
1 はじめに

本稿は、韓国で近年増加し、日本でも注目されるこ

との多い、英語教育施設「英語村」に関する調査結果

を報告するものである。またここで得た知見をもとに、

本学、特に国際関係学部などでの語学研修やフィール

ドワークなどでの利用可能性について検討することを

目的としている。

国際関係学部に所属する筆者らは、英語力はもちろ

んであるが、それと共にその他の言語の能力、そして

国際知識を持って、アジア圏に進出している企業への

「アジア関連就職」ができる人材育成に近年関心を持っ

ている。

中部圏では東アジアや東南アジアと関係を持つ企業

が多く、これまでの本学部の卒業生を見ても、「部品

メーカーのバンコク支社に勤務」「織機メーカーの中

国営業担当」「アジア系エアラインの中部空港担当職

員」など、アジアと関連する職場で活躍するものが多

い。もちろんすべての卒業生がそのような進路を取る

わけではないものの、一つのモデルとしては有効なの

ではないかと考える。そして筆者らは、その際にどの

ような英語の能力を持つべきであり、そのためにどの

ような内容の教育が必要なのかについて関心を持って

いる。

そのような中で、近年フィリピンやマレーシア、シ

ンガポールなど、アジア圏において英語研修を実施す

る大学が見られるようになってきている。また大学ば

かりではなく、アジア諸国において英語語学研修を行

う企業も増加している。この理由は、欧米に比べ、安

い費用でマンツーマンの授業が受けられる上、重要性

を増すアジアのビジネス風土に慣れる機会にもなるた

めであるという。例えばある大手銀行は、幹部クラス

で海外に赴任する社員を対象として、語学研修のため

マニラやセブ島の語学学校を活用している（日本経済

新聞、2014.6.25付）。

上述のような「アジア関連就職」をもし目指すので

あれば、このような研修を大学時代に経験することは

重要なのではないかと考えるに至った。上記の例は英

語を公用語とするアジア国家で英語を学ぶ例であるが、

韓国において、「英語村」が作られ、新たに外国人学

生との共同作業を通じた英語教育が行われていること

が報道されている。条件がそろえば英語を公用語とし

ない地域でも、同様の英語研修が可能であるのではな

いかと考えるようになった。

しかし、これまで韓国の英語村については、英語教

育法や韓国社会の英語熱に関する内容の記事は見られ

るが、日本人学生の韓国の英語村での研修が、どのよ

うな成果をあげうるかについての指摘はさほど多くな

い。

本稿では、このような視点を踏まえ、韓国の社会背

景にもふれながら京畿英語村パジュキャンプを事例と

して述べてゆきたい。なお、本稿の内容は、2014年３

月に実施した、韓国の京畿英語村パジュキャンプにお

ける現地視察に基づくものである。

2 韓国の英語教育熱と「英語村」

韓国においては、1997年に小学３年生からの英語必

修化が行われるなど、国策として英語教育が推進され

てきた。その背景には、韓国社会における「英語教育

熱」があるとされ、しばしばそれはやや過剰とも評さ

れる。

韓国の若い世代は、職を得るためには英語ができる

ことが最低条件と考えている。特に就業や昇進に関わ

るため、TOEICの点数をあげようと努力する傾向が

強い。実際のところ、韓国の一流企業に勤務する若い

社員のTOEICの点数は異常なほど高いとも聞く。

そのため、子女を英語圏の大学に留学させることは

もちろん、小学生以下の子供を英語が話される地域に

送り、英語を身に着けさせようとする親も多い。その

時に子供の世話をするために母親も海外に送ってしま

い、父親だけが韓国で生活する例もある。そのような

父親は渡り鳥のようにして１年に１～２回妻子に会い

に行くことから、「キロギ・アッパ（雁お父さん＝渡

り鳥お父さん）」と呼ばれる。

一方、かなりの投資をして、韓国では子供に英語を

身につけさせようとし、また企業もTOEICの高い点

数を要求するにもかかわらず、実際の業務ではさほど

の英語は使わないのではないかとの指摘もある（The

WallStreetJournal、2014.7.9付）。

このような韓国の教育政策や、英語を重要視する社

会背景と沿うようにして、2000年頃より「英語村」が
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韓国各地に作られはじめ、現在では全国に60あまり存

在する。英語村とは、一種の英語教育施設で、単に英

語を教えるだけでなく、その敷地や施設内ではすべて

英語だけで過ごすことにより、生活面も含めて英語漬

けにし、その能力を伸ばそうという目的を持っている。

日本でも近畿大学や鳥取環境大学などで近年同様の施

設が設置されている。

一面では、留学や海外渡航ができない家庭の子女に

も、格差なく疑似留学体験をさせる施設であるとも言

える。それによって韓国でやや問題視されつつあった、

小中学生を海外に送る「早期留学」を抑制しようとい

う目的もあったと考えられる（樋口、2010）。またそ

の対象は、本来大学生や社会人ではなく、高校生以下、

特に小中学生である。これは小学生で英語を教え始め

たことと関連すると思われる。

これら英語村は、当初は韓国人の生徒をネイティブ

スピーカーの教員が教えるという内容であったが、次

第に社会人や教員を受け入れるプログラムも整備しつ

つあるようである。さらには外国人の生徒を受け入れ、

英語で交流をさせるという内容を志向し始めているよ

うである。

今回視察のため訪問した京畿英語村パジュキャンプ

は、その中でも比較的規模が大きく、かつ唯一地方自

治体である京畿道（日本の県レベル）が運営している、

いわば公営の英語村である。この英語村でも日本、ロ

シア、タイなどの外国人学生を受け入れ、韓国人学生

と英語で作業をするプログラムを行っている。

3 京畿英語村パジュキャンプの特性

3.1 施設概要と研修期間

京畿英語村パジュキャンプは、ソウルの北方約20～

30㎞、バスなどで１時間弱程度の京畿道坡州（パジュ）

市内にある。施設は市内に新たに建設された坡州新都

市内の面積278,253㎡の広大な敷地に作られている。

パジュキャンプは、おそらく韓国最大の英語村であ

り、収容人員は約750名である。敷地内には、英国の

村を模した家々が建設され、テーマパークのような印

象である（写真１、２）。事実、英語での講演が行わ

れるコンサートホールなどもあり、英語の訓練とは関

係なく散策に訪れる一般客もいる１）。

コンサートホールのほか、このような「英国風」の

建築物の中に、教室棟、体験教育施設、学生宿舎、食

堂、管理事務所、スポーツ施設、訪問者のための商業

施設などが作られている。中には、英語での生活訓練

のための郵便局、医院、入国管理事務所（訪問者用チ

ケット売り場）なども設置されている。

この敷地の中は、基本的に英語でだけコミュニケー

ションができるということになっており、英語学習プ

ログラムだけでなく、日常生活も英語で行うことで、

英語圏の地域に留学したかのような効果をもたらそう

としている。

学生宿舎は、６名１室とされ、社会人や引率者用の

宿舎は２名１室となっている（写真３）。学生の場合

は、ルームメイトに他の国籍の学生が来るように部屋

割りがなされるようである。食堂はカフェテリア式で、

滞在中は三食ともこの食堂で食事をとることになる。

写真１ ソウル北方の坡州市に位置する英語村

「パジュキャンプ」

写真２ 英国の村を模した英語村内部

写真３ ２名１室の宿舎内部
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多くのプログラムはおおよそ５泊６日から１週間程

度で行われることが多い。パジュキャンプの研修を行っ

ている日本の留学業者のパンフレットなどを見てもそ

の程度である。

表１は、パジュキャンプにおける大学生向きの研修

のおおよそのスケジュール例である。これを見ると、

７泊８日で到着日と出発日を除いた５日間のうち、２

日目から５日目までグループワークを含む英語レッス

ンを受講することになる。基本的には午前、午後とも

授業が行われる。

また６日目は、ソウル見学に充てられる。この日程

表では自由時間になっているが、見学地を設定するこ

とも可能である。なお自由時間としているのは、「英

語で実際に話してみる」という実践のためであるとい

う説明もあった。また全日パジュキャンプ内の宿舎に

宿泊し、その間の食事はすべてキャンプ内の食堂で摂

ることになる。

業者のパンフレットに示された情報によれば、この

日程で、往復航空券、諸税、食費、宿泊費を合わせて

10万円弱の費用である。業者は、航空券を切り離した

プログラムにも対応しているので、より安価な航空券

を利用できれば、さらに価格を下げることも可能と思

われる。

業者によれば、このような日程を組む理由として、

パジュキャンプの方もそのようなサイクルで運営して

いるということ以外に、１週間以上は参加者がやや飽

きるのではないかということをあげていた。

なお、パジュキャンプ周辺は、前述のように新都市

であるため、アウトレットをはじめとした大型商業施

設やレストランなどがあり、利用可能ではあるものの、

タクシー以外の交通手段が少なく、移動にやや難があ

る。

3.2 英語教育プログラムとその特徴

韓国の英語村は、早期留学に対応するための施設で

あるので、本来は小学生～高校生のための施設である。

しかしパジュキャンプでは、そのような特徴は残しな

がらも近年次第に大学生や社会人に対象を広げている。

また本来は韓国人学生だけにネイティブ教員が指導を

する施設であったが、ここ数年で、外国人学生を積極

的に受け入れている。これらのことを背景として、パ

ジュキャンプの英語教育にはいくつかの特徴が形作ら

れている。

第一の特徴は、早期留学の代替施設であるために、

体験型の施設であることである。テーマパークのよう

な空間はそのためにあるといってよい。たとえば、郵

便局、警察署、銀行などの施設が作られており、日常

生活のための英語の体験授業が行われる（写真４）。

これ以外にも敷地内にある売店やレストランでも英語

を使わなければならない。

次に、いわゆる英語レッスンを行うのではなく、グ

ループワークなど、英語を用いて何かを行うプログラ

ムが主体であることである。写真５に示したのは、英

語で行われる料理教室である。キッチンが設けられた

教室で、グループで英語を用いコミュニケーションを

とりながら、料理を作る。また写真６は舞台つきの教

室で、やはりグループの中で、英語でコミュニケーショ

ンをしながら配役を決め、英語劇を行う授業である。

さらに、これらのグループワークは、英語を母国語

としない地域から来た外国人学生と、韓国人学生の共

同作業で行われるのが非常に大きな特徴である。なお、

この際も教員はネイティブスピーカーである。またパ

ジュキャンプでは、開設当時は韓国人学生だけを対象

にしていたので、外国人学生はいなかったが、ここ数

年で受け入れるようになりこのようなスタイルになっ

たものと思われる。

このような英語を母国語としない地域の学生同士が
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英語でコミュニケーションを取りながら何らかの共同

作業を繰り返し体験することは、非常に重要であると

考える。それは、日本人や韓国人など東アジア圏の居

住者が、英語でコミュニケーションをする可能性が高

いのは、中国、韓国、東南アジアなどの人々であるた

めである。筆者らが視察に訪れた際には、韓国人の生

徒以外に、日本、ロシア、タイからの高校生が来てい

た。

パジュキャンプでは、対象を高校生以下の生徒だけ

でなく、大学生、会社員、主婦（お母さん）などに次

第に広げつつあり、それに対応してさまざまなプログ

ラムが準備されている。たとえば大学生に向けには、

内容的には高校生とあまり変わらない内容でありなが

ら、韓国人学生とともに学習し、相互の交流を図るプ

ログラムや、教員免許を目指す学生向けの英語教授法

を学ぶためのプログラムが準備されている。それ以外

にも社会人の英語研修や、小学校の英語教員の訓練プ

ログラムなども存在する。

大学生がこの施設を利用することを考えるならば、

英語を実地で使ったことがない学生、英語に全く自信

のない学生、あるいはそもそも海外に出たことのない

学生には、基礎的な訓練の場や留学の入門編として効

果的かもしれない。パジュキャンプの教育内容はもと

もと、高校生以下が対象の初歩的な部分が多いためで

ある。視察時には日本の英語教室が小中学生を引率し

てサマーキャンプを行っていた。

一方で、本稿の目的でもある「アジア関連就職」と

の関連で言うならば、英語が母国語ではないアジアや

ロシア等の学生とのグループワークは、得難い経験で

ある。英語を話す相手がネイティブスピーカーであれ

ば、多少こちらの発音が悪くても理解してくれるが、

英語話者でない者同士の場合、さまざまな努力が必要

であるだろう。そのような経験は、たとえば前述の

「アジア関連就職」をし、さまざまな局面で英語を母

国語としないパートナーや交渉相手と英語でコミュニ

ケーションをとるとしたら、重要ではないだろうか。

3.3 韓国にある英語村という環境

ここまで述べたような特性を持つ韓国の英語村に、

日本から研修等に参加する場合、施設が韓国にあるこ

との意味はあるだろうか。

韓国語を解さない日本人学生が、このパジュキャン

プでのプログラムに参加するとした場合、英語を使う

以外ない状況になりやすい。敷地内の売店やレストラ

ンなどでは、おそらくは韓国語と英語は通じるであろ

うが、日本語は通じない。そのような意味で、韓国人

学生よりも、より日本人学生の方が、英語を話す努力

が必要となるだろう。

ところで、一歩敷地を出てしまうと、ソウルなどの

大都市ではないため、今度は英語も通じにくい状況に

なる。パジュキャンプのスタッフは、時間が許す限り、

周囲の商業施設やレストランに車を出してくれるよう

であるが、引率などにはやや問題になる点であるかも

しれない。

またパジュキャンプの事情として、現在は外国人学

生と韓国人学生のグループワークを中心に行っており、

時期にもよるが、日本人など外国人学生からの申し込
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写真４ 英語での生活訓練のための郵便局

写真５ 英語で行われる料理教室

写真６ 英語で行われる演劇クラス



みがあると、それに合わせて同程度の人数の韓国人学

生を受け入れているようであり、比較的容易にグルー

プワークを軸としたプログラムを組みやすい状況にあ

るようである。

一方、パジュキャンプや、日本からの英語研修を管

轄する研修旅行業者は、研修プログラム中にソウル市

内見学を入れることがある。そのように、英語研修で

はあるが、研修を行う韓国という地域自体に関心があ

る学生の場合には、また別の意味があるだろう。本学

部の場合、韓国語を学び、韓国に関心のある学生がい

るので、そのような学生には、英語を学ぶにせよ、韓

国人学生とコミュニケーションをとることや、韓国社

会の研修やあるいはフィールドワーク実習としての意

味もあるだろう。それこそ韓国における英語教育のフィー

ルドワークと考えれば、英語研修そのものが意味のあ

る題材であるかもしれない。

4 まとめ

本稿においては、韓国の「英語村」について、筆者

らが行った視察をもとに紹介しつつ、語学研修やフィー

ルドワークなどでの利用可能性について検討した。こ

こまで示した内容を整理しつつ、研修の可能性につい

て以下に示したい。

まず、英語の研修先として利用することを考えるな

らば、海外旅行をしたことがない学生、英語に苦労を

している学生であれば、パジュキャンプのような英語

村の研修は一つの入口として考えることができるもの

と思われる。それは、このような英語村が、本来高校

生以下の学生を対象としていたため、体験学習など初

級者が参加しやすいプログラムを持っているためであ

る。

さらに筆者らが関心を持っている「アジア関連就職」

を目指そうとする学生がいるとすると、やはりアジア

を中心とする、英語を母国語としない他国の学生と英

語でさまざまな共同作業を行うことは非常に意味があ

るものと思われる。これはおそらく英語村側も意識し

ているものと思われる。また本学部学生で韓国語や中

国語を中心として語学学習を進める学生がいるが、そ

のような者は英語を苦手とする傾向が強い。そのよう

な学生が就業を考える際にいわば第二外国語としての

英語を学びなおす契機になるかもしれない。

英語研修という目的をやや離れると、韓国やアジア

国家に対する一種のフィールドワークや、学生による

取材活動としてとらえることも可能であるだろう。韓

国人学生と一定期間同室で過ごしながら英語でコミュ

ニケーションをとり、相手に関心を持つこと自体に意

味があると思われる。

特に韓国社会や英語教育に関心のある学生に適切な

フィールドワークになるのではないだろうか。実際、

英語の教職課程をもつ日本のある女子大学では、「教

職フィールドワーク」先として韓国の英語村に関心を

持っている。

また、韓国は日本人にとって食文化等の面でストレ

スが少なく、滞在しやすい地域である。業者からは、

「ここで合わないようなら、そもそも留学はあきらめ

たほうがよいのでは」との紹介もあった。他のアジア

地域に比べ、韓国は、日本人が過ごしやすい地域であ

ることは明らかであり、「留学の入門編」としては最

適である。

反面、すでに米国やヨーロッパなどに長期留学をし

たことのある学生や、長い海外滞在経験のある学生に

は、あまり意味がないように思われる。韓国英語村で

の研修は、学生の属性によってその価値が大きく変化

する。また研修費用に関しても、本学部学生に聞くと、

７日間では「近いわりに高い」というイメージを持つ

ようである。経済的な面で参加したくないと考える学

生もいるであろう。

さらには、もし教員が引率をしようとした場合、英

語村を出るとあまり英語が通じない可能性があり、や

や困難を感じることがあるかもしれない。韓国の英語

村で研修を実施する際には、教育内容だけでなく、こ

のような外部条件も詳細に検討する必要があるだろう。
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注

１）近年日本でも長崎県のテーマパークであるハウス

テンボスの一部を「イングリッシュスクエア」と

して、英語のみが通用する区域とし、それらを利

用しつつ英語教育を行うというプログラムができ

ているが、今回訪問した英語村パジュキャンプに

非常に近い発想である。
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