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言語文化研究紀要SCRjPSIMUSNo7，１９９８

アメリカ合衆国の文化的多様性とＥＳＬ児童教育

束矢光代

１，はじめに

「人種のるつぼ」、「移民の国」といわれるアメリカ合衆国が、多言語国家

として考えられることはあまりない。ヨーロッパからの移民の国として始まっ

た合衆国は、その後も世界中からの移民を受け入れた多民族国家であるにもか

かわらず、そこでは１つの言語つまり英語が圧倒的な勢力を誇り、世界におけ

る合衆国の政治的、経済的繁栄を支えている。しかし多くの人種、多くの文化

が国内に存在する事実は否定しようがなく、少数派（minority）と呼ばれる

人々の文化そして言語保持の問題は見過ごすことができない。特に現在アメリ

カは、英語を母国語としない多くのメキシコ系移民の子どもたちの教育をどう

すべきか、という問題に直面している。

本論文ではまずその文化的多様性は表面上容認しながらも、言語と文化を切

り離したものとして英語オンリーの言語教育を主として推し進めてきた合衆国

の実状を、社会背景と教育システムの面から議論する。そのなかでアメリカの

バイリンガル教育が、社会というより大きな枠組みを反映していることに起因

する限界を指摘する。その限界のなかで少しでも少数派児童の言語教育を成功

させるために提案されている試みを評価しつつ、アメリカの言語政策が真の多

文化主義（multiculturalsim）を反映したバイリンガル教育へと移行していく

ことを期待する。

２．社会背景

今アメリカ各地の小学校で「アメリカ人＝英語を話す」という構図が脅かさ

れている。Tabors＆Ｓｎｏｗ（1994）の引用した1991年２月１日付のニューズ

ウィーク誌によると、1980年代に発生した合衆国への移住の規模は、かつて

1901年から1910年にかけて起こった大規模の移民数さえも上回り、その結果と

して、文部省の推定で少なくとも200万人の移民の子どもたちが英語を自由に
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操れない状態が起こった。これは合衆国総児童数の５パーセントに当たると言

われ、さらに1990年代には、新たに350万人の英語を母国語としない児童が就

学年齢に達することが示唆されている。この状態をＣｕｍｍｉｎｓ（1994）は

｢ESL児童は例外ではなく、当たり前になった。（33）」と呼び、2001年には

合衆国最大規模の15の学校教育機構で少数派児童の就学が70から96パーセント

を占めるようになり、その頃にはカリフォルニアで言う学童とはアングロ系の

多数派ではなく、いわゆる少数派（ラテン系、アフリカ系、アジア系など）を

指すことになるだろうというNationalCoalitionofAdvocatesfor

Students（NCAS）の報告に触れている。

この「英語を話さないアメリカ社会」の風景は、サンフランシスコのベイエ

リアに位置するメキシコ系移民のコミュニティであるイーストサイドの描写

(Pease-Alvarez＆Vasques，199M4）によくあらわれている。イーストサイド

は合衆国とメキシコの国境から北へ500マイルほどに位置し、メキシコの町と

似た環境を呈する。メキシコ系だけでなくアングロ系、アフリカ系、ラテン系、

アジア系と、多彩な国からの移民が住んでいるというが、スペイン語を話す顧

客を対象にした店やサービス業が多く、看板の文字もスペイン語で書かれてい

る。このような環境で育つ子どもはアメリカに住みながら、まさに英語を学ぶ

必要が日常生活上ないといって差し支えないだろう。

このような現実から翻ってアメリカの言語政策の歴史的変遷を見てみると、

多様化奨励（enrichment）よりも同化（assimilation）を強力に推し進めてき

たことがわかる。その背景にあるのは、１つのアメリカ、１つの言葉の精神で

あり、ｓｉｎｋｏｒｓｗｉｍの一般的考えは根強い（Baker,1988；Wardhaugh,１９８７

参照）。石井（1978）はこの現実を、「この国での言語の位置は詰まるところ、

『アメリカという国はアングロ・サクソンが作った国だから、後からやってき

た連中は、この国で生きていく以上当然英語を話さなければならない。』とい

う結論に帰着する。（148）」とまで言い切っている（石原，1998も参照）。

複数言語を公用語として受け入れる複合主義（pluralism）に対する肯定的

な考えが皆無というわけではない。Fishman（1985）は「『アメリカ的』とい

う響きには、いろんな意味が込められており、合衆国の現状を見た限りでは、
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英語を媒介としない民族グループの教育機関も充分『アメリカ的』といえる。

(269）」としている。しかしWardhaugM1987）はFishmanのこのとらえ

方をナイーブなものとして批判し、言語政策がいかに政治的な問題である力>の

実例としてハワイ、プエルトリコを挙げ、英語を話す人口が大半を占めるまで

合衆国はその地域を州として認めないことを指摘する。そして複合主義に対す

る政府の冷ややかな態度は、複合主義により調和が脅かされ国家の統一が難し

くなるという考えに基づいたもので、多数派の意思や価値を押し付けられた少

数派が、みずからのアイデンティティや次の世代への少数派言語や価値観の継

続を断ち切られる結果になろうとも、同化政策こそが多数派の不満を吸収しう

るとする政府の立場について言及している。

ではこのような合衆国の現実に少数派はどのように適応してきたのであろう

か。ベーカー（1994）とHeath（1986：McKeon，1994に引用）はＯｇｂｕ

(1978,1983）の定義にそった２種類の少数派、すなわち階級的（castelike）

少数派と移住的（immigrant）少数派の分類およびその文化的適応の違いを紹

介している。階級的少数派はアフリカ系、メキシコ（ヒスパニック）系、ネイ

ティヴ（原住民）、プエルトリコ系など、自分の意志ではなく征服や植民地化

の結果、奴隷あるいは労働力としてアメリカの社会に巻き込まれた人々を指す。

その子どもたちの間では、主流文化と少数派文化との心の葛藤が激しく、２つ

の文化を使い分けるという態度には出ず、その狭間で揺れ動く。彼らにとって

主流文化を受け入れなければ社会での成功はありえず、かと言って少数派文化

の否定は自らのアイデンティティの否定に他ならない。支配層の価値観を押し

つける学校教育を自分たちの文化とするには抵抗があるし、主流文化に染まる

と同じコミュニティの人間からは白い目で見られるため、ジレンマに陥ってし

まうのである。

それに対し移住的少数派は、韓国人、日本人、キューバ人、中国人などどち

らかと言うと自分の希望でアメリカに移住した人々を指し、その子どもたちの

文化的適応の過程は階級的少数派と異なる。彼らは場によって多数派および少

数派文化を使い分ける、つまり自分のルーツのアイデンティティを家で保ちな

がら、学校では多数派の価値観を受け入れ、良い成績を修めるよう努力しよう
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とする。これは、社会的、経済的には低い地位にあることが多い親（一世）の

子供の成功への強い期待にゆえんする。子どもにはアメリカ社会のルールや価

値を受け入れ、学校で良い成績を修めることを奨励するからである。したがっ

て子どもの間では、多数派の価値観を受け入れることに対する葛藤も、自己の

アイデンティティ喪失の恐れも少ない。

この分類から見ると、問題なのは階級的少数派の子供たちの言語教育であっ

て移住的少数派は何ら問題がないようであるが、決してそうではない。

Wardhaugh（1987）の指摘にもあるように、同化は基本的に不可逆的なプロ

セスであり、言語もアイデンティティも世代継続のなかで一度失われると取り

返しがつかない。その過程について石井（1978）は以下のように述べている：

公民権を与えられず、英語も話せないまま帰化不能の外国人として疎外

された移民一世、その親の姿を見て親を捨て、言語と文化を捨てて完全

なアメリカ人になり切ろうとした二世、二世の親の生き方にさらに磨き

をかけようとした三世、そしてアメリカ人ではあるが、固有の文化の中

に自らのアイデンティティーを求めようとする三世の一部と四世の時代

になって、言語と文化は再び息を吹き返そうとしているという変化であ

る。この間およそ百年の歳月が流れた。（156）

また、英語力を伸ばすことによって学校での成績も成功率も上がる可能性が高

い、にもかかわらず、英語の習得だけで全ての少数派が学校や社会において成

功するわけではないというMcKeon（1994）の指摘も見逃してはならない。

合衆国内での英語への同化政策にさらに拍車をかけていると考えられるのが、

世界共通語としての地位をほぼ確立した英語の魅力とその強さであろう。英語

とりわけ北アメリカの英語は合衆国のもつ国際的イメージ、すなわち科学、テ

クノロジー、メディア、政治、経済、軍事力と結びついており（Wardhaugh，

1987)、特に世界中の若い世代に見られる英語を学びたいという欲求の強さは、

急速に普及しつつあるインターネットや企業のグローバル化などからして衰え

る気配がない。加藤（1997）のアメリカ人を対象とした、英語が母国語である
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ことに対する意識調査の結果にも、そのような現実がよく反映されている。さ

まざまな意見のあった中に、アメリカ人がヨーロッパと違い外国語学習を否定

的にとらえる傾向が見られるし、母国語である英語がたまたま国際語となって

いることは一様に「ラッキー」であると感じられている。このような意識のな

かで、アメリカに住む者が英語を話さない、もしくは話そうと努力しないこと、

あるいは一般のアメリカ人が英語以外の言語を話すことを学校教育などで強要

されることは、彼らにとって理不尽としか言いようがないのではあるまいか。

３，バイリンガル教育

前述のような社会背景のなかで行われるアメリカのバイリンガル教育は政治

の影響を強く受け、多数派の社会的、文化的価値観を色濃く反映している。バ

イリンガル教育形態の採用を決定する際、争点となるのは少数派言語の使用を

学校で認めるか否かであり、使用を認めることは複合主義の肯定、認めないこ

とは否定を意味する。

Baker（1988）はバイリンガル教育を形態・種類により以下の４つに大別し

ている（82）。！

[1］サプマージョン（Submersion）プログラムでは少数派児童を多数派のク

ラスにそのまま入れ、ｓｉｎｋｏｒｓｗｉｍの状態で教育する。もちろん児童の

家庭語（第一言語）は使用しない。

[2］ＥＳＬ（EnglishasaSecondLanguage）プログラムにおいては、英語に

浸らせるが多数派の子供達とは隔離することもあり得る。家庭語は使用し

ない。

[3］ＴＢＥ（TransitionalBilingualEducation）では家庭語の使用が許される

が、使う英語の量は段階的に増加し、最終的には英語のみでの教育となる。

[4］イマージョン（Immersion）プログラムにおいては、少数派児童は教師や

他の児童と家庭語でコミュニケートし、教師は英語で答える。つまり家庭

語と英語両方の発達を促進する。

イマージョン教育が取られない現実についてBaker（1988）は、Baker＆

DeKanter（1983）のバイリンガル教育の効果に関する調査報告書が、イマー
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ジョンプログラムの効果の可能性を無視しているとして批判を述べている。こ

の報告書はＴＢＥに焦点を絞りながらも、最終的に「確かにバイリンガル教育

は児童の英語力育成に成果を上げているが、特にどのプログラムを採用すべき

かという点においては、政府として推奨はできない（49）。」と結論づけてい

る。これに対しBakerは、３つの研究結果においてイマージョンはＴＢＥよ

り効果があり、１つでは変わらない結果が出ていることから、少数派児童の母

語を保存・発達させることには教育的効果が期待されると結論づけている。ま

たWillig（1985）とＣｕｍｍｉｎｓ（1983）によるイマージョンプログラムの評価

が、他のバイリンガル教育形態と比べ高いことも指摘している。

しかしＣｕｍｍｉｎｓ（1994）の言うように、社会における政治的経済的圧力の

前では、研究によって裏付けられたイマージョン教育の効果さえ歪められてし

まうものらしい（第二言語習得における第一言語維持の効果については、詳し

く次章で述べる）。Wardhaugh（1987）によれば、「合衆国のバイリンガル

教育において非英語である少数派の母国語の保存が目標となったことはなく、

バイリンガル教育は『付け足し、補充目的』の教育であり、英語以外の言葉を

学校でしゃべる児童は不利な立場にある。（251）」そこには少数派言語に対

する社会的価値の置き方の問題がある。合衆国において「バイリンガル」には

｢アメリカ人になりきっていない」「合衆国への忠誠心が半減する」などのマ

イナスイメージがつきまとうため、英語以外の「外国語」は学校では「科目」

としてのみ扱われるべきで、英語を脅かすような力を持ってはいけない、とい

うのがバイリンガル教育反論者の弁である。学校教育の場での少数派言語保存

の意義を認めようとしないBaker＆ＤｅＫａｎｔｅｒ（1983）の結論や、イマージョ

ンプログラムの導入を避けＥＳＬを行おうとする現状の背後には、正にこのよ

うな考えが存在していると言えよう。アメリカ合衆国民が自らの言語政策の歴

史に負い目を感じ、新しく、文化的多様性を含んだ形での言語政策への転換を

模索し始めた、という石井（1978）の観察は少なくとも、現時点でのバイリン

ガル教育には反映されていないようである。

バイリンガル教育の成功例として有名なカナダのイマージョンプログラムの

研究結果（詳しくはベーカー，１９９４参照）についても、アメリカの見解は、
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この結果は合衆国の実情に合わないのでイマージョン教育を進める必要はない、

というものである。単に少数派児童の英語力向上を教育目標として掲げるので

あれば、母語能力保持と認識発達により第二言語（英語）の発達も促進される

イマージョンは最適だと思われるから、この理屈は家庭語の使用を学校教育に

おいて禁止する正当な理由とは言えない。問題はやはり、学校教育の場での英

語以外の言語の台頭への危倶と考えられる。ただし合衆国の事情がカナダと異

なるのは事実であり、合衆国でイマージョンを行う場合には「何語」のイマー

ジョンを採用するか、という問題が浮上する。カナダでは英語とフランス語で

教育が行われるが、最も効果のあった全面的早期イマージョンでは２言語の使

用は区分され、ある環境（例えば教室）のなかでは１つの言語の使用だけが認

められる。この場合、英語もフランス語もカナダ社会においては主要言語と見

なされていることに注目したい。一方アメリカのバイリンガル教育は、多数派

言語対少数派言語という社会的構図によって規定される運命にあり、しかも存

在する数多くの少数派言語のなかで、英語と拮抗できるだけの力を持った言語

は１つとしてない。見方を変えれば、カナダのイマージョン教育も英語とフラ

ンス語以外の言語の使用推進には役立っていないのである。アメリカの場合、

現在考えられるのは英語とスペイン語のイマージョンプログラムであるが、ア

メリカでのスペイン語の地位はカナダのフランス語ほど英語に肉薄してはいな

い。もし英語とスペイン語のイマージョンを行えば、スペイン語以外の少数派

言語の教育はどうなるのか、という声が上がることだろう。他の少数派言語も

教育の中に取り込まない限り、学校がアメリカ合衆国の実際の言語・文化的多

様性を正しく反映しているとは言えないからである。

このようにアメリカのバイリンガル教育は、社会的圧力の中で、少数派言語

の保持を認める方向になかなか進展しようとしない。言語教育はその言語を第

一言語とする文化や人種の社会的地位と密接に結びつくため、言語的文化的多

様性を残したままの社会発展の方法模索はこれからも続いていくことだろう。

4．ＥＳＬ教育改善の試み

バイリンガル教育に携わる者の多くは人種の多様性、少数派言語使用の権利、
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および文化複合主義を支持し、ＴＢＥおよび同化政策に反対している（Baker，

1988）が、前章で述べたように、少数派言語の保持・発達を支持するイマージョ

ンプログラムはなかなか推進されない。そこで彼らは現実のＥＳＬの枠組みの

中で、少数派の児童達の言語発達を最大にし学校教育で成功していけるように、

様々な試みを始めている。特に顕著なのは、過去においては英語能力がどれだ

け上がったか（結果）だけを評価する態度であったものが、学習者の心理や認

知面に学習を阻害するような要素はないか（学習の過程）を探索しようとする

態度へ変化したことである。それは学習者を外的（社会的）および内的（心理

的・認知的）要因の両方から調査し、「なぜ英語を学んでいないのか」をつき

とめることにより教育効果を上げようとする試み（Cloud，1994）だといえる。

児童の第一言語使用を認めないバイリンガル教育では、まず認知発達の面で

の大きな問題が指摘されている。普通、英語以外の言語を家庭で使用する児童

が初めてＥＳＬのクラスに入れられると、周りの英語環境に関わらず家庭語で

コミュニケーションを図ろうとする。相手が自分のことばを理解せず、家庭語

でのコミュニケーションが不可能だとわかると、児童は言葉を発しない段階に

入る。それがしばらく続いた後、他の児童や教師の英語でのコミュニケーショ

ンを観察することにより、児童の内面に変化が起こってくる。ぶつぶつ自分で

英語を言ってみる時期を経て、やっと児童は英語でのコミュニケーションを開

始する。英語が話せるようになっても、英語を母国語とする児童のようにスムー

ズなコミュニケーション能力の獲得には、さらに時間がかかる。このため言葉

を発しない時期および英語の発達が不十分で自己表現が上手くできない時期に

おいては、英語を第一言語とする児童はそうでない児童をまるで人形か赤ちゃ

んか、年下の子のように扱うことが報告されている（Tabors＆Snow,1994)。

少数派児童の家庭語には手を付けず英語だけを伸ばしてやろうとするのは、

就学時点から改めて０歳を始めさせるようなものである。就学時点の年齢まで

に第一言語を媒介として児童はある程度の認知能力を発達させていると思われ

るが、それをまったく無視した格好になってしまい、そうなると英語でその認

知レベルに到達し、さらにそこから発達させられるようになるまでの事を考え

ると、英語が第一言語である児童と能力的に大きく差が開いてしまう。実際
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Ｃｕｍｍｉｎｓ（1994）およびＭｅｔ（1994）は、この差が第二言語で埋められるに

は、７年もの歳月がかかるであろうという研究結果を紹介している。そのため、

少数派児童が持つ第一言語での認知能力が見過ごされることが多い現実を踏ま

えてＭｅｔ（1994）は、ＥＳＬ児童に接するすべての教育者が、自分の教える

児童が英語能力を伸ばす間も科目内容についていけるよう、すなわち第二言語

能力の発達のみに心を奪われることなく、児童の認知能力の発達にも充分な配
慮を行うよう呼びかけている。

ここで注目すべきことは、学校教育の場で成功していくための英語（第二言

語）能力が単なる会話能力と区別されるべきだ、という点であろう。

Cummins（1994）は、後者が大体２年ほどでネイティヴのレベルに達するの

に対し、前者には、先述のようにその倍以上の指導時間が必要だとしている

(山本、1996も参照）。学校教育では学年が上がるにつれて内容が具象から抽

象へ移行し、コンテクストの助けなしに、目の前にないものを耳で聞いて理解

し、言葉で説明できなくてはならなくなる（Fueyo，1997；McKeon，1994）。

そこで必要な言語能力は、視覚を中心とし場面性に富んだコンテクストの中で

行われる会話とは、異質のものと考えられる。また異なる科目内容の理解は、

それぞれの分野に合った異なる語愛、文構造、およびコミュニケーション機能

の習得を必要とする（McKeon，1994）ため、児童の負担はさらに大きくなる。

もしＥＳＬの教師がこの事実を正しく認識・理解していないと、英語で会話が

できるのに授業について行けない児童に対し「努力が足りないからだ。英語力

はあるのに。」との判断から厳しく接したり、子どもが対処しきれないほどの

言語能力を必要とする課題を与えてしまうことに成りかねない。

このような過ちを未然に防ぐために、Fueyo（1997)とTabors＆Ｓｎｏｗ

(1994）のアプローチはどちらも有効と思われる。Fueyoは課題の持つコンテ

クスト・サポートと、その課題達成に必要な認知能力を考慮するよう教師に提

言している。つまり教室で使用される第二言語の具体性や場面性とともに、児

童の第一言語での認知能力や学校外での経験を評価する態度を奨励しているの

だ。少数派児童にとっての課題の難しさは言語そのものの複雑さだけで決定す

るのではなく、その課題が児童にとって新しいものであれば、より高度な思考
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力を要求するためその困難度は増し、既知のトピックであれば言語が多少難し

くても理解はさほど難しくない。よってFueyoは、「指導計画を立てるとき

に教師は、与えようとする課題のコンテクスト・サポートが高いか低いか、要

求する認知（思考）力が高いか低いかを考慮することが必要（64-5）」だとす

る。一方Tabors＆Ｓｎｏｗは、(1)教室での学習活動を行う際パターン化（決

まった段取りで同じようなプロセスを繰り返して行うこと）を心がけることに

より、言語に頼らなくてもある程度児童がついて来られるようにしたり、（２）

言語的刺激に富んだ環境を作り出すために、理解する（聴く、読む）作業と表

現する（話す、書く）作業の両方の使用を奨励したり、(3)英語を話す児童と

組んで作業させる機会を多く作ってやったりすることを提案している。

認知能力の発達の他にも教師が気をつけるべきことがある。教師は少数派児

童の家庭内でのコミュニケーション形態を把握し、それが英語とは異なる場合

もあることを認識する必要がある。英語で自己表現が満足にできない少数派の

子どもたちは、住々にして言語障害や学習障害があると誤解されやすい

(Fueyo，1997）。しかし教師たちの観察により、学校教育の場において様々

な子どもの反応のなかに、いくつかの、しかしまとまったタイプが見られるこ

とがわかってきている。児童が学校に持ってくるのは単なる家庭言語の文法や

語彙、語用能力だけではない。その家庭言語によって培われた信念、価値観や

属する集団でのしきたりも持ち込むのである。もちろんそれらは英語を話す

中流階級家庭のものとは差異がある（McKeon，1994；Pease-A1varez＆

Vasques，1994）。例えばHeath（1986：McKeonⅢ1994に引用）は中国系ア

メリカ人の家庭では、子どもに対し親が伝統的・封建的な態度をとりがちであ

ること、メキシコ系アメリカ人の家庭では子どもは、目上の者から話しかけら

れたら適切な答えをすべきだが、自分から率先して会話を誘導してはいけない

としつけられることを報告している。またPease-Alvarez＆Vasques（1994）

は教室で、教師がすでに知っていることを生徒に質問するようなコミュニケー

ションの形態は、少数派児童の家庭ではまずあり得ないというPhilips（1983）

とHeath（1983）の指摘に触れている。

言語の理解にはその背景となる文化や思考パターンの理解が必要である。少
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数派の児童にとって英語を学ぶということは、新たに（合衆国の）英語文化や

思考パターンを習得することを意味する。しかしHakuta（1986：Tabors＆

Snow，1994に引用）が言うように、その代償が第一言語の喪失である場合、

子どもの将来は生産的であるとはいえない。ＥＳＬでは英語能力の向上に従い

母語能力が低下する。そのため英語を話さない親とのコミュニケーションがう

まく行かなくなる。同時に英語の習得に伴う多数派文化への同化は、第一言

語の価値観を持つ親との世代間緊張につながり、家庭内不和の原因となりうる

(Pease-Alvarez＆Vasques，1994）。

学習者の心理・情動面でも、少数派児童の第一言語や家庭環境を無視した形

のＥＳＬ教育を行うことの問題点が指摘されている。少数派児童は多数派グルー

プとの接触によって、自己の文化に対する社会的評価が低いことを知り、情緒

不安定や葛藤状態に陥る（Cummins，1989,1994）。それは学校教育およびそ

の中に設定された教師と生徒の関係が、学校を取り巻く社会における力関係の

縮図であることが多いからである（Cummins，1994）。Pease-Alvarez＆

Vasques（1994）にあるように、教師が少数派児童を英語より劣った文化や価

値観を持った者として扱い、家庭から持ち込まれる彼らの言語やコミュニケー

ション形態を無視あるいは否定する態度を取った場合、教師に対する信頼や親

愛の情の低下が児童の間に見られ、その学業成績にまで影響が及ぶ可能性があ

る。だから教師は、生徒の第一言語を取り除き英語で置き換えてやる、という

態度を改め、生徒の第一言語と文化にまず理解を示し、その上で第二言語とな

る英語を新たなレパートリーとして加えてやるのだ、という意識を持って生徒

と接触し、意見の共有を図っていくべきである。そういう意味からも難しいこ

とではあるが、学校外の力関係を反映・推進するのでなくむしろそれに挑戦す

る態度で児童と接することが、教師に求められている（Cummins,1989,1994)。

Ｃｕｍｍｉｎｓ（1989）は、少数派児童の第一言語能力を強力に維持させるよう

なプログラムがその学業成績向上に成功している理由として、第一言語による

集中的な指導による認知学術的な基盤の確立と、自己の文化アイデンティティ

に対する自信の強化を挙げている。ただしＥＳＬでは学校内での第一言語の強

化は見込めない。そこで考えられるのが、児童の第一言語ひいては第二言語発
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達を、教師が、学校外でも積極的に奨励するという方法である。Pease‐

Alvarez＆Vasques（1994）で報告されている、スペイン語を家庭で話すＥ

ＳＬの子どもたちの例では、英語のわからないおとなのために通訳をする経験

が、英語とスペイン語の両方の発達に役立つことが挙げられている。家庭でも

教育熱心な様子が、調査を受けた親や子どもの多くが「家庭で子どもや弟妹に

読み書きを教えたことがある」と答えている事実からもわかるため、彼らの通

うイーストサイド小学校の教師たちは、家庭での定期的な本の音読を奨励し、

必要なら英語の本をスペイン語に訳して親や家族に読んで聞かせるよう勧めて

いる。このような取り組みはスペイン語の保持とそれに支えられた認知能力の

発達、およびバイリンガルであることへの自信にもつながることは間違いない

だろう。

ここで非常に大切なのが、教師の、親との関わり方である。Ｃｕｍｍｉｎｓ

(1989,1994）は教師と親との連携の大切さを説き、教師は積極的に親の、子

どもの教育への参加を勧めるべきだと唱える。イーストサイド小学校の教師の

ような取り組みは親の協力なしにはできない。教師が、家庭で英語を話さない

親を児童の学業不振の元凶ととらえてしまうと、結局は学校オンリー、英語オ

ンリーの教育に戻ってしまうことだろう。Ｃｕｍｍｉｎｓ（1984）の言うように、

親の英語の読み書きや会話能力の低さは、親の子どもの教育に対する熱意とも、

子どもの読み書き能力の発達の遅さとも無関係であることを、教師は認識すべ

きである。

ＥＳＬプログラムのなかでは直接的に少数派児童の家庭語の維持・推進はで

きないが、少数派生徒の自己文化に対するプライドを第二言語でも伸ばし、英

語能力の向上に役立てることは可能ではないだろうか。文化的にも言語的にも

多様な背景を持つ児童のいるクラスでは、カリキュラム中のトピックをさまざ

まな角度からとらえ学習する機会を教師が提供しやすいので、伝統的アプロー

チにとらわれず、批判的アプローチも取り入れるべきである（Cummins，

1994）。例えばアメリカ大陸を発見したコロンブスは、伝統的アプローチでと

らえるとアメリカ原住民に文明化と救済をもたらした英雄と見なされるのに対

し、批判的アプローチでは、奴隷貿易を導入し、充分な黄金を運んでこない原
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住民の手をちょんぎっていた悪者となる（Bigelow,1991：Cummins，1994に

引用）という具合に、である。具体的にＣｕｍｍｉｎｓはＡｄａ（1988a，1988b）

の提唱するＥＳＬでの批判的文学カアプローチ（Criticalliteracyapproach）

を推奨している。このアプローチは(1)テキストを理解しそのままの情報を得

る「叙述レベル（Descriptivephase）」、(2)得た情報について思ったこと、

感じたこと、それにまつわる経験をクラスメイトと共有する「経験的解釈レベ

ル（Personalinterpretativephase）」、(3)テキストの情報を違う角度から

とらえ、他の事例との結びつきにおいて理解する「批判分析レベル（Critical

analysisphase）」、(4)行なった分析・批判を表現し、何らかの行動（例え

ば大統領に手紙を書くなど）を起こす「創造的行動レベル（Creativeaction

phase）」と進んでいく。特に経験的解釈レベル、批判分析レベルにおいて少

数派の児童は自分の価値観や考えを述べる機会を得るため、自己のアイデンティ

ティに対する自信がつく。同時に他の文化やアイデンティティに対する許容力

も養われる。このアプローチでは有意義な社会的に適切な内容が、積極的な言

語使用によって理解・表現されるため、言語能力の向上も期待できるとされる。

これらＥＳＬ教育の枠組みの中での改善の動き、そしてＥＳＬのできること

について述べたが、その中にはＥＳＬの限界も見え隠れする。例えば、批判的

文学カアプローチには上位のステージにいたるまでの問題点は何も述べられて

いない。しかし現実には(1)の、文章の中に答えがあるものすら理解できない

レベルの児童もいるはずである。そのような児童はやはりｓｉｎｋｏｒｓｗｉｍの

状態で教育するのだろうか。批判的アプローチを英語でこなすだけの言語能力

を発達させるまでの取り組みに関しては疑問が残る。

５．結び

自国の中にさまざまな文化を抱えるアメリカ社会に生きる人々の理想は、

Edwards（1985：ベーカー，1994に引用）の言う同化と複合主義の「中間的立

場」、すなわち主流社会の一員でありながら、自分の相続言語や文化を維持し

ていくことであろう。英語以外の母語能力を保持しみずからのアイデンティティ

に誇りを持ちつつも、少数派は現在のところ、英語能力を身につけることによっ
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てのみ社会で成功し、多数派と同じ恩恵を合衆国において享受することができ

るからである。そのためにも、アメリカ社会は少なくとも今より多文化主義を

推進する必要があるのだが、果たしてそれは可能なのだろうか。アメリカの公

的集団は同化より多文化主義を支持している、とするTaylor（1991）の研究

結果についてベーカー（1994）は、この支持が実際の行動や態度に結びつくも

のなのか、疑問視している。つまり人々、特に多数派集団は理念としての多文

化主義は支持しても、自分の子どもが少数派言語を取り入れたイマージョン教

育を受けることや、英語以外の言語が社会的・経済的に優位性を獲得すること

には反対しているようなのだ。

単一文化主義者に比べ多文化主義者は、他の人や他の文化に共感し尊重する

ことができる能力を備えると言われるが、この能力は急速に進む地球規模での

コミュニケーションには不可欠なものではなかろうか。多文化主義の前提とな

るのは、個人が２つ以上の文化的アイデンティティを持つことができる、とい

う考えである。この場合アイデンティティは融合されていながら、それぞれの

部分が新たな全体を作っている（ベーカー，1994）。それは強制的な同化によっ

て、１つのアイデンティティがもっと強力なアイデンティティに吸収されるプ

ロセスからは生まれない。

本論に挙げたＥＳＬ教育の範囲内での取り組みにも確かに評価すべき点は多

い。特に教師が少数派言語の（教室外での）使用・維持・発達を奨励し始めた

ことは画期的といってよいだろう。それでもなおイマージョンと異なりＥＳＬ

は、最終的に英語への言語的同化プロセスの一部である。そこでは他の言語、

他の文化に対する多数派児童の適応能力が著しく発達する機会は提供されない。

イマージョンプログラムにおいては、多数派の生徒も未知の言語（第二言語）

で教育を受ける。カナダの例では、英語を母国語とする生徒がフランス語の環

境にさらされた場合、他のどの第二言語教育形態よりもフランス語の力がつい

た上に、彼らの持つ母国語（英語）能力、学習成績、認知能力の発達にはなん

ら悪影響がなかったことが、数え切れないほどの研究で報告されている

（Met，1994）。そしてこのプログラムは、そこで学ぶ生徒の心に「フランス

語ができる」ことへの高い価値を創出することになる。アメリカにおいて可能
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性が最も高いのはスペイン語と英語のイマージョン教育であるが、やはり少数

派言語どうしの扱いが微妙に思える。歴史的に見ても、今回のヒスパニック系

移民の洪水が、合衆国での公用語としての英語の優位性を脅かすほどスペイン

語の地位を確立・向上させるとは考えにくい。仮に英語とスペイン語のイマー

ジョンが公教育で認められるほどの影響があったとしても、他の少数派言語の

保持・推進、特に、すでに失われつつあるアメリカ原住民の言語教育も含め、

合衆国の抱える言語政策の課題はさらに大きい｡２

科学技術の発達により国際的なコミュニケーションが日常茶飯事となりつつ

ある現代、異文化対処能力、すなわち自国の文化と異なる文化を持つ人々と円

滑なコミュニケーションを行なうことのできる能力の育成が叫ばれている。そ

の核となるのが相手を受け入れる多文化主義の姿勢といえる。１つの国の中に

多くの文化が存在し、それぞれが自文化と違う文化すなわち異文化に接しなが

ら暮らしていく環境にあるアメリカ合衆国は、異文化対処能力の育成には最適

のはずである。山岸他（1992：山岸、1995に引用）による異文化対処能力の要

素において、言語能力はほんの小さな要素でしかない。自文化や他文化に対す

る理解・興味、柔軟で安定した感受性、知的判断力などは、ＥＳＬで少数派の

英語同化教育を行なうことだけで育成することは不可能である。アメリカが近

い将来、多数派児童の少数派言語によるイマージョン教育まで含めた真の多文

化主義を採り、異文化対処能力育成教育の新しい形と可能性をを見せてくれる

ことを期待して、本論の結びとする。

*本論文は、1997年12月、第19回琉球大学アメリカ研究会において「アメリカ

の文化的多様性とＥＳＬ児童教育」として発表したものに、加筆・修正を施

した。

注 ベーカー（1994）ではより詳しい分類が行われ、母語の使用を最終的に

認めないものを「消極的」、認めるものを「積極的」バイリンガル教育

と呼び、それぞれをさらに細分化している。本論では、細かい分類より

も大枠のバイリンガル教育の長所・短所を議論していくため、Baker
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（1988）の分類にしたがった。

2本論執筆中の1998年６月３日、ヒスパニック系の子どもたちを対象とし

たスペイン語の言語使用を認めたバイリンガル公教育廃止を求める住民

投票が、カリフォルニア州で過半数の賛成を得た。また英語以外の公用

語の可能性への道が絶たれた結果となったが、そこには英語の優位性を

脅かすスペイン語の存在だけではなく、母語教育を認められていないヒ

スパニック系以外の少数派の不満や、伸びない児童の英語能力に対する

ヒスパニヅク系の親たちの、子どもの将来への不安も反映されたようで

ある。
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Abstract

ESL Education in the US: How Do They Tackle Cultural Diversity?

Mitsuyo Toya

This paper attempts to prove that current U.S. bilingual education

is reinforced by political and social pressure that no language but

English should be used as a means of classroom communication. The

fact that the U.S. government and the "majority" of the public support

as similation rather than cultural pluralism makes it difficult to

introduce more immersion programs which would facilitate minority

children's first (non-English) and second (English) language ability as

well as pride in their cultural identity.

Many ESL teachers now try to understand minority children's

problems in terms of their cognitive development and home and

community environment, encouraging parents' involvement and the use

of their home language outside school. However, the paper also sees the

limitations of such an ESL framework since, in order to achieve real

cultural enrichment in the U.S., it would be necessary for the majority

to have opportunities to be educated in minority languages as well..
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