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ベトナム国家教育制度における外国語教育・学習（2008-2020 年）」プロジェクト 

30/09/2008  No.1400/QD-TTg 

（仮訳） 

Ⅰ．目標 

１． 目標 

 国家教育制度下の外国語教育・学習の課題を全面的に刷新するために、すべての教育

段階・学習レベルで外国語教育・学習に関する新プログラムを実施する。2015 年までに

人材（とくに、優先分野における人材）の専門技能と言語競争力を躍進させ、2020 年ま

でに職業訓練学校や大学を卒業する大部分の若者にひとつの外国語を使いこなせる能力

をもたせる。 

 本プロジェクトは、ベトナム人若年層に外国語の意思疎通に自信をもたせ、 多言語、

多文化的環境で勉学、就業できる機会の可能性をひろげ、さらにベトナム人民に外国語

における優位性をもたせ、国家の工業化、近代化への貢献を図ることが達成目標である。 

 

２． 具体的目標 

a. 普通教育 

小学 3 年から外国語を義務化する 10 か年教育プログラムを実施する。2010/11 年度

から、新カリキュラムによる言語教育を小学 3 年生の約 20％を対象に実施し、

2015/16 年度には約 70％の規模まで徐々に拡大、2018/19 年度には 100％まで達成

する。 
 

b. 職業教育 

職業教育のための外国語教育強化プログラムを職業訓練センターや職業訓練学校で

実施。2010/11 年度には全体の約 10％、2015/16 年度には 60％、2019/20 年度には

100％まで達成する。 
 

c. 大学 

外国語専門・非専門を含めすべての大学の学部レベルで外国語教育強化プログラム

を実施。2010/11 年度には全体の約 10％、2015/16 年度には 60％、2019/203 年度に

は 100％まで達成する。 
 

d. その他 

正規教育プログラム内の外国語教育の課題を各学習段階・訓練段階に適した内容と

カリキュラムにより刷新する。これは、実務者など人材の外国語能力の向上を積極

的に実現させ、学習者のニーズに合致した学習方法の多様化を図るものである。 

Level 3（初中級）以上の語学力を 2015 年までに政府機関の職員・幹部の最低 5％、

2020 年までに 30％まで修得させる。 

 

Ⅱ．課題 

１． 国家教育制度の下にある教育機関で教育・学習される外国語として、英語及びその他

の外国語を特定する。 
 

２． 6 つのレベルからなる詳細で統合的な外国語能力フレームワークを構築し、公にする。
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このフレームワークは、国際的な外国語能力レベルと共通する内容を備え、カリキュ

ラム作成や教育プランを作成する際に参照できる枠組みとする。どの学習段階・教育

レベルでもこのフレームワークに基づいた評価基準が設定でき、異なる学習段階・教

育レベルの間での相互的な参照が可能なものとする。 

この外国語能力フレームワークは、語学力、すなわち「聴く」「話す」「読む」「書く」

の各技能を明確に定義・測定できる助けとなるものとする。欧州外国語試験協会

（Association of Foreign Language Test in Europe）が策定した欧州共通参照枠（Common 

European Framework of Reference）の６つのレベル（Level 1 が最低レベルで、Level 6

が最高レベル）と対応した参照枠組みとする。 
 

３． 普通教育 

各教育段階で外国語義務教育に関する新プログラムを構築し実施する。新プログラム

は、小学校卒業時に Level 1 を達成させ、中学校卒業時に Level 2、高校卒業時に Level 

3 を達成させるものとする。 

3 年次（小学 3 年）から 12 年次（高校３年）までを対象とする普通教育 10 か年プロ

グラムを構築する課題に取り組む。各教育レベルに対応した教科書、教材、カリキュ

ラムを作成する。また、教育機関が２重言語（バイリンガル）プログラムを構築し実

施する体制を自らとれるよう積極的に取り組むことを支援する。 

必修外国語（第 1 外国語）の学習訓練プログラムとは別に、生徒は、第２外国語も選

択することができる。第２外国語の実施は、6 年次（中学 1 年）から 12 年次（高校

３年）とし、高校卒業時は Level 2 相当を達成させる。 

高校に適した数学やその他の科目を英語で教育・学習するプログラムを構築し実施す

る。 
 

４． 職業訓練 

職業訓練学校と訓練センターを対象に新外国語プログラムに沿った教育を実施する。

訓練学校卒業時には最低 Level 2、職業訓練学校卒業時は Level 3 を目標とする。 

職業訓練教育に関しては、各学習レベルの生徒に適した異なるプログラムを応用的に

実施するものとする。 
 

５． 大学学部レベル 

学部学生向け新教育プログラムは、主に次の 2 カテゴリーに分けて実施する。グルー

プ１は、すでに 7 年間（6 年次/中学 1 年から）外国語を学習した大学生。グループ２

は、10 年間（3 年次/小学３年から）外国語を学習した大学生。 

外国語専門でない大学においては、大学卒業時に Level 3 を達成させる。 

外国語専門の大学においては、単科大学（3 年制）卒業時に Level 4 を達成、総合大

学（４年制）卒業時には Level 5 を達成させる。さらに、２つの外国語を同時に学習

することが求められる。第２外国語の学習時間数は、第１外国語の半分を超えないも

のとする。 

単科・総合大学では、基礎・主要レベルの一部の科目について外国語で授業するよう

構築し実施する。上級年次においては一部の主要分野を選んで外国語での授業を実施

する。 
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６． 正規教育のための外国語訓練プログラムの刷新・適用 

正規教育機関で実施される外国語訓練プログラムは、教授法、学習者のタイプ、正規

の教育制度の不備を克服するための訓練レベルの諸点を勘案して異なるニーズに対

応したものでなければならない。正規教育機関での外国語訓練プログラムは、内容・

質の関する要請に対応する必要がある。正規教育機関の卒業生は、他の同様の訓練を

修了した学生と同等の外国語学力を持つ必要がある。 
 

７． 外国語教育の評価と格付けの方法を刷新する。評価と等級付けの改善を促進するため

電子データバンクを構築する。外国語教育にＩＴ応用を積極的に取り組み、授業の質

を試験し評価する能力を向上させる。 

 

Ⅲ．方策 

１． 本プロジェクトの実施を統括するために中央政府に運営評議会を設置する。同評議会

は、教育訓練大臣の主宰のもと、各省・関係機関のトップの代表者で構成される。 
 

２． 精査、再計画、訓練・再訓練プラン構築。継続的訓練の実施。質、仕組み、教育レベ

ルのニーズに対応するため全国の異なる教育機関からの教員・教授陣を採用する。 

① 教員、とくに普通教育機関の外国語教員に関し、人材状況を検証・評価を実施する。

これをもとに毎年の教員の採用、訓練、教員の継続訓練のためのプランを作成する

とともに、現行の枠組みに沿った 2010～2020 年のためのプランを作成する。 

② 異なるレベルで訓練・再訓練プラン、継続訓練プラン、教員採用を実施し、新プロ

グラムに沿った教師を補充し訓練の質の標準化を図る。継続訓練コースを新設し、

外国語教育機関の教師と認定される者に外国語教授資格を発行する。教授法や継続

教育の刷新を促進。教師の国際的基準に則った訓練を国内や海外で実施する。 

③ 外国語教育の専門機関である単科・総合大学での能力や教育の質を強化する。質の

高い単科・総合大学の一部に外国語学科を創設する。北西部、北東部、中央高原部、

九竜デルタ部の諸地域における学部レベルの外国語教師を訓練する外国語教育機関

のネットワーク形成を支援する。 

④ 教師の採用と訓練における各学校の自主性を促進するよう、外国語教員採用に関す

る刷新を実施する。 

⑤ 教育と訓練の合同の努力を通じて学校間を結び付ける仕組みを支援する促進する。

外国語教育に適した海外在住ベトナム人や外国人の採用。２言語（バイリンガル）

教育を施す特定の外国語学校に関してはとくに、母語話者をフランス、ロシア、中

国及び英語を話す国のボランティア教師・団体との連携を必要とする。 
 

３． 国家教育制度内の外国語教育・訓練にとって必要で適合し満足したメカニズム、法令、

政策などの構造を研究、修正、補充及び完成する必要がある。 

① 異なる学校レベルでの外国語教師に適したメカニズムと政策を再検証・修正・補充

すること。外国語教師の教授能力及び事務職員の管理能力を向上させるための実施

過程を整備すること 

② 投資に関する政策をデザインし、公にする、言語訓練機関の基盤整備の基準を明ら

かにする。 
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③ 社会化の課題を促進すること。外国語教育・学習の課題に対する社会的貢献を喚起

すること、異なる言語教育機関の拡大への投資を促進すること 

④ 教育・学習課題、試験、測定に関する方策を完成させること、言語の能力・等級付

けを公にすること、質の優れた言語訓練センター・教育機関を確立すること 

 

４． 外国語教育のための設備・機材をさらに投資すること 

① 異なる学校レベル・訓練水準における課題を教育・学習するために使われる機材の

リストをデザインすること、言語ラボ、視聴覚室、マルチメディア室の建設のため

の標準版を公にすること 

② 本プロジェクトの実施段階に応じて教育機関の教育・学習機材を購入すること、本

プロジェクトに参加する 100％の学校が言語ラボ、視聴覚室を備えるように図るこ

と 

③ 教育・学習機材の捜査・維持に関する訓練プランを構築・実施すること、これらの

機材が有効に活用されるようにすること、ＩＴを言語教育・学習に応用すること 

 

５． 外国語教育・学習の国際連携を促進すること 

① 学校における外国語教育・学習の課題に投資するため、教育・訓練の発展に向けて

外国の援助の一部を優先的に使用すること 

② ベトナムにとって需要があって適当な国の言語の母国の団体とは、さまざまな国際

連携を教育機関が結ぶよう働きかける。ベトナムの単科・総合大学の外国語教育に

おけるネイティブの教師が関与できるプログラムを連携を深めること 

③ 2015 年までに単科・総合大学の 100％の教師ならびに普通教育課程及び職業訓練大

学の一部の教師の長期・短期の海外研修計画をたてること 

④ 外国語教育・学習の国際協力政策を企画し完成させること、さらには海外のベトナ

ム人教師や外国人専門家をベトナム国内の言語訓練ビジネスに関心を持たせること 

 

６． 外国語教育・学習の課題解決を支援するよい環境を整備すること、ベトナムの若い世

代の外国語学習に対するモティベーションを創出すること 

① 現代の新たな挑戦に対応する方途として国家教育制度のなかで外国語を学ぶことに

関するとくに若い世代の社会的意識を強めるための宣伝を促進すること 

② 外国語学習者の自己学習環境を構築し発展させること、外国語ができる人々の自己

向上を支援すること 

③ 会社や役所で外国語を使用する労働環境を構築すること、政府職員・幹部の採用過

程に外国語能力を加えること、政府職員、とくに若い世代の外国語訓練を強化する

定型化するプランをつくること 

④ 外国語学習に特化したテレビ・ラジオ番組を維持拡充し質を向上させること、海外

のテレビ・ラジオから言語教育チャンネルを活用すること、外国語の新聞・雑誌を

促進すること、外国語を使った文化催し、音楽、舞台芸術、広報を発展させること 

⑤ 外国語教師のクラブを促進すること 
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Ⅳ．実施計画 

１． 実施計画 

本プロジェクトは、3 段階に分けて実行される。 

a. 準備段階（2008 年～2010 年） 

この段階では、新言語政策の構築と導入の諸条件を整備し、普通教育レベルでの全面

実施を準備する。 

① 訓練プログラムを構築し特定する。 

② 2008-2010 年のプロジェクト目標の推進のための予算を作成し配賦する。 

③ 普通教育 10年プログラムのためのプログラム構築及び学校教材作成（訓練センター、

職業訓練専門学校、カレッジ、大学、正規教育機関におけるプログラム・カリキュ

ラム・教材）を完成させる。同時に、ベトナムにおける言語教育の需要と供給に適

した海外のプログラム、教科書・教材を選択して使用に供する。 

④ 普通教育レベルのいくつかの教科及び学部レベルの一部の教科及び分野を対象に、

集中的訓練、言語専門化、バイリンガルのためのプログラムと教材の構築を完成さ

せる。 

⑤ 小学校・中学校レベルの語学教員の採用、訓練、補充のための計画を進めるために

普通教育の状況に関する検証と評価を実施する。これは、2010/11 年の小学校レベル、

2012/13 年の中学校レベルで開始する新言語プログラムの着手のための準備である。 

⑥ 訓練センター、職業訓練学校、単科大学、総合大学における言語教員の採用・訓練・

補充のためのプランを遂行するためにニーズに関する検証と評価の実施。これは、

2009/2010 のための準備である。 

⑦ 異なる教育段階レベル・訓練水準のための教育機材、言語ラボ、視聴覚室、マルチ

メディア室を提供する。 

⑧ 外国語ができるベトナム人及び海外のベトナム人（越僑）とともに海外のネイティ

ブの外国人を惹き付け招く政策を完成させ公にする、このプランは、また、英語、

フランス語、ロシア語、中国語を使用する諸国のボランティア組織によって異なる

学校レベルで提供される言語教育プログラムにたずさわる言語教師を含むものとす

る。 

⑨ 2009 年には、各省・市は 2010 年～2020 年の 10 年新教育プログラムの実施のため

の独自プランを構築を完成させる。とりわけ、市、省都・地区の学校及び早期段階

から本プログラムに参画するための 1 日２セッション（終日授業）を実施している

学校は奨励される。訓練センター、職業訓練学校、単科・総合大学（外国語専門大

学・それ以外の大学）は、2009 年から 2020 年までのフェイズのための学校向け集

中言語プログラムの実施を達成する。 

⑩ 言語の定期的・効果的使用を可能とし、若い世代の言語学習のモティベーションを

増加させる学習環境、文化、情報に関する政策を完成させ公にする。 

⑪ 2009-2010 年には、学部レベルを対象とする英語の上級教育プログラムに従って訓

練を実施する。 

⑫ 2009 年から、普通教育プログラム及び言語訓練機関のための集中言語プログラムの

ための 10 年計画を導入を開始する。 
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b. 第１段階（2011 年～2015 年） 

10 か年計画の実施 

① 異なる教育段階・訓練水準における教師の言語能力の採用、訓練、補充、向上を継続

する。 

② 異なるレベルにおける学校の言語ラボ、視聴覚室、マルチメディア室の建設を継続す

る。 

③ 2010/11 年度から普通教育レベルに設定されたターゲットに従い 10 か年言語プログ

ラムを実施する。 

④ 集中言語訓練プログラムを言語訓練機関で実施し、IT 分野、金融、観光、ビジネス

アドミニストレーションを優先する。 

⑤ 外国語で数学を教えることを先進的な都市（ハノイ、ホーチミン、ハイフォン、ダナ

ンほか、戦略的地域）の高校の 30％で実施する。さらに 15～20％をほかの 5 つの都

市・省で増加させ、ほかの科目でも始める。 

⑥ 一部の基本的な科目・分野で外国語による授業を、また、上級学年で一部の戦略的分

野で外国語での集中訓練を実施する。これは、国立大学、省立大学及びその他の戦略

的に重要な大学の学生の約 20％から開始し、毎年徐々に増加させ、一部の学校や省

でも開始させる。 

 

c. 第２段階（2016 年～2020 年） 

① 異なる教育段階・訓練水準における教師の言語能力の採用、訓練、補充、向上を継続

する。 

② 異なるレベルにおける学校の言語ラボ、視聴覚室、マルチメディア室の建設を継続す

る。 

③ 全国の３年生の 100％に対して 10 か年計画を実施する。 

④ 言語集中訓練プログラムを全国すべての訓練センター、職業訓練学校、単科・総合大

学で実施する。 

 

２． プロジェクト実施のための予算と基金 

① プロジェクト実施のための必要な予算見積 

・2008年～2010年：10.60兆ドン（ 5.3億USD）  

・2011年～2015年：43.78兆ドン（21.9億USD） 

・2016年～2020年：43.00兆ドン（21.5億USD）  

             計  97.30兆ドン（48.7億USD）@20,000 

② ファンド 

  国家予算からのファンドは、現行の予算法に措置された分散管理に従い、毎年、国

家ターゲットプログラム及び定期的支出見込みから配賦される。 

③ 他の借入資本、グラント及びその他の法律上のキャピタル 
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３． 省、支部、関係機関の責任 

a. 教育訓練省 

本プロジェクトを管理する機関として以下の責任を負う。 

① 本プロジェクトの内容を特定して具体的プログラムに策定するため、他の省、関係

機関、省の議長となり、調整を行う、年間計画に従い、全国規模で、本プロジェク

トの実施、測定、検証、評価、報告書作成を行う、定期的に首相府に報告を行う 

② 各省、関係機関の代表者から構成される本プロジェクト運営評議会を主宰、調整す

る。 

③ 内務省と調整を、外国語教師・講師に関する法令の改定・修正・制定に関してまた、

国家教育制度下にある外国語教育・学習に関するメカニズム、採用政策、管理に関

する法令の修正や補充に関して、主宰あるいは財務省と調整を行う。 

④ 政府職員・幹部に対する外国語研修を定期的実施に関して、主宰し、内務省と調整

を行う。 
 

b. 法務・厚生・福祉省 

教育訓練省により実施される職業訓練プロジェクトに関しては、主宰し教育訓練省

と調整を行う。 
 

c. 計画・投資省 

   （略） 
 

d. 財務省 

国家予算法の現行規定に従い、本プロジェクトの支出の予算配賦、指示、測定、検証

を、主宰し、また、教育訓練省やそのほか関連省庁と調整する。 
 

e. 内務省 

① 国家教育制度下にある外国語教育・学習に関するメカニズム、採用政策、管理に関

する法令の修正や補充に関して、主宰あるいは教育訓練省と調整を行う。 
 

f. 情報・通信省 

（略） 
 

g. 中央政府直轄の各省・都市の人民委員会 

① 管轄地域のプログラム及び本プロジェクト・プランを構築し遂行するために、管轄

地域の教育訓練部局や該当機関に対して指示を行う、本プロジェクトの実績に関す

る測定、検証、評価、まとめを行う。中央管理評議会及び教育訓練省に対し定期的

に報告を行う。 

② 管轄地域での実施に係る中央機関との調整 
 

h. 他の教育部局 

（略） 

 

 


