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第 1章 ベトナム民主共和国およびベトナム社会主義共和国

における言語教育史概観

本章では､1945年 ｢独立宣言｣以降のベ トナム民主共和国およびベ トナム社会主義共和

国における言語教育史について政治的転換点に拠 り4期に時期区分 し､各々の期に特徴的

な動向や議論について述べる｡

第 1節 ｢独立宣言｣以前のベ トナムの言語文化と教育

本節では､前提として ｢独立宣言｣に至るまでのベ トナムの言語文化と教育の歩みにつ

いて先行研究注目 4) に拠 りながら簡単に押さえておきたい｡ベ トナム語およびベ トナム文

字がどのような歴史のもとに育まれ､どのような意味を担ってきたかは､｢独立宣言｣以

降の少数民族言語政策および言語教育を考察する上でも必要と考えられるからである｡

(1)中国支配とベ トナムの言語文化

ベ トナムの歴史は､(ベ トナム側の視点に立つならば往 く.5)) 被支配被侵略に彩られてき

た｡そうした歴史のもとにベ トナムの言語文化は育まれていく｡

千年以上に及ぶ中国支配の影響下､ベ トナム語の語桑の約 6割は､漢語から移入されベ

トナム式に発音 したものである｡文字については､公式的な文字 ･文章は長く漢字 ･漢文

が用いられた｡1075年に始まり､1915年 (中部では1918年)に廃止された科挙では､主に
ナユー ノム

漢詩 ･漢文の力が測られた｡漢詩 ･漢文学は､口承文芸やベ トナム独自の文字 ｢字 晴｣に

よる文学に対し ｢高級な文学｣としての位置を占めた｡
ナユ- ノム

｢字 晴｣とは､ベ トナム固有の言葉を表すために､漢字を複合 したり､加工した文字の
チ ュー /ム

ことである｡｢字 晴 ｣とは ｢話 し言葉の文字｣を意味し､たとえば ｢nam[五]｣は､｢蔽｣

と表され､｢南｣でベ トナム式発音を､｢五｣で意味を表 し､複合されている｡10世紀頃か

ら体系化され､その後次第に広まった｡また ｢詩｣といえばそれまで漢詩のことであった
チュー ノム クオ yクグー クオ yクアン

が､字 晴で書かれた詩は ｢国 語 詩｣または ｢国 音 詩｣と呼ばれ､漢詩と区別された｡
チュー ノム チ ュー ノム

18世紀から19世紀半ばに最も字 噛文学が栄え､字 晴による韻文物語 ｢金雲麹｣はベ トナ
チュー ノム

ム 古典文学の最高傑作といわれている｡｢字 晴｣による文学は､中国-の対抗意識を表明

する媒体ともなったが､漢字 ･漢学の素養がなければ理解できない難解なものであり､広

く民衆に広がることなく衰退 していった｡漢字漢文に対抗するベ トナムの独自性を表現す
チュー ノム

るものとして ｢字 噛｣は生まれたが､その所有は一部知識人層に限られたのである｡

(2)フランス支配下の教育と ｢国語 (QuocNgu)｣
クオ ノクグ-

｢国 語 (QuocNgu)｣とは､漢語の ｢国語｣をベ トナム語読み したものであり､原則的

にベ トナム語をラテン文字表記 した文字のことを指 している｡ したがって日本における話

し言葉をも含めた ｢国語｣概念とは異なり､先行研究では ｢クオツクグー｣と片仮名表記

- 20-



している｡独立国家樹立以降を主な対象とする本研究においては､この用語が独立国家確

立期に､被抑圧地域の住民を国民として形成する際に担った意味を重くとらえ､その意味
クオノク//- クオツクグ-

がより伝わりやすい ｢国 語｣として以下表記することとする｡この国 語が､ベ トナムの

近代化を担 う文字となり､現在に至るまでベ トナムの公式的な文字となっている｡

ベ トナム語のラテン文字表記化は､17世紀中葉にはキリス ト教宣教師達によって布教の

ために行われていた｡19世紀後半､フランス植民地支配に協力的であった知識人チュオン
ク7r/クy-

ピン キー (TruongVinhKy)がこのラテン文字表記法を確立していき､｢国 語｣と呼ん

だ｡
ナムキー

1862年から67年にかけ､フランスはベ トナム南部 (南析 コーチシナ)を直轄植民地と
ナムキ-

した｡南折では1860年代に後半には科挙が廃止され､中国の文化的影響力の排除がめざさ
クオ ノ'/I/-

れ､フランス語およびフランス文化を導入 し普及させる道具として国 語の学習が奨励 さ
クオ ソ//グ- ナムキー

れた｡1864年に､国 語の読み書きを教える小学校の設立が布告され､1879年には南折で
クオ y//グー

最初の体系的な仏越教育カリキュラムが立てられ､｢国 語｣が正式科 目に位置づけられた｡

北析 (トンキン)､中析 (アンナン)では院王朝の統治機構は形式的に温存され､科挙

は廃止されず､漢字は依然として公式の文字であった｡が､1903年にはフランス語ととも
ク 寸 ノクグ- ク オ ノクグ-

に国 語の試験にも合格することが官僚に採用される条件とされる｡ 国 語は次第に浸透 し､

1910年代末にはベ トナム語の文字表記として揺るぎない地位を占めるようになったという｡

20世紀初頭､愛国の志士は人民にこう呼びかけていた｡

クオ ノ////-

まず国 語を学ばなければならない｡

そして2つの違った文字を使 う道から逃れよう

われわれの文字､長く親 しんだ文字をこそ

言 語 ､ 語 句 ､言葉と呼ぶのだ｡

ナムキー チュンキー パノキー
1906年に南折､中折､北折を統一的な教育制度の下に置くべく､植民地当局は第 1次教

育改革を行った｡伝統的な漢文教育を行っていた既存の学校のほかに ｢仏越学校｣ とい う

体系が設定された｡仏越学校ではフランス語が教授言語 として用いられ､ベ トナム語は
ク̂ツクパ/
｢国 文科｣でしか教えられなかった｡たとえば小学校のある学年のカリキュラムにおいて

は､週27時間45分の授業時間の内､フランス語が23時間30分､ベ トナム語は3時間45分､

漢文は30分という配分になってお り､ベ トナム語の授業時間の占める割合は全体の15%未

満にすぎない｡

1917年の第2次教育改革の実施にともない､科挙は完全に廃止され､漢文教育を行って

いた学校はすべて ｢私学｣とみなされるようになり､公教育は仏越学校に一本化されてい
//オ yクグー

く｡初等教育 3年間は原則的にベ トナム語 (国 語)で教えられるようになったが､それ

以上の学年ではフランス語が教授言語となるため､農村部の多くの子どもはついていけな
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クオノクパ/
かったという｡なおベ トナム語教科書は､｢国 文教科書｣と呼ばれ､1930年から全国で統

クオ ツクグ- クカ ツ'/I/一
一的に使用された｡国 語はさらに普及 したが､植民地当局は国 語よりフランス語を重視

クオ ソクグー

してお り､国 語はあくまで ｢フランス語を普及するための導入役｣として位置づけられ

た｡仏越学校は植民地主義に貫かれ､ベ トナム語は近代的な思惟や知識を表現できない

｢劣等言語｣とみなされた｡また教育を受けることができるベ トナム人はごく限られ､1941

-42年度のイン ドシナ総督府による統計によれば小学校から高等学校までの生徒数 (私立

学校を含む)は総人口の約 3%にとどまっていた｡注(.6) こうした植民地主義に貫かれた教

育に対 し､ホー チ ミンは ｢愚民政策｣として激 しく批判を行った｡
クオ ノクグー

(3)国 語の識字運動と少数民族の民族語学習権の提唱
//オツクグ- クオノ//グー

ベ トナムの解放運動の担い手たちは､国 語を民衆の識字化の視点から重視 し､国 語の

普及に精力的に取 り組んだ｡ホーチミンが1941年ベ トナムに帰国したとき最初にしたこと

も識字学級を組織することであった｡1938年､共産主義者を含む反体制的な知識人たちか
クオ ツ////-

らなる ｢国 語普及会 (Ho主TruyenBaQuocNgu)｣が北析-ノイで結成され､1944年には
ナムキ-クオ ツクグー

｢南 折 国語普及会｣が成立した｡フランス植民地当局は､日本による日本語教育に対抗し､
クオ ツクグ-

ベ トナム人を懐柔するために国 語普及運動の拡大を是認 した｡

一方1941年の ｢ベ トミン (ベ トナム独立同盟)綱領｣注(.7)は､｢イン ドシナにおける少

数民族にたいする民族 自決権の承認｣を主張するとともに､｢各民族はそれぞれの学校に

おいて民族語を使用する権利を有する｡｣と定め､少数民族の民族語による学習権の理念

を明確に打ち出した｡また1943年に決定された ｢ベ トナム文化綱領｣は､ベ トナムがめざ

すべき新 しい文化として ｢民族的 ｢大衆的｣｢科学的｣という3つの性質をあげ､｢民族的｣

については ｢すべての奴隷的植民地的文化に反対する｡これはベ トナム文化の自主的発展

を可能にするであろう｡｣と説明している｡こうした ｢民族的｣文化の基礎 となる言語に

対する基本方針 としては ｢話 し言葉と文字に関するたたかい｣の項があり､｢①話 し言葉
//オツクグ-

を統一 し豊かにすること､②ベ トナム語の文法をつくり上げること､③国 語を改革する

こと｡｣の3つをあげている｡この ｢文化綱領｣が､｢独立宣言｣以降のベ トナム言語政策

の基本的指針 となっていく｡

以上､ 1千年以上に及ぶ中国支配を受け漢字文化圏であったベ トナムにおいて､新たな

支配者フランスが登場 し､ベ トナム語を ｢劣等言語｣と位置づけ､漢字漢文に対抗 しフラ
クオ γクグー

ンス語を公式的な教育言語 とする過程を辿った｡その過程で､国 語はフランス語-の導
//7(ツ////-

入役 と位置づけられ､次第に漢字に替わる文字として浸透 していく｡ この国 語をベ トナ

ム解放運動の担い手たちは被植民地状態からの ｢民族｣の解放と独立､近代化を担 う文字
クオ ツクグ-

として認識 し､普及 していく｡1945年 ｢独立宣言｣以降もこの ｢国 語｣は引きつづき重

要な意義を担っていくのである｡
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第 2節 ｢独立宣言｣以降のベ トナム言語教育史概観

以下 ｢独立宣言｣以降のベ トナム言語教育史を4期に分け､各期に特徴的な議論や動向

をとらえていきたい｡

第 Ⅰ期 1945年～1954年/独立国家樹立期

1945年の8月革命によって植民地体制が打倒され､ 9月 2日ホーチミンが ｢独立宣言｣

をベ トナム語で読みあげ､ベ トナム民主共和国 (いわゆる北ベ トナム)が樹立された｡が､

1946年12月には再植民地化をねらうフランスとの戦争に突入 しなければならず (第 1次イ

ン ドシナ戦争､1954年終結)､独立の維持は困難を極めた｡ この期の言語教育を特徴づけ
クオy//グー

るものは､まず何と言っても国 語の識字運動である｡識字運動とともに､ホー チ ミン

はフランス植民地時代 ｢劣等言語｣に追いやられてきたベ トナム語の地位を高めることを

強く意識 していた｡こうした志向は､第Ⅱ期における ｢ベ トナム語の純粋性を守る｣運動

-引き継がれていく｡またこの期には､少数民族の民族語学習権の理念が打ちだされ､第

Ⅲ期における第 1次バイ リンガル教育の試行-と展開されていくこととなる｡
//メ ックグー

(1)国 語の識字運動

独立直後､ベ トナム民主共和国政府は日本軍の米略奪による深刻な飢餓-の対策ととも

に､識字運動を喫緊の課題 として最優先 して取 り組んだ｡1945年 9月､識字運動に関する

布告が次々と出され､平民学務局の設立や農民と労働者のための夜間の学級の設立､ 1年
クオ ノクグー

以内に8歳以上の人は全て国 語の読み書きができなければならないなどが定められた｡

1945年10月､｢ベ トナム国民 (quocdanVietNam)｣ との呼びかけのもとに､ホーチミ

ンは識字運動のアピールを出した｡古田元夫に拠れば注(18)8月革命の総蜂起のなかで

｢ベ トナム国民｣ とい う集合性が ｢新 しく 『発見』｣ されたというが､このアピールでは

｢ベ トナム国民 (quocdanVietNan)｣という呼びかけが繰 り返 しなされている｡独立を

めぐり末だ緊迫 した時期において ｢ベ トナム国民｣としての意識確立の上でいかに識字運

動が重要視されたかがうかがえよう｡ ｢ベ トナム国民｣の共同性を維持する言語 と文字と
クカ ツクグ-

して､ベ トナム語およびベ トナム語をラテン文字表記 した文字-国 語が選択されたので
クオツクグー

ある｡ 自ら ｢グェン アイ クオ ツク (院愛国)｣ と名乗ったホー チ ミンは ｢国 語｣ と
クオ ツクグ-

いう用語を好んで用い､｢国 語｣は ｢ホ-お じさんの文字｣と呼ばれた｡
クオ γクグー

ホー チ ミンによる国 語識字運動アピール ｢失学の困難に抗するために (ChongNan

ThatHoc)｣の全文を掲げる.汀 (2 .) ｢失学｣にフランス植民地主義-の批判が感 じられる｡
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ベ トナム国民の皆さん､

かつて､フランスが我が国を統治 していた時代､彼 らは愚民化政策をとった｡彼 ら

は学校の新設を制限し､わが国民をだま しやすく､搾取 しやすくするために､我々の

識字を欲 しなかった｡

未就学のベ トナム人の数は国内の人 口に比べて95パーセン ト､つまり､殆 どのベ ト

ナム人は非識字者であった｡そのようでは､どうして進歩することができるであろう

か｡

今 日我々は独立を勝ち取ることができた｡ この時において急いで実現 しなければな

らない事業の一つは､国民の知的水準の向上である｡
//オyクグ-

政府は 1年以内を限度 として､全ての人びとがみな国 語を知 らなければならない

こととした｡政府は､人民の学業を見守るために平民学務局を設立した｡

ベ トナム国民の皆さん､

独立を強固に維持 したければ､

富国強民にしたければ､

すべてのベ トナム人は､自分の権利､自分の義務を理解 し､国家を建設する事業に

参加できるよ うに新 しい見識 を持たなければならない｡ そ して､何 よりもまず､
タオ ノクグ-

国 語を読み書きできなければならない｡

既に文字を知っている人びとは､まだ文字を知らない人びとに教え､平民教育に貢

献 しなければならない｡

まだ文字を知 らない人びとは､努力 して知るために学ばなければならない｡妻が知

らなければ夫が教え､弟が知 らなければ兄が教え､父母が知 らなければ子が教え､使

用人が知らなければ主人が教え､すべての富裕者は自分の家に学級を開き文字を知ら

ない人びとに教えなければならない｡

女性の皆さんは､過去長い間､家庭に縛 られ進歩がなかったので､さらに学ぶ必要

がある｡今こそ､皆さんたちは自分が国における-構成分子にふさわ しく､選挙権と

被選挙権を持つために､男性に追いつくために努力 しなければならない時である｡

このことをどうか青年男女の皆さん､積極的に自分の力で努力 してください｡

1945年10月

ホー チ ミン

このアピールは､2000年に刊行 された 『非識字者一掃と小学校教育普及に関する十年間

(1990年から2000年)の総括 (TongKet10nan(1990-2000)XOAMUCHUVAPHOCAPGIAO

DUCTIEUHOC)』(NhaXuatBanChinhTriQuocGia､2000年)の巻頭にも掲げられ､今

日に至るまでベ トナムの教育の原点とされている｡

中身を見ていく｡まずフランスによる愚民化政策から説き起こされている｡フランスは､
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1906年パ リで開かれた植民地会議でつぎのように報告 したという｡n=(22)

教育は征服者つまり我々 (フランス人) の手中に収めておくべき効果的で強力な道具

である｡我々 (フランス人)は彼 ら (イン ドシナ人)の思想を破棄 し我々の言葉を知ら

しめなければならない｡そのためには､まずは学校､特に子どもたちからこの作業に着

手しなければならない｡

こうした ｢作業｣の結果､｢未就学のベ トナム人の数は国内の人口に比べて95パーセン

ト､つまり､殆どのベ トナム人は非識字者｣となった｡1938年イン ドシナ学政局の紀要に

よれば､ベ トナム民衆の95パーセン トが-丁字の文字も知らなかったという｡ とりわけ農

村部の女子のほとんどは非識字者となった｡

フランスの植民地政策の中核が愚民化政策-教育政策であるとの洞察があるがゆえに､

抑圧者にだまされやすく搾取されることに慣れさせられた状態､すなわち身体のみならず

意識面においても被植民地化 (-愚民化)された状態を克服する手段として､識字が意義
ク-Jノクy-

づけられるのである｡そして ｢政府は 1年以内を限度として､全ての人びとがみな国 語

を知らなければならないこととした｡｣と述べ､期限を1年以内と短く区切 り､かつ ｢知
クオ ノクグ-

らなければならない｣と国 語の識字を義務として述べている｡

識字の目的としては､｢国民の知的水準の向上｣､それによる ｢搾取からの解放｣｢独立

の維持｣｢富国強民｣､さらに ｢国民としての権利 と義務の理解｣｢選挙権と被選挙権の行

使｣｢国家建設への参加｣｢女性の解放｣があげられている｡搾取からの解放や権利の自覚

という人間解放に関わることが､独立を維持 し新たな国づくりに ｢参加｣するための国民

意識と直接的に結びつけられている｡また ｢～なければならない｣(phai)といった ｢義務｣

を表す言葉が繰 り返されていることからもうかがえるように､そのあり方は政治教育とし

ての側面を強く持ち､独立国家の国民形成としての政治教育と識字運動が一体化されて追

求されていたことが伝わってこよう｡
クオ ツクグー

この期に用いられた ｢国 語教科書｣ として､筆者等がハノイ国家図書館で閲覧できた
クA ツク//-

のは､1945年に発行されたガリ版刷 りの ｢国 語教科書 (vanQuocNgu)｣である｡印刷月

日は記されていないが､おそらく独立して改訂される直前の教科書の一つと推測される｡

この教科書では､最終の課である33課はつぎのようになっていた｡

I/オ ノ'///-

国 語とは私たちのことばで､とても勉強 しやすいことばです｡誰でも1ケ月もしく
クオ ノ//グ-

は3ケ月がんばればどんな人でも読めるようになり､書けるようになる､それが国 語

です｡

来たばかりの外国人でさえも文字はわかります｡
クオyク//-
国 語を知れば新聞を読めるし､本も読めます｡手紙も書けるし､ノー トに写せる｡
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そんな便利ものなのです｡

クオ ノクグ- クイyク'/-
この教科書においては､国 語を学習するにあたって基本的に機能面からのみ国 語の意

義が捉えられている｡

一方､1945年､新 しい政治教育の要請にしたがい改訂され改訂後の教科書ではつぎのよ

うな課が位置づけられているO(残念ながら教科書の原本を確認することはできなかったo)Tl_(23)

｢私たちはすでに自由である｣(11課)

｢民主主義の理念に則 り､私たちは非識字者をなくすために､さそいあって学校に行こ

う｣(20課)

｢革命は私たちに自由と幸福をもたらした｣(30課)

｢私たちの国は民主共和国である｡誰もが国会の選挙に参加することができる｡だから

字を知 り､がんばって学びに行き､投票用紙に書けるようにしよう｣(33課)

各々の課のテーマはホー チ ミンの識字運動アピールが反映した内容として受けとめら

れ､独立国家確立に向けた国民形成の具体像をとらえることができる0

ホー チ ミンのアピールを受け､1946年憲法18条は ｢21歳以上の選挙権を有する者は被
クオツクグー

選挙権を有する｡被選挙権を有する者は､国 語の読み書きができなければならない｡｣と

規定 した｡その後､第 1次イン ドシナ戦争の勃発によって､一時的に識字運動は停滞を余

儀なくされたが､｢学ぶことは抗戦することだ !｣｢字を知ってはじめて抗戦は勝利できる !｣

などのスローガンによってさらに識字運動は推進されたO法 (24)

独立国家の国民形成において､なぜ識字教育が核となったのであろうか｡たとえば近代

日本の出立期においては､文字文化を所有 しない層が多かった八重山地域においても ｢玉

音正シク｣する音声言語 (orality)の教育が核 となっていた｡このことと併せて考える

とき､ベ トナム近代言語教育史が識字運動から始まったことは根源的な特徴といえる｡な

ぜ文字文化 (literacy)をめぐる領域だったのか? 端的に言えば､植民地主義に対する

抵抗の原点として ｢識字｣が選択されたのである｡ベ トナム指導者は､フランス留学等も

体験 し､自由と平等を掲げたフランス革命について学ぶと同時に自らの被抑圧的立場を認

識できる位置にあり､人権の思想に基づく近代的教育要求を高く持ち合わせていた｡近代

的教育要求は文字文化を民衆のものへとする志向と不可分なものとしてあった｡ホー チ

ミンは､｢愚民化政策｣(1924年)注(25) という文章においてすでにフランスの対ベ トナム教

育政策についてつぎのように述べている｡

侵略者に仕える最小限の人間､すなわち､事務職 ･通訳 ･下級役人などを養成する目

的以外に､彼 ら (村上 注 フランス政府)は無知であること以上に､退廃的で､校才骨な､

危険な教育をはびこらせている｡そんな教育は就学者の性格を腐 らせ､うその忠誠心を

植えつけ､自分より力のある者を崇拝するよう教え込み､自分の祖国ではなく自身を虐
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げている国を祖国として愛するように教えているのである｡それは青少年を愚かにして

しまうことになる｡生徒達が自分自身で考えることや物事を分析することを知る訓練が

できれば､彼らは学校ではもはや教えないだろう｡なぜなら政治や社会に関連 した問題

が起これば､生徒たちはすべてのことが歪曲され うそであったと気がついてしまうから

である｡フランス国の歴史を学んだとしても､彼 らはフランス革命の本質にはふれよう

とはしない｡(中略)要するに､学校とは実は彼 ら (植民地主義者)を生んだ制度に沿っ

たものでしかないのである｡

フランス植民地化の学校では学べば学ぶほど ｢就学者の性格を腐らせ､ うその忠誠心を

植えつけ､自分より力のある者を崇拝するよう教え込む｣､すなわち侵略者を崇拝 し､侵

略者の価値観を内面化 し､自ら進んで侵略者がつくった制度の従順な手下となるようにさ

れる｡そして ｢自分の祖国ではなく自身を虐げている国を祖国として愛するように｣され､

自己の尊厳や ｢祖国｣に対する愛情を奪われていく｡ここでは意識 ･内面世界まで被植民

地化されてしまう過程が鋭く分析されている｡そ うした意識 ･内面世界に及ぶ被植民地化

から解放されなければ､真の植民地状態からの解放はありえない｡真の解放のためには

｢生徒達が自分自身で考えることや物事を分析することを知る｣ことが原点となる｡｢生徒

達が自分自身で考えることや物事を分析することを知る｣ことと識字とを一体化 してとら

えるがゆえに､ホー チ ミンは物質的政治的に極めて困窮 した状況にあっても識字運動を

喫緊の課題として最優先 して取り組んだのである｡

こうした意味でホー チ ミンを先頭に行われた識字運動は､植民地で興った識字運動と

して先駆的な意味を持つであろう｡ホー チ ミンのこのアピールから十数年を経た1960年

代初頭､同じくヨーロッパ諸国の植民地であったラテンアメリカで識字運動を興 し理論化

するに至ったP･プレイレの識字教育理論との比較のもとに､もう少 しホー チ ミンによ

る識字運動について考えてみる｡

p･フレイレは識字教育理論の核に ｢意識化｣ という概念を据えた｡ ｢意識化｣につい

ては､｢抑圧され非人間化され､『沈黙の文化』のなかに埋没させ られている民衆が､『調

整者』(たんなる教師ではなく､民衆の苦悩と希望を共有することによって自らの人間化

を求めようとする ｢ラディカルズ｣)の協力をえて､対話や集団討論､すなわち､学習に

よって自らと他者､あるいは現実世界との関係性を認識 し意味化する力を獲得 しながら､

自らと他者あるいは現実世界との関係を変革 し人間化 しようとする自己解放と同時に相互

解放の実践､といったダイナミックな意味｣江 (26) として説明されている｡｢『沈黙の文化』

のなかに埋没させ られている民衆｣とは､｢愚民化｣された民衆に他ならないだろう｡ま

た ｢学習によって自らと他者､あるいは現実世界との関係性を認識 し意味化する力を獲得｣

し､解放-の実践-と向かうという道筋も､ホー チ ミンによる ｢生徒達が自分自身で考

えることや物事を分析することを知る｣ことによって解放と独立を勝ち取ることができる
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という道筋とほぼ重なる｡P･フレイレが注入普及型の教育を銀行型教育と呼び､それは

結局のところ被抑圧者を抑圧者のための構造の内側に従属させることにしかならないと批

判 したが､これもホー チ ミンが ｢フランス国の歴史を学んだとしても､彼 らはフランス

革命の本質にはふれようとはしない｡(中略)要するに､学校とは実は彼ら (植民地主義者)

を生んだ制度に沿ったものでしかないのである｡｣との批判と一致する｡こうした認識が

あるからこそホー チ ミンは ｢独立宣言｣において､フランス革命の本質から説き起こし

たのである｡

P ･フレイレは教育方法 ･学習過程そのものにおいて､注入普及型の教育における教師

- 学習者の垂直的な関係性を根源的に組み換えるべく､｢かれらが自分自身のためになれ

るようにその構造を変革する｣課題提起型教育を唱え､｢教師｣を共同探求者として位置

づけ､対話的水平的関係性の構築を唱えた｡フレイレの提唱した識字教育では､生活に根

ざした場面がまず教材 とされ､そこから活発に討論 し､生活の矛盾を ｢意識化｣ していく｡

その中で核となる語嚢を文字化 して学んでいく｡民衆の生活語文化との相互的行き交いの

もとに文字文化が獲得されるのである｡それゆえに ｢意識化｣は ｢自己解放と同時に相互

解放の実践｣となりうる｡ P･フレイレは､こうした形で ｢伝達から対話-｣という理念

と教育方法とを一体のものとして追究したO

ベ トナムにおける識字運動ではどのような教育方法が採用されていたのであろうか｡
ク十 ′ケ グー

｢国 語普及会｣の教室では､民衆に親 しまれている6･8体のリズムに基づくcadaoとい

う伝統的な口承文芸の形式を用いる教授法が採 られたという｡この方法は､独立以降のベ

トナム民主共和国の識字運動でも採用された｡民謡の節にのせてつぎのように歌 うのであ

る.紘(27)

1とtは二つとも鈎がつくよ､

iは短い点がつき､tは長い横棒がつくよ｡

Oは卵みたいにまん丸､

合は帽子をかぶっていて､o'は髭がはえているよ.

クオ ツク グ-

この方法を用いると約80時間で､国 語を習得できたという｡民衆に身体化された口承

文化の土台に根ざした識字教育の教授法としてユニークであり､注目される.後述するよ

うに､民衆の生活語文化の土壌に立って近代化を担いうるベ トナム語の確立を一貫して志

向したベ トナム解放運動の担い手たちの姿勢の反映を見ることができるだろう｡こうした

口承文化は至る所でベ トナム解放運動の局面で活用されている｡識字運動ではつぎのよう

な歌が残されている｡Tt(28)

進め､進め､敵を繊滅させ､早く同胞を助けよ
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がんばれ､がんばれ

若者も老人も共に歩んでいけるように､

どのクラスも昔から伝えられてきた国の文字 (chunuoc)を早く身につけよう

愚かな敵は滅び､ベ トナムは強くなる

そういうスローガンを学校に掲げて戦お う

また歳言は必ず民謡の形式に則ってなされたといい､つぎのようなものがある｡,i(29)

字を知っていれば栄光の門に行ける

字を知らなければ無学の門に入っていかなければならない

皆さんは自信に満ちて美 しくまだ若い

字を知らない人は無学の門にもぐりこむ

無学の門はとっても恥ずかしいですよ

｢非識字者｣｢無学者｣のイメージを ｢恥ずかしい｣とし､｢栄光｣と正反対に位置づけ

ている｡この歌からは自らの人間的尊厳に拠 り解放のための識字獲得-の要求を喚起する

というよりかは､む しろ ｢非識字者｣｢無学者｣の人格をマイナスイメージでとらえ､民

衆を識字-と駆 り立てるあり方がうかがえる｡｢無学｣の女性や老人は身を縮めなければ

ならなかっただろう｡このような歌を見る限り､口承文芸の活用は民衆-の早急な識字普

及という目的に拠るところが大きく､生活語文化との対話的な関係のもとに民衆自身が生

活を ｢意識化｣するという道筋が強調された跡はとらえられない｡

独立をめぐり緊迫 した時期における識字運動が担った国民化の側面は､人間解放と一体

となった個の識字能力獲得-の要求に根ざした対話的なものとして展開する余裕はなく､

多分に啓蒙的､注入普及的な政治教育としての性質を持っていたことが うかがえるだろう｡

広木が述べるように ｢民族自決権主張の不可分の構成部分である民族の教育権の具体的実

践であるという自覚に支えられた国民教育建設の運動｣としてベ トナムの識字運動は先駆

的な意味を担ったがr… ｡)､今 日の識字教育理論の深化を踏まえて振 り返るならば､性急な

政治教育と一体となった (ならざるをえなかった)注入普及型の識字運動のあり方をとら

えることもできよう｡こうしたベ トナム教育の原点とされる独立初期の識字運動のあり方

が､今 日の､とりわけ山岳少数民族地域で展開されている識字運動のあり方にも影響を及

ぼしているか否か､今後の検証の課題としたい｡

またこうした国民形成と識字運動の一体化の視点から､少数民族地域における識字率向

上のための少数民族文字創造という課題が浮上 してくることとなる｡ (この課題は第Ⅱ期

に具体化される｡)
クイノク//I
国 語の識字運動の担った意義を古田は端的に ｢翻訳者を必要としない国家としてのベ
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トナム民主共和国の誕生｣と表現 している｡柁 (.9) 公的文書が､漢字漢文やフランス語であっ

た時代には知識人が民衆に口頭でその内容を伝えていた｡こうした翻訳者を介することな

く､直接的に民衆が公文書を理解 し､行政に参加す ることを可能 とするものとして､
クオ γクグー クオ ソクグー

国 語の識字運動はあったのである｡ さらに古田は､ホー チ ミンにとって国 語の識字運

動が意味 したものについてつぎのように述べている｡注(20)

(前略)ホ一･チ ･ミンの提唱 した識字運動は､ベ トナムの中華文明からの離脱を意味 し

ていた｡ホ-自身は､漢字の素養をもち､漢詩を好んで作詩 していたが､同時に､クオツ

クグーに漢語起源の言葉を乱用することは､大衆の言語 としてのクオツクグーの利点を

損なう､知識人の ｢字を口にする病弊｣(｢字｣とは漢字のこと)であると批判 していた｡

口頭ベ トナム語が､クオツクグーとい う表記法を獲得 し､その優位が確立されたことは､

ベ トナム史にとっては､大衆の言語､土着の言語の勝利を意味していた｡

ベ トナムは ｢詩 と竹の国｣といわれるように､ベ トナム語はその韻律の美 しさを特色と

する｡ ｢ベ トナム民族｣の声はそ うした生活語文化の伝統に根ざして育まれていった｡そ

れまで在来語 として公的世界では斥けられていた ｢ベ トナム民族｣の声を､そのまま文字
クオyクグー

化することによって公的世界に登場させることを可能とした表記法が国 語であったので
クオ yクグー

ある｡ このホー チ ミンが好んで用いた国 語 とい う呼称には､漢字漢文 ･フランス語支

配に対抗する ｢ベ トナム民族｣としてのナショナ リズムがこめられていた｡ベ トナム近代

言語教育は､民衆に身体化 された生活語文化の土壌を文字文化圏に登場させることを可能
クオツクグー

とした国 語という言文一致の方法とともに歩みだされることとなったのである｡

独立国家を樹立 しなければならなかったこの期を最も特徴づけるものは､フランス支配
ク1 yク//-

に抗 し意識面においても独立を確立させることを意図する政治教育と一体となった国 語
クオ γ クグー

の識字運動であった｡ この期 ｢国 語｣ とい う用語は､被植民状態から独立を勝ち得る
クオ yクグ-

｢国民｣ としての意識形成の上で重要な意味を担った｡ ｢国 語｣ とい う表記法は､それま

で公的世界から斥けられてきた被抑圧住民 ｢ベ トナム民族｣の (声)をそのまま文字化 し､
I/1 /クグー

公的世界に顕現させることを可能とする言文一致の方法であった｡そ してこの ｢国 語｣

の識字運動が国民統合の核 となったのである｡

(2)ベ トナム語の地位の向上

ホー チ ミンが ｢独立宣言｣をベ トナム語で読みあげたことは､｢20世紀以上も漢語が､

そ して約 1世紀近くフランス語が使用されていた後にベ トナム語の地位を承認 した｣(レ

クアン テム (LeQuangThiem)｢国家語問題に関 して｣江 (｡l)) とい う意味を担っていた｡

1946年 9月10日教育省議定書の中で ｢これからはすべての科目がベ トナム語で教えられる｡｣

と明記 された｡また教育省は ｢今後全ての各科学はみなベ トナム語で教える｡｣ との指示

を出した｡独立国家樹立以降のベ トナム語の位置づけをめぐって､ベ トナム国立社会科学
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センター言語学院前院長のホァン バン ハイン (HoangVanHanh)はつぎのように回想 し

ている｡tl(32)

植民地時代には排斥された一言語の地位から (当時は日常会話で使われる程度か学校

でも正規の科 目としては教えられていなかった)国家組織の全ての業務で正式に使用さ

れる言語となった｡ と同時に､フランス語に代わって小学校から大学までの学校教育と

社会に出てから使用する言語となった｡(中略)これは､国家 ･国民にとって奇跡とさえ

言える｡

｢奇跡｣という表現から､それまで ｢劣等言語｣として追い遣 られていたベ トナム語の

正式な位置づけこそが被植民地状態からの解放の証であったベ トナム人の感懐が伝わって

くる｡

ベ トナム語を ｢民族語｣として高め､その地位を確立させようとする方針は､｢民族解

放｣をめざして1943年に決定された ｢ベ トナム文化綱領｣においてすでに指 し示されてい

た｡この場合の ｢民族｣とは､｢ベ トナム国民｣の意味であり､少数民族をも包摂する概

念である｡" (33) この綱領はベ トナムがめざすべき新 しい文化として ｢民族的｣｢大衆的｣

｢科学的｣という3つの性質をあげ､｢民族的｣については ｢すべての奴隷的植民地的文化

に反対する｡これはベ トナム文化の自主的発展を可能にするであろう｡｣ と説明されてい

る｡この場合の ｢民族｣とは狭義のベ トナム人 (キン族)を中心としつつ､少数民族をも

含めた概念である｡こうした ｢民族的｣文化の基礎 となる民族語に対する基本方針として

は ｢話 し言葉と文字に関するたたかい｣の項があり､｢(∋話 し言葉を統一 し豊かにするこ
クオyクグ-

と､②ベ トナム語の文法をつくり上げること､③国 語を改革すること｡｣の3つがあげら

れていた｡

ベ トナム独立の指導者ホー チ ミンは､独立を実質的なものとするため ｢民族的｣｢大

衆的｣｢科学的｣という三つの指標に基づき､ベ トナム語をより豊かなものとし ｢民族語｣

(国民語)として確立させることを一貫して求め､自らの言語表現においても実践 してき

た｡,i(｡J)

ホー チ ミンは ｢言葉とは民族にとって時空を超えた貴重な財産である｣と繰 り返 し述

べ､ベ トナム知識人層における二つのタイプ､難解な ｢漠越語｣を多用するタイプと西洋

語を用い西洋の思考形式で説明したがるタイプを民族の主体性を失った姿であると批判 し､

あくまでベ トナム語を愛 し､その発展の可能性を信頼 し､近代化を担いうるベ トナム語を

創造していくという姿勢を貫いた｡社会科学の基礎知識を専門用語を用いることなく､誰

もが知っている伝統的な韻文を引用 したり､比喉､慣用句を駆使 し､農民や労働者にわか

りやすく伝える文章創作を自ら実践 し､｢ベ トナム語を使えば科学を深く学ぶことができ

なくなる｣という一部知識人層のベ トナム語観をくつがえしていった0
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また ｢言語の民主化｣を主張 し､｢話 し言葉と書き言葉がかけ離れないように｣何より

も ｢民衆の話 し方を学ばなければならない｣ と主張 し､"米粒や芋"など民衆の生活に根

ざした平易な単語を用いた り､簡潔でイメージ豊かな表現､韻文的なリズムを心がけ､民

衆の生活語文化の土壌に立った文章語を自ら指 し示 した｡

科学の発展を担えないというベ トナム観に対 しては､教育省が ｢今後全ての各科学はみ

なベ トナム語で教える｣と指示するとともに､さらに独立達成直後から ｢科学術語の創造｣

に取 り組んだ｡抹 (35)

こうしたホー チ ミンによる､①漢越語 ･外国語をなるべく排除 した ｢民族語｣として

のベ トナム語の創造､②民衆の生活語文化の土壌に立った文章語の創造 ･ベ トナム語の民

主化 (平易化)､③科学の発展を担い うるベ トナム語の創造､といったベ トナム語の ｢氏

族語｣としての確立-の基本的方向性は､｢ベ トナム語の純粋性を守る｣運動 (第 Ⅲ期 (2)

参照)- と引き継がれることとなる｡たえず侵略の脅威にさらされる状況下においても

(それゆえにこそ)､ベ トナム語を近代化を担い うる ｢民族語｣として確立させることにい

かにホー チ ミンが力を注いだかを確認できるだろう｡

それまで ｢劣等言語｣とされていた被抑圧地域 ･民族の言語を､近代化 ･科学の発展を

担い うる言語として選択するか否かは､その地域の近代言語教育史が直面する重大な問題

である｡沖縄地域では米軍占領下にあって ｢学校教育に方言を取入れた場合､特に科学的

な方面で非常な困難があり､そのため文化が一層おくれる｡｣ (1948 (昭和23)年11月10日

付 『沖縄文化協会々報 (第-輯)沖縄文化』) との判断のもとに､知識人 ･教員層は琉球

語による近代化を断念 し､日本語標準語単一言語教育を選択 した｡ベ トナムは､多数民族

キン族の言語であるベ トナム語を広義の ｢ベ トナム民族｣の民族語 とし､近代化と科学の

発展を担いうる言語 として創造的発展させることを選択 したのである0

(3)少数民族の民族語学習権の理念の提起

｢言葉とは民族にとって時空を超えた貴重な財産である｣ とい うホー チ ミンの考えは､

少数民族の民族語政策にも敷宿 された｡革命以前少数民族地域に潜伏 して革命の機会をう

かがってきた体験から､少数民族の理解 と協力がなければ独立を維持できないことを熟知

していたホー チ ミンは､｢党幹部がどこ-出張 しようともその地域の言葉を話 さなけれ

ばならない｣と繰 り返 し述べ､キン族の指導者が少数民族語を用いて語 りかけることの重

要性を強調 した｡柁(36) ホー チ ミン自身､フランス語､英語､ロシア語､タイ語等の外国

語を習得するとともに､少数民族語のタイ-エヌン語を話すことができた｡

ベ トミン (ベ トナム独立同盟)の少数民族の民族 自決権の理念を引き継ぎ､1946年公布

されたベ トナム民主共和国憲法第15条は､｢すべてのベ トナム公民は一律に小学校の義務

教育を受け､各少数民族公民は､各地の小学校において､自民族の言語をもって学習する

権利を有する｡｣と定めた｡1951年に出された ｢ベ トナム労働党政治要領｣｢第三章 ベ ト

ナム労働党の政策｣｢九､少数民族に対する党の政策｣削 ｡7,も､｢ベ トナム国内の一切の民
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族は権利および義務において一律に平等であり､彼 らは必ず団結 して互いに助け合い､武

装抗戦と国家建設をお しすすめなければならない｡｣ とした上で､｢各少数民族は例外なく

自己の民族語を用いて学習するようにする｡｣ との理念を打ち出した｡ しかしながらこの

期は独立維持そのものが困難を極め､少数民族の民族語学習権の保障とい う理念をうたい

あげたものの､それを言語教育の現場で具体化する政策を打ち出す余裕はなかった｡

第Ⅲ期 1954年～1975年/南北分裂 .ベ トナム戦争期

南北に政権が分かれていた時期である｡1965年､ベ トナム共和国 (南ベ トナム)を支援

するアメリカがベ トナム民主共和国 (北ベ トナム)に ｢北爆｣を開始 して参戦､ベ トナム

戦争 (ベ トナムでは抗米救国戦争)が激 しく闘われた｡1975年 4月30日サイゴン政権 (南

ベ トナム)が崩壊､南北が統一する｡ この期には中国をモデル とする少数民族 自治地区政

策に伴い､バイ リンガル教育を試行するが失敗に終わる｡また ｢北爆｣が開始され非常に
さ/Llか

厳 しい戦争状態の最中､｢ベ トナム語の純粋性を守る｣運動が取 り組まれた｡なおフラン
ク-1/クヴ7･/

ス植民地時代以来ベ トナム語教科書は ｢国 文教科書 (Quocvangiaokhoathu)｣ と呼ば

れていたが､1962年教科書全面改定に伴い､｢習読 (TapDoc)｣に変更された｡

(1)少数民族 自治地区政策に伴 う第 1次バイ リンガル教育の試行

1959年制定されたベ トナム民主共和国憲法は､1946年憲法と異なる特徴を持つ.その-

つは､少数民族に対 して自治地区形成の権利を附与 した点である｡第 3条は ｢各民族は､

風俗習慣を維持または改善 し､言葉 と文字を使用 し､自らの民族文化を発展させる権利を

有する｡｣､また ｢少数民族が集中して居住する地域では自治地区を形成することができる｡

この自治地区はベ トナム民主共和国と分離することのない､国の一部として位置づけられ

る｡｣と定めている｡中国から導入されたこの自治地区政策がこの期の言語政策を特徴づ

けることとなる｡すなわちベ トナム政府は､地方の有力民族の言語に自治地区の ｢地域共

通語｣(自治地区公用語) としての地位を与え､そのことを通 して有力民族をベ トナム国

民に組み込み､国民としての帰属意識を高めることを企図 したのである｡そのために1961

年11月27日公布された第206-CT号によって､有力民族の言語 として 3民族語 (タイ--ヌ

ン (Tay-Nung)語､メオ (現在はフモンと呼ぶ)(Meo(Hmong))語､ラテン文字化 したタ-

イ (Thai)請)の正書法が公的に認定されることとなった｡

この3民族語の正書法に関する法律に基づき､これ らの民族語を用いる少数民族は小学

校や識字学校において､民族語の教科書の編纂や民族語とベ トナム語の 2言語による教育

について支援を受けることができるようになった｡北部山岳地域のベ トバ ック (VietBac)

省､タイバック (TayBac)省の小学生は､ベ トナム語を 1教科 とし､民族語で教育を受

けることとなる｡ しかしながらこの正書法は多くの問題を孝んできた｡タイ-族出身の言
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語学者ルオン ベン ｢タイ-エヌン文字の発展状況｣TH ,8)は､この正書法による文字を ｢融

通性を一切認めない強制的に押 しつけられた文字｣ と評 している｡その意味とは､｢いず

れの地域の発音をも一切反映 していないものになった｣ とい う意味であり､｢したがって

文字から見たタイ--ヌン語 とは､我々にとっては慣れ親 しんでいるはずの言葉であるに

もかかわらず､かなり奇異な言葉となってしまった｣と述べている｡

こうした1960年代政府主導のラテン文字表記化 した民族文字教育をめぐる ｢失敗｣につ

いては､タ-イ族の場合についてもつぎのように記述されている｡柁 (39)

この過程 (村上注 1960年代初頭から教育委員会が取り組んだ民族文字改良の過程)において､

大きな問題が起こった｡1967-8年ある研究者が調査 したところ改良文字に多くのあや

まりがあることを指摘､その他についても大きな障害があることが明らかになり､指導

方法をどうしたらよいか､教育界で混乱が起こった｡その間にタ-イ族にはタ-イ文字

を知らない非識字者が増え､それが大きな禍根を残すこととなった0

この正書法はタイ-エヌン語のみならず､タ-イ語においても大きな矛盾を孝んでいた

ことが うかがえる｡ この期の ｢失敗｣｢禍根｣ とい う認識については言語学 ･言語教育研

究者の間でほぼ共有されているものと見なすことができよう｡

1969年 8月20日付第153-CP号 ｢決議書 各少数民族文字の構築｣､は､｢タイ--ヌン語

の標準音を確定 し､タイ--ヌン語表記を引き続き改良していくこと｣｢メオ文字表記を

より簡易にするよう改良を促進すること｣｢タ-イ族居住地域で新 しい文化が発展 してい

くのに役立つよう､ラテン文字の系統を基盤 とした新たなタ-イ文字を奨励する必要があ

る｡｣等の改良点が主張されているが､それが実を結ぶことはなく､戦後間もない経済状

況の厳 しさもあって､1976年北部各省は学校での民族語 と民族文字の教育を打ち切った0

(以降､この自治地区形成に伴って行われたバイ リンガル教育の試行を､第 1次バイ リン

ガル教育として述べる｡)

なお1969年第153-CP号には､｢Ⅰ民族文字の構築 と使用に関する全体的方向性 と主張｣

において ｢1.ベ トナム領土内に生活するすべての民族は､全国の共通言語である普通語

と普通文字を速やかに習得することができるよう全面的に支援する｡｣ことが位置づけら

れ､すでにこの期には ｢全国の共通言語 (ngon ngu chung cua ca nuoc)｣である ｢普通

語 と普通文字｣とい う規定がなされ､その普及が民族文字の構築より先に位置づけられて

いる｡1980年公布 される第53-CP号決定の基本方向がこの時点で指 し示 されていることが
クオツクグー

確認できる｡ この期以降､公文書においては国 語 という用語ではなく､｢普通語｣ないし

は ｢ベ トナム語｣という用語が選択されていく｡

(2)｢ベ トナム語の純粋性を守る｣運動

ベ トナム言語教育史に関わってこの期に注 目されるもう一つ大きな動向としては､｢べ
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トナム語の純粋性を守る運動｣がある｡1955年から76年にかけて北ベ トナム政府の首相を

勤めたファム ヴァン ドン (PhamVanDong)が､1966年 2月に行われた ｢ベ トナム語の

純粋性を守る問題に関する会議｣において ｢ベ トナム語の純粋性を守る｣という演説を行っ

た (本報告書所収｡詳 しくは那須論文を参照されたい)｡ファム ヴァン ドンは､ホー チ

ミン大統領が最も信頼を置いた愛弟子である｡1965年アメリカによる激 しい ｢北爆｣開

始の翌年という厳 しい戦争状況にある時期に､なぜ言語問題なのかという問いについては､

ファム ヴァン ドン自身つぎのように述べている｡

現在､我々は多忙を極めている｡つまり､アメリカと戦い､国を救い､北部を守 り抜

き､南部を解放 し､ベ トナム全土の平和的統一を実現するという民族にとっての神聖な

る戦いに対してこれまで以上に力を注いでいかなければならない場面に直面しているか

らだ｡であるにもかかわらず､本 日我々はここでベ トナム語の純粋性を守ることについ

ての討議を行っている｡このことは全然道理には反 していない｡文化の面でアメリカに

抗い国を救 うことが即ちベ トナム語の純粋性を守ることの証明になるからである｡

文化面における抗米戦であるとして､軍事的に戦 うこととベ トナム語の純粋性を守るこ

ととが等値の関係であることが鋭 く提起されている｡ベ トナム戦争を戦 うための国民団結

の紐帯として､いかに北ベ トナム政府がベ トナム語に対する ｢自負心｣を高めることを重

要視 したかが如実にうかがえる演説である｡

この演説では､ベ トナム語- ｢わが民族の言葉｣とされ､ベ トナム国民-ベ トナム民族

として描きだされている｡そして ｢わが民族の言葉に対 して十分意識をしているので､ベ

トナム民主共和国は成立 した時から意義有る事業をこなし大きな成果を残 してきた｡｣と

述べ､ベ トナム語が独立国家成立時以来国家を維持するために果たしてきた意義を強調 し

ている｡その根拠としては､①｢政治､経済､社会､文化､芸術､科学､テクノロジーと

いうあらゆる分野でベ トナム語を広範に使ってきた｡｣こと､②｢国が成立した後､極めて

短期間の間に非識字者を撲滅 した｡ (村上注 実際には未だに非識字者をなくすことは大きな課題

である｡)つまり､各教育現場､特に科学技術系の大学で教える際にベ トナム語を使用 した｡｣

ことをあげている｡第 Ⅰ期で見てきたベ トナム語の地位の向上を引き継ぎ､さらに第 3章

で見る ｢国家語｣制定をめぐる議論に連なる論点であるといえよう｡

｢ベ トナム語が豊かで美 しい根源的な理由｣としては､｢ベ トナム社会 - 家庭､親族､

村落という小さな集団から民族や国家という大きな集団 - の成長と形成過程をベ トナム

語はそのまま活写し｣､｢民衆の言葉として存在 している｣からであるとし､民衆の間で営々

と紡がれてきた生活語文化の歴史が生き生きと盛 りこまれた言葉 としてのベ トナム語の価

値を強調 している｡そしてつぎのように述べている｡
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わがベ トナム語が美 しいのは､推察するにベ トナム人の魂が美 しく､脈々と続いてい

る人民の生活や闘いが高貴で､偉大で､そして美 しいからなのではないだろうか｡

ベ トナム民族の宝でもあり思想や文化の革命を起こす際に大きな効力を発揮する道具

でもあるには､ベ トナム語の純粋性を守っていくことに常に敏感でなければならない｡

(中略)我が国土がいかに美 しく我が民族がいかに素晴らしいことか !この熱烈なる愛情

がわき上がり心を明るくしてくれれば､国土がいかに美 しいか､民族の性格がいかに傑

出しているかを体感することができるであろう｡(中略)我々の言葉の話に戻れば､最も

大切なことは､民族が営々と紡いできた暮らしから生まれ民衆の思いや情感を映し出し､

一文字一語にベ トナム人の強い魂が宿っているこの言葉を愛 し敬わなければならないと

いうことである｡

ベ トナム語の価値は､民衆が営々と紡ぎ出してきた ｢ベ トナム民族｣の高貴さに拠るも

のであり､言語には ｢ベ トナム人｣の魂が宿っているとするこの演説は､いわば日本にお

ける上田万年 『国語のため』(1895(明治28)年6月)のベ トナム版ともいえよう｡こうし

た国民を民族 と等値に置き､漢語由来の語嚢や外来語の使用を批判 し､純粋ベ トナム語

(日本でいうやまと言葉に相当する)の使用を励行する点も､上田の主張と重なる｡また､

ファム ヴァン ドンはベ トナム語の ｢言語の法則性｣を研究 ･構築することを ｢極めて重

要な問題｣として提起 し､言語学者､文学者､教育関係者の意識を喚起 している｡上田も

また音声と文字との照応を重視 し ｢言語の科学的研究を奨励せ Lより腔胎 した｣国語科改

造運動を支持推進 していた (｢初等教育に於ける国語教授に就きて｣前掲 『国語のため』

所収)｡以上 『国語のため』 と共通する論点をまとめると､①言語には ｢民族-国民｣の

魂 (精神)が宿るとし､言語愛を以て国民意識の昂場を説く点､②漢語由来の語桑や外来

語を排斥 し､｢純粋性｣を守るべきとする言語ナショナ リズムを説く点､③言語の法則性

の解明を強調する点などがある｡一方異なる点としては､(Dファム ヴァン ドンは ｢ベ ト

ナム語｣として述べ､上田は ｢国語｣という概念を ｢帝室の藩犀｣｢国民の慈母｣という

意味をこめて用いている点､②ファム ヴァン ドンは ｢民族が営々と紡いできた暮らしか

ら生まれ民衆の思いや情感を映 し出すもの｣として民衆の生活語文化に根ざしているとの

基準のもとにベ トナム語の価値を強調 しているのに対 し､上田は民衆の生活語を ｢俗語｣

として低く位置づけ､｢教育ある東京人の話すことば｣をもとに ｢標準語｣を制定するこ

とを説いている点があげられる｡こうした相違は､上田の論が台湾の領有という事態を背

景にした宗主国としての言語ナショナ リズムであるのに対 し､ファム ヴァン ドンの論が

アメリカによる侵略に抗する独立国家としての言語ナショナ リズムという立場の相違に拠

るものであるが､近代言語教育確立期に登場する言語ナショナリズムを訴える論として､

ファム ヴァン ドン ｢ベ トナム語の純粋性を守る｣と上田万年 『国語のため』との相似性
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および異質性は興味深い｡

ファム ヴァン ドンは今後のベ トナム語の発展として､新語を必要とする ｢科学技術の

分野｣においてむやみに漢越語を輸入することなく､ベ トナム固有の語を生み出すべきで
ふ えん

あると述べている｡これは上田の主張と重なるが､さらに沖縄地域に敷宿させてみると､

近代沖縄言語教育史においては､明治期に漢文 :前近代､ 日本語 :近代 とい う対比のもと

に､日本語を近代化を担 う言語 として選択する教員が現れた｡往 (40) また米軍占領下におい

ても ｢沖縄主体｣(統治層や知識人層)は科学の発展を担 うのは日本語標準語であるとし､

琉球語は研究保存の対象 とした｡ これに対 し､ベ トナムは漢文を排斥 しつつ､近代化を担

う言語として､宗主国の言語であるフランス語ではなく､ラテン文字表記化 したベ トナム

語を選択 し､その固有の発展を一貫 して追求したのである｡

古田によればその後この ｢純粋性｣とい う概念は ｢混交性｣｢雑種性｣とい う意味内容を

担 うものとして､多民族国家ベ トナムの多元性を象徴するもの- と展開されていく｡削 ｡ 】,

この期には ｢北爆｣開始を背景に､｢ベ トナム民族｣ としての国民統合 ･団結がより一層

切実な課題 となり､少数民族言語教育において ｢普通語｣普及に力点が移 されるとともに､

｢ベ トナム語の純粋性を守る｣運動においてベ トナム語ナショナ リズムの推進が大きな課

題とされたのである｡

第Ⅲ期 1976年～1980年代/南北統一国家確立期

1975年 4月30日ベ トナム戦争が終結する｡12月27日の国会で自治地区そのものの廃止が

採択され､｢高度の集中的､統一的指導の保障｣が課題 として指摘 される｡1976年 7月 2

日国家統一後最初の国会でベ トナム社会主義共和国の成立が採択され､1980年12月19日公

布されたベ トナム社会主義共和国憲法第 5条は､｢各民族は､言葉 と文字を使用 し､自ら

の秀でた文化 ･伝統 ･風俗習慣を維持 ･発展させる権利を有する｡国家は､民族間の経済 ･

文化面での格差をなくすための計画を立案する｡｣ と定められ､自治地区形成に関わる部

分は消えた｡こうした背景をもとに出されたのが､｢少数民族の文字に関する方策に関す

る第53-CP号決定｣である｡

南北統一間もない1977年末に早くも､政府は少数民族の文字に関する現地調査を行って

いる (｢少数民族の文字に対する方策に関する第53-CP号決定｣ Ⅰ｢少数民族の文字使用に

関する運用と改善状況｣の前文参照)｡それをもとに1980年 2月22日付 ｢少数民族の文字

に対する方策に関する第53-CP号決定｣が公布 される｡ この決定では､第 Ⅰ期から第Ⅲ期

に打ち出された少数民族に対する民族語による学習権の強調理念から､｢普通語｣ として

のベ トナム語普及-と重点が移される｡現在も原則的にこの第53-CP号決定を根拠 として､

少数民族地域における言語教育は行われてお り､少数民族言語教育の現況をとらえる上で
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非常に重要な公文書であり､以下具体的にその条項をあげる｡

第53-CP号決定は､まず ｢Ⅰ.少数民族の文字使用に関する運用 と改善状況｣について､

つぎのように現状分析を行っている｡

1.普通語 と普通文字は､全国 レベルで一般語として少数民族の間で着々と広範囲に普

及 してきている｡その結果､さまざまな面で発展を促進することに役立っている｡

その一方で､山間部の一部の地域では､普通語 と普通文字の普及がいまだに進んでい

ない｡

2.各民族が現在有 している言葉や文字は､国家によって尊重 ･保護 されるべく援助さ

れている｡その結果､普通語があま り知 られていない地域での民族に対する非識字者

撲滅に寄与 している｡各民族は固有の文字でノー トに記入 した り､手紙を書いたり､

民間伝承文学を書き写 した り､地域での放送業務や広報活動に活か したりしている｡

また､一部の民族文字は学校で教えられている｡ しかしながら､教育 ･文化芸術 ･放

送 ･広報などの分野で民族文字が使われている状況は､現実に即 しているとは言えず､

普通語 と民族文字が同時に発展 していくニーズにも十分応えられていない｡更に､教

員の養成 ･補充と民族文字による教科書編纂も不十分である｡

3.少数民族の多くは､自身の民族語を記録する文章を作成するのに見合 う文字をいま

だに有 していない｡昔から文字を持っている民族も､普通文字に似たラテン文字を使っ

て新 しい文字を持ちたがっている｡ このようなニーズは看過 してはならず､段階的に

解決 していく問題である｡

｢1.｣で少数民族地域の ｢発展｣を促進する ｢普通語 と普通文字｣の普及の成果と意義

を確認 している｡民族文字の使用をめぐっては ｢普通語と民族文字が同時に発展 していく｣

ニーズに十分応えられていないと指摘 している｡そして ｢普通文字に似たラテン文字を使っ

て新 しい文字を持ちたがっている｣とし､民族文字の学習が普通文字の学習に速やかに連

関できることを少数民族自身が要求 していると述べている｡

｢Ⅱ.少数民族の文字に対する方策｣第 1項は､

普通語 と普通文字は､ベ トナム民族共通の一般的言語である｡それは､全国的に見て

民族や地域による分け隔てがない伝達手段であり､地方や各民族の経済 ･文化科学技術

等の面での発展に寄与 し全人民の団結を強め､民族の平等権を実現するものである｡ し

たがって､すべてのベ トナム公民は普通語 と普通文字を学び使用する義務 と権利を有 し

ている｡

｢普通語と普通文字｣の定義および性格づけを示すとともに､｢すべてのベ トナム公民は
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普通語と普通文字を学び使用する義務と権利を有 している｡｣と ｢普通語と普通文字｣の学

習と使用について ｢義務｣であり､｢権利｣であると規定している｡ベ トナム語を ｢普通語｣

｢普通文字｣と定位 した1969年第153-CP号を引き継ぎ､その定義をさらに発展させる形で､

｢ベ トナム民族共通の一般的言語 (ngonnguchungcuacongdongdantocVietNan)｣と

定義された｡この定義が今 日に至るまで､ベ トナム語の公式的な定義となっている｡

古田によれば､｢ベ トナム民族 (dantocVietNan)｣という概念は ｢ベ トナム民族は一

つ｣というスローガンのもとに戦われたベ トナム戦争の歴史を背負ったものであり､南北

統一達成後は次第に ｢ベ トナム人民の共同体 (doannhandanVietNan)｣ ｢ベ トナム各民

族の共同体 (congdongcacdan tocVietnan)｣ とい う概念を用いるべきことが提唱さ

れるようになるn=.(42)｡統一独立国家が確かなものとなるにつれ､一元性の強調から多元性

を含みこんだ国民性の強調-と力点が移されていくのである｡だがこの第53-CP号決定で

は､｢ベ トナム民族 (dantocVietNan)｣という概念が用いられ､言語政策の分野におい

ては統一国家の ｢国民｣としての統一性を追求 し､｢ベ トナム民族｣ としての統一性 とそ

の統一性を確保する ｢普通語｣および ｢普通文字｣の普及が最大の課題 として重視されて

いたことが確かめられる｡

同第 2項は ｢ベ トナムにおける各少数民族の言葉 と文字は､各民族の宝物であると同時

に国家の財産でもある｡｣とした上で､｢普通文字と普通文字の普及を完遂することと並行

して､少数民族が自らの文字を新たに作ったり改善したりすることに対 しては積極的に支

援をする必要がある｡(中略)各少数民族や民族語を学びたいキン族が民族文字を新たに作

るか改善する必要がある｡｣と述べている｡

｢口.少数民族の文字に対する方策｣との見出しとなっているが､第 1項､第 2項の順

序からも明らかなように､｢普通語と普通文字｣ としてのベ トナム語の普及に重点がおか

れていることが読みとれよう｡また ｢普通語 と普通文字を学び使用する義務 と権利｣が

｢義務｣を先にして明記されているのに対 し､民族語および民族文字を学び使用する権利

は明記されていない｡

同第 3項は ｢少数民族居住地域では､小学校 と文化補修学校で､民族文字と普通文字を

交互に教える｡｣ という2言語併用の原則を提示 している｡ さらにつぎのように地域の言

語状況に即した言語教育の方針を具体的に示 している｡

a)既に民族文字を身につけ普通語に明るい民族が居住する地域では､普通語と普通文字

で直接教育 し､同時に数コマ分は民族文字を教える時間に充てる｡普通語をまったく

知らなかったり少 しだけ知っている民族が居住する地域では､民族文字と普通語 ･普

通文字を交互に教える必要がある｡また､普通語 ･普通文字を教える際は､初めの段

階では民族語を介 して行なうが､学習者が少 しづっ普通語 ･普通文字に慣れてくるに

したがって､上級クラスでは普通語で直接勉強できることをねらいとする｡
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b)民族文字がまだなくても普通語に通暁している地域では､普通語と普通文字で直接教

えることができる｡また､民族文字がまだないうえに普通語をまったく知らなかった

り少 しだけ知っている地域では､学習者が普通語と普通文字が理解できるようになる

までは民族語で普通文字を教える必要がある｡

C)少数民族居住地域の中学校では､民族文字がある場合は民族語を教える時間を設けて

よい｡

d)少数民族居住地域で仕事をする公務員や教員は､その地域の少数民族語と文字を必ず

学ばなければならない｡

民族語は､基本的に少数民族が普通語と普通文字を学びやすくするための媒介語として

位置づけられ､普通語と普通文字の普及が最終目標であることがうかがえよう｡民族語学

習については､｢民族文字がある場合は民族語を教える時間を設けてよい｡｣(傍点 村上)と

いう消極的な表現にとどまり､｢権利｣としての積極的な民族語学習の位置づけは見られ

ない｡また民族文字についても ｢普通文字に似たラテン文字｣を新たに作る指向が示され､

民族文字の習得と普通文字の習得がより容易に連関されること-の意図が感 じられる｡こ

れは少数民族の普通語学習権を保障するため言語学習を民主化 ･合理化する指向としても

受けとめられるが､一方で伝統的な文字による識字学習に比べてより効率よく普通語 ･普

通文字を普及する意図を見ることもできよう｡第 Ⅰ期で打ち出された民族語による学習権

の理念と照らし合わせるとき､言語政策の重点の明らかな変化をとらえることができよう｡

以降言語教育の現場では､第53-CP号決定に基づき ｢国民｣-｢ベ トナム民族｣としての

統一性を確保するための普通語および普通文字の普及が中心的に追求されていくこととな

るのである｡こうした方向性は､民族文字の学習を普通文字学習-の ｢架け橋｣として位

置づけるものとも受けとめられる｡この決定は民族文字学習に対する基本方針を提示した

ものだが､かえって民族文字学習に対する強い動機づけを失わせ普通文字のみのモノリテ

ラシーでよいとの考え方も生みだしてしまうこととなる｡

第53-CP号決定の内容討議にも関わったタ- ヴァン トン ｢ベ トナムにおける少数民族

の文字｣(2002年)Tl.(｡｡)は､第53-CP号決定以降にこうした考えが実際に現れたことを踏ま

え､少数民族文字学習の目的を論 じている｡ 目的があらためて論 じられなければならない

ということは､それだけ目的が見えにくく問われたからであろう｡タ- ヴァン トンはま

ず ｢少数民族出身の知識人たちは､常に自分たちの文字と言語が､ゆりかごをあやす暖か

い言葉であると述べている｡｣と指摘する｡そして ｢民族の精神の価値は､文字を通 じて

反映させることができ｣､その反映を通 して ｢民族の自尊心を強いものにすることができ｣

るとし､民族文字学習の目的を第一に ｢民族の自尊心｣を高めることに求めている｡つぎ

に民族文字を持てば新聞を発行することができ､民族文字学習は民族共同体の結びつきを

強める役割を持っているとする｡そして民族文字学習要求を喚起するためには､単に普通
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語 ･普通文字学習-の ｢架け橋｣として民族文字学習を位置づけるのではなく､祖先との

生き生きした架け橋となり想像力を刺激する昔話や神話､祈 り､歴史､民謡､叙事詩､こ

とわざ､少数民族の知識階級の新しい創作等を学習することが肝要であると述べている｡

第53-CP号決定を契機に､このような少数民族文字学習をめぐる新たな議論が起こっていく｡

第53-CP号決定は ｢少数民族の文字に対する方策｣という題 目ではあるが､普通語 ･普

通文字普及を第一義的に追求しつつ､少数民族文字普及を位置づけるという質のものであっ

た｡そうしたあり方そのものが少数民族文字学習の目的を見えにくくするという矛盾を孝

みつつ､第Ⅳ期に展開される第2次バイリンガル教育の模索の起点となったのである｡

もう一つこの第53-CP号決定と関わる重要な動向として､1981年小学校から高等学校の

教科書が全面改訂された際､ベ トナム語教科書の呼称が ｢習読 (Tapdoc)｣から ｢ベ トナ

ム語 (TiengViet)｣と変更されたことがあげられる｡独立以降､フランス植民地時代か
クオツクグ丁ン

ら用いられた ｢国 文教科書 (1945-1962年)から ｢習読｣ (1962年～1981年)､そして

｢ベ トナム語｣-と教科名および教科書名が替わったことになる｡この変更には､ベ トナ
クオツクグァン

ム語は厳密にいえばキン族の母語であり､｢国 文｣という表現は適さないと考える多民族

国家としての自覚が反映されている｡公文書におけるベ トナム語の ｢普通語｣｢普通文字｣

としての位置づけと連動して､教科書名も変更されたことがうかがえる｡

第Ⅳ期 1990年代以降/ ドイモイ政策期

1986年 ドイモイ政策が出された｡ ドイモイ政策が次第に功を奏してくる1990年代には､

市場経済化 ･工業化を担 う国民形成の一環として少数民族言語教育がより一層意識的に追

求される｡1991年初等教育普及法を受け､1976年以来打ち捨てられていた少数民族語と文

字を学ぶクラスが､少数民族の要求に従い再開された｡現在増加中であり､教科書編集も

進められている.以下1991年以降再開された民族語クラスを具体的にあげる｡注(44)

フ モ ン語 :1991年からハ-ザン､イエンバイ､カオバン､ライチャク､タイグェン､

タインホアの各省で教えられた｡

チ ャ ム語 :1991年からニントウアン､ピン トウアン ､アンザンの各省で教えられ

ている｡

ク メ ー ル語 :1991年からチャーヴィン､カント一､ヴィンロン､バックリエク､ソッ

クチャン､アンザン､ キエンザン の各省で教えられている｡

ホ ア語 :1991年からホーチミン市とドンナイ省で教えられている｡

ザ-グライ語 :カインホア省で教えられている｡

その他に､1992年から2000年までソンラー省とライチヤク省でサンスクリット起源のタ-

イ文字を試験的に教えていた｡
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2002年からは､ トウアティエンフエ省､クアンナム省､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 トを制作してコ-ホ一語､ カ トウ語､パコ一夕オイ語を実験

的に教えている｡

しかしながら未だ民族語教育は成功とは見るべき成果をあげているとは言い難い｡筆者

等は1998年に小学校で再開されたフモン語クラスで用いられたフモン語教科書 (下の写真

はその表紙)を入手したが､そのクラスは2000年には閉鎖されたという｡現在フモン語は､

民族寄宿学校で選択科 目として教えられるにとどまっている｡第 2次バイリンガル教育も

未だ試行錯誤の途上にあるといえよう｡

以下､ ドイモイ期における初等言語教育に関する法的整備を踏まえ､1991年の第2次バ

イリンガル教育の実施に伴 うバイリンガル教育の具体的方策をめぐる議論を中心にこの期

の議論を辿る｡

また現在用いられている小学校ベ トナム語教科書 (2003年～5年にかけて改訂され､現

在 1- 4年生まで出版されている)を手がかりに､ ドイモイ期の言語教育の具体像を明ら

かにする｡なおこの期の言語教育をめぐる重要な議論として､1991年のソ連邦崩壊を直接

的契機として起こったベ トナム語の ｢国家語｣化の是非をめぐる議論がある｡これについ

ては､第3章で詳しく述べることとする｡

(1)バイリンガル教育推進に向けた初等教育の法的整備

1991年 ｢初等教育普及法｣では ｢各少数民族は初等教育を修めるために､ベ トナム語と

共に民族語 ･民族文字を使用する権利を有する｡｣とされ､第53-CP号決定では明文化され

なかった民族語と民族文字を使用する権利が法律によって定められるところとなった｡こ



の条項についてホアン パン -インは ｢この文章は､少数民族が自ら戦った末に獲得 した

極めて重要な認証文である｡｣と評 している｡rH ｡ 5,1998年教育法第5条では ｢ベ トナム語

は､学校で用いられる正式言語である｣と定められる一方で､｢国家は､少数民族人民が､

自民族の言語及び文字を学習するための条件を整える｡民族語 ･民族文字教育は政府の規

定に沿って実現される｡｣と国家の側の民族語学習権保障の努力が明示された｡ベ トナム

語の法的位置づけを強化 してベ トナム語学習をより強力に義務づける一方で､国家の側の

民族語学習権保障の努力を明示 している｡国民化が引きつづき重要な課題である少数民族

に対し､バイリンガル教育を実質的に推進することによって国民教育-初等教育普及の柱

としようとしていることをとらえることができよう｡

1997年 2月3日付o卜CD-DT通達 ｢少数民族語と民族文字の指導｣では ｢民族語は､各学

校において､他の科目と平等に1つの科目として教授される｡その目的は､学習者が民族

語と普通語で伝達される見識をより早く有利に習得することを助け､各少数民族の言語 ･

文字 ･伝統文化を保存 し発展させることである｡｣と定められた｡民族語が ｢1つの科目｣

として教授するように定められた点が､この期を特徴づける最も大きな転換点である｡そ

れに伴い､少数民族のベ トナム語能力の向上､バイリンガル教育のカリキュラムや方法の

改善､そして少数民族言語教育を担 う教員養成のあり方が活発に議論されるようになった｡

(2)バイリンガル教育の具体的方策をめぐる議論

- ニン トウアン省における ｢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

る国家シンポジウム｣を中心に

1999年10月ニン トウアン (NlnhThuan)省で教育訓練省主催 ｢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ポジウム｣がユニセフの協力のもとに開催され

ている｡｢全世界的な経済 ･社会交流の進展に伴い､バイリンガル現象は新 しい性質を伴っ

て日に日に発展 している｣､そ うした状況を背景に ｢ベ トナムにおけるバイ リンガル現象

の迅速な発展｣を唱え､開幕されている｡ この ｢開幕の言葉｣で注目されるのは､｢少数

民族出身生徒-のベ トナム語教育は普通教育プログラムの重要な位置を常に占めて｣いた

とし､

少数民族出身の生徒にとってベ トナム語による教授と学習は特別に重要な程度がある｡

なぜならば､少数民族出身の生徒はベ トナム語を介 してのみ科学 ･技術の見識を身につ

けることができ､進級が可能となるからである｡

と述べている点である｡ ドイモイ期に必要な科学 ･技術の見識を担 うのはベ トナム語であ

ることが明確にうたわれ､バイ リンガル教育の議論の重点が引きつづきベ トナム語教育に

置かれていることが確かめられる｡

｢ニン トウアン1999/26-28号バイリンガルシンポジウム報告｣注(46) は､｢過去数年間の小
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学校課程における少数民族児童-の民族語 ･民族文字教育の状況｣について点検 している｡

この期のバイリンガル教育の動向をとらえる上で重要な報告であり､詳細を見ていく｡

(ヨカリキュラムについて

カリキュラムの観点からの点検は､｢民族語教育カリキュラム｣と ｢少数民族児童に対

するベ トナム語教育カリキュラム｣の両側面に言及 している｡

A 民族語教育カリキュラム

｢民族語教育カリキュラム｣については､小学校における民族語教授の方式としてつぎ

の3つあげている｡

第 1の方式 :民族語は､小学校クラスでは科 目の知識を伝達するために用いられるが､

その後､上級学校ではベ トナム語による学習に移行する｡

第 2の方式 :民族語と普通語 (ベ トナム語)の並行教授｡この方法では､ベ トナム語と

民族語は､共に小学校課程における基本見識を伝達する言語の資格を持っ

てお り､学年の初めには､民族語学習と民族語を媒介とした科目学習に多

くの時間が割かれ､学年の末には､ベ トナム語学習とベ トナム語を媒介と

した科目学習が優勢を占めるという方向性に沿って行われる｡

第 3の方式 :民族語を1つの科目として教える｡

｢第 1の方式｣は､第 1次バイ リンガル教育期に採用された｡小学校まではベ トナム語

が 1科 目として教え､他の学科は民族語を教授言語として教える｡上級学校ではベ トナム

語で全ての教科を教える｡この方式では､初等教育において民族語学習権は保障されるが､

ベ トナム語学習-の移行がスムーズに行われず､中等教育課程に進んだとき､少数民族と

キン族との間でベ トナム語能力の差による学力差が大きく問題となった｡

｢第 2の方式｣においては､民族語が ｢ベ トナム語をよく学ぶための架け橋｣としてみ

なされる｡ベ トナム語が普及 していない地域で､民族語がベ トナム語を普及するための教

授言語 (媒介語)として位置づけられたのである｡この方式について本報告書は ｢語るに

値する成果｣をあげたと評価 している｡問題点としては､① 2言語の関係性が､未だカリ

キュラムの内容において整理されていない､②各民族出身のバイリンガル教員は講義能力

が充分ではない､③教科書の質が低い､の3点をあげている｡

｢第 3の方式｣については､ルオン ベンは1991年初等教育普及法以降､この方式による

民族語クラスが増加中であると述べている｡ しかしながら筆者等の少数民族地域の小学校

における授業参観では ｢第 2の方式｣が行われてお り (第 2章参照)､教授言語として民

族語とベ トナム語が併用されていた｡ ｢第 3の方式｣の授業参観を希望 したが､先述 した

ように1998年小学校で再開されたフモン語クラスは閉鎖され､北部山岳地域における民族
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語クラス参観の希望はかなえられなかった｡ ｢第 3の方式｣が採用され､成功を収めてい

る地域は少ないのが現実であろう｡

この報告は ｢第 3の方式｣について ｢バイリンガル教育の状況にも符合 し､小学校課程

での一斉カリキュラムの実現を保証できる｡ しかしながら､この方式で民族語を教えたと

きの効果についての総括は､未だ行われていない｡｣と評価 している0

この新たに復活 した少数民族語教育について､ルオン ベンはつぎのよ うに述べて

いる｡,I(47)

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｡

ルオン ベンは ｢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｣､すな

わちベ トナム語の伝達普及の道具として民族語を用いるという考えから､学ぶ価値を持っ

た言語として民族語を認識するという転換こそが､｢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｣であると述べている｡ルオン

ベンの記述から､ベ トナム語普及およびキン族と同等のベ トナム語能力保障の課題 と､民

族語の文化的価値を継承 ･発展させる課題 との両方に応えうる方式として､民族語を1科

目として学ぶ ｢第3の方式｣が編み出された事情がうかがえる｡

言語学院グェン バン ロイ (NguyenVanLo主)副院長も､1970年代に打ち切 られた第 1

次バイリンガル教育期における民族語教育との第 2次バイリンガル教育期における民族語

教育との相違について､｢1991年以降においては､その文化を継承､保存するために少数

民族言語の教育が復活 している.｣と述べている｡Tf_(.8) タ- ヴァン トンが述べていたよ

うに ｢民族の自尊心｣を高めるものとして民族語学習が位置づけられなければならないと

いう考えがある程度言語学研究者によって共有され､第2次バイリンガル教育が模索され

るようになったと見てよいだろう｡

こうした ｢第 3の方式｣に見られる､学校教育での民族語の位置づけをめぐる ｢ベ トナ

ム語を学ぶための 『架け橋』的な役割｣から ｢学ぶ価値を持った一つの言語｣-の転換は､

言語-道具観から言語-文化観-の転換としても受けとめられる｡すなわち民族語の価値

を単にベ トナム語学習-の導入の道具ととらえる考え方から､民族語そのものを継承すべ

き文化とみなす考え方に転換 したのである｡前者はベ トナム語学習を最終の目標 とするこ

とになる｡一方後者は民族語学習そのものが価値を持つことになる｡

言語-道具観と言語-文化観 との葛藤は､日本の言語教育史においても1930年代の ｢方

言詩論争｣(東北地域)､｢方言論争｣(沖縄地域)や戦後沖縄で起こった ｢学力論争｣等の
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場で顕れた｡それらの場において､言語は取 り換え可能であるがゆえに優勢言語 (標準語)

を選択すべきだという単一言語教育指向の基礎に言語-道具観が見られ､それに抗するも

のとして言語-文化観が登場するという仕組みが見られた｡田中克彦が指摘するように､

言語帝国主義の基礎にあるイデオロギーの一つが言語-道具観であることや東北地域や沖

縄地域における近代 日本言語教育史の検証から導き出される仕組みを踏まえるとき､言語

間の対話 ･混清による自律的な言語文化の発展-の視野を失わないならば､言語-文化観

は､市場経済化の浸透とともにますます支配的になる言語-道具観に抗 しうる1つの砦と

なり､少数言語の継承発展を支える言語観 となるといえるだろう｡こうした ｢第3の方式｣

による民族語教育が､単に伝統-の回帰という形に収赦されることなく､民族語の文化的

価値-の認識を高め､民族語文化に新たな活力を与え発展させることにつながりうるか否

か､今後の行方が興味深い｡

B ベ トナム語教育カリキュラム

｢少数民族児童に対するベ トナム語教育カリキュラム｣については､1980年代半ばより､

地域の教育普及率によって､①165週カリキュラム (教育改革カリキュラム｡ベ トナム語

を母語とする生徒に対するもの)､②100週カリキュラム (初等教育普及カリキュラム｡教

育に困難な状況下にある地域に居住 し､規定より年齢の高い少数民族生徒の識字学級に適

用されるもの)､③120週カリキュラム (ベ トナム語をほとんど知らず､ベ トナム語を第二

言語として学習する少数民族地域の生徒に対するもの)の3種類のカリキュラムを採用 し

てきたことを報告 している｡なおこのシンポジウムにおける別の分科会の報告書において

は､｢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｣

と記されている｡注(49)

｢まとめ｣においては､120週カリキュラムについて､初等教育普及に寄与してきたこと､

一方で民族児童の言語的背景を踏まえたベ トナム語学習の戦略を有 していないこと､民族

語教育の管理の根拠が末だなく､各地方が具体的な状況を踏まえて民族語教育を行ってい

るに過ぎず､そのため ｢民族語｣科の試験や評価､時間の保障等対応が地方毎にまちまち

なこと等の問題点をあげている｡

その他に ｢4.民族語及びベ トナム語教育に対するコミュニティの態度｣と項目では､

少数民族がベ トナム語学習を強く望み､子ども達のベ トナム語学習の進歩に満足 していな

いこと､｢一部固有文字を持つ少数民族｣は､民族語を学校で教えることを要求 し､また

民族語学習を擁護 していること､｢民族語学習の存在ゆえに､勤勉な児童の割合が増えて

いる｡｢各民族の知識人層は､民族語学習 - 教授の質量の向上と､同時に少数民族児童に

対するベ トナム語教育の質量の向上を切に希望 している｡｣ことを記 している｡

以上を踏まえ､第 2次バイ リンガル教育期のバイリンガル教育カリキュラムの特色を概

括するならば､①普通語 (ベ トナム語)が充分普及 していない地域では､引きつづき民族
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語を教授言語として保障 していること､②固有の民族文字を持つ地域では､民族語学習-

の要求が高く､民族語学習が学校教育-の積極的な姿勢につながっていること､③普通語

の普及の課題およびキン族と同等の普通語-公用語の学力保障-の要求､民族語教育の双

方の要求を満たす方式としての ｢第 3の方式｣が編み出され､成果が試されつつあること､

をあげることができるだろう｡バイ リンガル教育カリキュラム編成において､経済発展に

乗 り遅れまいと優勢言語 (ベ トナム語)への乗 り換えを強く要求する層 (無意識的にしろ

そこには言語を道具とみなす言語観が存在すると考えられる)と言語-文化観に立ち子ど

も達-民族語文化の継承発展を指向する層との葛藤をどう踏まえるかとい う課題が存在す

ることも見えてくる｡今後の ｢第 3の方式｣の試みとその行方は､たとえば日本における

｢アイヌ語科｣｢琉球語科｣の設置を考える上でも意義深いといえよう｡

②教員養成をめぐる課題

同報告の ｢少数民族地域の小学校におけるベ トナム語 ･民族文字の､将来に向けた発展

方向｣の項目においては､1950年代初等にユネスコが強調 した ｢母語をしっかり学んだ後

にこそ第二言語がよく上達する｣という原則を受け､将来の発展方向について展望を示 し

ている｡

｢カリキュラム｣の内 ｢ベ トナム語教育｣においては､第53-CP号決定が ｢発展方向-の

基礎｣となっていると述べ､民族語の背景に応 じたベ トナム語教科書の作成が課題 として

あげられている｡｢民族語教育｣においては､第53-CP号決定を確認するとともに､教員の

訓練養成の課題が重点的にとりあげられている｡

+師範学校において､すべての学生に民族語を教えるようにする (少数民族同胞の居住

する省において)

+民族語の専門家指導の計画を持つ｡

+民族語を教える教員の普及に関する研究を蓄積する｡

この第 1の項目は､少数民族地域に赴任する教員は原則的に民族語を学んでいなければ

ならないとするもので､少数民族地域におけるバイ リンガル教育を成功させる上で根幹と

なるべきものであり､多数民族の少数民族文化の理解 という点からも重要であろう｡

こうした教員養成の課題については､ルオン ベン ｢少数民族地域における小学校での

ベ トナム語教育の特徴 と教員養成カリキュラムの問題点｣(タイグェン師範大学小学校教

員養成学科 科学シンポジウム (2001年)にて発表)托 (5.) は､山岳少数民族地域の小学校

教員の資質として､以下の3点を要求している｡

1)地元の人々の暮らしに溶けこむ努力と適応力がなければならず､そのためには風俗

習慣､特に地域語を一定以上のレベルで理解できるようになる必要がある｡
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2)最も適切なベ トナム語を教える方法と内容を選択するためには､最初に生徒のレベ

ルを調べて判断しなければならない｡

3)小学生がベ トナム語を習得 していく過程で言語の反作用現象に影響を受けないよう

に言語を比較する方法に長けていなければならない｡

｢言語の反作用現象｣とは､少数民族出身生徒が学校で第二言語を学ぶ際 ｢生徒が思惟

するときの過程が変化せざるを得ない｡説明したいという欲求と第二言語で発話する能力

との間に矛盾葛藤が生じる｣､その矛盾葛藤を指すルオン ベンの造語である｡

北部山岳少数民族地域の拠点教員養成大学タイグェン師範大学では､一般入試による正

規コースの他､少数民族学生から選抜する特別枠 ｢選抜コース｣を設けている｡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｡さ

らに1991年度以降は準教員養成課程を設置 し､少数民族地域の現職教員の再教育にも取り

組んでいる｡タイグェン師範大学現学長グェン バン ロックはつぎのように､タイグェン

師範大学の教員養成カリキュラムについて述べている｡注(5 .)

○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｡

(ヨベ 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

③少数民族の言語 ･文化の研究コース

②と③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｡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｡

正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｡
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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 トナム入学生も､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｡

各少数民族の言語 ･文化的背景を踏まえた教育をめざしカリキュラムが組み立てられよ

うとしている｡ しかしながらベ トナム語の効果的指導法を始め少数民族に対する教育のみ

が問題化され､キン族学生を含めた相互的な異文化間の対話能力を育成する教育は未だ課

題として充分意識されていない現状がうかがえる｡いずれにしても少数民族地域の教員養

成の研究が具体的に進められはじめたばかりの段階といえよう｡

これと関わり､2004年に刊行されたチャン チ ゾ-イ (TramTriDoi)著 『北部3省山

岳民族地域における言語教育の実態 (ThucTrangGiaoDucNgonNguoVungDanTocMien

NU士baTinhPhiaBac)』(N.X.B.DaiHocQuocCiaHaNoi)は､最終章で ｢少数民族

の中に現代の高度な要求に応えうる労働力を育て｣る言語教育事業を推進する具体的提案

を行っている｡

まず少数民族地域で業務を行 うキン族が少数民族語を学び使用する義務がない現況を

｢不合理｣であるとし､少数民族地域で働く公務員および教職員に対する民族語使用の義

務化およびそれを明記した公文書発令を厳 しく求めている｡その上で教育訓練省に上申す

る ｢議案｣として､母語教育活動を万全に行いうる教員組織を準備するために､a.中央や

地方の各大学､各高等専門学校の中に少数民族語科を設置する､b.少数民族を教育活動に

参加させるために､教科書やカリキュラム編成において受益者側の利益 ･要求 ･レベルか

ら出発することを原則とする等を示 している｡これらを実施することによって､｢民族平

等の質の向上｣がはじめて可能となるとしている｡独立以来理念として掲げつづけられて

きたはずの ｢民族平等の質の向上｣について､ここにきてあらためて初歩的かつ具体的実

質的な方策が提言されるに至ったのである｡

なお2006年度からチャン チ ゾ-イはタイグェン師範大学における少数民族語の教員養

成カリキュラム編成の顧問となり､少数民族語を学ぶカリキュラム編成研究が進められ､

2008年実施を予定しているという｡1940年代にすでに掲げられた母語による学習権を保障

したバイリンガル教育の理念は､さまざまな試行錯誤を経て､ようやくその実現を具体化

する教員養成に関わる基礎的研究という出発点に辿 りついたのである0

(2)改訂小学校ベ トナム語教科書

2003-5年に小学校のベ トナム語教科書が改訂された｡現在 1- 4年生まで刊行されて

いる｡本項では1年生用入門期ベ トナム語教科書 TiengViet1TapHot,TapHa主(第1

巻､第2巻､各々172頁｡教育出版社刊)を中心的にとりあげ､ ドイモイ期の言語教育の-
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端を浮かび上がらせたい｡ (改定前教科書については､本報告書梶村光郎論文を参照され

たい｡)改訂前の同じ教科書 TiengViet1(手元にあるものは2000年発行)と比べると大

きさもA 5版 (のやや小型版)からB5版 (のやや小型版)-と大判になり､頁毎に二色

刷 りであったものが多色刷 りとなり､彩 りも格段と華やかである｡カラー写真も随所に織

り込まれ､経済発展著 しいベ トナムの現在を感 じさせる｡一方で筆者が入手 した改訂版

TiengViet1TapMotの65-80頁は落丁となってお り､印刷技術の未熟さも感 じられる｡

｢綜合練習｣の章の最初の頁にはつぎのような絵が掲げられている (挿絵 1)｡伝統的な一

斉授業スタイルの教室とは異なる､グループで各々のテーマに取 り組む教室のあり方が提

示され､学習観の転換をも提示するものとして興味深い｡以下､落丁があるため改訂前教

科書との正確な比較はできないが､改訂後教科書の主な特色をあげていく｡

(彰国民統合の象徴としての ｢ホ-おじさん｣

2005年に出版 されたばか り小学校 2年生用ベ トナム語教科書 TiengViet2TapHa主

(日本における国語教科書 2年生用下巻に相当する)の表紙には､中秋節のお祭 りで独立

の父ホーチミンが子どもたちに囲まれた絵が描かれている (挿絵 2)｡この教科書の30･31

課 (99-114頁)は ｢ホ-おじさん (BacHo)｣(挿絵 3)をテーマとしている｡笑顔で子ど

もを愛するホ-おじさん像が強く打ちだされている｡独立国家樹立後60年､ベ トナム戦争

終結後30年余を経て経済発展著 しい2005年段階の初等教育においてなお､国民統合の象徴

としてホーチミンが果たす役割の大きさがうかがえる｡

1年生用教科書にはつぎのようなホー チ ミンを題材 とした教材がとられている｡
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一 一.C1
BAC HO

(挿絵 2) (挿絵 3)

｢みなさん-の贈 りもの｣

このノー トは､愛するみなさん-の贈 りものだよ｡

みなさんが一生懸命勉強をして､

将来国の力になってほしい､

そんなみなさん-の思いをこめているんだよ｡ (ホー チ ミン)

この教材は改訂前の教材をそのまま引き継いだもので､つぎのような問いと課題が加え

られている｡(TiengViet1TapHal, 49-50頁)

問 1 ホ-おじさんは､だれにノー トを贈 りましたか?

間2 ホ-おじさんは､みなさんに何をしてもらいたいと思っていますか?

☆この詩を暗記 しましょう｡

☆ホ-おじさんについての歌を歌ってみましょう｡

さらに､つぎのような挿し絵とこと

ばが描かれている｡(挿絵4)

(女の子)きのうの夜､わたし､ホ-

おじさんと夢のなかで会ったのよ

(子どもたち)ホ-おじさんほど､

子どもたちを愛する人はいないもの
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手をつなぐ子どもたちの中には少数民族の衣装を着た子どもも描かれ､｢多民族国家に

おける民族融和｣のメッセージが読み取られる｡

また ｢とつぜんふってわいてきた喜び｣という教材ではつぎのような挿絵と課題が掲げ

られている｡(挿し絵 5) (TiengViet 1 TapHai,99頁)

問2 下の絵ごとにお話をしてみてください｡

①先生が大統領府の門の前にさしかかったとき､いったい何をすると思いますか?

②この後､何が起きると思いますか?

③ホ-おじさんはどんなお話をみなさんに聞かせてくれますか?

④お別れのとき､ホ-おじさんはどんなことをするでしょう?

1.Nghekさchuyen.

2K占TCIngdoqncelUChuyenTheofronh.

Cdcbonnhdxincog100_7
diaugTkhidiqu(コCOng
Ph山Ch〔｣Iich?

BdcHaIr(うc huy今nve)l
cdcbonrosooヮ

3.Kさk]ilodnbe)ce)uchuy色n

ChuyengTdiるnrcISCIUdb?

Cu6cchi(コfQydi台nrQ
Ihe'ndoつ

1年生のときからホ-おじさん-の尊敬と親しみを育てる教材が位置づけられ､2年生

用教科書では全152貢中16頁がホ-おじさんに関する教材となり､さらに重く位置づけら

れている｡ しかしながら､改訂前の 1年生用ベ トナム語教科書の下巻に位置づけられてい

た次の ｢質素なホ-おじさんのサンダル (村上注 廃材のタイヤから作った簡易サンダル)｣とい
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う教材文はなくなっている｡

ホ-おじさんのサンダル､

どんな田舎もこのサンダルでくまなく歩いたホ-おじさん !

｢ep｣ ｢8p｣という音韻を学ぶ課では､改訂前と同じ ｢cachep (鯉)｣ ｢denxep (提灯)｣

という単語があげられているのに対 し､教材文のみが変更されている｡ホー チ ミンのゴ

ムサンダルは､その質素な生活と親 しみやすさの象徴 として伝説化されている｡ 1年生用

教科書からそ うした伝説を継承する教材がなくなっているところにも､｢貧 しさを分かち

合 う国づくり｣から ｢豊かさをめざす国づくり｣-と転換 した ドイモイ期の人材育成のあ

り方がうかがえよう｡

②工業化を担う ｢人民｣像

2年生用教科書の32-34課は､｢人民 (NhanDan)｣ (挿絵 6)をテーマとして組み立て

られている｡この挿 し絵には､工場で働 く男性労働者､ トラクターで収穫する女性農業従

事者､そしてコンピュータを操作する男性会社員の3種の ｢人民｣像が掃きだされている｡

さらなる工業化と経済発展をめざす ドイモイ期ベ トナムのあり方が象徴的に示された絵で

あるといえよう｡その他に 1年生用ベ トナム語教科書において､たとえば ｢車｣という語

嚢を学ぶときには､牛車､車の3種が挿 し絵で描かれている｡ (挿絵 7)工業化の中で登

場した語嚢と伝統的な農村風景に根ざした語嚢とが混在 し､都市部の急速な近代化 と伝統

的な農村風景とが同時代に混在 しているベ トナムの現在を反映している｡その他に 1年生

が学ぶ語桑として ｢高層ビル｣ ｢道路｣ ｢コンピューター｣ ｢ミシン｣(挿絵 8)等がとりあ

げられ､工業化を担 う上で必要な語嚢が位置づけられている｡



一方で前掲 ｢人民｣課の最初に位置づけられているのは先住民族コ-ムー族の昔話 ｢ひょ

うたんの話｣である｡ひょうたんから最初にコ-ムー人が生まれ､つぎつぎとタ-イ人､

ムオン人､ザオ人､フモン人､エデ人､バーナー人､キン人-と生まれでたとあり､｢こ

れが今 日の私たちの国土の住む兄弟の各民族の祖先である｡｣で結ばれる｡文章の後の問

では ｢各々の民族名はどう書きますか?｣等の質問が出されている｡多民族国家として経

済発展をめざす ドイモイ期のあり方がこの ｢人民｣課からもうかがえる｡この教材からは

キン族中心の国家成立観はうかがえず､多民族性こそがベ トナム国家の性質であるとの理

解が導き出される｡小学校低学年から多民族国家の成 り立ちを意識させる教材として意義

深いといえよう｡ 日本の小学校低学年の国語教科書で先住民族アイヌ民族が登場すること

はなく､アイヌ民族の民族名の意味さえ知らない小学生が殆どである｡ 日本の国語教科書

のあり方を照らしだす上でもこの教材は意義深い｡多民族国家として経済発展をめざす ド

イモイ期のあり方がこの ｢人民｣課からもうかがえる｡

③少数民族に対する国民教育普及と ｢民族融和｣のメッセージ

少数民族を強く意識 した教材が採録されている｡こうした教材は改訂前教科書には見ら

れない｡とりわけ少数民族地域の教室や通学風景を描いた教材が 1年生の間だけで3つ採

録されていることが注目される｡

まず象徴的な教材 として､山岳少数民族地域の景色や民族衣装を着た子どもたちの挿 し

絵とともに掲げられた詩 ｢学校-行こう (Dihoc)｣(TiengViet1 TapHal,130-131頁)

があげられる｡(挿絵 9)

｢学校に行こう｣

きのう､わたしは学校に行った

おかあさんが手をつないで連れていってくれたの

きょうは､おかあさんは田んぼ (棚田)-行った

だからわたしは1人で学校に行ったの

わたしの学校はとても小さい

しずかな森のなかにあるの

わたしの先生はとても若い

先生はとても上手に歌を教えてくれるの

森のかぐわしい香 りが丘の方からただよってくる

湧きでる泉の音がささやくように聞こえてくる

蒲葵を傘にして､日ざLをさえぎるの

日かげの涼しい道を選んで通 うの
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この教材にはつぎのような問いが設けられている｡

間1 学校-行く道には､どんなきれいな景色がありますか?

問2 下のそれぞれの絵の内容にあった詩の部分を読みなさい｡

棚田とは､山岳少数民族地域特有の田んぼである｡少数民族を小学校就学-と誘い､励

ますことを意図した ドイモイ期の山岳少数民族に対する教育政策を示す象徴的な教材とい

えよう｡すなわち初等教育普及が少数民族地域において現代なお達成されるべき切実な課

題であることを示すものである｡

筆者等が訪問した山岳少数民族地域の学校も､木造の小さな学校であった｡子どもたち

は場合によって何時間もかけて山道を歩き､学校に通わなければならない｡ 1年生の子ど

もにとって､また子どもの送 り迎えの余裕などなく日々の生活に追われる親にとって､小

学校に通 う (わせる)にあたっては強い教育要求と厳 しい自覚が伴われなければならない｡

その困難をのりこえさせ､通学に楽しいイメージを与えるよう､学校に通 う道中の景色を

香りや音の描写を伴い､美しく描き出している｡蒲葵を傘にするという描写も､山岳地域

の子どもたちの生活に根ざしたものであり､この教科書を身近に感 じさせる意図が感じら

れる｡教員はアオザイを着ており､キン族の女性教員が少数民族に対して教えるという構

図が見られる｡

もう一つの教材 (TiengViet TapHai,25頁)は､やはり少数民族地域の教室の挿 し

絵とともにつぎのような文章を付したものである｡(挿絵10)
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先生が私に書き方を教えてくれる

風が心地よくいい香 りをはこんでくれる

強い日ざLがまどからさしこむ

そんな自然が私たちが勉強するのを見守ってくれる

この挿し絵では､少数民族衣装を着た女性教員とと

もに､自然の中で学ぶことの心地よさが描きこまれている｡

通学風景が掃きだされているのは､つぎの教材である｡(挿絵11)

よく熟した梅の実が黄色く色づいている

樫の実は､どこにでもぶらさがっている

風がふしぎないい香りを運んでくる

学校へ行く道はとってもにぎやか

やはり五感に訴えかけ､心地よい通学風景が播きだ

されている｡ (挿絵11)

その他に少数民族の生活風景が描かれた教材としてはつぎの教材がある (TiengVlet1

TapHot(115頁))0 (挿絵12)

日ざLが強かった｡稲穂は黄金色に染まってきた｡

ムオン族出身の男の子も女の子も喜んでお祭りに参加する｡

(挿絵12) (挿絵13)

明確に民族名が出されているのは､この教材のみである｡

また ｢自己紹介｣という単語を学ぶ課には上のような挿し絵があり､｢多民族国家ベ ト

ナムにおける民族融和｣のメッセージが感じられる｡(挿絵13)
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その他にも ｢布を織る｣という語嚢を学ぶときに､少

数民族の機織 りの様子が挿絵とされている (挿絵14)0

以上のように少数民族が積極的にベ トナム語教科書に

登場し､｢多民族国家ベ トナムにおける民族融和｣のメッ

セージが随所に位置づけられていることを確認できる｡

しかしながら､少数民族は必ず伝統的風俗や山岳風景と

ともに播きだされ､その登場のあり方は限定される｡少

数民族の個々人の生き方や文化の多様な発展のあり様を

とらえることなく､そのイメージを固定化 ･一元化 して

子どもたちに伝えていくことにならないか､という問題 (挿絵14)

点が浮かんでくる｡

以上′｣､学校における改訂後ベ トナム語教科書から､(1)国民統合の象徴として独立の

父 ｢ホ-おじさん｣が引きつづき大きな役割を担っていること､(2)工業化を担 う ｢人

民｣像が打ちだされていること､(3)ベ トナム国家の成立観において多民族性が強く打

ちだされていること､(4)少数民族に対する国民教育普及と ｢民族融和｣のメッセージ

が強調されていること､をとらえることができ､さらなる経済発展を歩みだそうとする多

民族国家における国民形成のあり方が具体的に立ち現れてくる｡ とりわけ少数民族の就学

奨励を強く意識した教材が随所に位置づけられていることは､少数民族地域における国民

教育普及の課題､すなわちチャン チ ゾ-イが示 した ｢少数民族の中に現代の高度な要求

に応えうる労働力を育てる｣言語教育事業を推進するとい う課題に､あらためて国家が

"本気"で取り組むことを示すものとして受けとめられ､そうした "本気"さが今後の少

数民族地域の ｢発展｣においてどのような意味を担っていくのか､その行方が注目される｡

なおこの期のもう一つ重要な議論として､ベ トナム語を ｢国家語｣として制定すべきか

否かをめぐる議論をあげることができるだろう｡1993年に ｢民族語と国家語の発展｣とい

うシンポジウムが行われ､現在､言語学院において最も ｢熱い議論｣が ｢国家語｣制定を

めぐる議論であるという｡江(52) これについては､第3章を参照されたいO
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(注)

(1)アジア ･アフリカ研究所編､『資料 ベ トナム解放史』第1巻､労働旬報社､1970年､413-414頁｡

(2)｢ベ トナムにおける母国語の解放と教育｣､『民族解放の教育学』､亜紀書房､1975年｡

(3)｢社会主義国家の少数民族語政策-ベ トナムのタイ一 ･ヌン語の場合｣､『ことばと社会』第2号､1999年､81-

96頁｡なおこの内容は､『ェスニシティ (創生)と国民国家ベ トナム 中越国境地域タイ一族 ･ヌン族の近代』

(三元社､2003年)の第8章 ｢少数民族語 (タイ一 ･ヌン語)政策｣(195-218頁)に所収されている｡ (4)『国連

開発計画 (UNDP) 人間開発報告書 2004』､国際協力出版会｡12貢｡

(5)冨山一郎 『戦場の記憶』 (1995､日本経済評論社)に拠る｡冨山は､以下のように述べる｡

この新たな共同性とは､かつてあった伝統でもなければ､近代とは無縁の小宇宙でもなく､あえていえば､

近代を希求しっづけてきたがゆえに発見され､構成された過去であり､過去の記憶である｡またそれは､

｢日本人｣になるということにかかわるすべての人々に共有され､｢日本人｣になるということが生みだした

暴力により殺されていった人々との共同性を確保する思想である0

本稿ではこれに学びながら､｢新たな共同性｣を ｢植民地主義に拠る暴力の痛みの共有を起点として求める共

同性｣という意味あいで用いている｡

(6)ルオン ベン ｢ベ トナムの多言語社会における言語教育｣､『多言語社会における言語教育に関する研究-ベ

トナム ･タイグェン省をフィール ドとして-』(平成15-17年度科学研究費補助金基盤研究(B)(2)課題番号154020

49第1年目研究成果中間報告書 (研究代表者村上呂里)所収､43-50頁｡

(7)注(3)に同じ｡

(8)『年報 地域文化研究』編集委員会､『年報 地域文化研究』第6号､2002年､1-17頁｡

(9)チャン チ ノーイハノイ国家大学教授 (少数民族言語教育研究者)は､2005年8月23日に筆者等がハノイ国

家大学の氏の研究室で行ったインタビューで､｢フモン族に対する民族語教育が成功しているという見方がある｡

成功したのなら､なぜ成功したと考えられるか?｣という質問に対して､｢誰が成功したといったのか｡｣と激し

く反論し､現在成功している民族や地域はないからこそ､自身が教育訓練省に対して提言をしなければならない

のだという旨述べた｡

(10) (石井米雄監修､桜井由窮雄 ･桃木至朗 『ベ トナムの事典』(同朋舎)および今井昭夫､岩井美佐紀編 『現

代ベ トナムを知るための60章』(明石書店)の ｢8 多民族国家｣(53-56頁)を参照した｡

(ll)LuongBen,TinhHinhPhatTrienChucuaTay-Nung,VienNgonNguoVietNan,NhaXuatBanKhoaHoe

XaHo主HaNoi,1993

(12)NguyenHuuHoanh,TinhhinhsudungngonngucuanguoiHmOng,Canhhuongvachinhsach,VienNgonNgu

Hoe,CanhHuongvachinhSachngonnguoVietNan,Nhaxuatbankhoahoehoュ,2002年,322-339頁｡

(13)NguyenHuuHoanh･TaVanThong,〝DoiSongNgonNguCuaNguoiDao〝,TrungtankhoahoexahoュVanhan

vanquocgia,Vienngonnguhoc,CanhHuongvachinhSachngonnguoVietNa恥仙axuatbankhoahoe

ho主,2002年,341-355頁｡

(14)冨田健次 ｢ベ トナムの言語｣(大野徹編 『東南アジア大陸の言語』大学書林､1987年)､今井昭夫 ｢ベ トナ

ムの言語と文化-クオツタ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)､岩月純一の一連の研究 (｢『ベ トナム語意識』の形成と 『漢字/漢文』-『南風雑誌』に見る｣､『東南ア

ジアー歴史と文化』24号､1995年)､｢『ベ トナム語意識』における 『漢字/漢文』の位置について｣､『ことばと

社会』1号､1999年)､｢ベ トナムにおける 『近代的』漢文教育についての一考察｣(木村汎他編 『日本 ･ベ トナム

関係を学ぶ人のために』世界思想社､2000年)､｢近代ベ トナムにおける 『漢字』の問題｣(村田裕次郎 ･C.ラマー

ル編 『漢字圏の近代』､東京大学出版会､2005年)等を参照した｡またベ トナム解放運動の担い手による識字運

動に関しては､前掲今井論文も参照しているNgoVanCat,VietNanChongNanThatHoc,Hanoi,N.H.B.giaoduc.

に拠って述べる｡

(15)カンボジアから見れば､ベ トナムは侵略国である｡

(16)本報告書所収フアン ミン ハック (PhamMinhHac)『非識字撲滅 と小学校教育普及の10年 〔1990-2000〕の

歩み』｢2.ベ トナムの教育に関する一般的な紹介｣(N.‡.Bchintriquocgia､2000年)に拠る｡

(17)前掲 『資料 ベ トナム解放史』第 1巻､231頁｡

(18)古田元夫 『ベ トナムの世界史』東京大学出版会､1995年､130頁｡

(19)同前書､142頁｡
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(20)古田元夫 『ベ トナム共産主義者の少数民族政策史一革命の中のエスニシティー』大月書店､1991年､224頁｡

(21)日oChlMlnh,"chongNanThatlloc"､初出はBaoCuuquoc,so58(1945年10月4日)､HoChlMlnhToanTap

4､NhaXuatBanChlnhTriQuocGlaHaNo1､2002年所収｡36-37頁｡翻訳は那須泉に拠る｡

(22)vuongKlemToall,VuLan,Hottruyenbaquocngu(…ottoChuccongKhencuaDangChongnanchu1938-

1945),

(23)NgoVanCat,VleLNanChongNanThatHoc,Hanol,N.X.B.GlaODuc(41頁)に拠る.残念ながらこの国

語教科書の原本を見ることはできなかった｡

(24)前掲､今井昭夫 ｢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ー｣224頁｡

(25)初出はDong Duong誌.HoChlMlnhToanTapl所収のものに拠った｡なおこの全集では､1923-1924年の

項に収められ､年月日は記されていない｡本文中に1924年のことに関する記述が見られることから､1924年に発

表されたものと考えられる｡

(26)p･フレイレ著､小沢有作 ･楠原彰他訳 『被抑圧者の教育学』亜紀書房､1979年､序章訳注､1頁｡

(27)NgoVanCat,VletNa川ChongNanThatHoc,Hanol,N.X.B.GiaoDuc(28頁)｡

(28)同前書､31頁

(29)同前書､53頁

(30)｢ベ トナムにおける母国語の解放と教育｣､小沢有作編 『民族解放の教育学』亜紀書房､1975年

(31)Ngonngu､2000年1月号 (121号)｡なお本報告書に訳文全文 (那須泉訳)を所収 している｡

(32)IIIoanVanHanh〝,MayVanDeVeCanhHuongVaChlnhSachNgonNguoVletNam-ThucTrangVaTrlen

Vong〝, Vlen Ngon Ngu,〝canh Huong Va Chlnh Sach Ngon Ngu o VletNam〝,Nha Xuatban Khoa Hoc Xa

Hot,2002,p3卜45.なおこの論文の邦訳は､解説 梶村光郎 ･翻訳 那須泉 ｢ホアン ヴァン ハイン 『ベ トナム

における言語政策とその状況にかかる諸問題一現状と展望』について｣(『多言語社会における言語教育に関する

研究-ベ トナム ･タイグェン省をフィール ドとして-』(平成15-17年度科学研究費補助金基盤研究(B)(2)課題番

号15402049第l年目研究成果中間報告書､研究代表者村上呂里)に所収 しているO引用箇所は62頁｡

(33)古田元夫 『ベ トナムの世界史』東京大学出版会､1995年､113頁)

(34)以 F､グェン キム ターン (NguyenKlmThan)｢言語に関するホ-主席の遺産を理解する際の一考察｣ に

拠り､独立国家樹立以降の言語教育を基本的に方向づけたホーチミンのベ トナム語観を踏まえておく｡

(35)広木克行 ｢民族の独立と教育の創造｣『教育』1972年12月号､No271､91頁｡

前掲､今井昭夫 ｢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ー｣の221-225頁を参照した｡

(36)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｣(前掲 『多言語社会

における言語教育に関する研究-ベ トナム ･タイグェン省をフィール ドとして一』所収､83頁｡

(37)前掲 『資料 ベ トナム解放史』第1巻､513頁C

(38)LuongBen,TlnhHlnhPhatTrlenChucuaTay-Nung,VlenNgonNguoVletNan,NhaXuatBanKhoaHoc

XaHotHaNot,1993

(39)VuBa‖ung,PhamVanHaO,HaQuangNang,〝canhHuongTlengThal〝,VlenNgonNgu,〝CanhHuongVaChlnh

SachNgonNguoVletNam〝,NhaXuatbanKhoaNocXaHoi,2002,p277-321.

(40)1896(明治29)年6月､沖縄県那覇高等小学校訓導仲本政世は､『沖縄語典』を著 している｡｢編纂ノ大意｣

にはつぎのような箇所がある｡漢学をは前近代的であるとし､その対比のもとに日本語- ｢普通語普通文｣こそ

近代化を担いうるとして､その ｢焦慮｣を述べている｡

本県-昔ヨリ漢学盛ナリシタメ高尚ナル熟語ヲ知ル人アルモ之ヲ利用シテ日用二勉スルコ ト甚夕砂シ此ノ傾

向尚滅セズシテ疾二知得シタ/レ言語文字モ普通語普通文ニテ表示スル時ハ了解セザルモノスクナカラズ予是等

ノ幣ヲ除カン トテ焦慮スルコ ト久シ

(41)『ベ トナム共産主義者の少数民族政策史一革命の中のエスニシティー』､543頁o

(42)同前書､523頁O

(42)原題はChuvletCuaCaCdanLocthleuSO0VletNamである｡VlenNgonNgu,〝canhHungVaChlnhSach

NgonNguoVletNam〝,NhaXuatbanKhoaHocXaH01,2002,16卜191頁｡

(44)前掲ルオン ベン ｢ベ トナムの多言語社会における言語教育｣(前掲 『多言語社会における言語教育に関す

る研究-ベ トナム ･タイグェン省をフィール ドとして-』所収)､48-49頁を参照されたい｡

(45)｢ホアン ヴァン ハイン 『ベ トナムにおける言語政策とその状況にかかる諸問題一現状と展望』について｣
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(『多言語社会における言語教育に関する研究-ベ トナム ･タイグェン省をフィール ドとして-』所収)､63頁｡

(46)BociaoDueVaDaoTao,DuanglaOduclopnghlePVuSOngngu,"vanDeTlengDanToeChoHocSlnh

DanToeTrongTleuHocoVletNam〝,BaocaodedantaiHoithaosongngu-NinhThuan26-28/1999

(47)前掲ルオン ベン ｢ベ トナムの多言語社会における言語教育｣(前掲 『多言語社会における言語教育に関す

る研究-ベ トナム ･タイグェン省をフィール ドとして-』所収)､49頁を参照されたい｡

(48)2004年9月14日､言語学院において行ったインタビューに拠る0

(49)前掲ルオン ベン ｢ベ トナムの多言語社会における言語教育｣(前掲 『多言語社会における言語教育に関す

る研究-ベ トナム ･タイグェン省をフィール ドとして-』所収)､45頁を参照されたい｡

(50)前掲 『多言語社会における言語教育に関する研究-ベ トナム ･タイグェン省をフィール ドとして-』所収､

87-92頁｡

(51)｢ベ トナム少数民族地域に於ける言語教育の課題-タイグェン師範大学ロック学長-のインタビュー｣前掲

『多言語社会における言語教育に関する研究-ベ トナム ･タイグェン省をフィール ドとして-』所収)､10頁o

(52)2004年9月14日､言語学院においてグェン バン ロイ副院長に行ったインタビューに拠る｡なおベ トナム語

の国家語化の主張については､前掲 ｢ホアン ヴァン ハイン 『ベ トナムにおける言語政策とその状況にかかる諸

問題一現状と展望』について｣(『多言語社会における言語教育に関する研究-ベ トナム ･タイグェン省をフィー

ル ドとして-』所収､59-70頁)において､梶村光郎も注目している｡
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