各朝鮮高級学校への確認事項に対する回答
確認事項

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

・学園の生徒、教職員が参加して
中級部生徒、教職員が参加しまし
中級部の生徒が8人参加しました
生徒一人が参加しましたが高級部 生徒が１名参加しましたが、高級
生徒、教職員は参加しておりませ
いるか。参加している場合には、
た。高級部の生徒は含まれており
が、高校生の生徒は参加していま
の生徒は参加していません。
部の生徒は含まれておりません。
ん。
高級部の生徒が含まれているか。
ません。
せん。

○ 報道によると、全国の朝鮮初
中級学校から選抜された生徒約
100人が１～２月に北朝鮮を訪問
し、故金正日氏、金正恩氏への忠
誠を誓う歌劇を披露していたとさ
れているが、事実か否か。事実で
ある場合には、以下の点に回答さ
れたい。

・歌劇を含む北朝鮮への訪問は、
どのような位置づけで行われたの
か。学校主催の行事か。それと
も、別の団体主催で行われたの
か。後者の場合、学校はどのよう
に関与しているのか。また、教員
は、どのような立場で参加してい
るのか。

学校行事ではなく毎年行われる
「新年を迎える（迎春）子供たち
の集い」への参加を希望する生徒
たちが自由意思で参加していま
す。
希望者が多いので参加要領が送ら
れてくる機関であり、祖国訪問の
窓口でもある朝鮮総連の協力のも
と専門家によるオーディション
（書類とビデオ）を行い合格した
生徒のみ訪問しております。学校
が関与することはありません。本
校教員は参加してませんがオー
ディションに合格した当校生徒、
保護者の要望があった場合、学校
長の承認のもと教職員が引率とし
て同行する場合もあります。

・歌劇は、どのような内容か。内 「新年を迎える（迎春）子供の集
容は、どのように決定されたの い」では在日の生徒や祖国の子供
か。
たちが台本に従い各々決められた
演目に限って出演しております。

○

金正恩氏の肖像画を掲示しているか。
また、現時点で、掲示について、検討を行っているか。

「新年を迎える子供たちの集い」
では在日の生徒や祖国の子供たち
が台本に従い、各々決められた演
目に限って出演しております。今
年の内容は故金正日総書記を追慕
する内容だと聞いております。

学校行事ではありません。祖国で
旧正月を祝い毎年行われる「迎春
公演」への参加を希望する生徒た
ちが自由意思で参加しました。参
加者は希望者を対象に、専門家に
よるオーディションを行い、合格
した生徒が祖国を訪問しておりま
す。オーディションに合格した生
徒がいる場合、教職員が引率とし
て同行する事があります。

学校の行事ではなく生徒たちの自
由意思で参加しています。
学生の希望者が多く総連の協力の
もと、専門家によるオーディショ
ンを行い、合格した生徒のみ祖国
を訪問しております。学校が関与
する事はありません。
生徒、保護者の要望があった場
合、校長の承認のもと教職員が引
率して同行する事もあります。

今年の内容は故金正日総書記を追
慕する内容とのことです。内容は
音楽教師の草案のもと祖国の音楽
教師との協議によるものだそうで
す。

「新年を迎える子供たちの集い」
では在日の生徒や祖国の子供たち
が台本に従い、各々決められた演
目に限って出演しております。
今年の内容は、故金正日総書記を
追慕する内容だと聞いておりま
す。

掲示しておりません。検討してい 掲示しておりません。また、検討 掲示しておりません。また、検討 掲示しておりません。また検討も 掲示しておりません。
ません。
もしておりません。
もしておりません。
しておりません。
検討していません。

○ 報道によると、故金正日氏の葬儀について、朝鮮学校の施設が
使用され、生徒の動員が行われたとされているが、事実か否か。少 当校の施設は使用されていませ
なくとも学校施設の使用が事実である場合には、以下についても回 ん。
答されたい。

○ ６月１８日付産経新聞（一面）の
「『正恩語録』で総連幹部講習」との
記事によると、「今月５～７日に全国
の朝鮮学校長を対象に開かれた講
習には、校長６９人が出席。許議長
が『金正恩指導体系が確立されるよ
う確実に教育せよ』と指示した。」と
あるが、この６月５日～７日の間に
在日本朝鮮人総聯合会又は他の団
体による「講習会」に高級部の校長
その他の教員が参加した事実はあ
るか。
仮に参加した場合には、以下に
ついて回答されたい。

学校行事ではありません。祖国で
旧正月を祝って、毎年行われる
「新年を迎える子供たちの集い」
への参加を希望する生徒たちが自
由意志で参加しております。
希望者が多いので、参加要領が送
られてくる機関であり、祖国訪問
の窓口でもある朝鮮総聯の協力の
下、専門家によるオーディション
（書類とビデオ）を行い、合格し
た生徒のみ祖国を訪問しておりま
す。学校が関与する事はありませ
ん。

当校の施設は使用されていませ
ん。

当校の施設は使用されていませ
ん。

当校の施設は使用していません。

・学校主催で学校行事の一環等と
して行われたのか。
または、外部の団体に対し、使
用を許可したのか。後者の場合、
どのような趣旨で許可したのか。

学校行事ではありません。 追悼
行事の委員会から通常の使用申請
があり、一般貸し出しとして、お
貸ししました。

・生徒に対し、出席の指示又は呼
びかけ等を行ったか。または、葬
儀の案内だけ行い、出席は、個々
の生徒・保護者の判断としたの
か。

生徒に出席の指示はしておりませ
ん。保護者とともに参加した生徒
はおりました。

学校としては、生徒に参加指示は
一切行っていません。
参加する事に関しては個々の自由
ですので、学校側は関知しており
ません。

名称：全国朝鮮学校校長講習会
主催：全国朝鮮高級学校校長会
目的：本校や各地域での様々な取
り組みに関する報告、論議、討論な
① その行事の名称、主催者、開
ど、学校運営にあたっての意見交
催の目的、
換。 各朝鮮学校学校長との情報
交換やこれからの交流を深める為
の意見、経験等の話し合い。 毎年
定期的に行われる。

名称： 全国朝鮮高級学校校長講
習会
主催者： 全国朝鮮高級学校校長
会
目的： 各地の学校の取り組みの報
告と討論、意見交換、校長同士の
親睦と交流を深める為。 毎年開催
している。

名称は全国朝鮮学校校長講習会で
す。
主催者は全国朝鮮高級学校校長
名 称：全国朝鮮学校校長講習会
会。
主催者：全国朝鮮高級学校校長会
目的は各朝鮮学校の取り組みに関
目 的：各地朝鮮学校の取り組みに
する報告と意見交換及び討議、校
対する意見交換と校長の交流を深
長同士の交流を毎年開催している。
めるため毎年開催している。
学校毎で行なった生徒指導、教員
の資質向上の為の取り組み等の意
見交換の場である。

名称は、全国朝鮮学校校長講習で
す。
主催者： 全国朝鮮高級学校校長
会
開催目的：① 全国の朝鮮学校の
取り組みに関する報告と意見交換・
② 校長間の交流と親睦を深める
ため、毎年開催

② 貴校から参加した者の役職、 校長

学校長

校長

姜文錫校長

学校長

③ 教育内容に関し、特定の示唆
ありません。
を受けることがあったか

なし

ありません。

ありませんでした。

特になし。

各朝鮮高級学校への確認事項に対する回答
確認事項

京都朝鮮中高級学校

・学園の生徒、教職員が参加して
いるか。参加している場合には、 参加していません。
高級部の生徒が含まれているか。

○ 報道によると、全国の朝鮮初
中級学校から選抜された生徒約
100人が１～２月に北朝鮮を訪問
し、故金正日氏、金正恩氏への忠
誠を誓う歌劇を披露していたとさ
れているが、事実か否か。事実で
ある場合には、以下の点に回答さ
れたい。

・歌劇を含む北朝鮮への訪問は、
どのような位置づけで行われたの
か。学校主催の行事か。それと
も、別の団体主催で行われたの
か。後者の場合、学校はどのよう
に関与しているのか。また、教員
は、どのような立場で参加してい
るのか。

・歌劇は、どのような内容か。内
容は、どのように決定されたの
か。

○

金正恩氏の肖像画を掲示しているか。
また、現時点で、掲示について、検討を行っているか。

大阪朝鮮中高級学校

広島朝鮮初・中・高級学校

九州朝鮮中高級学校

生徒2名、教職員1名参加しました
①学園の生徒、教職員が参加しま 初中級部の生徒9人が参加しまし
生徒が５人参加しましたが、高級 が、学校行事としての参加ではあ
したが、高級部の生徒は含まれて た。高級部の生徒は含まれており
部の生徒は含まれておりません。 りません。又、高級部の生徒は含
おりません。
ません。
まれていません。

②参加を希望する生徒、保護者の
自由意志による訪問です。学校主
催の行事ではありません。毎年祖
国でとり行われる｢新年を迎える
子供たちの集い｣です。保護者の
要望があれば、校長の承認のもと
教職員が同行する事もあります。

学校行事ではありません。祖国で
旧正月を迎えるにあたって行われ
るお祝い行事に、参加を希望する
生徒たちが個人の意思で、保護者
了承のもと参加しております。
希望者が多いので、参加要領が送
られてくる機関であり、祖国訪問
の窓口でもある 朝鮮総連の協力
のもと、専門家によるオーディ
ション（書類とビデオ）を行い、
合格した生徒のみ祖国を訪問して
おります。学校が関与する事はあ
りません。
オーディションに合格した生徒、
保護者の要望があった場合、校長
承認のもと教職員が引率として同
行する事もあります。

学校行事ではありません。祖国で
旧正月を祝って、毎年行われる
「新年を迎える子供たちの集い」
への参加を希望する生徒たちが自
由意思で参加しております。
希望者が多いので、参加要領が送
られてくる機関であり、祖国訪問
の窓口でもある 朝鮮総連の協力
のもと、専門家によるオーディ
ション（書類とビデオ）を行い、
合格した生徒のみ祖国を訪問して
おります。学校が関与する事はあ
りません。
オーディションに合格した当校生
徒、保護者の要望があった場合、
校長の承認のもと教職員が引率と
して同行する事もあります。

③今年の内容は、故金正日総書記
を追慕する内容だと聞いておりま
す。｢新年を迎える子供たちの集
い｣において、在日の生徒は台本
に基づき決められた演目に限って
出演しております。

在日の生徒や祖国の子供たちが台
本に従い、各々決められた演目に
かぎって出演しております。今年
の内容は故金正日総書記を追慕す
る内容だと聞いております。

「新年を迎える子供たちの集い」
では在日の生徒や祖国の子供たち
が台本に従い、各々決められた演
目にかぎって出演しております。
今年の内容は故金正日総書記を追
慕する内容だと聞いております。

していません。検討もしていませ 掲示しておりません。また、検討 掲示しておりません。
ん。
もしておりません。
検討もしておりません。

○ 報道によると、故金正日氏の葬儀について、朝鮮学校の施設が
使用され、生徒の動員が行われたとされているが、事実か否か。少
行っていません。
なくとも学校施設の使用が事実である場合には、以下についても回
答されたい。

○ ６月１８日付産経新聞（一面）の
「『正恩語録』で総連幹部講習」との
記事によると、「今月５～７日に全国
の朝鮮学校長を対象に開かれた講
習には、校長６９人が出席。許議長
が『金正恩指導体系が確立されるよ
う確実に教育せよ』と指示した。」と
あるが、この６月５日～７日の間に
在日本朝鮮人総聯合会又は他の団
体による「講習会」に高級部の校長
その他の教員が参加した事実はあ
るか。
仮に参加した場合には、以下に
ついて回答されたい。

神戸朝鮮高級学校

掲示しておりません。また、検討 掲示しておりません。また、検討
してもしておりません。
もしておりません。

朝鮮学校の施設は使用されておら
当校の施設は使用されていませ
ず、生徒の動員も行われておりま
ん。
せん。

当校の施設は使用されていませ
ん。

・学校主催で学校行事の一環等と
して行われたのか。
または、外部の団体に対し、使
用を許可したのか。後者の場合、
どのような趣旨で許可したのか。

①学校行事ではありません。追悼
行事のため組織された｢追悼委員
会｣からの使用申請書の提出によ
る申し込みがあったので、通常の
貸し出しの手続きに従って、貸し
ました。

（「学園」の施設について）
追悼行事のため組織された「追悼
委員会」から学園の施設の使用申
請があったので、通常の一般貸し
出しと同じ手続きにしたっがてお
貸ししました。

・生徒に対し、出席の指示又は呼
びかけ等を行ったか。または、葬
儀の案内だけ行い、出席は、個々
の生徒・保護者の判断としたの
か。

②生徒に出席の指示等は行ってお
りません。個々の生徒が保護者と
共に追悼行事に参加する事に関し
て、当校がとやかく言う事ではあ
りません。

生徒に出席の指示又は呼びかけ等
は行っておりません。個々の生徒
生徒に出席の指示または呼びかけ
が保護者と共に葬儀に参加する事
などは行っておりません。
に関して、当校がとやかく言うこ
とは出来ません。

名称 ； 全国朝鮮学校校長講習会
主催者 ； 全国朝鮮高級学校校長
① その行事の名称、主催者、開
会
催の目的、
目的 ； 各学校の事業内容や取り
組み等の意見交換及び懇親

名称：全国朝鮮学校校長講習会
主催者：全国朝鮮高級学校校長会
目的：全国各地の朝鮮学校教育に
おける取組についての報告と意見
交換、校長間の交流などを目的に
毎年開催している。

名称：全国朝鮮学校校長講習会
主催者：全国朝鮮高級学校校長会
開催目的：各学校の教育現況およ
び、これからの課題に対する意見交
換

名称 ；全国朝鮮学校校長講習会
主催者；全国朝鮮高級学校校長会
目的 ；全国の朝鮮学校の取り組み
に関する意見交換。校長間の交流
を深めるために毎年開催。

名称：全国朝鮮学校校長講習会
主催者：全国朝鮮高級学校校長会
開催目的：全国の朝鮮学校の取り
組みに関する報告と意見交換

② 貴校から参加した者の役職、 校長(１名)

校長

校長

校長

校長が不在だったので、代理で教
務部長が参加した。

③ 教育内容に関し、特定の示唆
ありません。
を受けることがあったか

ありません

ありません。

ありません。

ない

