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Summary: 
What is bilingual education and what purposes does it serve? This paper aims to introduce bilingual education 

and clarify why there are such diverse patterns of languages used in education. Although education in only one 

language is taken for granted in some regions of the world, there is still the question of what purpose it serves. In 

other regions bilingualism or multilingualism is more common, resulting in different types of bilingual education. 

Language education reflects largely unstated government policies, mainstream cultural values, and minority group 

aspirations. Their diverse aims result in monolingualism or various types of bilingual education in school systems 

around the world.                                                                                                     

 

This paper briefly introduces bilingual education and various purposes behind it. Then a second paper will show 

how various school systems in Japan and the world can be analyzed into types of bilingual education. Weak or 

strong forms of bilingual education will be distinguished in terms of bilingual outcomes among students. Finally, a 

third paper will take a pedagogical approach, offering lesson plans to guide non-native speakers of English in 

doing the analysis themselves. Ten realistic cases of school systems in Japan and the world will be presented for 

analysis. A worksheet for students to construct a paragraph will add further criteria to decide the type of bilingual 

education. Utilizing the list of ten varying aims of bilingual education in this paper, and the chart of ten types of 

bilingual education detailed in the second paper, by completing the convenient worksheet with ten items in the 

third paper, the ten cases or any other school system in the world involving different languages can be analyzed 

according to established criteria in the discipline of bilingualism.                                                                

 

Introduction to Bilingual Education 

Bilingualism is the study of languages in contact, typically in situations where people from different linguistic and 
cultural backgrounds share the same space. Bilingualism was analyzed into four levels in another paper: 
individual, family, societal, and school levels (McCarty, 2010b). Bilingual education is bilingualism at the school 
level. It is not to be confused with bilingual child-raising (Pearson, 2008; McCarty, 2010a), such as speaking two 
languages to an infant systematically at home, which is bilingualism at the family level. Bilingual education 
should involve teaching in two or more languages in a school, that is, more than one language as the medium of 
instruction for students to learn regular school subjects. 

However, other levels of bilingualism, including their cultural dimensions, do influence bilingual education. All 
people have a cultural identity and a linguistic repertoire, the languages they can use to some extent. Grosjean 
(1982) explains that "language is not just an instrument of communication. It is also a symbol of social or group 
identity, an emblem of group membership and solidarity" (p. 117). As a result, the attitudes people have toward 
different languages tend to reflect the way they perceive members of the other language groups. 
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Furthermore, languages have a relative status or value as perceived by the majority of a society. Languages are 
regarded as useless or attractive according to the economic power or cultural prestige attributed to them by the 
mainstream of a society, which tends to privilege national or international languages. Native languages of 
children of immigrants may seem to be of no use, and tend to be disregarded, while languages that are valued 
by the mainstream society tend to be used in education. However, Sweden has offered educational support in 
100 languages (Yukawa, 2000, p. 47), while Japan's limited support has been nearly all in the Japanese 
language. This shows that it is not a matter of wealth but of the dominant way of thinking in the nation. The 
contrast in treating minority students can be as stark as a choice between assimilation and multicultural policies 
(Grosjean, 1982, p. 207). 

Various Purposes of Bilingual Education 

There are "varying aims of bilingual education" because it "does not necessarily concern the balanced use of 
two languages in the classroom. Behind bilingual education are varying and conflicting philosophies and politics 
of what education is for" (Baker, 2001, p. 193). These different purposes then lead to various actual school 
systems of monolingual or bilingual education. Ten typical aims of bilingual education were cited by Baker: 

Varying Aims of Bilingual Education 

1. To assimilate individuals or groups into the mainstream of society. 

2. To unify a multilingual society. 

3. To enable people to communicate with the outside world. 

4. To provide language skills which are marketable, aiding employment and status. 

5. To preserve ethnic and religious identity. 

6. To reconcile and mediate between different linguistic and political communities. 

7. To spread the use of a colonial language. 

8. To strengthen elite groups and preserve their position in society. 

9. To give equal status in law to languages of unequal status in daily life. 

10. To deepen understanding of language and culture. (adapted from Baker, 2001, p. 193) 

 
As can be seen from the above list, there are many and diverse purposes for conducting school programs that 
are called bilingual education, according to the way of thinking of decision makers in different cultures. Grosjean 
summarizes how implicit government policies affect the languages used in education: "Depending on the political 
aims of the authorities (national or regional), some minority groups are able to have their children taught in their 
own language, while others are not" (1982, p. 207). "If the government's aim is to unify the country, assimilate 
minorities, or spread the national language, more often than not minority languages will not find their place in 
education" (p. 207). Whereas, "if a society wants to preserve ethnic identities, give equal status to all languages 
and cultures in the country, revive a language, teach a foreign language more efficiently, or make its citizens 
bilingual and bicultural, it will often develop educational programs that employ two languages and are based on 
two cultures" (p. 215). 

Conclusion to the First Paper on Bilingual Education 

As Grosjean identifies the key issues above, the concerns of bilingualism researchers and practitioners shine 
through. A society may be judged by how it treats its minorities or protects the human rights of its vulnerable 
members. Some purposes for selecting languages to use in education may be better than others from both 
ethical and pedagogical perspectives. In any case, analyzing the diverse purposes behind the languages that 
appear in schools can deepen the understanding of resulting educational systems in the world, and possibly 
suggest improvements in terms of bilingual education.  
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Understanding Bilingual Education 2: Analyzing Types of Bilingual Education 
 

 

Issue Date: September 14, 2012 

Summary: 
The previous paper briefly introduced bilingual education and the varying purposes behind using certain languages 

as the medium of instruction in schools. This paper will show the types of bilingual education that are recognized 

according to worldwide research. Weak or strong forms of bilingual education are distinguished in terms of bilingual 

outcomes among students. Finally, a third paper will take a pedagogical approach in showing how various school 

systems can be analyzed into types of bilingual education. Lesson plans will be provided, particularly to guide 

university students who are non-native speakers of English in analyzing realistic cases of school systems in Japan 

and the world for themselves.                                      

 
Introduction to this paper 

Bilingual education, strictly speaking, involves teaching in two or more languages in schools, but for the reasons 
discussed in the previous paper, a bewildering variety of programs can claim a connection to the use of plural 
languages in education. Some school systems claim to practice bilingual education because their cultural 
minority students know another language aside from the one used in schools, but such programs with a 
monolingual medium of formal instruction do not actually represent a type of bilingual education at all. Their 
students may be bilingual for the time being despite, not because of, monolingual school systems that are 
designed to assimilate minorities. 

Types of Bilingual Education 

With such diverse aims and resulting educational systems existing in the world, a taxonomy can only classify 
common patterns, but based on worldwide research sources, Baker has formulated ten types of bilingual 
education spanning four editions of his Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. The book was 
considered so important that Oka (1996) translated the whole first edition into Japanese, with its title suggesting 
a close connection between bilingualism and second language acquisition. The author could thus make a 
bilingual chart adapted from Baker (2001, p. 194) and Oka (1996, p. 183): 
  

 

 

Weak Forms of Bilingual Education * 

Type of Program 
Typical 

Students 

Languages used  

in the Classroom 

Educational/ 

Societal Aim 

Language 

Outcome 

SUBMERSION (Structured  

immersion) 

Language  

Minority 
Majority Language Assimilation Monolingualism 



SUBMERSION with 

withdrawal classes / sheltered 

English 

Language 

Minority 

Majority Language with 

pull-out L2 ** lessons 

[held in a different 

location] 

Assimilation Monolingualism 

SEGREGATIONIST 
Language 

Minority 

Minority Language 

(forced, no choice) 
Apartheid Monolingualism 

TRANSITIONAL 
Language 

Minority 

Moves from Minority to 

Majority Language 
Assimilation 

Relative 

Monolingualism 

MAINSTREAM with Foreign 

Language Teaching 

Language 

Majority 

Majority Language with 

L2/FL ** Lessons 

Limited 

Enrichment 

Limited 

Bilingualism 

SEPARATIST 
Language 

Minority 

Minority Language (out 

of choice) 

Detachment / 

Autonomy 

Limited 

Bilingualism 

 

Strong Forms of Bilingual Education 

Type of Program Typical Students 
Languages used  

in the Classroom 

Educational/ 

Societal Aim 

Language 

Outcome 

IMMERSION 
Language 

Majority 

Bilingual with 

initial emphasis on 

L2 ** 

Pluralism / 

Enrichment 

Bilingualism & 

Biliteracy 

MAINTENANCE / 

HERITAGE LANGUAGE 

Language 

Minority 

Bilingual with 

emphasis on L1 ** 

Maintenance / 

Pluralism / 

Enrichment 

Bilingualism & 

Biliteracy 

TWO-WAY / DUAL 

LANGUAGE 

Mixed Language 

Majority & 

Minority 

Minority & 

Majority 

Maintenance / 

Pluralism / 

Enrichment 

Bilingualism & 

Biliteracy 

MAINSTREAM 

BILINGUAL 

Language 

Majority 

Two Majority 

Languages 

Maintenance / 

Pluralism / 

Enrichment 

Bilingualism & 

Biliteracy 

* In some cases the weak forms of bilingual education may actually be monolingual forms of education. 

** L2  = [Students'] 2nd Language, L1 = 1st [or native] language, FL = Foreign Language. 

  



As can be seen in the extreme right column above, weak and strong forms are defined by the typical language 
outcomes among students, basically whether or not children become or remain bilingual. In strong forms of 
bilingual education, reading and writing are conducted in both languages, resulting in biliteracy. On the other 
hand, if classes are taught mainly in one language, it is not to the credit of the school system if some students 
are bilingual. Children of immigrants or minorities may simply be in transition from their endangered native 
language or languages to monolingualism in the dominant language of the society. Whereas majority or minority 
languages are defined from the viewpoint of the mainstream society, native languages (L1) and second or 
foreign languages (L2) should always be defined from the viewpoint of the learners involved. 

In the second column from the right, the various educational or societal aims of bilingual education are seen 
again in keywords. The middle column demonstrates the variety of possible language use patterns in school 
classes, particularly the medium of instruction. The ten types of bilingual education are thus defined by the 
language background of the students, the languages actually used in school, the aims of decision-making 
authorities, and the active linguistic repertoire of students upon leaving the school. 

Regarding particular types, submersion and transitional bilingual education serve the purpose of assimilating 
immigrant or minority children into the mainstream of society. Transitional programs start with considerable 
native language instruction, but it is gradually phased out. Submersion programs simply plunge students 
abruptly into classrooms where their native language is not seen as fit to use, and the medium of instruction is 
foreign to them, so they involuntarily sink or swim. Such programs are not called submersion, and they are 
usually believed to help students adjust to society as soon as possible so they can make a living in the future, 
but it tends to result in the cognitive damage of losing their native language proficiency. Then, for example in the 
U.S., they may still be stigmatized as limited English proficiency (LEP) speakers or of low intelligence according 
to standardized test results in their second language. 

The second type of submersion in the chart aims to soften the shock of changing the language use of children 
by teaching in sheltered or simplified English, or pulling language minority students out of classes to study the 
majority language or medium of instruction itself. Withdrawal classes take place in some Japanese cities as well, 
with a small number of language minority students pulled out of each school to study Japanese as a second 
language (JSL) in a central location. Among the drawbacks, they miss regular class content and are further 
isolated from mainstream students. When Vaipae went beyond questionnaire surveys to interview immigrant 
families, she found that "regardless of the length of residence or school attendance in Japan, none of the case 
study students reached academic achievement levels on par with their Japanese classmates" (2001, p. 228). 

Mainstream with Foreign Language Teaching, also a weak type of bilingual education, is the usual pattern where 
the mainstream language majority students study a foreign language several hours a week, which does not 
provide enough exposure and interaction in the L2 for students to become bilingual. Far removed from 
environments where it would be necessary and rewarding to use the foreign language, it is too little and started 
too late. Critical periods have passed where babies could distinguish all languages, children could attain native-
like L2 pronunciation until about age eight, and languages could be acquired without much effort until around 
puberty (Glinkoff & Hirsh-Pasek, 1999, pp. 23-24, 138).  This is the usual predicament with English in Japan, 
various foreign languages taught in the U.S., and in other countries where one language is dominant. 

The two other weak forms of bilingual education, Segregationist and Separatist, can appear to be similar, as 
they tend to be minority groups isolated from the mainstream society and using their native languages in school, 
insofar as children can attend. But the key difference is whether they have the choice of their medium of 
instruction or not. In Segregationist situations the dominant social group excludes the minority group from the 
option of learning in languages of wider communication such as Swahili, Arabic, English, or French. In this way 
the dominant group keeps the minority groups down, monopolizing limited resources and economic opportunities 
for social advancement. Whereas in Separatist situations the minority group is deliberately trying to distance its 
members from the strong influence of the mainstream society in order to protect its native language, culture, and 
religion. For example, some American Indians find their children turning away from their native language and 
values because of the strong influence of the popular culture in English. They may therefore conduct their own 
education in their native language apart from American influences, although young people are liable to become 
native speakers of English regardless, because the mainstream language can hardly be avoided. 

Most of the weak forms of bilingual education were reserved for the children of immigrants and minorities except 
the Mainstream with Foreign Language Teaching model, which is ineffective and scarcely threatens to change 
the existing social order. 

Turning to strong forms, a very successful model for majority language students is Immersion, usually in another 
language of high status, cultural prestige, and economic value. The difference between Immersion and 
Submersion (for minority students) is first of all a matter of choice, like diving into the deep end of a pool versus 



being pushed into it. The majority children or at least their parents choose an immersion bilingual education 
program for the utmost academic advancement, whereas submersion is a matter of circumstance, the conditions 
most minority families encounter in schools where the default national policy toward them is assimilation. 

 Immersion originated in Canada, which has a majority of French speakers in the province of Quebec. Canada 
has developed a national policy of bilingualism, with English and French as official languages, and 
multiculturalism (Shapson & D'Oyley, 1984) in consideration of indigenous Inuit and other minorities. 40% of 
children in Toronto schools are foreign born (Ritchie, 2006). Immersion bilingual education has been 
implemented widely for many years in Canada and adopted by schools in other countries (Bostwick, 2004). 
There are several English immersion schools in Japan, with research showing its effectiveness at Kato Gakuen 
in Shizuoka Prefecture (Bostwick, 2001). Conversely, there are schools in the U.S. and Australia that have 
Japanese immersion programs.  

In immersion bilingual education the regular curriculum is taught to some extent in the target language, which 
can also be called Content-Based Foreign Language Teaching. But if the L2 is used less than half the time over 
the school year, it is not considered immersion, strictly speaking, but rather enrichment (Genesee, cited in 
Bostwick, 2004). When it is much less than 50%, it is Mainstream with Foreign Language Teaching, as noted 
earlier among the weak forms. There has not been much research or attention to bilingual education beyond 
childhood, but Content-Based English as a Foreign Language (EFL) Teaching, for example at Osaka Jogakuin 
University, can be more or less than 50% in the target language. In response to the author's question at a public 
lecture, Fred Genesee answered that Content-Based EFL in higher education could be called "immersion-like." 

If a program is called immersion, it may need to be confirmed that the curriculum meets the established criteria. 
There is a distinction between partial and total immersion, as the proportion of L1 and L2 used tends to change 
from year to year in the same bilingual school. It is further divided into early immersion when it starts in pre-
school, middle immersion when it starts midway through elementary school, and late immersion when it starts 
around the beginning of junior high school.  It is a strict standard compared to most foreign language programs, 
but many studies have shown that immersion students did not lose any native level ability in L1 but rather gained 
academic (Bostwick, 2001) and cognitive benefits from effective bilingual education programs. 

Maintenance or Heritage Language programs serve the purpose of preserving the ethnic identity, culture and 
language of minority group members. Immigrant communities in particular have a need to maintain 
communication channels with first generation immigrants and people in their country of origin. Through bilingual 
education their children can cope with the majority society without losing their roots. Korean (Cary, 2001) and 
Chinese schools in Japan are of this type. Since their students are mostly raised in Japan and hence native 
speakers of Japanese, with English also taught at least through secondary school, many of their graduates are 
bilingual or multilingual.  

Two-Way or Dual Language bilingual education is similar to immersion, but schools try to gather about the same 
number of minority and majority language students in each class in the program, and usually team teach about 
half of the curriculum in the native language of the minority and half in the native language of the majority 
language students. This shows that both languages are equally valued, and students can learn from each other. 
Two examples are Seigakuin Atlanta International School (n.d.), in English and Japanese, and Vienna Bilingual 
Schools (Oka, 2003, pp. 51-52), in German and English. 

The last strong form among the ten types of bilingual education is called Mainstream Bilingual. It includes 
international schools and the European Schools Movement (Baker, 2006, p. 227). It serves children like majority 
students or temporary residents whose native language is an international language such as English. Thus 
Baker's most recent edition also calls it Bilingual Education in Majority Languages. "Such schools are in 
societies where much of the population is already bilingual or multilingual (e.g. Singapore, Luxembourg) or 
where there are significant numbers of natives or expatriates wanting to become bilingual (e.g. learning through 
English and Japanese in Japan)" (Baker, 2006, p. 250). "Bilingual education in majority languages means that 
some curriculum content is learnt through a student's second language. In Europe, this is often called Content 
and Language Integrated Learning (CLIL)" (p. 251).   

Conclusion to this paper 

This was the longest of the three papers analyzing bilingual education because of the many types that are found 
in the world. The types drew from the varying purposes for bilingual education outlined in the first paper. 
Particularly the charts of ten purposes and ten types in the first and second papers will also provide background 
information for the final article. The third paper adds a worksheet with ten criteria and a list of ten realistic cases 
in Japan and the world to classify into types of bilingual education. Putting all of these together, it will be possible 
to analyze the languages used in any educational system in the world in terms of bilingual education. 
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Understanding Bilingual Education 3: Analyzing Cases of Bilingual Education 
 

 

Issue Date: September 28, 2012 

Summary: 
The first paper on bilingual education focused on the varied purposes it serves (McCarty, 2012a), while the second 

installment elaborated upon the types of bilingual education that result from such diverse aims (McCarty, 2012b). 

Only in strong forms of bilingual education do students become or remain bilingual, while weak forms are more 

common, and some programs called bilingual are close to monolingual and not a form of bilingual education at all. 

Putting the information and charts from the first two papers together with this third and final one, it will be possible 

to analyze the use of languages in any school system in terms of types of bilingual education. This paper will take 

a pedagogical approach in providing lesson plans that have been used in Content-Based English as a Foreign 

Language university classes on Bilingualism and Bilingual Education. Ten realistic cases of school systems in 

Japan and the world will be presented for analysis, and a checklist of ten items will provide further criteria to 

consider in classifying the language use of school systems. Referring also to the chart of ten aims in the first paper 

and especially the chart of ten types of bilingual education detailed in the second article, various school situations 

around the world can be analyzed in terms of established criteria in the field of bilingualism.                                                       

  



Introduction to this paper 

The aim of this final installment is to activate the information and analytical skills gained in these three papers 
through lesson plans. The process is to examine the languages used in school systems and to analyze those 
cases into types of bilingual education. Ten cases are first given, and experience with university classes has 
shown that there is enough information in these papers for most students to correctly classify the cases into 
types of bilingual education. The important thing to learn is not the answers to these cases but rather to gain the 
analytical skills, such as to infer the cause-and-effect relationships between the aims of decision-makers in a 
society and the type of education that results. In not only these realistic cases but in any situation in the world 
where enough information is available about the languages used in schools, the whole chain of causation 
between a cultural way of thinking and actual classroom practices can be discerned. 

Lesson Plans to Analyze Cases of Language Use in Schools into Types of Bilingual Education 

As a series of class lessons, students first learn and discuss the list of ten "Varying Aims of Bilingual Education" 
presented earlier. For example, which aims do learners think are beneficial for the whole society? A more 
advanced activity would be to predict what types of bilingual education or school systems might result from the 
different aims. Students then use the chart of ten "Types of Bilingual Education" along with the list of ten aims 
and the further criteria in the worksheet at the end of this paper to analyze the ten "Cases of Languages involved 
in Education." The list of aims and the chart of types handed out to students in the author's classes are bilingual 
in English and Japanese, adapted from Baker (2001) and Oka (1996), to lighten the cognitive load of 
undergraduates and to reduce lecturing time. An alternative activity for seminars or conferences would be for 
individuals to describe the medium of instruction in a school system they know in another region of the world, 
and then the group could analyze it by the criteria in these papers. 

The first chart in this paper describes ten realistic cases in Japan and the world where different languages are 
connected to an educational system, whether all the pertinent languages are used in the schools or not. That is, 
the worksheet to follow will allow for the conclusion that a system called bilingual education by local or national 
authorities is, besides the ten types, not actually bilingual education at all, chiefly because there is only one 
medium of instruction. The basic exercise of this paper is to use the list of ten aims, the chart of ten types of 
bilingual education, and the worksheet with ten items to classify the ten cases below into types of bilingual 
education. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cases of Languages involved in Education 

1. Native speakers of Japanese start studying English in the 5th grade of elementary school and several 

hours a week from junior high school. This is because English as an International Language may be 

valuable for their future studies and career. 

2. Immigrants from South America and Asia are working in a small city in Japan where there are not 

many other foreigners. Their children can study only in regular public school classes. 

3. There are Korean and Chinese ethnic schools in Japan. They teach Korean or Chinese language and 

culture. Including Japanese and some English, students may become bilingual or multilingual to some 

extent. 

4. An American Indian tribe tries to keep their children in their home region, to protect their language 

and culture, so they teach subjects mostly through their native language, using some English where it 

is necessary. 

5. In some areas of Africa, black Africans are isolated from government support and suffer from problems 

like child labor. Their children do not have the choice to study in a regional or international language 

like Swahili, Arabic, French or English, which could lift them out of poverty. Such African villages 

must try to conduct their own education in their native language. 

6. Many Canadian Inuit wish to maintain their native language and culture, but also to trade with others 

in North America. The government recognizes their right to keep their native language and helps their 

children learn English along with their native language. 

7. Most Canadians speak English, but people in the province of Quebec are mostly native speakers of 

French. Canada has a bilingual and multicultural policy with both English and French as official 

languages. Many schools in Quebec conduct classes in English at least half of the time. 

8. Mexican immigrants to the United States are often seen as having difficulty in school and adjusting to 

American society because they speak Spanish. Many of their children are therefore taught in simple 

English or regularly taken out of mainstream classes for lessons in English as a Second Language 

(ESL). 

9. Uyghur children receive education only in Chinese. The government has called it "bilingual education" 

in a press release that appeared in international news. Recently Uyghur students have been urged to 

live in dormitories at school and see their parents mostly during vacations. 

10. Some American schools form classes with about half English and half Spanish native speakers (or 

native speakers of other languages, including Japanese). The two languages are alternated in the 

curriculum, both cultures are valued, and the students can help each other. 

    

 

Finally, the following worksheet can be used to analyze salient factors involved in any school system and, 
referring to the previous charts in these three papers, reach a conclusion as to what type of bilingual education 
the case may represent. The author developed this worksheet to lighten the cognitive load for second and third 
year university students in bilingualism and bilingual education classes to analyze cases of languages involved 
in education by just selecting among the choices in boldface type. By simply circling their choices on the 
worksheet, the students can make a paragraph analyzing any number of cases. Students can work in groups, 
with one person saying their analysis out loud to the whole class, starting with "We think that ..." In this way, 
second to fourth year students majoring in English usually reach a reasonable conclusion as to the type of 
bilingual education. 



Worksheet to Analyze Cases of Bilingual Education 

We (or I) think that... 

1. Leaders of the society see different languages in their communities as a [problem | resource | right | 

human right as well as a resource]. 

2. The leaders are trying to [change | maintain | develop] the native language use of children. 

3. This education is for language [majority | minority | majority and minority] students. 

4. >Education for these students is mostly in their [native | second | foreign] language. 

5. This education is for the purpose of [assimilation of language minority students into the majority 

culture | separation of an ethnic group from the mainstream culture | maintenance of a minority or 

ethnic language | enrichment of language majority students | encouraging linguistic diversity and 

multiculturalism]. 

6. The result of the educational system or outcome for students is [elite (or elective) | folk (or 

circumstantial) ] and [additive | subtractive | monolingualism, not a kind of] bilingualism. 

7. It is [a strong form | a weak form | not really a type] of bilingual education. 

8. This is because [students may be bilingual but their native language is not used in school | students 

learn all subjects in their native language | students take some foreign language classes taught in their 

native language | students learn in two languages but not enough to become bilingual | students can 

get enough input and interaction in both languages to become bilingual (and possibly bicultural) ]. 

9. This type of bilingual education is [submersion | submersion with pull-out or sheltered second 

language classes | segregationist | transitional | mainstream with foreign language teaching | 

separatist | immersion | maintenance or heritage language | two-way or dual language | mainstream 

bilingual]. 

[If the program is not called Immersion, stop after item #9. If it is called Immersion, add item #10:] 

10. It is [actually enrichment, because the teaching is less than 50% in the second language | partial 

immersion | total immersion]. It is [not immersion | early immersion (starting around pre-school) | 

middle immersion (starting around the middle of elementary school) | late immersion (starting 

around junior high school)]. 

    

 

Items 1 and 2 in the worksheet focus attention on the motives of decision-makers faced with different native 
languages of students in their schools. The first one examines their attitudes, adapted from Ruiz (1984), who 
held that authorities view language as a problem, resource, or right, with very different policies following from 
these views. The author sees "language," which can mean so many things, as referring in this case to different 
languages in contact or occupying the same space, while, similarly, "right" can more precisely draw from United 
Nations human rights agreements pertaining to native languages, and from scholarship on linguistic human 
rights (Skuttnabb-Kangas & Phillipson, 1995). These also bear on the right of authorities in the second item to 
alter the language use of children rather than maintaining or, in the best scenario for the student, developing L1, 
which can bolster L2 development as well. 

Items 3 and 4 clarify the profile of the students involved from their perspective. Item 5 clarifies the purpose or 
aim of a school system more specifically in line with the criteria for types of bilingual education. Item 6 probes 
the likely results or outcomes of a school system for students in terms of types of bilingualism. Briefly, elite 
bilingualism is for the fortunate majority by choice, hence it is also called elective, whereas folk bilingualism is a 
common situation that immigrants and minorities find themselves in, not of their own choice, hence it is also 



called circumstantial (cf. McCarty, 2010, for further details). Additive bilingualism is where the L2 is acquired with 
no cost to the L1 and therefore beneficial to the person, which is generally the case with enrichment or strong 
forms of bilingual education. Whereas subtractive bilingualism means that L2 replaces L1, which is detrimental 
to the person cognitively, and can alienate children from parents and relatives who speak only the L1. Item 6 
also includes the option of concluding that the school system is not a case of bilingual education at all, usually 
because having only one medium of instruction tends to lead toward students remaining or becoming 
monolingual. The elite/folk distinction often maps onto the additive/subtractive outcome, but there are exceptions 
such as Separatist bilingual education, so the item is expressed as it is to cover as much as possible the 
different types of bilingual education. 

With item 7 the type of bilingual education can be narrowed down to weak, strong, or monolingual, based on 
analyzing the previous criteria such as the likely learning outcomes, regardless of what a school system claims 
to practice. Item 8 offers a range of specific reasons for the item 7 selection and, together with other criteria, 
leads to the conclusion of the analysis in item 9, namely the type of bilingual education the case represents. 

One further option is to add an item 10 for cases where an educational program is called immersion. That is to 
say, immersion programs have been shown to be effective, but because they are popular and sound attractive, it 
is not uncommon for school programs to inaccurately claim to be practicing immersion or bilingual education 
generally, either due to lack of specialized knowledge or because many of the students entering their schools 
speak different languages or are already bilingual. The strong forms of bilingual education would develop both 
languages in any case by using at least two languages as the medium of instruction. 

Conclusion to the three papers on Bilingual Education 

In conclusion, by learning the criteria and analytical skills introduced in these three papers, and completing the 
worksheet with ten items utilizing the list of ten aims and the chart of ten types, various school systems, such as 
the ten cases represent, can be analyzed into types of bilingual education. For further reading on bilingualism, 
see the links below. 
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バイリンガル教育とは 1：バイリンガル教育を目的別に分析する 

スティーブ・マッカーティ（大阪女学院短期大学・大学 教授） 

2013 年 4 月 5 日掲載 

要旨： 

バイリンガル教育とはどのようなものであり、どんな目的で施されるものであるか。この論文で

は、バイリンガル教育を解説し、教育の場において、なぜこれほど多様な言語パターンが生じる

のかを明らかにしていく。世界でも地域によっては、一言語のみの教育が当然のことと見なされ

ているが、それに対する疑問はやはり存在する。バイリンガリズム・マルチリンガリズムがごく

普通にある地域もあり、様々なタイプのバイリンガル教育が行われている。言語教育は、表立っ

ては語られないものの、その国の政策や社会の主流（メインストリーム）となっている文化的価

値観、あるいはマイノリティーの人々の願望を色濃く反映しているものだ。様々な思惑が、世界

中の学校教育システムのもと、モノリンガリズム（一言語主義）やバイリンガル教育のいろいろ

なタイプを形作っている。 

この論文では、バイリンガル教育とその背後にある様々な目的を簡潔に紹介していく。これに続

く論文では、日本における様々な学校教育システムと、日本以外の世界のバイリンガル教育をタ

イプ別に分析する予定である。 

バイリンガルにおける生徒の達成度により、 バイリンガル教育は、弱形と強形に分けられるだろ

う。最後の 3 番目の論文「バイリンガル教育をケース別に分析する」では、ネイティブではない

英語の学習者が自分で分析できるレッスンプランを提供することで、教育学的アプローチを試み

る予定だ。日本及び世界の学校システムにおける 10 の実例を挙げて分析を試みる。学生がバイリ

ンガル教育の基準を考えながら文章を完成させるワークシートは、バイリンガル教育のタイプを

さらに細かく判断する指標を示すものだ。この論文で述べるバイリンガル教育の 10 の目標、2 番

目の論文「バイリンガル教育をタイプ別に分析する」で詳しく述べるバイリンガル教育の 10 のタ

イプのチャート、3 番目の論文で紹介する 10 項目からなる使いやすいワークシート、この 3 つを

共に活用することで、バイリンガリズムの研究領域において確立された基準にそって、言語を用

いた世界の学校教育の 10 の事例や他の教育システムの分析が可能になるだろう。 

バイリンガル教育とは 

バイリンガリズムとは、接触する言語、典型的には、違った言語や文化的背景をもつ人々が同じ

空間を共有する際の言語の学習をいう。以前の論文で述べたが、バイリンガリズムは、4 つのレ

ベル―個人、家族、社会、学校のレベルに分けて分析できる(McCarty, 2010b)。バイリンガル教

育は学校レベルのバイリンガリズムであり、バイリンガル子育てと混同してはならない(Pearson, 

2008; McCarty, 2010a)。家庭で幼児にルールを決めて体系的に 2 言語で話しかけるバイリンガル

子育ては、家庭レベルのバイリンガリズムである。バイリンガル教育は、学校で 2 言語あるいは

それ以上の多言語で授業をすること、つまり、通常の教科を教える言語が、2 言語以上であるこ

とを言う。 

しかしながら、学校のレベル以外のバイリンガリズムも、その文化的側面も含めて、バイリンガ

ル教育に影響を及ぼす。すべての人々が文化的アイデンティティーや、ある程度使える言語の言

語レパートリーをもつ。グロージャンは、「言語は単にコミュニケーションの道具ではなく、社

会あるいは集団のアイデンティティーのシンボル、集団の帰属や連帯を表すエンブレムである」



と述べている(1982, p. 117)。そのため、様々な言語に対して人が示す態度は、その言語を話す集

団に属する人々に対してその人が抱く思いを反映する傾向がある。 

さらに、言語は、社会の多数派によって作り出される相対的ステイタスあるいは相対的価値を有

する。社会の主流派がその言語に対し、経済力あるいは文化的優位性を認めるか否かによって、

魅力的な言語あるいは役に立たない言語と見なされる。こうしたことは、特定の国の言語や国際

語に特権を与えることになりやすい。移民の子どもたちの母国語は、役に立たない言語と見なさ

れ軽視されやすいのに対し、社会のメインストリーム（主流）が価値があると見なした言語は教

育の場で用いられることになる。しかしながら、スウェーデンのように 100 もの言語に対して教

育的支援をしている(Yukawa, 2000, p. 47)国もあるし、日本のように言語に対する支援がごく限

られていて、そのほとんどすべてが日本語に向けられている国もある。このことはつまり、その

国の経済力が問題なのではなく、大勢となる考え方の問題であるということを示している。マイ

ノリティーの子どもの待遇に見られる明暗は、同化政策をとっているか多文化政策をとっている

かの選択とそのまま重なると考えてよい。 

バイリンガル教育の様々な目標 

「バイリンガル教育の目標が多岐にわたる」のは、「授業で 2 言語をバランスよく使用すること

が必ずしも重要でないことに起因する。バイリンガル教育の背景は様々であり、教育とはいった

い何のためのものか、その哲学や政治のせめぎ合いである。(Baker, 2001, p. 193)」このような目

的の違いが、実際の、モノリンガルあるいはバイリンガル教育の学校制度の違いとなっていく。

バイリンガル教育の典型的な目標の 10 項目が、ベーカーによって紹介されている。 

バイリンガル教育の様々な目標 

• 社会のメインストリーム（主流）に個人あるいは集団を同化させる。 

• 多言語社会を統一する。 

• 市民を外の社会と交流できるようにする。 

• 需要があり,就職や社会的ステイタスに有利な言語スキルを身に付けられるようにする。 

• 民族的・宗教的アイデンティティーを維持するため。 

• 言語や政治の違った地域の和解、仲裁をするため。 

• 植民地に支配国の言語を広めるため。 

• エリート集団を強化し,社会における彼らの地位を維持するため。 

• 日常に用いられている不利な立場にある言語に法律上で平等な地位を与えるため。 

• 言語や文化に対する理解を深めるため。 

上記のリストからわかるように、様々な文化の政策立案者の考え方を反映して、バイリンガル教

育と呼ばれる教育プログラムの実施目的は数多くあり、しかも多様である。グロージャンは、暗

黙の政策がどのようにして教育に使われる言語に影響を与えているかを以下のようにまとめてい

る。すなわち、（国あるいは地方レベルの）政府の政治的意図により、マイノリティーの集団の

子どもたちが自分達の言語で教育を受けられるか否かが決まる(1982, p. 207)。政府が国の一体化

を望み、マイノリティーの同化を進める、あるいは国の言語（公用語）を広めることに重きを置

くならば、マイノリティー集団の言語が教育の場で使われることはないだろう(p. 207)。これに対

し、社会が民族的アイデンティティーを維持し、すべての言語や文化を同等に見なし、言語に活

力を与え、外国語を効果的に教える、あるいは市民をバイリンガル・バイカルチュアルにしよう

とするならば、2 言語を用い、2 つの文化をベースにした教育プログラムを開発するだろう(p. 

215)。 



バイリンガル教育についての本稿の結論 

グロージャンは、以上のようにバイリンガリズムの重要課題を挙げ、研究者と実践者がその認識

を共有すべきであると述べている。マイノリティーの人々をどのように処遇するか、あるいは社

会的に弱い立場にあるマイノリティーの人々の人権をどう守るかで、社会は評価を受けるだろ

う。教育の場で用いる言語を選択できるようにすることは、民族的及び教育的、双方の意味にお

いて、そうでない場合に比べて好ましいであろう。いずれの場合においても、学校という教育現

場の言語の背後にある多様な目的を分析することは、世界における教育システムの現状に対する

理解を深め、さらには、バイリンガル教育の観点で普通の外国語教育の向上に資することができ

るのではないだろうか。 
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要旨： 

前回の論文ではバイリンガル教育、学校である言語を用いることの背景にある様々な目的につい

て簡潔に述べた。本稿では、世界中で行われている研究で認識されているバイリンガル教育のタ

イプについて述べる。バイリンガル教育の弱形及び強形は、子どもたちの言語的成果によって区

別される。このシリーズ最後になる第 3 の論文では、様々な学校システムがどのタイプのバイリ

ンガル教育に分類されるかを示すために教育学的アプローチをとるつもりだ。特に英語のネイテ

ィヴ・スピーカーではない大学生たちが、日本及び世界の学校システムの実例を分析できるよう

にレッスンプランを載せる予定である。 

バイリンガル教育は厳密に言うと、学校で二言語あるいはそれ以上の言語で教えることを要件と

するが、前回の論文で述べたように驚くほど多様なプログラムがあり、多かれ少なかれ教育にお

いて複数言語を使用していると主張できるものだ。文化的マイノリティーに属する生徒が学校の

使用言語以外の言語ができるということでバイリンガル教育を行っていると主張する学 校もある

だろうが、授業で用いる言語が一言語であるそのようなプログラムは、実際にはバイリンガル教

育のどのタイプでもない。その学校のそうした生徒は、彼らマイノリティーを同化しようとデザ

インされたモノリンガルの学校システムに通っているにも関わらず、今のところはバイリンガル

なのであり、それは、その学校の教育とは全く関係がないと言える。 

バイリンガル教育のタイプ 

世界には多様な目的と、その目的に合った教育システムがあるが、ベーカーは、単に共通のパタ

ーンをもって分類するのではなく、世界的な研究成果に基づいて、バイリンガル教育の 10 のタイ

プを系統立て、『Foundations of Bilingual Education and Bilingualism（バイリンガル教育とバイ

リンガリズムの基礎）』を出版し 4 版を重ねた。この本は非常に高い評価を得ており、岡 秀夫は

その第一版を和訳し、その邦題『バイリンガル教育と第二言語習得』において、バイリンガリズ

ムと第二言語習得の強い関係性を示唆している。筆者はここでベーカーと岡によって用いられた

バイリンガル・チャートを提示する。 

バイリンガル教育のタイプ 

バイリンガル教育の弱形* 

教育プログラムのタイプ 

生徒

のタ

イプ 

教育言語 

（授業で使われる言語） 

教育的／

社会的目

的 

言語的成果 

サブマージョン（言語的少数

派話者が、多数派言語を学ぶ

言語

的少

数派 

多数派言語 同化 モノリンガリズ

ム 



ために設定されたイマージョ

ン） 

（単一言語主

義） 

多数派言語を学ぶための補習

授業によるサブマージョン／

シェルター型英語（学習者の

ために簡易化された英語） 

言語

的少

数派 

主流派言語／別の場所に、第

二言語（L2）**として主流派

言語を学ぶ生徒を集めて行う

補習授業 

同化 

モノリンガリズ

ム（単一言語主

義） 

隔離主義的 

言語

的少

数派 

母語である少数派言語 

（強制で選択の余地がない） 

アパルト

ヘイト

（隔離政

策） 

モノリンガリズ

ム（単一言語主

義） 

移行 

言語

的少

数派 

少数派言語から多数派言語へ

の移行 
同化 

相対的 

モノリンガリズ

ム（結果的にほ

ぼモノリンガル

となる） 

主流派言語を母語とする生徒

の外国語学習 

言語

的多

数派 

多数派言語／第二言語

（L2）・外国語（FL）** 

限定的成

果 

限定的バイリン

ガリズム 

分離主義的 

言語

的少

数派 

少数派言語 

（その集団が自らの意思で選

ぶ） 

分離／自

治 

限定的バイリン

ガリズム 

 

バイリンガル教育の強形 

教育プログラ

ムのタイプ 

生徒のタ

イプ 

教育言語 

（授業で使われる言語） 

教育的／社会

的目的 
言語的成果 

イマージョン 
言語的多

数派 

第二言語（L2）**に重点をお

いたバイリンガル教育 

多元的共存／

文化的豊かさ 

バイリンガリズムと

バイリテラシー 

維持／言語の

継承 

言語的少

数派 

第一言語（L1）に重きを置い

たバイリンガル教育 ** 

維持／多元的

共存 

バイリンガリズムと

バイリテラシー 

二方向／二言

語 

二言語混

在 

多数派＆

少数派 

少数派言語＆多数派言語 
維持／多元的

共存 

バイリンガリズムと

バイリテラシー 

主流派言語バ

イリンガル 

言語的多

数派 
多数派言語の二ヶ国語 

維持／多元的

共存 

バイリンガリズムと

バイリテラシー 

* ケースによっては、バイリンガル教育の弱形は実際にはモノリンガル教育といえる。 

**L2=第二言語 L1=第一言語（母語） FL=外国語 



上記のチャートの一番右の列に示されるように、弱形であるか強形であるかは生徒が主にどのよ

うな言語的成果を得たか、バイリンガルになったか否か、バイリンガルを維持しているか否かに

よって決まる。バイリンガル教育の強形の場合には、読み書きも二言語で行われ、結果的にバイ

リテラシー（二言語での読み書きがある程度できること）となる。一方、授業が主に一言語で行

われている場合には、バイリンガルの生徒がいたとしても、それは学校システムによる成果であ

るとは言えない。単に、移民やマイノリティーの子どもたちの母語が危機にさらされており、そ

の社会で支配的な言語のモノリンガリズム（単一言語主義）に移行する途中であるだけかもしれ

ない。多数派言語であるか少数派言語であるかは社会の主流派の視点から決定されるのに対し

て、母国語（L1)であるか第二言語（L2）・外国語（FL）であるかは、常に学習者の視点によっ

て定義づけをされるべきである。 

右から２つめの列では、バイリンガル教育の様々な教育的・社会的な目的が、改めてキーワード

を用いて提示されている。中央の列では、授業において実際に使われる可能性のある言語パター

ン、特に教師が教える際に使う言語の種類が示されている。つまり、10 のタイプのバイリンガル

教育は、生徒の言語的背景、授業で使用される言語、政策の意思決定権を有する国や地方の機関

が設定した教育目的、卒業するときに生徒が実際に身に付けている言語レパートリーによって、

定義づけられる。 

それぞれのタイプについて述べてみよう。サブマージョン（submerge：液体中に～を沈める、の

意味の名詞形）型バイリンガル教育と移行型バイリンガル教育は、移民やマイノリティーの子ど

もたちを社会の主流に同化させるという目的に沿うものである。移行型プログラムにおいては、

授業で最初は多く使われていた母国語が、徐々に使われなくなっていく。これに対し、サブマー

ジョン型プログラムでは、より単純に、生徒たちを母国語が全く使われない授業にいきなり放り

込んでしまうので、慣れない言語による授業の中で子どもたちは、溺れたくなければ泳ぐしかな

いという選択の余地の無い状況に追い込まれる。これらのプログラムは実際にサブマージョンと

いう名前で呼ばれているわけではなく、通常、生徒たちを早急に社会に適応させ、将来的に生計

を立てることができるよう支援するものとして信じられている。しかし、結果として、母国語の

能力を失い、認知的なダメージを負うケースが多い。例えば米国では、未だに、彼らにとっても

第二言語である英語で行われた標準テストの結果をもとに、英語力不足、知的障害があるといっ

た汚名を着せられる場合がある。 

同じく上記のチャートにあるサブマージョンの二つ目のタイプには、シェルター型英語（訳注：

もともとは英語を母国語としない生徒を別に集め、手厚い授業をすることを指したが、現在で

は、シンプルかつ教えている内容がわかりやすい簡易化された英語を使用することを言う）を用

いて授業をしたり、言語的少数派の生徒達を通常の授業とは別に集めて、授業で使われる多数派

言語そのものを勉強させることによって、使用言語の変化によって子どもたちが受けるショック

を和らげるという目的がある。日本のいくつかの都市においても、言語的少数派の生徒を各学校

から集めて、第二言語としての日本語を学ぶための補習授業を行っている。その欠点としては、

補習に参加した生徒が通常の授業内容を学ぶ機会を失うことにより、より一層、主流派である他

の大勢の生徒から孤立してしまうという点が挙げられる。バイパエ（Vaipae）は移民の家族に面

接して行ったアンケート調査を通して、「日本においては、住んでいる期間や学校に通っている

期間が長いにも関わらず、誰一人として日本人の同級生たちと同レベルの学力に達している生徒

が見られなかった」と指摘している（2001, p. 228）。 

主流派言語の生徒が学ぶ外国語の授業もまたバイリンガル教育の弱形である。これは、主流かつ

多数派の言語を母国語とする生徒が外国語を週に数時間学ぶというパターンであるが、生徒がバ

イリンガルになるのには、第二言語に触れたり、実際に使ってみたりする機会が足りない。外国

語を学ぶ必要性や使えるメリットを感じる環境からはほど遠い中で、この方法では、バイリンガ

ルになるには量的にも足りず、始めるのも遅すぎると言える。赤ちゃんはあらゆる言語を区別で

きるが、その臨界期はとうに過ぎてしまっている。第二言語の発音を母国語と同様に身につける



ことができるのは 8 歳まで、それほど苦労せずに外国語を習得することができるのは思春期の頃

までであると言われている(Glinkoff & Hirsh-Pasek, 1999, pp. 23-24, 138)。これが、日本における

英語教育や、米国をはじめとする、一つの言語が支配的である国々における外国語教育が一般に

抱える困難な状況である。 

バイリンガル教育弱形の残りの二つは、隔離主義と分離主義にもとづくものである。この二つ

は、少数派集団を社会の主流から隔離して学校では彼らの母語を使用するため、子どもたちが参

加できるという限りにおいて、似ているように見える。しかし、その決定的な違いは、少数派グ

ループの人々が教育で使われる言語を自らの意志で選択できているか否かにある。隔離型では、

社会の支配的なグループが、コミュニケーションの手段としてはるかに広く使用されている、ス

ワヒリ語・アラビア語・英語・フランス語といった言語で教育を受けるという選択肢を少数派集

団から奪ってしまっているのである。このやり方によって、支配的グループは少数派グループが

社会的地位を上げるのを阻み、限られた資源と社会発展に寄与する経済的機会を独占し続けてい

る。一方、分離型では、少数派グループが、自分たちの言語や文化、宗教を守るために、社会の

主流派の強い影響を受けないよう故意に主流派から距離をとろうとするものである。ある米国の

先住民の実例をあげてみよう。子どもたちが英語のポピュラーな文化の強い影響を受けて、自ら

の言語や価値観に目を背けてしまっていることに気づいた。社会的主流派言語を避けるのは困難

であるために、若い世代には英語が母国語となるのは免れない。それでも、アメリカの影響を避

け自らの言語で教育を行うことにしたのである。 

バイリンガル教育の弱形の多くは、社会の主流派が外国語を学ぶタイプを除いて、移民及びマイ

ノリティーの子どもたちを対象としたもので、効果が低く、既存の社会秩序を脅かすようなこと

はほとんどない。強形に話を移すと、多数派言語を母語とする子どもたちにとっての良い成功モ

デルは、イマージョン方式であり、通常、社会的ステイタス、文化的な意味合い、経済的価値の

高い外国語について当てはまる。イマージョンと（少数派言語の子どもたちに対する）サブマー

ジョンの違いは、ひとえに選択の問題である。つまり、イマージョンがプールの底に向かって飛

びこむようなものであるのに対し、サブマージョンは無理やりプールに突き落とされるようなも

のである。多数派の子どもたち、少なくともその両親が、学力を最大限に伸ばそうとイマージョ

ンによるバイリンガル教育を選択するのに対し、サブマージョンは、学習者が置かれた事情がそ

うさせるのである。少数派の家族に対し国が決めた政策は同化であり、その政策に従う学校で彼

らが遭遇する状況がサブマージョンという結果となるのである。 

イマージョンは、ケベック州というフランス語を母語とする人が大多数を占める地域を有するカ

ナダで始まった。カナダは英語とフランス語を公用語とするバイリンガリズム、先住民のイヌイ

ットやその他の少数派に配慮した多文化主義を国策として進めてきた(Shapson & D'Oyley, 

1984) 。トロントの学校の生徒の 40％は外国生まれである (Ritchie, 2006)。イマージョンのバイ

リンガル教育はカナダで広く、長年にわたって実施され、他国の学校にも採用されるようになっ

ていった(Bostwick, 2004)。日本にも、英語のイマージョン教育を実施している学校があり、静岡

県の加藤学園を対象にして実施された調査においてもその効果が実証されている(Bostwick, 

2001)。逆に、米国並びにオーストラリアにおいて、日本語のイマージョン・プログラムを実施し

ている学校もある。 

イマージョンのバイリンガル教育においては、通常のカリキュラムがある程度まで学習対象とな

っている言語で行われ、言語ではなく内容に焦点を当てた外国語教育とも呼ばれている。しか

し、もし第二言語が一年を通して半分も使われていないのであったなら、それは厳密に言えば、

イマージョンとは考えられず、第二言語が充実しているといった程度のものだ(Genesee, cited in 

Bostwick, 2004)。50％を大幅に下回る場合は、チャートの弱形の中で紹介した、主流派が外国語

を学ぶタイプである。幼少期を過ぎてからのバイリンガル教育については十分な研究がなされて

いないし、あまり注目もされていないが、コンテントベース（焦点は言語ではなく内容にある）

で外国語としての英語（English as Foreign Language=EFL）を学ぶ授業では、例として筆者が教



える大阪女学院大学をあげると、50％程度を英語で行うという形をとっている。フレッド・ジェ

ネシー氏の講演会に参加したときのこと、筆者の質問に対し、彼は「高等教育において、外国語

としての英語の授業をコンテントベースで行うものは、イマージョンのようなものと言えるだろ

う」と答えた。 

イマージョンと呼んでもいいかどうかは、そのカリキュラムが設定された基準に適合している必

要があるだろう。同じバイリンガルの学校でも第一言語と第二言語の使用される割合が年によっ

て変わる傾向があることから、部分的なイマージョンと、完全なイマージョンという分類もあ

る。また、就学前から開始される場合には早期イマージョン、小学校中学年頃から開始される場

合には中期イマージョン、中学校入学頃から開始される場合には後期イマージョンと分類され

る。他の外国語プログラムと比べてイマージョン教育には厳密な基準があるが、多くの研究によ

って、イマージョン教育を受けた生徒は母国語の能力を失うこと無く、効果的なバイリンガル教

育プログラムによって、学力的にも、認知的にもよい効果を得ていると示されている(Bostwick, 

2001)。 

言語の維持と継承のためのプログラムの目的は、少数派グループの民族的アイデンティティ、文

化、言語を保持していくことにある。特に、移民のコミュニティにおいては、移民の最初の世代

や、出身国にいる人々とのコミュニケーションのチャンネルを維持していく必要がある。バイリ

ンガル教育を通して、移民の子どもたちは自分たちのルーツを失うことなく、多数派の社会に馴

染んでいくことができる。日本における韓国人学校や中国人学校はこのタイプである。これらの

学校の生徒の多くは、日本で育った日本語のネイティヴ・スピーカーであり、中学校では英語の

教育も受けるために、バイリンガル、もしくはマルチリンガルになることが多い。 

二方向／二言語併用のバイリンガル教育はイマージョンに似ているが、少数派言語の生徒と多数

派言語の生徒がなるべく同じくらいの人数になるようにクラスを構成し、カリキュラムの半分を

少数派言語、もう半分を多数派言語で行い、学生同士が相互に第二言語を教えることが特徴であ

る。このプログラムにおいては二つの言語が同じように価値のあるものとして扱われ、生徒たち

は互いから学び合うことができる。この例としては、英語と日本語の二方向／二言語である聖学

院アトランタ国際学校、ドイツ語と英語の二方向／二言語であるウィーンのバイリンガル教育の

学校（岡,2003pp. 51-52）が挙げられる。 

10 のタイプのバイリンガル教育の内、強形の最後のひとつは主流派（メインストリーム）バイリ

ンガルと呼ばれ、インターナショナルスクールやヨーロッパの学校に多くみられる(Baker, 2006, 

p. 227)。これは、多数派言語の子どもたち、もしくは、英語のような国際言語が母国語であり暫

定的にその土地に住んでいる子どもたちを対象としている。ベーカーは最新版で、これを多数派

言語を母国語とする人々のバイリンガル教育と呼んでいる。「このような学校は、人口の多くが

既にバイリンガルもしくはマルチリンガルであるような社会（例、シンガポールやルクセンブル

グ）や、バイリンガルになることを望む現地の人々や海外駐在者が多い社会（例、日本で英語と

日本語で学ぶ）に存在している」 (ベーカー, 2006, p. 250)。、「多数派言語を母国語とする人々

のバイリンガル教育は、カリキュラムの内容の一部が生徒たちの第二言語で教えられることを意

味する。ヨーロッパにおいて、しばしば内容と言語の一体化学習（CLIL）と呼ばれるものであ

る」 (p. 251)。 

本稿の結論 

世界には多数のバイリンガル教育があるため、その説明をする今回は、バイリンガル教育を分析

するシリーズの 3 つの論文の中でも、一番長いものとなった。それぞれのタイプは、一つ目の論

文で説明したバイリンガル教育の様々な目的から導きだしている。特に一つ目とこの二つ目の論

文で提示した 10 のタイプと目的のチャートは、最後の論文においても基本的な情報となる。三つ



目の論文では、10 の基準を示すワークシート、日本及び海外の 10 の事例をあげながら、バイリ

ンガル教育のタイプを詳細に分類していく。すべての論文を合わせることで、バイリンガル教育

という観点において世界のあらゆる教育制度で使われている言語が分析できるだろう。 
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バイリンガル教育とは３：バイリンガル教育の事例を分析する 

スティーブ・マッカーティ（大阪女学院短期大学・大学 教授） 

2014 年 2 月 28 日掲載 

要旨： 

このシリーズでは、第１回でバイリンガル教育の多様な目的に焦点を当て、第２回では、それら

の多様な目的から発生したバイリンガル教育のタイプについて詳しく述べた。弱形のバイリンガ

ル教育の方が一般的であるが、子どもたちをバイリンガルに育て・維持するのは、強形のバイリ

ンガル教育のみである。また、バイリンガルと呼ばれているものの、モノリンガルに近く、バイ

リンガル教育の形を全く成していないプログラムもある。第１回、第２回のチャートや情報と、

最終回である本稿を合わせることにより、バイリンガル教育のタイプという視点から、あらゆる

学校システムにおける言語の使用方法を分析することが可能になる。筆者は、大学の外国語の授

業で、バイリンガリズムとバイリンガル教育をテーマにコンテンツベース（内容重視）で英語を

教えているが、そのレッスンプランを立てる際に用いる教育学的なアプローチをとって、この論

文を進めていく。分析の対象として、日本および海外の学校システムの 10 の事例を紹介する。ま

た、10 項目のチェックリストは、学校システムにおける言語の使用方法をさらに分類する際の基

準となる。第１回で提示した 10 の目的別のチャートと第２回で詳しく述べたバイリンガル教育の

10 のタイプについてのチャートを参照することで、バイリンガリズムという分野で確立された基

準により、世界各国の学校の様々な状況を分析することができるだろう。 

はじめに 

最終回となる今回の目的は、レッスンプランを通して、今回を含めた３つの論文で学んできた情

報や分析スキルを活用することにある。そのプロセスは、まず、学校システムで使われている言

語を検証し、バイリンガル教育のどのタイプに属するのか分析していくというものである。最初

に 10 の事例を挙げるが、大学の授業での経験から、この３つの論文に、学生たちがバイリンガル

教育を正しく分類するのに十分な情報がつまっていると考えている。学ぶべきことは、個々の事

例に対する答えではなく、ある社会の意思決定者が意図したことと、その結果もたらされた教育

のタイプ、そして、その間にある因果関係を推測するといった分析のスキルを身につけることに

ある。ここに示した事例だけでなく、世界のどんな状況においても、学校で使われている言語に

ついての十分な情報があれば、学校現場で起こっていることとその文化的な背景は、すべて理解

することができるであろう。 

レッスンプラン：学校における言語使用の事例をバイリンガル

教育のタイプに分析する 

授業の中で学生たちは最初に、第１回で述べた 10 項目からなる「バイリンガル教育の異なる目

的」について学び、ディスカッションを行う。例えば、「どの目的が社会全体の利益にかなうも

のと考えるか」などについて、学生たちは話し合う。更に学びが進んだ場合には、どのタイプの

バイリンガル教育、もしくは学校システムが、どのような異なる目的から発生しているかを予測

する。学生はそこで、10 の目的のリスト、この論文の最後にあげるワークシートにある細かな基

準と共に、10 の「バイリンガル教育のタイプ」のチャートを用いて、次に挙げる「教育に関係す

る言語の事例」を分析していく。筆者のクラスでは、学部生が理解しやすいように、また、説明



の時間を節約するために、Baker（2001）による英語の原文と岡秀夫（1996）のその日本語訳の

二言語、つまりバイリンガルによる、目的のリストとタイプのチャートを配っている。セミナー

や会議においてこの実践を行う場合は、参加者が知っている他の学校システムで使われている教

授方法を例として一人ずつ説明してもらい、その後に、この論文で示した基準に従って、グルー

プで分析をしていくというやり方も可能であろう。 

以下にあげる最初のチャートは、該当するすべての言語が学校で実際に使用されているか否かに

関わりなく、それら二つ以上の言語が教育システムに関わっている、日本及びその他の国々の事

例を提示している。よって、国や地方の機関がバイリンガル教育と呼んでいるシステムであって

も、続くワークシートによって、バイリンガル教育の 10 のタイプには当てはまらず、バイリンガ

ル教育では全くないと決定づけられるものもあるだろう。その理由は、主に、教師が教える際に

使う言語が一つに限られているという点にある。この論文の基本課題は、10 項目の目的のリスト

と 10 のタイプからなるバイリンガル教育のチャート、10 項目の基準で分析して行くワークシー

トを用いて、次にあげる 10 の事例をバイリンガル教育のタイプ別に分類していくことである。 

教育に関係する言語の事例 

1. 日本では、小学５年生で英語の勉強を始め、中学校では週数時間の英語学習の時間が設けられて

いる。これは、国際言語である英語が、子ども達の将来の学習やキャリアにとって価値があるだ

ろうという考えに基づいている。 

2. 日本では、南アメリカやアジアからの移民が、他の外国人はあまりいない小さな都市で仕事をし

ている。その子どもたちは通常の公立学校で学ぶ以外の選択肢はない。 

3. 日本には、韓国・朝鮮と中国の民族学校がある。そこでは、それぞれ韓国語・朝鮮語あるいは中

国語、及びその文化を学ぶことができる。そこに日本語と相応の英語が加わり、生徒は、バイリ

ンガルもしくはある程度のマルチリンガルになる。 

4. アメリカのインディアンの部族たちは、言語や文化を守るために、子どもたちを地元に留めよう

とする。そのため、必要なときには英語を用いるが、基本的に母語で教科を教えている。 

5. アフリカのある地域では、黒人系アフリカ人が政府の援助から取り残され、児童労働のような問

題を抱えている。その子どもたちには、地域言語で学ぶか、あるいは、貧困から抜け出す力とな

り得るスワヒリ語、アラビア語、フランス語、英語のような国際言語で学ぶかの選択の機会がな

い。このようなアフリカの村は、地元の言語で自分たちの教育を実施せざるを得ない。 

6. カナダのイヌイットの多くは、自分たちの言語と文化を維持していきたいと望んでいるが、同時

に、北アメリカの他の人々とのビジネスの必要性を感じている。政府は、自らの言語を守ってい

くイヌイットの権利を認め、子どもたちが母語とともに英語も学んでいけるよう支援している。 

7. カナダ人の大多数は英語を話すが、ケベック州のほとんどの人々はフランス語を母語とする。カ

ナダは、英語とフランス語の二言語を公用語とし、バイリンガルとマルチカルチュアル（多文化

主義）を政策として進めている。ケベック州の多くの学校では、授業の半分以上を英語で行って

いる。 

8. アメリカにやってきたメキシコ移民は、スペイン語を母語とするために、学校やアメリカ社会に

適応していくのが困難であると考えられている。そのため、移民の子どもたちは、簡単な英語で

教えられるか、定期的に通常の授業からは離され、第二言語（ESL）として英語それ自体を学ぶ

授業を受けさせられることが多い。 

9. ウイグル族の子どもたちが受ける教育は中国語に限られている。政府は、国際ニュースで流され

るプレスリリースで、これを「バイリンガル教育」と称した。最近では、ウイグル族の生徒たち

は学校の寄宿舎で生活することを強く奨励され、両親に会えるのは休暇のみとなっている。 

10. アメリカンスクールの一部では、半数が英語のネイティブスピーカー、もう半数がスペイン語

（もしくは日本語を含む他の母国語）のネイティブスピーカーで、クラスを構成している。カリ

キュラムの中では、二つの言語が交互に使用され、二つの文化は同じように価値あるものとして

扱われる。生徒たちは互いに助け合っている。 



最後に、次のワークシートを使うことにより、いかなる学校システムについても、その核となる

要素を分析し、これまでの３つの論文で提示してきたチャートを参照することによって、それぞ

れの事例がバイリンガル教育のどのタイプに当てはまるのかを結論づけることができる。筆者

は、バイリンガリズムやバイリンガル教育について大学で教えているが、２・３年の学生たち

が、太字の選択肢から選択することで、教育における言語の事例をより簡単に分析できるように

以下のワークシートを開発した。ワークシート上に丸をつけるという単純な方法で、学生たちは

あらゆる事例を分析しながら、文章を組み立てていくことができる。グループで作業を行うこと

ができ、まず、ひとりの学生がグループで行った分析を「私たちの考えでは・・・」と教室の皆

に対して発表することから始める。この方法により、大学２〜４年までの英語を専攻している学

生たちであれば、バイリンガル教育のタイプを合理的に分析し、結論づけることができる。 

 

 

バイリンガル教育の事例分析のためのワークシート 

私たち（私）は、こう考えます・・・ 

1. この社会のリーダーたちは、自分のコミュニティに存在している異なる言語を［問題／資源／権

利／資源かつ人権］として捉えている。 

2. このリーダーたちは、子どもたちが母語を話すことを［変えよう／保とう／促そう］としてい

る。 

3. この教育は、言語的［多数派／少数派／多数派及び少数派］の生徒たちのためのものである。 

4. これらの生徒たちに対する教育は、主に彼らの［母語／第二言語／外国語］で行われている。 

5. この教育の目的は、［言語的少数派を多数派の文化に同化させること／主流となっている文化か

らある民族を分離させること／少数派言語・民族的言語の維持／多数派言語の生徒たちの強化／

言語的多様性と多文化主義の奨励］である。 

6. この教育システムの結果、あるいは生徒たちの成果は、［エリート（選択的）／民族的（状況

的）］であり、［加算的バイリンガリズム／減算的バイリンガリズム／バイリンガリズムではな

くモノリンガリズム］である。 

7. これは、バイリンガル教育の[強形である／弱形である／どのタイプでもない］。 

8. その理由は［生徒がバイリンガルであっても、その母語が学校で使われていないから／生徒が全

ての教科を母語で学んでいるから／生徒が母語で外国語の授業を受けているから／生徒は二つの

言語で学んでいるが、バイリンガルになるほど十分ではないから／生徒は二言語で十分な教育を

受け、意思の疎通をし、バイリンガルに（おそらくはバイカルチュラルにも）なっているから］

である。 

9. このタイプのバイリンガル教育は［サブマージョン／補習授業、もしくはシェルター型の第二言

語によるサブマージョン／隔離主義的／移行／主流派言語を母語とする生徒の外国語学習／分離

主義的／イマージョン／言語の維持あるいは継承／二方向・二言語／主流派言語バイリンガル］

である。 

※その事例がイマージョンと呼ばれていなければこれで終了です。イマージョンと呼ばれている

場合には、10 に進んでください。 

10. これは［第二言語の使用率が 50％未満であるため、個人にとって、また文化的な面では充実した

授業である／部分的なイマージョンである／完全なイマージョンである]。これは［イマージョン

ではない／早期イマージョン（就学前から）である／中期イマージョン（小学校中学年頃から）

である／後期イマージョン（中学校入学頃から）である］。 

 



ワークシートの項目１と２は、学校に異なる母語を使用する生徒がいるという状況に際し、政策

の意思決定者がどのような施策をとるか、その動機に焦点を当てている。項目１は、意思決定者

の姿勢を検証するもので、「政治的権力者は、言語を問題・資源・権利のいずれかとして見な

し、それを元に、異なった政策を行っていく」という Ruiz（1984）の考えを適用した。 「言

語」は多様な意味を持っているが、ここでいう「言語」は、接触する、あるいは同じ地域で使用

される違った言語という意味で、筆者は捉えている。同様に、「権利」については、国際連合の

母語に関する人権協定、及び言語的人権に関する学識に基づいたものである（Skuttnabb-Kangas 

& Phillipson, 1995）。これらは同時に、項目２において言及している、母語の維持、あるいは、

第一言語の習得が第二言語の獲得の支えにもなるという生徒にとって最もいいと思われるシナリ

オの考え方をとらず、使用言語を変えてしまおうという政治的権力者の権限にも関わっている。 

項目３と４は、生徒の実像を、生徒の観点から明らかにするものである。項目５は、バイリンガ

ル教育のタイプを分ける基準に伴って、その学校システムの目的を明確にする。項目６は、バイ

リンガリズムのタイプという観点から、生徒が達成しうる学校システムの成果を精査するもので

ある。手短に言えば、エリートのバイリンガリズムは、幸運な多数派が選択したバイリンガリズ

ムであり、これは選択的とも呼ぶことができる。一方で、フォーク（民族）バイリンガリズム

は、移民やマイノリティーが共通に直面する状況であり、選択によるものではない。ゆえに、状

況的と呼ぶことができる（詳細はマッカーティ 2010 を参照）。加算的バイリンガリズムとは、

第一言語を失うことなく追加的に第二言語を習得する、個人にとって有益なバイリンガリズムの

ことである。これは主にバイリンガル教育の強形の場合である。一方で、減算的バイリンガリズ

ムとは、第二言語が第一言語に置き換わるようにして習得されるバイリンガリズムのことであ

り、認知的な不利益をもたらすものであり、母語しか話せない両親や親族から子どもたちを遠ざ

けかねないものである。項目６は、教授にひとつの言語しか用いていない学校システムは、生徒

をモノリンガルのまま、もしくはモノリンガルにするという傾向があるため、そのような事例は

バイリンガル教育ではない、そのように結論づけるか否かの選択肢を含んでいる。エリート／フ

ォーク（民族）の違いは、大抵の場合、加算的であるか減算的であるかの結果に反映されるもの

であるが、分離主義的バイリンガル教育という例外的な存在も含めており、この項目は、異なる

バイリンガル教育のタイプを可能な限りカバーしていると言える。 

項目 7 は、それぞれの学校システムがどのように主張しているかに関わらず、前項までの、生徒

が獲得しうる言語的成果などの項目の分析に基づいて、それぞれのバイリンガル教育のタイプを

強形、弱形、モノリンガルに分類していくものである。項目８は、項目７の具体的な理由の選択

肢を提示しており、その他の基準と合わせて、項目９において、それぞれの事例のバイリンガル

のタイプを結論づけることができるようになっている。 

項目 10 は、教育プログラムがイマージョンと呼ばれている場合の追加の質問項目である。イマー

ジョンプログラムは効果的であるとされているが、その人気と魅力的な響きゆえに、イマージョ

ンもしくはバイリンガル教育を実施していると不正確に主張する学校も多々ある。それは、専門

的知識が足りないためであったり、多くの生徒が入学前から二言語以上を話すことができたり、

既にバイリンガルであったりすることに起因する。バイリンガル教育の強形とは、いかなる場合

でも、少なくとも二言語で授業を行うことにより母語と第二言語の両方の習得を促進するもので

ある。 

バイリンガル教育に関する３つの論文のまとめ 

結論として、この３つの論文で紹介した基準と分析のスキルを学ぶことによって、また、10 の目

的のリストと 10 のタイプのチャートを使いながら、10 項目のワークシートに記入していくこと

によって、10 の事例として提示したような多様な学校システムを、バイリンガル教育のタイプに



分類していくことができる。バイリンガリズムについてのより詳しい情報は、下記リンクより参

照していただきたい。 
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