極北の町に生き合う
〝隣人〟
大阪ガス エネルギー・文化研究所 特任研究員

住人口を持つ世界最北の町
語のノルウェー語を学び、生活力

住して働く人たちは、学校で公用

ルバル諸島で最大の町である。自

ノルウェー領の北極圏、スバー
「ヨーロッパから渡ってきた北ア

特性を次のように表現している

NHKの番組紹介では、その

「スバールバル条約」が締結され

らぬまま、1920年に国際条約

ルバル諸島は、長く統治国が定ま

どだ。人々はなぜ、極北の町で生

にあこがれて移り住んだ研究者な

政府活動家、ここにしかない自然

イスラム諸国から亡命してきた反

か国に及び多様な

く通底する気がした。

をまたぐ越境人」と、どこかで深

KISの建学の精神である「境界

族であろうとする姿は、胸を打つ。

提に、よき隣人であり、誇れる家

籍も民族も宗教も異なることを前

生の再生を目指す人たちが、国

な苦難を経て、境界を越え、人

はないだろう。しかし、さまざま

極北の暮らしは生易しいもので

が抱き上げて祝福する。

に子どもが生まれれば、職員全員

のように大切に育てている。職員

宗教を持つ職員たちの絆を、家族

性支配人は、

パーマーケットを切り盛りする女

ている。また、町で唯一のスー

らの人生を切り開いていこうとし

やがてノルウェーの大学に行き自

て直しに精を出し、子どもたちは

戻れる日を夢見ながら暮らしの立

ルビア人一家。父はいつか故郷に

Yukari Hiromoto

「ロングイヤービエン（ロ
を身につける。この町の学校を卒

弘本由香里

ングイェールビーン）」。今年
業した子どもたちは、ノルウェー

定
のゴールデン・ウィークの最終
の大学に進学することができ、ノ

月

然環境の厳しさから平均定住年数
フリカ出身の人々、東南アジアか

なる。

ルウェー国籍をとることも可能に

日の夜、NHKのBS

日、
hiを眺めていて、その町に出

は短いが、人口約2000人。住
ら集団でやってきた労働者たち、

会った。

か国に及ぶ。スバー

た。ノルウェーの領土としつつ、
きることを選んだのか？（中略）

民の国籍は

条約の加盟国は自由に経済活動や
『人にとっての楽園とは何か？』
番組では、この町に暮らす数

研究活動を行うことができ、非武
この条約の精神を汲む移民政策
家族を紹介していた。たとえば、

という問いを投げかける。」

によって、国籍を問わずビザなし
ユーゴスラビア紛争で親族や居住

装地帯ともされている。

で世界中からさまざまな人がやっ

ンバーの一人、洪義敬さんなのだ。
在日コリアンという民族的な越境
性、そしてかつて属していた在日
コリアンの巨大組織の中枢からも
越境して、現在の活動がある。そ
うした複数の「越境」が彼にとっ
てどんな意味を持ち、その背景に
なった時代の流れ、思想のことを
聞き、書かせてもらった。
二足の草鞋という言い方がある
が、越境性とは自らが何ものかに
「所属」しながら、その反対側や、
周囲の世界にも所属する。何もの
にも所属しないという意味ではな
い。コスモポリタンとか地球市民
とかいう言い方は私はあまり好き
ではないのは、人が何ものにも所
属しないで生きるというのは単に
強がりであったり、単なる自意識
にすぎないことが大半だからだ。
何足の草鞋でもいい。それぞれ
の足場にしっかりと踏みしめるこ
と、そして反対側も見通せる視座
を持つこと。ときにはその反対側
にいくことも厭わない気概をもつ
こと。そしてその「境界線」を全

Seiji Fujii

地を失った、クロアチア出身のセ

誠二

て来る。ロングイヤービエンに定

藤井

めるのだが、提案するのは決まっ
て私のほうからだ。あるとき、自
分はどのような基準でその人物に
「会って話が聞きたい」のか、決
めているのかをはたと考えた。
いままで人物ルポを書かせても
らってきた人達の顔が浮かぶ。そ
の人たちはみな「境界線」を生
きている、つまり何かしらの「越
境」を人生の中で実践したり、ま
たはそういう選択をせざるをえな
かった人たちなのだ。「アエラ」
の「現代の肖像」というページで
さいきん取材したのは作家の海堂
尊さんだが、彼は現役の医師であ
り、つまり作家と医師との境界線
を生きている。作家として医療を
見つめ、小説という手法以外でも
辛辣な批判を自らの属する世界に
投げかけている。
「週刊金曜日」というインディ
ペンデントな週刊誌に不定期で書
いているのは「境界線上を走れ」
という通しタイトルの人物ルポだ。
じつはその初回に登場してもらっ
たのは、本学園を立ち上げたメ

ノンフィクションライター

﹁境界線﹂を生きている人

人
物ルポを書くのが好きだ。
得意だ、とは自信を持って
言えないけれど、他者の人生を切
り取らせてもらえるのは、とても
贅沢な「学び」なのだから。取材
方法は、一人の人物に一定期間、
適度な時間的間隔をあけながら付
き合っていただく。日常を観察さ
せてもらい、ときにじっくりとイ
ンタビューをさせてもらう。また、
その人物が歩んできた人生のなか
での「キーマン」となる人にも会
わせてもらい、彼ら彼女らにその
人物がどう映っているのかも聴い
ていく。そうやって、取材相手の
人生を切り取っていくわけだが、
他者の人生を辿っていくのは未知
の世界を切り開いていくようなわ
くわくする知的作業であり、また
同時に取材者である私の人間とし
ての小ささとでも言おうか、未熟
さとでも言うべきか、そういうこ
とを嫌というほど思い知らされる
のである。
どんな人物を選ぶのかは取材者
（書き手）である私と編集者で決

力で走ることができること。それ
が越境人だと思う。
境界線というのは「線」とはか
ぎらない。広大な海のような場合
だってある。線であっても海で
あっても、その上をたやすく往く
ことができるとも限らないし、海
をずっと泳いでいられるとも限ら
ない。人は意識的に境界線上を往
く場合もあれば、気がつけば境界
線上に立っていたという人もいる。
どちらにせよ、境界線上ではそれ
なりの「ちから」が必要だ。それ
はテストの点がいいとかいう「ち
から」ではなく、時代がどう移り
変わっていくのかを判断したり、
自分の考えを他者にうまく伝える
能力だったりする。
境界線上で人は不安になりやす
いかもしれない。もしかしたら敵
も多いかもしれない。でも楽しさ
やスリリングさでは草鞋が一つよ
りは圧倒的にいい、と私は思う。
ものごとを新しくつくりだしてい
く人間はかならずどこかに「越境
性」を持っている。
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ひろもと・ ゆかり ● 大阪ガ
ス（株）エネルギー・文化研
究所特任研究員。筑波大学芸
術専門学群卒業後、住宅建築
専門誌『新住宅』編集員など
を経て現職。地域資源を活か
した新たなコミュニティ・
デザインのあり方など、協働
による実践研究に取り組む。
共著に『地域を活かすつな
がりのデザイン－大阪・上
町台地の現場から』
（創元社）
など。

ふじい・せいじ ● 1965 年愛知
県生まれ。ノンフィクションラ
イター。
著書に「17 歳の殺人者」
（朝日文庫）
「暴力の学校 倒錯
、
の街」
（ 朝日文庫）
「 人を殺して
、
みたかった」
（ 双葉文庫）
、
「 コリ
アンサッカーブルース」
（アート
ン）
「教師失格」
、
（筑摩書房）など
多数。愛知淑徳大学非常勤講師
も つと め、
「 ノン フ ィク シ ョン
論」
「 取材学」といった実験的授
業を行っている。

Profile
Profile

「越境人」
とは、
何を意味するのでしょうか。
KIS にかかわる有識者が、自らの生い立ちや経験、
エポックを画する出来事などの多様な切り口から、
それぞれの「越境人」
を切り取ってみました。

﹁わたし﹂と﹁あなた﹂から
﹁わたしたち﹂の関係に

いいんだという感覚に浸り、そこか

の関係を豊かに育み、誰かを頼って

Hironori Yamaguchi

今、いわゆる先進国は、軒並み少
ら新しい道をともに歩んでいくこと

洋典

子化の時代を迎えています。さらに
だと捉えています。そうして、「わ

山口

高度情報化が進むことで、他人との
たし」と「あなた」の関係から「わ

浄土宗應典院主幹

競争ばかりを中心にした「功利的な

大学を出て、社会人になった私は、
今でもその、かけがえのない関係か
個人主義」が浸透してきています。
来事を扱う人称が変わることで、既

たしたち」というように、物事や出

なっていたような気がします。

ら学びを大切にしたいと考えてきて
そんな時代だからこそ、愚者の自覚

学校から高校まで、無欠席で

刻・無早退でした。私をよく知る方
います。というのも、今の「僧侶」
が大切だと感じてやみません。つま

大学には入学式さえ遅刻しています。

信じられないと思うでしょう。実際、
見、この つの顔は全く違うものと

持って仕事をしているためです。一
にやさしく、そしてかしこく振る舞

り、「できない」人に対して、いか
き知と、創造すべき文化を見極めて

存の制度や枠組みを疑い、伝承すべ

2

卒業しました。しかも、無遅

がこんな文章を見れば、今では会議
つの顔を

小
などに遅刻や早退しないことの方が
と「大学教員」という

やまぐち・ひろのり ● 1975 年
静岡県生まれ。立命館大学（理
工学部環境システム工学科）卒
業後、財団法人大学コンソーシ
アムに在職。
2006 年に退職し、
大阪・天王寺の浄土宗應典院の
主幹に着任。同年10 月より同志
社大学教員（大学院総合政策科
学研究科）を兼職。著書に『地域
を活かす つながりのデザイン：
大阪・上町台地の現場から』
（創
元社）
など。

珍しい私にそんな過去があるなんて、

Profile

なぜ無遅刻・無早退・無欠席で

感じる方もいるかもしれません。し
いくことになるでしょう。私が、無
でを過ごすことができたのは、この

遅刻・無欠席・無早退で高校時代ま

変化の時代の学校は、まさに変革
い出会いに恵まれてきたからなのだ

「わたしたち」と言える仲間とのよ

うことができるかが問われているの

のうねりの中にあります。そして、

ではないか、ということです。

浄土宗が掲げることばの一つに
その変革のうねりは、よりよい社会
と思います。もちろん、相手を傷つ

かし、共に、人の成長を支える立場

ん、丈夫な身体に生んでくれた両親
す。もともと、原始仏典「ダンマパ

「愚者の自覚」という表現がありま

けてしまうことを怖れ、また自分が

であるという共通点があります。

に感謝をしなければなりません。同
への変革を導くためにあるのだと確

時々考えることがあります。もちろ

時に、「学校に行きたくない」と感
信しています。特にコリア国際学園

先生たちがいたことは本当にあり

人は愚かな存在であり、その愚かな

とも多いかもしれませんが、ぜひ、
して活躍する「越境人」として、他

新たな歴史・文化・社会の担い手と

傷つけられることを怖れてしまうこ

きことだと感じています。予め定め

の「越境人」という理念は、非常に

られた境界線を越える上で、高い倫

興味深く、しかし慎重に扱われるべ

自らが愚かだと見つめることで道が

私が賢いと思ったら駄目だ、という

開かれると説きます。簡単に言えば、

教えです。ですので、賢くなるには、

友人たちとは時間を忘れて同じ空間

ケータイやメールがなかった時代、
で話しを楽しむことが、また、先生

だけることを願っています。

者への慈しみの思いを形にしていた

理観を必要とするからです。

日に行われた第

回韓
名が受験しました。韓国語能力試

国語能力試験に、KIS生徒のうち

昨年 月

■KIS生徒、韓国語能力
試験に続々と合格！

ことは、「あなた」と「わたし」

私は、越境する人になる、という

かができないことに挑戦をしていこ

何かができることに過信をせず、何
う、という話です。

方とは下手な字で書き綴った連絡帳

がたかったと思っています。まだ、

じさせることなどなかった、友人や

ダ」の 番のお経にもあるのですが、

高校まで過ごすことができたのか、

2

63

兼日記帳が、お互いにかけがえのな

年生が、㈱

韓 国 語 能 力 試 験 の 結 果

い関係であることを確認する機会と

■KIS生徒の英語力、
全国平均を大幅に上回る

・

２０１０年 月、ＫＩＳ中等部と
高等部のそれぞれ
ベネッセと㈱ベルリッツ・インター
ナショナルが共同で開発した英語能
STUDENTS」に今年

力を測定する試験である「GTEC
for
も挑戦しました。KIS英語教育の

13

験は韓国政府（教育科学技術部）が
公式認定する試験であり、KISの
名中 名が合格し

受験生たちは各自のレベルに合わせ
た試験に臨み、
ました。
名が合格しています。今回
名

１年生のほとんどが、初級 級を飛

リア語を学び始めたばかりの中等部

が合格しました。また、４月からコ

の試験では、上級である 級に

れまで

最上級である 級には、すでにこ

23

6

実力を客観的に測定するものとして

9
2

活用しています。
この試験は大学入試の先の「社会
に通用する英語力、生涯学習的な英
語力」も含めて一本の軸で英語能力
を測ることができます。全国で年間
800校以上の学校で実施され、約
月時点）が推薦・

16

4
び越えて２級に合格するなど健闘し
こうした成果を踏まえて、今年

ました。
日に行われた韓国語能力試験に

年生

な学習指導につながっています。

行っており、よりきめ細かい効率的

習熟度別のクラス編成により授業を

コリア語については、昨年度から

熟に力を入れているようです。

望者もおり、より一層コリア語の習

のなかには韓国の大学へ進学する希

実に向上しています。高等部

て、KIS生徒のコリア語の力は着

毎日の授業や日常の学校生活を通じ

す。コリア語のネイティブ教員との

ていないものの期待されるところで

も臨みました。試験結果は、まだ出

月

4

万人の中高生が参加し、２７４大

学（２００９年
AO入試などでGTECのスコア
（点数）を利用しています。
測定された英語習熟度の高さに
応じてスコアで表示されますが、
KIS生徒の英語能力は同学年の全
年

21

5

1

3

国平均点を大幅に上回る結果とな
りました。特に、KIS高等部

けて努力しています。

行うなど、英語力の一層の飛躍に向

力の習熟度別でクラス編成・授業を

部ごとに、学年の枠を取り払い英語

ます。今年度からは、中等部と高等

学年上の全国平均点をも上回ってい

生、 年生の平均点は、それぞれ

1
1
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試験結果
STUDENTS
for
GTEC

第 回

ワークショップ

「想像する筋力を鍛えよう！」／「生きることは、つくること」

業は、Blue Birdsとピエロの
の判断が難しい」「明確な答えがない現

「何が正しくて何が正しくないのか、そ

求められた。授業後、生徒たちからは、

筆という２つのグループによって行わ
実的な問いに、想像力をもって取り組む

２０１０年１月 日の教養・LA科授

れた。両者は共に、若い大学生や大学院
ことが大切」といった感想が出された。

「生きる ことは、つく るこ と。」という

ピエロの筆の授業で行われたのは、

■ 「最高の世界」を
自由に絵として表現

生、社会人などによって構成された東京
の団体。ワークショップの実施やアート
などを通じて、自分と世界とのつなが
りを模索している。授業は、Blue
Birdsとピエロの筆がそれぞれ２コ
マずつ行った。
ワークショップ。画家・幼稚園教諭・教

力を鍛えよう！ ～私たちの日常と世界

Blue Birdsは、「想像する筋
人ひとりは違った世界観をもっているこ

した。自分の固定観念に気づくこと、一

「生きてるだけでグレイトス」）が担当

■ 「一歩、先」を想像する
人（チーム名

のつながりを考える～」と題したワーク
と。そのことが確認されたあとで、大き

師・ハンコ作家・花屋の

ショップを行った。テーマは「『一歩、
な一枚の紙の上に生徒たちがそれぞれの

先』を想像する」。

じゃなくて、自分の人生でやってほし

なんだよ！ みんな、これからはこの絵

院生が担当した。 コマ目では、私たち
「自由に描くのが一番難しい」という
い」と語った。

た。
声も最初にあがったが、最後には、「何

リカの児童労働によってつくられている
こと、私たちの日常が世界の誰かの苦痛
も考えずにガーってやったのは、初めて

「頭ではわかっていても、行動に移す

■ 自分の表現を大切にする

れだけ楽しいか思い出した」という感想

かもしれな い」「好きなだけ 描く のがど
が生徒から出された。授業者は、さまざ

ばれた。

と結びついている可能性があることが学

が普段食べているチョコレートが西アフ

「最高の世界」を自由に絵として表現し

人の大学生・大学

4

２コマ目では、フランスで出版され

ルアーツ授業の成果でしょうか。

た『茶色の朝』という絵本を題材に、日

しはじめて、僕も顔にペインティングしたんや。いつも好

のは難しい。けれども、想像すること、

われる前に全部吸い取ったろ思てんねん」。これもリベラ

まな色の絵の具が塗り重ねられた絵をみ

息子は「オナラしてしもたから、他の人に『臭い』と言
好きなように描いてたら、みんなが顔にもペインティング

常生活のなかでやり過ごしがちな社会問

い、大きい画用紙に好きなように絵にして描け言うねん。

行動することを続けていってほしい」

アッパ：「アッパにも、ためになる話やな」。

ながら、「自分の表現がつみあがって最

もしろかったし、最高やったわ」。
んねん。音やにおいや味が、なんで色にかえれるねんと

題に対して、私たちはどのような態度を

ちゃラッキーや。ほんでその味が何色に感じるとか聞かれ

（Blue Birds）。「自分の表現

を聞いた授業やってん。ほんでも今回の授業はめっちゃお

終的にできあがるものが、みんなの人生

チョコレートの方がおいしく感じたんやけど、そんな裏話
むっていると口に飴を入れてくれてん。飴もろて、めっ

とればよいのか、生徒たちの間で議論が

た本当のチョコレートらしいねん。味は一般の『ガーナ』
か、においだけかいで、何色に思えるとか、そして目をつ

を大切にすることが、誰かを助けること
につながっている。答えのないものを、
考えていってほしい」
（ ピ エ ロ の 筆 ）。
授業の最後ではそれぞれ、生徒たちに
そのように伝えられた。そこで語られた
言葉は生徒たちの「想像力」を鍛えるも
のだっただろう。しかし、自分たちに年

アッパ：「何してんのん？」
ほんでなぁ、今度はその感じた色を使って大きい、大き

度も吸い始めました。
こな授業やろ。

すると、息子はしゃがみこみ、自分のまわりの空気を何
思ったけど、なんとか色にしてみたんやけどなぁ。へんて

齢が近い人たちが時に熱を込めて、時に

て、音楽だけ聞いてこれを色にしたら何色に感じる？と

／コーディネート力）、
「表現する力」（コミュニケーション

困惑しながら語る姿を目の当たりにした

レートはそんな子どもを使わずに環境も考えられて作られ

え抜く力」
（論理力／判断力）、
「組み合わせる力」（編集力
ある「たくましい創造力」を育成します。

徒たちそれぞれの「生きること」に何か

ように働かせてできてるらしいわ。フェアトレードチョコ
息子：「それがなぁ、若い兄ちゃんや、姉ちゃん先生が来

徒自身の学ぶ意欲を引きだし、KIS教育の特徴の一つで

ことは、そこで語られたこと以上に、生

たん?」

KISの建学の精神と教育理念にそって専門のコーディネー
ターのもと、生徒たちの「読む力」
（情報リテラシー）、
「考

を刻んだのではないだろうか。

チョコレート原料のカカオはアフリカの子どもを奴隷の

環境を生かし、大学のゼミ方式で進められます。
き、身近なテーマからリアルな現実社会を学びます。

14
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アッパ：「この前のリベラルアーツの授業はどんなんやっ

グローバル化と成熟社会が進む中で、多様な他者（世

代・価値観、職種など）との出会いと学びを通じて、生

（文・比嘉康則 教養・LA科授業スタッフ／
大阪大学人間科学研究科博士 後期課程）

ほんで次は、フェアトレードのチョコレートと一般の

力／共感力）を育成します。授業は、KISの少人数クラスの
そのために社会の第一線で活躍するゲスト講師を招

15

4

1

『ガーナ』チョコレートを食べさしてくれてん。一般の
ハンバーガー屋にて、我が息子との会話です。

は変な人らや。

大学ゼミ方式の授業展開
「たくましい創造力」の育成

14

先生らは『ええなぁ』言うて誉めてくれてん。この先生ら

梁 聖司さん（中等部２年生徒の父）

き勝手してたら、怒られることが多かったけど、その若い

「教養・Liberal Arts」
科授業、
最高！

「正解」を追い求める
「キャッチアップ」型から
「問題」解決に向けた
「フロントランナー」型の人材育成へ

昨年︵2009年︶ 月
25

もかわいかった。弟はゲーム好きで、寝

歳の娘は、バイオリンが上手くてとて

るときに兄妹のどちらがベッドの上で寝

号より︶

でも、ホームステイしている僕にも、
まるでわが子のように接してくれました。
例えば「食べたいものは何？」と聞かれ
たときに私が「ステーキを食べたい」と
言うと、「じゃあ、みんなで作ろう」と

イでした。家族構成は、女の子２人と息
た。そうした「気遣い」がない理由は、

接し方のほうがいいのかな、と思いまし

きるようになれば、逆にこうした感じの

ホームステイ先の両親の仕事は、父が

でコミュニケーションができることをは

した。言葉が十分に分からなくても、心

明するのですが、笑わずに聞いてくれま

と言われました。僕がつたない英語で説

テイ先の子どもから「日本語を教えて」

ばと思いました。アジアの人たちもいっ

国人ということで特別の「気遣い」はあ

とそうしてくれました。カナダでは、外

ゆっくり話してください、と言ってやっ

遣い」はありませんでした。何度も少し

が、こちらではまったく、そうした「気

りするなど「気遣い」の対応をします

けゆっくり話しをしたり、英語を使った

日本では外国人と接すると、できるだ

まったく問題はありませんでしたが、相

すうえで、自分の意思を伝える英語には

て分かりませんでした。日常生活を過ご

した。家族間で話している英語は、早く

そのまま放ってあったり（笑）。驚きま

覚えました（笑）。猫３匹、犬１匹、鶏

飼っていました。動物の名前をたくさん

A

間違ってもいいから、英語で積極
的に話そうとする姿勢が一番大事だと思
います。それと、ホームステイ先の家族
の人たちに溶け込み仲良くすることです。

間違ってもいいから︑英語
で話そうとする姿勢が一番
大事だ︒
研修全体の印象が変わると思います。そ

ホームステイ先の家族によって、
ました。だから、語学留学をしたいと

こを学校として気をつけて欲しいと思い

B
思っています。聞き取りができなかった。

すが、私の親戚の中にはホームステイ先

ます。私の場合は、とてもよかったので
の家族が丁寧に接してくれなかったとい
C

とにかく間違っても英語で自分か

うことも聞いたことがあります。

海外では、自分の意思を出さないと相手

ら話すことが何より重要だと思います。
今後の海外研修に向けたKISの

にされないですから。

語学留学をしないと海外で
仕事ができる力をつけるこ
とはできない︒
︱

後輩や学校にアドバイスがあれば

1
越境人

レスキュー隊員で、母はナースでした。

てカナダを訪れ︑充実した日々を過ごし
るかでよくケンカをして、最後には父親

が「勉強したくない」と言うと、鉛筆を

ました︒研修地は︑カナダのバンクー

投げるんですよ。それがソファに座って

バー市からバスとフェリーで４時間のと

生徒たちは現地でのホームステイ︑英
いた私のところに飛んできます。ドイツ

にしばかれていました（笑）。両親は勉

語の授業︑ホエール・ウオッチィングや
から来た留学生は、「あんなのは慣れっ

ころにあるソールトスプリング島という

博物館の見学など︑日本では経験できな

強についてはスパルタ教育でした。息子

いさまざまな貴重な体験をしました︒座
こだよ」という感じで平然としていまし

談会では︑参加した高等部

︵KSSC通信

今回のカナダ語学短期研修で一番
印象に残ったことは
言ってくれたりしました。そうした自然

子３人。長男はすでに自立して家にはい

りませんでした。自分が英語を流暢にで

ませんでした。父親も運送業で遠くに行
カナダには英語がペラペラなアジア人が

僕も印象に残ったのはホームステ

A ホームステイ先の両親は寝るのが
くので、ほとんど家には帰ってこないの

B

体の接し方がすごく嬉しかった。

早いんですよ。夜８時には寝て、朝５時
今はいっぱいいるからかも知れません。

が、その男の子が「今日はどうだった」

ぱいいましたが、みんな英語が上手で、

ホームステイ先は、動物をたくさん

で、母親と娘３人とドイツからの留学生

日間し

自分はまだまだだなあ、と思いました。

１人でした。

とか、毎日聞いてくれました。

将来、必ずカナダかアメリカに留学した

時ごろリビングで一人座って

手の冗談などは分からずに、何で笑って
かいなかったのに、お母さんが「私のこ

カナダに行く前は緊張と不安が

たいと思っていました。今までは日本の

17

いると、ドイツからの留学生とホームス

いるのかが分かりませんでした。まだま
とをカナディアン・マザーと思っていい

A

大学に入り、在学中に英語の勉強をして

羽、豚５頭、アヒル２羽。死んだ鶏も

だ英語力が不足しているなあ、と実感し

いと思うようになりました。その気持ち

じめて知りました。

ました。
よ」とか（笑）。それが嬉しくって。出
した。
ランチも印象的でした。開けると、

カナダで出合った人たちは︑
みんな温かいと思った︒

した。生のニンジンをそのまま食べてい

キュウリをざく切りしたのが入っていま
るカナダの学生もいたし。そんなのを見

カナダの人々、とくにソールトス

した生活を送っていると感じました。知

発音がよくなったように思います。英語

プリングの人たちが温かくて、のびのび

の雰囲気やボディラングエッジをしなが

いっぱいでした。研修後、自分で英語の

人ほど集まって

森の近くの公園で、国籍がバラバ

ら話すのに慣れた感じがします。ジョー

ラな同年代の留学生が

行う「リーダーシップデイ」というプロ

クを英語で話すことができるようになり

ムなどです。話はもちろん、全部英語で

たい。

行います。日本人もいますが、英語でコ

海外の会社に入ろうかと思っていました

ムを作り、５，６チームになってゲーム

グラムがありました。

ミュニケーションをとりながらゲームを

が、ホームステイを経験して、そのペー

B

行います。学校で習っている英語ではな

カナダ研修に行く前と後の自分の
気持ちや進路についての変化は？
もっともっと勉強を頑張らなけれ

つけることはできないと思うようになり

スでは間に合わないと感じました。語学
僕も「リーダーシップデイ」プロ

くて、会話ですからものすごく省略しま

C

︱

工夫されていました。

ムを通じて、自然に交流ができるように

ゴールに到着するゲームなどです。ゲー

メートルほどの３本の棒を利用して、

グラムが印象に残っています。例えば、

B

留学をしないと海外で仕事ができる力を

をします。カッコいいテントを作るゲー

10

す。主語なしで、名詞だけでバンバンと。

小学校のころから海外で仕事がし

人で一つのチー

50

A

ながら、すごく自由だなあと思いました。

C

10

らない人なのに、目が合えばニコッと
歳の男の子がいたのです

将来︑必ずカナダかアメリ
カに留学したい︒

が研修に行く前とは全然ちがいます。

くて、夜

には起きます。僕はその生活に慣れてな

カナダでは外国人というこ
とで特別の﹁気遣い﹂はな
かった︒

︱

心境の変化などを語ってもらいました︒

らカナダ英語短期研修の感想やその後の

2
2

たが。

年の生徒か

海と森の大自然に囲まれたところ︒

11

日〜 日に

16

かけて高等部２年生は英語短期研修とし

9

合った人たちは、みんな温かいと思いま

10
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1

1

笑ってくれました。私のホームステイ先
はお母さんと
15

回KIS入学式が、

月

月

日（ 金 ）、 日（ 土 ）の

を持ちなさい。繰り返しのように

ることに自負を覚えている。」
「夢

日目は、一番弟子である林采明

招きしました。

して活躍されている羅順子さんをお

20

氏による白菜の塩漬けを行いまし
た。地域から参加した方々も本格的
なキムチ作りに興味津々。白菜にす
り込む塩の量を正確にはかり、塩を
一枚一枚丁寧にすり込む作業を行い
ました。
２日目には、羅順子さんのキムチ
に関わる歴史や韓国の食のお話しな
どを交えながら、生ガキやナシ、唐
辛子などが入ったヤンニョム（薬
味）作りから始まり、最後は白菜に
ぬり込む作業を熱心に行いました。
時折、笑い声が起こる和やかな雰囲
気の一方で、参加者はキムチ作りに
者からは「とても、楽しかった」と

熱心に取り組みました。地域の参加
の声も多数聞かれました。
キムチ作りを終えた後、地域のお
宅に招待され、講師の羅順子さんを
囲み、洪孝子校長やKSSCの保護
者らも参加し、楽しく有意義な交流
会が行われました。羅順子さんは、
「KISには新しい時代に合った教
育にチャレンジして、ぜひ頑張って
ほしい。料理を通じて、私も応援し
たい」と語りました。

↓ 熱心にキムチ作りに取り組む参加者

18
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日

間にわたって、KISの地域の方々

第

かって、「先ほどコリア史の授業

大学２年生の時まで確実な夢も
見える日常だが、ある瞬間、昨日

総長になったので、もう夢は果た

てください」と激励しました。

数名が参加する中、本

日 （ 水 ）、
「豊川いのち・愛・夢セン

手のなか入場した後、金時鐘学園長か
ら開会あいさつが行われました。金学
園長は「越境人になることを目指し
を深く掘り下げていってくれること期

て、熱心な先生方の指導のもと、自ら
待します」と語られました。
理事を代表して、寺脇研理事からも
「KISは東アジアを視野に入れた
越境人を育成する世界で一つしかない
学校であり、そうした自負を持って頑
張っていってほしい」と激励のあいさ
つがありました。
その後、新入生を代表して中等部の
堀尾爽さんと高等部の宋順花さんが
コリア語と日本語で、「コリア国際学
園に入学できましたことを大変光栄に

世紀の主役として

学精神及び教育理念を尊重するととも

嬉しく思います。在学中は本学園の建
に、学業に励み、
すことを謹んで宣誓します」と力強く
宣誓をしました。
入学式には来賓として、森みどり大
阪府議会議員をはじめ多数参加され、
またKIS顧問である作家の梁石日さ
いメッセージやお花が届けられるな

んや政治学者の姜尚中さんからもお祝
ど、心温まる雰囲気のなかで新入生の

英語も下手なキムさん。しかし、

新しい門出を祝う機会となりました。

日、韓国国際協力団ＫＯ
睡眠も忘れて、たった一人で不可

月

ＩＣＡ広報官であるキム・ジョン

を参観したが、感動的な授業だっ

キムさんはＫＩＳ の生徒に向

能に挑戦し続けました。

迎え、新しい希望をもって学校生

なく、父親のコンビニ店を助けな
とはまったく違う１日がやってく

た。この日本の地にＫＩＳ があ

ム・ジョンフンさんに転機をもた
のは夢を持ち、毎日毎瞬間、最善

る。その瞬間を笑って迎えられる

「私が会った世界的リーダーの

を尽くした人」。

らしたのは、
「なぜ、韓国軍がイ
のか」という大学の授業の討論で

しましたかとメールを送ったら、

と。パン・キムンさんが国連事務

使、駐韓米軍司令官、そして、韓

共通点はみな夢を持っているこ

国の外交通商相宛てに「派兵は韓

NOという返事だった。彼もまだ

疑問を解くことができなかったキ

国人の反米感情を煽り、韓米関係

年後の自分を想像して、努力し

まだ夢を追っている。みなさん、

らかといえば、内向的な性格で、

た国際シンポジウムの組織。どち

織の立ち上げ、世界の碩学を招い

ティブ。外交専門の全国大学生組

の行動はまさに勇敢でクリエイ

かり興味を覚えた金さんのその後

ザーとなります。国際政治にすっ

さんは以後、キムさんのアドバイ

ムさんの気概を高く評価したパン

総長のパン・キムンさん。若いキ

た。外交通商相はいまや国連事務

い、面会まですることになりまし

なんと３人全員から返事をもら

しい」と手紙を送りました。

派兵するのか。直接、説明してほ

を悪くするだろう。なのに、なぜ

ムさんは、当時の駐韓アメリカ大

した。同僚たちの討論を聞いても

ラクに派兵されなければならない

がら、平凡な生活を送っていたキ

講義でした。

活を再開したい季節にぴったりの

特別講義を行いました。新学期を

29

1

の新入生が保護者や教職員の温かい拍

や保護者ら

2

ター」で華やかな雰囲気のなかで開催

30

格的なキムチ作りの講座が開かれま

29

した。講師には、韓国料理研究家と

1

されました。在校生から胸にコサー

大好評！ なすんじゃ本格キムチ作り講座を開催

ジュをつけてもらった中等部と高等部

4

立派な越境人になれるよう最善を尽く

21

フンさん（ ）がKISを訪れ、

10
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3

4

な・すんじゃ ● 京都市出身。韓国
料理研究家。東京麻布十番・韓国
伝統料理「文家（MOON・GA）
」
の 料 理 長 を へ て、現 在 京 都 市 内
で、
「 ねんね」
（ なすんじゃ韓国料
理ラボ）を主宰。そのかたわら関
東では赤坂、西麻布、横浜、我孫子
などで韓国料理教室の講師を務
め る。
「クロワッサン」
「ミセス」
「婦人公論」など多数の雑誌・書
籍、
TV で韓国料理を紹介。
‘食’を
通じた韓国文化の講演も大好評。

Profile

7
20

第 3回 コリア国際学園入学式を開催
韓国国際協力団 KOICA広報官による特別講義を開催

