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1. はじめに
言語・空間・時間の移動が容易かつ頻繁に行なわれるようになった現在、「母

語話者」「外国語話者」「継承語話者」などといった既成のカテゴリーの定義が

曖昧になり、そのような括りを使用することの妥当性に疑問を呈する声も上がっ

ている。いわゆる「継承語教育」においては、近年、対象言語を使用する国や社

会にルーツを持ちながら、幼少期に習得を断念し、成人後に大学などで学ぼうと

する初級「継承語学習者」も増えており、従来の「継承語学習者」に対する理解

を超えるケースも多い。川上（2010）は、「ある条件下の子どもたちを特定の文
脈で取り上げて論じるために大人が作った限定的なくくり方」(p.3) や捉え方で
は、「現代の社会全体や言語教育のあり方を広く論じることはできない」(p.5) 
と述べ、子どもたち（学習者）の主体的で能動的な視点にたった「ことばの教育」

を構築していくことの重要性を説いている1。さらに、学習者が自身の言語能力

をどのように捉えるかという意識と実践者の言語能力観のずれは、「学習者の複

数言語能力の像を取り結ぶことを困難」(p.17) にし、人としての生き方、アイデ
ンティティの問題にも繋がるとしている。そこで今回、幼少期に日本語学習を断

念した日本にルーツを持ついわゆる「継承語学習者」がカナダ・モントリオール

という複数言語社会の中で、実際に大学生として日本語を学ぶ自分の言語能力を

どのように「自己評価」し、どのようにクラスや社会で「自己位置づけ」してい

るのかを調査・考察した。

2. 先行研究
「継承語学習者」対象の研究や調査は、すでにカナダ国内外で多く行われてい

る。言語運用能力・技能については、スイス・チーズのように思わぬところにあ

ちこち穴がある（Hornberger & Wang, 2008）、読み書き能力と口語能力の発達が
アンバランス（Kondo-Brown, 2010）、語彙知識や社会言語的ルールの知識が家
族や友人とのやりとりのような場面に限られている（Montrul, 2010; Sakamoto,
2006）などそのアンバランスさが議論の中心となっている。また、高等教育で
「継承語」を学ぶその学習動機については、「能力やアイデンティティの面で足

りないと感じている部分を補強するため」などとされている(Shinbo, 2004等)。

1	この考え方に基づき、以下継承語学習者ならびに外国語学習者という呼称は括弧付きで記述す
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しかし、評価やアイデンティティの研究では、近年、客観的なものだけでなく、

学習者自身の認識・位置づけの重要性も議論される傾向にある(Byrd Clark, 2009; 
Dressler, 2010等)。 
	

3.	 調査の概要 
3.1．調査地・調査の流れ・調査方法 
	 データは、カナダ東部のフランス語圏であるケベック州モントリオールに住む

成人初級「継承語学習者」7名を対象に、2011年 9~12月（Group 1）、2012年 1
〜5月（Group 2）の二回に分け、背景調査アンケート、日記、半構造化インタ
ビューを通して集めた。今回の調査では、そのうち大学の同じ初級日本語コース

を受講している、あるいは受講し終えた学生 3名のデータを使用、分析した。
データ収集には対話的アプローチ（Jones & Martin-Jones, 2000; Kvale & Brinkmann, 
2009など）を使用した。振り返りの時間確保、ラポール形成のため、2回の半構
造化インタビューの間に週一回ミーティングを行い、思い出した事や気づきを交

換日記形式で Online documentに記録してもらった。インタビューデータは文字
化し、日記データと共に「言語能力の自己評価」「社会やクラス内での自己位置

づけ」に関わる部分を書き出し分類・分析した。その後、1）日本語学習の中で
自身の日本語能力をどのように評価しているのか、2）学習者としての自分をど
のように理解・位置づけようとしているのか	という視点から考察した。	

3.2．調査協力者 
	 調査協力者は、データ収集当時現地の大学で初級日本語コースを受講していた、

あるいは受講し終えた成人「継承語学習者」3名で、3名とも幼少期に日本語学
習を断念しており、家庭での日本語使用は単語や短いフレーズ、あるいは聴解の

みと狭い範囲に限られている（表 1）。	
	

表 1	 調査協力者の背景	

(仮名) 
年*	 性 

家族背景 言語 
家庭 

言語 
教育 

言語 
学習 

日本語学習歴 

Shun 
20	 男 
Group 1 

父	 日本人 
母	 仏系加人 

英＋日 
（語句） 

仏語

→英 
仏語 大学(初級・8か月) 

Natsuo 
23	 男 
Group 2 

父	 日系 2世 
母	 伊系加人 

英語 
仏語 

英語

仏語 
仏語 
西語 

大学(初級・8か月) 

Meg 
20	 女 
Group 2 

父	 日本人(故) 
母	 日本人 

英＋日 
（聴解） 

英語 仏語 カナダ英語圏補習校(小 1～3） 
大学(初級・8か月) 

*データ収集時の年齢	
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4．結果と考察 
4.1．日本語能力の自己評価 
総合的な日本語能力については、データ収集の最初は、3人とも異口同音に
「他のクラスメートと同じである」「普通」と答えている。しかし、インタビュ

ーが進むにつれ、インタビューや日記の中で自身の日本語能力、あるいはクラス

メートと違うと感じる点について具体的に語られるようになってきた。そこで特

に強調されていたのは、語彙習得に関わること、読書・読みに関わることである。 
 

4.1.1．語彙習得 
	 調査協力者 3人の振り返りの中で最も多く語られたのは、語彙習得や語彙学習

に関わることである。得意か不得意かという違いはあるが、3人とも他のクラス

メートの語彙（学習）能力と自身の語彙（学習）能力との間に違いがあると感じ

ていることがわかった。短いフレーズや語句ではあるが家庭内で多少日本語を使

う Shunさんと、全く話さないが家庭内で日本語を聞いているMegさんは、クラ
ス内で言葉を聞いた時に聞いたことがある、知っていると思い出すことがあり、

「他の人が知らない alternative wordsや語用のルールなどを知っている」(Meg，
インタビュー1回目・2012年 2月 1日) ので、「語彙（学習）は楽しく」（Shun，
インタビュー1回目・2011年 9月 29日）、「外国語学習者」であるクラスメー
トよりも早く言葉が覚えられると思うと答えている。Megさんは、alternative 
words とは「例えば、授業で習う『学生』とは別の『生徒』という言葉」であり、
クラスメートが知らない語用のルールとは「例えば、『親切な』という言葉を犬

などには使えないということ」であると説明している。	

	 一方、日系二世の父親とイタリア系カナダ人の母親を持ち、家庭内でほとんど

日本語を使用しないという Natsuoさんは、逆に他のクラスメートよりも語彙
（学習）で劣る、あるいは躓いていると感じていた。「覚えるべき語彙が多すぎ

て大変。聞いたことのあるものはあるが、意味は全くわからない」（Natsuo, イ
ンタビュー1回目・2012年 1月 31日）としている。	
	

Vocabulary is just so much. I recognize words for example you say and but I cannot find 
what they mean, so that’s hard for me. Being able to repeat it back to you because I heard 
of it before. I was like “oh, I know that word!” but like “what does it mean? I don’t know 
what it means but I know that I’ve read it like 100 times and I have seen it and I know 
how to spell it.	 （Natsuo, インタビュー1回目・2012年 1月 31日） 
	

	 また、3人に共通するものとしては、いわゆる「外国語学習者」であるクラス

メートと比べ、文化概念的な知識を含む語彙あるいはその概念的知識を感覚とし

て知っているということが挙げられる。インタビューや日記の中で明確に発言、

語られたものではないが、日本で生まれ育った「母語話者」である調査者に対し

て、3人とも繰り返しそういった語彙の裏にある概念的なものを共有、確認しよ

うとする様子が見られた。例えば Natsuoさんは、日本人の祖母がイタリア系カ
ナダ人の母親を「Hakujin」と呼んでいた時の雰囲気から、その言葉の裏にある
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否定的な意味を知っており、それを使うことは「失礼だよね？」と調査者に同意

を求めている。また、「Hakujin」は単に「Caucasian」を表すものではなく、い
わゆる「White guy/Black guy」というような軽く、相手を蔑む時にも使われるも
のに相当すると理解している様子であった。Megさんは、日系移民である自分
の父親（故人）について話す時、「Kawarimono」という言葉を使っており、そ
れについて詳しく尋ねた調査者に、同じく日系移民である母親やその友人から聞

いた「カナダに移民している日本人は、ほとんどが日本社会にうまく馴染めない

『Kawarimono』や日本が好きではない人たち」という話をし、「そうじゃない
の？」と確認を行っている。一方、Shunさんは日本の地名や特別な食べ物の名
前など固有名詞をあげ、そこに感じるノスタルジーについて語っている。	

	

4.1.2．読書・読む活動 
	 読書・読む活動に関わる能力についてもインタビューや日記の中で多く語られ

ている。3人とも日本語の本や文章を読むことに対する興味・関心が強く、読む

能力が一番上達させたい部分であるとしている。これは、データ収集の際にラポ

ート形成、日本語（学習・使用）に関する記憶喚起のために多読用図書によるフ

リーリーディング2を行ったことの影響とも考えられるが、この活動は個人の意

思に委ね、読みたい人には本を貸し出すというスタンスでおこなっており、調査

協力者の中に元々「読みたい」という意思や希望があったのではないかと考える。	

	 3 人とも多読用図書に限らず、日本語のフレーズや文章の意味が理解できた時、

またそれを家族や友達など周囲の人に披露できた時の満足感、スムーズに思うよ

うなスピードで読めない時の苛立ちについて語っている。NatsuoさんもMegさ
んも、モントリオールの和食レストランで日本語のメニューが読めた時や日本の

食料品のラベルに書いてある原材料が理解できた時に自分の日本語が上達したこ

とを実感し、とても嬉しかったと述べている。Natsuoさんは、家族の前で教科
書の文章や多読用図書を読み、意味を説明できた時にも、日系二世の父親より

「できる」自分を感じ、誇らしかったようである。そして、3人とも読むスピー

ドが遅いことが気になる、もっとスムーズに読めるようになりたいと話している。

Shunさんはそういった躓きから思うことを以下のようにまとめている。	
	

I’m realized that just how much I want to read even more and how much I want to get 
good at it because it’s kind of, I got frustrated sometimes when I wasn’t able to finish a 
book quickly.（Shun, インタビュー2回目・2011年 12月 21日） 
 
これらの発言やエピソードから今回の調査協力者 3人にとっては、「読む」「書
かれていることを理解する」ということがいかに重要と捉えられ、「足りない」

と感じられているかがわかる。 
 
 

																																																								
2	読みたいものを読みたい時に自分のペースで自由に読むこと。	
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4.2．日本語学習者としての自己理解・位置づけ 
調査課題の 2点目、日本語学習者としての自己理解・位置づけについても今回の
調査協力者 3人には共通する面が見られた。日本語学習を考えるときに、日本に
ルーツを持っていること、「日本人」であることを強く意識しており、「外国語

学習者」であるクラスメートとはある一定の距離を置いている様子が伺われた。 
 
4.2.1．「外国語学習者」との距離 
調査協力者 3人がクラスメートとの間に保っている距離は、クラス外の見知ら
ぬ「外国語学習者」との間にもあるようであった。Shunさんは、自分は「Half
だからもっとできなければならないはずで韓国人のクラスメートが自分よりもず

っとよく日本語ができると恥ずかしいと感じる」と述べ、自分と同じような環境

にある「継承語学習者」の別クラスがあれば、その人たちと共有するものがあり、

授業外でも交流できていいだろうなと思うとしている。この発言は、現実ではク

ラスメートと何かを共有したり、授業外で交流したりすることがあまりないとい

うことを意味しているのではないだろうか。また、Natsuoさんは、自分の日本
人」や「日本」に対する見方には日系の家族である祖父母や父親から受け継いだ

もの（影響）があり、「外国語学習者」とは少し違うと述べ、外国人が日本語の

言葉をその意味や裏にある文化をきちんと学習せずに使用することは「バカらし

く」そのような無知な「white guy (Hakujin)」のようにはなりたくないと語って
いる。他の日本にルーツを持たない「外国語学習者」に対し、その人たちが頑張

っても手に入れられないものを自分は元から持っているといった優位性を感じて

いるようであった。 
 

I found out that the guy is actually just a white guy and he is just like absolutely obsessed 
by Japanese language and characters. But he is unaware of what it means…I just don’t 
want to be ignorant like that guy. [……] (If it’s a Japanese person, it’s ok) the Japanese 
person is saying like “I am a foreigner in a foreign place and my language  is foreign.”	
（Natsuo, インタビュー6回目・2012年 3月 26日） 
	

	 Megさんは、自分はクラス内では特別な役割もなく静かで普通の学生である
としつつも、クラスメートは自分の知らない言葉などは使わないから安心である

と述べ、クラスメートたちの文法的な間違いなどに気がついてもコメントしない

ようしているなど、違いがわからないようにクラスメートたちとはやや距離を置

いている様子であった。違いを感じながらも、その違いや距離を心地よいものと

捉え、クラスを安全な場所と考えているようでもあった。また、Natsuoさん同
様、「外国人」あるいは「外国語学習者」が日本語の言葉の意味を知らずにその

言葉を使用することに抵抗を感じており、クラス内ではそれが起こりにくいとい

う意味でもMegさんにとってクラスは安心できる場所であったのではないだろ
うか。Megさんは、クラスでは傍観者的な学習者として自分を認識・位置づけ
していたようである。	
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4.2.2．日本語能力の自己評価基準とゴール 
	 クラス内外の「外国語学習者」とは違いを感じ、ある一定の距離を置いている

調査協力者たちは何を目指し、何を基準に自身の能力を評価したり、日本語を学

んだりしているのであろうか。日本語学習について話すとき、3人の会話や日記

の中には、度々「日本語母語話者」や「日本人」が登場している。Megさんが
羨ましく、また憧れているのは、モントリオール内で見かけるマルチリンガルや

東アジア研究専攻のバイリンガルの学生たちであり、いつかそんな風になりたい

と話している。そして、日本語能力について話す際にMegさんが挙げる例は、
常に同じ日本人移民家庭の子女や日本で生まれ育ち日本語を「母語」とするバン

グラディシュ人の友人であり、日本語のクラスのクラスメートについては、クラ

ス内で誰ができるかできないか、どんなポジションにいるかというようなことは

考えたことがないとしている。これは、クラスはMegさんにとって comfortable 
zone ではあるが、「外国語学習者」であるクラスメートたちは自己評価の基準、
競い合う仲間とは認識されておらず、「母語話者」や「バイリンガル」が基準や

ゴールとなっていることを表しているのではないだろうか。Shunさんもまた、
「外国語学習者」であるクラスメートたちをいい人たちで親切などとしながらも、

学習の上での仲間や競争相手とは捉えておらず、あくまでも言語能力レベルが同

等である場合に限るが、「継承語学習者」用のクラスがあれば、そちらの方が語

彙学習などの面でもっと効率的に学び合うことができるのではないかと述べてい

る。また、仲間という意味では、自身が 3歳まで日本で育ったこともあり、日本

で生まれ育った人たちのグループを一つのコミュニティーと認識し、自身もその

コミュニティーのメンバーと考えている。	

	

Hearing people speak Japanese makes me feel at home and as if I’m a part of a larger 
community. […] Despite me not being able to speak Japanese that well or know that 
much about Japanese history, I still feel very Japanese and attached to Japanese culture 
even though to Japanese, I probably don’t seem Japanese to them at all.  
（Shun, 日記・2011年 12月 5日） 
	

	 一方、Megさんや Shunさんと異なり、クラス内で学習の遅れを感じている
Natsuoさんは、中国人のクラスメートは漢字や語彙の面で得をしているとし、
クラス内での学習は「real learning」ではない、早くコースを終えて外に出て
「real learning」がしたいと述べている。また、自分は確実に上達していると感
じているのにそれが現在のテストなどの評価方法では結果に現れないことにスト

レスを感じているといらだたしげに繰り返し話している。Natsuoさんの思い描
く日本語能力とクラスで測られるものとの間にギャップがあることが分かる。但

し、Natsuoさんと Shunさんのイメージする「学習」というものや日本語能力に
も違いがあることも明らかになった。Natsuoさんのいうクラスの外の「real 
learning」に対し、Shunさんはフォーマルなクラス内の学習を	「real learning」
という言葉で表し、言語習得には	「real learning」	が必要であり、これまでの
家庭での日本語接触や使用はそれにはあたらないと述べている。日本にルーツを
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持つ「継承語学習者」の二人の間にも学習観や能力観に違いがあり、「外国語学

習者」であるクラスメートたちとは一線を引いている、「日本・日本人」との繋

がりを強く意識しているという点は共通しているものの、過去の言語接触背景の

違いなどから目指すものや自己評価基準は異なると思われる。Megさんや Shun
さんもクラス内の評価にはさほど重きを置いていないが、現実的な問題としてテ

ストが高得点であるなどクラス内評価で肯定的な結果を得ており、Natsuoさん
ほど明確にクラス内で目指すものと自身の目指すものとのギャップを意識してい

ないようである。自分の中で受け入れられる範囲のギャップであると考えられる。	
 
5．まとめと今後の展望 
 	  今回の調査を通し、成人初級「継承語学習者」の中には自己評価や自身の目
指すものと実際のクラス内での評価との間にギャップを感じている学習者がいる

ことが明らかになった。実際の評価で肯定的な結果を受けている学習者、いわゆ

る良い成績が取れる学習者であった場合、そのギャップは比較的受け入れやすく、

ダブルスタンダードのような形で、クラス内の学習を自分の包括的な日本語学習

あるいは日本語接触・使用からは切り離して考えているようである。一方、授業

についていくのが難しく、実際の評価で高い評価が得られない学習者は、自己評

価や自分が目指すものとクラスで求められるものとのギャップを容易には受け入

れられず、「上達していると感じるし、クラスメートや他の学習者より優位で努

力もしているのになぜ結果に表れないのか」と不安感を持ち、ストレスを抱えて

いることがわかった。 
	 この状況は、川上（2010）で言及されている「学習者が自らの言語能力をどの
ように捉えるかという意識と実践者の言語能力観にはズレ」（p.17）があるとい
う点と合致する。川上（2010）は、複数言語環境で育つ子どもの成長過程での
「ことばの学び」について、「授業実践者がその言語の母語話者の言語能力を

『規範』あるいは『到達目標』として想定し、それを基準に子ども一人ひとりの

個の複数言語能力を『評価』する言語教育は見直されなければならない」（p.19）
と述べている。そしてさらに、個々の実践は学習者と実践者双方の動態性の上に

成り立つ相互作用的関係の中で創発されるものであり、複数言語能力はどこかに

書いてある言語能力ではなく、実践の中で学習者と実践者の間で共に追究、構築

されていくもの、これからの子どものことばの教育が目指すのは、個にとって意

味のある「主観的な日本語能力」であり、自分が思うことと他者が思うことによ

って形成される意識であるアイデンティティと平衡する「ことばの力」であるべ

きとしている。これらは、成長過程の子どもの言語教育の視点からの提言である

が、今回の調査で見られた学習者の自己評価とクラス内評価のギャップや学習者

が「外国語学習者」との間に意識的にとっている距離から考えると、将来のキャ

リアや社会の中でひとりの人間としてどのように生きていくかということを考え、

これから日本語学習を始めようとする青年期（大学生）の初級「継承語学習者」

の言語学習や言語能力にも当てはまるように思われる。単に具体的な評価方法を

変えていくのではなく、学習集団づくりや学習者一人ひとりの目指す「ことばの

力」について再考し、実践そのものを見直していく必要があるのではないだろう
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か。例えば、今回の調査で調査協力者たちが特に「外国語学習者」であるクラス

メートたちとの間に違いを感じた語彙学習のあり方（学ぶべき語彙を学習者が主

体的にどう選んでいけるのか、すでにある言葉の奥にある文化的概念の知識を学

習者がどうクラス内の活動で生かしていけるのかなど）を見直したり、「読める

ようになりたい」という希望に沿った読む力を育てる試みを取り入れたりするこ

とは可能ではないだろうか。

研究・調査の面では、今後「継承語学習者」という括りの中だけでなく、「サ

ードカルチャーキッズ」（ポロック＆ヴァン・リーケン，2010）や帰国子女など
とともに、広く複数言語環境で育つあるいは育った記憶や経験のある学習者の成

長過程で起こってくる「ことばの学び」にまつわる不安感・葛藤といったものに

ついて考えていきたい。
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