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〇研究 の 目的・ 背景
在外 コ ジア ン研究にお いて、在 中国 コ リア ンの研究は多 々存在す るが、そ の多 くは中国朝鮮
―
族や 中国大陸に進 出す る現代韓 国人 の歴史 。文化 。生活実態 に:関 す るもので ある。 一方、 中国
の特別行政 区であると同時に、'コ スモ ポ ジタ ンな性格を持 つ番港社会 とい う特殊条件にお ける
リア ンに注 目した研 究は稀少である。本研究は、香港在住 コ リア ンに関す る基礎デー タを収
集 ◆整理 した上で 、特 に香港在住 コ リア ンの母語 と現地語の使用 、言語教育 の実態を可能 な限
'コ

り明 らかに し、そ の言語観や文化継承意識 を考察す るもので ある。

O方 法

I

日本国内にお ける文献調査 のほか 、香港、韓 国 の大学図書館 、公文書館、各種団体に赴 き、
以下 の調査 を実施 した。収集資料 の分析 は現在、鋭意進行 中である。
第 1に 、香港在住 コ ヅア ンに関す る基礎資料 の収集 を行 つた。世界諸地域 の在外 コ ンア ンに
関す るデ ー タや歴 史的経緯 との比較を心がけて整理 を進めてい る。
第 2に 、香港在住 コ リア ンの言語使用 と言語教育 の特徴お よび 問題点について、韓日、香港
の教育関係資料、各種報道 を収集 し、整理・ 分析 している。
第 3に 、香港 にお いて 、香港在住 コ ジア ンに対す る聞き取 り調査 を行 うことがで きた。聴取
先 は、香港 の大学に勤務す る研究者、高校生な どであつた。
なお 、研究に際 しては 、香港、韓国 の研究者 か ら協力 を受 けてお り、今後 も連携 して分析を
進 めてい く。

O研 究の成果 について
本研究 では、香港、韓国の研究者 の協力を仰 ぎ、中国語 (北 京語・ 広 東語)。 英語・ 韓国語 。
日本語による資料捺討 お よび研究討論 を実施 し、外部観 察者 の視 点(と 現地の視点 を融合 した分
では、平成 立三年度以降、 日本語 と英語 で公表 してぃ く予定奉
析 を 目指 した。そ あ成某 につし｀
の
ある。また、香港 研 究協力者 が、研究協議 のため平成 20年 6月 に本学を訪問 された ので、
代表者 の卒業研究授業 にゲ ス トとして出席 して もらい、学生へ め助言を賜 る機会にも恵まれた。
本研究課題 の取 り組み を通 じて、 日本・ 香港・ 韓国 の間の共 同研究 の枠組みをつ くる ことがで

きたので、今後 もこのネ ッ トワークを維持・ 発展 させて研究の深化を目指 したい。また、研究
成果を教育に還元・ 展開すべ く、文化情報学部 (特 にアジア文化交流専攻)の 授業でも関連テ
ーマ を積極的に扱 つてい きたい と考えている。

