
 

 

様 式 5  

公益財団法人 トヨタ財団 御中 助成番号  D17-N-0185 

2019年 11 月 23 日 

変化の記録 (Record of Change) 

この記録は、プロジェクトを通じて得た個人的な感想や考えをうかがうもので、プロジェクト全体

の意見を代表するものではありません。また、この記録は代表者およびプロジェクト対象国・地域

より各１名が作成してください。 

 

名前 長岡 智寿子 

プロジェクトでの役割 会計、事務局 

所属機関名 田園調布学園大学 

役職 准教授 

 

1. プロジェクト開始時の想定と現実の違い、考えられるその理由 

 本プロジェクトは日本と韓国の識字教育に関係者が集う中で取り組まれた。特に、日本側は基礎

教育保障学会のメンバーが中心となり、学会の活動として実施した。基礎教育保障学会は2016年8

月に設立した新しい学会であり、本プロジェクトは新組織として最初に取り組む国際共同プロジェ

クトであった。そのため、開始時に役割分担をしたものの、予想以上に、個々人が負担する作業が

増え、プロジェクトを運営する側としては事務的な連絡、調整に困惑することもあった。しかし、

会議や打ち合わせの機会を設けることにより、お互いの取り組み方の違いについても学ぶことにな

り、なんとか進めていくことができた。 

 

2. 交流活動によって生まれた、自分およびプロジェクトメンバーの変化とその理由 

（相手国・地域の現状や課題の捉え方、状況の改善および課題の解決に向けた発想やアプローチ方

法などの変化） 

 韓国側の識字教育（文解教育）は、行政面でのサポートを受けていることもあり、教材や学習活

動を尊重する環境の他、学歴認定制度などの学ぶことへの支援体制が整えられているが、独自の法

制定を求める声もある。日本では、現在のところ、制度面でのサポートまで追いついていない状況

にある。また、韓国側は年に１回の識字広場などのイベントを通して、社会全体に学習活動の意義

を発信することも重視している。学ぶ者が主体となって、学ぶ権利を獲得していこうとするエネル

ギーを強く感じるとともに、日本社会においても年齢に関係なく、学ぶ意欲を持つ人々を尊重する

体制づくりを求めていきたい。 

 

3. 1、2によるプロジェクトの変化および想定される自身や組織への影響 

基礎的な学習活動の機会を逸してきた人々、特に、高齢の女性たちの意欲とたくましさを痛感す



 

る機会となった。なかでも、日本と韓国の学習者がそれぞれ、自身の生い立ちや経験を語り合う姿

には感動を覚えた。おそらく、他者には積極的に話せない、話したくないような内容もあったはず

である。しかし、交流活動を通じて、心の内に秘めていた想いを発信する姿は、学ぶことにより取

り戻した自信や今後の希望とも考えられ、個々の語りがもたらすエネルギーを貴重な学習材料とし

て評価し、伝えていくことの意義を確認した次第である。 

 

4. その他上記に含まれない点 

 日本側は学会メンバーを中心にプロジェクトに取り組んできた。プロジェクト自体は終了したが、

この貴重な活動を踏まえ、研究活動をさらに展開させていくことが課題となる。プロジェクトには

期限があるが、研究活動そのものは今後も継続し、発展させていくことが我々の課題であると考え

る。このような貴重な機会をサポートしていただいたトヨタ財団へは、心より感謝の意を申し上げ

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

양 식 5  

공익재단법인 도요타재단 귀하 조성번호  D17-N-0185 

년  월  일 

변화의 기록 (Record of Change) 

이 기록은 프로젝트를 통해 얻은 개인적인 감상과 생각을 여쭙는 것으로, 프로젝트 전체의 

의견을 대표하는 것은 아닙니다. 또 이 기록은 대표자 및 프로젝트 대상국∙지역으로부터 각 

1분이 작성해 주십시오.  

 

이름 문종석  ムン・ゾンソク 

프로젝트에서의 역할 총괄기획  総括 企画 

소속기관명 푸른사람들 부설 푸른어머니학교 青い人々付設プルンオモニ学校 

직무 교장 校長 

 

1. 프로젝트 개시 당시의 생각과 현실의 차이가 있다고 한다면 그 이유 

한일 교류를 오래동안 진행해온 당사자로서 상호 각국의 상황이 다르다는 것과 그에 따른 

각국의 배경도 다르다고 단순하게 인식했었다. 그 다름의 차이를 외형적인 부분으로 인식했고, 

그렇게 비교하여 사고했었다. 하지만 교류를 통해 그 다름이 만들어지게 된 배경과 인식, 

정책까지 알게 되어 이제는 각국의 한계와 장점을 이해하고 상호 보완할 수 있는 단계까지 

발전했다.  

 

日韓交流を長きに渡り進めてきた当事者として、両国の状況が違うことと、そ

れに伴う両国の背景も違うと単純に認識していた。その相違を形式的な部分とし

て認識し、そのように比較して考えていた。しかし、交流を通じて、その相違が

形成されるようになった背景や認識、政策まで知ることができ、今では、両国の

限界とメリットを理解し、相互補完できる段階にまで発展した。 

 

2. 교류활동에 의해 생겨난 자신 및 프로젝트 멤버의 변화와 그 이유 

(상대국∙지역의 현상과 과제에 대한 인식, 상황 개선 및 과제 해결을 향한 발상이나 접근방법 

등의 변화) 

일본 야간중학교 등의 안정적인 인프라(교원, 시설 등)가 식자교육에 미치는 영향에 대해 알게 

되었다. 안정적인 교원에게는 학습자의 상황에 맞게 교재나 학습내용을 제공할 수 있는 힘이 

있었고, 인프라의 안정은 어느 상황에서 학습자가 찾아와도 대응할 수 있는 안정적 현실을 

만들어내고 있었다. 이러한 상황은 일본 식자교육의 지속가능성을 담보 하고 있다고 보였다. 

학습자 중심의 교육이라는 것은 결국 학습을 제공하는 행위의 안정이 크고 그것은 결국 

교원과 학습공간의 안정이 뒷받침되어야 한다는 것을 배웠다.  

또한 일본의 식자교육은 학습자를 대상화하지 않고, 학습을 하는 상황이나 학습환경을 바꾸는 

데에도 학습자가 주체적으로 참여하여 식자교육의 주체로 사고하는 당당함을 배웠다.  

 

 



 

 

日本の夜間中学校などの安定したインフラ（教員、施設など）が識字教育に及

ぼす影響について理解できた。安定した環境にあれば、教員は、学習者の状況に

合わせて教材や学習内容を提供できる力量が備わり、どのような状況にあっても

学習者が訪れれば対応することができる安定した体制をつくり出していた。この

ような状況は、日本の識字教育の持続可能性と見ることができる。学習者中心の

教育というのは、結局のところ、学習を提供するという行為の持続性が大きな問

題であり、つまりそれは、教員と学習空間の安定に裏付けられるべきであること

を学んだ。また、日本の識字教育では、学習者を対象化することなく、学習する

状況や学習環境を変化させていく上でも、学習者が主体的に参加し、識字教育の

主体として考えていく堂々とした態度を学んだ。 

 

 

3. 1, 2에 의한 프로젝트의 변화 및 생각할 수 있는 자신과 조직에 대한 영향 

본 교류를 통해 크게 두가지의 영향을 받았는데 첫 번째는 학습자 스스로가 주체가 되어 

‘스스로 말하게 하라’라는 명제를 새삼 깨닫게 되었다. 성인학습자는 단지 읽고 쓰지를 못할 

뿐이지 다른 모든 상황에서는 누구보다도 당사자로서의 자신의 목소리를 낼 수 있고, 이는 

학습에서의 주체성에 영향을 주어 더 당당한 학습자가 될 것이라는 사실이다. 

두 번째는 한국의 문해교육의 지속가능성을 확보하기 위한 행동을 시작하려 한다. 안정적인 

교원과 학습환경을 확보하는 것이야말로 지속가능한 문해교육을 가능하게 하는 것이기에 이를 

가능하게 하는 제도적 장치와 인식개선에 적극 나서려고 한다. 특히 기초교육을 제공 받아야할 

시기를 놓친 성인학습자에게 기초교육을 제공해야한다는 기본권으로의 접근과 언제든 

마음먹을 때에 문해교육을 받을 수 있는 안정성 확보를 위한 노력을 기우려야 하겠다.     

 

本交流を通じて大きく二つの影響を受けた。一つ目は、学習者自らが主体とな

って「自ら語れ」という命題を改めて悟ったことである。成人の学習者は、ただ

読み書きができないだけであって、他のすべての状況では誰よりも当事者として

の自分の声を出すことができ、これは学習の主体性に影響を与え、より堂々とし

た学習者になるということである。 

二つ目は、韓国の文解教育の持続可能性に向けて検討していきたいということ

である。教員と学習環境を安定的に確保することこそ、持続可能な文解教育を可

能にするものであり、制度的な仕組みと関係者の考え方の改善に向けて積極的に

努めていきたい。特に、基礎教育の機会を逃した成人の学習者に対し、基礎教育

を提供しなければならないという基本的権利へのアクセスと、いつでも決心した

際に文解教育を受けることができるという安定性の確保のために努力していき

たい。 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. 그 외 상기에 포함되지 않은 점 

한-일 문해-식자교육 교류의 성과는 단순한 정보교환을 넘어 서로에게 처한 현실과 과제를 

함께 풀어나가야 한다는 동반자로서의 인식을 심어주었다. 문해-식자교육 관계자 뿐 아니라 

양국의 학습자들 스스로도 이러한 영향을 상호 주고받고 더 당당하게 성장하게되는 계기를 

맞이했다. 

이러한 교유의 기회를 제공해준 모든 관계자 분들께 감사의 인사를 전한다. 

 

日韓識字−文解教育交流の成果は、単なる情報交換を越えて互いに直面してい

る現実と課題について、共に解決していかなければならないという、仲間として

の認識を植え付けた。識字−文解教育関係者だけでなく、両国の学習者が自らも

それらの影響を相互にやりとりし、より堂々と成長できるきっかけをつかんだ。 

このような交流の機会を与えていただいたすべての関係者の方々に感謝の意

を表したい。 


