
ブラジル教育の「国際化」と

「文化多元主義」の行方

江原　裕美

近年ラテンアメリカ諸国の教育政策に共通して現れている「文化多元主

義（1）」への傾向は，画一的，中央集権的傾向の強かったブラジルの教育に

も変化を迫っている。

同時に，グローバリゼーションは人々の移動を活発化させているが，こ

れに伴い国際移動する生徒の学校制度内での取り扱いが教育関係者の注目

を引き始めており，「国際化」の問題がブラジルの教育にも生じてきている。

特に，日本就労により23万人を数える日系ブラジル人が日本に滞在し，

次々に帰国や往復を繰り返す中で，学齢期の子どもたちの適応には種々の

問題が生じている。

征服を経て長い植民地時代を経験し，移民を多く受け入れて成立した歴

史を持つブラジルは多様な文化を持つ社会と見られているが，実際の教育

においてはどのような「文化多元主義」「国際化」への傾向が現れているの

だろうか。政策レベルでは，教育法の中で先住民にも母語教育の機会を与

え，共通カリキュラム基準においてブラジル社会の文化複数性を教科横断

的な課題とするという形でブラジルにも取り上げられるようになった「文

化多元主義」は，国際的移動の増大とそれに伴う障壁を少なくするように

努める「国際化」とほぼ同時に出現してきた。両者共に少数者の文化的権

利を扱うという点において共通する部分がある。このことに触発され，本

稿は，母語教育を少数集団に認めるという「文化多元主義」の中心的政策

は国際的移動によって生じた少数者にも敷延されることがあるのだろうか，

という問題を検討してみた試論である。

ブラジルの教育制度上，連邦レベルで示された方針や政策は各州それぞ
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れにおいて実現されることになる。本稿では，ブラジル教育の課題を概観

し，その文脈における「国際化」「文化多元主義」について，連邦レベルで

示される方向性，州レベル，及び，学校内での教育という観点から考察す

る。

１．ブラジル教育の課題とその文脈

ブラジルは約1億5700万人（2）の人口を擁するが，10歳以上の非識字率が

14.5％であり，実数では1960万人，学校教育を受けた年数が1年以上4年未満

程度の機能的非識字者の数は2547万人と調査されている。（3）その原因とし

て貧困や多様な生活条件に加え，留年と中退の多い学校教育にも問題があ

ると言われている。このことはブラジル教育最大の課題と位置づけられ，

各州ごとに施策が行われている。パラナ州では，初等教育4年生までを「識

字基礎サイクル」と名付け，補習を行って留年を防ぐという試みを行って

いる。（4）5年生以上8年生までは「軌道修正プロジェクト」があり，これは7

年生までに学習補強して8年生で卒業させるという活動である。これらのた

めに，一定の基準に基づき教員の加配が行われる。

識字教育や基礎教育を必要とする成人や若者に対しては，連邦レベルで

「識字運動連帯」の活動が行われている。州や市のレベルでは主に「補習課

程（スプレチーボ）」を利用して，成人青少年教育という枠組みにより基礎

教育の機会を提供する努力を行っている。パラナ州では，連邦の識字教育

のモデルとなったと言われる教材が開発されている。（5）

他方，経済開発を重視するブラジル政府が常に強い関心を抱いてきた職

業技術教育にも大きな改革が進行している。1998年度までは後期中等レベ

ルであった連邦技術学校を1999年度から高等教育レベルへと変貌させると

いうものだ。パラナ州でもクリチバの連邦技術学校を拠点校とした7校が改

革を進めている。（6）その背景には工業高校として普通科目と専門科目を同

時に学ばせる方式が限界に来ているという認識がある。これまで各州にあ

った連邦技術学校は理数系の科目の水準が高いことから大学進学の準備に

有利な高校と見なされ，技術者を養成する職業学校としてはその役割が十
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分発揮されていなかった。今後は高卒者を対象に修士課程，博士課程まで

を備えた専門技術教育機関として整備される。この改革は全国で進んでお

り，公立学校のみならず，民間職業教育機関のSENAI（全国職業訓練サー

ビス）の学校も高校レベルから高等教育レベルへと高度化の対象となって

いる。（7）

これらの課題を重視する背景には，「万人のための教育世界会議」（1990

年）以来，教育を社会開発の強力な手段として位置づけ，特に基礎教育を

貧困や人口増加をはじめとする各種社会問題への対策として普遍化しよう

とする国際社会の潮流がある。また情報通信分野を中心として加速化する

科学技術革命に対応して経済開発を進める必要性が，職業技術教育の別ル

ート化，高度化という改革を促した。

以上は改革の重点分野として表出しているが，いろいろな分野にわたる

横断的課題として現れてきたのが，「文化多元主義」「国際化」であると筆

者はとらえる。冷戦構造の崩壊とラテンアメリカ諸国の民主化，人権への

関心の高まり，人間開発の重要性の国際的認識，グロ－バリゼーションの

進展とこれに伴うエスノナショナリズムの高まりなど，どちらかといえば

外部的な環境の変化を背景として政府主導で取り入れられてきた考え方で

ある。ブラジルに限らず，多くのラテンアメリカ諸国でも，文化的多様性

や少数民族のエスニックな権利を認める教育政策を提案している。

「文化多元主義」とは，その国内に生きる多様な出自の個人や集団間の

関係のとらえなおしにつながるが，比較的新しい移民を多く擁するブラジ

ルは，その文化多元化の追求が必然的に国民統合，ひいては国際間の問題

につながってゆくと言う点で政治的に微妙な要素を有する。グローバリゼ

ーションに伴う教育の「国際化」も，ブラジルにおいては自国内部の移民

出自の集団の文化的権利の保障に関連して展開する可能性がある。それゆ

え，「文化多元主義」と「国際化」とは別の問題として扱われるのではない

かと筆者は仮定する。それとも，社会のなかでの少数集団にエスニックな

文化的権利を認めるという方向性が，先住民に限らず，他の民族集団，な

いしは国際化による移民や外国人などへも「トランスナショナルな市民権」
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として拡大される可能性はあるのだろうか。

以下では，「文化多元主義」と「国際化」のブラジル教育における表出と

現況，そして前者の論理が後者に取り入れられる可能性について，まずは

連邦の政策レベルとして教育法とカリキュラム基準の面から考察する。

２．連邦教育法における「国際」的観点と「文化多元主義」的観点

1988年の憲法を元に，1996年に交付された新しい教育法は，教育を家庭

生活から社会生活，文化的表現までを含んで展開される人格形成過程とす

る幅の広い定義を打ち出しているが，主として学校教育をその対象として

いる。

広大な国土に多様な移民とその子孫達がコミュニティを形成しているブ

ラジル社会では，多元化が既存のものと考えられがちだが，ポルトガル語

による単一言語圏を形成し，文化的一元化が浸透している社会である。今

回の新教育法は，これまでの500年間で初めて先住民を社会の構成員と認め，

ブラジル社会が多元的な社会であることを認めるものであった。

では，新教育法において，「文化多元主義」という点でいかなる言及がさ

れているだろうか。まず，教育の原則と目的を定めた第二編では，教育に

おける「思想と教育観の多元主義」が謳われているが特に文化の多様性に

ついての言及はない。第三編の教育を受ける権利に関しては，就学適齢期

に就学の機会を得られなかった人々をも含め，義務初等教育の無償提供を

国の義務としている。この対象者は外国人，先住民族なども当然含まれる

べきかと考えられるが，言及されているのは特殊なニーズを持つ被教育者，

青年成人，労働者となっている。

文化多元主義を想定したとき，問題となってくるのは，自国像をいかに

構成するかという問題である。ブラジルの教育課程においては，初等中等

教育は全国的に共通の基礎に立脚するものとされる。基礎的カリキュラム

には必修教科として，ポルトガル語，数学，物理・自然の世界，社会・政

治的現実に関する各教科，特にブラジルの社会政治を含むものとされる

（第五編第二十六条）。同条文ではまた，「ブラジル史の教育はブラジル国民

―94―

ブラジル教育の「国際化」と「文化多元主義」の行方



を構成する様々な文化と民族，特に先住民族系，アフリカ系，ヨーロッパ

系の貢献を考慮するものとする」と書かれている。ここにはアジア系が含

まれておらず，それらの集団の間にある差異や政治的力関係にも言及はな

い。

また，初等教育は通常ポルトガル語で行われることも明記されている。

ただし，「先住民共同体では母語と独自の学習課程，方法の採用が保障され

る」とされており，先住民集団に関しては独自の施策をとることが可能で

ある。

「国際化」に関わる面では，生徒一般の国際的意識の育成について，5年

生から現代外国語を必修として取り入れること，中等教育では現代外国語1

つが必修の他，第2外国語を選択教科として入れることが明記されている。

国外からの生徒の移動については国内であれ国外であれ教育機関を移動し

てきた生徒については学校がその生徒の所属学年を分類し直し，最適と判

断されるところへ配置できるという言及がある。この記述を根拠に，国際

移動する制度の取り扱いに各州で変化が現れている。（8）

３．「国家カリキュラム基準」における「文化複数性」「国際化」認識

1997年，初等教育4年生までに関して「国家カリキュラム基準」が作られ

た。4年生までであるが，各教科で基準として留意すべき内容を提示したも

ので，ブラジルの教育においても初めての試みである。この中では，「文化

複数性」は倫理，健康，環境，性教育とともに普通科目を横断するテーマ

と設定されている。

その主な眼目は，社会的な差別や排除を克服することを目的に，新しい

感受性を育てるための情報を提供し，ブラジル人の中での異なる文化的遺

産を尊重することを教えようというものである。（9）そこでは文化の多元性

についての教授内容の核がほぼ2学年ごとを目安に示されている。これらは

「ブロック」として4年生までに4つ提示されている。これらをそれぞれの教

科で扱うようつとめるほか，教師と生徒の計画で進める「プロジェクト」

活動のテーマにすることも奨励されている。
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ブロックの一つ，「ブラジルにおける文化的複数性の構成と現況」では，

ブラジルの民族起源がアメリカ（新大陸），ヨーロッパ，アフリカ，中東，

アジアからなること，その軌跡の中でも取り上げるべきトピックとして，

先住民の多様性，先住民に対する同化政策，先住民の抵抗，奴隷制度，奴

隷の抵抗運動，奴隷制廃止とその影響，外国の影響，移民，移民の宗教や

文化と国家制度の葛藤，多様な文化を持つ集団の対等，などを示している。

その上で，現代社会では，多様性の現れを尊重すること，地域の人々の特

徴を掴み尊重すること，市民的文化的権利を認めそれを求める運動に連帯

すること，過去と現在の社会的不公正に批判的な態度を養うこと，憲法に

少数集団の権利が認められていること，集団や個人を社会的に排除するこ

とをなくし，ステレオタイプで見ることを排除することなどが重要である

としている。（10）

これらは，混血によって人種間の偏見・差別が解消され，社会的平等が

実現されているとする「人種デモクラシー」の社会と見なされ，国民の混

血性を強調することで社会の一体性を誇示してきたブラジル（11）が，多様な

人種集団の存在を認め集団間の不公平な関係を，解決すべき問題として公

的に表明したという点において大きな変化であると言うことが出来る。

４．教育における「文化多元主義」の実際

前述のような連邦レベルの表明に見られる「文化多元主義」はそれが実

行に移される教育の場面ではどのような状況にあるだろうか。

まず，「文化多元主義」の象徴的存在とも言える先住民学校について見て

みよう。ブラジルには35万人の先住民が居住し，その言語は約170種とされ

る。現在1300の先住民学校があり，6万5千人が通っている。（12）

先住民教育は70年代から中断を挟みながら存続してきた。近年，インフ

ラストラクチャーの不足，財政の問題など慢性的な危機的状況に対し，先

住民自身がイニシアチブをとって解決を目指すに至った。88年憲法が少数

民族にその社会組織や慣習，言語，信仰，伝統を守ることを認めたのに伴

い，教育もFUNAI（国立インディオ財団）から教育省の責任となり，各民

―96―

ブラジル教育の「国際化」と「文化多元主義」の行方



族の代表からなるインディヘナ教育委員会が組織されるようになった。

これらの学校ではまず母語での読み書きを教え，順次ポルトガル語を導

入する傾向である。また，ブラジル一般社会の知識を取り入れつつも高齢

者から伝統的文化を継承し，「文化の継承のために民族の歴史を教え」「白

人にだまされず，闘いを有利にし，交渉し，権利を要求するために白人社

会を知る」，抵抗の拠点として機能しているという。（13）

白人社会の開発の思惑はこれら先住民集団の生活圏を侵害してきた歴史

がある。ワイミリ＝アトロアリ民族は1905年には6000人を数えたが，1982

年には571人にまで減少し，近年やっと800人代を回復した。（14）しかしなが

ら，近代社会に統合されないでいる先住民はもはや開発を押し進める巨大

な力を前にした「かりそめ」の状態であり，その存在自体がブラジル国家

の枠組みの中で保障される状況に至っている。（15）

外部からの侵入と戦ってきた歴史の中で，学校を作ることにより彼らは

国家や地域社会と新しい関係を作り，被害を受けるだけの受け身の存在か

ら脱却しようとしている。固有の文化を守りながらも，近代社会との共生

を図っていくことが課題となっている。しかし，これらの学校で学び自尊

心を身につけた生徒達が都会に出たとき，差別の対象となる状況は変わっ

ていない。「文明」対「野蛮」という考え方は依然として一般社会の住人達

の中に生き残っていると見ざるを得ない。私たち自身のものの見方に潜ん

でいる差別観や偏見をなくし，共生を実現するためには，近代社会側の教

育もまた変わらなくてはならない。

５．教育における「国際化」の一局面　―日系人帰国子女の受け入れから

グローバリゼーションとともに生じた変化の一つは，外国語学習への関

心の高まりである。1節で述べたように，新教育法では小学校5年生から現

代外国語が取り入れられ，中等教育（高校）では，必修の第1外国語に加え

て，第2外国語が選択教科として採用できることが示されている。高校段階

では，各地の特色を反映して，日本語が第2外国語として設置されているパ

ラナ州のようなところもある。市民レベルでは，インターネットの共通語
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としての地位を高めている英語，そして「南米共同市場（メルコスール）」

の主要言語であるスペイン語に人気が高まっている。都市部では語学学校

がにぎわっており，個人レッスンを頼む家庭も多い。

その一方で80年代からの経済危機を背景として多くの人が国境を越えて

海外に仕事を求め，いわば市民レベルでの「国際化」が始まり，これに付

随して国際移動する子どもたちの問題も現れてきた。異文化に育った子ど

もに対する教育，これは「国際化」や「文化多元主義」が試される現場で

あるとも言える。

ブラジル南東部のパラナ州はサンパウロ州に次いで日系人人口が多いと

ころとして知られている。80年代末からの出稼ぎ現象は同州第2の都市ロン

ドリーナにおいても見られ，現在に至るまで日本就労は静かな形で続いて

いる。そのため，毎年或る程度の人数の生徒が帰国してブラジルの学校に

入学している。それらの生徒は数年にわたる日本滞在を経て，程度の差は

あれ日本の文化を身につけている。なかには幼少時に渡航したため，ない

しは日本で生まれたために全くの日本人に近いような例も出てきている。

こうした例も含め，異文化を有する生徒はどのようにブラジルの学校に

受け入れられるのだろうか。そのプロセスを要約すると以下のようになる。（16）

小学校1年生から4年生までは何らの制限なく転入でき，学力診断に用い

る以外のテストはない。しかし，5年生以上では該当学年に入学後，ブラジ

ルの必修科目でこれまで履修されていなかった科目について補習や自習を

した上でテストを受ける。これに合格すればその科目を修得したことと見

なされる。必修科目で時間数が足りないような場合も補習を受ける。

日本からの帰国生徒の多くが受講するのが，ポルトガル語とブラジルの

地理，歴史である。その補習は自分が属する授業時間帯以外で開講されて

いる同科目の授業を受けるというものだ。ブラジルの公立学校の多くが，

二部制，三部制となっているのを利用して他の部の授業を受ける補習はパ

ラナ州ではコントラトゥルノと呼ばれ，学習が遅れがちな生徒のための枠

組みとなっているものである。

外国から転入した生徒のための特別な対策はない。ESL（English as a
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Second Language 英語以外の言語を母語とする生徒のための英語力向上の授

業）のような準備はなく，転入した生徒は直ちに指定された学年のクラス

に入って授業を受ける。コントラトゥルノにおいても，直接該当クラスに

入って授業を受ける。この点はパラナ州だけでなく，サンパウロやクイア

バでも同様であった。特別クラスを作らないことについては，早くなじま

せるためであり，ショックを和らげるためには日本語が分かる子どもを隣

に座らせてやることで徐々に慣れさせていくように考えているということ

であった。（17）ゆえにポルトガル語が理解できることが，授業についていく

上で決定的に重要な鍵となる。

しかし，そのポルトガル語の習得が外国では簡単にはいかない。親がポ

ルトガル語を話す家庭であってさえも，異文化の中で暮らす影響は大きい。

日本から帰国した子どもたちが困難を訴える頻度が最も高い科目がポルト

ガル語であることが調査から判明した。（18）学校ではポルトガル語が唯一の

教授用語である。日本から帰国直後で日本語の方が理解しやすい子どもな

どは，日本語を話せる日系人の友人から助けてもらったりしている。家庭

はこの問題を解決するために，ポルトガル語の家庭教師を雇うなどして大

きな努力を払っている。日系人社会の存在は，組織的な取り組みには至っ

ていないが，環境が激変した帰国者家族の衝撃を和らげ，再適応するため

の緩衝地帯の役割を果たしている。

教室内や学校生活の様々な局面では，日本語や日本文化を身につけてい

ることがどのような周囲の反応を呼び起こすのだろうか。生徒へのインタ

ビューからは，教師からポルトガル語習得のじゃまになるとして，日本語

使用はやめるようにと言われたという例が幾つかあった。また，子ども自

身がブラジルに帰国したとたん，日本でのやり方をすべて捨て去ろうとす

る例も見られた。日本語がうまくなるとポルトガル語が下手になり，ポル

トガル語がうまくなると日本語が下手になると言われることなどから，二

つの文化は対立的なものととらえる見方が少なくない。国家カリキュラム

基準の提示にもかかわらず，学校においてはブラジル文化以外の文化を保

持することに対しての理解はまだ深まっておらず，そのための実践も浸透
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してはいないと考えられる。

５．考察　―ブラジルの「文化多元主義」と「国際化」の行方―

先住民社会で母語を用いる教育を認めた新教育法は，初めて「文化多元

主義」が法律的に具体化されたことを示しているが，それはより広い国民

社会の文脈においても同様な方針を実現していく意志を伴ったものだろう

か。すなわち「文化多元主義」により，例えば「（ポルトガル語以外の）母

語による教育」が先住民以外のブラジルの少数集団，例えばブラジル南部

におけるドイツ系の人々，農村地域に集住している日系人，またブラジル

に長期滞在・移住している外国人など，母文化を比較的維持しているよう

な集団に対して拡大される可能性はあるだろうか。または，もともとブラ

ジル社会に統合されていなかった先住民集団のみを「文化多元主義」の対

象とし，国民社会一般においてはその意味を「差別をなくす」という言説

の普及にとどまらせるのだろうか。

これについては，先住民以外の少数集団にポルトガル語以外の教授用語

を認める可能性は考えにくいのではないかというのが筆者の考えである。

中川（1997）は，ラテンアメリカ社会では異質なものに対する寛容性は

社会の統合を乱さないと言う範囲に限られること，支配的な文化が先住民

や移民集団の民族文化を破壊，吸収し，文化的一元化を進めてきた長い歴

史があり，多文化主義の社会ではないことを指摘している。多様な民族起

源を抱えながらも世界の他地域では反目し合っている民族，例えばユダヤ

人とアラブ系人の対立が抑えられているなど，民族紛争から比較的免れて

いるのは，国民社会のルールと慣行に従い，民族集団の一員であることよ

りもそれぞれの国民であることを先行させているからであるという。（19）ブ

ラジル社会もこのような特徴を共有しており，（元々社会に統合されていな

い先住民と異なり）国民社会の構成員に対して「文化多元主義」を適用す

ることは容易には起こり得ないと推測される。

また，新しい教育法が出て間もない現時点であるが，国民を「ブラジル

市民」として育成することについては強固な態度をブラジル教育は守って
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いるように見える。特に「ポルトガル語による初等教育」はジェトゥリ

オ・バルガス大統領のエスタード・ノーボ時代に強化され，1972年の教育

法令においても，また1988年憲法，1996年の新教育法においても一貫して

貫かれている方針である。

ブラジルにおける外国人学校の公認の基準も参考になる。サンパウロ市

内の外国人学校，例えばアメリカン・スクールやドイツ人学校などはどの

ように扱われているだろうか。1989年に調べたところでは，これらの学校

は私立学校の一種としてブラジルの教育法規の適用を受けることとされて

いた。外国人対象の学校であっても，ブラジルに存在する以上はブラジル

の憲法に従い，8年生までの初等教育には教授用語としてポルトガル語の使

用が求められていたのである。公認された学校からでなければブラジル学

校への転入学や進学ができないこととなるため，これらの学校は公認され

た学校であるためには，ブラジルの教育法で要求される最低限の科目をポ

ルトガル語で実施し，それ以外の時間を英語ないしドイツ語で教えるとい

う方式をとっている。（20）

このように外国人が通う学校にさえ，ブラジルにある以上ブラジルの学

校と同様としてポルトガル語による教育を求めるという事実からして，自

国民が通う学校でポルトガル語以外の教授用語を認めることは難しいと思

われる。「ポルトガル語による自国民教育」の枠組みは強い。「文化多元主

義」の実質的措置の対象は先住民に限られ，移住者や長期滞在者など国際

移動に伴って生じる少数集団については互いの文化の尊重を促す姿勢のア

ピールに集約される可能性が強いといえよう。

ブラジル社会では人種間で理想的関係が保たれているという「神話」に

より，社会的上昇は個人の能力次第と見なされ，人種意識や集団的異議申

し立てが提出しにくいという。また，色の白い相手と結婚することで社会

的上昇が可能であるという言説，さらには，混血性の称揚により人々の間

の差異を不問に付してしまう傾向がある。（21）独自の文化に目を向け，そこ

に帰属感を持ち，文化的特徴を維持強化していくことへの関心は比較的薄

かったかに言える。むしろ，新しい社会として「ブラジル人」の育成が重
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要とされたのである。教育はそのための重要な装置であり，「ポルトガル語

の重要視」はそうした経緯から来ていると考えることができる。

また第１節で見たように，ブラジル教育は世界的な基礎教育重視政策に

則り，非識字率を減少させ，留年や落第を減らし，学校教育を効率的に運

営することに力を注いでいる。都市周辺での生徒の急増はいろいろな地域

の教育当局の大きな問題であり，義務教育段階の学校で定員を拡大するこ

とで手一杯の状況が聞かれる。もう一方の重要改革，職業技術教育の別ル

ート化・高度化を成功させるためには基礎教育という基盤が固まらなくて

はならない。（22）そうした路線に直接沿いにくい「文化多元主義」の教育課

題は，経済開発を進め先進国入りをめざすブラジルの教育においては，第

一位の重要度を得ることは難しい状況があるといえよう。

以上のような点から考えて，「国際化」に関しては，相対的に新しい異文

化少数集団に対する教育の在り方には，当面大きな変化が見られないので

はないだろうか。「ブラジル市民」を育成することが教育の重要な目的であ

ることからして，ブラジル学校への転入生には異文化の保持よりも，ブラ

ジルの教育体系に基づき学習を一貫していくよう要求されることは今後も

変わらないであろう。

ただし，新しい教育法では各学校や各教育制度に今までよりも大きな裁

量の自由を与えており，学校ごとないしは地域によって異なる取り組みが

展開される可能性がある。教科横断的なプロジェクトなど，地域や学校で

民族や文化の多様性を維持していく試みは奨励されており，今後増えてい

くだろう。学校の自由の拡大がブラジル教育における「文化多元主義」と

「国際化」の歩みにどのように反映していくのか，これからも注目する必要

があると思われる。

注

（ 1）ポルトガル語ではpluralidade cultural（文化複数性）という語がしばし
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ば用いられるが，それを保持・育成しようと言う考え方をここでは

「文化多元主義」とした。

（ 2）157,079,573人（1996年）。Almanaque Abril 98, Editora Abril,1998,p.54.

（ 3）Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios-PNAD Síntese de Indicadores

1995, p.23.
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Parâmetros curriculares nacionais: Pluralidade cultural e orientação sexual,

Brasília 1997, p.15.

（10）Ibid., pp.70-76.
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ー』大月書店，1999年。
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（15）川田順造『ブラジルの記憶　「悲しき熱帯」は今』NTT出版，1996

年。

（16）注4に同じ。

（17）1999年8月10日サンパウロ市内の「州立ルーズベルト大統領学校」で

のインタビューから。

（18）拙稿「ブラジルにおける日系人児童生徒の再適応状況－学校と家庭に

おける調査結果から」平成10年度科学研究費補助金国際学術研究『在

日経験ブラジル人・ペルー人児童生徒の適応状況』報告書，2000年3

月。

（19）中川文雄「ラテンアメリカの社会」国本伊代・中川文雄編『ラテンア

メリカ研究への招待』新評論，1997年。

（20）ただし日本人学校の場合，大使館付属の文化施設という扱いとなって

おり，私立学校として認められているわけではない。拙稿「ブラジル

の日本人学校と日本語学校－接点を欠く二つの海外子女教育」『東京

学芸大学海外子女教育センター研究紀要』第6集，1991年3月。

（21）注11に同じ。

（22）ブラジルの新教育法では，「基礎教育」は第二課程の教育（後期中等

段階）までを含む。
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