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はじめに

本研究は､2001年度ベ トナムタイグェン省出身の私費留学生 ドン ティ トウー ハー

(DongThlThuHa)さん (-ノイ国家大学卒業)を琉球大学教育学部国語教室の研究生と

して受け入れたことをきっかけとしている｡ 日本語に堪能なハ-さんを囲んで梶村光郎教

授と私の3人で､今井昭夫先生の ｢ベ トナムの言語と文化- クオツクグーの発展とナショ

ナリズム- ｣(小野沢純編､『ASEANの言語と文化』高文堂出版社､1997年)の勉強

会をはじめた｡ベ トナムは憲法で少数民族の言語と文化の権利を保障していること､｢国

語｣という概念があることなど､それまで沖縄地域を中心として ｢国語教育｣史の検証を

行ってきた私たちにとって興味のあることばかりであった｡

--さんは2002年には帰国したが､2003年にはハ-さんのご縁で､タイグェン師範大学

と琉球大学教育学部が学術交流および留学生交流に関する協定を結ぶこととなった｡タイ

グェン省は少数民族が多く居住する地域であり､タイグェン師範大学の教官は独自の歴史

と文化を育んできた沖縄に深い関心を抱いてくださった｡そ して2003年度から2005年度に

かけて､本研究 ｢多言語社会における言語教育研究 - ベ トナム ･タイグェン省をフィー

ル ドとして- ｣が科学研究費補助金を受けることができた｡その間計 6回タイグェン師

範大学を訪問し､フィール ドワーク､資料提供等において多大の協力を得た｡また3回に

わたってタイグェン師範大学の教官を沖縄に招き､大著 『石垣方言辞典』によって2003年

度伊波普猷賞を受賞 した宮城信勇さん､沖縄の言語学者名嘉順一先生 (元琉球大学教授)､

内聞直仁先生 (琉球大学名誉教授)､｢しまくとうばを楽 しむ会 ･言い語れ-ぐわー｣の会

活動に真筆に取り組んでいる親富祖恵子さん､芝居塾 ｢ぽん｣を通して若い世代にウチナ-

グチ文化を伝えようと情熱を傾けている塾長の北村三郎さん､｢民謡で今 日拝なびら｣と

いう番組で知られるアナウンサーの上原直彦さん､アイヌ民族との交流を地道につづけウ

チナ-グチ復権と取 り組む詩人 高良勉さん等と交流する機会を設け､各々の地域におけ

る地域語 ･民族語文化の継承に関わる問題や関心をさらに深く共有 した｡

タイグェン師範大学に調査のため訪問した際には､いつも心からの歓迎を受けた｡

私事になるが､子ども時代ベ トナムは ｢戦争の国｣であった｡濁流を子どもを抱えて必

死で逃げまどう母の姿をとらえた写真が心に灼きついている｡ 自分と同じ時代を生きる子

どもが戦争の悲劇のさなかにある｡不条理としかいえない現実が､子ども心に突き刺さっ

た｡今､その ｢戦争の国｣に自分が足を踏み しめ､歓迎を受けている｡歓迎に応える挨拶

をしながら､ふいに言い知れぬ感懐が湧き起こってきた｡平和ゆえの恵みをあらためて深

くかみ しめた｡沖縄地域も沖縄戦という痛みを体験 し､今も戦争に直結する基地を据え置

かれている｡双方の近代言語教育の歩みも当然のことながらその痛みと不可分なものとし

てある｡本研究はその意味で､近代史の痛みを生きざるをえなかった地域間の対話的交流
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をひらく ｢新たな共同性｣(冨山一郎 『戦場の記憶』､1995年､ 日本経済評論社)を志向す

るものでありつづけたい｡

東南アジア地域にひ らかれた研究とい う意味では､詩人 高良勉 さんは､つとにつぎの

ように述べている (高良勉 ｢闇の言葉を解き放て｣､『青い海』第125号､1983年8･9月号)0

私たちは東南アジアを初め､世界の多民族国家の言語教育における試行からもっと多

く学ぶ必要があるのでないだろうか｡その点､研究者の立ちおくれの責任は大きいと言

えるだろう｡

それはもう20年以上も前の提言であるが､本研究は遅ればせながら､そ してささやかな

がらこうした沖縄地域の言語教育研究要求に応えるものでありたいと思 う｡

こうした相互的研究交流の出発点には､誰も知 り合いもいない沖縄に苦労を覚悟で私費

で留学 してきたハ-さんの勇気 と努力がある｡また研究の礎は､那須泉さん (琉球大学共

通科 目ベ トナム語講師)が全て築いてくださった｡那須 さんの､沖縄 とベ トナムの架け橋

にならんとする言葉の力､そ して情熱がなければ本研究は成 り立っていない｡お二人にま

ずもって心からの敬意と感謝を捧げたい｡

またベ トナムの老人の記憶に残る日本軍の冷酷 さをさりげなく語ってくださった国家社

会科学人文センター言語学院少数民族言語室室長のタ- ヴァン トン (Ta VanThong)さ

んも忘れがたい｡少数民族地域の言語調査出張に飛び回っている合間を縫って､いつも飾

らぬ率直さで､私たちの質問に答えてくださった｡訪問する度に関連する資料を準備 して

くださり､ 日本か ら電話で質問 したときも ｢いつでも質問 してくれよ｡｣ と気 さくにかつ

誠実に応 じてくださった｡ ｢民族語の平等｣を第-とする原則主義者であった.いつかぜ

ひ､｢しまくとうばの 日｣(9月18日)を制定 した沖縄にお呼び し､地域語復興運動のさま

ざまな取 り組みにふれていただきたい｡

本研究でお世話になったすべての方々に深 く感謝申し上げるとともに､つながったご縁

を大切に育み､｢内に根のある語｣ (柳 田国男)の尊厳が保障される言語教育の探究のため

に地域間の対話的研究交流をさらに深めていくことで､今回受けたご恩に応えていきたい｡

2006年3月20日

村上 呂里
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〔記〕

○研究組織

研究代表者 :村上 呂里 (琉球大学教育学部助教授)

研究分担者 :梶村 光郎 (琉球大学教育学部教授)

研究協力者 :那須 泉 (琉球大学共通科 目ベ トナム語担当講師)

○交付決定額 (配分額)(単位 :円)

平成15年度 3,700,000 (直接経費) o(間接経費) 合計 3,700,000

平成16年度 3,100,000 (直接経費) o(間接経費) 合計 3,loo,000

平成17年度 2,700,000 (直接経費) o(間接経費) 合計 2,700,000

総計 9,500,000

○研究成果発表

1.第33回国語教育史学会例会口頭発表､村上 呂里 ｢多言語社会ベ トナム言語教育

における光と影 - バイ リンガル教育をめぐる葛藤 - ｣､2005年 8月11日

2.第 7回 日本言語政策学会 口頭発表､村上 呂里 ･那須 泉 ｢ドイモイ期ベ トナム

における国家語制定をめぐる葛藤 - 少数民族言語教育の変遷を踏まえて - ｣､

2005年11月19日
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