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米国の公共図書館における成人リテラシー

支援プログラムの現状と課題 
 
1. はじめに 

 近年，情報通信技術の進展によって，公共図書館に

おいても，地域住民の情報リテラシー習得支援が図書

館サービスの重要な柱となると言われている(1)。米国

の公共図書館では，その情報リテラシーの基礎となる

英語の読み・書き・算の能力であるリテラシー

（literacy）の習得支援が重要なサービスとされ，実践

されてきた(2)(3)。今日，リテラシーという場合，それ

は単に文字の読み書きができるという技術的な能力で

はなく，成人が実生活を営むのに 低限必要な読み書

き能力，つまり機能的リテラシーという考え方に依拠

している。すなわち，公共図書館による成人の英語の

リテラシー習得支援は，人々が地域社会で生活を円滑

に営むことの支援に直結している。以下，公共図書館

における成人の英語のリテラシー習得支援サービスの

現状及び問題点について見ていくことにする。 
2. 米国における移民と図書館サービス 

 多民族国家である米国は，多様な人種・民族で構成

されており，公共図書館においても多様な言語・文化

に対応したサービス（多言語に対応したコレクション

構築等）が必要とされる。アフリカ系，ヒスパニック

系，アジア系移民は，総じて英語のリテラシーが低い，

あるいは全く英語の読み書きができない状態にある。

そのため，公共図書館の成人向けリテラシー支援は，

移民等のマイノリティと呼ばれる集団に対する英語の

リテラシー習得支援が中心となる(4)。 
英語のリテラシーの欠如が重大な問題とされてい

るのは，単に読み書きができないだけにとどまらず，

就職の際の障害となったり，地域コミュニティからの

疎外等を生み出しているからである。例えば，フィッ

シャー（Karen E. Fisher）等によるニューヨーク市

クイーンズ区公共図書館における移民向けリテラシー

支援プログラムのアウトカム（outcome）調査では，

プログラム参加者のアウトカムとして，彼等の（友人

や近所の人々との交流等による）社会的ネットワーク

の拡大が挙げられている(5)(6)。すなわち，移民の人々

は，ESL（English as a Second Language）クラス

等に参加し，リテラシー技能を高める中で，他の参加

者や図書館員との人的交流によって副次的に様々な恩

恵（自尊心の高まり等）を受けていた。逆に言えば，

リテラシーの欠如によって，移民の人々は，移民コミ

ュニティ外の他者との交流をほとんど持たない，地域

コミュニティから孤立した状態に陥ってしまう。それ

ゆえ，公共図書館による成人のリテラシー支援は，移

民等の人々が日常生活を送る上で非常に重要なサービ

スとして位置づけられる。 
3. 米国の公共図書館における成人リテラシー支援の現状 

 1996 年に，ウォレス財団（Wallace Foundation：
WF）は，図書館主体の成人向けリテラシー支援プロ

グラムを支援するために LILAA（Literacy in Libraries
Across America）イニシアチブを開始し，公共図書館

が提供している成人向けリテラシー支援プログラムに

対してより効果的な戦略の立案及び実施のための援助

を行なっている(7)。また，これらリテラシー・プログ

ラムの成果検証のため，WF と米国教育省の教育研

究・改善局（Office of Educational Research and
Improvement）から資金を受け，2000 年から 2003
年の 4 年間に渡り，MDRC（Manpower Demonstration
Research Corporation）とハーバード大学の全

米成人学習・リテラシー研究センター（National
Center for the Study of Adult Learning and Literacy）
は，オークランド公共図書館やニューヨーク公共図書

館等 5 図書館における 9 つの成人向けリテラシー支援

プログラムに関する戦略の立案・実施及びその効果等

を調査している。以下，2005 年の 終調査報告から，

先進的とされる公共図書館における成人向けリテラシ

ー支援プログラムの現状を見ていく(8)。 
 LILAA プログラムの生徒達は，多様な集団から構成

されていた。例えば，生徒の 60%は女性であったが，

黒人，ヒスパニック系，アジア系等と人種構成そして

その年齢構成も多様であった。その一方で，自分自身

の低いリテラシー技能を向上させたいという希望は共

通していた。全体的に，生徒達のリテラシーのレベル

は低かった。 
 生徒達がプログラムに参加した期間は，リテラシ

ー・レベルを向上させるのに必要な時間に達していな

かった。例えば，プログラムの 3 分の 2 の生徒が，6
か月以内にプログラムから脱落していた。また，生徒

達はリテラシーに関わる活動に平均 58 時間を費やし

ていたが，リテラシーのグレードレベルを 1 つ向上さ

せるには 100時間から 150時間必要であることから学

習時間が十分でないことがわかる。LILAA イニシアチ

ブが開始されてからも，生徒の授業への参加期間は依

然として低い水準で，生徒の参加パターンに実質的な

変化はなかった。また，LILAA プログラムは，生徒の

プログラムへの参加期間の短さなどの類似した問題に

直面してはいるが，プログラムにおける問題の深刻さ

はそれぞれの地域事情を反映しており，多様であった。 
 プログラム参加者の成績に関しては，標準テストの

評価において，若干の改善が見られた。 
 生徒が学習を継続していく上での課題に関しては，

生徒達は，リテラシー学習を妨げる多様な障害に直面
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していることが明らかになった。例えば，多くの生徒

達は，健康上の問題，あるいは薬物乱用の経歴があっ

た。また，生徒の中には移住して間もない状況の者も

いた。生徒の学習を継続させるには，当然これら個人

的・環境的障害に対処していく必要がある。学習の継

続を推進していくためには，託児所の設置や交通手段

の支援など社会サービス（social services）の充実と，

教授法や設備の改善などプログラム自体の改善という

2 つの方法がある。プログラムの多くは，社会サービ

スを展開していくのに乗り気ではなく，プログラムの

改善に力を注いでいた。これは，社会サービスに余分

なコストがかかるだけでなく，リテラシー習得支援と

いう本来の図書館の役割と相反するとする図書館員の

考えや利用者のプライバシーに立ち入らないという米

国図書館界の見解等にも起因している。 
 また，生徒達のプログラムの参加や脱落の形態には

多様なパターンがあることがわかった。例えば，個人

的・環境的障害は特にないが明確な目標を持てないた

めに学習に集中できない生徒，あるいはその逆のパタ

ーン等があった。総じて，生徒の学習を継続させるに

は，公共図書館は，プログラムの改善に加え，現実的

な社会的支援や地域の他の社会サービスに関する情報

の提供等を行っていく必要があるだろうとしている。 
4. 成人リテラシー支援に伴う問題 

 公共図書館が成人のリテラシー支援を行っていく上

で，留意すべき問題がある。成人向けリテラシー支援

は，人々の社会参加を促進する一方で，多様な言語・

文化の抑圧を招く危険性も伴っている。すなわち，英

語の学習を自明視することは，先住民や移民等のマイ

ノリティの言語・文化を抑圧しかねない。 
 現在，連邦議会で審議が進められている「包括的移

民改革法案（Comprehensive Immigration Reform
Act of 2006；S2612）」において，「英語公用語化条項

（National English Amendment）」が盛り込まれ

ている。英語の公用語化は，先住民や移民等の言語・文

化の存在を無視することにつながる危険性がある(9)。

すでに，この条項に対しては，ALA によって反対声明

が発表されている(10)。公共図書館は，マイノリティ住

民の母語資料の収集などの多文化サービスの実践を踏

まえ，多様な言語・文化を有する人々に対して，多文

化共生の観点から成人に対するリテラシー支援を行っ

ていく必要があるだろう。 
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