
ノレ - マ ニ ア の ｢革 命 一室 と 巨∃ 本 言吾 教 育

元ブカ レス ト大学講師 佐 々田誠之助

*ルーマニ アの ｢革命｣の経緯

1987｡11･15･Bra弓OV,先駆的anti-comunismの闘い

1989･12･15,Timi弓Oara,

1989･12･16･Tim1%Oara,

i989｡12-i7pTimi等Oara,

1989.12-2L Bucure守ti,

i989･12.22･凱cure等ti,

且989-12B25-Ceau号eSCu

テケシュ牧師 ･支援事件

Libertate,ant,i-comunism

大虐殺の発生､軍隊出動

anti-Conunism行動開始

軍隊 -Securi等tiの砲撃戦

夫妻 ､裁判 ,死刑即 日執行

1998.1.12.Victoria広場､F｡S_汁.正副議長対立

i990.1.28.Victoria広場､anti-ど.S.N.大集会

1990.1.29｡Victoria広場､pro-F.S｡N｡大集会

1998q2｡18･Securi冒ti?政府本部建物乱入 ･暴力′ヽ
1990･3･20･TirguMure等事件､21日撲殺現場放映

1990｡4･24- 6･13･Pi叫aUniversitatii占拠事件

1990.5.2D_FSN勝利 ､大統領 ･上下両院議員選挙

1990･6113- 6･15tMineri,Bucure等ti暴力的制圧

i990.6,18.朋arian㍍unteanu逮捕､ 8.2.釈放

i990･11･1･Alia咋aCivic-a(市民同盟)誕生

1990･11･15･Bra等OV事件 3周年記念全国的大集会

1990_12.L Rom'ania大統一72周年Albalulia式典

1990･12･15.122･Ti血i号Oara, 革命一周年連 日集会

1990･12｡17･-23･Bucure守ti, 追悼革命一周年集会

1990.12.25.Mihai元国王飛来 音入国拒否26日送還

* ｢革命｣前の学生 と大学

1987年度入学の 日本語科の学生は､倍率16倍 とい う難関を突破 して入ってきました｡み

んな優秀 な学生 たちで､教 えがいがあ りました｡正規の入学者 は､全員女子学生で 6人 い

ました｡ しか し､最終的には 8人にな りました｡その理 由は､ 2人の男子学生が追加 され

たか らです｡ 1人 はルーマニ ア人で した｡彼の場合はペル シャ語主専攻 だったのですが､

兵役をすませて大学 に復帰 した ところ､主専攻 としてのペル シャ語学科はなくな り､ しか

たな く日本語科へ入 ってきたのです｡もう 1人はアジア人で､某国の大使の息子で した｡

1988年度には､少 し変動があ りました｡大使の息子 は帰国 し､一年上級の 日本語 が副専

攻の女子学生 2人が日本語主専攻に編入 してきました｡

ここで注 目したいのは､大使の息子の入学 と､副専攻 か ら編入 して きた女子学生 の うち

の一人の ことですo編入 して きた学生は､確かに優秀で したが､その編入の仕方が問題 で

す｡政府だか党だかの幹部 ､それが誰だかはっきりしませんが､その コネで大学当局 を動
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か し､福大 してきましたd現場の私には何の相談 もあ りませんで LJた〇太極の息子も同様

で､試験 もせずに入学 してきました｡

責任者に説明を求めましたが､納得できる解答はまった くあ りませんでしたo ただ､

｢これがルーマニアだ｣ とい う回答だけはもらいましたがO

要するにLこの時点では大学は独 立韓関ではなく,.文部省の胃底機関の状態になってい

ましたO

日本語科は且986年度 まで中国語糾 こ付属 L , .副専攻課程 としてのみ存在 していましたo

当紅 プ/,A,レシュブj大学o:,文献学齢 ま､Ej太続の学部に従 うと､文学部と外国語学HJ

が合体 したような学部で したoル-マニア語を主専攻 にする学監 と外国語を主専攻iL:する

学生が同一軍部 で､両者には,主専攻の語学 と副専攻の語学の二語が必鰭 として課されて

いましたL.

たとえば､主専攻がルー一一マニア語 さ副専攻が (英語､仏語 ､独語､露語､ベルシV哲語､

中国語､E3本譜等､その他の外頭語から一言語選択jとか,主専攻が中国語 や副専攻が

(英語､仏語､独語､苗語､ノ､ンカ 牛 一語等､そQj檀{:J･1)外国語から一 言語選択)とかのよ

う£こです｡この場合､日本語を主専攻にすること右まできませんで したむところが をL387年

度の入学生には､初めて日本語が主専攻にすることがで きるようにな りまL,たo

i987年度に日本語主専攻の学生を募集 して以後は､Ej泰語科はまったく学生を募集せず

時間程度 では､残念なが ら､ほとんどl効巣をあげるに至っていません告

革論前､高等教育機関Ci〕車 で重複 されたのは､理工系の軍部や学科です O 文部省の上級

機関にらま文化評議会があ り その最は独裁者夫人 でしたC,彼女の意向で､すべてが決定さ

れ ましたO彼女 自身が語学に疎いので､外国語には重点がおかれないのだと､学生たちは

ひそかに噂 しあっていました O

*人民革命その後 日990｡1.22｡)

ル-一一マニ ア人は､今回の一連の社会の大変革を ｢人民革命｣と呼んでいます｡革命の始

まったE3は､テ ィミシ ョアラで大虐殺が行われた且989年 i2月17巨]であるとしていますC テ

ケシュ牧師をめ ぐる騒動は､12月15日にもi6日にもあったのですが､i7日のデモで､はっ

きりとアンチ 砂チャウシズムの動 きが確認されたか らだ と思 います｡

先 日､高等学校の先生に謡を聞きました｡その先生の説明では､自分の娘が通っている

高等学校の12年生の総数は 560人だが､人民革命のために死亡 した者は女子生徒が 3名､

男子生徒が 2名の計 5名だったそうですo死亡 した場所 は最激戦地だった共和国広場 とT

v局固辺だったといいます.i2年生 というのは､日本の高等学校の 3年生に相当するもの

で､わずかi7才です｡1990年には､いずれ も大学進学 を希望 していた青年たちでした｡ま

た､ある大学教授にも話を聞 きましたが､ある学部の場合､正確ではないが､現在判明 し

た段階では､ 500名の学生の中で12名の学生が犠牲 になったと言っていました｡彼 らは両

手を挙げて無抵抗の意思表示 をしていたにもかかわ らず､大学の建物 を背にしたまま撃た

れて しまったようです O セク リシュナ ィ (秘密警察 )による殺致以外のなにものでもない

野蛮な行為が夜陰に乗 じて行われましたO

大学の中でも､それな りに嵐が起 きているようです｡講師や助手の問では教授の退任を
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求めるとか､チ ャウシェスク擁護の政治哲学を講 じた人 々の退任を求めるような動 きもあ

るとかです｡いちいちもっともな論理ですが､大きく見れば彼 らとて､好き好んで行 った

ことではないという弁護 もあったりで､現状では議論が先行 しているようです｡

去年の秋に選 んだ学長や学部長は全員退任 し､今年 になって新 しい人が選ばれま した｡

また､男子学生の義務兵役は大学入学前から大学卒業後にな り､女子学生の兵役は廃止 さ

れましたo 学生にとってさらに身近で重要なことは､文献学部が文学部 と外国語学部 に分

割され､文献学部の時は二言語が必修で したが､これか らは一言語を学ぶか､二言語 を学

ぶかは学生の自由な選択に任 されることになりました｡

一万では､生活に欠かせない電気やガスの値段が値下 げされ ました｡たとえば､電気 1

kvが従来の 3レイか ら0.65レイに､ガス 1m33レイか ら 1レイにとい うようにです｡ また

パ ンの値段 も下げられそ うだとか｡ S交換率で Sが下落 しました｡

いずれに しても､急激に獲得 した自由のため.人 々の精神は､今の ところ浮かれ気味で

すo救国戦線評議会の意志不統一の露呈や､各種の要求 ばか りが先行 したり､労働意欲 の

低下が見 られたりで､今後 この国の政治や経済の鮭 とりが非常に困難 になって来 たようで

す｡人民革命が進行中の現在か ら､真の意味の苦 しみが始 まったようですO

*日本語科の 3年生 たち 日990.1｡22.)

1990年 1月15日に授業が再開されました｡大学の組織やルーマニア社会の雰囲気が変わ

って しまったので､日本語主専攻である3年生の学生諸君に､学習意欲や日本語学習上の

意向を確かめてみ ました｡

学生A.日本語を学習する意義が､さらに重要になったと思 う､経済 とジャーナ リズム

を勉強 していこうと思 う｡日本へ留学 したい｡

学生 B｡ (もともと外国移住を望んでいた学生だったが) これを機会に西 ヨー ロ ッパの

どこかのEgの奨学金を得てルーマニアを去 りたいO

学生C.日本語 と英語の両方を続けたい｡

学生 D. 日本語 と英語の両方を続けたい｡

学生 E.E]本譜 と日本文化を勉強 したいO

学生 F｡日本語 と日本文化を勉強 したい｡

学生G.日本語 と日本文化を勉強 したい｡

学生H｡日本語 と日本文化を勉強 したい｡

学生 Ⅰ.日本語 と日本文化を勉強 したいO

だいたい以 上の ような考えであることがわか りました｡学生 Aに代表されるように､ほ

とんどの学生は日本語学習の意義を再認識 したようで､彼 らは授業を増や してほしい と要

求 していますOまた以下のことは確定的なことではあ りませんが､文献学部が改組 され､

従来の学部 4年制から修士課程 も含めた5年制の日本語科になった場合には､全員が修士

課程まで進 むつ もりの ようですOまた91年度の日本語科 は15名 ぐらい募集されそ うだ とも

いわれています｡

*革命の後遺症 ? (i990,2,5.)

先 日数名の学生が日本語科の教室を訪ねてきました. この学生 たちは-週間にわずか 2
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時間ですが日本語を任意に漢訳 している学生たちで したOもちろん､車は知っているが名

前 までは覚えていないという間柄の学生です.)彼 らに剛 牛を聞 くとL 相 木語群にかわ り

たいが､先生は受け入れて くれるか｣ というまった く予想 もしない質問でしたo そこで､

｢そんなことができるのか｣と逆に質問すると､ 篭できます｣という答えでしたoその答

えを聞いた途端､まったく何 と言っていいのか､天地がひっ くり返 ったのではないかと思

いました｡学生たち辻元文献学部の苧隻ですが､今は文学部 に腐 しています｡外国語学部

ならいざ知 らず､文学部のル-一マニア語学科に橿属 した学生が､大学 当局にかけ合って学

部愛車 と学科変更 を認めざせたのでしたC

もともとルーマニアの大学 当局は､上級機関の教育省に全権 を奪われ､見るも無残な､

まったく当事者能力の欠如 した機関で したが､今度 は学生の突 き 上げを鳴って学生の言い

な りになっている哀れな姿が浮かび上がってきましたOチャウシズムの時代に辻､実損 箆

劣な達中るこ年君 られ 教職員が実車毒{:廉 く､因を.どこで､ どのようをこ蔓Jたらいいのかま

ったくわからず､無定見に要求をのんで しまい､畠分の責任 を髄に転嫁 して､まるでたら

い回 しで態す るような発想で したJJ鰭藍子なiF㌔議ですがt太等 当展@:}混乱 と無責任蔓こ墓まあき

れ返 っています｡そこで訪ねてきた学生たち蔓こは､ i外国Å教師の俺の ところ畠こ､いきな

り訳のわからぬ ことを籍 ち込んでももなんら解決論忌まないO瑞在は 3年塗と4年生糾正規

の学生で手一杯であるO大学 当局が転部や転科を認錬るとい うなら､東学当崩に新 しい草L-

生 を採用 して私らい,その先生に日本語を習いなさいj と答 えておきましたO

現在､学長は選出されてお らず､学部長 も新任で､また学 内はセタ りシュティの追求申

ですか ら､無理 もない点をまあ りますがL_それ喜こLLで も当事者能力や展望をもたない教育指

導で毒j･､教育の再建は怠ろかL国家の再建 隼‡ま蓋ならずとiYJ､う印象を重 く持ちました古手

やウシズム時代の無責任藤島ijをそのまま引き潅いでいる状態 です令

学生 たちも民主的組織の手続きや方法がよくわか らず､自由とをま自己中心の行動が許さ

れるとい う程度の認識 しかないように思えました｡

彼 ら毒こ日本語を教えるのがいやだとい うのではな く､時間約着こ余裕がないのど､無責任

体制の受 け皿投は好 ましくはないという考えから前述の ような答えを しましたo革命の後

遺症が思わぬ ところか ら降 りかか り､頭を抱えている昨今ですや

*日本語科の革命 ?

E3本語科の 3年生は一方で学習 し､もう一方では日本人 ジャーナ す]ス トのために大活躍

を しています｡通訳や市内のガイ ドのために雇われるわけです09人の学生の中には通訳

やガイ ドに興味を持 たないで学習一本や りの者 もいますが､半数以上 披雇われればとんで

いきますoそのため､ 9名全員が授業で顔を合わせ ることが減 ってきました｡私 も初めの

うちは大 目に見ていましたが､最近はもうそろそろ勉学 に励みなさい と言っていますO

日本のジャーナ リス ト方に評判を聞 くと､細かいことはさておき､大筋では相当に役に

立つ と言 うことで した｡学生 たちには､通訳やガイ ドをすることによ り､生きた日本語が

学べるとい う利点があると同時に､若干の報酬 も得 られ るとい うのが魅力のようです｡特

に外貸が得 られる とい うことは､旧政権時代には考 えられなかったことですから無理 もな

いか もしれ ません｡お金を貯めて､いつか日本へ行 くための資金にしようと思っているよ

うです｡涙 ぐましい健気な考 えには同情を禁 じ得 ません｡ 日本の公的機関や団体で全員を
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招待 してもらえれば､これにこしたことはないと思 っています｡この学生たちが､今後の

ルーマニアの日本語教育の中心的な役割 を果たすことは､客観的に見ても間違いない と思

っています｡もちろんルーマニア国家 自身が日本語 に対 してどのような方針や態度 を示す

か､その ことを抜 きに しては断言はできませんが｡何はともあれ､3年生が日本人の読ん

でいる新聞や雑誌 ､見ているテレビのために相応の活動をしたことは確かです｡

i990年 2月 1日か ら14日までは平間テス トと試験後の休みの期間ですO今回は 日本語の

試験はあ りませんが､他教科の中には試験のあるものがあ り､各人 まちまちの状態 です ｡

今､私が学生諸君に敢 く言っていることは､2月15日以後は全員揃 って出席 しなさい とい

うことです｡日本語科には違 った意味での革命の影響が波及 していると言えなくもなさそ

うです｡それで も､日本語科は､外国語学部の中で最 も安定 しています｡他の学科では､

未だに授業さえ行われていないところもあ ります｡他の学部 では､先生たちの信任投票が

行われた りしていますO信任投票をされた学部の先生に話を聞いて見ると､やる気 を失 っ

て しまった先生 もいるとのことです｡プクレシュテ ィ以外のある都市の大学では､学長 が

解任された後､新 しい学長が遠出されました｡聞くところによると､新 しい学長 は革命前

は助手クラスだった人だとい うことでしたOとにか く革命は一種の狂気さえ帯びているも

のです｡そんな状態の中で､ 3年生諸君は日本語への情熱は失わず､さらに熱意 を高めて

いるように思えます｡

*日本語科新入生

1991年10月の新学期か ら､日本語科 (主専攻)に17名の者が入学する予定です｡試験前

には､定員は10名 だとされていましたが､合格発表の時点では17名になっていま した｡ ど

こで､誰がそ う決めたのか不明ですが､何 とも､その場主義的です｡いずれにして も､入

学試験に関することは､日本 とは様子が遠い､驚きの連続です｡

その驚 きの原因を列挙 してみ ましょう｡

1｡募集人員が最後の最後 まではっきり確定 していなかったこと｡

2.試験科目に日本語初級が採用されたこと｡

3･大学入学希望者 に予備試験 を課 したこと0

4.同 じ学生が二つの学部や他大学に同時に在籍できること｡

5･合格発表後､不合格者が大学 当局に異議申し立てをして､採点の見直 しを要求 で きる

こと｡

6･採点の見直 し後に､成績にあまり差がない場合は､定員増を要求 してでも､入学 のチ

ャンスをはかること｡

7･日本語初級試験の場合､日本語科の助手が三通 りの問題 を作 り､試験当日､学部長 が

その中か ら無作為にひとつを選ぶ｡選ばれた問題はただちにコピーされ､それが試験

問題になること｡

などです｡

Ej本語科を希望 した者は30名､予備試験で落ちた者が 5名､本試験を受けた者が25名 で

す｡今年は大学受験者の傾向が大変動､多 くの受験者が経済大学に集中 しました｡理工 系

の大学は､軒並み に欠員が出ていますo外国語学部への入学希望者 も激減 し､欠員が生 じ

ている学科 も出ていますO
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,冬勾=′n貢藍 壁 書,tli+_)47の壁 書旦 すご汁 7盲ILIB,INー'′ノつでノサー J 'l~lYくht/＼11ノJ ltL Yノ ＼､/=一〇
英語 (合格者 5g､以下 同様 )

フランス語 (41)

ドイツ語 (34)

ロシア語 (42)

Ej本語 も1'.I)

ハ ンカ リ一一語 (8)

チ _Ij!語 HC,うl

ブ ルガ リア語 (6)

iタ リア語 H Z)

スペイ ン語 (旦2,)

古典語 日2)

ポル トガル語 HOIi

これ らの中で成績俊秀者の割合が多いのは､菓 d払 叫だ言や古 典語学覇 で したO

その後懸念 L,Tい た ,=とが発生 しましたO未知の人か ら電 話 があ りました0日太語草射こ

入学で きなか った者 の母親 で したO入学 で きなか った者 の中 るこは､ 日本語初級で受験 した

者 が 3名 いま した,,彼 ら娃ブ タ レシュティ自由大学 で､市民 講座 を受講 L,T=り-助手か ら

儲/A､的 に学 んでいた りで1成績は まあ 莞/3,)で Lたが ､他 oj外 転語や pし､--マニア語の成績が

悪 く､失敗 してい 蓋 し77三 ｡

電話 uj内容 は､受験科 目の中で は､ 日本語U)成績 はいいの だか ら､ 3名の者たちの入学

を認めては しい｡ また､gl,ZLq岩文部省に汚 っ EI 定員増 を軽んで くれ と i'!ttlPt驚 L(べき要請

で したC

この園の ことですか ら､ これに賛することが起 きるか も しれ ない とは予想 していました

が､現実 に起 きてみ る と､ た とえ ようもない驚 きで したQ

母親 には次の よ うに答 えておきましたO

五一私 は外国人の教師 だか ら､ル---マニ ア人の ことや ､ルーマニ アの大学の ことでは,,授

業 をす ることと､成績 をつけ ること以外は､何 の権限 もない｡

2.学部長 や助手 の要請であれば､相談 に応ず るが､ こんな重大 な問題 について､受験者

の母親 の電話 だけでは ど うに もな らないO また､文部省 に行 って ､定員増を要請する

理 由や立場 にはない0

3｡私 に電話 をす る前に､学部長 や助手 と相談 をすべ きで し ょう?そ う思 いませんか ?

ところが､母親 はかん じんの学部長 とも助手 とも､連絡 がつ かない ようで した｡まった

く担 りま したo

その後 ､学部長宅 に電話 ｡帰Egの挨拶のためにか けたので すが､その件 も話すと､同意

見で したが､やがて､定員 は文部 省が決めるのだか ら､親 と-緒 に文部省へ行 ってや った

らどうか との､予想外 の返事 には驚 きました｡私 には行 く理 由な どまった くないので､ も

ちろん拒否 しま した｡ しか し､このEgの ことですか ら､必死 になって入学 を果 たそ うとし

てい る人 たちは､最終 的には､目的を達成するか も しれ ませ ん｡
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