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１．はじめに 

 

 ソウル日本人学校に赴任した折，匂引
か ど わ

つ様な朝

靄
もや

の中を，韓
ハン

南
ナム

観光のスクールバスが漢江にかか

る銅
ドン

雀
ジャク

鉄橋を渡る時，漸く顔を覗かせた輪郭のぼ

やけた朝日が，ソウルの繁華街江南
カンナム

の空から昇り

出す。 
 その姿が何とも幻灯に映し出された様で，異国

を強く感じた。それから３年。本報告を記しなが

ら，多くの実践を積み重ねてきたこと感じている。 

 
 

２．ソウル日本人学校をとりまく環境 

 

(１）ソウルの概要 

 韓国（大韓民国）は，朝鮮半島の南側に位置し

ており，北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）とは

三十八度線で分断されている。その首都であるソ

ウル特別市は北緯三十六度のあたりに位置し，日

本の新潟や仙台とほぼ同じ緯度である。ただし気

候は大陸性であり寒暖の差が激しい。公用語は韓

国語。人々は親切で人懐っこく，出会えば「アン

ニョンハセヨ（こんにちは）」とあいさつを交わ

す。 
 １９５３年に北朝鮮との間で休戦協定が結ば

れ，９１年には南北同時に国連に加盟したが，い

まだに戦争状態にあり手放しの楽観はできない。 
 ソウルの人口は約１０００万人で，９０年以降

横ばいの状態になり，現在は減少傾向にある。た

だし，ソウル周辺部の人口は大幅に増えており，

全国民の３分の１近くが首都圏で生活している。

一流大学の多くもソウルに集中しており，名実と

もに政治・経済・文化の中心である。 
 
(２）韓国における日本人のための教育環境 

 韓国の教育体系は日本とほとんど同じである。

呼び名も幼稚園→幼稚園，小学校→初等学校，中

学校→中学校，高等学校→高等学校，大学→大学

校となっており，よく似ている。新学期は３月の

上旬にはじまり２月に終わる。しかし，１・２月

の３学期は１週間しかなく，実質２学期制で，前

期は３月～７月，後期は９月から２月といった具

合である。 
 インターナショナルスクールは韓国内に４４

校，ソウルには１５校（ソウル市ホームページよ

り）ある。ただ，米軍関係者の子どものための学

校も数多くあるので，入学希望の際は資格確認が

必要である。 
 日本人の子どもがもっとも多く通っているの

は，ＳＦＳ（ソウル・フォーリン・スクール）で

あるが，英語によるセレクションがあり，ウェイ

ティング制度もあるので事前の問い合わせが必

要である。 
 
(３）本校の特色について（要約） 

 ３５年前に３３人で開校した本校も現在では，



幼・小・中合わせて４２０人の子ども達が通う中

規模学校になった。 
 「たくましく心豊かに世界に生きる子ども」の

育成に向けて様々な教育課程が組まれている。学

習の中で，世界遺産に指定されている水原
スゥオン

華
ファ

城
ソン

や

慶
キョン

州
ジュ

を訪れる。また，修学旅行では風光明媚な雪
ソ

嶽山
ラクサン

を訪れる。１０００メートルを超える山を持

たない韓国だが，山は身近な存在である。本校も

小学部低学年で裏山登山を実施している。 
 韓国文化を生かした取り組みでは，クラブ活動

で，チャングーと呼ばれる古楽器を専門の先生に

師事している。韓国語も週に１時間，初級・中級・

上級に分かれて学習している。また，現地校とも

交流会を複数回実施している。 
 学習活動の中では，「暗唱チャレンジ」「毎日十

分の英会話活動」「算数・数学の全時間での少人

数，複数指導の確保」等に取り組んでいる。いず

れも保護者・子ども・教員を対象とした「学習診

断評価」により改善されてきた取り組みであり，

三者の連帯を重んじている。日本から離れること

で，日本よりも進んだ取り組みを先取りしてきた

結果でもある。 
 児童生徒の自主性をはぐくむ取り組みとして，

中学部では夏休み前の一泊二日の学校宿泊を実

施している。企画から運営まですべて生徒自らの

力で行い，教師は支援役に徹している。また，市

内を班別にテーマを決めて自由散策する学習も

実施しており，主体的な判断力と行動力を育てて

いる。 
 歴史的，社会的に大きな問題を抱える両国の狭

間で暮らす子どもたち。客観的に両国を見据えた

バランス感覚に優れた子どもたちがこの学校か

ら巣立っている。 
 

３．特色ある３つ教育活動 

 

(１）学校教育に対する３つの評価活動 

【教育推進マニュアル】 

 教育推進マニュアルというものがある。 
教育推進マニュアルとは，学校教育目標を受け

て，「目指す学校像」「目指す子ども像」「目指す

教師像」を育成するために，教職員が自ら指導の

方針を考え，主体的に教育に取り組んでいくため

のマニュアルである。 

教育推進マニュアルとは

「目指す学校像」 「目指す子ども像」 「目指す教師像」

学校経営方針

学校教育目標

具現化のための指導重点（学習指導・生徒指導から）

具現化のための視点・内容

学校経営方針の５つの柱を，「学習指導」と「生

徒指導」の２面から具現化するための指導重点と

して表し，更にその具現化のための指導重点から

実際の視点・内容を表し，教職員意思統一を図っ

ている。また基本方針として教科ごとに視点・内

容を表している。 

学校教育目標とその具現化のため
の基本方針
①「年間指導計画」に基づいた計画的な学習指導の推進

常に先を見通すことを意識した取り組み。学年内の連携を図る。

②グループ学習、少人数指導、ＴＴの推進

児童・生徒の実態に応じ、習熟度別の学習班の組織、個別の
課題や個人差への対応を推進していく。

副担任、学部外の職員協力体制を図る。

 
経営方針の一つ目の柱である『学習指導の充実

を図るとともに，自ら学び，自ら考え，主体的に

判断，行動しよりよく問題を解決する資質や能力

などの「確かな学力」をはぐくむ』ための一つ目

の指導重点『「年間指導計画」に基づいた計画的

な学習指導の推進』と２つ目の指導重点『グルー

プ学習，少人数指導，ＴＴの推進』の具現化のた

めの基本方針です。 
すべての指導重点に対し，学習指導の面からと，

生徒指導の面から具現化のための視点・内容を決



めて取り組んでいる。 

各教科の基本方針

各教科の基本方針

重点取り組み内容と

評価規準の設定（４月）

振り返り（学年末）

 教科ごとに重点項目を決め，それを具現化する

ための視点・内容を毎年検討している。 
各教科部会で，重点項目について話し合い，そ

れを，各学部に返し，全教職員の共通理解を図っ

ている。 
また，教科の基本方針が，達成されたかどうか

を確認するために，定期的に振り返りを行ってい

る。４月に各教科部会で，基本方針を踏まえ，重

点取り組み内容と評価基準を設定し，学年末にど

の程度達成されたか振り返りをしている。 
 
【教育診断評価】 

 学校教育活動が保護者や児童生徒にどのよう

に受け止められているかを客観的に判断し，より

よい学校教育につなげていくために，学校診断評

価を行っている。 
様々な項目を「とてもそう思う」「そう思う」「あ

まり思わない」「全く思わない」の４つから評価

してもらい，次年度の

課題をそこから見つ

け取り組んでいる。 
ある年度では，保護

者からは「充実した学

習環境」や「相談する先生がいる」，子どもから

は「相談できる先生がいる」や「学級内は意見が

出しやすい」・「活躍できる」などの項目が「とて

もそう思う」「そう思う」が全体の８０％を下回

っていた。そこで，すぐにそれらを課題にして重

点として取り組んだ。 
具体的には，子どもが主体的に取り組む学習活

動の充実のために，①活躍できる場の保証②教育

相談体制の充実，それから，③学習環境の充実を

その年の教育推進の重点課題としていた。 
また，2004 年度からは教職員にもアンケート
を行い，自分たちの教育活動を振り返り，アンケ

ート結果が保護者からの一方的ものとならない

ようにし，より明確に成果と課題を出せるように

した。 
 

 

【各評価の性格】 

学校評価【新】 学部評価 教育診断評価 学校運営委員会 

評価名 自己評価としての

内部評価 

学部内での自己

評価 

外部評価としての評

価 

学校設立者(SJC)

による第三者評価

＜評価内容＞ 

授業時数，校務分

掌，校内研究・研

修，校内組織，経

理・管理 

学部内の運営全

般について 

学校行事，地域・家

庭との連帯，健康・

安全指導，情報の公

開・発信 

学校運営委員会に

て協議 

＜評価方法＞ 

各教職員による記

述式。「発展」「継

続」「改善」といっ

た方向性を明記し

たものとする。 

学部内活動に対

する評価，自由記

述式。 

保護者，教諭，園児・

児童・生徒による４

段階アンケート式。 
４段階のほかに，自

由記述を設けた。 

学校行事の説明及

び運営についての

校長から口頭説明

＜評価時期＞ 年度末 学期ごと 年末 毎月 



学校診断評価について
保護者 児童・生徒

ソウル日本人学校の教育活動についてのアンケート

例①学校は楽しいですか。（児童・生徒）

②先生たちは子どものことをよく理解し，適切に指導している。（保護者）

③海外にある特性を生かした教育活動を行っている。（教職員） など

集計 次年度の教育推進の重点課題

教職員

 
 

【学校評価】 

①学校評価の新設 

教育評価については，２つあった。学校運営委員

会からの評価(第三者評価)，および保護者と園
児・児童・生徒からの評価(外部評価)である。内
部評価としては，各学部内での評価が行われてい

た。日本国内では 2002年 3月に改訂になった小・
中学校設置規準（文部科学省）の第２条で，学校

評価を「教育活動その他の学校運営の状況につい

て自ら点検及び評価（自己評価）を行い。」と説

明し，学校自己評価の努力義務化が明記された。

この後 2005年には日本国内の 96％の学校が学校
評価（自己評価）を実施していることをふまえて，

本校でも実施することにした。教育活動その他の

学校運営の状況を自己点検及び評価することで，

次年度へ向けた総合的な教育活動が組み上がる

ものと考えた。 
②実施にあたって 

評価表を用いた自由記述にした。評価表には，

Ａ表『教育課程の編成と実施に関する評価』とＢ

表『教育課程編成と実施を支える諸条件に関する

評価』の２表を用いた。評価表の項目は，各部の

今年の重点項目に対する評価が反映されやすい

ように，部内で検討したものを取り入れた。 
③評価の生かし方 
「企画会」や「分掌各部会」を通して，反省(特
に『改善』について)について検討して部内の見解
を示す。 
各部の検討事項は，年度内の職員会議にて公開

し，全体の意見を聞くものとする。 
結論の出ないものや，『発展』，『継続』も次年度

において参考とし，新各部長のもとで次年度計画

に生かすことにした。 
④学校評価の実施により 

今まで各学部を超えた意見や職員による意見

が学校運営に反映されづらいところがあった。直

接各担当へ交渉するしかなかった。これにより全

体で方向性を決めたり，少数意見が学校運営に反

映したりしやすくなっ

た。また職員の参加に

より，学校運営を全体

でするのだという意識

改革にもつながってい

った。 
 
（２）算数・数学における全単元，全時間での「プ

ラスワンサポート体制」 

 
①発達に応じた３つの指導形態 

本校では小中の授業交流を行っている。中学部

教員が小学部の授業を担当したり，小学部教員が

中学部の授業を担当したりする。現在，小学部高

学年では多くの教科で教科担任制を導入してい

る。その中の「英会話」と，「算数」を中学部教

員が担当したり，小学部教員が中学部の「音楽」

を担当したりするなど，各教諭の専門性を発揮で

きるのも小中併設による特徴である。 
その中で，「算数」及び「数学」については，

2004 年度より全学年で担任や教科担当以外の教
員を加えた，『プラス１サポート』体制による指

導を以下のように実施した。 
●小学部１年生から３年生までは，複数教師に

よるＴＴ指導。 
●小学部４年生から６年生までは，２学級を３

コースに分けたグループ別少人数指導。 
●中学部では，単元の中でＴＴ指導とグループ

別指導。 
時には特別に学習において支援が必要な子に

対し，保護者の了解を得た上で抽出指導するなど，



日本国内以上のきめ細かい指導を実践してきた。

同時に『プラス１サポート』の有効活用について，

本校の実態に即し，独自に研究を進めていた。「確

かな学力」育成のために，「算数・数学」の全単

元，全時間で行われている。 

教科の授業時数及び担当時間数

小学部，中学部の連携を生かした，小学部高学
年からの専科制

算数，数学の全ての時間における「プラス１サ
ポート体制」による指導 （要覧Ｐ２７）

②習熟度別指導について 

現在，本校で行なわれている「習熟度別学習」

の多くはこの２学級を３つに分けた指導形式。レ

ディネステストによりクラス分けを行っている。

これは，計算領域などの理解度による差が大きい

場合に有効で，コース分けにする前の課題の出し

方，コースの分け方が難しいという問題点がある。 
「能力度別(学習前)」の場合（小学部４～６年

で実施していた方法）は，レディネステストを行

った後，保護者の意見も踏まえた上でコース決定

（途中変更不可）を行っていた。 
「理解度別(学習途中)」の場合（中学部で実施
していた方法）は，単元の途中で理解度テスト 

を行い，理解度と人数を考慮した上で教師がコー

スを示唆し，その後最終的に生徒による最終的な

コース決定（途中変更可）を行っている。 
単元の流れは，次のようなイメージである。 
上級コース 

 中級コース 
 下級コース 
この場合，下位コースの場合は，発展問題を未

履修の場合が多く，Ａの評定をつけづらいという

問題点がある。そのほかにも，複数の教師が担当

するために，途中の評価（形成的評価）を評価に

反映させづらいとの指摘も上がった。 

③実施上の問題点 

本校で実施されている「習熟度別学習」の現状

は，小学部の高学年で主に行われている。春には

保護者へのプリントを配布し，常に啓蒙を図って

きた。同時に，実施する上での問題点も見えてき

た。 
【レディネステストについての問題】 

習熟度が本人の適正を正しく表すためには，業

者のレディネスでは限界があり，各学年で新しい

レディネステストを工夫する必要がある。実際に

小４・６では，学年で算数担当の先生が追加のテ

ストを作成している。 

レディネステストを工夫すると時間の保証が

ない。自作したレディネステストは適性を重視す

るあまり，１時間かかってしまう場合がある。レ

ディネステストの時数は単元の時数に含まれな

いために，時数を生み出す工夫を要求される。 
レディネステストをまとめてする方法がある。

複数の単元のレディネステストを実施すること

で，時数を削減することができる。例，小５のよ

うに，３～４単元をまとめると３時間から１時間

になる。すると，先を見通した単元計画やレディ

ネス作成が必要となり，教科に専門的な知識が必

要となる。 
【保護者の意識に関する問題】 

保護者にレディネステストの結果から適正ク

ラスを公表し，子どもとの相談結果による結果を

担任へ返してもらい，クラス決定となっている。

すると，保護者の自尊心から子どもの能力よりも

高いクラスを求めてくる結果がある。子どもとの

相談によるものよりも保護者の考えが優先され

る場合があるため，適切なクラス判断がなされな

い。この問題を解決すべく，教師が保護者と子供

の理解を十分に得て，再決定できるようになった。

（2006年） 
【本人の現状認識に関わる問題】 

保護者への通達には，児童と相談された上でコ

ース決定されたし，とある。しかし，保護者の児

童への現状認識が甘い場合には，適切なコースを

決定できず，児童の意見そのものに依存してしま

単元内容 練習問題・発展問題 
単元の全内容 練習問題や発展

単元の全内容 基礎練習



う場合があった。 

習熟度別が，児童によっては各自の能力の差を

感じさせられている。 
【保護者への通知プリントに関わる問題】 

お知らせプリントには，単元を通じて行います。

途中変更は原則認められないとある。教師側で，

レディネスや保護者・児童の意見によるコース決

定が適切ではないと，教師が授業の途中で評価し

た場合にも変更できない。 
①レディネステスト実施②採点③コース(案)決
定④保護者へ通知⑤家庭で検討⑥学校へ提出（最

終決定）。以上６段階のステップを経て，コース

が決定する。最短でも日数がかかる。 
④今後の改善点 

・主に算数が主であるが，平成 2005 年度は他に
国語，英語，韓国語，総合的な学習において，

少人数指導を実施してきた。今回の成果を全体

へ知らしめ，個に応じた学習を広く実践するこ

とを目指す。 
・習熟度の編成と指導観，評価について，教職員

の共通理解を図る必要がある。 
・つまずきの分析や児童・生徒の振り返りをシー

ト化した調査を行い，より効果的な支援に生か

せる習熟度別編成を行うことが望ましい。 
・習熟度別指導についての取り組みの保護者への

説明の機会がもてると良い。 
・学年通信などで児童の学習の様子や指導状況の

様子などを積極的に知らせる。 
・保護者からの声を聞けるような方策を考える。 
 
（３）日本語と英語の習得

に力を入れた活動 

校内研究においては，２

つの取り組みを行ってきた。

一つは学校の研究テーマを

中心に個人で課題を決めて研究に取り組む「一人

一研究」。もう一つは，各種評価から上がってき

た課題を中心に解決していく「プロジェクト研

究」である。 
2005 年のプロジェクト研究の対象になったの

は４つある。一つは日本語力を高めるための取り

組み，「言葉の教育研究」が中心になって進めた

のが小学部の「暗唱チャレンジ」である。一方「国

際理解教育研究」グループが中心になってまとめ

たのが，保護者の要望が高かった小学部「英会話」

学習の充実である。 
① 日本語指導 
本校では日本語能力が不足していることによ

り，学力の定着に問題が出てきている子どもがい

ることが課題になっていた。その対応策として，

言葉の研究チームでは，二つの取り組みを行って

きた。 

【サマースクール】 
夏休み期間中に日本語能力を高めることで，よ

り学習効果が高まるであろう児童を担任が抽出

し，日本語学習の指導を中心に個別指導を行って

きた。夏休み期間中の３日間という短い期間では

あるが，児童の意欲を高める効果があるとして，

保護者からも高い評価を得ている。 
【暗唱チャレンジ】 
過去の名文といわれるものの中から子どもた

ちに是非ふれさせたいという文章を暗記させる

取り組みをした。小学部全学年同内容で一斉に取

り組み始めた。レベル１～２０まであり，様々な

先生方に聞いてもらい合格した上でレベルを上

げていく。小学部１年生も６年生も同じ暗唱に取

り組むところが興味深い。あまりにも意欲的なた

め，急遽レベル３０まで作った。レベル３０は百

人一首全て(作者名を含む)である。それでも下は
２年生から合格していた。保護者の協力もあり，

秋の風物詩となりつつある。 
②英語活動 

保護者向けに行った学校評価の中で，英会話に

対する肯定的評価が７４％で数値は高かったが，

より「使える英会話」を望む声があがった。２時

間の英語活動のうち１時間は週を５回に分け，毎

日１０分の弾力的運用を始めた。１０分間の英会

話なので Ten Minuets English Time を略し，
「TET」という名前で呼ぶことにした。 
【指導方法】  



・英語科の教員が毎日１クラスずつ回り，週に１

回は，必ず英語科教員が回る。 
・内容は，その英語科教員がリーダーシップをと

り，検討する。 
・英語科の教員が来ない，残りの４日間は，習っ

た英語の定着を図るための練習を行う。 
【指導内容】 

「１００のフレーズを１年間で覚える」１００の

フレーズのレベルは，Hi, Yes, No,も含めて１００
で当初考えてスタートした。文法説明などは行わ

ず，耳で聞いてリズムにのって覚えることを行っ

た。アメリカの５０州全てを英語の歌で覚えたり，

対話形式や会話にアクションとリズムをつけて

練習したりもした。 
【課題】 

「授業」と捉えず，「時間」といった感覚で捉え

て，授業らしく感じていない子どももでてきた。

日によって，１０分では終えられないこともあっ

た。教員からは，今年度の実施学年は来年度どの

ような取り組みにしていくのかということもで

てきた。 
 
４）その他の特色 

 
 
①授業時数 

 在外教育施設の特徴を生かし，学習指導要領で

示された標準時数に，韓国語１時間，英会話１時

間ないし２時間を加え，週の授業を実施している。 
小学部は，１年生が２５時間，２年生が２６時

間，３年生が２８時間，４年生はクラブを含めて

３０時間，５，６年生では更に英会話を１時間増

やし３１時間で，実施している。 
その３０時間に１時間を加えることになる「英

会話」では，１日１０分の５回に分け実施してい

る。これは，語学の獲得が毎日の積み重ねによる

成果が高いこと，及び上記学校診断評価において，

保護者から「使える英語力の向上」に対する要望

があり，2005 年度より実施された。現在も，小
学部の５年生及び６年生で１時間だけ実施して

いる。 

教科の授業時数及び担当時間数

標準時数＋英会話１or2，韓国語１
「帯の時間」を活用した英会話 （要覧Ｐ２７）

小学 ２年 （２４）

小学 １年 （２３）

小学 ３年 （２６）

小学 ５年 （２７）

小学 ４年 （２７）

小学 ６年 （２７）

中学 ２年 （２８）

中学 １年 （２８）

中学 ３年 （２８）

（標準時数）

韓
国
語

（
１
）

英
会
話

（
１
）

英
会
話

ク
ラ
ブ
・委
員
会

委
員
会
・学
力

ス
ポ
ー
ツ
タ
イ

ム
（２
）

小学 ２年 （２６）

小学 １年 （２５）

小学 ３年 （２８）

小学 ５年 （３１）

小学 ４年 （３０）

小学 ６年 （３１）

中学 ２年 （３３）

中学 １年 （３３）

中学 ３年 （３３）

日本人学校

 尚，中学部は週３０時間の教科の時間に加え，

月曜日に生徒会活動や補習の時間に１時間，火曜

日と水曜日に「スポーツタイム」という名前の体

育系部活動に２時間の，合計３３時間で実施して

いる。実際にはスポーツタイムは毎回９０分ずつ

行っているので，実質週３５時間とも考えられる。 
 
②ノーチャイム（小中共通の原則） 
「ノーチャイム」制を導入している。 
日本国内では小学校で多く見られる取り組み

である。これにより児童・生徒が時間を意識して

行動するようになった。また，各授業に遅れない

ように，５分前行動を心がける姿が目に付く。 
これは，2003 年前より小学部，中学部の授業

時刻をなるべくそろえようと始まった取り組み

である。小中がお互いに時間を意識しながら，授

業時間の違う小中が同じ単位時間を共有しなが

ら学校の時程が進む効果的な運用であった。 
おかげでお互いの授業交流が活発になった。中

学部の水泳記録会や駅伝大会に小学６年生が参

加したり，総合的な学習の時間を利用して，５，

６年生と中学部が合同で合唱の練習をしたりで

きるのも，時間帯を共有しているからである。 
 



 
③スクールバスの複数回運行 

スクールバスの複数回運行を行っている。６割

の園児・児童・生徒がバスで４０分離れた場所か

ら通ってくる。そのため，朝に２回，帰りは２回

から３回に分けて登下校バスを出している。 
複数回運行し，子どもの活動に即した，無理の

無い登下校時刻を設定することで，放課後の活動

や，委員会クラブ活動

に充実した時間を過ご

すことができた。 
 
④年間予定 

年間授業時数２００日の中で，教育課程が行わ

れている。３期制を用いている。 
特徴的な行事としては，韓国現地校との交流会

が年に２回，小学部・中学部の全学年で行われて

いる。１学期に１回本校で，２学期には相手校に

訪れ，市内の複数の学校と行っている。 
集団宿泊的行事としては，小４以上の学年より

実施しております。宿泊体験では，民俗村などを

訪れ，現地の文化を体験的に学ぶ学習が工夫され

ている。 
 
⑤その他（行事，休業日） 

他にも，市内商店街探検，ロッテ製菓工場，上

下水処理場といった国内とほぼ同様の学習環境

が整えられているところも韓国の魅力である。ま

た，その治安の良さを利用して，大きな公園や史

跡を訪れる遠足，スキー学習等も行われている。 

 
また，今紹介した行事は全て，国際交流ディレ

クターによるコーディネートのもとに行われて

いる。各学ぶ各学年の立案に基づき，様々な困難

の伴う現地との交渉を丁寧に行っていただいた。

根気強い交渉が求められる，行事達成の成果とも

いえる。本校における国際交流Ｄの重要性は高い。 
祝日は，すべて韓国の祝日を用いている。 
夏休みは日本よりも短く，８月第３週まで。４

週目から２学期が始まる。 
 
４．研修報告 

（１）韓国の教育基本法 

「現地教育事情等に関する調査・研究」は，我々

派遣教員全員に課せられるレポートであり，毎年

文部科学省へ提出するものである。 
 2005 年度より，派遣期間を通してのテーマ設
定をするように指導があり，結果として以前から

の自分のテーマである「大韓民国教育法規」につ

いての調査を３年間進めた。 
 韓国での教育基本法，初・中等教育法を読み解

き，日本と比較することで，以下の点が気になっ

た。（以下引用文傍線末原） 
【各権限について】 

○大統領の権限 
大韓民国 教育基本法(97) 第 8 条（義務教育） 

①義務教育は、6 年の初等教育及び 3 年の中等教

育とする。ただし、3 年の中等教育に対する義務教育は、

国家の財政与件を考慮して大統領令が定めるところに

より順次的に実施する。 

○ 非常時対応の明記 
大韓民国 初・中等教育法(97)  第１章 総則 第

７条（学校等の閉鎖） 

管轄庁は，学校が次の各号の一つに該当し，正常

的な学事運営が不可能な場合は，学校の閉鎖を命じ

ることができる。 

１． 学校の長又は設立・経営者が故意又は重過失で

この法又はこの法による命令に違反した場合。 

２． 学校の長又は設立・経営者がこの法又はその他教

育関係法令による管轄庁の命令を数回に渡り違

反した場合。 

３． 休暇期間を除き継続して３ヶ月以上授業をしない場



合。 

日本では教育庁の長官や教育委員会の教育長

に当たるものが，それぞれ教育部長官や監督官で

ある。日本のそれと大きく異なるのは指導責任が

明確になっていることである。指導責任は同様に

評価による指導の成果をみることになる。どのよ

うな評価によって学校教育の適正を見取るのか

は，この条文では見つからないが，大いに気にな

るところである。 
この条文を見るに，「大統領令に定めるところ

により」という文言が非常に多い。条約を決定す

るのは社会の頂点の大統領であることが，教育基

本法の中にも随所に現れているのである。協議を

重ね，その結果を経て，法の改定に進む日本とは

違い，社会頂点の大統領の号令一過により改訂し

ていくのである。韓国は，そのようなことが多く，

迅速な変化を遂げられるという臨機応変さを持

った国である。しかし，その責任は重大であるた

めに，ここでも責任は法の中で明記されている。

指導が届かない場合には各学校へ対する罰則が

欠かれているのである。（第５章 補足及び罰則） 

 
 
【指導と評価】 
○  学習成果にたいする評価制度 
大韓民国 教育基本法(97) 第 26 条（評価及び認

証制度） 

１． 国家は、国民の学習成果等が公正に評価され、

社会的に通用できるようにするために学力評価及び

能力認証に関する制度を樹立・実施することができ

る。 

２． 第1項の規定による評価及び認証制度は、学校の

教育課程等教育制度と相互連繋されなければな

らない。 

大韓民国の中学校及び高等学校へは，入学試験

なしで入学することができる。特に中学区は地元

の小学校（初等学校）から持ち上がることが多い。

高等学校になると，中央の教育委員会からコンピ

ューターで選別される。特に個々の能力ではない。

中学校ごとに進学高等学校の割合が決まってい

て，能力に関係なく高等学校が決まることになる。

義務教育以外なのに自分の意思とは関係なく高

等学校が決まることが，日本人にとってはやや理

不尽に感じるのであるが，韓国の人にとって見る

と特に問題ではないらしい。学習する気持ちがあ

ればどこでも同じではないかという感じである。

中には，仲の良い友達みんなはＡ高等学校，自分

だけＢ高等学校という子もいるのであるが，本人

たちは３年後にひかえる大学入試に比べると大

きな問題ではないらしい。それほど，大学入試に

よって評価がすべて決定し，大学及び就職可能な

会社まで，強いては出世も決定するのである。こ

れが，この国の「国民の学習成果等が公正に評価

され」ているということなのである。 
 

○ 学力評価の実施 

大韓民国 初・中等教育法(03) 第9条 (評価)  

１．教育人的資源部長官は学校に在学中の学生の学

業成就度を測定するための評価を実施することができる

. <改訂 2001.1.29>  

２．教育人的資源部長官は 教育行政の效率的遂行

のために必要な場合には地方自治体の教育・科学・技

術・体育その他学芸に関する事務を管掌する地方教育

行政機関と学校に対して評価を実施することができる. 

<改訂 2001.1.29>  

 国際評価を気にするこの国では，教育成果を図

るために積極的に評価を導入することにした。こ

れは，国際評価「生徒の学習到達度調査(PISA)」

「国際数学・理科教育動向調査(TIMS)」で韓国の

評価が低かったことに事を発している。その後，

このように評価を明記したこともあり，2003年の

同上の２つの調査では学力回復傾向が見られた。

評価を導入したことで，学校では主に学力の低い

子どもに目が向けられることになった。基本的に

エリート教育を推進し，そのエリートが国を引っ

張っていく国づくりをしてきた韓国にとっては



大きな変革であったともいっていい。底辺の子ど

もに目が向いたことは無かったのである。これを

期に学力の底上げがされたことが次の評価に表

れた。日本のPISA2003ショックも学ぶところは多

いのではないかと考えられる。 

 
【調査の総括】 

大韓民国「教育基本

法」ならびに，「初・中

等教育法」を読み解くに，

日本の教育基本法と異なる部分がいくつか見え

た。大きく気になる事項について大きく集約する

と以下の３点になる。 
① 大統領の権限による教育への関与 
② 指導と評価による責任の明確化 
③ 優遇されるべき者と保護又は保障されるべ

き者といった上位下位への対応 
法制度そのものが日本と異なる部分を持つ大

韓民国。その政治システムを少なからずとも反映

したものが，この教育基本法に透けて見える。国

会の与党とその頂点に立つ大統領。日本の総理大

臣とは違う，大きな権限を持つ。大統領という名

前にふさわしい権限がそこにある。その権力の集

約の裏には，大きな責任も背負い込むことになる。

辞任後に政治責任を問われることは，決して珍し

いことではない。全ての責任をその権力者にむけ

るのであるから，そのエネルギーはすさまじく，

裁判による重罰を科せられることもあるのが，こ

の国の大統領である。 
その大きな責任と同じように，組織の上に立つ

ものには同じ姿勢が望まれるのがこの国である。

教育委員会と同等の組織にも同じような組織の

長が存在し，その責任は大きい。また，それだけ

の権限もあるために，各学校への指導が命令のよ

うに下される仕組みになっている。これを小さな

組織で考えると，一つ一つの学校に対しても同じ

ことが言える。それぞれの学校の校長は絶対的な

存在となるのである。韓国の学校の校長先生に何

人かお会いしたところ，日本のそれとは大きく異

なる雰囲気を持っていた。 

一方でその長を望み，その長になろうとするこ

とを常に目指す向上的な社会が韓国にはある。今

ある自分は『本来こうあるべき自分』の過程だと

捉える人が多い。実はこのことは弱者にとっては

決して優しいものではない。向上していける人は

よいが，経済的，物理的，身体的に社会上位者に

なれるとは限らない人々が大勢いる。それがこの

国にとっての現実であり，下を覗いた時には，ま

だまだ社会の上層部とはかけ離れた人々が大勢

いるのである。公民学校（公民学校は初等教育を受

けられなく就学年齢を超えた者に対して，国民生活に必

要な教育をする事を目的とする。公民学校の授業年限

は，３年とする。大韓民国 初・中等教育法(97)  第４

条 第４節 初等学校・公民学校 第４０条の①②③

（公民学校））の存在を教育法規の中に見つけたと

き，この国の社会や文化における大きなひずみを

感じずにはいられなかった。決して日本の法規が

良い，韓国の法規がよいという問題ではない，国

際理解の立場に立って，その背景を今後もよく調

査し理解していきたいと考えている。 

日本の教育基本法は，「教育を行う上で必要と

なる学校の法律」であり，韓国のものは「教育と

いうもの全般に関わる国民の法律」という印象が

残った。条数は前者２２条，後者２９条で，ほと

んど変わりないのであるが，教育を広義で捉えて

いるという感じを受け

る。学制が日本と似て

いてもその制度や背景

には随分と違いのある

ことが分かった。 
教育基本法を調べることで，初めに調べた初・

中等教育法が，どのような法律をもとに作成され

ているのか，社会全体における教育の効果を垣間

見ることがでた。 

 ３年を合わせ，学校，教育法，社会を整合し国

家形成の体系を自分なりの考察してみた。このこ

とは，裏を返すと日本のそれを比較してみること

になり，客観的な日本の教育現状と今後の方向性

が見えてくると考えている。また，韓国内での変

化を調べてみることで，６年間の変化を確かに感



じることができた。赴任時に日本で入手した資料

が９７年度版。最後の年に自分で読み解いた部分

が０３年度版。全体的にみると，２００１年と２

００２年に改訂，または加えられた内容がとても

多いことが分かる。この間に起こった大きな出来

事といえば，大統領が変わったことである。キム

デジュン大統領からノムヒョン大統領へと変わ

った時期と重なる，旧大統領の置き土産か，新大

統領(現大統領)の意欲の現われかは分からない

が多くのことが付け加えられているのは確かで

ある。 

このことから韓国では，時代をしっかりと見取

り，国家として進む方向性をはっきりさせ，その

上で必要な法律を改正し整備していることが分

かる。一方の日本は昭和２２年度の教育基本法が

2007 年の改訂まで，そのまま残っていたのである。

この手順とスピードは日本でも見習うべきとこ

ろが多いにある。基本は変えないという方針をと

るとすれば，どこに着手していけば，この変化の

早くて多様な時代に対応していけるというのか，

しっかりと考えておく必要がある。 

人口規模としては日本の２分の１の韓国。しか

し変革にかける時間は２分の１よりもっと短い

ようだ。 

 
（２）研究授業 

３年間で６本の研究授業を行った。 
ちょうど，派遣前の１２月に筑波大学附属小学

校算数科の先生方が主催する「全国算数授業研究

会 in札幌」という全国大会が札幌で開かれた。授
業者として子どもと共に参加した私は，３ヶ月後

に赴任したソウル日本人学校でも，興奮冷め上が

らず，授業研究に勤しんだのである。 
結果１年目に３本，２年目に２本，３年目に１

本の研究授業をすることができた。うち１年目の

一本は，幼稚部から中学部全部の先生方を対象と

した研究授業である。これが行われたこと自体が

久しぶりのことだと聞いた。結局，全体で１つの

授業を語り合うというのは，この１回で終わって

しまった。３年間でほぼ教員全員が入れ替わる学

校では，系統立てた積み上げのある教育実践は行

いづらい。研究主題を焦点化して，単年度成果を

目指すこととした。 
 全国の先生方は授業が下手である。指導力はあ

るが，子どもの意見を紡いでいくような授業では

なく，指導一辺倒である。およそ，問題解決型の

授業とは，ほぼ遠いものである。 
 理由は簡単で，小学校でも専科制のある本州型

は時間内に内容を教えることを専らとしている。

また，大都市圏は親の学力に対する見方も厳しく，

学力（この場合テストの点数が採れる知識）を高

めなければ，ますます私立に子ども達をとられて

しまう実情もある。授業プリントを用意したり，

たくさんの練習問題を準備したりする先生はた

くさんいたが，子ども達の学び合いを育てている

先生はごく少数なのが実情である。 
 そのため，夏の職員研修会などを利用してパワ

ーポイント使用いて，「確かな学力とは」「身につ

けるとは」「表現力の向上のためには」といった

点について，具体的に例を出しながら求められる

授業スタイルについて広めていった。 
【指導例】 
単元名  算数科 ５年生 「小数のわり算」 

【少人数指導を生かして】 

本単元は Xクラスでの指導であり，通常２０名
から３０名ほどの児童で行う。今回の単元は計算

領域ということもあって，レディネステストの結

果１１名の上位学級となった。少人数の良さを生 
 
 
 
 
 
かして，一人一人の表現力を正確に見極め，適切 な指導をしていきたい。また，後半では，発展的

「表現力向上」のとらえ

今年度研究は教科での表現力向上

表現する力のスキルアップ
表現する上での工夫・表現するための工夫

まず，表現させること
例 作文，日記などの表現の場を設定すること など

表現力のアップが他の力を高める
結果として，観点別目標の表現力（処理）が高まる



な内容，豊富な計算練習，積商混合計算などに取

り組ませ，力を伸ばしていきたい。 
【表現力の向上】 
夏季研修で発表した様に，表現力を高めるため

に３つのステップを構築した。ステップ３を目指

して授業を進めたい。ここでは，はじめての『÷

小数』の場面で小数の意味を考えて表現させたい

(step1)。その上で割り算の解決に必要な表現を工
夫させ(step2)，お互いに共通点を見つける作業を
行う中で，表現の違いはあるものの考え方の中に

『÷小数』を解くキーワードを見つけていく

(step3)という流れを考えた。  

 

【授業を終えて】 
 ２．５ｍという数の特性から０．５ｍの５つ分

と考える子どもが多かった。中には，２．５ｍを

４倍して１０ｍに直してから求める子，１０等分

して０．２５ｍ分を求める子もいた。２００円と

いう値段の特徴から１００円分で１．２５ｍとな

り，試行停止する子。さらに，それから１．２５

ｍから５等分に気がつく子がでて，解決を助けた。 
ステップ２までは行けたが，ステップ３まで行

かない理由としては，後半のじっくり考える時間

を保障できずに，共

通点を探る作業時

間が乏しかったこ

と。それと，いつで

もできるかという

一般化しづらい問

題。細分化していくと２５で割ると良いことにな

ることを理解できるか。いつでも１０倍すればよ

いのではないか。という２点に焦点化させていっ

ても面白かった。 
【小学部中学部の先生方から頂いた感想】 
・整数÷小数の計算のしかたを考え，周りに自分

の考えを発信していくことで，表現力(算数，一般
的な)アップに効果的な授業だったと思います。後
半時間があれば，発表させた場面で自分の思考と

友人の思考との比較をさせていくことで，さらに

思考が確実になるのではないかと思います。お疲

れ様でした。（Y・T 中） 
・算数で表現力・・・？と，今ひとつピンときま

せんでしたが，授業を見せていただいて納得しま

した。子ども達はそれぞれに自分なりのやり方を

考えそれを一生懸命に説明しようとしていて，そ

れを先生が上手にサポートされていました。小学

校には具体物を使って教えないといけないので，

教師にも表現力が必要で小学校の先生はすごい

なぁ，と改めて感じました。（A・M 中） 
・既習の整数のかけ算，わり算を使えば，問題を

解決していけるおもしろさを見つけ出させてい

たところが，次に活かす力を身につけることにな

ると思いました。計算では何となく１０倍，１０

０倍し，小数を整数化するけれども，なぜそれが

必要なのか，よく分かる授業だったと思いました。

Xクラスということで，より思考力を育てる場を
もたれていたのが素晴らしいと思いました。あり

がとうございました。（H・K 小） 
・子どもたちの算数的な表現を引き出す，お見事

でした。多様な子どもたちの表現に対応できる器

がなければできないと思います。勉強になりまし

た。（N・W 小） 
・子どもたちがよく考え，発信した学習だったと



思います。「表現」という意味では，子ども同士

のねり合う場面設定があればと思いました。Yク
ラスや Zクラスでは，どんな考えを使って，どう
考えを深めていくのかなと思いました。お疲れ様

でした。（K・M 小） 
・お疲れ様でした。子どもの反応に的確に対処さ

れていて見ていてとても楽しかったです。ほめ方

もすばらしい。Sさんや Oさんなどの考えをうま
く導き出す様子も担任としても勉強させていた

だきました。多様な考えが出てきたときもうまく

他のこの意見をからめながら進めるあたりがさ

すがです。学ぶことを楽しいと感じる子どもたち

の姿がとても印象的でした。ありがとうございま

した。板書もまとめも１時間１時間がとても有意

義な時間であることを感じました。積み重ねなん

ですね。お疲れ様でした。（N・T 小） 
・子どもたちの発想の多様さに驚くと共に，それ

を受け入れる柔軟性にも驚きました。また，単に

解を求めるだけでなく，論理の過程を重視する指

導が印象的でした。（M・I） 

 

（３）月刊ソウル通信「ケンチャナヨ」 

原籍校である札幌市立日新小学校へ，韓国のこ

とをお知らせするソウル通信を毎月送付した。あ

りがたいことに，職員室の先生方へ配ってくれた

り，職員室前に掲示してくれたり，子ども達の目

にもとまるように配慮してくださった。また，当

時の校長から市の教育長まで送付されていたこ

とが後ほど分かった。 
「経験をどのように札幌に還元するか。」帰国 
後に自らの経験や体験をどのように札幌市へ還

元すると良いのか，派遣前から考えていた。実際

に赴任したときに感じたのは，今自分ができるこ

とがあるということである。毎月，書きためてい

たソウル通信「ケンチャナヨ」は全部で３０号ほ

どたまった。そのときに合った話題や，その当時

の自分の気持ちや考えも含まれていて，今読み返

しても興味深い。 
帰国後，経験を生かすことも大事だが，赴任中

に直接提供するのも大変影響があると思われる。 
 

 



５．あとがき 

【2004年】 
 ソウル日本人学校に赴任することになった２

００４年。日本ではＰＩＳＡショックに学力低下

の世論が漂っていた。 
 無我夢中で過ごした１年目。「生きる」だけで

精一杯の日々。異国で生活を立ち上げることの難

しさ。現実をいやというほど叩きつけられた。同

時に仕事が始まる。日本との違いが大きすぎる。

自分の無力を痛感した。しかし遮二無二仕事にか

じり付いた。とにかくこなすのが精一杯だった。 
 ３年間で唯一の担任だった２年松組。日本語よ

りも韓国語で物事を考えるＹ君。特別支援を必要

とするＲ君。場面緘黙症の K君。日本のお父さん
と会ったことの無い Iさん。一方，学習院から来
た T 君。お受験組の G 君。個性溢れる子どもた
ちと真剣に向き合った時間。日本にある問題を全

て凝縮したような学級。保護者との付き合いもと

ても楽しかった。 
 分掌では，視聴覚主任。初めてホームページ作

業。仕事の効率を考え，職員室内に LAN を張り
巡らせた。全員が自分の席からプリントアウトで

きるようになった。頑丈な２４時間ファイルサー

バーを導入した。どれもはじめての仕事だ。我な

がら良くこなした。 
 教務部。中でも通知表のエクセル化に取り組ま

された。昨年度からの決定事項だが，作成人物が

いなかった。エクセルの本を日本から取り寄せる

などの苦心の末，完成。３年間のマイナーチェン

ジを繰り返しながら，小中両学部の子どもと家庭

とつないでいる。 
【2005年】 
 「義務教育国庫負担金」の減額でゆれる日本。

２００５年のことである。 
 正月早々，教務主任を命ぜられた。日本の人事

では考えられない，来年度の動きである。人事は

まだ極秘なので，学校では学級事務。家に帰って

から教務事務。３学期に要録を書きながら，時間

割編成をしたことを今でも思い出す。毎日が午前

様の３学期だった。 

 そして始まってみれば，知らないことだらけの

学校システム。１年目がどれだけ学級に集中して

いたか分かる。全く，学校全体のことが見えてい

ない。それでも，４月の５０ページを越える資料

を作成し終わる頃には，少しずつ学校や教務主任

の課題が見えてきた。とにかく教務事務のスリム

化とシステム化に取り組んだ２年目。 
 同時に授業だけは，どんなに忙しくてもかじり

ついて貪欲に取り組んだ。唯一の教師としての自

分を発揮できる場所。それが授業。中学数学から

小学部まで授業研究は忘れない。 
【2006年】 
 人材確保方４％優遇制度が改正になった２０

０６年。再び教務主任である。３３歳でなった教

務主任。若いからこそできることもたくさんあっ

た。教頭の仕事は入学相談と学校だより。そのほ

かは全て教務主任の仕事。総務など無い本州シス

テムの校務分掌。４４０人１８学級で一人の教務

主任。やることは多い。 
 この学校で，２年間教務主任を勤めるのは前例

がないという。常に３年目の仕事だったのだ。お

かげで，教務主任マニュアルも作れた。２年先の

教務事務も準備した。全てが万全というわけでは

ないが，良い仕事ができた年だった。 
 
 ３年間，日本の教育情報。世界の情勢。全世界

の日本人学校教諭たちと常に情報交換しながら

『学校教育』に対して，敏感に過ごした。３年間

の精一杯がそこにある。 
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