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８．結果と考察
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０．研究のきっかけータイでの勤務経験よりー

２．問題の出発点

６．研究の目的

日本国内における外国ルーツ 海外における日本ルーツ
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

・「英語は世界で最も強力な国際語であ
り、政治的、経済的、文化的に非常に有
用度が高い。＜中略＞英語塾に行って
いるとか、英検Jr.の結果がどうだったか
ということは、格好のいいことだと子ども
の世界でも思われるに違いない。」（中
島2016）

ブラジルにおける日系ブラジル人
「ポジティブ・マイノリティ」（関口2003）

オーストラリアにおける日本ルーツ
「Cool,かっこいいこと」（トムソン木下2013）

カナダ＝「多文化主義法」（中島2016）

ネ
ガ
テ
ィ
ブ

・日系ブラジル人「弱いネガティブ・マイノ
リティ」（関口2003）

・Japanese Filipino Children「特定のネガ
ティブなステレオタイプ」（Uchio2015、
小ヶ谷2016⇒西洋系ハーフとの差を感じる）

タイにおける「日本」、
タイにおける「日タイダ

ブル」はどうか

まだあまり注目されていない国外の「日本にルーツを持つ若者」を対象とす
ることで、彼らの実態をより把握できる

１．研究の意義

７．調査・分析概要

調査方法
第1回（2016.3～5)：ライフストーリーインタビュー(桜井・小林2005)
第2回（2016.7～8）：半構造化インタビュー

協力者
タイ・X大学に在籍する日本にルーツを持つ学生5名
※第2回調査（2016年8月）時点で卒業した者も含む

関係性 教師と学生（2年間を通してラポールが形成されている）

使用言語 日本語、タイ語（タイ語母語話者の協力を得て翻訳）

調査時間 協力者1名（1～3時間（第1回調査）＋2～3時間（第2回調査））×5人

分析対象 文字化したデータ、フィールドノーツ、フォローアップのLINEメッセージ

分析方法
コーディング⇒イメージに関する語りを抽出⇒5名分相互に比較
⇒2名に注目⇒語られた出来事を通時的に並べ直す⇒影響を探る

当事者（日本にルーツを持つ子どもとして成
長した若者）の語りを通して考察を試みる

４．タイにおける「日本」 外務省(2013)「ASEAN７カ国における対日世論調査」

1．技術的に進んだ国 80%

2．自然の景色が美しい国 67%

3．豊かな文化の国 60%

4．経済的に進んだ国 58%

5．アニメ、ファッション、料理、その他の現代
文化を世界中へ発信し広げる国

55%

タイでは一般的に
「日本」を肯定的に
価値づけている

と言える

うらやましがられるんじゃないすか

外国人ヨーロッパの人だったら、見
た目強そうじゃないですか。だけどー日本はちょっ
と弱そうな感じだからいじめやすいかなって感じ。

イメージへの影響①日本語名を揶揄された経験
1T198：でーそこはー、いじめられた人はー・・自分。
1＊199：えっいじめられたの？
1T200：そうそうそう。
1＊201：どんなふうに？何が原因でいじめられたの？
1T202：名前。

自己評価 聞く 読む やりとり 表現 書く

タイ語 C1～C2 B2 C2 C1 B2

日本語 B2～C1 A2 B1～B2 B2 B2

自己評価 聞く 読む やりとり 表現 書く

タイ語 C2 C2 C2 C2 C2

日本語 B1 B1 B2 B2 B1

将来の選択ー日本へ
2＊1611：じゃあ、このままずっと日本に住んでいきたい？
2T1612：はい。
2＊1613：タイには戻らない？
2T1614：遊びはあるかもしれない。だけど、こっちで生きていきたいです。

中島（2016）より

バイリンガルの発達には、社会におけるL1とL2の力関係が影響している。
（Landry&Allard,1992)

社会的劣位にある言語の学習には、それが親の母語であっても、家庭言
語であっても、子どもの興味を引かないのが自然の流れである。＜中略＞
社会一般の低い価値付けを内面化して、自ら継承語・継承文化から遠ざけ
ていく傾向がある。（中島2016）

①2014～2016年、タイ・X大学勤務
②日本語学科に大勢の日本にルーツを持つ学生（各学年に2～5名、約3～

10％在籍）

３．先行研究

５．理論的基盤

「EV（言語集団のバイタリティ）に対する理解／
態度」とは、子どもが自分の属する言語集団
（L1)に対してどう思うか、また学習することばの
言語集団（L2)に対してどう思うか、どのような態
度をとるか、ということである。実際にその言語
がどのくらいのバイタリティがあるかということと、
子どもがどうそれを捉えるかは、別の問題と考
えている。（中島2016）

ランドレイとアラード（1992）
「巨視的モデル」

日本に肯定的なイメージを持っているタイに生きる
日本にルーツを持つ子ども自身は、
社会からどのようなイメージを持たれていると
思っているのか。

では、本人たちは
どう捉えているのか
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結論①ランドレイとアラード（1992）が示唆する通り、当事者た
ちは言語集団のバイタリティの影響を必ずしも受けると
は限らない。捉え方は当事者次第である。
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イメージへの影響①日本語が話せることは称賛される
2E419：日本語できれば得だから。かっこいいから。
2＊420：かっこいいから？
2E421：ちっちゃい頃から、タイの子が日本語聞いた時に、「かっこいいなー」っ

て言ってたんで。

母親に親戚に
預けられる

月に一度の帰宅義務

母親と母親の新恋
人と3人暮らし

年に1度以上日本へアイドルオタク活動に。
父親の元に短期滞在。

イメージへの影響②他者からの容姿の否定的な評価
2＊875：タイと日本のハーフだっていうのは、かっこいいねってならないの？
2T876：ない。ない。たぶん顔が女の子みたいな感じって言われたから。
2＊877：それはさーかっこいいっていう意味でしょ？
2T878：かっこいいではない。タイでは。

将来の選択ータイへ
1＊965：これから卒業して、これからどうしていく？
1E966：まあ一応日本に行って、父親に？会いに行って。
1＊967：それはもう言ってあるの？
1E968：はい。でー行ってー、バイトとかしてー、卒業式に戻ってき

て、それからー、タイで仕事するかーとか色々それから考
えるつもりです。

同学年に日タイダブ
ルが一人いた

転出入が多い
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イメージへの影響②環境要因
エミは一度も「ルーツ」を他者に揶揄された
経験がない。・・・学校内で一人だけ「異質」
だったことがないからか。

タイにおいて「日タイダブル」の
イメージは否定的だと捉えたこ
とが一因となり、別の世界への
新たな可能性を求めたのでは。

タイ語が自信のあることば。
日本語は「2T1289：まだ。今はまだ。」と前向きに評価している。

言語能力の自己評価の結果トシもエミもタイ語をより高く評価した
が、自信のある言語の国で生きていこうとするわけではないことが
窺える。

結論②社会から付与されていると考
える自身のイメージは、他者
からどのように評価されたか、
その経験による。

結論③タイにおける「日タイダブル」としての
自身のイメージは、将来の居住国選択
にも影響を及ぼしている可能性がある。

タイ語が相対的に高評価。
日本語の読む力に苦手意識が見られる。

今後の課題
・イメージの変化を探る
・両親、周囲の人間の影響を探る
・他の事例も追う

羨望の対象
相対的弱者

同学年に日タイダブ
ルが三人いた


