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研究成果の概要（和文）：本研究は、海外にルーツがあり多様な文化的背景を持つ子ども達が日本人地域住民と
協同して行うドラマ・プロジェクトを調査し、これらの子ども達の発達を支えるドラマ活動の意義と可能性につ
いて考察を行った。調査は、外国人集住地区で活動する可児市国際交流協会や、移民大国であるUKのロンドン大
学や演劇ユニットと連帯して行われ、複数回のドラマ・ワークショップ、国際シンポジウムを実施して、ドラマ
活動を支える環境づくりについても議論した。

研究成果の概要（英文）：This research was conducted longitudinally on the community-based theatre 
project performed by both foreign and Japanese residents to consider the meaning and possibility 
that it will encourage the development of linguistically and culturally diverse children. We also 
promoted several series' of workshops for the foreign children, together with the researcher at 
London university and the art directors in the UK, to discuss how we can create a drama environment 
within a multilingual and multicultural situation/context.

研究分野： 外国語教育

キーワード： ドラマ活動　多言語多文化　子ども　自己表現　コミュニティ　社会文化的アプローチ

  １版



様 式 Ｆ－１９－２ 

１．研究開始当初の背景 
 現在、日本語教育を必要とする海外にルー
ツがある子ども達は年々増加し過去最高を記
録している。文科省は、2016年現在、公立の
小学校、中学校、高等学校、それに中等学校
および特別支援学校に在籍する日本語指導が
必要な児童生徒は、外国人籍の子ども達だけ
で29,198 人であり、日本国籍の子どもを入れ
ると、3万７千人を超えると報告している①。
彼らは、言語的にマイノリティーであるだけ
でなく、文化的にもマイノリティであり、学
習場面でも、他者との関係づくりや自身のア
イデンティティの確立にも不安的な状況に置
かれている。 
 
２．研究の目的 
本研究は、海外にルーツがあり多様な文化

的背景を持つ子ども達が日本人地域住民と
協同して行うドラマ・プロジェクトを調査し、
これらの子ども達の発達を支えるドラマ活
動の意義と可能性について考察することを
目的とする。本研究がいう文化的に多様な背
景を持つ子どもとは、学齢期に親の移動に伴
って来日し定住した子どもや、日本生まれで
あるが親世代が移民である2世の子どもをさ
す。90 年代の入管法改正以来、そのような子
ども達が急増し、外国人集住地区が日本各地
に散在するが、まだ彼らへの教育の関心は学
校を中心とした日本語教育が中心であり、学
校や社会への不適応など多くの課題に対応
できていない。本研究は、文化的に多様な子
ども達の学習発達をドラマ活動を通して継
続的に支援する取組みを観察分析すること
により、多文化多言語社会における新しい教
育方法について考える。 
 
３．研究の方法 

(1)海外にルーツがある子ども達が参加す
る市民協同劇の観察と、劇の前後で行った子
ども達とその保護者、制作関係者、学校教育
関係者へのインタビューを通して、子ども達
と協同劇の参与者たちとの関係性、子ども達
の学校内外での学習・生活態度、友人やコミ
ュニティー住民との繋がり方が劇の参加に
よってどのように変容をしたのかを調査し
た。調査にあたって、各々の子ども達に対し
ては、母語に翻訳した質問紙を使っての聞き
取りや、通訳者を介しての面接などを必要に
応じて行った。また焦点児童の授業参観や家
庭訪問を行い、子ども達の学校と家庭生活、
地域社会との接触状況の理解を深めた。 
 

(2)過去に市民協同劇に参加した子ども達
やその家族および日本人参加者へのインタ
ビュー、アーティストや制作関係者、視聴者 
への聞き取り調査を行い、観察対象地区にお
ける市民協同劇の立ち上がりの経緯や変遷
を記録した。その記録は演劇台本や舞台写真
とともに編集され、地域コミュニティーと演
劇活動の相互育成的な関係の理解に役立っ

た。 
 

(3)移民大国であり、難民、移民の子ども達
などマイノリティーに対して様々な教育的
ワークショップを行っている英国の実践を
調査した。2015 年にはロンドン大学クイー
ンメアリー校と提携し、継続的なワークショ
ップ活動の実績をもつ劇団 Phakama の芸術
監督を、2016 年にはオールド・ヴィック劇
場の教育部門の責任者をそれぞれ招聘した。
彼らの活動理念とその手法を応用して、日本
に住む海外にルーツを持つ子ども達と日本
人学生を対象にしたドラマワークショップ
プログラムを作成し、実施した。また、ロン
ドン大学クィーンズメアリー校のキーヴ
ァ・マカヴィンシー博士は、英国の応用演劇
の研究家であり、ドラマ活動がマイノリティ
ーや地域社会の問題にどのような介入を果
たすのかを様々な場面で観察し提言を行っ
てきたが、Phakama と我々が協同で行った
ドラマワークショッププログラムについて、
キーヴァ博士から子細な観察に基づく支援
のコメントを得た。また 2015 年に開催した
国際シンポジウムでは、英国のワークショッ
プ事例の紹介を受け、日英の状況の比較と
各々の課題が議論された。 
 
４．研究成果 
(1)2014 年度は、観察対象地域で行われた

市民協同劇であるドラマ・プロジェクトの参
与観察と聞き取り調査の結果から、観察対象
地域で行われたドラマ活動の開始から公演
までの参与観察と聞き取り調査を通じて以
下 3 種類のデータを得た。 

1)海外にルーツがある子ども参加者の学
習・生活環境（焦点児童の学校参観・家庭訪
問調査による教師、家族への聞き取り調査を
含む）について、観察地域の海外にルーツが
ある子ども達は、同じエスニック内の特定の
人物のみと過ごす時間が長い傾向にあり、ド
ラマ・プロジェクトに参加することによって、
他のエスニックグループの人間と接する機
会を得ていること、また家庭内での保護者と
の会話が増えるなど彼らの生活環境が変化
することが明らかとなった。さらに焦点児童
については、プロジェクト参加後、学校で教
師やクラスメートと積極的に話をする機会
が増えたと担任教師が報告しているように、
短期間での学習生活態度の変化が観察され
た。 

2)海外プロジェクト内で実施された 3 種類
のアート活動と参加者間のコミュニケーシ
ョンと頻度の関係については、最初に行われ
た工作活動、それに続く影絵活動の 2 つの活
動について、各エスニックグループ間の子ど
も達のやりとりを媒介するのは主に日本人
の成人参加者であることが明らかとなった。
お話しづくり活動においては、日本人成人参
加者の媒介がなくても子ども達同士でのや
りとりが観察されたことから、先行して行わ



れた 2つ活動によって参加者同士の関係が構
築されたと思われる。 

3)過去のプロジェクトへの経験者や制作者
たちへのインタビューから、ドラマ制作過程
のエピソードについて語りを得た。 
  

(2)2015 年度は、移民の子どもやその家族
などマイノリティーに対するワークショッ
プ活動を展開しているロンドンの劇団
Phakama から、芸術監督とファシリテータ
ーを招聘し、演劇ワークショップとその発表
会を朝日大学で実施した。さらに Phakama
と連帯してその活動を調査しているロンド
ン大学クィーンメアリー校の演劇学部から
Caoimhe McAvinchey 博士を招聘し、国際シ
ンポジウムを開催した。「現実を演じる―パフ
ォーマンスとコミュニティー―」と題した講
演会と、Phakama の Corinne Micallef 氏に
よる劇団の活動紹介が行われた。英国では、
劇場に教育部門の設置が義務付けられてお
り、そこでは青少年の芸術活動を支援するだ
けでなく、地域の課題（言語・文化、ジェネ
レーション、ジェンダーの差異や貧困などに
起因する）に対し、様々な形のドラマワーク
ショップで切りこんでいく試みが盛んであ
ることが説明され、具体的な事例紹介を受け
た。コミュニティーに変革を促す条件、活動
の即興性と創造性について議論がなされた。 
 Phakama プロジェクトと名付けられたワ
ークショップでは、岐阜県可児市の海外にル
ーツを持つ 10 代後半の子ども達と大学生、
留学生が合同で行ったワークショップをモ
チーフにして、ひとつの作品を創り上げた。
その創作過程には、日本人演出家や市民サポ
ーター、事前にワークショップ講座を体験し
た大学生が加わった。「学習意欲が戻ってき
た」、「ほんの数日の間に、半年間顔を合わせ
るだけの子が一緒に笑える友達になった」な
ど子ども達の心理的変化とともに、大学生や
留学生のコミュニケーション観・言語観の変
化が著しく、それは後日外部講師を招いて行
われた振り返り会（記録ビデオ上映会）でも
話し合われた。 
 

(3)2016 年度には、27 年度に実施した演劇
ワークショップについて、活動初期からこと
ばを導入する移行期の段階で、どのような活
動が参加者のコミュニケーションを引き出
し、コミュニティーとしての発達を促したの
かを国内外で 2 件発表を行った。 
またロンドンのオールド・ヴィック劇場か

ら教育部門の監督、Sharon Kanolik 氏と脚
本家でファシリテーターの Stewart Melton
氏を招聘して、岐阜県可児市の海外にルーツ
を持つ 10 代後半の子ども達と大学生、留学
生が合宿形式で行うドラマ・ワークショップ
を可児市で行った。 

昨年度から引き続き参加した大学生、留学生
は特に自らの英語学習方法や、異文化理解の
概念が刷新されたとコメントしている。具体
的には、コミュニケーション場面での複言語
使用の有用性や、完全な相互理解がなくとも
コミュニケーションは継続することの意味
をふりかえる意見が多くあった。またワーク
ショップの観察過程からは、他者の行為を模
倣しながら改編をしていく協同的な創作活
動や、「自分たちのことば」を共有する行為
がみられた。 
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