
モ ン 二で ノL/人 民 共 寿口国 の ｢民 主 イヒ ｣ と

E∃ 本 吉吾 教 育

東京外国語大学非常勤講師 土屋帳一一

*モンゴル人民共和国における日本語教育の沿革

モ ンゴル人民共和国において､正式な機関で日本語教育が始 まったのは1975年である｡

それ以前の時代のモンゴル人の日本語専門家 (主に外交官)は､ほとん どがモスクワで教

育を受けた人達であった｡1975年､モンゴル国立大学文学部モンゴル語学文学科に 日本語

コ-ス (副専攻 )が開設され､同時に国際交流基金か ら日本人講師の派遣が開始 され たa

以後､毎年 3-5人の学生が日本語 コースを選択 し､少数精鋭の教育が行われているO現

在の専任講師 2名 もこのコースの卒業生である0

1988年､日本 ｡モンゴル両国の経済交流の拡大を背景に､将来 日本へ技術研修 などに行

く可能性のある人たちを対象 とした夜間コ一一スが同大学に開設された｡初年度は十数名の

受講者を受け入れてお り､3年間で修了する｡

その後､呈990年10月､日本語 コースは日本語学科 (主専攻 )に昇格 し､初年度新入生 を

迎えた｡

*モンゴル人民共和国の ｢民主化｣

モンゴル人民共和国は1921年の社会主義革命以降､一一貫 して親 ソ路線を進んできたが ､

長年覚書記長の座にあったツェデンパルが1984年に引退 (事実上の失脚 )すると､改革へ

の気運が生 まれ､またソ連では､ゴルバチ ョフのペ レス トロイカが始 まるという状況 にあ

った｡

このような状況下で､政府はu H H :∋qJI 3 JI(シネチ レル-刷新)と呼ばれる官製の

改革を進めることで国民の支持を得 ようとしたが､それを不十分 とする知識人を中心 とす

る集紐が､1989年11月に公然 と政府を批判するデモを行 った｡その後､運動は急激 な速度

で進んだ｡

1990年 2月18日

2月23日

3月4日

3月 7日

3月 9日

3月11日

3月14日

3月15日

4月10日

7月29日

初の野党､民主党結成

スター リン像撤去

民主化要求デモ

政府庁舎前で民主化勢力ハンス ト

人民革命党政治局総辞職

人民革命党 ｡在野勢力 ｢民主化共同宣言｣

ソ ドノム首相辞任

一党独裁制の放棄､バ トムンフ人民革命党書記長辞任

人民革命党臨時党大会

複数政覚による自由選挙 ･野菜善戦

わずか半年の間に進んだ急激な休別の変化の過程は､相反する党派の対立 というよ りも

同 じ方向に向かって進む体制内改革派 と在野改革派の競争の ように感 じられた｡誰 もが官

僚主義の腐敗を正す ことと､改革を早 く達成することの必要性 を主張 した｡対立する党 派
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ちないように しよう.という点では一致 していたようである｡

*私の見た ｢民主化 ｣

筆者の滞在 した宿舎 (外国人桶住宅うは､ウランバー トル市の中心に近 く､毎週Ej曜E3

1989年か ら1990年にかけての冬は､異常な暖冬で､気温が-25度以下に下がることはほと

ん どなかった｡そんな暖かいE3曜E3の岸頃,人々は技とんど散歩感覚で集会に集まった(,

集会には､主催する党派の熱烈な支持者たちもいたが､多 くはや じ馬であったようであ

るO人 々は､演説の内容 よりも､在野{jjAが演説するということ自体 ､人が集 まるという

こと自体に興味 をもって集 まったようである｡集会QJj主催者紘その時によってまちまちで

あ り､改革勢力であった り､保守勢力であったりも退役等Å会であったりしたo保守而g;B

集会では ｢母 よ｣ という民謡風の歌謡曲が流され､改革派の集会で妄ま r鐘の苫 ｣というポ

ップ ス風の歌謡曲が流された｡

集会 を見物名L:守き㍉って､Ei本譜の学生に会 うこともあった.,彼 らはたいてい rどうです?

お もしろいで しょう?先生の ところは近 くていet′､で ㌻ねc j と言 うのであったO集会見物

のついでに音Efi宅 に立 ち寄 る学9:.もいた｡

資金集めの宝 くじ売 りや ら､選挙 とは関係ないさいころば くち｡それにむらがる′At/Zで断

るまいっぱいになったo林立 した療覚の機関歓や､立候補者の政見を印刷 したjiヽ帝子､色鮮

やかなポス タ ー一､ウイグル文字lj/13教科書 (後述:･など▲品不足で割当制壷,:-dなってi.1､る毒まず

の紙が町にはあふれたO

｢選挙民の意識の低さ｣などということを指摘する資格は E3本人にはなさそ うに思われ

たし､同 じような時期に改革の波の率にあったjL,-マニアと比べれば､モンゴルの民衆は

平和で何 よ りだというのが筆者の感想である｡

*旧体制下におけるロシア語のぬきんでた地位

従来,モ ンゴル人民共和国における第 1外国語はロシア語であったが､その強制力の大

きさとい う面で､日本における英語の地位 とは異なっていたQ例えば､大学教員は (ロシ

ア語の教員でなくて も､つまりE3本語の教員であっても)一定期間ごとにロシア語の試験

を受けなくてはならず､その成績が悪いと左遷されたo

ソ連 (特にモスクワ)の大学に留学することが､エ リー トになるための必要条件であっ

た O エ リー トでなくてもソ連や東欧の大学に留学する者の数 は多かったo中国などのよう

に､政府要人が自分の子弟だけはちゃっか り西欧や米国に留学させ る､というようなこと

はなかったo また､初等 ｡中等教育 レベルでは､すべての教育をロシア語で行 うロシア学

校 (ロシア人の子弟が通 う学校とは別の ものである)の卒業生がエ リー ト予備軍 とされて

いた｡

ツェデンパル元書記長､ソ ドノム元首相など､政府高官や高名な学者の中に､ロシア人

と姻戚関係を持つ ものが多 く､もちろんこれは公的に奨励されたわけではないが､特権 と

結びつけて見 られていた｡
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入口約 200万人のモンゴル人民共和国には._約 5万人の ソ連墨が駐留 してお り､そのほ

かにも技術援助のためにロシア人の技術者 とその家族が多 く住んでいたQ日常生活でロシ

ア語を使 う機会は現在でも多い｡

*｢民主化｣によるロシア語の没蒋

｢民主化｣によってロシア語の地位はいちじるしく下が り､ロシア語大学は外国語大学

に改編 されたO大学教員に対するロシア語の試験もおそ らく廃止されたであろう｡

ソ連や東欧諸国あるいは東西統一された ドイツは､以前の ような援助 ･協力ベースで留

学生を受 け入れる余力がな く､今後留学者数は激減するもの と思われ る｡留学を目指 して

予備教育を受けていた若者たちは､別に ｢旧休制派｣であるわけではないのに､突然起 こ

った相手宙の ｢民主化｣によって前途を絶たれてしまったのである｡ また､すでに留学中

の者の中にも､学業 を途中で放棄せざるを得ない者が多いと聞 くO

的 5万人いた駐留 ソ連軍人は､官製改革 ｢刷新 j時代に約半数が撤退帰国 し､残 る半数

も92年 までに段階的に撤退することが決 まっている｡モスクワでは考 えられないような好

条件で厚遇されているロシア人技術者 も次 々と帰国 している｡

* ｢民主化｣ と日本語ブーム

｢民主化｣後､ロシア語の不人気 と反比例 して､英語 ､日本語､中国語の人気が急速 に

高 まった｡ しか し､突然起 こった日本語ブームは､内容 をともなった地道なものではなか

った｡ ｢民主化｣前に 2か所であった日本語教育機関は､半年後には十数か所になった｡

教員も教材 もない状態で､ただ時流に乗 り遅れまい､ という一心で次 々に日本語 コースが

つ くられたO学習者の要望 に･=たえるよりも､日本か らの援助 を得 るのが目的で開設 され

たようなコースもあった｡か りにそ うでなくても､人口約60万人の ウランバー トル市 に､

これ以上の日本語教育機関が必要であるとは思われず､E]本語 コースの開設を一つで も減

らすよう説得することが､われわれ日本人の任務になって しまったO

* ｢民主化｣ と復古主義

｢民主化｣によって､モ ンゴル人はモスクワに遠慮せずにものを言 えるようにな り､復

古主義 ･民族主義的な変換が起 こった｡

たとえば､モンゴル とは何の関係 もないのに祝日になっている11月 7･8日の ロシア革

命記念 日を平 目に して､旧正 月を祝 日にすることが提案 された｡ しか し､いかなる理 由に

せ よ休 E]を平 目にするとい うのは抵抗があるらしく､1989年11月 7･8日は従来通 り休 日

であったが､1990年 2月26日の旧正月は休 日になり､盛大に祝われた｡ ｢民主化 ｣以前に

はソ連の節酒政策の影響で家庭で製造することを禁 じられていた蒸溜酒が､旧正 月にはお

おっぴ らにふ るまわれた｡

1946年に制定されたキ リル文字によるモンゴル語の表記は､それ以前のウイグル文字 に

1994年 に戻す ことになった.蟹民のほとんどがキリル文字表記 になれてお り､かつ ウイグ

ル文字表記を知 らない現状からの文字改革は困難を ともなうであろう｡ しか し､仮 に文字

改革に成功すれば､一貫 してウイグル文字を使用している中国内蒙古 自治区との文化交流

は進むであろ う｡日本研究の盛んな内蒙古 との交流が進 むことは､日本語教育の ためにも
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のぞ童しい｡

* ｢民主化｣ と日本語教育の現場 i

ポー ラン ドのヤギェウォ大学では. ｢連帯｣が復権 して間 もない1989年春､E3本語科の

教室が ｢連帯 ｣の選挙事務所 として占拠されるとい うことがあった｡E3本譜手鍋 ミ意図的に

ね らわれたわけ ではないのだが､ ｢連帯｣が非合法化 されていた時代には､ ㌻連帯｣系と

みなされた大学の教官が司書や実習助手 として左遷 され､長 い間研究 と教育の機会を奪わ

れていたとい う事情があー,た.3i,たがって_ ｢連等 ｣が合法化 さかネ爪糸かflで､塑 清 の

主導権 を持つ ようになると､この人々をま大学内で重要 なポス トに真っ先に復帰 L,たGと,Ip_

ろが､在野の晶かった ｢連帯 ｣の幹部は､実務に復痛することによって~生じる責任に戸惑

い気味で､逆に支持者連星ま, ｢連帯 j 毒こあらざる老壮太にあ らず.というようなはLJ串ざ

ぶ り､ とい う事態亀こなってしまったのである¢

モンゴ]LF麹立大学 において も､ ｢民主化｣勢力〈Dうちb民主同盟の指導者が経済学部の

大学院生 ､社会民主党の指導者が物理学部の教授であ き)､大学内碁こ拠点 を持っていたが､

学内に混乱はなかったむ｢民主化｣の最中も学生たち昌ま桧とんど授業 を膝蓋なか ったC. 職

場oj推薦を受 けた,社会人を対費とした夜間コ-式では､ --つの クラスに体別派拭1,幹部を.改

革派の幹部が同塵 していること態あった,I

モンゴル転意太字壷こ恵む､て教育の窺場が虎乱 しなかったのは､体制の変化があまり墓こ急

激であったために..政治的に対立する勢力の桔抗対立が現場に持 ち込 まれる暗 毛〉なかった

ため ともいえよう｡また､人口の少ないモンゴjレでは､知識階級一人 一人の意義が索艶話

民に比較 して高 i･㌔よう毒こ屯感 じられたs

* ｢民主化｣ と日本語教育の現場 2

｢民主化｣の蓑 っ最中の 6月16日､モンゴル人民共和国で畏ま初めての日本語弁論大会が

鞘かれた｡駐モンゴル日本犬僅夫妻が審査委員長 として出席 し､ラジオ局が取材するなど

小国の利点を生か して､大会邑ま晴れやかに開催されたが､もともと日本の企業や団体の援

助や認可を受けた ｢正式な｣ものではな く､大学の凄受業の延長か課外行事のようなもので

あった｡

モ ンゴル人民共和国における従来のあらゆる教育は､教師の説明､あるいは教科書に書

いてあることをいかに忠実 に暗記するか､ということに重点 を置いていたため.E]本語に

限 らず､学習者は自分の意見を発表する訓練をまったくといっていいほど受けていなかっ

た｡｢民主化｣によって､証 もが言いたいことを言える制度が確立 し､また実際に誰もが

発言 したいという意志を持つ ようになったこの時期は､弁論大会をきっかけにして学習者

を一歩踏み出させ るのに絶好の機会であった｡

参加者に与 えられたテーマは､ ｢日本 と私｣ と ｢モ ンゴルの習慣 を日本人に紹介する｣

の二つであった｡参加者たちは､自分たちの日常の生活文化 を日本語で紹介するというこ

とが､たとえば､ ｢両国の経済的 ･文化的交流の継続的発展 を ｡｡｡｣というような紋 き

り的な作文 と比べていかに難 しい ことであるかを悟 り､ また､列席 した日本人たちは.マ

スメデ ィアか らは伝えられない民衆の素朴 な風習を､参加者のったない日本語から初めて

知 った｡
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参加者は17名で.優勝者には賞品 としてEg語辞典が授与 された｡′トさな弁論大会であっ

た｡

*むすび

モ ンゴル人民共和国が､対外経済活動の比重をソ連か らE]本に移すことが､仮に短期間

でできたとしても､国内における日本語の地位をロシア語の ようにすることは短期間では

できない｡短期間では達成できないことがわかっている事業に短期間協力する､ とい うの

は疲れる仕事である｡

しか し､私の経験では､モ ンゴル人は共同体に対する使命感が強 く､E]本譜習得や 日本

留学によって得 られた成果を社会に還元 しようと真剣に考えている｡

たとえば1990年 3月24日､ ｢日本語の夕べ｣とい う会が開催 されたoこれはどうい う会

か とい うと､i989年 自然発生 した日本留学 ･勤務経験者の親睦会が､今後はもっと積極的

に日本事情をモンゴjL,に紹介 した り､モンプル事情を日本に紹介 した り､という形で国に

貢献 していこう､とい う決意表明のおひろめの会なのである｡会員は日本留学 ｡勤務経験

者のほとん どを含んでお り､現在 は､外務省､大学､ラジオ局､東洋研究所等に勤務 して

いる人が多いようであるoもちろん保守派 も改革派 も関係ないO

当日は､会員のほかに､日本語 コースの学生達､在留邦人 (日本人留学生､大使館員の

家族や筆者等)総計約50名が参加 して､日本 ｡モンゴル料理 を囲んで､飲食 ･歌 ｡踊 りの

楽 しい一時を過 ご した.

こう書 くと何でもない宴会のようであるが､日本留学 ｡勤務経験者が大同拭結する､ と

いうのは､東 ヨーロッパの国 々ではほとん ど考えられなかったことである｡もともと特権

指向の強い人間ばか りが淘汰 されてE]本に留学 し､その特権指向に更にみがきをかけて帰

国するので､E]本 OB達は,利権の確保に必死である｡某国では､親睦どころか暴力沙汰

になったことさえあった｡

日本語教育において ｢量｣より ｢質｣が重要であるのは言 うまでもないが､ ｢質｣ も､

決 して言語運用能力だけではないことを､モンゴルの学生たちは教えて くれたのである｡
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