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移動する中国朝鮮族のアイデンティティ
―東アジアの人びとの共生に向けて―

The Identities of Korean-Chinese Migrants:
Inspirations for People’s Living-together in East Asia

加藤 恵美*
Emi Kato

Ⅰ．はじめに

趙貴花『移動する人びとの教育と言語――中国朝鮮族に関するエスノグラフィー』（三元社、
2016年）1のキーワードは5つある。それは「移動」、「朝鮮族」、「教育」、「言語」そして「アイデ
ンティティ」である。そのなかの最後の「アイデンティティ」は、本書のタイトルには含まれ
ていないものの、最も重要な焦点であるといえる。すなわち本書が伝えようとしていることは、
移動する中国朝鮮族の言語教育に表れた彼らのアイデンティティであった。そのためにまず著
者の趙は、移動する中国朝鮮族を追って複数の場所でフィールドワークを行い、「移動する人び
とが教育についてどう考えているのか」（36頁）についての‘Multi-cited ethnography’を書いた。
これは自らも移動する中国朝鮮族の一員であり、また中国語・朝鮮語・日本語の3言語を自由に
操ることができる彼女だからこそ書くことのできたエスノグラフィーである。さらにそのエス
ノグラフィーを分析した本書は、彼女自身のアイデンティティ探求の物語でもあるといえるだ
ろう。
本稿は大きく分けて次の2つの部分から構成される。第一に、エスノグラフィーに基づく結論
として趙が示した中国朝鮮族のアイデンティティを再検討することである。そして第二に、趙
の知見を踏まえて、日本に居住する中国朝鮮族のアイデンティティを試論することである。と
りわけ本稿は、中国朝鮮族が日本社会において「中国人」である理由を考えたい。なお本書に
ついては、すでに1つの書評論文と2つの書評、すなわち林梅（2016）、金英花（2016）、鈴村裕
輔（2016）の論考が公開されている。本書の意義は、本書に基づくこのような論考の数からも
充分にうかがい知ることができよう。これに対して本稿は、一方でこれらの論考を参考にしつ
つも、他方で私自身の新しい視点で本書の議論を理解し発展させることを目指す。

1 以下、「本書」と表記する。
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Ⅱ．中国朝鮮族のアイデンティティ

1．教育とアイデンティティ
本書の目的について、趙はこう述べている。「複数のアイデンティティを並列に持つ段階から、
徐々にその境界があいまいになり、並存するアイデンティティが融合して新しいアイデンティ
ティを創造する過程にある『ハイブリッド・アイデンティティ』としての朝鮮族のアイデンティ
ティのあり方を描」く（17頁）。そして本書はジグムント・バウマンを引きつつ、そのような
「ハイブリッド・アイデンティティ」は、次のような人びとによって創造されるものであるとも
述べている。すなわち「都会の貧しい、民族的に混在したゲットー」暮らしの人びとではなく、
グローバルに展開する「国際政治、学術研究、メディア、芸術に結びついた、世界についての
特異な経験を共有する個人」（17頁）たちによってである、と。すなわち本書が移動する中国朝
鮮族、とりわけ高学歴者に焦点を絞ったのは、彼らこそが新しいアイデンティティの形態たる「ハ
イブリッド・アイデンティティ」を体現する人びとだと趙が考えたからであろう。
そのような中国朝鮮族の教育に本書が注目した理由を趙は明快には述べていないが、それは
彼女が教育という行為に彼らのアイデンティティが表れると考えたからだと推察できる。一般
的に、親は自らの良心にしたがって、すなわち自分がよいと信じる個人として我が子に将来の
世界を生き抜いてほしいという願いを込めて、子を教育する。そのようなものとしての教育は、
彼らのアイデンティティの表現であると言えるだろう。しかし親の願望が実現するのか、ある
いは親の願望に基づく教育が子を抑圧しないのかというような問題は、親のアイデンティティ
とは区別される子のアイデンティティの問題として、別に論じられる必要があるだろう。つま
りここで指摘しておきたいことは、本書が検討した移動する中国朝鮮族のアイデンティティは、
移動する中国朝鮮族の親、すなわち移動1世のアイデンティティであることだ。

2．本書の全体像
本書は序章で始まり、第Ⅰ部、第Ⅱ部、第Ⅲ部の本論の後、終章で閉じられている。そして本
論は、さらに6つの章から構成されている。先に触れた金（2016）と鈴村（2016）の書評は、本
書について各章を追って的確に概観しているため、ここで繰り返す必要はないと思われる。そ
こで本稿は、趙が終章で示した結論の枠組みに従って、全体を概観し整理し直すことを試みたい。
表1にはその結果を示した。
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表1　本書の全体像

移動の有無
場所
（ホスト社会
の言語環境）

1.	集合的な
生活空間
の有無

2．社会的まなざし 3．言語教育 該当章

移動しない

事例①：
ハルビン
延吉
（中国語＋
朝鮮語）

あり
（集住）

国民性（国籍）＝中国
民族性（民族）＝朝鮮

・公立学校における
（フルタイムの）二
言語（中国語・朝鮮
語）教育
・村内／家庭内言語と
しての朝鮮語

第Ⅰ部
第1章

移動
する

国内

事例②：
北京
（中国語）

あり
（集住）

「国民性＝中国」が強化、
「民族性＝朝鮮」が弱化

・公立の（フルタイム
の）漢族学校＋（パー
トタイムの）朝鮮族
学校
・家庭で朝鮮語教育

第Ⅱ部
第2章、
第3章

国際

事例③：
ソウル
（朝鮮語）

あり
（集住）

非高学歴者は「中国人」
あるいは「朝鮮族」（非同
胞）として排除、高学歴
者は「韓国人」（同胞）と
して包摂

・（フルタイムの）韓
国の学校か中国の学
校かを選ぶ
・家庭で中国語教育

第Ⅲ部
第4章、
第5章

事例④：
東京
（日本語）

なし
（分散）

「中国人」 ・（フルタイムの）韓
国の学校か中国の学
校か日本の学校かを
選ぶ
・家庭で多言語教育

第Ⅲ部
第6章

終章には「移動からみる朝鮮族のアイデンティティと教育戦略」というタイトルがつけられて
いる。ここで「移動する朝鮮族」ではなく「移動からみる朝鮮族」という表現が使われているのは、
移動しない中国朝鮮族の議論も含まれているからであり、さらにその彼らのアイデンティティを
原型として、移動する朝鮮族のアイデンティティの特徴を掴むことが本研究の狙いであるからだ
と考えられる。第Ⅰ部第1章で検討されている中国東北部のハルビンと延吉の事例（表1中の事
例①）が、「移動しない」事例である。これに対して第Ⅱ部と第Ⅲ部は、「移動する」事例である。
「移動する」事例は、さらに「国内」移動と「国際」移動とに区別される。第Ⅱ部（第2章と第3

章）は「国内」移動の事例として北京の事例（事例②）が、そして続く第Ⅲ部では、「国際」移
動の事例として韓国・ソウルの事例（事例③）と日本の主に東京の事例（事例④）が検討されて
いる。これらの事例は、ホスト社会すなわち中国朝鮮族を取り巻く主流の言語環境という観点か
らも、表1に示すように区別が可能な事例であるといえる。

3節からなる終章において趙は、これらの4つの事例を次の3つの観点から、すなわちそれぞ
れに1節をあてて検討することで、中国朝鮮族のアイデンティティを、とりわけ移動する中国朝
鮮族のアイデンティティを読み取ろうとした。その観点は第一に、表1中「1. 集合的な生活空間
の有無」である。それは終章の第1節「移動と新しい生活空間の創造」が論じている。その結果、
事例④の日本・東京の事例だけが分散型の居住に特徴付けられ、それ以外の場所では、中国朝鮮
族は集合的な生活を送る傾向にあることが示された。第二に「2. 社会的まなざし」である。そ
れは終章の第2節「社会的まなざしとアイデンティティの構築／再構築」が論じている。ハルビ
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ンと延吉において中国朝鮮族は、朝鮮民族系の中国国民としての二重のアイデンティティをも
つ人びととして認識されているが、北京では中国国民としてより強くまなざされ、それは実は
漢民族への同化圧力としても働いている。これに対してソウルでは、学歴によって異なるまな
ざしが向けられる。すなわち非高学歴者は「中国人」あるいは「朝鮮族」として排除されるが、
高学歴者は「韓国人」として包摂される傾向にある。最後に東京では、趙によれば「無関心」（220

頁）から、彼らはただ「中国人」として認識される。
第三の観点が、表1中「3. 言語教育」である。終章の第3節「移動と教育戦略」は、中国朝鮮
族の親が子になす複数言語を操る能力を高めるための教育を、アイデンティティの単一化を押
し付けるホスト社会の「社会的まなざし」に対する抵抗として論じている。ハルビンと延吉では、
全ての「移動しない」中国朝鮮族は公立学校でフルタイムの二言語教育を受けることができる。
しかし「移動する」朝鮮族は、そのような教育機会を享受することができない。なぜなら移動
先のフルタイムの学校教育は、ホスト社会に主流の単一言語で行われるからである。そこで中
国朝鮮族の親は、北京ではパートタイムの朝鮮語学校に子を通わせ、ソウルでは逆にパートタ
イムの中国語学校に子を通わせることで、2つの言語能力を高めさせようとする。また東京も含
めて、彼らは家庭教育を通じた子の複数言語習得にも熱心である。さらに子を単身で国際移動
させて、中国で中国語のフルタイム教育を受けさせたり、韓国で朝鮮語のフルタイム教育を受
けさせたりすることもある。このような移動後の複数言語教育は、家族によって負担されてい
るという特徴をもっていることがわかる。したがって「社会的まなざし」への抵抗は、趙が注
目した高学歴の、すなわち所得が相対的に高い中国朝鮮族に可能な抵抗であるといえるだろう。
もし本研究の狙いが、先に述べたように、移動しない中国朝鮮族のアイデンティティ（事例
①）を原型として、移動する朝鮮族のアイデンティティ（事例②③④）の特徴を掴むことにあ
るのであれば、このような分析の結果から何が明らかになったと言えるのであろうか。それは、
中国朝鮮族は移動を経験しても、ホスト社会で受ける様々な圧力にもかかわらず、アイデンティ
ティの重層性あるいは多面性を維持しようとする、ということである。趙はそれを「ハイブリッ
ド性」だと言おうとしているのかもしれない。しかしアイデンティティの重層性あるいは多面
性を維持しようとすることが、「並存するアイデンティティが融合して新しいアイデンティティ
を創造する過程」であるのかについては、本書を読む限りではわからないと言わざるを得ない。
しかし趙が主張するように、もし中国朝鮮族が混淆的なアイデンティティを実際に創造しつつ
あるのだとしたら、それは「東アジア・アイデンティティ」を考える上で示唆に富む。なぜな
ら中国朝鮮族は、東アジアの人びとの間には確かに国境に沿って走っている深刻な亀裂を、個
人の内面でひとつに統合しているのだと考えられるからである。私は東アジアにおける国境を
超える人びとの共生のために、この点についての考察を深める今後の趙の研究を期待したい。

Ⅲ．在日中国朝鮮族はなぜ「中国人」であるのか

1．政治的・歴史的に構築された言語的アイデンティティ
趙は、中国朝鮮族が自らのアイデンティティを言語によって規定することで「政治的および
歴史的な枠組みを超えたハイブリッドな文化的アイデンティティを創造している」（234頁）と
述べている。この点に関して、先に触れた林梅の書評論文は、言語によって規定される中国朝
鮮族のアイデンティティそれ自体が政治的および歴史的に構築されたものであることを鋭く指
摘している。林による先行研究の整理によると、中国朝鮮族の言語的アイデンティティは、歴
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史的に見ると次の5期を経て、政治的に構築されてきた（2016: 36-37）。まず第1期は満州国建国
（1932年）までである。19世紀の後半に始まった朝鮮半島から中国東北部への人の移動は、日本
の植民地支配を背景に急増した。そこで朝鮮人が担った反帝国主義・朝鮮独立運動は、朝鮮半島
にも強い影響を与えるほどの力を持ち、さらに彼らは朝鮮語教育を民族教育として、すなわち抵
抗ナショナリズム運動の一環として展開した。第2期は満州国の崩壊（1945年）までの時期である。
満州国では1938年の学制の導入とともに皇民化教育が実施され、日本語が主要な言語になった。
1940年以降には朝鮮語教育が禁止された。この時期に朝鮮人は、家庭の中で朝鮮人らしさを守っ
たという 2。
第3期は中華人民共和国の建国（1949年）までの4年間である。この間は動揺する中国と朝鮮
半島とともに、彼らも揺れた時期であるが、朝鮮語による組織的な教育は復活した。そして、中
国建国から文化大革命（以下、文革）期（1976年まで）の第4期を迎える。この時期は、「国家
統合のための教育」が強化され、朝鮮人の独自の教育と朝鮮語の使用が著しく抑圧された。その
結果として彼らは、「基本的には中国を唯一の祖国として認識するようになった」。しかし文革が
終わり第5期に入ると、文革の清算として、中国教育部は朝鮮語の教育を「復権」させた 3。さら
に1978年に復活した大学入学試験制度が、日本語を外国語科目として追加したことが、満洲国
の遺産を生かした日本語学習の拡大の引き金になった。このように中国朝鮮族の言語的アイデン
ティティは、林によれば、「日本語学習は皇民化教育」によって、「漢語学習は国家統合を目的に
した中国教育部の方針」によって、すなわち「いずれも政治的・社会的に強いられたものであっ
た。それらに対して朝鮮語は、政治的・社会的な強制に抗いながら継承されてきた」という特徴
を持っている。
このように、朝鮮語と日本語と中国語の3言語を用いて生きるという中国朝鮮族の特徴は、彼
らをめぐる抑圧と抵抗の歴史が形成した。すなわち彼らの言語的なアイデンティティは、趙が指
摘するように、政治的あるいは歴史的な枠組みを超えうるかもしれないが、政治的・歴史的に構
築されたものでもある。林も指摘しているように、「複数の言語能力というものは、たとえそれ
が政治的な副産物であろうと、あるいはまた政治的構造への抗いによって継承されたものであろ
うと、当事者にとっては生活において活用しうる資源であることには変わりない。人はその可能
性が開かれればそれらを最大限に活用することで、より良い生活を目指す」（2016: 38）。それでも、
歴史認識の問題が東アジアの人びとを引き裂く現状を踏まえて、異なるアイデンティティを互い
に尊重しあう共生社会の形成を考えるにあたっては、彼らを特徴付ける「3言語性」についての
政治的・歴史的な理解が不可欠であろう。その際に、高学歴者あるいは相対的な高所得者だけで
はなく、すべての中国朝鮮族が、それを望みさえすれば「3言語性」を継承しようとできる社会
についても考えなければならない。それは「3言語性」が中国朝鮮族の社会的上昇を助ける強み
であるからだけでなく、世代を越えて継承される価値のある中国朝鮮族らしさでもあるからだ。

2．在日中国朝鮮族の概観
趙が高学歴の中国朝鮮族に焦点を絞ったひとつの理由として考えられるのは、それが日本で暮
らす中国朝鮮族の顕著な特徴であることである。彼女は、彼女自身も含まれる彼らの生活の中
に、新しいアイデンティティの可能性を見いだしたのではないだろうか。確かに、日本に移動す
る中国朝鮮族は高学歴である。在日中国朝鮮族の最新（2015年現在）の調査（権2016）によると、
大学院以上が3.9パーセント、大学卒が53.0パーセント、短大卒が13.8パーセント、あわせて70

2 第一期と第二期については、エドワード・テハン・チャン（2007）も参照した。
3 中国の少数民族政策の展開とその背景については、松村嘉久（1993）も参照した。
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パーセント以上の人びとがいわゆる高学歴者である。日本の最新の国勢調査の結果では、約50パー
セントが高学歴者 4であるから、それがいかに高いかがわかる。彼らの多くは中国で、先に述べ
た大学入学試験の外国語科目を日本語で受けた人びとであるのかもしれない。また、在日中国朝
鮮族にしめる朝鮮族学校（2言語教育校）に通った経験のある人の割合が90パーセントを越える
事実は、彼らが確かに「3言語性」に特徴付けられる人びとであることをうかがわせる。さらに、
彼らの所得もかなり高い。その水準は日本の平均所得と同水準であり、彼らの年齢のピークが20

代と30代であることを踏まえると、日本の平均所得より高いとみてよいであろう。そのことから、
在日中国朝鮮族は彼らの「3言語性」を子どもに継承する教育の家族負担が可能である、と考え
ることができる。
日本社会は、趙によれば、中国朝鮮族に「無関心」である。「日本人に自分が朝鮮族であるこ
とを説明しても、相手にはよく分からないし、関心もないようだ」という発言がよく聞かれると
いう（220頁）。趙は、そのことが「むしろ朝鮮族の人びとに自分たちのアイデンティティを自
由に表現する空間を与えている」と肯定的に評価している。しかし趙は同時に、「日本在住の朝
鮮族は、一般的に日本の人びとから『中国人』と呼ばれている。それに対して、朝鮮族の人びと
も一般的に『中国人』と自称する」とも指摘している。すなわち先に述べたように、日本におけ
る中国朝鮮族に対する「社会的まなざし」（表1参照）は、彼らのアイデンティティを「中国人」
に単一化し閉じ込める力をもっているのである。おそらく在日の中国朝鮮族に出会った「日本人」
は、彼らの生活を少しでも知りさえすれば、彼らを「中国語だけでなく、日本語も朝鮮語も自由
に操れる優秀な中国人」とまでは認識できるであろう。だが、本書において事例10として紹介
されている林普洙氏（仮名）の事例をここで参照すると、彼が「中国人でもあり、朝鮮半島の人
でもあり、日本人でもあ」りながら「中国人でもなく、朝鮮人でもなく、日本人でもな」いと自
己表現するようなアイデンティティ（222頁）は、日本における「社会的なまなざし」とは一致
していない。

3．「中国人」である理由
日本において、中国朝鮮族が「中国人」と認識されるひとつの理由は、趙も指摘するように、

「『朝鮮族』というエスニックな部分が日本社会で明確にカテゴリー化されていないこと」（220頁）
にある。その一例として、表2には日本社会の「文化的多様性」を国籍別に示す国勢調査（2015年）
の結果を示した。

4 平成22年（2010年）国勢調査“国勢調査からわかったこと――教育”総務省統計局ウェブサイト 
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/users-g/wakatta.htm#jump2　（2016年11月18日）
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表2　日本社会の「文化的多様性」（国勢調査に基づく「国籍別」人口）
国籍など 人数 外国人にしめる割合 総人口にしめる割合

1．日本 124,283,901 ̶ 97.8%

2．中国 511,118 29.2% ̶
3．韓国、朝鮮 376,954 21.5% ̶
4．フィリピン 172,457 9.8% ̶
5．ブラジル 126,091 7.2% ̶
6．ベトナム 87,109 5.0% ̶
7．アメリカ 41,405 2.4% ̶
8．ペルー 34,575 2.0% ̶
9．タイ 33,843 1.9% ̶
10．インドネシア 25,516 1.5% ̶
その他 343,300 19.6% ̶
外国人総数 1,752,368 ̶ 1.4%

日本人・外国人の別「不詳」 1,058,476 ̶ 0.8%

総人口 127,094,745 ̶ 100.0%

出典：平成27年度（2015年）国勢調査 5

国勢調査は、日本の政府機関のあらゆる政策の策定と行政の基礎情報になる統計資料である。
その統計の分類に顕著に表れているように、一般的に私たちは日本で生活を送る人びとの文化的
な多様性を、国籍別に理解する。それは国籍（国民性、あるいはナショナリティ）と区別されう
る民族性（エスニシティ）に基づく、日本のより豊かな文化的多様性を量的に知る機会に、私た
ちは恵まれていないからである。まず、日本国籍者（表2中では「日本」）の中には、日本民族
とは異なる民族的ルーツを持つ人びとが一定数含まれている。例えば、植民地支配下の朝鮮半島
から日本に移住してきたいわゆる在日コリアン（表2中「韓国・朝鮮」にその一部が含まれる人
びと）は、日本国籍者を含めれば少なくとも約100万人いると推計できる。また、日本の両系・
血統主義的な国籍法に基づけば、両親のいずれかが日本国籍をもつと、その子はすべて「日本人」
として数えられてしまう。また、日本国籍を持つアイヌや沖縄の人びとも「日本人」である。多
くの「日本人」は、このように貧しい文化的多様性認識の中で生きているため、少なくともアメ
リカにアジア系やアフリカ系のアメリカ人がいることについては知っていても、中国にも少数民
族政策があるということ、すなわち中国国籍をもつ朝鮮民族がいるということまでは知らないで
あろう。
その一方で、在日の中国朝鮮族が、在日の朝鮮半島出身者と自らを同一化し難い現状があるこ
とが、彼らが「中国人」であるもうひとつの理由であると考えられる。表2中の「韓国・朝鮮」
は朝鮮半島出身者を指しているが、その中には、大きく分けて次の2つのグループが含まれている。
第一に、先に触れた、日本の植民地支配下にあった朝鮮半島から1945年までに日本に移住した
人びととその子孫のグループ（在日コリアン）である。そして第二に、1990年に海外渡航が自由
化された韓国から日本に移住したいわゆる「ニューカマー」韓国人である。彼らに対して第一グ
ループは「オールドカマー」と呼ばれることがある。このオールドカマーは、中国朝鮮族と同じ

5 平成27年（2015年）国勢調査“外国人（38）”政府統計の総合窓口ウェブサイトhttp://www.e-stat.go.jp/
SG1/estat/eStatTopPortal.do　（2016年11月19日）
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ように、抑圧とそれに対する抵抗の歴史によって特徴付けられる集団である（鄭2006）。彼らが
朝鮮学校を学習の場としている朝鮮語も、中国朝鮮族にとってそうであるように、林の表現をか
りれば、日本社会における「政治的・社会的な強制に抗いながら継承されてきた」。しかしながら、
ヘイト・スピーチに象徴されるように、現在の日本社会は彼らに対する排外主義的な雰囲気に支
配されている。それは、中国朝鮮族が朝鮮半島出身のオールドカマーと自らを同一化することを
妨げるに充分な理由になっていると考えられる。
その一方で、第二のニューカマーについて、彼らは典型的には「就学ビザを取得して日本学校
で1年から2年学び、その後大学や大学院あるいは専門学校を卒業し」て「日本社会に投入」さ
れる人びとであるといわれ（李2008）、中国朝鮮族に似た面を持つ人びとである。趙が韓国・ソ
ウルの事例研究として、高学歴の中国朝鮮族は、そこで「同胞」として韓国社会に包摂されるこ
とを明らかにしていることからも、在日の中国朝鮮族が在日のニューカマー韓国人と自らを同一
化することはありうるだろう。しかし、これも趙が本書で指摘するように、「外国人労働者」と
して下層労働を担ってきた朝鮮族に対する韓国社会の差別意識（149-151頁）は、その同一化を
妨げている可能性がある。それはおそらく、日本社会における日系ブラジル人に対する差別、あ
るいは旧満州国地域からの日本人帰国者（「中国残留孤児・婦人」）の家族に対する差別と似てい
るのであろう。このように日本社会は、中国朝鮮族が自らを「朝鮮半島出身者」たる「韓国・朝
鮮」人として同一化しづらい状況にある。中国朝鮮族を「中国人」として単一的にみなす日本社
会のまなざしは、こうして構築されているのだと考えられる。

IV．おわりに

本稿では、まずⅡ節において、趙が本書において示した事例研究の結果に従い、彼女が主張す
るとおりに中国朝鮮族のアイデンティティが「ハイブリッド・アイデンティティ」であるのかに
ついての検討を行った。その結果として、趙は事例研究を通じて中国朝鮮族のアイデンティティ
の重層性あるいは多面性を実証的に明らかにできているものの、それが国境に強固に囚われたア
イデンティティを超える、混淆的なあるいは新しい第三のアイデンティティであることを充分に
論証できているとはいえないことを指摘した。そして続く III節では、趙による「歴史性と政治性
を超える言語的アイデンティティ」という主張についての考察を深め、中国朝鮮族の言語的アイ
デンティティは歴史的および政治的に構築されてきた面を確かに持つことを確認した上で、彼ら
の言語的アイデンティティがいかに「自由」であるのかについては、複眼的に検討することが重
要であることを論じた。
それにしても、先に触れた趙のインフォーマントの語りを重要であるので繰り返すと、「中国
人でもあり、朝鮮半島の人でもあり、日本人でもあ」りながら「中国人でもなく、朝鮮人でもな
く、日本人でもな」い、という中国朝鮮族の自己のあり方は、東アジアにおいてアイデンティティ
を国境とともに固く閉ざしている私たちが自己を省察するための明白な指針になるように思われ
る。すなわち、東アジアにおいて私たちが国境を越えて共に生きるための歩みは、わたしたちが
常に中国朝鮮族のような自己のあり方、すなわちどの国の人でもありながら、どの国の人でもな
いものの見方を日常的に意識することによって進められるのではないだろうか。このような重要
なテーマについての研究に着手し、その最初の成果を本書として上梓した趙貴花を最後に改めて
祝福し、重ねて今後の研究の進展を心から期待したい。
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