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終 章

以上､｢独立宣言｣以降のベ トナムにおける言語教育史を辿ってきた｡あわせて比較考

察のために､沖縄地域と小学校 ｢国語科｣成立との関わりを考察 した論考と､戦後沖縄で

起こった ｢学力問題｣に関する論考を収めた｡

近代言語教育史の歩みは国民国家形成と不可分のものとしてある.｢国家と言語JIE(】) を

論 じた古田元夫は､ベ トナムの言語政策をふ りかえりつつ､そこに ｢フランス革命期のフ

ランスや明治期の日本とは異なる｣国民国家形成の可能性を見出している｡もしそ うであ

るならば､｢国語教育｣研究に関わってきた筆者 としては､ベ トナム言語教育史の歩みの

内に国民国家形成と一体となった ｢制度としての近代言語教育｣の持ちうる可能性 (光)

を探 りたいという思いがある｡ しかしながら､光を見出すためには､その歩みが孝んだ影

(矛盾)をも見据える必要があるだろう｡

ベ トナム言語教育史について沖縄地域を中心とした近代 日本言語教育史の検証で得た視

座をもとに比較考察を行い､｢内に根のある語｣(柳田国男)の尊厳が保障される言語教育

-の展望を見出すことが､本研究の最終目標である｡ しかしながら現時点では未だ考察が

不充分であり､ここでは比較考察の際に重要なものとして浮かびあがってきた論点を示す

にとどめたい｡

(1)｢国語｣｢国家語｣をめぐって

｢国語｣および ｢国家語｣という概念は､ベ トナム言語教育史において各々重要な意味

を担っている｡
//オ ノクグ-

独立国家の確立期である第 Ⅰ期には､独立の父ホー チ ミンは ｢国 語｣ という用語を

好んで用い､国民意識形成において重要な意味を担わせた｡ しかしながら少数民族地域の
クオ ツクグ-

自治地区政策がとられた第Ⅱ期以降には､｢国 語｣という用語は公文書で次第に用いられ

なくな り､｢普通語｣ とい う用語が用いられるようになっている｡第 Ⅱ期に展開された

｢ベ トナム語の純粋性を守る｣運動においても､｢ベ トナム語｣ とい う用語が用いられ､
クオ ツクグー

｢国 語｣という用語は見えない｡市場開放政策に転換 し､経済発展が一定の成功を収めさ

らなる発展をめざす第Ⅳ期に今度は､ベ トナム語を ｢国家語｣として制定すべきであると

いう議論が登場 した｡1895年上田万年が ｢国語は帝室の藩犀なり｣｢国語は国民の慈母な

り｣という言葉を掲げた 『国語のため』(冨山書房)を刊行 して以来､｢国語｣という概念

が大きく揺らぐことなく一貫して空気のように存在 してきた日本とは明らかに異なる状況

がそこにはある｡

田中克彦は ｢国語と国家語｣注(2)という論考で､｢国語｣は ｢複数の言語の存在以前の､

したがって､日本社会が､日本語だけを用いていることを当然とする､自閉的な言語認識

が生んだ､法律以前の､情緒的な表現である｡｣のに対 し､｢国家語｣は ｢必ず しも愛の対

象でもなければ美 しくある必要もな｣く､法的に ｢国家業務を遂行するための機能に対す
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る命名である｡｣とその相違を指摘 し､｢国家語｣は ｢国語｣という用語に比 して ｢理性的

冷静な｣質のものであるとする｡そして ｢国語｣という用語は ｢日本帝国が海外に植民地

を所有 しはじめたときには､この新 しいにもかかわらず古めかしい感 じのする用語はすで

にその生命を閉じかけていた｡ じつはそのときに問題 となるべきは 『国家語』だったので

ある｡｣と述べている｡

ここで日本における ｢国家語｣に関する論を見ておく｡ 日本において ｢国家語｣概念に

ついて本格的に論 じたのは保科孝一であった｡江 (3) 保科は1930年 『国語教育』 という雑誌

を創刊 し､国語教育に積極的に関わった言語学者であるが､｢国家語の問題について｣姓 (｡)

を読むと､保科がいかに民族問題に派生する言語問題に自覚的に国語教育に関わろうとし

ていたかがあらためて確認される｡この論考で保科は､つぎのように述べている｡

国家語 (Stantsprache)の問題はいかなる場合に発生するかは深甚の攻究を要するき

わめて重要なる問題である｡一体種々の民族が相集まって-の国家を構成するか､ある

いは同種の民族であっても､かれらはそれぞれ固有の言語を有するとき､その国家がい

ずれの言語によって国務を執行するかがかならず重要な問題 としてあらわれて来なけれ

ばならぬ｡その重要な問題 とはすなわち国家語に関するものに外ならない｡｣として､

言語問題が生 じたときに ｢国家語｣が論 じられなければならないとする｡そして多民族

国家とりわけオース トロ ･ハンガ リー国の動向に関心を寄せ､｢国民性および言語の尊

重擁護 と権利の均等に関する精神を貫徹せんとすれば､国家語の問題は永遠に滅びなけ

ればならぬ｡

そして ｢国家語の立場から見れば地方語や民族語の発展を許 さんのである｡｣とし､各

民族および民族語の均等の権利と国家語の制定は決 して両立しえないと結論づけているい

る｡ レーニンが肯定的にとらえた1867年制定のオース トロ ･ハンガリー国憲法第19条 ｢す

べての民族は均等の権利を有する｡｣｢各種の民族の居住する地方においては公立学校が設

備される｡ しかも他の民族語を強制的に使用せ しめられることなく､自己の母語によって

必要な教育を与えることが出来る｡｣(訳文は保科に拠る)という条項について､決 して成功

を収めておらず､むしろ問題を生 じさせているとの認識を示 している0

こうした立場から､｢国家語｣の内容を､公用語､教育語､裁判語､軍隊語の4種に分

類 し､教育語についてはつぎのように述べている｡

(前略)教育語の選定が政治上すこぶる重大な意義を有するのは､各民族は祖先伝来の言

語によって教育されてこそはじめて民族固有の精神 と性情を健全に啓培 し得るものであ

ると同時に､他の民族を同化する偉大な力を有するのである｡
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それゆえに ｢闘争の誘因となるのはつねに教育語｣であるとしている｡

｢国家語制定の必要｣ とい う章では､｢植民地に対する国語政策 (sprachenpolitik)は

同化を本旨とすると同時に治者 としての威厳を保つことを条件 とするものであ｣ り､｢母

語を異にする民族が相合 して-の国家を構成する場合､国民思想の統一を期することがい

かに困難であるかは､オース トロ ･ハンガリーをはじめその他の実例に徴 して､これを知

ることが出来るのである｡ゆえに植民地に対する国語政策 としては国家語がもっとも重大

な意義を有する｣と結論づけている｡｢治者としての威厳を保つ｣とい う条件の背景には､

｢優勢な大和民族の圧迫を受けて民族 としての勢力を支持することが出来なくなった結果｣

として ｢アイヌ語のごときその土人の消衰 とともに消衰 し｣たように､｢優勢｣民族が

｢劣性｣民族を消衰 させるとの認識がある｡ (保科の当時の認識をありのままに示すものと

して､文言をそのままあげた｡)

保科は ｢祖先伝来の言語がその独立を失なうようになると､その民族も漸次民族的精神

を喪失｣するとして､民族 と ｢祖先伝来の言語｣との一体性を重々認識するがゆえに､言

語問題が国家の統一を揺るがす重大問題であることに自覚的である｡それゆえに､多民族

国家となったとき､すなわち植民地を有する国家となったとき､法的強制力を伴い日本語

に対する ｢国家語｣ とい う位置づけを行 うことが必要となってくるとの問題提起を行って

いるのである｡ ｢国家語｣は日本語に対する他の ｢あらゆる民族語の地位の上昇に対する

防波堤｣ (イ ･ヨンスク) としての意味を持って提起されたが､一方で言語間に働 く政治

性を ｢理性的冷静｣に顕わにする用語ゆえに日本の風土においては敬遠 され､｢国民の慈

母｣として母なるイメージに包まれた ｢情緒的な表現｣である ｢国語｣概念にとって替わ

ることはなかった｡

古田東朔の ｢『国語』 とい う語｣(『解釈』171号､1969年)という論考に拠れば､慶応 3

年版 『英和対訳 袖珍辞書』にはdialectに ｢土音､国語｣ とい う訳語が記せ られている

という｡クニコ トバ と読まれた可能性も残るが､｢国語｣は本来土着の (vanaculer)語と

い う意味あいであったとい うことになる｡ ｢土着の語｣ とい う自然的なニュアンスが残さ

れたまま､明治20年代国家主義的な強固な意味づけがなされ､その自然性ゆえに今 日まで

｢国語｣とい う用語は空気のように生きつづけているのである｡

一方ベ トナムは､ レーニンの ｢強制的な国家語は必要か ?｣ (1914年 1月18日)等で示

された ｢諸民族の うちのある一つの民族の特権､少数民族の権利の侵犯｣がなされないた

めに､｢強制的な国家語｣は制定すべきではないとの立場に拠 り､｢国家語｣を制定 しない

立場に立ってきた｡それに拠 り第 Ⅱ期以降､ベ トナム語は公文書において､今 日に至るま

で ｢普通語｣として位置づけられ､｢ベ トナム民族共通の一般的言語 (ngonnguchungsua

congdongdantocVietNan)｣として定義されている｡

第Ⅳ期 ドイモイ期に登場 したベ トナム語を ｢国家語｣として制定すべきか否かという議

論は､いずれもベ トナムの多民族国家性を踏まえたものである｡制定すべきであるという
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議論は､多数民族キン族がベ トナム国家の中核民族であり､その言語-ベ トナム語こそが

ベ トナムの発展を担ってきたとの認識のもとに､今後の経済発展のために､少数民族に対

してベ トナム語学習により強い強制力を持たせることを意図 したものであった｡一方 ｢国

家語｣制定に反対する論者は､国家語の制定は少数民族の ｢自己卑下｣の感情 と多数民族

の ｢倣慢さ｣をより増大させると指摘 し､｢民族平等の質の向上｣のためにマイナスの働

きをし結果的に少数民族の国民教育-の参加をますます消極的にさせるとの認識を示 して

いた｡

このような議論を見るかぎり､現実に民族間の平等が保障されていることが実感 として

全民族のものとならないかぎり､保科が的確に指摘 したように ｢各民族および民族語の均

等の権利｣と ｢国家語の制定｣は決 して両立 しえないといえるだろう｡市場経済の浸透は

多数言語の機能性をますます優位性- と変えていく｡そ うした状況における多数言語の

｢国家語｣化はその優位性を国家が保障することを意味 しよう｡その意味で､少数民族語

の権利を掲げつづけてきた多民族国家べ トムにおける ｢国家語｣制定の行方は､世界全体

の今後の言語問題の行方にも大きな意味を持つであろう｡
クオツクグー

ベ トナムにおける ｢国 語｣から ｢普通語｣､そ して ｢国家語｣-とい う議論の道筋は､

植民地から独立国家-､民族の平等 と融和を理念 とする多民族国家-､さらに市場経済の

発展を担 う国家- とい う､国民国家の課題に照応す る｡ その間ベ トナム語の教科名は
クカソ//バン
｢国 文｣から今 日の ｢ベ トナム語 (TiengViet)｣-と変遷 していった｡その議論に国家

の側の意図が貫かれているとしても､そして社会主義体制下自由な討論が保障されている

とは言い難いとしても､ベ トナム語およびその教科名に対する呼称の変遷には､民族語の

平等と国民形成の課題 との間にいかに整合性を持たせ うるかとい う議論が反映されてお り､

そうした議論が積み重ねられていること自体意義があるといえるだろう｡

ひるがえって日本の公教育において ｢標準語｣から ｢共通語｣-とい う言い換えはなさ

れたが､｢国語｣概念については大きく揺 らぐことなく､｢国語科｣教育が行われてきた｡

｢国語教育｣研究者 として府川源一郎は､｢『国語科』から 『日本語科』- - 『国語』 とい

う科 目名-の疑い- ｣という論考でつぎのような問題提起を行っている｡江(4)

(前略) ｢国語教育｣は､広い意味での ｢日本語の教育｣ とい う方向-進まなければなら

ないし､教科 目自体も問い直す必要があるとい うことになる｡筆者は､さしあた り ｢国

語教育｣を ｢日本語教育｣ と改称することを提案する｡そして､公教育の中ではそれを

いわゆる ｢公用語｣として位置づけたい｡ とい うのは､公用語である ｢日本語｣以外の

言語も､公教育の中では保証されなければならないからである｡(中略)

それは､国際化時代の､今､切実に求められていることなのではないだろうか｡

ベ トナム言語教育の歩みはあらためて府川の提起が有する普遍性を証するであろう｡ 日
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本の国語教育界においても母語教育 ･公用語教育としての日本語教育の意義を踏まえた上

で､日本国土に居住する住民 (日本の公教育に参加する学習者)の多民族性 (アイヌ民族､

在 日コリアン､海外移民の二世三世たち､ニューカマーと呼ばれる外国人労働者などの存

荏)および地域性を認識 し､｢理性的冷静｣に ｢国語｣概念をあらためて研究対象として狙

上にのせ､多民族性､多言語性､多文化性を自覚した言語教育の制度およびその内実を探

る議論を行っていく必要性が浮かびあがってくるのではないだろうか0

(2)近代言語教育出立期の領域の相違

前近代､文字所有は一部統治層やエリー ト層に限られ､文字文化は統治制度と不可分に

結びついたものであった｡近代言語教育の第一義は､文字文化を全ての ｢国民｣が所有 し､

公的世界に参加することを原則とした点にある｡ここに前近代には､帝離 していた話 し言

葉 (生活語)文化圏と文字文化圏の一致のあり方が課題となってくる｡そのあり方に､国

民国家のあり方が反映される｡

日本において近代言語教育の出立期､19世紀後半から20世紀初頭 (明治10-20年代)に

かけて ｢国語｣概念の議論においては､文字としての側面ではなく､話 し言葉の側面が強

調された｡そしてそれまでの話 し言葉 (生活語)文化圏を抑圧 し､｢国語｣文化圏に入れ

換えることを志向し､｢国語｣は植民地の住民を含む民衆の日常生活世界まで教化する言

語としての意味を強く担っていた｡その核となっていったのが ｢標準語｣概念である｡そ

の ｢標準語｣が書き言葉規範 (正書法)と一体となり (補章 第 1節参照)､｢国語読本｣

(書き言葉規範)を介 して､民衆の生活語文化が劣位に位置づけられ､｢標準語｣化が進め

られるという仕組みが生まれる｡前近代､文字所有が士族男性層に限られた沖縄地域にお

いても ｢五音正シク｣する話 し言葉 (orality)の領域の教育､すなわち標準語教育が国

民形成の中核を占めた｡こうしたあり方に抗 し､学校言語-標準語と生活語の帝雛に悩ん

だ東北地域の小学校教師たちは､1930年代 (昭和前期)民衆の生活現実を生活語 (母語)

で綴るという教育方法を見出し､生活綴方運動を興 した｡民衆の生活現実を認識する武器

としての生活語による識字が民間教育運動の中で発見されたのである｡沖縄地域において

も､｢本土並み｣の ｢祖国復帰｣が実現されず､引きつづき被差別的立場に立たなければ
ウチナーグチ

ならないことを認識 したとき､その矛盾を ｢沖縄口｣で書く実践が自覚的に行われた｡被

抑圧地域において､国家が定めた言語規範に抗 う形で､民衆の生活語文化に根ざした文字

表記法を生みだし､文字文化圏に登場させるという仕組みが見られるだろう｡
クオツクグー

ベ トナムにおいてはどうであろうか｡｢国 語｣という用語においては､文字としての側

面が強調された｡第 Ⅰ期独立国家樹立期に､95パーセン トの国民を非識字者としたフラン

スの愚民化政策に抗 し､祖国の解放と独立を勝ち取るため､｢自分自身で考えることや物
クオノクグ-

事を分析することを知る訓練｣の基礎に国 語の識字を位置づけた｡独立､自由や権利 と

いった近代的概念を民衆自身のものとするために､文字文化の獲得がなされなければなら
//オyク//-

ないと考えられたのである｡また ｢国 語｣ とい う文字表記法は､それまで漢字漢文やフ
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ランス語が支配 していた公的世界-文字文化圏に､｢翻訳者｣を介することなく､直接的に

民衆が参加することを保障し､被抑圧民族 (ベ トナム民族)の身体化された言語- (声)

(｢民族語｣)をそのまま文字文化圏に顕現 しうることを保障するものとしてあった｡ こう
クオノクグ-

した意義を担 うものとして文字文化 (literacy)の領域の教育､すなわち ｢国 語｣の識

字運動が国民形成の中核とされた｡この識字運動がベ トナム近代教育の原点となる｡

ベ トナムにおいても､宗主国の言語に抗 う形で被抑圧民族の (声)を表現 しうる言文一
クオ ノクグー

致の表記法が採用され､｢国 語｣が民衆の生活語と文字文化との乗離を無くすものとして
クオ ソ//グ-

見出されたことを確認できる｡ こうした ｢国 語｣の識字運動は被抑圧民族が植民地主義

教育- 愚民化教育に抗 して興 した識字運動として先駆的な意義を持つ｡ しかしながら､侵

略に抗 しつつ独立を維持 しなければならないという緊迫 した条件下､対話的に展開される

余裕なく､政治教育とも結び､多分に注入普及的な性質を帯びていた｡また ｢被抑圧民族

の (声)を表現 しうる言文一致の表記法｣ということは､少数民族に対 してはあてはまら

ない｡それゆえに少数民族の文字所有の課題が生まれる｡独立以降少数民族の文字創造の

課題は取り組まれてきたが､民族毎に正書法を定めることの困難さ､ベ トナム語学習に連

関しやすいラテン文字表記を選択するか民族固有の文字を伝承 していくかとい う問題､

｢普通文字｣モノリテラシー指向､文字文化を所有 しないことに対する差別的まなざしお

よび少数民族自身の ｢卑下｣の感情の内面化はじめ､そこには複雑な問題が存在 してきた｡

現在も少数民族地域では ｢識字｣率の向上が課題 とされ識字教育運動が展開されている｡

大切なのは ｢識字｣の内実であろう｡今後､識字運動の出発点としての注入普及的なあり

方が､今 日の山岳少数民族地域における識字運動にも影響を及ぼしているか否か､検証 し
//オツクグ-

ていきたい｡また日本における生活綴方運動や横浜 ･寿識字運動等を紹介 し､｢国 語｣識

字運動や現在取 り組まれている少数民族地域における識字運動のあり方と交流 し､生活に

根ざした民族固有の (声)をいかに文字表記 していくかという課題をめぐる研究交流を進

めていきたい｡

(3)近代化を担 う言語の選択

ホー チ ミンが指 し示 した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 ｢民族語｣

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Ⅱ期 (2)参照)

-と引き継がれることとなる｡

独立直後のベ トナムの指導者はベ トナム語による科学技術用語の創造に早速に取 り組ん

だ｡ベ トナムは､植民地下 ｢在来語｣｢劣等言語｣とされたベ トナム語を ｢民族語｣(この

場合キン族を中心とした国民語の意)として確立させ､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｡一方で､ベ トナム語の発展の探究に

比べ､各少数民族語の発展については､理念として掲げられてはいるものの第二義的な位
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置づけにあった観は否めない｡また ｢発展｣を担いうるのはベ トナム語であるとの論調の

もとに､｢近代化｣を指標 とするベ トナム語と少数民族語との間の序列化も行われている｡

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｡

沖縄地域ではどうであったろうか｡明治期にすでに漢学に対 して近代化を担いうる言語

として ｢普通語｣(日本語)を選択する論があった｡また敗戦直後米軍占領下の沖縄では

1945年 8月教科書編集所が設置された｡｢国語｣を担当した言語学者仲宗根改善はつぎの

ような回想を残 している｡H=_(5)

(前略)大宜味朝計君がいちどぼくの所に来ましてね､｢エー改善教科書ン､方言サーイ

書カリ-ミ｣というんです｡｢君､冗談いうな｡哲学書を-頁でも方言で翻訳できるか｣

と言 うと､｢ヤサヤー､アメリカ一夕一､ムル､ムノーワカラン｣と---｡そ ういうこ

とをおぼえています｡

｢方言｣では哲学書を翻訳することはできないとの認識が明示されている｡こうした認

識は沖縄の知識人 ･教員層に共有されるものであった｡東京在住の沖縄出身知識人による

言語教育に関する提言 ｢教育は日本語で 琉球語は学問研究の対象｣には､｢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目付 『沖縄文化協会々報 (第一輯)沖縄文化』)との認識

が示されている｡沖縄地域の知識人 ･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｡ しかしながら今 日におけるウチナ-グチ復権の流れの中で､

ウチナーンチュ (沖縄人)としての認識や思いを表現する思惟言語の語桑の豊富化が話題

となっている｡

いずれにしてもベ トナム語の ｢劣等言語｣から一個の独立した ｢民族語｣-の確立の努

力とその道程は､被抑圧言語を ｢言語｣-と確立させる際の一つの重要な拠所となるであ

ろう｡

(4)｢少数民族の言語と文化の権利｣という理念と現実の間

ベ トナムでは､すでに1940年代に民族語学習権の理念が掲げられ､独立以降は憲法で少

数民族の言語 と文化の権利が保障された｡ したがって今 日に至るまで国家によって母語

(民族語)が厳 しく抑圧 されることはなく､今回のフィール ド調査においても地域で民族

語は生活語として息づいてお り､存続-の危機感は感 じられなかった｡それ自体 ｢少数民

族の言語と文化の権利｣の理念が掲げられた ｢成果｣といえよう｡

一方で現実には､ベ トナム語と少数民族語の間､さらに文字を所有する言語としない言

語の間に厳然たる差別が存在することもうかがえた｡また筆者等が参観 した多民族クラス

におけるベ トナム語学習において､少数民族生徒の母語文化を踏まえた学力保障の手立て
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はなされていなかった｡さまざまな試行と失敗を重ねながら､掲げられた理念を実質的に

実現するためのバイ リンガル教育カリキュラム編成 ･教員養成に関する研究はようやくそ

の緒に就いたばかりであるというのが率直な感想である｡国家主導で ｢少数民族の言語と

文化の権利｣という理念を実現 していくことがいかに困難であるか､あらためて浮かびあ

がってくる｡

ドイモイ期に民族融和のメッセージが強く打ちだされるとともに民族語教育を実質的に

推進する研究が始められた背景には､工業化を担 う国民形成を行い､緊張関係の要因となっ

ている少数民族と多数民族との経済格差を是正 しようとする国家の側の意図がある｡保科

が指摘するようにそもそも民族語の権利 と国民形成の課題 とはそもそも両立しえないのか

否か､国家主導による ｢民族語の権利｣の行方をさらに注視 していきたい｡

なお沖縄地域では､2006年 3月29日県議会で､毎年 9月18日を ｢しまくとうばの日｣と

することを可決した｡かつては禁止された ｢方言｣が ｢しまくとうば｣として復権された

のである｡今後､ベ トナム少数民族地域と地域語 ･民族語文化の復権､自律的継承発展を

めざした授業交流等に取 り組み､｢自らの言語の権利｣を自律的に担 う力を地域間で相互

的対話的に形成 していくことを課題 としたい｡

(5)市場経済化と少数民族語の継承- 言語観をめぐる葛藤 -

市場経済化は多数言語の機能をますます強化 し､その優位性を堅固なものとしていく｡

言語を機能性の面からとらえるかぎり､すなわち言語-道具観に立つかぎり､少数言語の

継承は意味を持たないことになる｡ベ トナム語は被抑圧言語から1つの独立した ｢民族語｣

(国民語)としての地位を勝ち取ったが､少数民族語に対 しては多数-優勢言語として位

置し､そこには厳然とした言語差別が存在 してきた｡差別から解放され市場経済化に乗 り

遅れまいとして､少数民族自身の間で単一言語教育要求が生まれる｡ベ トナムが掲げてき

たベ トナム語 (普通語の普及)と少数民族語の継承発展という理念は､常にアポリアに直

面してきたといってよいだろう｡

第Ⅱ期第 1次バイ リンガル教育の試行 ･失敗から第Ⅳ期第 2次バイ リンガル教育の模索

-の展開においては､民族語のベ トナム語を学ぶための ｢架け橋｣(道具)としての位置

づけから､一つの学ぶべき価値ある文化としての位置づけ-の転換が課題 となっていた｡

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

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
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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 しうる砦となり､

少数言語の継承発展を支える言語観 となりうるであろう｡ しかし一方でいくら少数民族語

が文化として称揚されても､その生活現実から発せ られる (声)(認識､喜びや哀 しみ､

怒 り､願い等)が表現され､受けとめられなければ､少数民族自身の解放にはつながって

いかない｡その意味でこうした言語-文化観と ｢方言詩論争｣(東北地域)の中で見出さ

れていった言語-生活認識の武器観と一体となった識字のあり方が必要になってくる｡

そ うした観点からも少数民族地域で行われている識字運動の内実が重要となってこよう｡

今 日の社会を生き抜くベ トナム語識字能力の保障は切実な要求であり､保障の手立てがな

されなければならない｡一方で市場経済社会-の適応の道具として文字を学ぶ機能的識字

の立場にのみ立つかぎり､少数民族とそこに関わる人びとの自己解放と相互的解放はもた

らされないだろう｡外国人である筆者等がどうその課題に関わりうるか問われるが､生活

綴方運動や横浜 ･寿識字学校の実践､沖縄地域におけるウチナ-グチ文化の自律的発展や

夜間中学での実践等を紹介 し､今後とも対話的研究交流を続けたい｡そして少数民族語を

学ぶべき価値ある文化 とする立場に立つ第 2次バイ リンガル教育の行方を注視 していき

たい｡

(5)バイリンガル教育の発展を支える言語学力観

市場経済化の流れの中で､少数民族の親たちの間でベ トナム語単一言語教育要求が高まっ

ていることは､今回のフィール ド調査においても確かめられた｡こうした要求は戦後沖縄

の ｢学力問題｣(補論 第 2節参照)の中でも顕著に見られた｡バイリンガル教育の発展

の基礎となる言語学力観をどのように構想 していくか､すなわちバイ リンガル (多言語)

教育においてどのような言語学力が育まれるのかを明らかにするという共通の課題がそこ

にはある｡

その際､拠 り所となるのは､少数民族の長老によるつぎの言葉である｡

それから実は､第三者が言語学的に勉強する時､普通語というのはタイ一語よりも易

しいのです｡タイ一語というのは非常に深みのある言葉です｡子どもたちはコミュニケー

ションとしてタイ一語は使っているけれども､それはタイ一語の中のごく一部のボキャ

ブラリー､語嚢を使ってコミュニケーションしているのであって､もっともっと豊かな

タイ一語の世界というところまで知らない｡知らないまま､だんだん普通語の中に入っ

てしまう｡これはやはりタイ一族として悲しいと思います｡だからタイ一語の豊かさ､

タイ一語の広がり､ふくらみを､タイ一族の子どもたちに知ってもらえるような､教育

カリキュラムをベン先生がつくってくれると良いなと思っています｡

この長老は教員でも､もちろん研究者でもないが､比較言語的な視点をさりげなく語っ

ている｡母語 (民族語)の土壌を深く豊かにすることによって､第 2言語としての ｢普通
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語｣学習が容易なものとなるという視点である｡ 自ら習得 した2言語を比較する位置から

語られている｡

沖縄地域の言語教育を探究してきた儀間進 (高校教諭)も同様なことを指摘 している｡T._(6)

(注 沖縄の共通語のあり方について)つまり､生活語 としての豊かさ､深さがない｡

だから一般にぼくたちの言葉は硬直した感 じを与える｡方言の持っている生活や感情の

ひだひだをすくいあげていたあの豊かな言葉は､どうしても共通語のなかでは生きてこ

ないのだろうか｡不思議である｡

でもよく考えてみると､方言を卑 しみ､良くない言葉 として切 り捨て､そのかわりに

外国語を教え込むような共通語 (標準語)教育をした結果が､このような歪みとなって

あらわれているのである｡

そのことは､方法の問題 としていうならば､生活語としての方言を大切にし､高めて

いくことを通 じて､逆に共通語としての日本語をも高めていく方法を確立すべきであっ

た｡そ うでなかったために､方言のもっている表現のふくらみを忘れ､同時にそれに対

応する共通語のふくらみを忘れ､同時にそれに対応する共通語のふくらみを理解するの

に困難がともなう結果になった｡

母語の土壌を豊かにしなければ ｢共通語｣も豊かにならないという指摘である｡基礎 と

して母語の土壌を豊かにし､その発展として第2言語を学び､2言語を比較することによっ

てメタ言語意識が育まれる｡基礎段階が貧 しいものとなれば､当然発展段階も貧 しいもの

とならざるをえない｡メタ言語意識を身につければ第 3の言語を学ぶ際にも活用すること

ができ有効であるo多言語を操って生きていくことが求められる社会において､単一言語

教育では育成できないメタ言語意識に関わる学力論の構築が必要であろう｡そのことを奇

しくもベ トナム少数民族地域の長老､そして沖縄地域の教員の両者が共通 して指摘 してい

るのである｡単一言語教育指向に対 して､学力論の立場からバイ リンガル (多言語)教育

の意義を明らかにし提示していくことが今後の課題 となろう｡

もう一つ少数民族語学習と学力をめぐる重要な論点として､市場経済化や ｢開発｣に抗

する学力論をどう構築していくかという論点がある｡

グローバ リゼーションと一体となった優勢言語のさらなる優勢化-向けた力は強大であ

る｡市場経済化に適応する学力を求めるかぎり､単一言語教育を志向するしかない｡一方

で､自然を破壊 し､文化の均質化を招く市場経済化 ･グローバ リゼーションに対 して ｢持

続可能な開発｣を求める立場から､地球生態系の重要な要素として少数言語をとらえる議

論が起こっている｡少数民族言語は､地球生態系の一員として生き､地球生態系を維持保

全していく知恵に満ちている｡往 (7)
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実用的な価値 (世界の多くの言語がもつ先住民の知識など)に加え､世界の生態系と

言語が健康に存在することが､種としての人間の生存の持続にとって必要とされている｡

地球の持続可能な未来をひらき､種としての人間の生存の持続を図る上で､少数言語を

維持することは重要な意味を担 うというのだ｡地域の長老は ｢民族語は民族の本質である｣

と述べた｡共同体で育まれた言葉には､因習に囚われた語嚢も少なくないかもしれないが､

一方で人と人との関わりおよび人と自然との関わりを豊かにする精神世界を表す語桑にも

満ちている｡｢少数言語の豊かさやふくらみを学ぶことは地球の持続可能な未来をひらく｣

という立場に立った ｢言語と学力｣論の構築が求められる｡
チム

沖縄地域には､たとえば ｢肝｣を中心とする語嚢が数多く存在 し､沖縄文化は端的に
チム チム チムジュ チム//リ

｢肝の文化｣と表される｡｢肝の文化｣に関わるこまやかな語嚢 (肝晴らさん､肝苦さん､
チム フ チムガナ チム

肝解 じゆん､肝愛さん､肝 どんどん-)を学ぶことによって､人と人が ｢共に生きる｣関

わりの豊かさを学ぶことができるだろう｡ 今後､ベ トナム少数民族地域と沖縄地域が､

こうした精神世界と一体となった地域語 ･民族語文化の継承発展をめざす授業づくりの交
オ-ル タナテ イプ

流を図り､市場経済化とは異なるもう一つの ｢開発｣のあり方を提示 し､学力観を構築 し

ていくことが､地球規模の課題であるといえよう｡

(注)

(1)西川正雄 ･小谷江之編 『現代歴史学入門』東京大学出版会､1987年､277-309頁｡

(2)『思想』No892､1998年､76-89頁D
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