
1 はじめに

本稿は、韓国の私立大学における中国学科の専門教

育と学科運営の状況について報告し、本学中国語中国

関係学科などのような、海外研究系学科の専門教育と

その方向性について考察を加えることを目的としてい

る。

韓国は日本と同様、あるいはそれ以上に中国との経

済的結びつきが強く、人的交流も盛んである。例えば

中国の大学では、かなり以前より韓国人留学生が最も

多いとされており、本学の中国への派遣留学経験者も

「一番多い留学生は韓国人学生」と述べる。韓国の青

年層の中国留学熱は強く、留学が一つのキャリアの入

り口と考えられている節もある。特に中韓関係は1992

年の国交正常化以降次第に緊密化しており、特にここ

数年は、韓国における中国語と中国への関心が高まっ

ている。

そのような中で韓国の大学には、中国語を教授する

「中国語学科」などの語学系学科、あるいは中国語学

習に加え中国関連知識を教授する「中国学科」がこれ

まで多く設置されてきている。日本における中国系学

科や、その他アジア系の海外地域研究を考える上で、

日本と立場がよく似ており、社会背景においても類似

点の多い一方で、中国系学科への需要が高い韓国にお

ける大学の事例を参考とすることは重要と考える。

しかしながら管見の限り、これまで日本の大学関係

者が、韓国の大学における中国学科の状況を明らかに

したものはほとんど見られない。そこで本稿では、筆

者らが平成25年３月に行った、韓国のＮ大学の中国学

科に関する現地調査をもとに、上述の点について報告

し、考察を加えたい。

2 韓国の大学制度と中国語・中国研究系学科

韓国の大学の状況や制度は、大学を取り巻く環境な

どを含め日本とよく似ているが、やや異なる部分もあ

るので、その特性について、本稿に関連する部分を中

心に確認しておきたい。

まず、大学の呼称は日本とやや異なっている。総合

大学を「大学校」、学部を「大学」と呼び、単科大学

も「大学」と呼ばれている。また日本の短期大学にあ

たる２年制大学は「専門大学」と呼ばれている。日本

との対比でさらにややこしいのは近年、「学部制」が

導入されたことである。これは、主として上記の「大

学」で学科ごとの定員を定めずに募集する際に用いら

れ、場合によっては「大学」の中に「学科」と「学部」

が併存することもある。

現在、韓国の四年制大学の数は韓国全土で200余り

であり、5000万人弱の人口に比して、その数は多いと

いえるかもしれない。またその背景には、韓国の大学

進学率の高さ（約70％）も影響しているものと考えら

れる。

また日本の大学との大きな違いの一つは受験制度で

あるとも言われている。国立大学はもちろん、私立大

学も、日本のセンター試験のような「大学修学能力試

験（修能）」を受け、その点数に二次試験などの点数

をプラスして合否が決定され、私立大独自の試験は基

本的に存在しない。

韓国の場合、これまで大学に行くことが将来の職業

選択に大きな影響を及ぼしていた上に、以前はこの試

験が大学進学の唯一の機会であり、現在でも大きなウ

エイトを占めている。このため受験戦争が激化したと

も考えられる。

このような多くの大学の中で、中国語、あるいは中

国研究を行う学科はどのくらいあるだろうか。各大学

のホームページなどを参考にすると、表１に示す通り

である。表のように、筆者らが確認できた中国語・中

国研究系学科・専攻を持つ四年制大学は、89大学にの

ぼった。

最も多いのは、日本の文学部に相当する「人文大学」

等に設置されている「中語中文学科」がその多くを占

めている。これは日本でいう「中国文学科」に相当す

るものであると思われる。また一部私大にみられる

「中国言語文化学科」なども基本的には同じ特性を持

つものと推測される。

これは国立大、私立大を問わず存在する。むしろ総

合大学で人文大学を持っていれば、たいていこの種の

学科を有している。例えば韓国において有名大学の代

名詞である「ＳＫＹ」に入るソウル大、高麗大、延世

大をはじめとした著名な大学にも見られる、きわめて

一般的な学科であるとも言え、中国関係の学科として

は圧倒的に数が多い。これは日本も同様であるのかも

しれない。なお、日本で言うところの中国文学科に中

国研究を加えたような「中語中国学科」というものも
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少数ではあるが、一部の私大に存在する。

その一方で、外語系と思われる中国語学科、中国語

学部などが外語系の大学を中心に存在する。たとえば、

韓国外大などでは、中国語大学（日本で言うと「中国

語学部」）があり、それに加えて通翻訳大学（通翻訳

学部）にも中国語通翻訳学科が設置されている。ここ

までの規模ではないにしても、外国語系の学部には中

国語科は通常あるものと思われる。

近年の中韓の経済的なつながりを反映してか、一部

の私立大学には、社会科学大学（社会科学学部）や商

経大学（商学部）などに中国ビジネス学科、中国通商

学科なども存在しているが、それほど多いとは言えな

い。

さらに、一部の私立大学には、「中国学大学」「中国

学部」「中国学科」など、中国語と中国研究を組み合

わせ、中国研究を前面に出した学部や学科を持つもの

もある。例えば、ソウル市にある江南大学校では、中

国を総合的に研究する中国学大学（中国学部・定員

100名）が2004年に設置され、その中に中国語文化学

科、中国実用地域学科が設置されている。これらの総

合的中国研究を標榜する学部学科は、多くの場合2000

年代に、それまで存在した中国語系学科を改変して設

置されたもので、比較的新しい試みと思われる。

本稿で扱うＮ大学の中国学科は、上述の最後の類型

か、あるいは、中国語教育寄りの「中語中国学科」に

近いものと思われる。語学と国際知識・海外地域研究

を教育の軸としている点で本学の中国語中国関係学科

や国際関係学部と類似している。次章以降、その特性

と、教育・学科運営について、筆者らの現地調査に基

づいて報告していきたい。

3 韓国の私立総合大学における中国学科の教

育と運営：Ｎ大学の事例

3.1 Ｎ大学中国学科とカリキュラム

韓国の首都ソウルから南に80㎞ほどの、幹線鉄道沿

いに位置するＮ大学は、私立のキリスト教系総合大学

である（写真１）。1993年に産業大学として設置され

た比較的新しい大学であるが、その後学部（大学）を
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表１ 韓国の四年制大学における中国語・中国研究系学科の類型

写真１ ソウル南部の地方都市にあるＮ大学

写真２ Ｎ大学中国学科における中国語授業

学部・学科・専攻名称 大学名

＜中国文学系＞
中語中文学科、中国言語文化学科、中国語文化学科、中国言語文化
専攻など

＜国公立＞ソウル大学校、慶北大学校、釜山大学校、ソウル市立大
学校、仁川大学校、慶尚大学校、全北大学校、全南大学校、木浦大
学校など
＜私立＞高麗大学校、延世大学校、梨花女子大学校、漢陽大学校、
東国大学校、誠信女子大学校など

＜中国文学+中国研究？＞
中語中国学科など

＜私立＞蔚山大学校、鮮文大学校、湖西大学校など

＜外国語系＞
中国語科、中語学科、中国語学科、中国語文化学科、中国語学部、
中国言語文化学部など

＜国公立＞忠州大学校、ハンバッ大学校など
＜私立＞韓国外国語大学校、慶煕大学校、中央大学校、水原大学校、
檀国大学校、中部大学校、東西大学校など

＜ビジネス系＞
中国ビジネス学科、中国通商学科、中国地域通商学科、グローバル
チャイナ連合専攻など

＜国公立＞仁川大学校など
＜私立＞漢陽大学校、中部大学校、江南大学校、世宗大学校など

＜中国研究系＞
中国学科、中国学大学、中国学部、中国地域学科など

＜国公立＞昌原大学校など
＜私立＞仁済大学校、江南大学校、南ソウル大学校、高麗大学校など

＜その他＞
韓中サイバー文化学科

＜私立＞東西大学校

＊各大学のＨＰ（韓国語・日本語）などによる



増設し、工学系、デザイン系、ビジネス系、人文系、

保健医療系学部を持つ学生数１万人余りの総合大学に

なっている。中国学科は1995年という早い時期に設置

されている。

中国学科は現在、英語科、日本語科、社会福祉学科

などとともに、「人文系列」（人文学部に相当）に属し

ている。人文系列に属していることから見て、本来語

学・中国文学中心の「中語中文学科」の延長線上に位

置づけられるようにも思われる。中国学科のスタッフ

は、韓国人教員５名、中国人教員４名の９名で構成さ

れており、このうち４名が語学系教員で、残り５名は

中国思想、中国ビジネス、歴史学、文学、政治学など

である。

まず、中国学科のカリキュラムについて見てみたい。

表２は、いわゆる教養科目を除いた専門科目の配置状

況を示している。これを見ると、まず「中国語入門」

「中国語会話」など中国語系の科目が29科目、「中国学

概論」「中国経済」など中国研究系科目が19科目あり、

中国語を教授する科目がかなり多い。

これらの中国語系の科目は、「中国語入門」から始

まり、おおよそ１年秋から４年春まで、選択科目が多

いものの、週９～14時間（日本の大学では4.5～７コ

マ相当）準備されており、かなりの時間数であるとい

える。また、「インターネット中国語翻訳」「大衆文化

中国語」「映像中国語」など、やや特化した内容の中

国語科目が開講されている。

反面、中国研究系の科目は、必修科目も含め、２年

春以降に開講されている。特に２年春の「中国経済」

「中国歴史文化」「中国政治」の３つの必修科目がその

スタートであり、必修の卒業論文が課される４年秋に

まで科目が配置されている。また専門教育カリキュラ

ム全体としてみると、中国語系科目を先にスタートさ

せ、中国研究系科目は１年程度遅れてスタートさせて

いる。

これらの特性を、本学の中国語中国関係学科と比べ

るならば、教員構成や専門分野、そして何より中国語

学習と中国研究の双方がある点が類似している。ただ

しこの両者の学科専門科目の割合は異なっている。

本学中国語中国関係学科は、中国語系科目が22科目、

中国研究系科目が32と、上述のＮ大学に比べ、いわゆ

る語学ではない中国研究系科目が多い。これは本学の

場合、学科が国際関係学部にあるという点が影響して

いるともいえる。またカリキュラム上、中国語系科目

をやや早くスタートさせる点はよく類似している。

3.2 Ｎ大学中国学科の学科運営と各種制度

次いで、今回のインタビュー調査を通じて理解され

た学科運営や諸制度について、本学の例と比較しつつ

述べていきたい。

まず、目につくのは中国への多彩な留学制度である。

Ｎ大学は中国に10校以上の姉妹提携校を持ち、中国学

科を中心として数種類の留学制度を有している。それ

らは短期留学、二学位プログラム、交換留学、委託留

学などである。

短期留学制度は、夏と冬に行われる５週間の研修で、

中国の海南島や青島などにある提携大学で語学研修を

中心としたプログラムを受講するものである。この研

修は大学から補助が出ており、費用の約３分の２を大

学側が負担している。そのため、学生は航空券代と食

費を負担する程度で良い。定員は夏20名、冬30名であ

るが、費用負担が軽いため希望者が多く、選抜をして

いる。また冬に行われた海南島研修は、廉価な宿の手

配なども含めて、中国学科の教員が全体を統括してい

るとのことである。

現在韓国では、文教政策として「登録金（授業料）

の一部を学生に何らかの形でバックしなければならな
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表２ Ｎ大学中国学科における専門科目の配置

学期 中国語系科目 中国研究系科目

１年春 ◎中国語入門１（3）、中国語演習（3）、 中国学概論（2）

１年秋
中国語文法（3）、中国語入門２（3）、中国語入門会話演習
（3）

２年春
中国語教科教育論（3）、中国語作文１（2）、中国語聴取１
（2）、中級中国語会話１（2）

◎中国経済（3）、◎中国歴史文化（3）、◎中国政治（3）

２年秋
◎中国語会話（中級）２（2）、インターネット中国語翻訳
（3）、中国語教科教材研究及び指導方法（3）、中国語作文
２（2）、中国語聴取２（2）

中国近現代歴史文化（3）、中国産業観光地理（3）

３年春
◎中国語会話（上級）１（2）、中国語論評（3）、日常文化
中国語（3）、ＨＳＫ講読（3）

◎中国社会（3）、中国文学（3）、中国ビジネス入門（3）、
中国外交（3）

３年秋
◎中国語会話（上級）２（2）、観光中国語（3）、大衆文化
中国語（3）、ビジネス中国語（3）、映像中国語（3）

中国外交（3）、聖書購読（3）

４年春
ビジネス中国語翻訳演習（3）、国際ニュース講読（3）、
中国語会話特講（3）

中国と外国文化交流（3）、中国社会問題研究（3）

４年秋
◎卒業論文（2）、米中観光地理（3）、中国学セミナー（2）、
現代中国（3）、現代韓中関係（3）

＊『Ｎ大学校要覧』による。科目名の◎は必修科目。科目名の後の（ ）内の数字は週あたり授業時間数



い」という規定があるので、これらの留学支援はその

ために行われていると思われる。

また中国の大学との二学位プログラムもある。これ

は、Ｎ大学での２年次終了後、首都師範大学へ２年間

留学し、卒業論文を作成することで、二つの学位を取

得することができるものである。

さらに、委託留学制度も独特の方法であり興味深い。

これは、中国の大学に１年などの期間学生を留学させ

るが、その分必要な費用は、こちらの学生が納付して

いる学費から、中国で必要な額だけを送る。中国の学

費は韓国に比べ安いので、大学経営上黒字になるはず

である。

また中国語教育に関しては、留学や各種自習機器を

充実させるなど、環境を整えた上で自主学習を重んじ

ている。そのため教員側が必要以上に学生に関与しな

いようである。例えば、中国語学習に役立つと思われ

る中国人留学生との交流は、学生本人の希望によるも

ので、学科としてはほとんど関知しない。一方で、Ｈ

ＳＫ（漢語水平考試）など資格試験の合格者には積極

的に科目履修免除をしているとのことである。ある程

度以上の実力がある学生にそのレベル以下の科目履修

を強いるのは無意味であるとしている。

また、学生の進路など「出口」に向けては、もちろ

ん中国関連の企業などをも視野に入れているが、学生

の３分の１は中国や中国語に関連のない「普通の」就

職をする。また学科では、学生の意欲がない場合など

もあり、全員が中国語を自由に読み書きできるように

なるわけではないと認識している。これは日本の外国

語系の学科でも十分にありうることである。

学科主任も務めたＫ教授によれば、学科教育の最終

的な目標は「人格の涵養」であり、「就職に役立つ」

ことではないと考える。中国語や知識もさることなが

ら、それ以上に人格形成が重要である。そのため、中

国思想史を専門とされるＫ教授は、担当科目で学生に

「論語」を教えており、むしろこのほうが大切である

とする。

われわれは「大学の専門を活かした就職を」と考え

がちであるが、それ以前に「人格の優れた人間」が重

要であるのは、どのような大学でも例外ではない。

4 まとめ

本稿においては、Ｎ大学の事例を引きながら、韓国

の私立大学における中国学科の専門教育と学科運営に

ついて検討してきた。

韓国の大学においては、日本でいうところの文学部

中国文学科に近い「人文（科学）大学中語中文学科」

が多く、いわゆる総合的な中国学科や中国ビジネス学

科は一部の私立大学に限られる。ある意味では、韓国

の私立大学が開拓してきた分野であるかもしれない。

またそのような中で、今回事例として取り上げたＮ

大学の中国学科は、中国語教育に中国の政治経済、文

化社会を教授する特性を持つ学科であり、本学の中国

語中国関係学科とも類似していた。またこのような方

向性は、次第に中国との関係や関心が高まってきた韓

国において形成されたものであると思われる。

1995年という比較的早い時期に設立されたこともあ

り、Ｎ大学の学科専門教育や学科運営には、安定した

ものが感じられた。特に各種の留学システムや中国語

学習の取り扱い等は、これまでの蓄積があって作り上

げられたものであるだろう。

さらに、特に中国と関係ない就職をする学生が一定

数いるという事実を考慮に入れた上で、中国語や知識

よりも人格形成が重要であるという認識をもって学科

運営を進めている点は、現実的であり、参考となる点

が多い。

ただもちろん、今回の報告は、まだ十分な調査では

ない。特にＮ大学中国学科への調査は、大学の方針と

の関連や、より詳細な科目内容に関する調査が必要で

あると感じている。これらについては、今後の課題と

したい。
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