アメ‑カとスイスの国語教育
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大学大学院で研究を続けられた︒一九五四年へ外交官となりへイン

業︑その後フランスへ日本に靭E‑一学Lt楕円校さらにカリフォルニア

";'.s'・,

詣外田における国語改訂の作Ettと現状をとらえることは'それが

ドネシア・朝鮮・フイリツピンなどに駈覆し'一九五九年︑広島ア

∵1⁚̲.;‑

なにかと困難なことが多い︒こ

HighS‑hoolを経て︑カリフォルニア大学︑ミシガン大学を卒

をとらえる一方法・一段階とし

**‑Iめに

こに抱けるのは︑外国の国語教

重要であることはわかっていてもう

﹁) の

問題の解決のために'赤十字H襟項員套駐日代表団の一員として来

はアラビア文学で'ジュネ・・ブ大学の教授である.当時︑北鮮帰還

テステユー氏は︑スイスのジュネーブ湖のほとりに生まれた︒専攻

E1本ナ'蝣‑ '・U.およ"?;:lirでおる︒

メリカ文化センター餌良として来日されたOホイツト氏の専攻はt
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日されていたo十一ケ国語に通じておられるそ‑で'母国語はフラ

Iアメリカの国語教育

(文‑W 4/"77‑/祁V)

ただいた大友氏にも︑深くお礼を申しあげるものである︒

に'心から感.FE申し上げたい︒なお'テステェ‑氏の通訳をしてい

いを快くお引き受けいただき'貴重なお話をしていただいたこと

い﹁

一環としてなされた︒実施の期日および講師はつぎのとおりであ

James Hoyt

金)広島アメカ文化センター館長︼jr.

る︒
昭和

ンス語であるが︑この時は英語でお話しいただいたo

第一回

ワlichel Testuz

第二回 昭和粥 t‑i T‑t¥金)ジュネーブ大学教授Prof.Dr.

ホイツト氏は'カリフォルニアの出身でVenessa Elementary
School,JohnBurrough3Junior High Shool,Lord Fairfax
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アメリカの教習の特色の一つは︑ヴアラモアィに富んでいること
に・サ蝣';蝣<r<jLc:0い一f‑i‑1‑・ ︒∵t小り︑

よってへまた地方によってへ非常にちがっているということです︒
ですから,アメリカの国語教;f‑.について語るはあいも'これを一段
化して‑んねんすることはきわめて困難です︒それに'わたしは

こんなわけで'これから申しあげることも'わ

その方画の専門家ではありませんからへくわしいことを申しあげる
こともできませんo
たしC㌫ 一^o^iscvzov; にす'vjないこしH‑iおことかりし
て串^i‑.(V‑なおへ ここてに'‑r‑,jjLVr 'lににおける日記1.*蝣‑1につ
いてお話しすることにしたいと思います︒
昌枝のL年では'世昇史と世界文学を︑同じ先生に'平行して

.

J

h‑i‑Tt‑こした︒什 ナ＼;蝣‑,v'Jに︑ ,丁・PI i'0エ''‑''"I‑㌫ナj';蝣'
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から'それの名訳が倍竃られて教科欝になっており︑それを学んだ

らいました︒こ‑した古典は︑たくさんのりっはな訳本があります

わけです︒
二年では︑ヨーロッパ史とヨーロッパ文学を'一年の時と同じ
よ‑に平行して学習しましたOドン・キホーテなどのヨーロッパ文
学の古典の紹介を‑けたわけです︒
三年では'アメリカ史とアメリカ文学を学びましたoカリフォ
ルニア州の規則できめられていたのだろうと思うのですが︑高校四

'

年間のうち・少な‑とも一年間はアメリカ史とアメリカ文学をやら

なければならないことになっていましたoまた'郷土の文学 ‑ わ

たしのばあいはカリフォルニアの文学ですが‑も'やらなければな

このようにへ高校三年までは'地理的には広いとこちから狭いと

りませんでした︒

ころへ'読み方としては浅い試みから深い読みへと進んできたと言
えるでしょう︒
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composition)がありましたo文法

また,高校三年になると'進学希E;嘉には'大学入試に備えるた
めの高等作文Cadvanned

は︑主としてこの作文の中で扱われました︒

‑

四年になると︑これまでとちがって︑英語は選択になります︒
∵

つがあり,能力の低いものは﹁現代文学﹂を'高いものは﹁世界文

でしたU科目としてI '﹁現代文学﹂ ﹁英文学﹂ ﹁世界文学﹂の三

学﹂をとるよ‑になっていました.﹁現代文学﹂の教材には︑読み

やすいもので'その人の特設に役立つものがえらばれていましたO

﹁世界文学﹂のテキストには︑抄本ではなくへ一冊のまとまったも

・スミスの﹁国岩諭﹂へ ミルトンの﹁朱葉山﹂といったもので︑も

のが使われていました︒たとえばへ マルクスの﹁資変巴へアダム
ちろん英訳によるわけです︒

大学は'わたしのはあい︑文誼科大学(College of letters
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andscienハe)なのですがへ ここでは︑文科系の人も理科系の人

の人もそうとう斑科系の佃強をしますLt逆に理科帝の人も文科系

7只

ております︒この英語をやるためには'試験に合相しなければなり

の詔責をきいておりましたO大学では︑一年間は英語が必修になっ

リック信者が大統領になってもよいか﹂とい‑問題など'当時のト

エチオピア聞知へ フランス甑争'プアツシズム'医学間間枇'﹁カト

ません︒こr.'蝣"蝣蝣‑‑蝣'には︑約三分の一r蝣;'U‑J‑‑
ピ'
ッ.
ク,
が"
多,
か'
っ‑
た'
と'
思r
い‑
ま‑
す‑
o1
そ:
のな
ほっ
かて
にい
も'
ま﹁
し女学生は何歳から
夜のダンスパーティーに行ってもよいか﹂とい‑よ‑な身近な問副
たから︑試験としてはそ‑とうきびしいものだと言えるでしょ‑0

この試険に不合柏になった人は'予伯校で'いわゆるbonehead もありましたo今から考えると'政治問欝などのはあいは'結局借

教科書やそのおもな内容についてはすでに申しましたとおりです

<託むこと∨

や寝託の鈍行などをやっておりました'

なお︑クラブ活動としてはt literary sojietyがあっ て︑創作

り作
も文
のの意見であって'ほんとうに生徒が考え出した﹂5兄をたたか
Englishをやらなければなりません︒その内容は'高校:ii淀の
わすとい‑ことになると'身近な問匙の方がよかったと思いますo

・Pす︒
以上が'わたしの受けてきた国語教育のあらましですがへつぎ
に'高校の国語教習について︑もう少し‑わしくお話ししてみよう
と思います︒
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この作品

ぅとう多方面にわたっていましたOたとえば︑二年生で﹁二都物

は︑抄出のはあいと︑全作品のばあいとがあります︒学習描出はへそ

学校では'一学期にこっ三つの作品を読むわけですがへ
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で'行くときはAとBとがそれぞれの立切で試論をし︑帰りには同
じ二人が立場を逆にして読諭したりすることですOこのようにへア
メリカ人は'小さいときから'一つの趣味として論戦します︒高校

語﹂を﹂・1んだのですがへそのときには'先生の間諜や内容の討議の
になるとtdebate(lubがあっctこれにほとんど全員が入会し
ま
い*J‑f,11へ ギ‑ ・ト㌧・Cry‑.vi什ったい.'墨 やった1' 八豆・wl‑‑J
す︒一般に'アメリカの学校では︑クラブ活動がさかんですがへ

作t
っu
たt
り;
しました︒詩などは'暗謡もさせられました︒それらはへ
dedateclubでも'熱心に沼動しています︒討論会では'宗教囲
や政治問餌がとりあげられますがtiil従の身近な問題もとりあげら いまでもに︑蝣A¥Jいるr>'蝣;;ム1三㌔寸こ蝣)f‑7じ﹁二拭^KJ vJ‑^Jり

れますo討論Gfの形式は'二つのグループに分かれて討論し'二へ≡ あげるにしても'二年のときと四年のときとでは︑その日的がちがっ

てた
いに
まな
しっ
てて
へい
扱1
い'
も‑
閉>
校し
でなかったことはもちろんです︒二年のと
人Pi量・;に‑蝣;y‑j;⁝汁*:.・・?,﹂いするというやりか

それからへ社CL;科と間近をもって学ぶわけですから'アメリカの市

た︒先srtは'テーマのとらえかた'難憩のしかたへ諭の展開のさせ きは'作品を読み妹わ‑か︑作文をむくカなどをつけのが目的だっ
たのですが'四年になると'もっと知説的な質崇が強くなります︒
かたなどに茄点をおいて'批評されました.わたしもこのクラブ

にはいりましたがへそのときにとりあげられた閃匙は︑たとえば︑
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民桁神(civics)を養うことも目的になっていたと思ます︒
∧普くこと∨
Lたがって︑その題目も'知識よりも貴く力をため

大学入試の作文は'英語を正しく書くカがあるかどうかをみるた
めのものですo

∧文法∨
文法についてI'作文のところでふれましたように'主として作

文法の学習があまり役に立たないからでしょ‑か︒正しく
t1
f‑
it
fJ
aみ書き
でtil∵:.1∵̲伝.‑.蝣̲,,4.....‑i.∴おいて''

文を通して学びました︒もっとも'小学校の六年ごろから'名詞が
何であるかというようなこiJはならいましたOとい‑のも︑やはり

‑ことだったと思います︒

すのにつどうのよいものが出されました︒生徒が興味をもちそうな
L^'‑‑‑'f'いくつかユーさ;て︑そC.﹁‑⁚・f/蝣‑ "'‑>Jれか一つ;mん蝣J㌫くわ

文法は'むしろ外国語学習を通して学びましたo外国語学習は'

汁です tu‑‑i‑:ナJ.v‑¥l^た上るよう人^U‑J‑'?vi‑?iせん︒
作文の授業は'ところによってはテキス・Lを使ってやっていたか
作文することによって学ぶ﹂という考えかたです︒この作文によっ

り'そこにいろいろ問謎があるようですが︑アメリカにはこれに相

÷4i‑f.^ttLE小∵^:'im亨'=iむ・:㌫・に十︑;‑;

を学ぶ必要がありますので'ここではいろいろ学びました.

・S・‑c一i'r‑fV‑Tは;﹂ま=三㌧汁の;‑nに<
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てへ文法的な誤りをなおしてもらったりするわけですがへだからと

当する問題はほとんどありません.シェークスピアだって'近校ほ

もしれませんが'わたしのとこTCはテキストなしでしたO ﹁作文は

いって文法のテキストを似‑わけではないのです︒一院に'アメリ

値班も'日本とはちがう上‑です.日本では︑平安時代の文学が日

にはいらないという気がします︒チヨ‑サーやジョンソンなども'四
年の霞択科目までは出てまいりませんoまた'古典文学に対する価

参考訂で調べればすみますoそれに︑イギリスの古い文学は国文学

どわかりにくくはありませんOわからないところがあれば'辞書や

カではt grammarとい‑ことばをあまり使いません grammar
とい‑と'なんだかむすかしくてとりつきにくいもの︑おもしろく
た.こんなわけで'文法的なことは︑作文の中で指導していただき

ないものと堵えられがちで︑役に立たないとして敬遠されがちでし
ました︒
そのほか︑英語では綴字法がむずかしいので︑その抹習もいたし

わけですから'古典文学はそれほど問題にならないのす︒こんなわ

は'イギリス文学でも十九世紀以校'アメリカ文学では現代という

本文学の茂金時代だったとも考えられるほどですが︑アメリカで

す︒これはへ

けで'日本の文語文法のよ‑な問題は'アメリカではあまりないと

ましたO これはへ おもに小学校でやるわけですがへ その方法として
おもしろかったものに﹁綴字既争﹂ (spelli品bee)がありま
ちがいなく訂く就走です︒まずAチームの人がとりかかりますが'

二つのチームにわかれて'先生の言われる単票をま

正し‑書ければ一点としてへまちが‑ところまでやりrます︒まちが

:'/iってよいでしよう0
アメリカの国語教育研究団体

‑と︑こんどはBチームの番になり'これもまちがうまでやって︑

で'おとなでもバティーなどでよくやります︒

その 小 人t cl'. 'v蝣‑. ‑':,:‑:>;hめますrJ こot;∵ii+c お‑>j'しろいの
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ぞれ州によって教育の真情がちがっているとい‑ことへ第二に'一

ます︒すなわちへ第一に'スイスは二十五州に分かれていて'それ

があります︒ここから﹂﹂'English Journalを出しておりますo

ONational Congress of Teachers of English(NCTE)

っの統一的な国語をもっていないとい‑こと'第三に'宗教的な事

まず︑全国的なものとしてはt

そのはかt

つです︒この三つのことがらは'それぞれスイスの教育を親(疋して

情が複雑であり'教育にもそれが反映しているということへ

OAmerican Philological Association

いますので'まずはじめに︑これら三つの点についてお話ししてお

この三

OAmerican Teachers Association
OAmerican Federation of Teachers

語へ

スイスの教習は'州によっていろいろとちがって

スイスで用いられていることばは'おもなものだけで三柾︑小

イタリア語'それにごく一部の人々によって用いられている

さなものも入れると四践あります︒すなわち︑フランス語'ドイツ

ん0

また'スイスには'一つの統一的な同語とい‑ものがありませ

おり'画一的に論じることはできないのですO

す︒したがっct

は'この′T‑fi本 >)‑,?‑﹂.ついてへ さござI'‑‑HZ∵ 絹;rJォめていT.i

摂琵だけなのです︒この基本法は'一入EI八年にできました.各州

歳から十六歳までは数百を受けなければならないという義怒数苛の

基本法はあります︒しかし'この基本法に定格られているのは'七

れ異なっておりますOもっとも'スイス全体を規制している一つの

かれています︒しかも'教育法規は'これらの州によってへそれぞ

スイスの面積は九州ぐらいしかありませんが'州は二十五にも分

きたいと思いますo

OModern Language AssoHiation
などがありへそれぞれ雑誌や出版物を刊行しています︒これらのう
ちt Modern Language Assoりiationは︑外国語を中心としたも
のですが'なかに英語もはいっています︒
そのほか︑地方地方でいろいろ研究会があることはい‑までもあ
りません︒たとえばt
ONew England Asso:iation of Teachers of EH邑ish
などは'ニュー・イングランド地方の研究会です︒これらからも'

ル・テステユー

なお'くわいことを知りたいときは'アメリカ文化センターにご

いろいろ出版されているはずですが'くわしいことは知りませんo
相談くださいo
f スイスの国語教育
ミシェ

フランスへ

スイスの国語教育について話をするようにということですが'初

ドイツへ

中に住んでいるごく小数の人々によってへ

それぞれ使われていま

オーストリアに隣接している地方で︑イタリア語は︑南部

オランダに接しCいる地方で'ドイツ語は'東北部1

対面のこととて'みなさんがど‑いうことを求めておられるか存じ

1イタリアに接している一つの州で'ロマンス語は'菜部の山の

︒マンス語1この四校類です︒フランス語は'スイスの西部1

ても話しにくいのです︒それに︑つぎの三つの理由で'スイスの国

ませんし︑また'わたしはその方の専門家ではありませんので︑と

語教育を全体としてお話しすることはとてもむずかしいよ‑に思い

‑

‑SI

っているとい‑わけではありません︒比較的に多いということです

その分布のしかたは'いりまじっていて︑とくにどの地方にかたま

二派がありますoスイスでは︑両派の数は'ほとんど同じですが'

ご存じのよ‑に'キリスト教には'カトリックとプロテスタントの

でしよう.これに反して︑キリスト教は大きな力を持っていますo

とんど群影カをもっていませんので'あまり問題にしなくてもよい

ヤ教を信じていますoただし'このユダヤ教は'スイスの教育にほ

すOスイス八のほとんどはクリスチャンですが︑少数の人々はユダ

∴・・∴∴

ので'国語教育も統一的なものは行なわれておりません︒

す︒このように'スイスには一つの母国語というものがありません

思う人は'十二歳で高等小学校に行きます︒

程度でよいわけです︒ところがtも‑少し知的なしごとをしよ‑と

うになります︒芋山の人へたとえはブドウ問で助く人などはへこの

i:r
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が'いずれにしても追目は先生から与えられました︒こうして'初

題目が出されないはあいと'いくつか出されるばあいとがあります

ュネーブ湖﹂とか﹁ブドウ園﹂などがとりあげられましたO一つしか

り︑ディスカッションしたりするとい‑方法です︒題目には'﹁ジ

て︑それについVr3'j‑そC長vO‑仕!r<C⁚与・∴㌫TWi"‑

きとかにも苔かされました︒やりかたは'先生から題目が出され

す︒ジュネーブ湖に泳ぎに行ったときとか'パーティーがあったと

と'カトリックはルーセン'ヘッセン︑フライブルグt.ハレーの各州 Gfr小17viでけォ'‑vサー‑つ一つC日計へた‑J‑AはI‑:r
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