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スロヴェニア共和国の旨府 リュブ リャ-ナ市では､スロヴェニア東方学会の諸活動のひ

とつとして､主に初級 ･中級者を対象に日本語を教 えてきた｡1990年度は､Ej本語講座の

活動の中心 となってきた2人 (アン ドレイ ･ベケシュ 重盛千杏子ブ ッチャール)が とも

に不在で､いつ ものような講座 (2クラスに分けて週 2- 3回､10月から翌年 6月まで)

を開くことができなかったため､その代わ りに日本の春休みにあたる3月に､

(1)初級者向け集中講座

(2)E3奉語 ｡日本文化 シンポジウム

そ して夏休みの 7月にもう一度､

(3)初級集中講座

を計画 した｡これ らの計画の うち､実行に移すことができたのは､ (2)の日本語 ･日本

文化シンポジウムのみであった｡以下､その報告 とする｡

(1) 3月の初級者向け集中講座

1991年 3月には､初級者集中講座 と日本語 ･日本文化 シンポジウムが計画され た｡集中

講座は､筆者 (垂盛)がまだ日本にいたため､ベケシュ氏が 1人で行 う計画で､ 3月15日

に日本か らスロヴェニア入 りしたが､疲労で発熱 し､講座を取 り止めなければな らなかっ

た｡講座に集 まった学習者たちは､実際に日本語の授業を受 けることができなか ったが､

それぞれ 自分の分野 と日本語学習 とのつなが りの可能性 を模索 しなが ら､3月下旬 (講座

の日程のす ぐ後)に行われた日本語 ･日本文化シンポジウムにも積極的に参加する姿が見

られた｡

(2)Ej本語 .日本文化 シンポジウム

これは､上記の講座のす ぐ後に計画されてお り､ベケシュ氏が以前から郵便で方 々に呼

びかけたため､日本をは じめ､各地か ら講師の方 々に集 まっていただいたOシンポジウム

では､ 1人が 1時間～ 1時間半以内に､言語に限らず､文学､文化､歴史､哲学等､それ

ぞれの分野における研究報告や問題提起を行い､講義の終わ りには参加者からの質問に答

えたり､テーマについてのディスカ ッションも活発に行われた｡時期的にはイース ター と

重なったにもかかわ らず､かなりの参加者があ り､成功に終わった｡

これは､シンポジウム終了後に筆者が知 ったことであるが､スロヴェニア東方学会 は､

i991年度は共和国政府か ら学術組織 として0)活動の基 となる援助資金を一銭 も受 け取 って

いない.今 までは少額ではあるが､学会の活動に使 える資金があ り､その枠の中でセ ミナ

ー､語学講座､その他の活動を行っていた｡今剛 ま､シンポジウムの開催にむけて､ 日本

とスロヴェニ ア間､及び講師をお願いした方たちとの通信等 には､すべてそれを受 け持つ

個人が出費 したO また､シンポジウムの開催場所は､ぎ りぎりの時点で､ リュプ リャ-ナ

市の中心にあるツァンカー)i,会館の小会議室を無料で借 りられることになり､ラ ッキーだ
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ったが､ この場所 を借 りるた削 こ交渉にあたった者は､自発的に多 くの時間と労力をさか

なければならなかった｡

Ej本か ら参加をお短いした講師の先生方 -2名には置際交流基金から旅費の援助があ{)､

たいへん助かった｡

(3) '7月の初級者向け集中義経

3月の初級者向け集中講座が取 り止めになったため､あ らためて､夏体力に集中講座を

開 く計画を立てたV今回は.筆者 (蔓盛)蔓こ時間的な余裕があったた軌L 7日只日開講予

定の ･2週間前､6月下旬に久｡ヴェニア入 りした｡専門は違 うがやは り東方学会の会員で

ることになったoまた､学校が夏休みに入っているため,大学その鶴の掲示板を使っても

十分墨こ連絡できないと思われるので､講座開催Qj期 E3と場所を新聞広告欄i,:彊すことにL

たLtそれ と同時に､すでに 3削 こEI3本語を習Ut･たいと申し嵩ていた者の リストがあ -;たの

で､その人 たらには電話連絡 をすること碁こしたLl新関広皆 と竃謡連絡 は､以前からs:If二昭 恵

語学習者で雄事をお願いしている者 と聾者の2人が受け持 ち､電話で時期等を相談 しあっ

1'い/ILL:.I

6月25日は､呈99日韓暮れに行者つれたスyJj'ヴェニーア共和損教 窪の方針 を決める投票からち

ょうど半年であ り､独立宣言のE3と決められていた｡25日夕には､ リ二/B_ブ 訂)ヤ-ナ市の中

心で祝典が行われたが､その祝典が始 まるとされている午後 5時には､特に低 く､ユーゴ

スラヴィア連邦等の&piをG戟置嶺が数磯､ リT3フ 音メ繁-ナ 上空 を飛乙だかいtそれるま､聾者

幻窪む家か ら尊:}よく見えていた｡翌 日は朝早 くから､イタ リア及びオ--ス ト王]アとの国境

において､スログェニア共覇冠側が国名の表示を掃け替えるのを阻止する連邦軍側の動き

等がラジオで報 じられていた｡東に､ リュプリャ一肌ナ番の北西 を連邦峯の戦車が市の空港

へ向かって通って行 ったO筆者の住む家は､幸を､にも戟車が通った場所からは離れていた

が､これ らのニ ュ--ス毒こ､スロヴェニアと連邦髄 との対立が どうなるか､発展があれば秦

中講座 も思 うように行えないので披ないか と心配されたo Lか し､この時点でも.特に同

年代のスロヴェニア人の見方では (学会の仲間等う単 なる嫌が らせ レベルの事件がいくつ

か起 こるにとどまるだろうか ら心配ない､という説明なので､自分では判断できないなが

らも､ もう少 し様子を見ようと思 っていた.

まだ日本にいたベケシュ氏からも電話があり､その時点では筆者は比較的に落ち着いた

括神状態だったので､もう少 し様子を見てから講座が開けるかどうか判断 します､と伝え

た 9

しか し､翌 日からはスログェニアの各地 (特に撰境､共和掬境付近 )に連邦軍が戦車､

戦闘機で現れ､24時間ラジオをつけっ放 しで成 り行 きを見守 ることになったo筆者は､年

少の娘 を2人つれて夏休み を過ごすつもりでスロヴェニアへ来ていた｡近所に娘たちの祖

父母が住んでお り､昼間はそ こに娘たちを預けて大学等のある町の中心へ出て雑用をすま

せていたが､ この日から娘 たちを置いて 1人で行動するのが不安になった｡町の中心へ向

か う道 にはあらゆるところにバ リケー ドが設けられ､車では町に出られなくなっていた｡

ラジオでは､ユーゴスラヴィアに住むあらゆる民族の言語で､連邦軍 の兵士に投降を呼び

かけていた｡また､空襲の場合に避難所 として使用するいろいろな建物の確認等 もラジオ
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を通 じて行われていた｡ちょうど週末にあたり､避難所の鍵を持 っている人がつか まらな

い等のケースもあるようだったO筆者は､ラジオの呼びかけに従って､自分 と娘 たちの 3

人分の着替え､当座の食料､毛布を リュック等に積めて､玄関に用意 した｡

金曜 日には､ベオグラー ドの駐ユーゴ日本大使館か ら電話があ り､スロヴェニ アとクロ

アチアに住む邦人の無事確認をしているということなので､ ｢大使館側から邦人を保護 し

て くださるのですか ?｣と聞くと､ ｢そのようなことは今の ところできません｡｣ とい う

返事で､反対に､ ｢現在 どの国境がスロヴェ二ア側の手にあるのですか ?｣など､情報 を

求め られた｡

事態 は思わぬ方向に悪化 し､ 1週間後に日本語集中講座 を開 くのは無理だと考 えざるを

えな くなった｡ 日本語を習いたいというスロヴェこ ア人は､数にすればそれ程多 くないo

そのかわ り､まじめに習いたいと考えている人は､機会が少 ないこともあ り､夏休みであ

っても時間を作 って､ リュプ リヤ--ナ市だけでなく､かな り離れたところに住む人 も通 っ

てくるはずである｡今回も､少なくても10人 ぐらいは集 まるであろうと予想 していた｡で

も､町の周囲に何重にもバ リケー ドが張 りめぐらされているため､講座に通 うのは事実上

不可能になっている｡筆者 も､このような状態が続 けば､娘を置いて毎 日日本語を教 えに

大学へ通 うことは､不安でできないだろうと思 った｡

土曜の午後 ぐらいか らは､真剣に､なるべ く早い機会をとらえて､娘たちとともに国外

へ出ようと考えていた｡ しか し､いつ､どのように (車で､列車で ?)出れば安全かは､

1人ではなかなか判断できないo筆者の夫 (スロヴェ二 ア人)は､仕事o)都合で 4月か ら

ずっと ドイツに滞在 していたので､ ドイツへ行 く考えであったが､戦争 とい う事態の中で

スロヴェニ アを出る時期 と方法については､自分 1人の判断に頼 らなければならない｡電

話で ドイツにいる夫 と話すと､ (電話の回線がかな り込んでいて､つながるのが難 しい状

況だった) リュブ リャーナの自分の家なら地下室もあ り､近 くに空襲があって も､住宅地

が襲撃され ることはまずないので､うちで じっとしているのが一番安全だ､とい う意見だ

った｡ しか し､筆者 としては､24時間ラジオの報道 に注意 し､いつでも子供をつれて動け

るよう用意 をしていなければならないのは精神的にかな りつ らく､子供のほうは､夏休み

に遊びに来ているはずが､しょっちゅうテレビで戦車を見せ られた り､庭で遊んでいる時

に､上空を旅客機ではなく､M IG戦闘機がすごい音 を出 して飛んで くるのではたまらな

い｡また､筆者は､日本語講座の準備の他にも仕事を持 ってきていて､少 しずっ ワープロ

をたたこうと考えていたが､このような状態では仕事にまったく手がつけられない｡

夕方､ うちの中で娘たちの相手をして絵本を見ていると､また上空 を戦闘機が飛ぶ音が

し､その うちの 1機が上空で嫌がらせの急降下をしたらしく､その昔に筆者がび くっとす

ると､娘たちも不安そ うだった｡子供たちは､母親の顔色 をよく見ているもので､母親が

動揺 しているぶんだけ､子供 も不安な気持ちになるのが手に とるようにわかった｡

集中講義をするとい うので雑事を手伝 ったもらっていた学生や､その他にも筆者が リュ

プ リャ-ナに帰 っていることを知っている学生が､電話 して来て くれ たが､このような状

態では残念 なが ら講座は開けないし､筆者はなにしろなるべ く早 く娘たちをつれて国外 に

出るつ もりだか ら､と話をした｡

日曜日には､朝 9時頃､ちょうど娘たちと朝食をとっている時､ リュプ リヤーナ市 に空

襲警報が鳴 ったOユ-ゴにある複数の連邦軍基地から リュプ リャ-ナの方角へ戦闘機が飛
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ォ放送である｡訳がわか らないでびっくりしている娘 たちを地下室 におろし･ラジオを地

下 に持 ち込んで､警報が解除 されるまで､約 1時間待 ったoその臥 ラジオではまた各言

語 で､連邦軍の兵士に降伏を呼びかけた りゝ市民 に避難 を呼 びかけた りしていたo幸い､

リュブ リャ-ナへ向かったという車南極は引き返 したとかで､ この 巨は 空襲に妻 らなかっ

//...

スロウェニ アとオーース トリアの国境 は､どこもスロウ ェエ ア側 と連邦軍の取 り合いで､

ーpLL.〔iL‥ごi_こうだ-,たが､ザル ツ ブルゲ方面 <-続 く鉄道は､戟ぁま 廿)-fZ:室も､_通過 だきる抜蕉THLムー､7

闘が始 まってか らもずっと列車が走 っているようだったO リュプ uヤ-ナの駅からオース

が聞 こえていた0)で､私 たちもこの方面の列車に乗 って ドイツへ向か うのがよいと思われ

たC,

ドに晶いこといらっしゃったEj本丸の方がいることがわか を)∴ ーiレ二丈センター一･-17滴 訪蕃半

を教 えていただいてあ ったゥいつで dT,,呼び出せ るということだった'I,I:,でゝプレスセンタ-一

に電話を入れ､明 日にでも国際列車 でオース ㌢リアaj万へ畏 たいが､時間妄諾い′-'ごろ毎塚

全か､ と相談 したこ,そLt7Jt記者V-JIF力の話では､入閣 とい うのELま.夜明け とか夕暮れ とか-明

ら (な りかけ､または暗 くなる前などに､精神的るこ不安定 にな &j発砲 などL,やすいから､

昼間uj明るい時に毎境を通 るほうが よいで しょう､と言 う0)で｣早速 F∃曜 日の朝苫噂 任潮

車で行 くことに した,_電話では､必 ず義援 O-)ニ3--人を閣 い-L､特 に変わったことが起き

ていない幻を確認 して,-3ゝら出て ください､ と記署の方に注意 さ倉lLだ . ｡

斬 i8時の列車 tIいうOjは､ザグ レブ (クロアチア共和国 )覚､ ミュン- ン行 きの転際列

車 で､半分 ぐらい席が埋 まっていただろうかG車内は静か だった0 71ユブ リヤー-ナを出る

と､▲国境 まで細分 ぐらいあるのだが,その間の風損 は､いつ もの よ うに野の縁や山々が美

しく､農家o)人達 が塊に出て働 く姿､乳牛が散華をはむ姿が あったO暫境の駅ではさすが

に少 し緊張 したが､スロヴェエア共和EEigJb印を帽子 につ けた孫員が パスポー トの検査 tt筆

者の場合はEj本のパスポー トなのでちらっと表紙 を見たgjみ )､川分 ぐらい止 まっていた

だろ うか｡その後 す ぐEg境の トンネルを通 り､オース トリアに出たoオース トリア側の国

境の駅では､警察 や軍隊があちこちに配置 されていたO新聞で も､ユー ゴスラヴィアの撰

境 でのや り合いの とばっち りを恐れて､垣境 に軍隊を出 して いると書 いてあった｡

スロヴェニ アの ｢戦争｣は､筆者が 3日目で音をあげて出て来て しまった後､ i週間は

ど続 き､実質的にはi相 聞で穀わ った｡ ドイツで数 日遅れで手 に入るスロヴェニアの新聞

によると､現在 (9月中旬) も少 しずつ連邦軍所有の戦車 な どが引き上げる過程にあるC

気 になっていたのは､日本語の集中講座 とほとん ど時期 を同 じくして計画されていた､外

国人のため0)スロヴェニ ア語セミナーだが､いろいろな国か らすでに集 まって来ていた人

達 に､なるべ く早 くスロヴェニアを離れるように､ とア ドバイス しなければならなかった

そ うで､計画 されていた催 しのほ とん どを行 うことがで きず に終わ って しまったらしい｡

i992年o)春か夏 に改めて Fjユプ F)ヤーナで初級者のための Ej本語集中講座を開 こうと計

画 している. まだ､隣の クロアチ ア共和国では戦闘が練 りひ ろけ られていて､ ヨーロッパ

共 同休が何 を言 っても戦 いが とまる操子 はない｡筆者は 3日間だけ経験 した ｢戦争｣だっ
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たが､なに しろ､あのような非生産的な環境 には身 を置 きた くない と思 う｡スロヴェニ ア

だけでな く､ユー ゴスラヴィアの他の共和国で も､今年の暮 れ まで ぐらいには､政治的な

解決に到達 しては しいと願 っているが､これは楽観的すぎるだろうか0

一昨年 ぐらいか ら､日本の文部省の対ユー ゴ奨学金は､ス ロヴェニ ア共和国の方 まで回

ってきていない｡スロヴェニ アが独立国家 として認め られ るようになっても､文部省の奨

学金で E]本へ留学生が行 くようになるまでは何年もかか るだ ろうと思 う｡数は少 な くて も

熱心に 日本語 を学び､日本へ勉強に行 きたいという人達がい るのを知 っているので､たい

へん残念である｡

49


