すなわち日本のAという場所にアイデン

ティフアイする、仲間とともに行う「遊び」が存在することが鍵となる。本稿でのリト君に

とっては少年野球となる。彼にとって、日本にいたい、居ることが喜びであると思えるには、

日本に居ることにより、心の底から好きなその遊びをやることで仲間と一緒にいると感じら

れ、自分がそこに所属していると思う意識が持て、自分を発揮できるものがある。それが彼

にとってはAという場所における少年野球チームでの活躍である。

五年次の家庭訪問の時にリト君の母親が語ったことによると、彼は本当に野球が好きで、

自分からさっさと準備をして野球の練習に出かけていくという。リト君の母親もまた、彼

のために、母親にまわってくるウォルフ（仮名）チームの世話係当番をやっていたことを、

PTAの英語サークルメンバーで近所に住む母親の一人が語ってくれた。

以下にあげる記録群は、リト君が少年野球チームで活躍することが、彼にとって日本での

｢居がい」をささえていたことを考察する手がかりとなる。

五年生の六月の中旬における筆者との会話である。

リト君「ランニングホームラン打ったよ｡」

筆者「すごい｣｢二番で？」

リト君「うん｣｢素振りを三十分して｡」

夏休みに入った七月下旬の筆者との会話である。

筆者「今何番｡」

リト君「三番」

筆者「セカンドだつけ｡」

リト君「センター｡」

筆者「すごいじゃない。走るの速いんだ｡」

リト君「(早く走れって）監督におこられてる｡」

この夏休みの会話が行われた頃を前後して（筆者は後に知ることになるのだが)、両親の

都合によりリト君は日本にいられること事態が危うくなった。リト君は父親の住むマンショ

ンを出て、来日していた母方のフィリピン人の祖母と暮らし始めていた、ということが九月

になって明らかになる。また父親（継父）からはフィリピンに帰ることを勧められていたと

いうことも後にわかった。フィリピンに帰ってしまうのか、このまま日本に居るのかを周囲

はとても心配して、はらはらしながら見守っていた。
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九月に入ると取り出し授業のとき、ずっと野球の話をして過ごすことが多くなった。また

授業が終わっても、入り口のところに立ち止まり、話したいことが多くて、急いでしやくる

ために日本語がブロークンになりながらも、いつまでたってもその場を去らずに野球の話を

続けるという行動がみられるようになった。そういう状況の中、リト君は十月中旬に行われ

た新人戦でウォルフチーム（仮名）の四番バッターでピッチャーとなった。

通常元気な頃は取り出し授業が終わるとそっけなくそそくさと自分の学級へ帰ってゆくの

だが、特にこの日は、新人戦でピッチャーとして活躍したことがよほど嬉しかったのか、自

分の野球チームでの活躍の話をし始めると、取り出し授業が終わって次が彼の好きな体育の

授業にもかかわらず、教室の入り口のところに立って野球の話を続けた｡｢先行して、勝って

て、ピッチャー交代して八点とられて、また（リト君が）出て、0点に抑えた」と一気に語

ってくれた。

九月から十一月にかけては、取り出し授業の中でも野球の話ばかりをして時を過ごした。

｢どこに行くの」と聞くと「日本に行く」というセンテンスを用いて、彼の内面の複雑さを

表現したこともあった。このころ通常の日本語学習は彼の中ではフィリピンへ帰るのか日本

にまだ居られるのかの瀬戸際の状況に置かれていた彼にとっては現実観がないものであった

のだろう。全く日本語学習に身が入らないばかりか心ここにあらずであったため、すべて日

本語を学習するときは野球に関連したものを用いた。プロ野球中継を見るための新聞の番組

表の見方、日本シリーズの特別号、月間スポーツなど野球の雑誌を教材として用いた。彼の

話を聞きながら、日本語の文章に直してゆくという作業を一緒に行った。

どんなに諺々とした顔つきで、まるで彼の心はもうフィリピンに帰ってしまったのだろう

か、と勝手に想像して心配するほど所在のない様子で取り出し授業の教室に入って来たとき

でも、野球の話しをすると途端にいきいきとして元気になり、とめどなく野球の試合の話を

した。例えば十一月の初旬の取り出し授業の折、「試合、勝った？」と聞くと、「でもおれ投

げなかった｡」という答えが返ってきた。この前の日曜日の試合いでは、二番目のピッチャ

ー（キャプテン）が投げたので、彼はピッチャーとして登板しなかったことがわかった。そ

して「オールスターズみたいな試合いが今度の土、日にある。でも（作文）書かなきゃなら

ないからいわない」と冗談まじりに語ってくれた。

「日本に居られるということ」の箇所で述べたように、ニューカマーの外国籍児童である

リト君にとっては、両親の問題から、「居場所」を突如家族との暮らしに求められなくなる、

空間的には彼が暮らす場所がもう家族の住むマンションにはない、という状況は、自分が日

本にいるという所在意識そのものがおびやかされる性質のものである。しかしながら、その

ような状況においてすらも、自らの「居がい」を、野球チームに所属し、そこで自分を発揮

するということによってかろうじて確認できていたことがその頃の記録からうかがわれる。

日本に来ることも、彼の日本での家族も学校も、彼が自分の意志で選んだものではない。

三年生の6月に来日し、A小学校に入学した頃は、三年次の担任で五年生でも担任となった

N先生が「遊ばないの｡」と聞いても、「遊ばない｡」と答え家でテレビばかり見て過ごして

いたという。しかし親友と呼べるような友達ができ、時を惜しんで仲間と毎日校庭で遊び、

唯一自分の意志で選んだ少年野球チームとそこでの活躍によって、彼が彼であり、今．ここ
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にいる意味を確認し、ここにいたいという気持ちをぎりぎりのところで保っていたであろう

ことは想像できる。

少年野球を日本の子どもの文化実践としての「遊び」としてとらえるならば、少年野球チ

ームに属しそこで活躍することにより、リト君は文化的アイデンティフィケーションと呼ぶ

ことができる帰属意識を、野球という「遊び」に対して、チームメイトと実践することを通

してもっていたと考えることができる。野球は、親の都合いかんで、二度、三度とフィリピ

ンに帰国するかもしれないという事態が持ち上がったときでも、リト君がその場所にいてや

りたいと思える文化実践であり、「居がい」を確認できるものであったことが上述の記録か

ら推測される。すなわち、リト君の所在感に関する危機を極限の状況で唯一支えることの出

来る、居場所が日本という場所においてもはやないといえる状況下においてすらも、文化的

にアイデンティファイできるものであったと考えることができる。

5総合考察と今後の課題

日本語教師として一人の子どもと数年間に渡ってかかわり、そのかかわりの「経験」と記

録を省察し解釈し、また省察するという繰り返し作業の中で、子どもが自分の意志いかんに

かかわらず、生きて生活を営むある空間から別の空間へ文化移動するとき、子どもがその移

動した場所に心から居たいと思えるようになるためには、その場所と結びついた他者との間

に相互に積極的な人間関係を築くことが重要であり、その上で、子どもが「自分はところを

得たり」、として自己を表現できる仲間と一緒にできる「遊び」が鍵をにぎっていることが

浮かび上がってきた。そこから次のようなひとつの見方を示すことができた。

「居がい」という構成概念は、ボルノウのいう「体験されている空間」と基調を同じくする、

本稿でいう「居場所」にささえられたものであり、神谷美恵子のいう「生きがい｣(註10を

参照）を持つとき生じる持続的感情を伴なう意志であり、その場にいたいと思うこと、すな

わちその場へのポジティブなアイデンティフィケーションであること。子どもが「居がい」

をもつためには、子どもにとって生の燃焼ともいえる、例えば放課後の校庭での遊びととも

に、時間の連続性、すなわち仲間やチームメイトとの持続的関係性と未来への目標志向性を

含む文化実践としての集団「遊び｣、本稿では少年野球が鍵をにぎっていることを論じた。

「居場所」と「居がい」概念の交わりと「居がい」概念独自の守備範囲については、どち

らの概念も心のよりどころとアイデンティティに関連した自分の空間的位置の掌握というニ

ュアンスを含んでいるが、本研究の論考からは、概念の構成条件として、客観的条件として

の空間に光をあてた場合には「居場所」概念の固有性が照らし出され、主体の場所への主観

的条件、言い換えるなら場所への実体験に基づくアイデンテイフイケーションにより光を当

てた場合には「居がい」概念の方が説明的広がりをもつということが明らかになった。

今後ニューカマーの子どものフィールドワークを通じて生成されたこの領域固有の知見が

広く子どもの「居がい」概念として汎用性をもつためには、従来の子どもの「居場所」研究

のコンテクストに戻して、二つの構成概念の重なりと違いを議論してゆく必要があると思わ

れる。
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本稿を子どもの教育人間学研究へと理論的に発展させてゆくためには、子どもの生の燃焼

としての現在性を帯びた「遊び」から子どもがアイデンティファイでき、持続性をもつ「遊

び」への質的変化を説明する論考、それに関する子どもの「空間」と「時間」意識について

の文献研究を深めてゆくことが必要である。

この問題を具体的に発展させてゆく手がかりとしては、子どもの身体体験としての自我

が、子どもの現在性とむすびついた遊びと密接な関係があると仮定するなら、今後子ども

の遊びの現在性と文化的にアイデンティファイできる生きがいともなりうる「遊び」との

関連を説明してゆくために、ウイニコット(1979,135-146頁;Winnicott,1971/2002,

pp.95-ll0)のいう自我と環境の中間的空間としての潜在空間という考え方が参考なる｡｢潜

在空間」の概念を子どもの現在性としての遊びから生きがいともなるアイデンテイファイで

きる「遊び」の間の橋渡しの役割として取り入れることで、自我の拡張領域と自我の外にあ

る他者との関係性により確立される自己掌握としてのアイデンティティをつなぐ「文化的意

味空間｣(箕浦,1990,14-17頁）という考えに発展できる可能性が出て来るからである。

註

(1)文部科学省の初等中等教育局国際課の「日本語指導が必要な外国人児童・生徒の受け入れ状況等

に関する調査（平成16年度)｣(2005年4月7日報道発表）によると、平成16年9月1日現在、

公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び盲・聾・養護学校に在籍する日本語指導が必

要な外国人児童生徒は19,678人であり前年度19,042人より3,3%増加している。

(2)199Xから2003年までの筆者のフィールドワークと聞き取り調査に基づく。本稿で出てくるリト

君もまた最初はいやだった、フィリピンに帰りたかった、と筆者に取出授業の折りに語ってくれた。

例えば、太田(2000,114頁）にもニューカマーの子どもの事例として来日する前の不安が語ら

れている。

(3)いわゆる「子どもらしい子ども」と当時の担任の先生も形容し筆者も同感した、常に元気いっぱい

で仲間と共に遊びに興じる子というのが、一貫したリト君のイメージであった。

(4)小島(2001,47-65頁）で論じられている「子どもの人間学とは何か」を参考にした。その結果教

育現場で、教師としての筆者とリト君という子どもとの関わりから生まれた子どもの所在について

の問いは「子どもの教育人間学」という学問分野の中で読み解くことが可能であると考えた。

(5)本稿においては、子どもが文化的自己アイデンティティとして、自分をフィリピン人であるか、日

本人であるかを問うものではない。あくまで、フィリピンから日本に空間移動した時に、日本に住

みたい、と思う主体の能動的な場所へのコミットメントの状態をさして「子どもがその場にアイデ

ンテイフアイする」と表現する。

(6)文化的アイデンテイフイケーションという表現に関しては、主体が絶えず構築し続ける能動的な同

一化のプロセスを説明するために用いられる傾向にある（例えば、Woodward,1997,pp､8-50)。

本稿では子どもが文化移動したその場にいたいと思うようになるその意味を明らかにするために、

文化的アイデンティフィケーションという表現を採用する。

(7)Miller,P.J.,and,Goodnow(1995,p6)において、文化実践は繰り返される活動である。またこの

活動は容易に集団のアイデンティティの一部になり、価値観、所属意識、コミュニティ内のアイデ

ンティティを発達させる、と述べる。筆者は本稿で、移り住んだ場所において仲間とともに行われ

る「持続的遊び」である少年野球を、文化実践のひとつとして取り上げる。
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⑧
⑨

1996年から2003年までの筆者のフィールドワーク及び聞き取り調査から。

以下はポルノウ(1994,16-17頁）よりの引用そのままである（原典はBollnow,1963,pp､17-19)。

lこの空間においては、なんらかの仕方でその空間のなかで体験している人間の居場所（原文で

は場所という意味をあらわすOrtということばが用いられている｡）を通して与えられている他に

優越する原点がある。

2一般に、「体験されている空間」は価値に対して中立な領域ではない。この空間は、生活の諸

関係をとおして人間に、より促進的にも、またより抑制的にも関係する。この空間は、促進的であ

れ抑制的であれ、いずれにしても人間の生活様式の場である。（原文では定義6）

3人間への具体的な関係からときはなされた現実が問題になるのではなく、人間にたいして現に

そこにある空間が問題なのであり、それと同時に、この空間にたいする人間の関係が問題なのであ

る。なぜならこの両者は、相互にけっして切りはなすべきではないからである。（原文では定義8）

｢生きがい」の特徴について、神谷(1980,79-81頁）では以下のように述べている。

l生きがいというものはひとに「生存充実感」を与える。

2生きがいは、生活を営んで行く上の実利実益とは必ずしも関係がない。一種の無駄、あるいは

ぜいたくともいえる一面がある。この角度から見れば、ホイジンガのいう「あそび」の性格を帯び

ているといえる。

3生きがい活動は「やりたいからやる」という自発性を持っている。

4生きがいというものは、まったく個性的なものである。それぞれのひとの内奥にあるほんとう

の自分にぴったりしたもの、その自分そのままの表現でなくてはならない。

5生きがいはそれを持つ人の心にひとつの価値体系をつくる性質をもっている。

6生きがいはひとがそのなかでのびのびと生きていけるようなそのひと独自の心の世界をつく

る。

ヒューマン・インスツルメントは自己をセンサーとしてその場の雰囲気や人と人との「あいだ」の

関係性を読み解く道具として自分自身を研究の道具として用いるという意味である。

例えば鯨岡峻(1998,pp.22-23;2005)、石井宏典(1995)が参考になる。

西平直(2001,213頁）

西平前論文213-225頁の臨床科学の方法論に関する論考にヒントを得た｡西平は臨床心理学の転移・

逆転移の考え方に基づき、「臨床家は、相手と接している時の自分の感情的反応を大切にする。自

らのそうした反応こそが、相手を観察するための重要な「道具」になる」と述べる。この臨床家を

教師として置き換えて、筆者が日本語教師として子どもに関わった経験に照らし合わせた上で考察

し、この西平の臨床科学の方法を援用している。

西平前論文225頁

箕浦康子(1999,53-54頁）

森有正(1976,173頁）で述べられている「経験」についての森の思索にこの「経験の結晶化」は

多くを負うている。

ここで述べられている子どもの生きがいは、註10に引用した自己実現の意味を含む「いきがい」

とは区別される。別宮貞徳(1984,246-252頁）において、遊びと神谷のいう「生きがい」（註

l0)が「本然の欲求」にしたがっておこなう何か、であるという点で実は深いところでつながって

いると論じている。本稿はこの別宮の考え方にも多くの思索的手がかりを得た。

00)

(11)

02）

03）

側

１
１
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６
７
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