
朝鮮大学校訪問感想文集 

 

日時：2016年 5月 18日（水）13:00朝鮮大学校正門前集合 

場所：東京都小平市小川町 1-700（国分寺駅北口から西武バスで 15~20分） 

スケジュール： 

13時 朝鮮大学校正門前集合。 

13時～14時半 民族教育等のお話。学内見学（博物館など） 

14時半～16時 朝鮮大学生との交流。売店の見学など。 

16時半頃 現地解散。 

 

「多文化共修科目 A」朝鮮大学校訪問を終えて     

  

私は、朝鮮大学校訪問を終えて、朝鮮大学校の生徒さんは在日朝鮮人ではありますが、私た

ちと変わらず普通の学生さんなのだなと思いました。私たちと同じく、大学の授業を受けて、

サークルに入って、生活を送っている普通の学生さんでした。偏見かもしれませんが、朝鮮

人というと少し身構えてしまっていました。しかし、何ら壁を感じることはありませんでし

た。朝鮮大学校訪問前私は、在日朝鮮人とは、自身や祖先が北朝鮮出身で、現在日本に住ん

でいる人のことだと思っていました。そのため、日本語は日本に来てから学んだのだと思っ

ていました。しかし、学生の方と話して、生まれも育ちも日本で、国籍は韓国であり、しか

し、祖国は北朝鮮であると聞き、少し困惑しました。また、朝鮮大学校の生徒さんは自分の

アイデンティティを確立していて、堂々としているなと思いました。それは、「日本で生活

しているが、自身を朝鮮人だと思うか、日本人だと思うか」という質問を投げかけた時に感

じました。高校無償化の件など、日本にいると朝鮮人ということに対して偏見を持たれるこ

とがあります。しかし、朝鮮人ということに誇りを持っていると言っていました。日本名を

持たず、名前だけで朝鮮人ということが分かりますが、朝鮮人として堂々と生きていきたい

と言っていました。また、日本人は政治に関心を示さない人が多いです。しかし、朝鮮大学

校の生徒さんは、日本の政治や日本での出来事にも関心を示していました。例えば、北朝鮮

のミサイルの問題など、日本で起きたことでも自分たちに関係するかもしれないという思

いを抱えているそうです。また、一番初めの朝鮮大学校の教師の方の話の中で、アルバイト

の面接に行った時、朝鮮の名前ではなく、日本名をその場で作れと言われた、という話があ

りました。この話がとても心に残っています。私は、現在の日本では、外国人に対する珍し

さは感じるかもしれませんが、外国人というだけで就職などの時に差別の目を向けられる

ことは少なくなってきているのではと思っていました。しかしこの話を聞いて私は、名前は

それほど重要なのか、なぜ朝鮮の名前ではだめなのかと思いました。朝鮮大学校の教師の方

の言う通り、名前はその人の看板でしかないとも思いました。しかし、こういう出来事があ



ることにより、朝鮮人の方がますます日本で生きづらくなると思いました。 

海外へ行ったことがなく、海外の方と交流したこともあまりない私でしたが、今回の朝鮮大

学校訪問を終え、とてもいい経験をさせて頂きました。在日朝鮮人についてだけでなく、中

国や韓国の文化についても学ぶことができました。貴重な経験をさせて頂きありがとうご

ざいました。 

 

  



朝鮮大学校見学の感想 

 

朝鮮大学校の学生は、しっかりと自分のアイデンティティを持っていて、自文化（朝鮮文化）

に誇りを持ち、積極的に自文化を学ぼうという姿勢が見られた。 

また、現在の世界の社会情勢や社会問題について多くの知識をもっているだけでなく、それ

について自ら考えしっかりと自分の考えを持っていてすごいなあと感じた。 

日本で生まれ育ってきたが自分には朝鮮文化もあり、周りから差別されたり自分の本名（朝

鮮名）を名乗れないなど多くの苦悩を語ってくれた。 

さらに将来どうするかについては、朝鮮に帰りたい気持ちもあるが、日本で生活基盤ができ

ているし、自分も日本で生まれ育ってきたから、今後も死ぬまで日本に居続けると言ってい

た。結婚も在日朝鮮人の人として、子供も朝鮮学校に通わせたいと言っていた。 

また大学運営についても、日本政府は全国の高校すべてを授業料無償化にしているのに

対し、朝鮮高校のみ無償化にしておらず、資金援助も北朝鮮からしか受けていないため厳し

い状況にあることを知った。生徒の話では、高校も以前は７クラスあったのに、現在は２ク

ラスしかないと聞いた。朝鮮学校に通いたい子供も全国に多くいるはずなのに金銭的な面

で通うことをあきらめてしまうのはあってはならないことだと感じた。 

公立高校を通う道もあるのにどうして朝鮮学校を選んだかという質問に対し、自分たち

が朝鮮文化や過去にあった植民地問題の歴史を学んで受け継ぎ、後世に伝えていかないと、

その悲しく、あってはならない歴史が人々から忘れ去られてしまうからだと言っていた。 

同じ年代くらいなのに自分よりはるかにしっかりと物事に対する考えを持っていて自国の

ために頑張ろうとする姿勢に心を打たれた。私も現在の社会情勢にしっかりと目を向け、自

分自身の考えを持ち、国際社会にほんの少しでも貢献できる存在になりたいと強く感じた。 

これからの国際社会で、すべての民族が差別や偏見を受けることなく幸せに暮らしていけ

るように、シビアな国同士の問題も解決しようとする姿勢が大事だと感じた。 

 

朝鮮大学校訪問感想 

   

 多文化授業で在日コリアン問題について考えた。そして、今在日コリアンはどうやって生

活しているのか、自分の民族についてどう思うのかなど様々な問題を持ってきた。今回朝鮮

大学校へ訪問する機会をもらい、在日コリアン問題を一層深く理解してきた。 

 朝鮮大学にはいって民族的なユニホームを着いていた女の学生たちが見え、すぐに朝鮮

大学校へ来る気がする。皆日本語を日常用語としてペラペラと喋っていた。この学校の学生

は韓国、朝鮮そして日本の国籍を持っている。日本語で交流し、専門の授業を受けているが、

朝鮮語や朝鮮歴史などもの授業も受けている。それは、自分の民族をもっと詳しく認識し、

自分のルートを忘れず、民族感を深く感じるため開催された極めて重要な授業である。ここ

の学生は自分の身分を隠し、日本の社会に一層簡単に入るより自分のルートを直面し、強く



民族感を心に焼き付き、自分の未来も在日朝鮮人の問題も真面目に考えている。 

 ほどんどの学生は祖先から日本で生活し、もう日本に慣れているが、日本の社会に入るこ

とにはまだ様々な問題が残っている。例を引くと、朝鮮人としても、日本の名前を持たない

と就職は難しいということを聞いた。たとえ同じ日本の国籍を持っても平等な権利はもら

えなく、完全に日本社会の一員として認められない。今はｋポップのため、韓国の文化も日

本で流れ、多くの日本人に認められるが、在日コリアンを理解せず、直接韓国本土に飛び越

えるので、在日コリアンの人権などの問題はまだ重視されていない。だから、学生達は努力

して自分の道考え、自分の価値観を背かず日本に生存する方法を探している。 

 在日コリアン問題を解決するため、日本人と在日朝鮮人をコミュニケーションする時、少

しでもずれを消したほうがいいだろう。日本人は在日朝鮮人を日本での一員として認識し

て完全に認めて同一視し、在日朝鮮人はもっと積極的に日本の社会で自分に合う生活方法

を探していくほうはいいだろう。そして、政府はますます在日コリアンを重視し、様々な面

から問題を解決するべきだと思う。例えば、教育的な面では、多文化教育を一層重視し、多

くの学生をこの問題を認識し、理解し、在日コリアンを完全に受け入れるようにするべきだ

と思う。在日コリアンも自分のアイデンティティがあるが、それは周囲の承認があって安定

するものだ。だから、認める人が一層多くなるに連れて、日本での帰属感も多くなり、問題

も少しずつ解決できるだろう。中国では朝鮮族を中国民族で重要な一部分として認めてい

るから、朝鮮族は朝鮮民族としても中国人としての認識が強く、帰属感も強く、在日コリア

ンみたいな問題は全然ない。このように、日本でも様々な契機や政策をつくり、お互いに積

極的に受容すると、現状は少しでも楽になるだろう。 

 

朝鮮大学校訪問 (2016/05/18)  

最初の印象  

他の大学とあまり変わらないと感じましたが、 校舎にハングル文字で色々書いてあった

ので「何が書いてあるのだろう」と思いました。朝鮮大学校の先生の話を聞いた時、朝鮮

語のアクセントなしで学校や在日コリアンについて日本語で様々のことを説明してくれた

ので、国籍とは単なる書類上のものに過ぎない と考えました。  

朝鮮大学校の博物館について  

朝鮮半島の歴史について色々学ぶことができたが、特に北朝鮮あるいは高句麗の二つの世

界遺産のレプリカの展示もあり、その（世界遺産の）話を聞くことが一番興味深かったで

す。政治的に複雑な状況のため、このような世界遺産を今後また見られるチャンスはない

と思います。高句麗の歴史や文化は今まで想像できなかったので、展示にあった四つの絵



画が非常に印象的でした。それに日本と朝鮮の古い文化の似ている点や違いについて話し

てくれて、ありがたかったです。  

ドイツで「日本学」という専門分野を 2年間ぐらい勉強し、中国の影響について既に色々

学びましたが、高句麗や朝鮮の文化がどのように日本の文化に影響を与えたのかはあまり

わからなくて、いつか朝鮮や高句麗の影響がまだ残っている九州の古い建物を見物したい

と思いました。  

朝鮮大学生と交流の印象  

私は「朝鮮」という言葉は「朝鮮半島」のことだと思いまして、今二つの国に分かれてい

る朝鮮半島に対して日本に生まれ育った朝鮮人のアイデンティティーからみて、韓国・北

朝鮮・一つの朝鮮に関してはどう考えているのかと聞いたところ、非常にオープンな姿勢

で自分について話してくれたので驚きました。  

私のグループの朝鮮大学生の親戚あるいは先祖は全員韓国から来ているのですが、北朝鮮

は財政的に朝鮮大学校のような施設を支援するので、どちらかというと先週に出会った在

日コリアンのアイデンティティーは北朝鮮の方に属しています。そのときは先入観抜きで

話を続けましたが、訪問後の朝鮮大学校についての感想と反省をまとめるとき、私のグル

ープの韓国人は前述した答えに対してどう思っているのかと考えてしまいました。具体的

に言えば、北朝鮮の極端な政治制度についてドイツのメディアでよくニュースが流れてい

るので、ヨーロッパの民主的な考え方ではなかなか認められないことがたくさんあるとい

う印象が受けました。そのため、軽率な結論を下さないためにも、北朝鮮のアイデンティ

ティーを持つ朝鮮人は北朝鮮の独裁に対しても賛成しているのか、と直接質問すればよか

ったと思いました。  

もう一つ気になった点は「北朝鮮と韓国は一つの国になってほしい」という彼らの希望で

した。このような意見を発言できる人は朝鮮半島には滅多にいないと思います。つまり、

戦争後現代の在日コリアンの先祖が日本に来た時にはまだ韓国と北朝鮮に分かれていなか

った状況であったため、やはり今日に日本に育った朝鮮人の立場とはまた違うと感じまし

た。  

このテーマについて話した時、朝鮮大学生は日本の学生と違って、東アジアの歴史や政治

にとても詳しいと気づきました。一人の朝鮮大学生は直接日本人に「他の学生と政治につ

いてよく話しますか」と聞き、この質問に含まれていた予想通り、聞かれた日本人は「い

いえ」と答えました。その後、私達は日本語の「政治離れ」という言葉についてたくさん

話しました。  



とても親切な在日コリアンの学生と興味深いテーマについてたくさん話せる機会を持つこ

とができたことはとてもありがたいです。逆に私と同じグループにいた留学生や学芸大生

は朝鮮大学生と比べたら、受身に思われました。  

留学の間に朝鮮大学校を訪問することができて、とてもいい経験だったと思いました。在

日コリエアンのようなマイノリティについては一般の日本人もあまり詳しくないので、直

接色々質問できてとてもいい勉強になりました。  

 

朝鮮大学交見学感想文 

 

 

 5月18日水曜日の朝鮮大学見学は私にとっては二度とはない貴重な経験でした。北朝鮮と

まだ戦争中な韓国なので、北朝鮮が少しでも関連されてる物に対しては敏感に反応しまい

ます。なので、もし朝鮮大学の皆様が北朝鮮と無関係だとしても韓国国籍を持つ個人が訪問

するのは韓国政府や社会からは怪しく見えるところが多くあります。実際朝鮮大学の先生

の中では北朝鮮から教育をもらってる先生もいる見たいし、60～80年代には朝鮮大学や在

日朝鮮人の中で北朝鮮のスパイとして伺われ逮捕された人もいるのでなおさらです。それ

を今回授業の一部として見学出来たのはすごく運が良かったと思います。 

 

 学交は外見では思ったより北朝鮮の影響が強い幹事でした。学校の建物の上には、赤いパ

ネルで白い字で’お互い力を合わせて革命を成功しましょう’的な事が書いており、見学し

た歴史博物館でも金日成の絵や金日成から書いてもらったと思われる文章がありました。

日常生活に使ってる単語も韓国のそれとは結構違って、例えばトイレの表記や売店で見た

彼らが使ってる教科書で使っている単語は、韓国人として何が言いたいのか理解は出来る

が、それを表現するためには絶対使わない単語を使っていました。なので、外見からしては、



見学をする間はずっと違和感しか感じない、気持ちが不安になりました。 

 

 だが、学校の学生たちと一緒に話し合った後は、その不安な気持ちはある程度無くなりま

した。日本の他の人達と違う道を選んでて、そしてその道が間接的だと言え北朝鮮も関わっ

てると思ったら’私に敵対間とかを持っているのでは’みたいなことを思い始めちゃって怖

かったのですが、実際話してみたところ、勿論個人の思想とか深い話はせず軽い話が大半だ

ったのもありますが、私とあまり変わらない学生でした。むしろ私よりある意味では人とし

て成熟していると思いました。一緒に話し合った学生たちはほぼ1年生だったのですが、普

通に政治の話をしたり、自分が何をやりたいのか、それとなぜこの学校に通ってるのかを知

ってるようでした。 

 

 今回の見学で一番強く感じたのは在日朝鮮人たちは確かに韓国人でも、北朝鮮人でも、日

本人でもない存在。生等の皆さんは日本で生まれながら、日本で住んでるけど、朝鮮語と歴

史などを学び、それを意識的に守ろうとしていました。実際朝鮮語より日本語を使う方が簡

単でも、わざわざ朝鮮語を使っていることを知ったときは結構驚きました。成人としてもそ

こまでして何かを守る為に努力するのは難しいものを、大学生になったばかりの学生が幼

い頃からずっとしていたのです。だが、彼らの思考は韓国や北朝鮮のあれとは全然違いまし

た。例えば朝鮮戦争に対しては戦争を恐れているより戦争自体が早く終わるのを願ってい

るように話していました。あと、ただナショナリズムが強い韓国や北朝鮮とは違って少数と

マイノリティーに対する意識も強そうでした。 

 

 今回の見学を通じて在日朝鮮人がどんな問題に直面しているのかを薄くでも感じれて良

いでした。それだけではなく、移住民2，3世がどのように生きて行くのかにも知りたくよう



になり、これから日本のマジョリティーとは確かに違う、在日朝鮮人の様なマイノリティー

に対して日本はどのような選択をこれからするのか、それと日本だけではなく、世界中でこ

の様なぶんかの違いから発生する問題を解決するにはどうするのが最善なのかを考えさせ

る良い経験でした。 

 

朝鮮大学校の見学感想 

 

日本に朝鮮人・韓国人がいるのはその前知っていましたが、中国の朝鮮族との状況が全然

違うことはこの授業を通して、分かりました。 

先週の水曜日、朝鮮大学校に見学することになりました。最初学校内の建物の上に書いた

「위대한김일성수령님,만세!」ということを見って、本当にびっくりして、怖かったです。

中国の朝鮮族も、韓国人も、北朝鮮に対する感情がちょっと複雑だからです。でも、学生た

ちと交流することにとって、初見のイメージが変わりました。 

交流は質疑応答の形式で行いました。「帰ることができったら、帰りますか」という質問

に対して、李さんの答えが深く印象に残っていました。李さんたちの祖父が日本に来たのは、

朝鮮が日本の植民地だった時代です。李さんたちに対して、「帰る」というのは、比較的に

言うと、九州から大阪に出嫁ぎに来る人に対して、家に帰ろうと大きく変わらないそうです。

日本でずっと生活していて、仕事も日本にあって、お知り合いもすべて日本にいる状態にど

こに帰るみたいな疑問があるそうです。また、今の朝鮮は韓国と北朝鮮と分けていますが、

自分の朝鮮籍と合わせる国がなくて、どこに行くのも無理だそうです。そして、遠い未来朝

鮮が統一することができたら自分の母国に帰るかもしれないと言いました。 

「国に帰らないの？」みたいな質問は在日朝鮮人・韓国人の間でよく聞かれるそうです。

これは、中国と全然違います。中国で、誰かが朝鮮族にこんな問題を聞くのは馬鹿らしいで

す。そして、自分は何人についての答えも全然違っています。中国の朝鮮族は、皆すべて自

分が中国人というのを認めて、自慢することですが、私の最初の思いと違って、多数の在日



朝鮮人・韓国人は自分が日本人ではないと思っているから、ちょっとびっくりしました。 

私も同じく朝鮮民族の一人ですから、在日朝鮮人・韓国人について知りたいと思って、「ど

うして日本の公立学校ではなく、朝鮮学校に通いますか」のような質問をしました。私の組

の朝鮮人学生さんたちは、皆同じく小さい頃は親が朝鮮人だったら、自分の民俗のことを知

る必要があると思われて、朝鮮幼稚園に通うことになりまして、大学校は自分の民族のこと

を守りたいと思って、朝鮮大学校に通ったと答えました。 

私も幼稚園から高校までずっと朝鮮族の学校を通いましたが、朝鮮のこと(歴史や文化な

ど)より中国のことにもっと興味を持っています。大学入学試験の要素もあるかもしれませ

んが、中国の歴史は詳しく知っているけど、朝鮮の歴史は概況だけです。つまり、民族のも

のを熱愛する感情はそんなに強くないです。朝鮮大学校の学生さんたちが自分の民族のも

のを守るため、努力するのを見て、感動して、私の民族心を深く植えました。先生が配った

資料に書いた通り、「やはり歴史というのは権力者の歴史ではなくて、本当に名もない小さ

な人々の歴史がもっと大切に語られるべきだ。」私たちのような歴史に名をない小さな人々

の努力を通して、民族のことが守られて、民族の歴史が伝われます。ですから、今からも民

族のもとについてもっと知りたくて、学びたいです。 

 

 

朝鮮大学校訪問感想 

 

先週の水曜日、異文化理解の授業を受ける学生は一緒に朝鮮大学校にけんがくにいきま

した。まず、学長は朝鮮大学校の背景と歴史を詳しく紹介してくれました、その前に、ちっ

と在日コリアンについて調べて知りましたが、理解しなかったことがあります。特に、在日

コリアンがどのような生活を送っているか疑問を持っていました。 

そして、朝鮮大学校の博物館を見学しました。朝鮮半島についていろんな知らなかったこ

とを初めて見て、驚いきました。一番印象が残ったのは朝鮮族の壁画の遺跡でした、華やか

で、人物が生き生きと描かれていました。夢中になってしまいました。古代軍艦の形も面白



いと思います。 

次は、朝鮮大学校の学生たちとの交流を行いました。女子学生の朝鮮風の制服は綺麗だと

思いました。彼らは見た目から朝鮮族の顔を持っていますけど、日本で生まれて、日本語で

喋って、日本の教育を受けました。ちょっと大きくなったら、親が朝鮮族という事実を伝え

てくれて、固く信じています。それに驚きました。中国で暮らしている外国人が同化された

場合が多いので、ほかの国もそうと思ったのに、それから日本の「同化ではなく、あるがま

まの自分でいいこと、違いを違いとして尊重すること」という文化政策が深く理解しました。

更に、朝鮮に行って、仕事をやりたいかという問題を聞きました。「周りに朝鮮人がいっぱ

いいる雰囲気で働きたいと思うんだけだ、日本で生まれた私たちは朝鮮に帰ると、国籍やア

イデンティティが認められるかどうかは分かります」と答えました。彼らは日本の学生にい

じめられた経験があるし、差別されたこともあるし、でも、朝鮮族として自慢して、習慣や

文化などを継いで行く様子を見えました。かなり感心しました。在日コリアンと日本人の間、

朝鮮と日本の間、歴史の葛藤がどのようにかどうかということ、彼らの姿を望んでいます。 

 

朝鮮人大学校訪問の感想 

             

  

まず、朝鮮人大学校に行ったときの最初の印象は学芸大学と雰囲気がほとんど変わらな

いなと感じた。しかし日本の大学には見られないハングル文字の使用が見られたので、「こ

こは朝鮮人大学校なんだな」と実感した。 

 学内には、大きな博物館があり数多くの物が展示されていた。日本の普通の大学では学

内に博物館はないだろう。異国の地で民族教育をするためには、自文化・民族について知る

ことでアイデンティティーを確立していかなければならない。学内に博物館を設けること

で、そのアイデンティティーの確立を手助けしているのではないかと考えた。 

 最後に朝鮮人大学校の学生と交流した。交流する前は、日本での生きづらさや自分たち

がどれだけ大変な状況の中で生きてきたのかなどの話をしてくれると思っていた。しかし、

朝鮮人大学校の学生たちは「どうしたら今の日本はよくなるのか」についてそれぞれが意見

をもち、交流の際の議題もほとんどがそのことについてだった。日本人である私たちよりも、

今の日本について深く考えていたということに非常に驚いたし、無意識のうちに自分が朝

鮮人と日本人を分けて考えてしまっていたと気づき恥ずかしく情けなく思った。 

今回の朝鮮人大学校訪問をきっかけに、私自身も日本についての理解はもちろんもっと

他文化・他民族についての、偏見がないちゃんとした理解ができるように努めていかなけれ

ばならないと、改めて実感することができた。 



 

 

先週の水曜日の 5月 18日に朝鮮学校を見学させていただきました。 

伺う前に、先生は、在日朝鮮民族について考えてくださいと言われて、私はその時、次のよ

うに思い考えました。 

朝鮮民族は様々な理由で、日本に来て、子供も産んで生活していました。その人達は朝鮮民

族ですが、日本にいて、ずっと何世代でも日本にいるから、日本人ではないかと思いました。

しかし、その人達は自分のアイデンティティはきちんとわかっているかなぁと不思議を持

っていました。 

だが、朝鮮学校に来て、説明して頂いた先生も朝鮮民族で、朝鮮学校の学生に聞くとたくさ

ん不思議が答えてくれました。 

まず、私は、現在の生活はどうですかと質問しました。答えは、驚かず、皆さんはいい生活

をしているらしいです。 

次の質問は、皆さんは一生日本にいますか？帰ろうと思う人はいませんかと聞いたら、在日

朝鮮民族の皆さんは全て帰りませんと答えました。 

驚きました。どうして帰ろうと思いませんか？朝鮮民族の皆さんは、今不自由ではない生活

しているし、朝鮮国より、日本は全然いい国で、帰りたくはないでしょう。それに、友達や

親戚などはほとんど日本にいるから、帰る意味がないと答えてました。そうなんですか。私

はこういうことは考えませんでした。 

でも、一番驚いたのは、朝鮮民族の皆さんはきちんと自分のアイデンティティをわかってい

ますか。あなたはどこの人ですかと聞かれる時、朝鮮民族ですとはっきりに答えてました。

私の心配は予想外でした。 

朝鮮学校は 1949年に出来ました。その後 1958年から、毎年援助金額がもらっています。ど

んどん、朝鮮学校が出来て来て、どんどん朝鮮学生が入ってきます。今は小学校、中学校、

高校、大学まで出来ました。だから、朝鮮民族の皆さんは安心で生活や勉強などはできるよ

うになりました。 

私は第 3見る方として、中立的に考えると、もちろん日本と朝鮮中よくしようと思っていま

す。しかし、それは人的の意見に限りません。もちろん、人間は差別などはされたくないも

のです。だから、他の人に差別しないように、誰でも平等に扱っています。 

しかしながら、日本と朝鮮は深く、特別な関係で、歴史的にも複雑な関係です。 

私は日本人も朝鮮民族でもなく、中立な考えから見ると、日本人はかわいそうな朝鮮民族に

対しては優しくした方がいい、また朝鮮民族は優しい日本人に対してはありがたい気持ち

を持った方がいい、こういうことは私にとってはとてもいい難いです。 

今日本と朝鮮は国交もないから、何言っても、それは国の問題です。そうとう難しいと思い

ます。 



ただし、まだ日本にいる内に、どんな国の人でも、どんな文化でも、どんな人類でも等しく

するのは当たり前だと分かっています。 

 


