


 長崎県立対馬高等学校には全国の公立高校で唯一、韓国語を専門的に学べ
る国際文化交流科が設置されている。韓国語・韓国文化の学びと検定取得、
進路実現（韓国大学進学、国内大学進学、韓国語を生かした国内就職）の充
実を図っている。 全国から韓国語学習に意欲的な生徒が集まり、現在７７名
の生徒（島内３名、県内３６名、県外３８名）が在籍している。これまでに
約３７０名が入学し、２割近く（７４名）の生徒が韓国の大学に進学した。
令和３年度は韓国語能力試験（TOPIK）で、６級９名、５級 1１名、４級７名、

3 級１０名合格した。また１０名の生徒が延世大学校、ソウル市立大学校、韓国外国語大学校などの韓
国の大学に進学した。 
韓国語の授業は１年次週５時間、２年次週７時間、３年次週７時間あり、習熟度で分けた２つのクラ
スで実施している。３年間で１９単位履修し、TOPIK で２級以上を取得すれば追加で単位が認められる。
１年２学期からという早い段階から検定対策に力を入れ、毎日の授業では教科書と並行して TOPIK の
対策を行っている。さらに月 3，4 回の朝補習と 20 時間の休日補習でも、検定対策の強化を図っている。
１年生は全員が１０月に TOPIKⅠを、２・３年生は希望者が４・１０月の TOPIKⅡを受験する。生徒は過
去問や模擬試験で繰り返し演習し、作文については何度も教員の添削を受け、力を付けている。
これからさらなる検定合格、卒業後のキャリアを意識した取り組みができるように様々な工夫をして
いく。

 長崎外国語大学において TOPIK は「海外派遣留学プログラム」参加の条件
であり、必修の「外大プログラム」単位履修のための語学力の向上と語学資
格の習得を目指して実施されている。カリキュラムとしても位置付けられ、
集中科目（[ 資格韓国語Ⅰ～Ⅵ]）と [IPT Credits] の単位認定科目などが開設
されている。学内のインセンティブ制度は以下のとおりである。
   〇 「１年次語学科目の履修を免除し、８単位を認定」：入学前に一定レベル
以上の語学力を有する新入生については、１年次語学科目の履修を免除し、

８単位を認定するとともに、２年次科目からの履修を許可する制度。
〇 「交換留学の派遣先大学の優先的選択」：交換留学制度の一環として、一定レベル以上の語学力を有
する学生については希望する派遣先の大学を優先的に選択できる優遇策。
〇 「韓日共同高等教育留学生交流事業学部 1 年課程の推薦（韓国国費留学生）」：韓国の教育部と日本の
文科省による「韓日共同高等教育留学生交流事業 学部 1 年課程」制度。合格すると、韓国国費留学生
となる。奨学金として入・出国航空運賃、定着支援金、学費 、生活費（月約9万円）、保険料、帰国準備金支給。
ただし、この制度は日韓大学間の MOU（協定書）締結大学のみが対象。
〇 「語学到達目標達成奨励金」：語学教育における到達目標達成に伴う学生奨励金制度であり、目標達
成奨励金の申請は、原則として、学年暦による各学期の授業終了前までに提出。
〇 「語学単位認定（2 単位）」：一定レベル以上の語学力を有する学生を表彰する「語学の達人」制度の
一環として、所定の「語学能力検定試験単位申請書」を提出すると、2 単位ずつ認定。
〇 「学長奨励賞（表彰状と記念品）」と「学長特別奨励賞（表彰状と記念品）」：一定レベル以上の語学
力を有する学生について、学長から表彰状と記念品（図書券）を贈呈。

長崎外国語大学における TOPIK の運営事例

対馬高校での韓国語教育



 本発表は企業等における TOPIK の活用状況を企業関係者へのアンケートや
インタビューを行うことでその把握を行い、TOPIK を取得した韓国語学習者
が企業等への就職に向けた活用の可能性を模索することを目的とする。
TOPIK の試験目的は「韓国語を母語としない在外同胞・外国人の韓国語学
習方向の提示および、韓国語普及の拡大」「韓国語能力を測定・評価し、そ
の結果を国内大学への留学および、就業等に活用」（共に韓国語能力試験ホー
ムページ）、「韓国文化の理解及び留学などの学術的性格に必要な能力の測定・

評価を目的とする」（韓国教育財団ホームページ）とあり、就職が主な目的とした試験ではなく幅広く
韓国語能力が測定される性格を持ったものであると言える。このような試験の結果（取得級・スコア）
が企業等において採用時にどの程度参考にされ、また、就職後の昇進等においてインセンティブとして
活用されているのか、また、現在企業等にて勤務する立場にある人が TOPIK の結果をどのように活用
してきたのか、被雇用者側の状況も聞き取ることにより企業等における TOPIK の利用状況を把握して
いく。
また、これらの事例を参照することにより、今後 TOIPIK の取得が就職にいかに活用される可能性があ
るのかについても模索していく。

 SNS を中心にオンラインで韓国語を教えてきた経験から感じた、韓国語学
習者の傾向について、特に独学の学習者と韓国語能力試験の関係を中心に考
察する。
   〇 学習のステップとしての TOPIK
 韓国語学習者の大半は中高年の女性。K-POP や韓国ドラマなどの韓流をきっ  
かけに、「推しの言葉を聞き取れるようになりたい」といった動機で学習を
開始することが多い。その中で、特に独学の学習者の場合は、習得している

単語や文法、言い回しなどが特定分野に偏りがちである。
そういった学習者にとって、韓国語能力試験に挑戦することは、韓国語との向き合い方を変える貴重
な機会となる。韓国語能力試験で求められる、一定程度の単語量と体系的な文法の理解によって、学
習者は韓国語学習の全体像を把握できるようになる。その結果、自身の学習の現在地を確認できると
ともに、今後の学習の進め方を見通せるようになる。
   〇 キャリアアップとしての TOPIK
 運営している YouTube チャンネルの視聴者の年代を見ると、最近は 20 代、30 代が増えてきている。
中級講座のレベルまで独学でついてこれているのがこの年代。
この年代は、学習のきっかけは韓流だったとしても、せっかくの学びをキャリアに活かしたいという
意欲がある。語学試験をキャリアに活かすには、通常中級レベル以上が求められるため、韓国語能力
試験の評価が社会的に上がれば、一番恩恵を受けるのがこの年代の学習者と考えられる。
   〇 TOPIK へのハードルを下げる
 TOPIK は韓国語学習の一つのステップとしても、キャリアアップとしても、挑戦するメリットがある。
しかし実際には、韓国語学習者の中で TOPIK に挑戦する率は多くない。体感で学習者全体の 3 分の 1
から 4 分の 1 程度。理由としては、メリットが周知されていない、モチベーションが続かない、中級
者にとって TOPIKⅡが難解、など様々。こういった、試験へのハードルを洗い出し、できることから対
処していくことによって、学習者が試験に挑戦するという流れをさらに強化していくことが望まれる。

韓国語の独学者にとっての TOPIK

TOPIK の取得と就職



 日本における韓国語学習者はこの２０年間で変化している。ハングル能力
検定試験の２０２１年秋の受験者は、十代が２５．４％、二十代が３７．３％
と十･二十代で６割を超えている ( ハングル能力検定協会 HP)。
TOPIK についても駐大阪韓国総領事館が２０１９年に大阪の受験者を調査
した結果によれば、二十代が４８％で最も多く、十代が３０％でこれに次い
でいる。十代の場合、１０年前は１％に満たなかったというから、爆発的な
増加傾向といってよい。( 中央日報 2019 年 11 月 21 日記事 )。

 一方、韓国語の選択授業を開設している日本の高等学校は２００１年に１６３校だったが、２０１８
年には３４２校となり倍増した。大学の場合、２００２年３２２校が２０１６年に４６９校になり１．
５倍となった ( 長谷川由起子 2020)。　一般の韓国語教室ではさらに増加傾向が著しく、日本全国で１，
０００校を超えると推測される。韓国への日本人留学生も増え、２００４年の１，００９人から２０１
９年の７，２３５人と７培以上になった。なお、「冬ソナ」のドラマからのブームが、最近の調査によれば、
日本人が接する韓国メディアは「K-POP 関連の SNS」が４３．１％で最も多く、「韓国ドラマ」３３．５％、

「( 韓国の ) 一般人の SNS」１０．４％、「韓国語ニュース」４．０％、「韓国映画」２．５％の順だという ( 稲
川右樹 2019)。
 このような変化を踏まえ韓国語教室運営の経験を語りながら、今後の日本における TOPIK のあり方を
探る。

 日本の語学書のマーケットで韓国語の学習書の存在感はとても大きい。これ
は、「韓国語を学びたい」という願望や「韓国語を学ぶ」という実践が日本に
一定程度根づいていることを示していると考えられる。その中で、韓国語の
文法や会話といった通常の学習書と並んで TOPIK を対象とした試験対策本も
顕著な動きを見せており、それだけ TOPIK という試験は日本の中で存在感を
増してきている。TOPIK 対策の学習をしている人たちは、韓国語・韓国文化
へのシンプルな興味関心から学習をしている人たちとはまた様子の違う目的

意識を持った学習者だといえる。つまり、TOPIK での好成績は韓国留学や韓国企業への就職に有利ない
しは必須の資格となるので、より自身のキャリア形成に結び付けた形で韓国語学習に取り組んでいる人
たちである。
 本発表では、日本における韓国語学習書の市場規模を概観し、さらにその中で TOPIK 対策本が占めて
きた割合の推移と現状を確認する。「書籍をめぐる数字」という観点から、日本における韓国語学習者の
あり方の変遷と TOPIK の受容を探ってみたい。                                                      

韓国語学習者の変化と TOPIK

韓国語学習者の変遷と TOPIK の受容



近年、韓国や韓国語に興味を示す人々が著しく増加していることは皆さまご存知の通りです。こ
れに伴い、韓国語能力試験 ( 以下、TOPIK) を受験する人も増加傾向にあり、全世界における受験
者数は 2011 年の 10 万人に対して 2021 年には 37 万人と、ここ 10 年間で約 4 倍に伸びています。
この傾向は日本でも同様であり、国内における受験者数は毎年ほぼ 10％ずつ増加しています。
2022 年 4 月 10 日に行われた第 81 回試験では受験者が 1 万 4 千人に達し、これは１回の試験の
受験者数としては過去最高の記録となりました。

しかしながら、日本では韓国語学習熱の増加に比して、TOPIK についての広報・周知活動は十分
に行われてきたとは言いがたい状況です。そこで、早急に TOPIK についての情報発信をすべく、
簡略ではありますが基本的な情報を収録した『TOPIK の手引き』の作成に至った次第です（以下
の要約参照）。

『TOPIK の手引き』の作成を受け、TOPIK に関する様々な機関の模範的な取組や事例を発掘・紹
介し、他の機関との事例の共有及び拡散の場として本フォーラムを開催することになりました。
加えて、韓国語教育に携わっている方々が、様々な学習者との交流を通じて知り得た生き生きと
した現場の知見を広くオープンにできる場を設けることにより、韓国語教育の質の向上に貢献す
ることも目指しております。また、教育機関だけでなく一般企業にも TOPIK の認知度を高めるた
めの課題を探り、解決のための方策をともに考えていく場としても本フォーラムは重要な機会と
なることを期待しています。
                                                   

『TOPIK の手引き』の主な内容

ここでは、『TOPIK の手引き』の主な内容について簡略に整理します。詳細については、「公益財
団法人韓国教育財団（https://www.kref.or.jp/）」の『韓国語能力試験 TOPIK の手引き』を参考
にしてください。

1．『TOPIK の手引き』作成の背景

日本における韓国語に関する検定試験には「TOPIK」と「ハン検」があります。TOPIK の受験者
は近年急増しているものの、長い歴史を持っているハン検に比べるとその存在はあまり知られて
いないのが現状です。そこで、TOPIK の存在を広く知ってもらい、TOPIK の受験者を増やすこと
を目的に『TOPIK の手引き』を作成するに至りました。作成した手引きを 2,500 か所の教育機関
等に発送したところ、予想以上の大きな反響がありました。



2．団体専用試験会場の設置について

日本においては、TOPIK の受験者の急激な増加により試験会場の拡大が喫緊の課題となっていま
す。このため、2022 年度 7 月 10 日、第 83 回の試験から団体専用試験会場の設置が可能となり、
その条件などを詳細に記載しました。

3．TOPIK 受験者のインセンティブについて

TOPIK 試験の結果によって（主に、５級以上合格者）奨学金の授与や単位認定をしている教育機
関を紹介しました。また、企業採用や人事評価への反映をしている事例や日本政府観光局の通訳
案内士の韓国語科目試験免除（６級）について記載しました。

4．TOPIK とハン検の違いについて

TOPIK ともう１つの韓国語検定試験であるハン検について、それぞれの違いを整理・提示するこ
とによって、TOPIK では受験者個々の必要に応じた柔軟な受験の選択が容易であることを示しま
した。
TOPIK とハン検の大きな違いとして、試験の実施回数が違うこと (TOPIK は年３回、ハン検は年
２回 )、ハン検にはない作文テストが TOPIK にはあること、また、ハン検は主として日本国内で
の評価として活用されているのに対して、TOPIK は日本に限らず世界中で同一の評価基準として
活用されていることといったメリットを紹介しました。

5．TOPIK の試験レベルと評価基準

TOPIK の試験レベルと評価基準を各級別に詳細に記載しました。受験準備のためにはどのくらい
のレベルの語彙や文法の知識と「韓国」についての一般的な知識を習得していなければならない
のかという基準を TOPIKⅠ、TOPIKⅡそれぞれに分けてわかりやすく記載しました。

6．TOPIK 試験対策のための提案　

TOPIK の試験区分は 2014 年下半期以降、従来の TOPIK 初級、TOPIK 中級、TOPIK 上級の 3 段
階から、TOPIKⅠ(1、2 級 ) と TOPIKⅡ(3、4、5、6 級 ) の 2 段階に変更されました。これにより、
従来の中級受験者は TOPIK Ⅱを受験するようになり、より高度な試験問題に接することになりま
した。このため、学習の方向性に迷いが生じたり、負担が増加したと感じたりしていることが容
易に想像できます。そこで、「手引き」では中級受験者のこのような不安を取り除くため、第 64
回試験問題の類型分析を通じて受験対策を提案しました。
例えば、「聞き取り問題」の対策としては、3 級に合格するためには 1 番から 20 番までの問題を
中心に、4 級には 1 番から 30 番まで、5 級には 40 番まで、6 級には 50 番までの問題を学習す
ることを効率的な方法として提案しました。「読解問題」、「作文問題」でも同様の提案をしました。
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●1963 年　在日韓国人教育後援会として発足
●1973 年　財団法人韓国教育財団として文部 ( 科学 ) 省より認可
●2013 年　内閣府より公益財団法人韓国教育財団の認可
   現在に至る

●公益財団法人であるため、
    財団への寄付金は税制優遇処置あり
    ※詳細は当財団ホームページ参照

●給付型奨学金の支給
　在日韓国人学生 ( 高校・大学・大学院 ) などを対象に  
    延べ 1 万人に約 20 億円の奨学金支給
　（碧夆奨学金として米国ランク 20 位圏内 MBA 課程の
    給付型奨学金あり）
●韓国語能力試験 (TOPIK) の運営
　韓国政府より委託を受け、1997 年から日本における 
    試験の実施を担当。
　年 3 回、国内最大 55 ヶ所以上にて実施。2021 年に
    は受験者が前年比で 1.5 倍の 4 万人を超える。


