各朝鮮学校に対する書面確認事項

①
北海道朝鮮初中高級学校

茨城朝鮮初中高級学校

東京朝鮮中高級学校

神奈川朝鮮中高級学校

愛知朝鮮中高級学校

１．朝鮮総聯との関係について
「教科書内容の変更には、北朝鮮本国の決裁が 事実ではない。ただし、教科書編纂委員会が日本と世 事実ではない。教科書編纂委員会が、日本と世界各国
事実ではない。
必要」との報道は事実か。
界各国の教科書を参考にして独自に編纂している。
の教科書を参考にして独自に編纂している。
ない。 国語（朝鮮語）、歴史、地理、社会などの民
朝鮮学校では、教育内容について朝鮮総聯の指 族科目に限っては、朝鮮の学者、専門家、有識者等の
ない。
導を受けることはあるか。
参考意見を取り入れなければならないので、その際朝
鮮総連の協力をいただくことはある。

教
育
内
容
へ
の
影
響

朝青や教職同に生徒、教員が自動的に加入する事はない。本
人たちが、自ら申請した上で、加入している。加盟時に加盟
書を書いた上で、任意に加盟している。

○朝青や教職同には各朝鮮学校の生徒や教員が
自動的に加入するのか。
○生徒や教員はどのような活動に参加している
のか。
○学校活動とは切り離して行っているか。

「救え！北朝鮮の民衆／緊急行動ネットワーク
（RENK）」が翻訳・公表した、「９月１３日付
けの朝鮮総聯からの通達文書」（各級学校の教
職同学習班事業を改善強化することについて）
について、実際にこのような文書が配布された
か。

＊教職同は教員の質向上、生徒募集、教員たちの福利厚生な 教員、生徒が教職同、朝青に自動的に加入することは
どの活動を行う一方、日本を始めとする世界各国の教職員と ない。本人たちが申請した上で加入させている。教職
同は、教員の質向上、生徒募集、教員たちの福利厚生
の親善交流活動を行なっている。

等の活動を行う一方、日本を初めとする世界各国の教
＊学校での朝青の活動は日本学校の＜生徒会＞と同じ活動を 員たちとの交流活動を行っている。朝高委員会は生徒
している。教員の適切な指導の下に生徒たちが自発的に学校 会としての活動をしている。
生活の充実や改善、向上を図る活動、生徒の部活動などでの
課外活動、ボランティア活動、各学年や学級間の連携などを
通して、学校行事に積極的に参与する活動などを行なってい
る。

そのような文書が配布されたことはない。
教職同は教員たちの学習会や勉強会を持ち、ディス
カッションする活動などをして
いる。

学校法人（朝鮮学園）では寄附行為に則り、役員を教
職員、保護者、卒業生、同胞学識経験者などから選出
○法人として把握している範囲で、役員に朝鮮
している。そもそも朝鮮学校に子供たちを送っている
総聯や関連団体の役職員はいるか。
保護者や卒業生、学識経験者の大多数は総連系の同胞
○いる場合には、どのような理由で法人役員へ
たちである。したがって総連や関係団体の役員が、本
の就任を求めているか。
人
校理事会の役員に選出される事がある。その際には、
○その役員ポストは充て職か。
的
寄付行為に掲げている学園の理念を遵守すること、理
な
事会の意思決定に従うことを条件にしている。
関
係 ○「朝鮮学校においては校長が朝鮮総聯の幹部
を兼任したりする人事が行われている」「校長 そのような事実はない。
人事は金正日総書記の決裁が必要」といった報 校長やそれ以外の教職員の採用、異動は校長や教務部
道があるが、事実か。
長の意見、具申などを参考に理事会で決定する。
○校長以外の教職員の人事について、朝鮮総聯
の関与はあるか。

指導はない。
当学園では教職同、朝青等に自動的に加入することは
ない。本人たちの申請を受けて加入することになって
いる。
教職同は教員たちの質向上や新入生の募集、福利厚生
などの活動を行う一方、日本をはじめ世界各国の教員
たちと交流活動を行っている。
また、学校での生徒たちの活動は日本学校の生徒会と
同じ活動をしている。学校での活動は生徒たちが自発
的に行い、学校生活の充実、クラブ活動、課外活動、
ボランティア活動、各学年、学級間の連携などを通し
て、学校行事に積極的に参加するなどの活動を行って
いる。

そのような文書が配布された事はない。教職同は教員
当校においてはそのような文書が配布された事はな
たちの学習会、討論会等を行っている。
い。

意思決定については学校理事会で行われる。

指導を受ける事はない。
但し国語(朝鮮語)、朝鮮歴史、朝鮮地理等の民族科
目に関しては朝鮮の学者、専門家の参考意見が必要
な為、その様な時は総連に協力してもらう事もあ
る。
教員や生徒が教職同や朝青に自動的に加入する事は
ない。
本人が加盟書を申請し、受理された場合加入が認め
られる。
教職同は教員の質の向上、生徒募集、福利厚生等の
活動を行う一方、朝鮮学校や日本学校の教職員との
交流を積極的に行っている。
学校での生徒会（朝青）の活動は日本学校の生徒会
活動と同じ活動をしている。教員の適切な指導の
下、生徒たちが自発的に学校生活の改善向上をうな
がす活動、部活動、課外活動、ボランティア活動、
学年や学級間の連携等を通して学校行事に積極的に
参与する活動を行っている。

そのような事実はない。

ない。
教職員同盟には本人の意志で任意に加盟している。
教職同では教員達の資質向上のための教育研究活
動、権利拡充運動、福利厚生など民族教育発展の為
の活動、日本学校、外国人学校の教員たちとの交流
などの活動をしている。
学校の朝青活動は日本学校の生徒会活動にあたるも
のである。
朝青は、教員の適切な指導の下で生徒たちが自主的
に学校生活の充実や改善向上のための活動、クラブ
活動などの課外活動、ボランティア活動、各学年、
学級間の連絡を通し学校行事へ積極的に参与する活
動などを行っている。

そのような文書が配布された事はない。

そのような文書は配布されていない。

朝鮮学園では寄付行為にのっとり、役員を教職員、保
護者、卒業生、同胞学識経験者等から選出している。
そもそも朝鮮学校に子供たちを送っている保護者、卒
業生、学識経験者の大多数は総聯系の同胞たちであ
る。従って総聯や関連団体の役職員が役員に選出され
ることもある。

当学園では寄付行為に則り、役員を教職員、保護者、
卒業生、同胞学識経験者などから選出している。ま
た、朝鮮学校に子供を送る保護者や卒業生、学識経験
者等は総聯系の方々も多く、関連団体の方が役員に選
出される場合もある。その際は必ず寄付行為に掲げて
いる学園の理念を遵守する事、理事会の意思決定に従
う事を条件にしている。また、役員に充て職はいな
い。

学校法人神奈川朝鮮学園の寄付行為に則り役員を教
職員、保護者、卒業生、同胞学識経験者から選出し
ている。そもそも朝鮮学校に子供を送っている保護
者や卒業生、学識経験者の多くは地域コミュニ
ティーの中で総連とつながりを持っている。した
がって総連関連団体の役職についている同胞が選出
される事もある。その際には寄付行為に掲げている
学園の理念を遵守する事、理事会の意思決定に従う
事を条件にしている。

学校法人愛知朝鮮学園では寄付行為に則り、役員を
教職員、保護者、卒業生、同胞学識経験者などから
選出している。
朝鮮学校の保護者と卒業生、学識経験者の多くは総
聯関係者と総聯系同胞たちである。よって総聯とそ
の関係団体の役職員が選出される場合もある。その
場合は学園の寄付行為で掲げている理念を遵守し、
理事会の意思決定に従うことを前提条件にしてい
る。

そのような事実はない。校長以外の教職員の人事は、
校長や教務部長等の意見、具申を参考にして理事会で
検討、決定している。学園の人事権は理事会のみにあ
る。

そのような事実はない。但し、当校の学校長は教職同
の役員を務めている。学校長やそれ以外の教職員の採
用、異動に関しては、学校長、教務部長等の意見や具
申を参考に理事会により検討、決定している。

その様な事実はない。但し校長は教職同の役員に
なっている。校長やそれ以外の教職員の採用、異動
は校長や教務部長の意見、具申を参考に理事会で検
討し決定する。

そのような事実はない。
但し、学校長は教職同の役員になっている。
校長とその他の教職員の採用・異動等は校長と教務
部長の意見・具申、保護者の意見などを参考に学園
理事会で検討・決定している。

総連のホームページの記述は正確でなく現在記述の変 総聯のホームページの記述は正確ではなく、現在記述
更を要請しているところである。
の変更を要請しているところである。
総聯のＨＰの記述は正確ではなく、現在記述の修正、
○教育会は、誰によって構成されているか。
変更を要請している。
○その構成員に、法人・学校の役職員はいる
学校法人として認可されるまでは保護者や学父母たち 本校は、学校法人として認可されるまでは学父母たち
か。
が教育会を設立し、学校運営に対する協力をしてい
が教育会を設立し学校運営に対する協力をしていた。 当校には東京朝鮮中高級学校教育会があり、教職員や
○法人として把握している範囲で、朝鮮総連の
た。学校法人認可後は日本のPTAにあたる教育支援活動 しかし学校法人認可後は日本学校のPTAにあたる学校支 保護者、卒業生等が任意で参加している。任意なので
役職員はいるか。
を行なっている。学校ごとに組織され教職員や保護
援活動を行っている。教育会は学校ごとに組織され教 総聯の関連団体の方が参加する場合もある。
者、卒業生が任意で入会する。
職員や保護者、卒業生等が任意で入会する。

教育会には意思決定機関（理事会等）はある
か。

事実ではない。
教科書は教科書編纂委員会が文部科学省が定めた学習指導要
領、世界各国の教育内容及び教科書を参考に編纂している。

ない。本校の唯一の意思決定機関は、学園理事会であ 教育会には意志決定機関があるが、当学園の理事会と
る。
は異なる。

教育会が進めている「管理運営」とはどのよう 教育会は意思決定機関ではないので予算、決算、人
教育会は意思決定機関ではないので予算、決算、人
教 なものか（予算決算・人事・教育内容等に関す 事、教育内容等に関する問題は関与できない。
事、教育内容等に関する問題に関与できない。
育 る意思決定や当該意思決定への関与、学校事務 学校法人朝鮮学園では学園の職員が学校事務全般、経
学園では学園の職員が、学校事務全般、経理補佐業
会 全般、経理補佐業務、寄付金の収集業務、な
理補佐業務、寄付金の収集業務などを行なっている。
務、寄付金の収集業務等を行っている。
ど）。

教育会は日本のＰＴＡにあたる教育支援活動を行って
おり、学校の予算、決算、人事、教育内容等に関して
は関与しない。

○仮に、教育会が、予算決算・人事・教育内容
等に関する意思決定や意思決定への関与を行っ
ているという場合には、どのような事柄につい
て決定、或いは、関与をしているか（予算決
算、人事、教育内容、学校の新設・廃止・移
転、高額な資産の購入・売却、など）。
○その場合には、教育会の決定や関与と、理事
会・評議員会との関係はどうなっているか。

上記のとおり関与していない。

仮に、教育会が、学校事務全般、経理補佐業
務、寄付金の収集業務などを行っているという
場合には、当該業務について、学校との間で労
働契約や委託契約等を締結するなどにより、学
校との責任関係は明確になっているか。

そのような業務に関わることはない。

まず朝鮮総連のホームページの内容は正確ではな
い。記述について朝鮮総連に内容の変更を要請す
る。

総聯のホームページの記述は正確ではないので記述
の変更を要求している。
現在の教育会は、日本の学校でのＰＴＡに該当する
学校法人として認可されるまでは学父母達が教育会 教育関係団体で、教職員、保護者たちが任意で入会
を設立し学校運営に対する協力をしていた。学校法 している。
人認可後は日本のPTAにあたる教育支援活動を行っ 保護者の大多数が総聯関係者と総聯系同胞たちであ
ている。学校毎に組織され保護者、OB達が任意で加 るので、総聯と関係団体の役職者もいる。
入する。中には総連の役職を持っている人もいる。
教育会は意思決定機関ではなく、任意団体であり予
唯一の意思決定機関は理事会である。教育会は意思 算・決算、人事、教育内容には関与できない。
決定機関ではないので予算、決算、教育内容の決定 朝鮮学園が学校法人として認可されるまでは教育会
に関与できない。学校事務全般、経理補佐業務、寄 の支援で学校を運営していた。
付金の収集業務等は行っていない。
しかし、学校法人認可取得後は学園理事会が学校を
管理・運営している。
教育会は意思決定機関ではなく、任意団体であり予
唯一の意思決定機関は理事会である。教育会は意思 算・決算、人事、教育内容には関与できない。
決定機関ではないので予算、決算、教育内容の決定 教育会は寄付金集めや民族教育の権利擁護、生徒募
に関与できない。学校事務全般、経理補佐業務、寄 集、学校設備と教育環境の整備など学校と生徒の利
付金の収集業務等は行っていない。
益になる活動をしている。
唯一の意思決定機関は学園理事会である。

２．今後の対応方針等について
○今後、授業料その他の学校納付金を値上げす
経 る予定はあるか。
今のところ予定はない。
理 ○ある場合には、可能な範囲で値上げの幅、時
期についての回答を。

当面ない。

検討中。

今のところ予定はない。

現在その予定はない。
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○現代朝鮮歴史や社会などの教科・科目におい
て、日本と北朝鮮の認識・立場が異なる事柄に
教材に書いてある通り教える一方、国によって色々な 当校では、教材に示してある内容を教える一方で、
教材に書いてある通り教える一方、国によっていろい
ついて、生徒にどのように指導しているか。
解釈、様々な捉え方、考え方があるという事と併せ
色々な国の解釈や様々なとらえ方、教え方があると言
ろな解釈、様々な捉え方、考え方があるということを
○教材に書いてあるとおり指導しているのか、
て、日本の認識、立場も教えている。
う事を踏まえ日本の認識や立場等も教えている。
踏まえて、日本の認識、立場も教えている。
それとも日本の認識・立場も併せて指導してい
るのか。

教科書どおり教える一方、国によっていろいろな解
教材の内容を基本に教えているが国によって色々な
釈、さまざまなとらえ方、考え方があるという事を
解釈、様々なとらえ方、考え方がある事も踏まえ日
踏まえて日本の認識・立場も教えている。
本の認識、立場を教えている。

○拉致問題について、改訂後の教材では「拉致
問題」との表現が削除されたが、副教材（プリ
ント教材、アニメ・映画「めぐみ」等）を活用
して教えているか。
○又は、今後、副教材を活用して教える予定は
あるか。

今年度からプリント教材を作成し教えている。

○大韓航空機爆破事件について、改訂後の教材
においても、韓国の選挙への影響との文脈で記
述されており、誤解を与えかねない内容となっ
ているが、生徒にはこの記述のとおり教えてい
るか。
○これと異なる内容についても指導している場
合、どのような指導を行っているか。
○副教材を活用して教える予定はあるか。

削除されているが、副教材を使って教えている。今年
度からプリント教材を作成して、教科書の進度通り１
副教材はプリント教材等を作成して、今後高級部３年
１月中旬（今年１１月１７日）頃、教えている。
問題に関しては第３学年の授業にて教えている。副教
の１１月頃、教えるようにする。
＊今後もプリント教材等を作成して、使うようにして
材の活用については検討している。
いる。

事件の選挙への影響は事件当時、韓国、日本や日本の
マスコミでさかんに取りざたされ、２０００年代中頃
に韓国政府が設置した真相究明委員会でも指摘された
問題なので、改訂せずこの記述の通り教えている。し
かし、選挙への影響が決定的かどうかという事は、議
論する余地はあるということも教えている。

事件の選挙への影響は、当時韓国、日本のマスコミで
盛んに取り沙汰され、韓国政府が設置した「真実委員
会」でも指摘された問題なので改定せず、生徒にはこ 当校では、教材に示してある内容を教える一方で、
の記述通り教えている。しかし選挙への影響が決定的 色々な国の解釈や様々なとらえ方、教え方があると言
かどうかは議論する予知があるという事も教えてい
う事を踏まえ日本の認識や立場等も教えている。
る。今後、副教材等の活用もしていく。

○1998年のミサイル発射について、人工衛星で
生徒には、この記述通り教えながらアメリカ、ロシ
あると記述されているが、生徒にはこの記述の
生徒にはこの記述の通り教えながら、アメリカ、ロシ ア、中国、韓国等の見解と共に、日本政府の見解につ 当校では、記述通り教えながらもアメリカ、ロシア、
とおり教えているか。
ア、中国、韓国などの見解と共に日本政府の見解につ いても教えている。今後、副教材を作成し教えるよう 中国、韓国などの見解と共に日本政府の見解について
○これと異なる内容についても指導している場
いても教えている。
にする。
も教えている。
合、どのような指導を行っているか。
○副教材を活用して教える予定はあるか。
○朝鮮歴史、朝鮮地理、世界地理の教材の本
文、表、地図において、①我が国の領土である
「竹島」が北朝鮮の領土である「独島」と、②
「日本海」が「朝鮮東海」と記述され、また、 生徒にはこの記述の通り教えながら、日本政府の見解
日本政府の見解についても教えていく。
③日本の領土に北方領土が含まれていないと思 についても教えている。
われるが、これらの点について、日本政府の見
教 解を教えているか。
育 ○又は、今後、教える予定はあるか。
内
容 拉致問題、大韓航空機爆破事件、ミサイル発
射、竹島・日本海の呼称・北方領土について、
教材の改訂、副教材の活用、日本の検定教科書 今後も日本政府の見解について教えていく。
今後も日本政府の見解について教えていく。
の併用の有無も含め、今後どのような指導を
行っていくのか。
各教科・科目の教材において、我が国、韓国、
アメリカに関し、我が国社会や国際社会の担い
手として活躍できる人材の育成との観点から
は、必ずしもふさわしくない記述が散見される
が、この点について、教材の改訂、副教材の活
用、日本の検定教科書の併用の有無も含め、今
後どのような指導を行っていくのか。

事件の選挙への影響は当時韓国や日本のマスコミで
取りざされた2000年代中ごろに韓国政府が設置した
『真実委員会』でも指摘された問題なので改定せず
生徒には記述通り教えている。しかし選挙への影響
が決定的かどうかは議論する余地があると教えてい
る。

今年度からプリント教材を作成して、授業の進度に
したがって教えている。

事件の選挙への影響は事件当時韓国や日本のマスコ
ミで盛んに取りざたされ、２０００年代中ごろに韓
国政府が設置した「国家情報院の過去の事件の真相
究明による発展委員会」でも指摘された問題である
から改訂せずに記述した。
しかし、選挙への影響が決定的かどうかは論議の余
地があると教えている。

生徒達には教科書の記述どおり教えながら、米国、
生徒には記述通り教えながら、アメリカ、ロシア、
ロシア、中国、韓国などの見解と共に日本政府の見
中国、韓国等の見解と共に日本政府の見解も教えて
解についても教えている。
いる。

当校では、教材に示してある内容と同時に日本政府の
見解についても教えている。

日本政府の見解も教えている。

上記でお答えした通り日本政府の見解についても教え
ていく。

上記で回答したように今後も日本政府の見解を教え 上記で説明したように、今後も日本政府の見解につ
ていく。
いても教えていく。

高１の教科書の記述の「ヒトラーさえも遙かに凌駕し
た。」との誤解を与える表現については、今後教科書
当校においては、今後は誤解等をまねきやすい記述に
編纂委員会に意見を述べようと思っているところであ
ついては全国の朝鮮学校の教科担当教員と意見を摺り
誤解を与える表現については、今後教科書編纂委員会
る。
合せ、教科書編纂委員会に意見を具申し、理解が得ら
に改善を要望すると共に、自らの判断で改善したい。
しかしながら、このような事は自らの判断で行うこと
れるよう努力していく。教材の改訂時期など現時点で
であるべきだと思っている。
は明言することができない。

今後誤解を与える表現については教科書編纂員会に
誤解を与えるような表現については校長会の判断で
提起し自らの判断で改善していく予定である。
改善していきたいと思う。

主体思想については、高級部１年の社会の教科書の中
で古代から現在に至るまでの、世界的に有名な思想と
ともにその原理についてのみ教えている。（アリスト
主体思想が故金日成主席、金正日総書記といっ
テレス、マルクス、レーニンなどの思想史）
た特定の個人崇拝につながる思想であるとの意
主体思想は「自己の運命の主人は自分自身であり、自
見については、どのように考えるか。
己の運命を切りひらくのも自分自身である。」という
人間中心の思想であって、個人崇拝にはつながらない
ものだと思う。

主体思想については、高級部１年の「社会」の中で、
古代から現代に至るまでの世界的に有名な思想と共に
個人崇拝にはあたらないものと思っている。
その原理についてのみ教えている。主体思想は人間中
心の思想であって個人崇拝につながらないと思う。

半世紀もの歴史を持った本校は創立以来１５００余名
の卒業生を輩出しており、彼らの多くは朝鮮大学校、
日本の大学に進学し朝鮮同胞社会、日本において地域
社会はもとより経済、言論、文化、芸術、スポーツ、
福祉など様々な分野で活躍している。また、国際的に
○歴史教育、民族教育全体を通じ、今後どのよ も色々な分野で活躍している。今後とも朝鮮高級学校
うな指導を行っていくのか。
では日本で生まれ育ち生活していく上で在日同胞子女
○それにより生徒がどのような人材になること が、民族的アイデンティティーと素養を培い育みなが
を期待するか。
ら、日本の人々と手を携え善隣友好の架け橋となり、
地域社会の発展に貢献できる人材となる事を期待して
いる。同時に、国際化の流れに沿って日本と世界の歴
史や文化への理解を深めるような人材になることを期
待している。学校もそのような観点から学校の教育を
行うために努力して行く。

高校無償化の問題提起を機にこの間、衆議院文部科学
委員をはじめとする多くの国会議員と各界の著名人の
方々が朝鮮高級学校を訪れていただき、我が校におけ
る教育内容に関し理解を深めていただいた。半世紀以
今後とも、日本で生まれ育ち生活を営んでいく生徒た 上の歴史をもつ我が校は創立以来、２万人以上の卒業
ちが、民族的アイデンティティーと素養を培いなが
生を送り出し、彼らの多くは朝鮮大学校に限らず、日
ら、日本の人々と手を携えて善隣友好の架け橋とな
本の国公立や私立の大学及び大学院にも進み、地域社
り、地域社会の発展に貢献できる人材になるべく指導 会はもとより、経済、言語、文化、芸術、スポーツ、
していく。
福祉の分野でも活躍している。今後も我が校では日本
同時に、国際化の流れに沿って、日本と世界の歴史や で生まれ育ち生活を営んでいく在日同胞子女が、民族
文化への理解を深めるよう努力して行く。
のアイデンティティーと素養を培いながら、日本の人
たちと手を携えて善隣友好の架け橋となり、地域社会
の発展に貢献できる人材を育てて参りたい所存であ
る。同時に国際化の流れに沿って日本と世界の歴史や
文化への理解を深めるよう一層努力してまいりたいと
思う。

主体思想については高級部1年の社会科の中で古代
から現代に至るまでの世界的に有名な哲学思想と共
に原理についてのみ教えている。
主体思想は自己の運命の主人は自分自身であり、自
己の運命を切り開くのも自分自身とする人間中心の
思想であり個人崇拝につながらないと思う。

本校は日本で生まれ育ち生活を営んでいく在日同胞
子女が、民族的アイデンティティーと素養を培いな
がら、日本の人々と手を携えて善隣友好の架け橋と
なり、地域社会の発展に貢献できる人材に育ってい
く事を期待している。
また国際化の流れに沿って日本と世界の歴史や文化
への理解を深めるよう一層努力していく。

日本政府の見解についても教えている。

主体思想については高校１年の社会で古代から現在
までの世界的に有名な思想とともにその原理につい
て教えている。
主体思想は、自分の運命の主人は自分自身であり自
分の運命を開拓するのも自分自身であるという人間
中心の思想であり、個人崇拝につながるものではな
いと考えている。

半世紀もの歴史をもつ朝鮮高級学校は、その間多数
の卒業生を輩出しており、卒業生の多くは朝鮮大学
校に限らず、日本の国公立や私立の大学及び大学院
に進学し、日本において地域社会はもとより、経
済、言論、文化、芸術、スポーツ、福祉など様々な
分野で活躍している。
今後とも朝鮮高級学校では、日本で生まれ育ち生活
を営んでいく在日同胞子女が、民族的アイデンティ
ティーと素養を培いながら、日本の人々と手を携え
て善隣友好の架け橋となり、地域社会の発展に貢献
できる人材を育てていく。
同時に、国際化の流れに沿って日本と世界の歴史や
文化への理解を深めるよう一層努力していく。

各朝鮮学校に対する書面確認事項

②
京都朝鮮中高級学校

大阪朝鮮中高級学校

神戸朝鮮高級学校

広島朝鮮初・中・高級学校

九州朝鮮中高級学校

１．朝鮮総聯との関係について

事実ではない。
朝鮮学校の教科書は教科書編纂委員会が日本お
「教科書内容の変更には、北朝鮮本国の決裁が必要」
よび諸外国の教科書等を参考に独自に編纂して 事実ではない。
との報道は事実か。
いる。

ない。
民族科目である、国語（朝鮮語）、朝鮮史、地
朝鮮学校では、教育内容について朝鮮総聯の指導を受 理、社会科目等においては総聯の協力のもと共
ない。
けることはあるか。
和国の教職者、学者たちの意見や協力をいただ
いている。

教
育
内
容
へ
の
影
響

生徒や教員が教職同および朝青に自動的に加入
する事はない。
本人の意志にもとづいて加入は任意である。本
校高級部はクラブ加入も自由選択だが生徒会活
動とともに課外活動等を重要な教育活動として
積極的に参加させるよう努めている。
教職同は、教職員の教育の質の向上、権利擁護
等の民族教育発展のための活動をしている。ま
○朝青や教職同には各朝鮮学校の生徒や教員が自動的
た日本の教職員たちや近隣諸国の先生方との交
に加入するのか。
流活動、教員間の福利厚生の為の活動も行って
○生徒や教員はどのような活動に参加しているのか。
いる。
○学校活動とは切り離して行っているか。
学校での生徒会（朝高委員会）活動は、基本的
に日本学校における生徒会活動と同じであり、
担当教員の指導の下、生徒役員たちが協議し、
課外活動およびボランティア活動、クラブ活動
などを行っている。本校では生徒会主催の学生
イベントや交流の為活発に活動をしている。同
胞地域での朝青活動と学校での生徒会（朝青朝
高委員会）活動は切り離れて行われている。

「救え！北朝鮮の民衆／緊急行動ネットワーク
（RENK）」が翻訳・公表した、「９月１３日付けの朝
鮮総聯からの通達文書」（各級学校の教職同学習班事 その様な文書が配布されたことはない。
業を改善強化することについて）について、実際にこ
のような文書が配布されたか。

教科書内容の変更については在日の教科書編纂
委員会がありそこで研究、議論、討議を経て作
事実ではない。
成されると存じている。
独自の教科書編纂委員会が日本および外国の教 上記質問に対する答えは「事実ではありませ
科書等を参考にして編纂している。
ん。」在日の教科書編纂委員会が版権を持って
いる。教科書編纂委員会では日本の教科書、世
界各国の教科書を参考に独自で編纂している。

教育内容について朝鮮総聯の指導を受けること
はない。
ない。
ない。国語、歴史、地理、社会など民族科目に
しかし、朝鮮学校は民族教育を行っているので
民族科目である、国語（朝鮮語）、朝鮮史、地
対しては、祖国の学者と専門家たちのアドバイ
民族科目など「国語、歴史、地理、社会等」は
理、社会科目においては総聯の協力のもと朝鮮
スを受けないと作れないので、総聯の協力を得
朝鮮の学者などの協力、アドバイスが必要にな
の学者たちの意見や協力をいただいている。
ている。
る。よって関連団体の協力は必要に応じていた
だいている。

いずれの団体についても加入は任意であり、自
動的に加入することはない。
教職同に参加する教員は、教員の資質向上や福
利厚生、教育の質の向上、日本の教職員との交
流など、民族教育発展のための活動を行ってお
り、学校活動とは切り離した活動を行ってい
る。
朝青に参加する生徒は、居住地域などで朝青が
催す文化、スポーツ等のイベントなどに任意で
参加することはあるが、学校活動と切り離して
行っている。

教職同および朝青（＝生徒会）の加入は任意で
あり、本人の自由意志にもとづいて加入してい
る。
教職同とは、教職員の福利厚生および教育の質
向上、権利擁護等の民族教育発展のための活動
をしている。また日本および世界各国の教職員
たちとの交流活動を行っている。
学校での生徒たちの活動は、基本的に日本学校
における生徒会活動と同様であり、担当教員の
指導の下、生徒役員たちが協議し、課外活動お
よびボランティア活動、クラブ活動などを行っ
ている。特に本校では生徒会の重要な活動方針
に、地元自治会や近隣住民との交流を活発に行
い、相互理解を深めること、また神戸市や兵庫
県が主催する多様な行事に積極的に参加し、異
文化理解、多文化共生を実践していくことなど
を取り入れている。近年、特に地元自治会との
交流が活発に行われ、昨年度は垂水区自治会の
推薦により本校生徒会に、「垂水区善行青少年
を称える賞」が授与された。
学校活動として、いわゆる在日本朝鮮人青年同
盟の活動をしているわけではない。

朝青や教職同に生徒や教員が自動的に加入する
ことはない。あくまで任意で加盟、自己申請で
ある。
学校においての朝青とは日本の学校で言う生徒
会と同じで、教員の適切な指導のもと生徒自身
の自発的、自主的な学校生活の充実、改善、向
上のための活動をしている。また、クラブ活動
やボランティア活動、地域交流等に積極的に参
加している。学校活動とは別である。
教職同においても質の向上、権利擁護など民族
教育発展のための活動や日本をはじめ世界各国
の教職員達との交流活動を行っている。また福
利厚生面においても色々な活動を行っている。

教員と学生たちは、教職同や朝青に自動的に加
入していない。本人たちが申請したうえで、任
意で加入している。
教職同は、教員の質向上、権利擁護をはじめて
とする、民族教育発展のための活動、教員の福
利厚生ための活動、日本をはじめとする世界各
国の教職員たちとの交流活動をおこなってい
る。
学校での朝青活動は、日本学校の生徒会と同
様、教員の適切な指導のもとで、学生たちが自
発的に学校生活の充実と改善をはかる活動、部
活動などの課外活動、ボランティア活動、各学
年とクラスとの連携を通じ学校行事に積極的に
参加する活動を行っている。

そのような文書が配布された事はない。

その様な文書が配布されたことはない。

上記文章が配布された事実はない。

そのような文書が配布された事はない。

現在、理事長が教育会会長を兼任しています。
また学校長が在日本朝鮮人教職員同盟の役員に
なっている。関連団体の役員だから法人役員と
言うわけではない。
広島朝鮮学園では寄付行為を基本に役員を教職
員、保護者、卒業生、同胞、学識経験者等の中
で選出している。
朝鮮学校に子どもを通わせている保護者、卒業
生、学識経験者の大多数は総聯系の同胞または
関係者である。よって総聯、または関連団体の
役職員が選出される場合もある。
その場合、寄付行為に掲げている学園の理念を
遵守し理事会の意思決定に従うことを条件にし
ている。

学校法人朝鮮学園では、寄付行為にのっとり役
員を教職員、保護者、卒業生、同胞学識経験者
などで選出している。
朝鮮学校に子供を送っている保護者、卒業生、
学識経験者たちは総聯関係者と総聯系同胞たち
である。総聯関係者が役職員に選出される場合
は、寄付行為に掲げている学園の理念を尊守す
ること、理事会の意思決定に従うことを条件に
している。

その様な事実はない。朝鮮総連の人事関与もな
い。
但し現在校長が教職同の役員にはなっている。
基本的に人事採用は学園理事会で討議、決定す
る。校長以外の教職員も理事会の承認を得て行
われる。勿論、校長は人事権を持っておらず県
外の朝鮮学校教職員の採用についても校長は意
見、情報提起を、本人の希望及び学園理事会間
の討議を経て行われる。

そのような事実はない。ただし、校長は教職同
の役員になっている。校長とその他の教職員の
採用、移動は校長と教務部長の意見具申、保護
者の意見などを参考にし、理事会で検討、決定
している。

学校法人である京都朝鮮学園では、寄付行為に
学校法人である兵庫朝鮮学園では、寄付行為に
よる教職員、保護者、卒業生、同胞学識者たち
もとづいて教職員、保護者、卒業生、同胞学識
○法人として把握している範囲で、役員に朝鮮総聯や で選出している。
者たちで選出している。
関連団体の役職員はいるか。
朝鮮学校に送る生徒保護者の中には総聯系同胞 学校法人大阪朝鮮学園の役員に朝鮮総聯や関連 朝鮮学校に送る生徒保護者の多数が総聯系同胞
○いる場合には、どのような理由で法人役員への就任 もおられる。
団体（いずれも地方本部や支部等を含む。）の である。
を求めているか。
一部、総連関連団体の役員が選出される場合も 役職員はいない。
一部、関連団体の役員が選出される場合がある
○その役員ポストは充て職か。
ありますが、寄付行為に掲げている学校理念を
が、寄付行為に掲げている学校理念を遵守する
遵守することと、理事会の決定に従うことを条
ことと、理事会の決定に従うことを条件にして
人
件にしている。
いる。
的
な
関
係
○「朝鮮学校においては校長が朝鮮総聯の幹部を兼任
したりする人事が行われている」「校長人事は金正日
総書記の決裁が必要」といった報道があるが、事実
か。
○校長以外の教職員の人事について、朝鮮総聯の関与
はあるか。

その様な事実はない。
学校長は教職同の役員となっているが、朝鮮総
連の幹部としての認識はない。
校長および教職員の採用、異動は校長と教務部
長(教頭)の意見を具申し教務委員会等の意見を
参考に理事会で検討、決定している。

総聯のHPのよる記述は正確ではないので、現
在、記述変更を要請している。

事実ではない。教科書編纂委員会で、日本と世
界各国の教科書内容を参考にし独自的に編纂し
ている。（教科書編纂委員会とは、全国の朝鮮
学校で使う教科書を編纂することを目的に組織
される機関である。）

そのような事実はない。
校長以外の教職員の人事（採用・異動等）につ
いては、校長や教務部長（日本の高等学校にお
ける教頭に相当する職）の意見を参考にし、学
校法人の理事会において検討、決定している。

その様な事実はない。
ただし校長は教職同の役員となっている。
校長および教職員の採用、移動は校長と教頭
（教務部長）の意見具申を参考に理事会で検
討、決定している。

学校の管理運営は、学校法人の理事会が行って
いる。
総聯のHPのよる記述は正確ではないので、現
ご指摘の朝鮮総聯のHPの記述は正確ではないた 在、記述変更を要請している。
現在、教育会は日本学校のPTAに該当する教育関 め、記述を変更するよう、学校法人大阪朝鮮学
係団体であり、生徒保護者を基本に元保護者、 園として朝鮮総聯に申し入れている。
現在、教育会は日本学校のPTAに該当する教育関
○教育会は、誰によって構成されているか。
教
卒業生が入会している。
係団体であり、教職員、生徒保護者などが入会
○その構成員に、法人・学校の役職員はいるか。
育
上記でお答えしたように、保護者の中には総聯 現在、教育会は、日本のＰＴＡにあたる教育関 している。
○法人として把握している範囲で、朝鮮総連の役職員
会
系および関係者も居られる為、総聯の役員が入 係団体であり、教職員や生徒保護者などが任意 上記でお答えしたように、保護者の多数が総聯
はいるか。
会する事もある。
で入会している。また、法人の役員であって
系および関係者となるため、総聯の役員が入会
また法人の役職員も保護者として含まれること も、保護者であれば入会することがある。朝鮮 する事もある。
がある。
総聯（地方本部や支部等、傘下の団体・事業体 また法人の役職員も保護者として含まれること
を含む。）の役員をする保護者が入会すること がある。
もある。

上記内容中、総聯のHPの記載内容は正確ではな
朝鮮総聯HPの記述は正確でないため、現在記述
く現在記述の変更を要求している。
の変更を要請している。
教育会は日本の学校におけるPTAに該当する教育
関係団体であり教職員、保護者たちが任意で入
会している。上で述べたとおり保護者の大多数
が総連系もしくは関連団体に該当する。また、
法人の役職員も保護者であれば含まれる。現在
は学園理事長が教育会長を兼任しているところ
である。

現在の教育会は日本のPTAにあたる教育関係団体
で教職員や保護者が任意で入会している。上記
で述べたように保護者の大多数が総聯系の同胞
なので、総聯や総聯関連団体の役職員を含む。
また、法人の役職員も保護者が含まれている。
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教育会には意思決定機関（理事会等）はあるか。

大阪朝鮮中高級学校

神戸朝鮮高級学校

教育会に意思決定権はなく、予算決算や人事
学校の管理運営に係る唯一の意思決定機関は学
権、教育内容関与などは行っていない。
学校の管理運営は学園理事会が行っている。
校法人の理事会であり、教育会が関与すること
京都朝鮮学園の管理運営は学校法人の京都朝鮮
教育会に意思決定権はなく、予算決算や人事
はない。
学園理事会が行っている。
権、教育内容関与などは行っていない
（認可当初は学校法人 京都朝鮮教育資団）

広島朝鮮初・中・高級学校

九州朝鮮中高級学校

教育会と理事会は別であり意思決定機関は教育 唯一の意思決定機関は、学園理事会であり、教
会内にはない。唯一の意思決定機関は学園理事 育会は意思決定機関でなく、予算・決算、人
会である。
事、教育内容などの関与は出来ない。

朝鮮学園が学校法人として認可を得るまでは教
育会職員が学校を管理運営していた。しかし、
学校法人認可取得後は、学校管理運営を学園理
教育会に意思決定権はなく、予算決算や人事
教育会に意思決定権はなく、予算決算や人事
事会が行っている。
権、教育内容関与などは行っていない。
教育会が進めている「管理運営」とはどのようなもの
教育会は、学校や子ども達を支援するため、民 権、教育内容関与などは行っていない。唯一の 教育会は学校事務全般、経理補佐業務、寄付金 教育会は、寄付金収集や民族教育の権利擁護、
教育会は寄付金収集や民族教育の権利擁護、学
か（予算決算・人事・教育内容等に関する意思決定や
族教育への理解を深める啓発活動や寄付金を募 意思決定機関は、学園理事会である。
の収集業務、などを担う。上記記入の「管理運 生徒募集、学校施設や教育環境の整備など学校
校施設および教育環境整備等、学校と生徒たち
当該意思決定への関与、学校事務全般、経理補佐業
るなどの財政的援助活動を行っている。
教育会は財政援助や学校施設および教育環境整 営」には「人事・予算決定・教育内容関与」等 や子供たちの利益となる活動を行っている。唯
の利益となる活動を行っている。
務、寄付金の収集業務、など）。
備、学校と保護者が共催する行事の企画など学 は含まれていない。
一の意思決定機関は、学園理事会であり、教育
唯一の意思決定機関は、学園理事会である。
校と生徒たちの利益となる活動を行っている。
会は意思決定機関でなく、予算・決算、人事、
教育内容などの関与は出来ない。朝鮮学園で
教
は、各学校に担当者を配置して学校事務全般、
育
経理補佐業務などを行っている。
会
○仮に、教育会が、予算決算・人事・教育内容等に関
する意思決定や意思決定への関与を行っているという
場合には、どのような事柄について決定、或いは、関
与をしているか（予算決算、人事、教育内容、学校の
新設・廃止・移転、高額な資産の購入・売却、な
ど）。
○その場合には、教育会の決定や関与と、理事会・評
議員会との関係はどうなっているか。
仮に、教育会が、学校事務全般、経理補佐業務、寄付
金の収集業務などを行っているという場合には、当該
業務について、学校との間で労働契約や委託契約等を 教育会は業務等を行っていない。
締結するなどにより、学校との責任関係は明確になっ
ているか。

教育会は、学校法人の予算決算・人事・教育内
容等に関する意思決定を行っておらず、当該意
思決定への関与もしていない。

一切、関与していない。

学校法人として、教育会に対し委任又は委託し
ている業務はないので、それらに係る労働契約
や委託契約などはない。

明確になっている。

２．今後の対応方針等について
○今後、授業料その他の学校納付金を値上げする予定
経 はあるか。
今のところは、その様な予定はない。
理 ○ある場合には、可能な範囲で値上げの幅、時期につ
いての回答を。

今のところ、そのような予定はない。

現時点では、その様な予定はない。

現在、予定していない。

今のところその予定はない。

○現代朝鮮歴史や社会などの教科・科目において、日
教科書に記述されている内容を教える一方、国 教科書、副教材などに記述されている内容を教
教材に書いてる通り教える一方、国々によって
本と北朝鮮の認識・立場が異なる事柄について、生徒 教科書、副教材に記述されている内容を教える
により様々な解釈や捉え方、考え方があること える一方、国により解釈や捕らえ方等の違いが 教材に書いてあるとおり指導している。それと いろいろな解釈、さまざまな捉え方と考え方が
にどのように指導しているか。
一方、国により解釈や捕らえ方等の違いを踏ま
を踏まえ、日本の認識・立場も併せて両論を指 あるという事を踏まえ、日本の認識や立場など 同時に日本の認識・立場も併せて教えている。 あるということを踏まえて日本の認識、立場も
○教材に書いてあるとおり指導しているのか、それと え日本の認識や立場なども教えている。
導している。
も教えている。
教えている。
も日本の認識・立場も併せて指導しているのか。
＊拉致問題に関する記述では、当時(2002年9月
以降)本校児童生徒に対する嫌がらせや脅迫電
話、登下校道での差別、蔑視落書き、学園HPへ
の無差別な書き込み、電車内での脅迫など痛ま
しい事件も起き、この出来事で本学園に通う児
童生徒並びに学校関係者、保護者たちに多大な
精神的苦痛を与えた。
拉致問題について事実は事実として教えてい
る。2002年9月に行われた「朝・日首脳会談」及
び「朝日平壌宣言」を説明し過去日本側が朝鮮
拉致問題については、日本の国民感情を十分鑑
人に多大な迷惑をかけたことを率直に認め謝罪
○拉致問題について、改訂後の教材では「拉致問題」 拉致問題については、人道的問題としてあって
み、授業を行っている。
日本の資料などを参考にプリント教材を作成
し過去の清算を約束したこと。また朝鮮側も日
との表現が削除されたが、副教材（プリント教材、ア はならない問題とし当時の社会的状況等含め授
日本の報道資料などを参考にプリント教材など
し、高級部３年生の現代朝鮮歴史において11月
本人拉致問題について認め一部の特殊機関、妄
ニメ・映画「めぐみ」等）を活用して教えているか。 業を行っている。
も活用し、高3現代史にて11月に授業を行いまし
に授業を行った。今後もプリント教材などを活
動主義者らがかかわる行為を行ったと遺憾の意
○又は、今後、副教材を活用して教える予定はある
今後、日本の報道資料等を参考にプリント教材
た。拉致問題に関しては今後も副教材を活用
用して教える予定である。
を表したことを教えている。拉致問題はあって
か。
など副教材を活用し、授業を行う予定である。
し、授業を行う予定である。
はならない事であり、非人道的人間的行為であ
ると教えている。
同時に事実を教えるだけではなく、この様な出
来事が二度と起こらないためにも一日も早く朝
日が友好関係、日朝国交正常化が実現されるべ
きであり、生徒たちも朝日友好親善のために頑
張ろうと教えている。
具体的副教材を活用して教えてはいないが今後
(来年度)プリント教材等の副教材を活用してい
教
きたいと思う。（教材の内容上、第3学年の2学
育
期11月頃）
内
容
ご指摘の記述にある「韓国の選挙への影響」に
現時点では教科書の記述のとおり教えている。
事件よる選挙への影響に対しては当時の韓国、
事件よる選挙への影響に対しては当時の韓国、 ついては、当時韓国や日本のマスコミで盛んに
補足で、当時事件の選挙への影響は韓国や日本
日本等マスコミで盛んに取りあげられ、2000年
日本等マスコミで盛んに取りあげられ、2000年 取りあげられたことでもあり、また、２０００
のマスコミで盛んに取りざたされ、ロ・ムヒョ
○大韓航空機爆破事件について、改訂後の教材におい
中頃に韓国政府が設置した「真実委員会」でも
中頃に韓国政府が設置した「真実委員会」でも 年代中頃に韓国政府が設置した「真実委員会」
ン前韓国大統領が2004年末に発足した国内政治
ても、韓国の選挙への影響との文脈で記述されてお
指摘された問題なので改定されないまま記述さ
指摘された問題なので改定されないまま記述さ でも指摘された問題であるのでそのまま記述さ
の「過去の清算」のため(位置づけ)の「真実委
り、誤解を与えかねない内容となっているが、生徒に
れていると思われる。
れていると思われる。
れているものと思われる。
員会」ではKAL858便事件も対象となり2005年よ
はこの記述のとおり教えているか。
ただ事件が選挙に対し決定的な影響を与えたか
ただ事件が選挙に対し決定的な影響を与えたか ただ、事件が選挙に対し決定的な影響を与えた
り再調査がなされたので改訂せず記述されてい
○これと異なる内容についても指導している場合、ど
は、議論の余地があると思われますので、その
は、議論の余地があると思われるので、その点 かは、議論の余地があると思われるので、その
るものと思う。
のような指導を行っているか。
点もふまえて授業を行っている。
もふまえて授業を行っている。
点も踏まえて教えている。
しかし記述での「ロ・テウの「選挙戦」に決定
○副教材を活用して教える予定はあるか。
授業は高3現代史にて、五月下旬に行われた。副
授業は高3現代史にて、五月下旬に行われ、プリ 高級部３年生の現代朝鮮歴史において、上記に
的な影響を与えた」か、どうかは継続して議論
教材などは特に活用しなかったが、2012学年度
ント教材なども活用している。
ある当時の報道や「真実委員会」などの指摘も
していく余地があると言うことも教えている。
よりプリント教材などを活用する予定である。
活用し、５月に授業を行った。
特に副教材を活用しての授業は行っていない。

拉致問題に関しては今後高級部３学年の11月、
12月ごろに教える予定である。
拉致問題に関しては、あってはならない事であ
り、当学園の教育理念にも反する許しがたい非
人道的行為であると教えている。
また、このような不幸な出来事が、二度と起こ
らないために「朝日平壌宣言」に則った朝日国
交正常化が一日も早く実現されるべきであり、
そのためにも学生たちが、朝日友好の掛け橋に
なるよう教育している。これからも、そのよう
に教えていく。
また、拉致問題に対する日本の方々の認識も考
慮し、プリント教材などを取り入れ授業で生か
すよう指導していく。

事件の選挙への影響が事件当時、韓国や日本の
マスコミで、さかんにとり立たされ、２０００
年代中頃に韓国政府が設置していた、事件真実
委員会で指摘された問題であるので、改訂せ
ず、引き続き記述した。しかし、選挙への影響
が決定的であるかどうかは議論する余地がある
ということを教えている。
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○1998年のミサイル発射について、人工衛星であると
記述されているが、生徒にはこの記述のとおり教えて
いるか。
○これと異なる内容についても指導している場合、ど
のような指導を行っているか。
○副教材を活用して教える予定はあるか。

生徒には教科書の記述どおり授業を行ってい
る。
ただし、アメリカ、ロシア、中国、韓国などの
見解や日本政府の見解も同時に教えている。授
業は高3現代史にて、プリント副教材なども活用
し教えている。

○朝鮮歴史、朝鮮地理、世界地理の教材の本文、表、
地図において、①我が国の領土である「竹島」が北朝
鮮の領土である「独島」と、②「日本海」が「朝鮮東
海」と記述され、また、③日本の領土に北方領土が含 日本政府の見解も合わせて教えている。
まれていないと思われるが、これらの点について、日
本政府の見解を教えているか。
○又は、今後、教える予定はあるか。

大阪朝鮮中高級学校
基本的には記述のとおり教えていますが、アメ
リカ、ロシア、中国、韓国などの見解や日本政
府の見解についてもプリント教材なども活用し
教えている。
授業（高級部３年生の現代朝鮮歴史）の時期は
12月に行う。

神戸朝鮮高級学校

広島朝鮮初・中・高級学校

九州朝鮮中高級学校

基本的には記述どおり授業を行っている。
ただし、アメリカ、ロシア、中国、韓国などの
見解や日本政府の見解も同時に教えている。授 生徒たちには教科書の記述のとおり教えながら 学生にはその記述どおり教えながらアメリカ、
業は高3現代史にて、12月に行われる。副教材な アメリカ、ロシア、中国、韓国などの周辺国の ロシア、中国、韓国などの見解と共に日本政府
どは特に活用しなかったが、2012学年度よりプ 見解と同時に日本政府の見解も教えている。
の見解についても教えている。
リント教材などを活用する予定である。

日本政府の見解についても併せて教えている。 日本政府の見解も合わせて教えている。

日本政府の見解についても教えている。
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上記にてお答えしたように、今後も、生徒たち
上記にてお答えしたように、今後も、生徒たち
が暮らしていく日本社会の状況も考慮し、歴史
が暮らしていく日本社会の状況を十二分に考慮
認識や見解の相違がある事柄などは、日本政府
拉致問題、大韓航空機爆破事件、ミサイル発射、竹
し、歴史認識や見解の相違がある事柄などは、
の見解や世界各国の認識なども踏まえ、授業を 歴史認識や見解の相違がある事柄については、
島・日本海の呼称・北方領土について、教材の改訂、
日本政府の見解や世界各国の認識なども踏ま
上記でお答えしたように今後も日本政府の見解 上記でお答えしたように、今後も日本政府の見
行う所存である。
今後とも、日本の各種教材なども参考にし、日
副教材の活用、日本の検定教科書の併用の有無も含
え、授業を行う所存である。
についても教えていく。
解についても教えていく。
副教材などは、現在活用しているプリント教材 本政府の見解なども踏まえ指導していく。
め、今後どのような指導を行っていくのか。
副教材などは、プリント教材が中心となる予定
が中心となる予定だが、より効果的な副教材な
だが、より効果的な副教材などの活用問題も議
どの活用問題も議論し、検討したいと思ってい
論し、検討したいと思っている。
る。
各教科・科目の教材において、我が国、韓国、アメリ
カに関し、我が国社会や国際社会の担い手として活躍
誤解を与える表現などは、諸意見を参考にし
できる人材の育成との観点からは、必ずしもふさわし
て、自らの判断において教科書編纂委員会に改
くない記述が散見されるが、この点について、教材の
善を働きかけていきたいと思う。
改訂、副教材の活用、日本の検定教科書の併用の有無
も含め、今後どのような指導を行っていくのか。
社会科目での古代から現在までの世界的に有名
な哲学、思想を取り扱うのと同様に主体思想の
原理に対して授業を行っている。
主体思想が故金日成主席、金正日総書記といった特定
主体思想では「自己の運命の主人は自己自身に
の個人崇拝につながる思想であるとの意見について
あり、また自己運命を開拓するのも自己自身で
は、どのように考えるか。
ある。」と記述している人間中心の思想である
ため、個人崇拝につながる思想ではないと思
教
う。
育
内
容
在日の新しい世代が民族の文化と伝統に誇りを
もち、自己のアイデンティティーを確立させな
がら日本の地域社会や国際社会の中で豊かな共
生関係を築いていくこと、これは本校の教育理
念である。
在日の４世、５世の子供たちが日本に永住しな
がら、日本社会や文化を理解し、なおかつ朝鮮
半島の文化や歴史を理解できる人材として育つ
ことは、日本と朝鮮半島の人々がお互いを理解
し、認め合う多文化共生社会を築いていく上
で、この上なく大切な事となるはずである。
○歴史教育、民族教育全体を通じ、今後どのような指
今は政治的な諸問題で感情的に対立せざる得な
導を行っていくのか。
い状況となっておりますが、こういう時だから
○それにより生徒がどのような人材になることを期待
こそ、民族教育を受けて育つ新しい世代が、日
するか。
本と朝鮮半島の架け橋となることと思う。
58年の歴史を持つ本校は、創立以来5,000余名の
卒業生を輩出しており、卒業後、朝鮮大学校に
限らず、日本の国公立や私立の大学、大学院な
どへも多数進学し、地域社会はもとより経済、
言論、文化、芸術、スポーツ、福祉など様々な
分野で日本社会の一員として活躍している。
今後とも本校では、生徒たちが民族的アイデン
ティティーと素養を培いながら、日本の方たち
との友好の架け橋となり、地域社会発展に貢献
できる人材を育てていく。

誤解を与えるような表現については、教科書編
誤解を与える表現などは、諸意見を参考にし
纂委員会に教材の改善を働きかけていくととも
誤解を与える表現については自らの判断で改善 誤解を与える表現については自らの判断で改善
て、自らの判断において教科書編纂委員会に改
に、自らの判断において、日本の各種教材など
していき、また要求していきたいと思う。
して行きたいと思う。
善を働きかけていきたいと思う。
も参考にし、指導を行っていく。
社会科目での古代から現在までの世界的に有名
な哲学、思想を取り扱うのと同様に主体思想の
原理に対して授業を行っている。
主体思想は、「自己の運命の主人は自己自身で 主体思想では「自己の運命の主人は自己自身に
あり、自己運命を開拓するのも自己自身であ
あり、また自己運命を開拓するのも自己自身で
る」という人間を中心とした世界観であり、個 ある。」と記述している人間中心の思想である
人崇拝にはつながるものではないと思う。
ため、個人崇拝につながる思想ではない。
社会科科目において、主体思想の授業を行う場
合でも、特定の個人崇拝につながるような思想
教育は一切行われていない。
大阪朝鮮学園は、日本で生まれ育った在日同胞
の新しい世代が、民族的アイデンティティと素
養を培い、幅広い知識と品性を備え、同胞社会
はもちろん善隣友好の架け橋となり、地域社会
の発展に貢献できる人材として育てていくこと
を理念とし、本校の教育に努めてきた。
本校は創立以来、多数の卒業生を日本の社会に
輩出した。本校卒業生たちは日本の大学教授、
弁護士、プロスポーツ選手をはじめとし、日本
社会の様々な分野で地域社会の一員として活躍
している。
また、周知のように本校生徒も各種コンクール
や、サッカーやラグビーをはじめとするスポー
ツ活動などに、日本の高校生と共に励んでい
る。
私達は、生徒たちが民族的なアイデンティティ
を確立し、同胞社会に貢献すると共に地域社会
の発展に貢献し、また、国際社会においても活
躍する人材に育ってほしいと思っている。
本校では、今後とも生徒たちが、日本や世界の
歴史や文化への理解を深め、共生社会の実現や
友好の架け橋として貢献できる人材として育つ
よう教育活動を進めていく。

在日の新しい世代が民族の文化と伝統に誇りを
もち、自己のアイデンティティーを確立させな
がら日本の地域社会や国際社会の中で豊かな共
生関係を築いていくこと、これは本校の教育理
念である。
在日の４世、５世の子供たちが日本に永住しな
がら、日本社会や文化を理解し、なおかつ朝鮮
半島の文化や歴史を理解できる人材として育つ
ことは、日本と朝鮮半島の人々がお互いを理解
し、認め合う多文化共生社会を築いていく上
で、この上なく大切な事となるはずである。
今は政治的な諸問題で感情的に対立せざる得な
い状況となっておりますが、こういう時だから
こそ、民族教育を受けて育つ新しい世代が、日
本と朝鮮半島の架け橋となることと思う。
62年の歴史を持つ本校は、創立以来9000余名の
卒業生を輩出しており、卒業後、朝鮮大学校に
限らず、日本の国公立や私立の大学、大学院な
どへも多数進学し、地域社会はもとより経済、
言論、文化、芸術、スポーツ、福祉など様々な
分野で日本社会の一員として活躍している。
今後とも本校では、生徒たちが民族的アイデン
ティティーと素養を培いながら、日本の方たち
との友好の架け橋となり、地域社会発展に貢献
できる人材を育てていく。

主体思想については古代から現代にいたる世界
的有名な思想と共にその原理についてのみ教え
ている。(高１社会）。
主体思想については、自分の運命の主人は自己
自身であり自己の運命を開拓する力も自分自身
にあると言う思想、人(人間)が全ての主人であ
り全てを決定するとの人間中心の思想である。
これは個人崇拝につながるとは思えない。

民族教育とは立派な人間教育だと思っている。
自己のアイデンティティを確立することにより
民族性だけではなくインターナショナル的な感
性を同時に身につけ地域社会はもとより世界に
羽ばたき活躍、貢献できる人材育成を目指して
いる。
現在、同胞社会だけではなく地域社会は勿論、
文化芸術、学術、スポーツをはじめあらゆる分
野で活躍をしている卒業生たちを数多く輩出し
ている。皆、地域社会の一員として共生し貢献
している。
これからもこの様な人材がより多く輩出される
ことを期待している。

主体思想については、高1社会で古代から現代に
至る世界的に有名な思想と共に、その原理につ
いてのみ教えている。
主体思想は、自己の運命の主人は自分自身であ
り、自己の運命を切り開くのも自分自身である
という人間中心の思想であり、個人崇拝にはつ
ながらないと思う。

学校創立後、５５年の歴史をもつ本校は、４０
００人以上の卒業生を輩出してきた。彼らの多
くは朝鮮大学校に限らず、日本の国公立や私立
の大学及び大学院に進学し、地域社会で経済、
言論、文化、芸術、スポ－ツ、福祉などさまざ
まの分野で活躍している。
今後とも朝鮮高級学校では、日本で生まれ育ち
生活を営んでいく在日同胞子女が、民族的アイ
デンティティ－と素質を培いながら、日本の
人々と手を携えて善隣友好の架け橋となり、地
域社会の発展に貢献できる人材を育てていく。
同時に、国際化の流れに沿って日本と世界の歴
史や文化への理解を深め、国際社会で活躍する
人材になることを期待している。

