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日本のハングル学校教師の課題に関する一考察 

 

 

李 銀淑  

 

 

ハングル学校は、韓国国外に住んでいる韓国系の子どもたちに、ハングルと韓

国文化・歴史等の教育を通じて韓国人のアイデンティティ形成を目的として設

立された非正規学校である。子どもたちが韓国人としての誇りをもった上で日

本社会で模範的な構成員で生きることが、ハングル学校の教育目標である。現

在日本には 155校余りのハングル学校がある。しかし日本に住んでいる韓国系

の子どもたちが、世界 114カ国のハングル学校の中で最も韓国語ができないの

が現状である。主な理由として、子どもたちの韓国語学習に対するモチベーシ

ョンの低さ、教師の継承語教育に対する知識不足、日韓の歴史的問題による意

識、学習環境などが挙げられる。日本におけるハングル学校が教育目標に向け

た役割を果たすためには、これらの問題を解決しなければならない。本稿は、

教師の立場からその解決策を模索し、今後の課題について提言する。 

 

 

1. はじめに 

韓国国外に住んでいる在外同胞1の中で、韓国語ができない在外同胞が最も多い

国は、日本とロシアのCIS (Commonwealth of Independent States) だと言われる。日

本と韓国は地理的に隣接しており、言語的共通点も多い。それにも関わらず、日本

語モノリンガル2が多いのは、日韓両国の歴史的背景に起因している。それは、在

日韓国人3に対する日本人の差別意識や偏見のせいで、在日韓国人は日本で生き残

るために偏見や差別を避けて日本文化に適応して暮らしていかねばならず、韓国語

をあえて習う必要性がなかったと金（2015）は述べている。在日韓国人は、韓国語

ができないと、たとえ民族アイデンティティを持っていても韓国では日本人扱いを

                                                      
1
 韓国の在外同胞財団法(1997年制定)第２条に次のように定義している。 

 「“在外同胞”とは次の一つに該当する者をいう。 

  １. 大韓民国の国民として外国に長期滞在する、又は外国において永住権を取得し者 

２. 国籍に関係なく、韓民族の血統ももっている者として外国に居住・生活する者」 
2
 日本語のみ使用する人 

3
 本稿では、戦前期から日本に在住するオールドカマーのことを定義する。 
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される。またルーツが韓国人であるため、日本では韓国人扱いをされる。その結果、

韓国人でも日本人でもない曖昧なアイデンティティが形成される。高橋によると、

母語とアイデンティティに関する研究では、ニューカマーの子どもたちのアイデン

ティティ形成の過程は平坦ではなく、自らのルーツの否定や隠蔽（改名など）、葛

藤、アイデンティティの揺らぎなどさまざまな課題が生じることが指摘されている

（高橋2009）。       

言語は、アイデンティティを形成するための出発点である。韓国語学習を通じて

韓国文化も学び、韓国人としてアイデンティティが形成され、日本社会で自信を持

って生きる教育、これが在日韓国人には必要である。日本における韓国系学校であ

る民族学校は、そのような教育を実践している学校であるが、全授業が韓国語によ

るイマージョン教育（Immersion Education）を行っていないため、帰国予定がある

駐在員などを除けばニューカマー4の保護者は子どもを日本学校に就学させる場合

が多い。日本学校に通う子どもたちは、韓国語、韓国文化に触れる機会が家庭や民

族学級5以外にはない。これに触れる機会もない子どもたちは、韓国語が全くでき

ない。その結果、前述の韓国人でも日本人でもない曖昧なアイデンティティが形成

されるようになる。この問題を解決するために設立されたのがハングル学校である。

日本でマイノリティーとして生きる子どもたちが、韓国語、韓国文化の学習を通じ

て韓国人として誇りを持ったうえで日本社会で模範的な市民として生きること、こ

れがハングル学校の教育目標である。しかし、ハングル学校は週末に週一回しか通

わないのが普通で、そこで学んだ韓国語を日本学校で使う必要性もないため、そも

そも韓国語学習に対するモチベーションが低く、さらに親に強制されてハングル学

校に通う場合はやめてしまうことも少なくない。このような子どもたちに学習に興

味をもつように動機づけをする重要な役割は教師と親である。ハングル学校は、た

とえ週一回の授業であっても長期的な学習の継続が出来れば、学齢期の子どもにと

ってはアイデンティティ形成に十分寄与する。 

                                                      
4 ニューカマーの定義を乾（2014）の定義に従って、戦前期から日本に在住する在日コリアンや

在日中国人（華僑）などのオールドカマーと区別し、1970年代以降に日本に居住することにな

った外国人を指す。 
5 大阪の公立小・中学校に開設され、在日韓国・朝鮮人 のアイデンティティ保障に取り組んでい

る教育。基本的には週に１回、韓国・朝鮮語、社会、音楽、図工等の授業をしている。 (コリア

NGOセンター http://korea-ngo.org/kyoiku/kyoiku03.html)（2018.8.20最終アクセス)  
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本稿では、ハングル学校の教育目標達成には、教師の役割は如何にあるべきかに

ついて考察する。 

 

2. 継承語教育の意義 

2.1 継承語教育6とアイデンティティ  

 日本における韓国にルーツをもつ子どもたちが日本語と韓国語のバイリンガル

として育てられる場合は多くない。むしろ、韓国語が全くできない日本語モノリン

ガルの子どもの方が多いのではないかと思われる。石井（1999）は「母語の学習機

会が、多様な言語背景をもつ子どもの自尊感情を高め、情緒的な安定とアイデンテ

ィティ確立を支援する」と述べ、自己肯定観や自尊感情形成のために母語教育が必

要であると主張している。しかし、日本語や英語の習得を優先し、母語教育に関心

がない保護者や子どもが多いのは、彼らが母語教育の実質的な意義、言い換えれば

日本社会における移民言語能力のもたらす利点を十分に認識できていないところ

に原因があるのではないかと指摘している。筆者がハングル学校の親を対象にアン

ケートやインタビューを行った結果、参加した殆どの親は、継承語教育の価値を知

らなかった。オールドカマーの親達の間では、前述の日韓両国の歴史的背景に関係

による日本人の差別意識や偏見のため韓国語をあえて習う必要性がなかったため、

進んで日本語モノリンガルとなり、日本で生活するうえでは日本語が上手く使えれ

ば十分だという考え方が支配的であった。ニューカマーの親は、韓国語を子どもに

学ばせたい気持ちはあっても、子供たちは日常的に日本学校に通っているため韓国

語を習いたがらないと悩むばかりであった。子どもたちが韓国語を習いたがらない

ことについて、中島（2010）は次のように述べた。 

 

 

                                                      
6 母語教育、継承語教育における母語と継承語の用語は研究者によって使用選択が異なるが、本稿

では、以下の中島の定義に従って、継承語という用語を用いることにする。ただし、引用する

時は、著者が用いた用語を用いる。 

「日本で生まれた外国にルーツのある子どもたちは父親と母親の言語を受け継ぐが、日本語環境

の中にいるため母語ができなくなったり、忘れていった場合、母語とは分けて考える必要があ

ることから、「継承語」の概念が生まれた。継承語は、習得順序と時期から見て1番初めに覚え

た言語であり、この点は母語と同じだが、到達度は、学校言語のプレッシャーでフルに伸びな

い。使用頻度は、家庭が中心になるので、語彙も限界がある。中島（2005）」 



207 

 

子どもは、優位の言語クループの一員になることと、劣位の言語グループの一員になるこ

とが両立しなくなると、劣位の言語グループを捨てて必死で優位の言語クループに一員に

なろうとする。つまり、現地文化を自分の文化として受容すると同時に、母文化を捨てて

現地文化のモノカルチュラルになっていくのである。 

 

このようにマイノリティ言語である韓国語を学ぶ動機づけがない限り、子供たち

に学習意欲は生じないのである。 

母語教育を受けていない子どもたちは、日本の社会に同化していて、日本人の子

どもとほとんど同じ行動をするようになる（中島 2001）。外国にルーツをもつ子ど

もに対して母語教育が行われていない場合には、子どもは自分のルーツを否定する

ことになり、アイデンティティの揺らぎ、危機（拡散）などの否定的な結果が現れ

る。さらに、現代のグローバル社会に必要とされる多言語話者という資源を失うこ

とになる。外国にルーツをもつ子どもの母語教育とアイデンティティの関係につい

て研究している研究者らは、母語教育を通して自分のルーツに対する肯定的な姿勢

をもつことができるようになって初めて、子どもたちに健全なアイデンティティが

形成されると述べている。母語と居住地の言語の二つがともに社会で使える時、子

どもたちに自信が芽生え、アンデンティティが確立されると考えられる。 

一方、ロング（1998）は、移民がどのように現地語を習得し、次世代がどのよう

に祖国の言語を保持するかはアイデンティティと深い関係があると述べている。こ

れは、自分の祖国の言語を話すことは単にその言語を選ぶ行為であるだけではなく、

自分のアイデンティティを表す方法でもあるためである。 

中島（2010）は、外国にルーツをもつ子どもには幼少の頃から、日本語と母語の

「二つの言語ができることへの自信」と、「二つの言葉ができる子という自覚」を

育てることが重要であり、母語の能力を伸ばし、学習動機を高めるためには、周り

の大人、特に親の肯定的な思考が子どもに伝えられる必要があると述べている。「両

方できることに対する自信」、「二つの言葉ができる子という自覚」を育てることに

よって、健全なアイデンティティを育てることができるという。アイデンティティ

は、生活の中で得られる経験と選択、そして周囲の人々から受ける影響によって形

成される。中でも次世代の子どもたちに特に重要な役割を与えるのは、親と教師で

ある。子どもたちが韓国人として肯定的なアイデンティティを形成するためには親

と教師が重要な役割を果たす必要がある（이2018）。 
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2.2 継承語教育の意義 

継承語教育の意義について、先行研究を要約する形で整理してみると、次のよう

になる。 

 

① 親の言語や文化を保持・継承する。 

② アイデンティティが形成される。 

③ 家族とのコミュニケーションを維持する。 

④ 第二言語学習が容易になり、学習言語能力が形成される。 

⑤ 社会に貢献する社会的資源、個人的「資産」となる。 

⑥ 帰国往来のための継承語としての役割を果たす。 

 

①と②は、ニューカマーの子どもたちの民族アイデンティティの形成のためには

必要不可欠である。③について、継承語は親との絆としての役割を果たすものであ

るため、子どもの継承語教育は切実な課題である。子どもに対する継承語教育が十

分に行われない場合には、親とのコミュニケーションの断絶や親子の心理的不安定

をもたらす (吉富2001）。④に関しては、ジム・カミンズ（Jim Cummins）（2011）

の「二言語相互依存論」が母語教育の理論的根拠として取り上げられることが多い。

「二言語相互依存論」では、母語が発達すれば、第二言語の習得のスピードも速い

と言われている。つまり、言葉には共有面があるので母語、つまり、第一言語をし

っかり獲得していると、その後の言語発達とリテラシーの伸びに重要な役割を果た

すということである。ジム・カミンズは図1のように「氷山のたとえ」を用いなが

ら、表層面では別個の二言語であっても、深層面には共有面があることを提示して

いる（カミンズ2011）。例えば、韓国語で十分に思考学習をすることができる子ど

もは、日本語での学力も伸びるということになる。 
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図１ 氷山にたとえた言語の表層面と深層面（Cummins＆Swain 1986） 

（カミンズ 2011より転載） 

 

⑤に関しては、個人が継承語を習得し、活用することが個人の経済的活動の資源

となり、母国と居住国双方の社会に貢献できることにつながる。この観点について

落合（2015）は、継承語を習得した子どもたちが国際協力や外交の場で活躍するこ

とで、社会的・経済的利益を社会に還元することができると述べている。 

⑥について、ニューカマーの子どもの中には親の仕事等により帰国する場合があ

る。あるいは、帰国せざる得ない場合がある。母国に帰国してからもスムーズに就

学ができるように、日本で母語を学習しておくことは、将来のリスク回避策として

きわめて重要である（野津 2010）。そして、日本に定住する家族であっても、その

子どもの中には母国と日本の二国間を繰り返し往来しながら生活している子ども

たちが数多く存在する。往来する子どもにとって、日本語だけでの教育では不十分

であることは明らかである。このように、帰国、往来する子どもにとっては継承語

教育が必要となる。 

このように、継承語教育は、個人においても社会においても重要な意義をもつ。

しかし、現実は子どもの学習動機が低く、学習機関も不足していて、継承語教育が

行われにくい状況となっている。家庭、学校、社会が継承語教育のあり方について

真剣な話し合いが行わなければならない。 

 

2.3 ハングル学校の役割 

日本において、韓国にルーツをもつ子どもの継承語教育ができる教育機関として、
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学校教育法第１条に基づく「一条校」に定められている通称民族学校と呼ばれる韓

国学校、公立小中学校の中の民族学級7、ハングル学校がある。民族学校では母語

教育や母文化教育も行われているが、教科学習においては日本語がメインであるた

め、母語によるイマージョン教育（Immersion Education）ではない。帰国予定があ

る駐在員などを除けばニューカマーの子どもたちの保護者は日本学校に就学させ

る場合が多い。民族学級は、地域によって異なるが、大阪市では「国際理解教育推

進事業」として予算が与えられ、民族講師（非常勤嘱託）によって、公教育の中で

民族教育が行われている。大阪市立の小中学校の場合、放課後週 1 回 1 時間程度、

講師によって民族クラブが開設され、韓国語や韓国文化などの学習が行われている。 

ハングル学校は、有志団体などが設立して韓国政府の外交部の傘下である「在外

同胞財団」から支援を受けて運営されている。在外同胞財団（2018）が立てたハン

グル学校の教育目標は、「ハングル及び韓国文化・歴史などを通じたアイデンティ

ティ（ルーツ）教育」である。ハングルを基盤とした‘アイデンティティ教育’とい

う点から、‘外国人のための韓国語教育’とは異なる。ハングル学校は、全世界 114

カ国に 1,790 校があり8、日本には約 155 校、関西地方には、兵庫県を除いて 49 校

がある9。韓国にルーツをもつ子どもは、民族学校に通っている子どもより日本の

学校に在籍している子どもが多く、民族学級に参加している子どもより民族学級が

設けられていない自治体の公立学校に通っている子どもが多い。彼らは、韓国語や

韓国文化に触れる機会がない。ハングル学校は、韓国にルーツをもつ子どもであれ

ば誰でも通うことができる。ハングル学校は、民間次元の教育施設とはいえ、在外

同胞の民族教育を最も実践している学校である（박2008）。 

しかし、韓国の在外同胞財団の支援は受けているが、運営が難しい環境の学校が

                                                      
7
 1991年日韓外相会議で交わされた「在日韓国人の法的地位及び処遇に関する覚え書き」によっ

て日本政府は教育関係において韓国政府と以下の取り決めを行った。「日本社会において韓国

語等の民族の伝統および文化を保持したいという在日韓国人社会の希望を理解し、現在地方自

治体の判断により学校の課題で行われている韓国語や韓国文化等の学習が今後も支障なく行

われるよう日本政府として配慮する」（宋2006） 
8
  在外同胞財団「スタディーコリアン」（재외동포재단 스터디코리안）ホームページ 

（2018年8月20日最終アクセス) 

http://study.korean.net/servlet/action.cmt.NetAction?p_menuCd=m40201&gnb=school 
9
  在外同胞財団「スタディーコリアン」（재외동포재단 스터디코리안）ホームページ 

（2018年8月20日最終アクセス) 

http://study.korean.net/servlet/action.kei.HsiAction?p_menuCd=m40202 
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多いため教師はほとんどがボランティアである。ボランティア精神で教える教師は、

継承語教育の専門知識はなく、外国語として韓国語を教えている場合が多い。在外

同胞財団がハングル学校の教育目標をアイデンティティ教育に重点をおいている

以上、ボランティア教師に継承語教育の専門知識を身につける研修やアイデンティ

ティ教育を行うための体系的な運営方針、財政の支援が求められる。これらが整え

られた時、多くの次世代子どもたちのための民族教育、継承語教育を実践している

と言えるのであろう。次世代の子どもたちにとってルーツ教育は重要であり、ハン

グル学校は韓国と連結の輪として築いていかなければならない（이2018）のである。 

 

3. 調査調査 

3.1 ハングル学校に在学中の子どもと親の調査10  

3.1.1 子どもの学習維持要因 

継承語教育において最も問題となるのは、子どもたちの学習意欲が低いことであ

る。子どもたちは日常的に日本語で生活が営まれ、日本語で授業が行われているた

め、韓国語の学習機会が少なく、学習動機が低い。 

李（2015）の調査によると、子どもたちの学習意欲の変化について２回のインタビ

ューを行った。それによると、ハングル学校に入学して 1年が経った頃、韓国・韓

国文化に興味を持つ子どもが増え始め、１回目のインタビューの後と、約半年後の

インタビュー調査ではさらなる変化が現れた。内容を簡単にまとめると、A1やB1、

B2は１回目は韓国語の勉強を嫌がっていたが、文化授業によって、A2 やA3は親

の家庭での継承語教育サポートによって韓国語学習に興味を示すようになり、学習

が維持できたのである。 

                                                      
10

 本調査は李（2015）が行った調査のよる結果である。研究の対象は、N ハングル学校の子ども

９人とその保護者（母親）９人、合計 18 人である。子どもたちのうち、父親が日本人・母親

が韓国人である国際結婚の子どもは５人、両親ともに韓国人の子どもは４人である。年齢は小

学生（７歳）から中学生（13歳）で、１人を除いて全員日本生まれの２世である。韓国人の母

親の日本滞在歴は12年～20年である。調査は2015年５月と10月に、１名につき２回インタ

ビュー調査を行った。インタビュー内容は、中島（2010）の継承語教育についての研究を基に

作成し、質問項目に沿ってインタビューを行った。主な内容は、学習動機、学習意欲、言語使

用状況、韓国語に対する関心などである。 
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表１．韓国語に対する意識の変化11  

 1回目のインタビュー 2回目のインタビュー 

A1 

 

そんなに韓国語が好きじゃない。 韓国語めんどくさいけど、覚えたい。 

ハングル学校楽しい。 

韓国について何でもいいが知りたい。 

A2 

 

韓国の名前がたまにいやだ。 韓国の名前にはあまり気にしない。 

 読み書きができるようになって楽しい。 

A3 

 

 K-POPに興味を持つようになった。 

B1 私は日本人 私は韓国人 

 ハングル学校楽しい。 

B2 

 

私は日本人（韓国語が喋られないか

ら、お姉ちゃんは韓国語を喋られる

から韓国人） 

私は韓国人 

 韓国語で話すと気分がよくなる。 

B3 

 

韓国好き 韓国語しょうもない。韓国普通、日本が好き 

＊A1、A2、A3は両親が韓国人の子ども、B1、B2は父親は日本人で母親は韓国人の子どもである。 

 

＜A2の事例＞  

下線   は、自分の祖国の言語を話すことは単にその言語を選ぶ行為であるだけではな

く、自分のアイデンティティを表すことでもあるについて述べている部分、下線   は、

二つの言語ができることへの自信が育てられることにより健全なアイデンティティも育

てられる部分、下線   は、肯定的な考えを子どもに伝えることによって健全なアイデ

ンティティが形成される部分を表す。 

 

 A2は、1回目のインタビューの時は、「韓国語が好きじゃない、特に書いたり、

                                                      
11
 表の中のことばは、子どもと親の表現をそのまま引用しているものである。 
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読んだりするのは特に嫌や」と言ったが、2回目のインタビューには、「韓国語はめ

んどくさいけど覚えたい」と答え、さらに「ハングル学校は楽しい」とも言ってい

た。A2 は、母親によって強制的にハングル学校に通わされたと考えていたが、今

は「ハングル学校が楽しくなり、韓国についても何でもいいから知りたい」と言う

ようになって、大きな変化が見られたことが分かる。母親からも「読み書きの力が

ついて意欲がでた」という言葉を聞くことができた。A2 は会話型バイリンガルで

あるため、「読み書き」ができなかったが、ハングル学校での学習の積み重ねによ

り、韓国語の能力に向上が見られた。これが、彼への自信につながったのであろう。

「両方できることに対する自信」が、母語学習に対する肯定的な考えに変わること

により、健全なアイデンティティ形成されたと言えよう。 

A2の母親は、A2について次のように振り返っている。 

 

지금은 안 그러는데 유치원에서 한국말 하지 마. 다른 애들이 보니까.라고 하는 

거예요. 그리고 집에서 「엄마」라고 하다가 밖에 나가면 「마마」라고 불렀어요. 

전에 학교에 데리러 갔는데 정문에서 제가 우리 애랑 얘기하는 걸 친구들이 보고 

“○○꾼와 이에데 칸코쿠고데 하나시테이루노？”라고 물어서 우리 애가 

부끄러운 듯이“응”이라고 하니까 친구들이“스고이나”라고 해서 

좋아하더라고요. 그 후부터는 밖에서 한국말 해도 신경 안 쓰는 거 같아요. 

 

もうこんなことはないけど、「幼稚園で韓国語話さないで。他の人から見られる」と

言われました。 家では「オンマ」と呼んでいるのに家の外に出ると「ママ」と呼んで

いました。以前、学校に迎えに行って正門でうちの子と韓国語で話しているのを友だ

ちに見られ、友だちが、“○○くんは家で韓国語で話しているの？”と尋ねると、うち

の子が、恥ずかしがりながら、“うん”と答えたんです。そしたら、友だちが“すごい

な。”と言ってくれて、うちの子は嬉しかったようです。その後からは、外で韓国語で

話しても気にしないようです。 

                    （2015/5/9 A2の母親のインタビューより） 

 

A2は、母親が友だちの前で韓国語を話す行為に対して嫌悪感を抱いていた。親

子をつなぐ継承語である韓国語を否定的に思うことは、親を否定的に見ることにな

る畏れがある。このように、A2は、自分のアイデンティティを否定的に捉えてい

たが、ある日友だちから「すごいね」と認められてからは、外で親と韓国語で会話

することも気にならなくなった。韓国語が話せる自分が友だちから認められること

によって自尊感情が高まり、自分のアイデンティティを肯定的に考えるようになっ

たのであろう。 
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3.1.2 親の意識 

ハングル学校に行かせると、子どもの韓国語能力が飛躍的に向上すると思い込ん

でいる親がほとんどで、韓国語の学習はすべて学校に任せてしまうことが多い。学

習意欲のない子どもにとって、家庭の協力なしに学習を学校に一任されることは、

効果的な学習にならず、能力の向上にもつながらない。そこで筆者は、子どもの送

り迎えの時に保護者に対して学習に関する子どもの様子、家庭でできること等を、

継承語教育の意義の見地から機会がある毎に伝えた。この積み重ねにより親の意識

が変わりはじめ、子どもの継承語学習の維持につながったようである。これに関連

する保護者のインタビュー内容は次の通りである。子どもの継承語教育は、親の影

響が大きく作用するため、保護者を対象に継承語教育の意義について３回講演を行

った後、9 名の個人相談も受け、後日インタビューを行った。その中で 2 名のイン

タビューの内容を見ると、継承語教育の意義を理解した親A1、A2、A4と継承語教

育に無関心な親 B３は、家庭で子どもに対する取り組みが異なった。B3 の子ども

は結局ハングル学校をやめてしまった。 

 

筆者 ： 집에서 아이들에게 한국어 공부를 도와 주세요?  

家庭で子どもに韓国語の勉強を手伝っていますか。 

A1  ： 숙제 쪼금요。 선생님한테 말씀 들은 게 있어서 책을 읽어 주다가 요즘 안 

하고 있어요. 

宿題を少し。先生から色々聞いているので本を読んであげていましたが、 

最近はしていません。 

（2015/5/16 A1の母親のインタビューより） 

 

筆者 ： 집에서 아이들에게 한국어 공부를 도와 주세요? 

家庭で子どもに韓国語の勉強を手伝っていますか。 

A4 ： 일 때문에 바빠서 잘 못해요. 이렇게 상담하고 나면 하게 돼요. 

仕事で忙しくてしてあげられません。でも今日のように話を聞くと、 

するようになります。 

（2015/10/31 A4の母親のインタビューより） 
 

筆者 ：  계승어교육의 중요성에 관한 강연을 들으셨어요?  

継承語教育の重要性に関する講演を聞かれましたか。 

A2  ： 대략 알고는 있었거든요.자아정체성에 대해 다시 한번 생각하게 돼서 

선생님 얘기 듣고 금요일 저녁에는 예습복습을 해요 

大体知っていました。アイデンティティについて改めて考えるようになって、 

先生の話を聞いてからは夕方に予習復習をしています。 

                      （2015/5/24 A2の母親のインタビューより） 
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筆者  ： 계승어교육의 중요성에 관한 강연을 들으셨어요? 

 継承語教育の重要性に関する講演を聞かれましたか。 

A4  ： 들었어요. 유학생때 아르바이트로 Y 국제센터에서 아르바이트했는데 그때 

관계자한테서 들었던 거 같아요. 

聞きました。留学生の時Y 国際センターでアルバイトをしたんですが、 

その時誰かからその話を聞いたことがあったような気がします。 

（2015/5/31 A4の母親のインタビューより） 

 

筆者 ： 집에서 아이들에게 한국어 공부를 도와 주세요?  

家庭で子どもに韓国語の勉強を手伝っていますか。 

B3  :  한국어숙제는 일하고 바쁘니까 도와주진 못하고 그냥 하라고만  

해요. <중략> 집에서 한국말을 하려고 해봤는데 잘 못 알아들으니까 

성격이 급해서 그냥 일본말로 해버려요. 

        그리고 전 일본에 익숙해져서 한국에 가도 3일이상 못 있어요. 

한국사람하고 안 맞아요. 저는 일본이 편해요. 

韓国語の宿題は仕事で忙しいから手伝ってあげられないので、ただやりなさ

いと言うだけです。<中略> 家で韓国語で話そうとしてみたんですが、子ども

が聞いても分からないから、私は短気だからもう日本語で言ってしまいます。

そして、私は日本に慣れて韓国に帰っても 3 日以上いられません。韓国人と

は合わないです。私は日本が楽です。 

（2015/11/8 B3の母親のインタビューより） 

 

B3の母親は仕事で忙しく、B3の学習を手伝うことができない。さらに家で韓国

語を使わない。B3の母親の「韓国人と合わない」という発言は、韓国に対する民

族意識が薄れつつあることの現れであるように捉えられる。このような親の考えは

無意識のうちに子どもに伝わる可能性がある。B3が置かれている環境では、ハン

グル学校の他には韓国語や韓国文化に触れる機会がない。筆者との 2回目のインタ

ビューの時、B3の母親は、B3が韓国語の勉強にストレスを感じているのでハング

ル学校を辞めさせるつもりだと語った。B3の母親が仕事の忙しさなどの理由から

子どもの韓国語の学習を積極的に支援できないためにB3の母語学習は維持ができ

なくなったと思われる。 

Nハングル学校では、年に4～5回保護者会を開き、保護者（以下、親と表記す

る）に対して学校から教育現況の報告、継承語教育に関する内容などを伝えている。

筆者も継承語教育の意義について講演をしたが、これが親の継承語教育に対する意

識を変えることに影響したようである。子どもの継承語教育を維持し韓国語の能力

を育成させるためには、親の意識が最も重要だということが本調査から明らかにな

った。このように、教師の働きによって親の意識が変わるので、教師が継承語教育
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に関する知識を身につけることは重要であり、親に伝える接し方も求められる。 

李（2015）のインタビュー調査の結果データから、子どもの継承語教育の維持を

可能にした要因には、大きく「文化授業」、「教師の働き」、「親の意識」3つがある

ことが分かった。第一に「文化授業」であるが、文化授業の実施によって、以前は

ハングル学校を嫌がっていた子どもたちも、文化授業が楽しみだと言って嫌がらず

行くようになった。また家庭で韓国語の本を読むようになったり、関心を持って親

に知らない言葉の意味を聞いたりするようになった。次に「教師の働き」と「親の

意識」であるが、子どもたちの親も、ハングル学校で継承語教育の必要性について

の講演を聞いたり、担当の教師から家庭での学習支援の対策等を教わったりして、

それらを家庭内で生かすようになった。つまり教師が継承語教育の意義を親に伝え

ることによって「親の意識」を変えることができ、その重要性を知らされた親は、

家庭を中心に子どもたちの韓国語の能力の保持・育成のための努力をすることがで

きた。このように「教師の働き」は重要であることから、教師のための研修の支援

や文化授業の他に、学習プログラムの支援によって内発的な動機付けがなされれば、

継承語教育の保持・育成に大きな力になることが期待される。 

 

3.2 教師に関する調査 

A（関西）：2017年８月ハングル学校の教師研修で行った 14名を対象としたアン

ケートの中で継承語教育と関連する内容を簡単にまとめると次の通りである。 

 

２）分科会に参加した理由（選択式） 

 ・現場で活用する教授法を学びたいので（79％） 

 ・ハングル学校の今後の課題について知りたいので（21％） 

 ・在日同胞の民族教育に関心があって（0％） 

 ・その他（0％） 

 

６）今日の分科会で役に立った内容（自由記述式） 

 ・継承語教育における親の関心の重要性 

・継承語教育における親と教師の役割 
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 ・継承語に関する認識 

 ・継承語教育の概念について 

 

B（関東）：2017 年 12 月継承語教育と教授法に関する教師研修会で教師 35 名を

対象に実施したアンケートの内容の一部である。 

 

表 2. 教育歴 

12.12％ 24.24％ 21.21％
42.42％

1年未満 1年～5年 5年～10年未満 10年以上

 

                           無回答の２名除く 

回答者の教育歴は、42％以上が 10 年以上であったが、1〜5 年未満の経歴者も

24％、1年未満も12％であった。 

 

表 3. 継承語についての知識 

40％ 28.57％ 31.42％
0

知っていた。 聞いたことはある 知らなかった その他
 

 

回答者の 40％が継承語教育の知識をもっており、約 28％が聞いたことはあると

答えた。 
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表 4. 今回の研修の参加理由（複数選択可能） 

   

 

回答者の42％が教授法を学ぶために今回の研修に参加したと答えた。次に教師間

の交流が17％、民族教育に関心があって参加した回答者は約 25％であった。 

  

表 5. 所属ハングル学校における文化授業の実施有無 

21.33％
82.85％

あり なし
 

 回答者の約 8２％以上が、所属しているハングル学校で文化授業を実施していな

いと答えた。 

研修会に参加した理由として、A（関西）も B（関東）も教授法を身につけたい

項目の選択が多かった。継承語教育より教授法に関心が高い。分科会や研修で役に

立った内容としては、A（関西）では、継承語教育の概念、認識、親と教師の役割

であったが、これはこれまでに継承語に関する知識がなかった人が多いと言える。

これに対して、B（関東）では、40％以上が継承語教育の知識（表 3）を持ってい

た。 

文化授業は韓国語を理解するために必要であり、アイデンティティ形成の教育

のためにハングル学校の教育において実施されるべきであるが、B（関東）の文化

授業に関しては（表５）、80％以上が行っていないことが現れた。以上をまとめる

と、ハングル学校の教師は、継承語教育の知識や、教師の役割に関する内容より、

教授法に関心が多いということが現れた。子どもたちの学習への動機付けとなる文

化授業は殆どの学校では行われてない現状が明らかとなった。 
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4. まとめ   

ハングル学校の役割は、子ども自身がルーツである韓国について知り、韓国人と

して誇りを持って日本で模範的な市民として活躍できる人材を育てることである。

このためには、次のことが求められる。 

第一に、親と教師が継承語教育の意義をよく理解し子どもに影響力を与え、継承

語学習を選択するように動機付けをすることである。 

第二に、継承語教育は学校と家庭が連携して行うのが理想であるが、そのために

は教師の役割が最重要なので、教師の専門性を強化する育成制度が必要である。子

供たちに対して学習動機づけや学習意欲を高める授業づくりを上手くできる教師

を養成する教育システム構築である。教師に必要なのは、子どものアイデンティテ

ィ形成のために親が相談ができるような知識と、継承語教育の重要性を認識してい

ない親に働きかける意欲である。これは、在外同胞財団が立てたハングル学校の教

育目標が‘外国人のための韓国語教育’ではなく、ハングルを基盤とした‘アイデンテ

ィティ教育’であることからも決して忘れてはならない。さらに、乏しい環境で努

力しているボランティア教師に対する経済的・精神的な支援と励ましも、ハングル

学校の発展には大きな原動力となる。 

ハングル学校のその他の課題として、学校運営に関する方法論、保護者（親）教

育などもあるが、これらに関しては次回の研究課題にしたい。 
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