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外国人児童の母語保持・育成に関わる要因
　　　　　　　　　一会話カテストの結果から一

朱　睨淑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　日本語を母語としない外国人児童にとって、母語の保持・育成は情緒的安定だけでなく日本語の発達などにも重要であ

るという側面から母語保持・育成の大切さが強調されている。このような中で、母語の保持・育成にかかわる要因は何かに

関して、社会的・文化的・心理的要因など様々な要因が取り上げられている。本稿では大きく個人要因と環境要因に分け、

個人要因の中から入国年齢を、環境要因から滞在年数と家庭を中心に行われている保持・育成のための努力を取り上げ、

三つの要因の中でどれがいちばん母語力に影響を与えるかを検証した。韓国人児童27名を対象に母語力テストを行うと

同時に、対象児童の基本属性・家庭環境・母語保持・育成のためどのような努力をしているか質問紙調査を行い、分析し

た。その結果、母語保持・育成のために家庭で行われている様々な努力がもっとも母語力と関係があることが分かった。

二言語環境にいる児童において、入国年齢や滞在年数のように自分の意思と関係なく与えられた状況による母語喪失は、

児童と親の意志による母言酎呆持・育成努力によって克服できることが確認できた。

【キーワード】外国人児童、　母語力への影響要因、　滞在年数、　入国年齢、　母謝呆持・育成努力

1．はじめに

　日本語を母語としない、日本滞在の外国人児童生

徒を対象とする日本語教育において、母語保持・育

成の重要性が注目されるようになった。日本で生活

する彼らにとって、どうして母語保持・育成が必要

かは、石井（2001）による母語教育の目的から読み取

ることができる。石井は母語教室の実践から母語教

育の目的を、①民族のアイデンティティ　②情緒的

安定　③親子のコミュニケーション　④バイリンガ

ル育成　⑤帰国後の準備　⑥母語による学力保障、

と整理した。

　しかし家庭の外はほとんど日本語環境という状

況で母語を保持・育成することは、容易なことでは

ない。その難しさを小野他（1997）は、中国から来日

した児童・生徒239名を対象に中国語の語彙力の保持

に関して調査した結果から、日本の言語環境の中で

は滞在1年からもうすでに学習言語としての中国語

語彙力が急激に低下し、その喪失の速度が予想以上

に速いものであった、と述べている。

　このようにその保持・育成が難しい母語力に影響

する要因は何か、またどんな要因がもっとも母語力

にかかわっているかを探索することは、母語保持や

育成の可能性を高めるためにも不可欠な研究であろ

う。

　そこで本研究では母語力に影響する要因を探る

ことを目的とする。

2．先行研究と研究課題

2．1先行研究

　母語と現地語の二言語を使う環境にいる、海外

滞在の日本人子女や日本国内の外国人子女を対象と

した研究を見ると、現地での滞在年数や現地へ入っ

た入国年齢を主な要因として分析した研究が多い。

（芝他1981、小野1994、山口・一二三1998など）

　とりわけ芝他（1981）は、アメリカ・カナダ・オース

トラリア・スイスの日本語補習校に通う小・中学生

342名を対象に日本語の語彙理解力調査と日本語使

用に関する質問紙調査を行い、滞在年数との関連な

どをまとめた。それによると、小学校低学年の時に

海外に出た子どもは滞在年数が長くなるほど語彙理

解力が低下するが、高学年に出た子どもは最初の2

年を前後にして理解力において差が見られるたけで、

その後は日本にいる子どもとそれほど違わない過程

の母語習得が続くという。

　また小野（1994）は、学習言語として英語を使い、

土曜日には日本語補習校に通う児童・生徒87名を対

象に、日本語・英語の語彙力を調査した。その結果、

現地で生まれ育った、または日本生まれでも幼稚園
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あるいは小学校低学年の時から現地の小学校に通う

子どもの場合、日本語力の低い子どもがほとんどで

あったと述べている。そのような子どもが小学校

4・5年生以上の年齢で帰国した場合、一般的に日本

語能力が低いため、教育方法や親の選択次第でバイ

リンガルどころか、英語と日本語両方とも同年齢の

レベルに達せず学習にも障害が現れる、いわゆるセ

ミリンガルになる児童も多いと指摘し、海外へ出た

年齢が大切な要因であることを示唆している。

　一方、日本滞在の外国人子女を対象に調査した

中島＆ヌナス（2001）は、ポルトガル語を母語とする

小中学生242名を調査した結果から、母語保持・発

達の要因は入国年齢であるとし、ある年齢以後来日

した場合はかなり高度の母語力保持が可能であった

という。

　以上のように滞在期間や入国年齢を主な要因と

して取り上げた研究の他に、それ以外の要因を取り

Lげた研究としては、岩崎（1982）、石井（2001）、李

（2003）などがある。彼らによると、兄弟数や親の意

志、学習意欲・態度なども母語力に影響するという。

　カミンズ・中島（1985）は、英語圏で現地校に通う

口本人子女99名を対象に、日本語と英語の会話カ

テストと学力言語テストを行い、二言語能力の発達

について調査し、特に母語の保持・発達に関して、

第二言語への接触度が母語への接触度より多くなる

時点での母語のレベルが、その後の母語の継続的発

達と非常に関係があるとした。また母語の学力言語

の保持・発達には、個人要因（入国年齢、母親の教

育レベル）に加えて、日本語使用への動機付け、目

本語での学習量、親の言葉のしっけ、現地生活への

適応など環境要因も母語保持に大きく関与している

と、多様な要因について言及している。

　以上のような様々な要因を、一つの図で表した

のがLandry＆AIIard（1992）の巨視モデルである（図

1り。そのモデルによれば、母語と現地語の二言語

を使う子どもにおいて、二言語力を決める要因は、

社会的レベル、社会心理的レベル、心理的レベル、

言語使用という4つのレベルに分類できる。

　社会的レベルとは、母語と現地語が社会的にど

のような力関係にあるかというもので、日本の場合

だと、目本語が優勢言語で、他の言語はカの弱い言

語になるわけである。社会心理的レベルとは、二言

語への接触の機会がどれぐらいあるかというもので

ある。家庭・学校・社会においてどれぐらいそのこと

ばを使う機会があるか、またその言語のために教育

的な支援があるかによって規定されるレベルである。

しかし機会があっても実際子どもがその言葉を使う

かどうかは心理的要因で決まるが、それは子どもの

年齢や適性、能力、態度などである。

社会的レベル

　母語の活力

　　社会心理的レベル

家庭・学校・地域での母語接触度

　　　教育的な支援

　　心理的レベル

年齢・適性・能力・態度等

　　　　　　　図1　巨視モデル

（Landry＆Allard（1992）及び中島（1998）を参考にして作成）

　Landry＆Allard（1992）の巨視モデルはもともと母

語と現地語に堪能なバイリンガルを育成するための

要因として取り上げられたものであるが、これを母

語保持・育成の観点から解釈してみると、母語の発

達要因は大きく分けて、子ども1人ひとりが持って

いる特性（個人要因）と、その子どもが置かれた言語

環境（環境要因）であるといえる。

　個人要因とは子どもが母国を離れるとき背負っ

て出てくる、性格・知的レベル・年齢・入国年齢・性

別・両親の教育レベル・両親の現地語レベルなどであ

ろう。環境要因とは、海外に出てからの生活のあり

方に起因する要因である。具体的には母語への接触

度（滞在年数）、現地校経験親子の使用言語・母語で

の家庭学習量・読書量などである（カミンズ・中島

1985）。

　その中でも特に子どもの母語発達にもっとも重

要なのは、学校・家庭・社会においての教育的支援で

あるという（中島1998）。教育的支援の中でも、と

りわけ家庭の役割に注目した研究としては朱（2003）

があるが、韓国語を母語とする児童を対象に、家庭

で行われている母語保持の方法を具体的に取り上げ
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て母語力との関係を分析した結果、幼児期に来日し

た場合は、保育園・幼稚園入園後の親子の母語使用、

小学校入学前の母語での読み聞かせや母語の文宇学

習が重要であったとしている。

2．2研究課題

　以上の先行研究の結果を踏まえて、日本の公立

小学校に通う外国人子女の言語環境を考えてみると、

社会的レベルでは日本語より母語が弱い状況にある

と言える。また社会心理的レベルにおいては、学校

や社会では母語に接触する機会がほとんどなく、主

に家庭という環境でしか接触のチャンスがない状況

にある。心理的レベルでは、現在の年齢や性格、性

別、入国年齢などにおいて様々であろう。

　したがって本研究では、社会的レベルにおいて

は同じ状況であると判断し、社会心理的レベル（環

境要因）からは滞在年数と教育的な支援を、心理的

レベル（個人要因）からは入国年齢を、母語力へ影響

する要因として取り出して分析する。心理的レベル

には児童の適性・能力・性別など様々な個人要因があ

るが、本稿ではデータの数の限界もあり、先行研究

から多く言及された入国年齢だけを取り扱うことに

する。

　また本稿でいう教育的な支援とは、主に家庭を

中心とした母語保持・育成のための様々な活動〈母

語保持・育成努力〉を意味する。調査対象の児童全

員が学校や地域にある母語教室などに通わず、主に

家庭内で母語で話したり、本を読んだりしながら母

語に接触しているためである。また様々な母語関連

活動をく母語保持・育成努力〉という用語で表すの

は、親子の間ですら母語で話したり、母語で本を読

んだりするなどといった活動は、予想以上に親と児

童の努力が必要であると判断したためである。

　親の都合によって母語と異なる言語を使用せざ

るを得ない状況に置かれてしまった子どもたちにお

いて、入国年齢や滞在年数は、自分の意志とは関係

なく与えられた状況であるともいえる。しかし母語

を喪失しやすい状況に置かれながらも、母語を保持

するために、文字を勉強したり、家庭内だけでも一

生懸命母語で話したりする努力は、子どもやその親

の意志に頼るところが大きい。

　つまり保持努力という教育的な支援を受けること

で、与えられた状況による弊害を克服できるかどう

か検証したい。公的な母語支援が少ない今の状況で

は、家庭での保持努力が効果のあるものかどうかを

検証することも必要であろう。

　まず入国年齢と滞在年数、母語保持・育成のため

の努力という三つの要因と母語力との関係を分析し、

最後にこの三つの要因の中でどれが母語力にもっと

も影響するかを検証する。

　朱（2003）は、社会心理的レベルにおける家庭での

母語接触・教育的支援と母語力との関連、つまり家

庭内の母語保持・育成のための具体的な方法と母語

力との関連を個別に扱っている。それに対し本稿は、

具体的な方法すべてを、母言謝呆持努力という1つの

要因としてまとめ、滞在年数や入国年齢という変数

と区別して分析するという点で大きく異なる。

3．研究方法

3．1調査対象

　調査は公立小学校に通う韓国人児童27名とその

親14名を対象に行われた。1～3年生が16名、4～

6年生がll名である。日本滞在年数はL5年から

9．5年までで、滞在5年未満が16名、5年以上が11

名である。入国年齢は日本生まれの児童から9．5歳

に入国した児童までいる。5歳未満で来日した児童

が15名、5歳以上で来日した児童は11名である。

性別には男子16名、女子11名である2。

　親は全員韓国人であり、とりわけ韓国人が密集

している地域に住む児童はいない。学歴は大学卒以

上が父親88％、母親77％である。親の日本語力も

かなり高く、75％が新聞や専門書籍が読める程度で

ある。親の属性から判断すると、社会経済的に同一

階層であると思われる。

3．2データ

　母語力を調べるテストとしてOBC（Oral
proficiency　test　for　Bilingual　Children）会話カテス

トを行った。OBCテストを使用した理由は、　OBC

テストが二言語を使用する環境で育つ6歳から15

歳までの年少者向けのテストであり、海外および国

内でのフィールドテストも行われ、すでに国立国語

研究所の研究にも活用されて、テストの信頼性があ

る程度確保されていると判断したためである。

　テストは韓国語版がなかったため、韓国語に翻

訳し、文化的背景の違いによる誤解3が生じる可能

性があるかどうか確認するため、韓国人児童1名に

予備テストを行い、誤解がないことを確かめた上で

使用した。

　言語能力の測定と同時に、児童・親の属性および
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家庭での言語生活、言語学習などに関する質問紙調

査を行った。質問項目は、国立国語研究所（1997）と

カミンズ・中島（1985）の質問項目を参考に作成した

全37項目である。

3．3テストの概要

3．3．1タスク

　テストは、導入会話・基礎タスク・対話タスク・認

知タスクの四っで構成されているが、本稿では導入

会話を基礎タスクと一緒に評価して、基礎・対話・認

知タスクの三っに、評価結果をまとめた。導入会話

の結果を基礎タスクと一緒に合わせたのは、導入会

話のタスクにおいても児童による母語力の差が見ら

れると判断したためである。

　まず導入会話は、児童の基本的な属性を聞くもの

で、名前・学校・友人関係・家族関係・学校生活に関す

る簡単な質問である。児童との関係作りおよび会話

力の大体のレベル確認をするためでもある。

　基礎タスクは基本文型を聞いて理解・応答する力

を見るもので、スポーツ・日課・職業に関する質間で

あった。たとえば日課に関する質問だと、「何時に

起きますか。」「朝起きて、何をしますか。」「今朝何

時に起きましたか。」のようなものである。

　対話タスクは1対1の対人関係においてどのくら

い会話がこなせるかをロールプレイを通して見るも

ので、どのくらい積極的に会話に参加し、また与え

られたタスクがスムーズに達成できるかなどが焦点

になるタスクである。今回は友人に鉛筆を借りる・

母親の留守中に受けた電話の伝言をするロールブレ

イをした。伝言のロールプレイでは電話を掛けてき

た人の電話番号を聞いて、帰ってきた母親に伝える

というものである。

　最後に認知タスクはどのくらい説明したり、理由

を述べたり、意見を言ったりできるかを見るための

もので、場面から離れてどのくらい認知力・思考力

を使って言葉が使えるか、また内容に見合った語彙

を選択し、まとまりのある話ができるかなどを見る

タスクである。具体的には、児童の知っている昔話

一一 ﾂと、公害・食物摂取に関する意見を話してもら

った。例えば公害のタスクは、地球が泣いている絵

をみせて、「地球が泣いていますね。どうして泣い

ていると思いますか。」「どうすればいいと思います

か。」という質問であった。

3．3．2　言平｛面

　テストの評価は、三っの方法で行われた。まず、

与えられた質問やタスクに答えられたかどうかだけ

を○×で採点する達成度評価で、「できた」は1点、

　「できなかった」は0点で、44点が満点である。

本稿ではこれを量的評価と呼ぶ。

　次は、タスクの答えの内容が質的にどのような

ものかをみた質的評価で、会話力全体を基礎言語

面・対話面・認知面の3側面に分けて評価した。評

定は3段階評定（よくできる5点、できる3点、ぎ

りぎり1点）だが、「ぎりぎり」以下であるか、発話

が極端に少なく「評価不可能」である場合は0点と

した。質的評価は各側面ごとに4つの下位項目4が

あるので、合計60点が満点である。「よくできる」

とは、構文上の誤用がほとんどなく、答えの内容が

豊富で、その内容に適合した語彙を使用しながらま

とまりのある話をした場合である。次の「できる」は、

内容・語彙・構文は単純であるが、意図を伝えること

が可能な程度をいう。「ぎりぎり」とは、わずかの基

礎語彙・基本文型を使って話そうとはするが、誤用

が多く、対話が困難である程度を意味する。

　最後に、量的評価と質的評価の結果を踏まえ、

会話力を6つのレベルに分ける総合判定をした。レ

ベル1は言葉による応答が困難な能力、レベル2は

2語レベルで答える最低限のコミュニケーション可

能な能力、レベル3は単文レベルの応答が可能であ

るが、誤用が多く見られる程度、レベル4は日常会

話は可能だが認知的要求度の高いタスクはまだ十分

こなせない能力、レベル5はかなりの正確さで認知

的要求度の高い認知タスクもこなせるレベル、レベ

ル6は丁寧さに関する意識も加わった能力とした。

　タスクを行うときのテスターの発話や質問、そ

れから評価の段階および評価基準など、テストに関

するものは全てカナダ日本語教育振興会（2000）を参

考にした。

3．3．3調査の手続き

　言語テストは調査対象の児童の自宅を訪問し、

個人面接式で行った。質問紙調査は児童に言語テス

トを実施する問、母親に記入してもらい、不明瞭な

点がある場合は、後で電話で確認した。

　評価は筆者と韓国語母語話者1名が担当した。

二人が3名分のデータを各々採点し、評定者間の一

致度を確認したうえで、残り24名分を半分ずつ採

点した。評定者間一致度はCorrel1相関係数で．71

～．97であった。
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4．結果と考察

　母語の会話力を表す指標としては、本研究にお

いて実施された3般階評価にしたがい、総合判定・

量的評価・質的評価の結果を用いる。表1は評価項

目別に母語力の平均得点を示したものである。得点

は全部素点である。

表1　韓国語会話力の平均得点

満点 得点（標準偏差）

総合判定 6 3．70（L61）

量的評価 基礎タスク 19 15．48（499）

対話タスク 14 9．04（450）

認知タスク ll 5．19（3．73）

合計 44 29．70（12，48）

質的評価 基礎言語面 20 12．48（680）

対話面 20 13．37（6．65）

認知面 20 8．22（692）

合計 60 34．07（19．00）

4．1滞在年数と母語力

　まず滞在年数と母語力の関係であるが、日本の

小中学校に通うポルトガル語話者242名を調査した

中島・ヌナス（2001）は、母語の会話力と滞在年数を

比較した結果、滞在2年でもかなり低い母語力を見

せる児童がいる反面、滞在年数7～8年でもかなり

高度の会話力を保持している児童生徒がいるとした。

滞在年数と母語力の散布図をみても、滞在年数とは

それほど関係がなく、母語力の高いグループと低い

グループの二つにはっきりと分かれていて、むしろ

母語力は滞在年数より入国年齢の方と関係があった

としている。

　本研究の対象においては、滞在年数と母語力の

クロス表（表2）からも、相関係数からも滞在年数と

の関係性が見られた。

　まず滞在年数と韓国語力との間の相関係数をみ

ると、総合判定において、滞在年数と母語力の問で

有意な負の相関があり（r－－537，pくOl）、また量

的評価・質的評価においても滞在年数と母語力の間

で、有意な負の相関があった（量的評価r－一．625，

p＜．001、質的評価r　・一・．548，p〈．Ol）。　このことか

ら、滞在年数が長くなるほど母語力は落ちていく傾

向があると解釈できよう。

　クロス表からも、滞在年数が長くなるにつれて

母語力が低下していくことが分かる。中島・ヌナス

　（2001）の場合は、滞在7～8年でもかなりの母語

力を持っているグループがあるとしたが、本稿の調

査対象においては、滞在6年以上となるとレベル1

～3程度になっている。しかし、入国年齢を統制し

た偏相関では相関がなかったため、中島＆ヌナス

（200Dと同様、全体的には滞在年数が長くなれば母

語力は落ちていくが、入国年齢の方が滞在年数より

母語力において重要な変数である可能性も窺える。

表2　滞在年数と総合判定のクロス表

度数

綜合判定（レベル A口

1 2 3 4 5 6 計

帯　15 2 2

在　2．0 1 2 3

期　25 1 1 2

問　3，0 1 1 2

4．0 1 2 3

45 2 1 1 4

5．0 2 2

65 2 1 3

80 1 1

85 1 1

9．0 2 2

95 2 2

合計 4 3 3 7 7 3 27

　滞在年数が長くなれば全般的に母語力が落ちる

傾向があるが、果たして滞在何年からそのような傾

向があるかをみるため、再び滞在年数別に総合判定

のクロス集計俵2）を見よう。

　特に滞在年数4年をすぎてから、レベル3〔単文

レベルの会話はできるが、誤用が多く見られる〕以

下の母語力を持つ児童が多くなっているのが分かる。

　滞在5年未満だと、2年でレベル2になった1名

を除いては、全員がレベル4〔日常会話は可能だが

認知的要求度の高いタスクはまだ十分こなせない程

度〕以上を維持している。つまり、来日して大体4

～5年経つと、母語では短文レベルの発話しかでき

なくなる可能性があるということであろう。

　また、日常会話力のない児童の90％が滞在45

年以上であるが、滞在年数が4年半以上の児童15

名の中でも日常会話力以上の韓国語力を持っている

児童が6名（40％）もいて、滞在が長くなるほど、母

語保持の面においては個人差が大きくなることも分

かった。

　一方、母語力の中でも目常生活に必要な言語力

と認知力を必要とする言語力とでは、その喪失が始

まる時期が異なると言われている。齋Pt（1997）は、

中国帰国者子女を対象にインタビューと教室での言

語行動を観察し、口頭能力に比べて読み書き能力の

ほうが喪失しやすいと述べている。また小野他
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（1997）も中国帰国者子女を対象に語彙力を測定した

結果、生活に必要な中国語には不自由しないが、学

習言語力としての語彙力の喪失が早かったとしてい

る。韓国語を母語とする児童においても、日常会話

力と認知会話力の喪失が始まる時期が異なるかどう

かについて検討する。

　本研究では会話力を測定しているわけであるが、

会話力にもBICS的な面と、　CALP的な面があると

した中島・ヌナス（2001）に倣って、基礎タスク・対

話タスクと基礎言語面・対話面で見たカを「日常会

話力」とし、認知タスク・認知面でとらえたカを

「認知会話力」とする。日常会話力とはいわゆる

BICSに該当するカであり、認知会話力とはCALP

面の会話力である。ここでは質的評価の3面のうち、

基礎言語面と認知面の得点を滞在年数別に並べた図

2から考察する。

　25
　201

籠15・

藍i・

　5
0

・一 ｡一・基礎言語面

→一認知面

1　　　4　　　7　　10　　13　　16　　19　　22　　25

　　　　　　　　調査対象（滞在年数別）

　　図2　基礎言語面と認知面

　図2の横軸の数字1から27は調査対象となった

児童で、滞在期間が短い児童の方から並べられてい

る。縦軸の数宇は質的評価の点数である。

　まず基礎言語面（点線）においては12点〔でき

る〕未満の評価を得た児童は10名で、滞在2年の

1名以外は、ほとんどが大体4～5年以上滞在した

児童であった。その1名を除いて、初めて12点未

満の点数が出た子どもは13番の児童で、滞在年数

が4．5年である。滞在45年をすぎると12点未満の

児童が多くなっている。つまり日常会話力は4～5

年以上まで保持できている場合が多いと思われる。

しかし認知面（実線）で〔できる〕未満の児童が現れ

るのは滞在1．5～2年からであり、それ以上の評価

を得た児童が少ない。特に滞在年数が長くなるにつ

れて低い点数の児童が多くなっている。齋藤i（1997）

や小野他（1997）と同様、日常会話力は滞在4～5年

まで維持できるが、それに対し認知会話力は早くか

ら喪失しやすく、保持しにくいと言えよう。

　以上、総合判定・量的評価・質的評価と滞在年数

の関係を分析した結果、母語は滞在年数が長くなる

ほどどんどん落ちていく傾向があるが、母語の日常

会話力は滞在年数が長くてもある程度保持される可

能性がある。それに比べて、認知会話力は早くから

喪失し、特に保持が難しいことが分かった。また、

滞在期間が長くなるほど、母言甜呆持の面においては

個人差が大きくなることも分かった。

4．2入国年齢と母語力

　次は母語力に影響すると思われる、入国年齢との

関係について分析してみよう。入国年齢と母語保持

との関係についてカミンズ・中島（1985）、縫部（1995）

等は、入国年齢が低いほど母語を喪失しやすく、保

持・育成がむずかしいと指摘している。本研究の調

査対象においてはどのような関係を見せているのか。

外国へ行く年齢が低いほど母語は危うくなるのだろ

うか。

　分析に入る前に入国年齢と母語力との相関を出

してみると、総合判定・量的評価・質的評価において

有意な正の相関があった。（総合判定F．620p＜．Ol、

量的評価J’＝＝．629　p＜．01、質的評価F．662p＜．Ol）こ

のことから、入国年齢が高いほど母語力も高い可能

性がうかがえる。

　まず、入国年齢別に総合判定のクロス集計を行

なった（表3）。

表3　入国年齢別総合判定のクロス表

綜合判定（ レベル） 合計
1 2 3 4 5 6

入　0 2 2 1 1 6

国　1 2 1 3

年　2 1 1 2

齢　3 1 1 2
4 1 1 2
5 2 2
6 3 3 6
7 1 1

8 1 1

9 1 1 2

合計 4 3 3 7 7 3 27

　クロス表からも確実であるが、5歳を過ぎてから

来日した児童の母語力をみると、すべての児童がレ

ベル4［母語話者並の日常会話ができるが、認知タ

スクはこなせない］以上であるのに対して、5歳未

満で来日した場合はばらっきが大きく、レベル1か

らレベル6まで幅広く分布している。
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　入国年齢4歳、母語力はレベル2の児童1名は、

滞在年数を調べると来日して2年しか経っていなか

った。それに比べて、入国年齢7～9歳で、母語力

の総合判定の結果がレベル5～6である児童の滞在

年数は、3年～45年であった。レベル2とは2語

ぐらいで答える、最低限のコミュニケーションしか

できない能力である。レベル5やレベル6はかなり

の正確さで認知的要求度の高いタスクもこなせる、

しかも常体と丁寧体を状況に合わせて使い分けられ

るレベルである。

　以上から滞在年数が短くても、入国年齢が低け

れば低いほど母語力への弊害が大きい可能性がある

と考えられる。

　一方、5歳未満に入国した児童は15名であるが、

15名の母語力を詳しくみるとレベル3以下が10名

（66％）、レベル4以上が5名（33％）いる。小さ

い時に来日している場合、確かに母語保持が難しい

傾向にありながらも、約3分の1は母語を保持して

いるのである。しかも、認知会話力〔レベル5以

h］までも保持している児童がレベル4以上の5名

中4名であり、母語を保持している児童の80％は

高いレベルまでの母語力を持っていることが分かる。

　次は入国年齢と量的評価の撒布図を見る（図3）。

総合判定の結果と同じく、5歳以降入国した児童12

名は全員が平均値の29点（44点満点）を超えており、

総合判定と同じく5歳以上ではばらつきが殆どなく、

30～42点の間に分布している。

　50　・

1暗一鑑：℃

　209－●
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　　●　●
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図3　入国年齢別量的評価

●

8　　　　10

入国年齢

　一方、入国年齢5歳未満では、15名中6名（40％）

が平均以上、9名（60％）が平均以下で、平均以下の

9名中、特に点数の低い15点以下が5名もいる。

しかし、5歳以上の児童と同じぐらいの母語力を持

つ児童も6名いて、5歳未満入国の児童の間でばら

つきがある。特に、0歳入国の場合、そのばらつき

が最も大きく、4点から42点までの間に6名が分

布していた。

　最後に入国年齢と質的評価の関係をみる（図4）。

腫70
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　　　　◆
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　　0　　　　2
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4 6 8　　　　］0

入国年齢

図4　入国年齢別質的評価

　質的評価の全体平均値である34．07（60点満点）を基

準にして見ると、入国年齢5歳以上は全員が平均以

上であるが、量的評価や総合判定でみた結果と同じ

く、入国年齢5歳未満の児童はばらつきがあり、平

均値以下が9名、平均以上が6名である。

　ただ量的評価と質的評価の異なる点は、平均以

上の児童が量的評価では6名だが、質的評価ではそ

の半分の3名しかいないし、全体的ばらっきをみて

も質的評価の方が量的評価より下回っていることで

ある。つまり、言語テストのタスクに対しては一応

答えてはいるものの、その答えた内容の質を見ると、

かなり低かったことを意味する。

　第二言語環境に入っても、母語が保持される年

齢として、10歳前後を上げている研究がある（芝他

1981、縫部1995）。またカミンズ・中島（1985）は、話

し言葉は6歳前後、学習言語は10歳前後を境に保

持されるとした。同じく小野（1989）も、児童の言語

習得・発達には5～6歳頃と10歳頃がもっとも重要

であるとし、5～6歳は文法的知識を自然に身にっ

ける時期、10歳を論理的思考の発達する時期であ

ると述べている。

　本研究では、母語保持の境目となる年齢が一致

したわけではないが、先行研究の結果と同様、小さ

いとき来日した児童の方が総合判定・量的評価・質的

評価全てにおいて母語力が低く、より母語保持・育

成がむずかしいことが分かった。また、特に5歳未

満入国の児童において母語力の個人差が大きいこと

が示された。特にタスクに対する答えの質を評価し

た質的評価において、より個人差が大きく、母語力

にばらつきがあった。
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　10歳以降来日した児童はかなり高度の会話力保持

が可能であるが、それ以前来日した場合は母語力が低

いケースが多かったとした中島＆ヌナス（200Dと同様、

韓国語を母語とする児童も5歳未満という幼児期に来

日した場合、母語力の低い子が多く、とりわけ母語保

持・育成に十分注意必要があるといえよう。

4．3母語保持・育成努力と母語力

　最後に母語力に関わると思われる三っ目の要因とし

て、家庭を中心に行われている母語保持・育成のため

の努力にっいて質問紙調査をした結果を分析する。

　質問紙調査では保持努力として、家庭内言語使

用・読書・メディアを通した母語接触・母語の勉強・教

科学習σ）5項目を取りEげた。5っの項目を具体的

にみると、保育園や幼稚園入園前の言語使用（児竜）、

人園後の言語使用（児童）、人園後の親の言語使川、

過去の読み聞かせ、過去の母語での読み聞かせ、現

在の母語での読書、メディアでの母語接触、母語の

文字を読めるようになった年齢、母語の勉強、母語

での教科学習の10項目である。

　評価は4段階評定または5段階評定となってお

り、評定の結果が4、5に近いほど母語力にプラス

になると判断した。保持努力の下位10項目の合計

点を出して、その全体平均である32．81点以hを

〔保持努力高〕とし、その．長満を〔保持努力低〕と

した。「保持努力高」のグループが16名、「保持努

力低」のグループが11名であった。

　爽4は保持努力の高低グループ別に母語力の平均得

点を表したものである。量的評価の三っのタスク全て、

そして質的評価の三つのイ則面全てにおいて、保持努力

表4　保持努力の高低グループ別得点

評価項目 努力 平均値（標準偏差）

高低
18，44（0．89）

撃戟D18（5．40）

量的評価　基礎タスク

@　　　　対話タスク

@　　　　認知タスク

@　　　　合　　　計

高低
11．38（2，36）

T．64（4．78）

高低
756（237）
P73（237）

高低 3738（4．81）1855（1L80）

高低 16．75（3．42）

U27（7．02）

質的評価　基礎言語面

@　　　　対　話　面

@　　　　認　知　面

@　　　　合　　　計

高低
1675（3．7D
W．45（7．02）

高低 1213（5．73）255（3．93）

高低 45．63（ILO3）17．27（15．25）

を多くしたグループの方が母語テストの得点が著しく

高い。特に認知タスクと認知面の得点において努力の

高低グループ問で大きな格差を見せている。

　保持努力の高いグループと低いグループの問でかな

りの得点の差が見られるが、このような得点の差が有

意なものか、っまり保持努力の高低が母語得点に影響

しているかどうかを見るため、保持努力の高低を従属

変数、得点を独立変数とし、t検定を行なった。

　その結果、量的評価においても質的評価におい

ても有意な差があった（量的評価t（12．312）＝－5．01，

p〈．OOI、質的評価　t（17．026）＝・　－5．28，　p＜．001）。量

的評価と質的評価の各タスク別、各面別にみても、

すべての項目で有意な差があった（表5）。統計結果

から、母語を保持・育成するため、家庭でどれぐら

いの努力をするかによって母語力に有意な差が出る

ことが分かった。滞在年数や入国年齢に加えて、家

庭内で様々な努力をすることによっても母語力が影

響されることが確認できたと言えよう、，

表5　保持努力の高低グループ間t検定の結果

t値 自由度 有意確率
（両側）

量的評価 基礎タスク ．441 10，376 ．001

対話タスク 一368 13，389 ，000

認知タスク 一6．29 21，624 ．000

合 計 一5．Ol 12，312 ，000

質的評価 基礎言語面 一5．56 15164 ．000

対　話 面 一3．58 13，879 ．003

認　知 面 一5．15 24995 ．000

合 計 一5．28 17，026 ．001

4．4もっとも影響する要因

　これまで滞在年数・入国年齢と母語力の間に有意

な相関があることが分かった。また保持努力の高低

によっても母語力が影響されることも分かった。そ

れでは、滞在年数・入国年齢・保持努力という三つの

要因のうち、どれがもっとも母語力と相関があるだ

ろうか。母語力に最も影響する要因を探るため、母

語の質的評価を従属変数、保持努力の合計・入国年

齢・滞在年数を独立変数として重回帰分析を行った

（表6）。

　その結果、入国年齢・滞在年数・保持努力という

三つの要因と韓国語得点との相関はかなり高く（R

＝．807）、3つの要因で韓国語得点の65％が説明さ

れた（R2＝．651）。標準偏回帰係数をみると、入国

年齢・滞在年数より保持努力が母語力と最も高い相

関があることが分かった。また、保持努力だけが母
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表6　重回帰分析の結果

要　　因 標準偏回帰係数 t値 有意確率

保持努力

?藻N齢

ﾘ在年数

．582

D382

D085

3．74

P．69

D38

．001

D103

D696

語の得点のα1％未満で有意であった。っまり滞在

年数と母語力との相関が最も小さく、次に入国年齢、

そして、最も母語力と相関が高いのは保持努力であ

ることが示された。

　滞在年数や入国年齢のように、児童や親または

母語教育支援者の意志では左右できない要因によっ

て蒙ることになる母語喪失を、児童と親の意志によ

る母語保持・育成努力によって克服できる可能性が

示されたと言えよう。また滞在年数と母語力、入国

年齢と母語力の問で見えた母語力の個人差を、母語

保持・育成努力によって説明できる可能性も示唆さ

れたと言えよう。

5．まとめと課題

　本研究では、日本語と韓国語の二言語環境にい

る韓国人児童の母語力とそれに影響する要因につい

て検討するため、滞在期間、入国年齢、母語保持・

育成努力の三つを母語力に関わる要因として取り上

げ、母語力との関係を分析した。その結果、滞在年

数が長くなるほど母語は喪失しやすいこと、特に認

知力を必要とする会話力はその喪失が早く、保持さ

れにくいことが示された。また入国年齢が低い場合

は認知会話力はもちろん日常会話力も低い子どもが

多く、幼児期に来日した子どもにおいて特に母語の

保持・育成がむずかしいことが示された。

　しかし、母語使用・読書・母語の文字学習・母語で

の教科学習などのような、家庭を中心にした母語保

持・育成のための様々な努力が、子どもの意思と関

係なく与えられる滞在年数や入国年齢のような状況

より、もっとも母語力に影響することが確認できた。

　言いかえると、日本生まれの児童や学齢期の前

に来日した外国人の子どもは特に、母語保持という

点ではかなり不利な条件の中にいると言えるが、家

の中だけでも親子間で母語を使ったり、母語で読み

聞かせや読書をしたり、母語の文字を勉強したりす

ること5で、その不利な条件を乗り越えることが可

能であるということであろう。

　海外に出た親は、海外に住むのだから子どもの

ために現地語を早く見につけさせたい、親の言葉だ

から自分の子どもも自然に母語が話せるようになる

だろうと思いがちで、母語保持・育成がいかに難し

いか看過しやすい。本稿の調査対象となった親の中

にも、母言謝呆持の必要性を認識していながらも、子

どもが嫌がるから、時間がないから、日本語を勉強

させるためなどといった理由で、母語保持努力をし

ていないうちに、いつの間にか子どもが母語を話せ

なくなったという親が多くいた。

　調査を進めながら一番感じたのは、母語保持の

具体的な方法を知ったり、母語の大切さを認識した

りすることも重要であるが、母語を話す機会を一回

でも多く持たせる、母語での読み聞かせや読書の回

数を増やすなど、親の実践と子どもの互応が大切で

あるということであった。

　日本に滞在する外国人子女の母語教育を支援す

るとき、研究現場では子どもの言語力をより客観的

に測定する方法、そしてそれに影響する要因の探索、

それに見合った適切な教育方法を考えていかなけれ

ばならない。傍ら支援現場のおいては、直接母語を

教えることも大切であるが、母語がいかに大切であ

るか、また母語保持の実践がいかにむずかしいかを、

母語保持の主役である子どもや親に教育する機会を

作ること、さらに家庭での母語保持の実践を計画・

アドバイスするなどといった多様な支援活動を考え

ていくべきであろう。

注

1．Landry＆Nlard（1992）の巨視モデルを母語発達という観

　点から多少の修正を加えた図である。言語使用を母語

　使用に、言語の活力を母語の活力とした。

2．調査児童の平均滞在年数は58ヶ月（約5年）、平均入国

　年齢は50ヶ月（約4歳）であった。

3．テストを実施する時、絵を見せて児童の発話を引き出

　すので、主に絵の解釈における誤解を意味する。

4．基礎言語面では二言語の分化・文法的な正確度・発音・文

　のタイプを、対話面では聴解力・会話の流暢度・丁寧

　度・会話参加態度を、認知面では話の順序・内容の豊富

　さ・語彙の質・談話の質を評価した。

5．保持努力の具体的な方法と母語力との関係は朱（2003）

　を参照されたい。
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