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高等学校における韓国・朝鮮語教育を支える教師の教育観
高等学校韓国朝鮮語教育ネットワークに所属する教師の
ライフストーリー・インタビューからの考察
澤邉

裕子*

（宮城学院女子大学）

概要
本稿は第二外国語教育の制度がない日本の高等学校における韓国・朝鮮語教育が教師のい
かなる教育観によって支えられているかについて，高等学校韓国朝鮮語教育ネットワーク
に所属する教師に対するライフストーリー・インタビューの語りのデータをもとに考察し
た。韓国にルーツを持つ在日コリアン教師，日本人教師，それぞれにおいて韓国・朝鮮語
教育の目的は単なる外国語運用能力の育成にとどまるものでなく，隣国の言語である韓
国・朝鮮語を学ぶことを契機に生徒たちの日本社会への気づきやそれに伴う問題意識を高
める等の意味があるという教育観，韓国・朝鮮語を用いての「交流」を重視し，教育実践
に取り入れる姿勢は教師たちに共通のものとして見出された。高等学校の韓国・朝鮮語教
育を支えるものとして，こうした教師たちの教育観，そしてそれを支える個人や学校の
ネットワークがあり，教師たちは主体的な行動力のもと韓国・朝鮮語教育や日韓交流の場
を創り出していることを述べた。
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まず，
筆者がどのような立場で本研究に取り組む

語教育に携わった経験がある。その主な教育現場は

ことにしたのかという経緯についてここで触れた

高等学校と中学校であった。当時海外で最も日本語

い。ここから述べることは本研究に臨む筆者の構え

学習者が多かったのは韓国であり，学習者の大部分

と述べることもできる。筆者は日本の中学校で英語

は一般の高等学校で第二外国語として日本語を学ぶ

教育に従事した後 2002 年から約 5 年間韓国で日本

高校生たちであった。筆者はネイティブ教師の導入
が制度化されていないソウル市及びその近隣の市に
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おいて一般の人文系及び実業系の高等学校で韓国人

※本研究は JSPS 科研費（15K04370）の研究成果の一部

日本語教師とともに日本語を教えるという貴重な経

である。なお，本研究の実施にあたっては宮城学院女子

験をした。生徒たちの中には日本に対して複雑な感

大学研究倫理委員会の研究倫理審査の承認を得ている。
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情を持つ生徒も多いが，日本語を学ぶことにより日

歴史認識問題や領土問題などは解決が困難な課題と

本や日本人に対する理解が促され，マスコミや教

して両国間の壁として立ちはだかっている。2016

育，大人から与えられる否定的な日本や日本人イ

年現在，日韓関係は必ずしも良好な状況とは言えな

メージを学習経験によって変容させていく姿も多く

いが，それでも草の根的な日韓交流活動はさまざま

見てきた。それは中等教育段階において英語以外の

な団体で企画され，実施されている。第二外国語と

外国語，特に隣国の言語と文化を教えることの意味

して韓国・朝鮮語の科目を開設する高等学校の数も

を実感を持って捉えた経験であった。本研究の出発

増えている。人的交流においては，文化の理解，そ

点はその当時生まれた問題意識にある。すなわち，

の中でも相手の言語に関心を持つこと，使ってみよ

これほど多くの韓国の高校生や中学生が隣国の言語

うと試みること，このような態度を持つことは相手

である日本語を学んでいるのに対し，なぜ日本の中

との関係構築の上でも大きな意味を持つように思わ

等教育において韓国・朝鮮語を学ぶ機会はほとんど

れる。

なく，英語一辺倒であるのかという現状に対する問

文部科学省（2015）『平成 25 年度高等学校等にお

題意識である。そのような経緯から帰国後，日本の

ける国際交流等の状況について』によると，2014 年

高等学校における韓国・朝鮮語教育の現状を知るた

5 月 1 日現在，全国の高等学校で英語以外の科目を

めに教師のネットワークに入り，筆者自身も日本語

開設している高等学校の数は 708 校でそのうち韓

教育に携わりながら高校生に対する韓国・朝鮮語教

国・朝鮮語が 333 校（平成 23 年度の報告では 318

育にも関わり続けてきた。その過程で高等学校で教

校．文部科学省，2013），11,210 人の高校生が韓

える多くの韓国・朝鮮語教師と出会い，第二外国語

国・朝鮮語を学んでいる。一方韓国の高等学校で日

教育制度がない日本の高等学校における韓国・朝鮮

本語を学ぶ学習者の数は国際交流基金（2014）の

語教育は，その実践を支える教師たちの存在，教師

『日本語教育

国・地域別情報 2014 年度』による

たちの思いを抜きに語ることはできないということ

と，2012 年度の『教育統計年報』（韓国教育開発

を感じるようになった。管見の限り，韓国・朝鮮語

院）の結果から 33.2 万人とされている。学習者数

教育に携わる教師たちの語りから韓国・朝鮮語教育

のこの大きな違いは，端的に言って高等学校の外国

を考察した研究は見当たらない。本稿はそのような

語教育の中に第二外国語教育が制度として位置づけ

問題意識から教師の主観的な意味世界，教育観に注

られているかどうかの違いから生まれていると言え

目し，現在の韓国・朝鮮語教育を捉えようとする試

る。韓国では 1973 年に高等学校の教育課程が部分

みである。

改訂され，日本語が第二外国語科目の一つとして導
入された。2009 年改訂教育課程の適用により 2011
年以降第二外国語科目は選択必修科目となったが，

1．研究の背景と目的

それまで高等学校における第二外国語は必修科目で

2015 年，日本と韓国は日韓国交正常化 50 周年を

あったため，多くの高校生が日本語を学んできたの

迎えた。戦後，日本と韓国は経済的にも文化的にも

である。もちろん，その背景には日本と韓国の経済

様々な分野での交流を積み重ね，1990 年後半以

的交流，人的交流の隆盛，日本文化への関心の高ま

降，2000 年代には韓国の日流，日本の韓流という

りなど日本社会全体への関心が後押ししていたもの

大きな潮流の中で日韓の結びつきはより強いものに

と考えられる。日本語と韓国語が言語的に距離が近

なってきたように思われる。しかしその一方で常に

く，学びやすいという認識が広がっていたことも学
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習者が多い背景の一つであろう1。

2．日本の高等学校の韓国・朝鮮語教育に

話を日本の韓国・朝鮮語教育に戻すと，韓国と違

携わる教師

い日本の高等学校では第二外国語が必修科目という
ような位置づけにはなっておらず制度化はされてい

2．1．日本の高等学校における韓国・朝鮮語教育

ない。高等学校の学習指導要領において韓国・朝鮮

の概観

語は第 8 節外国語，第 2 款各科目の中に含まれてい

第二外国語教育が制度化されていない日本の高等

るが，その中の第 1〜7 は英語に関する科目につい

学校において，韓国・朝鮮語教育は「学校設定科

ての記述である。「第 8

その他の外国語に関する

目」という学校の裁量で独自に設置できる科目に位

科目」で，英語以外の外国語について触れられてい

置づけられている。この科目設置の申請は学校が行

るが，英語の各科目の目標及び内容などに準じて行

う。日本の高等学校における韓国・朝鮮語教育の歩

うものとされているだけで，韓国・朝鮮語独自の目

みについては李ほか（2015）が詳しいが，これは

標や内容が詳しく記述されているわけではない（文

日本における韓国・朝鮮語教育の先駆け的な存在で

部科学省，2010）。こうしてみると現在の日本の第

ある定時制高等学校の教師，生徒たちの取り組み

二外国語教育は非常に脇役的な存在と見なされても

や，教師たちの教育にかける思いなどがまとめられ

仕方のないような状況である。しかし，このような

た論集である。この中でも取り上げられているが，

中でも前述したように高等学校において韓国・朝鮮

民族学校を除いて戦後 1973 年に初めて朝鮮語授業

語の授業は実施されており，ある一定の学習者数が

を開設した学校は定時制高等学校である兵庫県立湊

いる。

川高等学校であり，東京でも都立南葛飾高等学校と

本稿は，第二外国語教育が制度化されていない日

いう定時制高等学校で開始されたとされる。これら

本の高等学校における韓国・朝鮮語教育の実践を支

の地域でこの時期に開設された背景としては，在日

えているものとして，教師の教育観に注目する。具

コリアン差別に対する教育の取り組み，人権教育と

体的には，韓国・朝鮮語教育に携わった経験を持つ

しての韓国朝鮮語教育という目的があった。

教 師を対 象に 行った ライ フスト ーリ ー・イ ンタ

国際文化フォーラム（2013）によると，韓国・

ビューにおける語りのデータから，教師が持つ個々

朝鮮語教育に携わる教師の数は約 300 人と推定さ

の教育実践を支える教育観はどのようなものか，考

れるという。長谷川（2013）は高等学校における

察していく。

英語以外の外国語教育の実情について全国調査を行
いその結果について報告しているが，韓国・朝鮮語
開設校からの回答は 29 件あり，担当者の母語は半

1

数以上が韓国・朝鮮語あるいは日本語と韓国・朝鮮
しかしながら近年，韓国においても第二外国語教育を

語のバイリンガルであったという。また，英語以外

取り巻く状況はかなり厳しくなっており，日本語学習
者が減少傾向にある。大学修学能力試験における第二

の外国語全てにおける結果であるが，教諭よりも非

外国語の成績の加算は一部の大学だけに限られている

常勤講師が担当する割合が全体の半数以上を占めて

うえ，2009 年改訂教育課程から第二外国語の単位が縮
小され，現在もその状況が続いている。こうした状況

いること，また，教諭の場合も英語以外の外国語免

から教育現場における第二外国語軽視の風潮が進んで

許状のみ所持しているケースは稀で，ほとんどが英

いることに危機感を示す日本語教師の声を筆者もよく
耳にする。とは言え，日本の韓国・朝鮮語学習者の数

語，国語，社会の免許状を合わせて所持していると

と韓国の日本語学習者の数は未だ歴然とした差があ

いう結果を報告している。このことについて長谷川

る。
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（2013）は，「英語以外の免許状を所持しても教諭

つとして日本における韓国・朝鮮語教育，中国語教

として採用されることはほとんどなく，現職教諭の

育の普及と推進のための事業を展開している。韓

ほとんどが他の科目で採用されていることの現れ」

国・朝鮮語教育の実態を明らかにするための全国的

（p. 118），「当該免許状のみの所持者はそもそも非

な調査も行っており，1997 年から 1998 年にかけて

常勤職に甘んじざるを得なかった」（p. 118）と分

の全国調査の結果を国際文化フォーラム（1999）に，

析している。この分析は英語以外の外国語教育の実

また，2005 年には高等学校，大学も含めた韓国朝

情調査全体の結果について述べたものであるが，韓

鮮 語教育 の現 状の報 告（ 国際文 化フ ォーラ ム，

国・朝鮮語の科目においても同様の傾向があるもの

2005）を発表している。

と推測される。この調査の結果からも韓国・朝鮮語

国際文化フォーラムにおける近年の注目すべき事

担当の教員の身分としては非常勤講師が多いことが

業として挙げられるのが，『外国語学習のめやす

推測される。

―高等学校の中国語教育と韓国語教育からの提

高等学校で韓国・朝鮮語を教える教師たちのネッ

言』（国際文化フォーラム，2013．以下，『外国語

トワークとして機能している団体が，「高等学校韓

学習のめやす』とする）の発表である。これは実質

国朝鮮語教育ネットワーク」（以下，JAKEHS とす

的に公的な学習指導要領がない高等学校の韓国・朝

る）だ。JAKEHS の発足は 1999 年のことである。

鮮語や中国語の教育現場で活用できる民間版学習指

韓国文化院と国際文化フォーラムの共催による「第

導要領を策定するべく作られたものだが，『外国語

二回韓国語教師研修会」（1998 年 8 月）の会期中に

学習のめやす』の試行版の作成段階から，高等学校

ネットワークが立ちあがり，以降関東を中心とした

の現場教師が開発チームに加わり，大学教員ととも

東ブロック，関西を中心とした西ブロック，九州を

に共同で作業が行われた。「隣語」教育を推進する

中心とした南ブロックの 3 つの地域に分かれ，活動

立場から，この『外国語学習のめやす』には「隣

が開始された。ブロックごとの勉強会（「モイム」

人・隣国のことばを学ぶ意義」について書かれた部

と呼ばれる）のほか，年に 1 回の全国研修大会を開

分がある。その部分を引用する。

催している。韓国・朝鮮語教育を定着，発展させる

中国語・韓国語は日本人にとって隣人・隣国

ためには「魅力ある授業づくり」が必要であるとい

のことば「隣語（りんご）
」である。

う考えから，共同のプロジェクトとして「学習のめ

隣語を学ぶことは，自己を再発見し，隣人と

やす」
，「教科書作り」等が立ちあがり，会員が中心

の対話を深め，東アジア地域の協調・協働関

となってプロジェクトが行われてきた。2004 年に

係の実現につながります。（国際文化フォー

出版された『好きやねんハングルⅠ・Ⅱ』（白帝

ラム，2013，p. 13）

社），2009 年に改訂版として出版された『新

好き

このように要約されているが，さらにこのページ

やねんハングルⅠ』（同）はこうした会員たちの手

では中国語や韓国語といった隣語が「日本と密接な

によって開発，執筆された初めての高校生向け韓

関係にある隣国のことば」
，
「東アジア地域の協調関

国・朝鮮語教科書である。

係を築くことば」
，「日本国内の多文化共生を築くこ

こうした高等学校の韓国・朝鮮語教育に携わる教

とば」
，「日本語，日本，日本人を映しだすことば」

師たちの活動を支援している存在として，公益財団

であると説明され，そうした言語を学ぶことの必要

法人である国際文化フォーラムが挙げられる。「隣

性について言及されている。

語：Ringo」という造語をキーワードに，事業の一

高等学校における韓国・朝鮮語語教育に関する新
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しい動きとしては，2014年 2月，日本言語政策学会

べるが，韓国・朝鮮語教育において教師についての

（JALP）の中の JALP 多言語教育推進研究会が文部

研究は非常に少なく，その主なものは韓国・朝鮮語

科学省に向けて「グローバル人材育成のための外国

教師の身分や教員免許の有無等のデータ，教師研

語教育政策に関する提言―高等学校における複数

修，韓国・朝鮮語の講座開設に関する意識調査等の

外国語必修化に向けて」という提言書と提言具体化

調査報告である（小栗，2011；熊谷，2011；等）。

の ための 学習 指導要 領案 （日本 言語 政策学 会，

本研究で扱う韓国・朝鮮語教育に携わる教師のライ

2014）を提出したことが挙げられる。この提言の

フストーリーや信念に関する研究に近いものとして

骨子は，高等学校において英語だけでなく第二外国

は，李ほか（2015）や黒澤（2013）が挙げられる

語を必修選択科目と位置づけ，全ての高校生が「英

が，これらはそれぞれの筆者が韓国・朝鮮語の授業

語＋その他一つの外国語」を学べる環境を保障しよ

を行うことになった経緯や，現在の教育実践につい

うというものである。選択科目の中で取り上げる言

て報告する内容となっている。

語はアラビア語，韓国・朝鮮語，スペイン語，中国

李ほか（2015）は定時制高等学校で韓国・朝鮮

語，ドイツ語，フランス語，ロシア語（五十音順）

語を教える教師たちのレポートが集められた論集で

の 7 言語が提案されている。国連公用語の 5 言語に

ある。戦後，日本の高等学校における韓国・朝鮮語

加えて，韓国・朝鮮語とドイツ語が取り上げられて

教育は朝鮮学校の民族教育を除いて定時制高等学校

いるが，その理由として韓国・朝鮮語は古来，日本

からスタートした。この歴史に触れながら，現在は

と深い関係にある地域の言語であるからとされてい

総合高等学校など柔軟なカリキュラムに対応できる

る。なお，この JALP 多言語教育推進研究会のメン

高等学校において科目設置がなされ，実践が蓄積さ

バーの中には大学の教員だけでなく高等学校の韓

れているということが紹介されている。教員個人が

国・朝鮮語教師も含まれている。韓国・朝鮮語の学

韓国・朝鮮語の授業科目を設置するケースの他，人

習指導要領の案2は 7 ページに渡って記載されてお

権教育や多文化共生の素地作りの目的で科目が設置

り，「4．留意事項」のセクションにおいて指導計画

されてきたという経緯も紹介されている。こうした

の作成や題材内容・言語材料の選定にあたっては

学校では韓国・朝鮮語という授業科目を設置し，生

『外国語学習のめやす』も参照することができると

徒たちに学びの機会を与えることによって，生徒た
ちの韓国・朝鮮にルーツを持つ人々への偏見を解消

書かれている。
このような動向からもわかるように，近年，高等

し，関心を育てようという意図があったという。こ

学校における韓国・朝鮮語教育は，複数の外国語教

の論集の執筆者たちの中には日本人，在日コリアン

育の関係者と連携して日本の高等学校の外国語教育

の教師両方が存在したが，それぞれがなぜ韓国・朝

の在り方を変えるための重要な存在の一つとなって

鮮語を学ぶようになったのかということについては

いると考えられる。

詳しく記述されていない。
黒澤（2013）は東京の関東国際高等学校 3 （私
立）の韓国語コース開設の経緯とその後 13 年間の

2．2．先行研究
本節では，日本の高等学校における韓国・朝鮮語

実績について報告したものである。黒澤の韓国・朝

教育の中でも特に教師に関する先行研究について述
3
2

外国語科の中に英語，中国語，ロシア語，韓国語，タ

「1．目標」，「2．内容」，「3．指導上の留意点」，「4．

イ語，インドネシア語，ベトナム語のコースが設けら

留意事項」という構成となっている。

れている。
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鮮語教育に対する姿勢，信念は結語のところで述べ

ムにおける知のパラダイム転換，すなわち，固定的

られている。そこでは，韓国・朝鮮語が日本人に

で本質主義的な捉え方から，多様性や動態性，異種

とって最も近い国の言語，「近隣語」であること，

混淆性などの視点から集団や個を見る捉え方への転

朝鮮半島を取り巻く政治的情勢の危うさ，日本と韓

換があるとしている。このパラダイム転換から，日

国の間に横たわる歴史認識や領土に関する問題，そ

本語学習者，日本語教師の成長過程も日本語教育の

れらが市民交流にも影響を及ぼしかねない状況に鑑

研究対象として浮上し，その領域の人の在り方，在

み，日本の若者がしっかりと「近隣語」を学び，政

り様を探求する方法としてライフストーリー法に注

治に左右されない土俵で自由に議論できるような環

目がいくようになったと述べている。それはすなわ

境作りが教育関係者に必要だという黒澤の考えが示

ち，桜井（2005）が述べる「一人ひとりの個人が

されている。この論考からも高等学校における韓

語る経験への徹底した探求が，集団や社会，コミュ

国・朝鮮語教育の新たな挑戦，課題を知ることがで

ニティの文化や社会全体の支配的文化を見通す力を

きるが，現場からの報告を主とした論考であったた

もたらすのではないか」（p. 14）という思いに共感

めに，教師の教育観や学習観については詳しく述べ

する研究者たちが増えているからに他ならない。ラ

られてはいない。本研究では従来の韓国・朝鮮語教

イフストーリーやナラティブを分析する調査は個人

育に関する論考で扱われたことのない，ライフス

を対象としており，その調査結果を一般化すること

トーリー・インタビューという手法を用いて，教師

は難しい。しかし，川上（2014）が「日本語教育

たちがなぜ韓国・朝鮮語を学ぶようになり，どのよ

という実践は人間教育のひとつであるゆえに，関わ

うに学び，その学習をどのように意味づけていたか

る学習者や教師という人間の一人ひとりのライフ

という部分についても探りたいと考えている。

（人生，生活）は日本語教育に携わる人にとっては
魅力的である」（p. 21）と述べるように，また，こ
の分野のナラティブ研究先駆けである李（2004）

3．教師の「語り」を聞くという研究方法

が「日本語教育というとても人間的な分野を研究対
象にしている以上，人間の研究はなくてはならな

3．1．ライフストーリー・インタビュー
本研究では韓国・朝鮮語教育に携わる教師たちの

い」（p. 89）と述べるように，人間教育としての言

語りから韓国・朝鮮語教育を支える教師の教育観を

語教育という考え方は日本語教育の中で浸透しつつ

考察するために，日本の高等学校で韓国・朝鮮語を

ある。言語教育・学習に関わる人々の人生，経験に

教 える教 師を 対象に ライ フスト ーリ ー・イ ンタ

ついての語り，そこから見出される言語教育の目的

ビューを実施した。ライフストーリーは「個人のラ

や意味は，その読者に言語教育の実践に有用な知見

オーラル

イフ（人生，生涯，生活，生き方）についての口述

を与えるものになるだろう。経験を語るという営み

の物語」（桜井，2012，p. 6）であり，「自己の生活

は我々人間にしかできないものであり，そこから学

ホリスティック

世界そして社会や文化の諸相や変動を 全 体 的 に読

ぶこともやはり，人間にしかできないことなのであ

み解こうとする質的研究法の一つ」（p. 6）だとさ

る。本研究では韓国・朝鮮語教育という営み，教育

れている。近年日本語教育の研究においては三代

観をライフストーリー・インタビューにおける人間

（2015）に見られるように，このライフストーリー

の語りから探求することを試みる。

法が質的研究の一つとして注目されている。その背
景について川上（2014，pp. 11-12）は，アカデミズ
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業にあたった。なお，文字化において笑いは hh，

3．2．調査の概要
3．2．1．調査協力者と調査時期

長音は:::，沈黙は・・（・が一秒），筆者による補足

調査は 2015年 8 月から 2016年 2 月にかけて行わ

説明は（（

））の中に示して表記した 4。なお，イ

れた。調査協力者は JAKEHS に所属し，それぞれ

ンタビュー・データは文字化が完了した後速やかに

異なる地域で教育にあたる高等学校教諭の A 教

調査協力者 4 名に送付し，内容に間違いや齟齬がな

師，B 教師，C 教師，D 教師の 4 名である。全員が

いかを確認してもらった。

何らかの形で高校生に韓国・朝鮮語を教えた経験を

3．2．2．ライフストーリーの記述と分析

持つが，C 教師は外国語の科目として韓国・朝鮮語

文字化されたインタビューデータをもとに，調査

を教えてはいない。また，B 教師は種々の事情によ

協力者である個人のライフストーリーをまとめる作

り現在，韓国・朝鮮語を教えていない。こうした異

業を行った。収集したデータは語りの文字化資料の

なる背景を持つ教師たちを調査協力者としたのは，

他にフィールドノーツ，調査協力者が発表，執筆し

高等学校の韓国・朝鮮語教師たちの多様性からどの

た資料や教材等があり，ライフストーリー作成，

ような韓国・朝鮮語教育の姿が明らかになってくる

データの分析にあたってはこれらも補足的に使用し

かを探りたいと考えたためである。

た。

3．2．2．インタビューの方法

インタビューでの語りについて桜井（2012，p.

インタビューの時間は 1 回につき 1 時間半〜3 時

22）は「語り手とインタビュアーの相互行為をと

間で，A 教師，C 教師，D 教師は 1 回，B 教師は 2

おして構成される共同制作の産物である」という立

回行った。インタビューは調査協力者の勤務先ある

場を示し，語り手とインタビュアーの両方の関心か

いは勤務先近くの喫茶店，自宅で行った。ライフス

ら構築された対話的な構築物であるとしている。筆

トーリー・インタビューの具体的な手続きとして

者もこの立場に立ち，本研究において得られた語り

は，まず，研究の目的を示してインタビュー依頼を

のデータはそれぞれの教師とインタビュアーである

した。調査協力者と筆者は既知の関係であり，「人

筆者との相互作用の結果産出されたものとして捉え

間関係のネットワークを利用したサンプリング手

た。ライフストーリーを記述する過程では，聞き手

法」（桜井，小林，2005，p. 31）を用いたことにな

と語り手の相互作用のやりとり，語り手の生の声の

る。

引用をできるだけ多くし，「分厚い記述」を心掛け

インタビュー当日は，改めて研究の目的を説明

た。こうして作成された個人のライフストーリーは

し，録音の許可を得て，研究の目的以外に使用しな

それぞれ 2 万字程度であるが，紙幅の関係で本稿に

いことを伝え同意書にサインをもらった。半構造化

おいてはその全てを掲載することはできない。そこ

インタビューの手法で「なぜ韓国・朝鮮語を学び始

で本稿ではまず 4．において個人のライフストー

めたのか」，
「どのように学んだのか」
，「なぜ教師に

リーをもとに 4 名について要約的な紹介をし，5．

なったのか」
，
「教師になってからの経験はどのよう

において主に「学習者として韓国・朝鮮語をどう捉

なものか」等の質問を中心に自由に話してもらう形

えていたのか」，
「どのように韓国・朝鮮語を学んで

式で行った。話の流れで個人的なエピソードが言及

きたか」，「どのように韓国・朝鮮語を教えているの

されたときには，そのときの心情や現在の思いをで

か」について述べた語りの部分を抜粋して，インタ

きるだけくわしく聞いた。
4

インタビューの後は，速やかにテープ起こしの作

本稿の語りの引用部分に関わる文字化原則のみについ
て触れた。
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ビューにおける語りから見えてきた個々人の韓国・

た。大学入学前に専攻を決めたが，その理由は今振

朝鮮語学習及び教育に係る経験について取り上げ，

り返ってもあまりはっきりとはしていない。しか

さまざまな教師のライフストーリーに通底する韓

し，高校生の時に同じ学校に在日コリアンの生徒が

国・朝鮮語教師の教育観を考察する。

いて，本名で通っていたことからその存在が少し気
になっていた。19XX 年，周囲の教師を説得して韓
国・朝鮮語の講座を開設し，日韓高校生間の交流授

4．4 名の教師の紹介と韓国・朝鮮語の学習

業を実施した経験がある。20XX 年には Korea 理解

動機

を促すための英語副教材を執筆し，新聞雑誌等のメ
ここでは 4 名の教師の紹介と韓国・朝鮮語学習動

ディアでも取り上げられた。韓国・朝鮮語を教えて

機をそれぞれのライフストーリーから要約して示

いた学校から異動し，現在は英語のみを教えてい

す。

る。

4．1．A 教師（50 代男性，公立・総合高等学校勤

4．3．C 教師（50 代男性，公立・工業高等学校勤

務，社会と韓国語の授業担当）

務，情報の授業担当）

韓国・朝鮮語との出会いは教師になってからであ

住んでいた地域が釜山に近かったため，19XX

る。それまでは韓国に対し暗いイメージを持ち，な

年，高校生のときに修学旅行で韓国へ行く等接点が

んとなく近づきたくないという思いをもっていた

あった。韓国への訪問の際にハングルの文字への興

が，何か気になるという思いも持ち続けていた。社

味が強く湧いて，在日コリアンの友人に読み方を教

会科の教師になってある程度経験ができ，新しい外

えてもらったり，休みの時期に韓国へ語学留学をし

国語を学ぼうという気持ちになった 19XX 年，ふと

たりして，勉強を進めていった。職業科の免許状を

思いついたのが韓国・朝鮮語だった。独学，そして

持ち，20XX 年に韓国・朝鮮語の教員免許も取得し

韓国・朝鮮語が学べる施設において勉強を進めて

た 。韓国 ・朝 鮮語学 習者 の裾野 を広 げるべ く，

いった。地理の授業内における雑談レベルから生徒

20XX 年から地域における韓国・朝鮮語スピーチ大

たちに韓国語を教え始め，韓国・朝鮮語の教員免許

会を主催し，参加した高校生に対する韓国研修を企

は 20XX 年から 20XX 年の 3 年間の研修を経て取得

画，運営している。

した5。現在，担当授業数は 14 時間で，韓国朝鮮語
の授業を 6 時間，現代社会を 4 時間，その他に日本

4．4．D 教師（40 代女性，公立・定時制高等学校

語（外国に繋がる生徒対象）と総合的な学習の時間

勤務，韓国語の授業担当）
19XX 年に在日コリアン 3 世として生まれ，通名

（課題研究）を2時間担当している。

を使いながら出自を周りに隠すように高校生の時ま
4．2．B 教師（50 代男性，公立・普通科高等学校

で過ごしてきた。韓国人であっても韓国・朝鮮語は

勤務，英語の授業担当）

使えないというコンプレックスはアイデンティを揺

19XX 年に大学に入学し，韓国・朝鮮語を専攻し

るがすものになった。大学 1 年生の時に韓国の独立
記念館でその場にいた老人から韓国人なのに韓国語

5

2001 年夏から天理大学と神田外語大学において韓国語

が話せないのかと強く非難された経験が衝撃的で，

の教員免許取得講座が開設されている（国際文化

母国語である韓国・朝鮮語をしっかり学ぶことを決

フォーラム，2003）。
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意する。大学は朝鮮語学科に進学し，韓国留学も経

そういう人権問題もやるのが普通だっていう

験した。留学から戻ってからは会社員をしながら

空気がありました。その中で，自分も社会科

19XX 年に高等学校で非常勤講師として韓国・朝鮮

の先生として，一応真面目にそれをやろうと

語を教え始め，20XX 年から韓国・朝鮮語専任の教

してたんですよ。だけど，なんかどこか，そ

諭として定時制高等学校に勤務している。

ういう空気に違和感を感じていたところが
あって。そういう教育をやろうということを
声高に叫ぶ人たちの言っている韓国という国

5．なぜ韓国・朝鮮語を教えるのか，どの

とか，韓国と日本の関係の語り方に，どうも

ように教えるのか―教師たちの理想

なんか違うようなとこがあるような気がする
本章では韓国・朝鮮語教育に結び付く教育観を探

と。（A 教師）

るために，それぞれの教師たちにとって「韓国・朝
鮮語はどのようなものだったか」，「どのように韓

当時，A 教師が持っていた韓国へのイメージは

国・朝鮮語を学んできたか」，
「なぜ韓国・朝鮮語を

「暗い」
，「近づきたくない」ものであったと A 教師

教えているのか」
，「どのように韓国・朝鮮語を教え

は当時を振り返る。しかし社会科の教師としてそれ

ているのか」というそれぞれの教師と韓国・朝鮮語

ではいけないという義務感と何か気になるという思

教 育に係 る経 験につ いて 各教師 のラ イフス トー

い，何かを求める思いを持ちながら日々を過ごして

リー・インタビューの語りの部分から抜粋し，まと

いたという（語りの例 2）
。

めていく。
語りの例 2：周りの人たち，社会の先生たち
5．1．学習者として韓国・朝鮮語をどう捉えてい

が，日本と韓国の歴史ね，その侵略の歴史が

たのか―韓国・朝鮮語との出会い

ちゃんと分かんなきゃいけないとか，在日韓

4 名の教師が韓国・朝鮮語と出会った時期は，A

国人差別問題一生懸命取り組まなきゃいけな

教師は社会科の教師になってから，B 教師は大学 1

いって言われているときに，どうもその，韓

年生の時，C 教師は高校生の時，そして在日コリア

国っていうもののイメージが暗いわけ。なん

ンである D 教師は幼少期である。出会った当初か

か嫌なわけ。近づきたくないわけ。近づきた

ら現在に至るまでに韓国・朝鮮語に対する見方，考

くないって思っていたんだけど，う:::ん，な

え方が変化した事例として A 教師の例が挙げられ

んだろうな:::・・・・・・。それでも一生懸

る。

命，自分わかんなきゃいけないという義務感

A 教師は自分が社会科を教える中で韓国という言

みたいのがあって，そういう在日朝鮮人の強

葉は繰り返し出てくる言葉であり，授業の中でも韓

制連行が行われた場所をフィールドワークし

国に関連した事柄を扱っていた。しかし人権問題の

ましょうなんていうのが，この頃よく行われ

文脈において韓国について扱うということについて

ていてね，（中略）じゃあそこに行ってみよ

若干の違和感を持っていたという（語りの例 1）。

うと，気になるからっていって行ったんで
す。で，行ってみたんだけど，やっぱりなん

語りの例 1：社会科の先生の一般の人たちの

かつまんなくて，心に響くもんがなくて，こ

空気としては，韓国の歴史も，戦後の日本の

れはなんか，自分が求めていたもんじゃない
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なと思って，がっかりして帰ったんですよ。

こうした語りからは，音声や文字という言語に関

で，その数日後に，朝起きたら，そうか，韓

する興味が学習のモチベーションを支えていたこと

国語をやろうって，起き抜けに思いついたん

や，「韓国・朝鮮語＝知的好奇心を刺激される外国

です。
（A 教師）

語」という教師たちの韓国・朝鮮語観を読み取るこ
とができる。

この突然の出来事を A 教師はその後の語りで「神

大学で韓国・朝鮮語を専攻した B 教師は，最初は

の啓示だと自分では言ってるんですけど，そんなよ

日本語との類似性から学びやすく面白い外国語とい

うな感じ」だったと振り返り，「なぜか思いつい

う認識があったが，専門的に学べば学ぶほど「重た

た」と繰り返した。韓国語を学ぶことが「僕が求め

い世界がある言語」であるということに気づき，韓

ていたこと」のように思え，居ても立ってもいられ

国・朝鮮語を学ぶことに特別の意味の重さを感じる

なくなり以前の職場で韓国語を独学していた同僚に

ようになっていった（語りの例 5）。それはすなわ

すぐ電話をして韓国語を勉強する方法を尋ねたとい

ち日本と朝鮮半島の国の間における歴史の重みであ

う。韓国語を学び始めると，言語が持つ音，抑揚の

り，戦後日本における在日コリアンに対する差別偏

美しさに魅せられたと語った（語りの例 3）
。

見の問題の重さであり，それに対する問題意識と無
関係に韓国・朝鮮語を学ぶことは，B 教師が学び始

語りの例 3：ラジオ講座だけ聞いてるとき

めた当初はほぼ不可能であったことを示している。

も，韓国語の音がすごく好きだなと思って，
音に敏感に反応してたんですよ，自分も。そ

語りの例 5：僕はやっぱり歴史的なことって

の音楽としての，韓国語の持つ音楽性，言語

いうのは何となくぐらいしか分かってなかっ

の持つメロディー性，音楽性のとこにだいぶ

たから，こんなに重たい世界がある言語なん

惹かれてた自分もあって，えも言われぬ抑揚

だっていうね。（中略）そこまで僕分かって

感とかリズム感があるじゃないですか。旋律

専攻決めたわけじゃないもんで，だから言葉

感とか。そういうところは自分にピッタシ

として学ぶのはすごい面白いなあっていう部

合ってたんだなと思いましたね。
（A 教師）

分と，あ，こんなにしんどいものなんだあっ
ていうところとね。
（B 教師）

A 教師のように，韓国・朝鮮語の何かに興味を惹
かれたということを語っていたのは C 教師で，ハン

在日コリアンである D 教師は，母国語である韓

グル文字に対する好奇心から学習を始めたと話して

国・朝鮮語を家庭でも外でも学ぶ機会がなく，大学

いる（語りの例 4）
。

に入るまで学ぼうとしたこともなかった。韓国・朝
鮮語が「重たい世界を持つ言語」であることを，知

語りの例 4：実は，家の近くに在日の韓国人

りすぎるほど知っていたからであろう。在日コリア

が住んでいて，で，ハングルというものに対

ンに対する差別偏見を恐れ，自分の出自は隠さなけ

して，ちょっとこう，これなんと読むのかと

ればならないと当然のように考える生活の中で，韓

いうことで尋ねたんですね。それが一つの韓

国，朝鮮半島に関する情報は教科書からが主なもの

国語と，韓国との出会いだったんです。（C

であり，非常に暗いものに限られていた。当時，韓

教師）

国に関する明るい情報はなかったと D 教師は振り
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返っている（語りの例 6）が，そうした母国のイ

こうしたD 教師の姿からは，韓国・朝鮮語を自身

メージと母国の言語である韓国・朝鮮語のイメージ

のアイデンティティを形成する上で欠かせない，自

は繋がっていたとも考えられる。

分の核を作るものとして位置づけていることがわか
る。D 教師にとって韓国・朝鮮語とは，母国の言語

語りの例 6：特に高校なんか，そういう受験

であるという点で日本人である A 教師，B 教師，C

勉強とかがあって，国数英理社とかがあっ

教師の中の韓国・朝鮮語とは異なり，自身のアイデ

て，そういう韓国について，学ぶときもない

ンティティに関わる核心部分でもあった。

中で，すごい，やっぱり，皆のイメージも，
全然，その，明るい，こう，関心が行くよう

5．2．どのように韓国・朝鮮語を学んできたか

な情報がないから，そういうイメージも持た

―主体的に学習の場を作り出す

へんし，だから，どっちかと言えば，歴史と

4 名の語りからは，積極的に韓国と接点を持ちな

かから，学んでくる，朝鮮半島の，その，悲

がら韓国・朝鮮語を学んでいく過程が共通して見ら

惨な，残酷な歴史の情報しか知らんから，そ

れた。全ての教師たちが韓国への短期的な旅行や語

ういうイメージしか持たれへんのよ。（D 教

学留学の経験を持ち，現地の人と交流している。地

師）

理的に釜山と近い地域に住む C 教師は高校時代，大
学時代，大学卒業した後も複数回韓国に足を運び，

しかし，青年期にさしかかるにつれ，D 教師の中

語学留学と独学により韓国・朝鮮語学習を継続して

でアイデンティティの葛藤という問題が生じるよう

いた。C 教師は現地で韓国語を使ってみて「通じた

になる。韓国人なのに韓国・朝鮮語が使えないとい

り通じなかったり」の経験をすることが学習を続け

う自己矛盾のような状況に悶々とし，そうした状況

る上で重要だと考えていた（語りの例 8）。

の打開として大学では朝鮮語学科に進む。また，こ
の時から通名ではなく本名を使用して生活するよう

語りの例 8：やっぱりせっかくここに，韓国

になった（語りの例 7）。

に来て，フェリー乗って行けるんだったら，
やっぱりそこで何か試すことはいくらでもで

語りの例 7：やっぱり言葉を，自分の国のこ

きると。間違っていてもオッケー，外国人だ

と知らん限りは，自分のアイデンティティを

からと思えば。別に誰か，周り聞いているわ

確立できへんっていうのは，もう，身を持っ

けでもないから。「プサン，エソ（
（釜山，か

て感じることで，やっぱり，勉強しないと，

ら））」が「モヤ？（（何？））」とか言われて

自分が悶々とした，あの，人生の中から抜け

も，恥ずかしくも何にもないよと。通じるか

切れへんっていうのがあって（中略）やっぱ

通じないか hhh，やってみりゃいいだけのこ

り，日本名を使っている限り，いつまでも，

とよと，そういうノリですよ。だから，学習

何ていうか，悶々とした気持ちから抜けきれ

の場でもありましたね。韓国に行ったこと

へんっていうのもあって，大学に行って，そ

が。そこでなんか使ってみて，通じなければ

こで決心したんが，やっぱり自分の国のこと

間違っているんだって。（C 教師）

学ぼうっていうんで，朝鮮学科を選んでんけ
A 教師，B 教師の二人は留学の経験がないが，そ

ど。（D 教師）
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れぞれ学習者であった時期に韓国旅行をしている。

てみるという場を作り出していた。こうした例から

A 教師は学び始めた当初，途中で学習を止めたり休

も韓国・朝鮮語学習において，この地理的メリット

んだりする時期もあったが，継続するきっかけを自

を活用することは比較的容易であることがわかる。

分で得てからは，一念発起し韓国・朝鮮語が学べる

4 名が韓国に渡って，現地の人々と直接話すとい

教育施設に通いながら，スピーチコンテストに出る

う経験を重視していたことからもわかるように，韓

等積極的に韓国・朝鮮語能力を向上させる努力を続

国・朝鮮語学習においては会話における運用能力の

けた（語りの例 9）
。

獲得が大切だと考えられていた。教師たちの語りか
らは「現地の人に通じなくて悔しかった」「現地の

語りの例 9：思うと，グダグダしてては前に

人に通じて嬉しかった」等，実際に韓国へ行って現

進んで，グダグダしては前に進んで，そうい

地の人々と韓国・朝鮮語を使ってコミュニケーショ

うことの繰り返しですよね。多分，ここ境に

ンした経験や，そこで意思疎通できるように努力す

して，もう迷うことはなかったと思います

る共通の姿が見られた。大学で韓国・朝鮮語を専攻

ね。この年，このスピーチコンテストぐらい

したD 教師は，大学を卒業する時点で読み書きはか

からは。（A 教師）

なりできたが，話す，聞く，の口頭での運用能力が
足りないことを自分の弱点と感じ（語りの例 11），
韓国に語学留学して弱点の克服に努めている。

同僚とともに韓国を訪れ通訳をすることもあっ
た。そうした場面で現地の人に韓国・朝鮮語の発音
を褒められ，さらに学習意欲が増していったという

語りの例 11：私は，日本で大学で読み書き

（語りの例 10）。韓国・朝鮮語の教育施設は少な

から勉強して，ほんで，耳として言語をとら

く，学習環境としては恵まれていなかったが，自ら

えてなかったから，またそこはそこで，つら

の意思で主体的に韓国・朝鮮語を学び続けていった

いもんがあってんけど，読み書きは 1 番にで

自律的な学習者としての姿がうかがえた。

きんねんけど，全然，しゃべることは，その
クラスの中では結構，できへんほうやって，

語りの例 10：向こう行っても褒められたり

（中略）私は韓国語だけをもっと流暢に会話

とかするじゃないですか，
「チャラセヨ（（お

とか，伸びたらいいとかって思っててんけ

上手ですね））」とか「あなたの発音はこう

ど。（D 教師）

だ」とか「特にイントネーションが韓国人っ
ぽくていい」とか，割とそういうことをよく

D 教師は「自分は韓国人やのに，韓国語もしゃべ

言われて，すっかりその気になってしまった

られへんっていうのが，やっぱり自分にとってもス

わけですね。
（A 教師）

トレスっていうか，ジレンマやったし，やっぱりコ
ンプレックスっていうふうにもなった」とも語って

A 教師，C 教師は韓国・朝鮮語学習を効果的に進

おり，そうした自分からの脱却を目指して母国の言

めるために，ラジオのハングル講座で学んだり，韓

語を完璧に使いこなせるようになりたいという思い

国から聞こえてくるラジオ放送を聞いたりしながら

が特に強かったのではないかと推測されるが，他の

独力でも知識を身につけながら，韓国が地理的に近

教師たちにとっても韓国・朝鮮語でのコミュニケー

い隣国であるというメリットを生かし，実際に使っ

ション能力の獲得は大きな目標となっていた。
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5．3．なぜ韓国・朝鮮語を教えているのか―免

な感じの気持ちが，すごく，自分の恋愛経験

許取得から教える営みの意味づけへ

から，すごくあって。（D 教師）

4 名の教師は全員朝鮮語の教員免許を取得してい
る。B 教師，D 教師は大学生の時に取得し，A 教師

語りの例 14：韓国語，教えることっていう

と C 教師は他の教科の教師になってから研修を受け

のは，語学を教えることだけじゃなくて，

て免許を取得している。B 教師は大学の専攻で韓

やっぱり，韓国に対する理解っていうのを，

国・朝鮮語を学び，韓国・朝鮮語が持つ重たい世界

広めたい。韓国に対する理解を広めたいって

に気づき問題意識を高めていく過程で，韓国・朝鮮

いう思いも，同時に半分はあったからってい

語を学ぶことは学習者個人を振り返り，さらにそこ

う気持ちかな。（D 教師）

から日本社会を振り返るという，社会的意味がある
ことを感じていた（語りの例 12）。

しかしそうした思いで韓国・朝鮮語の教員免許を
取得しながらも，教師たちは自分が実際に教壇に

語りの例 12：やっぱり韓国語って言葉から

立って韓国・朝鮮語を教えている姿をイメージする

も，ここにもちょうど出てますけど，日本語

ことが難しかったと述べている。免許を取得した時

と比較しながら学ぶことがすごく面白いと思

には「いつか役に立てればいい」
，「機会があれば教

える視点は提供してくれる言語だと思うんで

えてみたい」という気持ちであった。それは日本の

すよね。ひいては日本語だけじゃなくて，日

高等学校においては第二外国語教育が制度化されて

本の文化とか日本の社会の在り方だとか，

おらず，教えることのできる場所というのは非常に

さっきの話じゃないけど，そこと自分自身が

限られたものであったからだ（語りの例 15，16）。

どう関わるかみたいなところまで包括して

日本社会が韓国・朝鮮に対して持つ否定的なイメー

やっていくのには，英語よりも面白い言語だ

ジから「教えることはあり得ないだろう」と考えて

ろうなあと思うんですよ。そういう意味で

いる教師の語りもあった（語りの例 17）
。

は，やっぱり言葉の教育ってものは，特に韓
国語については，僕の中では一つの柱になり

語りの例 15：教員になりたいっていう子

得る。プラスして，今の日本の社会をちょっ

は，ちゃんと，講師登録とかして，講師経験

と考えたいなあっていうね。（B 教師）

とかを積みながら，採用試験受け続けるって
いうような段階に入ると思うねんけど，韓国

また，D 教師は在日コリアンとして自身のアイデ

語の教員になるっていうのが，その場がない

ンティティを形成していく過程で常に向き合わざる

から，それを目標に，そのための努力を，時

を得なかった葛藤と韓国・朝鮮語を教える資格を取

間を費やしている，そのための努力の生活整

得するという行動は結びついていた（語りの例 13，

えるっていうことができへんから，皆，働き

14）。

ながら，もしチャンスがあれば，それを受け
て，チャンスがものになったらラッキーやな
語りの例 13：日韓のことも，在日のこと

ぐらいしか思いかけられへんな。
（D 教師）

も，あの:::，もっと幅広い意味で，理解して
語りの例 16：まさか僕も実際に朝鮮語教え

くれるような人を，自分は育てるわ，みたい
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る，そんな日が来ると思って取ったわけじゃ

部分的に韓国・朝鮮語を教えることを始めた。そし

ないんですけど，でもせっかくだから英語も

てD 教師は韓国語を生かした仕事を探している過程

取るんだったら，専攻語は，もうあと教科教

において，民族学級で教える講師のポストが空いた

育法付け加えれば，もらえるわけだから，

ことを知り，定時制高等学校の民族講師として韓

じゃあ取っちゃおうみたいな。（中略）教科

国・朝鮮語を教える仕事をスタートしている。4 名

教育法の授業では本当に朝鮮語をめぐる社会

の教師たちは，様々なレベルで様々な手法，工夫で

のいろんな状況やなんかも話が聞けたもんだ

高校生たちに韓国・朝鮮語を教える機会を得たり，

から，そこでちょっと意識は深まったですよ

自ら作り出したりしていったのだった。
まだ JAKEHS も国際文化フォーラムによる『外

ね。もし，本当に教える機会があれば，教え

国語学習のめやす』もない，90 年代後半の時期に

てみたいなって思いましたね。（B 教師）

A 教師，B 教師，D 教師は韓国・朝鮮語を教える挑
語りの例 17：せっかくだったら，なんか役

戦を始めた。しかし在日の生徒が多く，人権教育の

に立てばいいかなあっていうふうには思って

一環として 70 年代から韓国・朝鮮語教育が行われ

いたんですよ。学校の中で，こういうなんか

てきた比較的韓国語教育の歴史のある関西地域にお

役に立つことがあればいいかなあと。せっか

いて定時制高等学校で教えるD 教師と，日本人教師

く勉強したんだからって。ただ，えっと，

たちが向き合う生徒たちとではその背景が異なり，

やっぱりうちの親も，みんなそうですけど，

韓国・朝鮮語を教える意味合いもやや異なる。在日

韓国，朝鮮っていうのはいいイメージがな

の生徒が多い学校で教えるD 教師は，在日コリアン

かったから，そういったのはあり得ないだろ

である自分自身が高校生の時に持っていたような悩

うなとは思っていました。
（C 教師）

みやアイデンティティ形成過程における葛藤を抱え
る生徒が多くいることから，韓国・朝鮮語という言

そうした中，高校生たちに韓国・朝鮮語を教え

葉を教えることを通じて，そうした生徒たちと思い

る，その機会創出は何らかのきっかけや教師自身の

を共有する姿勢を持ち続けている（語りの例 18）
。

直感や行動力によって現実のものとなった。A 教師
は担当している社会の授業における雑談レベルから

語りの例 18：自分が本名で教壇に立つこと

生徒たちに韓国・朝鮮語を紹介するようになり，そ

によって，やっぱり，ずっと通名使ってる子

の時の生徒たちの反応がとても良かったことから，

たちからの告白みたいなのは，すごく，私に

「選択地理」という選択科目の中で韓国・朝鮮語を

は多いんよ。やっぱり。実は，うちのお母さ

教えるようになった。B 教師は周りの教師たちを説

んも在日でとか，うちのお父さんとお母さん

得して学校設定科目として「ハングル基礎」という

のどちらかだけ，おじいちゃん，おばあちゃ

韓国・朝鮮語の授業を開設した。この当時 B 教師

んだけが，こうこうこうで，とかいう話を，

は同僚とともに英語を通して Korea について理解を

すごくして来やすいよね，生徒たちは。（中

深める英語の副読本教材も作成，出版している。そ

略）同じような立場だからというような形

の同僚の応援があっての韓国・朝鮮語講座開設だっ

で。自分の経験談とかの話もできるからね。

た。C 教師は教師の裁量で自由に授業内容を決めら

(D 教師)

れる「総合学習」や「課題研究」という授業の中で
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一方，日本人教師たちは，学んだ韓国・朝鮮語を

けですよ，自分も。それだと嫌だなって思っ

きっかけに生徒たちが朝鮮学校の生徒の存在や，在

たの。その子は同じことを感じてたわけです

日コリアンの存在，韓国に住む人々に対する意識を

よ。朝鮮学校の子には近づきたくないと思っ

高めていることを実感し，日本人の高校生が韓国・

てたわけ。ところが，なんか勉強したら，ア

朝鮮語を学ぶ意味は単なる言葉の習得だけではない

ンニョン（
（こんにちは）
）って聞こえてきた

ということに気づいていく（語りの例 19）。

だけで，つながっちゃったわけですよ，この
人。非常に，そんな自分にびっくりしてる感

語りの例 19：今まで気付かなかった存在に

じっていうのは，自分と同じだなと思って

気付いて，世の中が見えるようになってく。

ね。自分の体験を追体験する子がいるんだな

あるいは社会の問題に気付いていく。今の日

と思って。これはよく覚えてますね。（A 教

本の社会ってどうなんだろう，もうちょっと

師）

いい形に日本の社会ってものを変えていける
ようなものに気付いていけるきっかけみたい

このような語りからは，高校生に対する韓国・朝

なものっていうのは，僕は，もちろん言葉の

鮮語教育の目的は単なる外国語運用能力の育成にと

面白さそのものはありますけど，言葉以外の

どまらない，隣国である韓国・朝鮮に対する関心や

ところでね，この日本の社会とつながる部

在日コリアンに対する関心，自分の周囲にある問題

分っていうのはすごく大きいし，もちろん海

について関心を持つきっかけになるという，教師が

を隔てた朝鮮半島のことなんかにもね，関心

持つ韓国・朝鮮語教育の意味を読み取ることができ

を向けてくことにもつながってくと思うし。

る。教師たちは自分自身の経験や学習者の学びの様

やっぱり，そこの生徒への影響力っていう

子からそのような意味を捉えていたのだと考えられ

か，この言葉を学ぶことによってね，生徒が

る。

目を開いてく部分っていうのは大きいなあ。
（B 教師）

5．4．どのように韓国・朝鮮語を教えているのか
―交流活動を重視した実践

A 教師は初め，人権教育という意味合いが強い韓

どのように韓国・朝鮮語を教えるか，という教授

国・朝鮮語教育に対して違和感を抱いていたが，自

法や授業の工夫に関しても教師たちには共通の語り

分自身が韓国・朝鮮語を学びながら朝鮮半島との関

が見られた。高等学校の韓国・朝鮮語教育のための

係について意識を高めるようになり，そのような自

学習指導要領が存在せず，出版公刊された高校生向

分の変化を生徒たちも追体験していることを生徒の

け韓国・朝鮮語教材がほとんどない中，教師たちは

コメント（韓国・朝鮮語を学んでから朝鮮学校に通

手探りで教授法を開発していかなければならなかっ

う生徒のことを初めて意識したという内容）からも

た。そのために，近接分野である外国人向け日本語

知るようになった（語りの例 20）。

教科書からヒントを得たり，英語教師対象の研修会
に参加したり，他の外国語教育の教師たちと協働で

語りの例 20：自分も韓国語始めるまで，日

学びあったりしながら，韓国・朝鮮語の枠を超えて

韓の歴史とか在日のことをやんなきゃいけな

教育方法を学び，実践に生かしていた（語りの例

いって言われてたとこの違和感は感じてたわ

21）。
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語りの例 21：めやすの作業とは別に，
「英語

です。
（A 教師）

教育達人セミナー」には多分 2006 年から
2007 年ぐらいから一生懸命，通うように

語りの例 23：「わかる」は大丈夫ね。ちゃん

なってたから。多分，ここの授業つくるため

と説明すればいいんだから。「できる」もま

に少しでも役に立ちそうなことはがむしゃら

あ，アクティビティもやればいいだろう。
「つながる」がどうできるかっていうのは，

に，貪欲にやってました，その頃はね。（A

うちの学校がたまたま韓国の，今は姉妹校に

教師）

なってる学校と，当時研修旅行の行き来を始
そして 4 名の教師全てに見られたのが「交流」を

めていたので，具体的なつながるイメージが

通して韓国・朝鮮語を学ぶ環境を作るということが

あったから，韓国の姉妹校の生徒としゃべる

大切だとする韓国・朝鮮語教育観である。4 名が教

とか，手紙をちょっと書くとか，あったの

育実践において重視していたのは母語話者との交流

で，それには助けられましたね。つながる具

であった。いずれの教師たちも韓国の高校生と日本

体的な場面が先に与えられた。（A 教師）

の高校生の間での交流活動を授業や研修旅行等の学
D 教師もまた，学校外の場所で韓国・朝鮮語が使

外行事の中で取り入れていた。
A 教師は『外国語学習のめやす』という，高等学

える場所があることを生徒に実感させることが大切
だと考えていた（語りの例 24）。

校における韓国・朝鮮語教育と中国語教育の新たな
スタンダードを作成するためのプロジェクトのメン
バーとして活動し，他のメンバーとともに考えた外

語りの例 24：学んだ韓国語っていうのを，

国語教育の理念「わかる，できる，つながる」をど

あの:::，学校以外の所で，使える場っていう

のように高等学校の韓国・朝鮮語教育の現場で実現

のを，感じさせるっていうか，使える場を体

できるかを模索していた（語りの例 22）
。韓国・朝

験させたいなっていう気持ちはあるね。（中

鮮語を学ぶことで自分の外の世界の人やモノと「つ

略）よく，バイト先に「韓国人のお客さん来

ながる」という理念を実現するために，韓国の高校

たで」とか，「韓国人の人おんねんけど，こ

生たちとの交流活動が大きな意味を持っていたと語

れってどういうたらいいの？」とか，お客さ

る（語りの例 23）
。交流場面をイメージしながら，

まに対して使う言葉を聞いて来たりとか。

自己紹介や学校紹介等ができるよう，実践的な授業

で，来たとき「この間来て，カムサハムニダ
（（ありがとうございます）
）って言うたで」，

を展開している。

その一言いうただけでも「言うたで」って，
語りの例 22：「知識だけじゃなく，実際に使

めっちゃうれしそうに言うて来たりとかもあ

えるようになりましょう」と，みんな言う。

るし，そういう，使える場との巡りあわせが

それは，自分たちとしてはとても大切だなと

できたらいいなって，いうことやんね。（D

思っていました。でも，できたからって，一

教師）

体何だよっていう話になって，究極の理念は
何だって，目的は何だったら人とつながるこ

D 教師は韓国の現地の人々との交流の機会を創出

とだろうっていって，そのときにもう出たん

したいという気持ちも強く持ち続けていた。勤務先
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高等学校は定時制高等学校であることから，韓国の

も，C 教師が韓国語を学習していた時のような「通

夜学の学校と提携して交流活動ができないかと模索

じる・通じない」の経験をして学習継続のバネにし

し，交流校を見つけることに成功した。交流校があ

てほしいという思いがあった（語りの例 26）。

れば韓国訪問や交流活動を持続的に行うことができ
ると考え，必死に交流校を探したという（語りの例

語りの例 26：私がやったことをそのままや

25）。韓国・朝鮮語を学んで，実際に使ってみて学

らせているんですよ。私が韓国に行って，イ

んだことが生かせたという実感を生徒たちに持って

ラゴイッタ（（働いている））とかプサネソ

もらいたいと考えている。交流校は日本にもあり，

（（釜山で））とか，そんなに通じない。分か

日本国内で同じように韓国語を学んでいる高等学校

らなかったですよ。子どもたちも，行くと

のクラスと連携して，ビデオレターを交換する等の

やっぱり高校生と話したい。話すことによっ

交流も試みている。交流活動の内容や時間の制約な

て，自分がやっているのが通じる，通じない

ど物理的な問題も見えてきたが，これらの課題を克

のが見えるでしょう？通じたらやっぱり気持

服して，交流の機会を創出したいという考えだ。

ちいいですよ。それを，やっぱり自分が経験
したことを，子どもたちも多分そうでなかろ

語りの例 25：今年，それを開拓できたから，

うかと思って，日本国内では無理だと。とい

本当は，今後につなげていくために，必死で

うことで，そういうふうにやっているんです

その所を見つけたんやけど，見つけて，それ

よ。（C 教師）

をきっかけにというか，学校間との関係がで
きたら，なかなかやめづらくなるやろうから

当初は語学の研修として文法の授業をメインにし

hh，それを目標というかな，に思ってたん

ていたが，参加する生徒たちの声を拾っていくと，

やけど，う:::ん，ま，だから，今年の，行っ

交流活動のほうが生徒たちにとって印象深いという

た交流がどんなふうに実るかっていうこと

ことがわかり，以来韓国に生徒たちを連れて行くと

が，やっぱり，来年度以降のことにも関わっ

きには必ず現地の高校生たちとの交流活動を行って

てくるんちゃうかなと思う。（D 教師）

いると語った（語りの例 27）。

C 教師は韓国・朝鮮語教育の裾野を広げることが

語りの例 27：目的がもともとオハクタン

大切と考え，自身の勤務校の生徒以外の他校の高校

（（語学堂））の研修？があって，その空いて

生も応募して参加することができる韓国研修を毎年

いる時間に，それを組み込んでやったから，

実施している。本来ならば自治体がそのような研修

メインは語学研修なんです。で，しかし，記

の機会を作るべきだと考えているが，そのような機

憶に残っているのは語学研修よりも，交流の

会がない現状では日韓交流活動に熱意のある有志で

ほうに記憶が残っているっていうのを，終

企画，運営しなければならないという考えの下，韓

わった後，聞き取り調査で分かったんです。

国語スピーチコンテストと連携する形で研修旅行を

となると，やはり交流というのが一番，その

実施していた。参加者は高等学校で韓国語を学んで

高校生にとってみたら，勉強よりも交流とい

いる生徒もいるが，そうでない生徒もたくさんい

うのが一番記憶に残って。でやっぱり交流と

る。独学で韓国・朝鮮語を学んでいる生徒たちに

いうのが大事なんだよなというのが分かった
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語りの例 29：やっぱね，人と人とが顔が見

んですよね。
（C 教師）

える関係っていうのはね，大きいんじゃない
交流活動を企画する際には，活動の内容を生徒た

ですかね。考えてみれば，僕もね，学生の頃

ちに考えさせる等，高校生が主体的に関われるよう

から語学は朝鮮語勉強してるんだけど，じゃ

意識していた。交流活動を通して生徒たちが自分の

あ，顔の見える関係はどれだけ韓国の人と築

国を改めて理解し，相手の文化を理解することがで

いてきたかっていったら，本当にその旅行に

きると考えている。生徒たちが自己実現するために

直接行って，そのソウルの街中案内しても

は教室内の活動だけでは不十分で，交流が大事であ

らった▽□大（（大学名）
）の男子学生さんと

るという信念を持っていた（語りの例 28）。

かね。そういうところではあったんだけど，
じゃあ，日常的にそういう，当時ですからそ

語りの例 28：双方が教室活動の中でやるっ

んなにやり取りもできない環境ではあったと

ていうだけだったら，自己実現する場がな

思うんだ，メールもまだ何もない時代でした

い。アヤオヨ（（ハングルの文字と発音））

しね。つったらやっぱり，そこまであんまり

やって，チョヌンモモラゴハンミダ（（私は

してこなかったんだよなみたいな感じですよ

〜です））とかパンガッスミダ（
（お会いでき

ね。本当に顔と顔がちゃんと見えて，言葉を

てうれしいです））と言っても，基本その中

直接交わして，顔を見て交流をして，交流と

で向き合ってやってくださいっていっても，

いうかお付き合いをしてきたっていうのは，

何にも実感が湧かないですね。自己実現でき

本当に○▽◇（（人名））が最初って言っても

ていないですよね。そこからいってもそうい

不思議じゃないぐらい。彼女は本当にすごく

う交流が大事になってくるんじゃないのかな

いい人柄でね。そういう授業のことでやり取

と思いますね。（C 教師）

りしてっても，率直に意見を言い合ったりと
かね。そういう意見交換しながら授業をつく

B 教師もまた，韓国・朝鮮語を学ぶことは生徒が

り上げてきて，そういう意味では信頼醸成
hh っていうかね hh。（B 教師）

個人同士のネットワークを無数に張り巡らせること
に繋がるという思いで日韓交流活動を重視していた
が，その前提にあったのは B 教師と韓国側のパー

B 教師は韓国人日本語教師と率直にものが言い合

トナーとなる韓国人日本語教師との信頼関係があっ

える信頼関係を構築し交流授業を実践していった。

たと述べた（語りの例 29）
。B 教師は自分自身が大

そして双方の生徒たちが交流活動を通して，教師が

学生で韓国・朝鮮語を学習していた当時について，

想像していた以上の学びを獲得していく姿を目の当

特に韓国人の友人もおらず，人と人とが顔が見える

たりにし，交流の重要性を認識するようになった。

関係を築いていなかったと振り返る。しかし教師に

交流を通し，個と個のネットワークを張り巡らせる

なって日韓合同授業研究会に参加して初めて韓国人

ことはその人の人生を豊かなものにする。韓国・朝

日本語教師の友人ができ，その教師との交流がきっ

鮮語の言葉の学びはそのきっかけであると B 教師

かけで，高校生間の交流授業が可能になったとい

は考えていた。そうした授業や活動を経験した生徒

う。

に卒業後アンケート調査を実施し，こうした交流を
取り入れた授業における学びがどのような形で生徒
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たちに残ったかを探ったこともあった。そのアン

た。日本人教師の語りからは，韓国・朝鮮語を外国

ケートの結果，後輩たちに韓国・朝鮮語の授業を勧

語の一つとして学ぶ過程で自分自身に芽生えた日本

めたいと回答した卒業生は 98％であり，成果を感

社会への問題意識や気づきを日本人生徒も同じよう

じる結果が得られたという（語りの例 30）。

に獲得していることを知り，それが韓国・朝鮮語教
育の持つ可能性だと考える，共通の教育観が見出せ

語りの例 30：結構あの授業が契機になっ

た。韓国・朝鮮語を用いての「交流」を重視し，教

て，韓国，朝鮮に対するその興味，関心って

育実践に取り入れる姿勢は 4 名に共通のものであっ

いうものは持続してますよ，みたいなこと

た。
交流を重視する教師たちの考えの背景にあるの

は，書いてきてた生徒はいましたね。（B 教

は，自らの韓国・朝鮮語学習経験，教育経験，交流

師）

経験であった。語学的な関心から韓国・朝鮮語学習
以上述べてきたように，4 名の教師たちが行う授

を始めた教師も，人と出会い，楽しさや困難を共有

業実践のキーワードには「交流」や「繋がり」が

する交流を通して，信頼関係を築き，言葉の学びを

あった。韓国・朝鮮語を学ぶことは人やものと繋が

きっかけに自己実現が図れることを経験していた。

るという目的のためにあり，交流活動は生徒たちに

4 名の教師たちの教育実践はこうした教師たちの経

学びの実感を持たせるものとして大切なものだと認

験に基づいて形成された「韓国・朝鮮語を学ぶこと

識されていた。また，B 教師の経験に基づく語りか

は単なる外国語運用能力の育成にとどまらない」と

らは，交流活動の前提として教師同士がまず信頼関

いう共通の教育観と，それを支える個人あるいは学

係を築くことが大切だという考え方も見出すことが

校のネットワークにより実現されていたと言える。

できた。

前述のように第二外国語教育の制度がなく，実質的
な学習指導要領もなく，一部の自治体以外に韓国・
朝鮮語教員採用試験が実施されていないという厳し

6．教師に通底する教育観のまとめと今後

い状況である。そうした状況であるからこそ 4 名の

の課題

教師たちは自らの学習経験や教育経験，交流経験か

以上，本稿では 4 名の教師の韓国・朝鮮語の学習

ら教育理念を掲げ，その教育観と学校または個人が

経験や教育経験に関する語りから韓国・朝鮮語教育

持つネットワークを基盤として主体的に韓国・朝鮮

を支える教師たちの教育観を考察した。そこで見出

語教育や日韓交流の実践の場を創出していたのであ

されたのは「韓国・朝鮮語を学ぶことは単なる外国

る。こうした事例は教師たちがそうせざるを得ない

語運用能力の育成にとどまらない」という共通の教

状況に置かれていたことを意味するとともに，教師

育観と，韓国・朝鮮語を用いての「交流」を重視

個人の信念，主体的な力が生徒の学ぶ場所を作るこ

し，教育実践に取り入れる姿勢であった。

とができるということも意味すると言えよう。

在日コリアンであるD 教師の語りからは母国語，

しかしこのことはさらに，学校において発言権を

韓国・朝鮮語の学びがアイデンティティの形成と

持つ専任の教諭でない限り，また，周囲の教師や学

切っても切り離せない関係にあったこと，そしてそ

校長の理解が得られない限り，科目の設置や授業の

れが現在の生徒に向き合う姿勢や自身に考える韓

継続をしていくことが難しいということも同時に意

国・朝鮮語教育の意味に繋がっていることが見出せ

味していた。実際に，B 教師は学校を異動したこと
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により自ら開講させ，6 年間継続させた韓国・朝鮮

語であり，日本国内に多く住む朝鮮半島にルーツを

語の講座を閉鎖させなければならないという経験を

持つ人々の母国語である。
「日本人にとって隣人のこ

している。また，C 教師も専任の教諭が持つ時間数

とば，日本国内の多文化共生のためのコミュニケー

の問題から周囲の教師たちに迷惑をかけてはならな

ションのための言語のひとつ」
（国際文化フォーラ

いという配慮により「課題研究」や「総合学習」と

ム，2013，p. 14）である韓国・朝鮮語を学ぶことの

いう科目内において部分的に韓国・朝鮮語を教える

意味を考えることは重要である。韓国・朝鮮語教育

という方策をとっていた。こうした状況からは現在

を支える教師たちの教育観を知ることは，隣国の言

の日本の高等学校の教育システムの中で英語以外の

語や文化を学び教えることの意味，ひいては英語以

外国語を教える講座を開設することと継続すること

外の外国語教育の意味と課題を考える契機にもなる

の現実的な難しさが浮かび上がってくる。韓国・朝

と筆者は考える。

鮮語教育を支える教師たちの教育観，それに基づく

最後に，本稿の限界と今後の課題について述べ

主体的な韓国・朝鮮語教育の場や日韓交流の場の創

る。本稿では 4 名の教師のライフストーリー・イン

出があるということを述べてきたが，それはいつ教

タビューでの語りからの教育観の考察を目的とし，

育政策によって崩されるかもしれない危うさも同時

複数の教師に通底する共通の教育観を見出したこと

に併せ持つものである。

には意味があったと考えるが，紙幅の関係で教師個

こうした意味で，筆者は先に紹介した JALP 多言

人のライフストーリーは要約にとどまり，個人が語

語教育推進研究会による高等学校における複数外国

る経験への徹底した探求の成果としてのライフス

語必修化提言の動きに注目している。日本の近隣の

トーリーの全てを記述することができなかった。そ

国々の中で中等教育における多言語教育を行ってい

のため本稿では教師たち個人が「いかに語ったの

ない国を探すことのほうが困難であり，筆者は日本

か」といった語りの形式や「なぜそう語ったのか」

の教育政策の面での大きな課題だと感じている。高

という語りの社会的，個人的な背景等についても十

等学校における複数外国語教育を制度化し，長期的

分に記述できているとは言えない。稿を改め，教師

な視点で行っていくためには，例えば長年英語以外

一人一人のライフストーリーから見出される教師個

の外国語教育を中等教育段階で導入している隣国の

人にとっての韓国・朝鮮語教育の意味を，より丁寧

韓国の先行例からそのメリットやデメリットを踏ま

に記述することを今後の課題としたい。

えた現実的な方法を学ぶことも可能であろう6。
オールドカマー，ニューカマーとの多文化共生が
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Educational beliefs of teachers who undergird Korean language
education in high schools in Japan: A study based on life story
interviews conducted with teachers belonging to JAKEHS
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Abstract
This paper aims to investigate teacher’s beliefs that undergird Korean language education in
Japan’s high schools by using the life story interview. It is a qualitative research method by
which we can investigate the views of Korean language education and international exchanges
between Japan and South Korea. I conducted interviews with one Zainichi Korean teacher and
three Japanese teachers who belong to the Japan Association for Korean-language Education at
High Schools (JAKEHS), the network of Korean language education at Japanese high schools.
Even though Korean language has different connotations for Zainichi Korean teachers and
Japanese teachers, two common views were found: (1) The purpose of Korean language
education is not only to enhance students’ communication skills but to prompt them to notice
problems of Japanese society, and (2) It is important to increase student exchanges between
two countries through Korean language education. This study concluded that Korean language
education in Japanese high schools is sustained by these beliefs and the network between them
and schools, and they are developing a place for learning Korean language and Japan-South
Korea exchanges.
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