
朝鮮大学校訪問感想文集 

 

訪問日： 2015年 11月 18日(水)  

参加者：多文化共修科目 B受講者、多文化共修科目 D受講者、授業外参加者 

スケジュール： 

13：00 朝鮮大学校正門集合 

        在日朝鮮人の歴史講義（許哲先生） 

14：30 朝鮮自然博物館・歴史博物館見学 

15：00 4班に分れて交流会 

16：30 学内部活動見学、武蔵野美術大学と共同の橋見学 

17：00 博物館前で記念撮影・解散 

 

在日コリアンについての感想 

最近、朝鮮大学訪問を参加して、在日朝鮮人その日本社会に特別に存在するグループの

歴史や状況などが勉強になりました。在日朝鮮人は一体どんな生活を体験するか、また母

国に対するどんな思いか少し理解できます。 

在日朝鮮人は在日外国人の一部として違う特徴があります。日本による朝鮮への植民地

支配の結果です。第二世界大戦争、日本国内の男性は戦争を参加しましたから、国内の労

働力不足を補うため、強制連行され重労働を強いられる人々がそのグループに高い割合を

占めました。日本の敗戦と朝鮮半島の独立とともに多くが帰国しました。しかし、故郷で

の生活基盤を失ったことや政情不安により帰国できない人も多くなりました。近年、その

他の原因なので留学とか在日している人もいます。つまり、朝鮮人とは国籍によらないて、

民族の総称でコリアンも呼ばれています。朝鮮半島にルーツを持つ人々とその子孫です。 

朝鮮学校というのは在日朝鮮人学校や朝鮮民族学校など法的認可の各種学校です。朝鮮

学校では、授業が朝鮮語でおこなわれ、朝鮮の歴史、地理の授業があるほかは、日本の学

校とほぼ同じです。 

あの日、交流した朝鮮大学学生から聞いて、朝鮮大学の制度は日本の普通の大学制度と

多くのところが違います。食事の時間は決められて、その時間だけ特定のメニューで学生

達は一緒にたべました。毎日起きる時間も消灯時間も規定されています。それは中国の高

校と同じですが、厳しい制度とおもいます。しかし、彼たちは自分の楽しみがあると思っ

て、時々のラーメンパテイーが行われて、うれしかたといいました。実は、幸せはその小

さい事の中で見つかりました。 



現在の朝鮮大学の学生は全て在日朝鮮人三世になります。朝鮮半島の文化や言語を学ぶ

機会がかぎられ、韓国語や朝鮮語を話せる人がだんだんすぐなくなりなした。彼らの場合、

出生時から日本語が母語として毎日学んで、圧倒的な日本文化に囲まれ。生活実態も限り

なく日本文化に同化しています。また、顔も日本人と似ていますから、まるて日本人です。

交流した朝鮮大学の学生は子ともの時自分が日本人と思っていましたが、日本人の学生が

君が朝鮮人と言われていますから、家を帰ったら両親を聞いて、自分が朝鮮人というのは

知ってきました。また、就職するとき、同じな会社と同じ名も仕込み書で、日本の名前を

使って採用されて、朝鮮の名前を使ったらことわれました。現在、日本社会は彼らの固有

の生活習慣や行動様式を認めない場合もあります。彼らは朝鮮大学を守ると言って、私本

当に感動されました。 

在日コリアンが三世にわたって同化の重圧を受けて、自分の文化を認めるのは素晴らし

いと思っています。それに、文化的の背景の異なるものを平等に扱うことが願います。 

 

 

（許哲先生講義） 

 

朝鮮大学校訪問の感想文  

 在日朝鮮人のことは正直にいうと今まであまり関心がなかったですが、日本に来た理由

や帰国しない理由が分かったら、在日朝鮮人の存在に興味を持つようになりました。今の



在日朝鮮人というのはどういう人物だろう、日本での生活は困っていないか、日本語能力

はどうなっているだろう、などの疑問を持っていました。今回の朝鮮大学校で見学するこ

とができて、在日朝鮮人の学生と交流することもできました。そこで色々な質問を聞いて、

面白いことがたくさん聞きました。  

 在日朝鮮人の学生たちは日本生まれ日本そだちなので、日本語が母語話者のように上手

に話すことができます。家庭では朝鮮語を使っているから、日本語能力を気になったので

すが、みんなは日本人のように話していました。小さいときに日本語に困ったことがある

かと聞いたところ、特に困ったこともなく問題がなかったと答えてくれました。  

 さらに、将来のことも聞くことができました。みんなは自分の先祖の文化が好きだと言

っていたのですが、これからは日本で生活していくと言っていました。近頃、国際結婚を

した在日朝鮮人が増えてきているため、在日朝鮮人の人口が減ってきていると聞きました。

そこで、ある男性の学生が在日朝鮮の人口を増やすために在日朝鮮人の女性と結婚するつ

もりだと言っていました。その発言を聞いたら、在日朝鮮人は今まで外国人扱いなのに、

差別のことも体験したのに、日本国籍も選べるのに、努力して自分のルーツを捨てないで

大切にしていることが分かりました。最近の若者がそういう考え方を持っているのが素晴

らしいと思います。  

 その学生たちの話を聞いたら、自分のことを振り返ってみました。実は私の先祖は中国

の福建省からタイに来ました。けれども、私のお父さんやお母さんはタイ人として育てら

れたため、中国の行事や言葉が全く分かりません。そのため自分には自分のルーツのこと

が全く分からなく、残念なことだと思います。だから、在日朝鮮人の学生たちに感心しま

す。  

 今回の朝鮮大学校訪問はとても興味深かったです。友達も増えましたし、視野も広がり

ました。見学することができて良かったと思います。  

 

              朝鮮大学校を訪問して  

 今回朝鮮大学校を訪問して、自分がいかにマス・メディアに扇動されてしまい、朝鮮民

主主義人民共和国（北朝鮮）を無意識のうちに差別していたか、またその浅はかさを思い

知った。核実験問題や金正恩総書記の軍事パレード、郊外の食料不足問題など、北朝鮮に

ついて我々が普段耳にするニュースはすべて北朝鮮の悪い側面ばかりである。父はこのよ

うなニュースを信じ切っており、北朝鮮に関するニュースが流れると「北朝鮮はダメだ。」

と毎回つぶやく。なぜ嫌いか尋ねると父は決まって「ニュースが言っている通りだから。」

と自分の見解がないにもかかわらず毛嫌いしている。たしかにこれらのニュースをすべて

鵜呑みにすれば、北朝鮮を非難するのも当然だろう。しかし、情報の信頼度が低いマスコ

ミの情報を頭ごなしに信じることは危険である。先日の朝鮮大学校訪問を通じて、個々人

が信憑性の高い正確な情報を集めてそれをしっかりと吟味する必要があると痛感した。  

朝鮮大学校 4年生のキムさんにうかがった話だが「都市部では食料が豊かである一方、郊

外では食料が不足しており人民は飢えている。」という情報は全くのデマであるそうだ。



近年の正恩氏の食料政策によって、都市部のみならず郊外の人民までしっかりと食料が行

き届いているらしい。また、同大学 2年生のサンシさんは「大韓民国は一切我々に奨学金

を出してくれない。支援してくれるのは北朝鮮の方である。」とおっしゃった。朝鮮に対

して、日本の世論はどちらかというと北朝鮮より韓国の方を支持しているが、実際に当事

者に朝鮮についてうかがったところ、どうも情勢は逆であるように思われる。マスコミに

踊らされて理由もなく北朝鮮を毛嫌いしていた私は、座談会の間中一言も彼らの意見や見

解に対して反論することができなかった。このとき感情的になって論理的に北朝鮮につい

て考えていなかった自分がどうしようもなく恥ずかしかったことを覚えている。むしろ１

つ１つの政策や行動に論理的な理由を持って行動しているのは北朝鮮の方ではないかと

も考えた。1,968年に調印された核不拡散条約で禁止されているから核ミサイルの開発や

実験は絶対にやってはいけないことだとは思うが「アメリカやロシアなど、先進国は核兵

器をたくさん保持していて我々のような発展途上国を核の圧力で威嚇している。そんな彼

らが我々の核兵器開発を阻止する権利はないのではないか。」という意見も確かに一理あ

る。核兵器問題には、自国の都合のよいように自国の世論や発展途上国を支配しようとす

る先進国の典型的な考えがよく表象されている。また、このような動きの中で生まれたの

が日本での見事に仕上げられた北朝鮮に関する一連のニュースなのではないだろうか。い

ずれにせよ、発展途上国を下に見る姿勢を改め、しっかりと話し合いをして互いの見解を

伝え合うことが必要であると実感した。  

 

朝鮮大学訪問  

      ――感想文  

雨の中を自転車で朝鮮大学に行った。雨が降って、なんとなく日本風じゃなく、古い建物

がぼんやり見えた。簡単なあいさつをした後、朝鮮大学の学生は私たちに連れて、建物の

中に入った。そして、許先生は在日朝鮮人の歴史と朝鮮大学校について詳しく説明してく

れた。  

今の在日朝鮮人は約５７万人で、日本による朝鮮への植民地支配の結果である。在日朝鮮

人たちは日本でどうのような生活を送っているのか、日本人との差別はいったいあるかど

うか、たくさんの疑問を持って、朝鮮大学校の学生たちと相談しました。話によると、在

日朝鮮人たちが在留しなければならない状況の中ですが、民族文化を勉強する活動、例え

ば「朝鮮語」、民族祝日などの活動が起こされます。ですから、みんな朝鮮語も日本語も

話せます。そして在日韓国人の中で、韓国のパスポートを持っている人がいますから、国

籍も大韓民の国籍です。北朝鮮国籍を持っている在日朝鮮人は北朝鮮のパスポートを持つ

ことができます。そこに記されている国籍は当然「朝鮮民主主義人民共和国籍」です。し

かしながら、日本政府は「未承認国家」であることを理由に、北朝鮮のパスポートを、正

規、有効な「旅券」と認めていません。したがって、北朝鮮国籍の有無に関わらず、「再

入国許可証」が必要となって、これがパス 

ポートのかわりとなります。そこに記されるのは、大韓民国籍でも朝鮮民主主義人民共和

国籍でもなく「朝鮮籍」です。そして、朝鮮大学校の学生の話しによると、多くの北朝鮮



籍在日朝鮮人たちはパスポートがありません。ですから、海外旅行、留学なんでほとんど

不可能です。  

差別問題はもう一つ注目された問題です。一般的には、在日朝鮮人たちはふたつの名前が

あります（本名と日本の名前）。アルバイトの申し込みを提出するとき、もし朝鮮語の名

前で書けば、断られる場合が多いです。仕方なく就職のときみんなほとんど自分の本名を

隠して、日本人のブリをしています。  

今回のおかげで、いろいろ勉強になりました。今後はもっと理性の態度で歴史の問題を分

析することができると思います。  

 

朝鮮大学校を訪問して  

 私は在日朝鮮人問題についてテレビニュースやインターネットで浅くしか知っていなか

った。また、その内容は偏ったものである気がしていたため、実態をちゃんと理解するこ

とが難しい問題だろうと思っていた。今回、このような機会があり、在日朝鮮人問題につ

いて理解するのによいと思い、参加を決めた。朝鮮大学校を訪問してわかったこと、感じ

たことがいくつかある。  

 まずわかったことは、「在日朝鮮人」の定義である。いろいろなお話を聞いて、私の中

では『朝鮮人とは北朝鮮の人でも韓国の人でもなく、朝鮮半島にルーツがある日本在住の

人々』という定義ができた。朝鮮と聞くと北朝鮮をイメージしやすく、実際私も漠然とそ

んなイメージを持っていたように思う。しかし実際は、北と南に分裂する前の朝鮮半島に

住み、戦争の影響を受けて日本に来た人々であった。そう考えたら「朝鮮人」という表現

は確かにあっていると思った。  

 次にわかったことは、彼らのアイデンティティについてである。「自分を朝鮮人だと思

っているか、日本人だと思っているか」という質問が出たとき、私のグループにいた全員

が「朝鮮人だ」と答えた。その理由として、「今まで自分がどういう人間かを理解してき

た中で、やはり自分は朝鮮人だ、とわかったから」と言っていた。「自分たちの先祖は朝

鮮半島の人であるし、日本人とは思えない、日本に住んでいても外国人として生きる。」

とも言っていた。この学生たちの多くは朝鮮籍だったが一人だけ韓国籍の学生がいた。韓

国籍を取得した理由として、朝鮮籍にこだわっていても何も始まらないから、ということ

であった。朝鮮籍でいることの問題も聞いたが、確かに韓国籍をとったほうが現代の社会

を自分がやりたいように生きていくにはよい方法なのかもしれないと思った。  

 次に感じたこととして、在日朝鮮人の学生たちは私たちと何も変わらない、ということ

がある。これは当たり前のことなのであるが、やはり今まで抱いてきた漠然としたイメー

ジでは彼らは特殊で意見が合わないように感じていた。しかし実際に話してみたら、そん

なことは全くなかった。彼らは自分たちがどういう立場なのか、ほかからどういう風に考

えられているかよく理解しており、正反対の意見をこちらが出しても「そういう考え方が

あるんだ」と言っていたことに少し驚いた。  



 次に朝鮮大学校の学生たちと話したりして思った問題点であるが、まずはパスポートで

ある。アメリカやフランスなどいくつかの国にはいくことができず、また北朝鮮にも 

簡単にはいけないという。中国を経由していけるそうだが、多額のお金がかかると聞いた。

私たち日本人はパスポートがあれば好きなところに行くことができるのに、朝鮮籍である

ために日本に住んで同じような生活をしている彼らがこのように制限を受けるのはおか

しいと思った。現在はテレビやインターネットから海外の情報もたくさん手に入れること

ができ、そこから興味関心がわくことも多い。それは妨げてはいけないことだ。次に感じ

た問題は受験、就職の問題である。受験については、朝鮮大学校が各種学校として扱われ、

日本の一般の大学に進学することができないことが問題だと思う。また、就職においては、

朝鮮の名前と日本の名前で採用と不採用が決まってしまうと聞いた。  

 ここで、問題の根底には日本人の在日朝鮮人に対する理解不足もあると思った。私がこ

の訪問まではこの問題についてはちゃんとした理解を持ってなかったように多くの日本

人は理解に乏しいのだと思う。ただ何となく在日朝鮮人だからという理由で差別をしてし

まうのではないのだろうか。この意識を変え、理解を広めるのは難しいかもしれない。し

かし学校教育の段階から徐々に正しい知識を教えていけば理解できている人が増えてい

くのではないか。  

 
 

朝鮮大学校への訪問感想 

 先週、朝鮮大学校へ訪問した。在日コリアンという方々に会った。彼らの生活とか生き

方などの話を少しだけ聞いて、ちょっと驚いた。以前、中国で日本の歴史とか社会とか勉

強したとき、よく北海道のアイヌ人と沖縄の琉球人のこと聞いたが、あまり在日朝鮮人の

ことを聞かなかった。 

 在日朝鮮人の存在は一応歴史の問題であり、今まで社会的な課題は依然多い。朝鮮大学

校の学生といろいろ話し合って、生活の中で困らせることが多い。まず、国籍の問題であ

る。韓国の国籍を取ったら、問題があまりないが、もし韓国の国籍と日本の国籍と両方も

取れなかったら、海外へ行くときは大変困る。 

次は就職のことである。ある程度で、就職するときは差別が存在する。在日朝鮮人は日本

人のように日本語もペラペラしゃべれるし、日本の生活になれているし、なぜ差別が出る

かとよく分からない。みんな一緒に日本に暮らしているのに、まるで別の世界であるよう

な感じがする。 

 朝鮮大学校の学生も自分の民族の文学とか、伝統的な舞踊とか、楽器も学んでいる。こ

の方法で、自分が朝鮮人だということを忘れないように日本で生きていく。実は多くの学

生はこれからどう日本で生きていくのかということを考えている。 



 祖国で生活する体験もなし、祖国の人に付き合うこともなし、そういう在日朝鮮人の二

世、また三世は祖国を離れて、別の国で暮らしているということにあんまり実感がないと

思う。彼らは生まれて日本で育って、自分はほかの日本人とはどこが違っているのか迷っ

ているかもしれない。 

 私自身はヒトにとっては、帰属感が非常に大切なものだと思っている。が、日本で生き

ていく朝鮮人の帰属はちょっと複雑である。その中に、多くの人はきっと自分が朝鮮人だ

ということを認めたくないと私が思う。 

 

 

 

朝鮮大学校にいって  

今回朝鮮大学校を訪問において、本音の講義をしていただき本当にありがたかった。良い

ところも悪いところも言っていただいたことで、異文化間で歩みよることは可能であるの

だと再確認した。  

特に今回のお話で印象に残っていることが２つある。  

まず最初は、朝鮮人という言い方はアメリカ人と言うのと同じくらいニュートラルな言葉

だ、と仰っていたことだ。  

自分は正直なところ韓国及び北朝鮮についての知識が乏しく、朝鮮という言葉が指す意味

が詳しくわかっていなかった。そのため軽々しく朝鮮と言うことは良いことなのか判断も

出来ていなかった。だが朝鮮人という言葉はあくまでも韓国または北朝鮮の別なく朝鮮民



族を指しており、また蔑称などでもないということをはっきり教えていただけた。朝鮮民

族としての強いアイデンティティが国の境を超えて存在しているということを感じた。  

朝鮮学校が元々は語学学校のようなものから発展したものだということもあり、朝鮮人の

方達の本当に力強い努力があり今の朝鮮学校があると思う。  

次に印象に残ったのは、日本の政策の不平等さだ。朝鮮学校が授業料無償化の対象から外

されたことは本当におかしいことだと思う。だが朝鮮高校がラグビーの東京代表になった

ことはとてもすごいことであり、ここにも力強さを感じてならない。  

自分は今回の訪問を途中から抜けてしまったため学生との交流は少ししか出来なかった

のだが、もっと時間があれば友達になることができた。  

多文化共生コースとして私はこれからも学習を続けていきたい。  

 

 

（武蔵野美術大にかけられた橋を渡る） 

 

朝鮮大学校訪問感想文  

  １１月１８日に、先生のご指導のもとで、朝鮮大学校を訪問した。キャンパスに入った

とたんに、和式建物と異なった朝鮮風の教学堂が目に入った。朝鮮民族の制服を着ていた



学生もたくさんいる。学校中、朝鮮民族の雰囲気が溢れていた。この学校に勉強している

人は大体「在日朝鮮人」と呼ばれる。彼らをはじめ、「在日朝鮮人」は、留学する外国人

として日本に滞在し、多文化背景を持っている私達と同じように、日本民族のグループに

除外される特別の存在だと言われている。  

私たちは朝鮮大学の学生さんと一緒に「在日朝鮮人」をめぐって、いろいろ交流した。朝

鮮大学に通った学生において、ほんの一部分だけ日本や韓国の国籍を持ている。それに対

して、多くの学生さんは無国籍の人間だ。交流によって、この学校の多くの人は、自分が

日本に暮らしている朝鮮籍の在日朝鮮人というアイデンティティを持っているというこ

とが分かった。その「在日朝鮮人」の認識で彼らは、生活にしても、就職にしても、周り

に差別される。「在日朝鮮人」は国籍・進学・就職・結婚の多方面で悩みを持ち、差別さ

れる場合も多いそうだ。たとえば、彼らは普通、二つの名前、すなわち日本語の名前と朝

鮮語の名前がある。朝鮮語の名前で仕事を申し込んだりするときに、断われる場合が少な

からずある。もう一つの例として、多くの学生は日本大学の入学試験を受ける権利がなく

て、結局に民族大学を選んでしまう。進学や教育の権利が生まれから、歴史的な原因で奪

われるのは、なんと悲しいことか。以上の述べたように、民族アイデンティティと差別は

悪循環になってしまう。しかし、無国籍で、どちらの国にも入れないからこそ、その強い

民族アイデンティティを持ってしまうのではないか。国籍また生活現状が変われば、その

民族認識も変わるだろう。  

国籍の問題について、どう解決すればいいのかと言ったら、おそらく政府にしか頼らない

だろう。しかしながら、同じこの地球に生きている人間として、在日朝鮮人の悩みを解決

するために、相互理解を深めなければならないと思う。まず、日本のメディアの力を利用

する。いま「在日朝鮮人」に無知する人がたくさんいるという点から考えると、強い影響

力を持っているメディアの宣伝や報道によって、多くの人に「在日朝鮮人」の存在や悩み

を伝えることが必要だと思われる。それは相互理解の前提ではないか。次に、現実的な原

因で、友好交流や相互訪問のチャンスが奪われ、少ないのは事実だ。相互理解するために、

民間交流や学校と学校の間の交流や相互訪問も役に立つと思われる。少しずつ努力すれば、

知らずのうちに、大きな力になるかもしれない。最後に、自分の今までの認識を変えなけ

ればならないと思う。伝統的な意識では、一人の人間は一つの民族・国家・地域に属する

グループのメンバーとして社会活動を行っている。そのため、一つのグループはこのグル

ープに属していない人間に対して、とかく排斥したり差別したりしがちだ。それはよいか

悪いかというと、一概に言えないが、少しだけ従来の意識を変え、周りの人間を同じ地球

に生きている「地球人」とする思いやりを持つべきだと思う。  

 



 
（武蔵野美術大側から見た橋） 

 

 

 

 

朝鮮大学校訪問 

 

先日、朝鮮大学校を訪問させていただきました。その時の感想を述べるにあたって、最初

に伝えておきたいことがあります。それは、私が朝鮮に対して偏見を持っていたというこ

とです。私は朝鮮の情報をテレビのニュースでしか得たことがありませんでした。その内

容は偏ったものであるということを考慮して、朝鮮のことを見つめ直してみようともしま

せんでした。私の中で悪い印象しかなく、私の周りの人々も同じような考えでした。ここ

に来て、メディアの影響の大きさを改めて実感し、背筋が凍る思いがしました。メディア

の発信する情報が偏っているものだと理解しているとはいえ、意識してニュースを見たと

ころで不信な点に気づくのは難しいことだと思います。だからこそ、このように問題を抱

えている人々の声を聞くことができる機会は重要です。そして、より多くの人が彼らの存

在、彼らの抱える問題を認識する必要があると考えます。今回私たちは偶然彼らと関わる

ことができ、朝鮮に関する問題について考えることができました。しかしそこで終わって

しまっては意味がないと思います。この問題をより多くの人々と共有するべきだと考えま

す。問題を共有する人が増えると、その人々で構成されている社会全体の認識も変わって

いきます。少しずつかもしれませんが、そうやって朝鮮のイメージが改善されていけば、

彼らを取り巻く現状にも良い変化が見られるのではないでしょうか。 

次に、朝鮮大学校の様子について触れながら、意見を述べて行きたいと思います。敷地内

に入るとすぐに、朝鮮の政治家のトップを最大限に讃えるような看板が目にとまりました。



その時私は正直に言って、いい気持ちにはなりませんでした。国のトップを賛美するとい

うことが、軍事的、引いては戦争国家的なイメージを想起させるからです。それはきっと

私の中で、「天皇陛下万歳」の言葉から、太平洋戦争を思い起こしてしまうことが関係し

てるのだと思います。このようなことから、最初は若干の警戒心を持って参加していまし

た。しかしあのように警戒していたのは、朝鮮に対してマイナスの知識しか持ちえていな

かったが故の先入観が原因だったのだと、今は冷静に振り返ることができます。 

敷地内の建物のいくつかに、朝鮮大学校の卒業生が学生時代に建てたというものがありま

した。彼らは勉学と並行して建築作業に勤しんでいたと、在校生の方が教えてくれました。

建築の専門の先生にノウハウを教わりながら作業をしたとは言うものの、やはり素人が建

てたものであるため、目に見えるほど曲がっている箇所もありました。それでも何十年間

も使われ続けているのですから驚きです。案内してくれた朝鮮の学生の方が、誇らしそう

にこの話をしてくれたことが印象的でした。この場面からも、朝鮮大の学生の方と話して

ても感じたのは、彼らの強い民族意識です。彼らは祖先や先輩のことを慕い、子どもたち

が生きていく将来を按じています。そして同胞同士で固く結束して、自らを取り巻く問題

と向き合っています。結束力の固さから、在日朝鮮人の存続に対する危機感を感じている

ことがひしひしと伝わってきました。その主な原因となっているのが、日本政府からの無

言の圧力です。日本政府はきっと日本の将来のことを考えて行動してくれているでしょう

から、在日朝鮮人に対する政策にもなんらかの意図があってのことだと思います。しかし、

マイノリティーを犠牲にして成り立つ社会に明るい未来はあるのでしょうか。排除は新た

なる排除を生むだけです。それはいつか社会全体の崩壊を招きます。かつてのナチスドイ

ツがそうであったように。歴史に学び、立ち止まって足元を見てみて欲しいと願って止み

ません。そして、私たち 1人ひとりもまた学び続けていかなければならないと身の引き締

まる思いがしました。 

 

 

朝鮮大学訪問  

 今回の朝鮮大学訪問で感じたことは大きく 2つあった。朝鮮大学に通っている学生たち

の故郷に対する思いの強さ、そしてわたしを含めいかに日本社会が在日朝鮮韓国人問題に

対し無知、無関心であるかだ。  

 大学の敷地に入りまず目に飛び込んできたのは朝鮮語で書かれた横断幕、他にも構内の

注意書きや展示物の説明、飛び交う言語もほぼ朝鮮語であったため、ここが日本であると

忘れてしまうほどに校内には外とは違う空気が流れているように感じた。しかし生徒たち

はとても気さくで、丁寧な校内の説明だけではなく趣味の話など生き生きと話してくれた。

彼らは私たちと同じ 10,20代のごく普通の若者であった。１つ違うのは彼らの、故郷やそ

の歴史、その国民であるという意識の強さである。ある朝鮮大学生は、在留朝鮮韓国人と

して、この問題を風化させてはならないという'生き証人'としての自負を語っていた。彼

は日本あるいは韓国の国籍は取得せず、「朝鮮人」として生きていくために多くの犠牲を

払っているように見えた。例えば大学卒業認定のなされない各種学校、朝鮮大学に進学し

たこと、またパスポートを持てないために自由な海外渡航が認められないこと、訪れるこ

との許されない国が多く存在することなどがある。他の学生たちも様々な困難を抱えなが

ら自分たちのアイデンティティを守っていきたいと話していた。このような彼らの負担を



少しでも減らすためには、他の多くの国がすでに採用している二重国籍の許可などより柔

軟な対応が日本には必要であると強く感じた。  

そしてこの在留朝鮮韓国人問題への歩みを抑制している原因の１つに、私たち日本人の無

知、無関心が大きく関わっていることを痛感させられた。わたし自身、今回の朝鮮大学訪

問までの彼らに関する知識は、ニュースで見た高校無償化の問題や彼らに対するヘイトス

ピーチが存在しているというぼんやりしたものであった。この理解の浅さは私だけでなく

多くの日本人に共通しているものではないかと思う。日本と朝鮮の歴史は義務教育の現場

で何度か扱われてはいるが、それは、"1910年 8月 22日..日本による(       )がおこな

われた"というような穴埋め問題に過ぎないのではないか。またメディアが積極的に彼ら

の歴史的背景や問題解決への提案などについて触れることは少ない。朝鮮大学の学生たち

は、もっと多くの日本人が自分たちの大学を訪れ、交流をはかることを願っていた。日本

という「多民族国家」に生きる上で、他者の存在を無視することはできない。日本国民一

人一人が、異なる人々に関心を持ち問題意識を持つ努力が必要である。  

 

 

 


