
資料翻訳
エクアドル教育文化省

『異文化間二言語教育モデル』q

江原　裕美

本稿は南米エクアドルの先住民二言語教育の基本資料である。征服，植

民地時代を経て１９世紀初期に独立した中南米諸国では先住民はマイノリ

ティの位置に置かれ，スペイン語（ブラジルではポルトガル語）が唯一の

公的な言語とされてきた長い歴史がある。２０世紀以降も先住民の言語は

教育の場において長らくマージナルな位置に押しとどめられてきた。しか

し彼らの権利や文化を回復し，教育の場においても尊重させようとする動

きが１９８０年代頃から顕在化している。先住民教育は国家の近代化を目

指す開発政策の一環として，トップ・ダウン方式の決定により，先住民を

教育の「受け手」として位置づける方法が採られることが多いが，エクア

ドルでは，活発な先住民運動により，１９８８年，教育省内部に先住民自

身が統括する分権的機関として異文化間二言語教育局を設置して現在に至

っている。以下の資料は，教育省がこの教育モデルを公認した基本資料と

して価値があるので，ここに前半部分を訳出する。

エクアドル教育省異文化間二言語教育局

異文化間二言語教育モデル

Ｎｏ．０１１２

教育省は以下のことを考慮し，

憲法第２７条において，「先住民人口が多数を占める地域で作られる教育
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制度においては，主要な教授言語はキチュア語ないしは住民人口に対応す

る言語とし，スペイン語は異文化関係言語とする」と定めていること。

１９９２年４月２０日の公報第９１８号で発表された同年同月１５日の

第１５０号法を通じ異文化間二言語教育局を分権化された行財政機関に格

上げすること。

１９８８年１１月１５日の政令第２０３号を通じ，教育法施行規則が改

正されたことにより，異文化間二言語教育局（DINEIB）は人々のニーズに

応じ，教育様式の設計を行うとともに，二言語教育のそれぞれの制度と様

式に対して適するカリキュラムを開発する責任を負うこと。

その権限の行使に関して，以下に同意する。

第１条 次の異文化間二言語教育モデルと基礎教育に対応するカリキュラム

を公認する。

異文化間二言語教育モデル

１． 導入部

エクアドルは先住民，黒人，混血の人々からなる複数言語・文化の国で

ある。先住民は３つの地域に住んでいる。海岸部には，アワス，チャチス，

ツァチス，エンペラス；山地部にはキチュアス，アマゾン地域にはコファ

ン，シオナ，セコヤ，サパロ，ウアオ，キチュア，シュアール＝アチュア

ールである。彼らは独自の言語と文化を保ち，エクアドルの文化的豊かさ

を形成している。

エクアドル国民がこのような文化的豊かさで特徴づけられているにもか

かわらず，先住民に提供される教育は伝統的に，全く区別のない同化を促

進する方向で進められてきており，人々の社会―文化かつ経済的発展を制

限することに加担してきた。この種の教育はまた，先住民のアイデンティ

ティに亀裂を育て，国にとって有害な人種差別主義的状況を促進してしま

った。

資料翻訳　エクアドル教育文化省『異文化間二言語教育モデル』q
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それは暗記を主とした繰り返しの方法により，使われる教材と，教育す

る学校組織それ自体も含めて，国民生活における先住民人口の創造性発揮

と参加の発展を阻害してきたのである。これに加え，カリキュラムが基づ

いているところの制度もまた，先住民が持つ社会文化的特徴に利する教育

目的を実現し，目標を達成することを妨げるような制約を呈している。

先住民共同体に割り当てられた教師達は一般に，彼らの言語，文化と現

実を知らず，それゆえに，人々への蔑視の醸成に見られるような否定的態

度と振る舞いを維持することになる。

評価と進級の制度もまた社会に否定的な影響を及ぼす。それは農村で起

きていることに気づかないで状況を判断してしまう傾向による。家庭が置

かれた状況によって，行わなくてはならない生産活動があるため，退学の

指標は都会と同様の考え方をあてはめられるべきではない。

エクアドルにおける国民の多様性からして，最高の質の教育が保証され

るよう，社会文化的現実に対応する教育的オールタナティブを定義するこ

とが不可欠と考えられる。歴史を通じて様々な先住諸民族が生み出し維持

してきた知識や，社会的実践を再生し強化するべきである。

この状況に際し，これまでの１０年間，その社会文化的状況を考慮し，

先住民集団に注意を向けた一連の教育経験が積み重ねられてきた。スペイ

ン語に頼ることなく全ての概念を表現するための先住民言語の能力向上に

努力が払われている。いくつかのプロジェクトは民族科学（etno-ciencia）

および科学の統合理論の応用により，異なる分野の知識を統合するという

考え方に，方法論の基礎をおいている。

学校の様式は，個人の総合的発達に直接責任を負う家庭の役割を取り戻

すよう，コミュニティの教育センターに代えられるべきである。同様に，
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これらのセンターの責任者はコミュニティの成員の教育を方向付け，指導

するための使命感，履歴，科学的基礎を有する人であるべきである。

その結果，政府は優先課題として先住民に対する教育的配慮を確立する。

先住民は独特の社会的文化的言語的な特質を維持するために，国の発展の

ニーズと現実に基づいた政策及び戦略の実行を要求する。

２． 先駆者

現行の異文化間二言語教育はこの数十年間国内で積み上げられてきた経

験の成果と，これに併せこの教育提案を実行するための法的措置とを枠組

みとしている。

２．１　先行経験

国内の先住民教育の経験はそれぞれが独自の方向性を持ち，そのカバー

する範囲も様々だが，全てエクアドルの二言語教育の歴史的発展の一部を

なしている。

２．１．１　カヤンベインディヘナ学校

１９４０年代，先住民教育の実験が行われ，その教師の一人がドローレ

ス・カクアンゴであった。キトの幾人かの婦人と地域リーダーの支援で学

校グループを作り，ピチンチャ県カヤンベに展開した。後にラウリタス会

がこれをインバブーラ県に拡大した。コミュニティ出身教師が母語で教育，

文化の再評価と土地防衛を行ったが，１９６３年に最後の学校が軍政によ

って閉鎖された。

２．１．２　サマーインスティチュート

米国の機関で，目的は先住民への伝道と聖書の先住民言語への翻訳であ

り，１９５２年から１９８１年まで活動した。教育やサービスは布教を容

易にする場合に限り行われた。目的を達成するため，言語学的調査，母語

資料翻訳　エクアドル教育文化省『異文化間二言語教育モデル』q
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による教育，先住民教師の養成が実行された。政策は先住民言語の方言を

もとにした書き方の維持であり，有力な方言の他地域への押しつけが見ら

れた。

２．１．３　アンデス・ミッション

ILO（国際労働機関）からの資金で１９５６年からチンボラソ県で活動，

コミュニティ活動や保健，教育，農業支援などの活動を行った。１９６４

年に軍事政権が接収し，国家開発計画による農村開発プログラムの実行を

担当させた。１９７０年代初めに農業省に吸収され，後に消滅した。神話

や社会的テーマ，自然テーマなどについてキチュア語でかかれた読本を用

意した。その際キチュア語の中でも，サラサカ，インバブラ，チンボラソ

の方言を用いた。

２．１．４ エクアドル民衆ラジオ学校

(Escuelas Radiofóicas Populares del Ecuador) 

キチュア語を話す成人非識字者の識字教育を目的とする。これはリオバ

ンバの司祭，モンセニョール・プロアニョの指導で始まった。山地部にも

至ったが，主たる場所はピチンチャ県のチンボラソ，タバクンドであった。

母語は教育で用いられる前に，意識化のために使われた。現在はスペイン

語でのみで実施されている。

２．１．５　シュアール・ラジオシステム

(Sistema Radiofóica Shuar, SERBISH)

１９７２年からシュアール＝アチュアール民族のためのラジオ学校が始

まった。小学校，後には中等学校まで含むようになった。現在は二言語師

範学校と共同し，アマゾン地域と海岸部のシュアール人移民の見られるい

くつかの地域で通学方式の導入を始めつつある。１９７９年，サレジオ会，

シュアールセンター地域連合，教育省の援助で運営されている。

母語とスペイン語を用い，小中学校で二言語の教材を作っている。その
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内容はスペイン語による伝統的教育からの翻訳が多い。重要点は教師とラ

ジオ助手の養成である。

２．１．６　シミアトゥグ・インディヘナ学校

ボリバル県のシミアトゥグ教区の中で，先住民組織「ルナクナパック・

ヤチャナ・ワシ」の組織の一部として学校が運営されている。支援組織と

して「ジャットゥン・シミアトクナパック・ジャトゥン・カパリ」財団が

ある。統一キチュア語で子ども用の識字読本を作った。困難はキチュア語

を母語として話せない子どもがいることであり，これに対応する教員養成

が必要と考えられる。

２．１．７　コトパクシ・インディヘナ学校

１９７４年にサレジオ会のズンバウアとチュクチランの聖職者グループ

により始められた。コトパクシ県以外にも広がっている。教授用語に母語

を使い，コミュニティ出身の教師を養成，生産プログラムも行う。中等レ

ベルについては半分通学制の「ジャタリ・ウナンチャ」学校に頼っている。

２．１．８　「エクアドルアマゾン先住民連合（FCUNAE）」の連合共同

体二言語学校

１９７５年にごく少ない学校数で始まり，後に連合の５０あまりの共同

体に広まった。歴史を研究し，子ども用のキチュア語の教材作りとコミュ

ニティ出身の教師養成を行う。地方組織指導者からの支援不足で消滅した。

２．１．９　キチュア語識字教育の下位プログラム

１９７８年にカトリック大学（PUCE）の言語及び言語学センターで始

まったプログラムで，「インディヘナ教育研究センター（CIEI）」の責任の

下１９７９年から１９８６年まで機能した。１９８０年に「マカック」モ

デルを作り，キチュア語，セコヤ＝シオナ語，ウアオ語，チャチ語の識字

教材を作った。キチュア語話者の子どもや成人のために第二言語としての

資料翻訳　エクアドル教育文化省『異文化間二言語教育モデル』q

― 160 ―



スペイン語教育，幼児教育，識字後教育の教材を作った。この時期にキチ

ュア語の統一プロセスが始まった。母語が教授用語，スペイン語が異文化

関係言語となり，将来の指導者の大部分が育った。教育者はコミュニティ

出身のインディヘナで，これまでの二言語教育プログラムの中で最大のカ

バー範囲となった，国家プログラムの性格を持っていたから。この先駆と

して１９７４から１９８４までカトリック大学で言語と言語学の学士コー

スが拓かれており，そこでかなりの先住民が養成された。

２．１．10 チンボラソカ・カイピミ

インディヘナ教育研究センター（CIEI）によるプログラムと併行してチ

ンボラソ県のみのプロジェクトがあった。ここでは成人用の教材の他に一

つ読本も作られた。方言の書き方が用いられた。

２．１．11 「マカック」国立学校　

「マカック」教育協力の活動の一部として，１９８６年にキチュア語に

よる二言語の自習プログラムが始まった。中等教育レベルで，中卒レベル

修了者（prácticos）と技術系高卒レベルの修了者（bachilleres técnicos）を

養成した。ピチンチャ県のチャウピロマ・コミュニティにある「アタワル

パ」二言語学校に継続的な助言を行った。知識レベルや年齢，教育レベル

に関わりなく，学生参加以外にも学校外教育プログラムでコミュニティメ

ンバーの参加を求めた。全国的な広がりを持ち，マカックモデルを継続し

て用いた。それはキチュア語を教授用語，スペイン語を第二言語とし，統

一キチュア語の書き方を用い，生産活動を教育プロセスに組み込むものだ

った。「マカック」学校への協力は教育過程，教材，人員養成の永続的改善

のための調査を行ない，集会を通じて科学的知識を深めることに加えて文

化的心理的な再評価を目指した。

２．１．12 異文化間二言語教育プロジェクト

１９８６年ドイツの GTZ と政府の間で協定が結ばれ，カリキュラム提案，

― 161 ―

帝京大学外国語外国文学論集　第９号



キチュア語初等教材作り，教員研修，教育文化活動を行う先住民組織への

支援などを行った。統一書き方システムを用いた。山地部７県の５３校を

対象とし，クエンカ大学の参加をえて，学部レベルの二言語コースに在籍

する学生の進級のための研修を行った。

２．１．13 エクアドル・アマゾン先住民族連盟二言語教育オルタナティブプロジ

ェクト（Proyecto Alternativo de Educación Bilíngüe de la CONFENIAE(PAEBIC)）

１９８６年から，ナポ県とパスタサ県の８校で統一キチュア語を使用して

二言語教育，教材作りを行なった。

２．１．14 MEC と CONAIE の協定　

エクアドル先住民族連盟（CONAIE）はメンバー組織の参加をえて，政

府への教育提案を用意した，それは１９８８年１１月に異文化間二言語教

育局（DINEIB）の誕生をもたらした。

１９８９年には教育省と CONAIE の間で科学的協力の協定が結ばれ，言

語学的教育的調査を実施，識字教育教材や識字後教育教材作り，キチュア

語とそれ以外の言語（アワ，チャチ，ツァチ，など）教育の人材養成を行

う。CONAIE ではチームを組んで教育の様々な側面についての教材を作り

始めた。

２．１．15 教育省と伝道インディヘナ全国連合（Federación Nacional de

Indígenas Evangélicos）の協定

１９９０年に結ばれ，社会科と第二言語としてのスペイン語教育のため

の教材作りに向けた研究を開始する。

２．２　法的枠組み

教育法と文化法，その施行規則以外に異文化間二言語教育が基礎を置く

直接的な法的根拠は次の通りである。

１９８３年の憲法２７条では、「先住民人口が多い地域での教授用語とし
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てキチュア語またはそれぞれの文化に基づく言語を使用し，スペイン語は

異文化関係言語とする」と定めた。

１９８２年１月１２日　０００５２９号省令においては「二言語二文化

教育を公式化し，先住民人口の多い地域ではキチュア語または母語とスペ

イン語によって教育を行なう初等中等学校を設立する」と述べた。

１９８８年１１月１５日　大統領令２０３号　教育法施行規則を変えて，

異文化間二言語教育を制度化し，異文化間二言語先住民教育局（DINEIIB）

を創設し，以下のような役割を与えた。

─異文化間二言語教育の下位システムや諸様式に適合するカリキュ

ラムの開発。

─先住民の必要性に沿った教育様式の設計。

─適切な言語教育的かつ社会的な基準に適合した教材の生産と使用

の促進。

─出来る限り各言語の音声学的基礎に基づき，統一的な書き方を考

慮した言語政策の応用に留意する。

─エクアドルの各先住民組織と国家開発評議会の政策に基づき，異

文化間二言語教育を設計，指導，実行する。

─有効な教育活動を達成するために，プロジェクト，法的規定，規則を

提案し，現行のそれを改正するよう高度の行政レベルに提案する。

─本教育の全段階，全種類，全様式における教育過程を指導，方向

づけ，管理，評価する。組織はその代表性に応じて参加する。

─本教育に関わる活動，カリキュラムの実施，調査と評価に関わる

県からの情報と国の省庁との調整を行う。

─保健，環境保護，学生福祉のための教育的活動を促進，実行，評

価する。

─先住民共同体の発展のための教育的プロジェクトやプログラムを

開発，実施，評価する。

─就学前，初等，中等レベルの異文化間二言語教育学校を組織する。

─諸地方における本教育に向けて教員及び他職員の養成・研修を行う。
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─二言語教育学校における教育の指導，組織化，方向付けを行う。

１９９２年，国会は教育法の改正により，二言語教育を法の枠内に納め，

異文化間二言語教育局（DINEIB）に対し，技術，管理，財政の面で自治権

を与える。

３． 正当化の理由

エクアドルの多文化多言語状況は先住民のニーズに応えるため異文化間

二言語教育を実施する DINEIB を設立させた。

世界の他地域と同様，エクアドル国内における教育の一般的危機は投資

の失敗による資金の喪失に対して解決策を見つけるため，教育活動の根本

的見直しを迫っている。

危機により，個人が教育活動の中心でなくなってしまった。生徒が必要

な心理的ケアもなく，創造性の発達や文化的アイデンティティの育成もな

いまま，教育のフォーマルな面すなわち教育計画の精製やカリキュラムの

定義，適用不能の規則の遵守などが強調される。同時に家庭は学校に教育

の責任を任せることとなり，これは学校が生徒のニーズや親の期待に応え

る能力がないために果たせない責任を果たさせようとするものである。こ

のような状況のもと，家庭は子どもの教育の当事者となれない一方，学校

はその周囲の家庭や地域共同体といった社会集団から切り離された存在と

なってしまった。

教育経営上の規則は基準を過度に重視し，個人の価値を低く認識してい

る。そのため個人の能力的発達を阻害すると同時に社会生活を行うための

能力の習得をも妨げている。

以下のような欠点が制度にあると見なされる。

１．暗記的繰り返し的方法の採用。

２．科目や教科に分散された知識の蓄積。時代遅れや有用性のなさのため

に興味がわかないことが多い。

３．言語の表現能力の発達や使用法，論理的プロセスの教育を顧みず，文

法や数学のように，決められた理論の学習を強要。
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４．個人的な興味や能力を考慮せず知識の管理におけるマス化と画一化の

進行。

５．異なる教育段階の間での関連性の欠如。

６．生徒のニーズへの対応に際し，方向づけの手段としてよりも懲罰を目

的とした評価方法の採用。

７．進級に際してネガティブな尺度の使用（留年，退学，放棄など）。

８．減点法や整列，時間割や固定的学年暦など不適切な適用方法による形

式ばった実践から生じる非人格化。

９．教育以外の関心を優先する制度における，教師や管理担当者の資質や，

準備，献身性の欠如。

これらの状況は個人の総合的発展に寄与しない不適切なカリキュラムの

維持となって現れている。人々の生活に目立った変化も質や条件の改善も

生み出していない。反対に，農村を捨て都市に移住することやコミュニテ

ィでの生活の悪化を招いている。

知性や創造性の発達，知識への接近についても重大な不足がある。コミ

ュニティ独自の文化価値の強化は，教育制度そのものとマスコミの不適切

な使用により導入された「偽の価値」の押しつけによって悪化している。

学校等の役割であるはずである，社会性の獲得のためには機会が不足し

ており，人々が国の政治に参加することを妨げている。

先住民集団の場合，教育状況は更にずっと複雑である。文化的問題，教

授言語の問題，社会経済的条件，訓練を受けた教師や管理者の不足，教材

の不足，不適切な学年暦や時間割の押しつけなどが加わるためである。こ

の他，伝統的スペイン語教育制度の影響で，なかなか当初計画されたよう

に先住民のニーズに合わせられない。

幾つかの共同体は先生や当局の影響で，二言語教育のみならず，真の生

きた価値としての先住民の文化的伝統も認めようとしない。その結果新し
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い教育の選択肢に背を向けている。

服従と支配の状況におとしめられてきたために，教育制度が文化的アイ

デンティティの尊重も含め，総合的な人間形成に関連する問題の解決に役

立つことが期待されている。

同時に家庭の役割も強化されなくてはならない。外部世界の影響で，家

庭の絆を強めるよりも解体させ，世代間ギャップを深める傾向を持つ制度

が導入されてきている。

また現行の教育制度は大部分が，西洋文化の絶対的有効性についての間

違ったイメージを作ることによって，先住民人口全体を無差別にメスティ

ーソ社会に統合することを促進している。これは先住民社会に由来する文化

的内容や実践を蔑視ないしは否定することによって生み出された状況である。

社会・文化・経済的問題解決の方法であり，開発の手段である知識の排

除を招きがちな新植民地主義的態度が一般化した実践となっていることに，

それが現れている。

コミュニティにおける学校の存在は一般に地域組織との関係の欠如によ

って非社会的な要素となっている。

この文脈において教師は他の外部エージェント同様付加的な権力を不法に

占有している。コミュニティに恩恵をもたらす変わりに，PTA やスポーツ

クラブ，学校の要請に応える母親組織など，分裂の要素となりがちな一連

の集団を持ち込む。伝統的でない上のような組織は学校教職員の影響を限

定することとともに，各文化の固有の性格を考慮に入れるべきである。

教育施設が共同体と関係を持ち，それを構成する内的一部となることは

最も緊急のニーズである。
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その中でも，伝統により，また教育の他の選択肢を許すレファレンスの

欠如により，先住民人口の大部分はスペイン語を学び自分の言語を放棄す

ることによってのみ生活の向上を達成できると信じさせられている。加え

て制度は異なる言語を話す人々にスペイン語を教えることに何の心配もし

ていない。

実際の場面では学校は先住民児童の状況を解決するために十分な努力を

していない。生徒達はスペイン語を話す児童と前述したような教育制度の

中で競争を余儀なくされている。このような条件下で，生徒は母語を低く

見，文化を蔑視してアイデンティティの喪失を招き，更に悪いことに，モ

デルとなっているスペイン語は語彙が乏しく意味使いや誤用，間違った構

文で，差別を引き起こす原因となるのである。

先住民の言語が多様な概念を表せないという間違った観念や，支配的社

会を維持しようとする否定的態度が学習の困難性を増加させ，低評価の態

度を育て，この状況を引き継ぐ手段を強制する圧力の歴史的条件を維持す

ることに役立っている。

エクアドル社会を特徴づけているのにもかかわらず，支配的集団によっ

て伝統的に無視されてきた多文化的現実がコミュニティと国家にとって有

害な孤立と周縁化の状態を創造してきたのである。先住民集団は情報を得

られないことにより，知識，テクノロジー，科学の進歩へのアクセスを阻

まれてきた。多くの知識が現在は世界中の人々によって共有されている。

それによって必然的に文化同化や文化剥奪と言ったネガティブなプロセス

に必ずしも陥ることはない。各社会は十分な情報手段がありさえすれば，

知識をどのように自らのものにするか知っているのだ。

先住民の教育ニーズを満たそうとする近年の努力にも関わらず，有効な

教育を与える目的を達成するために足りない空隙があることが判明した。
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異文化間二言語教育制度の執行は DINEIIB の創設合意公表に先立って，

立案と組織化を必要とするであろう。そこにおいて，人々に期待される有

効性（eficiencia）を実現するために法的，行政的，カリキュラム的側面が

定義されることとなろう。

現在，先住民集団と国家の期待とニーズに応えるために，本書に提案される

プロセスの再方向付けを通じて過去の過ちを修正していくことが必要だろう。

４．国家の政策

異文化間二言語教育の進展に関して，国家は次の責任を担う。

１．その人数に関わらず，先住民のすべての文化に対して，およびすべ

ての教育段階と教育様式に対して，異文化間二言語教育（以下 EIB）

の継続性を保障する。

２．EIB のすべてのプログラムの方向性と実践に関して，先住民組織と

共に管理する。

３．すべての教育段階，サブシステム，教育様式において先住民言語を

主要な教授言語とし，スペイン語を異文化関係言語として用いる。

４．救済プログラムを展開し，総合科学の理論と先住民を特色づける宇

宙観によって民族科学(etno-ciencia)を現代化する。

５．図書館，ビデオ，実験室などを含んだ教育用物材の供給などを行い，

EIB の質を保証する。

６．効果を上げるよう設計されたプログラムを基本に先住民コミュニテ

ィ独自の教師を養成して，教育事業における安定性と継続性を確保

する。

７．EIB の目標の実現のために法律的行政的規定を保持する。

８．研究，教材の生産，印刷，養成研修コース，教師や管理者への報酬

を含んだ EIB の実行と展開に必要な資金を割り当てる。

９．国際的な協定や条約を通して国境によって分けられている先住民文

化に対応するための二国間プログラムの実行を保障する。
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５．EIB の原則

１．教育プロセスの中心軸は人間であり，人間に奉仕するために制度は

存在する。

２．人間の育成プロセスの基本は家庭にあり，教育の主たる責任を負う。

３．共同体と共同組織は国家と共に，成員の育成と教育に共同して責任

を担う。

４．母語は主たる教授言語をなし，スペイン語は第二言語であって，異

文化関係言語である。

５．母語と同様スペイン語もまたそれぞれの文化の独自の内容を表現す

べきである。

６．先住民の知識と社会的実践は EIB 制度を構成する一部である。

７．EIB はあらゆる側面において，人民の生活の質を回復するよう努め

なくてはならない。

８．先住民に対する教育は到達しうる限りのあらゆるメディアを用い，

知識へのアクセスを容易にするために可能な限り多くの情報を与え

なくてはならない。

９．カリキュラムは各文化の社会文化的性格と，国内で行われた様々な

実験によってこの分野で獲得された科学的進歩を，考慮に入れなく

てはならない。

10．生徒のニーズに合わせ，社会学的文化的学術的社会的側面を組み入

れるべきである。

６．目的

以下に示すものは異文化間二言語教育の目的である。

１．エクアドル社会の相互文化性 (interculturalidad) の強化を支援する。

２．先住諸民族の文化的アイデンティティと組織化を支援する。

３．先住諸民族の生活の質向上を求める努力に貢献する。
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７．目標

異文化間二言語教育制度は以下の述べられるような一般的特殊的目標の

総体を考慮する。

７．１　一般目標

１．人々の個人的再評価を促進する。

２．異文化間二言語教育の質を高めて確立する。

３．先住諸民族の知識と社会実践を考慮しつつ，生活の質の向上に貢献

する。

４．科学と文化のあらゆる分野において先住諸民族の異なる言語の使用

を回復し強化する。

５．先住諸民族の言語が様々なマスメディアで用いられるようなメカニ

ズムを探究する。

６．先住民独自の組織形態を強化する。

７．国家を形成するすべての社会－文化的民族の間での文化交流関係を

強化する。

８．先住民の，ニーズや期待，同様に社会－文化的，言語的，経済的現

実に応じて二言語教育の制度を発展させる。

７．２　特殊（個別）目標

１．先住民の心理的社会文化的ニーズに配慮する。

２．すべての教育段階に在籍する生徒について調査活動を発達させる。

３．各言後の口頭，及び筆記上の語彙や表現を発展させる。

４．各先住民族言語への愛着，関心，愛好を促進する。

５．個人的社会的表現のニーズとして筆記を奨励する。

６．知識のあらゆる分野において口頭及び筆記によるメディアとして先

住民言語を使用する。

７．教育に体系的調査に基づいた知識や特性を組み入れる。

８．スペイン語使用者固有の世界観と文化の文脈を重視して，スペイン
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語を第二言語として教える。

９．異なる教育段階の間での連携を深め異年齢集団の団結を維持する。

10．自己教育（auto-educación）のメカニズムを普及するための提案を発

展させる。

11．教育プロセスの諸段階や諸活動に先住民コミュニティのメンバーを

組み入れる。

12．個人の総合的発達のために必要な社会，学術，心理的局面を統合す

るようなカリキュラムを確立する。

８．戦略（ストラテジー）

二言語教育モデルを実行し最高の成果を上げるために以下のような法的，

行政的，社会的，教育学的戦略をたてねばならない。

８．１　法律的戦略

法律的戦略には以下が含まれる。

─教育法施行規則と二言語教育局の施行規則を最適化する。

─担当の学校に対する二言語教育局の法的管轄権を維持し拡大する。

─教員の昇進に関する法律を改革する。

８．２　行政的戦略

行政的戦略は以下のとおりである。

─二言語教育政策の再編成。

─先住民コミュニティにおける二言語教育カリキュラムの段階的実施。

─ DINEIB が二言語教育の経験を代表するために教育のあらゆるプロセス

において先住民組織と共に参加する。

─規則に基づいて DINEIB の支部の機能を再組織する。

─ DINEIB の教育及び行政に関する専門資格を定める。

─教育プロセスの質的調査と評価のシステムを設計し実行する。

─モデルの目的と必要性に照らし必要な資金を国家予算から割り当てる。
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８．３　社会的戦略　

社会的戦略は以下のとおりである。

─二言語教育モデルを先住民だけでなく，スペイン語人口にも広げる。

─すべての社会セクターに二言語教育に対するポジティブな態度を養う。

─スペイン語使用者への教育において先住民に関する文化交流の発展を促

進する。

８．４　教育学的戦略

教育学的戦略は以下のとおりである。

─先住民文化における倫理的，科学的，美的，遊戯的価値を発展させる。

─家庭内における学生の心理学的ニーズに注意する。

─年齢，能力，態勢に応じた学習内容と学習態度を作る。

─論理的枠組み，空間－時間概念，分類システムや各文化の知恵を作る要

素をカリキュラムに盛り込む。

─国民社会の一部を成す先住民の歴史をカリキュラムに入れる。

─美的価値を復活して高め，先住民族固有の美的な表現をカリキュラムに

盛り込む。

─スペイン語教育においてはメスティーソ文化についての知識を盛り込む。

─各文化の特色ある教育実践と科学の進歩を考慮した学習方法を適用する。

─あらゆるレベルで自己評価と自己学習の方法と態度を開発する。

─学校のための視聴覚教材を作成し地域共同体の図書館を作る。

─教育活動をコミュニティの時間割や暦に適合させる。

─内容及びフォーマルな面においても質の高い教材を作成する。

─教育制度のあらゆるレベルと形態を唯一のプロセスの一部分とするよう

に統合する。

─学校とコミュニティ，開発プロジェクトを統合するメカニズムを作る。

─女性と子どもの労働過剰と周縁的立場を緩和する特別措置を確立させる。
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９．カリキュラムの基礎

モデルは人のニーズ，家庭及び共同体関係の強化，目標達成にふさわし

いカリキュラムの開発，社会的アクターに基づく提案の創造などに向けた

個別的な行動の実行を含む。引き続き提示する活動の実行は，人，家族，

共同体，教育実践の観点から考慮される。

本教育の過程の集約軸として，文化，普遍的な知識の獲得，自然への経

緯を基盤とした上に人間，先住民共同体の発展が確立される。

９．１．社会的アクター

個人的，社会的必要性を考慮して，社会的アクター，学生，家庭，共同

体の成員を教育過程に関わる組織，教育者，行政担当者らと統合する。

９．１．１． 個人

個人に関しては，教育過程に関与する諸セクターの社会的文化的背景か

ら生じる問題について考察し，決断を下すこと，同様に，個人の形成条件

を回復することが必要だと考えられる。

そのために以下の活動を実行できるメカニズムを適用することが求められる。

─心理的回復措置を通じて個人の尊厳の回復，尊厳の獲得，自己肯定

を達成する。

─人間的文化的アイデンティティを強化する。

─感受性と情緒を発達させる。

─創造性を育む。

─倫理的美的価値観を高める。

─知識獲得のレベルを高める。

─人間的永続的成長を達成するための手段を探求する。

９．１．２． 家族

家庭を教育のプロセスに統合することは以下のような活動を実行するこ

とを示唆する。
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─就学前の子どもを家庭的雰囲気から引き離すことを避ける。

─家族と共同体からの支援を受けられる人物に保育所の運営を委託する。

─保育所にいる子どもの教育的ケアプログラムの組織化を調整する。

─生徒学生を，その資質形成の一環として，開発生産プログラムや女

性専用のプログラムに従事させる。

─多様な教育プログラムに参加できるよう，女性の労働負担を軽減す

るためのメカニズムを考案する。

─時間帯や時期などの条件，教育内容を考慮して家庭生活に関わる識

字教育プログラムを計画実行する。

─学習テーマに関わる労働を実行するために父親の参加を促進する。

９．１．３． 共同体

教育活動に共同体を巻き込むためには以下を考慮する必要がある。

─教員養成及び研修コースの継続のために当該共同体出身の教育者を

任命する。

─農牧業，手工芸，口承伝統などの分野における成人の知恵を活用す

ることを通じ，共同体の成員を教育の過程に組織的に参加させる。

─学生をミンガ（共同作業）に参加させることにより，共同労働を促

進する。

─教育過程の追跡調査と評価において，当地の組織を参加させる。

─集団的アイデンティティを強化するような共同の教育活動を組織する。

９．１．４． 教育管理者

教育の質を最善にし，その適用の効果を高めるために，教育者，教育管

理者は以下のような特質を備えるように努めなくてはならない。

―異文化間二言語教育の原則，基礎，政策，目的及び特徴を知る。

―母語を習得しており，流ちょうに操れること。

―各母語で読み書きが出来ること。

―自らの言語，文化，行おうとする教育に積極的な態度を有すること。

資料翻訳　エクアドル教育文化省『異文化間二言語教育モデル』q
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―所属しそこで働こうとする共同体に対して良い関係を維持すること。

―教育者としての自己研修に責任感を有すること。

―養成プログラムや現職研修に参加する用意があること。

―自らの文化と普遍的知識とを常に深める態度を保持すること。

―異文化間の関係を維持するための用意があり，他の文化を科学的に

知ろうとする態度があること。

人々の教育プログラムへの参加は，現在それに従事している人々も含め，

本教育の教育者と管理者を育成する自然発生的なプロセスとなりうる。こ

のプロセスはこれらを必要とする人々に対して新たな態度を養成し，共同

体社会の中での教育者の役割を理解させ，異文化間二言語教育の理論と実

践に関わる知識，共同体と国家の場において為すべき教育的行動を実践す

るということを意味する。

９．２．一般的基礎

異文化間二言語教育制度は，個人的社会的価値の統合，回復，発展，及

び，良質の知識とその体系への接近とその運用，教育プロセスの軸として

自然環境を含めること，をその内容としている。

９．２．１． 個人的価値

個人的価値は以下の事柄を含む。

―アイデンティティ意識，自己肯定，安全，楽観主義，統合性，同様

に情緒的，知的，身体的側面の調和に関わる個人的成長。

―人間としての行動を律する倫理的価値の知識と理解。

―苦しみ，痛み，痛恨，犠牲などを人間が受け継ぐものとして強調す

る判断基準を保持させている，否定的，悲観的，敗北主義的，運命

論的な態度の克服。

―視覚，聴覚，味覚，触覚，嗅覚などの感覚に関わる感受性を強め，

用いること。幸福や快適さとはどのようなものか感覚によって学ぶ。

―現実に直面する人間として時間の感覚を見直す。歴史的理由から，
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現在や未来よりも過去の栄光を保とうとする態度が見られ，人々に

悪影響をもたらしてきたためである。

―比較すること，例を挙げて話すこと，知るために選択すること，人

間的質やエレガンスなどの概念を操作することといった面を統合す

る「質」という概念を理解し獲得する。

―人々の劣等感の条件となる神話やタブーの克服。

―人間的な美しさの感覚（身なりの注意），芸術の創造的運用（音楽，

談ず，絵画，芸術など）

９．２．１．２．社会的価値

社会的価値は以下のような側面を含む。

―公正，権利，平等，友情，忠誠，プライバシー，責任感などに関わ

る概念を再評価し獲得する。

―装飾の概念を学び取り，公共の空間と家庭世界とを美しく整然と保つ。

―教育への遊びの導入（エコロジー・ツアーの計画，伝統的また教育

的スポーツの練習，教育的遊びや室内遊びの採用など）。

―余暇時間の使い方の計画。

９．２．２． 知識

このモデルは省察，調査，応用，社会化，理解のみに偏らない知的過程

の上に築かれる発明，などを統合する次のような知識のシステムを有する。

―自らのリソースとして調査を統合し知識や再知識へと向かうこと。

―応用と社会化のための知識の生産と再生産。

―発明能力の発展に向けた知識の創造と再創造。

―歴史の知識と運用の過程としての解釈と計画立案。

知識と再知識へのアクセスは多くの知識を生産・再生産するが，同時に

より複雑な知性の働きをもたらす。それがまた科学のみならず芸術，遊び，

スポーツなどの分野で，理論や実践の発明のような結果を生む創造や再創

造を促すのである。

資料翻訳　エクアドル教育文化省『異文化間二言語教育モデル』q
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解釈や企画の過程は歴史，地政学などの知識の一部を形成している。解

釈は原因と結果を理解する方法として，企画は未来を位置づけ定義する材

料として用いられる。

この図式において，調査は知識の基本的柱の一つをなすのが調査である。

知識の獲得と運用の不可欠の一部としてシステムの第一レベルから教育的

過程をその周りに統合しなくてはならない。好奇心と探求の精神は人間の

自然な資質の一部であり，知識と創造性発達の基礎を為している。それが

半永続的な刺激の過程を必要とする。

文化的知識と同様普遍的知識もまた人々にとって，次のような点で受け

入れ可能なものでなくてはならない。

―概念の理解，獲得，発展。

―システム，構造，コンテクストの運用。

―科学的知識の総合的運用。

―人間的知識の獲得。

―科学的知識の生活への応用。

―個人，社会，制度的な存在としての人間の福利のために知識の発展

と知恵の厳選としての探求を教育に含めること。

―知識の社会化。

９．２．３． 自然環境

前述の事柄とあわせ，自然環境の防御，保護，維持を含めることが必要

である。この図式において環境に働きかける能力を持つ人間が中心軸とな

る。自然環境の扱いは，次の局面を含める。

―人間と自然の関係の理解。

―自然の管理，保全，保持（水，土地，空気の汚染防止，土壌浸食の

管理，植林，再植林）

―天然資源の合理的（持続的）利用。
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９．３． 方法論

本文書に示される知識の体系は，学習者の知的発達に合わせて用いるこ

とのできる方法資源に変換されうる一連の知的資源を用意される。

教育制度の適用のはじめから，認識，知識，生産，再創造のプロセスを

利用することが考慮される。再生産のプロセスとは，知識を獲得しそれら

を変貌させることであり，再創造とは獲得し発展させられた知識から出発

し，発明にいたる能力であり，教育システムの最も進んだ段階で用いられる。

知識システムの獲得は，以下に示すような知的資源の利用を意味する。

―認識は感知（観察，聴取，試み，触覚と嗅覚の利用），描写，比較の

メカニズムを用いる。

―知識は思考，省察，分析，区別化の利用を示唆する。

―生産は前述の知識を用い，選択肢を明らかにし，行動を起こすこと

を意味する。

―創造は獲得した知識と想像力，ひらめき，夢，感覚を用いることを

意味する。

―再創造は新要素の発見，実行，修正，想像力，ひらめき，夢，感覚

を用いて，獲得した知識を発明のために用いることを意味する。

―解釈は，知識を用いるだけでなく，分析および事柄と過程の省察を

含む。

―企画は，前述の知識の分析と省察に加え，人の配置と将来の世界の

運営に関する創造の過程を含む。

―再創造は，発見，想像，直感，瞑想を通じて発明するために知識を

利用することを含む。

一方，さまざまな知識分野の学習は，各分野が追求する目的に適合した

方法をとるべきである。教師は，学習者がほかのプロセスにそれてしまい

不適切な理論的知識を得てしまうことがないよう，当該の知識を伝達でき

る確定した方法を習得しなくてはならない。

本モデルは，聴取，模倣，再生産のメカニズムについては記述しない。

資料翻訳　エクアドル教育文化省『異文化間二言語教育モデル』q
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同様に必要な教材があるときのノートのとり方についても記述しない。肝

要なのは，注意を向け続ける能力である。

母語の教授は，口頭表現と書き方能力の発達に基づくものとする。それ

により学習者を混乱させかねない文法理論の学習が不必要となるよう，母

語話者の間のコミュニケーションを最大限利用することができる。母語に

よるコミュニケーションの発達は，話したり書いたりする練習となるに加

えて，言語を語彙と概念の点で発達させる要素やメカニズムを認識するこ

とにつながる。また，文学的生産や創造と同時に，身体的表情的状況的言

語がどのようなものかという言語学的要素を意識した運用，その認識をも

もたらすことになる。

スペイン語の学習は，第二言語の学習方法に従う。母語の場合と同じよ

うに，文法理論の使用は必要ない。方法論はイントネーションを含んだ発

音の学習を含むべきである。特にこれが原因で差別が生み出されている場

合には重要である。スペイン語話者の社会を特徴付ける概念的世界の学習

も含む。

スペイン語学習は直訳を排除しなくてはならない。異なる言語で表現され

る精神的世界は同じものではなく，一定程度まで相当しうるのみである。第二

言語で表された文化を理解するためには，それぞれの意味を明確に説明する

解釈の体系に基づかなくてはならない。これと同時に口頭および文書によるコ

ミュニケーションに伴う言語学的要素の学習を含めるべきである。

数学は理論的というよりもむしろ実用的な扱いをすべきである。それに

より学習者は，先住民が市場の方法を知らないためにこうむってきた多く

の実害や，売買活動において行われてきた搾取を避けるためにこれらを実

際の場で用いることができる。加えて基礎的な数学概念は実践の場で開発

されるべきであり，これによってこれまでの暗記偏重を避け，一般化や抽
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象化へとつながる概念の理解を得ることができる。

特に注意が必要な面は，両替や十進法に基づく通貨など外部から来た方

法で普遍的な有効性を持つシステムにかかわる場合である。どのようなと

きも，文法構造やその他の理論一般に関する場合のように，理論を理論と

して導入することは避けるべきである。

歴史の学習のためには時間，空間，出来事の連続性といった概念を含め

なくてはならない。すなわち，歴史を人物と年月日を示すこととする概念

からくる静態的な状況よりも，プロセスとして考えるということである。

方法は，特に世界史を扱うときは，歴史の活動的概念に基づきそれぞれの

地政学的な空間に位置づけることが必要である。

生活科学と名づけられた領域では，芸術的かつ生産的な活動が含まれる。

ここにおいては理論的知識が実用的美的知識を統合され，人間を中心とし，

科学の統合理論に基づいた活動的方法を生み出す。この領域は自然，自然

の要素，人間という主たるアクターにかかわる知識を含むものである。

身体文化と人間の成長にかかわる活動を実現するための方法は，人間の

全能力の開発と特に歴史的支配による条件に由来する心理的障害の克服に

向けられるという特徴がある。遊戯，スポーツ実践，身体の発達とケアな

どが含まれる。

そのためには一般的な活動でなく個人的に適用されるよう，学習者の条

件，能力，興味を考慮する必要がある。その方法においては学習者に有害

な結果をもたらしうる暴力的な方法は排除されるようにし，伝統的であっ

たメカニックな運動の実践も配慮されるべきである。

９．４． 構造的要因

教授的リソースの構造的要因，教育労働の形態と組織方法，学習とその

資料翻訳　エクアドル教育文化省『異文化間二言語教育モデル』q
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組織化の科学的内容が考慮される。

９．４．１． 教授学的リソース

教授学的リソースは人間と教育の概念と深く関係する。人間は教育の中

心であり，その結果，付加的な構造的要因は人間が潜在的可能性を発達さ

せるよう役立ち，社会に有用な方法で行動するよう準備させるものでなく

てはならない。人間は社会の福利の参加者であり，社会問題の解決に創造

的方法で役立つべきだからである。

人間を教育の主体とするとき，科学的内容とその組織，方法，管理的な

規則は人間の役割に基づいて考え出されるものであり，提示される教育目

的を実行するための手段として，学習者の個別のニーズに効果的に対応す

るよう柔軟に解釈されなくてはならない。

教授学的リソースは相互文化主義を損なうことなく，学習者の年齢，社

会経済的文化的条件にしたがって，心理的，言語学的，社会的，教授学的

な諸側面に基づかなくてはならない。憲法に従い，先住民の言語は主要な

教授用語として扱われなくてはならない。そのことは，すべての教育段階

で用いられる教材はそれぞれの先住民言語で書かれなくてはならないとい

うことである。そしてスペイン語は異文化間関係言語として教えられ利用

される。

人間が主役であることから，科学的内容は優先的に，その時点での条件

に合わせて家族または共同体の状況に関連したものとする。ゆえに，疎外，

被支配という現実状況から出発し，人間と共同体の解放にいたらなくては

ならない。不安定，恐れ，依存，愛情不足，女性や子供の過重労働，社会

的孤立，情報欠如，新たな考え方の不足，移住の原因，メスティーソ社会

の精神構造への無知などの問題を解決しなくてはならない。

これに加えて，口承伝統の実践という条件が先住民の人々に，書きもの

の世界や新たなコミュニケーションメディアの運用に慣れることを難しく
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していることも考慮されなくてはならない。新たなメディアが先住民世界

の外側にあってはならない。世界的に使われているその他のメディアを統

合するために，先住民の人々は道具の操作にかかわることだけでなく，特

にその起源，有用性，便益，限界，効果などについても適切に学ぶべきで

ある。

教授学的リソースはまた，教育を作り上げている社会的アクターの間で

のコミュニケーションをたやすくする関係や国内国外で他のセクターがコ

ミュニケーションを可能にしているあり方を取り入れるべきである。

異文化間二言語教育のプロセスにおける学生への指導に関しては，以下

の教授学的リソースが重要である。

―心理的社会的に多くの手助けを必要とする学生に向けられる注意。

この注意は個人のニーズと勉学分野によって一時的，偶発的，また

は永続的になりうる。

―異なる領域または分野の学習においてある程度の自立性を獲得した

学生に向けられる半指導的な注意。

―一定の知識をマスターしてしまったり，教師の助力の必要なく自立

的に発展していくことができる学習者に対して用いられる行動の自

由。一般にこのやり方は，創造性を発展させる分野において推奨さ

れる。

これらの基準は，異なる学習リズムを持ち，注意の程度がさまざまに異

なり，個人的能力を発展させる自由を多かれ少なかれ必要とする学習者の，

個別の状況に基づいて用いられる。

教授学的リソースにおいては家庭の父親もまた子供の教育への協力者と

して，子供が持つべき良質の知識の当事者としてみなされる。

資料翻訳　エクアドル教育文化省『異文化間二言語教育モデル』q
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９．４．２． 学校暦と時間割

異文化間二言語教育の学校においては，山地部，海岸部，東部のそれぞ

れの共同体の社会文化経済的な条件にあった学校暦と授業時間割を作る。

教育を受ける学生集団の都合をも考慮する。生産プロセスの時期が尊重さ

れる。

通学制，半通学制の機関では，各サイクルの間に 1 ヶ月の休みを入れた

セメスター・サイクルを採用する。

授業時間割は，学生の関心とニーズに合わせて決められる。すなわち毎

日の授業時間を内容の目的と達成目標に合わせて領域別に組織する可能性

がある。45 分という時計的な時間に合わせて組むのではない。生徒集団の

ニーズに合わせて授業時間は調整される。さらに時間割は自分のリズムに

合わせてその可能性を伸ばすことが可能になるよう，学生の個別のニーズ

に合わせて組み立てられる。

９．４．３． 教育レベル

教育レベルは，学習者の発達と関心に注目して考慮される。なぜなら学

習は固定された時間の基準ではなく，単位，モジュール，知識の領域を元

に形成されるからである。教育実践は各段階について国により定められた

年数とは別に，個人の発達，知識の学習と獲得の要件を達成するよう計画

される。

教育レベルは単位数によって，すなわち，カリキュラムに定められた領

域における学習の単位数によって修了を認定される。この方法により，学

習プロセス中の何らかの知識の不足によって数年も失うということが回避

され，中途退学や，それによる失望や挫折感という問題に取り組むことが

できる。
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もし国民教育制度が 9 年間の初等教育を採用するならば，6 年間の小学校

の内容と 3 年間の中学校の内容を統合するように編成するであろう。続く 3

年間は高等学校に相当する活動に向けられ，高等教育を続けることを望む

学生のための大学準備プログラムも含まれるだろう。

もし国民教育制度が 6 年間の小学校と 3 年間ずつの中学，高校を維持す

るならば，その最後の学年は大学入学条件を満たすために設定されるだろ

う。どちらの場合もカリキュラムはその内容に関して継続性を保持しなく

てはならない。

小学校と中学校への入学年齢は子どもや青年が自分にあった方法で能力

を伸ばすことを可能にするよう柔軟でなくてはならない。本モデルは能力

不足の問題を持つ人々と同時に傑出した能力を持つ人々が自分のリズムで

発展プロセスをたどることを可能にする。

小学校と中学校の修了年齢は学生の能力，学習リズム，知識の獲得度に

かかわるものである。これらの目的のため，固定した制限は設けない。

９．４．４． 様式

異文化間二言語教育の様式は教育を受け勉学をするための学生の能力と

意思，空間―時間的な状況により決められる。それらの条件により，学校

への規則的通学か時期による通学かが決定される。

これらの様式は個人の知的，心理的，肉体的，芸術的な能力を最大限生

かす目的で，個人的，科学的，創造的教育を優先させる。

様式の中には以下のようなものがある。

―通学制　この様式においては学生は通常の教育制度において決めら
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れた学校暦にしたがって授業に出席する。これは他の場合と同様，

学生を個人的社会的な準備状況，必要性や需要にしたがって総合的

に育成する。

―半通学制　この様式においては，学生は学校内または学校外におい

て，学習できる。学習過程の効果を保障するために常に教師の支援

が確保される。教育の過程は，学校外で学術的学習が実行されるよ

う求めた上で，通学により行われる。教師の活動は，学校内におい

ては直接の指導，担当する学生のフォローと評価に専念する。効果

を挙げるため，教師が幾つかの学校で教える場合は，チームで仕事

するように努める。

―自己教育　この様式においては，学生は教育活動の大部分を学校外

で行うことができる。教育と学習のプロセスを評価するために必要

なときには通学して活動することが求められる。

この様式は学生の能力，実行力，態度，リズム，進度，興味にしたがっ

て，科学的技術的知識を獲得する自由を支援する。このレベルに到達する

には子供たちは効果を上げるために設けられた基準やルールの上に各自の

規律を確立するよう適切に指導を受ける必要がある。どのような場合も教

師は常に教育と学習の質を保持するためにこのプロセスを監督しなくては

ならない。

このモデルを適用するために DINEIB は先住民組織や公的私的機関に支

援を求め，思考のための空間を融通したり，教授，科学，技術，芸術的な

多様な手段への接近の機会を提供するよう求めていく。

９．４．５． 科学的教育内容とその組織化

適切な教授学を適用することはまた，教師が常に高い学術の質を保ち，

直面する個別状況に適した行動を取ることを可能にするよう，計画やプロ
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グラムの相対化を図ることを意味する。計画やプログラムの作成と適用に

極端な重要性が置かれると，主役としての人間の喪失が生じる。

異文化間二言語教育のモデルは，計画やプログラムは知識獲得プロセス

の枠組みに過ぎず，人々のニーズに合わせるべきものであり，同時に世界

および国内の文脈における先住民の状況にも適合させるべきだと考える。

ゆえに，計画やプログラムは知識のポイントと分野を論理的な基準に合わ

せて次第に解釈しなおしていくべきものである。同様に学習テーマも相互

関係を保ち，科学の総合的理論を参照して一貫した形態に発展させるべき

である。

同時に，情報に関して先住民共同体が有している一連の限界をも考慮し

なくてはならない。それぞれの先住民言語による書物や資料（新聞，雑誌，

パンフレットなど）を集中して生産することが必要である。

教材は学習者に応じてそれぞれの言語で編集されるべきである。これら

は有効な伝統的知識を回復したり，また差別的なテーマ，暴力，虐待など

を避けること，知識の形態と同時にシステムの異なった側面に関係するこ

とをも含めて最上の質を保つようにすべきである。子供の手に届く教材は

教育内容と形態の再生産をもたらす要素だということを考慮すべきである。

同様に教科書も最大限，科学の総合的理論の概念を回復し，知識の運用

の可能性を回復すべきである。

９．４．５．１． 初等レベル

初等レベルの教育内容は次のように組織される。

先住民言語（６レベル）

第二言語としてのスペイン語（６レベル）

数学（６レベル）

地理を含めた歴史（４レベル）
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応用理科と美術（５レベル）

体育文化と人間的発達（６レベル）

５年生からは理科で主専攻と副専攻を一つづつ選んで将来に備える

９．４．５．２．中学校（基礎サイクル）

中学校レベル（基礎サイクルと呼ぶ）の教育内容は次のような分野に組

織される。

先住民語と文学（３レベル）

第二言語としてのスペイン語（３レベル）

数学（３レベル）

地理を含めた歴史（３レベル）

応用理科と美術（２レベル）

技術分野における専門（１レベル）

専門における実習（１レベル）

体育文化と人間的発達（３レベル）

専門分野では生徒は次の中から選択できる

―土壌の保護，作物の世話，植林，園芸，果樹栽培，植物性食品加工

―牛の飼育，羊の飼育，豚の飼育，モルモットの飼育，鶏の飼育，

養蜂，魚の養殖，ミミズの養殖　　　

―法律，地域行政，会計，商業，コミュニケーション，プロジェク

ト企画管理

―音楽とダンス，陶磁器と彫塑，絵画，文学，紡織，クリーニング，

被服デザイン，建築デザイン，装飾

―家庭保健，地域保健，栄養，救急救命，寄生虫病の予防

―工業，金銀細工

９．４．５．３． 多様化サイクル（高校）

多様化サイクルはすべての専攻において以下の共通内容を含む。

先住民語と文学（２レベル）
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第二言語としてのスペイン語（２レベル）

地理を含めた歴史（３レベル）

科学史（１レベル）

技術の専門Ａ１（３レベル）

技術の専門Ａ２（３レベル）

技術の専門における実習（１レベル）

生徒は上記の教育に加えて，以下の中から一つの専攻を選択できる。

―農業

―牧畜

―地域行政

―地域保健

―美術

―科学と文化

人文系―技術系の専門を同時に選びたい生徒は，それぞれの専攻に応じ

て，物理と数学，化学と生物，社会科と教育（3 レベル）を同時に選択しな

くてはならない。

物理／数学専攻の場合 物理（３レベル） 数学（３レベル）

化学（３レベル）

化学／生物専攻の場合 化学（３レベル） 生物（３レベル）

生態学（３レベル）

社会専攻の場合 哲学（３レベル） 社会学（２レベル）

人類学（２レベル）法律（２レベル）

―物理数学または化学生物を選ばない生徒は副専攻を選ぶことが出来る。

主専攻と一致していなくても良い。

―主専攻は 6 つの関連サブ分野を含み，多様化サイクルの 2 レベルに分割

されて学習する。
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―第三言語を選ぶ場合は選択として可能である。

―教職に興味ある学生は異文化間二言語教育師範学校に入学して，以下

に示される学業を行う。

９．４．５．４．教職単位

全ての段階の異文化間二言語教育教師養成は多様化サイクルか中等後サ

イクルに相当する異文化間二言語教育師範学校において行なわれる。

多様化サイクルに相当する教育の専攻は以下の内容を含む。

社会学一般（３レベル）科学史（２レベル）二言語教育理論（１

レベル）調査（１レベル）調査実習（１レベル）教育実習（１レ

ベル）

中等後教育での教育専攻は以下の内容を含む。

知識の理論（２レベル）応用言語学（２レベル）教育行政（２レ

ベル）教育方法（２レベル）教育方法（２レベル）教材作成（２

レベル）応用調査（１レベル）教育実習（１レベル）

学生の言語によって教材が作られるものとする。それは規定によって学

位論文と見なされる。活字教材に加えて視聴覚教材や製作用教材も含まれ

る。活字教材はスペイン語による要約が必要である。視聴覚教材はそれぞ

れガイドが必要であり，マニュアルは理論的基礎と方法論的説明を含むこ

とが要求される。

様々な機関で制作された教材は学生や地域住民が利用できる地域共同体

の図書館に納入されるべきである。

９．４．５．５．成人教育

社会経済的理由により正規の学校に通学できなかった先住民共同体の成

人を対象とし，年齢には無関係である。学校教育自体が現実に適合せず，

非識字を維持する可能性を保ってしまっている。非識字人口に対する対策

も人々と国のニーズに対応しておらず，資源の浪費を生んでいる。
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教材は参加者の状況と現代の技術に対応していなくてはならない。この

ため，自己教育と家庭や共同体のレベルにおける生産プロジェクトや商業

プロジェクトの実行に統合された形での自由な教育が促進され，新たな広

い市場を開くべきである。そのため国の機関，民間機関や国際機関との協

定が作られる。

同時に都会への移住を防ぎ，自らの地域共同体を発展させることを目指す。

教育の過程は，学校通学を義務とせず，共同体の必要性や可能性，資源

利用可能性などに応じた時間割や学年暦に沿って実現される。しかし，成

人教育は自己教育が発展し，正規の教育制度の全段階において教育の質が

向上するにつれ，次第に消えるべきものと考えられている。

９．４．５．５．１． 成人教育における初等教育

初等教育のプログラムは以下に示される内容を含んでいる。

先住民言語（３レベル）

第二言語としてのスペイン語（３レベル）

数学（３レベル）

地理を含めた歴史（３レベル）

応用理科と美術（１レベル）

生産プロジェクト（１レベル）

生産実習（1 レベル）

９．４．５．５．２． 成人教育における基礎サイクル

基礎サイクルは以下の内容を含む。

先住民言語（２レベル）

第二言語としてのスペイン語（３レベル）

数学と応用物理（２レベル）

地理を含めた歴史（３レベル）

専門（１レベル）

専門における実習（１レベル）
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基礎サイクルを修了すると，同サイクル修了相当の証明書の提示をもっ

て正規の多様化サイクルに入学できる。

この様式においては，初等教育を終えたときから 10 年たつと修了証明書

があってもなくても入学できる。しかし卒業には証明書の獲得が必要である。

この様式は知識を認定し，その目的のために設けられたプログラムにし

たがって参加者が行った勉学の再評価を行う。第二言語としてのスペイン

語を例外とし，これらは個別の先住民言語で行われる。自由学習や自己教

育も認定される。

９．５． タイトルと証明書

初等教育の修了時に以下の証明書や資格を選択できる。

初等教育修了証書，基礎サイクル修了証書，選択した専門におけるプラ

クティコ（中学段階での専門学習を修了した資格）というタイトル

多様化サイクルを修了すると以下のようなタイトルがとれる。（バチェラ

ーは高卒資格，テクニコは専門学習を修了した資格）

物理数学専攻の科学バチェラー，選択した分野のテクニコ

化学生物専攻の科学バチェラー，選択した分野のテクニコ

社会専攻の科学バチェラー，選択した分野のテクニコ

学生が選択した専攻の技術バチェラー

二言語師範学校で教職プログラムを終了した学生は初等教育教員のタイ

トルを得る。

９．６．フォローと評価

フォローと評価は学生，家庭，共同体に関わる教育状況を知り，改善策

を探し適用する目的を持つ。異文化間二言語教育の水準を高く保つ積極的

な行動を進める必要性から，懲罰的取り扱いを避ける。

プロセスの中に含まれる目的，社会的アクター，カリキュラムの要素が

フォローと評価の主たる対象であり，特に以下のような点が評価される。
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―学生の態度，行動，成績。

―教育者と管理者の態度，行動，仕事。

―父母，親族，共同体のメンバーの参加。

―文化的アイデンティティの強化。

―家族的絆の強化。

―異文化間関係。

―知識，認識能力，創造的及び再創造的生産の進展。

―省察と調査探求の発展。

―教材の質と利用。

―様々な行動における時間配分と時間使用。

―様々な教育活動が行われる空間。

―知識に近づくための方法とオリエンテーションのプロセス。

―知識の社会化プロセス。

―理論と実践の関係。

―フォローと評価の手続き。

学生の進歩のフォローと教育プロセス一般のフォローは永続的・科学的

な性質のものであり，社会的アクターの関係に関してと同様，学校とその

活動一般についても自己評価の方法を発展させる。

学生の評価プロセスは子どもや若者の育成に責任を持つ親たちや教師が

行う永続的なフォロープロセスに対応する。これらのプロセスは積極的性

格のものであり，知識の発達と同時に，個人的社会的態度や振る舞いに関

する問題も解決することを目指す。

評価は強制的でも懲罰的でもない。成績や評定による成果の測定ではな

く，知識の獲得とそれを実際の生活に応用しているかを確かめることに基

礎をおいている。

教育プロセスにおいては，次のようなタイプの評価が行われ，それには

家庭の父母，子どもや若者の親族，学校がある共同体の成員が参加する。
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―現状診断について

―進歩について

―結果について

本モデルは人間形成の手段としての自己評価，同様に，書いたもののみ

でなく学生が使える他のコミュニケーションの方法にも基づいた形成的評

価の発展を促進する。

以上が原則の規定を行う前半部分であり，後半部分には，小学校１年か

ら高校３年段階までの各科目ごとの学習内容，その編成が掲載されている。

分量が多くなるため，紹介は別の機会に譲りたい。
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