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長期海外生活がパーソナリティに与える影響
―あるアメリカ在住日本人女性のライフヒストリーを通しての考察―

田中真奈美

Influences of Living Abroad on Individual Personalities:
Studies from the Life History of a Japanese Woman Who Has Lived in the US for Over Fifty Years

Manami Tanaka

要約
　長期間異文化という特殊な環境で生活することによって、どのように自己形成が影響を受けるのかを明らかにしたいと考
え、長期間アメリカ合衆国で生活するある日本人女性のライフヒストリーの聞き取り調査を行った。研究・分析方法は、ラ
イフヒストリー法を使用した。
　本研究の対象者である長期滞在の日本人女性は日本に住んでいた頃から、自己・自我が強く確立されており、長期滞在に
よって海外に適した自己主張がなされ、活動的な自己を形成していった。同時に日系人との歴史的経験、意識、言葉の違い
や人種差別の経験を通して、自身を日本人であるという意識が強くなっていったことが明らかになった。
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1. はじめに
　在サンフランシスコ日本国総領事館の調査による

と、管轄地域（カリフォルニア州中北部およびネ

バダ州）の在留邦人数は 35,559人で、男女別では、

男性 42.0％、女性 58.0％となっており、16％も女

性の方が多い。この事実はサンフランシスコ・ベイ

エリアでの日本コミュニティの特徴を表している。

現在、日本コミュニティの色々な分野で活躍してい

る多くは女性である。国際結婚のパターンでは、妻

が日本人であるケースの方が、夫が日本人である

ケースより圧倒的に多い。

　筆者は渡米当初（1980年初頭）から、アメリカ

で長く生活している日本人女性と知り合い、その独

特な特徴に大変興味を覚えた。女性達の多くは日本

で教育を受けてから、結婚などを契機に渡米して来

た。日本文化の中で成人しているのだが、その割に

は日本社会における日本人と比べてアメリカ人同様

自己主張が強く、自己中心的で、自分に誇りを持っ

ている。しかし、自身は自分がとても日本的である

と思っている。いったいこの変化はいつごろ何が原

因で起こるのかに興味を覚えた。長期滞在している

女性達と会って話を聞いてみたいと思い、彼女達の

ライフヒストリー調査を試みた。

（１）海外長期滞在者のライフヒストリーに関する

先行研究

　ライフヒストリー法を使用した先行研究は多い。

ライフヒストリー法は社会学や教育学の領域で広く

使用されている研究方法である。落合（2004）は

九州に在住する 100歳の女性のインタビューを通

して、その地方独特の恋愛観を調査している。高井

良（2005）は教師の教育観やその変容などをライ

フヒストリー法を用いて分析している。

　海外長期滞在者を調査した研究として、山中・藤

井（2002）はハワイ・カウアイ島の日系 2世をイ

ンタビューし、サトウキビ・プランテーションで

の労働の大変さ、1世、2世、3世の世代間の相違、

太平洋戦争時の経験などを 1999年から長期に亘っ

て調査している。カトウ・シズコさんは 17歳の時、

写真花嫁としてハワイへ嫁いだ。ハワイではすべて

のものが手に入り、何の不自由もなく永住すること
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を決めているが、もう一度故郷である広島を見たい

と強く願っている。｢なんぼハワイが良いと言って

も、私の所一番。広島県佐伯郡五日市町、私の一番

好きなとこ ｣というカトウさんの言葉がその気持ち

をよく表している。

　サンフランシスコ近郊で長期間生活している多く

の日本人も、山中･藤井（2002）が報告しているよ

うに、いつかは日本へ帰国したいという気持ちを

持っている。筆者が面談を行った伊藤さん（仮名）

（70代 男性）も同様に、「日本に帰ることになるか

もしれないので、国籍は日本のままにしている」と

語ってくれた。

　上田（1997）は、ハワイの漁業界で活躍した日

系 1世の喜多さんのライフヒストリーを調査した。

喜多さんはこれまでの恩返しとして晩年多数の日系

団体の役員を務め、日系社会のために活躍した。同

様なケースはサンフランシスコ日本コミュニティで

も見られる。長期滞在をしている日本人の多くは、

何らかの形で日本コミュニティの諸団体と係わり合

いを持っている。

　高齢女性を対象とした研究として、古城（2003）

は専門教育を受けた女性のケースとして看護師 77

歳をインタビューし、人生の岐路における選択決定

の規定要因が自己にあると述べている。家長制度の

名残のある時代でも、専門職業教育を受けた調査対

象者は経済的な自立や精神的な自立を信念としてい

たと考えられる。

　難波（2000）は、45歳から 55歳までの女性 7名

にライフヒストリーを語ってもらい、女性の生き

方について調査した。彼女達の行動、意識の中心

は、子育てを中心とした家庭役割であり、子育てを

終了した時、心理的転機が訪れている。それを契機

にそれまで脇にやられていた自分自身の欲求あるい

は抑えられていた不満が浮上し、それらを解消、充

足する方向に意識が向いている。人生後半は自分の

ために生きるべき時間と捉え、趣味・教養・地域活

動の場での自己実現を目指している（難波，2000，

p173）。

（２）研究目的

　長期滞在による個人の思想やアイデンティティの

変化を調査したいと思い、個に焦点を当てた研究を

したいと考えた。渡米当初から、サンフランシスコ

に暮らす日本人女性を見て、日本にいる同年代の日

本人とは異なる印象を受けた。しかし、彼女達は自

分達を何のためらいもなく日本人だと言っていた。

そして、そのことにとても誇りを持っていた。この

ことについて本研究では、このような認識の違いが

なぜ起こるのか、日本社会における日本人とアメリ

カ長期滞在の日本人との比較を通じて検証すること

を目的とした。今回、本研究の事前調査として、10

数名の長期滞在の日本人女性に簡単なインタビュー

を行った。その質問の一つである「あなたは自身を

日系人だと思ったことがありますか」という質問に

対して、全員が、「いいえ、私は日本人です」と答

えた。そして、「日系人はここで生まれた人たちの

ことでしょう」と付け加えた。アメリカ長期滞在の

日本人が自身を日本人と言い切る認識はどこから来

るのかを検証したい。

　本研究の対象者は長期間アメリカに滞在している

日本人女性である。20代から海外で生活しており、

中年期の危機をアメリカで迎えたことになる。中年

期の危機の問題は長期海外生活者の問題を考える上

で重要と考える。中年期の危機は、社会的な不成功

というよりむしろ、他者からは捉えづらい「根源的

な問い」との葛藤によって生じる。中年期の危機

は、個人的、主観的な様相を持って現れるので、そ

の把握が難しく、中年期の成熟と安定の側面だけが

強調されてきたのである（河合，1993；クローセン，

1986）。長期間海外生活を送っている人には共通す

るアイデンティティの危機、マイノリティとして生
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活することから来る問題やストレスがある。しかし、

河合・クローセンが述べているように、個人的な様

相と捉えられがちである。また、海外滞在経験がな

い人には理解できない部分があり、なかなか本音を

語ってくれないことが多い。実際、先行研究を調査

していて違和感があるものもあった。

　先行研究では、ライフヒストリー法を用いた研究

は数多く見つけることができた。アメリカ在住の日

系人の問題を調査した研究もあった。しかし、成人

してから海外で 40年以上長期滞在をした日本人女

性の自己形成の変化などを、ライフヒストリー法を

用いて調査している研究はあまりみられなかった。

　本研究では、一人のサンフランシスコ近郊に長期

滞在している日本人女性へのライフヒストリー・イ

ンタビューによって、海外生活を通してのアイデン

ティティや価値観の変化、長期滞在の問題点などを

調査し、自己実現に海外生活がどう影響しているの

かを明らかにしていきたい。また、長期海外滞在を

乗り切ることができた個人が元来持っていた資質に

はどのようなものがあるのかを検証し、考察する。

2. 方法
（１）研究と検証方法

　本研究は海外で長期滞在する女性のパーソナリ

ティの変化を調査するために、質的研究方法の一つ

であるライフヒストリー法が一番適切と判断し、使

用することにした。ライフヒストリー法は、前章で

も述べた通り、対象者が自由にライフヒストリーや

気持ちを語ることができるものであり、また対象者

の考え方を引き出せる会話を重視する研究方法であ

る。そのため、本研究のような個人の体験の質的な

変化を探る研究においては、非常に有効であると考

えられる。

　ライフヒストリー法は、シカゴ学派による移民研

究「ヨーロッパとアメリカにおけるポーランド農民」

をその源泉としている（高井良，1994）。ライフス

トーリー研究は個人へのインタビューを通して、語

り手に固有な個性的な経験を聞きながら、研究者は

そのライフヒストリー・インタビューをもとに、抽

象化や一般化の作業を経て、人々のアイデンティ

ティのあり方や文化・社会現象を描き出すことであ

る（能智，2006，p 75）。

　ライフヒストリー法だけでなく、インタビュー法

一般に言えることであるが、インタビューは客観的

事実を聞くのではなく、話し手と聞き手の相互作用

の中で共同でリアリティを紡ぎだすことだという自

覚が不可欠である。話し手の側の条件とともに、聞

き手の立場、性別、年齢、インタビューの状況など

によって、語られる内容や意味づけが変化すること

に敏感でならねばならない（落合，2004）。海外で

長期間生活するということは色々なストレスや大変

さがある。それらのことは経験した者でしか分から

ないことも多い。ライフヒストリーもまた他の研究

方法と同じように、研究者の研究枠組みが作品の深

みを決定づけること、ライフヒストリーにおいては

研究者の研究枠組は自らの人生を物語る枠組みと重

なっている（高井，2005，p24）。

　本研究では、テープから書き起こした会話を、対

象者の意図を変えることなく、明確化し、検証した。

不明な点やいくつかのテーマに関してはより深く理

解するため、後日確認のインタビューを行った。   

　また、本研究では対象者は 1名のため、質的アプ

ローチを使用した。検証は先行研究、筆者の他のア

イデンティティ・インタビューのデータ、筆者の海

外経験と比較しながら、本研究で得られたデータを

基に、その特徴を調査し解釈した。

（２）調査対象者のプロフィール

　本研究の調査対象者は、日本からの長期滞在者

佐藤茜さん（仮名）（70代）とした。佐藤さんは、

1957年 23歳の時、留学生として渡米し、1年間メ
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リーランドの大学で学んだ。その後、結婚を機にカ

リフォルニア州サンリアンドロへ引っ越し、1980

年代にサンフランシスコへ引っ越し、現在に至る。

結婚後、夫の経営するバラ農園を手伝い、夫が事業

を止めるのを契機に不動産資格を取得した。日本語

教師、宝石販売員、バスガイド、通訳など色々な職

業を経験し、非営利団体の日本人渡米者の会の会長

を長年務めた。現在は趣味のダンスや友達との交流

を楽しむ生活を送っている。

（３）研究手順

1）研究の趣旨を説明し、研究対象者を募った。対

象者に研究の趣旨とライフヒストリー研究方法

の説明をし、同意を得た。

2）先行研究で指摘されているライフヒストリーの

要素を基に質問項目を作成した。

3）2008年 9月にインタビューを実施した。

4）インタビュー後、テープから会話の内容を全て

書き起こした。

5）質問事項に基づく会話の内容から、対象者自身

の人生での重要事項を調査し、検証した。

質問項目

　山中・藤井（2002）などの先行研究を参考に作

成した。

1）基本項目

　･生年月日　

　･性別　

　･年齢　

　･出身地　

　･現在の家族構成　（同居人を含む）　

　･現在の住居形態

2）社会移動

　･地域移動歴（日本を出てからの居住地）　

　･学歴　

　･職業歴　

　･職業生活のエピソード

3）婚姻

　･結婚歴（結婚の時期、離婚の経験など）　

　･配偶者の職歴や民族的背景など

4）来米について

　･理由、目的　

　･いつ、誰と来たか　

　･誰を頼って来たか　

　･渡航の手段

5）アメリカ人との関係

6）アメリカに来てよかったと思うこと

7）アメリカに来て後悔したこと

8）ライフヒストリー

　･子ども時代から思春期の頃の思い出やエピソー   

　ド（就学前のこと、生活、学校、遊び、友人など）

　･結婚と結婚生活の思い出やエピソード（恋愛、 

　見合い、結婚相手との出会いと選択、結婚式、

　新婚生活の頃、生活がどう変わったか）

　･アメリカに来てから現在までのエピソード（自

　分の子どもや孫のこと、子ども世代の日系人を

　どう思うか、老後の生活、楽しみ、困っている

　こと）

　･戦争中、どこで誰と生活したか、親戚への疎開、

　学童疎開、外地へ引き上げなど空襲や焼き出さ

　れを経験したか（原爆も含めて）、家族で戦死

　した人がいるか（都会にいた非戦闘員も含めて）

9）現在の生活状態

　･収入とその形態（年収額、年金額など）

　･健康・身体状態（病気の種類と程度、障害の状態、

　健康についての意識）

　･生活についての不満や要求

　･子どもや孫との関係について

10）民族関係についての意識

　　･日系人についての意識　（自身を日系人と意識

　したことはあるか）

　 ･サンフランシスコの日系人について、特徴は何
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　　　か、どう思うか

　　･若い日系人世代をどう思うか

　　･アメリカ人との関係（昔と今、変ったこと、変

　わらないこと）

　   　･他のマイノリティとの関係（昔と今、変ったこ

　と、変わらないこと）

11）その他、社会や宗教について

　　･階層意識　

　　･宗教　

　　･アイデンティティ

（４）検証方法

　検証方法は 2（1）研究と検証方法で述べた通り

ある。　

３.　結果と考察
（１）佐藤さんの人生の転機

　佐藤さんには大きく四つの転機があった。第一の

転機は渡米を決めた時である。大学の経済学部を

卒業した後、なかなか就職先が見つからなかった。

「私は大学出て 4年（制）出て、就職できないんで

す。仕事が全くないんです。女性の 4年制卒業し

た人間ってのはもう全く使い道がない。私が文学部

だったらいいんですけど経済学部だったから、どこ

も行くところがないんですね。とうとう銀行で、父

が多分頼んでくれたんだと思うんですけど、雇われ

た。高校卒資格なんですよ。まずそろばん習わされ

て、お札の勘定させられて。第一、銀行のそろばん、

まずやったことないからやらされて。そしてお茶を

持ってくんですね。ところが男性は同じ（大学の）

卒業生でもみんな幹部候補生だから、みんなこっち

の方にいるわけですね。そうすると、昨日まで私の

ノートを借りてやっと卒業した男子学生に、私がお

茶を持っていって、どうぞって。もうそれは嫌でし

た。やーめた、こんなもんやってられない。で、そ

の時にそういう話があったので、もうやってられな

いって（仕事を）辞めて来ちゃったんです」。仕事

にストレスを感じていた時、母校の留学制度を知っ

た。職場で男尊女卑を経験した佐藤さんは、新しい

チャンスを求めてアメリカへやって来た。

　第二の転機は結婚し、カリフォルニア州サンリア

ンドロへ移住した時である。佐藤さんは結婚を決め

た理由を次のように話してくれた。

　「渡米した一つの理由っていうのは、一応、学生

恋愛にピリオドを打ってきたので、帰りたくなかっ

たんですよね、本当に。日本にはね。彼とのいろん

なことも嫌だったし、それから親が非常に反対をし

てた恋愛関係だったので、いろんなしがらみがあっ

たので、もう親の色々となんていうか拘束を受ける

のが嫌だったっていうのもあって、半分ぐらいはア

メリカに残りたいという気があったので、多分結婚

の決意をしたんだと思います」。日本に帰国したく

ないという強い思いからアメリカへ残る決意をし、

そのために結婚する道を選んだ。

　第三の転機は夫との離婚である。時代の流れから

バラ農園を閉鎖したが、その後、夫は定職にはつか

ず、趣味の釣り三昧の日々を送っていた。また、女

性問題などもあり、麻薬にも手を出したりと、身を

持ち崩していった。夫の日系 2世の友達の助言もあ

り、立ち直らせるために、家を売り、追い出すこと

にした。夫はその後立ち直り、趣味の釣りを生かし、

釣りのガイドをしていた。

　第四の転機は新しい恋に出会ったことである。そ

れまで、ボーイフレンドを探してはいたが、なかな

かいい人に出会わなかった。64歳の時、社交ダン

スの集まりで、10歳年上の白人男性と出会う。そ

の時、彼の年齢がかなり上であることがとても気に

なった。次女に「でもね、年がちょっと問題なのよ。

10も年上なのよ。おじいさんなのよ」と相談すると、

「ママ、ずっとひとりでいるのと、5年間いい思い

するのと、どっちがいいの」と言われた。その言葉
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に背中を押されて、一緒に暮らすことにした。6年

間一緒に暮らし、彼はすい臓がんで亡くなった。そ

のことを「看取った経験って本当に満足感。子ども

を生むのと人を看取るっていうのは人生の喜びの二

つの両極端です」と話してくれた。

（２）日本で確立されていた自己

　4年制大学を卒業した佐藤さんは、男性と対等で

ありたいという気持ちがあった。そのため、就職先

で女性が不当に差別されることを経験し、憤りを感

じた。佐藤さんは将来の自立を考えて、大学在学中

に日本の教員免許を取得していた。日本の大学に児

童心理や社会福祉などの学科があまりなかった当

時、卒業大学はそれらの知識を持つ将来の教員養成

のため、メリーランドの大学と協定を結んでいた。

それを知った佐藤さんは経済的、精神的自立を求め

て渡米した。渡米前の段階で、佐藤さんの男性と対

等でありたい、自身を自身で支えていこうという自

立心は確立されていたと思われる。「アメリカに来

てよかったと思うことを話していただけますか」と

いう質問に対して、「自由です。フリーダムです。

何でもできる」と答えている。これも強い自立心を

持っていたことを物語っている。

　中学から私立の学校へ通学したが、高校・大学と

も共学第一期生だった。男性と同等に授業を受ける

経験をした佐藤さんは、なお更卒業後、女性という

ことで差別されることが理解できなかった。

　父親が 3、4の会社を経営する社長であり、お手

伝いさんのいる裕福な家庭で育った。東京という都

会であったこともあり、生活も豊かであった。日本

にいた頃から朝食はパン食だったというのは、世代

的にも珍しい。こういう生活環境も自己の確立に大

きな影響を与えた。

　インタビューの時、自分のアイデンティティで思

いつくことを挙げてもらった。佐藤さんは、最初に、

いくつになってもおてんばガールだと答えた。佐藤

さんの高校時代のニックネームは「ミス・シン」だっ

た。「シン」は心臓の「シン」で、心臓が強いこと

から来ている。「どこでも何でもいつでも自己主張

をし、喧嘩するから」だそうだ。このことからも、

高校時代から強い自我が確立されていたことが分か

る。

（３）海外生活の影響

　佐藤さんはメリーランドにいた時は、差別を感じ

なかった。差別は結婚して西海岸に移り住んでか

ら、感じるようになった。「イーストコーストでは

メリーランド辺では、日本人は白人なんです」。「（サ

ンリアンドロに引っ越してから）今度は排斥される、

ターゲットにまわったんですね。びっくりしました。

神経衰弱になりました。はじめは（夫の）両親のと

ころに住んでてアパート探したんですね。そした

らうちの主人、電話かける時に “Does it make any 

difference if we are Japanese? ” って言うんですよ。

で、私なんでだろう、主人も最高学府出てビジネス

のオーナーで、私もちゃんとした出身で犯罪歴もな

いのに、なんで日本人を気にしてるのって。それか

らドラックストアやなんかに買い物に行くでしょ、

アテンドしてくれないんですよ。無視です。店員さ

んがおばちゃんがいるんですけど、私がこっちで何

か言っても全然アテンドしてくれない。で、金を払

いに行ってももう嫌な顔してね、『あのー売りたく

ないんだけど』ってね。見え見えなんですよね。ほ

んとに辛くて、それが一番辛かったです」。「アメリ

カに来て嫌なことは何ですか」という質問に対して、

「人種差別です」とはっきり答えたことから、差別

に対する憤りの思いが読み取れる。

　また、日系人と結婚したことにより、日本の「嫁」

を体験することになる。農家である婚家の家族は、

毎日農園に出て働いていた。仕事はしないという約

束で結婚したが、そうはいかなかった。食事の時も

嫁として、気遣いをしなければならなかった。「私
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なんか一緒に食事できたことほとんどなかったです

よ。家族一緒の時は。みんなにお膳サーブして自分

が座ると、もうお姑さんや義姉さん達が自分が済ん

だら片付け始めるんですよ。そしたら人が片付けて

る時、自分は座って食べてられない。『私がします』っ

て行くでしょ、食べる時間ないんですよね。だから

（食事は）半分ぐらいで済ませるしかないでしょ。

だってみんなまた仕事に行くから、自分だけ座って

食べるわけにいかないじゃないですか」。こういっ

た経験は、日系人と結婚した日本人女性からよく聞

く話である。佐藤さん自身、白人と結婚した人の方

が、オリエンタルドールと言われてかわいがられて

いたと話してくれた。こういう経験があったことに

より、我慢強くなっていった。佐藤さんの「でも、

そのおかげで嫌なこと、もう何にももうないですよ」

という言葉がそれを表している。

　佐藤さんはアメリカの一番好きなところを「自由、

フリーダムだ」と述べている。何でもできることが

とてもいいと話してくれた。回りを気にする必要が

なく、年齢で判断されることもないアメリカで、楽

しんで生活をしている。50歳を過ぎてから、佐藤

さんのようにスポーツカーに乗ったり、小型飛行機

を運転することは、日本では確かに難しい。しかし、

アメリカでは年齢で区別されることはないので、本

人のやる気があれば、叶えることはできる。

（４）日本人であるということの意識

　アメリカに長期滞在することによって、佐藤さん

は日系人との違いを強く感じた。自身のことを「ア

メリカの社会では日系人です。だけど 2世の間では

日本人です」ときっぱりと言った。元夫が日系人だっ

たこともあり、日系社会のことはいいところも悪い

ところもよく知っているので、違和感はない。また、

自身が日系人と言われることに対しても、「ネガティ

ブな感覚はないです。ただ私はその日系人の歴史的

な荷物は背負ってないと思います。だからそれをい

いとも悪いとも思わないけど、物を言う時はそれを

自覚して、日系人の荷物を背負った方達を傷つけな

いようにとは気をつけています」と日系人への心配

りを見せた。

　サンフランシスコの日系社会・日本コミュニティ

では、アメリカ生まれの日系人と日本から来た日本

人との間に大きな隔たりがある。理由のひとつは佐

藤さんが指摘するように歴史的背景から来ている。

他の理由として、言葉の違いがある。日系人は日本

語が流暢でないことを気にしている場合が多い。筆

者は在米時代、多くの日系人と交流があった。日本

語で話しかけると、英語で返答してくる人が多く、

日本語を理解しているのにどうして話さないのか疑

問に思った。そのことを尋ねると、日系 2世の 70

歳の女性は「子供の頃に家庭で習った日本語だから、

子供の日本語だから、恥ずかしい。きちんとしゃべ

れないから」と筆者に答えてくれた。

　他の理由として、バブルの頃の日本人の行動があ

る。金にものを言わせて、アメリカの不動産や会社

を買いあさった。それによって嫌な思いをした日系

人も多い。前出の日系人の女性は、アメリカ人に「金

にものを言わせて、日本人は戦後の恩を忘れている」

と嫌味を言われたと、筆者に話してくれた。

　こういう色々な理由が複雑に絡み合って、隔たり

ができているのだと思われる。日系人の側からの方

が、自分達と日本から来た長期滞在者の日本人とは

違うという意識が強い。事前調査で自身を日系人と

思うかという質問をした時、在米 40年の 60代の

日本人女性は、「アメリカ生まれの日系人の方が違

うと思っていると思う。とても親しくしている日系

人に “She is Japanese from Japan. ” と言われた。自

分たちとは違うと言いたいのだと思う」と答えてく

れた。

　佐藤さんは、月に 3回、低所得者用のハウジング

でボランティアとして趣味のダンスを友人と教えて
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いる。ほとんどが中国人なので「イー、アー、サン、

スー」と、中国語を使用して教えている。このボラ

ンティアをしている理由の一つは、戦争中の経験が

関係している。日本人と中国人の関係は、佐藤さん

の年代だと結構厳しいものがある。日本人が手取り

足取り一所懸命教えることに、中国人が大変感謝し

てくれる。佐藤さんは、このボランティア活動によっ

て戦争に関連するお互いの感情のギャップを埋めら

れればと願っている。

　世代間のギャップについても自分ができることが

あるのではと考え、ある日系史に関する非営利団体

の理事となった。「歴史を大切にすることはもちろ

ん大切。でも、その過去ばっかり見てないで、そう

かといっていきなり漫画にジャンプしないで、その

間も作りたいなって思うんですよ。だからあそこ（サ

ンフランシスコ・ジャパンタウン）に漫画ビルが建

つのも結構ですけど、そこの間まだ 40年か 50年

ありますからね、そこの間をなにかこう埋めるもの

もあってもいいんじゃないかなって」。自身の経験

を生かし、これからの日本コミュニティのために何

かできるのではという強い意志を感じた。

４. 結論　
　本研究から、長期海外在住日本人女性に関して次

の点が明らかになった。先行研究の知見と一致し

たこととして次のことが挙げられる。古城（2003）

の指摘の通り、専門教育を受けた女性は、人生の岐

路における選択決定の規定要因が自己にあることが

確認できた。佐藤さんは 4年制大学を卒業しており、

自己が確立されていた。そのため、人生の中での大

きな四つの転機を自身の選択で乗り越えている。

　本研究の対象者は非営利団体の日本人渡米者の会

の会長を始め、日系社会・日本コミュニティで活躍

している。ボランティアである非営利団体などの理

事を引き受けている理由は、自分が何か役に立てれ

ばという思いからである。このことは、喜多さんの

ライフヒストリーを取り上げた上田（1997）研究

と共通する部分である。

　難波（2000）の指摘の通り、佐藤さんもまた自

己実現のために趣味・教養・地域活動の場で活躍し

ている。趣味のダンス、日本語で会話を楽しむ会へ

の参加、非営利団体の理事などを通し、自分のでき

ることにより、現時点での自己実現を達成しようと

している。海外で長期滞在する女性の自己実現は自

己だけではなく、日本コミュニティの向上が大きく

絡んでくる。佐藤さんの場合も、趣味のダンスを通

しての日中友好、非営利団体の理事を務めることに

よる世代間のギャップの解消など、日系社会・日本

コミュニティのための活動が盛り込まれている。

　佐藤さんは日本に住んでいた頃から自己が確立さ

れており、元来の自我が自由の国アメリカで強調さ

れていったと思われる。ある意味、アメリカ的な部

分が日本での生活の中でもあった。食事が洋食で

あったことや大学時代の友人に日系 2世がいたこと

も、関係していると思われる。

　佐藤さんの事例から、日本に住んでいた頃から、

自己が強く確立されており、長期滞在によって海外

に適した自己主張がなされ、自我の強い、活動的な

自己を形成していったことが明らかにできた。アメ

リカでの生活の中で人種差別を経験し、それを解決

していくために自ら声を上げていかなければいけな

かった。そのため佐藤さんは 1960年代には色々な

運動に参加した。最近でも日本人の地位向上のため

にさまざまな場面で発言を行っている。

　佐藤さんは自身を「アメリカの社会では日系人で

す。だけど 2世の間では日本人です」と言ってい

た。アメリカで余生を過ごすことを決めている佐藤

さんであるが、日本人という意識はやはり強く、人

生の大半をアメリカで過ごしても日系人にはなれな

い。佐藤さんのケースの場合、日系人と同様の歴史
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的な荷物を背負っていないことなどが、自身をどの

グループに所属するかと考える時、日本人と自身を

規定することに大きな影響を与えていることが本研

究から明らかになった。
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