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はじめに

ブラジルの日本語教育は、歴史が古く規模の大きい日系社会を基盤に発

展したことから独自の特徴を有している。都市だけでなく農村部にも日本

語学校が作られ、父母や祖父母とのコミュニケーションを助け、また日本

の文化を伝える役割を担ってきた。圧倒的に日系人の学習者が多く、しか

も低年齢の学習者の割合も高い。しかし日系人以外の人々への日本語教育

も近年いろいろな場で拡大してきている。多面的な特徴を有するブラジル

の日本語教育は、近年、世代交代による日系人社会の変貌、また日本とブ

ラジル間の「出稼ぎ」を中心とする交流の増大に伴い、学習者の増減、学

習者のプロフィールの変化、学習ニーズの多様化、学習機会の多様化、な

どの変化を体験している。本稿では、ブラジルの日本語教育の体制とその

課題を報告することを目的とする。

1．ブラジル日本語教育の特色と二つの概念

ブラジル日本語教育の特色と課題

ブラジルは世界第10位の日本語学習国であり、学習者数は19744人を数

える1。その特色は、日系社会の存在を背景に、1．学習の目的として母語

ないし継承語の学習、父母の期待が挙げられること、2．幼少児を含む若

い学習者が多いこと、そして、3．「学校以外の機関」で学ぶ学習者が多い

ことが挙げられる。初・中等教育機関における学習者数が多い韓国、オー

ストラリア、アメリカ、インドネシア、ニュージーランド、高等教育機関

での学習者が多い中国、台湾、両者が近いタイ、カナダ、等と比べ、ブラ

ジルでは、圧倒的に「学校以外の機関」で学ぶ学習者が多い。「学校以外
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の機関」とは、日本人会、宗教団体など公共団体が経営する学校、また個

人が経営する私塾的な学校であり、ブラジルの公的機関から学校として認

められたわけではないが、総称して「日本語学校」と呼ばれている。これ

らがブラジルでは学習者の大部分（76.2％）を収容しており2、このほかに

大学、初中等学校、など公立学校体系の中で行われる日本語教育がある。

すなわち、ブラジルの日本語教育には、大別して二種類がある。日本人

ないし日系人である祖父母や親世代とのコミュニケーションや日本の文化の

伝達を主として担ういわば「母語」「継承語」としての日本語教育と、外

国人に日本語を教え普及させる「外国語」としての日本語教育という二つ

である。前者は主に「学校以外の機関」である、「日本語学校」で行われ、

後者は公立教育機関で行われる、という傾向がある。もちろん「日本語学

校」に日本語に全く馴染みのない人々が来ることもあれば、公立学校に学

ぶ日系人もいて厳格には区分できないところがある。しかし、この両者の

間では、学習者の特徴の違いだけでなく、しばしば教師のプロフィール、

教授法、教材、など様々の面における違いも存在している。両概念の併存

は、ブラジル日本語教育の特徴であって、様々な学習者や教師の存在を含み

こんで多様な実践をもたらすものとなっている一方で、日本語教育の発展、

社会の変化への適応、ブラジルの制度との関係などの面で対応の複雑さを
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表1 日本語教育の二つの理念

日本語学校 公教育内の日本語教育

学校のステイタス 大部分が非公認 公立学校または私立学校

理念 継承語教育 外国語としての日本語教育

教師の世代 日系人がほとんど、一世、二世 日系人がほとんど、二世、三世

教師 教員資格特になし ブラジルの教員免許

生徒 日系人が4分の3 学校によっては日系人以外が多数

生徒の年齢 幼稚園から初等教育が多い
幼稚園から中等教育（公立学校では
中等教育）

教える時間帯 公教育の時間帯以外 学校教育の一部

教授用言語 日本語 ポルトガル語

教える内容
日本語、年中行事、しつけ、日
本的メンタリティー

日本語、日本文化



生んでいる。

近年の緊急課題に、ブラジルから日本への「出稼ぎ」への対応がある。

後述するように、日本就労を目的とする人々、日本から帰国した人々とそ

の家族が日本語学習者数の増加に寄与している。また、グローバル化の中

で日本の大衆文化がブラジルでも若者を中心に様々な人々に受け入れられ

つつある。非日系の日本語学習者の増加もそれと密接な関係がある。ブラ

ジルの日本語教育が、これらの人々のニーズに充分応えていくためには実

際の様子を知る必要がある。

これらを整理すると表1のようになる。以下、これら両者が行う日本語

教育の特色を追いつつ、ブラジル日本語教育の抱える課題を明らかにした

い。

2．戦後の「日本語学校」と日本語教育

2－1 戦前の日本語学校の成立

現在の「日本語学校」は、戦後登場した学校がほとんどである。戦前に

存在した学校は第二次世界大戦中閉鎖されたためである。

戦前の日本語教育は移民の植民地集住を端緒として日本帰国に備える教

育として始まった。日本移民は、永住ではなく日本への錦衣帰郷を目的と

してブラジルにわたってきた。しかしコーヒー農園での過酷な請負労働は

夢見ていたものとは大きく異なった。短期の予定であった滞在は次第に、

長期間働いて大きく稼いでからの帰郷を目指す方向に変わっていく。この

過程で自作農を目指し、日本人が集住する植民地が奥地に作られた。慣れ

ない外国暮らしから暮らしやすい環境を作ること、また子どもの教育が可

能になることが植民地形成の理由であった。この頃農業の開拓前線にある

植民地ではブラジルの公立学校はまだなく、日本移民は自分たちの手で学

校を建てることが多かった。欧米人は植民地を作ると教会を建て、日本人

は学校を作ると言われたほどである。帰国した際に子どもに教育がなく、

日本語も話せない、という事態は避けねばならない。学校には可能な場合

ブラジル人の教師も教えに来たが、当時まだブラジルにおける学校の普及
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は全般に進んでおらず、日本人の教師が教えることが多かった。教科書は

日本の国定教科書であり、修身や学校行事、各教科の内容も日本の学校を

模していた。これらは「日本人学校」と呼ばれていたのである。

第二次世界大戦が近づく頃、ブラジルのナショナリズムが高揚し、その

一環として、1938年「日本人学校」も閉鎖された。大戦に突入すると日本

はブラジルの敵国となり、日本語書籍や印刷物の頒布禁止、邦語新聞の廃

刊、日本移民の集会の禁止、公衆の場における日本語使用の禁止、通過許

可証なしの旅行の禁止、などの取り締まりの対象となった。このような措

置が日本移民に与えた心理的影響は非常に大きかった。情報が絶たれ、社

会の中で孤立する異常な精神状態は、戦後の勝ち組負け組のテロ事件を生

じさせる伏線となる3。この事件は日系社会を大きく変貌させたが、その

傷跡も大きく、日本語教育が本格的に再開されるのは1950年代になってか

らであった。かつての「日本人学校」は「日語学校」として、語学を教授

する私塾的な学校となっているものが多い。しかし、これらの学校は日系

人コミュニティのあるところブラジル全国に存在し、前節で述べたように、

ブラジルの日本語学習者の4分の3を収容している。そして幼稚園や小学校

に通う子ども達から成人に至る学習者に日本語学習ならびに日本文化の伝

承普及の機会を提供している。

他方、ブラジル学校制度（公教育）の中で行われる日本語教育も近年少

しずつ増加している。それまで高等教育機関にのみ限られていたが、1980

年代末からサンパウロ州、パラナ州を中心に初等中等学校でも日本語科目

を教える学校が増えてきている。カラオケやアニメ、漫画など日本の大衆

文化の広がりがその背後にあり、日系人以外の学習者も大きく増加してい

る。その学習者数は2003年で4552人4、「日本語学校」で学ぶ学習者の3分

の1ほどの人数である（詳細は後述）。

2－2 戦後における日本語学校の復活

日本は1945年8月に敗戦を迎えた。しかし、正確な情報が途絶し、敵国

民としての圧迫を受ける中で、日本の勝利を信じて支えとして来た移民に
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とって、それを受け入れることは難しかった。日本の敗戦という事実を納

得させようとする人々は「認識派」「負組」と呼ばれ、日本の勝利を信じ

る「勝組」からの攻撃の的となった5。「勝組」が引き起こすテロ事件は、

ブラジル国内での排日機運を呼び起こすところとなり、1946年の新憲法制

定時には、危うく日本移民の入国全面禁止が条文に加えられる所であった。

テロは1947年1月に最後となったが、移民社会の混乱はその後も1950年代

半ばまで尾を引くこととなる。

移民社会に戦後日本の実像が伝えられるようになるにつれ、戦災で荒れ

果てた祖国日本への救援すら行われることとなり、日本への帰国はとうて

い現実化できるものではないことが誰の目にも明らかとなった。人々は否

応なくブラジル社会への永住を決意せざるを得ず、そこから移民の子女に

対する教育の考え方も大きく変わっていく。ブラジル社会への適応と成功

が第一の目標となり、ブラジル学校を第一とし、日本語教育不要論も登場

してきたのである。戦後、再開された学校はもはや「日本人学校」ではな

く、日本語を教える「日語学校」であった。

森脇は、戦後の日本語教育の変遷を1946年から1950年頃の空白期、1950

年代前半から1960年代前半の再開期、1960年代後半から1970年代後半への

啓蒙期、1980年代以降、と分けている6。その区分を基にしつつ、本稿で

は紙数の都合上、終戦後から1960年代末までを「日語学校」復興期、1970

年代以降を「外国語教育」指向期、と大きく分けて、戦後の日語学校の歩

みを簡単に振り返っておきたい。

2－2－1 「日語学校」復興期：1946年～1960年代末

サンパウロ州の場合

戦争中の圧迫の後、1947年11月26日に、サンパウロ州の教育令第17698

号は、その中の第二章私立学校令で、地方では依然として14歳以下に外国

語を教えてはならない、としていたものの、サンパウロとサントスの都市

地帯では最低10歳以上から一日最大二時間までの外国語学習を許可した7。

上記の教育令発布と、日系社会の混乱の収束とにより、「日語学校」（日
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本語学校）は1940年代後半から徐々に再開された。サンパウロ州サンパウ

ロ市内では、戦後の移住が多く、サンパウロの東（聖東）地区の日之出小

学校が1949年に開校した8ほか、1950年代から60年代にかけて次々に「日

語学校」が設立されている。戦中、戦後の激動期を経た後、かつての「日

本人学校」は「日語学校」へと変わったのである9。サンパウロの南地区

では1957年に「聖南日語研究會」が結成されている10。サンパウロ内陸部

では、モジ・ダス・クルーゼス近郊の、コクエーラ植民地では、戦争中も

200人が日本語を学んでいた11。同植民地では戦後は1947年頃、ブラジル学

校の建て増しと同じ頃に指導員会が組織された12。モジ・ダス・クルーゼ

ス地区では1956年に13、スザーノ地区では1957年及び1962年に教員連絡会

ができあがった14。これらの他にも多くの地方で1940年代後半から1960年

代にかけて、日本語学校が再開されたり、また教員の連絡会などが結成さ

れたりした。

パラナ州の場合

日本語学校が再開したのは、パラナ州においても1940年代終わり頃から

である。パラナ州は1930年代に入植が始まった土地であり、地味が肥沃で

あることから日本人植民地が続々と誕生し、日本語教育も盛んに行われた。

戦時中は外国語学校の禁止令により日本語教育は禁止されていたが、少人

数の分散教育や巡回教授などで細々と続いていた15。戦後においては、

1947年の奨学舎、ルビアセア校、天理教育英舎が、翌1948年にはローレナ

校、フレーザ校、また私塾の静陵学園、と続々と日本語学校が開校される

ようになった16。その背景として、1947年11月26日に出されたサンパウロ

州教育令の影響がある。しかし、パラナ州では、アサイ地区など日本人の

植民地に対する官憲の監視が厳しいほか、日本語教育に対する細則もない

ため、日本語教育の復興は黙認の形で行われることとなった。1947年には

早くもアサイに「児童愛護会」が結成され、それが1949年「トレス・バラ

ス教育会」に発展解消された。また「ロンドリーナ教育研究會」が組織さ

れている17。
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復興期の教育内容：「日本人教育」の延長

移民の永住戦略への転換、奥地での地力の減退、子女の教育の必要性、

などから移民が都市に移動する傾向が生じた。各地の日語学校は再開され

るとともに、移動の動向を受けて消長を示すこととなる。生徒が急増する

地方もあれば、次第に減少して昔日の面影を失うところもあった。しかし、

情勢が落ち着きを取り戻す中で、全体的な傾向を見れば日本語教育は次第

に盛んとなっていった。

これら両州における日語教育の内容であるが、戦後しばらくの間は戦前

の国定教科書が使われていたが、1953年頃から徐々に柳田国男編の教科書

に切り替えられ始めた18。1960年には日伯文化協会によって、『日本語』全

8巻が刊行され、ブラジル全土で使われるようになった。しかしそうした

切り替えが画然と行われたわけではない。1962年頃のサンパウロ州バウ

ルーでは、日語、音楽図画、舞踊のほかに依然として日語修身が教えられ

ていた19。またどの学校でも運動会や学芸会、お祭りなどの年中行事、相

撲、お話大会、作品展、健康診断、など子どもの「人間形成」にも重点を

置く、戦前に準じた教育が行われた。戦前の「日主伯従」と異なり「伯主

日従」的教育が前提であり、ブラジル学校への通学が第一ではあったが、

日本語、算数、体育、情操教育、道徳など、ブラジルの初等教育に不足し

ていると思われた面を補足するとして、日本語学校の存在価値が認められ

ていたのである20。

ブラジル永住を決意し、社会的上昇を果たすために高学歴獲得を目指す

日系人にとって、日本語は邪魔となる、という日本語不要論も出た。しか

し、多くの日系人にあっては、ブラジルにおける学歴の階梯を上りつつも、

人間形成の面からは「日本人教育」を求めていたと森脇は指摘する。すな

わち、教育観は引きつづき戦前のそれの延長線上にあった。それは森脇の

表現を借りるならば、片方の足に靴、もう片方の足に下駄を履くような不

自然な状態であった。
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日本語教育理念の分立

日本人会の活動が活発化し、学校数も増えてくると、1950年代にはブラ

ジル全体を対象として日本語学校を組織する諸団体が出て来た。それらは

日本語教育について異なった理念を抱いていた。

1956年1月に組織された全伯日語学校連合会（通称、日学連）は「民族

的優秀性」を修得して文化の交流を行いつつ、伯国への貢献をすると述べ

ているが、その内容は「教育勅語に盛られた理念」であった21。その対象

は専ら日系人であり、「日系コロニア」の中にとどまる日本語教育であっ

た。

他方、1956年11月には日伯文化普及会が組織された。こちらは日伯の文

化交流を目的としており、対象は日本人、日系人ばかりでなく、日系人を

含むブラジル人と日本人双方となっていた。両国に開かれた組織体である

ことが特徴である。

1964年には日本語普及会が作られた。日伯文化普及会の事業として日本

語教科書刊行に取り組む際に、その刊行委員会の後身として設立されたも

のである。ブラジル人に対して日本文化理解のための日本語を普及するこ

とを目的としており、日伯文化普及会と同系列にあると考えられる。

第一の考え方はいうまでもなく、戦後復活した日本語教育の大勢をを占

めるもので、一世日本語教師の多くは、第一の団体の考え方に共鳴すると

ころが多かったのである。これに対して第二、第三の団体が目指すものは、

日系社会とブラジル社会との対等な文化交流、日系人以外も対象とした

「外国語としての」日本語教育であり、急速に変貌する日系社会への対応

であった。諸組織が併存する状況は日系人社会の中にある考え方の違いを

表しており、このことは現在に至るまでブラジルの日本語教育に影響を与

えることとなった。

この頃の学校の現実の姿であるが、法的ステイタスを見ると、正規の学

校となっている例は少ない。日本文化協会（日本人会）設立の学校であっ

てもその附属文化クラブ扱いであり、その他は個人の自宅を開放しての私

塾がほとんどである。1966年の調査によれば、公認校は当時13％、それで

―32―

帝京大学外国語外国文学論集　第13号



あっても法規を厳守している所は全くなく、全て当局の「好意的黙認」に

よると述べていた22。現在においてもその状況は大きく変わってはおらず、

公認私立幼稚園・学校に成長したという例が散発的に見られる程度であ

る。教師がブラジルの教員資格を有する割合は、1966年には全体の24％に

過ぎず、それも名義を貸していることがほとんどで、実際に教鞭を執って

いる二世教師は10名に満たなかった23。

1966年当時、教育内容は、ブラジルで作られた日本語教科書、いわゆる

コロニア版『にっぽんご』を使うことがほとんどで、日本の国語教科書を

使うところは少なくなってきているが、全くなくなったわけではなかった。

学校行事は運動会、学芸会、が最も多く、続いて、遠足、作品展示会、お

話会、体育競技、映画、見学等であった。教科は日本語を中心とした作文、

習字、唱歌、図画、が多く、算数、体操、徳育、理科、話し方、童話、ポ

ルトガル語、が続いた。ここからは言語のみの教育にとどまらず、子ども

の知識、道徳、体育を含む全人的育成をめざした、正規の「学校」的あり

方が保たれていることがわかる。ただし、授業法は全部の学校で、進度が

違う子どもを含める複式であり、ブラジル学校との関係から、二部制、三

部制が多かった24。

2－2－2 「外国語教育」指向期：1970年代以降

日系社会の変化と日本語教育

1958年当時、日系人口43万人のうち75.68％がサンパウロ州に、18.10％

がパラナ州に住んでいた。30年後の1987年、1988年の調査によれば、1987

年において日系人口は122万8000人、そのうち72.23％がサンパウロ州に、

南部に住む11.69％のほとんどがパラナ州に集中している25。しかし日系人

は北部、北東部、中西部にも住んでおり、ブラジル全国に居住地域が広

がっている。

1987年、都市・農村別26の分布は、89.89％が都市居住者、10.11％が農

村居住者である。ブラジル全体では1980年のセンサスによると67.59％が

都市居住者であったから、日系人の都市居住はブラジル全体のスピードを
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はるかに上回る速度で進行している27。世代交代も進んでいる。1988年に

おいて一世は日系総人口の12 .51％、二世人口は30 .85％、三世人口が

41.33％、四世が12.95％である。五世以上は0.28％に過ぎない。世代人口

に占める混血の割合を見ると、二世では6.03％であるものが、三世では

42％、四世では61.62％へと上昇する28。この調査から約20年経過した今日、

その傾向は更に進んでいると思われる。

このような変化の背景では農業従事者が1958年の55.9％から11.75％に激

減し、非農業部門、なかでも管理・事務、運輸・通信の割合が増加して、

日系人口のホワイトカラー化という職業の変化が生じている29。経済的に

も中産階級と見なされる段階の者が54.94％を占め、ブラジル全体と比べ

て高くなっている30。異民族間の結婚の比率は、ブラジル全体で45.9％、

中西部や北部では60％を超える31。家庭内で使用される言語もポルトガル

語が多勢となっている。1958年当時には市街地でも農村でも家庭における

使用言語は日本語が最も多く、市街地で44.9％、農村部で60.5％であった。

しかし、1987年では、日本語使用は都市で6.04％、農村部で21.67％と大幅

に後退している32。

こうした変化を受け日本語教育は「外国語」としての教育に変貌する必

要が認識されるようになり、日本語教育の目的も「日本精神体得」「情操

教育」などから就学や職業のためという「実利」指向が強くなった33。

1978年の移民70年祭の記念シンポジウムでも、「国語教育」から「外国語

教育」への移行が主張され、教材や、教授法、教師の給与改善、家庭教育

の方法、環境作りなどが提案されている34。家庭内で日本語を話す環境が

失われてそれまでの教育の方法が通用しない、という状態は、このように

1970年代からすでに登場していた。

現在、その状況はさらに進んでいる。しかし、「外国語としての日本語

教育」との主張が盛んになされるようになったとしても、それは直ちに、

学校でなされる教育活動の実質的変化を意味するわけではない。実際には、

1990年代に至るまで繰り返し同様のテーマが日本語教育に関するシンポジ

ウムで挙げられている所から見て、それまでと大きく変わらない教育が行
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われてきた学校も多くあるようである。しかし、出稼ぎ現象により日本と

の空間的距離は縮まり、情報通信技術の発達によって日本とのリアルタイ

ムの情報が交換されるようになった。いわゆるグローバル化に対応して日

本語学校のあり方も変化の波を被りつつある。日本語学習の機会が多様化

し、日系人以外の新たな日本語学習者が登場して、日本語教育は大きな変

化を迫られている。

このような状況下、日本語学校はどのような教育を行っているのか、以

下、訪問した日本語学校の現状を報告する。

「日本語学校」の現状：訪問調査から

ブラジル日本語センターによれば2003年度の調査で判明している限りに

おいて日本語学校数は339校であった。そのうち調査に回答を寄せた学校

数が284校である35。生徒数は、15,041人であった36。この数は、1980年代

終わり頃37よりはかなり少ないが、1990年代に学校数、学習者数とも減少

した38のに比べると多少の増加を示している。

分布は日系人口の分布を反映し、サンパウロ州全域に208校、パラナ州

に41校、と集中し、残りは北部、北東部、中西部、南部に散在している。

生徒の年齢構成は、7歳未満が15％、8歳から10歳が18％、11歳から15歳が

28％、16歳から49歳が34％、50歳以上が5％となっている39。戦前の学校

が主に小学校であって、戦後もブラジル学校の補足として主に子どもを対

象としてきたことを考えると、16歳以上の学習者が4割を占めるというこ

とは、日本での就労や在住など、近年の実際の必要性にかられて学習する

人の増加を示唆している。注目される変化は、いろいろなタイプの学校が

出てきたこと、そして、日系と非日系の割合が、72％と28％となり、非日

系人の学習者が増えていることである。

＊ANIMANGA日本語教室（私塾）

ANIMANGAの主催者、永田翼氏は、都立大の社会学専攻を卒業後ブラ

ジルにわたってきた。親戚に海外移住する人が多く、移住について卒業論
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文をまとめるなど海外移住が身近であったことがブラジル移住に結びつい

た。こちらに来てからは、漫画が好きな子ども達に自然に日本語を教える

ようになった。教師は永田氏ともう一人日系の先生がいる。60人くらい生

徒がおり、以前は8割から9割くらいが日系人以外であったが、今は6割く

らいに減っている。

1回90分の授業を週に1回行い、全12回でひらがな、カタカナを学習する。

その後は辞書指導しながら漫画を音読させるなどして指導する。1回に10

文字位ずつ丁寧に教えていく。動詞については、現在と過去、現在進行形

を、肯定と否定で教える。漫画を使って教えるときには一緒に読んでやり、

ポルトガル語で説明する。

普通の日本語教育からヒントを得つつ永田氏が工夫した独自の教授法で

あるが、生徒は大変良く覚え、自分の力で辞書を使ってどんどん読んでい

くようになる子が多いという。理念も方法もユニークな学校である。「漫

画を読む」という強い動機を持つ子ども達が対象であるが、日常生活の語

彙に親しませ、整理された教授法は子どもを引きつけて興味深く、日本で

の実践に何らかのヒントとなるのではないだろうか。（2006年9月4日）

＊あおぞら教室（モジ・ダス・クルーゼス）（私塾）

開設は1997年。学校方針として、役立つ日本語、日本文化継承、思いや

りの心をあげ、学習指導の他、様々な情報提供を行っている。学習者は小

学生から成人まで対象としている。1997年に28人の生徒で出発したが、

2003年度に66人まで増え、2006年度は47人である。世代別の内訳は二世が

3人、三世が17人、四世が10人、混血が12人、日系人以外が5人となってい

る。年齢別では、6歳から9歳が9人、10から13歳が15人、14から16歳が12

人、成人が11人とのことである。

成人の大半と新入高校生の30％は高校卒業後出稼ぎ希望であるという。

日本就労を希望する学習者の一方で、日本就労経験者も日本語力の必要性

を感じて学習を再開するという。就労希望者や就労経験者は子女が経費の

かからない日本の普通の学校に行けるように、また日本語を忘れないよう
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にとの希望で、日本語学校に入れている。

学習者の日本語レベルであるが、2006年は入門レベル7人、初級前半9人、

初級後半7人、中級7人、上級5人、成人会話12人とのことである。児童の

学習時間は週3回60分授業、成人は週2回90分であり、どちらも複式直接授

業を行っている。

1年の学校行事としてはキャンプ、秋祭り、絵画、毛筆、作文、硬筆の

コンクール、バザー、中古品バザー、地区お話会、などである。子どもや

地域の現状に適合した方法をとりつつ、家庭的な私塾の良さを持つ現代的

日本語教室である。

モジ・ダス・クルーゼスの日本語学習者数はおよそ800人、日本語学校

はおよそ30校と推定され、その中でモジ教員会に入会している会員校が

2006年度は23校、生徒数が650人である。一世の日本語教師がこの数年間

で急減し、その教え子や日本就労経験者、帰国子女の二世、三世が教壇に

立つようになり、日本語教育はスムーズに継承されている。教師数は会員

校で30人、非会員を含めると50人前後と思われる。近年、日本語以外にコ

ンピューター、そろばん、英語、カラオケなどを教える学校が成長してい

るという40。日本との人的つながり、情報的つながりが生きていることが、

地域の日本語を支えているようだ。（2006年9月9日）

＊モジ・ダス・クルーゼスJICAモデル校（日系団体の設立）

ここは日本人会（文化協会）が創設した日語学校であり、同会の会館脇

に立派な建物がある。訪問日が土曜日であり、先生や生徒に会うことはで

きなかった。しかしこちらにはJICAのシニア・ボランティアが一人赴任し

ており、話を聞いた。

日本語センターの調査では、1997年に2校を統合して発足したもので、

JICAの支援を受けていることからモデル校と呼ばれている。2003年当時教

師5人と日系社会青年ボランティアが1人で、いずれも一世である。児童用

クラスと青少年クラス各1、成人クラス（夜学）が2つ、学習者60人中、16

歳以上が20人で、うち日系人以外が6人含まれている41。
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モデル校の午後の授業を担当しているシニア・ボランティアY氏に、モ

ジにおける子どもの日本語学習の程度について聞いた。子ども達は7割か

ら8割は家庭で日本語を使っておらず、祖父母の言葉を聞いて理解ができ

る程度である。モジの文化協会では日本の国語教科書を渡してきたが、上

記のような日本語使用の子ども達にはそれは使えず、別の本を使ってい

る。

赴任する前にはJICAの横浜センターで、日本語教育に関して「技術補完

研修」という3週間の研修を受けたという。JICAでは「継承日本語教育」

という名であったが、一般的な日本語教育として外国人に日本語を教える

方法（直接教授法）や、ブラジル事情の講義を受けた。しかし、日本語学

校の中では複式クラスが多く、直接教授法は役に立たないことも多いと感

じている。（2006年9月9日）

＊実（みのり）学園（アサイ）（私塾）

パラナ州アサイにあるみのり学園は、二世の校長の下、娘さんを含む三

世の3人が教えている生徒107人の学校である。規模は決して大きくないが、

評判を聞きつけて他の町や市から一時間以上バスに乗って勉強しに来ると

いうほど、評判の高い学校である。2003年のデータでは、生徒107人のう

ち、15歳以下は38人、他は16歳以上であり、青年や成人の割合が高い。学

習者の中には、合計で非日系の人々が38人含まれている。授業は1日に2時

間、週に5日間開校している42。

評判の原因は日本就労を見越して、日本での生活に必要な実用的表現を

懇切丁寧に徹底的に教えると同時に、生徒の興味や必要性に合わせて教材

や教え方を工夫し、さらに生活の困りごとの相談までも受けて手助けをす

るという面倒見の良さにある。教室内には店のチラシから、新聞広告、鉄

道や駅、食べ物、アニメ、漫画、など多様な教材が揃っており、パソコン

もあって、それを使った学習ができるようになっている。日本での日常生

活の全般にわたり、資料や教材を収集し研究していた。日本語の良く使わ

れる語彙集も編集中である。実際、日本に就労を希望している非日系人の
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生徒が学習していたが、2時間かけて首都クリチーバから通学してきてい

た。様々な学校を訪問したが、日本就労を意識するという点で、最も体系

的な教育を施している例であった。

ここで子ども達の適応、再適応の問題の深刻さを聞くことができた。ア

サイはもともと日系人が100％を占める村だったが、「みな日本へ出稼ぎに

行くようになり、コミュニティは寂しくなった」。現在日系人口は40％に

過ぎない。崩壊した日系コミュニティは、出稼ぎ帰国者や子どもの再適応

になすすべを知らず、民間の日本語学校の善意が必死にその問題に立ち向

かっているという印象であった。

現実に出稼ぎは子どもの心にゆがみをもたらしている。それは親が子ど

もを残していくか、子どもを連れて行くか、出稼ぎの方法によって異なる

が、いずれも子どもの生活や育ち方に大きな影響を与えており、事例を聞

くと相当深刻であると考えざるを得ない。

まず、人生への考え方に変化が出る。子どもは勉強しなくても日本に行

けると考え、金を金とも思わず、働いて稼ぐ金の重要性を理解しなくなっ

ているという。

親が日本へ行った場合は祖父母や親戚の元に預けられることが多いが、

子どもは大変に寂しがり、様々な相談を寄せて来るという。

他方、日本についていった子どもの場合も、再適応が困難である。我慢

ができずわがままな態度の子、アニメ等しか読まず、勉強しない子どもな

どがいる。また日本に行ったために、親と話す時間が少なくなった子ども

がたくさんいる。日本の学校に長期間いたような場合、自分は日本語しか

できず、親はポルトガル語しかできないため、親と話すことができない。

日本語学校にいる間だけのんびりできる、という子どもも出てきている。

そういう子どもは、ポルトガル語が全くできないため、ブラジルの学校に

入っても試験が全然できない。

またブラジル人学校に行って帰国すると、ブラジル学校への適応には問

題がないが、日本語も日本のことも全く知らないということである。

しかし、再適応は日本の学校に行っていた場合がより深刻なようである。
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特に8歳から13歳くらいの子どもが戻ってくると「ほんとに可哀想」とい

う。日本語もポルトガル語もどちらも充分にできない。簡単な言葉でさえ

も通じず、自分のことを誰も理解してくれないと自暴自棄になり、日本に

戻りたいという気持ちが強いようだ。そういう状態になったことで親を責

め、ブラジルを責めたりする。そこで結局日本へ戻っていくケースもある

という。日本での適応の難しさだけでなくブラジル人の子ども達は帰国し

て再適応に苦労する場合があることはすでに知られているが、その困難さ

を改めて知ることができた。

実学園はこのように日本就労を目指す青年や成人の教育だけでなく、再

適応に苦しむ子ども達に救いの場を提供していた。それは尊い教育的奉仕

である。しかし、日本に住むブラジル人人口が約30万人という現在、この

ような子どもの問題は日本においてもブラジルにおいても非常に深刻さを

増している。早急な対策が必要とされよう。（2006年9月14日）

戦後60年が経過し、日系社会は大きく変化した。家庭で日本語を使う率

は急減し、日系人であっても日本語を話すことのできない人が多くなった。

日本語学校は、日本の文化や日本の教育のあり方を伝える上で大きな役割

を果たしてきたが、時代の変化への対応が遅れていると言われ続けて久し

い。いくつかの問題を例示すれば、「日本人育成」から脱皮できない、教

師が充分な教授資格や能力を持っていない、教材や教育方法について統一

がされていない、学校では生徒の数が少ないため複式授業となっている、

日本語を話せない人を対象とした教え方ができない、学校の法的基盤がな

く、施設設備も貧弱である、他の習い事と比べて授業料が高い、非日系人

に広がらない（最近は少し変わってきたが）、教師の給料が安く人材が集

まらない、教師が老齢化しているが後継者が見つからない、就労や留学、

大衆文化への接近など日本語学習へのニーズが変化しているが、それに応

えていない、等々である。

しかし、今もブラジルの日本語学習者の4分の3を迎え入れているのはこ

の日本語学校である。それらの学校の多くは、一世の教師によるものであ
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り、一世としての民族性保持への願望が、日本語学校をこれまで存続させ

てきた大きな要因であった。そうした教師に対して「外国語としての日本

語」教育を求めても即座に対応することは難しかった。もともと日系人団

体や個人の私的な努力の上に経営されてきた日本語学校の経営基盤は弱い

面がある。しかし、寺子屋的な良さを持ち、教育の質を上げる取り組みや

ユニークな教育法など様々な工夫がなされている学校もある。ブラジルの

日本語教育の発展を目指すためには、これらの学校を主たる対象として支

援協力に取り組んでいくとともに、二世、三世の教師へのスムーズなバト

ンタッチが実現するよう、諸関係部門の協力が望まれるところである。

2－3－3 ブラジル日本語センターの役割

これまで述べてきた日本語学校を様々な面から支えているのが、「ブラ

ジル日本語センター(Centro Brasileiro de Língua Japonesa, CBLJ)」である。

資料によるとその概要は以下の通りである43。

2002年に「日本語普及センター」から名称変更したが、法的ステイタス

としては、ブラジルの法律に従った会員組織の非営利団体である。所得税

は納めず、役員は無報酬となっている。会員は、日本語学校、日本語教師、

日系企業、一般個人で約600人である。

運営予算は年間100万レアル、うち30％がCBLJの独自事業である。収入

は3分の1が会費収入、3分の1が教材販売・独自事業、3分の1が寄付金や資

産運用益である。事務局員7人の他、アルバイト、青年ボランティア、シ

ニアボランティアが各1人働いている。理事会、評議員会、監査役会があ

る。

事業としては日本語教師への支援が中心である。教師の養成関係では、

教師のための通信日本語講座（5ヶ月）、JICA基礎I研修通信コース（5ヶ月）、

教師養成講座準備（06年2月）、基礎I研修1ヶ月実施準備、日本就労者のた

めの日本語速成コース開設準備（教材養成、教師養成）がある。教師の研

修関係では、汎米研修、全国代表者研修会、州別研修会、地区別研修会、

各種講座、日本語教師研修の募集・選考を行っている。
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イベントとしては、7から17歳を対象にした作品コンクール、12から6歳

を対象としたふれあいセミナー（日本語イマージョン）3泊4日の合宿、15

歳以上のスピーチコンテスト、コンクール授賞式とスピーチを同時開催す

る日本語まつり、2008年の企画としてふれあい日本の旅、がある。テスト
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表2 ブラジルの日本語教育の類型図

ブラジル公教育内の日本語教育

学校種別 戦前の日本語学校 戦後の日本語学校 初中等教育 高等教育

母体 日本人会立
文化協会立または
私塾、ともに多くは
非公認

私立学校 公立学校 公立、私立

歴史 1925-1937 1940年代後半から 1950年代から 1980年代から 1960年代から

教育の理念
日本に帰国したと
きについて行ける
教育

家庭内伝達、文化
伝承の日本語
（継承語教育）

外国語教育の
一つ、文化の
伝承も

外国語教育の
一つ

外国語教育の
一つ

学校の法的ス
テイタス

非公認、ときに公
認

非公認、なかには
正式な私立学校も

正式な私立学
校

選択授業の講座 公認

日系人コミュ
ニティにおけ
る学校の意味

日本人社会のシン
ボル

選択肢の一つ 有望な私立
学校

選択肢の一つ 選択肢の一つ

学校設置場所
農村の
植民地内が主

農村部、都市部
都市部、
農村部

公立学校内 都市部

教師
一世が主、ブラジル
教員資格は少数

一世、二世の日本
語話者、正式学校
の場合は教員資格

二世が主、教
員資格有り

二世、教員資格
有り

一世、二世、日本
人、教員資格有り

生徒 二世が主
二世、三世、四世、
日系人が主

日系人、混血、
日系人以外も

日系人、日系人以
外

日系人以外が主、
日系人も

校舎
日本人会会館に付
設、または独立建物

文化協会に付設
または個人の家等

独立校舎
いくつかの学校か
らの生徒が集合

幾つかの教室を
使用

学校教育内で
の日本語の位
置

日本の学校教育そ
のもの

日本語が中心
必修科目、
選択科目

選択科目
専攻課程では必
修、それ以外は
選択

教科書 国語教科書
国語教科書から独
自教科書へ

定評ある私立
学校の教科書

教師の選択 教師の選択

教授法
日本語による
直接法

日本語による直接
法またはポルトガ
ル語による教授

ポルトガル語
による教授

ポルトガル語によ
る教授

ポルトガル語によ
る教授

支援機関 日本大使館など JICA

学校例
日本人会設立の
諸学校

モジ・ダス・クルーゼ
スJICAモデル校、
ANIMANGA、あお
ぞら教室、みのり
学園

Cenibras, ピ
オネイロ教育
センター（赤間
学院）、めぐみ
学園

アレシャンドレ・
グスモン校（CEL）、
ビセンテ・リジョ校
（CELEM）

サンパウロ大学
ブラジリア大学

日本語学校（学校以外の教育機関）

国際交流基金



としては、日本語能力試験、ビジネス日本語テスト、子どもの日本語テス

トがある。広報活動として会報やメーリングリストの作成、ジャーナルへ

の広報、がCBLJの責任下にある。

このセンターは全ブラジルの339校の日本語学校を束ねる立場にあり、

この組織を通じてJICAは日本語教育への支援を行っている。ブラジル日本

語センターの予算において、最大を占めるのがJICAであり、その金額は国

際交流基金と比べて大きい。JICAの資金は、教師への謝礼など、重要な資

金源となっている。近年は「継承語」教育支援として、日本語教師への支

援に力を入れているが、国際交流基金の「外国語としての日本語教育」支

援との関係が難しいところである。ブラジルの日本語教育の二つの類型は

このような体制とも関係があると考えられる。

日本就労者向けの促成塾を準備しているが、各地の日本語学校を通じて

見えてくる子どもの問題や日本語教育への多様なニーズに何処がどのよう

に関わるべきなのかは非常に重要な問題である。日系社会の急速な変化、

日本就労に伴う問題の噴出を見たとき、この組織が担うべき役割は大きい。

3．公教育における日本語教育の現状

他方、ブラジルの公教育において日本語教育は広がりを見せている。日

本語教育が行われているのは2003年度で69機関、教師144人、学習者数は

4552人となっている。高等教育段階では5大学が日本語ないし日本文学ま

たは日本文化の専攻課程を有している。選択科目、または公開講座として

教えている大学は20にのぼる。特に学習者が増えているのが初中等教育の

学校、特に中等教育段階で、公立27校、私立22校でおよそ3000人が学んで

いる44。

3－1 高等教育段階

その内容を見ると、専攻をおいている5大学ではその課程の設置はサン

パウロ大学の1964年を最古とし、リオデジャネイロ連邦大学が1979年、リ

オグランデドスル連邦大学が1986年、パウリスタ州立大学が1992年、ブラ
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ジリア大学が1997年となっており、サンパウロ大学以外は比較的新しい。

その目的は、研究者・教員養成、翻訳家養成となっており、少ないところ

で660時間、多いところでは1000時間超の日本語、日本文学、日本文化の

科目を履修する。学生数は41人から165人にわたっている42。

専攻課程が専門家の養成の場であるとすると、選択科目、公開講座は、

日本語や日本文化を多くの人に提供する機会である。選択科目としての日

本語を有しているのはブラジリア大学（学生数102人）、カンピーナス州立

大学（98人）、リオグランデドスル・カトリック大学（61人）で、大学生

や既卒者、教員などが学んでいる。これらは大体授業時間100分程度の授

業を1週間に2回学ぶ形が多く、1セメスターが60時間ないし72時間で、第4

か第6セメスターまで学ぶことができる46。

公開講座は、主に一般の市民を対象とし、17の大学が開いている。学生

数は1桁から120人超まで、授業形態はセアラ州立大学のように45分授業を

週に4回行うところ、パラナ連邦大学のように240分の授業を週に1回行う

ところ、リオデジャネイロ連邦大学のように120分授業を週に2回行うとこ

ろ、と様々である。多くは日本語能力別のクラス編成とし、第1セメス

ターから第4ないしは第6セメスターまで学べるようになっている47。

高等教育における日本関係の学習者の数はまだ多いとは言えないが、教

員養成を目指した集中的な専攻課程の増加は注目に値する。また、選択科

目や公開講座においても、初級レベルにとどまらない数セメスターにわた

るコースなど、多様な学習機会が用意されていることはブラジルの特徴で

ある。

3－2 初等・中等教育段階

中等教育段階での第二外国語学習は移民社会のブラジルにおいてもまだ

比較的新しい試みである。ブラジルでは多種類の先住民言語が存在するも

のの、先住民居住地域以外での使用は極めて少なく、広大な国土全域にわ

たってポルトガル語が通用する、いわばモノリンガルの国である。1996年

の新教育法では5年生から現代外国語を最低一つ選択科目の中に含めるこ
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とが定められている（26条）。中等教育では、現代外国語一つは必修科目

であり、第二外国語については学校が可能な範囲で選択科目の一つに加え

るとされている（36条）。

しかしそれが制度化されている公立学校はまだそれほど多くない。公立

学校体系の中に日本語が第二外国語の一つに含められているのは、サンパ

ウロ州(CEL)、パラナ州(CELEM)、サンタカタリーナ州(CELE)の各プログ

ラムおよびリオグランデドノルテ連邦技術センターの場合だけである。前

二者は1980年代後半に導入された制度であるが、後二者は1996年に開始し

ている。他方、私立学校では全部で22校が日本語講座を持っている。イタ

マラチ学園の1969年を除くと1980年代後半から次々と講座が開設されてい

る48。これらの学校では、中等教育とは限らず、幼稚園や小学校段階から、

学校の方針に応じて必修、課外必修、課外活動などの形で日本語を教えて

いる。

CELとCELEM

以上の概観からわかるように、日本語教育を行う学校は1980年代後半か

ら増加している。日本語教育を行う私立学校が圧倒的にサンパウロ州とパ

ラナ州に集中しているのは、両州での第二外国語教育導入政策が関係して

いる。

サンパウロ州では、CELと呼ばれる選択第二外国語の講座が1987年に導

入された。CELとはCentro de Estudos de Línguas(語学センター)の略称で、

スペイン語を初めとする現代外国語の教育が1987年開始され、フランス語

や英語、イタリア語、ドイツ語、日本語を教える。日本語の講座は1989年

から始まった。州立学校に在籍する6年生以上を対象とする週2回（各100

分）の授業で、1セメスター66時間で、6セメスター400時間まで継続して

学ぶことができる。サンパウロ州内の学校に設けられたこのようなセン

ターのうち15カ所で、全部で912人の生徒が日本語を学んでいる49。

CELは外国語表現の新しい機会の提供、学校カリキュラムの充実化と現

代の異文化理解を目的として、1987年8月10日の州政府令第27270号により
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創設された。最初の年はセンターの設置を申請した学区で、スペイン語教

育のみを行うとされたが、1988年にはスペイン語教育を「優先的に」行う

として、他の言語の教育も加わることとなった50。そのような教育は、「同

じ地域に存在する多様な文化を結びつけ、活かし、人類共通の財産とも言

えるこれらの言語の伝統や、移民とその子孫のブラジルやサンパウロへの

貢献を忘れないため51」必要だと考えられた。

サンパウロ州では同政令に基づき、州教育局がその実行に携わることと

なった。その他準備プロジェクトの策定のため、関心を持つ学校のデータ、

スペイン語を教えることのできる教師のリスト等が集められ、大学でスペ

イン語を専攻する学生数の調査、カリキュラムの原案作りなどが進められ

た。1988年には教育局や学区事務所代表、教育振興財団、人的資源局など

の代表による委員会が編成され、語学センターの活動の充実策が話し合わ

れた。

1988年当時、サンパウロ州内の21のCELにおいて、初等・中等教育の生

徒でスペイン語を学ぶ生徒数が114,078人、フランス語では145,776人、英

語では297,579人、イタリア語では76,230人、ドイツ語では13,334人、日本

語では6,605人、使用される教室の延べ数が午前、午後、夜間合計で9,389

教室であった52ことから、このプログラムがかなりの規模であったことが

わかる。このときは、1授業時間が50分、毎週4授業時間を2回に分けて行

うこととなっていた。各セメスターは72授業時間、初級と上級の2段階で、

各段階は3セメスター216授業時間からなり、上級修了には432授業時間学

習するというシステムであった53。

中期的には各学区でこのセンターを設立することが目標とされた。学校

の教室やリソースをこうした課外活動に使用することにより、生徒や地域

社会の成員に場所を提供し、目標とする「言語表現の発達」「異文化への

視野の拡大」「大学入試や資格試験への対応」「労働市場への自信」「カリ

キュラムの充実化」が可能となり、学校と地域社会を統合することに役立

つと考えられたためである。

しかし、語学センターを機能させるための教師の養成にはまだ課題があ
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る。州立学校で教えるためには法的な資格を満たしていなくてはならない

が、最も需要度の高いスペイン語の場合でも資格のある教師は不足してお

り、その養成が必要であると州の資料は述べる54。

他方、CELEMはCentro de Linguas Estrangeiras Modernas現代外国語学セ

ンターの略で、パラナ州教育局による課外授業である。1989年に導入され

た制度で、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、ウクライナ

語、ポーランド語、先住民語、日本語の講座がある。対象は5年生以上の

州立学校在籍生徒で、CELと同様、100分の授業を週に2回行う。1セメス

ターが66授業時間であり、合計6セメスター、400時間まで学習できる。

2003年現在、日本語を学ぶ生徒は、10校で総数380人である55。

パラナ州の公立学校における日本語の教授は1989年にマリンガ市の州立

Vital Brasil校が始まりであるが、他の多くの学校は、教育局の指示56によ

る「特別プロジェクト」の実施に伴って日本語教授を開始した。この指示

は地域の必要性に応じて生徒の人格形成に取り組む一環として、各学校が

それぞれ行う特別プロジェクトを奨励するものである。学校は課外にこの

プロジェクトを行うことができ、外国語教育はこの枠組みによって行われ

ている。

上記で見たように、日本語教師の養成を目的とした大学の専門課程で学

ぶ人数は増えているが、そこで養成された教師の活躍の場が他の言語に比

べればまだまだ少ないのが現状である。公教育の中で日本語教育が広がる

ことは今後の発展のために非常に重要である。学習者の増加のためには外

国語として学ぶ魅力、優秀な教師、良い教科書や教材をどのように作って

いくかが課題である。

3－3 公教育における日本語教育の現状：訪問調査から

公立学校

＊ブラジリア大学文学部外国語・翻訳学科日本語コース

正規の学生の場合、卒業までに日本語を420時間、日本文学を240時間、

その他の科目を630時間とることとなっている。日本語は、毎セメスター
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60時間で、週2回各2時間の授業形態である。テキストは国際交流基金の

「日本語初歩」「日本語中級1・2」のほか、ポルトガル語で書かれた独自の

文法補助教材を用いる。レベルは8段階に分かれ、4年間で中級後半まで達

する。

2005年度の日本語コース正規学生登録数は104名、選択科目生登録数は

70名である。その特徴はどのクラスにおいても日系人の割合が低いことで

ある。前者では104名中24名、後者では70名中9名が日系人であるに過ぎな

い。日系人よりも日本語に新鮮みを感じる傾向が強く、上達も早いとのこ

とである。授業を見学させてもらったが、日常の生活場面を中心にした実

際表現から学び始め、文法は後から集中して教えるようにしているという。

日本語の中級後半までが目標レベルとなっているが、上級学生の場合、

「土産」「峠」など実用的漢字レベルの読みを習得している。

選択科目の履修者の場合も同様に各学期60時間となっていて、原則25人

のクラスが二つ開かれ、その中は5段階に分かれている57。（2006年9月11

日訪問）

＊サンパウロ州立アシャンドレ・デ・グスモン校CEL 日本語講座

サンパウロ州立の学校に在籍する6年生以上高校2年生までの以上の生徒

は課外の選択科目として、この語学プログラムを選択できる。場所は表記

の学校が提供しており、生徒は周辺の約20校から集まってくる。スペイン

語、フランス語、ドイツ語、イタリア語の他に日本語も教えられている。

日本語選択の生徒は110人、その他の言語ではスペイン語が最も多く536人、

他の言語はどれもほぼ120人程度が受講しているという。

1回の授業は40分程度を2コマであるが、これが1週間に2回行われる。3

年間で初級1～6を終わらせるが、終わった時点では日常会話ができるよう

になる。午後2時20分から開始するコースにやってくることができるのは、

授業が午前中で終わるか、または夜間コースなどを受講していて、この時

間帯に通学可能な生徒達である。

訪問したときは、約20人くらいの生徒達が外側は輪になり、内側は3人
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から4人が黒板を向く形で座り、進度に応じてひらがなカタカナの書き取

りをしたり、練習問題を解いたり、ポルトガル語を日本語に訳したりして

いた。年齢的にはやはり中学上級生か高校生と見られる生徒が多いが、小

学生も混じっている。日系人はそれほど多くなく、半数にも満たない様子

であった。この授業では、進度の異なる子ども達が同時に学ぶ複式で、そ

れぞれに異なる課題を用意する教師の苦労が忍ばれる。読み書きの練習が

中心であるが、日本の食べ物や風俗、漫画などを用いて興味を持たせる努

力をしている。

センターの運営にはコーディネーターが一人おり、教育的なことも事務

的なことも全て引き受けている。コーディネーターは経験年数の長い教師

から選ばれるとのことである。生徒数が増えているクラスもあり、通常30

人程度の生徒数が45人に達する場合もある。（2006年9月5日）

＊パラナ州立ビセンテ・リジョ校　CELEM

開校60周年を迎えてロンドリーナ市の表彰を受けたというこの学校は、

全校生徒数33,162人、そのうち日系生徒は167人である58。学校の評判を向

上させるための方策の一つがCELEMであるという。公立学校は私立学校

との競合で質が下がったと言われていたが、2004年度頃から立て直しに取

り組んだ。様々な特別プロジェクトとして、市民活動支援、スポーツ大会

開催、文化的なイベント、優秀者並びに学習遅滞者への特別クラス作り、

などを行ったが、CELEMもその一環として力を入れ、今年度は入学希望

者のウェイテイング・リストができるまでに回復した。

この学校のCELEMではスペイン語、フランス語、日本語を教えている。

生徒数は全部で約150人、どの言語も大体50人程度である。他の州立学校

の生徒も来ることができる。私立学校の生徒も全生徒数の20％くらいまで

なら受け入れる。授業時間帯の関係で、通学してくる生徒は高校生である。

1クラスは25人までとなっているが、日本語の場合、学習開始年度ごとに3

クラスに分かれていて、1クラスは10数名である。1週間に90分の授業を2

回行う。
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授業を見学すると、13人の生徒が二列になり向かい合って座って、自己

紹介やカードを使ってのパターン練習の最中であった。発話を中心とした

授業で、生徒は活発であり、笑い声も聞こえた。受講生の中に日系人は少

数であった。学校全体の中でもかつては生徒数の30％も占めていた日系人

は、私立学校に行ってしまったせいか、割合が少なくなっていると言うこ

とである。このCELEMに関しても講師が生徒集めを行う必要があるとの

ことであった。（2006年9月13日）

私立学校

＊めぐみ学園（ロンドリーナ）（私立学校）

1959年の幼稚園創設で始まったが、父母の希望で日本語も教えるように

なり、現在は幼稚園と義務教育8年間を持つ私立学校へと成長している。

「社会に役立つ良き人格の形成」を目標としている。

教師数は12人、うち一世が2人、二世が2人で、日系以外の教師が1人、

残りは三世の教師達である。2006年度の生徒数は7歳未満が103人、8歳か

ら10歳が45人、11歳から15歳が32人、16歳から49歳が42人で合計222人、

うち非日系の生徒が19人を占めている59。

1日4時間の授業で週5日開校している。年間行事は伝統的な日本的行事

に限らず、母の日、父の日、運動会、めぐみ祭り、作品展示会、発表会、

ハロウィンなどである。市街地にあるが、運動できる中庭や砂場、コン

ピューター室、図書室などがあり、幼稚園、小学校とも部屋に子ども向け

の装飾がされ、暖かい雰囲気を出している。行儀やしつけを重視しており、

卒業生の評判がよいということである。日本の文化的な特色を活かした教

育で成功している。

幼稚園及び日本語教室から、公認された私立学校へと発展を遂げた例で

ある。まだ規模は小さいが、後継者を得、新しい制度（義務教育の1年延

長）への対応も準備中であり、今後さらに発展していく可能性がある。

パラナ州はブラジル日本語センターの調査では日本語学校が53校あり、

うちロンドリーナには11校と紹介されている60。しかし、同調査には、ロ
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ンドリーナには日系世帯数が約3,000あり、大小合わせて約20の日本語教

室があるという情報も紹介されており61、実際は6校よりも多いと考えられ

る。パラナ日伯文化連合会の学校は1989年8月に開校、1991年にモデル校

となった。先の調査によれば生徒数は70人、授業時間は1日4時間で週5日

とかなり多めである。

パラナ州は日本語教育の盛んな土地柄であることがわかり、ロンドリー

ナのモデル校を訪れることを希望していたが、残念ながら果たせなかった。

訪問学校数が限られたためわからないことも多いが、同地区には、教師間

の複雑な関係があるように思われる。定期的に開催されていた教師の研修

会は昨年から開かれなくなったという。団体（文化協会）設立の学校と、

他の私立学校の関係がうまくいっていないということであった62。日系社

会内部の難しさを伺わせる一件であった。（2006年9月13日）

＊Cenibras(Centro Educacional Nipo-Brasileiro de Suzano)（通称セニブラス

汎スザノ文化体育農事協会(ACEAS NIKKEY)が建てた公認私立小学校）

セニブラスは2006年初めに設立された私立小学校で、日系団体（日本人

会）が設立した学校が公認の学校になった稀有なケースである。2006年9

月現在1年生から6年生まで108人が在学している。近隣の日本語学校から

も生徒が移ってきている。各クラスは定員25人まで、ブラジルの教育改革

に従い来年には9年制になる。生徒の33％が非日系、26％が混血、残りが

日系である。日系であっても家庭で日本語を使っていないという人が多

い。

午前中は他の学校と同様に必修科目を行いコンピューターとスペイン語

もそこに含まれる。特色は、午後に、ピンポン、テニス、そろばん、コン

ピューター、英語、太鼓、日本語、水泳、公文、料理、野菜栽培から好き

なものを選ぶことができ、家に帰ることもできる。ほとんどの子どもが午

後も残って日本語を勉強している。多い子は1週間に10時間（1日2時間）、

少ない子で5時間勉強するがその決定はほとんど親がしている。日本語は3

人の先生が受け持ち、レベル別に8クラス展開している。
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日本から帰国した子どもが6人いる。その一人T君は、帰国したとき日本

語しか話せなかった。そのため年齢的には3年生に該当していたのだが1年

生に入学した。4年間経って、ポルトガル語は完全に習得した。本当は5年

生か6年生に該当するはずであるが現在4年生である。しかし、文字のテス

トをしたら1番で、完全に追いついたといって良いようである。

日本の学校に通っていて将来ブラジルに帰ることを考えている子どもへ

の指導をどうするべきか、という点を聞いたが、ブラジルでは海外からの

生徒は多く、多文化が共生する環境をわからせるようにショック療法（教

師が外国語だけを話してみて、海外からやってきた生徒の環境を体験させ

る）などの試みをやっているという。日本人の子どもにも海外からやって

きた子どものことを理解させるように努めたり、また転校生に得意なこと

をやってもらってセルフ・エスティームを高める、等の工夫が必要であろ

うということが出された。各国の文化を体験するお祭りなどもブラジルで

は行われている。

何年かするとブラジルには日本語を話せる日系人がいなくなるのではな

いか、という危惧も持たれている。日本に滞在した帰国子女が日本語教師

になることに希望を持つ向きもあるが、ブラジルで日本語教師となるには

ポルトガル語が話せなくてはならない。バイリンガルの教師、を育成し雇

用することの困難は大きい。（2006年9月6日）

＊ピオネイロ教育センター（通称赤間学院）（私立学校　幼・小中・高）

1933年、洋裁学校として始められた学校であるが、1935年には初等日本

語、一般教養、中等日本語のコース、1937年にはポルトガル語コースが開

設され、サンパウロ女学院と改称された。1959年には中学校入学許可資格

コース開設、1960年財団法人化し、1971年には、ブラジル学校教育制度に

則った幼児クラスと小学部1年生からなる新たな学校「ピオネイロ教育セ

ンター」が開始された。学校は「日本の教育の優れた点を採り入れながら

ブラジルの教育に貢献することを目的に」設立された63。2003年には高校

段階も作られ、現在は幼稚園から高等部までの、全校生徒約800人の一貫
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した私立学校になっている。在学生の9割は日系人である。

日系人を引きつける魅力としては、まず日本式の教育でしつけを良くす

ること、次に数学に強いこと（数学オリンピックでのメダル獲得、また高

校最終学年の生徒が受験する中等教育全国試験でサンパウロ市の1194校中

14位）、そしてバレー、バスケット、フットサルなど体育にも力を入れて

いること、が考えられるとのことである。体育では男女とも柔道が選択で

きるという。英語は小1から週1時間、小3から週2時間学ぶ。

日本語コースはピオネイロの生徒が選択科目として学ぶことができるほ

か、興味がある人は誰でも通うことができる。2006年は生徒数108人であ

る。その内容は特に日本文化を科目として独立させてはいないが、文化の

一つとして折り紙を習わせたり、清掃を行わせ、君が代の歌を教えたりす

る。各クラスは週4時間（2時間ずつ2回）で、年齢別ではなく、日本語の

レベル別に分けられる。担当教員は4人、レベル1から6まで、能力別のク

ラス編成となっており、2003年度で、合計130人の生徒が学んでいた。

授業を見学したが、教室5つに分かれてそれぞれ異なる内容の授業を

行っていた。日常的な語彙を学んでいる低学年クラス、音楽を聞いて書き

取りを行う少し上級生のクラス、など様々であったが、いずれもクラス内

の人数は少なく、多くとも10数人であった。教材は自主教材を用いている。

学校内の施設は使用する生徒の背丈に合わせて配慮されている。教室内は

日本語や日本の風物の資料で飾られていて、楽しい雰囲気を醸し出すよう

に工夫されていた。2006年3月には日本語能力試験の3級に3人、4級に10人

が合格した。

この学校は、洋裁学校からの出発であって、必ずしも「日本語学校」か

らの出発ではないが、他のめぐみ学園、Cenibrasとともに、日系社会から

出発してブラジルの学校体系の中に根付いた成長を示した例であって興味

深い。（2006年9月15日）

3－4 国際交流基金の役割

国際交流基金は、昭和47年（1972年）に特殊法人設立され、平成15年
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（2003年）に独立行政法人となったが、その任務は「国際文化交流事業を

総合的かつ効率的に行うことにより、我が国に対する諸外国の理解を深め、

国際総合理解を増進し、及び文化その他の分野において世界に貢献し、

もって良好な国際環境の整備並びに我が国の調和或る対外関係の維持及び

発展に寄与すること」を目的としている64。事業分野は、文化芸術交流、

日本語、日本研究・知的交流の3つに分かれる。

以上のような目的に基づき、ブラジル国内では国際交流基金は、公立学

校、私立学校双方を含めたブラジル公教育中における日本語の普及をその

役割としている。具体的活動内容は、以下の通りである。

1．CEL、CELEMの教師研修

2．サンパウロ州、パラナ州の教師研修会での指導

3．JICA主催の日本語研修会への出席

4．非日系人日本語教師への支援（修士レベルのコースの支援、現職研修、

高度研修など）

5．スピーチコンテストによる支援（CEL、CELEMの生徒の優秀者を招く）

6．ポスター・コンクール

7．日本語教育関連メルマガの支援

8．出版援助や教材の寄付

インタビューからは以下のような現状と課題を知ることができた。公教

育の体系内での日本語教育は、サンパウロ州、パラナ州が学習者の8割以

上を占めている。私立学校では、日本語が必修の所、選択の所、課外学習

の所、とさまざまであるが、英語との競合により、必修の学校間での差が

出てきている。州立学校では、課外講座なので一斉授業を行うが、そのた

めレベルの異なる学習者もレベルが同水準になってしまうという課題があ

る。大学の専攻課程や選択外国語では、資格として修士が必要とされるが

必ずしも厳格に適用されない。講師は日系人がほとんどである。公開講座

は、大学採用の場合も、また教室を借りているだけの場合もあり、中には

閉鎖されるケース（バイア州）など基盤が固まっていない。

国際交流基金では、学習者に対するより、教師に対する支援を行ってお
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り、各地で研修会を開いている。ただし、継承語教育の支援については

JICAが行っており、ブラジルには二つの日本語教育支援の系統があること

が特徴である。

日本語教師に対する研修会はかつてやっていたが、今はやっていない。

交流基金のステイタスは総領事館の一部というものであって、講座を開い

てお金を受け取ることはできず、また無料で行うと民業の圧迫となってし

まうということで、活動が限定されている。そこでサンパウロ州、パラナ

州を中心にCEL、CELEMの教師の研修会や勉強会を続けている。サンパ

ウロ州の場合は州教育局が資金を負担しており、パラナ州の場合は、交流

基金が負担している。教師のレベルはまちまちであり、非日系の先生の割

合は20％くらいである。非日系の先生の場合、日本語能力検定3級程度、

日本語学科卒で採用可能となっている。

ただし、教員の採用試験はあまり行われていない。日本語できる人を採

用するが、採用のためには教員免許を持っていなければならない。免許を

持っている日系人であれば、少し日本語ができると言うだけで日本語を教

えてみないか、という話になる。数学や理科の先生の場合は慣れておらず

かなり苦労することになる。そのために教師のための講座を開いている。

サンパウロ州、パラナ州の場合は日系人の居住の歴史が長く、地域にも

日本文化の一部が親しまれているが、日本語教育を取り入れているリオグ

ランデドスルやサンタカタリーナではドイツ語やポーランド語、ウクライ

ナ語などが取り入れられるなど、移民の歴史がやはり関係する。他にもフ

ランス語、英語の学校や、韓国人、中国人の学校があるが、そのステイタ

スは不明である。

学校以外で文化的な方面からの日本語普及の努力として、日本のポップ

カルチャーの利用がある。カラオケキャラバンはブラジル全国8カ所を巡

回して、日本語の教授のデモンストレーションと同時にカラオケ大会を開

催して好評であった。若者を集めて日本語や日本音楽に親しみを持たせる

という狙いである。各地で数百人が集まり、ブラジル全土では2800名が参

加、優秀者を集めた全国大会には1,000人が集まった。
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日系社会の世代交代により、日本語を「習わなくてはならない」人が少

なくなり、日本語学校に日系人以外の学習者を入れなくては経営できなく

なってきている。彼らをを日本語学習に引き寄せる魅力の最大の者は日本

のアニメ、漫画などポップカルチャーである。また、漢字で名前を表記し

たい、という欲求もある。

このようなことから、課題として上がっていることは、まず、現代の日

本についてポルトガル語で書かれた紹介がないこと、日本語教授法のポル

トガル語で書かれた本がないこと、ブラジル国内での日本語教師の力の差

が大きいこと、ポルトガル語による日本語の教材が不足していること、が

挙げられる。

教師は、「特に重要な問題」である。年配の先生の中には、ポップカル

チャーなどは知らず、継承語教育にこだわり、「時代が止まっている先生

達がいる」。研修会の機会を増やし、スピーチコンテストを行って、優秀

者を日本に派遣する企画も行っている。日本語の先生になってもらうため

である。しかし、ブラジルでは先生のステイタスが低く、給与が安いため、

教師へのなり手が少ない、という現実がある。家計の手助け程度で家族を

養うに足る給与ではないため、女性の教師が多い。出稼ぎからの帰国者は

日本語を話すことができるが、企業には入っても日本語教育に携わろうと

いう人は少ない。

ブラジルの教育界のコンテクストから見ると、依然として低い教師待遇、

教師の学歴資格の高度化という流れにあり、その中で、日系人の場合は教

えるための資格が充分でない、または体系的に日本語教育を修めた人材が

少なく、他方、日系人以外の教師はいまだ充分に育っていない、という状

況にある。どちらの人材にとっても、教師の待遇が相対的に恵まれていな

い、安定した職場での日本語教師の就職機会が少ないという問題がある。

また教師として働き始めたとしても、前述したような教材の不足、新しい

方向を取り入れた教授法の不足、などの問題があり、日本語教育の発展に

とって解決しなくてはならない課題は数多い。（2006年9月8日）
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4．まとめ

ブラジルの日本語教育は継承語教育、外国語教育、どちらの系統におい

ても様々な教育機関によって提供されている。様々な問題点があるが、

「日本語教育」として見る場合には共通の課題が浮き上がっているように

思われる。

まずは日本語教育の理念と方法の確立と環境整備である。今やかつてと

異なり日系人といえども日本語を話す割合が非常に低い。日系人以外の日

本語学習者も増えている。日本語を外国語として学ぶ人々に応じた日本語

教育の体制が作られねばならない。教師は、日本語がわからない生徒を教

えるのであり、日本語ポルトガル両語の高い能力が求められる。しかしな

がら日本語学校はごく小規模なところが多く、経営が安定しておらず、有

能な教師の確保に苦労せざるを得ない。そこには日本語教師という職業の

一般的な待遇の悪さという問題がある。公立学校の場合でも、その雇用基

盤は必ずしも安定していないのが実状である。日本語教師として働き続け

られるような環境整備、有能な教師の育成・確保、同時に教科書や教材、

教授法などにわたり日本語教育自体の体系化、水準向上がますます進めら

れなくてはならない。

次に、出稼ぎや留学、親に連れられていった子どもの日本暮らしなど、

学習者の日本語教育の必要性はますます多様化していることに応えなくて

はならない。成人と子ども、必要とされる日本語能力の違い、本人の習熟

度などに応じた日本語教育が求められている。

これら双方に関連して、ブラジルの日本語教育の支援体制という課題が

ある。「継承語としての日本語教育」「外国語としての日本語教育」は、日

本からの関係機関も前者はJICA、後者は国際交流基金、と分かれている。

しかし日系人以外も含めた学習者の多様化、日系人以外の日本語教師が育

ちつつあること、日本就労による両国の関係の活発化、など新たな状況が

出現していることからも、二つの概念の存在を共に視野に入れた総合的な

日本語教育支援体制が必要とされていると思われる。

最後に、日本とブラジルという国を超えた動きの中で子どもが教育を受
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けることの困難を認識し、困難を解決する体制を作らなくてはならない。

出稼ぎにまつわる問題は教育以外にも多々ある。日本へ行くことが金を稼

ぐ手っ取り早い方法、ということが広まり、偽装結婚をして出稼ぎに行く

例もある。みのり学園で中心的に教えているT先生は、職場での問題、社

会保険の問題、斡旋業者の問題、ブラジル人同士での虐め、など多くの問

題を実際に電話などで当事者の口から聞き、手助けをしていた。そうした

きめ細かく親身な支援が一層必要と思われるが、それは個人のレベルで解

決できることではなく、政府レベルで取り組んでいくべきである。特に教

育に関しては、日本とブラジル双方で、家族の離散や不就学、学校不適応、

再適応の困難など子どもにとって大きな損失や被害となる問題が持ち上

がっている。日本に一定期間居住する人々を対象とした何らかの教育機会

や研修を義務づけるかなど根本的対策が必要な時期となっているのではな

いだろうか。日本語教育の枠を超える問題ではあるが、関係する部門が集

まり、早急に対策を実施することは緊急の課題である。

国外就労者情報援護センターでは、（CIATE, Centro de Informação e

Apoio ao Trabalhador no Exterior）職場に役立つ日本語教育を体系立って教

える試みを始めている。週1回で、3ヶ月の速成講座である。ブラジル日本

語センターでは、日本就労者向けの速成塾が計画されている。民間の日本

語学校では、アサイのみのり学園がきめこまやかな授業とサポートで就労

者やその子どもの助けとなる活動を行っている。これらの場所で行われる

日本語授業は新しい課題に取り組むためのヒントを提示している。ブラジ

ルの日本語教育や学校教育の実践は、グローバル化の中で異文化集団の混

住が進む社会状況における取り組みのヒントを提供しており、今後、さら

に研究を進める必要がある。
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