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1.調査研究の概要

(1)ベ トナム少数民族地域における言語教育の課題

～タイグェン師範大学ロック学長へのインタビュー～

(2)言語学院におけるインタビュー

(3)タイグエン師範大学少数民族学生 ･教官へのインタビュー

(4)クックドゥオン小学校におけるインタビュー

ロアン校長へのインタビュー

少数民族生徒へのインタビュー

(写真)

(5)識字学校におけるインタビュー

(写真)



ベトナム少数民族地域における言語教育の課題

～タイクエン師範大学ロック学長へのインタビュー.-

は じめに

以 Fは､ベ トナム北部山岳少数民族地域の拠点師範大学であるタイグェン師範大学のグ

ェン グァン ロック学長へのインタビューの概要をまとめたものである｡

｢は じめに｣で述べたように､2003年 8月22日､琉球大学教育学部はベ トナムタ

イグェン師範大学と､学術交流協定を調印 した｡ この調印式のために､タイグェン師範大

学からは､グェン ヴァン ロック学長､フアン ティ ミ-国際関係部人材室副室長､グェ

ン グィン クヮン外国語学部副学部長の3氏が､琉球大学教育学部を訪れた｡

ロック学長 (男性)は､ベ トナム語の言語学を専門とし､学長 としてタイグェン師範大

学の教育運営全体に責任を持っている｡ ミ-先生 (女性)は､｢ベ トナム語｣(日本にお

ける ｢国語｣)の教科教育を担当し､多くの卒業生を小学校教員 として少数民族地域に送

り出 している｡また少数民族地域を精力的に回 り､少数民族 とのコミュニケーション (少

数民族の"地酒"によるところが大らしい)のもとに地域の教育の充実に献身 している｡

クヮン先生 (男性)は､英語を専門とし､多民族国家オース トラリアに留学体験がある｡

東南アジアにおける多言語多文化教育に関心を持ち研究を進めている0

我々はこの訪問の際､学術交流の実践として､早速ベ トナムの少数民族に対する言語教

育について三氏にインタビューを試みた.以下はその概要である｡インタビューには主に

ロック学長が回答された｡ロック学長は､今回は具体的な資料を持ちあわせていないので､

概括的にしか答えられない旨断った上で話されたO

●インタビュー 日時 2003年 8月 24日 (日)午前 10時～12時

●インタビュー参加者

(聞き手)村上呂里

梶付光郎

(話 し手)グェン ヴァン ロック学長

ファン ティ ミ-国際関係部人材副室長

グェン ヴィン クヮン外国語学部副学部長

(通訳) 那須 泉

●場所 琉球大学研究者交流宿泊施設 ロビー
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Ql タイグェン師範大学における教員養成の概観と現在抱えている課億について教えて

ください｡

○救且養成の概観

タイグェン師範大学には､正規コースと選抜コースの2種類のコースがある｡正規コー

スとは正規の入学試験に基づくコースであり､選抜コースとは少数民族の学生から選抜す

る特別枠である｡選抜コースの学生は､卒業後は地元に帰って教員となることが原則とし

て義務づけられている｡

選抜コースの学生は､ベ トナム語能力について劣るために履修にあたっては種々の困難

がある｡こうした特別枠がなければ少数民族が高等教育を受ける機会はない｡経済的状況

や遠隔地であるか否か等を配慮 し､奨学金や寮の優遇制度がある｡高校のレベルの補習授

業を経て､共通一斉試験を受け､それに合格 した学生が大学の講義を受講することができ

る｡

○選抜コース学生に対する特別なカリキュラム

選抜コースの学生に対する特別なカリキュラムとしては､3つある｡

①ベ トナム語集中訓練コース

②少数民族に対する教育方法をマンツーマンあるいは少人数クラスで伝授するコース

(診少数民族の言語 ･文化の研究コース

②と(診については､少数民族の言語 ･文化の背景を学ばなければ､少数民族に対 して良

い教育が出来ないからである｡

○少数民族の言語 ･文化の理解を深めるカリキュラム

基本的立場として､少数民族の言語 ･文化の背景の深い理解がなければ､少数民族地域

の教員はできないと考えている｡

修士課程レベルでは少数民族に対 していかにベ トナム語を効果的に教えるかについての

研究コースがある｡研究レベルでは､少数民族の言語 ･文化を研究するコースがいくつか

ある｡最近では､少数民族文化人類学研究のコースを設けたO図書館に研究の成果として

の書物はたくさん収蔵されている｡

(多数民族キン族に対する少数民族理解カリキュラムはあるのかとの質問に対 し)正規

コースの学生に対する少数民族理解カリキュラムはない｡ しかし､そ うした視点は大切で

あるので､今後考えたい｡

止規のカリキュラムにはないが､学園祭や年中行事の中で､少数民族の文化に触れる場

を多く設け､力を入れている｡年中行事としては ｢少数民族の日｣がある｡これについて

は政府が､その年毎に日を設定する｡

こうした行事の際には､少数民族出身学生は､伝統的文学をもとにした少数民族語劇を

演 じたり､歌や踊 り､楽器演奏を披露 し､自らの文化を誇 りに感 じている｡またベ トナム
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入学′t:_も､こうした行事を通 して少数民族の文化の高さを感 じることが出来るo

O課藷

現在抱えている教育課題 としては､つぎの3つがあげられる｡

(1)正規コース学生と選抜コース学生の学力差

選抜コースの学生は正規コースの学生といっしょのカリキュラムの履修は困難であり､

選抜コースの 1割程度の学生が退学 してしまう｡

(2)選抜コース学生のベ トナム語能力の低さ

位語が異なるために､どうしても選抜コース学生のベ トナム語能力は低 くなる. とりわ

け苦く能力に劣る｡

(3)選抜コース学生の教員になる率の低 さ｡

選抜コース学生の教員採用率は4分の 1程度にとどまる｡知的能力が劣るのではなく､

ベ トナム語能力が足 りないために採用試験に合格できないと認識 している｡ベ トナム語能

力さえつければ､合格 して教員に採用されるだろう｡

全体的には､ ドイモイ政策下､地方も工業化を担っていく必要が生まれている｡ ドイモ

イ政策に適応する教育を行いうる教員養成が大きな課題である｡とりわけ少数民族地域は､

ドイモイ政策下ますます他地域との格差が広がるばか りである｡都市部に就職 したがる学

生が増え､｢ハノイの○○キロメー トル以内に しか就職 しない｣とい う言葉があるくらい

である｡いかに少数民族地域に教員を定着させるかが､大きな課題である｡これについて､

ベ トナムの各地方の行政とタイアップし､シンポジウムを行 うなどの活動をしている｡

Q2 少数民族地域の初等教育､とりわけ言語教育における具体的な課題について教えて

ください｡

-- ド面 (小学校数)は足りている｡各省郡の区に必ず 1校ずつある｡小学校 1年生の

段階ではほぼ 100%の就学率であるが､学力的問題や遠隔地である等の理由で学年があ

がるにつれて退学者が増え､中学進学率は 70%､高校から大学-の進学率は 10%に満

たない｡

少数民族の言語と文化､風俗習慣のバ ックグラウン ドを認識 した教員が少なく､教員数

の不足が大きな問題である｡

(教授言語は何かとの質問に)少数民族語を媒介語として授業を行い､ベ トナム語を教

えていく｡ベ トナム人教師が少数民族地域に赴任 しても､教えられない｡

少数民族の規模等によって､バイリンガル教育を行 う学校とベ トナム語単一言語教育を

行 う学校の2種類がある｡バイ リンガル教育については､未だ実験試行段階である｡優れ

た教師が行わなければ､負の影響がある｡

(これに関わってクヮン先生の方から､多くの少数民族地域を抱える東南アジアで､バイ
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リンガル教育 ･多文化教育の研究ネットワークがあり､互いに交流している旨報告があっ

た｡その中で､民族語が消滅 しかかっているタイのある地域において､家庭では民族語を

使用する運動があり､毎月 1回老人が民族語を教える勉強会を行っているなどの事例が紹

介された｡)

いずれにしても少数民族の教育の底上げが大きな課題である｡

Q3 ベトナム話普及と少数民族語の尊重について､基本的に前者に重きが置かれている

ととらえてよいですか｡

両者は同等の位置にあり､どちらも大切である｡

あるベ トナム人研究者による論文においては､少数民族もベ トナム語を習得 した方が生

きやすい､その一方で母語を持ちつづける活動を行っていくことが効果的であるとの結論

が導き出されている｡とりわけ ドイモイ以降の社会の変遷の中で､ベ トナム語を使用でき

るか否かで､人生において差が大きい｡

この問題は社会情勢に応 じて流動的である｡両者の整合性については､私が答えられる

範囲の問題ではなく､もっと上 (政策立案者)の問題である｡

Q4 少数民族に対して､多数民族の側からの差別意誰はないのですか｡かつて､少数民

族に対して蔑称が用いられていたとききますが､いつ頃から名称が変わったのですか｡

これは歴史的事情による｡

蔑視 していたのは､フランス植民地時代までのこと｡その頃は､タイ一族のことを man

(漢越語 :｢蛮｣) と呼んでいた｡仏領イン ドシナ時代､植民地政府は､ベ トナム人を中

間管理職とし､カンボジア人､ラオス人を支配するようにし､その反感をベ トナム人に向

けさせるようにした｡フランス人の視野に少数民族はなく､そのためベ トナム人は少数民

族を蔑視 してもよいという意識を持っていた｡

1941年に転機が起こる｡ホーチミンがベ トナム独立運動の準備を国外で行った後､

ベ トナムに初めて復帰 した地域がカオバン省 (中国との国境付近にある少数民族地域)で

あった｡ホー チ ミンはカオバン地域の少数民族 (タイ一族)の衣装を着､革命の構想を

練 りながら潜伏 した｡この時ホー チ ミンは､今後ベ トナム人は少数民族と対等につきあ

っていかなければ､ベ トナム独立国家は樹立できないと認識 した｡とりわけ北ベ トナムの

少数民族の協力なしに､フランスに抗戦 し独立を勝ち取ることはできないとし､少数民族

と共に植民地主義と戟お うとした｡

1945年フランス植民地に終止符を打ち､独立宣言をした際には､ベ トナムを統一す

るということは､ベ トナム人の統一ではなく､ベ トナムに住む人々の統一を意味するとい
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う認識を持っていた｡少数民族自身､自分たちの参画によってこそ､今のベ トナム国家が

あると考えている｡

現在､ベ トナム人は少数民族出身者が有能であることを認識 してお り､中学校 ･高校の

校長にも多くの少数民族出身者がいる｡共産党の現書記長も小数民族出身者であることを

見れば､少数民族に対する差別意識が今日はないということをわかっていただけるだろう｡

絶対に差別意識はない｡(とロック学長は強調 した｡ちなみにロック学長､クヮン先生は

タイ一族の女性と結婚 している｡)

Q5 少数民族の子どもたちの｢学力問題｣について具体的に教えてください｡

(質問者は小学生を念頭において質問したが､回答は大学生を念頭においたものであった｡)

ベ トナム語能力がいちばんの問題である｡2つの点で問題がある｡

(1)書く力

①正書法

たとえば､少数民族によっては chの発音とtrとは区別 しない｡ベ トナム語では書き分

けなければならない｡これが少数民族にとっては難 しい｡

②語桑

たとえば､ベ トナム語では ｢帽子をむ主星｣｢衣服 を量旦｣｢靴を逆上 ｣と全て語柔

が異なるOまた ｢ごほんを食二三五｣｢薬を馳 ｣｢酒を墜堂｣も各々使い分けるo Lかし､

少数民族語では ｢身につける｣や ｢からだに入れる｣という意味の語嚢は 1つであり､使

い分けない｡少数民族にとってはこの使い分けが難 しい｡

(2)発音

ベ トナム語には6つの声調がある｡しかし､少数民族の言語には声調がないものがある｡

声調のない民族語を母語とする学生は､声調の使い分けができない｡

この2つの問題によって､討論をしたりレポー トを書く際､少数民族の学生は母語に引

きずられ､間違ってしまう｡これらの少数民族の母語の背景を認識 した上で､きめこまや

かなバイリンガル教育が必要となってくる｡

Q6 ドイモイ政策以降､言語教育上どのような変化があるか､教えてください｡

ドイモイ政策以降､大きな変化として3つあった｡

(1)ベ トナム語教授法の根本的変化

以前は､ベ トナム語の文法 ･声調 ･語順等の理論重視の教授法に立っていた｡それはス

テレオタイプ化 していたが､ ドイモイ以降､話すことや実用的な文章作成能力等に力点を

置いた実用主義的な教授法に変化 した｡
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(2)対人関係を重視 した教授法

ドイモイ政策によって市場経済が導入され､社会的構造が複雑になり､職種も多くなっ

た｡それに伴い相手の地位や人間関係の距離の近さ遠さ等に応 じて発話を明確に変える必

要が生まれてきた｡このため尊敬語や謙譲語など相手によって発話を区別する教育が重視

されるようになった｡

(3)少数民族語研究の飛躍的進展

ドイモイ政策以降､少数民族語の研究が重視され､飛躍的に進展 した｡各々の民族語の

発音構造､文法構造等の研究やバイ リンガル教育の研究が盛んに行われている｡各少数民

族の言語的背景を踏まえた､きめこまやかなバイリンガル教育研究が求められている｡

(なぜ ドイモイ政策下において少数民族語研究が重視されるようになったのかという質

問に対 しては)これについては､政策上の問題である｡根本的な質問であり､資料に基づ

き､次の機会にきちんと答えたい｡

(考察)

以上がロック学長へのインタビューの概要である｡

ロック学長の回答は､少数民族の権利保障の理念を実践する大学の学長としておそらく

多分に公的なものであり､たとえば多数民族の少数民族に対する差別意識の問題等は､現

実にはもう少 し複雑ではなかろうか｡一方で､政策を実践する教育現場にある方の意見や

見方をとらえる上で重要な証言であったと考えられる｡

最後に､今後沖越比較言語教育研究を進めていく上で､注目されることや課題となるこ

とをあげておきたい｡

(1)少数民族の高等教育を受ける権利の保障という立場から選抜コースが設けられてい

ること､少数民族地域の初等教育は多数民族キン族教員ではなく､少数民族教員が行って

いること｡

近代の出発点において､沖縄県では ｢大和人｣(他府県人)教員が送 りこまれるととも

に､ 1880 (明治 13)年師範学校が創設され (会話伝習所が発展解消されたもの)､

小学校教員養成が重点的に取り組まれた｡師範学校は ｢天皇制イデオロギーの拠点｣とし

て小学校教員を地域に送 り出 し､｢国民形成｣の中核 としての役割を果たした｡校長等管

理職は多く他府県人によって占められ､他府県人優位のもとに近代教育が進められた｡こ

れによって沖縄の人びとは ｢本土-進んだ近代｣｢沖縄-後進｣という図式を内面化させ

られることとなる (浅野誠 『沖縄県の教育史』思文閣書店､1991年参照)0

ベ トナムにおいて ｢少数民族の教育は少数民族自身が行 う｣のは､独立国家の教育の出

発点から確立されたのか､またそれは単に現場の必要性に基づくものなのか､それとも｢少

数民族の教育は少数民族自身が行 うべきである｣という少数民族の権利の自覚に立つもの

であるのかなど､少数民族出身の小学校教員の意識も含めてさらに確かめたい｡
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またベ トナムにおいても､｢少数民族の高等教育を受ける権利の保障｣という裏面にお

いては､当然ながら基本的には小学校教員養成を核 とした ｢少数民族の国民化｣という観

点があると推測される｡今後その教育内容､学生や小学校教員の意識等を調査 し､その内

実を検証 していくことが必要であろう｡

(2)タイグェン師範大学の教員養成カリキュラムにおいて､少数民族の言語 ･文化的背

景の深い理解がなければ､少数民族地域の教員はできないとの考えの下に､少数民族の言

語 ･文化の学習および研究が位置づけられていること｡

琉球大学教育学部国語教育専修のカリキュラムにおいては､｢沖縄の言語と文化｣とい

う名称の講義が開講され必修となっている (2単位)が､系統的に沖縄の言語や文化につ

いて学ぶ学習は位置づけられていない｡これからの地域 ･沖縄を担っていく教員養成の課

題を考えたとき､｢沖縄の言語と文化｣に関するカリキュラムの確立は必須であろう｡

一方タイグェン師範大学における少数民族の言語 ･文化の学習および研究の位置づけを

めぐって､少数民族地域の文化の継承および自律的発展を担 う教員養成のためという立場

が確立されているのか､それとも後述するように､より効果的なベ トナム語普及のためな

のか､疑問が残る｡

今後さらにタイグェン師範大学のカリキュラムを詳 しく把握 し､その位置づけの意味に

ついて検証 していきたい｡

また初等教育における ｢少数民族 (一地域語)の言語的背景を踏まえたベ トナム語 (-

標準語 ･共通語)教育｣という観点が確立されていること､少数民族語を媒介語としてベ

トナム語が教えられている点は､近代沖縄の言語教育史を省みるとき重要であろう｡近代

沖縄言語教育においてはこうした観点は否定され (近藤健一郎 『近代日本における標準語

教育の歴史的研究一沖縄を中心として-』2003年参照)､標準語教育が行われた｡復

帰後も本永守靖や教育科学研究会言語部会によるいくつかの研究はあるが､こうした言語

科学的観点からの継続 した本格的な言語教育研究は見られない｡今 日の沖縄の子どもたち

がウチナ-ヤマ トグチ化 した自らの言葉を対象化 していく上でも､また子どもたち-のウ

チナ-グチ継承のためにも､こうした言語学者と教科教育研究者との有機的な連携は必要

であろう｡

(3)公用語としてのベ トナム語普及と少数民族語の尊重の整合性について

今回のインタビューで聞く限りにおいては､ロック学長から ｢ベ トナム語普及と少数民

族語の尊重とは同等な位置にある｣との回答はあったものの (理念としてはそ うなのであ

ろう)､全体としてはベ トナム語普及に重点が置かれている､さらに言 うならば少数民族

語の研究もより効果的なベ トナム語の普及のためではないかとの印象を受けた｡今後 ｢少

数民族語の尊重｣の課題がどのように実践されているかについても調査を行いたい｡

とりわけロック学長の ｢ドイモイ政策下､地方も工業化を担っていく必要が生まれてい

る｡ ドイモイ政策に適応する教育を行いうる教員養成が大きな課題である｣との言葉は､
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ドイモイ以降の ｢国民形成｣の課題を如実に語るものであり､その ｢国民形成｣の中心課

題としてベ トナム語普及があると受けとめられる｡その意味で､ ドイモイ以降､少数民族

語に関する研究が飛躍的に進展 したというのも､興味深い｡

独立国家樹立期､少数民族の協力の獲得と ｢国民化｣が大きな課題であった｡そこでの

主要課題は､識字教育であった｡ ドイモイ期､工業化- ｢発展｣を担いうる ｢国民形成｣

の課題の中で､少数民族の言語教育が再びクローズアップされてきたということであろう

か｡今後の検証の課題である｡

それに伴い､ベ トナム語の ｢国家語｣化に関わる問題も興味深いが､またっぎの課題と

したい｡

(4)｢学力問題｣について

少数民族の学生が抱えた ｢学力問題｣について､ロック学長は明確に ｢ベ トナム語能力｣

の問題であり､いわゆる ｢知的能力｣の問題ではないと回答 した｡ベ トナム語能力がどの

ような点で劣るかについても､発音､語嚢の面から具体的科学的な指摘があった｡

沖縄の場合､｢学力問題｣はどのように問題化され､その中で言語問題はどのように語

られてきたであろうか｡

たとえば東江平之は､｢沖縄児童の測定知能に関する発達的考察｣(『琉球大学教育学部

研究集録』第 3集､1959年)においてつぎのように述べる｡

沖縄の文化的 レベルについてであるが､沖縄は文字通 り日本の辺地である｡ (中略)

一般的な文化 レベルにおいて､沖縄の社会と本土の標準的な社会との間にはかなりの開

きがあるものと考えられる｡その一例を学校教育にとると､｢沖縄の教育は本土の教育

よりも七年も遅れている｣といわれている｡これは単なる旅行者の感想に過ぎないかも

知れないが､沖縄 と日本本土が学校教育の内容的な点で目立った開きを示 していること

は否めない事実である｡

沖縄の子どもたちが抱える ｢学力問題｣を文化的 レベルの ｢開き｣- ｢遅れ｣の問題と

してもとらえているのである｡こうしたとらえ方は､近代沖縄教育の出発点にあった ｢本

土-進んだ近代｣｢沖縄-後進｣とい う図式の内面化を引き継ぎ､｢本土｣を基準として

｢本土並み｣に子どもや教師を駆 り立てる働きを (間接的であるにしろ)果たしたであろ

う｡

また福元格太郎は ｢日常生活で頻繁に使用される方言が､国語の正 しい理解と使用を妨

げているのではなかろうか｡このことが､国語の学力に及ぼす影響は見逃せない｣(｢基

本語褒調査の試み｣同前 『研究集録』第 6集､1963年)として二重言語生活 (｢方言

使用｣)そのものに ｢国語の学力｣の妨げの要因を求めている｡

さらに東江平之を代表とするグループは 『沖縄における言語生活および言語能力に関す
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る比較 ･測定研究』 (科学研究費補助金研究成果報告書､ 1983年)をまとめ､これを

もとに東江は ｢共通語能力は知的発達にプラスになる｡沖縄のような二重言語社会では､

教育言語はやはり日本語 (共通語)にきちんと基軸をすえ､言語能力を高める施策がもっ

ととられるべきだ｣(『琉球新報』 1983年 6月28日付朝刊)と述べている｡

このような ｢学力｣における言語間題の語 られ方は､二重言語生活 (｢方言使用｣)そ

のものの否定に向かい､結果的に ｢本土｣復帰運動と一体化 して行われた ｢共通語励行｣

運動においても引きつづき ｢方言札｣が用いられるといった状況の土台となったと考えら

れる｡

ロック学長の回答においても､ベ トナム語能力を基準として ｢学力｣をとらえるという

点においては変わらない｡ しか しロック学長の回答を見る限りは､二重言語生活 (民族語

使用)そのものを否定 した り､少数民族の ｢学力の低さ｣を少数民族の文化そのものの ｢遅

れ｣に還元 しようとするニュアンスは感 じられなかった｡｢学力問題｣の克服は､少数民

族の言語 ･文化的背景を踏まえた､ベ トナム語能力の具体的つまづきの科学的な把握に基

づくきめこまやかなバイ リンガル教育によって可能となるという立場からの発言であった

といえよう｡

こうした発言が広く少数民族教育に関わる教育者に一般化され うるのか､沖縄 と同じく､

少数民族の ｢学力問題｣を少数民族文化の ｢遅れ｣に帰 し､｢近代化｣に駆 り立てようと

する指向はベ トナムにはないのか､などの問いが浮かぶ｡

今後､沖縄の ｢学力問題｣の史的考察を踏まえ､さらにベ トナム少数民族地域における

｢学力問題｣との比較を探ることによって､各々の地域の ｢学力問題｣における言語問題

の位相が照射されてくるであろう｡

(5)東南アジア地域の多言語多文化教育のネットワークについて

クヮン先生から東南アジア地域の多言語多文化教育研究のネ ットワークについての話が

あった｡

東南アジア地域には国家にまたがって少数民族居住地域が散在 している｡｢単一民族国

家幻想｣が今 日も空気のように存在する日本とは異なり､まさに国家が ｢想像の共同体｣

であり､国境がきわめて人為的政治的な産物であることを認識 させ られる地域である｡そ

の地域で多言語多文化教育研究のネッ トワークが形成され､消滅 しかかった少数民族語の

継承の実践交流等がなされていることは興味深い｡今年はタイのバンコクで学会が開かれ､

クヮン先生も参加するとい う｡ ｢新たな共同性｣が言語教育研究においてまさに形成 され

つつあるのかもしれない｡我々としてもこのネ ットワークにも視野を広げ､その中でベ ト

ナムの動向をとらえていきたい｡

(文責 村上 呂里)
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言語学院におけるインタビュー

●インタビュー日時 2003年12月23日

●インタビュー参加者

(聞き手)村上呂里 ･梶村光郎

(話し手)タ グァン トン氏

グゥェン フウ ホアイン氏

(通訳) 那須 泉

●場所 ハノイ市日本文化センター

Q l 少数民族の音詩政策の立案と決定はどのようなシステムで行われていますか｡

ベ トナム少数民族に対する言語政策の決定権は､大網は政府にあるが些細にわたる項目

については教育省 ･文化省 ･少数民族委員会にある｡

Q2 センター研究員は政策立案においてどのような役割を果たしていますか｡

中央政府は計画を立案する前にセンター研究員-計画に対する意見を打診する｡それに

対 し研究員は言語政策に対する理論を政府-上申する｡

Q 3 ベ トナム話を国家話にするというホァン ヴァン ハイン氏の政策が実現する可能性

は現時点でどのくらいあるのですか｡

現時点においてベ トナムには国家語というものは一切存在 しておらず､ベ トナム語は普

通語と呼ばれている｡各少数民族の言語はこれに対立する形で位置づけられており､憲法

第53cp条によるとベ トナム文字およびベ トナム語は､ベ トナムの各民族において一般の文

字 ･言語であると規定されている｡

今現在ホァン ヴァン ハイン氏の意見に与する人はほとんどおらず､ベ トナム語は普通

語であり各民族の一般的言語であるという認識で一致 している｡従ってベ トナム語を国家

語にするという意見は､国家 ･ベ トナム国民の意見ではなくホァン ヴァン -イン氏の個

人的な意見に留まっているというのが現状である｡
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Q4 ドイモイ政策以降に少数民族の言語政策が重視されるようになった(ロック学長説)

のはなぜですか｡

ロック学長とは異なる意見を持っている｡少数民族に対する言語政策は ドイモイ後では

なく､ベ トナム共産党設立以来既に重視されていたことがベ トナム共産党の綱領および憲

法より明らかである｡ しかし､抗仏戦争､抗米戦争の間は少数民族の言語政策を実施する

ことができなかった｡そのため戦後の ドイモイ政策の実施により経済が安定 し始めてから

少数民族の言語政策が効を奏 してきたのではないだろうか｡

また､ベ トナム国内の少数民族言語の専門家が世界各国の専門家と協力体制を結ぶこと

が可能になったのも戦後のことである｡ ドイモイ以降はセンターの中でも幹部の力が向上

し､言語政策を実施する方法も改良され､政策を実行する環境も整備 されるという言語政

策を実施するための多面的な整備が整ってきたといえる｡

Q 6 どのような国と協力関係を轄んでいるのですか｡

1979年ロシア (旧ソ連)との間で ｢少数民族の言語について｣という主要テーマで協力

関係が結ばれ､現在も継続 している｡ロシア ･ベ トナムの少数民族言語専門家のバクザン

省力オランでのフィール ドワークにより､ベ トナム全土にわたる30の少数民族言語のデー

タが収集 ･蓄積された｡

1981年フランスとの間で ｢ベ トナム北西部の少数民族言語について｣協力関係締結｡19

95年にはタイのチュラロンコン大学と ｢タ-イ族の方言について｣研究協定を締結｡1995

年から1998年までテキサス大学と ｢モン族 ･メン族の言語について｣協定締結｡現在はそ

の他にセンター独自で各省に居住する少数民族の研究をするとともに､研究成果を活字に

し､編集 している｡

このような研究を (1)少数民族言語の辞書の編纂､(2)少数民族言語の教え方のプ

ログラム作 り､(3)効果的なバイ リンガル教育 (ベ トナム語と各少数民族の言葉)の方

紘-と繋げている｡

Q7 地域詩をどう教えるかというプログラム作り或いはバイリンガル教育の方法につい

て教えてください｡

○センターの主要任務

- 19-



(1)(憲法および53CP決議より)各少数民族の識字教育をするために各地域の人民委

員会に対 してその方法を指導すること｡

(2)少数民族言語の教育の方法 (文法 ･教え方など)について実行すること｡

(3)古来使用されていた過去の文字を掘 り起こし､保存 ･継承すること｡

ベ トナム国内にはキン族を除き各々の言葉を持った53の少数民族が存在 し､それぞ

れ全てについて任務を担わなければならない｡

○バイリンガル教育の方法 ･実呈引こついて

まず第-にその民族の言語がどのような環境下で使用されているか､その言語が社会の

中でどのような特徴を持っているか､言語的な文法 ･発音は少数民族社会の中でどのよう

な関係を及ぼしているかを調査する必要がある｡

(1)使用者の多/少

(2)使用地域の集中化/分散化

(3)母語以外に使っている言葉 (生活語)の調査 (母語は日常生活の中で必ず使われて

いるとは限らない｡)

(4)文字を持っていない民族の場合､その民族にとってより有効に使われる文字を考察

し作成するという任務がある｡ある文字が書けない場合その文字をシンプルに改良し

たり､もしくはベ トナム文字に近づけるなど書き易くするための改良を加える｡さら

に確定 した文字の普及のために､その文字の教え方をマニュアル化 し明確化する｡

一番普及効果があるのは学校教育の現場においてである｡その文字でその少数民族

の民間伝承の物語などを読めるようになるかどうかが一つの試金石になる｡識字教育

とは文字を知ることではなく､文字を読めるようになることである｡文字を覚えると

いうことはそこから文化や文明などの情報を吸収することであり､その中に文学を解

するか否かという指標が含まれてくる｡

単に文字を知るというレベルにとどまるのではなく､言語能力を高める-言語文化

を高めるところまで踏み込んで考えなければいけない｡

Q8 民間伝乗の物語を読めるようにするということはその民族のアイデンティティを子

どもたちに培うという意味もあるのですか｡

文字を持つことによって自分たちの文化により深く興味を持つことができる｡民間伝承

を読むという行為にとどまるのではなく､読むことを通 して自分たちの民族に対する愛情
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が湧いてくると言える｡

Q9 ベ トナム人としての国民性 ･アイデンティティの開港はセンター或は政府ではどの

ように統一されると考えているのか｡

各少数民族は ｢自分たちはベ トナム国民である｣という意識を既に持っているので､｢自

分たちは少数民族である｣という自覚とそれとが対立するという構造は存在 しない｡国民

であるという既成事実の上に立って､自分たちの民族の文化を高めていこうという思想構

造である｡

例えば､フィール ドワークにおいて多くの少数民族の文学作品を収集 した時､それらは

既に少数民族の言語で書かれたものであると同時にベ トナム語でも書かれている｡各少数

民族には詩人 ･文人が存在 し､彼らは最初自分たちの言語で文学活動をするがその意識と

しては民族意識のみならず､ベ トナム国民であるという意識に立って作品を表 している｡

QIO ベ トナム受験戦争においてベ トナム話を勉強していた方が有利に働 くという状況の

中で､少数民族がベ トナム語を志向するという傾向はありますか｡

少数民族がベ トナム語を知る事によって経済面など多くの機会に恵まれるという事実は

あるが､ベ トナムの普通学校においてベ トナム語を教育するため､既にベ トナム語を知っ

ている少数民族を優遇することはない｡ しかし少数民族を進学させるための一つの政策と

して､大学入試の際少数民族の試験得点にはプラス2点加えられる｡

Qll 少数民族自身がベ トナム単一言語教育を望むことはどのくらいありますか｡

ベ トナム語は手段であるため､ベ トナム語ができるからといって優位に立つとは考えな

い｡ただし安定した暮らしを望むのであればベ トナム語を学ばなければならない､という

意識はある｡ しかしながら､ベ トナム語を学ぶ事によって自民族の言葉を忘れるのはいけ

ないことであるという意識もある｡ したがってバイ リンガル教育が必要であるという意識

に繋がる｡

Q12 少数民族言語 ･ベ トナム語 ･英語というトリプルのバイリンガル教育が試みられて

いると聞きますが､それは一般化していますか｡

まずはベ トナム語を学び､外国語科目として英語 ･中国語 ･ロシア語 ･フランス語とい
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う位置づけがある｡少数民族の言語は少数民族の地域において教えるという､地域に限定

された教育であり､少数民族に対する少数民族言語教育は非常に困難性を持っている｡

一つめが教授法についてである｡ベ トナム語と少数民族言語を結合させた教授法にする

のか､少数民族言語を単一の言葉として扱って教授するのかという二つの方法がある｡

小学校低学年においては少数民族言語だけ扱い､中学年 ･高学年になってベ トナム語教授

を注入 していくという方法もある｡

二つめが文字についてである｡文字を教える場合､少数民族が古来から持っている文字

を教えるのか､もしくはローマ字化 した文字を教えるのか､または同時並行的に教えるの

かという違いがあり､各少数民族によって異なるので一概には言えない｡

三つめに､各53の民族は重なって居住 している場合もあり､その場合どの言語で教える

のかという問題がある｡

Q13 少数民族の学校では各少数民族出身の先生が教えることが原則になっているのです

か｡

現実にはそうでなく､あくまでも理想である｡少数民族出身でそのような力量を持った

人はまだ少なく､現状においてはキン族の方に教授能力を持っている人が多い｡もしキン

族が少数民族に対して少数言語を教える場合は少数民族言語で教えなければならないが､

それはあくまでも理想である｡特にベ トナム語を知らない少数民族の初等科に対 してこの

間題は重要である｡

この問題を打開するために少数民族の言葉を知っている教員の養成を進め､派遣 しつつ

ある｡一番良いのは教員が少数民族の言葉に精髄 していることである｡私たちはある民族

が他の民族の言葉を学ぶテキス トを編纂する必要性を強く認識 している｡これは教員だけ

の問題ではなくその地域に住んでいる人たち全体に関わってくる問題である｡

Q14 少数民族の地域で教且になる人たちにはどのようなカリキュラムがありますか｡

少数民族が住んでいる地域の教員養成大学においては少数民族言語を学ぶカリキュラム

の必要性を感 じてお り､実際にタイバ ック省ソンダー地域においては学生にタイ語を教え

るコースが開設されている｡南部においてはクメール語を習得するコースを設けている教

員養成大学もある｡少数民族の言葉を知らなければ教壇に立てないため､教員養成課程の

学生たちは非常に危機感を持っている｡

- 22-



タイクエン師範大学少数民族学生 ･教官へのインタビュー

●インタビュー 日時

2003年 12月 26日 (金)午前

●参加者

(教官) ファム ゴック クエン先生 タイ一族 ･歴史学研究

ルオン ドクック ベン先生 タイ一族 ･

フォアン フー トアン先生 タイ一族 ･民俗学研究

ダム トウ ウェン先生 タイ一族 ･北部山間地域の少数民族の歴史研究

ファム ティ タップ先生 キン族 ･語学文学科教員

(学生) タイ一族 10名

ヌン族 2名

ムオン族 2名

タ-イ族

フモン族

ザオ族

ラン族

サンジュー族

(聞き手)村上 呂里 ･梶村 光郎

(通訳) 那須 泉

● 場所

タイグェン師範大学会議室

このインタビューの場は､タイグェン師範大学の教官たちが準備 してくださった｡ した

がって､教官も同席 とい う条件下で学生たちはインタビューに答えてくれている｡
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<少数民族出身学生へのインタビュー>

*タ-イ族 女性

Q l なぜタイグェン師範大学に進学したのですか､また将来どのような職業につき

たいですか｡

故郷のカオバン省では高度な教育が受けられないためタイグェン省まできている｡

将来はここで受けた高度な教育を故郷へ持ち帰って､ふるさとで教員 したい｡

Q2 地域の文化がこれからどのように発展 してほしいと思っていますか｡近代化を望

みますか､それとも民族文化が発展 ･継承することを望みますか0

近代化､工業化というのは現在のベ トナム国家の目標であるため逆らうことは出来な

い｡ しかし私個人の意見としては､私はタ-イ族出身であるからタ-イ族独特の文化が

継承､保存される事の方を強く望んでいる｡

Q3 家では日常的に何語を使っていますか｡

タ-イ語を使っている｡

Q4 考える際に使 う言葉は､ベ トナム語とタ-イ語どちらを使いますか｡

まず､頭の中で想起 してくる時はタ-イ語だが､整理 して発語する最終段階に入ると

ベ トナム語になっている｡

*ヌン族 女性

Q l なぜタイグェン師範大学に進学 したのですか､また将来どのような職業につきたい

ですか｡

先程の学生と同じように､高度の教員技術を身につけるためにこの大学に入った｡な

ぜなら私のふるさともカオバン省であるから｡卒業 した後は､ふるさとのカオバン省に

戻って教員をしたい｡

Q2 ヌン族の言葉とベ トナム語に対 して､それぞれどのようなイメージを抱いています

か｡それぞれの言葉に優劣などはありますか｡

私が幼少の頃はヌン語の中で育ったのでヌン語 しかわからなかった｡その後､高度な

教育機関に行くにつれてベ トナム語の必要性を感 じたので､ベ トナム語を勉強 しなけれ

ばならなかった｡同時にベ トナム語を話すキン族の友達が増えてきたので､ベ トナム語
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を知らないと友達が増えないという状況になったので､ベ トナム語よく話すようになっ

た｡このように､自分の年齢段階にそって使 う言葉が変化 してきたので､どちらが良い

イメージかという感情を覚えたことはない｡

Q3 カオバン省の地域の発展にどう貢献したいですか｡

まず最初にヌン族としての独自の文化を保存 し､次世代に継承 しなければという思い

が強い｡ しかし時代状況が､近代化に向っているのでその流れも同時に次世代-つなげ

なければならない｡自分自身の出来る範囲で伝えたいと思っている0

Q4 ′小学校の時はヌン族の言葉とベ トナム語と両方の言葉を習っていたのですか｡

小学校の時､学校では普通語 (ベ トナム語)で教えられた｡ しか し家庭の中ではすべ

てヌン語を使っていた｡

Q5 ベ トナム語の勉強で苦労した点はどんなところですか｡

発音が自分の母語と違っているものが多かったので習得するのが難 しかった｡また発

音と表記を合致させて書くことが難 しかった｡ しかし私が 1,2年生の頃の先生がとて

も熱心だったので､幸いにして私は短い期間でベ トナム語を習得することが出来た｡

Q 6 ヌン族は文字を持っていますか｡またあるとしたら書くことができますか｡

文字もあるし､書くことも出来る｡

Q 7 父母または地域の方々は､大学に通 うことに対してどう思っていますか｡

私が大学進学を決意 した時､両親は大変励ましてくれた｡なぜなら､わたしの兄弟が

すでにタイグェン師範大学に入学 していて､教育環境が整っていることを知っていたか

ら｡両親は兄弟に続き､私が入学する事をとても喜び､応援 してくれた｡

Q8 皆さんは自分の民族の文字を持っていますか｡また書くことができますか｡(Q6

の質問と関連して)

(注)この質問に対しては､ベン先生がお答えになった｡

7民族とも､一般論でいえば文字を持っている｡今回は2つの民族だけを取 り上げて

説明すると､タ-イ族は､2つの種類の文字を持っている｡一つは現在のタイ王国で使

っているサンスクリット系の文字が伝統文字である｡二つ目は 1960年代にベ トナム

政府が識字率を上げるためにローマ字化 した文字である｡タイ一族やモン族も文字を持

っているがこちらは固有の文字である｡他のザオ族やラン族は､中国語を分解 し再構成

した漢字を基にした固有の民族文字 (ベ トナム語で言えばチュ-ノムのようなもの)を

持っている｡このように､各民族それぞれ歴史がある｡
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*フモン族 女性

Ql なぜタイグェン師範大学に進学したのですか､また将来どのような職業につきたい

ですか｡

私はホアビン省が出身で､フモン族の言語や文化を次世代に伝える仕事をしたいと思

い､この大学に入った｡将来卒業したら､故郷に帰り自分の民族の言葉や文化､特色な

どをより多くの人に伝えられるような仕事につきたい｡

Q2 父母や地域の方々は､大学に通うことについてどう思っていますか｡

私の両親は､私の大学進学を進めてくれたと同時に応援してくれたので､現在はとて

も喜んでいる｡

Q3 ベ トナム語を勉強する際､どのような苦労がありますか｡

私は7歳 (小学校 2年生)で初めてベ トナム語に接した｡その時､自分の母語である

フモン語よりも発音が多岐に渡っていることに驚いた｡発音を習得するのが一番辛かっ

た｡

Q4 ベ トナム語を習得することは､あなたにとってどんな意味がありますか｡

私がベ トナム語を習得する事により､先生たち (キン族)とより密接なっながりを持

つことが出来た｡また､自分の故郷以外の人たちと接することが増えた｡そういった意

味でベ トナム語を学んでいて良かったと思っている｡

*サンジュー族 男性

Ql 民族の名前 (サンジュー族)はありますか｡

民族語の名前とベ トナム語の名前 2つある｡

Q2 ベ トナム語は学校に入ってから勉強したのですか｡

私は､5歳 (小学校 1年生)の時からベ トナム語を勉強している｡

Q3 ベ トナム語の学習で苦労した点を教えてください｡

文字を覚えることと発音を覚えることが苦労した｡

Q4 ベ トナム語の学習でどのような工夫をしましたか｡

先生の言うとお りに辛抱強く勉強し､その結果流暢に話せるようになった｡

Q5 タイグェン師範大学に入った目的を教えてください｡

先生になるためにこの大学に入った｡
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Q6 ハノイの近くで先生になりたいという人がいると聞きましたが､あなたはどうです

か｡

私は自分のふるさとに帰って教えたい｡私のふるさとタインクワン省は､サンジュー

族以外にもたくさんの民族が住んでいる｡自分の民族に教えるとともに､私自身が他の

民族のことを知りたいと思っているのでふるさとで教えたい｡

Q7 そのために現在大学でどのような勉強をしていますか｡

たくさんの少数民族のことを勉強 しなくてはならないので､大学で少数民族基礎概論

という授業とっている｡

<少数民族出身教官へのインタビュー>

*ファム ゴック クエン先生 タイ一族

Q l 先生はどういう体験を経て少数民族の歴史や言語について研究しようと思われたの

ですか｡

私は､バッカンという標高の高い地域で生まれた｡そのようなところで生まれたので

大学に入ったらどうしてもベ トナムの歴史を勉強 したかった｡同時にベ トナムの民族の

歴史の中で自分の民族のタイ一族の歴史がどう位置づけられているのか知 りたかった｡

現在教壇に立ちながら､一般的な歴史学の中からタイ一族の歴史を抽出し強調 し研究 し

つつ､学生達にそれを教えたいと思っている｡また将来的にはタイ一族だけでなくベ ト

ナムの各少数民族の歴史､タイ一族と他の少数民族との歴史の相関関係にまで研究が及

ぶことを望んでいる｡

*フォアン フー トアン先生 タイ一族

Q l 先生はどういう体験を経て少数民族の歴史や言語について研究しようと思ったので

すか｡

自分自身が少数民族出身だという理由から民俗学に若い頃から興味を持っていた｡自

分の民族であるタイ一族の文化､歴史の研究のみならず他の民族の民俗学も吸収 したい

と思い研究 してきた｡

Q2 子どもの頃､バイリンガル教育はすでに行われていましたか｡
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行われていた｡私の専門ではないので､詳 しいことは述べられないが私が学校に入っ

た頃はバイリンガル教育が行われていたが､いったんなくなりその後また再開した｡

*ダム トウ クエン先生 タイ一族

Q l 先生はどういう体験を経て少数民族の歴史や言語について研究しようと思ったので

すか｡

私の出身地は中国国境付近の山岳地帯で､その地域には私の属するタイ一族のほかに

他の少数民族が複層的に住んでいた｡小さな頃から､自分の民族のルーツはどこにある

のか友人の民族のルーツはどこにあるのか､国境を越えた中国にも自分達と同じような

民族がいるのなら､その人たちの歴史と自分達の歴史がどのように違 うのかなどルーツ

を求める興味を持っていた｡そのような理由から大学に入ってから､北部山岳地域の歴

史という極めて限定された領域を研究するようになった｡将来的には東北部及び北西部

の少数民族の歴史まで研究を広げ､現在の自分の研究と関連付けながら研究の幅を広げ

ていきたいと思っている｡

Q2 子どもの頃にバイリンガル教育を受けましたか｡

バイリンガル教育であった｡そのおかげで小さい頃からベ トナム語を学ぶ事ができ大

学の教鞭にたっときもなんら不自由もなく､良かったと思っている0

Q3 先生は､民族の締 りや歌などを身につけていますか｡

子どもの頃､両親から民謡やお話を聞かされたり歌ったりした｡大きくなるにつれて

興味がなくなってしまった｡現在も歌えるが､先 日の歓迎会で披露 した学生ほどではな

い｡

*ファム ティ タップ先生 キン族

Q l タイグェン師範大学の言語教育において､一番の課唐はなんですか｡

語学文学部は語学コースと文学コースの2つのコースに分かれている｡私は文学コー

スを担当している｡このコースではベ トナムの文学や､アジア ･ロシア ･西洋などの世

界の文学を教えている｡ここでの課題は少数民族出身の学生が故郷に帰って教壇に立つ

ときの教授法である､どのようなノウハウで少数民族に対 してベ トナム語をスムーズに

効率よく教えられるかが重点的課題である｡
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クックドゥオン小学校におけるインタビュー

●インタビュー日時

2003年 12月 25日

●参加者

(話 し手)クックドゥオン小学校チャン ティ ロアン(TranThiLoan)校長先生

(聞き手)村上 呂里 ･梶村 光郎

(通訳) 那須 泉

(チャン ティ ロアン先生)

この小学校は､1993年からクック ドゥオン小学校という名称を使い､九十年になる｡

ベ トナムの小学校は 1年から 5年生までの 5年制をとっている｡この小学校の特徴とし

て少数民族の生徒が多数いるということである｡具体的には 5民族の生徒がいて､ 1番

多い民族はタイ一族､2番目にフモン族､3番 目にヌン族､4番目がザオ族で､5番目に

カオラン族となる｡

この小学校では､ベ トナムの教育省のカリキュラムをこなすことを基本としている｡ し

かし､少数民族出身の生徒が多いため､生徒と教員側との間の教育が完全にうまくいって

いるとは言い難い｡また就学率の点でいうと､この地域にいる就学年齢に達 した子どもは

かなり高い率でこの小学校に入学はしている｡高い率で就学はするが､初等年齢の生徒

(1､2年生)の間で一番の問題 となるのは､最初に受ける授業がベ トナム語によって行

われるためついていくことができないということである｡

もう1つの問題点は､この地域の就学率は高いが完全ではないということである｡その

理由として山間部の生徒は通学するために非常に長い道のりあるため学校に行きたくても

いけないという地理的な問題がある｡この小学校は僻地の学校としては相対的に施設の設

備が整っている方ではあるが､それでもかなりの面において十分ではないと現場の教師は

思っている｡また､この地域の世帯の所得が低いので就学させたとしても､5年間連続 し

て子どもを学校に通わすことができるくらいの経済力が十分でないという問題もある｡

小学校の生徒数は230名で､他に識字補修生徒が56名､また教員数は26名である｡
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Q1 26名の教師すべてタイグェン省出身なのですか｡

全員がタイグェン省出身であるがもう少 し具体的にいうと､半分の 13名はこのクッ

ク ドゥオン地区の出身で残 りはタイグェン省の他の地域出身である0

Q 2 言語教育の教科書は､ベ トナム語 と少数民族語 と両方の教科書があるのですか｡

この小学校に関しては 1年生から 5年生すべて言語教育の教科書はベ トナム語のも

のを使っている｡

Q3 バイ リンガル教育はおこなっているのですか｡

行っていない｡

Q4 少数民族の生徒にベ トナム語を教える際にどういった点に注意 していますか｡

またどういう苦労がありますか｡

一部の教員は少数民族の言葉を習得 しているので､初等クラスにおいては少数民族言

語を習得 している教員を配置 し､少数民族言語を交えながらベ トナム語の授業を行 うと

いった方法をとっている｡

Q5 クックドゥオン地域の大人たちの識字率はどのくらいですか｡

まず､日常生活の中でベ トナム語を使えるのは 90パーセン トである｡これは大人に

関 しての数値で､子どもになるともっと低くなる｡識字率は90パーセン ト､もしくは

90パーセン ト以上というデータが出ている｡

Q6 地域の親たちはベ トナム語の単一語教育を望んでいますか｡それとも民族語とベ ト

ナム語の双方の教育を望んでいますか｡

親たちは学校においてはベ トナム語の教育を望んでいる｡

Q7 ロアン先生は少数民族出身の子ども達にどのような願いを持って教育をしています

か｡また将来どのような仕事をしてはしいですか｡地域に残ってほしいですか､それ

とも都市でがんばってほしいですか｡

私の希望としては､少数民族出身の生徒がここを卒業 した後､まず引き続き中学校､
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高等学校と高度の教育を受けていく事を望みます｡その後､働く場所がどこであろう

とかまわない｡ しかし最終的に､社会に出ていろいろな経験を積んだ後またこの故郷に

戻って仕事をしてくれる事を望みます｡

Q8 ′ト学校には 5民族の生徒がいると聞きましたが､各民族間同士の相互理解の教育

は行われていますか｡

最初はなかなか難 しいが子どもなのですぐに仲良くなる｡特にモン族の子どもたちは

言語構造上､タイ一語ベ トナム語の習得が非常に早いので､他の民族の言葉を使いなが

ら交流が出来る｡最終的には他の民族の子供たちもとても仲良くしている｡民族間同士

の対立､不和などは皆無である｡

<子どもへのインタビュー>

*タイ一族 10歳

Q l 大きくなったら山奥の学校で先生をしたい｡

なぜなら大都市で勉強している生徒と同じように山奥の学校の生徒たちにも同じ授業

を受けさせたい｡

Q3 祖父母と一緒に住んでいるのですか｡

お父さんお母さん､父方の祖父母と一緒に住んでいる｡

Q4 祖父母はタイ一族の昔話を聞かせてくれますか｡

時々､祖父がタイ一族の古来の話をタイ一語で話 してくれる｡

Q5 タイ一語で話をすることができますか｡

聞くことも話すこともできる｡

*フモン族 10歳

Q l 将来何になりたいですか｡

タイグェン省で先生になりたい｡

Q2 それはなぜですか｡

家の近くで仕事がしたい｡

Q3 家族のことを教えてください｡
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僕は4人兄弟の末っ子で､祖父母は近所に住んでいる｡

Q4 祖父母はフモン族の昔話を聞かせてくれますか｡

よく祖父がフモン語で話 してくれる｡

Q5 昔話を聞くのは好きですか｡

好き｡

Q6 何の先生になりたいですか｡

中学校の先生になりたい｡
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識字学校におけるインタビュー

●インタビュー 日時 2003年 12月 25日

●インタビュー参加者

(話 し手)学習者の方

(聞き手)村 ヒ 呂里 ･梶村 光郎

(通訳) 那須泉

●場所 クック ドゥオン小学校分校識字学校

クック ドゥオン小学校から車で小 1時間､さらに歩いて 1時間ほど山を登ったところに､

.乱字学校はある｡道中には､水牛を用いた畑作や豚 ･鶏が放 し飼いされている風景が見ら

れた｡印象深かったのは､途中で我々一行 と出会った子どもたちが一斉に泣き出 したこと

である｡同行 したロアン校長先生によれば､外国人を見たのは初めてなのでびっくりした

〟)であろうとのことであった｡識字学校は､木造の小さな小屋､窓ガラスはない｡学習者

は､およそ 20名｡女性の方が多い｡ フモン族の方を中心とした識字学校である｡我々が

珍 しかったのだろう､学習者以外の村人が大勢窓越 しにのぞき込んでいた｡学習中に訪問

したため､時間をとってインタビューすることはできなかった｡次回にまた訪問 したい｡

*テ ィンさん (男性)

6人の (-どもともベ トナム語を知っている.ベ トナム語もフモン語 も話すことができる

がフモン語を話すのを好んでいる｡他の地域の人と商売する時､文字がわからないと成 り

立たないO識字学校に適って良かったことは､家長である自分が文字を学ぶ大切 さを知る

ことができることである｡

*シンさん (女性)

私は学び始めて 1年纏っていない. 日記には自分の人生を綴るとい うより､厳 しいL'J

然の中でどう生計を立てるか､とい う来年の暮 らしの計画を綴っている｡例えば農作につ

いて ｢この自分の畑には 25ずつ種を蒔きます｡来年は 376kgの稲を収穫 します｡｣など｡
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