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関東国際高等学校
「近隣語各コース」のあゆみ

・１９２４年 学校創立 （関東女子高校学校）

・１９８６年 校名変更 （関東国際高等学校）

外国語科 英語コース 中国語コース 開設

・１９９１年 外国語科 ロシア語コース 開設

・２０００年 外国語科 韓国語コース 開設

・２００７年 外国語科 タイ語コース 開設

インドネシア語コース 開設

ベトナム語コース 開設



日本の高校にける英語以外の外国語
学習現況（２０１６年５月現在）

＊延べ学習者数 ４４，５３９人

（高校生全体の 約１．５％）

中国語 → １７，２１０人

韓国語 → １１，１３７人

フランス語 → ７，９１２人

ドイツ語 → ３，５４２人

その他の言語 → ４，７３８人



高校で多様な外国語教育を実施する意味とは？

１．世界の多様な文化、言語、生活習慣を理解し、それら多様な文化、言語、生活

習慣を有する人々と積極的にコミュニケーションしようとする姿勢・態度を育

む。 → 「多様性への理解」

２．次世代の若者のコミュニケーションスキルとして、複数の言語を、目的に合

わせて駆使する能力が求められている。 → 「複言語能力」

３．これからの日本の外交的な戦略や企業のグローバル経営の基礎として、若者

の多様な言語資質は、必須である。 → 「グローバル戦略」

４．何よりも、生徒みずからが学ぶ外国語を選択することで、モティベーション

を持って外国語学習を継続することが可能であり、また、十分な成果が期待

できる。 → 「学びの自律性」

５．高校時に様々な言葉に触れることで、自らが属する文化・社会を相対化して

認知することができる。 → 「自己の相対化」

＊ 日本と密接な関係がある近隣諸国（東アジア、東南アジア、ロシア）の言葉や

文化を学ぶことは、外国語教育の自然な流れなのでは？

＊ 言語を学ぶ「選択権」を生徒たちに！！



研究会の発足

主な目的 ： 高校で韓国語を学ぶ生徒を対象にした

評価システム（試験）を開発・研究。

主な活動 ： 初級学習者用模擬試験の開発と実施。

活動開始 ： 2019年４月

研究会員 ： 高校教員、大学教員、関係団体職員

模擬試験 ： 実施日 2020年１月

既存検定 ： 韓国語能力試験（TOPIK）３回／年

ハングル能力検定試験 ２回／念

センター試験韓国語 100～200名受験



研究会 令和元年度の活動
・研究会 ： 高校韓国語教師、大学教員、民間検定団体職員

고교한국어교사 ,  대학교원 , 민간검정시험단체직원

・支援団体 ： 韓国国際交流財団、ハングル検定協会、JAKEHS

한국국제교류재단, 한글검정협회 ,  

・作問作業 ： 韓国語学習範囲のアンケート実施

한국어학습범위 설문지 조사실시

学習語彙300作成 、読解／聴解問題作成

학습어휘 300 작성 독해 /  청해문제 작성

冊子製本、音声教材作成

문제책자 제본 음성교재 작성

・模擬試験 ： 初級学習者用ハングル（韓国語）検定模擬試験

초급학습자용한글 / 한국어 모의시험

全国53校、1,168名受験 2020年１月実施（教室受験）

전국53교 ,  1,168명수험 2020년1월실시 교실수험

・試験結果 ： 平均点74点、高得点者の比率高、受験者満足度高

평균점 74점 ,  고득점자 비율이높음 수험자만족도 높음

・報告会 ： ３／14実施、運営関係者のみ参加

3/14 실시 ,  운영관계자만참가

・課 題 ： 本試験実施に向けての計画定立

정시험실시까지의계획 정립



受験生徒の声 －実施後のアンケートより－

・今まで習ってきたはずなのに難しかったから、ちゃんと授業を聞いて予習復習もした

いと思った。

・自分の学びを見直す良いきっかけになった。

・リスニングが難しかった。単語と意味が一致するようにしたい。結果が怖い。

・リスニングは「ビビンバ」と「サジン」だけ聞き取れた。

・思ったより難しくなくてスラスラ解けた。分からないところもあったが全て埋めることがで

きた。

・選択肢がわかりやすかったので、自信をもって解答できた。

・「３月」の数字が삼なのか、셋なのか‥迷ってしまった。

・全然わからない問題もあったが、授業でやった単語が出てきて、解けたときは嬉しかった。

・検定試験がどのようなものなのか少し不安に思ったが、レベルや解き方が分かって良かっ
た。

・リスニングは、すごく早くて分からなかったが、部分的に聞き取れて嬉しかった。

・楽しかった！難しいところもあったけど、わかるところもあって安心した。

最後の方はヤケクソ！

・意外と簡単だった。韓国に行っても大丈夫なくらい話せるようになりたいと思った。



初級学習者用の問題

１ハングルで書かれた次の単語の読み方に最も近いカタ

カナ表記を①～④の中から1つ選びなさい。

(解答用紙の1番～3番に〇をしなさい) 〈2点×3問〉



1)회사 （正答率 ５５％）

①フィサ ②フェサ ③フィザ ④フェザ

2)학교 （正答率 ９０％）

①ハッキョ ②ハギョ ③バギョ ④パッキョ



3) 좋아요 （正答率 ８５％）

①チョハヨ ②チョファヨ ③チョバヨ ④チョアヨ
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実施校の声 －各校へのアンケートよりー

・生徒にはとても良い刺激になったようだ。進級後も選択する生徒が増

えた。

・問題は概して簡単だったようだ。ハン検４級受験希望の生徒が出た。

・中級（１年以上学習者）の試験も開発して欲しい。

・本試験の場合は、ハン検の一般の受験料より安くして欲しい。

・授業時間内で受験できたのは良かった。

・試験の出題範囲、語彙を事前に提示すれば、生徒たちの学習の糧にな

る。

・次年度も実施予定ならば年度初めに告示をお願いしたい。

・筆記の問題数を増やして欲しい。読解問題があっても良いのでは？

・学校側の支援をどのように受けるか、課題である。

・若干難易度を上げても良いのではないか？

・試験時間及び問題数、出題内容共に高校生向けとしては最適な模試で

あったと思う。教科書で学ばせた問題が網羅されていた。



試験実施校からのメッセージ

・難易度の高い試験が多い中、基礎基本を測る試験がこの度作ら

れたということは、生徒のモチベーションの向上といった視点

から大変意義が大きいと思っています。

・採点業務もなかったことから教師の負担も少なく、実施しやす

かったと思います。

・１，３００人が受験しているということですから、その中での

順位が分かるせめて教師用資料にでも）と頑張ろうという生

徒が増えるのではないかと感じました。

長崎県立対馬高校 田川校長



令和２年度活動予定（修正案）
・活動目標： ①１単位～４単位履修者が満足できる難易度の問題開発

1단위 – 4단위이습자 모두가 만족할수있는문제 개발

②オンラインによる対話型試験の開発

온라인대화형시험개발

③検定を利用した高大接続方案の開発

한국어검정시험을이용한 대학입시개발연구

・主催者 ： 高校生用韓国語検定試験開発研究会

・協 力 ： 韓国国際交流財団、国際文化フォーラム、日本外国語教育推進機構（JACTFL）

高等学校韓国・朝鮮語教育ネットワーク（JAKEHS）

・事務局 ： （株）ライセンスアカデミー

・監修／アドバイザー： 吉田研作先生（上智大学） 境一三先生 （慶応大学）

浜之上幸先生（神田外語大学） イ・ジョンヒ先生（キョンヒ大学）

庵逧由香先生（立命館大学） 他

・日 程 ： ８月 第１回定例会 정기 모임

９月 ～ 作問委員会 작문위원회 第１回 ９／２７（日）予定

10月 第２回定例会 정기모임

12月 試験問題完成 시험문제완성

１月 モニタリング試験実施（ペーパー、オンライン） 모의시험실시

３月 結果収集／分析 シンポジウム開催（報告会を兼ねる）

결과수집 분석 세미나개최


