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在米ブラジル人の生活と子どもの教育
－移民第二世代の教育に関する日米比較への視座－

拝野　寿美子

1.　研究の目的

本稿は、在日ブラジル人第二世代との今後の比較研究を視野に入れつつ、在米ブラジル人の生

活と子どもの教育について概観するものである。

2008年秋に発生した世界的経済危機に直面し、移民受け入れ国では外国人労働者の失業率の高

さが社会問題化している。日本も例外ではない。1990年の改正入管法施行以降、右肩上がりで滞

日者数が増加していたブラジル人を中心とする南米出身者の失業問題は、現在メディアで盛んに

取り上げられている。日本の雇用が住居の供給を伴う性格上、失業はそのまま寮あるいは社宅か

らの退去につながるため、生活の基盤が一度に根こそぎ奪われることとなる。このような現状か

ら帰国の動きが活発化する一方で、住宅ローンを抱えていたり子どもが日本の生活に慣れていた

りするため、帰国に踏み切れない者も多い。「ブラジルはもっと職がない」「いずれ自分たちの労

働力が必要になる」との思いを抱え、職を追われてなお日本に踏みとどまろうとするブラジル人

も少なくない 1。

一方、サブプライムローン問題で今回の経済危機の発端となった米国には、ブラジルの経済が

大きく後退した1980年代から移住が進み、現在100万人以上のブラジル人が居住する 2。なかでも、

マサチューセッツ州（以下、MA州）は、フロリダ州、ニューヨーク州に次ぐブラジル人集住地

として知られており、20万人が住むと言われている（Marcus 2003）。筆者が調査した 2009年 2

月時点では、失業による帰国者も多いが、それよりも深刻とされたのは非合法滞在による強制収

容である 3。MA州のブラジル人の 75％が非合法であるといわれ、現在ブラジル人を対象とした

強制収容が相次いでいる。不当逮捕による強制収容についてはエスニック・メディアでも連日報

道されており、ボストン市内でブラジル人を中心にデモも展開された（Brazilian Times）。ブラ

ジル人は恐怖感を抱き、裁判などに訴える権利があることすら知らずに国を離れることが多い。

場合によっては、米国生まれの子どもなどと離れ離れになることもあるという。

一方、子どもの教育を日米で比較すると、大きく異なるのはブラジル人学校の有無であろう。

経済危機に直面し、日本におよそ 90校あったブラジル人学校は閉校が相次いでいる。就学者も 4

割程度減少していることがわかっている（朝日新聞）。その反面、この時期になっても日本の学校

からの転入を求めてブラジル人学校を訪れる親子が存在しているのも事実である 4。

1. 2009年 3月 16日付け朝日新聞朝刊および、大泉町（2009）。
2. 2007年 3月の Current Population Surveyでは、全米で約 34万人となっているが、非合法滞在者が多いため正確な人数

は不明である（Camarota 2007）。この数は確認できた最低限の人数という認識であり、ブラジル外務省は最低でも 84万人、
最高で 149万人と把握している（http://www.abe.mre.gov.br/avisos/brasileiros-no-mundo）。

3. Rocha氏（Centro do Imigrante Brasileiro理事長） および Siqueira氏（University of Massachusetts Lowell準教授）へ
のインタビューより。

4. 2009年 3月 17日に行ったブラジル人学校Ａ校校長へのインタビューより。
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ブラジル人学校が設立された経緯については既に明らかになっているが、そこには日本の学校

への不適応や、来日前あるいは帰国後の教育の連続性の確保、子どもにポルトガル語を（で）学

ばせたいという親のニーズがあった。また、ブラジル政府（教育省）も、日本語がアルファベッ

トを使用する言語ではないためブラジル人の子どもにはなじみにくいということを、ブラジル人

学校の相次ぐ設立を追認する理由とした。ブラジル人が２番目に多く住む隣国パラグアイはスペ

イン語圏であり、ポルトガル語との類似性が高いこと、また両国がMERCOSUL（南米南部共同体）

に属していることで、初等・中等教育卒業資格が両国で相互に認められていることにより、ブラ

ジル人学校の需要は少ないと推測することができる。

日本の約 4倍のブラジル人が住む米国において、義務教育就学年齢を対象とするブラジル人学

校設立の動きは見られない。同じブラジル人移民でありながら、在留国によってこのような差異

が生じるのはなぜか。米国には「現地校への不適応」や、「来日前あるいは帰国後の教育の連続性

の確保」、「子どもにポルトガル語を（で）学ばせたい」という親のニーズは不在なのであろうか。

その理由も含めて明らかにすることで、「移民と教育」「越境と教育」という理論構築への足がか

りとしたい。

MA州はブラジル人の米国内で第 1位（27％）の目的地となっており（City of Boston, 

2007）、すでに多くのブラジル人研究が蓄積されている（Galvão 2005, Martes 1999, Sales 1999, 

DeBiaggi 2002など）。また、州内でも都市によって公立学校におけるバイリンガルプログラムの

有無が異なり今後の比較研究の可能性も広がるため、米国内の考察にあたっては当地を研究対象

にすることとした。

筆者は 2009年 2月 17日より 21日の 4日間、ボストンにて関係者へのインタビューを中心に

予備調査を行った。本稿執筆に当たり、先行研究やその他のインタビューと合わせ、この調査で

得られたデータも引用する。

2.　MA州在住ブラジル人の概要

MA州は 2008年の人口推定では米国内で 15位の人口規模（約 650万人）を持ち、外国生まれ

が人口に占める割合は 14.2％と米国平均（12.5％）を上回る地域である。1620年に最初のピュー

リタンが上陸し、独立運動でも大きな役割を果たした歴史的地域である。これまで、米国の玄関

口の一つとして、多くの移民を受け入れてきた。

1980年代に労働目的で移住し始めたニューカマーであるブラジル人が年々増加してきているこ

とは、ブラジル人の母から生まれた同州新生児数の推移にも表れている。1999年から 2007年の

9年間で 3倍以上の増加がみられる（表 1参照）。
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表 1　MA州新生児の母親の国籍別内訳の推移	 	 	 	 	 　　( 人 )

年
母親の国籍

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

米国 - - - - 36,818 35,329 33,118 32,662 31,876

プエルトリコ  4,418  4,520 4,532 4,487 4,318 4,286 4,414 4,591 4,755

ブラジル  799  1,033 1,282 1,518 1,655 1,801 2,058 2,434 2,512

ドミニカ  1,555  1,632 1,619 1,760 1,852 1,745 1,807 1,941 2,010

エルサルバドル   658    736 799 853 833 981 1,046 1,198 1,193

ハイチ   1,017  1,026 1,026 1,085 1,145 1,145 1,136 1,064 1,155

中国  1,179  1,293 1,254 1,478 1,356 1,520 1,376 1,442 1,559

州の合計 80,866 81,852 81, 014 80,624 80,167 78,460 76,824 77,670 77,934

出所 :  Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Health Statistics (Research and Evaluation, Registry of 
Vital Records and Statistics) 

ブラジル人はボストンおよびその近郊に集住している。特に多いのは、ボストン西部のタウン

であるフレイミングハム（Framingham）およびボストンに隣接するケンブリッジ（Cambridge）

やサマービル（Somerville）、そしてボストンである。ボストン市内においては、北西部のオール

ストン・ブライトン（Allston/Brighton）地区に多く住みエスニック・ショップも複数展開されて

いる（写真 1、2参照）。

写真 1　 オールストン・ブライトン地区のブラジル人向け
ヘアサロン（左）とブラジル向け引越し業者（右）
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MA州に特に多いのは、ミナスジェライス

州、なかでもゴヴェルナドール・ヴァラダレス市

（Governador Valadares：以下、GV市）出身者で

ある。同市は 1940年代、雲母採掘により経済的

に発展したが、その際多くの米国人が採掘や関連

産業に従事するために同市に滞在した。なかには

米国に戻らず同市で英会話学校を開設した者もい

る。1960年代の米国への移民の流れは、同校が受

講生にボストンへの語学留学および就労機会を与

えたことにも関係する。80年代、90年代にこの流

れは拡大し、1997年には、GV市全世帯の 18％が少なくとも家族で 1名を米国に送り出しており、

これは全人口 21万人の 6.7％に達した。現在では同市のすべての世帯の家族、親類あるいは友人

に、米国移住経験者、移住者、移住希望者がいると言われている（Siqueira 2008）。今でもMA

州で発行されているエスニック・メディアには、GV市の不動産情報が掲載されている（Brazilian 

Times）。

しかしながら、ボストンおよび近郊にブラジル人が集住するようになったのは、GV市を起点

とするチェーンマイグレーションの結果だけではない。そこには、19世紀末から顕著になるポル

トガルやその植民地（主に現在のカボ・ヴェルデ）からの移民により、すでにポルトガル語生活

圏が確立していたことが大きな影響を与えている（DeBiaggi 2002）

2-1.　ボストン：ポルトガル語話者の結節点

ボストンは大西洋に面した港湾都市であり、独立前より多くの移民の玄関口となってきた。ポ

ルトガル人もその例に漏れない。19世紀後半には捕鯨や漁に携わるアソーレス諸島出身者を主と

した移民の第一波が起こった。この際、ポルトガルの植民地であったカボ・ヴェルデ人を同伴す

ることも多かった。マデイラ島についてはプロテスタントに改宗した島民が紆余曲折を経て米国

に入国するようになる。1921年に米国で国別移民割当て制度が導入されたことにより移民数は激

減するが、1958年にアソーレス諸島を襲った火山の噴火と地震の被災者は難民として米国入国を

許された。1965年の移民改革法で国別移民割当て制度が廃止されると、1980年代初頭まで毎年

1万人以上のポルトガル人が米国にわたるようになる（Pap 1981）。2000年の米国センサスによ

ると、MA州には 279,722人のポルトガル人が居住している。ポルトガル人とともに渡米してき

たカボ・ヴェルデ人も、ボストン近郊に集住している。ちなみに、ポルトガル人の母から生まれ

た 2007年の新生児数は 952人、カボ・ヴェルデ人のそれは 991人となっていることから、今で

も両国から一定数がニューカマーとして入国していることが窺える。

以上のような経緯により、ボストンおよびその近郊にはポルトガル語の生活圏が形成されてき

たことがわかる。実際、現在州内に 6箇所の支所を持つマサチューセッツポルトガル語話者協会

写真 2　 オールストン・ブライトン地区のブラジル移民
センター（Centro do Imigrante Brasileiro）
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（Massachusetts Association for Portuguese Speakers：以下、MAPS）は、1970年に設立され

ている。本拠地をポルトガル人が集住するケンブリッジに置くこの組織は、設立当初はポルトガ

ル人およびアフリカの旧ポルトガル植民地出身者を対象に活動していたが、1980年代からのブラ

ジル人の増加に伴い、活動の対象をブラジル人に拡大している。ブラジル人が集住するオールス

トン・ブライトン地区、フレイミングハム、州北部のローウェル（Lowell）にも支所を置く。同

組織のスタッフは、理事長でポルトガル人の Paulo Pinto氏（14歳でポルトガルから両親ととも

に移住）を筆頭に、ブラジル人、カボ・ヴェルデ人、インド

のゴア出身者など、ポルトガル語圏諸国地域出身者をそろえ

ている（写真３参照）。この組織は、州からの補助金を得て

運営しており、移民の地位向上にむけた各種会議のメンバー

にもなっている。

このように、ボストンおよびその近郊は、ブラジル人ニュー

カマーの雇用及び生活に関する情報をポルトガル語で得るこ

とができる地域であり、ポルトガル語話者の結節点となって

いることがわかる（写真４参照）。

2-2.　ブラジル人の相互扶助組織 5

ブラジル人の増加に伴い、利用対象をブラジル人に絞った自助組織も相次ぎ設立されていった

写真 3　ケンブリッジにあるMAPS本部

写真 4　 ケンブリッジにある金物屋。ポルトガル、米国、ブラジル、アソーレスの旗が翻っており、
店員はポルトガル語も話す。

5. それぞれの組織の設立経緯、関係性については Sales(2006)を参照のこと。
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（Sales 2006）。例えば、1995年に開設された労働問題の解決を主たる業務とするブラジル移民セン

ター（Centro do Imigrante Brasileiro）（写真２）は、ブラジル人が集住するオールストン・ブライ

トン地区に所在している。労働者や移民の権利などに関する講習会を開いているほか、電話相談も受

け付けている。毎週水曜日の夜には、賃金不払いや不当解雇などにあった労働者がセンターに集まり、

職員がその場で解決のためのアドバイスに当たる。理事長である Fausto Mendes da Rocha氏と、電

話の応対を担当している職員が一人専従している他、法律の専門家、大学教員などが協力者として名

を連ねている。米国連邦労働安全衛生局（The Methuen, Braintree and Springfield Area Offices 

of the Occupational Safety and Health Administration）や、労働安全協議プログラムマサチュー

セッツ部局（Massachusetts Division of Occupational Safety, Consultation Program）と連携して、

移民労働者の安全と健康を守る取り組みも行っている。一方、1995年に設立されたブラジル人女性

の相互扶助グループであるブラジル女性グループ（Grupo de Mulheres Brasileiras：以下、GMB）

は、MAPS のオールストン支所の一室で、発足時から代表を務めるHeloísa Maria Galvão氏が専

従している。ここでは、レベル別の英語教室を展開しているほか、天然素材の洗剤を用いた掃除方

法の講習会などを行っている。この講習会については、ブラジル人女性が最も多く従事している職業

がハウスクリーニングであることからも、その有用性を理解することができる。移民のジェンダー役

割の変化については、広く知られている。ブラジル人女性についても例外ではない（DeBiaggi 2002, 

Galvão2005など）。ブラジルでは専業主婦であったり、拡大家族の手助けによって子育てと仕事を両

立したりしていた女性たちは、渡米後、家事、育児、仕事を全て一人でこなさなければならなかった。

夫は仕事をかけもちすることが多く、夫の休日を待っていたのでは生活はままならない。自ら車を運

転し、子どもの学校の送迎や各種手続きなども担うようになる。家庭内でより自立した成員になるの

である。そのような女性たちが相互扶助組織を作ることは自然の流れであろう。

2-3.　職業

先にも触れたように、ブラジル人女性の職業のトップはハウスクリーニングである。男性の職

業は建設業、皿洗い、ウェイターなどが上位となっている（Cobweb 2008）。在米ブラジル人の

職業は性別によって大きく異なり、日本のように男女ともに製造業のラインに就いているのとは

異なる。工場労働者も少ない。社宅があるわけではないので、住居は自分で用意する必要がある。

高い家賃を支払うために、親戚や友人と同居する者も多い。また、ボストンのブラジル人就労者

の約 13％は自営業で、市の経済活動に大きく貢献している（City of Boston 2007）。

よりよい雇用先を得るために英語の習得が必須であることは、多くのブラジル人が認識すると

ころである。エスニック・ビジネスも発達しているので、英語を全く学ぼうとしない者もいるが、

MAPSや GMBの英語教室は盛況で、ボストン市内の民間の英語学校もブラジル人が多く受講し

ている 6。英語習得の必然性については、子どもの教育に対する親の姿勢からも見て取ることがで

きる。

6. ボストンに居住する日本人大学院生 K氏へのインタビューより。
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3.　子どもたちの教育

子どもの英語習得については家族が米国社会の情報をより早くより幅広く収集するため、ある

いは子どもを米国社会のメインストリームに統合させるという目的において重要視されている。

ここでは、MA州の移民子弟に対する教育政策および子どもの母語維持について考察を進める。

3-1.　教育政策

米国は、合法、非合法滞在にかかわらず、ハイスクールまでは就学義務がある。ブラジル人の

子どもたちの多くは公立学校に就学している。MA州は米国でもっとも早くバイリンガルプログ

ラムを導入した州の 1つであるが、住民投票によって 2002年に同プログラムは廃止され、現在

は英語習得プログラム（Sheltered English Immersion Program：以下、SEIP）が実施されている。

例えばサマービルで行われている SEIPは原学級に戻すのに 3年の猶予が与えられている。フレ

イミングハムの公立学校は SEIPではなく、タウン独自のバイリンガルプログラムを実施してい

る 7。

現在、非合法滞在者の高等教育への門戸は実質的には閉ざされている。州立の大学やカレッジは、

非合法滞在者を州外居住者として扱うため学費が各段に高くなる。実質的には入学の段階でシャッ

トアウトしていると言えよう。このような扱いの是正を求める議員立法が州議会で検討されてい

るが、既に数度否決され今日に至っている。現在の州知事は 2020年の教育改革完全実施にむけて、

非合法滞在者への州内居住者と同額の学費の適用を引き続き検討すべき事項として残している。

3-2.　教育戦略

学齢期のブラジル人の子どもたちの多くは公立学校に就学しており、日本のような高い率で起

きている不就学問題は表面化していない。法的身分にかかわらず就学義務が生じていることが大

きく影響していると言える。ハイスクールに通うブラジル人の子どもたちを対象とした調査によ

ると、他の高校生は週末や長期休暇中のみアルバイトをするのに比べ、ブラジル人の子どもたち

は平日放課後もアルバイトをしている割合が多い。家計を助けるために働いている子どももいる

（Sales 2008）。

親は、子どもにより早く英語力をつけさせたいと、わざわざバイリンガルプログラムがない学

校に就学させる場合もあった。また、原学級でついていけるだけの学習英語力がついていないう

ちに、バイリンガルプログラムからの取り出しを要求する親もいる（Sales 2008, Souza 2000）。

子ども自身も、英語力を養うことにより将来どこに住むことになったとしても、より良い職業に

7. フレイミングハムの公立学校では、スペイン語とポルトガル語を母語とする子どもたちのためのバイリンガルプログラム
が用意されている。そこで一定の英語力をつけたあとは Sheltered English Programに移行して、母語のサポートを受け
ながら英語で学ぶことになる。スペイン語とポルトガル語以外を母語とする者は ESLで学ぶため、母語のサポートは受け
づらい。（http://pages.framingham.k12.ma.us/bilingual/index.htm）。移民の子どもに対する米国全体の教育政策の変遷
については、バトラー（2008）を参照のこと。 
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つけると認識している（Mota 2008）。このように、英語力をつけることで米国社会への統合や雇

用の確保を親子で夢見ている。しかし、現実には、彼らが身につける英語力で優位にたてるのは

家庭内やブラジル人コミュニティ内、あるいはポルトガル語話者グループ内にとどまっていると

いう報告もある（Sales 2008）。

英語力を身につけても、非合法滞在者という身分が高等教育へのアクセスを実質的には不可能

にしているため、第二世代である彼らも結局は親と同じハードな仕事に、親よりも早期に就かな

ければならないという結果になっている（Sales 2008）。また、非合法であることでいつかはブラ

ジルへの帰国を余儀なくされることも十分考えられるため、結果的には母語維持を怠ると帰国後

の不適応につながるという指摘もある。

3-3.　母語の維持

多くの学校でバイリンガルプログラムが廃止されていく中、母語の維持に貢献する教会の活動

が報告されている（Mota 2008）。ブラジル人が多く集うあるプロテスタントの教会では、日曜学

校（聖書の勉強会）の間ポルトガル語だけしか話さなかった子どもにはキャンディーが配られる。

普段、英語で会話をしている子どもも、「教会では英語はあまりなじまない」と言う。このような

活動を通じて、子どもは母語維持の必要性を理解していくという。Rocha氏も同様のコメントを

している。日曜学校では、年長者が年少者にポルトガル語で聖書の内容を伝えているという。そ

こでは、年長者はポルトガル語を読み、話せなければならない。実際、Rocha氏が子どもたちへ

のポルトガル語教育を担っている学校として唯一把握しているのは、あるプロテスタント教会が

週に 3回行っている After Schoolという取り組みである。詳細について知ることはできなかった

が、調査時点では、頻度を週 5回に増やすための準備期間ということで、一時的に閉鎖されていた。

頻度を増やすためには州の担当部署による査察を受ける必要があるとのことで、その準備をして

いたのである。頻度を増やす計画からは、子ども向けのポルトガル語教育に対して、一定の需要

があることが明らかとなった 8。

サマービルの公立学校の SEIP教員によると、この教員が担当しているのは 6年生～ 8年生ク

ラス、つまり 10歳以降で来米している生徒であるため、その時点で習得している生活言語として

のポルトガル語を忘れてしまうということはないという。彼らはインターネットなどを通じてブ

ラジルの友人や親せきと常に連絡をとっていることが、その大きな要因であると指摘する。また、

メディアの影響も大きい。日本同様、米国でもブラジルのテレビ番組を有料で視聴することがで

きる。学習言語については、バイリンガル教育が廃止されたことにより、米国到着後に習得する

のは英語のみとなったため、年齢に見合ったポルトガル語の学習言語を新たに習得することは困

難であるとのことだった。そこには家庭の文化的背景も影響しているという。この教員が担当し

てきたブラジル人児童・生徒はブラジルの地方出身者であることが多く、両親の教育水準も低い

8. MAPSが開講しているポルトガル語コースの主な受講者は、ブラジル人の顧客開拓を目的とした地域に開業している米国
人歯科医師や弁護士などである。
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ため、家庭内での学習言語力の補強はほとんど期待できないとのことである。

4.　分析の視点

以上、MA州におけるブラジル人の生活と子どもたちの教育について概観してきた。その中で、

在米ブラジル人に特徴として、在日ブラジル人移民第二世代の教育について比較研究する際に有

効と思われる以下の点が浮き彫りとなった。

（1）非合法滞在者が多い。つまり、入出国が日本のように自由ではない。

（2） 不条理な強制収容が横行している。つまり、ブラジル人であることを公にすることにリス

クがある。

（3）高校まで就学義務がある。

（4）バイリンガルプログラムが廃止される傾向にあり、英語習得のみの政策に移行している。

（5）非合法滞在者には高等教育への門戸が実質的に閉ざされている。

（6） 米国社会への統合だけでなく、家庭の米国での生存戦略として親子ともに英語の習得を重

視している。

（7）教会、NGOなど相互扶助組織が充実している。

（8）新来者の家庭の社会文化的水準の低下がみられる。

（1）と（2）は、米国における法的身分に関するものである。非合法滞在者であることにより、

在日ブラジル人のような国境間越境を繰り返す生活パターンは作りにくい。米国内で一定期間定

住する決意をある程度固めて渡米している可能性が高い。これは子どもへの「ブラジルの学校と

の教育の連続性」の配慮を必要としない。また、ブラジル人の家をノックしてパスポートを提示

させ強制収容に踏み切っているような昨今の強引な入国管理の手法がとられていることで、ブラ

ジル人は自分たちがブラジル人であることを知られないよう、ポルトガル語を話すことを躊躇す

るようになるのではないだろうか。非合法滞在者には、子どもの母語は費用をかけてでも維持す

べきものであるとは認識されなくなるだろう。

（3）から（5）については、教育政策として括ることができよう。実際のところ、ハイスクール

を卒業する段階では中退者も多く発生するというが、日本のような高率の不就学は起こってない

と思われる。SEIP教員や NGO関係者のインタビューからも、履修登録が高い割合で行われてい

ることが確認できた。

（6）については、英語という言語がもつ力、優位・有意性への信頼である。将来的に居住国がかわっ

たとしても、英語は必ず役に立つものとして認識されている。

（7）について、特に子どもの母語維持に教会が果たす役割は大きいと思われる。実際、子ども

むけのポルトガル語教室として把握されているのは教会のみである。

（8）については、親の教育水準が低いことが指摘された。家庭内で話されるポルトガル語もシ
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9. メキシコ国境を越えての不法入国の経緯やその危険性については矢持（2008）を参照のこと。
10. 移民の国ブラジルでは、「ドイツ人は入植するとまずはじめに教会を作った。日本人は入植するとまずはじめに学校を作っ

た」と言われる。コミュニティの核となる存在は、エスニック・グループによって異なる。

ンプルなものであるという。80年代に入国した移住初期のブラジル人は専門職についている者が

多く、米国の観光ビザを取得することが可能な層であったが、近年主流となっているのは国境越

え（ビザなし）であることからも、この点を確認することができる 9。

5.　考察

これまでの分析により、在日ブラジル人学校に期待されている「日本の学校への不適応の受け皿」

や「教育の連続性の確保」、「ポルトガル語を（で）学ぶ」という基本的な機能が、在米ブラジル

人がおかれた種々の状況（米国の教育政策や非合法滞在者という法的身分など）により、必要と

されていないと考えることができる。特に、母語・母文化の維持については、家庭内で重要視さ

れていないわけではないが、英語習得の優位性・必要性がそれを上回っている。そのなかで、母語・

母文化維持のために教会が果たす役割についてはこれまで以上に注目すべきであろう。実際、ポ

ルトガル移民によってケンブリッジに建てられたカトリック教会（Igreja de Santo Antonio）には、

大航海時代のポルトガル人を称えた詩人カモンイス（Camões）の像が立っている。移民にとって

教会は、情報収集地でありエスニック・アイデンティティを確認・発揚する場なのである。After 

Schoolの頻度を増やす計画があることから、子どもへのポルトガル語教育ニーズがある程度ある

ことも確認できた。ただ、この活動の内容を詳細には聞けていない。ポルトガル語を（で）学ぶ

ことへの需要があることはわかるが、子どもたちを放課後安全な場所で過ごさせたいという保護

者の要求と考えることもできる。教会はコミュニティの核のような存在であることから、教会が

行う教育活動には母語・母文化維持に対するエスニック・コミュニティとしての考え方やその影

響力が如実に表われるのではないだろうか 10。

本稿では、教育の連続性や母語・母文化の維持に関する家庭内の教育戦略は、在留国における

法的身分、教育政策、家族の社会文化的背景、在留国の主要言語の地位や経済的地位をはじめと

する外的要因に大きく影響されていることが確認された。先行研究において、子どもにポルトガ

ル語を学ばせたい理由としてよく挙げられていたのは、「帰国したときに、子どもたちが祖父母や

親せきとコミュニケーションができるように」というものだった（例えば Galvão 2003）。また、

「ブラジル人が持つ独創性や寛容さは他にはない性質である」「ブラジル人としての誇りを持って

ほしい」といった声はボストンの NGO関係者や在日ブラジル人学校関係者が口にする言葉であ

る。エスニックなこと・ものへの思い入れやブラジルへの思いといったいわば内的要因については、

さらに検証すべき課題として残されている。

また、主流社会とエスニック・グループとの関係性についても言及していない。母語・母文化

を維持するための体制は、この権力構造内の政治手段として整えられることがある。先に触れた

「母語・母文化維持に対するエスニック・コミュニティとしての考え方やその影響力」にも関連す

る事柄として留意すべきであろう。
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ボストンはポルトガル語話者の結節点として機能している点も合わせて指摘した。言語の引力

が話者を引きつけているという意味では「ポルトガル語圏」エンクレーブと呼ぶことができよう。

しかしながら、同言語話者とはいえポルトガル人、カボ・ヴェルデ人、ブラジル人のいずれも米

国においては異なる人種カテゴリーに属している。言語以外の側面から主流社会との関係性や歴

史性などを考察することで、エンクレーブ内の多様な力関係を発見できる可能性もある。この点

については新たな課題として留保しておく。
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A vida dos brasileiros nos Estados Unidos e a educação de seus filhos:
para realizar um estudo comparativo da segunda geração dos brasileiros no 

Japão e nos Estados Unidos.

Sumiko Haino

O objetivo deste artigo é analisar a condição de vida dos brasileiros e a educação de 

seus filhos que residem nos Estados Unidos, especialmente no estado de Massachusetts. Pode-

se citar as seguintes situações dos brasileiros nos Estados Unidos como pontos diferenciais das 

dos no Japão. 

1.  A maioria deles é indocumentada e isso dificulta a ida e volta livre entre os EUA e o 

Brasil. 

2.  Há um certo risco de revelar-se brasileiro por causa da deportação injusta 

frequente.

3. Até o ensino médio é obrigatório.

4.  O programa bilingue tende a ser extinto e sendo transferido ao programa de 

imersão em inglês nas escolas públicas. 

5.  A possibilidade de acessar ao ensino superior é muito limitada para as pessoas 

indocumentadas.

6.  Tanto os pais quanto os filhos valorizam nuito a aprendizagem da língua inglesa 

como uma estratégia familiar de sobreviver nesse país e ser integrado à sociedade.

7.  As organizações de ajuda-mútua, incluindo as igrejas, são solidárias e têm 

funcionado bem.

8.  Há tendência de declínio no nível socio-cultural das famílias récem- chegadas.

Através da análise desses ítens, podemos dizer que nos Estados Unidos as condições 

para escolas brasileiras serem estabelecidas não são suficientes. Além disso, a estratégia 

educacional dentro do lar é muito influenciada pelos fatores externos. Mesmo assim, neste 

estudo não puderam ser suficientemente abordados os dados familiares e pessoais e a relação 

entre o grupo étnico brasileiro e a sociedade americana. O sistema para manter a língua 

materna ou a cultura brasileira, por vezes, poderá ser formado como meio político dentro 

da estrutura do poder. Esse também é um fator que deve ser observado, relacionando-o à 

“influência da comunidade étnica na manutenção da língua e cultura maternas” antes referido. 

Independentemente do referido acima, citei a cidade de Boston como ponto nodal 

de falantes de português, formando-se um enclave lusófono. Nesse enclave, deverá estar 

ocorrendo algum movimento dinâmico ou relação entre cada grupo, ou seja, português, cabo- 

verdiano e brasileiro, do ponto de vista histórico ou da posição dentro da sociedade americana. 

Gostaria de deixar esse assunto para o meu próximo estudo.

（神田外語大学非常勤講師）


