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異文化におけるコミュニケーションがパーソナリティーに与える影響 
―アメリカ在住日本人へのライフヒストリー・インタビューを通しての考察― 

田中 真奈美 

Influences of Living Abroad on Individual Personalities: from the Life History of a Japanese Woman Who Has 

Lived in the US for Over Fifty Years 

Manami Tanaka 

 

要約 

自文化を離れ、40年以上という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

個人のパーソナリティー、価値観、民族意識が影響を受けるのかを明らかにしたいと考え、アメリカ合

衆国サンフランシスコで長期滞在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、確固たる自身の意見を持っていた。女性は長期滞在によりアメリカ生活に適するように自己主

張が可能となり、活動的な自己を形成していった。同時に、言葉の違い、人種差別の経験、コミュニケ

ーションの難しさを通して、日本とアメリカの相違を認識していた。また、自身を日本人であるという

意識が強くなっていくにつれ、日本文化を子どもや孫に伝えたいという意思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 

2015 年現在、アメリカ合衆国には 3 つの日本町が存在する。3 ヶ所ともカリフォルニア州内にあり、

ロサンゼルス市のリトル・トウキョウ、サンノゼ市のサンノゼ・ジャパンタウン、サンフランシスコ市

のサンフランシスコ・ジャパンタウンである。日本からアメリカ合衆国への移民が始まった頃から、サ

ンフランシスコは、日本人が最初に上陸するアメリカ本土の町であった。そのような背景から、ジャパ

ンタウンが形成されていき、現在でも多くの日系人、日本人がサンフランシスコ、サンノゼ市を中心と

するサンフランシスコ・ベイエリアに在住している。サンフランシスコの南に位置するシリコンバレー

は IT 産業の中心地であり、近年では、駐在員を始めとする日本からの渡米者も増加している。 

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、2014年10月現在、43,450人で、増加傾向にある。男女別では、男性40.8％、

女性 59.2％となっており、約 20％も女性の方が多い。この比率は、日本コミュニティ 1）の様々な分野

原著 



異文化におけるコミュニケーションがパーソナリティーに与える影響 

田中 真奈美 

－ 106 － 

で活躍している人の多くは女性だという、サンフランシスコ・ベイエリアにおける日本コミュニティの

特徴を表している。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、日本コミュニティにおけるイベント等を通して、アメリカで長

期間生活している日本人女性と知り合い、交流を持ってきた。その女性達には、共通する特徴があった。

女性達の多くは、日本で少なくとも高等学校の教育を受けた後、留学、結婚、転勤などを契機に渡米し

ていた。日本文化の中で成人しているのだが、日本社会における同年代の日本人と比べ、アメリカ人と

同様に自己主張が強く、確固たる自身の意見を持ち、自我が強く、強い自信を持っている。しかし、自

身は極めて日本的であると確信し、日本人であることに誇りを持っている。いったいアメリカ長期滞在

によるこのような変化は、何が原因で起こるのかを調査することは意義のあることと考え、長期滞在し

ている女性達のライフヒストリーの調査を試みた。 

(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。研究対象者の

語りを中心に、半構造化面接方式で行われる。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

ライフストーリー・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）。 

難波（2000）は、女性の生き方についての調査のため、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った。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）。 

海外で生活する人の民族意識について、山本（2003）は、日本で生まれ育ち、日本の学校で教育を受

け、日本人との文化的差異がなく、帰化を経験し日本社会で働く中国人の事例から、自身を民族的他者

として規定する意識がどのように形成されるのかを分析した。民族的他者としての自己意識は、生家の

日常的経験を通して、身近な人間関係や噂話から差別や排除のある日本社会の中で、お互いに助け合っ

ている「仲間」のつながりを想像し、同時にその仲間が同質性をもつと想像されることによって自己の

中に「中国人」という共同体を創出することによって形成されたものであることを明らかにした。 

アメリカの長期滞在の女性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

二世をインタビューし、サトウキビ・プランテーションにおける労働の過酷さ、一世、二世、三世の世

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
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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・ベイエリアで長期間生活する多くの日本人も、山中･藤井（2002）の指摘にある

ように、日本へ帰国したい願望を持ち続けている。筆者の知人である大野さん（仮名）（70代 女性）も、

「日本に帰るチャンスがあったら、帰国したいと思っている。できることなら、日本で死にたいと思う」

と話してくれた。 

上田（1997）は、日本で生まれ、若くしてハワイへ移住した日系人達のライフヒストリーを調査した。

そのうちの一人が、14歳でハワイに移住し、漁師となり、漁業界で活躍した日系一世の喜多さんである。

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、日系社会のために貢献した。サ

ンフランシスコ・ベイエリアの日本コミュニティでも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関わり合いを持ち、理事を務めるなど貢献している。 

越山（2010）は、「新一世」と呼ばれる1970年以降に渡米した日本からの移住者に、日本人の文化的・

社会的意識や社会との関わり方について調査した。カリフォルニア州ロサンゼルス市とその周辺に在住

している「新一世」50人に、電話インタビューを行った。越山の調査から、アメリカの地にあっても「新

一世」は、日本社会とその文化の影響の中で生活している場合が多いことが明らかになった。また、ア

メリカには肯定的な印象を持っているが、日本人であることに誇りを持っていることも分かった。 

坂岡（2004）は、米国軍人と国際結婚をし、ハワイ州オアフ島に居住している日本人妻 19 人のライ

フヒストリーについて調査した。戦前の教育を受けた人達と戦後の教育を受けた人達で、家族や夫婦・

親子関係などにどのような相違点があるかを考察した。戦前の教育を受けた世代は、戦前の日本家族的

な慣行が残存していることが明らかになり、教育の違いが価値観の違いに影響を与えている仮説が導き

出された。 

ライフヒストリー法を使用した女性の生き方の調査、海外で生活する日本人の民族意識、アメリカで

長期滞在する日本人や日系人を調査した先行研究から、女性やアメリカでの長期滞在者の特徴の知見を

得ることができた。しかし、個に焦点を当てた 40 年以上アメリカで長期滞在をしている女性の異文化

での生活やコミュニケーションがパーソナリティーに与える影響を調査している研究はなかった。した

がって、本研究で、異文化でのコミュニケーションとパーソナリティーの関係を調査することは、意義

があると考えた。 

(2) 研究目的 

長期滞在による個人の思想やパーソナリティーの変化を調査するため、個に焦点を当てた研究が妥当

と考えた。筆者は、渡米当初から、サンフランシスコ・ベイエリアで生活している日本人女性と関わり

をもち、彼女達と同年代の日本在住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
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ためらいもなく日本人だと言い、日本人であること、日本的であることに非常に誇りを持っていた。 

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

系人の問題や女性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

本人女性のパーソナリティーの変化などを、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、長期滞在を通してパーソナリティーや価値観の変化、長期滞在の問題点などを調

査し、自己実現に長期滞在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. 研究方法 

(1）研究と検証方法 

本研究は海外で長期滞在する日本人女性のパーソナリティー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を用いた。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、使用した。 

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、話し手と聞き手との相互作用の中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ければならない（落合，2004）。 

海外長期滞在には様々な困難やストレスが伴う。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

（高井良，2005，p24）。そのため、研究者が海外での長期滞在経験があることは、ライフヒストリー法

を用いての本研究の分析には、有効である。 

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、質的アプローチであるライフヒストリー法を使用した。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、その特徴を考察し解釈した。 

(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小林園子さん（仮名）（60 代）とした。小林さんの夫
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は日本人であるが、姉がカリフォルニア州サンフランシスコ市に住んでおり、弟のために永住権を申請

していた。小林さんが知り合った時にはすでに夫は、渡米を決めていたため、永住権を取得したのを機

に結婚し、27 歳の時に渡米した。以後、カリフォルニア州サンフランシスコ市に住んでいる。渡米後、

主に日本語教育に携わる仕事を30年ほど続け、1年前に退職した。現在は、孫の世話と趣味を楽しむ生

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。同意を得て、インタビューを録音した。 

4) インタビュー後、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考察し、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  
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・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（修学前のこと、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、孫世代の日

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 

 

3. 結果と考察 

(1）日本で確立されていた自己 

小林さんの実家は、戦時中に歌舞伎見物に行くなど裕福であったが、父親の新規事業の失敗により小

学校3年生の頃から経済的に苦しくなっていった。そのため、小林さんは弟の面倒や家事の手伝いをし
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なければならなくなった。学校帰りに弟を幼稚園に迎えに行くため、学校からまっすぐ帰宅しないこと

などがきっかけとなり、同級生からいじめられるようになった。「自信ない子だったんで、あまり主張が

ない、静かしていたんですね。やっぱり今考えると、劣等感のある子だったと思うんですね。だから、

友だち関係も自分から積極的でなくて、控えめだったんで、いじめられたりとかいうことがあったと思

います」と話してくれた。また、「私憶えているのは、すごく劣等感があって、中学生、高校生、自信が

ない子でした。だから、明るくなかったと思いますね」と話し、その頃の心境を「どっちかっていうと、

私の人生の中で、下の方にくすぶっていた部分で、覚えがない」と語ってくれた。 

しかし、小林さんが大学に入学した頃、伊勢湾台風があり、被害にあった人達のために、仮設住宅の

中に保育所を建設するという運動があった。大学の専攻が保育であった小林さんは、その活動に参加し

た。その後、安保運動がおこり、デモに参加したり、政治に興味を持つようになっていった。小林さん

は、「すごく努力しました。私は、人の顔を見て話ができないところがあったんですね。劣等感をすごく

持っていたから。そういうことじゃ駄目だということで、すごく努力したと思います。人とも話をして、

いろいろなミーティングにも加わって、自分の意見を言って。そこから少しずつ私は変わったように思

います」と大学時代の自分について話してくれた。 

また、確固たる自分の考えを持っていたことも伺えた。小林さんは夫と初めて会った時、夫がアメリ

カに行く予定だと聞かされた。その理由を夫に尋ねると、夫は姉が国際結婚をしてアメリカに住んでお

り、一番末の弟である夫は、学生時代からアメリカに行くことを決めているからだと答えた。小林さん

は、「私は一所懸命に引き止めました。彼自身の目的がないから、ただお姉さんがいるから行くって、つ

まんないんじゃないって。そんなことなら止めたら、みたいな。あなたは、アメリカでないとできない

ことがあるっていうなら、いいけども」と渡米を反対した。この頃、アメリカ行きを希望する女性は多

く、女性の多くは、機会があれば、渡米を望む時代であった。そのため、小林さんの夫は大変驚いたそ

うだ。 

高校までは、劣等感があり、暗い性格であった小林さんだが、学生運動をきっかけに、日米安保のデ

モに参加するなど自己主張ができる性格に変わっていった。この頃から、自己が確立していったと思わ

れる。また、目的のない夫の渡米を反対するなど、日本にいた時から確固たる自身の考えを持っていた

ことが伺える。 

(2）海外生活や異文化コミュニケーションの影響 

小林さんは、アメリカに来たいという自らの意思で渡米をしたわけではなく、夫に同行して渡米した。

そのことについて、小林さんは、「私自身に目的がなかった。彼についてくる結婚だけが、私のアメリカ

に来た理由ですね。それはかなり私の、なんていうのかしら、人生に大きな穴をあけて。なんて表現し

たらいいんでしょう。みなさん、やっぱり英語が勉強したいとかこれがやりたいという自分の目的があ

りましたから。女の方はほとんどね。私は、彼について来ただけみたいで、そこがなんか引け目でもあ

り、私自身はっきりしていないようなところがあるので、私自身の理由がなかったことが、ずっと嫌で
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した、はっきり言って」と複雑な心境を話してくれた。 

結婚前は優しかった夫は、結婚後、亭主関白となった。夫は「妻は夫に従うべき」という考えの人で、

小林さん自身も見下されていると感じている。小林さんはこのことについて、「彼が変わったこと。結婚

前はとってもいい人で、本当に、誰もがいい人と言うというか。（中略）まず、人には親切で、いろいろ

やってあげる。人の話は全部聞いてあげる。だから、私の話はすべて聞いたんですね。私は学生運動も

やっていて、こうだった、その話も全部聞いて。でも、結婚したら、すごい亭主関白で、私の話も聞か

ない。自分のいい通り。で、釣った魚にえさをやる馬鹿はいないから、自分は、えさはやらないんだみ

たいに威張っていた。だからすごく私は、もう結婚した途端に嫌になりました。本当のことを言って。

でも、今別れても私は英語が分かんない。で、１人で生活、自活できるわけでもないし、そんな理由で

また帰っても、私は自分の意地が納得しないということで、我慢をしてきた」と話した。小林さんは、

結婚後の夫の変容により結婚生活が辛いと思っても、意地を理由にして帰国を選択しなかった。そのこ

とから、強い自己主張があったことが伺えた。学生運動をきっかけに、確固たる自分の意見を持つよう

になり、アメリカでの長期滞在の経験や異文化コミュニケーションを通して、アイデンティティが確立

されていったと思われる。 

小林さんは渡米当初、自分の意見を明確に主張することが難しかった。言葉の壁は大きく、英語を使

用して、アメリカ人や人前で話すことは苦手だった。しかし、教育関係の仕事を始めると、アメリカ人

との関わりも増えてきた。仕事上での英語のコミュニケーションについて、小林さんは、「こちらは逆に

口が重いですから、よほど大事なことしか言わない。ミーティングやってる時に、ディスカッションに

ついていくのが精一杯で、時々、分かんないこともいっぱいあるから、ほとんど口は開けません」と話

してくれた。また、アメリカに来て後悔したこととして、「なかなか英語が早く上手にならない、まあ、

これからもならないんでしょうけども。なので、アメリカ人と一緒に色々なことを話し合う時に、やっ

ぱり舌足らずになる、思っていることが伝わらなくて、誤解される。それから、まあ対等に自分がやっ

ているつもりでも、あちらの方でそういうふうに思って受け止めてくれない。とかいうことがあって、

やっぱり英語の面で私は、自分が早く成長できなかったから、大変だったということは言えます」と話

してくれた。やはり英語によるコミュニケーションの難しさが、渡米を後悔する一因となったことが伺

えた。また、小林さんは、「しゃべんないから、できない人だみたいに思われる」ことがよくあり、英語

ができないと、レベルが低いようにみられる傾向があるという。しかし、「本当は、必要な時があった時

は（話すことも）しっかりできるんだけども」とも話し、英語による意思表示の難しさがアメリカでの

生活を困難にしていたことが分かる。語学が習熟するにつれ、その困難は薄れていったが、小林さんは

現在でも英語によるコミュニケーションに難しさを感じている。 

また、小林さんは、「一番最初にアメリカの人と働いた時の印象なんですね。口は、いっぱし言うけ

ども、地味なコツコツとやらなきゃいけないことをやらない。で、嫌な仕事もやらないから、私がやる、

見るに見かねて。そうすると、そういうところは、あの人の仕事だみたいに、集まってくる。とっても
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それは、嫌な印象でしたね」とアメリカ人の印象を話してくれた。 

渡米の目的が夫について来ること、夫が結婚を機に変容してしまったこと、英語によるコミュニケー

ションの難しさなどが、長期滞在に大きな悪影響を与えたことが伺える。しかし、同時に強い意志とア

イデンティティが確立されていたため、帰国をするという選択をしなかった。その意思の強さがアメリ

カ生活を乗り切れた一つの要因であると思われる。 

また、小林さんは差別的な扱いも受けたという。非白人の移民であるため、駐車場において税金の不

払いを理由に駐車スペースを譲るように言われた。この時、小林さんは断固拒否をした。このような差

別経験、職場や日常生活でのアメリカ人との関係性や交流などがきっかけとなり、自分の意見を述べら

れる、自己主張可能な人格を強化していった。現在では、自分の意見や感情を表せるようになっている。

このように、長期に亘るアメリカでの生活が自己主張をすることに影響を与えたことが明らかになった。

田中（2008）の指摘のように、自分の意見を主張しないと認めてもらえない、自分が強くならないとい

けない、自己主張が大切なアメリカで生活したために影響を受けたと言える。 

(3）日本人であるという意識 

小林さんは、日本的な習慣やしきたりを大切にする人である。二人の娘にもその子どもである孫達に

も日本語と日本文化の教育を熱心に行っている。小林さんは、「（娘達は）アメリカ人なんだけども、日

本語も英語も分かるってことは、両方の文化を理解することだし、両方のことが分かる。誰かが、日本

語が分かんないとして、英語に訳してくれても、それは通じない部分もあるんで。文化の説明なんか特

にだし。その人の訳し方もあるし、要約で、細かいことが伝わらない場合もあるし。そういう面で、私

は、本当にバイリンガルになってほしいと思って、今までやってきたんです」と日本語と日本文化を娘

達に学ばせた理由を話してくれた。 

小林さんは自分を日本人だと断言した。「意識は、意識を私は問題にしたいんですけど、あくまでも

日本人だと思うんですよ。大事な時期、日本で過ごして、教育を、考え方も全部日本的なもの持ってて。

その後、アメリカに移り住んだんで、変わった部分はあるとしても、基盤、基礎的なものは、日本の教

育が基盤になっているんですよ。（中略）でも、何年住んでも、日本人です。こっちの方が長いんですけ

ど。私は、私の意識の中では、日本人です」と日本人としての意識の強さを語ってくれた。同時に、ア

メリカ的な部分が増加していることを認識していることも分かった。「（アメリカに住んでから）アメリ

カ的なものも取り入れていますから、今このままで、日本語が分かるからといって、（日本のことで）分

からない部分もありますね、今の日本語は。造語がたくさんありますから。帰って、たとえ日本語が通

じていても、意識として、あなた日本人じゃないわねって、言われる部分をたくさん持っていると思い

ます。でも、それは、ここに適応するために仕方がなかった部分で、仕方がなかったか、かつ、それが

いいと自分で選んでいる部分もあると思うんですね」と話してくれた。 

「自分のアイデンティティについて、話してください」という質問に対しても最初の答えは、日本人

であった。「何年ここに住んでも日本人ですね。日本に住んでいないけれども。日本人でありつづけると
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思います」と日本人としての誇りを話してくれた。 

小林さんの子どもや孫達への日本語と日本文化の教育への思い、日本人としての意識の強さ、誇りの

高さなど、自身を日本人であると考えることは、長期のアメリカ生活において、重要であったことが伺

えた。 

 

４. 結論 

本研究から、アメリカ長期滞在者の日本人女性である小林さんは、日本に住んでいた頃にすでに自我

が強く確立されており、長期滞在の影響により、アメリカに適した自我の強い、自己主張のできる、活

動的な自己を発展していったことを明らかにできた。差別をはじめ、アメリカでの生活の中で様々な経

験をし、それを解決していくために、言うべき時は、自ら声を上げていかなければいけなかったことが

影響していると考えられる。 

同様に、日本人としての「民族アイデンティティ」が長期滞在によって強く意識されることが分かっ

た。小林さんは、日本の習慣を大切にしており、四季折々の祝いの行事は、渡米当初から現在まで、ず

っと継続している。小林さんは、最初は意識をしていなかったが、子どもや孫達に日本文化を教えるい

い機会になったと感じている。また、日本文化を強く残し、意識しながらもアメリカ的な部分が増加し、

日米両方が小林さんの中に内在することも明らかになった。インタビュー中もかなりの頻度で会話中に

英語を使用していた。例えば、「remind」など、日本語では言い表しにくいものが多かった。このこと

は、筆者の渡米当初から感じている在米生活の長い日本人の特徴と共通している。 

本研究は長期滞在の一人の日本人女性のライフヒストリーの調査であるため、更にデータを収集し、

長期滞在者に共通する特徴を明らかにする必要がある。引き続きアメリカ長期滞在者にインタビューを

行い、研究を継続し、検証していきたいと考えている。 

 

［注］ 

１）本研究では、日系人ではなく日本から渡米した日本人を中心とするコミュニティという意味で「日

本コミュニティ」という言葉を使用した。 
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