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入門期におけるベ トナムの ｢国語｣教科書の研究

- 日本の ｢国語｣教科書との比較 -

梶村 光郎

はじめに

小論は､日本とベ トナムの国語教科書の比較研究の一環として､ベ トナムにおける入門

期の国語教科書について取 り上げ､日本の国語教科書との比較を通 じて､ベ トナムの ｢国

語｣教科書の特徴 (言語観､言語教育観､教科書観)について検討 しようとするものであ

る｡このような日本とベ トナムの国語教科書についての比較研究は､これまで行われてこ

なかった｡その理由は､いろいろ考えられるが､語学や資料の面での制約が多いからであ

ろう｡我々の共同研究もベ トナムからの留学生DongTh上ThuHaと､那須泉とい う優秀な

ベ トナム語の講師との出会いがなければ具体化 しなかった｡偶々我々の共同研究はこのよ

うな条件が整っていたので目越国語教科書の比較研究に着手することができたのである｡

しかし､ベ トナム語が開設されている大学は日本では少なく､ベ トナム語を学ぶ機会は少

ない｡その上､ベ トナムは社会主義国であり､調査等を自由に行 うことも難 しい｡だから､

このようなテーマについての先行研究がないことも理解されよう｡

本研究の資料として使用する日本の国語教科書は､2001年 1月20日に検定済みとなり､

2002年度から全国の小学校で数多く使用されている､光村図書の 『こくご -ねん (上)

かざぐるま』(以下､『こくご 1上』 と称す る｡)である｡ベ トナムの国語教科書は､

『TiengViet1TapMot,Chucaivavan』(『ベ トナム語 1 1課 文字と韻』､以下 『ベ

トナム語 1/1』 と称する｡)を主に使用 し､必要に応 じて新版の2005年度版の教科書も

取り上げることにする｡ここでいう 『ベ トナム語 1/ 1』は､ベ トナム社会主義共和国の

教育人材育成省が発行 し､ベ トナム全土で小学校 1年生用として使用されている ｢国語｣

教科書である｡両者とも､比較検討する際の資料としては､全国的に数多く使用されてい

る教科書であるという意味で妥当なものと考えられる｡検討に際しては､まず第一に多民

族 ･多文化 ･多言語社会であるベ トナムにおいて､キン族の民族語であるベ トナム語を他

の民族の子ども達も学習するのはどうしてかということを確認するためにベ トナム社会に

おけるベ トナム語-｢普通語｣(文字はローマ字表記のクオツクグー-｢普通文字｣を使用

している｡)の位置を把握 し､次に 『ベ トナム語 1/ 1』と 『こくご 1 上』を比較 し､

ベ トナムの ｢国語｣教科書の特徴を言語観や言語教育観､教科書観 と合わせて検討 していく｡

なお､小論は､『日越比較言語教育研究 (1)- ベ トナム入門期 ｢国語｣教科書の考察- 』

(『琉球大学教育学部教育実践センター紀要』第10号､2003年 3月)の ｢第4章､入門期にお

けるベ トナムの 『国語』教科書の研究｣を加除修正 したものであることを断っておきたい｡
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1.ベトナム社会におけるベトナム語の位置

ベ トナムは､多民族 ･多文化 ･多言語社会である｡54の民族に分かれ､それぞれの民族

が独自の民族語を有している｡と同時に､文化面においても､民族のルーツの違い､同じ

民族でも中国文化の影響の有無､宗教の違いなどがあり､それらが民族の文化にも及んで

各民族の文化の多様性を作 り出している｡ここではまず､この小論のテーマを考察するた

めに､ベ トナムの民族 (-民族語)の実態を人口を含めて確認しておこう｡

1989年段階のデータであるが､各民族の系統 ･民族名 ･人口は次のとおりである｡

(1)オース トロアジア語族

(ヨベ ト･ムオン系

キン族 (6500万人)､ムオン族 (91万4000人)､

トー族 (5万1000人)､チュット族 (2400人)

②モン ･クメール系

クメール族 (89万5000人)､バナ族 (13万7000人)､ソダン族 (9万7000人)､

フレ族 (9万4000人)､チョホ (コホ)族 (9万2000人)､ムノン族 (6万7000人)

ステイエン族 (5万人)､コム族 (4万3000人)､ブルヴァンキエウ族 (4万人)､

チョトウ(コトウ)族 (3万7000人)､ジェチエン族 (2万7000人)､

タオイ族 (2万6000人)､マ族 (2万5000人)､コ一族 (2万3000人)､

チョロ族 (1万5000人)､シンムン族 (1万1000人)､カン族 (4000人)､

マン族 (2300人)､プラウ族 (250人)ロマム族 (250人)､オズ族 (100人)

③タイ ･タ-イ系

タイ族 (119万人)､タ-イ族 (104万人)､ヌン族 (70万5000人)､

サンチャイ族 (11万4000人)､ザイ族 (3万8000人)､ラオ族 (1万人)､

ル族 (3700人)､ボーイ一族 (1450人)

(むモン ･ザオ系

モン族 (55万8000人)､ザオ族 (47万4000人)､パテン族 (3700人)

⑤カダイ系

ラチ一族 (8000人)､コラオ族 (1500人)､ラハ族 (1400人)､プペオ族 (400人)

(2)オース トロネシア語族

ザライ族 (24万200人)､エデ族 (19万5000人)､チャム族 (9万9000人)､

ラグライ族 (7万2000人)､チュール一族 (1万1000人)

(3)シナ ･チベット語族

(∋漢系

ホア(華人)族 (90万人)､サンジウ族 (9万4630人)､ガイ族 (1200人)
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(ヨ チベット･ビルマ系

ハニ族 (1万2500人)､フーラ一族 (6500人)､ラフ一族 (5400人)､

ロロ族 (3200人)､コン族 (1300人)､シラ族 (600人)

以上の54の民族の人口比からも分かるように､キン族が圧倒的多数を占めている｡ この

傾向は､1999年の調査においても変わらず､ベ トナムの総人口約7600万人の うちキン族が

占める割合が約90パーセン トであるとい う｡ベ トナム語は､このように圧倒的な人口を有

するキン族の民族語である｡政治 ･経済 ･文化などの領域におけるキン族の勢力の大きさ

もあり､各民族間のコミュニケーションの手段 として政治的にも位置づけられ ｢ベ トナム

民族共通の一般的な言語｣ (ホアン ･ヴァン ･-イン) と見なされている｡そのことをベ

トナム社会主義共和国の政府委員会第53/CP号決定 (1980年 2月22日交布)は､次のよう

に言 う｡

｢普通語 と普通文字はベ トナム民族共通の一般的な言語である｡各民族や各地域が様々

な分野 一 経済 ･文化 ･科学技術 ･民族間の団結強化 ･各民族が平等である権利の確立 -

で一様に発展するために､それは相互の間で不可欠な交流手段 となる. したがって全ての

ベ トナム国民は普通語と普通文字を学習 し使用する権利 と義務があるわけである｡｣

ここで言 う ｢普通語｣とはベ トナム語のことであり､｢普通文字｣とはベ トナム語をロー

マ字表記 したクオツクグーのことである｡ このベ トナム語 とクオツクグーが ｢ベ トナム民

族共通の一般的な言語｣(言葉 と文字)､つまり共通語 (言葉 と文字) としてベ トナムにお

いては使用されるということである｡多くの民族を抱えるベ トナムにおいて､各民族や各

地域の間の調整のために共通語が必要とされるのは､意志の疎通や政策遂行などの面から

も当然のことである｡ しかし､｢様々な分野一 経済 ･文化 ･科学技術 ･民族間の団結強化 ･

各民族が平等である権利の確立 - で一様に発展するために｣ とい う理由だけでは､ベ ト

ナム語 とクオツクグーを共通語にするには無理がある｡なぜならば､ベ トナム語やクオツ

クグーは､キン族の ｢民族語｣であり ｢民族文字｣であるからである｡このことは､1992

年に制定されたベ トナム社会主義共和国憲法の第 5条の以下のような文言に抵触するので

はないかという疑問を抱かせる｡

｢ベ トナム社会主義共和国は､ベ トナムの国土で各民族が共生 していく統一国家である｡

国家は､各民族に対 して平等な政策 ･民族間の相互団結を推進 し､民族差別や民族間の不

和を厳重に禁ずる｡各民族は､言葉や文字を使 う権利を有 し､民族の特質を保ちつつ秀で

た風俗 ･習慣 ･伝統 ･文化を発展継承することができる｣

つまり､キン族 という一民族の ｢民族語｣と ｢民族文字｣であるベ トナム語 とクオツク

グーを ｢ベ トナム民族共通語｣ (言葉 と文字) として政治的に位置づけることは､各民族

の ｢民族語｣や ｢民族文字｣を使用する権利を阻害 し､民族の差別や民族間の不和をまね

かないかということである｡ しかし､このことについて他の民族から不満があったという
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事実は確認されていない｡それはなぜか｡まず考えられることは､｢各民族は､言葉や文

字を使 う権利を有 し､民族の特質を保ちつつ秀でた風俗 ･習慣 ･伝統 ･文化を発展継承す

ることができる｣と､ベ トナム社会主義共和国憲法に記述されているからではないかとい

うことである｡そして､憲法で保障されているだけでなく､実際にベ トナム語と各民族の

民族語が同時に使用できるようにするために､小学校教育でバイ リンガル教育を行ってい

るところがあるのである｡ハノイ国家大学のチャン ･チ一 ･ゾ-イ教授によれば､南部の

クメール族 (カンボジア民族)に対するバイ リンガル教育とチャウ族 (チャンホア民族)

に対するバイ リンガル教育はある程度成功したという｡このような事例に見られるように､

各民族にとって､自分達の言葉や文字を学習し､使用する権利が認められ､実際に実践さ

れているのだから､特に不満を抱く必要がなかったと考えられる｡それが第一の理由であ

る｡第二の理由は､第-の理由の根拠の一つとも考えられるが､ベ トナム語とクオックグー

がベ トナム全土で共通語としてコミュニケーションの手段として使用されていたというこ

とである｡そのために各民族がベ トナム語とクオツクグーの使用に慣れており､それらの

有用性を認識 しているために､それらに反発することがないということが考えられるから

である｡第三の理由は､ベ トナム共産党及びベ トナム社会主義共和国などの言語政策によ

り､ベ トナム語とクオツクグー-の保護があったということである｡｢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｣(ベ トナム国立人文社会科学センター

言語学学院編 『ベ トナムにおける言語政策とその状況』2001年社会科学出版社発行)を執

筆 したホアン ･ヴァン ･ハインの文章は､第二と第三の理由に関わるその辺の事情を次の

ように伝えている｡

｢確固たる方針を持ってベ トナム語を保護 し発展させた｡つまり､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｡そして言語政策のおかげで､ベ トナム語は独自の特色と輝きを放ちだし､芸術

文化や科学技術の活動にとって欠かせない強力な道具となった｡人々が日常生活でまたは

メディアを通 じて按する言葉の文化水準も明らかに高まった｡これは､党 ･国家 ･国民に

とって奇跡とさえ言える｡｣

つまり､植民地時代からすでに日常会話程度であってもコミュニケーションの手段とし

てベ トナム語が使用されていたのである｡ と同時に､言語政策により公用語として使用さ

れたり､学校教育の中で使用されたりするなどして､ベ トナム語の普及浸透が進んでいた

のである｡これ らのことについては､上述 しているが､現実にそのような状況がある以上､

人口の約90パーセン ト以上を占める人間が使用 しているベ トナム語に代わるだけの言語を

兄いだすのは難 しいだろう｡また､さまざまな分野の書籍 ･文献などもベ トナム語による

ものが多いとすれば､統一国家ベ トナムの政治 ･経済 ･文化などの分け前に均 しく預かる
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ためには､ベ トナム語を学ばなければいけないということになる｡政府委員会第53/CP号

決定で､｢全てのベ トナム国民は普通語 と普通文字を学習 し使用する権利 と義務があるわ

けである｡｣とされたのは､そのことを意味 してのことだと考えられる｡一方､そこでベ

トナム語を学習 し使用する義務があるとされたのは､多民族 ･多文化 ･多言語社会である

ベ トナムの統一性を確保するためであろう.同53/CP号決定の中で民族間の団結強化のこ

とも記述されているが､それはそのことを示 しているだろう｡また､ホアン ･ヴァン ･

ハインは､先の論文の中で工業化 ･近代化を推進する ドイモイ (刷新)期のベ トナムの

｢言語政策において必ず実現 しなければならない事項｣の一つとして､国家概念と国家意

識の重要さを次のように指摘 している｡そ うした指摘に見られるような認識からもベ トナ

ム語の学習と使用の義務化の問題が出てきていることも考慮する必要があるだろう｡なぜ

なら､日本において､国語を通じて帝国日本に相応 しい国民の形成がなされていたという

歴史があるからである｡

｢ベ トナムは多民族 ･多文化 ･多言語を統一する国家である｡それゆえ国家概念 と国家

意識は大変重要で各民族 ･国民の義務と権利の法的基盤を確立する拠 り所とならなければ

ならない｡｣

しかし､ここで注目しておきたいことは､ ドイモイ期の言語政策においては､｢国語の

思想｣による国民の形成 という観点からだけでなく､ベ トナムの工業化 ･近代化-の貢献

という観点からも､ベ トナム語の普及浸透 ということが主張されているという点である｡

『ベ トナムの人々』(海外職業訓練協会編､2001年10月発行)の ｢第 6章 学校教育｣の

記述によれば､工業化 ･近代化の要求に応えるために基礎教育のレベルで打ち出されてい

る具体策として､｢特に15歳から35歳までを対象に識字を徹底させる｡その他の年齢層に

対 しても識字教育を行なう｡｣､｢特に6歳から14歳までの子供を対象に､全国で小学校教

育の普及を基本的に完成させる｡｣などのことが計画されている｡ホアン ･ヴァン ･ハイ

ンも先の論文の中で､｢言語に関して､ベ トナム語は国家の言語であるとい う位置づけを

まず行なう必要があ｣るとした上で､｢3 言語政策上の主な方針｣として､｢国家言語と

してのベ トナム語は､(∋各民族間のコミュニケーション手段 (普通語)として､②国家機

構の業務や対外業務の正式な言語として､③小学校から大学卒業までの学校での言語とし

て､④文化 ･科学 ･芸術等の活動において有益な道具として､基本的な機能を果たす役割

がある｡｣と主張しているのである｡ これらの動きを考慮 して言えば､ ドイモイ政策の進

める国家の工業化 ･近代化に貢献するために､ベ トナム語の普及浸透をさらに図ったり､

その機能をさらに発揮させるためにベ トナム語を国家言語にすべきだということであろう｡

そうだとすると､帝国日本に相応 しい国民の形成という課題を背負った ｢国語の思想｣と

は異なる ｢国語の思想｣がベ トナムでは展開されているということになるだろう｡同時に､

指摘できることは､限定された資料からではあるが､ベ トナムの各少数民族の子ども達が

ベ トナム語を学ぶことの背景に､彼 らを人材 として育成 し､ ドイモイ政策に総動員させよ
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うという国家的意図があるということである｡そして､このことは各民族や各地域におい

て､一様に発展 していく上で必要なことだと考えられているのである｡それでは､以上の

ようなベ トナム語の地位や事情は､ベ トナムの ｢国語｣教科書にどのように反映している

だろうか｡次に､日本の入門期の国語教科書と比較 して､ベ トナムの入門期の ｢国語｣教

科書の特徴を見ていくことにする｡

2.入門期のベトナムの ｢国語｣教科書の特徴

ベ トナムと日本の二つの ｢国語｣教科書を比較 してみると､日本の光村図書出版の 『こ

くご1上』はA5判サイズで､『ベ トナム語 1/ 1』 はB5判サイズである｡それゆえ､

字のサイズや挿絵も大きいので 『こくご1上』の方が 『ベ トナム語 1/ 1』よりも読みや

すいということができる｡ しかし､『ベ トナム語 1/ 1』は､教科書のサイズが小さいた

めに､光村の教科書よりも字や挿絵が相対的に小さくなっている｡ しかし､強調 したい字

を赤や青や緑で印字 したり､挿絵を光村の教科書と同様ふんだんに盛 り込むなどの工夫が

見られる｡表紙も､光村の芸術性の高い表紙絵に対 し､ベ トナムのものは子どもを三人登

場させてA､ B､Cの各文字をそれぞれに持たせる絵を表紙絵としてお り､入門期の教料

書として子ども達がその教科書に親 しみを覚えるように配慮されているといえるだろう｡

2005年に改訂された新 しい 『ベ トナム語 1/ 1』は､薄い黄土色を背景に､おそらく教員

と思われる白いアオザイを着て花束を抱えている若い女性と､その女性の周 りに集まって

いるラン ドセルを背負った私服の子ども達が7人描かれている明るいイメージの表紙絵と

なっている｡この新 しい教科書も､自分たちの学校生活の一端を描いているという点で親

しみやすいものとなっている｡

使用されている紙の質に注 目してみると､光村のものはやや厚めの上質紙を使用 し､

『ベ トナム語 1/ 1』の方は両方とも中質紙を使用 している｡本の取 り扱いになれていな

い子ども達であることを考えると､手触 りもよく厚手の丈夫な紙の教科書の方が､破れに

くいという点と美的観点から見て入門期の教科書に相応 しい｡ベ トナムで子供向けの出版

物がどのようにして発行されているのか不明であるが､この点は今後の改善点の一つであ

ろう｡経済面での向上がよりいっそう進めば､この紙質の問題にも改善がみられるであろ

う｡今後どうなるか注目したい点である｡

次に頁数を確認 してみると､『こくご 1上』は98頁｡旧版の 『ベ トナム語 1/ 1』は124

頁である｡ちなみに 『国語 1下』は94頁で､旧版の 『ベ トナム語 1/2』は140頁である｡

新版の場合は､『ベ トナム語 1/ 1』は172頁､『ベ トナム語 1/2』は同じく172頁である｡

どちらも旧版の教科書よりも新版の教科書の方が増頁になっている｡これが新 しい変化で

ある｡この変化をもたらした理由の一つは､学習する課の数が､増加 したということであ

る｡『ベ トナム語 1/ 1』の例で言えば､80課から83課に増加 しているのである｡また､
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挿絵の数も旧版より増加 しているように思われる｡ ともあれ､ベ トナムの教科書の方が分

量の面では光村のものより勝っている｡ これは､日本の場合2002年度から完全実施 された

小学校の学習指導要領が､週 5日制の導入 とそのもとでのゆとり教育の推進､｢綜合的な

学習の時間｣の導入を行い､国語など教科教育の内容を厳選 して削除 したことの反映であ

る｡ベ トナムの場合､そ うした政策がとられていないし､教えるべき内容がそのまま教科

書に反映 した結果､頁数が日本のものよりかなり多くなっていると考えられる｡ この分量

を半年乃至一年の間にベ トナムの子ども達がどのように消化 しているのかとい う点につい

て言えば､教科書に沿って言葉と文字の学習が､黒板 とノー トを用いて一課毎に指導する

ということである｡2003年12月25日に訪問したタイグェン省のクック ドゥオン小学校で見

せてもらった例からの判断である｡ しかし､入学当初から､ベ トナム語で授業が行われて

いるために､ベ トナム語についていけない子 どももお り､その子は授業中 ｢お客さん｣状

態であった｡教員は､その子どもに気付いていたのかどうか分からないが､そのまま無視

して授業が進んでいった｡その点から言えば､この教科書をどの言語でどのように教えて

いくかということが､大きな課題であることを確認することができた0

それでは次に､ベ トナムの ｢国語｣の教科書と日本の ｢国語｣の教科書を内容の面で比

較するために､まず目次構成がどうなっているか見てみよう｡

光村の 『こくご1上』の目次は､次のようになっている｡

『こくご1上』の目次

あそびに きてね

おはなし よんで

どうぞ よろしく

うたに あわせて あいうえお

たんけんしたよ､ みつけたよ

･かきと かぎ

ともだち まどみちお

ことばで あそばう

はなの みち おか みちこ

･ねこと ねっこ

あいうえおの うた なかがわ ひろたか

ことばを いれて､ ぶんを つくろう

･おばさんと おばあさん

だれだか わかるかな いまもり みつひこ

は を - を つかって かこう

･おもちゃと おもちゃ
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おむすび ころりん はそべ ただし

こんな はんを みつけたよ

てがみを かこう

みんなで よみたいな/おおきな かぶ さいごう たけひこ

かんじで かこう/かずと かんじ

よく きいて､ あてよう/わたしは､ なんでしょう

ことばで あそばう

くらべて よもう

じどう車くらべ

タイヤと たいこ

ひらがな かたかな

この ほんで ならう かんじ

ひらがなひょう

かんじゃ かたかなに ついて いる しるし｡

□あたらしい かんじ｡

●よみかたが あたらしい かんじ｡

▲ あたらしい かたかな｡

それでは､旧版 『ベ トナム語 1/ 1』の場合はどうだろうか｡旧版では､特に目次は示

されていない｡で内容の面から判断して目次構成を示すと､①声調 (1課～7課)､②母音 ･

子音と文字 (8課～41課)､③音韻 (42課～80課)､というようになっている｡副題は､｢文

字と韻｣となってお り､光村の 『こくご1上』の副題 ｢かぜぐるま｣のような､文学的 ･

情緒的なものとは異なっている｡このような違いはどこから来るのだろうか｡それは､教

育観や教科書観の違いから来ているのではないかと考えられる｡それはベ トナム語の特徴

を踏まえて指導されなければならないという教育観に基づいていると考えられる｡ベ トナ

ム語には､6つの声調があり､発音の高低や曲折に関係 して意味が全く異なるという特徴

があるのである｡例えば､｢ma｣という単語は ｢幽霊｣という意味をもっている｡ しか

し､｢ma｣とい うように早く鋭く上昇することを示す声調の符号 ｢′｣がつくと､それ

は ｢母｣という意味の単語になるのである｡それは､｢かき｣と ｢かぎ｣に見られるように､

日本語の場合にも当てはまる｡ しかし､ベ トナム語の場合は､そうした6つ声調を区別 し

て発音 しなければならない単語の数が多いのである｡また､文字表記において､声調符号

を間違わないで表記 しなければ意味が通 じないのである｡だから､それらがきちんとでき

るようにするために､文字と韻について､その原則を入門期に系統立てて学ばせるという

教育方法をとるのであろう｡ したがって､入門期の ｢国語｣の教科書である 『ベ トナム語
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1/ 1』(旧版)においては､『こくご1上』のような､言語事項に関する学習以外に行わ

れる ｢書くこと｣･｢読むこと｣･｢聞くこと｣･｢話すこと｣といった言語活動能力を育てる

多様な活動の学習は､文字と声調符号と発音の力をつける言語事項に関する学習の後に､

主に展開されるということになるだろう｡文字と韻という言語事項に関する指導を優先 し

ている以上､そうしなければベ トナム語による言語活動能力を身につけ､それらの能力を

行使することはできないからである｡そ してそ うした 『ベ トナム語 1/ 1』のような学習

は､文字と韻から単語と文-と向かう系統的な学習の立場に立つものだと言えるだろう｡

一方そのような系統学習と異なる立場をとるのは､言語活動主義と称される経験主義の

学習の立場である｡そしてこの立場をとっているのが､日本の現在の国語科に関する学習

指導要領であり､それに基づいて編集 されているのが光村などの日本の ｢国語｣教科書な

のである｡言語活動主義の学習に求められているのは､質の高い言語活動であり､それを

促す ｢必要｣と ｢場｣の設定である｡ しかし､言語活動の経験から何を学ぶかは､教員の

意図はどうあれ､学習者である子どもとその子どもの経験のあり様とその意味化に委ねら

れる｡言語活動を経験させることだけが一面的に強調されると､言語事項と称される文法

や語嚢などについての学習がおろそかになる｡そのことを意識 してか､光村の 『こくご1

上』でも､ひらがな､カタカナ､漢字の表記､清音などの発音､一字一昔の原則､数と数

え方など､言語事項に関する内容を言語活動と結びつけるために取 り立てて指導しようと

している｡ベ トナムの ｢国語｣教科書の場合は､言語事項に関する取り立てての指導をよ

り徹底させる形で進めていると見てよいだろう｡

次に､教材の内容について見てみよう｡

『こくご1上』の中に ｢あそびに きてね｣ とい うユニット (単元)がある｡ 1頁に

｢あそびに きてね (ウサギの顔の絵が入っている｡つまり､ うさぎ)より｣ とい う文言

とウサギの顔の絵が書かれている｡ 2頁に ｢おはよう｣､ 4頁に ｢みえたよ うさぎさん

の お うち｣という文言があるだけで､7頁の絵本になっている｡この単元では､教員は

子ども達に絵を見せながらいっぱい話をさせるだろう｡そのことで子ども達は､国語の学

習をしているという感覚ではなくて､クイズなどをしているような感覚になり､国語の学

習に自然と入っていくことができるだろう｡また子ども達は､言葉とモノやことが対応 し

ていることも学ぶであろう｡この絵本の頁には､ウサギ以外にゾウ､ブタ､ヤギ､サル､

クマ､モグラ､ネズミといった動物が出てくる｡それぞれの動物の絵とそれらの動物の名

前を対応させながら､生き物やモノには名前があることと､それらはそれぞれ姿形は違っ

ていても ｢動物｣であるということを学んでいく｡木や花についても同様である｡この他

に､子ども達が知っている動物や木や花の名前を言わせ､さらにそれらについて知ってい

ることを言わせることで､言葉の中身がよりいっそ う豊かになるだろう｡子ども達が生活

をとお して身につけてきた言葉やその意味を確認 し､学級全体でそれ らを共有することこ

とがこの絵本 (教材)で行 うことができる｡このような授業が行える教材が､旧版 『ベ ト
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ナム語 1/ 1』にあるかどうかを見てみると､2頁から3頁にかけてのところに学校へ通

う風景の絵があり､学校で学べることの喜びを話させることはできそうである｡ しかし､

4つの雲と3羽の小鳥と5人の年齢が異なる子どもと母親 らしき人物が描かれているシン

プルな風景の絵から､言葉をたくさん引き出すことは難 しい｡ベ トナムの ｢国語｣教科書

の場合は､光村の 『こくご1上』のようなや り方ではなく､モノやことと言盛を一対一で

対応させるようなや り方をとっているように思われる｡それは､言葉の意味を概念のレベ

ルでしっかりと捉えさせようという意図からなのかもしれない｡

また､｢文字と韻｣という副題があるところからも分かるように､言語事項に関する指

導がベ トナムでは中心になるので､教材の内容としてはそのこと以外に､どんな単語が選

択されているかが問題になる｡その点で言えば､ベ トナム国民が敬愛するホーチミン主席

のことや軍隊のこと､国旗のことを取 り上げているのが注目される｡ベ トナムが統一国家

であることを子ども達に教えようとする意図がそこにはあるだろう｡ただし､新版の 『ベ

トナム語 1/ 1』では､国旗が3回とホーチミンとも見られるような眼鏡をかけたおじい

さん (しかし､必ず しもそ うだとは言えないような形になっている｡)が出てくるだけで､

旧版の 『ベ トナム語 1/ 1』のように ｢国家の思想｣を感得させるような政治的意味合い

の多い挿絵は少なくなっている｡統一国家としてベ トナムが発展 しているということから､

このような変化が生まれてきているのかもしれないが､政治主義的な色彩を薄くして教育

的な配慮をしているとも窺える｡

次に旧版で注目されるのは､車や船､ローラー車やオー トバイ､駅や飛行機､ トラク

ターなど工業化や近代化と結びつけることができる単語が示されていることである｡第 1

節で､ベ トナム語の普及浸透 と国家言語化の動きの背景に､｢国家の思想｣とともに､ ド

イモイ政策-子ども達が成人 したときに彼 らを動員する意図があったことを指摘 したが､

この旧版の教科書の中にそのことを確認することができる｡ さらに言えば､ ドイモイにも

貢献できるような国民の資質として勤勉や勤労があげられてお り､ ドイモイの成功の暁に

はリゾー トでの生活も可能であるという夢を子ども達に抱かせるような教材も散見される｡

ドイモイとの関連で言えば､新版 『ベ トナム語 1/ 1』においても同様である｡工業化 ･

近代化との関連では､小型 トラック､ローラー車､乗用車､バス､オー トバイ､病院､幼

稚園､ヨット､高層 ビル､パソコン､ トラクター､モーター､ミシン､電卓､クレーンな

どの挿絵が掲載され､伝統的なベ トナムの生活風景と対比させて､国家としての発展が印

象づけられるようになっている｡

以上のことから､ベ トナムの入門期の ｢国語｣の教科書の特徴として､入門期を意識 し

てベ トナム語の文字と韻の体系を系統的に指導 しようとしていること､子どもに興味や関

心をもたせながら言葉と意味を身近な生活と結びつけて指導できるように挿絵を多く使用

するなどの配慮があることが指摘できる｡そ して､光村の教科書と異なり､国家とドイモ

イ-の意識を高めるための工夫が単語の選択と挿絵をとお してなされていることも指摘で
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きるだろう｡

おわりに

日本とベ トナムの入門期の ｢国語｣の教科書を比較 してきた｡その結果､言語活動主義

の立場に立ち､質の高い言語活動を行なわせながら､語桑や文法の指導も行い､言語活動

能力を高めるという日本の教科書の考え方に対 して､ベ トナムの教科書は ｢文字と韻｣を

中心に声調などを踏まえて ｢普通語｣と ｢普通文字｣を系統的に指導 していくという考え

方に立っていることを確認することができた｡また両者の紙の質は異なるが､挿絵を多く

し表紙絵もより明るく親 しみやすいものにするなどの工夫が､光村の教科書ほどではない

がなされてきているのである｡教科書として工夫がなされてきているのである｡今後に残

された課題については､ベ トナムの ｢国語｣教科書の旧版と新版 との間における､より撤

密な比較検討と､高学年や中等教育レベルでの日越の ｢国語｣教科書の比較の問題がある｡

機会があれは､こうした課題に取り組みたい｡
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ベ トナムにおける少数民族問題 と教員養成

- タイグェン師範大学の場合 -

梶村 光郎

はじめに

ベ トナムは､言語や文化や宗教において異なる面を有する､54の民族からなる統一国家

である｡全人口の90%近くがキン族であり､彼らの使用するベ トナム語が ｢普通語｣とし

てベ トナム全土で広く普及 し､各民族間における全国的なコミュニケーションのツールと

して使用されている｡一方､キン族を除く53の少数民族は､独自の ｢民族語｣を有してい

るが､それに対応する ｢民族文字｣をもっていない民族も多い｡そうした状況とベ トナム

の国家的統一の維持 ･発展を目指すという政治的な事情により､ベ トナム社会主義共和国

政府は､1992年に制定 したベ トナム社会主義共和国憲法の第 5条で以下のような規定を掲

げている｡

｢ベ トナム社会主義共和国は､ベ トナム国土で各民族が共生 していく統一国家である｡

国家は､各民族に対 して平等な政策 ･民族間の相互団結を推進 し､民族差別や民族間の不

和を厳重に禁ずる｡各民族は､言葉と文字を使用 し､民族の特質を維持 しつつ秀でた風俗

習慣 ･伝統 ･文化を発展継承する権利を有する｡国家は､少数民族の物質的 ･精神的生活

水準を高める政策を実施する｡｣

この規定からも窺えるように共和国政府は､各民族-の政策的な平等性を追求 しつつ､

多民族が結集 して共生する共同体国家として ｢民族間の相互団結を推進 し､民族差別や民

族間の不和を厳重に禁ずる｣ということを宣言 している｡ここでいう ｢各民族に対して平

等な政策｣とは､特定の民族を優遇するような政策を策定 ･実施 しないということであり､

その政策の実施結果における平等性を確保 しようとしているのである｡その具体的な文言

上の現れが､｢各民族は､言葉と文字を使用 し､民族の特質を維持 しつつ秀でた風俗習慣 ･

伝統 ･文化を継承することができる権利を有する｡｣という文言と ｢国家は､少数民族の

物質的 ･精神的生活水準を高める政策を実施する｡｣という文言であろう｡前者の文言を

具体化するためには､｢民族語｣と ｢民族文字｣の使用者の育成とその教育事業に従事す

る教員の養成､及び ｢民族語｣や ｢民族文字｣を学習できる環境や機会を各少数民族に保

障 しなければならないだろう｡特に､各民族が地域で混在 し､地域共通語としてある民族

の民族語のみが話されて各民族の本来の民族語が話されなくなるような状況や､職業選択

や受験競争に有利なキン族の民族語であるベ トナム語の学習の必要性が強調されている状

況においては､｢民族文字｣を作成 したり､｢民族語｣を学ぶための辞書やベ トナム語同様

の多方面にわたる学習書の整備 と､それ らを教える教員の養成がなされていなければ､

-190-



｢民族語｣や ｢民族文字｣の使用者の育成は覚束ないからである｡また後者の文言を具体

化するためには､｢民族語｣や ｢民族文字｣の整備が不十分である以上､｢普通語｣として

のベ トナム語とそれをローマ字表記 した ｢普通文字｣の使用を通 じて実現されざるを得な

い現実があることも考慮 しなければならない｡ このようなことからも窺えるように､共和

国憲法の第 5条を実現 しようとするならば､｢普通語｣/｢普通文字｣ と ｢民族語｣/｢民族

文字｣の関係をどのように考え､学校での言語教育をどのように行っていくかとい う問題

を解決 しなければいけなくなるのである｡ このような課題意識から小論では､タイグェン

師範大学の教員養成における少数民族対策の問題を取 り上げ､その取 り組みの様子を明ら

かにしながら､そのことの教育的意味を明らかにしていく｡

この課題についての研究は､タイグェン師範大学のロック学長-のインタビュー ｢ベ ト

ナム少数民族地域における言語教育の課題｣に関する､村上呂里の考秦(1)があるだけで

あり､他はベ トナムにおける少数民族語に関わる言語政策の問題を取 り上げているものば

かりである｡村上の考察は､タイグェン師範大学が抱えている教員養成における少数民族

対策の問題を､ロック学長のインタビューの内容に即 して､沖縄や琉球大学教育学部の国

語科のカ リキュラムの現状 とを比較 しながら行ったものであり､｢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)>､研究代表者 :村上呂里)の一環として､研究課

題を析出するとい う点に力点がおかれている｡そこで小論は､村上の考察に学びながら､

ロック学長-のインタビューの時点 (2003年 8月24日)では明らかになっていなかった､

少数民族地域における教員養成のカリキュラムの問題についても取 り上げながら､考察を

進めていくことにする｡

1.タイグェン師範大学の少数民族対策の背景

まず最初にタイグェン師範大学について､概要を述べておこう｡

タイグェン師範大学は､首都ハノイから北-80キロ程度離れたところに位置するタイグェ

ン省の中心都市タイグェン市内にあり､北部山岳少数民族が居住する地域 (10省)を拠点

とする国立の教員養成大学である｡またタイグェン師範大学は､ロック学長の説明 (2003

年 3月 1日)によれば､1966年に創設 されたが､タイグェン省内にある医科 ･工業 ･技術

職能 ･農業に関係する四つの大学と合併 して成立 した総合大学 ｢タイグェン大学｣の一部

となっているとい う｡約700人の教職員 と12,000人の学生とで構成 されてお り､数学 ･化

学 ･生物 ･理科 ･国語 ･歴史 ･地理 ･外国語 (英語､ロシア語､中国語の 3つ)･政治教

育 ･教育心理学からなる13の学科 と､修士課程､博士課程を有する｡小学校 と中学校の教

員を養成 しているが､就職率は90%以上だとい う｡学生の特徴 としては､全体の25%程度

が山岳地域出身である｡学生の多くはタイグェン省を中心に就職 しているが､修士課程と
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博士課程の学生は出身地域で就職 しないでハノイなど都市部で就職する傾向があるという｡

こうした傾向がタイグェン師範大学が抱えている問題点のひとつであるが､他にタイグェ

ン省を含めベ トナム全体での人口増加に対応 した教員の不足と教員の質の向上という問題､

予算の不足 (国家から100万 ドル､地方の行政から100万 ドル)からくる奨学金の不足とい

う問題が課題になっているという｡

このタイグェン師範大学は､教員養成における少数民族対策に熱心に取り組んでいるが､

その熱心さの背景について､次に検討 しよう｡

背景としては､まず第一に､少数民族の固有の言語や文化の権利を保障し､経済面や文

化面において各民族間の格差を是正することが憲法条項でうたわれてきているということ

がある｡つまり､タイグェン師範大学が創設される以前から､ベ トナムでは各憲法におい

て､この間題が権利 として認められ､その実現が課題 となっているという事情があるので

ある｡

1946年に制定されたベ トナム民主共和国憲法

第 8条 権利に関する平等性の他に､少数民族は､一般的なレベルに早急に達するよう

様々な支援を受けることができる｡

第66条 少数民族は法廷において自らの言葉を使用する権利がある0

1959年に制定されたベ トナム民主共和国憲法

第 3条 ベ トナム民主共和国は多民族を擁 した統一 した国家である｡/ベ トナム国に生

活する各民族は権利 と義務に関しては皆平等である｡国家は､各民族間の団結

と発展を維持する任務を有 している｡民族に対する差別 ･圧迫 ･不和に係るあ

らゆる行為は厳 しく禁 じる｡/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｡/少数民族が集

中して居住する地域では自治区を形成することができる｡この自治区はベ 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｡/国家

は､経済 ･文化のレベルが早急に発展するよう少数民族に対 し全面的に支援す

る｡

1980年に制定されたベ トナム社会主義共和国憲法

第 5条 ベ トナム社会主義共和国はベ トナムの国土で生活する各民族の統一国家であり､

権利 と義務に関しては皆平等である｡/国家は民族の団結を保持 ･強化 し､民

族を軽蔑 したり､不和に陥らせるあらゆる行為を厳 しく禁 じる｡/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
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を立案する｡

1992年に制定されたベ トナム社会主義共和国憲法

第 5条 ベ トナム社会主義共和国は､ベ トナム国土で各民族が共生していく統一国家で

ある｡国家は､各民族に対 して平等な政策 ･民族間の相互団結を推進 し､民族

差別や民族間の不和を厳重に禁ずる｡各民族は､言葉と文字を使用 し､民族の

特質を維持 しつつ秀でた風俗習慣 ･伝統 ･文化を発展継承する権利を有する｡

/国家は､少数民族の物質的 ･精神的生活水準を高める政策を実施する｡

これらの翻訳は､共同研究者の那須泉によるものであるが､南北分断時代から国家的な

統一が実現された今 日にいたるまで､少数民族が固有の言語や文化を維持 ･発展させる権

利を認めると同時に､経済面 ･文化面での格差を克服 し､それ らのレベルを高めるために

国家が支援 しなければならないことが､これ らの憲法条項から窺える｡タイグェン師範大

学は､国立の大学であるから､これらの憲法条項で規定されている少数民族の諸権利を実

現し､経済面 ･文化面での格差の克服にも関与できる範囲で関与 しなければならない立場

にあることは間違いないだろう｡その点から､タイグェン師範大学が､教員養成において

少数民族の問題に熱心に取 り組んでいると考えられよう｡ さらにこの点に関して言えば､

タイグェン師範大学が立脚 している北部の地域には少数民族も多く居住 している｡その地

域の小学校や中学校の教員を養成 しているタイグェン師範大学は､憲法の条項に従 うなら

ば､言語に関しては少数民族の子ども達に民族語/民族文字と普通語/普通文字の両方を

教えられるような教員を養成 しなければならない｡1980年に政府委員会で決定された､少

数民族の文字に対する方策に関する第53/CP号決定 (以後､｢53/CP号決定｣ と称す｡)の

｢Ⅱ 少数民族の文字に対する方策｣の ｢3｣の ｢d)｣では ｢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｡｣と規

定されており､この規定-の対応を余儀なくされていることも関係 しているだろう｡

次に指摘できるのは､ ドイモイ (｢刷新｣)政策による影響である｡

1886年以降､経済成長を目指す ドイモイという新 しい政策が採用され､工業化 ･近代化 ･

社会主義体制下における経済の資本主義的経営などが推進されていく｡そのことにより､

ベ トナムの経済成長は達成されていくが､この ドイモイに少数民族をも参画させ､かれら

の経済面 ･文化面でのレベルを向上させ行く必要が出てくる｡1992年に制定されたベ トナ

ム民主共和国憲法の第 5条の条文の一節に ｢国家は､少数民族の物質的 ･精神的生活水準

を高める政策を実施する｡｣とあるのは､その現れであろう｡ ところで､市場経済の導入

による工業化 ･近代化を担 う人材の育成という課題は､｢普通語｣/｢普通文字｣を学習 し､

それによって能力を育成 していくという道を選択せざるを得ない｡｢普通語｣/｢普通文字｣

が公用語としてベ トナム全土において使用され､受験を含め､放送や様々な書籍類などあ
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らゆる分野で ｢普通語｣/｢普通文字｣で使用されているからである｡市場経済は､ベ トナ

ム全土において展開されている以上､少数民族に対する ｢普通語｣/｢普通文字｣の学習の

必要性をよりいっそ う認識 させることになる｡ しかし､憲法上の規定と指導する際の教授

語､学習者である少数民族の子ども達の言語や文化や風習などの問題が足かせとなって､

少数民族の居住地帯の学校の教員の養成に困難を抱えているのである｡この問題を打開 し

なければならないという課題が､タイグェン師範大学にはあるのである｡2003年12月25日

に村上呂里 ･那須泉 ･松尾興 (琉球大学教育学部学生) と一緒に､タイグェン省のクック

ドゥオン村にあるクック ドゥオン小学校を訪問したが､その時 ｢校長をや りながら､タイ

グェン師範大学に通って教授法の勉強をしているのはどうしてですか｡｣と尋ねたことに

対 して､チャン ティ ロアン校長は ｢ドイモイで国家が発展 している時､子ども達がこの

事業に関わっていけるような力をつけてや りたいからです｡｣ と､胸を張って答えたとい

う出来事があった｡この例は､タイグェン師範大学の教育が ドイモイ下の少数民族の学校

の教員の教育要求に応えるものであることを示 していると同時に､ ドイモイ下の少数民族

の教育要求に応えられるような教員の養成 という問題を解決 しなければいけない課題をタ

イグェン師範大学が抱えていることを示 している｡

少なくとも､上記の二つの問題が､タイグェン師範大学が教員養成において､少数民族

に関わる対策に取 り組む際の背景にはあると言えるだろう｡また､実際には､この他に入

学 してきた少数民族出身の学生に対する対策もあるが､それは実際の取 り組みの様子を明

らかにする中で言及することにしたい｡

2.タイグェン師範大学の少数民族対策

タイグェン師範大学のロック学長やルオン ･ベン教授及びハノイ国家大学の ドイ教授に

インタビュー したことをもとに､タイグェン師範大学が少数民族が居住 している学校の教

員養成に関わって取 り組んでいることや､取 り組もうとしていることについてはじめに示

して､次にその内容について実態を明らかにしたい｡

タイグェン師範大学が少数民族のために実施 してきたことは､(∋入学試験における選抜

コースの実施､②修士課程における少数民族に ｢普通語｣を効果的に教えることを研究す

るコースの設置､③少数民族文化人類学研究のコースの設置､④ ｢少数民族の日｣の行事

の実施､である｡そ して､現在進行中なのが､⑤少数民族の言語を学ぶためのカリキュラ

ムづくり､である｡

(丑の入学試験における選抜コースとは､正規コースによる入学試験とは別の､特別枠の

入学試験のコースのことであり､少数民族出身の子ども達を対象とするものである｡選抜

コースを卒業 した学生は､地元に帰って教員となることが原則であり､そのことが義務づ

けられている｡少数民族の言語や文化風習を弁えていない教員では､文化的な摩擦を起こ
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して トラブルを招く恐れがあるし､｢普通語｣/｢普通文字｣だけで教えることは上述の53/

cpの規定に違反する｡それ故､小さいときから､少数民族の一員として､民族の言語や文

化風習を身につけて成人 した教員が､同じ民族の子ども達が通 う学校の教員として教育を

行 う方が､文化摩擦も起こさずに､意思疎通にも不自由せずに､子どもを理解 して教育す

る点で有利であるだろう｡少数民族の居住する地域の学校の教員として､その少数民族出

身のタイグェン師範大学の学生が赴任するのを選抜コースの入学の条件にするのは妥当で

ある｡これにより､少数民族地域の学校の教員が一定程度確保されるとと同時に､学生自

身の希望の実現や社会的上昇を可能にするという点で､少数民族の経済的 ･文化的な生活

水準にも貢献するであろう｡

しかし､選抜コースの学生は､正規コースの学生と比較すると､｢普通語｣/｢普通文字｣

の能力において劣ってお り､そのことに対する対策が採られている｡ベ トナム語の集中訓

練コースがそれであり､このコースで ｢普通語｣/｢普通文字｣の学習カリキュラムが用意

されているのである｡選抜コースの学生が大学で受講するためには､高校 レベルの補習授

業を受け､共通一斉試験を受けて合格することが必要であるOだから､選抜コースの学生

は､この共通一斉試験に合格 しているから､基本的には ｢普通語｣/｢普通文字｣で行われ

る大学での授業がついていけるだけの学力はあると見なされる｡ しかし､現実には大学の

講義について行くには､学力が不十分だとい うのであろう｡ベ トナム語の集中訓練コース

の設置は､そのことに対する現実的な認識であり､対応策であると考えられる｡また､選

抜コースの学生は､少数民族地域での教員になるということで､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と､少数民族の言語 ･文化のコー

スが用意されている｡ これらの二つのコースの設置は､｢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 して良い教育ができないからである｡｣(ロック学長)という｡

少数民族出身者であって言語や文化風習に通 じていても､教育するという立場に立てば､

それらを相対化 して教える必要が出てくるからである｡言語や文化風習になじんでいても､

それを相対化 してその特質や価値などに自覚的にならなければ､よりよくそれらを教育す

ることはできないだろう｡その意味で､少数民族地帯の学校の教員養成をきめ細かく行っ

ているということができるだろう｡

このことは､②と③の対策にもあてはまる｡ただし､それだけではない｡それは､53/CP

の ｢Ⅱ 少数民族の文字に対する方策｣の ｢4｣項に､次のような規定があるからである｡

｢国家の建設と防衛事業に参画する民族のために､少数民族の伝統文化や芸術を保護 ･

研究する計画を推進 し､民族語や民族文字による芸術を新たに創作する活動を支援する必

要がある｡また､各少数民族の代表的な文学作品をより広める活動では民族語と民族文字

の両方を使 う必要がある｡/各少数民族の伝統文化をより深く研究するためには､大学や

関係研究機関において､少数民族言語に長けた人材を育成することを推進 し､少数民族の

言語 ･文字 ･文学などの研究を進行させる必要がある｡｣
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また､53/CPの ｢Ⅲ 実施機関｣は具体的に責任を持って仕事をする機関について言及

している箇所であるが､その ｢3｣において､大学が果たすべき役割が示されている｡

｢大学と専門中級学校は､少数民族の文化 ･文学 ･芸術を研究 ･調査 ･紹介することが

できる科学的な専門家を責任を持って養成する｡｣

こういう政策を政府が押 し出している以上､国立大学の一つであるタイグェン師範大学

も対応せざるを得なかったと考えられる｡ しかし､少数民族が多く居住する地域の学校に

多くの教員を供給 しているタイグェン師範大学にとって､より質の高い教育的な力量をもっ

た教員を養成するという教員養成大学の使命からも､積極的に対応すべきことがらである

ことは間違いないものである｡そ ういう意味では､53/CPの政策から後押 しされている面

もあるかもしれないが､タイグェン師範大学の教員養成の論理と必要性からきている対応

策であると考えてもよいかもしれない｡

次に､｢少数民族の日｣の行事の実施についてである｡ これは､ロック学長の説明によ

れば､正規のカリキュラムではないが､少数民族の文化に触れる場として設定された年中

行事の一つである｡学園祭においてもこうした行事が行われているという｡また ｢こうし

た行事の際には､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 トナム人 (キン族)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 じることができる｡｣(ロック学長)という｡

つまり､｢少数民族の日｣は､少数民族出身学生にとって自らの文化に誇 りをもてる場 ･

機会であり､ベ トナムで多数を占めるキン族出身の学生にとっては､少数民族の文化の高

さに触れ理解を増す場 ･機会となっているとい うことである｡｢少数民族の日｣がこのよ

うな意味をもっているということは､演 目の文化の質が高くなければいけない｡そのため

に少数民族出身の学生は､その日のために多くの練習を積み､準備をしているという｡最

初にタイグェン師範大学を訪問した際にうけた全学的な歓迎会において､少数民族の歌や

踊 りを鑑賞する機会があったが､それはすぼらしいものであった｡ただし､この ｢少数民

族の日｣の日程は､国家が決定しているものである｡だから､この行事は国家の了解のも

とに実施されていると言ってもよいだろう｡

最後に注目されるのは､少数民族の言語を学ぶためのカリキュラムづくりである｡タイ

グェン師範大学のルオン ･ベン教授によれば､そのプログラムは次のようなものである｡

｢なぜこのようなプログラムをわが大学で造ることになったかというと､実際にこの大

学で勉強 した学生が北部の地方に教師として行ったときに､少数民族の言葉が分からない

がために､教師としての義務を十分に果たせないという例が非常に多いです｡特に､キン

族の人たちが少数民族 (地域の学校)に入った場合､言葉の問題で良い教師としての仕事

ができないという例が非常にありました｡その反省を踏まえて､ベ トナムつまりキン族に

対する少数民族を勉強するカリキュラムが必要だと感 じたので､今このカリキュラム作り

をやっているわけです｡｣(ベン教授)
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つまり､卒業生特にキン族の卒業生達が少数民族が居住する地域の学校に赴任 した際に､

少数民族の言葉が分からないために､教師として良い仕事ができないとい う多くの事実が

あり､それに対する反省からカリキュラムづくりをすることになったという｡このベン教

授の説明からは､少数民族出身の卒業生だけでは少数民族が居住する地域の学校の教員の

需要をまかなえないということが分かる｡そして､その不足 している分については､キン

族出身の卒業生が補っているという状況であるということも分かる｡そのために､少数民

族地域の学校において､教師として良い仕事ができないという問題が数多く発生 してお り､

それにタイグェン師範大学が何らかの対応を余儀なくされたことが窺える｡

このような事情から､少数民族の言語を学ぶカリキュラム作 りがはじまったが､それは

キン族学生だけを対象にしたものでないという｡

｢我々としては､そのカリキュラムはキン族に対 してというふ うには位置づけていませ

ん｡当然キン族の人たちはそのカリキュラムに入って欲 しいけど､少数民族の人たちもそ

のカリキュラムで勉強 して欲 しいです｡なぜなら､ご存知のように多くの少数民族が我国

にはいますので､例えばA民族はB民族の言葉を知らないわけです｡A民族の人がB民族

の言葉を知ることに損はないと私たちは考えていますから､そのカリキュラムはその少数

民族の学生も含めたカリキュラムというふ うに私たちは考えています｡まだ準備段階です

けれども､これは国家としても非常に注目している実はカリキュラムなので､カリキュラ

ムの内容が整い次第､文科省にカリキュラムの内容を上申すれば､即座に許可されカリキュ

ラムが公認されます｡｣(ベン教授)

当該の少数民族の学生と､それ以外の少数民族の学生やキン族の学生､つまりタイグェ

ン師範大学に所属する全学生に受講 して欲 しいカリキュラムなのである｡当該の少数民族

の学生が自分の所属する民族語/民族文字を学ぶことは､上述 したように､それを相対化

し､その特質を把握 して､教師としてよりよい仕事をする上で大事なことである｡ と同時

に､多の少数民族の学生やキン族の学生の学習を手助けすることができる｡言葉が指示 し

ている意味をよりよく理解 してもらうためには､ネイティブの彼 らが果たすべき役割は大

きいだろう｡一方､多の少数民族の学生やキン族の学生は､自分たちの民族語/民族文字

を知ることで､言葉の特質を踏まえて ｢普通語｣/｢普通文字｣をよりよく教えていくこと

ができるだろう｡

このような少数民族の言語を学ぶカリキュラムが完成 して認可されるならば､ベ トナム

の少数民族に対する ｢普通語｣/｢普通文字｣の教育も ｢民族語｣/｢民族文字｣の教育も行

える教員が養成されることになるであろう｡ハノイ国家大学のゾ-イ教授をこのカリキュ

ラム作りの顧問に据えているが､氏の文科省-の影響力を考えた対応であり､このカリキュ

ラムの認可を考えた実際的な対応であろう｡
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3.タイグェン師範大学の少数民族対策の特徴とその意味

タイグェン師範大学が取 り組んでいる少数民族対策を改めて確認すると､その対策は次

の5つである｡

①入学試験における少数民族出身者のための選抜コースの実施｡

②修士課程における､少数民族に ｢普通語｣を効果的に教えることを研究するコースの

設置｡

③少数民族文化人類学研究のコースの設置｡

④｢少数民族の日｣の行事の実施｡

⑤少数民族の言語を学ぶためのカリキュラムづくり｡

以上の対策の特徴の一つは､適応主義の立場に立っているということであろう｡つまり､

少数民族の居住する地域の学校の教育は､同じ少数民族に属 している教員に委ねようとし

ているということである｡入学試験において少数民族出身者のために選抜コースを特別に

設置 しているのはその具体例である｡特に､選抜コースの卒業生に､地元に帰って教員を

することを義務づけていることは､適応主義の立場を示すものである｡そのことは､③⑤

の対策にも貫かれていると考える｡ただし､③⑤の対策は､キン族出身の学生や別の少数

民族の学生が教員となって少数民族が居住する地域の学校に赴任する場合を想定しいる｡

当該の少数民族が居住する地域の学校に､同じ少数民族出身の学生が教員として赴任する

とは限らないからである｡このことは､キン族出身の学生が少数民族の居住する地域に教

員 として赴任 している現実からも裏付けられることである｡その裏付けは､第 2節ですで

に述べた､タイグェン師範大学のルオン ･ベン教授の言葉にある｡ベン教授は､2005年 8

月のインタビューにおいて､タイグェン師範大学の卒業生が北部の地域に教員として赴任

しても､少数民族の言葉が分からないために思 うような教育の成果をあげていないことを

指摘 していた｡特に､キン族出身の卒業生について指摘 していたのである｡このような状

況を打開するためには､少数民族の言葉や文化風習を学び､それらのことを踏まえて ｢普

通語｣/｢普通文字｣を教え､教育の成果をあげなければならないだろう｡少数民族出身者

が､自分が所属する少数民族の居住する学校の教育を担えれば問題はない｡ しかし､現実

にはそのような教員の数は少なくて､需要を満たすだけの教員が養成されていないのであ

る｡だから､仕方なく他の民族の出身者が赴任せざるを得ないのである｡そうであれば､

対策として､少数民族の文化的背景や言語の特質を学んで､｢普通語｣/｢普通文字｣を指

導できる教員の養成に努めなければならないだろう｡③ と⑤はそれを具体化するものであ

り､②と④もこの点に関係 している対策である｡すなわち､③は少数民族の言葉の特質を

知らないと､｢普通語｣/｢普通文字｣を彼 らに理解させ､使用できるようにするのに困難

があるからである｡この点については､ロック学長に行った ｢ベ トナム少数民族地域にお

ける言語教育の課題｣と題するインタビュー (2003年 8月24日)の中の以下の説明が有効
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である｡

質問の項目は､｢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下さい｡｣

というものであったが､回答は大学生を念頭においてなされた｡だから､ロック学長の回

答は､タイグェン師範大学の少数民族出身学生に対する ｢普通語｣/｢普通文字｣の指導の

課題を浮き彫 りにするものであった｡以下､それを示そう｡

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 嚢

たとえば､ベ トナム語では ｢帽子をかぶる｣｢衣服を着る｣｢靴をはく｣と全て語

桑が異なる｡また ｢ごはんを食べる｣｢薬を飲む｣｢酒を飲む｣も各々使い分ける｡

しかし､少数民族語では ｢身につける｣や ｢からだに入れる｣という意味の語桑は

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 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｡

このロック学長の説明からも明らかなように､少数民族の母語の背景を知らなければ､

｢普通語｣/｢普通文字｣の指導は困難であろう.その意味では､(a(卦6)は一体のものとし

て追究されなければいけない課題である｡そしてそのことは､教員養成における適応主義

政策の一環としての対策と言えるだろうO

次に､④の ｢少数民族の日｣の行事であるが､この行事は少数民族の文化の高さを他民

族の人々や学生達に知らせるものでもある｡少数民族の歌や踊 り､劇に触れることで､少

数民族の文化に対する理解や尊敬の念が深まり､その文化に学ぼうとする態度や姿勢を作

ることになにがしかの役割を果たすであろう｡それは個人差のあることであるから､断定

することはできないが､よい刺激となると考えられる｡ と同時に､少数民族の居住する学

校に赴任する場合もあると考えると､少数民族の言語や文化風習の学習に対するモチベー

ションをたかめるという効果も考えられるだろう｡そういう点で､④も②③⑤の対策と関

- 199 -



係 しているのである｡

タイグェン師範大学の対策のもう一つの特徴は､政府の関与があるということである｡

独自に対策を立てても､政府に認可されなければ実施することはできないということであ

る｡例えば､④の ｢少数民族の日｣の日程は､政府が決定するのであり､タイグェン師範

大学はその決定に従って､その日に行事を行 うのである｡独自に行えるのは､学園祭や､

特別な人間を歓迎する会の催 しの場合であろう｡また､⑤に関しては､第 2節で述べたよ

うに､教育人材育成省の許可を得なければカリキュラムを実施することはできないのであ

る｡①②③も予算措置に関わる問題であり､当然教育人材育成省の認可をうけているだろ

う｡こうして見ると､タイグェン師範大学の対策は､自主的に進められていても､最終的

には国家の許可を得て実施されると考えてよいだろう｡

それらのことを踏まえて､タイグェン師範大学の対策の意味を考えてみると､少数民族

に ｢普通語｣/｢普通文字｣を教えて､彼 らの文化的水準を高めるためには(丑から⑤に見ら

れるような対策が必要なことだということが分かる｡彼 らは､自らの対策を適応主義に基

づくものだと述べているわけではないが､その対策は明らかに適応主義に基づくものであ

る｡そして､この適応主義に基づく少数民族の言語を学ぶカリキュラムづくりが､教育人

材育成省に認可されるならば､教科書が新たに編纂され､少数民族が居住する地域の学校

の教育的成果が増すであろう｡なぜなら､少数民族の母語の背景を踏まえた､｢普通語｣/

｢普通文字｣の教育を行 うことができるからである｡また､少数民族の居住する地域の学

校では､他民族の教員であっても､当該少数民族の言語や文化風習を学んで赴任 してくる

ため､｢民族語｣/｢民族文字｣の指導も可能になる可能性が生まれるはずである｡そのこ

とは､ベ トナム社会主義共和国憲法の第 5条にある少数民族の権利を保障するものとなる

ものである｡そういう可能性が､タイグェン師範大学の少数民族対策にはあるのである｡

おわりに

タイグェン師範大学の少数民族対策の一つは､少数民族の居住する地域の学校の教育を

当該少数民族出身の教員に委ねるという考えから､卒業後に地元の学校に赴任することを

義務づける選抜コースを導入 したことである｡二つめは､少数民族の母語の背景や文化風

習を学んで､｢普通語｣/｢普通文字｣の指導をよりよくできるようにするためのコースの

設置やカリキュラムの作成ということである｡そ して三つ目は､｢少数民族の日｣の行事

の実施である｡具体的には､五つの対策がとられているが､以上の三つに整理できる｡こ

れ らの対策の特徴は､教員養成における適応主義の立場に立っているということである｡

この適応主義の立場の究極の姿は､少数民族の教育は当該少数民族に委ねるということで

ある｡これを､タイグェン師範大学は選抜コースを設置することで追究してきたのである｡

しかし､現実には少数民族出身の教員の養成だけでは供給が不十分であり､他の民族出身

の教員に少数民族の教育を委ねざるを得ないという状況があった｡そういう地域の学校で
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は､少数民族の ｢民族語｣/｢民族文字｣を知 らないために､民族出身の教員がよりよい教

育ができないという事態が生 じた｡そこで､他民族出身の教員が少数民族の教育において

も､よりよい教育ができるように､少数民族の言葉や文化風習を学ぶためのコースを設置

したり､カリキュラムづくりに着手 したのである｡これも､他民族出身者達に対する適応

主義に基づく対応である｡少数民族の ｢民族語｣や ｢民族文字｣を学んだ教員は､｢普通

語｣/｢普通文字｣の指導だけでなく､｢民族語｣/｢民族文字｣の指導を行える可能性をもっ

ている｡ したがって､ベ トナム社会主義共和国憲法や53/CPが期待する､｢普通語｣/｢普通

文字｣と ｢民族語｣/｢民族文字｣の両方を教えるバイリンガル教育を実施する可能性が生

まれるのである｡その成否は､現在進められている少数民族の言語を学ぶカリキュラムが

完成 して､教育人材育成省に認可されるどうかにかかっている｡これが認可されるならば､

少数民族-の教育は､大きく変わっていくだろう｡今後の課題は､そのカリキュラムとそ

れに基づく教科書作 りがどうなっていくかとい うことである｡この課題については､その

様子をしばらく見守りたい｡

ー 201-


