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金 徳

春休みに単身で、アメリカ・カリフォルニアに行ってき
た。そこで、僕が感じたことや困ったこと、また大学につ
いて紹介したい。
米国に行ってみて感じたことが、いくつかある。結構、
みんな親切だった。高校ぐらいまでの英語ができれば、観
光くらいは充分にできるだろう。また、道が分かりやすい
し、分からなくても、人に聞けばすべて目的地にたどり着
けた。でも、大学の先生が現地の学生に対して話す英語は、
速すぎてほとんど分からなかった。
僕は、将来海外の大学でデザインを勉強したいので、と
りあえず大学に行ってみた。各大学のそれぞれの魅力や気
づいたことは、以下の通り。ACCD ⇒山奥で行くのが大
変。良く言えば、自然に囲まれている。校舎は綺麗で卒業
生の作品も良かった。CCA ⇒校舎を美術系の大学として
も広く多く所有している。雰囲気も作品も良かった。Cal
Arts ⇒もっぱら“芸術”という印象。デザイン系ではな
く、油絵や版画などの専門。交通は不便。SFAI⇒こちら
も芸術専門。都心へも近く、自転車があればどこにでも行
ける場所にある。OTIS ⇒ファッション科が都心のビルの
中にあり、それを見に行った。環境がとても良く、作品も

友だちと
韓国旅行

の街中の
国
韓
は
私
好きだ
雰囲気が
高等部新

３年生

趙 歩美

今年の春休み、同級生の宇蘭と一緒に韓国旅行へ行って
きた。チケットの手配もホテルの予約も、すべて２人で分
担して準備した。目的の一つは、韓国の大学を見に行くこ
とと、もう一つは、もちろんショッピング。大学は、延世
大学の新村（シンチョン）キャンパスと高速バスに乗って、
原州（ウオンジュ）キャンパスに行ってきた。新村も原州
もすごく綺麗で大きかったけれど、特に原州の大きさには
驚いた。キャンパスが一つの小さな街みたいで、敷地内の
湖も綺麗だった。
節約のため、ホテルは明洞にあるロイヤルホテルの横
の１泊3,000円のホテルに泊まった。びっくりすることに、
お風呂がなかったので、毎晩チンチルバン（韓国式サウナ
＆スーパー銭湯）に行った。明洞、南大門、東大門、弘大、
梨大などなどショッピングも、もういいと思うくらい歩き
回った。だけど、南大門、弘大は、あまり楽しくなかった。
移動は、ほとんど地下鉄を利用したので、結構ソウルの
地理に詳しくなった。交通費が、日本の半分くらいだった
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良かった。交通も便利。
食べ物については、ファーストフード店以外に中・高生
が一人で手頃に食べに行けるような店を見つけるのは難し
い。また、バスは、とにかく時間通りにこない。地下鉄は
安かった。改札がなく自主的に切符を買う路線がいくつか
あった。
ここで、ひとつお金についてのアドバイス。1ドルをよ
くお釣りでもらうので、1ドルを沢山持ち歩いている方が
便利だ。それとマネークリップを持って行くと良い。ア
メリカで売られているが、安いものは2回しか見なかった。
日本の「百均」などで事前に買っていく方が良い。
街の雰囲気と人々について。陽気なホームレスが多かっ
た。アメリカには世界中の人種と言葉が全部そろっている
のではないかと思うほど、多種多様な人々と言葉があふれ
ていた。今回の経験は、僕のなかに自信と今後の課題を与
える旅となった。

年度末の春休み、KIS 生徒たちは、弾む思いと期待に胸躍らせながら韓国に、アメリ
カへと旅立ち、貴重な経験をしました。コリア語と英語を駆使しながら、軽々と国境
を超え、現地の人々とのコミュニケーションをはかる。
生徒たちの「たくましさ」と「しなやかさ」は、KIS の「未来像」を予感させます。
ここでは、春休みの KIS 生徒の海外奮闘記をレポートします。

韓国研修
旅行

きと
毎日が驚
続でした
感動の連

参加者：高等部新 2 年生
中等部新 3 年生
引率者：嚴敞俊副校長

部3
年・中等
高等部 2
生徒代表
元梨玲
金蓮姫

年

宋二花 趙里奈 邊慧利
檀野由佳 梁英理

自己主張の強い韓国

のを見て、日本が見習うべきだなあと思った。せっかく韓
国へ行ったので、おいしいものをいっぱい食べた。屋台が
すごく楽しくて、やっぱり韓国の屋台は、魅力的な文化だ
なあとつくづく感じた。焼肉にサムギョップサル、トッポ
ギ…どれもすごくおいしかった。
街中を歩いていると、よく日本人と間違えられて日本語
で話しかけられたのには、あまり良い気分は、しなかった。
同時に在日韓国人が、韓国で認めてもらうためにも言葉を
話すというのが、一番大切なことだと改めて感じた。
最後に、私は韓国の街中の雰囲気が好きだ。韓国人独特
の賑やかさが楽しいから。今回の韓国旅行は、本当に行っ
て良かったと思っている。韓国へ行くたびに見つける自分
の国での発見に毎回色々なことを考える。本当に高校時代
のとても良い経験になったと思う。

3月22日。春休み初日。自分たちのルーツである韓国を
訪れるため大阪南港へ集結。一緒にこれから始まる韓国で
の出来事に思いをよせて出発しました。船での出発だった
ので翌日の朝に釜山入り。到着するやいなや、現地の方が
迎えて下さり、バスで釜山市内を観光。そしてKTX（韓国
での新幹線の名称）でソウルへ行き、移動ばかりが続いた
せいもあり、2日目の日は疲れてすぐに就寝。
3日目からは、本格的にいよいよソウルでの日々が始ま
りました。まず朝からソウル大学を見学に行きました。現
地のソウル大学生とソウル大学のシャトルバスに乗って見
学をしたのですが日本のバスと違ってすごく揺れて、あっ
という間に目的地に到着しました。ソウル大学内にある美
術館にも行って有名なワッフルを御馳走になったり、お昼
はソウル大学内の学食で教授がトンカツをご馳走してくれ
たりしました。このトンカツですが日本のとは違い、見た
目は日本のトンカツに比べて平たく薄く、味も韓国ならで
はの味で量も多めでびっくりしました。
次の日は韓国の国会へ行きました。民主党の方々や国会
副議長の話や記者会見も聞き、昼食後にはKBSのテレビ
局にも行って、韓国のバラエティー番組の収録も見学しま
した。その後ソウル市内に戻って明洞や弘益大、ドラマの
撮影地にも行きました。この日はテレビで見ていた世界を
実際にこの目で見て体験しました。
日目の日は、引率してくださる現地の方とお会いし、
地下鉄に乗ってソウル市内にある景副宮へ行きました。景
副宮は、13年に李成桂により建設された李氏朝鮮の王
宮であり有名な建物です。そんな由緒ある建造物を見たり
して景副宮を楽しんだ後、世宗路に向かいました。
道路には、遠くから見ても、その大きさが伝わるほどと
ても大きい世宗の像が立っていました。韓国は、もの凄く
愛国心のある国だと思いました。また、そこにはすごい数
の警備隊がいたので、大統領や誰か有名人でも来られるの
かなとも思いました。実はそうではなく、その警備隊は、

市民がデモを起こした時、対処できるようにするためでし
た。韓国では、頻繁にそうした運動が行われていると聞い
たことはありましたが、実際そのような光景を目の当たり
にするとインパクトがあり、とても印象的でした。
自分の意見を主張することは重要だと思います。それに
しても韓国は、本当に自己主張が強い社会だなと思いまし
た。プラス面としても、マイナス面としても主張が強いと
ころに、日本とは違う面白さを感じることができました。
ソウルを各々に堪能し、毎日が驚きと感動の連続でした。

「帰りたくない」以友学校での経験
韓国での生活も後半にさしかかり、この日からソウルか
ら郊外に出て宿所を代え、水原市にあるサランチェという
所へ向かいました。そこでも平和キャンプの皆さんに出会
い、水原と華城を見学した後は、車に乗って30分した所
にある提岩里事件記念館に向かい、そこで日帝統治下の
３・１独立運動について学びました。事件のことは知って
いたけれども、実際の深い話を真剣に聞いてビデオを見た
り、ガイドさんの解説や展示物を見ていると、すごく心が
痛くなりました。記念館を訪れ、この事件は忘れてはいけ
ないと思いました。
次の日は、「以友学校」に通っている学生達と一緒に授
業を受け、クラスの子たちと交流を持ちました。初めは凄
く緊張したけれど、2・3時間目が終わるころは、冗談も
言い合ったりして笑いが絶えないくらいに親しくなりまし
た。お別れの時間には、記念写真を撮ったり、手紙をも
らったりしながら、最後は「帰りたくない」という気持ち
になりました。韓国に来て、初めての友達ができたので凄
く嬉しかったです。
今回の韓国の旅では、さまざまな経験もできたし、さま
ざまなことを考えさせられ、実感することができました。
友達関係や先輩後輩関係でも、以前よりも深い関係を築く
機会になりました。こうした環境をつくってくださった、
たくさんの方々にも感謝したいです。今までと違った韓国
旅行を満喫ができて良かったです。有難うございました。
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ください︒

︱ 今後の抱負についてお聞かせ

「石の上にも三年」という言葉
があります。今年度KISは、

赴任して約 カ月が過ぎまし

ア語はKISに来てから習い始め
うしたかと聞きますと、高 の

の教室で食べているのですが、ど

度も概ねできています。教員と生

もしっかりしてくれるし、学習態

気が全体的に明るいですね。挨拶

とても明るいです。教室の雰囲

える、コミュニケーション能力が

ちんと聞き取り、自信をもって伝

しゃべることを意味しません。き

ました。何もネイティブのように

て不可能なことではないと実感し

かと疑う向きもありますが、決し

も」ということが本当に可能なの

し た 。「 英 語 も 日 本 語 も コ リ ア 語

成長している様子です。開校 年

れぞれ抱えながらも、たくましく

りしています。青春期の悩みをそ

をもっていて、自己主張もはっき

ありません。それに、みんな自己

当然、いじめ問題などはまったく

しい先輩たちではありませんか。

させないためだそうです。素晴ら

人だけの男子生徒に淋しい思いを

︱
たそうです。本当にびっくりしま

徒の間の信頼関係にはとても厚い
大事ですね。

たが︑KIS生徒たちの印象

ものがあります。英語やコリア語
少人数のこともあって、みんな

目の若い学校であり、施設や環境

は？

の能力試験でも全国的に優秀な成
績を上げています。たとえば、中

面で、決して十分ではないのです
が、未来を感じさせるというか、

本当の兄弟姉妹であるかのように
互いを思いやっていますね。高

そういう印象です。

の女子生徒でコリア語がかなり

流暢だったので、小学校から民族
の男子生徒たちが昼ごはんを高

AISが育てる生徒像は、特定民

ティティに目覚めていくのです。

学校に通ったかと聞いたら、コリ

はずです。私はその頃はもう引退

族の子孫ではなく、人類の子孫を

際社会で生き生きと活躍している
して、教え子たちに頼って世界旅

自任するものです。これは従来の

めに、みんなで協力して、日々、
「壁を乗り越える」ためには、

行を楽しんでいることでしょう。

実践しています。
「壁があることをきちんと認識
今から楽しみです。

民族的・国家的教育、また現在の

する」ことが必要です。それは民

責任者として、生徒、保護者、教

きかを毎日考えています。校務の

KISの生徒のために、何をすべ

た。私なりに、KISのために、

重大な時期に副校長になりまし

KISの総合力がまさに問われる

期生を世に送ることになります。

広い「我々」が生まれているはず

とは違う新しい「私」、以前より

を身につけていく。すると、以前

ケーション力など、乗り越える術

いを認識し、尊重し、コミュニ

壁」「他人の壁」の存在とその違

るかを考えることです。「自分の

識し、それをどうやって乗り越え

人が違う壁をもっていることを認

個々人の個的壁でもあります。各

に、コリアン系、チャイニーズ

す。AISという つの屋根の下

どもの学校に変わっているので

もの学校から在日アジアンの子

と、KISは在日コリアンの子ど

へ、ですね。なぜかと言います

School in Osaka ）

Internationa l

A I S ︳O S A K A （ Asian

ているはずです。KISから

グダッド、AISニューヨーク、

上海、AISマニラ、AISバ

AIS東京、AIS釜山、AIS

な学校モデルは次々と普遍化して、

え直すのです。すると、このよう

です。その性格をより前向きに捉

がらにして、実は越境人だったの

私たち在日コリアンは生まれな

る、新しい教育思想です。

世紀グローバル時代にフィットす

米化教育の両方を乗り越える、

インターナショナルスクールの欧

員、地域住民との信頼関係を築く

系、ジャパニーズ系、東南アジア

AISベルリン、AISヨハネス

つは、校名が変わっ

ことに最優先の価値を置いていま

です。これができた時、KISは

系、インド系、中東イスラム系と

バーグと広がるはずです。KIS

もう

す。しかし、言葉だけではとても

まさにその目指すところに到達し

いうふうに、いくつもの学校ない

族的、歴史的壁でもありますし、

無理なことだと実感しています。

たといえるでしょう。KISでは

は 世紀型地球市民教育の揺籃と

学年

対話を重ねながら、一つひとつ問

しコースがあり、それぞれの民族

創立 周年を迎えたKISの
夢は？

コースがあり、そこでは数学、理

むと同時に、コース横断的な共通

的、文化的アイデンティティを育

ハ。

しょうか。お許し願います。ハハ

なるのです。夢が大きすぎたで

科、音楽、アジア学、平和学、開
発学、文化学などを英語で学び、

まさに「アジア共同体」が実現

︱

と思います。

そういう教育を目指していきたい

KISは「越境人」作りを目指
しています。南と北の対立だけで

未来予想図は？
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おむ・ちゃんじゅん ● 1962
年、韓国金堤市に生まれる。
韓国外国語大学日本語科、同
アジア地域研究科、国際関係
研究科修了。1992 年、文部省
の国費留学生として立命館
大学に留学。同法学研究科博
士後期課程満期退学。同国際
関係学部常勤講師。同コリア
研究センター研究委員。

はなく、半島と列島の境界を乗り
越え、さらにアジアへ世界へと
で、

しているのです。それぞれの民族

アジア人という意識を実践するの

い で す 。「 東 ア ジ ア 共 同 体 」 構 想

ら、思いっ切り大げさに言わせて

がありませんが、せっかくですか

ハハハ。創立 年目の学校なの

が政治家や経済人によって謳われ

の独自性を認め合いつつ、世界市

です。

ていますが、KISは教育の面で、

いただきましょう。まず、 年間
，0 0 0 名 の 卒 業 生 が 国

民たる本来目指すべきアイデン

それを先取りして実現していく学

年後と言われても答えよう
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育てた
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取るものだと理解しています。

題を解決していく中で徐々に勝ち

年目を迎えます。初めて

3

3

校を目指しています。この夢のた

堂々と進んでいく生徒たちが見た

20

1

20
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