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2. 多様性
2.1 図書館における文化を超えた意識を高めることにより、様々な
言語を話す人々に対しサービスを提供する
～日本、米国でラテン系アメリカ人、ブラジル人、ラティーノ (1)、
ヒスパニック系の人々にサービスを提供することについて～
Sandra Rios Balderrama
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（図書館コンサルタント
サンドラ・リオス・ボルダーラマ）
はじめに
米国のアリゾナから報告します。遠く離れたこの地
から、報告できてとても光栄に思っています。我々は

を加え、調整して、自分達に合うように変えていくこ
とは出来ますし、そこから新しいアイデアが生まれる
こともあるのです。

異なる時間帯、緯度、経度に暮らし、異なる言語を話
し、文化的価値観も異なっていますが、我々には公共

本稿は網羅的でも、科学的でも、計量可能なもので

図書館を訪れる全ての人に優れた図書館サービスを提

もありません。移入民 / 移出民、そして多文化主義に

供したいという共通の願いがあるのではないかと考え

関する主題は非常に複雑で、継続的な調査、研究、そ

ています。私は日本の公共図書館について、そして日

して学習に値するものです。代わりに、私は皆さんに

本図書館協会（JLA）について幾つかのウェブサイト

24 年間の公共図書館での司書、現役の学生、教育者、

で学ぶことが出来嬉しく思っていますが、ウェブサイ

指導者、多文化主義と多様性の信奉者としての、そし

トや文献にはあまり多くの情報はなかったため、日本

て最後にメキシコからの移民の孫としての見解を示

についてはわずかな知見や手がかりしか得ることが出

したいと思います。

来ませんでした。申し訳なく思っています。また JLA
は国際図書館連盟（IFLA）のメンバーであることが

本稿はみなさんに話しかけるように書かれていま

わかりました。残念ながら、私は（まだ！）日本を訪

す。みなさんの国や私の国の話をすることもあります

問したことがなく、ほんの基本的な幾つかの挨拶以外

し、皆さんの言語や私の言語の話もします。そうする

は日本語も話せません。言葉の限界についても申し訳

ことで “we
（我々）
” という感覚を伝えたいと思ってい

なく思います。本稿を訳してくれる翻訳者に感謝しま

るのです。
「我々」は私達が今共に同じ努力をしてい

す。翻訳は技能であり、芸術です。

ることを意味しています。また「彼の」
「彼女の」と
いう言葉を同じ意味で使います。これらの言葉の使い

本稿で、私は我々両国の文化的条件が、多文化的な

方については説明もいれています。ラテン系アメリ

背景をもつ人々と文化を超えて効果的に仕事をする際

カ人とラティーノ / ヒスパニックについては本稿末尾

にどのようなものが妨げになるか、また文化的能力が

の「注釈とレファレンス」の部分で説明しています (1)。

いかに我々の仕事を促進し、強化してくれるかについ

また末尾には私のメールアドレスも掲載しておりま

て述べたいと思います。日本に住むラテン系アメリカ

すので、今後も皆さんとの対話を続けていければと期

人に対するサービスに皆さんが関心を寄せられている

待しています。我々の知恵の結集を互いに共有し、さ

ことに応えて、ここではラティーノ / ヒスパニックに

らにまた他の国へと分かち合っていくことが大切な

対するサービスの戦略について語るよう要請されてい

のです。

ます。最終的にはラテン系アメリカ人に対するサービ
スの具体例や、彼らの持つ文化的価値観についても述

献辞

べ、米国の事例や情報源へのリンクも提供するつもり

本稿を私の同僚であり、1990 年代にカリフォルニ

です。ひな型や事例はどの国でも、そして、おそらく

ア州オークランドを訪問中に出会った井上靖代さん

は同じ国内のどの図書館においても、完全に翻訳して

に捧げます。私達が再び出会ったのは 2005 年 11 月、

応用することはできないものです。しかし、事例に手

Thinking Outside the Borders Leadership Institute

※本稿は、国立国会図書館の 2006 年度調査研究事業の成果物である。
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でのことでした。これはイリノイ大学国際図書館プロ

(2) 多文化図書館の効果的なリーダーシップ

グラム・モーテンソン・センターとイリノイ州立図書

日本語や英語を話せない人たちを援助しようとした

館が共同開催したものです。長年にわたり井上さんと

り、1、2 の新しい童謡や指遊びをスペイン語やポル

連絡を取り続けることが出来とても嬉しく思っていま

トガル語で行って子供向けのお話しの時間を持とうと

す。

する図書館で働く「ありふれた」リーダーがいる。こ
うしたリーダーの行為は「単に自分の仕事をしている」

(1) 多文化サービスを届けるための基盤
多文化および移民コミュニティに対するサービスに
必要なものは

と表現される。しかし、こうした行動のための決意は
小さくて、簡単に見えるかもしれないが、勇気ある洞
察と努力に基づいたものなのである。そこでは、任命

••国、政治、異文化、およびグローバルな手腕を有
する図書館の指導者

されたリーダー（図書館長や管理職者）は決定を行い、
リソースを配分し、そして将来の計画を立てる権限を

••組織の文化的価値としての多様性

与えられている。多文化をめぐる問題、特に移民に関

••多文化図書館サービスを提供するスキルの訓練を

する問題は、どの市、郡、図書館、そして国において

受けた図書館スタッフ

も意見が二極化している問題であるため、異文化間環

••機関としての文化的能力

境に、効果的に向かう能力を発揮するのに、我々はこ
うしたリーダーに頼ることになる。外国人排斥や人種

我々がグローバルなビジョンを持つ多文化主義者で

差別主義の現実は別として、反移民的反応は異なるも

あれば、上記は我々皆が達成すべく努力しなければな

のへの恐れ、見知らぬものに脅かされているという感

らない理想的な状態である。日米ともに、移民や新参

覚、そして国の文化の喪失や弱体化の恐れから来るも

者を受け入れてこなかった大きなコミュニティに囲ま

のである。

れ、リソースの少ない非常に小規模な図書館があるこ
とを私は理解している。リストに挙げられた要素のう

多文化のリーダーは、お互いに尊敬と公開されたコ

ち１つか 2 つだけを満たしている大規模な図書館もあ

ミュニケーションの方法を大切にしなければならない。

る。我々は皆、国や地域が変化し、図書館がそれに対

文化的背景や組織における地位に関わらず、人からは

応しようと努力している「進行中」の過程にある。あ

何かしら学べるのだということの理解が、この方法の

なたの図書館がどの程度理想的な状態の範囲にあるか

裏にはある。文化を超えたグループが歩み寄りと理解

ということにかかわらず、公共図書館は、そのコミュ

を通じて活動するとき、文化的価値の相違はどちらか

ニティに新しく入ってきたと思われる人に手を差し伸

が優れている、劣っているといった上下のあるもので

べ、彼らの故郷についての読み物を備え、インターネッ

はなく、単なる相違であり、互いに尊敬されるべきも

トが使え、彼らの新しい国やその言語について学ぶこ

のであるということをリーダーは理解している。よい

とが出来る場所であり、書籍やインターネット、新聞、

リーダーは国際的な移民問題に対する意識が高く、同

DVD、プログラムなど公共図書館にあるものすべて

時に全く見知らない移民に対しても共感している。そ

を通じて世界の文化や文学について学ぶことに関心を

のようなリーダーは、国境や障壁ではなく、文化と文

寄せる家族や人々を歓迎する場所であることを、彼ら

化の架け橋を築くという公共図書館の役割を理解して

に知らせたいという地域の図書館司書が持つ基本的な

いる。

想いは重要で価値のあるものである。
図書館内や、さらに大きくは親組織において、序
文化的能力とは何か？

クロス（Terry Cross）は

次のように定義している。

列に基づく決定がなされるかもしれないが、
「頂点に
いる」人々は、図書館の利用者と直接接している図書
館スタッフの意見を常に考慮し、取り入れていく必要

「1 つのシステム、機関または専門家集団として

がある。そのようなリーダーは、こうした意見を考慮

共有する行動、態度、ポリシーの集合体であり、

に入れて決定を行い、リソースを配分し、図書館サー

これによって、そのシステム、機関、専門家集団

ビスの価値のアドヴォカシーを行っていく。米国では、

は異文化間状況で効果的に機能するようになる。
」(2)

任命されたリーダーとの関係において「short power
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distance（権力との距離が小さいこと）」（文化の側面

とさらに大きな枠組みである「知的自由に関す

の一つ）が好まれる傾向にある。これはスタッフや図

る声明」の一部でもある、言語の多様性の価値

書館利用者が、自分たちは任命されたリーダーにアク

に関する #53.3.1 を含む歴史的決議に続くもの

セスし、自分たちが懸念していることやアイデアを直

である (4)。

接伝えることが出来ると考えていることを意味してい

33
3IFLA は多文化主義、多文化コミュニティ、そし

る。たとえ、図書館長や政府のリーダーと直接話を

てサービスのためのガイドラインの定義を提供

するという前例がないような「large power distance

している (5)。

（権力との距離が大きいこと）」の文化的状況にあると

44
4“ R E F O R M A （ N a t i o n a l A s s o c i a t i o n t o

しても、前線で働くスタッフが、自分達の考えや懸念、

Promote Library and Information Services to

問題解決のためのアイデアを間接的に表現できるプロ

Latinos and the Spanish Speaking）” は そ の

セスがあるはずである。これは多文化主義の基本信条

目的として、a）スペイン語とラティーノ文化に

である「包括（inclusion）
」の環境を強化するもので

もとづいた図書館所蔵資料の構築、b）バイリ

ある。効果的な多文化リーダーは、たとえ非常に多忙

ンガルで多文化的図書館スタッフの採用、c）ラ

で時間が無くても、図書館のプログラムやコミュニ

ティーノの人々の図書館と図書館員に対する意

ティ活動に参加する。そこにいるだけで、リーダーは

識を高める、d）ラティーノのコミュニティの

コミュニティと図書館スタッフの努力をサポートして

情報ニーズのためのアドヴォカシー、e）他の

いることを示しているのである。任命されたリーダー

専門機関との連携を掲げている (6)。REFORMA

は特に、米国でいう “walk the talk”、つまり、自ら

は ALA の関連機関で、公共図書館司書、学校図

が語ったり書いたりしたとおりに、行動し振舞わなけ

書館司書、大学図書館司書、図書館で働く人々、

ればならない。

ベンダー、出版社などからなるメンバーが、助言、
経験、知識をもとにしばしば相談に応じている。

(3) 組織の文化的価値としての多様性
多文化の人々にサービスを提供するために図書館シ
ステムに必要なことは何か？まず、図書館自体が多様
性を尊ぶ組織的文化を持たねばならない。この価値を
図書館スタッフと市民が広く共有し、図書館サービス

図書館の文化的価値としての多様性は次のように表
されている。
11
1 任命されたリーダーの態度、振る舞い、そし
てコミットメント

の設計と計画に取り入れていく必要がある。米国の図

22
2 多文化主義を促進する人的資源／個人の慣習

書館の多様性戦略の意図は二重構造になっている。そ

33
3 多文化主義を強化する職員研修と能力開発

れは、１）図書館サービスを届けるにあたって、格差

44
4 ターゲットとされるコミュニティと共に働く

と不平等をなくす、２）“underserved”（十分なサー

人々を中に取り込み、参加を促していくよう

ビスを受けていない）とされる人々や、多数派または

なオープンなコミュニケーションと意思決定

主流文化ではない人々を歓迎し、統合し中に取り込ん
でいくこと、である。

の方法
555 結果と成果、そしてそれらの量的かつ質的分析
に注目した、サービスの継続的な評価と測定

その戦略は、一つには次のような基礎を持つ。

外部に向けては次のように表される。

111平等主義、能力主義、そして多元主義は、米国

66
6 関連する多文化図書館プログラムの実施

の基礎を成す国家的価値観である。これらの価

77
7 多言語、多文化の蔵書構築

値観と現実の間にギャップがあることがわかっ

88
8 多言語、多文化の PR ツール

ていても、我々は依然、これらの価値を理想と

99
9 コミュニティとの連携

して掲げる。

111
1文化的能力を有するスタッフと管理職による

222米国図書館協会（ALA）では多様性、知的自由、

アウトリーチ戦略

そしてアクセスの平等性という価値観を明言し

111
1最後に、サービスのデザインおよび実施に際

ている。ALA は最近、移民の権利を支援する決

し、コミュニティが参加し、アドバイスを行

議を可決した 。この決議は
「図書館の権利宣言」

うこと

(3)

287

米国の図書館事情2007

(4) スタッフトレーニングと能力開発
スタッフの能力開発とトレーニングの方法は、異文
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の問題に対する我々のアプローチがどのくらい力を
持っているかを知ることができるのである (7)。

化と出会っても能力を発揮でき、適切な図書館サービ
スを提供できるように、スタッフに力をつけることに

(6) 文化的価値の力

焦点をあてなければならない。スタッフの中には、
「や

文化的能力を高める第一歩は、我々の生活における

りながら学ぶ」者もいれば、授業や文献、また地元の

文化的価値の果たす強力な役割についての自省と気づ

大学教授やコミュニティの代表から話を聞いて学ぶ

きにある。エルテュークは、
「あなたがそうして欲し

者もいる。どの国でも、スタッフは社会化され、教育

いと思うように、他の人を扱いなさい」という「黄金

を受けているので、主流の学習方法を身に着けてはい

の法則」について述べている。これは米国でよく引き

るが、特に多文化主義においては、異なった学習スタ

合いに出される言葉であるが、彼女はここで、
「我々

イルに気づくことが非常に重要である。各スタッフは

のやり方」や「我々の好み」が普遍的に共有されて

学習という流れの中で異なったステージにいる。その

いるという前提に疑問を投げかけている。どの国の

流れは異文化・多文化への気づきから、文化的能力を

誰もが、それと共に育ったという理由で、特定の価

経験する知識へと移っていくものである。誰も一夜に

値への愛着を持っている。教育家のコルテス（Carlos

して異文化間スキルを身につけることは出来ない。そ

Cortés）(8) は、我々は米国の「社会的カリキュラム」

れは本稿の後半でも取り上げる文化的価値や偏見の強

に影響されていると語っている。彼はこの概念を、身

さ・影響のせいである。トレーニングプログラムは多

の回りのカリキュラム、組織的なカリキュラム、そし

言語の所蔵資料の収集構築から多文化プログラム、第

てメディアによるカリキュラムに分けている。もう 1

2、第 3 言語のスキル、そして異文化間コミュニケー

つの要素は「思わぬ発見をするカリキュラム」で、こ

ションのスキル、移民と国際的な人口移動の原因と見

れには「個人的な、異民族間の経験、偶然の出会い、

なされている様々な要因について読み、知識を得る

そして構造化されていない出来事」が含まれている。

こと、図書館利用者となりえる人々に対するアウト

こうした出来事は、我々の生涯を通して各人に起こっ

リーチスキルなどの全てが網羅されることになる。パ

ているものである。各人の経験は独自で異なるもので

フォーマンス評価のためのプロセスや雇用者を引き止

ある (9)。

めるための計画を含むことも大切であり、それによっ
てスタッフの異文化間能力を身につけようという努力
をサポートし、報酬を与えることになる。

あなたは時間をとって、自省し、そしてこれまでの
人生で、どのような文化的価値をいかにして獲得して
きたかを書き留めるとよい。

(5) 多様性と文化的能力
アウトリーチを担当する司書であるエルテューク
（Ghada Elturk）は文化的能力を持たずとも、多様性
という価値観とそのための行動は可能かどうかを問う
ている。

11
1家族からはどのような文化的価値を得たか？
22
2日本の市民であること、または日本人であるこ
とからどのような文化的価値を得たか？
33
3宗教的／精神的なガイダンスからどのような文
化的価値を得たか？

文化的能力が欠けていても、多様性は実現できる
か？…誰しも「正しいこと」をしたいと思っているが、
ある文化にとって正しいことが、他の文化でもそうと
は限らない。例えば、あなたがそうして欲しいと思う
ように、他の人を扱いなさいというような「黄金の法
則」を口にしたり、実行することは文化的に正しいこ

44
4自分の民族的、宗教的、伝統的遺産からどのよ
うな文化的価値を得たか？
55
5どんな予期せぬ経験が、どのように他の文化を
見る方法に影響を与えたのか？
66
6他者や他の文化に対するどのような前提や判断
が、予期せぬ経験によってもたらされたのか？

となのだろうか？他の文化に属する人々がどのように
扱われたいと願っているかを見出し、それをガイドラ

例えば米国のアメリカ人 (10) のように、こうした文

インとして使うことについてはどうだろうか？これは

化的価値のいくつかを非常に長い間持っていてはっき

ものさしの一つであり、これによって、こうした社会

りと意識している場合もあろう。中にはその価値観に
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全ての人が同じ文化と階級の人で、民族的・経済的多

ているにも関わらず、よく考えてみたことがないため、

様性は図書館の外と路上にしか見られなかったと語っ

はっきりとしない価値観もある。これらは自動的な価

ている。私は彼の正直なコメントを評価する。

値観である。われわれは世界を旅する際には、異なっ
た価値観と出会うことを期待しているが、自分の職場

(7) 諸文化間の接触

やコミュニティ、あるいは自国内でも、そうした経験

多様な環境で仕事をしたり、生活したりしているな

をするとは思っていない。時にはこれを発見したとき

ら、また他の国に旅行をしているなら、次のことにつ

の驚きが、感情的反応（恐怖、怒り、不安、混乱）を

いて考えて欲しい。

引き起こすこともあり、外国人排斥、偏見、人種差別
主義につながることもある。我々の文化的価値は、誰
が、また何が我々より優れていて、劣っているのかを
決めるふるいとなってしまう。心の中にカースト制度
を作ってしまっているのだ。文化的価値は、我々が
「我々」自身の方法で他者を見るときに使うレンズと

11
1特に心地よく感じる文化的背景の人々はいるか。
それはなぜか。
22
2特に不快に感じる文化的背景の人々はいるか。
それはなぜか。
33
3その人たち自身ではなく、どのような振る舞い、

なっており、おそらく他者の本当の姿は見えないのだ。

言語、または態度があなたを愉快にしたり、不

我々が自身の価値観を非常に強く信じている場合、ど

愉快にしたりするのか？

うやって我々とは違う人々に対してサービスを提供す
ることが出来るだろうか？

このリストを取っておいて、数日間または数週間、
こうした反応について自分自身を観察すること。

一歩下がって、立ち止まり、そして周りを見渡して、
次の演習問題に取組みでより大きな社会的な文脈で自
分自身の位置を捉えるようにしてみよう。
111日本に存在する異なる文化を全て書き出す
222あなたの図書館で働く人々の間にある全ての異
なる文化を書き出す
333あなたの図書館の利用者に代表される全ての異
なる文化を書き出す
444図書館の外や周辺、すなわち近隣の企業、学校、

複数文化の衝突は、しばしば誤ったラベル（標識）
や思い込みによるものである。
我々はステレオタイプ、誤解（misappropriation）、
また時には一般化（generalization）によりトラブル
を起こすことがある。ステレオタイプ
（コルテスが “ 精
神的拘束衣 ”（mental straightjackets）と呼ぶもの）は、
我々の視野を狭くする。それらは、文化的「アウトサ
イダー」によって形成される傾向があり、人々、個人、

住民の間であなたが気づいた全ての異なる文化

グループの価値を貶めるような記述子である。ステレ

を書き出す

オタイプを形成している人の心の中では、たとえ現実

555日本であなたが（メディアを通じて）耳にしたり、
読んだりしたことはあるが、これまでのところ

が異なる様相を呈していようとも、その記述子は常に
真実である。

出あったことの無い全ての異なる文化を書き出
す

一般化（コルテスが「柔軟な手がかり」と呼ぶも
の）は時に有用なもので、典型的には文化的「インサ

さあ、リストと、大いなる多様性と均一性を見てみ

イダー」により作られるものである。一般化によって、

よう。誰かの民族的、文化的背景を正しく判断できて

地域による、また各個人の様々な理由による例外もあ

いないこともあるかもしれないが、ここではよしとす

るという警告も含め、ある人の文化がわかるようにな

る。肌の色、特徴、また服装などから文化について仮

る。私が日本に行くにあたって期待すべきことや知っ

定することは簡単であるが、これは我々の身の回りに

ておくべきことについて、あなたに手がかりを聞くで

おける眼に見える差異の存在、またはそれがないこと

あろう。あなたが米国に来たことがない場合、あなた

に意識を向ける演習問題である。あなたのとも私のと

は私に米国に関する手がかりを求めるであろう。この

も異なる国の出身である大学図書館司書は、図書館の

ような時、我々は互いに「文化的コーチ」の役割を果
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たしており、「常に」例外はあるのだということも理

または民族的伝統への近さ、文化の同化・文化の変容

解している。

の程度、2 つの文化へのアイデンティティ、
「新しい」
国における世代、といった多くの変数により左右され

次の言い回しは、一般化かステレオタイプのどちら

る。

だと思うか？
1) コンテクスト－高低
米国のアメリカ人は個人主義を好む傾向にある。

ラテン系アメリカ人は「高いコンテクスト」である

ラティーノ、ヒスパニックの人々は皆、背が低い。

傾向が強い。これは、
「どのように」話をするかがよ

日本人は皆、物静かで遠慮がちである。

り重要であるということである。しかし米国は、
「何」

ほとんどのブラジル人はポルトガル語を話す。

を言うかがとても重要であり、話はすばやく、明確で

司書は賢くない。ただものの見つけ方を知っている

直接的にすべきであるとする非常に「低いコンテクス

だけである。

ト」な文化であり、ラティーノやヒスパニックはこの

日本には多くの異なる宗教があることに気づくだろう。

中で生活しなければならない。米国のアメリカ人はこ

メキシコ北部出身の人には背の高い人が多い。

の「高いコンテクスト」のラティーノを、
「遠まわし」

ブラジル人は皆、サンバの踊り方を知っている。

な表現をすることを理由に、自分自身を表現するのに

日本人は団体旅行しかしない。

時間がかかり過ぎていて、何かを隠そうとしているの

ほとんどの司書はダンスの仕方を知らない。

だと誤解するかもしれない。あなたもしばしば、米国

米国のアメリカ人は傲慢である。

のアメリカ人が「ポイントは」とか「問題があるなら

ラテン系アメリカ人は新しい言語を習得したがらない。

直接言って欲しいと思うんだ」と言うのを耳にするだ

ほとんどの移民は自分達の子供達の暮らしをよくす

ろう。ラティーノは米国のアメリカ人をあまりにもと

ることに関心を抱いている。

げとげしく、ふるまいががさつであると見るかもしれ
ない。これらは、ステレオタイプ、一般化のどちらに

ステレオタイプと一般化の差異を見極めるのは難し

もつながりうる誤解である。

いことだろうか。これらの言い回しのいくつかは事実
だとあなたは感じただろうか？ユーモアとしてこれら

ラティーノおよびヒスパニック向けの図書館のプ

の言い回しを使うこともあるし、我々の認識や思いが

ログラムで成功しているものは、
「高いコンテクス

けない経験にのみ基づいたいくつかの「真実」と認識

ト」なものであることにあなたは気が付くだろう。図

してこれらの言い回しを使うこともある。また時には、

書館のスタッフがよく配慮して “ambiente”（環境）

これらの言い回しを使うことで、怒りや不満といった

を整えているのである。お祭りのようなカラフルな

感情的反応を引き起こすこともある。中にはまったく

デコレーション、例えば “papel picado”（切り紙細

ばかげた内容として何の反応も得られない言い回しも

工）を施し、プログラムの前後に軽い飲食物も提供す

あるだろう。

る。日本で言えば、図書館のスタッフがラテンアメリ
カのスナック（antojitos）を買ったり、作ったりした

誤解とは、他者の経験や行動に対し、我々自身の価

り、時には日本の文化的な食べ物を提供したりするよ

値観や思い込みを押し付け、実際に目にしていること

うなものとなろう。実際のプログラムの中身と形式と

や、それによって感じたことを気に入らないからとい

共に、こうした努力が「歓迎！ / Bienvenidos!」と

う理由で、それを相手の欠点のせいにして、判断する

いう雰囲気を作り出すのである。ラティーノにとって、

ことである。

人を家に迎え入れるにあたって、飲み物や食べ物を出
さないということは考えられないことである。しかし

(8) 図書館業務に関連したいくつかの文化の側面

低いコンテクストの人は、こうした行為は不真面目で

次に文化の側面をいくつかあげる。これらは一般化

ばかげていると見なすかもしれない。そして図書館で

されたものであり、連続体の両端を表していること

無料のお茶やクッキーを欲しがるなんて、とラティー

に留意していただきたい。連続体の中での個人の立ち

ノの訪問者を非難するかもしれない。これは、その人

位置は、性別、経済的、教育的な環境や機会、土着の

が実際のプログラムの「内容」こそが最も重要で、全
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人格的に、そしてほとんどセレモニーのように人を歓

依然として家族の一員として扱われている例をしばし

迎する必要性とはまったく別ものとして考えているか

ば目撃するだろう。“Día de Los Muertos”
（死者の日）

らである。米国のアメリカ人は、図書館でのイベント

はメキシコのいくつかの地域で祝われている日の一例

はもっと「形式張らない」ものであり、
このような「儀

であるが、現在、幾つかの米国の図書館ではこの日に

礼」は不必要、と考える傾向がある。ただプログラム

プログラムを行い、
“ofrenda”（彼岸の人生へと旅立っ

を開始し、実行し、そして終了すれば十分であると考

ていった人々に対する供物を備える台）を作る日とし

えるのである。しかしラティーノにとって、この「儀

て知られている。また時間は人々と分かち合う価値の

礼」は自然に行われる、欠かせない、ごく普通のこと

あるものとも見なされており、そのため、ほとんどの

なのである。また米国のアメリカ人は、イベントの準

ラティーノは（たとえ仕事があっても！）急いで話を

備や実行という点において、時間の概念や、どのよう

したりしないし、あなたの赤ちゃんやおばあさんの具

なものが有効な、あるいは無駄な時間の使い方である

合はどうか、といったことを時間をかけて聞いたりす

かについても異なった考えを持っている。日本や米国

るのである。
「時間を作ること」
「時間をかけること」

で、司書とラティーノコミュニティとが一度パート

はとても重要なのである。これに対し、米国のアメリ

ナーシップを築くと、結局はラティーノコミュニティ

カ人は時間を線として捉えがちである。彼らは「前へ

の人々の方から、集団の大義名分に寄与するというこ

進んでいく」必要があり、そして「それは昔で、これ

とで、イベントに食べ物を持ってくるよう提案してく

は今」と言う。また、常に将来を見て、物事の新しい

るだろう。

やり方を検討する。ラティーノのグループに対する図
書館プログラムの場合、全員が時間通りに来るわけで

「高いコンテクスト」の文化では「関係」を大切に

はないだろう。あなたは何分待って始めるかを決める

する。歓迎されていると感じてもらえるように、また

ことも出来るし、また来ている人々に対し、次回のプ

不用意に批判されたり、困惑させられたりして気分を

ログラムは「時間通り」に開始すると説明することも

害されたりしないように、注意が払われる。司書とし

出来るだろう。またプログラムに遅れて参加すること

てのあなたは、なかなか質問されなかったり、人々が

が可能かどうかを決めなければならないだろう。日本

図書館で必要とするもの、欲しいものに対して満足し

人は時間をどのように見ているだろうか。

てもらうには時間がかかるかもしれない、ということ
に気づくだろう。これはまた、あなたが司書に任命さ

3) コミュニケーション（コンテクスト、内容、関係）

れた権威ある人物として見なされている場合、“long-

先ほども述べたが、ラテン系アメリカ人は高いコン

power distance”（権力との距離が大きいこと）が好

テクストを好む傾向があり、もっと時間をかけてメッ

まれることとも関係する。しかしながら、一度パート

セージを伝え、生産性の高い交流やコミュニケーショ

ナーシップや関係が築かれると、信頼（confianza）

ンにむけて動くことの出来る環境を作ろうとする。ビ

が芽生え、人々は自分たちの関心事について直接話し

ジネスに取り掛かる前に、時間をかけて家族の様子を

てくれるようになる。

聞いたり、コミュニティの話をすることを良しとする
傾向がある。もし批判や批評が行われる場合には、そ

日本人の文化とラテン系アメリカ人の文化に共通点

れはポジティブなコンテクストで間接的に伝えられた

はあるだろうか。コンテクストと内容に関して、それ

り、当事者ではなく第三者に告げられたりする。ラテ

ぞれの文化はどう異なっているだろうか。

ン系アメリカ人にとって、触れることやスペースもコ
ミュニケーションの一部である。大半のラティーノは

2) 時間

ハグ（abrazo）を挨拶として楽しむし、
立ったり、
座っ

ラテン系アメリカ人は時間と時間を守ることについ

たり、話をしている時の相手との距離もそう遠くはな

て、グローバルなビジネス標準に影響されてきた。し

い。これに対し、米国のアメリカ人は相手との距離を

かし、彼らはより柔軟で浸透性の高い時間観を持つ傾

とりたがる。ハグはしてもかまわないが、
「握手」の

向にある。時間には過去と現在が含まれている。ここ

方が好まれる。そこでラティーノが初めて米国に来

からあそこまでの線というよりも、円として、時間が

ると、彼らは米国のアメリカ人は “friolente”（冷た

捉えられることもある。これに基づき、先祖が尊ばれ、

い）と感じるのである。この語からは、フレンドリー
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でなく、真面目すぎて、無感情であるという含みが生

族の元を去り、別の地方へ行くこと、まして国を離れ

じるが、これらはラティーノが、
「暖かさ」や「友情」

ることは、非常に難しい決断である。相互依存の関係

（amistad）、「配慮と愛情」
（cariño）といった自分達

が家族の間にあり、家族には道徳的なサポート、アド

の文化的価値観に従って、米国のアメリカ人の行動を

バイス、意思決定が求められている。図書館のプログ

判断しているときに生じる誤解である。逆に米国のア

ラムに関して言うと、米国では（個人ではなく）家族

メリカ人は、ラティーノの行動はあまりにも「ルーズ」

を招待することを考えなければならないかもしれな

で、親密過ぎ、息苦しいと判断するかもしれない。物

い。コンピューターのクラスに参加するのに、女性な

理的に距離をおき、表現や感情の露出はできるだけ控

ら姉妹で来るかもしれない。そうなると、コンピュー

えめにするという自分達の文化的価値観で、やはり相

ター１台につき１度に１人しか座ってはいけないとい

手を判断しているのである。

うルールがあると、これが障壁になってしまう。男性
なら、図書館プログラムに名づけ子（ゴッドチャイル

文化の変容と、新しい文化への同化につれて、新し

ド）やおいを連れて参加するかもしれず、実際、名づ

い国の価値観に対する理解が深まり、意識も高まる

け子やおいこそが、そのプラグラムに主に関心を寄せ

が、依然として、伝統的価値観と行動を「目には見え

ているのかもしれない。子ども達が両親に付いて来て、

ない」選好が残っていることはよくある。目に見える

バイリンガル通訳の役割を果たすこともある。図書館

／客観的な行動は、新しい国の価値観を取り入れて変

のスタッフとしてのあなたは、共通の言葉で子ども達

化するかもしれないが、目には見えない／主観的な行

とコミュニケーションをとれるとしても、一緒に来て

動や文化は、心の中に、そして家の中に保たれている。

いる大人や高齢者と、微笑みやアイコンタクトで会話

二つの文化に属する米国在住のラティーノは、家族の

をすることもまた重要であることに気づくだろう。こ

時間のために、または他のラティーノと一緒にいる時

れが「尊敬」
（respeto）である。米国に暮らすラティー

のために “abrazo”（ハグ）を残しているかもしれない。

ノは成人するまで両親と共に生活することが多く、そ

ラティーノも米国のアメリカ人も同様に、微笑みやア

して家族も核家族は少なく、同居しているおばやおじ、

イコンタクトには好意的な反応を示す。これらは自分

従兄弟、祖父母も家族に含まれていることが多い。米

達が歓迎されていたり、快く迎え入れられているとい

国のアメリカ人は、このような生活環境は「彼らは皆

うことを示す手がかりである。多くの文化においては、

で一部屋に住んでいる」
（ステレオタイプ）
、そして人

微笑みは別の意味を持ちえる。もし微笑みが図書館の

に頼りがちである（誤解）ことの証拠だと思い込んで

スタッフにとって不快なものであるなら、おそらく別

いる。米国のアメリカ人は独立性、個性、自律性に価

の方法で「ご来館有難うございます」
「図書館によう

値を置き、人に頼ることはネガティブな響きを持って

こそ」といった気持ちを伝えることができるはずであ

いる。米国のアメリカ人にとって、自らの生計を立て

る。それはどんな方法だろうか。スペイン語やポルト

ることは独立の重要な尺度であり、必要ならば家族か

ガル語のサイン？

ら離れて就職や教育の機会を求め、つかむ。というの
も、米国のアメリカ人のアイデンティティにとって仕

ラテン系アメリカ人や米国のアメリカ人が知ってお

事やキャリアは重要なものだからである。それゆえ、

くと役に立つ、日本人とのコミュニケーションの鍵は

若者は家を出なければならないと考えられている。一

何だろうか？

方で、家族から離れて暮らす米国のアメリカ人と共に
仕事をするラティーノは、彼らを「いつも一人ぼっ

4) アイデンティティ：個人と集団

ち」と気の毒に思うかもしれない。しかし、
「信頼」

ラテン系アメリカ人は、集団、典型的には家族や

（confianza）を伴った友情関係が無ければ、直接それ

コミュニティにアイデンティティを置きがちであ

を相手に伝えることはしない。そして、そのラティー

る。時には、子供達を育て、成人に導くことに対す

ノは自分の思い込みに基づいて、誕生日パーティや、

る生涯の責任を分担する、名づけ親（ゴッドファー

洗礼のお祝い、日曜日の「バーベキュー」
（barbacoa）

ザー、ゴッドマザー）のネットワーク（“comadres”

にそのアメリカ人を招待するのである。

と “compadres”、各々実母・実父と同等の存在）で
あることもある。集団は尊敬されている。独立し、家
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5) 権威―権力との距離の大小
文化のこの側面に関しては、本稿の冒頭でも少し触
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いるかもしれないが、子供達が何を食べ、どんな色の
何を着、そしてどのように何を学ぶかは異なっている。

れているが、文化の中には権力との距離が大きい、つ

人々はみな尊敬して欲しいと考えているだろうが、ど

まり任命されたリーダー、例えば教師、司書、政府の

のように尊敬を表現するかは文化ごとに異なっている。

役人、政治家、大統領等々とは距離を置くべきである、
とする文化がある。決して質問もしなければ、彼の考

どの多文化の国でも、サブカルチャー、共通カル

えや仮説について批判的分析を行わない学生達に、米

チャー、そしてマイクロカルチャーが存在しているこ

国の教師は困惑するかもしれない。米国の司書は、ラ

とを付け加えておかねばならない。国レベルの文化は

ティーノの子供達とお話の時間などにコミュニケー

依然としてビジネス、教育、政治の主たる文化で、そ

ションを図ろうとして、子供達が果たして楽しんでい

して状況を作っているものの、これらの文化も、国や

るのか、お話を理解しているのかわからないことがあ

地域の中で、国レベルの文化と共に存在している。
「第

るかもしれない。多くのラティーノの親達は、子供達

3 の」文化とは、文化が混ざり合うことで生み出され

が静かでお行儀良く “la maestra”（先生 / 司書）の

る新しい文化で、どちらの文化とも似つかないもので

話を聞き、質問をしたりさえぎったりしないことを誇

ある。あなたの国の「第 3 の」文化として、思いつ

りに思っているのだ。どこで文化的誤解が生じるかわ

くものがあるだろうか。さらに、ある人々にとっての

かっただろうか。米国のアメリカ人は権力との距離が

「心の文化」もある。移民が文化を変容していくにつれ、

小さいと見なされており、教授や教師とコミュニケー

例えばアメリカ人のように話したり、服装もそうなる

ションをすること、質問をすること、そして批判をす

かもしれないが、内側では自分は依然として「メキシ

ることが高く評価される。これにより、リーダーの役

コ人」であると感じている。この現象を説明する次の

割をする人は、聴衆がテーマに関心を持ち、参加して

文章を引用する。

いると感じることが出来る。米国にも階層的な政府が
あり、適切な振る舞いや尊敬の念を求める規範もある

別の言語を習得し、この世界での物事の動き方を学

が、典型的なアメリカ人ならば、米国大統領に意見す

ぶことはできるが、そうしたとしても、我々は自身の

る必要があると考えたなら、自信を持って、何らかの

言語、伝統、文化を保っていたい。私自身を一番うま

方法でどのようにしてでも、直接または選挙で選んだ

く表現できるのは自分の言語だからだ。翻訳は決して

代表を通じても、またはメールででも意見するだろ

十分ではない。我々皆が共有し、大切に出来る価値も

う！大統領が耳をかたむけ、その言葉によって行動す

ある－例えば善良な心、忍耐、愛－しかし、いつまで

ることはないかもしれないが、少なくとも大統領に一

も我々だけのものである価値もあるのだ (11)。

般市民が接触することはある。このような行動の基と
なっているのは、米国のアメリカ人が理想とする「真
の」民主主義の姿である。

もちろん、自分達の文化をどのように実行し、身に
つけようとも、またどんなに新しい文化に同化し文化
が変容しても、人種差別主義、性差別主義、階級主義、

(9) 文化の側面と文化的価値についての要約
文化、異文化間コミュニケーション（ジェスチャー

同性愛嫌悪に直面する可能性はある。多文化主義自体
は、各国の他の要素の中に存在するのである。

を含めた）、文化的能力についてはもっと多くの研究
が行われているが、ここでは２つ以上の文化には共通

(10) 図書館のサービスーアウトリーチの原則と考え方

点もあるが、大きな差異もあるのだということを理解

どのようにしてラテン系アメリカ人に手を差し伸べ

してもらうために、幾つかの領域にのみ焦点を当てて

るか。今やあなたは、自分が根ざしている文化的差異

きた。差異からは、
誤解、
衝突、
紛争が生まれ得る。我々

と文化的価値に関しての背景知識を持っており、意識

はしばしば、自分達の国や文化の価値は普遍的、人類

を高めることができる。ではまずリェーンザ（Debbie

的なものであると思い込んでいる。しかしそうではな

Llenza）というフロリダの私の同僚の言葉を引用する

い！人々は近代化には関心があるかもしれないが、
「西

ところから始めよう。彼女の勤めている図書館システ

欧化」に必ずしも関心があるわけではない。食べ物、

ムはブラジル人コミュニティにサービスを提供してお

ファッション、子供達の教育に対する要求は共通して

り、彼らの決定をよく反映している。
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ブロワード（Broward）郡にはブラジル人住

ルのどの地域の出身かを調べるとともに、彼ら

民 が 多 い（2004 年 の American Community

が固まって暮らしているか、または日本人の間

Survey によると 22,087 人）
。そこで我々は彼ら

で暮らしているかについて考えよ。米国のよう

に対するサービスの提供を開始した。ポルトガル

に「リトルブラジル」や「リトルペルー」と呼

語が堪能なスタッフはそう多くなかったので、プ

ばれるようなコミュニティが存在するか (13)。

ログラムの大半は “Outreach Services” からのも
のであった。我々はポルトガル語でのコンピュー
タ・クラスや市民権取得に関するオリエンテー

222コミュニティの欲するもの、ニーズを認識する。
AA
Aラティーノ／ラテン系アメリカ人のコミュニ

ションを行っている。地域の図書館の１つでは、

ティのリーダー、ビジネスオーナー、聖職者、

毎年文化イベントを行っているほか、ブロワード

大学教授、教師に、コミュニティへの手の差し

郡学校委員会とブラジル人コミュニティの組織と

伸べ方に関するヒントをもらう。移民や新参者

協力して他のプログラムも行っている。またポル

があなたの国で歓迎されていない場合、この情

トガル語での「雇用されるためのスキル」シリー

報の入手は困難で不可能に近いかもしれないが、

ズも計画している。ブラジル人が集住するエリア

完全に不可能ではないだろう。特に公共図書館

で提供するいくつかのプログラムには、通訳をつ

が在留状況に関わらず訪れる人全てを平等に扱

けることも考えている。ヒスパニックコミュニ

うことを重視している場合には。

ティ（そして我々の場合はハイチ人コミュニティ

BB
B ラテン系アメリカ人があなたの図書館に来館す

も）に対するサービスについては、我々が人のい

る場合には、スタッフ、地元の語学教師、また

るところ、教会などにまでも出向き、プログラム

はビジネスマンに翻訳してもらって、短いバイ

を提供している

リンガル、またはスペイン語 / ポルトガル語の

(12)

。

言語に関する調査票を作るとよかろう。この調
アウトリーチの計画には次のようなステップがある。

査票で、どのようなタイプの資料、プログラム、
インターネットやコンピュータのサービスやク

111質問をし、リサーチをすることで新しいコミュニ

ラスに彼らが関心を持っているかをたずねる。

ティを認識する。

その時点で、この調査は提供しているサービス

AA
A教会の礼拝は他の言語で行われているか？

を宣伝することにもなる。

BBB小、中学校、カレッジ、そして大学の統計に、

CC
Cスタッフの中にバイリンガルの者がいれば、ラ

英語を話さない学生または ESL（英語を第二外

テン系アメリカ人・ブラジル人が図書館に来

国語とする）学生の存在が反映されているか？

館した際に、どのようなことが新しい国での彼

（日本では、外国生まれの、または移民、日本
語を話さない児童・生徒や学生に関するリサー
チが行われているか？）そのコミュニティのう
ち、何割ぐらいが日本語が堪能であるか知って
いるか？
CCC民族や家庭で使われている言語で分析できる、
最も新しい国、市、県レベルの人口統計の結果
はどうなっているか。
DDDスペイン語 / ポルトガル語のラジオ局、新聞が
地域にあるか。
EEEラテン系アメリカ人 / ブラジル人のための出前
ビジネス、例えば食品店や理容店、書店などが
あるか。

らの助けとなるかを直接たずねることも出来る。
そして質的なデータや語りを集める。
DD
Dまた新しくやってきた人たちの多くが次のよう
なニーズを持っていると仮定することも出来る。
iii 資料（DVD、テープ、書籍、インターネッ
ト情報源）そして新しい国の言語（英語や日
本語）を学習するクラス
iii
i 彼らの母国語（スペイン語やポルトガル語）
の娯楽資料（文学、フィクション、DVD など）、
情報を得るための資料（新聞、
雑誌、
インター
ネット）そして児童書
iiiii仕事と住居に関する情報、その他の対処／生
活／生存に必要なスキルの情報。例えば公共

FFFラテン系アメリカ人、およびブラジル人のコ

交通機関に関する情報や図書館と学校のスケ

ミュニティに関して、ラテンアメリカやブラジ

ジュール、
就職のための応募方法、
家やアパー
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EE
E 新参者が図書館になじむようになり、あなた
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55
5公衆へのプレゼンテーション
AA
Aあなた自身がバイリンガルでなければ、通訳の

と彼らのバイリンガルのスキルが伸びるにつ

助けとしてバイリンガルの人を連れて行くこと。

れ、彼らのニーズと関心がより洗練され多様化

その人が文化的にも両方を知っている人であれ

し、あなたの調査方法もさらによいものになる。

ばさらに助けとなる。

ラテン系アメリカ人は、あなたの国と彼らの国

BB
B 歓迎のためのプレゼンテーションを行う。ビ

の祝日を図書館で祝うことに関心を抱くだろう。

ジュアル情報も交え、どのようにして貸し出し

ラテンアメリカのどの地域の出身であるかを調

カードを作るか、クラスに参加するか、さらに

べることで、どのようなお祝いを彼らが行って

コンピューターの使い方などを説明する。

いたかを具体的に知り、何を懐かしがっている

CC
C聴衆に対し、あなたが普段は図書館にいるが、

かがわかる。公共図書館は世界の文化について

留守にしている場合でも他のスタッフが喜んで

学ぶ場所であるというメッセージを伝えるあな

助けとなることを説明すること。日本語学習の

たの役割は重要である。

ための資料や、日本の文化や政治についてのポ
ルトガル語やスペイン語の資料があるかどうか、

333コミュニティの中でコンタクトをとる
AA
Aコミュニティのリーダー、ビジネスオーナー、
語学学校の教師、社会的組織の代表と話をする

また彼らの母国語のスペイン語やポルトガル語
の資料（書籍、DVD、雑誌、新聞）があるかど
うか、強調することも忘れずに。

許可を得、彼らのコミュニティにどのように図

注意：前述のように、ラティーノは関係を重視し、ま

書館を宣伝していけばよいかの知識や手がかり

た「高いコンテクスト」の行動を好むことを覚えてお

を得る。ラテン系アメリカ人、ブラジル人、ペ

くこと。ラティーノに文書の翻訳の手伝いや、プレゼ

ルー人、メキシコ人などのクラブや組織が地域

ンテーションの手伝いを依頼する場合は、丁重に頼み、

に存在するかどうかをチェックすること。ブラ

あなたと図書館の感謝の印として何か贈り物をするこ

ジルまたはラテン系アメリカ人の領事館が情報

と。例えば無料のインターネットのクラスであるとか、

を得る助けとなるかどうか、またはパートナー

彼らのチラシを図書館に置くということが出来るだろ

となるかどうかをチェックする。時には彼らが

う。彼らは “NO, NO, NO” と辞退するかもしれない

文化的プログラムのスポンサーとなることもあ

が、贈り物をすることが大切である。そしてもちろん

る。

「ありがとう」の言葉がとても重要である。

BBB親のグループ、教会、コミュニティのグループ、
従業員の組合、文化グループ、クラブなどに対
しプレゼンテーションを行う。
CCC図書館のクラス、プログラム、蔵書や、図書館

66
6図書館を人を歓迎する場所にする
図書館の建物、部屋、ブックモービル、ウェブペー
ジ、PR 用資料全てが「歓迎！」
「どうぞ来て下さい」

のスケジュールに関して宣伝するためのスペイ

ということ伝えなければならない。
「環境 」
(ambiente)

ン語／ポルトガル語の、またはバイリンガルの

という言葉は目、耳、口、触覚の全てを指す。言葉で

チラシやしおりを貼ったり置いたりする許可を

表すことの出来ないことは、他の方法で示せばよい。

得る。

ii
i サインをバイリンガルにしたり、スペイン語
/ ポルトガル語で表示すること。

44
4メディアとコンタクトをとる
ポルトガル語 / スペイン語の新聞やラジオ局とコン

iii
i ラテン系アメリカの文化のポスター、ディス
プレイ、展示が役に立つ。

タクトをとり、関連のある図書館のクラス、蔵書、プ

iiii
iもし邪魔でなければ、ラテン系アメリカの音

ログラムについてアナウンスする許可を得る。ラジオ

楽をバックミュージックとして流すことも出

局には誰かバイリンガルの人がいるだろうし、その人

来る。

が公共サービスに関する広報やプレスリリース、広告

iii
i日本文化、日本の祝日、そしてラテン系アメ

をどのように翻訳すればよいか、アイデアを出してく

リカの祝祭日等に焦点をあてた歓迎のための

れるだろう。

文化プログラムを行う。
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を計ることは難しいと言う人もいるだろう。そしてま

777蔵書構築
これは幅広いトピックである。日本語を学ぶための

た公共図書館において全ての人にサービスを提供する

資料が必要になるだろうが、英語とスペイン語／ポル

ことは、疑問の余地無く「正しいことを単にしている

トガル語のバイリンガルの資料、移民の母国語での資

だけ」と言う人もいるだろう。しかし米国における現

料を見つけなければならない。例えば、ペルーやブラ

実は、多くの場合、資金は資金提供者とのパートナー

ジル出身の人々の場合、2 つの異なる言語で探さなけ

シップに依存しており、資金提供者はなんらかの評価

ればならないだろうし、もし存在するのであれば、ブ

測定を求めているのである。

ラジル語とヨーロッパのポルトガル語の相違、またス
ペインで刊行されたスペイン語資料とメキシコ、ペ

「ウェブ情報源」の下にあるリンク先のいくつかは

ルーその他の国で刊行されたスペイン語資料の相違も

米国の図書館で実際に提供されているサービスやアウ

考慮する必要があろう。このトピックだけでもう１つ

トリーチの例である。

別のペーパーを書くことが出来る大きなトピックであ
るが、私はここで資料を購入する前に考慮すべき点に
ついて指摘しておく。出版社の同僚グッドマン
（Linda

(11) 終わりに
誰かあなたとは異なる人々に手を差し伸べるには、

Goodman）はみなさんに提供すべく私に問い合わせ

あなた自身を知り、あなた自身の価値観や偏見を見つ

先を教えてくれている

めることが必要である。緊張や衝突がある時にはいつ

。これは私が彼女に日本に

(14)

スペイン語の資料を販売出来るかどうかを問い合わせ

も、必ず岐路があるものである。新しいことを学び、

たことに対する応えである。本稿の末尾に、
「注」の

自分の理解の限界を広げ、そして他の世界の文化を見

部分で触れたブロワード郡図書館の情報も含む、ポル

ようとすることが出来る。多文化の図書館サービスを

トガル語を話す人々にサービスを提供している米国の

作り出し、異文化間の理解を深めるためには、自らの

図書館を紹介する「ウェブ情報源」をつけておく。

価値観を捨て去ることではなく、自らのとは異なる価
値観を尊敬することがどれだけ重要なことかを測り知

88
8差異はうまれたか？評価とその方法

ることが求められている。最も高い理想的価値は、単

質的手法と量的手法の組み合わせを適用するとよい。

なる共存のレベルを超えて、新しいグローバルな世界

AA
A量的方法には、図書館内で、電話で、またはイ

で、共有される新しい価値を追求することである。差

ンターネットで個人に行う調査が含まれる。

異は、この新しい「全体」への新しい洞察をもたらす。

BBB質的方法には、スペイン語またはポルトガル語

この新しい「全体」
、この新しいグローバルな考え方、

を話し、文化的能力のある進行役が居る場合の
「フォーカスグループ」が含まれる。
CCC物語、引用、語りを集めることが出来る。それ
らは図書館にやって来る家族、親、子供、個人
のもので、「日本語を学ぶ手伝いをしてもらっ
て図書館にとても感謝している」とか「図書館

新しい世界を推し進めることは、我々、司書の責任で
ある。本稿を通じて皆さんに話をする機会が得られた
ことを感謝する。
Ref:
ウェブ情報源
子供のリテラシー：

のおかげで祖国の家族にメールを送ることがで

Spanish Language Resources on the Web – Children’s Literacy

きます。私はコンピューターを持っていないの

のためのスペイン語と英語のツールへのリンクを提供

で」といったような内容のものである。
大切なことは、図書館が目的や目標は何か、その成
果とアウトカムはどうあるべきか、これらの基準を

コロラド州立大学、コロラド州教育省が編さん。親、家族、司書
http://www.cde.state.co.us/cdelib/download/pdf/SpanishLiter
acyWebResourcesForKids.pdf
スペイン語でのアウトリーチツールとヒント：
Web Junction Spanish Language Outreach Program
アウトリーチの計画を立てる際のヒントを提供している優れた

どのように利用するかを決めるということである。お

ウェブ情報源。サインのサンプル、マーケティングのヒント、ス

そらくあなたはサービスの継続を正当化したり、より

ティで働く司書により提供されている。他にももりだくさん。

多くの資金を調達したり、そして目的に向けてあなた
の方法が正しいことを証明したりしたいと考えるだろ
う。中には図書館が人の人生に「違いを生んだ」こと
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ペイン語の学び方（英語を話す司書向け）が、ラテン系コミュニ
http://www.webjunction.org/do/Navigation?category=10555
公共図書館のウエブページで米国のポルトガル人コミュニティを
ターゲットにしたもの：

国立国会図書館

マサチューセッツ州 Framingham（フラミンハム）公共図書館
http://www.framinghamlibrary.org/portuges/portugue.htm
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American Library Association, 2006.
本書は、ラティーノの著者およびイラストレーターが書いた、賞
を受賞した英語、スペイン語、バイリンガルの児童書を提供して

マサチューセッツ州 Somerville（サマービル）公共図書館 – 英会

いる。ブックトークと活動のサンプル、さらに出版社情報を含む

話のグループ

ウエブリソースも入っている。

http://www.somervillepubliclibrary.org/EASTbr.htm
注：もし第二外国語としての日本語クラスを提供していなければ、
練習のために日本語会話のグループを作るとよいだろう。

Pura Belpré 賞 に 関 す る さ ら に 詳 し い 情 報 は : http://www.
reforma.org/bepreaward.html
子供の工作のために：

マサチューセッツ州 Milford Town（ミルフォード町立）図書館
http://www.milfordtownlibrary.org/PortugueseHome.htm

Pavon, Ana-Elba and Diana Borrego, 25 Latino Craft Projects,
Chicago: American Library Association, 2003.
2 人の児童サービス担当公共図書館司書による本書には、メキシ

コネチカット州 Danbury（ダンベリー）図書館
http://www.danburylibrary.org/index.htm

コおよび他のラテンアメリカの伝統に基づいた工作プログラムの
サンプルが入っている。わかりやすい指示と写真付き。主なヒス
パニックの祝日や、毎日の工作も掲載されている。

Danbury（ダンベリー）図書館言語センター – Aprenda Inglés ( ス
ペイン語の図書館ウェブページ )
http://www.danburylibrary.org/esl/portugese/index.htm

(((( 私はラテン系アメリカ人という用語を、南米とカリブ出身の人々
を意味するものとして使っている。「ラティーノ」および「ヒ
スパニック」という用語は、米国ではラテンアメリカ、スペイ

Danbury（ダンベリー）図書館言語センター－ Aprenda Inglês ( ポ

ン、プエルトリコ、ドミニカ共和国、キューバなどカリブの国々

ルトガル語の図書館ウェブページ )

で生まれた人々の子孫を指している。またこうした地域から最

http://www.danburylibrary.org/esl/portugese/index.htm

近やってきた移民もさす。これらは、米国に大勢暮らしている
こうした人々にラベルをつけ区分しようとした幅広い言葉であ

公共図書館のウエブページで米国への新しい移民をターゲットにし

る。「ラティーノ」は米国の東・西海岸で使われ、「ヒスパニッ

たもの：

ク」は中西部、ハートランド（中核地）、南東部、南西部で主に

テキサス州 Austin 公共図書館

新移民センター

http://www.ci.austin.tx.us/library/index.cfm?action=i_about
サービスには学習センター、トークタイム、ESL クラス、図書館
ツアー、無料コンピュータークラスがある。この図書館がどのよ
うにして移民コミュニティに手を差し伸べているかの情報も網羅
されている。

使われている。もちろん例外もある。２つの呼称は、バイリン
ガリズム／モノリンガリズム両者の大きな多様性、出生／出自
／遺産、米国での世代、経済的状況、民族的、人種的背景、そ
してその他の様々な要素をその中に含んでいる。多くのラティー
ノはハイフンを入れて「Mexican-American」（メキシコ系アメ
リカ人）のように呼ばれる方を好んでいる。中には米国生まれ
であっても出自の国にアイデンティティを置き、例えば「Soy

ニューヨーク州 Queens（クイーンズ）公共図書館－移民と公民権
サービス
http://www.queenslibrary.org/index.aspx?section_id=5&page_
id=42
オンラインディレクトリ、対処スキル、文化的プログラム、公民
権取得の準備、移民サービス局等に関するリンク。ニューヨーク
の区部の多様性の大きさ故に、この図書館は移民に対するサービ
ス提供においては指導的立場をしばしばとってきた。

Dominicano」( 私はドミニカ人です ) という者もいれば、単に
「American」や「私は米国のアメリカ人です。以上」というの
を好むもの者もいる。これらの呼称の歴史についてはもう一本
ペーパーが書けるだろう。
(((( Cross, Terry L. “Cultural Competence Continuum”.
Retrieved Feb. 10. New York State Citizen's Coalition
for Children. http://www.nysccc.org/T-Rarts/Articles/
CultCompCont.html, (accessed 2007-03-05).
(((( “Resolution in Support of Immigrant Rights”. American

書籍
米国におけるラティーノ・ヒスパニックのためのサービスの全体像
のために：

Alire, Camila A and Jacqueline Ayala, Serving Latino
Communities: A How-To-do-It Manual for Librarians, Second
Edition, Neal Schuman, forthcoming, 2007.
本書は直接サービスの問題についてに留まらず、資金調達、資
金提供者探しの実践的ガイドラインや、図書館管理職のための
フォーカスグループや調査実施方法等のための実践的ガイドライ
ンなども提供している。
http://www.neal-schuman.com/db/1/601.html

Library Association. 2007. http://www.ala.org/ala/
ourassociation/governanceb/council/councildocuments/
ResolinSupportofImmigrantRights.doc, (accessed
2007-03-05).
(((( “Policy Manual：Intellectual Freedom”. American Library
Association. http://www.ala.org/ala/ourassociation/
governingdocs/policymanual/intellectual.htm, (accessed
2007-03-05).
(((( “Library Services to Multicultural Populations Section”.
IFLANET. http://www.ifla.org/VII/s32/index.htm, (accessed
2007-03-05).
(((( “ R E F O R M A ” . h t t p : / / w w w. r e f o r m a . o r g , ( a c c e s s e d

マーケティング、アウトリーチ、広報、そして蔵書構築のために：

Byrd, Susannah Mississippi, ¡Bienvenidos! ¡Welcome!: A
Handy Resource Guide for Marketing Your Library to Latinos,
Chicago: American Library Association and in collaboration
with Cinco Puntos Press, El Paso Texas, 2005.
本書は出版社、卸業者、販売業者の広範囲なダイレクトリである。

2007-03-05).
(((( Elturk, Ghada. “Diversity and Cultural Competency”.
Colorado Libraries. 2003, (winter), p.5-7. http://www.
webjunction.org/do/DisplayContent?id=1525, (accessed
2007-03-05).
(((( C o r t é s , C a r l o s , T h e M a k i n g a n d R e m a k i n g o f a
Multiculturalist. Teachers College Press, 2002. 215p.

児童書のために：

Treviño, Rose Zertuche ed., The Pura Belpré Awards:
Celebrating Latino Authors and Illustrators, Chicago:

(((( Cross, Terry L. “Cultural Competence Continuum”.
Retrieved Feb. 10. New York State Citizen's Coalition
for Children. http://www.nysccc.org/T-Rarts/Articles/
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CultCompCont.html, (accessed 2007-03-05).
((((( 米国の住民と市民が１つの「American」と言うタイプであるこ
とを示すために、私は個人的に「American」という言葉よりも
「USA American」( 米国のアメリカ人 ) と言う言葉を好んで使っ
ている。
「Americans」にはカナダ、中米、南米も含まれている。
しかし米国に暮らす人々は自分達のことを「Americans」と呼
びたがり、政府役人は、現大統領（ジョージ W. ブッシュ）も
米国のことを「America」と呼んでいる。
((((( Wilcox, Mariko “Mountain Libraries Elevate Service to
Lithuanian Patrons”. Colorado Libraries 2007. p.21-23.（本
稿では Zita Podgurskis の著作の 22 頁から引用。）
((((( Debbie Llenza, e-mail message to author, Feb. 1, 2007.
Ms. Llenza が勤務するフロリダ州ブロワード郡図書館（The
Broward County Library）のウェブサイトは下記の通り。
“Broward County Library”. http://www.broward.org/library/,
(accessed 2007-09-07).
((((( Champlin, Maria, e-mail message to author Jan. 31, 2007.
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Ms. Champlin はブラジル出身で、１５年以上にわたって米国
のポルトガル語を話すコミュニティ（ブラジルおよびポルトガ
ル出身）とラティーノ／ヒスパニックの人々のためにサービス
を提供している。彼女は現在ネバダ州ラスベガス在住で、図書
館と仕事をしている。本稿著者を通じて彼女との連絡が可能で
ある。consult@riosbalderrama.com
((((( Goodman, Linda, は 2007 年 1 月 22 日、メールで著者に次の
ように語ってくれた。「スペインから日本に向けての輸出に関す
る窓口担当者の連絡先です。
Sra. Maricruz Moreno-Sainz, Federación de Gremios de Editores de España, CEA Bermudez, 44; 28003 Madrid, Spain;
FA (011 34 91 535 2625; E-mail fgee@fge.es”.
これはスペインの全てのスペイン系出版社の上部団体です。
Ms. Goodmanが代表を務める会社はThe Bilingual Publications Company, 270 Lafayette ST., NY, NY 10012; (212)
431-3500 and E-mail lindagoodman@juno.com です。」
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2.1 Serving Multicultural Populations by Increasing Our
Cross-Cultural Awareness in Libraries : Japan and the
USA serving Latin Americans, Brazilians, Latinos and
Hispanics.
Sandra Rios Balderrama
RiosBalderrama Consulting, Recruitment, Consultation & Presentations for Libraries
INTRODUCTION
Greetings from Arizona in the United States of America (USA). It is an honor to speak with you
across the miles. Although we live in different time zones, latitudes and longitudes and although we speak
different languages and even have some different cultural values, I suspect that we share the common desire to provide excellent library services to all who enter our public libraries. I have had the pleasure of
learning a little bit about Japanese public libraries and the Japanese Library Association (JLA) through a
few websites. I realize that a few websites and articles do not offer the wealth of information and knowledge that I could know about Japan, only small insights and clues. Forgive my limitations. I also understand that the JLA is a member of the International Federation of Library Associations and Institutions
(IFLA). Unfortunately, I have not visited Japan (yet!) and I do not speak Japanese except for a couple
of very basic greetings. Forgive my limitations of language. I am grateful to the translator of this article.
Translation is both a skill and an art.
In this article I will address how cultural conditioning in both of our countries may hinder our
effectiveness while working cross culturally with multicultural populations and how cultural competence
may facilitate and strengthen our work. I have been asked to discuss strategies for serving Latinos/Hispanics in response to some of your own interest in serving Latin Americans in Japan. I will incorporate
examples of service to and cultural values of Latin Americans at the end, offer some links to USA models
and resources. Templates and models are not perfectly transferable or applicable in every country or
even, every library within the same country. Models can, however, be tweaked, tailored or adjusted and
they provoke new ideas.
This article is not exhaustive nor is it scientific or quantitative. The subject areas of immigration/
emigration and multiculturalism are complex and worthy of continued study, research, and ongoing learning. I offer you, instead, the perspective of a public librarian of twenty four years, an ongoing student,
teacher, trainer, and proponent of multiculturalism and diversity, and finally, a granddaughter of immigrants from Mexico.
My article is written in the style as if I am speaking to you. I will sometimes refer to your country
or mine, your language or mine, with the hope that I convey a “we”. “We” means that we are in this effort together. I will also use “his” and “her” interchangeably. I have included an explanation of usage of
the terms: Latin American and Latinos/Hispanics in the “Notes and References Made” at the end of this
article(1). I have included my e-mail address at the end of the article and hope that we will continue a
dialogue. It is important that our collective wisdom be shared with one another and with one another’s
countries.

※本稿は、国立国会図書館の 2006 年度調査研究事業の成果物である。
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DEDICATION
This article is dedicated to my colleague Ms. Yasuyo Inoue who I met in the early 1990’s while
she was visiting Oakland, California. We reconnected in November of 2005 at the Thinking Outside the
Borders leadership institute, which is a collaboration of the University of Illinois’ Mortenson Center for
International Library Programs and the Illinois State Library. It has been a pleasure to keep in contact
with Ms. Inoue over the years.

FOUNDATION FOR MULTICULTURAL SERVICE DELIVERY
Service to multicultural and immigrant communities requires
*library leaders that have national, political, inter-cultural, and global savvy
*diversity as an organizational cultural value
*library staff that is trained in skills to implement multicultural library services
*institutional cultural competence
The list above points to the ideal situation, for which we must all strive if we are multiculturalists
with a global vision. I understand that both Japan and the USA have some very small libraries without
many resources surrounded by larger communities that may not have an acceptance of immigrants or
newcomers. We have other larger libraries that may only be adept in one or two of the components listed. All of us are a “work in progress” as our countries and local regions change and our libraries strive to
adapt. Regardless of where your library is in the realm of the ideal, even a basic desire by a local librarian to reach out to people that he sees that are new in the community - in order to let them know that the
public library is a place to read about their home country, use the internet, and/or learn about their new
country and the new language, that it is a place that welcomes families and people interested in learning
about world cultures and literature through books, the internet, newspapers, DVDs, and programs, all at
the public library – is important and worthy.
What is cultural competence? Here is one definition by Terry Cross:
“A set of congruent behaviors, attitudes and policies that come together as a system, agency or among professionals and enable that system, agency or those professionals to work effectively in cross-cultural situations”(2)
Effective Multicultural Library Leadership
There are the “everyday” leaders that work in the library that decide to assist someone that does
not speak Japanese or English, that conducts the children’s story hour with one or two new rhymes or
finger plays in Spanish or Portuguese. The actions of these leaders are couched in “simply doing their
job”. Although these decisions to act might seem small or easy, they are based on courageous insights
and efforts. Then, there are the designated leaders (library directors and administrators) that have been
given authority to make decisions, allocate resources, and to plan for the future. It is these leaders that
we rely on to demonstrate an ability to navigate inter-culturally and effectively because the issues around
multiculturalism - especially as related to immigration – will be polarizing within any city, prefecture,
library, and nation. Aside from the realities of xenophobia and racism, the anti-immigrant response may
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result from a fear of difference, a feeling of being threatened by the unknown, and/or a fear of the loss or
dilution of a national culture.
The multicultural leader must value communication methods based on mutual respect and openness. Behind these methods is the understanding that there is always the potential to learn something
from another person regardless of their cultural background or their place within the organization. The
leader understands that different cultural values are not ranked as better or worse than one’s own but as
simply different and must be respected when inter-cultural groups work through compromise and understanding. An effective leader has awareness of international immigration issues as well as empathy for
the immigrant that is far from all that is familiar. The leader recognizes the role of the public library in
creating bridges between cultures, rather than borders and barriers.
Although decisions within the library or the larger parent institution may be made hierarchically,
the people “at the top” must always consider and incorporate the input of the library staff that is working directly with the library patrons. The leader considers this input when making decisions, allocating
resources, and advocating for the value of library services. The USA tends to favor a “short power distance” (one of the dimensions of culture) when in relationship to designated leaders. This means that a
staff member or a patron knows that they have access to the designated leaders and may voice their concerns or ideas directly. Even if there is a “large power distance” in another cultural setting where it would
be unheard of to speak directly with a library director or government leader, there must be an indirect
process for front-line staff to express their ideas, concerns, and problem-solving ideas. This fosters an
environment of inclusion which is a basic tenet of multiculturalism. An effective multicultural leader will
attend library programs and community functions in spite of her busy schedule and the demands on her
time. She is demonstrating by her presence alone, that she supports both the community and the efforts
of the library staff. Designated leaders, in particular, must “walk the talk” as we say in the USA, meaning
that they must act and behave according to what they say or write.
Diversity as an Organizational Cultural Value
What does it take for a library system to serve multicultural populations? First, a library must
have an organizational culture that values diversity. This value must be widely shared with the staff and
the public and must be incorporated into the design and planning of library services. The intent of most
USA library diversity strategies have been two-fold: 1) to eliminate disparities and inequities in library
service delivery and 2) welcome, integrate and include people that are labeled as “underserved” and/or
that do not reflect the majority population or mainstream culture.
The strategies are based, in part,
11
1 National values such as egalitarianism, meritocracy, and pluralism, values that the USA
ascribes to. Even if we are aware of the gap between these values and reality, we still hold
them as our ideals.
22
2 The American Library Association (ALA) professes the values of diversity, intellectual freedom, and equity of access. ALA recently passed a resolution in support of immigrant rights
http://www.ala.org/ala/ourassociation/governanceb/council/councildocuments/ResolinSupportofImmigrantRights.doc This resolution follows historical resolutions among them #53.3.1
on the value of linguistic pluralism which is part of the Library Bill of Rights and the larger
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encompassing statement on intellectual freedom: http://www.ala.org/ala/ourassociation/governingdocs/policymanual/intellectual.htm .
333 IFLA offers us a definition of multiculturalism, multicultural communities, and guidelines for
service: http://www.ifla.org/VII/s32/index.htm.
444 REFORMA (the National Association to Promote Library and Information Services to Latinos
and the Spanish Speaking) has as its goals a) development of Spanish language and Latinooriented library collections b) recruitment of bilingual multicultural library personnel c)
promotion of public awareness of libraries and librarianship among Latinos d) advocacy on
behalf of the information needs of the Latino community e) liaison to other professional organizations, www.reforma.org. REFORMA is an affiliate of the ALA and often consulted for
advisory, experience, knowledge of its members which are public, school, academic librarians, library workers, vendors, and publishers.
Diversity as a cultural value of a library is demonstrated by
111 attitudes, behaviors, and commitment of designated leaders
222 human resources/personnel protocols that foster multiculturalism
333 staff training and development that foster multiculturalism
444 open communication and decision-making methods that foster inclusion and

participation

by the people working with the target community
555 on-going evaluation and measurement of service that looks at outcomes, outputs, and both
qualitative and quantitative analyses
Externally it is demonstrated by
111 relevant multicultural library programming,
222 multilingual and multicultural collection development
333 multilingual and multicultural public relations tools
444 community partnerships
555 outreach strategies implemented by culturally competent staff and administrators
666 eventual participation/advisory by the community in the design and implementation of services
Staff Training and Development
Staff development and training methods must focus on equipping staff to feel capable in intercultural encounters and to provide relevant library services. Some will benefit from “learning by doing”
and others will benefit from classes, written materials, and/or hearing local professors or community
representatives. Although staff members in any country obtain a mainstream model of learning as they
are socialized and educated, it is important to be aware of different learning styles, especially in the area
of multiculturalism. Each staff member is at a different place on the learning continuum that moves from
cross-cultural and intercultural awareness to knowledge to experience to cultural competence. One can
not learn cross-cultural skills over-night due to the strength and power of cultural values and biases,
which will be addressed later on in this article. A training program might include everything from multilingual collection development, multicultural programming, second or third language skills, and crosscultural communication skills, obtaining knowledge regarding the push/pull factors that catalyze immigration and international migration, and outreach skills to potential and prospective users of the library. It
is important to include a performance appraisal process or an employee retention plan that supports and
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rewards efforts by staff to increase their cross-cultural competence.
Diversity and Cultural competence
Outreach librarian, Ghada Elturk asks if the values and actions of diversity are even possible
without cultural competence:
Can diversity be implemented in the absence of cultural competency? ... All of us want to do the “right thing,” but what is right for some
cultures is not right for others. Is it culturally accurate to say and implement, for example, the “golden rule” of treating people the way you
want to be treated? How about finding out how members of other cultures want to be treated and use that as a guideline? This is one of
the measuring sticks that enable us to find out how competent we are in some of our approaches to these societal issues

.

(3)

The Power of Cultural Values
Increasing one’s cultural competence begins with self-reflection and an awareness of how powerful cultural values play a role in our lives. Ms. Elturk mentions the “golden rule” of “do unto others as
you would have them do unto you”. This is often made reference to in the USA. She challenges the assumption that “our way” and “our preferences” are shared universally. Any of us in your country or mine
attach preference to certain values because we were raised with them. Educator Carlos Cortés(4) says that
we are influenced in the USA by a “societal curriculum”*. He breaks this concept into immediate, institutional, and media curricula. Another component is the “serendipitous curriculum” which includes “personal inter-ethnic experiences, chance encounters, & unstructured events. These events happen to each
one of us throughout our lives. Each person’s experiences are unique and different.”

(2)

You might take time to personally reflect and write down what cultural values you obtained in life
and how:
111 What cultural values did I obtain from my family?
222 What cultural values did I obtain from being a citizen of Japan? or Japanese?
333 What cultural values did I obtain from religious/spiritual guidance?
444 What cultural values did I obtain from my ethnic or regional or traditional heritage?
555 What serendipitous experiences impacted how I look at other cultures?
666 What kind of assumptions and judgments about other people or other cultures did the serendipitous experiences cause?
Chances are, like USA Americans(5), you have carried some of these cultural values with you for a
long time and they are obvious. Other values may not be so obvious because we don’t think about them
when we act “on” them or “from” them. They are automatic. We expect to encounter different values
when we travel internationally but not within our own workplace, our own community, and maybe our
own country. Sometimes, the surprise of this discovery causes an emotional reaction (fear, anger, insecurity, confusion) that leads to xenophobia, prejudice, or racism. Our cultural values become our filters of
whom and what is better or worse than us. We begin to develop a caste system in our own minds. Cultural values become the lenses through which we view other people in “our” own way and perhaps not as
they really are. How can we serve people different than ourselves if we hold our own values so strongly?
Let’s step back, pause, and look outward and try to locate ourselves in a larger context by trying
this exercise:
111 List all the different cultures that exist in Japan.
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222 List all different cultures in your library workforce.
333 List all the different cultures represented among your library patrons and users.
444 List all the different cultures that you have noticed outside and around the library, at the
nearby businesses, schools, or residences
555 List all the different cultures you have heard or read about (through the media) in Japan but
that you have not encountered yet, so far as you know.
Take a look at your lists and the great diversity or homogeneity. You may not be accurate in
identifying someone’s ethnic or cultural background and this is fine for now. It is easy for any of us to
make assumptions about culture related to skin color, features or the way someone might dress; however
this is an exercise in taking note of visible differences or, a lack of, in our surroundings. An academic
librarian from a country that is neither yours nor mine told me that everyone in his library was really of
the same culture and class and the ethnic and economic diversity was found outside of his library and in
the streets. I appreciated his honesty.
Contact Between Cultures
If you are working or living in a diverse environment or if you have traveled to other countries
please think about the following:
111 Are there people from some cultural backgrounds that you feel more comfortable with?
Why?
222 Are there people from some cultural backgrounds that you feel uncomfortable with? Why?
333 Rather than thinking about the people themselves, what are the behaviors or language or
perhaps even attitudes that make you comfortable or uncomfortable?
Keep your list and observe yourself with these reactions in the next few days or weeks.
Conflict between cultures often occurs because of misguided labels and assumptions.
We get into trouble with stereotypes, misappropriations and sometimes, generalizations. Stereotypes (what Carlos Cortés calls “mental straightjackets”) limit our scope. They tend to made by cultural
“outsiders” and are demeaning descriptors of people, a person, or a group. In the mind of the person
making a stereotype, that descriptor is always true, no matter if reality presents itself differently.
Generalizations (what Carlos Cortés calls “flexible cues”) are sometimes useful and typically made
by cultural “insiders”. They offer you an idea of someone’s culture with the warning that there will be exceptions by region or by individual person for various reasons. I might ask you for clues on what I should
expect or what I should know if I go to Japan. You might ask me for clues about the USA if you have not
been here. We might serve each other as “cultural coaches” with the understanding that there will always
be exceptions.
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Do you think the following statements are generalizations or stereotypes?
USA Americans tend to prefer individualism.
All Latino or Hispanic people are short.
All Japanese people are quiet and reserved.
Most Brazilians speak Portuguese.
Librarians are not smart; they only know how to find things.
You will find many different religions in Japan.
People from the northern parts of Mexico tend to be taller.
All Brazilians know how to dance the samba.
Japanese people only travel in groups.
Most librarians do not know how to dance.
USA Americans are arrogant.
Latin Americans don’t like to learn new languages.
Most immigrants are interested in making the lives of their children better.
Is it difficult to tell the difference between stereotypes and generalizations? Did you sometimes
feel that the statements were facts? Sometimes reading these statements because humor because we may
recognize some “truth” based only on our perceptions or serendipitous experiences. Sometimes reading
these statements cause emotions such as anger or frustration. Some may cause no reaction because they
seem fairly reasonable.
Misappropriations occur when we assign our own value or assumption on someone else’s experience or behavior and then we judge them because we don’t like what we see or we are repulsed by it, attributing it to flaw in the person
SOME DIMENSIONS OF CULTURE IN RELATION TO LIBRARY WORK
The following are a few dimensions of culture. Please remember that they are generalizations and
represent opposite sides of a continuum. Where an individual is on the continuum depends on many variables including gender, economic and educational exposure and/or opportunities; proximity to indigenous
and/or ethnic traditions, degrees of assimilation and/or acculturation, bicultural identity, generation born
within a “new” country etc…
Context – High and Low
Latin Americans tend to be “high-context”. This means that it is more important “how’ you say
something. In the USA – Latinos/Hispanics have to navigate within a very “low context” culture in which
“what” is said is very important and how you say it should be quick, clear, and direct. A USA American
may misjudge a “high-context” Latino by thinking he takes too long to express himself and therefore, by
being “indirect”, is hiding something. You will often hear a USA American say “get to the point” or “I
want people to tell me directly if there is a problem”. A Latino may view a USA American as being too
harsh or crude with their behavior. These are misappropriations that can lead to stereotypes or generalizations on both sides.
In libraries you will find that successful programs to Latinos and Hispanics are high-context.
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This means that great care is taken, by library staff, to create “ambiente” (ambiance). Festive, colorful
decorations are added such as “papel picado” (cut-paper art) and refreshments are served at the beginning or end of a program. In Japan, library staff may buy or make Latin American snacks (“antojitos”) or
even offer up their own cultural foods. This effort, together with the actual program content and format,
create an atmosphere that says “Welcome/Bienvenidos!” Latin Americans would never think of having
you enter their home without offering something to eat or drink. A low-context person may view this as
frivolous and wasteful. She may accuse the Latino visitors of wanting free tea and cookies at the library.
It is because she views the actual program “content” as most important and separate from the need to
welcome people holistically and almost ceremoniously. USA Americans tend to view library events more
informally” and not requiring such “ritual”. It is enough to start the program, have the program, and
end the program. The “ritual” to a Latino is simply an automatic, necessary, and very ordinary act. USA
Americans also have a different concept of time and how it can be used or wasted, in terms of preparation and implementation. In Japan or in the USA, once a librarian has created a partnership with a Latino
community it is likely that they will eventually offer to bring food to an event in order to contribute to the
collective cause.
“High-context” cultures value “relationships”. Care is taken to make a person feel welcome and
to insure that a person does not take offense by being inadvertently criticized or embarrassed. You will
find that as a librarian, you might not be questioned and it may take awhile for people to feel comfortable
about what they need and want in the library. This is also related to long-power-distance preferences if
you as the librarian are viewed as a designated authority. Once a partnership or relationship is developed
however, then trust (“confianza”) grows and individuals will tell you their interests directly.
Does the Japanese culture share some commonalities with the Latin American cultures? How are
the cultures different in regards to context and content?
Time
Latin Americans have been influenced by global business standards of time and time-keeping;
however, they tend to have a more flexible and permeable view of time. Time includes both the past and
the present. Time may be described as a circle rather than a line from here to there. For this reason, you
will often see that ancestors are honored and still viewed as part of the family. Día de Los Muertos (Day
of the Dead) is an example of a day celebrated in some regions of Mexico and is now acknowledged in
some USA libraries with a program and a construction of an “ofrenda” (alter of offerings to those that
have passed on to another life). Time is also viewed as something worthy of sharing with people, therefore, most Latinos won’t rush off when speaking with you (unless they have to go to work!) or they will
take time to ask you how the baby is or your grandmother. “Making time” and “taking time” are very
important. In contrast, USA Americans tend to view time as linear. They must “move on” and say “that
was then, this is now”. They also look to the future or new ways of doing things, all the time. With library
programming to some Latino groups, you may not have everyone show up exactly on time. You can decide how long you want to wait before you start. Or you may explain to the audience that the next time
your program will begin promptly “on time”. start at a certain time. You will have to decide if it is OK for
people to enter the program late. How does Japan view time?
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Communication (Context, content, relationships)
As mentioned earlier, Latin Americans tend toward high-context preferences which involve taking
more time to convey a message and/or creating an environment that is conducive to productive exchange
and communication. There is a tendency to allow for more time to discuss the well-being of one’s family
and community before attending to business. If critique or criticism might be a factor then it will be communicated indirectly, within a positive context, and/or may be told to a third party, rather than the actual
person. For Latin Americans, touch and space are also involved with communication. Most Latinos enjoy
the “abrazo” (hug) as a greeting and do not need a great distance from one another when standing, sitting, or talking. USA Americans prefer further distance between themselves and someone else. They may
allow for a hug but they may prefer the “handshake”. When Latinos first come to the USA, they often perceive USA Americans as “friolente” (cold). With this description comes the connotation of being unfriendly, too serious, and unfeeling. These are misappropriations when Latinos are judging some USA American
behavior according to their own cultural values of “warmth”, “amistad” (friendship), cariño (caring and
affection). In turn USA Americans may judge Latino behavior as too “loose”, too familiar, too suffocating,
because they are judging them through their own cultural values of maintaining physical distance and
showing minimal expression or emotion.
With acculturation or assimilation to any new culture, comes more understanding and awareness
of the new country’s values, but often the “invisible” preference for the traditional values and behaviors
still remains. The visible/objective behavior may change to accommodate the new country’s values but
the invisible/subjective behavior and culture may be retained within the heart or within the home. A bicultural Latino in the USA may reserve the “abrazo” for family time or for when she is with other Latinos.
Both Latinos and USA Americans respond favorably to a smile or eye contact. These are clues to them
that they are being received in a welcoming or pleasant manner. For many cultures, the smile can have
different meanings. If smiling is uncomfortable to a library staff member, then perhaps there is another
way to indicate “Thank you for coming” or “Welcome to the library”. What might that be? Signage in
Spanish or Portuguese?
What are some keys to communication with Japanese people that might be helpful for Latin
Americans or USA Americans to learn?
Identity: Individual & the Collective
Latin Americans tend to identify greatly with a collective group that is typically the family or the
community. Sometimes it is a network of godparents (“comadres” and “compadres”, co-mothers and cofathers respectively) that share the life-long responsibility of raising and guiding children into adulthood.
The collective is looked upon with respect. It would be a very difficult decision to uproot oneself and
leave the family and go to another part of the country, much less leave the country. There is an interdependent relationship with the family and it is looked upon for morale support, advisory and decisionmaking. In the USA, in regards to library programming you may have to consider inviting the family (as
opposed to one individual). A woman may come with her sister to the computer class. If this happens
then, if you have a rule that only one person can sit at the computer at one time, and then this would
be a barrier. A man may attend a library program with his godson or his nephew, even though he is the
main person interested in the program. Children may accompany parents and serve as the bilingual translator. If you, as a library staff member, find that you can communicate with the child through a mutual
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language, it is still important to acknowledge with a smile or with eye contact, the accompanying adult
or elder. This is “respeto” (respect). Latinos that live in the USA may live with their parents until an adult
age or rather than living in nuclear families; the family is extended with aunts, uncles, cousins, and/or
grandparents living in the home. The assumption is made, by USA Americans, that this type of living situation is proof of “how they ‘all live in one room’” (stereotype) and proof of dependence (misappropriation).
USA Americans that values independence, individuality, and autonomy, dependence has a negative connotation. For USA Americans, living on one’s own is an important determinant of independence as well
as seeking and taking job or educational opportunities far away from the family, if need be, because work
and career are an important part of USA American identity. Therefore it is understood that a young man
or woman must leave home. On the other hand, a Latino that works with a USA American that lives far
from family may feel sorry for them – thinking that “they are all alone”, however, they would not say this
directly unless a close friendship with “confianza” (trust) would be developed. The Latino may act on his/
her assumption by inviting that USA American over for birthday parties, baptism celebrations or for a
Sunday “barbacoa” (barbecue).
What are the similarities and difference with Japanese culture?
Authority – Small & Large Power Distance
This dimension of culture was mentioned earlier in this article. Some cultures have a big power
distance meaning that designated leaders, in the form of teachers, librarians, government officials, politicians, presidents etc, are meant to be kept at a distance. A USA teacher might be perplexed by a group
of students that does not ask questions or offer critical analysis of his ideas and hypotheses. USA librarians that want Latino children to interact with them during story hour might wonder if the children are
enjoying themselves or grasping the content of the story. Many Latino parents are proud if their children
are quiet, well-behaved, and listen to “la maestra” (the teacher/librarian). without asking questions or
interrupting. Can you see where the cultural misunderstandings occur? USA Americans ascribe to a short
power distance where interacting, questioning, and critiquing a professor or a teacher is highly valued.
It makes the person in a leadership role feel that the audience is interested and engaged with the subject
matter. The USA does have a hierarchical government and there are protocols that designate proper behavior and respect; however, a typical American feels confident that if they need to tell the President of
the USA, their opinion – they will some way and somehow, either directly or through their elected representative or through e-mail! . The President may not listen or act on that person’s words but at least he
has been contacted by an average citizen. This type of action would be based on what USA Americans’
ideas of what a “true” democracy could or should be.
Summary of Cultural Dimensions and Cultural Values
There is a larger study of culture, cross-cultural communication (which includes gestures), and
cultural competence but I have highlighted a few areas to give you an idea that two or more cultures may
have some commonalities but they will also have great differences. The differences can cause misunderstandings, clashes, and conflicts. We often assume that our own national or cultural values are universal
or human values. Not so! People may share an interest in modernism but not necessarily “westernism”.
People may share the desire to feed, clothe, and educate their children but what the children eat, what
they wear and what colors they dress in, and how and what they will learn, differs. People may want respect but how respect is demonstrated differs culturally.
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I must also add that in any multicultural country there are sub-cultures, co-cultures, and microcultures. These are cultures within the country or region that co-exist with the national culture yet the
national culture is still the primary culture of business, education, governance, and thus, conditioning.
A “third” culture is a new culture created by a blend of cultures and is neither one nor the other. Can
you think of any “third” cultures in your country? There is also the “heart culture” for some people”. As
an immigrant becomes acculturated she may speak and dress like an American but “inside she still feels
“Mexican”. Here is a quote that may explain this phenomenon:
Even if we can learn another language, learn the ways this world here works, we want to preserve our own language first, traditions and
culture, because we express ourselves best in our own language, translations are never good enough. There are values that all of us can share
and treasure – goodness of the heart, patience, love – but some will always be just ours alone(6).
Or course, regardless of how one carries or wear their culture, they also may face racism, sexism,
class-ism, or homophobia, regardless of how assimilated or acculturated they become to the new culture.
Multiculturalism, itself, exists among other factors in each of our countries.
LIBRARY SERVICES – OUTREACH PRINCIPLES AND IDEAS
How do you reach out do you begin to reach out to Latin Americans. You now have some background in cultural differences and values to ground you or increase your awareness. Let’s begin with a
quote from a Debbie Llenza, a colleague in Florida whose library system is serving a Brazilian community
and that reflects their determination:
Broward County has a significant Brazilian population (22,087 according to the 2004 American Community Survey), and we have
started providing services to this population. Because we do not have many staff members fluent in Portuguese, most of the programming
comes out of Outreach Services. We have computer classes in Portuguese as well as citizenship orientation. We have a yearly cultural event
at one of our regional libraries and work with The School Board of Broward County and with Brazilian community organizations on
other programs. We are planning an “employability skills” series” in Portuguese as well. We also try to bring in translators to some programs
that we present in areas with large concentrations of Brazilians. As with service to Hispanic community (and Haitians in our case), we go
out and do programs where the people are… even churches(7).
Outreach planning involves the following steps:
111 dentify the new community by asking questions and doing research:
AAA Are church services being offered in another language?
BBB Do primary school, secondary, and even, college and university statistics reflect the presence of non-English speaking or ESL (English as a Second Language) students? (In Japan
– would you be researching the number of foreign-born, immigrant and/or non-Japanese
speaking schoolchildren and students also?) Can you determine how much Japanese fluency of segments of the community?
CCC What are the most recent national/city/prefecture demographic breakdowns by ethnicity
and language spoken at home?
DDD Are there Spanish/Portuguese radio stations, newspapers in the area?
EEE Are there businesses that cater to Latin Americans/Brazilians such as grocery stores, barber shops, or bookstores?
FFF In regards to Latin American and Brazilian communities, find out where in Latin America
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or Brazil they are from and think about if the are living among themselves or among the
Japanese. Like the USA do you have a community that might be referred to as “Little Brazil”? or “Little Peru?” etc(8).
222 Identify what the community wants and needs:
AAA Ask Latino/Latin American community leaders, business owners, ministers, university professors, or teachers for their tips on how to reach their communities. If it the immigrant
or newcomer population is not welcome in your country then this information will be difficult and nearly impossible but not totally impossible to obtain, especially if the public
library values equity of all who enter regardless of resident status.
BBB If you have Latin Americans coming into the library you may design a brief bilingual or
Spanish/Portuguese language survey instrument translated by a staff member, local language teacher, or business person. The survey may ask what type of materials, programs,
Internet/computer services or classes they might be interested in. Your survey, at this
point in time, is also a promotional statement of the services that you have.
CCC If you have bilingual staff member they might begin to ask Latin Americans and Brazilians
directly as they come into the library what it is that would be helpful to them in their new
country, and then, keep a collection of qualitative data or narrative.
DDD You may be able to assume that most newcomers want the following:
iii materials (DVD’s, tapes, books, Internet resources) and classes to learn the country’s
national language – English or Japanese;
iiii materials in their native language (Spanish or Portuguese) for recreational (literature,
fiction, DVD’s, etc.) and information purposes (newspapers/magazines/the Internet),
books for children
iiiii job/work and housing information and other coping/life/ survival skill information such
as public transportation information, library and school schedules, how to apply for a
job, how to lease or rent a house/apartment or obtain health insurance etc.
EEE As the newcomers become familiar with the library and as both you and their bilingual
language skills improve, their needs and interests will be more sophisticated and diverse,
as will your survey instruments. Latin Americans will be interested in celebrating your
holidays and their holidays at the library. By finding out what region they are from in
Latin America, you can find out what particular celebrations they observed and what they
miss from home. Your role in conveying that the public library is a place to learn about
world cultures is important.
333 Make contacts in the community:
AAA Ask permission to speak to community leaders, business owners, language school teachers, social agency directors and ask for their knowledge and clues on how to promote
library services to their communities. Check to see if there is a Latin American, Brazilian,
Peruvian, Mexican etc. club or organization in the area. Check to see if a Brazilian or Latin American consulate may be able to assist with information or as a partner. Sometimes
they will sponsor cultural programs.
BBB Make presentations to parent groups, churches, community groups, employee associations, cultural groups and clubs etc.
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CCC Ask permission to post or leave Spanish/Portuguese language or bilingual flyers and bookmarks that promote library classes, programs, and collections in the library as well as the
library schedule.
444 Make media contacts:
Contact Portuguese/Spanish language newspapers and radio stations for permission to announce relevant library classes, collections and programs. It is likely that someone at the
radio station is bilingual and can offer ideas of how to translate the public service announcements or press releases or ads.
555 Public Presentations:
AAA If you are not bilingual take a bilingual person with you that can help you translate. If that
other person is also bicultural it will be an asset.
BBB Organize a welcoming presentation that may include visuals and that explains what is
needed to get a borrower’s card, take a class, and how to use the computer.
CCC Explain to the audience that you are usually at the library but that you may not be there
when they go to the library but that other staff members will be glad to help them. Be
sure to highlight if you have materials to learn Japanese, materials to learn about Japanese culture and governance in Portuguese or Spanish and if you have materials (books,
DVD’s, magazines, newspapers) in their native languages of Spanish or Portuguese.
Note: Remember what I said earlier that relationships are important to Latinos as well as a
preference for “high-context” behavior. If you ask a Latin American person for assistance
to translate a document or a help you make a presentation it is proper to ask them in a respectable manner and also offer something in exchange as a symbol of your and the library’
s gratitude. Perhaps you can offer a free Internet class to them or you can place their flyers
in your library etc…They may say “No, No, No” but it is important to offer. And of course,
saying “thank you” is very important.
666 Make the Library a Welcoming Place
The library buildings, rooms, bookmobiles, web pages and public relations (PR) materials
must say “Welcome” and “Come In”. The word “ambiente” (ambiance) speaks to the visual,
aural, oral, and tactile senses. What we cannot say with words we can demonstrate in other
ways.
AAA Signage must be bilingual or in Spanish/Portuguese.
BBB Posters, displays, and exhibits of Latin American culture are helpful.
CCC If it is not too disturbing you may even consider playing Latin American music in the
background.
DDD Organize welcoming cultural programs that highlight the Japanese culture

and holidays

and/or the Latin American holidays and feast days.
777 Collection Development
This is a broad topic. However you will likely need materials to learn Japanese, find bilingual materials in English and Spanish/Portuguese, and find materials in the native languages
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of the immigrants. If your population is from Peru and Brazil, for example, you will have to
find two different languages and may need to consider the differences, if they exist, between
Brazilian and European Portuguese and/or Spanish language materials that are published in
Spain, Mexico, Peru or any other country. This is a whole topic for another article in itself
but I am pointing to things to consider before purchasing materials. A publisher colleague,
Linda Goodman provided a reference for me to offer to you readers(9). in response to my
question asking her if she could sell Spanish Language materials to Japan. You will also find
in the “Web Resources” at the end of this article – a few USA libraries that serve Portuguese
speaking populations, including the information for Broward County Library in the “End
Notes” section.
888 Have you made a difference? Evaluation and Methods
You may apply a combination of quantitative and qualitative methods.
AAA Quantitative methods include surveys – given in person in the library, over the phone, or
maybe the internet.
BBB Qualitative methods include “focus groups” if you have a facilitator that speaks Spanish/
Portuguese and is culturally competent.
CCC You may collect stories, quotes, and narrative - told to you by families, parents, children,
and individuals that come into the library and say something like “I am thankful to the
library for helping me learn Japanese” or “ “Because of the library I am able to e-mail my
family back home. I don’t have a computer”
The key is that the library must decide what the goals and objectives are, what outputs and outcomes should look like, and how you want to use these measures. Perhaps you want to justify continued
service or obtain more funding and you will want to prove that your methods are successful according to
your goals. Some say that it is difficult to measure how a library “makes a difference” in one’s life. And
others say that serving all people in the public library is “simply the right thing to do” without question.
The reality in the USA, however, is that funding often depends on partnerships with funders that demand
measurement.
Some of the links under “Web Resources” provide specific examples of service and outreach in
USA libraries.
CLOSING THOUGHTS
Reaching out to someone different requires reaching into yourself and looking at your own values
and biases. Whenever there is tension or conflict there is a crossroads. One can decide to learn something new and stretch their own boundaries of understanding and looking at other world cultures. We are
not expected to give up our values but to weigh how important it is for us to respect values different than
our own – in an effort to create multicultural library services and increased cross-cultural understanding.
The highest ideal value is to go beyond mere coexistence and to pursue new shared values in a new global world. Differences bring new insight to the new “whole”. Facilitating this new “whole”, this new global
thinking, this new world, is our responsibility, as librarians. Thank you for this opportunity to speak with
you through writing.
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WEB RESOURCES
For Children’s Literacy:
Spanish Language Resources on the Web – Children’s Literacy
Compiled by the Colorado State Library, Colorado Dept. of Education, this provides links to Spanish and
English tools for parents, families, and librarians.
http://www.cde.state.co.us/cdelib/download/pdf/SpanishLiteracyWebResourcesForKids.pdf
For Spanish Language Outreach Tools and Tips:
Web Junction Spanish Language Outreach Program
Excellent web resource with specific tips for developing an outreach plan. Offers sample signage, marketing tips, how to learn Spanish (for English speaking librarians) offered by working librarians in Latino
communities and more… http://www.webjunction.org/do/Navigation?category=10555
Public Library WebPages’ targeting Portuguese communities in the USA:
Framingham Public Library, Massachusetts
http://www.framinghamlibrary.org/portuges/portugue.htm
Somerville Public Library – English Conversation Groups, Massachusetts
http://www.somervillepubliclibrary.org/EASTbr.htm
Note - If you can not have Japanese- as- a-Second Language Class, perhaps you can have a Japanese
Conversation Group for people to practice.
Milford Town Library, Massachusetts
http://www.milfordtownlibrary.org/PortugueseHome.htm
Danbury Library, Connecticut
http://www.danburylibrary.org/index.htm
Danbury Library Language Center – Aprenda Inglés (Library web page in Spanish)
http://www.danburylibrary.org/esl/portugese/index.htm
Danbury Library Language Center - Aprenda Inglês (Library web page in Portuguese
http://www.danburylibrary.org/esl/portugese/index.htm
Public Library WebPages’ targeting New Immigrants to the USA:
Austin Public Library New Immigrant Centers, Texas
http://www.ci.austin.tx.us/library/index.cfm?action=i_about
Services include study centers, talk time, ESL classes, library tours and free computer classes. Included is
how this library system reaches out to the immigrant communities.
Queens Public Library- Immigrant and Citizenship Services, New York
http://www.queenslibrary.org/index.aspx?section_id=5&page_id=42
Links to an online directory, information on coping skills, cultural programming, citizen preparation, immigrant service agencies. This library has often taken the lead in providing services to immigrants because of the great diversity in this New York Borough.
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BOOK RESOURCES
For a complete overview of Services to Latinos/Hispanics in the USA:
Alire, Camila A and Jacqueline Ayala, Serving Latino Communities: A How-To-do-It Manual for Librarians, Second Edition, Neal Schuman, forthcoming, 2007. In addition to addressing direct service issues, this book Includes
practical guidelines for librarians to obtain funding, prepare a case for funders or library administrators,
how to conduct to conduct focus groups and surveys etc.
http://www.neal-schuman.com/db/1/601.html
For overview on marketing, outreach, publicity, and collection development:
Byrd, Susannah Mississippi, ¡Bienvenidos! ¡Welcome!: A Handy Resource Guide for Marketing Your Library to Latinos, Chicago: American Library Association and in collaboration with Cinco Puntos Press, El
Paso Texas, 2005. This book provides an extensive directory of publishers, wholesalers, and distributors.
For Children’s books:
Treviño, Rose Zertuche ed., The Pura Belpré Awards: Celebrating Latino Authors and Illustrators, Chicago: American Library Association, 2006.
This book offers award winning English, Spanish, and bilingual children’s books by Latino authors and
illustrators, with annotations. Sample book talks and activities are included as well as further web resources, including publisher information. For further information on the Pura Belpré Award: http://www.
reforma.org/bepreaward.html
For Children’s crafts:
Pavon, Ana-Elba and Diana Borrego, 25 Latino Craft Projects, Chicago: American Library Association,
2003.
The book, written by two outstanding children’s and public librarians includes sample craft programs
based on Mexican and other Latino American traditions. Includes clear instructions and photos. Major
Hispanic holidays are included as well as everyday crafts.
END NOTES & REFERENCES MADE IN THIS ARTICLE
（（（（I use the term Latin Americans to mean people from South America and the Caribbean. The terms
“Latino” and “Hispanic” are used in the USA to refer to descendants of people born in Latin America, Spain, and some countries in the Caribbean such as Puerto Rico, the Dominican Republic, and
Cuba. The terms also refer to recent. immigrants from these lands. They are broad terms made in
an attempt to label and measure this large population living in the USA. The term “Latino” tends to
be used on the East and West Coasts of the USA and “Hispanic” tends to be used in the Midwest,
Heartland, Southeast, and Southwest regions. Of course there are exceptions. Both terms encompass
a great diversity of bilingualism/monolingualism, country of birth/origin/heritage, generation in the
USA, economic status, ethnic and/or racial background, and other variables. Many Latinos prefer to
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