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 本研究は、現代アメリカ合衆国（以下、米国）における言語教育が、多様な

文化的背景を持つ子どもたちの多様性を認めながら、いかに言語に関する学力

保障の実現をめざそうとしているのかという課題にアプローチするものである。

米国では、公民権運動を背景として、子どもたちが生まれながらに持つ文化の

多様性を尊重するために、多岐に渡る教育政策が実施されてきた。本論文は、

米国の言語教育を事例として、こうした文化的多様性を認めながら一定水準の

学力保障を実現することで、多文化間でのコミュニケーションが円滑に図られ

ることを実現するような言語教育の在り方を探ることを目的としている。  

これまで、米国の言語教育については、大きく 3 つの観点にもとづいて研究

が行われてきた。1 つめは、英語を国語として規定し、国語科教育の変遷を辿

ったり、国語科教育内部における言語技術の位置付けや指導の具体像を明らか

にしたりするものである。2 つめは、リテラシーをキーワードに、言語教育で

使用されるテキストの選択に権力性を見出すものである。最後に 3 つめとして、

権利としての言語教育に焦点を合わせるものが挙げられる。これらの研究にお

いて、学力保障を実現しようとする際に要となる教育内容の内実について明ら

かにされてきた。ただし、多文化性の側面から検討し、それらを教育政策の文

脈で議論するという視点を持つ研究はほとんど行われておらず、むしろ、教育

政策を相対化させながら、各自の主張を展開する場合が多かった。しかしなが

ら、文化的多様性の尊重と学力保障の実現をより深く理解するためには、どの

ような教育内容が選択され、どのような教育方法でその内容の獲得が図られよ

うとしているのか、その内容を教育政策として、どこまでを限度としながら、

どの程度具体化することが求められるのかについて検討する必要がある。  

 先行研究からは、言語教育をめぐる論点を次の 2 点に整理できる。1 点目は、

子どもたちが学校に持ち込んでくる多様な文化的背景を尊重するものとして捉

える場合、どのような授業を行うことで、多文化性の尊重と学力保障という 2

つの目標を達成することができるのかという視点である。同化主義から多文化

主義へと発展してきた米国においては、子どもたちが学校に持ち込んでくる文

化は尊重すべきものとして認識されてきたものの、多文化を尊重することが、

実のところ排除の論理と化す場合があることが報告されているためである。2

点目は、長期的な言語発達を可能とするような言語教育を実現するためには、
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何を言語教育の教育内容として選択し、どのような長期的なカリキュラムを構

想するのかという視点である。米国では、これまで教育内容を前倒しすること

によって、多文化性に起因する諸問題への対応が図られていた。しかしながら、

それは教育の責任を、就学前教育や初等教育の初期の段階に過度に押し付ける

ものとなっていること、また「4 年生のスランプ」と呼ばれる、基礎的なスキ

ルや知識を習得しても、それが小学校第 4 学年以降の言語発達に継続されてい

ないことが問題視されていた。そのため、何を各学校段階において指導すべき

教育内容として選択し、それをいかに長期的カリキュラムとして具体化するの

かを明らかにする必要があるためであった。  

 以上を踏まえて、本論文は 6 章で構成した。第 1 章では、1960 年代に多様

な文化的背景を持つ子どもたちに学力を保障するために行われた補償教育に焦

点を当てた。まず、公民権運動の広がりにより、「貧困との戦い」の一環として、

初等中等教育法（Elementary and Secondary Education Act of 1965）が制定

され、社会経済的に恵まれない子どもたちに対する平等性が求められていたこ

とを確認した。補償教育では、「文化剥奪論」と呼ばれる考え方にもとづき、低

所得家庭層の子どもたちに対して、中流所得家庭層の子どもたちの生活経験を

提供するカリキュラムが設定された。この取り組みは、子どもたちの言語に関

する「低学力」問題を打破することを問題意識として共有しており、一定水準

の学力保障が試みられた。しかしながら、特定の階層における言語経験にしか

焦点を当てることができておらず、子どもたち個々の言語経験の差異に目を向

けることができていないという課題を抱えていた。  

そこで第 2 章では、子どもの生活経験を重視する立場から提起された言語教

育を取り上げた。子どもたちの言語経験の具体像を明らかにし、それにもとづ

いて教育を実践することを重視したウィリアム・グレイ（William S. Gray）は、

初歩的な読み書きではなく、実際の社会生活のなかで生きて働く機能的なリテ

ラシーを提起していた。さらに、人間の基本的な権利の一部としてリテラシー

を捉え、それが学習者自身の自立や社会参加に通じるようなものでなければな

らないことを主張していた。同時期、「ダートマス・セミナー」に集まった研究

者たちにより、1950 年代後半から展開されていた「新英語」カリキュラムの問

題点が指摘された。「新英語」カリキュラムは、順次性を求めるあまりに、複雑
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さを性格とする英語教育から必要以上のものまで捨て去ってしまっていると批

判され、国語教育改善のためには、他教科のように新旧の教育内容を入れ替え

るのではなく、児童・生徒の言語経験を見直すことが重要であることが提案さ

れた。さらに、「新英語」カリキュラムにつながる主張を行ったジェローム・ブ

ルーナー（Jerome S. Bruner）自身も、「個人的レリバンス」と「社会的レリ

バンス」という、子どもの要求と社会の要求の 2 つの側面から、教育内容を設

定することを重視していた。以上の研究により、学問上の成果を重視すること

の必要性は共有されつつも、子どもたちが個々に持つ言語経験を尊重し、それ

にもとづく教育実践を展開することが求められるようになっていった。  

つづく第 3 章では、子どもたちの言語経験を重視する言語教育が展開される

あまり、実際には学力が低下していることが報告され、1970 年代後半には基礎

的なスキルの指導を強調した「基礎へ帰れ（ back to basics）」運動が広がって

いたことを取り上げた。そのような基礎的なスキル重視の立場に対して、文章

を読んだり書いたりすることは、個々の知識やスキルの総和以上のものを意味

しているという全体論を重視するホール・ランゲージ運動を担う者たちからの

批判がなされた。しかしながら、ホール・ランゲージ運動に対しても、 2 点の

問題点が指摘されていた。それは、子ども中心の教育を志向することにより、

既存の社会構造を維持、再生産する機能を果たしていること、明示的な指導を

行わないために、教室で取り上げられる言語文化になじまない子どもを、他者

の文化を受け取る存在として位置づける場合があったことである。  

この時期、時限立法であった初等中等教育法は、1988 年、初等中等学校改善

修正法（Elementary and Secondary School Improvement Amendments of 

1988）として改定された。本修正法においても、教育的に剥奪された子どもた

ちの教育機会を改善するという初等中等教育法の基本理念は継承された。しか

しながら、大きな変更点も加えられた。それは、補助金を受ける州の教育当局

が、客観的な評価尺度と基準を示した教育改善計画を開発すること、生徒の成

績改善についてのプログラムの効果について毎年評価を行うこと、改善がみら

れない学校については改善計画を作成・実施することである。このインプット

からアウトカムへの重点の変化は、教育目標の設定へとつながっており、言語

教育の分野においても、言語科スタンダードの設定が求められていた。  
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そこで第 4 章では、1980 年代から 90 年代に設定された 2 つの言語科スタン

ダードを取り上げた。1 つは、1996 年に開発された「言語科のためのスタンダ

ード（Standards for the English Language Arts、以下 SELA）」であり、も

う 1 つは SELA にもとづき設定されたイリノイ州の言語科スタンダードである。

SELA は、50 年代から 70 年代にかけて議論されてきた言語教育に関する教育

内容を、全米レベルにまで引き上げるために、国際読書学会（ International 

Reading Association）と全米英語教師協議会（National Council of Teachers of 

English）が中心となって組織したものである。SELA においては多様な文化的

背景を持つ学習者が、最終的には米国社会に参加できることをめざし、第一言

語を用いて学習を行うこと、言語とそれによって生み出される言語使用の多様

性を理解し尊重すること、多様な聴衆とコミュニケーションを行うことを実現

するための知識の習得と、それを活用することが重視されていた。ただし教育

機会の公平性の推奨や、「多文化性」の尊重という方針を示してはいるものの、

具体的な方策の提示はなされていないという限界も見られた。  

イリノイ州の言語科スタンダードにおいては、学習者の第一言語による学習

環境は、英語習得に向けた過渡的なものとして捉えられていた。さらに、子ど

もが習得すべき事項の詳細が挙げられるとともに、その事項を用いて達成すべ

き認知プロセスが、学年段階に応じて記述されていた。スタンダードには「作

者の視点」が位置づけられ、作品の背後にある時代状況を分析・評価すること

が含まれていた。このことは、ある特定の文化内容の学習ではなく、多様な文

化内容を俯瞰的に見る学習を拓くこと、多様な聴衆とコミュニケーションを行

うための知識の習得が重視されていることを意味している。多文化性の尊重が

マイノリティの隔離もしくは排除につながることを防ぐためには、他者との対

話を生む契機となる知識の習得が不可欠である。SELA やイリノイ州の言語科

スタンダードは、多文化間のコミュニケーションの促進を実現するスタンダー

ドであり、まさしく多文化性をくぐりぬけた普遍性を志向する言語教育の在り

方を提示するものとして、高く評価できた。  

2000 年代に入ると、米国では初等中等教育法の改正法として、どの子も置き

去りにしない法（No Child Left Behind Act of 2001）が制定され、言語教育に

関しては、リーディング・ファースト（Reading First）と呼ばれる教育政策が
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展開されることとなった。しかしながら、このリーディング・ファーストでは

子どもたちの言語の獲得は望めないとの指摘がなされることとなった。  

そこで第 5 章では、キャサリン・スノー（Catherine Snow）による読むこと

の教育理論に注目し、リーディング・ファーストの不振の原因の解明を試みた。

リーディング・ファースト実施につながる研究成果の整理をスノーが担当して

いたためである。具体的にはまず、スノーが読むことの教育理論を提起する背

景には、米国が抱える補償教育の課題を克服するという意図があったことを明

らかにした。つぎにリーディング・ファーストの理論基盤である「全米読解委

員会（National Reading Panel、以下 NRP）」と、NRP の理論基盤であり、ス

ノ ー が 議 長 を 務 め た 「 リ ー デ ィ ン グ の 困 難 性 の 予 防 に 関 す る 委 員 会

（Committee on the Prevention of Reading Difficulties in Young Children、

以下 CPRD）」を比較した。その結果、CPRD では初期の読む力の改善だけで

なく、子どもたちが意欲を持続させながら、継続的に読むことの学習に取り組

むことを実現するための理論整理を行っていたこと、一方で NRP では、効果

的な読むことの教育実践の要素が抽出されているものの、その要素の背後にあ

る実践の多様性や意図性が継承されていないことが指摘できた。そしてこのこ

とがリーディング・ファースト不振の一因であると考えられた。  

スノーは、リテラシーを一貫して構成要素的に捉えていた。このように捉え

ることによって、子どものつまずきを見極めることが可能となり、具体的な指

導の指針を立てることが可能となるためであった。スノーは RAND 読解研究グ

ループ（RAND Reading Study Group）の研究において、「理解」を学習者が

自身の既有知識とテキストを関連づけることによって導かれるものとして捉え

ることによって、「理解」概念の内部に読み手を位置づけていた。このことによ

って、既存の言語に子どもが適応することではなく、既存の言語を子どもが受

け入れつつ、自らの内部で構成することを重視する立場が生み出されていた。

このようなスノーの見解は、所得格差によるリテラシー獲得の格差が生じてい

ることへの対処を意図していたことに由来している。言語獲得の初期だけでな

く、その後も継続して言語発達を促すことを意図したことによって、言語を構

成要素的に捉えながらも、子どもの言語発達の全体像を明らかにすることがで

きると考えたのである。スノーの読むことの教育理論を見ることで、構成要素
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的に言語を捉えるということは、言語を分解し、分割して言語を指導するとい

う視点だけを生むのではなく、子どもの言語発達の全体像を捉えながらもつま

ずきを生み出させないための方途を導き出すという意義が導かれると言えた。  

第 6 章では、第 1 章から第 5 章までで明らかとなった言語教育をめぐる論点

にもとづき、スノーが編集した教材集『ヴォイシズ（voices）』を分析した。こ

の検討により、米国の言語教育において、いかに多文化性の尊重と学力保障が

実現されようとしているのかについて、具体例とともに明らかにした。検討の

結果、『ヴォイシズ』の幼稚園単元においては、様々な文化が描かれた文学作品

を用いて「音素への気付き」と「フォニックス」を「理解」と関連づけながら

指導していること、また全 7 学年を通して読むためのスキルを「知識」として

指導し、またそれを「応用」する機会を設けていること、『文学作品』の内容と

関連する子どもの既有知識を活性化させ、それにもとづいた「理解」を獲得さ

せていることなどが明らかとなった。リーディング・ファーストに関わって議

論されていた、読むためのスキルとテキスト内容の理解の指導を両立するため

の方途が、『ヴォイシズ』において実現されていると評価できた。  

 最後に結論として、多様な文化的背景を持つ子どもたちの多様性を認めなが

ら、言語に関する学力保障を実現するためには、次の 2 点が重要であると言え

た。1 点目は、言語教育において学力を保障しようとするときには、必ず共通

内容を設定する必要があるということ、その共通内容の中には、子どもたちが

学校に持ち込んでくる言語文化の多様性を理解するための知識やスキルを含み

込む必要があるということである。異なる文化を持つ者とコミュニケートして

いくためのスキルや、多文化を理解していくための視点としての知識を共通内

容として位置づけることによって、多文化の尊重という名のもとに行われる他

文化の排除という危険性を回避する道筋が拓かれていると考えられた。2 点目

として、テキストを読むという行為を、自らの生活を問い直す視座と社会にお

ける関係性を問い直す視座を位置付けた、テキストの意味を見出す過程として

捉えることである。このようなテキスト理解を通した他者理解・自己理解によ

って、学習者は自らの世界を拡大するとともに、他者とコミュニケートしてい

くことが可能となる。そしてこの 2 つの方向性を担保する言語教育を実現する

ことによって、「多文化性の尊重」と「学力保障」の両立が図られると言えた。 




