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0.はじめに

1990年入管法の改正以来､愛知県では外国人住民の数が激増し､外国人登録者数は約 15万人(2001

午)となり､総人口の 2%以上をしめるまでになった｡愛知県では､特に､日系ブラジル人のしめる割

合がおおく､2001年には､韓国 ･朝鮮の外国人登録者数をうわまわった｡県内にはブラジル､ペルー

などの日系人が集住している団地がいくつかある｡そのひとつが豊田市北部に位置する保見団地であ

るOここには､外国人住民と日本人住民の相互理解のためのイベント開催､生活相談､医療相談､研

修会事業､日本語教室などの活動をおこなっている NPO法人保見ケ丘国際交流センターという団体が

ある｡筆者は､このセンターでボランティアとして活動している｡また､筆者は大学で日本語教員養

成課程を担当しているが､ボランティア活動で自分自身がえられた体験を学生自身にも経験してもら

いたいとおもい､日本語教室と日本語教育実習を連携させることをもくろんだ｡現在､日本語教育実

習生は地域の人々とともにこの教室の運営に参加している｡本稿では､外国人集住地域における日本

語教室の位置づげと役割､また､なぜ､地域と実習を連携させるようになったかをのべ､これからの

日本社会のニーズにこたえうる日本語教員養成というものを筆者がどうかんがえているかをのべたい0

1.保見ケ丘日本語教室をとりまく状況

1.1保見団地

保見団地は約 30年前に造成されたマンモス団地である｡県営､公団分譲､公団賃貸､一戸だての4

種類の住宅がある｡1990年の出入国管理法改正にともない､おおくの日系ブラジル人がこの団地のあ

らたな住民となった｡団地にすむ外国人住民は主に人材派遣業者や請負業者をとおして､ トヨタ関連

の企業ではたらいている｡以前は､住民総数 11,000名のうち､外国人住民 3,300名といわれていたが､

2002年 10月末現在､住民総数 9,400名のうち､外国人住民が3,600名 (ブラジル人 3,400名)をしめ

る｡日本人住民は減少傾向にあり､高齢化がすすんでいる｡団地内には4つの自治区 (町内会)があ

るが､自治区の組織率は年毎にひくくなってきているO-方､ブラジル人住民は微増していっている｡

団地に一歩はいると､ポル トガル語併記の公共標識が目にはいってくる｡また､団地内には､ブラ

ジル食材店､日常雑貨の店舗､ トラック販売車､ブラジル人学校がある｡

l.2 NPO法人保見ケ丘国際交流センター

1999年 ｢保見ヶ丘国際交流センター｣(2002年 12月 NPO法人設立､以下センター)が設立された｡

センタ-では､保見団地でおこっている様々な問題が単なることばの問題ではないことをふまえ､多

様な文化背景をもった人々がいっしょに気もちよくくらしていくために､｢保見ヶ丘日本語教室｣を核

として､まちづくりの視点から､幅ひろい活動をおこなっている｡
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1.3 外国人集住団地での異文化間コンフリクト

日本語教室は相談窓口としての役割もはたしており､教室にきたっいでに相談もしていくというよ

うに､気軽に利用できるようになっているO教室のある日曜日には様々な相談がもちこまれる｡その

内容は､日本人がことばの面で援助すれば解決できる問題から､社会システムにふみこんでくるもの

まである｡ことばに関するものとしては､たとえば､母子手帳にかいてある ｢ハイハイ｣とは何か?

という質問や､県営住宅の家賃値あげのおしらせにかいてある日本語がわからない､というようなも

のがあるC社会システムにかかわるものとしては､友達が仕事中けがをしたが､派遣業者が労災の手

っづきをとらず適用をうけられない､皆で抗議したくてもクビがこわくてできないとか､派遣業者が

社会保険の手つづきをとっていないので､国保に加入したいがどうしたらいいか､という相談がある｡

もうひとつ､とてもおおきな問題があるoそれは子どもの教育の問題であるO最近は不況で日本各

地を転々とするブラジjレ人もすくなくないOまた､日本で失業し､ブラジルにもどっても､一度日本

のお金を手にしてしまったら､なかなかブラジルに定着することができず､ふたたび～E3太にまいも

どってくるというケ-スもおおくあるOそういう親といっしょにあちこち移動する子どもは､教育の

場所がさだ 薫 ら ず､:Iとばも学力も身につかない ｡ そ して中 学 を な ん と か 卒業しても､就職もむずか

しい｡そのようなことから､子どもが明日のことをかんがえな(なっていくC別に r=ニ｣でがんば

らなくても､すぐ.別の場所に-jつるわけであ畠から､劣刀とか忍耐ということに儀値をみいだそ うど

はしないのであるo学校もいかず､仕事もせず､ぶらぶらとすごしている子どもが確実にふえている｡

これらの問題に対処すべく､外国人住民には彼ら独自のネットワ-夕があるが.それらは血縁を中

心にしており､､上記にあげた問題を解決するには十分でなく､E3本人住民の協力がぜひとも必要であ

る｡しかし､日本人住民は彼らのゴミのだし方がわるい や夜の騒音 串たむろしてこねいといったよう

な印象がまず最初にあり､ひややかな無関心といった態度をとっている場合がおおく､日本人住民の

協力がえられないのが現状である｡同時に､高齢化していっている日本人住民側からみても､快適で

安全な生活をおくるためには､地域の中でおたがいにサボ- トしあっていかなければならないのに､

外国人住民との協働体制づくりはなかなか困難である｡団地の中には､外国人専用棟をつくって､Ej

本人と分離させようという論が根づよくあるのも事実である｡このような状況をマスコミが何度もと

りあげている｡

2.保見ケ丘日本語教室の位置づけと役割

2.1 存在意義

1.3にあげた問題を解決するには､おたがいが接触し､コミュニケーションすることが必要である｡

まず､外国人住民に対する嫌悪感 ･恐怖感がとりのぞかれなければはじまらない｡たとえば､日本人

住民がセンターの日本語ボランティア活動やイベントに参加し､双方にコミュニケーションがうまれ､

外国人住民-の認識がすこしでもかわれば､苦情 ･嫌悪感 ｡恐怖感の解消につながる｡同時に､外国

人住民と日本人住民の間に個人ネットワークができはじめる｡そこから外国人住民と日本人住民の間

に気軽に言語の手だすけをしたり､生活習慣に関する相互理解がうまれたりして､言語 ･ルール ｡習

慣の問題解決の道がひらけていく｡さらに､個人の力やひとつの団体ではどうすることもできない社
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会システムの問題-の気づきがうまれ､これが今の問題をかかえた日本社会をすこしでもかえる力に

なりうるのだとかんがえる [図1 (土屋 ･米勢2003)参照]｡

すべての出発点は､日本人住民と外国人住民がコミュニケーションすることにあり､そのコミュニ

ケーションの場というのが､センターが提供する日本語教室なのである｡日本語教室活動は双方の住

民のコミュニケーション活動のために存在する｡保見団地の外国人住民は日本に永住することや 日本

で学位をとることを目的にしているわけではないので､日本語を学習する必要度はひくい｡しかも､

通勤は送迎のマイクロバス､買い物は団地内のブラジルショップ､職場でも地域でも仲間との会話は

ポル トガル語という環境なので､サバイバルのための日本語もあまり必要ない｡したがって､保見ヶ

丘日本語教室では外国人住民の日本語能力をたかくすることは直接の目標とはならない｡

2.2 日本語ボランティアの必要性とセンター内へのとりこみ

さて､保見ケ丘日本語教室はほとんどの学習者の母語がおなじであるので､ボランティアの参加が

すくないと､日本語でコミュニケ-ションをとる必然性がなくなってしまう｡ここには､日本人ボラ

ンティアの参加がなくてはならない｡そして､さらに重要なのは､一人でもおおくの日本人住民が教

室にボランティアとして参加 し､外国人住民としりあうことで､彼らに対する嫌悪感 ･恐怖感をなく

すということであるOできることなら､団地からブラジル人にでていってほしいとまでおもっている

日本人住民もいるのが現状という中で､そのような日本人をコミュニケーションの場にとりこむため

には､教室が日本人にとって安心して参加できる場所だとみとめられることである｡そのためには､

教室を主催するセンターが地域や行政に認知され､信頼をかちとることが不可欠である｡センターが

認知され､信頼されるようになれば､地域の人々がセンターの活動に参加 し､外国人住民とコミュニ

ケーションするようになるとかんがえている0

3.保見ケ丘日本語教室が機能するために

3.1 ネットワーク形成とネットワーカーの存在

2でのべたように､日本語教室の運営母体であるセンターが地域社会で認知されるためには､日本

の地域社会の中で､センターがネットワークを形成してこそ可能になるものである｡センター代表の

楓原和子氏は､ネットワーク形成の第一歩として､まず､自治区との連携に心をくだいた｡楓原氏は､

センター代表の他､子どもの支援 NPO法人の理事､自治区副区長､団地の校区にある保見中学校 pTA

役員およびボランティアティーチヤーをつとめている｡彼女のネットワーカーとしての活動､その交

渉 ･折衝 ･調整 (表参照､なお､表にはメイルや電話によるものをのぞき､直接接触のものをかぞえ

た)で､地域に影響力をもつ自治区との信頼関係が構築され､協働態勢がととのってきている｡ 自治

区との関係を基盤にセンターと様々な組織 (豊田市役所､豊田市国際交流協会､消防署､公団 g県営

事務所､団地内の学校､ブラジル食材店､スーパーマーケット)､および､それらの組織間のネットワ

ーク形成をすすめていっている [図2参照]｡

自治区との協働態勢は､地域社会の信頼をえ､同時に行政の評価をえることにつながっているoま

た､行政-のはたらきかけによって､経済支援がえられ､施策-の参加がすこしずつ可能になってき

たO地域の人々からは彼らがセンタ-の活動やブラジル人に対してどのように感 じているかのフィー
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ドバックや手ごたえが､これもすこしずつではあるが､かえってきている｡他の NPO団体に対するは

たらきかけおよび情報交換は､センターのみならず､各々の団体の活動がスム-スにすすむことにつ

ながる｡そして学校に対するはたらきかけは､深刻な子どもの問題-の解決の糸口となり､地域にひ

らかれた学校-とかわるきっかけをつくりだすOこのネットワークというものは動的なもので､完成

ということはなく､どんどん変化 していくものである｡ネットワークの形成､維持､さらに､発展し

ていってこそ､ネットワークが機能しているといえようDそして､それはセンタ-のためだけではな

く､ひいては地域の活性化につながっていくのであるOネットワークを機能させるためには､ネット

</㌔-L'Lp-/Clrこ7

3.2 いきたコミュニケ-ション活動

保見ケ丘日本語教室では､教室は日本語をおしえる場としてではなく､外国人住民と日永人住民が

いっしょに気もちよくくらしていくために住民双方が対等な立場で学習する相互学習の場 (山田

200i)としてとらえている｡したがって､教室形式も複数の学習者を前に一入の教授者が教壇にたつと

いうものではないO学習者の中にボランティアがはいり､ 2人または3人のグル-∧プになる｡)それら

のグル-プの前にたった進行役の指示にそって､学習者とボランティアが自分のことについてはなし

あうという形ですすめられる｡

教室は､実際のコミュニケ-ショ､ン′活動の場で あ り t.言語使周の ための練習の場で は な い O そ F)普

め､シラバスは話題中心の臼己表現シラバスが基本となり､場面会話 (店でL/i/ス トランで､病院で､

郵便局での会話など)の練習やゲ-ふ､ロー-]レプレイといったようなものはしないOこれらほもボラ

ンティアから学習者に情報が山方向にながれていくだけで､学習者とボランティアの対等性がたもて

ないとかんがえるからであるOボランティアは ｢おしえる_jことではなく､｢つたえる｣ことと ｢きく｣

ことが役割となる｡また､それは学習者の役割でもあるといえよう,相手のことをしりたい､私のこ

とをはなしたいという気もちが前提となり､｢つたえる｣ことと ｢きく｣ことが双方向でおこなわれて

いくことで､クラス内に真の対話がうまれる｡相手のことをLりたいとのおもいをもって､日本語で

コミュニケ-ションしていくことが､相互理解-とつながっていくのであるCそれと同時に､学習者

の日本語の習得にもつながっていくとかんがえる｡

4.日本語教育実習生の参加

以上のような日本語教室に､まず､筆者白身が参加し､ボランティア活動をおこなっていたDたと

えば､入門クラスのある日の教室では､今日何時に起きたか､昨日何時にねたか､朝ごほんは何をた

べたかなど､本当に身近な話題を簡単な文型をつかってったえあった｡そんなや りとりの中から､保

見団地のブラジル人労働者のおおくの勤務形態の実状をしることができた｡教室には､夜勤あけの人

や夜中に勤務をおえてすこしだけねむってやってきている人もいることをしった｡クラスに参加する

ことで､ブラジル人の日本の職場での様子やブラジルの日系人社会の生活､歴史､食文化などたくさ

んのことをしることができた｡同時に､｢私｣自身のこと一職場､出身地､日常生活など一についてった

えることができたOそういうや りとりをつみかさねていくうちに､学習者一人ひとりのこのみやかん

がえ方､生活 ｡学習スタイルにすこしずつふれることができたDこれは､まさに､文化庁が提言して
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いる ｢日本語教育とは､広い意味で､コミュニケーションそのものであり､教授者と学習者とが固定

的な関係ではなく､相互に学び､教え合う｣ということを実践しているのだと実感した｡そのような

中から信頼関係がうまれ､学習者も教室の後で､気軽に相談事もはなせるのである｡様々な相談から

日本社会の問題点がうきぼりになり､かんがえさせられることがおおい｡

そうしていくうちに､ボランティア活動でえられたおおくの興味ぶかい体験を授業で学生にったえ

るだけでなく､学生自身にもぜひ経験してもらいたいとおもい､ボランティア教室と日本語教育実習

を連携させることをかんがえるにいたったDセンターの代表をはじめスタッフ達に相談したところ､

｢一人でもおおくの人に実際に保見にきて､現状をみて､感じて､一緒にかんがえてもらいたいので､

実習の学生をうけいれたい｣といってくれた｡こういう経緯があって､センターの日本語教室を実習

の場所のひとつにさせてもらい､日本語教育実習生が参加することとなったのである｡

5.保見ケ丘日本語教室活動の実際

保見ヶ丘日本語教室は､公団第一集会所で､毎週日曜日､朝 10時から 12時までひらかれている｡

成人むけの入門､初級､甲上級クラスと子どもクラスの4つがある｡

クラス終了後にミーティングがある｡このミーティングには､ボランティアも学習者も参加 し､授

業報告や感想､保見ケ丘国際交流センターの活動についてのはなしあいをおこなう｡ここでは､授業

の反省ではなく､おたがいどんなことをはなしあったか､授業の中でどのような発見があったかを自

由に意見交換する｡ことばがわからないときは､ブラジル人スタッフや中上級クラスの学習者が通訳

をして､たすける｡ことば自体がわかっても､状況がよくわからない時は､理解した者が注釈をくわ

える｡それぞれが感じたことを皆で､共有することで､クラス内ではなしあったちょっとしたことで

も､外国人の雇用条件などの社会問題やブラジルと日本の相違点や類似点について ｢しる｣ことに発

展していく｡このふりかえりの時間は大切で､｢日本語クラスでは学習者とボランティアが相互学習を

している｣ということをあらためて認識する時間なのである｡このミーティングに､実習生が参加す

ることはとても重要である｡実習生は､ミイーティングは教室活動が円滑におこなわれるためになく

てほならないものであるということ､また､地域の日本語教室の活動は生活支援や日本社会-の視点

をもたざるをえないということをしることができる｡

6.日本語教育実習生の役割

実習生は主に成人クラスにボランティアまたは進行役としてはいる｡

教室では､学習者とボランティアが対等にコミュニケーションしなければならない｡ところが､実

習生はポル トガル語をしらないので､学習者のレベルにあったやさしくわかりやすい日本語をつかっ

て､ドリルのための会話ではなく､内容をともなった会話をしなければならない｡｢つたえたい｣こと

を ｢ったえ上 ｢ききたい｣ことを ｢きく｣という真の対話にむけて､試行錯誤がくりひろげられるO

実習生は頭の中で､学習者と対等とわかっていても､実現はなかなかむずかしい｡それは ｢おしえな

ければならない｣というおもいこみからきていると､実習生は1年間の実習をふりかえった後に､分

析している｡また､このおもいこみは自分がこれまでにうけてきた言語教育のスタイルや学習スタイ
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ルに起因していると彼らは気づくが､同時に､それを脱却することが如何に困難であるかということ

もしる｡

また､実習生がつとめる進行役は､クラス内で､話題の提示､話題に必要な語嚢と文型の導入､お

よび時間配分をすることがその役割であるOまず､話題の提示はテキス トをつかうことをせずに､自

分のことについてはなすことでおこなう｡次に､語嚢と文型の導入が的確におこなわれるためには､

構造シラバスがきちんと把握できていなければならない｡そして､いちばん大切なのは､学習者とボ

ランティアのコミュニケーションが活発におこなわれるように､双方をうながすことであるOかつ､

連行役自身も相互学習の場の参加者であることを自覚していrcEけれ妄言TvELJTh7'ueい｡

大学にもどってから､授業で､ブイ- ドバックをおこなう｡実習生は､参加した日本語教室につい

て報告し､教室での経験を実習生同士で共有する｡そして､かならず､実習授業の記録をのこすよう

にしている｡

以上のような役割の上に､さらに､実習生は地域の入府､つまり ｢学外｣の様々な世代の日本人と

協働 して活動していかなければならないミ〕日本語教室を核としてまちづくりをめざすセンタ-の活動

.L71-一存岩鼻♪1,.-才戸ち3,Al′ヽちGtrl･堂fFせ､蛮習度ごF,十七号′17-1,tス/爪で:,息､ス

冒】保見無塵発寒語教室にお摩る発寒語数育実 習 が め ざ音も蔚

保見 ヶ丘日永語教室でおこなっている実習では ､ 日本 語を お し え る ス キ ルを習得することに重点を･

おいていないOその離 別ま､外国人住民と日本人住民のコミュニケ-ションの場である教室での実習

をとおして､(i)言語習得 監教育に対する総合的な視野をもつ､ほ)コミュニケレション能力を養成す

る､(3)日本語を母語としない人々と- -緒にくらす地域社会､日本社会というものをあらためてみなお

すということにあるOそのために､まず､自分自身の学習スタイルをはじめとして､自分自身のもつ

文化背景をみつめなおし､その上で､様々な背景をもった学習者とどうむきあっていくかを具体的に

考察することを実習生に指導している｡そこには､教科書やあらかじめさだめられた枠というものは､

存在しないQすべて､実習生みずからが想像し､実践していくという能動的でかつ柔軟な姿勢がのぞ

まれる｡そもそも上下関係をうみだしやすい ｢教室｣という環境で､上下関係をこえて､学習者と対

等な立場で ｢ったえたい｣ことを ｢ったえ｣､｢ききたい｣ことを ｢きく｣という真の対話の実現にむ

けて､実習生はとりくんでいる｡
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図 1:

ネットワークのない状態 ヰ ネットワ-ク形成過程

図慧:ネットワ-夕形成

→ ネットワーク構築

音詩の手だすけ､相互理解,

言語;ル-ルぅ習慣の問題解決
苦情･嫌悪感巾恐怖感の解消､社会をかえる

秦:ネットワーカーの直接交渉･折衝･調整件数 (2001年度)
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