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2.｢多言語社会における言語教育研究会｣における発表要旨

(1)(ベ トナム語)

｢日越比較言語教育研究のために

近代日本の言語教育の出立一民族語 ･地域語の視座から-｣--･村上 呂里

(2)｢ベ トナムの多言語社会における言語教育｣･--ルオン ベン



















ベトナムの多言語社会における言語教育

(日本国琉球大学シンポジウム発表要旨)

ルオン ベン LLLdngB岳n(ベ トナムタイグェン師範大学)

はじめに

ベ トナムは多言語国家である｡詳しく述べると､50以上の言語が全国で使われているO

そのため､言語と言語の関係性やバイリンガル教育の問題は､早い時期から争点となって

いた｡ベ トナムの国家のとって､国家を建設し維持 していくためにの事業の一環として言

葉に関わる問題を解決することは焦眉の課題である｡我が国が独立を勝ち取って以来今 日

まで各民族の言葉を発展させ､同時に各民族がベ トナム語を使える条件整備を行なってき

たOこの半世紀の間で国民の暮らしが安定してきたのは､国家のそのような努力があった

からである｡

1.ベ トナム共産党と国家の言語政策の方針

言語とは社会現象の一つである｡ したがって､言語の発展状況やバイ リンガル教育の行

方も国家の行政機関の政策に左右される｡政府やベ トナム共産党が少数民族言語政策問題

について言及した公文書を分析してみると､次のような論点が浮かび上がってくる｡

(イ)一般的原則

｢各民族が経済活動､文化活動､社会発展活動を行なう際､母語を使 う権利を尊重する

と共に､それを支持する｡各民族は､自らの文化を発展させるために言葉と文字を有する

権利がある｣とベ トナム憲法には定められている｡

(ロ)普通語に対して

ベ トナム政府は､少数民族が普通語を学んで使用することを奨励 し､その条件整備を進

めている｡1980年の第 53/CP号の決議では､一面では各民族が自らの民族語を学び使用

する権利を有することを認めている｡が､もう一つの側面として､｢普通語(ベ トナム語)や

その文字は､地域や各民族が発展していくためには必要不可欠の手段であり､ベ トナム国

民は皆普通語とその文字を学習 し､使用する権利 と義務がある｣と規定している｡.

まとめあげて言えば､ベ トナム政府は言語教育の分野で2つの任務を並列で掲げている｡

つまり､少数民族に普通語であるところのベ トナム語を教えることと､少数民族や民族語

を使 う必要性がある人達に少数民族言語政策を教えること､の2つである｡,

2.ベ トナムにおけるバイリンガル教育実践の過程

2.1.少数民族出身の生徒にベ トナムを教えることについて

1945年 8月以前
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ベ トナムがフランスの植民地であったと同時に､中国文化の強い影響を受けていた時代

である｡ したがって､ベ トナム語と民族語を同時に教えるバイリンガル教育を時の権力者

が行 うことはなかった｡

1946年～1954年の時期

ベ トナム人にベ トナム語を教育することと､少数民族にベ トナム語を教育することが特

に重視されていた時期である｡飢餓を撲滅する事業と並んで文盲を一層する事業はホーチ

ミン主席が掲げた喫緊の問題であった｡当時は､各少数民族はベ トナム語でベ トナム語を

キン族と一緒のカリキュラムで学ぶことができた｡この時代は国家の存亡に関わる切迫し

た時期であり､未成熟な我が国の政権はフランスの侵略から国の独立を守る戦いに全力を

傾注しなければならなかったので､多言語社会における言語政策の特色を打ち出したり､

打開策を提示 したりすることはまだできなかった｡

1954年～1975年の時期

国家が北と南に 2分され､2つの異なった政権が存在していた時期である｡この頃は戦

争が最も織烈を極めた時代でもあったD言語政策に係る事業もそういった背景で行なわざ

るを得なかったo北ベ トナムでは､1961年に3民族の文字 (Tay-Nung[タイ ーヌン]文

字､ Meo(Mong)[メオ(モン)]文字､Thai[タイ]文字)に関する法案を批准し､使用

することを承認 した｡このように一部の民族が文字を持つようになった後､東北部と西北

部の山岳地域で少数民族の生徒に対するベ トナム語教育が､少数民族語とベ トナム語の両

方を使って行なわれるようになったO各小学校においては､ベ トナム語が一つの科 目とし

て見なされ､民族語で教育が行なわれた｡ しかし､民族語による教育の時間数は段々減っ

ていった｡その一方で普通語によって普通語を勉強する時間が増えていった｡

南ベ トナムにおいては､アメリカ夏季言語研究所(Sum merlnstltuteLanguage)の活動

を通 して､教会や少数民族が居住する地域で民族語による教育が実践されていた｡ベ トナ

ム語単独による教育は当時はまだなく､民族語を並行して使いながら教育が行なわれてい

た｡

1976年～1980年の時期

南北に分断されていた国家が統一された時期であるO北部における少数民族地域でのベ

トナム語による教育は､キン族地域でのベ トナム語教育と何ら異なる点はなかった｡南部

においては､アメリカが撤退したので夏季言語研究所の活動はなくなり､各学校や協会で

少数民族の言語を教えていた授業は､ベ トナム語を媒介にした極簡単な内容の授業に戻さ

れたo教育課程や教科書の内容は全国で一律統一された｡この状況は､1980年に第 53/C

P号議決が公布されるまで続いた｡議決公布後､状況は多少変化していく｡

1980年以降

少数民族地域における言語教育に関する資料を分析すると､以下のような点が明らかに

なってくる｡.
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小学校と幼稚園の教育課程の中で､少数民族出身の生徒にベ トナム語を教える重要性が

認識されるようになってきた｡それは､学校内や実社会におけるベ トナム語の持つ役割が

増してきたと言 う理由と､少数民族出身の生徒は､特に会話では母語を使 う方に慣れてい

て､いざ学校に入学するとベ トナム語文化をまったくといっていいほど知らず､ベ トナム

語科目についていけないという理由があるからであったOそのために､1980年以降教育省

は次のような3つのプログラムを策定した｡

(イ)全国に適用する]65過分のプログラム｡比較的教育を受けることができる地域に居

住する少数民族の生徒に適用される｡

(ロ)小学校で規定より年齢の高い生徒向けの 100過分のプログラム｡主に社会的 ･経済

的に困難な状況下にある地域に居住する少数民族出身の生徒の識字学級に適用され

るO

(ハ)ベ トナム語をほとんど知らない生徒向けの 120過分のプログラム｡少数民族地域で

あまり学校に通 う時間を割くことが難しい生徒達に適用される｡

100過分と120過分のプログラムは､実質的には､経済的に苦しかったり､就学する条

件が整わない生徒が多く住む地域の教育状況を改善するために策定されたものである｡そ

のため､教育水準はあまり高くはないことを認めざるを得ない｡

このような地域で実際にベ トナム語を教えた教師の体験談と反省が､幾つかの資料の中

に次のように記載されていたG｢もし教師自身がベ トナム語を教える時､少数民族語を知っ

ていて使 うことができるならば､教育効果はもっと高まったであろう｣｡

各村に 1校づつ学校を建設したり､生活と勉強が合体した民族学校 (寄宿生活をしなが

ら勉強をする少数民族のための学校 :訳者註)､民族大学予備学校など､社会あげての努力

の結果､数年の間で基礎学力のレベルは高まり､少数民族のベ トナム語力も向上 したoL

かしそれでも社会的ニーズに比べると､その到達したレベルはまだまだ低いと言わざるを

得ないOこの点については､1999年 10月 NinhThu阜n(ニン トウアン省)で開催された 『少

数民族地域の小学校におけるバイ リンガル教育に関する国家シンプジウム』での教育分科

会の報告書に次のように記されているO｢小学校においては､ほとんどの少数民族出身の生

徒はベ トナム語の知識や能力は期待されたレベルには到達しておらず､生徒が他の科 目を

学ぶ際の大きな障害となっている｣G

2.2少数民族語と文字の教育

以上述べてきたように､ベ トナム国家は言葉の使用の面で平等な政策をとり､また各民

族の自決権を尊重してきた(,民族語と民族文字を教えることについては､以下のような基

本的な姿勢を一貫して維持 してきた亡.

1945年 8月革命以前

この時期は､共産党がまだ政権を握っていなかった頃であるo Lたがって､一般的に党
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は､党の方針や 目標というものを党員自らが実践して見せたり､民族語で印刷された宣伝

文を通 して浸透を図っていった｡.

1946年～1954年の時期

民族語や民族文字を教えることは､共産党幹部や少数民族地域で活動する戦士達の要請

があって初めて実践されたのに留まっていた｡ホー チ ミン主席は ｢幹部はいかなる地域

で仕事をしようとも､現地の人と親密になり､また人々がより自分達のことを理解 しても

らうために､その土地の言葉を学んで話せるようにならなければならない｡｣と主張した｡

少数民族地域では､民族語をベ トナム語表記で印刷 した民族語新聞がまだ発行され続けて

いた0

1954年～1975年の時期

南ベ トナムでは､アメリカ夏季言語研究所が各少数民族語を研究すると共に､教会や少

数民族居住地域で民族語 (南部の各省や TayNguy占nlタイグェン】では､クメール語､C(メ

ho【コ-ホ-】語､Chamlチャム】語)を教えたO革命勢力が制圧した解放区においては､民

族語と民族文字は党の幹部達によって調査研究され､来るべき時に向けて各民族文字の書

き方を教えるプログラムを作成 していた｡

北ベ トナムでは､政府主導による言語政策が南に比べると徹底していた｡1961年､国

家は3つの少数民族言語(TÅy-Ndnglタイ -ヌン】語､M色o(Hmong)[メオ(フモン)語】､ロ

ーマ字化 したThdilタイ】語)を使用 し表記することを正式に承認 したO民族固有の文字を獲

得 してから､これらの少数民族は教科書の編纂や民族語とベ トナム語両方を使っての教育

を各小学校や識字教室 (当時ベ トナムでは､｢平民教育｣とか ｢文化補修教室｣と呼ばれて

いた)で実践するため､政府からの支援を受けて行なえるようになっていた0V冶tBaclべ

トバック】省や TayBaclタイバック】省の少数民族出身の小学生は､普通語でのプログラム

に則 り学習する県庁所在地の市を除いて､TÅy-Ndnglタイ ーヌン】語､M80(Hmong)【メオ

(フモン)語】､Th叫 タイ】語で勉強をしたO-つの教室に､様々な少数民族の生徒が混在 し

ていると､それぞれの民族語についての研究をする時間的 ･経済的な条件が限られている

ため､民族語を教えたり民族語で教えたりすることは､上述の3つの言語に限定されてい

たことを補足 して述べておく必要があるoLたがって､他の少数民族はTaylタイトMeo【メ

オL Thdilタイ】族と一緒にカリキュラムや教科書を通じて勉強するしか方法がなかったO

民族語と普通語を混ぜて教えるクラスでは､民族語は媒介語としての役割を果たし､それ

は､ベ トナム語をよりよく理解 したり､他の教科の知識を習得する際の手段となりえたO

は族語を使用する頻度やその時間量は､学年が上がるにつれて減っていく傾向にあった｡.

中学校になると､学習は完全に普通語を通 して行なわれるようになったOこの時期に少数

民族語を教育する特徴としては､民族語は知識を運んでくれる言葉であると同時に普通語

との架け橋の役割を担 う言葉として見なされていたことである〔.

1976年国家が統一された後､政府 と教育省は少数民族地域における言語政策について
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改めて見なおす機会を持つことができるようになった｡それを機に様々な意見が会議で発

表された｡それらは以下のようにまとめることができる｡

少数民族に民族語と民族文字を教えることによって大変良い結果を収めることができた｡

つまり､多くの人が文字を知り､伝統的な文化 ･芸術を記録することが可能になり､それ

を現実の暮しの中で役立たせることができるようになった｡地域のマスコミ機関が少数民

族語での番組や民族文字での記事を制作するようになった｡

その一方で､全体的に見ればまだまだ不十分な点が少なくなく､専門家や行政側の人達

はこれからも議論を重ねていく必要があるO

公式的な文書は存在しないが､学校でベ トナム語を交えた方法で民族語やモン族文字を

教えるや り方は失敗だったと認識 している｡実際問題として､1976年児童の保護者達は

自分の子どもを少数民族語を教わるクラス-はもう登校させることを拒否し､教育委員会

もこのプログラムを廃止することを承認 した｡失敗 した原因はいろいろあるが､私見では

主な原因としては以下の点にあると考えている｡

(イ)損得の考え方に起因する問題

言語とは元来一つの道具である｡一つの言葉を学ぶことは､必ず何かをするための目的

が存在 しているのであり､その背景には学ぶことによって何らかの利点が生 じるという考

え方が潜んでいる｡

生徒の父兄は､子ども達が母語で勉強できることが一番良いし､子ども達の思考能力や

言語能力に即した学習ができると理解はしているものの､少数民族語で教えるクラスには

行かせたくはないのである｡なぜなら､もしそのような教育を受けさせると､中学校に進

学した段階で､ベ トナム語で直接勉強してきた生徒に比べてベ トナム語力が劣るし､他の

教科の学力も低くなってしまうからである｡更に､折角民族文字を習得しても､教養を身

につけるための民族語で書かれた書籍､特に科学技術家系の本がないことも大きな原因と

なっているoそういう訳で､少数民族語や少数民族文字を勉強することが何らかの役に立

つというモチベーションを刺激することがなかったのであるO

(ロ)民族の文字体系自身の問題

文字を考案 した専門家の言語学的レベルに科学的要素が欠落していたので､子ども達は

なかなか正書法を身につけることができなかったO文字は音素学に則って作られたが､正

書法をきちんと規定しなかったので､公式文書に書かれる文章ですら表記にばらつきが見

られたOベ トナム文字にはそのような鮎由吾が見られないので､民族語を正確に記述するこ

との難しさが浮き彫 りにされてしまう結果となった｡

(-)専門家が不足しているうえに計画的に業務を遂行する態勢ではなかったので､地域で

専従で取組む人が育たず文字の統一性を図ることができなかったDそのような状態の中で､

各地で教科書の編纂がそれぞれの方法でなされ､民族毎に文字 が 作 られていったので､地

域によって教科書の内容が異なるし文字の書き方も違って しまったO だからある省で少数
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民族の生徒が民族語を習っても､他の省-行くとそれが通用しないという現象さえ生じて

しまうのである｡.

(ニ)民族語 とベ トナム語を混ぜ合わせて民族語を教える教科教育法を習得 した教員が養

成されなかったため､2つの言語を使って教える方法は普及 しなかった｡

(ホ)各少数民族言語の発展レベル

ベ トナムの各少数民族は､ある地域に集中して居住 しているのではなく､幾つかの民族

が混在 して生活しているOそのため､一般的に通用する言語体系の基盤が形成される政治 ･

経済 ･社会の核となる中心地域というものができなかった｡各少数民族語は地域によって

異なった靴 りがあり､いわば一つの民族語が幾つかの方言に分裂している状態を呈してい

るので､その-つ一つの方言に即した形で 1冊の教科書を作るのは難しいのであるOその

ため､生徒が教科書を読んでもどこかはるか遠いところの言葉に遭遇 したかのような印象

を持ってしまうのである｡

以上のような客観的かつ主観的な困難な状況､また多くの保護者達からの要望､戦後間

もない厳 しい経済状況等々の理由から､1976年北部各省では､学校での民族語と民族文

字の教育を打ち切った｡その状態が 1990年まで続いた｡

ベ トナム南部においても状況は同じであった｡1975年以降アメリカが撤退 し､夏季言

語学研究所はベ トナムにおける活動に終止符を打ち､少数民族語を教えていた教会や学校

では一律に初歩的なベ トナム語の教育に戻った｡この状況が 1980年に第 53/CP議決が政

府によって公布されるまで続いたのである｡

政府の決議が発布された後､SdcTr畠nglソックチャン1､KienGianglキエンザンJ Gia

Laiげ -ライ】等の一部の省では､教育省は保護者達からの要望に応える形で少数民族語を

教えるための教科書を編纂した｡

1976年から1990年の間は､少数民族語と文字の教育は打ち捨てられた状態であった｡

その一方､地方における放送局や新聞社のようなマスコミ機関は､引き続き民族語と民族

文字による報道を行なっていたがそれも徐々に減っていった｡

1991年から幾つかの省の少数民族の要求によって､少数民族語とその文字を教えるク

ラスが再開された｡

現在では以下の全国各省において､規模の違いはあるものの民族語と民族文字の教育が

行なわれている｡

Hmbnglフモン】語 :1991年から HaGIangl/＼-ザン】､YenBailイエンバイ】､

CaoBanglカオバント LajChaulライチヤウ】､Thai

Nguyenlタイグェン】､ThanhHoa【タインホア】の各省で教

えられているD

Chamlチャム】語 :1991年から NinhThu牟nlニン トウアントBlnhThu阜nlピン ト

ウアント AnGiang【アンザン】の各省で教えられている｡.
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Giarailザーライ】語 ･1979年からGiaLaiげ -ライ】省で教えられているG

BaNa【バナ】語 :1979年から GIaLaiげ -ライ】､KonTum【コン トウム】の各省

で教えられている｡

KhdMe【クメール】語 :1991年からTraVinhlチャーヴィンLC占nThdlカン ト-】､

VTnhLonglヴィンロン】､B串CLieulバックリエウ】､ Sac

Tr畠nglソックチャンL AnGianglアンザント K冶n

Giang【キエンザン】の各省で教えられている｡

Hoa【ホア】語 :1991年からH6Chl'Mjnhlホーチミン】市とE)6ngNailドンナイ】省

で教えられている｡

EE)色【エデ】語 :1979年からE)孟cLaclダックラック1省で教えられているo

Cdho【コ-ホ1 語 ‥1987年から1991年まで L畠mD6nglラム ドン】省で教えら

れていた｡

Raglailザ-グライ】語 :KhdnhHbalカインホア】省で教えられているO

その他に､1992年から2000年まで SonLa【ソンラー】省とLaiChaulライチヤク】省で

元々のThdi(タイ)語の文字を試験的に教えていた.

2002年からは､ThDaThien-Hue'[トウアティエンフ司 省､QuangNamlクアンナム1

省､NinhThu冬nlニン トウアン】省などの一部の省で言語学院の協力でテキス トを制作して

Cohop -ホ-】語､ Catulカ トウ】語､Pac6-Tabi【パコ一夕オイ】語を実験的に教えて

いる｡

以上のように 1991年以降少数民族文字の学級は復活し､現在増加中である｡ここで､

今回は少数民族語の教え方が以前とはまったく異なる方法で行われていることに注目する

必要があるDもし昔の教え方を踏襲 したならば､民族語は単なる伝達のための言葉 としか

見なされないので､今回はそうではなくて一つの教科として位置付けされた｡知識を運ん

で来てくれる伝達の道具としての言葉なのではなく､学ぶ価値を持った一つの言語として

生徒に認識してもらうよう､教え方を大転換 したのである｡もはや､生徒がベ トナム語を

学ぶための ｢架け橋｣的な役割として母語を使 うのではなくなったのであるD我々は､こ

の考え方こそがカリキュラムや教科書を作成 したり教員を養成する際に生じる問題を回避

する唯一の打開策と見なしているO

最近の状況としては､少数民族地域で仕事をする公務員や兵隊は､自らの仕事を遂行す

るためには少数民族語を習得しなければならないという意識を持つようになってきているO

少数民族及び山岳地帯中央委員会所管の少数民族公務員養成センターでは ｢少数民族事業

に従事するための民族言語の研究｣というシンポジウムの成果を踏まえて､TÅy-Ndnglタ

イ一 一ヌン】語､Th叫 タイ】語､Mbng匡 ン1語､Giaraiげ -ライ】語､EE)台【エデ】語､Kho･me【ク

メール】語のような各少数民族語を勉強するための本が優先的に編纂されつつある｡そして

2002年のシリーズ最初の本として 『TAy-Ndnglタイ一 一ヌン】語学習テキス ト』が出版さ
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れた｡.

3.結論

以上述べてきたことから結論として言えることは､少数民族出身の生徒に少数民族語や

文字そしてベ トナム語を教えることは､まだ試行段階にあるということである｡現在少数

民族地域でベ トナム語と文字を教えることと少数民族語を教えることは､積極的に取組ん

でいく方向にはなってはいるが､バイ リンガル教育が目指す 目標のレベルに到達するには

程遠いのが現状である｡そして､他の国の経験とノウハウを学ぶ必要がある｡

現在､各民族の子ども達が普通語に精通する条件を整えつつ少数民族言語を継承 し発展

させるために､科学者 ･関係機関が言語教育事業を円滑にかつ効果的進める方法を模索し

ている段階である｡

少数民族言語の将来は一体どうなるのであろうか?これはまだ解けない算数の問題のよ

うなものである｡少数民族言語は徐々に変質し最終的には消滅 してしまうと憂慮する識者

も少なくない｡それをなんとか阻止するために政府 と国家は懸命に問題に取組んでいる最

中なのである｡

この論考の中では以下の論文を使用 した :

1.ルオン ベン ｢少数民族言語に対するベ トナム共産党の言語政策を考察する｣『B畠c

Thdi(バックタイ)新聞』(1990年 4月 24日付)

2.ルオン ベン ｢少数民族地域における言語に関するホーチミン主席の意見を考察する｣

『タイグェン師範大学科学情報』(2000年 1月)

3.タ グァン トン(TqVanTh6ng)｢教育分野での少数民族言語に関する党の政策実施状

況｣
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