実技課題文 1
한국도 예전에 비하면 교통사고율이 매우 낮아졌다. 한국에서는 접촉사고가 나면
도로 한가운데에 차를 세워놓고 큰 소리로 싸우는 장면을 목격할 수 있다. 그런데
일본인들은 접촉사고가 발생하면 어느 한 쪽이 잘못했다 하더라도 서로 간에 잘못을
따지기 전에 우선 의례적으로‘미안하다’고 말하는 경우가 많다. 이런 장면에서
일본인들의‘미안하다’라는

표현은

자기의

잘못을

인정하는

사죄표현이

아니라

상호의존관계를 전제로 한 의례적인 인사표현이라 할 수 있다.
위와 같은 동일 장면에서 한국인은 자기의 절대적인 과실이 명백하게 밝혀지지 않은
이상

절대로‘미안하다’라는

말은

하지

않을

것이다.

오히려

상대방이

어떻게

잘못했기 때문에 사고가 났으며 자기가 얼마나 정당한가를 목소리를 높여 이론적으로
강하게 주장하는 경우가 많을 것이다.
著作権保護の観点により、本文を掲載いたしません。
한국에는‘우는 아이 젖 준다’라는 말이 있다. 즉 자기 생각을 소리 높여 주장하는
사람이

이긴다는

의미로

해석할

수

있다.

때문에

교통사고

현장만이

아니라

상담이라든가 보통의 담화 장면에서도 자기의 생각을 강하게 주장하며, 하고자 하는
이야기를 설득력 있게, 큰 목소리로 주장하는 사람이 유리하다고 생각한다. 이런
모습을 일본인들이 보면 곧바로 서로 치고받는 싸움으로 이어지지 않을까 걱정스러워
한다. 그러나 어느 한 쪽이 다른 한 쪽을 이겨버리면 사태는 의외로 쉽게 수습되기도
한다.
이처럼 한국인은 자기 의사를 말로서 명확하게 전달하는데 가치를 두는데, 이는 뒤끝
없이 솔직하게 마음을 전하는 것이 기분 좋은 인간관계로 이어진다고 생각하기 때문일
出典：『한국어와 일본어 그리고 일본인과의 커뮤니케이션』임영철著
것이다. 대조적으로 일본인은 직접적인 표현보다는 간접적이고 모호한 표현을 사용하는
165 ページ 18 行目から 167 ページ５行目まで
경우가 많다. 이는 직접적으로 거절하는 데에 대한 심리적인 부담으로부터 벗어나고
싶은 심정과, 부탁을 거절하므로 인해서 상대방이 입을 상처로부터 벗어나고자 하는
심정으로부터의

행동일

것이다.

따라서

한국은‘울어야

젖을

얻어먹을

수

있는

사회’라고 한다면 일본인은‘울지 않아도 젖을 얻어먹을 수 있는 사회’라고 할 수도
있다.
（임영철『한국어와 일본어 그리고 일본인과의 커뮤니케이션』）

実技課題文 2
日本語にも和語（大和言葉）と漢語があるように、朝鮮語（韓国語）の語彙も固有語と
イ ウ ン ペク

漢字語がある。固有語と漢字語では、その比率は圧倒的に漢字語の方が高い。李応百ソウ
ル大学名誉教授の研究によれば、漢字語 69.32％、固有語 24.4％、外来語 6.28％の順であ
ったそうだ。つまり、朝鮮語は漢字をたくさん使う言語なのである。
それでは、ソウルの街の看板がハングルばかりなのはなぜか。韓国人は漢字を棄ててし
まったのだろうか。
正確にいえば、韓国人は本来は漢字語の言葉であっても、漢字表記をしない傾向になっ
てしまったということである。
朝鮮日報社が発行する月刊誌『月刊朝鮮』
（98 年 5 月号）に、ちょっとショッキングな記
事が載った。韓国で最も難関の最高学府であるソウル大学の新入生（理系）のうち 40 名を
対象に漢字テスト（読み方）を実施したところ、平均点が 50 点にも満たなかったとの記事
だ。日常の中でよく使う 350 語の出題漢字のうち 111 語しか答えられなかった金某君（工
著作権保護の観点により、本文を掲載いたしません。
学部）が読みをふれなかったのは、次のような漢字であった。「健康、現場、決定、技術、
夫婦、電子、憲法、次元、建設、結果、独立、意味、個人、性格、方向、開放、主婦、利
害、代表、農民、現在、交通、音楽、基本、韓国、統一」などである。国号である「韓国」
が含まれているのは驚きだ。
「この金某君が日本出張の際、漢字で書かれている入国申告書を受け取ったら、国名欄
に国名を書けない『ソウル大出身韓国人』になる」と、この記事を書いた記者は嘆いてい
る。そして、漢字テストを実施したソウル大国文科の教授は、
「12 年間の教育が育てたもの
は文盲者だった」とため息をついたそうだ。
「12 年間の教育」とは、大学に入学するまでの
「６（初等学校）
・３（中学校）
・３（高等学校）」のことを言っている。
出典：
『韓国と韓国人』小針進著／株式会社平凡社
現在の韓国の学校教育でどの程度の漢字教育をやっているかといえば、本格的に行うの
34 ページ５行目から 36 ページ 14 行目まで
は中学校になってからである。それも文部当局（教育部）が選定した 1800 字の範囲の教育
漢字をカッコ付きで限定的に併記する教科書を使用する程度。しかも、受験の際の「国語」
などの科目でも、漢字力を問われる出題はほとんどないそうである。受験競争が日本以上
に激しい韓国人学生の学習環境は、当然、受験勉強が中心であり、漢字を熱心に学ばなく
とも可能な中にある。漢字を学習する機会が少ないのだ。こんな状況であれば、韓国の大
学生が上記のような、日本では小学生高学年ならば読み仮名をふれる程度の漢字を読み書
きできないとしても、やむを得ないのである。
（小針進『韓国と韓国人』
）

