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序論 
 
 

 テューペロ公立学校区では、全ての学生に公平で優れた教育を提供することを目標としています。

そのために、学区では英語を外国語として学ぶ学生のためになるような修正をこれまで行ってきて

います。1998 年の秋より、公平な教育の提供のために各学区の援助を行っている Southern Equity セ
ンターと応用言語学センターのコーディネーターである Medina J. Tery氏の指導の下、学区の管理職、

教職員、進路指導カウンセラー、事務職員一同、努力を重ねてきました。 
 
この 2009 年企画の案は、その後これまでの学年度で使用されてきました。2012 年に大規模な改訂

が行われ、2014 年の 2 月には、州と国の指針やテューペロのコミュニティーの必要性の変化に対応

するため、この案の再検討、改訂、更新を行うため、学区の ESL（第二言語としての英語）委員会

が発足しました。 
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管理職員 
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TPSD 英語学習者の指針 

テューペロ公立学校区(TPSD)英語学習者サービスは、全ての子供たちは学習する能力があるという

哲学に基づく学校の制度にのっとって計画されています。テューペロ公立学校区の職員は、最良の

英語学習者（ELL）向けのサービスとは、以下のようでなければならないと信じています。 

• ELL学生特有の言語学的、学習的、文化的、感情的な必要性に合わせて作られなければいけ

ない。 

• ELL学生が英語のネイティブスピーカーの友人たちと似た進度で成長していけるような補助

と指導を提供しなければいけない。 

• 学区や地域の援助や資源を最大限に活用しなければならない。 

 

テューペロ公立学区の組織構成： 
 

• Early Childhood Education Center （年中） 
• Carver Elementary – 年長～１年生 
• Joyner Elementary – 年長～２年生 
• Parkway Elementary – 年長～２年生 
• Thomas Street Elementary – 年長～２年生 
• Lawhon Elementary – ２年生～５年生 
• Lawndale Elementary – ３年生～５年生  
• Pierce Street Elementary – ３年生～５年生 
• Rankin Elementary – ３年生～５年生 
• Milam – ６年生 
• Tupelo Middle School – ７年生～８年生 
• Tupelo High School ９年生～１２年生 

o High School Advancement Academy（高校在学中の大学単位取得プログラム） 
o School Aged Mothers/ SAM（学齢の母親向けへのプログラム） 

• Fillmore Center – Structured Day Program(特別更生支援プログラム) 
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第一章 
プログラム概要 

 

法的基盤 

法的基盤：ミシシッピ州法と連邦法では、英語学習者（ELL）のために無差別で、教育学上健全な

教育学説や実践に基づいたサービスの提供をすることを学校区に義務付けています。学校区は ELL

に関する全ての法律に従う責任があります。テューペロ公立学校区では、全ての ELL のために学習

に必要な英語習熟のための教育プログラムや援助を提供することに全力を傾けています。 

 

教育目標 

• ネイティブスピーカーと同じ普通教育プログラムにおいて、ELL の学生の成功と完全参加を

促進するような英語習熟を強化するサービスの提供 

• ELL学生が学校や地域の文化的環境の一員になるための援助をするサービスの提供 

• ELL学生が学校や地域に自分の文化を共有できる機会の提供 

• ELL学生の家族がテューペロ公立学校区にとって不可欠の存在になれるような機会の提供 

 
テューペロ公立学校区では、ジョージワシントン大学にある Equity and Excellence in Education セン

ターによって紹介された ELLに関する下記の６つの指導方針を実行していきます。 
 

1. 全ての学生に設けられている同等レベルの高い学習期待値で ELL 学生も見なされなければ

ならない。 
 

2. ELL 学生は、他の生徒と同じ期待値で聞き取り、会話、作文の分野において、十分に受容的

で建設的な英語の上達を目指さなければいけない。 
 

3. ELL 学生にも読書、国語、算数・数学、社会科、理科・美術、保健体育の全ての学習内容に

おいて、他の生徒同様の成績基準に達するよう、やりがいがあり、挑戦的な授業を受けさせ

る。 
 

4. ELL 学生は、これまでの教育や認知能力を伸ばし、自らの言語習熟レベルを反映させる指導

を受ける。 
 

5. 学生の言語習得段階や文化的背景を考慮にした州や地域の基準にあった適切で有効な査定方

法により、ELL学生は評価される。 
 

6. ELL学生の学校での成功は、教育者、家庭、地域の共同責任である。 
 
参考文献 
(Promoting Excellence:  Ensuring Academic Success for Limited English Proficient Students (p. 11) by the 
Center for Equity for Excellence in Education, 1996, and 2000, by the George Washington University) 
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プログラム模範 
テューペロ公立学校区は、年長から１２年生対象のシェルター型・構造化イマージョンと、７年生

から１２年生向けの第二言語としての英語（ESL）の授業の２つ模範を ELL 学生用の教授法として

採用しています。どちらも英語で授業が行われ、学生の母国語は、直接的な指導ではなく、必要に

応じて説明目的だけのために使われます。学校区は、その他の ELL 用指導模範の研究を常に心がけ

ています。年に１度、調査と査定の機会を設け、現在のプログラム模範の効果や変更の必要性があ

るか否かについて再考しています。 

 
サービスの概要 
シェルター型・構造化教室（年長～１２年生対象） 
WIDA の A 層と B 層に識別された ELL学生は、シェルター型・構造化教室に配属されます。この教

室では、英語のみで行われる授業での成功を目指した英語の習得を目標としています。学生たちは、

州や学区が義務付けた同じ教育課程に沿った学習をしますが、より分かりやすい指導をするため、

教員は ESL の教授法を使います。教員たちは、基本的な対人コミュニケーション能力と認知学習的

言語能力を養わせるために、体を使った活動や視覚的補助教材、その他の環境や施設を使って、算

数・数学、科学、社会、その他の教科を指導します。ELL の必要性に適切に応じるため、教員たち

は、SIOP®模範やその他の ESL模範の研修を受けているか、ESL教授法の免許を保持しています。 
 
SIOP®は、Jana Echevarria、Mary Ellen Vogt、Deborah J. Short らの研究内容から作られた科学的根拠

のある模範です。この模範の学説的な土台となっているのは、言語の習得は、有意義な言葉の使用

と交流によって高められるという考えです。聞く、話す、読む、作文などの言語処理は相まって発

達するため(Genesse 他 2006 & Shanahan2006a)、SIOP®の授業では、これらの能力を一体化させる活

動内容を用いています（Echevarria 他 2008:17)。 

 
ESL クラス（７年生～１２年生対象） 
シェルター型クラスに加え、７年生から１２年生の WIDA 査定の A 層と B 層に属する生徒には、

ESL の授業もあります。少人数制なので、教員は学習内容と認知的語学習得を強化するための個別

指導がしやすい環境となっています。ESL の授業では、ミシシッピ州が全ての学生に条件としてい

る将来の成功へと結びつく学習基準を身につけさせるため、授業で必要な言語の知識を学習します。

加えて、ESL課程では、2002 年 1 月に試行された No Child Left Behind（落ちこぼれをつくらないた

めの初等中等教育）法のタイトル３言語習得の基準を満たすことを目標としています。高校生には、

それぞれの目標とする職業に適した授業を履修することを勧めています。大学進学を目指す生徒は、

ESLの授業の一環として入学試験準備用の授業を受けます。 
 
WIDA の第３層に属している、または経過観察期間１～２年目に属する生徒は、SIOP®対応の授業

や ESL の授業を必要としないかもしれませんが、進路指導カウンセラーによる監督が受けられます。

学習面での問題があった場合には、家庭学習、放課後の家庭教師による指導、教室内での特別処置

など、その必要に応じた適切な対応がされます。 
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WIDA 英語言語習熟度の基準と略語 

基準と略語 

習熟基準１ 学校環境において、社会的、教

育的な意思疎通をすることがで

きる。 

社会的、教育的な用語 

習熟基準２ 国語の学習に必要な情報や見

解、概念の意思疎通をすること

ができる。 

国語の用語 

習熟基準３ 算数・数学の学習に必要な情報

や見解、概念の意思疎通をする

ことができる。 

算数・数学の用語 

習熟基準４ 科学の学習に必要な情報や見

解、概念の意思疎通をすること

ができる。 

科学の用語 

 

習熟基準５ 社会の学習に必要な情報や見

解、概念の意思疎通をすること

ができる。 

社会の用語 
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第二章 
識別と査定 

 
識別 
 
言語、または出生国が少数派の学生の中には、英語以外の言語を話したり、あるいは英語を流暢に

話せなかったりする場合があります。そのような学生ためには、英語の言語習熟レベルを査定する

必要があり、その査定結果によって ESLのサービス内容が決められます。 

家庭内言語調査 
テューペロ公立学校区に通う全ての学生は、入学手続きの書類に含まれている家庭内言語調査書に

記入します。家庭内言語調査の記入は、州と連邦政府によって義務付けられています。 
 

1. 学生の言語的背景は、学校区の入学手続き書類の一部である家庭内言語調査書によって判断

されます。この調査書は、生徒・児童の母国語にも翻訳が可能であり(www.transact.com)、
必要な場合には、通訳が確保されます。 
 

2. 家庭内言語調査書は、各学年度の開始から１０日以内にカウンセラーによって確認されます。

年度の途中から入学した学生に関しては、直ちに ESL 試験を実施するために、５日以内に

言語調査書を確認します。 
 

3. 家庭内言語調査書の回答が全て「英語」だった場合には、その学生は言語的に英語が堪能だ

と認識され、その後は何もサービスが適用されません。 
注意：英語話者でない人物が家庭言語調査を誤って理解してしまった場合、ミシシ
ッピ州教育省の勧めにより、学校がその他の証拠書類を考慮したり、学生が英語以
外の言語を家庭で使って話したり、情報処理をしているかを判断するため、観察が
行われます。これらの結果を受けて、学生は再度新しい家庭内言語調査を受け、
ELL 候補学生として認識され、査定されます。 
 

4. 学生本人、あるいは家庭内の誰かが英語以外の言語を使用していると家庭内言語調査書で回

答があった場合には、追加査定において、英語の言語習熟度を調べます。 
 

5. カウンセラーは、新入生の調査内容を申請し、ESL 事務所に通達します。WIDA 査定を祭用

していない州や外国から入学してきた ELL 候補者の新入生には、ESL 関係者（進路指導カ

ウンセラーか ESL 教員）によって W-APT™査定が行われます。W-APT™査定では、以下の

目的のために使用されます。 
• 第二言語としての英語（ESL）の候補学生の認識 
• 国内からの転校生やアメリカの学校への初めて通う学生の学習に必要な英語の習

熟レベルの判断、及び学習サービスに関する適切なレベルと量の判断 
• 英語での聞く力、読む力、作文力、内容理解力を判断する英語学習者用 WIDA-

ACCESS テストの結果を基に行う、学生の適切な３層のレベルへの識別 
 

6. ESL 関係者・カウンセラーは、家庭内言語調査書と入学手続き書類、W-APT テスト結果を

累積ファイルと ESLの赤ファイルに入れ、責任をもって管理します。 
 

http://www.transact.com/�
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7. 学区への新入生に関しては、家庭内言語調査書を含む入学手続き書類と W-APT テスト結果

の複写が ESL事務所に直ちに送られます。 
 
査定 
 

1. WIDA 識別を採用していない州から転校してきた、あるいは外国から転校してきた ELL 候

補生は、W-APT™（ミシシッピ州教育省の州教育委員会選定）が査定に使われます。 
 
ESL 関係者、または ESL 教師が W-APT™テストを実施し、採点します。学年度の初めから

入学した学生には、始まりから３０日以内に、年度途中で入学してきた場合には、入学から

２週間以内に査定が行われます。 
 

2. ESL 関係者は、保護者に ESL プログラム内での配属に関する通知書を送付します。学生へ

の ESL サービスの提供は、保護者からの署名が必要です。署名した通知書は、稼働日５日

以内に返却されなければならず、学生の ESL 赤ファイルに保管され、複写が ESL 事務所に

送られます。 
 
カウンセラーが継続的に対応し、学区が提供するサービスについて話し合う面談の機会を設

けます。面談には保護者とその学校に配属された ESL 関係者が出席します。面談後、保護

者が学区の ESL サービスを受ける権利を放棄した場合、サービス受給辞退の権利放棄書に

署名します。とは言え、公民権法に従って、その学生の英語の言語的及び学習的必要性を満

たすことができるよう、学区は適切な方法で支援をしていきます。権利放棄書は、学生の

ESL 赤ファイルに保管され、複写が ESL 事務所に送られます。この学生は英語が堪能だと

見なされるまで、ミシシッピ州教育省の決まりによって WIDA-ACCESS for ELLs®テストを

年に１度受け、査定されなければいけません。 
 

3. ELL候補者の学生の査定だけでなく、No Child Left Behind（落ちこぼれをつくらないための

初等中等教育法）において、全ての ELL 学生は、年に１度習得度を査定するテストを受け

ることを義務付けられています。ミシシッピ州教育省の州教育委員会は、WIDA-ACCESS 
for ELLs®テストを該当 ELL用に採用しており、年に１度４月に ESL関係者か ESL教員によ

って実施されます。 
 
査定が適切に実施され、学生の解答内容が適切に採点されるため、テストの全ての試験官は、

W-APT™, WIDA ACCESS for ELLs®と WIDA-ALTERNATE for ELLs®テスト採点の解釈法、

WIDA 英語言語習得基準の適用に関して、インターネット研修や現場での専門的な研修を受

けています。 
 

4. ESL のカウンセラーには、学生の赤ファイルの管理、ESL 事務所での更新情報の履歴の提供

の責任があります。 
 
赤ファイルには、次の物が含まれています。 

o ホッチキスで内側に留められた家庭内言語調査書（家庭で使用されている言語を強

調）と入学手続き書類 
o 署名済みの入学通知書 
o WIDA-ACCESS for ELLs®テスト、もしくはの WIDA-ALTERNATE  for ELLs®テスト

の結果の年報告の複写（複写の１部は、ESL事務所に送付） 
o WIDA-ACCESS for ELLs®テスト、もしくはの WIDA-ALTERNATE  for ELLs®テスト

の教員・保護者との結果報告書 
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o 権利放棄書（該当者のみ） 
o 再分類報告書（経過観察学生、もしくは修了した学生の場合） 
o 成績表‐８年生までの年度末の成績表 ８年生修了時には、累積ファイル内にある

前年度までの成績を示したページの複写は、赤ファイルに綴じられ、これまでの学

年の成績表は取り除かれる。 
o 学区及び州のテスト（例：EPSF、Universal Screening、Terra Nova、MCT 2、SATP な

ど） 
o その年度の ESL サービス計画‐学校の ESL チームが集まり、その学生が取り組んだ

宿題や課題の見本と州のテスト結果を見直し、サービス計画の承認に向けて準備さ

れる。計画が完成すると、赤ファイルに保管され、複写が毎年１０月 1 日（最初の

成績表が出される２週間の間）までに ESL事務所に送られる。 
 ESL チームは、２度目の成績表が出された後に集まり、成績や課題の見本、

教員によって考慮された対応の結果を考慮に入れ、どのように成果が出せた

のかを見直します。この内容は ELL用の成果観察書に記されます。ESLサー

ビスの内容に変更が必要な場合には、変更点が付け加えられます。 
o 学生の母国語で書かれている家庭向けの学校や学級通信、報告書、その他の書類 
o 学生の以前の学校区からの情報は、ファイルの一番下に綴じられ、何か疑問点があ

れば、ESLコーディネーターがその他の資料の保管の必要性については判断する。 
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第三章 
クラス分けとサービス 

 
クラス分け 
公民憲法の指針に従い、ELL 学生はその学生の年齢に適した学年に配属することを第一の原則とし

ます。 
 
年長～８年生 
学生は実年齢に合わせた年長～8 年生までの学年に配属されます。 

注意：この原則の例外となる状況もいくつかありえます。児童が満 6 歳を迎えてさほど時間

が経過しておらず、学校に入学したことがない場合には、年長組に配属される可能性が高く

なります。ELL 学生に発達障がいがあり、障がいが重度であれば、実年齢よりも低い学年に

配属される可能性があります。ミシシッピ州教育省に従い、どのような状況においても ELL
学生が実年齢よりも 1 学年以上下の学年に配置されることはありません。 

 
９年生～１２年生 
一般的に高校生に当たる年齢の学生は、２１歳以下である限り高校に配属されます。２１歳までに

卒業が不可能な場合には、生徒と保護者に GED（一般教育修了検定）や成人向けの一般教養などの

他の選択肢が進路指導カウンセラーか ESL 教員によって与えられます。このような場合には、単位

の取得不足が原因で卒業ができない旨が保護者にきちんと説明されます。説明時には、必要に応じ

て通訳が派遣されます。21 歳以下であれば、誰にでも高校に通う権利があります。 
 
これまでの学習成績証明がない生徒は、９年生に配属されます。後日成績証明が届いた場合には、

適切な授業選択や学年レベルの再配属の判断のため、調査を行います。進路指導カウンセラーか成

績証明調査の研修を受けた職員が生徒を面接し、各授業を受ける時間の長さを判断します。授業単

位は生徒が外国にて取得した単位の履修時間を基に、カーネギー単位基準法を使って本学区の同等

の授業の単位に換算されます。 
 
生徒の以前の学習履歴や成績証明の調査には、細心の注意が払われます。The Country Index と The 
Glossary of Foreign Educational Terms（Frank Severy 出版社、3951 Kutcher Drive, Anchorage, AL 99516, 
(907)345-5217 より入手可能）の２つの資料を参考としています。 
 
高校レベルの ELL学生に対する当学区の一般原則は、以下の通りです。 

1) 授業選択 
全ての学生は、就職活動への興味を示さない限り、大学進学へ向けての推奨を受け、

平等な機会を与えられる。進路指導カウンセラーは、英語の言語の習熟が不十分であっ

たとしても、認知能力には関係がないことを承認する。 
高校での授業登録をするにあたり、英語力のレベルが考慮される。WIDA 査定のレベル

３/発達段階よりも低い言語力だと判断された生徒には、学術用語の必要性の低くよりわ

かりやすい授業が可能な場合には選択される。 
 

2) 指導と査定の調整‐学生は、SIOP®研修済みの教師からよりわかりやすい授業を受ける。

ESLチームは、適切な指導と査定の調節を判断し、言語サービス計画の一部に含める。 
 

3) 課外活動への参加‐全ての学生に対して課外活動へ参加することを勧め、活動内容や必

要条件を学生が情報入手できるよう、支援する。 
4) 学生が退学の危機にある場合には、ESLチームが具体的な対策を練る。 
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ESL サービス 

W-APT™ もしくは WIDA-ACCESS for ELLs®の査定結果に基づき、学生は ESL サービスを受けま

す。どのような ESL サービスや調整がその生徒にとって適切かを判断するため、WIDA 英語言語査

定の層が使われます。 

 
年長～12年生対象 
W-APT™ もしくは WIDA-ACCESS for ELLs®査定において、ELL だと判別された学生は SIOP®教

授法研修済みの教師のクラスへ配属されます。このシェルター型・構造化イマージョン教室におい

て、学生は英語のみで行われる一般授業での成功に必要な英語の言語能力（基礎的な対人コミュニ

ケーション能力と認知学習言語力などが例）を身に着けます。ここでは、英語のネイティブスピー

カーもその他の ELL 学生も同じクラスで学んでいます。学生は州や学区が義務付けている同じ学習

課程を学習しますが、教師がより授業の仕方を総合的にわかりやすくするため、シェルター型・構

造化イマージョンと識別されます。 
 
7年生～12 年生対象 
ESL クラス：WIDA 査定 A 層と B 層に分けられた学生は、ESL 免状を持つ教師、あるいは免状取得

に向けて取り組んでいる教師のクラスへ配属されます。学習内容により生徒に興味を持たせる支援

と認知的な学術用語力の発達の２つの明確な要素を焦点に絞り、学生に補助が与えられます。ESL
教師は、ELL学生の成功を保証するため、授業の教え方や個別指導の仕方の工夫に努めます。 
  
テューペロ中学校及び、もしくはテューペロ高校の ESL 生徒の人数により、生徒の英語習熟度を基

に ESLクラスに配属されます。その場合のクラス分けは以下の通り。 
 

ESL A（WIDA 査定 A 層）：基礎対人コミュニケーション能力（BICS）の育成と向上を目

指します。日々のコミュニケーション能力、聞く力、基礎的な会話力、人の話を理解する能

力、基礎的なコミュニケーションの必要性が BICS には含まれています。 
 
ESL B（WIDA 査定 B 層と C 層）：中級レベルの学生は、認知学術用語力（CALP）の発

達の向上を目指します。CALP とは、問題解決力、推察力、分析力、物事を総合的に見る力、

予測能力などを含む、教室内での成功に必要な能力です。CALP は BICS より更に高い言語

習得が必要とされています。  
 

WIDA 査定の C 層に３年以上属する ELLの学生、及び経過観察１～２年目に属する学生は ESLの授

業が必要がなくなっているかもしれませんが、ESL チームによる監督が継続されます。成績の低下

や試験の点数が平均値を下回るような学習においての困難に面した時には、学校内や放課後の個別

指導や教室内での特別処置など、学生の必要性に応じて適切な対応がされます。 
 
ESL 授業に加えて、WIDA 査定 A 層と B 層の生徒は、SIOP®の授業内容を受ける、もしくは他の

ESLの研修を受けている教師が担当します。 
 
教室での授業と介入 
 
シェルター型・構造化英語イマージョン教師 
この教室で教える教師には、言語サービス計画に沿った学生の言語習熟レベルに合わせた対応内容

と教育的介入を提供することが義務付けられています。適切な対応と教育的介入を提供することに

より、総合的な授業と評価をすることができます。 
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言語の発達の促進と英語、科学、社会、算数・数学、情報、通信技術の科目授業においての成績向

上を目指した教育的介入の例は以下の通りです。 
 ‐足場がけ（自分の力で課題を解決するために学習者に与えられる支援） 
 ‐English in a Flash や Rosetta Stone などのコンピューターソフトウェアプログラムの使用 
 ‐視覚的補助やジェスチャー、図式的にわかりやすくした収納箱、小道具などの使用 
 ‐五感を使った活動内容 
 ‐内容理解を評価するための代わりの査定方法の使用 
 ‐概要付、易しい言葉への置き換え付、音声付、強調表示付など修正された教科書の使用 
 ‐共同学習の実行 
 ‐友達同士での教え合い 
 ‐放課後の個別指導 
 
教育的介入を適切に行うため、教師は SIOP®研修などの専門的開発トレーニングを受けています。

SIOP®教授法が効果的に使用されているかの確認のため、教員は現場での継続的な授業教授法の指

導を受けることが可能です。 
 
評価と留年 
 
学区は出生国少数派の学生のための教育プログラム提供に積極的に取り組むことを連邦政府の必須

条件として、義務付けられています。これは、ELL の学生が学習の必修項目を他の学生同様に満た

すということであたり、ELL 学生の文化的、言語的な必要性が適切な方法で対応されているか、学

習意欲を向上させるような方法で教えられているかを意味しています。法律上では、学生が教育的

な実体験を通じて得られる学生の体験に基づいた学習法が ELL への対応として義務付けられていま

す。英語力が不十分だからという理由でその学生が罰せられるようなことはありません。 
 
ミシシッピ州教育省、英語学習者指針(2011 年１月:50-51)には、「ELL の言語発達初級のレベル１か

ら言語習熟発展のレベル３までに属する学生には、落第点が与えられることはない」と記されてい

ます。 
 
英語学習者の留年は、一般的には勧められません。進級するか留年するかは、時と場合を考慮して

判断されなければいけませんが、留年の判断がされた場合には、連邦政府からの規制によりその年

度内に適切な対応と改善がされていたと示す資料を付け足す必要があります（1970 年 5 月 25 日覚

書）。 
 
学生が問題を抱えている時は、校内にある ESL チームに委託され、要因の調査と介入策の案が実行

されます。チームからの提案によっては、学区の３段階からなる介入に対する反応計画を適用され

る学生もいる可能性があります。 
 
保護者との連絡 
 
テューペロ公立学校区では、需要が高い外国語に訳された言語情報を提供します。学区内で必要と

されている言語の通訳・翻訳者は、できる範囲でその場、もしくは電話口で通訳をしたり、書類の

翻訳をしたりします。各学校は保護者面談やその他の必要時のために通訳者のリストを常に用意し

ています。各学校のカウンセラーや事務職員は、ミシシッピ州教育省が提供している

www.Transact.com などの資料を使って、家庭との連絡を行います。 
 
 

http://www.transact.com/�
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関連情報の例：  
 －学生の在籍登録と緊急連絡先 
    －給食サービス 
 －学区 ESLサービス 
 －養護教育サービス 
 －優等生向けサービス 
 
子供たちが参加している学区内のサービス内容について保護者がよく情報提供を受けた上で、教育

に関する決断ができるよう、保護者と十分なコミュニケーションを取ることが我々の目標です。 
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第４章 
人材採用と資源 

 
教育の質 
 
英語学習者（ELL）に平等で公平な教育の機会を提供するため、テューペロ公立学校区は、資格を

持ち、研修をきちんと受けている教員を揃え、学生や家庭の支援するために資源を提供します。 
 
テューペロ教員 
テューペロ教員たちは、成功を目標とし、子供と将来の両方に重点を置いています。教員は、教育

課程を熟知し、創造的でやりがいのある方法を使って授業を行います。常により良い授業をするた

めに努力し、大きな教育コミュニティーの一員として教育の専門家として働きかけます。教室内で

の期待項目をわかりやすく説明し、学生と家庭との関係を大事にします。テューペロ教員たちは、

職場でもプライベートでも倫理と誠実さを何よりも大切にします。 
 
Ａ．シェルター型・構造化英語イマージョン教室教員 
ELL学生のクラス担任は、SIOP®研修済みで、英語習熟の発達と学習内容の知識と能力を支援する

ため、校内の ESLチームと適切な言語サービス計画の準備と実行に向けて協力する。担任教師は、

言葉の壁により授業や査定方法の変更の必要性があるかもしれないことを理解しつつ、高い期待基

準を持ち続けます。授業では、ネイティブスピーカーと ELL共に同じ内容を学習させますが、

SIOP®法では ELLに対する内容理解の補助をします。 
  
Ｂ．ESL教師 
クラス担任に課せられた条件に加え、ESLの授業はESL免状を保持している教員、もしくは免許取得

に向けて取り組んでいる教員によって行われます。テューペロ公立学校区は、ESL会議やセミナー

など、専門的な発達の機会を提供してESL教師を支援していきます。ESL教師の第一の役割は、生徒

の英語習熟発達の手助けをすることです。ミシシッピ州が通常教室内での標準指導要領とそれに伴

った成績責任を定めているため、７～１２年生のESL教師は、指導要領にある学習内容に合った教

室内での戦略のアドバイスや、WIDA基準などを用いて通常教員の支援をします。 
 
C. ESL 代表者 
ESL 代表者とは、進路指導カウンセラーのことであり、校内の ESL チームのまとめ役を担います。

各校の ESL代表者、及びカウンセラーは ELL学生の必要性やサービス内容、州や連邦法を周知して

おり、常に情報を最新のものにするよう心がけています。SIOP®教授法の研修を受け、W-APT™、

WIDA-ACCESS for ELLs®、WIDA Score Interpretation などの査定も行い、学生、家庭、教師、学校、

学区との連携役を勤めます。他の教員と同様、ELL 学生に関する専門的セミナーなどの研修に参加

する機会もあります。 
 
D. 各校の ESL チーム 
ESL チームは各校にあり、校長や被指名人の監督の下、スクールカウンセラー、ESL 教師（配属さ

れている場合）、担任教師から通常成り立っています（場合により、他の専門家が入る場合もあ

り）。ESLチームは必要に応じて、学区の連邦政府プログラムに支援や追加情報を依頼します。 
 
E. ESL コーディネーター 
ELLs® test administration 、 WIDA Score Interpretation 、 WIDA ELP Standards 、 WIDA Can Do 
Expectations、RtI などの ELL に関する査定テストを熟知しています。シェルター型・構造化英語イ

マージョン教室の教員に対し、授業の進め方の指導を行います。学区内において、常に最新の連邦
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法と州法に関する知識を持ち、ELL に対して最良のサービスを提供できるよう、必要に応じて研修

を受けます。学区の連邦政府プログラム長の監督の下、コーディネーターは ESL プログラム全体の

リーダーとして活動できるように勤めます。ELL とその家族の連携役として、ESL コーディネータ

ーには ELLに対して平等な教育を提供するという責任があります。 
 
F. 通訳・翻訳者 
各学校には、保護者面談やその他の行事時の意思疎通に役立つ、学校区承認済みの通訳者の一覧表

があります。事務員やカウンセラーなどの各学校の職員は、ミシシッピ州教育省より提供されてい

る www.Transact.com の翻訳源を使い、家庭とのコミュニケーションを取ります。 
 
G.専門的能力の開発 
テューペロ公立学校区の専門的学習システムは、学生の学習の向上を目標としています。職員のた

めの専門学習は、学生の成功率の向上を目標とした個人的、学校全体的、そして学区を挙げた改善

をしていくために計画されています。従って、テューペロ公立学校区は、良質の教育サービスを学

生に提供するため、職員を支援することに尽力しています。 
 
学区のESL計画では、SIOP®教授法の研修を受けた教員が担当する教室にELLの学生を配属すること

を義務付けています。継続的に雇用される新しい教員や、ベテラン教員の能力保持のため、SIOP®
教授法やESL教授法の専門的能力開発は、学区の能力開発計画、もしくは各校を拠点とした継続的

な研修を通して定期的に行われます。 
 
H. シェルター型・構造化英語イマージョン教室 
 
ELLに適切な教育を提供するため、テューペロ公立学校区では、各校にSIOP®研修済みの教師を配

属しています。小学校では、各学年に最低１人、中学校・高等学校においては、各学年の国語、科

学、社会、数学、情報、通信技術の各教科において最低１人の教員がSIOP®研修を受けています。

ELLの学生数の増加に伴い、SIOP®教授法を採用している教室数も増やします。（注：SIOP®教授

法は、現在推奨されている手本であるが、その他の適合性のあるESL研修が代用される場合もあり） 
 
I. 学生と教師の比率 
 
今日の研究では、少人数制の教室は、学生の好成績につながる効果があると示しています。従って、

テューペロ公立学校区は、全てのシェルター型・構造化英語イマージョン教室の学生と教師の比率

の割り当てに気を配っています。 
 
J. 英語学習者の資料 

• ソフトウェア資源：Accelerated Reading、ABC Mouse、Rosetta Stone、English in a 
Flash、Reading A-Z、Classworks 

• プログラム資源：年長向け Early Childhood Education Center、授業中及び放課後の

個別指導 
• 人的資源：専門的能力開発（全国的指導者、地域指導者、学区外の研修会）、教授

法指導、日本人専用連絡係、バイリンガル通訳者（英語・日本語・スペイン語） 
• その他：バイリンガル辞書、Smart Talk、メディア専門資源、保護者向けコミュニケ

ーション・翻訳サービス（TransAct Parent Notices、General Ed Resources） 
 

 
第５章 
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ESL サービスから監督生への移行プロセス 

 
ELL サービスからの移行 
 
テューペロ公立学校区の目標は、ELL 学生の英語習熟の支援です。学生が熟達するまでに要する時

間には個人差があります。従って、ミシシッピ州教育省が定めた英語学習プログラムサービスの卒

業基準を満たした学生は、連邦政府が義務付けている２年間の経過観察生になることができます。

学区からの再分類通告書を通して、保護者は学生が経過観察生になった旨の連絡を受けます。保護

者が署名した通告書は、赤フォルダーに保管され、複写が ESLオフィスに送られます。 
 
お子様に学区の ELL 向けサービスを続けさせたい保護者は、カウンセラーに連絡をして面談の機会

を持ち、現状の再査定を行います。経過観察生の期間中、校内の ESL チームが監督を続けます。学

生が成績の低下、平均以下のテスト結果などの学習面で問題を抱えた場合、学生の必要性に応じて、

校内・放課後の個別指導、もしくは教室内での特別変更など適切な対応がされます。 
 
ミシシッピ州教育省に従い、年長から２年生までの ELL 学生は、ELL サービスからの修了が認めら

れていません。修了基準は、WIDA-ACCESS 査定における総合的な習得度と標準テストの結果に委

ねられています。地域の教育機関は、これらの２つの査定結果を使って英語習熟度を測ったり、

ESL プログラムの修了を判断したりすることを義務付けられています。このことから言えるのは、

WIDA-ACCESS 査定において、高い成績を出していたとしても、ESL プログラムを修了できるため

の十分な語学力には達していないかもしれないということです。 
 
卒業プロセス 
 
進路指導カウンセラー、ESL教師、担任教師から成るESLチームがミシシッピ州教育省の修了基準を

基にして、学生がESLプログラムを修了できるかの判断を下します。この調査内容は、ELL学生の

成長を記録するための経過観察記録用紙に記されます。３年生から１２年生までのELL学生のESL
プログラム修了に関する基準と詳細段階は、２０１１年１月発行のミシシッピ州教育省・英語語学

プログラムサービス卒業に関する記事に書かれています。学生がESLクラスに居残る、もしくは修

了するかを判断する要因となるものは、以下の通りです。 
 

• 標準テストの結果 
• 教室での宿題やテストなどから判断された学力の成果 
• 学生の教室内での観察 
• 学生との面談 
• 在籍日数 
• 学生の教育背景 
• WIDA -  Can Do Descriptorsテストの成果 
• ３年生～１２年生向けの学習成績評価指標 

o 成績表 
o 学区内考査 
o ミシシッピ州教育省基準 
o 普遍的審査 
o ミシシッピ教育課程第２テスト 国語（読み・書き）と算数・数学 
o ミシシッピ作文査定（４年生と７年生のみ対象） 
o ミシシッピ科学査定（５年生と８年生のみ対象） 
o SATP-アメリカ全国学力模擬考査 (代数学I、生物I、アメリカ史、国語II) 
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o WIDA-ACCESS for ELLs®査定 
 

注：高校卒業証書を取得するには、生徒は各教科の試験に合格しなければいけません。卒業

規則は、その生徒が９年生になった年度に決められます。 
 

ESL を卒業をした ELL 学生のための経過観察プロセス 
ESL を修了した学生の通常教室内での成績や業績を記録することは大切です。ですから、ESL 代表

者（進路指導カウンセラー）は、一般教室の教員たちとの連絡や教室内での業績の継続的な観察を

責任を持って行います。正式に行われる観察もあれば、日常の学習態度を見るような観察もありま

す。 
 
学年度の始まりから最初の９週間の間に行なわれる学生の日常の観察内容： 

• 一般教員との隔月の面談 
• 担任教師による学生の実績の観察 
• 保護者面談（必要な場合） 
• 学生の面接 

 
正式な観察内容： 

• 成績表のファイル内管理 
• 生徒が取得した卒業に必要な単位数の調査 
• 学年末の学生の成績表の複写作成（ESL赤ファイルに入れるため） 
• 年に１度の州と学区の査定の取り寄せ 

 
テューペロ公立学校区のESLサービスを修了した学生の業績が行き詰ったり、低迷したり、低下し

たりした場合には、ELLプログラムへの再配属の可能性の必要を判断するため、学生の英語習熟度

をESLチームが再査定します。 
 
校内のシェルター型・構造化英語イマージョン教室の教員が、担任教師に対して改善策を助言しま

す。その後の１つ評価期間を終えても成果が見られない場合には、ESLチームが召集されます。 
 
一般のクラス担任から提供される情報： 

• 現在の平均点 
• 学習課題の例（テスト、宿題、小テストなど） 
• 教師による観察の記録 

 
上記の情報から成果が不十分だと判断された場合には、ESL チームが集まり、どのような対応がさ

れるべきなのか決断されます。 
 
学生は、 

1. 言語熟達度が業績の低下に繋がっていると判断された場合、学区の ESL サービスに再配属

されます。 
 

2. 必要性に応じて、違う形での適切な介入が提供されます。放課後や在校時間内での個別指導、

夏期講習、保護者面談、時間割の変更、進路指導カウンセラーとの定期的な面談などの全て、

もしくはいくつかが介入内容として選ばれます。 
 
この期間中、シェルター型・構造化英語イマージョン教室の教師、もしくは ESL 教師は、経過観察

記録用紙（付録 B 参照）に学生の業績を記し、学年末に ESL委員会と再び集まる機会を設けます。 
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学生が ELL と再認識された場合には、カウンセラーより保護者に通達があり、必要な場合には面談

が行われ、ELL学生として必要なサービスを受けられるようになります。 
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第６章 
その他の学区内プログラム 

 
ELLの学生が特別教育、もしくは優等生向けのサービスの受給者に該当する場合には、最も適切な

教育サービスを受けられるよう、指針に従わなければいけません。順序として、全てのELLの学生

に実施されている保護者確認表、英語習熟度検定、言語学習教育プログラムへの配属が含まれます。

特別プログラム（特別教育、No Child Left Behind法のタイトル１や優等生プログラム）受給資格の

判断のために使われる検定などは、学区より提供され、資格を保有した心理学者によって実施され

ます。 
 
A. 優等生向け教育 

優等生向け教育を受けるにふさわしいと判断されるためには、学生は州と学区が定めている基

準に達していることが条件です。優等生とは、同級生と比べて学習基準や成績が一般的に飛び

抜けています。優等生を判断する手段は、できるだけ偏見がなく文化的に公平なものが選ばれ

ます。 
 
長所に基づいた計画の必要性の判断と、適切な授業を受けた結果から得られる学生の知識や能

力発達度を測るため、ELL 学生を優等生だと判断するには、次のような査定手続きがされるべ

きです。 
• ELL が体系的に除外されることのないよう、優等生の適正基準につながる能力を見分け

る偏見がなく文化的に公平な査定の活用。 
• ELL学生の学習能力に合ったわかりやすく、効果的な言語の使用 
• 英語習熟度が必要とされていないような ELL の学生にとって、最も有利な学習や業績が

判断できる観察内容の活用。 
• 母国語で受けるテストや、言葉を使わないテスト、教師、保護者、カウンセラーや学生

本人からの推薦状などを活用した異なる適合基準を適用するなど、その学生の母国語や

文化的なニュアンスに注意を払った業績判断基準を含めること。 
 
B. 障がいを持つ学生 
 
その他の多くの学生と同様、英語習熟度に限りがある学生の能力にも広い幅があることが予想され

ます。学習に関する問題が生じた場合、言葉の壁だけが原因となっているのか、実際に障がいがあ

るのかを判断することはとても困難です。 
 
特別教育サービスは、学習障がい、言語障がい、身体障がい、心理的な問題を抱えるその学生特有

の必要性に応じるように計画されています。英語習熟度に欠けるという点だけでは、特別教育が必

要な学生だと判断はされません。反対に、英語習熟度が不十分だからと言って、先述のような障が

いがあるとは限りません。特別教育サービス提供の査定プロセスは、英語習熟の問題によって複雑

なものとなります。 
 
学生が何か能力を身につけることに難しさを感じた場合、教師は教え方を変えたり、授業の進度を

調節したりすることで対応します。このように ELL 学生に特別措置を取ることは、この学生が必ず

しも障がいを抱えている、もしくは特別教育サービスに紹介されるべきというわけではありません。

定期的な ESL チーム会議において、学生の成績や業績が伸びない要因を考えたり、適切な対応策が

決められたりします。学生の学習履歴、言語、文化、長所や学習のやり方のスタイルを再確認し、

教室内での介入やその結果などが全て出た後、それでも問題が深刻で、何らかの障がいと関連があ
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りそうだという根拠があれば、特別教育サービスへの紹介がなされる可能性が高くなります。問題

点が英語習熟度とは無関係なものだと保障するため、適切な介入と時間的な調節がなされます。 
 
紹介手続きの基本となる原則は、以下の通りです。 

原則１：英語以外の言語を母国語とする学生も他の全ての生徒と同様の権利を有する。 
原則２：これらの権利を確立するため、学生、そして保護者が理解のできる言語に訳された

情報を提供されなければならない。 
原則３：特別教育へ紹介される前に、学生は言語的な必要性を考慮した適切な授業と介入を

提供されなければならない。 
原則４：特別教育への適合性を査定する時には、学生の言語的な必要性が反映された手段や、

手順、資料、説明が与えられなければならない。 
 
ESL チームが学生を特別教育へ紹介を考慮する際には、学校関係者はミシシッピ教育省の ELL 指針

（2011 年 1 月発行）58 ページに記載されている入念な手順に従います。ネイティブスピーカーの学

生に紹介する際と同様に、教育省特別教育課の規則や手順にも同じように従います。収集した情報

や、査定方法が異なるものであっても、手順は同様です。 
 
ミシシッピ州教育省特別教育課の規則と手順に記載されている保護者の参加義務は、ELL学生の保

護者にとっても、英語のネイティブスピーカーの学生の保護者にとっても同様です。保護者自身が

英語のネイティブスピーカーでなくても同じ義務が課され、そのような場合には、通訳の手配がさ

れます。可能な限り保護者の母国語で書かれた資料や、保護者の希望するその他の意思疎通の方法

が提供されます。 
 
通訳者を介すことにより、テスト基準の正当性に影響が出る可能性があります。評価者は、適切な

報告書に通訳者を使用した旨を必ず記します。その他にも追加助言が必要な場合には、通訳者や翻

訳者がELLの必要性を満たしていることを確認するため、国立英語言語習得情報センターに依頼し

ます。 
 
ELL学生が特別教育プログラムに配属された場合、全ての学生に義務付けられている要素が個別教

育プログラムに入れられ、さらに英語の言語発達に必要な能力についても対応が考えられます。そ

の他の情報については、ミシシッピ州教育省特別教育課（601）359-3498までお問い合わせください。 
 
C. その他のテューペロ公立学校区のサービス 
 
テューペロ公立学校区では、良質のサービスを提供することにより、学生の学習面と社会的な発達

に重点を置いています。ELLの学生もタイトル１（NCLB第 1 章で定められた不利な状況にある児

童・生徒の学力の向上に向けた取組みに対する財政支援）のプログラムや部活動、学業以外の活動

に参加する同等の権利を有しています。 
 
利用可能なサービスについては、各校のハンドブックに記載されています。保護者と学生に学校が

提供しているサービス内容が明確に伝わるよう、スクールカウンセラー、担任教師、またはELLコ
ーディネーターは、サービスについて個人的に学生や保護者と連絡を取ります。 
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学区が提供するサービスの例： 
 タイトル１： 
   Early Childhood Education Center (年長生対象の教育施設) 
          毎日の集中読書と作文講座 
          小規模の読み書き能力グループ 
  

部活動や学業以外の活動： 
   男子・女子フィットネス部      手話部 
        チアリーディング部         オーケストラ部 
        チェス部              生徒委員会 
        コーラス部             数学部 
        コンピューター部          陸上競技部 
        新聞部               演劇部 
        写真部               太鼓部 
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第７章 
プログラムの評価 

 
A. ESLプログラム実施評価 
 
１． ESLプログラムのコーディネーターは、ELL用に設けられているESLプログラムが効果的に実施

されているかどうか評価をします。コーディネーターが校長と共に毎年５月に評価を行います。

公民権事務局の提案に従い、評価には以下の項目が含まれます。 
 
• 英語以外の言語を話す学生の数 
• ELLのためのESLプログラムにてサービスを受けた学生の数 
• ELLの英語のレベル（初級～上級など）の区別のつけ方 
• 州のテストを受験したELL者の学生の数 
• 州のテストの受験から除外された学生の数 
• 課外活動に参加しているELLの学生の数 

 
２． 英語学習者専門のコーディネーターは、州及び地域の規則沿っているかどうかを確認するため、

全体の最低２５％に当たるELLの学生に関する情報を毎年春と秋に監査します。コーディネー

ターは記録を取り、複写を校長と連邦政府プログラム長に送付します。 
 
B. ELLのためのESLプログラムの効果 
 
1. 言語発達に関するプログラムの効果 
 
１年生から１２年生までの学生が受けたWIDA ACESS for ELLs™査定の前年度と今年度の結果が比

較されます。結果の内、向上数値とその割合が地域の教育機関と学校により報告されます。査定係

長は、報告書の作成をし、ESLコーディネーターは得られた情報をESL年報に記載します。 
 
年長～１２年生においては、通常教室内でのELL学生の学習指標が成長を示す手段として使われま

す。ESLチームが学区のESL事務局に成績が不十分、またはD以下の成績の学生についてまとめて報

告します。 
 
2. 教育プログラムへの有意義な参加の観点から見たESLプログラムの効果 
 
ESL事務局は、３年周期で学区年報にある中退生に関する報告書を使い、ELLの中退生の数と比較

し、得た情報をESL年報に記載します。ELLの中退率が州のELLの中退比率より、もしくは学区内の

ELL以外の学生の中退比率よりも高かった場合、ESLコーディネーターは、必要な場合には中退予

防係やその他の職員と連携して、プログラムの戦略変更などをします。 
 
ELLで優等生プログラムに所属している学生数の比率と、ELLではない学生で同プログラムに所属

している学生数の比率も比較されます。優等生プログラム長がこの作業を行い、年に１度ESLコー

ディネーターに報告をします。３年周期でコーディネーターは１年毎の比較をします。ELLの優等

生数がELLでない学生の数の割合を下回る場合には、優等生プログラム長は、その他の学生との割

合のバランスを取るため、ESLコーディネーターの事実情報の分析や戦略作成作業の援助をします。 
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3. プログラム効果に関する関係者からの意見のまとめ 
 
ESLコーディネーターは、ESLプログラムに所属している学生の担任教師、及びESL教師と校長にア

ンケート調査を行います。アンケートには、任意的に抽出したESLプログラムに所属する学生の保

護者からも協力を得ます。ESL教師には、教える際に使用される場所、授業に使われる備品や資料

の適切さ、保護者に対する情報と意思疎通の質と頻度、そしてESLプログラムの効果に関して質問

されます。通常担任へは、ESL教師からの援助の適切さ、保護者に対する情報と意思疎通の質と頻

度、及びESLプログラムの効果について質問されます。ESLコーディネーターは、ELLプログラムや

サービスの提供方法に関して学区に寄せられた苦情に対する解決策をまとめてファイルに管理し、

学区年報に載せるために教育長に提出します。 
 
C. ESLプログラム改善：批評と修正 
 
１． 年に１度、連邦政府プログラム長とESLコーディネーターはプログラムの査定資料と査定で得

られた情報を使って、ESLプログラムの年報を作成します。この報告書は、年度末に教育長に

提出されます。 
 

２． 隔年学区プログラム計画：偶数年の９月、ESLコーディネーターは、教育長、またはその代理

人、査定課長、その他教師や校長、カウンセラーや保護者などからなるESL諮問委員会を招集

し、学区のESLプログラムに関する批評を行います。委員会では成果が上がった点と改善の必

要性がある点に関して事実情報の確認をします。この事実情報には、AMAOsテスト結果、成績、

英語学習者の卒業・中退数統計、進級と留年に関するデータ、特別プログラムや課外活動に参

加しているELLの数の比率、学校生活における保護者と家庭の参加状況の証拠などが含まれま

す。 
 
得られた情報を基にし、委員会はプログラムの目標と目標達成に対する戦略を再検討し、学区に対

する提案を考えます。プログラムの変更は、連邦政府プログラム長が責任をもって監督します。 
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付録A 
 

専門用語集 
AMAOs (Annual Measurable Achievement Objectives) 毎年の目標達成度測定テスト: 
No Child Left Behind（落ちこぼれをつくらないための初等中等教育）法のタイトル３で義務付けら

れた英語語学習得中における学生の発達度を示すテスト。言語発達度が計測され、連邦政府に報告

される。適切な発達を促せなかった学区には、制裁措置が取られる場合がある。 
 
ELL: English Language Learner の略で英語学習者を意味する。出生国が少数派で、英語の習熟度に制

限がある学生。limited-English proficient (LEP)“英語が堪能ではない”という欠点よりも達成に重点

を置いた表現で、英語の習熟度に制限がある学生を表現する際により相応しい言葉として推奨され

ている。 
 
ESL（第二言語としての英語）サービス：テューペロ公立学校区による ELL の必要性に応じるため

の特別なサービス。サービスには、ELL に英語の言語能力、聞く力、話す力、読む力、作文力、学

習スキル、学習内容の語彙、文化的志向性を教えるために特別に組まれたカリキュラムが含まれる。

ESLサービスは SIOP®研修済みの教員によって、英語で行われる。 
 
ESLチーム：各校を基盤としたグループで、英語学習者の学生が適切な教育を保証することに責任

を持つ。 
 
家庭言語調査：法律で義務付けられている全ての学生に対するアンケート調査。回答は、ESLプロ

グラムに所属するべき生徒・児童であるかどうかの判断材料となる。入学手続き書類の中の一部で

あり、複写が全てのELL学生の赤ファイルの中に保管される。 
 
言語サービス計画：各ELL学生のために個人的に立てられた学習計画で、教室内やテスト時に必要

な変更点や対応策などが記されている。年に１度再検討され、学生の赤ファイルの中に保管される。 
 
経過観察中の学生：英語の習熟度を基にしてESLプログラムを修了した学生。修了から２年間は

ESLチームによって経過観察され、経過が思わしくない場合にはプログラムに戻ってくる可能性も

ある。 
 
NCLB (No Child Left Behind): 落ちこぼれをつくらないための初等中等教育法。英語学習者に対する

幅広く深い成績責任を義務付けている。 
 
公民権事務局：合衆国教育省の公民権事務局は、人種、肌の色、出生国、障がい、性別や年齢を理

由とした差別を禁止する1964年の公民権法タイトル６を強制している。 
 
赤ファイル：ELL に適切なサービスの提供する対応策の保証のために学区が使用しているファイル。

各 ELL に用意されており、カウンセラーによって管理されている。総合的な情報を含む２つ目の赤

ファイルは、ESLオフィスによって管理されている。 
 
SIOP®：Sheltered Instruction Observation Protocol の略。通常の教室内において、一般の学習目標と同

時に言語的な目標にも焦点を置いた英語の熟達度に制限のある学生のための教授法。 
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シェルター型・構造化英語イマージョン教師：ELL のための SIOP®教授法の研修を受けたことのあ

る教師。継続的な専門的開発の一部として、現場での指導や助言を受けるための研修会などを受け

ることができる。 
 
WIDA: WORLD-CLASS INSTRUCTIONAL DESIGN AND ASSESSMENTの略。聞く能力、話す能力、

読む能力、作文能力の要素からなる英語習熟度を測るテスト。2008年秋にミシシッピ州教育省によ

って英語習熟度査定用のテストとして適用され、州内の出生国少数派の学生の査定に使われてきた。 
 

A 層に最も相応しい ELL とは、以下の条件のどれかに該当する学生です。 
• その年度にアメリカに到着した、もしくはアメリカの学校に入学し、これまでに英語で

の授業を受けたことがない学生 
• 現在読み書きの授業を母国語のみでしか受けていない学生 
• 査定において一番低い習熟度だと判断された学生 

 
B 層に最も相応しい ELL とは、以下の条件のどちらかに該当する学生です。 

• 社会的な英語の習熟があり、学習用語についてはある程度の習熟が見られるが、まだ十

分ではない学生 
• 英語での読み書き能力を少し身につけているが、所属学年と同等のレベルまでは追いつ

いていない学生 
 

C 層に最も相応しい ELL とは、以下の条件のどちらかに該当する学生です。 
• 読み書きの能力と、主要学習内容において学習に必要な言語習熟度が学年相当に達して

いる学生 
• 学年末までに州が定めた支援サービスを修了基準に達しそうな学生 

 
WIDA ELP (English Language Proficiency) Standards: WIDA 英語言語習熟基準。５つの基準があ

り、累積的な骨組みと語形成の骨組みの２つの骨組みから成る。５つの英語言語習熟の基準は、そ

れら２つの骨組みどちらも同じであり、アメリカ国内で年中組から 12 年生に在籍している ELL 学

生の社会面及び学習面での言語的な期待を反映しています。各基準は、社会面、学習面での設定、

及び国語、算数・数学、科学、社会などの言語習得における特定の内容を示しており、年中と年長

組み、1~2 年生、3~5 年生、6~8 年生、9~12 年生の５つのグループに分かれている。（P7 表参照） 
 
W-APT™: WIDA-ACCESS Placement Test™の略であり、アメリカに到着して間もない、もしくは特

定の学区に在籍する学生の英語言語習熟度を測るテストである。その学生が授業において言語支援

サービスが必要かどうかを判断し、必要場合にはそのレベルを判断するための識別手段として教育

者に利用されている。 

WIDA-ACCESS/ALTERNATE for ELLs®：ACCESS for ELLs™とは、Assessing Comprehension and 
Communication in English State-to-State for English Language Learners の略で、ELL学生の指導及び査定

に関して WIDA 協会の考え方の主要要素となる英語の言語的発達基準を第一に扱う大規模なテスト。

The WIDA-ALTERNATE テストは、ELLで特別教育を受けている学生のために使われる。 
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付録 B 

法的指令 
英語学習者とその家族の権利 
 
連邦政府及び州政府は、1964年の公民権のタイトル６や1974年の教育機会均等法を含む、ELLとそ

の家族を保護する権利を制定しています。アメリカ国内の全ての公立学校は、学区内に住む全ての

学齢の学生に無償で平等な教育を提供することを義務付けられています。2001年のNo Child Left 
Behind（落ちこぼれをつくらないための初等中等教育）法のタイトル１、タイトル３などの一部の

連邦法は財政的に支援されていますが、財政的な支援のあるなしに関わらず、公立学校区はできる

限り可能な範囲で法律や規制に従わなければなりません。 
 
2001年のNo Child Left Behind法は、初等・中等教育法にあった様々な連邦教育プログラムを再認可

し、1994年のアメリカ学校改善法を置き換えました。タイトル７である連邦バイリンガル教育法は、

No Child Left Behind法のタイトル３として置き換えられました。ELLの必要性に応じるために、州

や地域の教育機関を支援する目的で書かれたもので、No Child Left Behind法は、ELLの権利を確立

している連邦や州の法律や規制の効力を弱めたり、修正するものでは決してありませんが、ELLを
受け入れている学校区の責任の要点を示しています。 
 
下記の連邦法とミシシッピ州法的規制は、言語的背景が多様な学生の受け入れだけでなく、ELLを
含むミシシッピ州の学生に対して、平等で良質の教育を確立するための助言の基礎を示した各学校

への義務を明記しています。 
 
1964年－公民権法タイトル６ 
1964年の公民権法タイトル６に基づく連邦要求では、以下の内容を記しています。 

アメリカ国内にいる人間は、人種、肌の色、もしくは出生国を理由に、連邦の財政支援を受

けているプログラムや活動の利得を拒否されたり、いかなる差別の対象となったりしてはな

らない。 
 
保健、教育、福祉省が提供した1970年5月25日の基本合意書内でタイトル６内の特定の規制について

明記した助言は次の通り。 
英語を話したり、理解したりすることができないことを理由に学区が提供している教育を出

生国少数派の子供たちが効率的に受けられない場合には、該当学生に対する指導ができるよ

うになるよう、学区は言葉の壁を取り除く積極的な対応をしなければならない。 
 
1974年－ラウ対ニコルズ（Lau v. Nicols） 
この重要な基本合意書は、1974年ラウ対ニコルズ（Lau v. Nicols）の画期的な訴訟の判決への道を開

きました。最高裁判所は、（1）言語習熟度に基づいた差別は、1964年の公民権法タイトル６にある

出生国を理由とした差別に匹敵する、（2）様々な必要性がある人々を同じ方法で扱うことは、平等

な待遇というわけではない、という2点を認めました。満場一致で裁判所は、以下の判決を下しまし

た。（一部記載） 
 
「(中略)」学生に単に同じ施設、教科書、教師、教育課程を与えることで、待遇の平等が成

立するわけではない。英語を理解できない学生は、有意義な教育を受けることから事実上除

外されている。基礎英語力は、学校教育の核心である。子供が教育制度に参加する以前に基

礎英語力を既に身につけていなければならないとするなど、基礎英語力を強制することは、

学校教育を形式だけのものにしている。英語を理解しない学生が、教室での経験を包括的で

有意義なものだと考えることは、まずないであろう。 
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アメリカ合衆国教育省から支援を受けているプログラムには、公民権法のタイトル６が適用されて

いるため、公民権事務局は各プログラムにタイトル６に従うことを強要しています。公民権事務局

がタイトル６に関して行う主に実施活動は、個人からの人種、肌の色、出生国を理由とした差別に

関する主張の調査やクレームの対処です。学校区がELLの学生に平等な教育の機会を与えることを

怠慢した場合、公民権事務局により調査され、事務局職員が学校、学区の職員と共にタイトル６に

沿った問題解決に向けて働きかけます。プログラムやサービス計画、資源的支援、技術的な援助を

受け、必要な場合には訴訟の実施、もしくは訴訟のため司法省に委託をして、調査は実行されます。 
 
１９７４年 教育機会均等法 
１９７４年の教育機会均等法では、以下が述べられています。 

人種，色，出生国を理由にした平等な教育の機会を州が拒否することを禁じ、学生が平等に

教育を受けることを妨げる言語的障害を打開するため、教育機関が適切な対処を怠慢するこ

とを禁ずる。 
 
この法律に従った基準は、カスタニェーダ対ピカード(Castañeda vs. Pickard) などの連邦裁訴訟の結

果から徐々に展開していきました。控訴裁の判決は、教育プログラムは健全な教育理論に基づいて

いることを義務付け、学校は教育プログラムを効率的に実行し、その有効性を結果として実証され

なければならない。 
 
１９８２年 プライヤー対ドウ（Plyler v. Doe） 
１９８２年のプライヤー対ドウ（Plyler v. Doe）訴訟で最高裁が出した判決で、非合法移民の子供と

若者が在留資格に関わらずアメリカ国民や永住者と同じく公立の小中学校に通う同等の権利がある

としました。他の子供たちと同様に、非合法移民学生も州法によって定められた年齢になるまで学

校に通うことを義務づけました。全国学生擁護連合によると、プライヤー対ドウ判決の結果として、

公立学校に以下の項目を禁じました。 
• 在留資格がないことを理由に初期入学時やその他の時においても入学を拒否すること 
• 学生に執拗に居住を決めるように強いること 
• 学校に通う権利を妨害するようないかなる行為を行うこと 
• 学生、もしくは保護者に移民在留資格の証明を強いること 
• 学生、もしくは保護者に不法滞在状況をさらすような質問をすること 
• 不法滞在が暴露される可能性のある社会保障番号を訊ねること 

 
社会保障番号を保持していない学生には、番号が学校によって用意され、与えられます。社会保障

番号がない成人で、学生を通して無償の昼食及び、または朝食の給食受給を申し込んでいる場合に

は、申込書に単純に保持していない旨を示せば良い。 
 
最高裁は加えて、学校制度が移民法を強要する立場にはないとし、非合法滞在者の教育によって学

校制度が抱える財政負担を理由にELLへのサービス提供を拒否することを禁じるとしました。学区

は、社会保障番号、パスポートや査証などのアメリカ滞在資格に関する情報を求めるべきではあり

ません。学校区が入学に関して必要なのは、学区内の住居証明と必須予防接種証明の２つの情報の

みであり、この２つが証明されれば、学校への入学を認めなければなりません。 
 
学校入学と出席に関するミシシッピ州概説の追加情報は、ミシシッピ州教育省義務教育課（601）
354-7760までお問い合わせください。その他にも修正されたミシシッピ州1972年法典内のセクショ

ン31015-1とセクション41-23-37、ミシシッピ州司法長官事務局、州教育委員会の住居証明規則の覚

書2003-0699番にも記載されている可能性あり。 
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2001年‐落ちこぼれをつくらないための初等中等教育法・タイトル３ 
タイトル３の規定で、ELLの言語習熟度の向上、学業での成功、学校区や学校や地域の職員に対す

る高品質な専門的開発の機会を提供するため、州教育機関に支援金が支給され、地域の教育機関に

分配されます。州教育機関のELL支援計画がアメリカ教育省に認可された時点で、タイトル３がも

たらす支援金が州のELLと移民学生の数に従って支給されます。州は、得られた支援金の内９５％

を受給資格のある学校区に支給することに合意しなければなりません。タイトル３は、全ての学校

区にELLのための教育サービスの提供を義務付けていないながら、ELLの学生やその家族の必要性

を認識する国策を効果的に作り出しました。 
 
資料： 
www.wida.us 
 
http://www.mde.k12.ms.us/acad1/programs/ell/index.html 
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