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要旨 
 

	 帰国子女は様々な苦労を経験する。「周りと違う」ことが帰国子女を苦しめる可能性のある1つの理由であ
ると筆者自身の経験を通して考えた。この「周りと違う」と捉える帰国子女のアイデンティティは何によっ

て形成されているのかを、ライフストーリーの半構造化インタビューを中心に用いて研究を行った。3名の
インタビューを経て、海外生活はそれぞれのタイミング、事柄、影響力により、様々な影響を与えているこ

とが分かった。また「性格」は共通の事柄であることが分かり、「性格」の違いが、海外生活がどのように

本人に影響するのかに関わると考える。これは小学校卒業までにアメリカで生活した経験を持つ大学生・大

学院生の帰国子女の全員に言えるだろう。そして、この研究があるからこそ、海外生活を「強み」や「人生

の宝」と捉えるための具体的な提案ができると考える。 
 
キーワード: 日本人帰国子女・アメリカ生活・アイデンティティ・大学生・大学院生 
 
1 研究における背景 
	 グローバル化が進んでいると言われる日本では、

2020年12月25日に公開された文部科学省の学校基
本調査によると、「帰国児童数」1は令和元年度間で

小学校1年生から小学校6年生までの合計が8,868人
だった。 
	 日本では海外生活を経験する子どもを支える取

り組みが様々存在する。その1つが、海外子女教育
振興財団(以下はJOESとする)である。また文部科学
省もウェブサイトで「帰国児童生徒」と「外国人児

童生徒」を対象とした「施策」を説明している。 
	 日本で暮らす帰国子女の様子について、NHKの鮎
合真介記者が記した「帰国子女の孤独	 大好きな日

本にキコクしたのに」では、5際からアメリカ生活
を6年半経験した28歳の女性、飯田麻衣さんが日本
に帰国後、日本の学校生活に馴染むことに苦労した

ことが分かる。 
	 また、日本社会を「単一文化」として表現するイ

デオロギーも存在すると言えるだろう。 
	 伊藤(1984)は、帰国子女の見た目が日本人である
という理由から、日本人でいることが社会からの求

めであるとしている。しかし帰国子女が一般的に認

識されている日本人とは違うことを、「帰国子女文

化」(p.148)という表現も使用して説明している。 
	 これらのことから、日本における帰国子女のサポ

ート体制は複数あるが、「単一文化」という言葉で

日本社会を表現するイデオロギーがあり、「周りと

違う」ことで生じる困難が、帰国子女自身の心理面

                                                
1 2020年 12月 25日に公開された文部科学省の「学校基本調査」では、「『帰
国児童』とは,海外勤務者等の児童で,引き続き 1年を超える期間海外に在留
し,平成 31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日までの間に帰国した児童をい

と日常生活において存在すると言えるだろう。 
 
2 研究における動機 
	 筆者は2歳半からのおよそ7年間、アメリカで生活
した経験を持つ2。日本に帰国して10年以上、苦労し
たこともたくさんあったが、筆者を支えてくれた

方々、また高校生の時に出会ったデビッド・C.ポロ
ックとルース＝ヴァン・リーケンの『サードカルチ

ャーキッズ	 多文化の間で生きる子どもたち』とい

う1冊の本を通して、筆者のアメリカ生活と日本に
帰国した後の経験が筆者の「強み」となり、「人生の

宝」だと気づくことができたと考える。 
	 また、大学生である筆者は、大学卒業後の進路を

考えるために自分と向き合う際、帰国子女は海外生

活の経験をどのように位置付けているのかに関心

を持ったのである。 
 
3 研究における先行研究 
	 以下では、帰国子女がどのような人物であるとさ

れているのかについてまとめる。 
 
3.1 1つの文化を超えて育つということ 
	 デビッド・C.ポロックとルース＝ヴァン・リーケ

ン(2010)は「第三文化の子どもたち
サ ー ド カ ル チ ャ ー キ ッ ズ

」(以下はTCKと
する)という言葉を、以下のように定義している。 
 
第三文化の子ども(TCK)とは発達段階のかなりの
年数を両親の属する文化圏の外で過ごした子ど

う。」としている。	
2 詳細は「付録」に示した。	



ものことである。TCKはあらゆる文化と関係を結
ぶが、どの文化も完全に自分のものではない。

TCKの人生経験は彼らがかかわったそれぞれの
文化から取り入れた要素で成り立っているが、彼

らが帰属意識を覚えるのは同じような体験を持

つ人々とのかかわりにおいてである。(p.34) 
 
この本ではTCKについて、帰国子女以外も示してい
る。そして、その子どもたちが直面する様々な問題

や葛藤、その環境で育ったからこそ身につけた強み

などについても述べている。 
	 また、TCK「の行動やリアクションには異文化生
活と移動生活によって生じた共通のパターンがあ

る」(p.10)ことが分かったとしている。しかし、様々
なことが子どもに影響することも示されている。こ

れらのことからTCKは互いに似た部分を持ってい
るとともに、「異文化生活と移動生活」(p.10)におい
てより詳細な部分を見ると、海外生活の経験を経て

精神的にかかる負担は、人それぞれで異なると筆者

が海外生活を経た後にこの本を読んで感じたのだ。 
 
3.2 アイデンティティ確立の過程で影響すること 
	 吉田(2003)は中学生と高校生に対して「アンケー
ト形式」(p.26)3を用いた、「『帰国子女』のアイデン

ティティ形成にみられる要因」(p.25)の研究につい
て述べているが、外国語や日本語、「日本人として

のアイデンティティ」(p.28)、「自分をどの程度まで
日本人と同じととらえることができるか」(p.28)な
どについて示している。 
	 この研究からは、帰国子女のアイデンティティが

形成する過程で何が影響しているのかが事柄とし

て見えてくる。これは傾向として判断できるだろう。 
 
4 研究における目的 
	 帰国子女の心理やアイデンティティに関する研

究はある。だが、日本で生まれ、海外生活を経験し、

日本に帰国して育った人のアイデンティティがど

のように変化していったのかを、海外生活を経験し

た国、年齢、また研究協力者の年齢全てを揃えて、

複数の事例を研究したものは、筆者が研究をしてい

る中ではなかったように思う。これらを揃えて研究

を行うことで、「その経験をしたからこそ」のリア

ルな心理状態の変化が見えてくると考えるのだ。こ

の研究は、帰国子女が海外生活や帰国後の経験を、

自分自身の「強み」や「人生の宝」と捉えられるた

めのサポートの1つになることを願っている。 
 
4.1 研究の問い 
	 この研究では、大きな問いを1つ設定し、その問
いに対して結論を導くために3つのリサーチクエス

                                                
3 この「アンケート形式」(p.26)に関して、吉田(2003)は、「そもそもアイデン
ティティは客観的なものではなく，個々人が主観的に，自らをどういう人間

としてとらえているかの問題であるので，すべて彼ら自身の主観的な判断に

チョンを設定した。 
 
研究の問い 
小学校卒業までにアメリカで生活をした経験を持

つ日本人大学生・大学院生の帰国子女のアイデンテ

ィティの変化について、アメリカと日本での生活は

どのような影響を与えたのか。 
 
リサーチクエスチョン	

Q1:帰国子女は「自分は何者である」と考えたこと
があるのか。 

Q2:帰国子女の「自分は何者である」など自分を捉
える軸はいつ、何によって変化しているのか。 

Q3:帰国子女は自分自身が「日本人です。」と言い切
れるのか。 

 
	 「研究の問い」に対する結論を導くためには、研

究協力者のアイデンティティの変化に着目する必

要がある。そのため、Q1で、研究協力者が自分自身
のアイデンティティについて考えたことがあるの

かを尋ねる。そして、Q2で、研究協力者にとってア
イデンティティに影響したことと、その変化を検討

する。そして、Q3を通して、研究協力者が自分自身
の現在をどのように捉えているのかを検討する。 
 
4.2 言葉の定義 
	 この研究で頻繁に使用される6つの言葉の定義を
示す。 
1) 小学校卒業まで：日本の学年を意味する。 
	 	 ＊アメリカと日本では進級する時期が異なり、

アメリカでの学年と日本での学年が違うこ

とがある。この研究では、日本の学年に統一

する。 
2) 日本人：日本民族の血統であり、日本語を使用
して日本国籍である人。 

3) 文化：一般的に「文化」と言われてイメージす
るもの 

4) 大学生・大学院生：20歳から24歳の「社会に出
る」4直前の段階にある人たちを意味する。 
＊日本の大学生・大学院生の場合は、年齢が

様々である。だが、この研究の中では年齢や

大学・大学院卒業後の進路選択も、影響する

可能性のある事柄としているため、上記の定

義とする。 
5) 帰国子女：父親の都合により、アメリカ生活を
経て、日本に帰国した人。 

6) アイデンティティ：藤田・北村編(2016)で紹介し
ている上野千鶴子編(2005)の『脱アイデンティ
ティ』を元に示した「『私』は、静的に個人のな

かに『ある』のではなく、個別具体的な社会的

よる解答を求めた．」(p.26)としている。	
4 筆者は就職して働き始めることを「社会に出る」と表現している。 



文脈のなかで『なる』『する』ことによって構築

される」(p.126)という考え方に基づく。なお、
インタビューでは、研究協力者には「『自分は何

者である』」ということをアイデンティティの

定義として説明しているが、筆者は人生全体の

中での「ある時」に「自分自身が『何者である』

というアイデンティティを持ち、それが「個別

具体的な社会的文脈のなかで『なる』『する』こ

とによって構築される」(p.126)ということを元
に、「常に変化し続けるもの」として捉えている。

なお、エリクソンがアイデンティティにおいて

は有名であるが、ここでは上記に示した定義と

する。 
 
4.3 研究の方法 
研究方法： 
1. アンケート 
インタビューを行う前に、インタビューでは聞

く必要がないと判断したが、研究を行ううえで

は必要だと判断した情報の回答を求めた。5 
2. ライフストーリー（半構造化インタビュー） 
＊この論文では、ある人の人生について、その

人の語りに注目する。 
研究協力者：3名 
研究協力者3名には、事前に研究の説明を行い、同
意を得た。 
インタビュー時間： 
個別に約1時間×1回（+必要に応じて2回目を実施） 
＊Cさんのみ2回目を実施した。 
＊新型コロナウィルスの流行と感染防止により、イ

ンタビューはLINEのアプリの「ビデオ通話」で実施
した。 
 
半構造化インタビューの質問内容： 
	 半構造化インタビューの質問は3つ設け、研究協
力者それぞれの回答に応じて、筆者の判断で質問を

更に行った。なお、以下にその3つの質問内容を示
すが、研究協力者にその質問をした際の説明がそれ

ぞれ異なる。また以下に示す質問を一語一句そのま

ま研究協力者に聞いたのではない。 
Q1:「自分は何者である」と考えたことがあるのか。 
Q2:「自分は何者である」など自分を捉える軸は移
動(アメリカ生活)が影響を与えているのか。もし
くは年齢なのか、何か出来事や瞬間なのか。 

Q3:自分自身は「日本人です。」と言い切れるのか。 
 
	 インタビュー内容は、iPhone7に入っている「ボイ
スメモ」のアプリを使用して録音した。その内容は、

インタビューの流れに沿って、必要に応じて会話を

文字起こしする方法と、内容を研究協力者の発言を

時に引用しながら要約し、まとめるという方法で卒

                                                
5 アンケートの質問内容は「付録」を参照。「Googleフォーム」を使用した。	
6 筆者と研究協力者の相槌や事実確認の会話など、文字起こしをする必要がな

業論文の「付録」6に示し、その中からこの研究に特

に必要だと筆者が判断した内容を読みやすい形に

整えたものを卒業論文で示した。これらの内容は、

研究協力者に確認をしてもらった。本論文の「5. イ
ンタビューの結果」では、卒業論文の際に行った3
名のインタビューの中から、1名(Bさん)の代表的な
インタビュー内容の一部を取り上げる。 
	 この研究は、研究協力者間での比較を行うことは

目的としていない。なぜなら、研究協力者が置かれ

た環境や海外生活を経験した年齢などが異なり、比

較できないからである。 
 
4.4 研究協力者の紹介 
	 Bさんは筆者と同じ大学に通っている22歳(アン
ケート回答時)の男性である。筆者と同じ大学に通
う他の人を通じて知り合った。初対面の時からオン

ライン上でしか顔を合わせたことがない。1対1でお
話ししたのはこのインタビューが初めてであった。

筆者が通っている大学で、筆者と同じ場所に住んで

いた学生に出会うのはBさんが初めてであり、親近
感がBさんに対してあったために、今回研究協力者
としてお声をお掛けして、ご協力いただいたのであ

る。Bさんは8歳から12歳まで、日本の学年では小学
校3年生から小学校6年生まで、アメリカの学年では
小学校3年生から中学校1年生までアメリカの都市
の近くで暮らしていた。アメリカにはお父さん、お

母さん、お兄さんが2人、妹さん1人とBさんで行っ
たが、帰国のタイミングはそれぞれで異なった。 
 
5 インタビューの結果 
	 以下はBさんのインタビューの一部である。研究
協力者3名のインタビューの全ては筆者の卒業論文
とその付録を参照すること。 
グレーの文字：「付録」を元にした内容 
黒字で「中略」：「付録」や筆者の卒業論文を元にし

た内容を中略した部分 
 
筆者：	最初の質問が、「自分は何者である」、今回

はアイデンティティという感じで、研究な

ので、「自分は何者である」っていう定義

をしてるんですけど、そういうことについ

て、「自分は何者だな」みたいな感じで考

えたことってありますか。	

Bさん：	ほーほーほー。自分は何者である、う
ん。(少ししてから)あ、アメリカに行っ
たことによってってことですよね？どう

自分が変化したかみたいなことですもん

ね。	

筆者：	まあそれも含めでいいですし、全然それ関

係なくでも大丈夫です。	

Bさん：	あー(少ししてから)何者である。(笑いな

いと筆者が判断したものに関しては、会話の内容を文字起こししている部分

においても、内容を要約した部分においても文字起こしを行っていない。 



がら)難しいなー。うーん(しばらくしてか
ら)そうですねーえーと、臨機応変に、柔
軟に、物事考えることができる人だと思

います。	

	

筆者：	(中略)やっぱりそういうことの流れとか、
そういうものを意識する発端とかっていう

のってやっぱりアメリカに行って帰ってき

たっていう移動生活が影響しているのか、

もしくは年齢が大きく影響しているのか、

後は出来事とか何か瞬間みたいなのが大き

く影響してるのか、そこってどう思います

か。	

Bさん：	あー、そうですね。(少ししてから)うん、
あのやっぱりアメリカから日本に帰って

きて、帰ってきたのが中学 1年生に入る
時だったので、そこが契機だったんじゃ

ないかなと思います、移動経験？ってい

うのが大きかったのかなと思いますね。	

	

そして、最後の質問として、「『自分は日本人で

す』って言い切れますか。」と尋ねた。すると、以

下のようなやり取りがあった。	

Bさん：あーそれはもう、今言い切れます。	
(中略) 
Bさん：今は言い切れます。	
 
6 Bさんに対する考察 
	 ここでは、3 つのリサーチクエスチョンの回答を

示す形で考察する。	

	 B さんは内面の特徴で自分自身を定義している
ことが分かり、また、「移動経験」が「大き」く影響

して今の自分を形成しているとした。Bさんは渡米
の際に日本人であるという「意識」があり、アメリ

カ人に対するイメージも持っていたことが分かる。

渡米後は「アメリカ人像に寄せてったかなって思い

ます。」という事実がある。しかし、Bさんは学校で
の経験や現地の人との交流の中で、日本人として自

信を持つことができたこともあったという語りも

ある。そして、アメリカ生活における経験は将来へ

と繋がっていると理解できる。Bさんは日本人であ
ることに対して、「今は言い切れます。」と語った。

Bさんの日本に帰国後の生活は、日本人として、学
校という環境に支えてもらいながら、浪人生活も経

て自分に自信を持つことができていると考えるの

だ。	

	

7 まとめ 
	 3名の研究協力者に対しては、それぞれのタイミ
ングと事柄が異なった影響力で、アメリカ生活の苦

労と肯定的な影響を与えていたと感じた。しかし、

3 名とも「性格」が影響していることも分かった。 
	 この研究は帰国子女の現状を把握することにと

どまり、どのように日本人の帰国子女が苦労を乗り

越えるか、海外生活を肯定的に捉えるかについて具

体的な提案はできていないと考える。だが、この研

究があるからこそ、海外生活を「強み」や「人生の

宝」と捉えることができるようになるための提案を

行うことができると考える。 
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