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   日本の韓国語優秀学習者の学習ストラテジー 

―韓国語弁論大会参加者の事例を中心に― 
 

 

白 姫恩  

 

 

本稿は日本の全国スピーチ大会で定められた基準を通過し、韓国語母語話者に

その実力を認められた韓国語1スピーキング能力優秀学習者(Korean Speaking 

Ability Good Language Learners; 以下、KSAGLL)を大きく大学生KSAGLLと一

般市民 KSAGLL に分け、SILL を用いて学習ストラテジー2の特徴を調査した

ものである。日本での韓国語学習者は学校教育、一般教育とも急増している。

しかし、これまでの日本における韓国語教育と韓国語学習者に関する研究はも

っぱら学校教育の調査である。特に、「話すこと」のGLLについての研究は非

常に少なかった。そのため、本研究では、学校教育と一般教育の両者において

の KSAGLL の学習ストラテジーを比較・分析し、韓国語学習に困難を感じて

いる学習者に韓国語能力向上のための効果的な学習ストラテジーを提案する

ことを目的とする。調査の結果、学校教育のKSAGLLと一般教育のKSAGLL

は年齢などの個人的要因に差異はあったものの、学習ストラテジーの使用にお

いては多くの共通点を見せていたことが明らかになった。 

 

 

1. 研究の背景と意義 

2002 年の韓・日ワールドカップの開催、そして韓流ブーム3により、日本での韓

国に対する情報に触れる機会や知識などを蓄積する機会も増えた。2000年代に入っ

てから日本での韓国語学習者は急増した(오
オ

고
ゴ

시
シ

나
ナ

오
オ

키
キ

 2007)。小栗(2007)の調査に

                                                      
1
 「韓国語」という呼び方に関しては他にも「朝鮮語」や「コリア語」などの呼称が用いられる場

合がある(白 2015)。こういった「言語の呼称」については論争がある。本研究では、学習者が

習得した言語が北朝鮮で使用されている言葉ではなく、韓国で話されている言葉であるという

立場から、「韓国語」と称することにする。 
2
 先行研究では、ストラテジー・方略・戦略と定義されているが、本研究ではいずれも統一し、

「学習ストラテジー」とする。ただし、引用の場合は本文通りに使用する。 
3
 現在日本で用いられている「韓流」という語の定義は曖昧なもので、本来の韓国大衆文化の人気

を論じる場合のみならず、政治、経済、国際関係に至るまで様々なシーンで使われている(纓坂 

2008)。また、「韓国ブーム」「韓流ブーム」「韓流熱風」など、研究者によりその言葉は異なる

が、本研究では「韓流ブーム」と統一する。ただし、引用の場合は本文通りに表記する。 
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よると、大学等における韓国語教育の実施状況は着実に拡大している。2006年度後

半に語学学校や市民講座を含む韓国語教育機関を対象とした調査では、2007 年 1

月末までに約 1,100 の機関（教室）を確認している。実数はさらに多いと推定して

いると小栗(2007)は述べている。それに伴い、韓国語教育に関する研究の必要性も

強調されるようになった。 

しかし、日本での韓国語「優秀学習者4
(以下、GLL)」に関する研究は活発に行わ

れているとは言えない。特に、韓国語教育においての「スピーチ」、及び、スピー

キング能力GLL の学習ストラテジーに関する研究は非常に少ない。GLL の定義は

研究者によって異なっており、英語教育や英語学習者に関する研究に比べて、韓国

のGLLの研究と発表能力に優れた能力を持っている韓国語GLLに関する研究の数

は目立って少ない(白 2015)。また、学校教育以上に語学学校や市民講座を含む韓国

語教育機関の教育(以下、一般教育)における学習者数も急増し、学校教育と一般教

育の両者に関する研究も必要とされているが、これまでの日本での韓国語教育の研

究はもっぱら学校教育に関するものである。 

そこで本研究では、「話すこと」の中でも学習者がもっとも難しく感じる分野と

して高い比率を示している「発表」(이
イ・

덕
ドク

희
ヒ

(2003)、김
キム

순
・ス

옥
ノク

(2011))に注目し、「発表」

を中心にコミュニケーション能力まで評価する全国スピーチ大会で定められた基

準を通過して、その実力を認められた参加者をKSAGLLと定義する。KSAGLLは

大学生KSAGLLと一般市民KSAGLLに分け、その学習ストラテジーを比較・分析

することにした。なお、本研究では、調査を行う前に2 つの仮説を立てた。一つ目

は、大学生 KSAGLL と一般市民 KSAGLL は「スピーキング」「発表」能力向上に

非常に関心を持っている共通の特徴の学習者であることから学習ストラテジーの

使用においても共通点がみられるのではないかということである。二つ目は、大学

生 KSAGLL と違い、一般市民 KSAGLL は個人的要因に差があるため、「スピーキ

ング」「発表」に関心を持っている共通点があるとしてもその学習ストラテジーに

おいては異なる結果がみられるのではないかということである。学習者変因を効果

的に活用できる学習戦略に関する研究の重要性が強調される(강
カン・

승
スン

혜
へ

 1996)中、日

                                                      
4
 本研究では、先行研究で「成功者」と「優秀学習者」のいずれもあわせて「優秀学習者」とする。

ただし、引用の場合は本文通りに使用する。優秀学習者はRubin(1975)が定義したGood 

Language Learnersを用い、それを略してGLLと表記する。 
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本の韓国語教育において、個人的要因に多くの共通点を持っている学校教育と個人

的要因に差がある一般教育を分けて学習ストラテジーの使用とその指導を行う必

要性があるのかを実証するためである。 

学習者がもっとも上手になりたい能力である「話すこと」(白 2015)において、そ

の実力を認められたGLLは第二言語学習での良い結果をおさめた学習者と言える。

また、이
イ・

효
ヒョ

웅
ウン

(1994)の研究によると、効果的な言語学習戦略とは、第 2 言語、およ

び、外国語学習において成功した学習者が使用する戦略である。そのため、KSAGLL

は韓国語能力向上のためどのような学習ストラテジーを使用したのか、学校教育と

一般教育の KSAGLL の特徴を突き止め、学習者に効果的な学習ストラテジーを提

示する。 

 

2. 先行研究  

2.1  GLL 

2.1.1  GLLの先行研究と定義 

박
パク

미
・ミ

경
ギョン

(2001)は、1970 年代以降、効果的な言語学習を行うことのできる学習者

の特性を明らかにするため、多くの研究者によって、様々な研究が行われてきたと

述べている5。 

しかし、「スピーキング」関連の研究は大半が韓国で居住しながら学ぶ学習者を

中心とした研究であり、母国語を主に使用する環境で学ぶ学習者の研究は少ないと

구
ク・

현
ヒョン

정
ジョン

(2001)は主張している。また、日本においての韓国語学習者に関する活発

な研究が必要であると백
ペク・

희
ヒ

은
ウン

 (2016)も強調する。 

そして、優秀な成績や優れている能力を持っている学習者を「成功者」と名づけ

ている研究がある一方で「優秀学習者」と名づけている研究もあり、研究者により

差異があったと白(2015)は指摘した。裵(2012)は優秀な成果を見せた学習者に対する

明確な定義は存在しなかったと述べ、韓国語習得に成功した学習者を研究するため

には成功者と判断する基準や根拠なども必要であると主張した。 

優秀な成績や優れている能力を持っていることはどのようなことなのか、日本に

おける GLL の判断基準を明確にする必要があると思われる。しかし、先行研究で

                                                      

5
 김
キム

선
・ソン

주
ジュ

(2008)より再引用。 
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は、第二言語学習での良い結果をおさめた学習者の定義と判断基準にばらつきがあ

る。そのため、韓国語弁論大会でその実力を認められた授賞者を良い結果をおさめ

た学習者とみなし、韓国語スピーキング能力優秀学習者(KSAGLL)と定義づけるこ

ととする。 

 

2.2 学習ストラテジー 

2.2.1 学習ストラテジーの先行研究と定義 

ストラテジーに関する初期の研究は、同じ教室内の似たような環境下で外国語を

学んでいるにも関わらず、その習得成果には差が生じることから、GLLの特徴をス

トラテジーの観点から見つけ出し、それを用いて外国語学習が困難な学習者を助け

るために始められたとされていたとRubin(1975)は述べる。また、現在のストラテジ

ーの定義は、目的達成のための柔軟な手順や方法といった意味として、より幅広く

使われている。特に、第二言語教育の分野では、学習者が自分の言語学習過程をよ

り良くするために活用する様々な手段・方法という意味で用いられることが多い

(尹 2011)。学習ストラテジー(learning strategy)の概念は、実際には研究者によって

様々な概念として捉えられてきた。 

本研究では、学習者がとる具体的な行動のみならず、自分の学習をより効果的に

進めるためにとる方略を含めた学習ストラテジーを調査することを目的とする。 

本研究での学習ストラテジーの定義は、以下のような例が挙げられる。 

 

・Oxford(1990) 

学習をさらに容易に、迅速に、楽しく、自主的に、効果的に、そして新たな状況

にさらに応用できるようにするために学習者がとる具体的な行動。 

・岡崎ほか(1990)、伴(1992) 

 学習者が知識を効果的に構築しようとする際に用いる方法・手段、および自らの

学習能力を促進させるはたらき。 

・大関(2010) 

自分の学習をより効果的に進めるためにとる方略。 
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第二言語習得の分野での学習ストラテジーの使用とその研究について、大関

(2010)は、 

 

「学習者が使う学習ストラテジーが第二言語習得にどう影響するのかを見るために、学習者がど

んな学習ストラテジーを使うかを調べる研究が行われてきた。どんな学習ストラテジーを使えば外

国語の習得がより効果的に進むかということがわかれば、そのような学習ストラテジーを使うこと

により、外国語が効果的に学べるようになるのではないかという発想である。そのために、学習者

が実際に使っているストラテジーを調査し分類したり、学習者が使っている学習ストラテジーと学

習の成果の関係を調べたり、第二言語学習で良い結果をおさめた学習者がどんな学習ストラテジー

を使っているかを調べたり、学習者に実際に学習ストラテジー・トレーニングをしてその効果を検

証したり、といった研究が行われて来た。」(p.170) 

 

と主張する。 

本研究では、どのような学習ストラテジーを使えば韓国語の習得がより効果的に

進むかを突き止め、そのような学習ストラテジーを使うことにより、韓国語が効果

的に学べるという従来の発想を基本にして研究を行う。 

 

2.2.2 学習ストラテジーの必要性・重要性 

McGroarty・Oxford(1990)の研究によると、学習ストラテジーは外国語学習に影響

を及ぼす他の要因とは違って、教師が学生に教えることができ、外国語学習過程に

学習戦略を含めることにより、教師と学生との役割を増大させるとし、外国語教育

における学習ストラテジーの重要性を強調している。これについて김
キム

선
・ソ

혜
ネ

(2007)は、

外国語学習者が効果的な学習ストラテジーを使用することで、効果的な外国語学習

を行うことができると解釈した。 

Chamot(2005)は、言語学習に困難を感じている学習者達に新しいストラテジーを

紹介することで、彼らの学習を助けることができることなどを根拠にして、第 2言

語の学習ストラテジー研究の必要性を強調した。 

손
ソン

성
・ソン

희
ヒ

(2011)は、韓国語学習者を中心とする言語学習ストラテジーの研究が必要

だと強調している。 
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2.3 「発表」「スピーチ」「話すこと」の定義について 

現在「発表」に関する定義やその表記については、研究者によって異なっている。

そして、大会によって「発表」の意味や「発表」を審査する際の評価基準に差が生

じる。 

日本と韓国では、一方的な発話である「発表」を大会の主とするが、大会によっ

てはコミュニケーション能力を含む場合もあり、日本では、主に「speech contest」

「弁論大会」と呼ぶ。一方、韓国では主に「speech contest」「話すこと大会」と呼び、

一般的に、一方的な発話を中心とした「発表」を speech と称する場合も多い。しか

し、김
キム・

유
ユ

리
リ

(2012)によると、「発表」は、「スピーチ＝演説」より大きな概念になっ

ている。 

本研究での「発表」は、一方的な公的発話を主としていることとする。そして、

「発表」においての一方的な発話・双方向的な意味を含めての発話の大会、どちら

も合わせて共通の呼称をとって「スピーチ」大会と称する。 

また、韓国語での말
話し

하
する

기
こと

の意味についても研究者によって差異があり、韓国での

「話すこと(말하기)」は会話をするという意味としてとられる場合が多い。 

そこで、「話すこと」の種類について、意思疎通の面での概念を図 1.に示す。  

 

図 1.意思疎通の面での概念 

Speaking 

スピーキング 

(話すこと) 

Communication         speech       

(会話)           (スピーチ)      発表 

「双方向的意思疎通」       「一方的意思疎通」 

 

 

박
パク・

인
イン

찬
チャン

ほか(2011)は、「発表」が発表者と聞き手が理解を交換するという意味で

双方向意思疎通であると述べている。図 1.の意思疎通の面での「発表」は、主に一

方的意思疎通に属するが、박
パク・

인
イン

찬
チャン

ほか(2011)の「発表」の定義を採り、双方向的
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意思疎通にも一部属する。 

韓国語弁論大会では「発表」を含めて、コミュニケーション能力が審査に含まれ

ていることから、コミュニケーション能力を含めての「発表」を双方向意思疎通と

みなし、韓国語弁論大会での授賞者を「スピーキング」能力に優れている学習者と

する。 

 

3. 研究方法 

3.1 アンケート調査 

学習ストラテジーの研究においては多くの研究者があげられる。本研究では、約

8,000 人を対象にして研究した結果を基に作られたアンケートとして、学習ストラ

テジーの分野でもっとも多くあげられるOxford(1990)が作成した言語学習ストラテ

ジー目録(Strategy Inventory for Language Learning; 以下、SILL)を基本にするが、調査

対象者が応じやすくかつ研究の目的にも沿うように、「優秀学習者」と「話すこと」

の関連項目を追加・修正した白(2015)の 63項目のSILLを用いて調査を行った。 

SILLの項目は以下のとおりである。 

 

 

表 1. SILLの項目 

記憶 1．韓国語ですでに知っていることと、新しく学習したこととの関係を考

える。 

2．単語を覚えるために、文章の中にその単語を入れて使ってみる。 

3．単語を覚えるために、その単語の音とその語のイメージや絵を結びつ

ける。 

4．単語が使われる場面を頭の中で描きながら、その語を覚える。 

5．新しい語を覚えるときに、単語カードを使う。 

6．単語の意味などを、身体で表現して覚える。 

7．繰り返し復習をする。 

8．辞書を利用する。 

9．表現を丸ごと暗記する。 

10．単語を覚えるとき、その語があった本のページや、板書されていた位

置を覚えておく。 

11．韓国語の単語を覚えるとき、漢字と結びつけて覚える。 
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認知 12．単語や文章を繰り返し書いてみる。 

13．単語や文章を繰り返し声に出して言ってみる。 

14．ネイティブ・スピーカーのように話すことを心がける。 

15．発音の練習を重点的に行う。 

16．知っている韓国語をいろいろな文脈で使う。 

17．韓国語で積極的に会話をしてみる。 

18．韓国語で放映されるテレビ番組や映画を見る。（字幕あり） 

19．韓国語で放映されるテレビ番組や映画を見る。（字幕なし） 

20．韓国語教材のCDをきく。 

21．韓国の歌を用いて韓国語を勉強する。 

22．インターネットを利用して韓国語を勉強する。 

23．韓国語の本を読む。 

24．韓国語でメモ・メッセージ・手紙・報告書を書く。 

25．韓国語の文を読むとき、まずはざっと読み取ってから、再び前に戻っ

て注意深く読む。 

26．韓国語の新出単語に似た語を日本語の中に探す。 

27．韓国語の中にパターンを見つけようとする。 

28．難しい単語は分解して、意味を知ろうとしてみる。 

29．韓国語で読んだり書いたりしたことを、韓国語で要約する。 

30．覚えやすいように教材などにアンダーラインを引いたり、マー 

カーなどで塗ったりする。 

31．上手に使えるパターン化した言い方やよく知っている表現を組み合わ

せて、自分の話したいことを言う。 

32．スマートフォンやタブレット端末を用いて勉強する。 

補償 33．知らない語を理解するために、その意味を推測してみる。 

34．韓国語での会話中に、適切な語が思いつかないときは、ジェスチャー

を使う。 

35．韓国語で書かれた文を読むとき、一語一語調べないようにする。 

36．韓国語での会話中に、相手が次に何と言うか、推測しようと心がける。 

37．韓国語の単語が思いつかないとき、同じ意味を持つ語や句を使う。 

38．韓国語の語彙や表現が思いつかないとき、日本語や英語などを混ぜて

話す。 

39．話し手の表情や声のトーン、ジェスチャーなどで意味や状況を推理し

ながら聞く。 

メタ 40．いろいろな機会を見つけて、韓国語を使うよう心がける。 



 

158 

 

認知 41．自分の韓国語の間違いに気づき、そこから学んで上達しようと努力す

る。 

42．他の人が韓国語を使っているときは、集中して聞く。 

43．韓国語をより上手に学習できる方法を見つけようと努力する。 

44．スケジュールを立てて、韓国語の学習に十分時間を充てる。 

45．韓国語で話しかけることのできる人を探す。 

46．できるだけ韓国語で読む機会を探す。 

47．韓国語の技能を高めるための明確な目標を持っている。 

48．自分の韓国語学習の進歩について考える。 

49．韓国語で話すときは、事前に録音をしたり鏡を使ったりして、自分の

できをチェックする。 

情意 50．韓国語を使うことに自信がないときは、いつもリラックスするよう心

がける。 

51．間違いを恐れずに韓国語を使う。 

52．うまくいったときは、自分を褒める。 

53．韓国語を勉強しているときや使っているときは、緊張したり神経質にな

る。 

54．言語学習日記を作り、そこに自分の感情を書き留める。 

社会的 55．相手の韓国語が分からないときは、ゆっくり話してもらうか、もう一

度言ってもらう。 

56．韓国語で話しているとき、ネイティブ・スピーカーに自分の間違いを

直してもらう。 

57．韓国語を一緒に勉強できる友人やグループを作る。 

58．韓国語のネイティブ・スピーカーに助けを求める。 

59．韓国語で質問をする。 

60．韓国語話者の文化を学ぶように心がける。 

61．分からないことがあったら、いつでも質問する。 

62．上手な人に自分の韓国語を聞いてもらい、アドバイスをもらう。 

63．聞き手の反応や、その場にいる人たちの感情などを理解しながら話し

進めるように努力する。 

 

Oxford(1990)は学習ストラテジーを、直接(記憶・認知・補償)ストラテジーと間接

(メタ認知・情意・社会的)ストラテジーに分類した。6 つのストラテジーの概略(白 

2015)は表2.に示すとおりである。 
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表 2. ストラテジーの概略  

 ストラテジーの種類 概略 SILL項目番号 

直 

接 

記憶ストラテジー より効果的に覚える。 1番～11番 

認知ストラテジー 全ての知的過程を使う。 12番～32番 

補償ストラテジー 不足した知識を補う。 33番～39番 

間 

接 

メタ認知ストラテジー 自分の学習を体系化し評価する。 40番～49番 

情意ストラテジー 感情をコントロールする。 50番～54番 

社会的ストラテジー 他の人々と一緒に学習する。 55番～63番 

 

3.2 調査対象者の条件 

先行研究においてのGLL の条件は研究者によって異なっているが、TOPIK を含

む試験での高い点数が基準として使用される場合が多い。裵(2012)の研究では、日

本における韓国語GLLの基本条件として、以下の4つを提示している。 

 

表 3. 韓国語GLLの基本条件 

1) 日本語を母語とする者。 

2) 調査時点で大学生であること。 

3) 家庭環境において、韓国語の使用が日常的ではないこと。 

4) 日本で韓国語を学習し、留学経験があるとしても3 ヶ月以内であること。 

 

また、GLLは、高い点数(KLPT: Korean Language Proficiency Test, TOPIK: Test of 

Proficiency in Korean など)と母語話者との高いコミュニケーション能力の面で評価

されている。 

 しかし、TOPIKなどの試験で高い点数が取れた学習者が「スピーキング」におい

ても優秀な韓国語能力を持っているとは限らない。また、母語話者とのコミュニケ

ーション能力の評価を行っているが、公の場ではなく、またその評価の基準が明確

にされていない。 

そこで本研究では、「作文」の一次審査と公の場での「発表」の 2 次審査を通過

し、その実力を認められた学習者をGLLの対象者とした。「発表」は、「話すこと」
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の中でも学習者がもっとも難しく感じる分野として高い比率を示している(이
イ・

덕
ドク

희
ヒ

(2003)、김
キム

순
・ス

옥
ノク

(2011))。KSAGLLは「発音、表現力、弁論内容、暗記力、弁論時間

制限」の面だけでなく、「発表」の後、韓国語のネイティブ・スピーカーによる「質

疑応答」が行われ、コミュニケーション能力も審査される。「書くこと、読むこと、

話すこと、聞くこと」の 4技能が含まれた日本の全国スピーチ大会で韓国語母語話

者 6人以上6から、全ての面でもっとも高い点数をつけられた者はGLLと言える。 

韓国語弁論大会の審査基準の配点7は以下のとおりである。 

 

表 4. 韓国語弁論大会の審査基準の配点8
 

①発音・・・・・10点満点    ②表現力・・・・・10点満点  

③弁論内容・・・・・10点満点  ④質疑応答・・・・・10点満点  

⑤暗記力・・・・・5点満点    ⑥弁論時間・・・・・5点満点 

 

韓国語弁論大会における韓国語GLLの条件は、表5.に掲げる。 

 

表 5. 韓国語弁論大会の韓国語GLLの条件 

1) 作文の 1次審査を通過し、韓国語弁論大会9で発表を行った者。 

2) 韓国語母語話者 6人以上に発音、表現力、弁論内容、質問応答、暗記力、弁

論時間制限の面で審査され、韓国語弁論大会の弁士の中でもっとも高い点数を

つけられた者。 

 

                                                      
6
 審査委員は、韓国語と日本語のバイリンガル、日本居住歴35年以上の国際交流関係者、日本居

住歴25年以上で通訳者・韓国語教育者、日本居住歴13年以上で日本語母語話者のための韓国

語教材執筆者・韓国語教育者が含まれている。また、弁論大会の原稿には韓国語と日本語が同

時に掲載されているため、審査委員は弁論内容を十分に理解していると見なされる。 
7
 2015年度からは、質疑応答が5点満点、暗記力が10点満点に変更されている。 

8
 5分超過後30秒超過毎に1点減点、3分未満の場合は15秒不足毎に1点減点される。表4.の①

～⑤については各審査委員が採点し、⑥については主催者が計測する。 
9
 韓国語弁論大会は、2019年で47回目を迎える日本でもっとも古い歴史を持つ大会として、1年

に1度開かれる。日本全土から韓国語を母語としていない学習者(小学生から60代頃の年配の人

まで幅広い世代)が500人ほどの聴衆の前で熱弁を競い合う日本最大の大会とも言える(白 2015)。

参加資格は日本国内に在住の韓国語に興味を持っている者で、年齢及び国籍は不問としている。

但し、韓国一世の人や過去当大会にて最優秀賞・優秀賞に入選された人は参加できない(韓国大

阪青年会議所のホームページを参照)。 
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本研究では、表 3.の 1) 3) 4)と表5.の1）2）どちらにも合致した者を日本におけ

るKSAGLLとする。 

 

3.3 研究結果 

 研究の結果においては、大学生 KSAGLL
10と一般市民 KSAGLL の学習ストラテ

ジーを記憶・認知・補償・メタ認知・情意・社会的ストラテジーに分けた平均値の

結果とその比較、SILL アンケート調査の平均値について詳しく調査し、その結果

を明らかにした。 

KSAGLLの調査対象者の一覧表は表 6.にまとめて示す。 

 

表 6. KSAGLLの調査対象者の一覧表 

 大学生

KSAGLL(1) 

大学生

KSAGLL(2) 

一般市民

KSAGLL(1) 

一般市民

KSAGLL(2) 

職業 大学生 大学生 主婦 会社員 

性別11
 女性 女性 女性 男性 

年齢 18歳 21歳 35歳 48歳 

授賞年度 2014年 2014年 2015年 2017年 

部門12
 一般部門 ビギナー部門 一般部門 一般部門 

SILL調査13

日時 

2014年 

6 月29日 

2014年 

6 月29日 

2015年 

6 月 21日 

2017年 

6 月18日 

  

 

                                                      
10

 白(2015)の研究での発表能力優秀学習者(発表能力GLL)2人は、本研究での日本人大学生

KSAGLLの 2人であり、一部のデータは重なる部分がある。 
11

 学習者変数のストラテジー使用に対する影響について、性別の変数の影響の有無は、アジア圏

の研究ではその影響が少ないとされている(Hashim & Sahil 1994; Kimura 1999; Wharton 2000)。 
12

 韓国語弁論大会参加者の学習期間においては、ビギナー部門は3年未満、一般部門は3年以上

と区別されている。第46回大会の学習期間においては、ビギナー部門は3年未満であったが、

一般部門では制限がなかった。 
13
 韓国語弁論大会が開かれた大阪韓国人会館で調査データを回収した。 
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3.3.1 大学生KSAGLLと一般市民KSAGLL
14

 

 大学生 KSAGLL(1)の学習期間は、2011 年 4 月から 2014 年の大会日まで(週 2 回、

1 回120分)である。 

大学生KSAGLL(2)の韓国語の学習は、2012年 4月にスタートし、2014年の大会

日(週2回、1回 90分)までである。 

大学生KSAGLLのSILLの平均値15は以下のとおりである。 

 

表 7. 大学生KSAGLLのSILLの平均値 

 記憶 認知 補償 メタ認知 情意 社会的 平均値 

大KG(1) 3.73 2.86 4.86 3.80 3.40 4.78 3.91 

大KG(2) 4.00 3.67 3.43 3.20 3.20 4.00 3.58 

平均値 3.87 3.27 4.15 3.50 3.30 4.39 3.75 

 

一般市民KSAGLL(1)の場合、学習は 2011 年 9 月～2014 年 3 月まで 50 分の授業

を週1回、2014年4月から2015年の大会日までは90分の授業を週1回行っていた。

一般市民KSAGLL(2)の場合、2012年 3月～2014 年6月(週 1回、90分)、2015年 8

月から大会日までは 1 回 180 分(不定期)、2017 年 2 月から大会日まで 60 分の授業

を週 1回行っていた。 

一般市民KSAGLLのSILLの平均値は以下のとおりである。 

 

表 8. 一般市民KSAGLLのSILLの平均値 

 記憶 認知 補償 メタ認知 情意 社会的 平均値 

市KG(1) 3.36 3.39 3.57 4.50 3.80 4.56 3.86 

市KG(2) 3.18 4.19 3.57 4.50 3.20 4.78 3.90 

平均値 3.27 3.79 3.57 4.50 3.50 4.67 3.88 

 

                                                      
14

 表や図において、場合によってはより観やすくするため大学生KSAGLLを大KG、一般市民

KSAGLLを市KGと略して表記する。また、表7.～表9.では、SILLの平均値を比較しやすくす

るため、小数点第2位まで表示する。 
15

 数値は小数点第3位を四捨五入したものである。 
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表 9. KSAGLLのSILLの平均値の比較16
 

 記憶 認知 補償 メタ認知 情意 社会的 

大KG(1) 3.73 2.86 4.86  3.80 3.40 4.78  

大KG(2) 4.00  3.67 3.43 3.20 3.20 4.00  

市KG(1) 3.36 3.39 3.57 4.50  3.80 4.56  

市KG(2) 3.18 4.19  3.57 4.50  3.20 4.78  

平均値 3.57 3.53 3.86 4.00  3.40 4.53  

 

表 9.は、KSAGLL の SILL の平均値を比較したものである。大学生 KSAGLL は

記憶と社会的ストラテジーを、一般市民 KSAGLL は補償・メタ認知・社会的スト

ラテジーを共通して多く使用していることが分かる。また、KSAGLLは情意ストラ

テジー以外の記憶・認知・補償・メタ認知・社会的ストラテジーの使用が頻繁に行

われていることが分かった。特に、メタ認知ストラテジーと社会的ストラテジーの

使用は目立って高い平均値を見せている。そこで、KSAGLL全員が頻繁に使用した

共通のメタ認知ストラテジーと社会的ストラテジーの具体的な項目を表 10.に掲げ

る。 

 

表 10. KSAGLLの共通のメタ認知ストラテジー・社会的ストラテジー 

共通のメタ認知ストラテジーの項目 

41．自分の韓国語の間違いに気づき、そこから学んで上達しようと努力する。 

42．他の人が韓国語を使っているときは、集中して聞く。 

43．韓国語をより上手に学習できる方法を見つけようと努力する。 

共通の社会的ストラテジーの項目 

56．韓国語で話しているとき、ネイティブ・スピーカーに自分の間違いを直してもらう。 

58．韓国語のネイティブ・スピーカーに助けを求める。 

59．韓国語で質問をする。 

60．韓国語話者の文化を学ぶように心がける。 

61．分からないことがあったら、いつでも質問する。 

62．上手な人に自分の韓国語を聞いてもらい、アドバイスをもらう。 

                                                      
16

 SILL結果の平均評価は、上(3.5～5.0)、中(2.5～3.4)、下(1.0～2.4)と分類される。本研究では、

3.5以上の平均値を高い数値とみなす。＿の数値は3.5～3.99、□の数値は4.0～5.0の平均値であ

る。 
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図 2. 大学生KSAGLLと一般市民KSAGLLのSILLの平均値比較 
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図 2.は、大学生KSAGLL と一般市民KSAGLL の SILL の平均値を比較した結果

を示す。大学生KSAGLLのSILLの平均値は 3.75、一般市民KSAGLLのSILLの平

均値は3.88という数値を見せ、両者ともSILLの平均値において、高い数値を見せ

ていた。また、大学生KSAGLLと一般市民KSAGLLは共通して補償・メタ認知・

社会的ストラテジーの使用が多かった。特に、社会的ストラテジーの平均値におい

ては非常に高いという共通の特徴を見せていたことが分かった。 

 

図 3. KSAGLLのSILLの平均値 
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図 3.は、大学生KSAGLLと一般市民KSAGLLを合わせた平均値を示した結果で

ある。情意ストラテジーは 3.5以上の平均値ではないが、「上」に非常に近い平均値

を見せている。その結果から、KSAGLLは全ての学習ストラテジーの使用において、

高い平均値を見せており、多様なストラテジーを頻繁に使用していることが明らか

になった。 

 

4. まとめと今後の課題 

本研究では、韓国語弁論大会での授賞者を「KSAGLL」とし、大学生 KSAGLL

と一般市民KSAGLLの学習ストラテジーを中心に研究を行った。KSAGLLはどの

ような学習ストラテジーを使用したのかについて調査・分析を行い、韓国語学習に

困難を感じている学習者に韓国語能力向上のための効果的な学習ストラテジーを

提案することを目的とした。 

 その研究方法として、SILL アンケート調査を行い、もっとも多く使用される学

習ストラテジーを調査することにした。また、学校教育と共に一般教育にも注目し、

日本における韓国語 GLL の学習ストラテジーの使用を具体的に調べた。調査を行

った結果、KSAGLLには以下の点が共通して見られることが明らかになった。 

KSAGLLのSILLの平均値は両者とも高く、メタ認知・社会的ストラテジーの使

用が目立って高かった。そして、情意ストラテジーは両者とも他の学習ストラテジ

ーに比べて必ずしも高いとは言えない共通点を見せていたことが分かった。 

また、もっとも多く使用しているメタ認知ストラテジーと社会的ストラテジーの

使用においてはその具体的な項目にも注目し、調査を行った。その結果、大学生

KSAGLLと一般市民KSAGLLは、学習ストラテジーの使用項目においても共通点

が多く見られることが分かった。これにより、日本の学校教育と一般教育の韓国語

教育において、共通の学習ストラテジーを使用することが有効であることを実証す

ることができた。しかし、KSAGLL の調査対象者は多く存在していないことから、

今回は 4 人の調査対象者を中心に研究を行った。今後は事例を増やし、KSAGLL

がもっとも多く使用していたメタ認知・社会的ストラテジーについて、どのような

共通点と相違点が見られるのか、KSAGLLと他の学習者を比較・分析して、韓国語

能力向上のための効果的な学習ストラテジーを提示し、その効果を検証していきた
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い。それは、日本における韓国語教育に役立つ方法の一つとして非常に有意義であ

るだろう。 
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