
                                     

   

         平成２５年度 日韓文化交流基金 事業実績  

一般会計 

1. 自主事業 

    

（１）第2９回日韓文化交流基金韓国訪問団 

（日程）  

平成25年 

9月25日（水） 

ソウル到着 

別所浩郎駐韓国大使表敬訪問 

趙兌烈（チョ・テヨル）外交部第2次官表敬 

鮫島団長主催レセプション／第14回「日韓文化交流基金賞」授賞式 

9月26日（木） ソウルジャパンクラブ役員との朝食懇談会 

趙顕宰（チョ・ヒョンジェ）文化体育観光部第1次官表敬 

訪日フェローシップ経験者・訪韓フェローとの昼食懇談会 

大韓民国歴史博物館見学 

李洪九韓日文化交流基金会長主催歓迎晩餐会 

9月27日（金） 金浦空港より光州空港へ 

光州・全羅南道地域フェローシップ経験者との昼食懇談会 

金大中コンベンションセンター見学 

錦湖高等学校訪問 

光州日報社訪問 

姜雲太光州広域市庁表敬訪問 

木浦共生園関係者との夕食会 

9月28日（土） 珍島視察 

ソウル経由で帰国  

 

（参加者：役職は参加当時のもの） 

団長 鮫島章男 （公財）日韓文化交流基金会長、太平洋セメント（株）名誉顧問 

副団長 小野正昭 （公財）日韓文化交流基金理事長 

顧問 戸塚進也 （公財）日韓文化交流基金理事、前掛川市長、元衆議院議員 

顧問 小山敬次郎 （公財）日韓文化交流基金監事、東京経済大学理事 



                                     

   

団員 楢﨑正博 （公財）日韓文化交流基金理事、元関電産業（株）相談役 

団員 大竹洋子 （公財）日韓文化交流基金評議員、東京国際女性映画祭実行委員 

団員 伊藤亞人 （公財）日韓文化交流基金評議員、東京大学名誉教授  

団員 余田幸夫 （公財）日韓文化交流基金業務執行理事・事務局長 

                

 

（２）第14回日韓文化交流基金賞 

文化及び芸術分野の交流を通じて日韓間の友好親善に寄与した韓国人を表彰するもの。

25年度の受賞者は下記の3名と1団体。 

 

韓美卿 （ハン・ミギョン） 韓国外国語大学校教授 

       長年にわたり、韓国の日本語学、日本語教育学界を牽引。多くの研究成果のみ

ならず、後進研究者の育成、日韓間の研究者間交流にも大きな功績を残してい

る。 

         

柳在順 （ユ・ジェスン） ＪＰニュース代表 

 ９０年代から日本関連のルポ、論評、インタビュー等を韓国の大手メディアに寄稿 

し、韓国における現代日本理解の増進に寄与。日本の情報を韓国語で幅広く紹 

介するインターネット新聞「JPニュース」を運営。 

 

田月仙 （チョン・ウォルソン） ソプラノ歌手・声楽家 

  １９９８年に韓国で初めて公式に日本語の歌を独唱。以後もワールドカップ日韓

共同開催記念オペラ「春香伝」の両国内での公演等、日韓間の節目となるイベ

ントに数多く関与し、両国関係の深化に貢献。 

   

      一徒初等学校 （イルト小学校 ：済州特別自治道済州市） 

韓国で初めて全校児童を対象として日本語の授業を導入し、教材開発、教員確

保等、継続的な日本語教育実施のための努力を継続。日本文化も含めた日本

理解増進のために尽力している。 

   

2. 賛助会員制度 

（１） 加入の状況（平成25年4月1日～平成26年3月31日） 

 

種別（年会費） 人数/法人数 口数 金額 

特別会員（1口  5万円） 1名 1口 50,000円 



                                     

   

個人会員（1口  1万円） 69名 77口 770,000円 

法人会員（1口 10万円） 0社 0口 0円 

計 70名 ― 820,000円 

 

特別会員（五十音順） 

楢﨑正博 

 

個人会員（五十音順、括弧内は2口以上の口数） 

 

秋鹿敏雄  饗庭孝典  秋月望  朝倉敏夫  阿部孝哉 

李炯喆  石丸重尚  磯崎典世  林在圭  内田富夫 

梅田博之  大竹洋子  荻野綱男  小倉紀蔵  生越直樹 

越智通雄  小野正昭（3） 梶谷崇  加藤章  姜英淑 

菅野修一  岸真清  木畑洋一  金春美（3）  熊野淸貴  

黒柳慶子  小泉勇治郎 小針進  齋木崇人  坂井俊樹  

櫻井浩  鮫島章男（2） 十五代沈壽官 徐正基  上保敏  

白川豊  千玄室  高田加代子 田中正敬  崔寧桓  

月脚達彦  中江新（3）  中尾美知子 中川聡  中塚明  

中野照男  中山隆夫  中山武憲  中山めぐみ 並木正芳  

波田野節子 浜之上幸  林和彦  林史樹  福原裕二  

藤本幸夫  藤原祥二  堀泰三  洪宗郁  前田二生 

松井貞夫  三谷太一郎 三ツ井崇  實生泰介  茂木敏夫  

山口晃  余田幸夫（2） 和田とも美  渡辺浩 

 

（２）会費収入の使途 

 

（ⅰ）助成 

当基金学術定期刊行物助成事業の対象刊行物２点に対する助成金（600,000円）として活

用した。 

 

 

〇学術定期刊行物助成                                      合計 2件       

             書名      申請団体 

「韓国朝鮮の文化と社会 第12号」 韓国・朝鮮文化研究会 

「現代韓国朝鮮研究 第13号」 現代韓国朝鮮学会 

            



                                     

 

（ⅱ）講演会 

日韓の文化交流に関する専門家による講演会を開催。平成25年度は「源流シリーズ」と

いう大きなテーマの下、3回の講演会を開催した。 

 

・平成25年10月1日（火） 参加者：44名 

「韓国映画の源流」 四方田犬彦 

 

・平成25年12月9日（月） 参加者：18名 

「韓国流行小説の源流」和田とも美 富山大学東アジア言語文化講座准教授 

 

・平成26年3月28日（金） 参加者：21名 

「Ｋ－ＰＯＰの源流」 田月仙 声楽家・ソプラノ歌手 

 

３. 外務省からの受託事業   

【日韓歴史家会議】 

行事名 開催日 会 場 

講演会「歴史家の誕生」 10月25日 
ソウル 

東北亜歴史財団会議室 

第13回会議 

「世界史の中のイスラーム」 

参加者：日本側 10名 韓国側 22名 

10月25日～ 

10月27日 

ソウル 

東北亜歴史財団会議室 

 



                                     

 

第１特別会計 

 

１． 日韓学術文化・知的交流事業 

 

（１）助成事業 

（ⅰ）草の根交流 合計32件（当初34件承認／2件中止） 

No. 事業名 申請団体 実施期間 
 

1 日韓まちづくりネットワーク事業 NPO法人 ドネルモ 
4月10日 
～ 10月31日 

 

2 
日韓青少年育成文化交流 朝
鮮通信使祝祭 参加事業 

NPO法人 翔青会 5月3日～5日 
 

3 
80年代韓国演劇・リーディング
とシンポジウム 

日韓演劇交流センター
5月11日 
～ 7月10日 

 

4 
日韓草の根図書館交流シンポ
ジウム～東日本大震災の経験
から学びあう～ 

日韓草の根図書館交
流シンポジウム実行委
員会 

7月10日～13日 
 

5 
日韓青少年のボランティア・ワ
ークキャンプ in 北海道・富山・
京都 

韓日社会文化フォーラ
ム 

7月11日～18日 
8月19日～24日、
20日～27日 

 

6 韓国高校生交流事業 
公益財団法人 三重県
国際交流財団 

7月13日～18日 
10月21日～25日 

 

7 日韓青少年交流訪韓団 日韓親善協会中央会 
7月21日 
～ 7月26日 

 

8 
平成25年度青森市少年海外生
活体験事業 

青森市教育委員会 
7月25日～30日 
7月30日～8月3日 

 

9 
日韓青少年交流事業 百花繚
乱2013 SATOYAMA ART 
Festival 2013 

NPO法人 日中韓から
世界へ 

7月25日 
～ 8月10日 

 

10 
小学生と先生による日韓ツバメ
観察ワークショップ 

NPO法人 バードリサ
ーチ 

7月29日 
～8月2日 

 

11 
「韓国の友だち、アンニョンハセ
ヨ！」―小学生ホームステイ交
流2013― 

NPO法人 多言語広場
CELULAS 

7月29日 
～ 8月5日 

 

12 2013韓日青少年写真文化交流
社団法人 明るい青少
年 

7月30日 
～8月3日、 

8月8日～12日 

 

13 韓国「木浦共生園」との交流 
社会福祉法人 県北報
公会 

8月1日～5日 
 

14 日韓小学生交流事業 
NPO法人 元気っ子未
来塾 

8月2日～4日 
 

15 
第55期日韓学生交流プログラ
ム 

NPO法人 日韓女性親
善協会 

8月6日～13日 
 

16 
第19回山口・公州ジュニア交流
隊 

社団法人 山口青年会
議所 

8月9日～12日 
 



                                     

 

17 
日韓歴史教育交流会シンポジ
ウム 

日韓教育実践研究会 8月10日～11日 
 

18 
川崎・富川高校生フォーラム
「ハナ」 

川崎・富川高校生フォ
ーラム「ハナ」実行委
員会 

8月12日～16日、 
12月23日～27日 

 

19 日本獣医学生交流プログラム 日本獣医学生協会 8月12日～24日 
 

20 日韓ユース・カンファレンス2013
公益財団法人 日本
YWCA 

8月22日～26日 
 

21 
漢拏山・富士山・環境と観光の
共生を目指す青少年交流事業 

NPO法人 グラウンド
ワーク三島 

8月22日～26日 
9月6日～9日 

 

22 
韓国と日本の海民交流～干潟
を利用した地域振興について
学ぶ～ 

NPO法人 水辺に遊ぶ
会 

8月30日～9月1日 
 

23 
日韓教員養成大学学生相互訪
問研修プログラム 

大阪教育大学 
9月2日～14日、 
1月14日～2月8日 

 

24 
躍動よさこいワークショップ＆日
韓交流in ソウル2013 

NPO法人 躍動塾 9月14日～16日 
 

25 
「日韓交流おまつり2013 in  
Seoul」への弘前ねぷた囃子方
出演 

公益社団法人 青森県
観光連盟 

9月15日 
 

26 
「日韓交流おまつり2013・ソウ
ル」への阿波おどり出演 

阿波おどり振興協会 9月15日 
 

27 
大邱教育大学校を中心とする
現職特別研修 

宮城教育大学 9月23日～29日 
 

28 
「日韓こども国際交流」～生活
（ホームステイ）・授業体験等を
通した日韓児童の交流～ 

NPO法人 国際教育情
報交流協会 

9月24日～26日 
 

29 第14回日韓学生シンポジウム 
東北大学大学院環境
科学研究科川田研究
室 

11月5日～7日 
 

30 
日韓中高生交流プログラム
2013 SEOULで댄스・댄스・댄스

公益財団法人 国際文
化フォーラム 

12月25日～30日 
 

31 
日韓高校生交流事業 
JAPAN KOREA YOUTH 
VOICES 

NPO法人 グローバル
プロジェクト推進機構 

1月8日～13日、 
2月12日～17日 

 

32 
日韓ツル・モニタリング交流会
議 

社団法人 エココリア 1月9日～13日 
 

 

（ⅱ）シンポジウム・国際会議 合計 7件 

No. 事業名 申請団体 実施期間 

1 急速に変転する日韓社会の比較討論 新潟県立大学 6 月 27 日 

2 
日韓共同学術会議「政治思想としてのマ
ルチカルチュラリズム」 

政治思想学会 7 月 7 日 

3 第 8 回日韓西洋中世史研究集会 
第 8 回日韓西洋中世史研
究集会準備委員会 

8 月 21 日～22 日 



                                     

 

4 
第 9 回東アジア海港都市国際シンポジ
ウム 

木浦大学校アジア文化研
究所 

11 月 8 日～9 日 

5 
五島と済州島―対馬暖流と季節風の中
の島々に生きる 

九州大学大学院工学研究
院環境社会部門生態工学
研究室 

11 月 30 日 
～12 月 1 日 

6 東アジア雅楽シンポジウム 2013 三田徳明雅樂研究會 12 月 1 日 

7 
日韓国際シンポジウム 
「日韓歴史共通教材の新たな地平を目
指して」 

歴史教育研究会 1 月 11 日 

 

（ⅲ）芸術交流 合計 17件 

No. 事業名 申請団体 実施期間 

1 
日韓共同制作 高麗仏画《楊柳観音像》
の復元模写 

公益財団法人 泉屋博古館
4 月 17 日～20 日、
3 月 17 日～22 日 

2 
日韓伝統舞踊交流イベント・ワークショッ
プ・韓国舞踊・日本舞踊・創作コラボレー
ション 

一般社団法人 文化遺産調
査研究保存継承機構ゆら
び 

4 月 22 日 
～5 月 16 日 

3 
日 韓 交 流 ワ ー ク シ ョ ッ プ ・ 展 示
「CONSONARE2013」 

NODE 
5 月 1 日 
～12 月 22 日 

4 ダンス・エックス 13 DANCE-X 韓国公演
公益財団法人 児童育成協
会 

6 月 4 日～16 日 

5 第二回日韓伝統民謡（ソリ）交流大会 
公益財団法人 日本民謡協
会西日本地区委員会 

6 月 5 日～7 日 

6 
14+アジアの戯曲シリーズ vol.1『真如極
楽―こころとかたち』 

NPO 法人 アートマネージメ
ントセンター福岡 

7 月 22 日～29 日 

7 身体の景色 韓国公演（密陽演劇祭） 
身体の景色（からだのけし
き） 

7 月 26 日 
～8 月 1 日 

8 
2013 日韓人形劇合同公演「さるじぞう」
＆「小豆粥おばあさんと虎」日本公演 

人形劇場だぶだぶ 
7 月 30 日 
～8 月 13 日 

9 
TIEAF 2013-Tokyo International 
Environmental Art Form-東京国際環境
アートフォーラム 

TIEAF 東京国際環境アート
フォーラム 

8 月 6 日～10 日 

10 福岡インディペンデント映画祭 2013 
福岡インディペンデント映画
祭実行委員会 

8 月 30 日 
～9 月 10 日 

11 日韓伝統芸術公演「流」 株式会社 A Tower 9 月 27 日 

12 日韓演出家往来交流プログラム 
北九州お手軽劇場アイアン
シアター運営実行委員会 

10月18日～21日、
1 月 25 日～29 日 

13 
日韓英国際共同制作「ONE DAY,MAYBE 
いつか、きっと」 

高知県立美術館 
10 月 21 日 
～11 月 14 日 

14 
劇団印象-indian elephant-第 18 回公演
「値札のない戦争」 

劇団印象-indian elephant- 10 月 24 日～28 日

15 
トーキョー×ソウル デュオダンス・フェス
ティバル 2013 

トーキョー×ソウル デュオ
ダンス・フェスティバル推進
実行委員会 

11 月 7 日～11 日 



                                     

 

16 
琉韓伝統舞踊ワークショップと現代舞踊
の共創 

明治大学身体コミュニケー
ション研究所 

11 月 28 日 
～3 月 16 日 

17 

日本-韓国 ダンス交流プロジェクト
Yokohama  Dance  Collection×Seoul
Dance  Collection “DANCE
CONNECTION” 

公益財団法人  
横浜市芸術文化振興財団 

1 月 6 日 
～2 月 16 日 

 

（２）学術研究者交流   

（ⅰ）招聘 合計 27名（前年度からの継続者6名） 

No 氏 名 期 間 受入機関 研究テーマ 

1 崔子明 
平成24年8月1日～ 

平成25年6月15日 

東京大学大学院文学部

人文社会研究科 

東京帝国大学と近代日本中間階級社

会の形成 

2 金尚泰 
平成24年12月1日～ 

平成25年7月31日 

東京大学大学院人文社

会系研究科 

旧石器時代の石器と石材の関連性及

び石器文化の日韓交流様相 

3 朴秀哲 
平成24年9月1日～ 

平成25年7月31日 
東京大学史料編纂所 

豊臣秀吉の神格化過程－‘武威’と‘功

名’を中心に－ 

4 李蕣伊 
平成24年9月10日～ 

平成25年7月31日 

東京大学大学院総合文

化研究科 

20 世紀初頭の東アジアにおける倫理

的社会主義の形成に関する超国家的

研究 

5 金昶旭 
平成24年10月1日～ 

平成25年8月31日 

東京大学大学院情報学

環学際情報学府 

韓日における創造都市政策に関する

比較研究―ソウルと横浜を事例に 

6 趙丁垣 
平成23年10月1日～ 

平成24年8月31日 
慶應義塾大学法学部 

日本の人間の安全保障外交の構想に

ついての研究：政府、学会、ＮＧＯ・市

民社会による人間の安全保障の拡張

努力を中心に 

7 金泰鎮 
平成25年4月1日～ 

平成25年12月31日 

東京大学大学院総合文

化研究科国際社会科学

専攻 

日本政治思想における身体と国家：国

家有機体論を中心に 

8 宣有貞 
平成25年4月1日～ 

平成26年1月31日 

京都大学大学院農学研

究科比較農史学研究室

帝国主義時代における朝鮮人農学者

の成長と分化 

9 金蓮玉 
平成25年4月1日～ 

平成26年2月28日 
東京大学史料編纂所 幕末海防政策と長崎海軍伝習 

10 韓泰文 
平成25年4月1日～ 

平成26年2月28日 

広島大学大学院社会科

学研究科 

日韓文化交流の観点から見た広島と

朝鮮通信使 

11 李相佰 
平成25年4月1日～ 

平成25年8月31日 

早稲田大学大学院商学

研究科 

戦後の日本の為替政策、日韓の為替

政策比較、現代国際通貨制度 



                                     

 

12 池恩叔 
平成25年4月8 日～ 

平成25年9月30日 

一橋大学大学院社会学

研究科 

ライフヒストリーから見る現代日本女性

の親密圏の変化：40-50 代の非婚女性

の家族関係を中心に 

13 朱宇正 
平成25年4月16日～ 

平成26年3月15日 

名古屋大学大学院文学

研究科 

初期発声映画をめぐる言説の歴史：日

本と朝鮮の比較研究 

14 朴成鎬 
平成25年5月1日～ 

平成25年11月30日 

京都大学人文科学研究

所 

東アジア三国の王命（皇命）文書の比

較研究 

15 金仙熙 
平成25年6月20日～ 

平成25年8月20日 

島根県立大学北東アジ

ア地域研究センター 

東アジア境界地域研究―交流と葛藤

が共存する空間としての境界 

16 高景順 
平成25年7月1日～ 

平成25年8月31日 

大阪市立大学文学研究

科 

在日済州女性の生の再解釈－元秀一

の「猪飼野の物語」を中心に 

17 孫栄奭 
平成25年7月1日～ 

平成25年8月31日 
大阪大学文学研究科 

日・韓表現行動に関する先行研究の統

計的検証 

18 金素英 
平成25年8月1日～ 

平成25年12月14日 

大阪市立大学都市研究

プラザ 

ソウルと大阪における脱ホームレス過

程の比較研究 

19 権慈玉 
平成25年8月1日～ 

平成26年6月30日 

一橋大学大学院社会学

研究科 

ジェンダーの視点から捉え直す日本の

経営管理者-ビジネス誌分析（1960～

2012 年）- 

20 崔賢 
平成25年8月20日～ 

平成26年7月20日 

神戸大学大学院国際文

化学研究科 

自然の公共的管理と持続可能な生活

の事例：水と土地を中心に 

21 韓禎訓 
平成25年9月1日～ 

平成26年7月31日 

東京大学大学院人文社

会系研究科 
中世韓・日荷札木簡と物流 

22 蘇明仙 
平成25年9月1日～ 

平成26年7月31日 
立教大学文学部 

日本のマイノリティ文学に見る異文化

融合と多文化主義 

23 朴盛彬 
平成25年9月1日～ 

平成26年7月31日 

大阪大学大学院法学研

究科 

日本の財政投融資に関する政治経済

学的分析 

24 朴薫 
平成25年9月1日～ 

平成26年7月31日 

京都大学人文科学研究

所 

明治維新と儒教的（士大夫的）政治文

化 

25 権東祐 
平成25年12月1日～ 

平成26年2月28日 

佛教大学大学院文学研

究科 

日本近世における「スサノヲ」の変貌と

「檀君」の解釈に関する研究 

26 崔元碩 
平成25年12月1日～ 

平成26年2月28日 
中部大学国際関係学部

17‐18 世紀における琉球と朝鮮の風水

的村落景観形成に関する比較研究 



                                     

 

27 李政桓 
平成25年12月15日～ 

平成26年2月28日 

東京大学社会科学研究

所 

民主党政権と公共事業―現代日本に

おいて地域再分配政策改革の行方 

 

（ⅱ）派遣                                                 合計 4名 

No. 氏名 期間 受入機関 研究テーマ 

1 植村幸生 
平成25年7月11日～ 

平成26年1月7 日 

 

全北大学校芸術大学韓

国音楽学部 

朝鮮後期の細楽手：その奏楽活動と

音楽伝承の分析 

2 徐亜貴  
平成25年8月10日～ 

平成26年3月19 日 

 

梨花女子大学校韓国女

性研究院 

韓国の多文化主義と結婚移住女性の

文化的市民権に関する研究 

3 齋藤頼之 
平成25年9月1日～ 

平成26年4月30 日 

 

慶南大学校極東問題研

究所 

北朝鮮の総合的国力に関する研究―

金正日死後の体制耐久力を中心に―

4 
八島健一
郎 

平成25年12月1日～ 

平成26年8月31日 

 

ソウル大学校行政大学

院 

2014年統一地方選挙を通じた韓国中

央地方関係の解明 

  

＊論文集の刊行：平成20年9月～平成26年1月までの訪日研究者の論文を「訪日学術研究者

論文第20巻」として刊行し、国内及び韓国内の主要図書館及び専門図書館、研究機関等

（38ヵ所）に配布した。 

 

（３）第３期日韓文化交流会議 （基金創立30周年記念事業） 

 （ⅰ）概要 

     第3期日韓・韓日文化交流会議が平成24年5月17日に発表した「創造的日韓・韓日

関係を目指して―第3期日韓・韓日文化交流会議の提言― 」のフォローアップ、また

日韓文化交流基金の創立30周年記念事業として、当基金と会議が共同で、両国の

作家による「朗読会及び鼎談」と、舞台芸術アーティストによる「公演」を開催。 

 (ⅱ) 実施内容 

 ①朗読会： 「ことばの調べにのせて」 

    ・日時：12月15日（日）午後１時30分より 

    ・会場：神奈川近代文学館（横浜市中区）   

    ・出演：江國香織、鄭梨賢、辻原登 

 ②公演： 「えん～縁・演・宴」  

    ・日時：12月17日（火）午後6時より 

    ・会場：韓国文化院「ハンマダンホール」（東京都新宿区） 

    ・出演：礒見博ｶﾙﾃｯﾄ、英哲風雲の会、大竹史郎、高橋明邦、竹井誠、花柳吉千凰 

         安淑善、李侖勍、金希叔、TAGO、ﾃﾞｨﾃﾞｨﾑ舞踊団、田月仙、南宮演、閔栄治、 



                                     

 

ﾑﾙﾛﾝｹﾞﾝ  

（４）第３期日韓歴史共同研究委員会は、平成25年度においては両政府間で立ち上げに至

らず、開催されなかった。  

 

（５）第２期日韓新時代共同研究プロジェクト  

（ⅰ）概況 

平成23年10月19日の日韓首脳会談での合意を受け、同年12月12日に発足。「国際社

会に共に貢献する日韓関係」を念頭に、国際政治、経済分野を含む多様な分野の日韓

両国の専門家各々16名が第1期共同研究に引き続き、今後の協力のあり方について研

究を行うプロジェクト。２回の全体会合と４回の分科会合にて両国委員が議論し、合意し

た内容を報告書「新時代の日韓協力―七つの核心的アジェンダ」として平成25年12月

24日に両国政府へ提出。当基金及び両国政府（日本国外務省、韓国外交部）のウェブ

サイトにて公開した。 

 

(ⅱ)両国メンバー名簿(肩書きは平成25年１2月現在)  

区分 
日本 韓国 

氏名 所属 氏名 所属 

委員長 小此木政夫 
九州大学特任教授 
慶應義塾大学名誉教授 河 英 善 

東アジア研究院理事長 
ソウル大学校名誉教授 

幹事 西野 純也 慶應義塾大学准教授 李 元 徳 国民大学校教授 

委員 小川 英治 一橋大学教授 金 基 石 江原大学校教授 

 木 村  福 成 慶應義塾大学教授 金 良 姫 大邱大学校教授 

 國 分  良 成 防衛大学校長 金 雄 煕 仁荷大学校教授 

 小 針  進 静岡県立大学教授 金 浩 燮 中央大学校教授 

 児矢野 マリ 北海道大学教授 文 興 鎬 漢陽大学校教授 

 澤 田  康 幸 東京大学教授 朴 榮 濬 国防大学校教授 

 添 谷  芳 秀 慶應義塾大学教授 朴 喆 煕 ソウル大学校教授 

 田 所  昌 幸 慶應義塾大学教授 孫 洌 延世大学校教授 

 中 西  寛 京都大学教授 尹 徳 敏 国立外交院院長 

 長岡  貞男 一橋大学教授 李 淑 鍾 成均館大学校教授 

 平 岩  俊 司 関西学院大学教授 張 濟 國 東西大学校総長 

 深川由起子 早稲田大学教授 全 在 晟 ソウル大学校教授 

 村 田  晃 嗣 同志社大学学長 全 鎭 浩 光云大学校教授 

 薬師寺泰蔵 
（公財）世界平和研究所
理事・研究顧問 洪 鍾 豪 ソウル大学校教授 



                                     

 

（６）広報事業 

（ⅰ）広報誌 

日韓文化交流基金ＮＥＷＳ 66～69号刊行（67号よりカラー印刷復活） 

 

（ⅱ）ウェブサイト  

基金のウェブサイトを継続・運営し事業の広報・情報提供を行っている。合わせて「日韓文

化交流カレンダー」を掲載し日本で開催される韓国・日韓文化交流関連のイベントの紹介を

行っている。 

年月 ユーザー数 セッション*1 
ページ/ 

セッション*2 

新規訪問の 

割合（%） 

平成25年 4月 1772 3557 4.36 37.76 

 5月 2289 4250 4.31 43.15 

 6月 3279 5868 3.71 47.48 

 7月 3019 5383 7.71 47.48 

 8月 2438 4413 3.75 43.42 

 9月 2314 3902 3.67 46.72 

 10月 2777 4776 3.94 46.84 

 11月 3095 5126 3.91 49.30 

 12月 2227 4148 3.66 39.90 

平成26年 1月 2053 3762 3.74 40.56 

 2月 1485 2710 3.39 41.03 

 3月 1549 3147 4.00 36.16 

*1 セッション：該当ウェブサイトが使用された回数 
*2 ページ/セッション：ユーザーがサイトを閲覧した回数。 
 
 

（ⅲ）メールマガジン  

基金事業の 新情報、「日韓文化交流カレンダー」のイベント紹介などを、ウェブ上等か

ら登録した希望者と、賛助会員等を対象に、月2回ほどのペースで配信している。登録

者数は1213名（平成26年3月28日現在）。 

 

配信数 

 

第175号（平成25年4月5日） 1282 

第176号（平成25年4月19日） 1281 

第177号（平成25年5月10日） 1277 

第178号（平成25年5月23日） 1278 

第179号（平成25年6月7日） 1277 

第180号（平成25年6月21日） 1278 

第181号（平成25年7月3日） 1279 

第182号（平成25年7月19日） 1306 

第183号（平成25年8月2日） 1306 

第184号（平成25年8月16日） 1309 



                                     

 

第185号（平成25年8月29日） 1309 

第186号（平成25年9月13日） 1309 

第187号（平成25年9月27日） 1308 

第188号（平成25年10月11日） 1310 

第189号（平成25年10月25日） 1312 

第190号（平成25年11月8日） 1317 

第191号（平成25年11月22日） 1320 

第192号（平成25年12月6日） 1346 

第193号（平成25年12月20日） 1356 

第194号（平成26年1月17日） 1360 

第195号（平成26年1月31日） 1362 

第196号（平成26年2月14日） 1359 

第197号（平成26年2月28日） 1359 

第198号（平成26年3月14日） 1360 

第199号（平成26年3月28日） 1361 

 

（ⅳ）ツイッター  

140文字以内の「ツイートtweet」と称される短文を投稿できる情報サービスを利用し、基金

ホームページや「日韓文化交流カレンダー」で更新された情報をツイッターで登録者に発

信している。登録者数は約430名（平成26年3月28日現在）。 

 

（７）基金創立30周年記念事業 「日韓文化交流基金３０年史」編纂 

  基金の創立30周年を記念し（1983年12月15日創立）、創立以来の通史及び日韓学術文 

化青少年交流共同事業体としての実施事業の概要、役員・関係者からの寄稿文、関連の 

資料等からなる「日韓交流基金30年史」を編纂。 

 

第２特別会計 

 第2特別会計の下で東アジア青少年交流基金により実施してきた「JENESYS」（「東アジア青少

年大交流計画」）事業は、平成23年度をもって終了した。 その後、同基金の経理勘定として存

続してきたが、外務省からの要請を受け、平成26年3月13日に国庫に返納した。 

  

第３特別会計 

 第3特別会計の下で、東日本大震災からの復興に資するため、日本再生に対する外国の理

解増進を目的に実施してきた「アジア大洋州地域及び北米地域との青少年交流」（「キズナ強化

プロジェクト」）は、平成24年度をもって終了した。 

 第３特別会計については、新規の事業計画はないが、経理勘定として存続。 

 

第４特別会計 

 平成24年度補正予算事業として始まったJENESYS 2.0 プロジェクトは、アジア大洋州諸国との

間で実施する3万人規模の青少年交流事業で、日本経済の再生に向けて我が国に対する外国



 

 

の関心を呼び起こし、訪日外国人の増加を図るとともに、クール・ジャパンを含めたわが国の魅

力等に対する国際理解を増進するための事業。韓国との交流規模は拠出額14億6,797万円、招

聘・派遣は合計約4,400名。 

 

 

１．青少年交流事業 

 

（１）大学生･教員等交流 

 

（ⅰ）派遣                       合計 4団体97名（団長･引率を含む） 

№ 団 体 名 人 数 期 間 

1 日本大学生訪韓研修団（外交部招聘） 30 

平成25年 

 9月9日～18日 

*滞在中開催の「日韓交流おまつり2013 in 

SEOUL」にも一部参加 

2 日本教員訪韓研修団 27       11月12日～21日 

3 日本大学生訪韓研修団（１） 20 平成26年 3月4日～13日 

4 日本大学生訪韓研修団（２） 20   3月18日～27日 

 

（ⅱ）招聘                      合計 20団体539名（団長･引率を含む） 

№ 団 体 名 人 数 期 間 

1 在韓公館選抜事業 

韓国大学生訪日研修団 
32 平成25年3月28日～4月6日 

2 在韓公館選抜事業 

韓国高校生訪日研修団 
33 平成25年4月10日～16日 

3 韓国教員訪日研修団（１） 20 平成25年5月14日～23日  

4 韓国教員訪日研修団（２） 20  5月14日～23日 

5 韓国教員訪日研修団（３） 19  10月1日～10日 

6 韓国教員訪日研修団（４） 20  10月1日～10日 

7 韓国大学生訪日研修団（１） 29 平成25年7月2日～7月11日 

8 韓国大学生訪日研修団（２） 29  7月2日～7月11日 

9 韓国大学生訪日研修団（３） 22  9月24日～10月3日 

10 韓国大学生訪日研修団（４） 20  9月24日～10月3日 

11 韓国青年訪日研修団（１） 20 平成25年7月30日～8月8日 

12 韓国青年訪日研修団（２） 19 7月30日～8月8日 

13 韓国青年訪日研修団（３） 51 7月30日～8月8日 



 

 

14 韓国大学生訪日研修団（外交部派遣） 30 平成25年11月6日～15日 

15 韓国青年訪日研修団（４） 30 平成26年1月15日～24日 

16 韓国青年訪日研修団（５） 29        1月15日～24日 

17 韓国青年訪日研修団（６） 29   1月15日～24日 

18 韓国青年訪日研修団（７） 30 平成26年 2月18日～27日 

19 韓国青年訪日研修団（８） 29 2月18日～27日 

20 韓国青年訪日研修団（９） 28   2月18日～27日 

（２）中高生交流 

 

（ⅰ）派遣                      合計 4団体200名（団長･引率を含む） 

団 体 名 団体数 人 数 期 間 

中学生 

(福島県いわき市）) 
1 50 平成25年9月8日～14日 

高校生（兵庫県） 1 50  10月20日～26日 

高校生（長野県） 1 50  11月17日～23日 

中学生 

（大阪府枚方市） 

1 50  12月15日～21日 

 

（ⅱ）招聘                      合計 8団体397名（団長･引率を含む） 

団 体 名 団体数 人 数 期 間 

中学生 4 199 
平成25年5月23日～29日  

 6月13日～19日 

高校生 4 198 

 10月17日～23日 

 11月7日～13日 

 1月8日～14日 

 2月13日～19日 

 

（３）その他 

 

（ⅰ）日韓交流ユースカップ2013 

日韓の高校同士が８つの日韓混成チーム（１チーム当たり日韓双方１５名）を結成し、相手

国を訪問しながらサッカーを通じた交流を実施。相手国の文化や社会に触れる交流を通し

てお互いの魅力を発見し相互理解を深めた。招聘事業では、栃木県宇都宮市に全チーム

が集合し、日韓混成チーム同士で、交流の成果を発表するプレゼンテーション・コンテストと

サッカー大会を開催し、順位を競い合った。総合優勝は、習志野市立習志野高等学校・仁川

南高等学校チームに決定。 



 

 

 

参加チーム 
派遣事業 招聘事業 

期間 人数 期間 人数

東北学院高等学校・錦湖高等学校 7月25日～29日 15 8月3日～9日 15 

栃木県立白楊高等学校・崇實高等学校 7月24日～29日 15 8月3日～9日 15 

國學院栃木高等学校・尚文高等学校 7月24日～29日 15 8月3日～9日 15 

矢板中央高等学校・高陽高等学校 7月25日～30日 15 8月3日～9日 15 

鹿島学園高等学校・九里高等学校 7月25日～30日 15 8月3日～9日 15 

習志野市立習志野高等学校・仁川南高等学

校 

7月25日～30日 15 8月3日～9日 15 

東京学館高等学校・富平高等学校 7月24日～29日 15 8月3日～9日 15 

山梨県立甲府東高等学校・忠州商業高等学

校 

7月24日～30日 15 8月2日～9日 15 

 計 120 計 120 

 

（ⅱ）青少年映画交流（アジア国際子ども映画祭参加訪日団） 

「アジア国際子ども映画祭IN南あわじ」に参加するため、韓国を含むアジアの15の国と地域

から派遣された中高生が、自ら制作した映像作品を携え訪日。訪日期間中は、兵庫県南あ

わじ市での映画祭参加に加え、川口市や原宿・渋谷、秋葉原などで学校訪問、映像関係施

設見学、日本文化の魅力発見などを行った。 

 

実施期間 平成25年11月24日～12月2日 

招聘人数 10名（高校生9名、引率1名） 

出展作品数 3作品（出展3作品のうち、2作品が優秀賞、奨励賞を受賞） 

 

（ⅲ）日韓交流おまつり 関連事業 

「日韓交流おまつり2013 in SEOUL」に出演する団体を対象とし、出演に関わる費用の支援及び

PRブースの出展支援を行った。 

                                          合計 5件63名（引率を含む） 

事業名 参加団体(実施主体） 人数 期間 

出演団体支援 

（よさこい演舞） 

甲斐◇風林火山 

(山梨県） 

20 9月14日～9月16日 

出演団体支援 

（山里エイサー） 

山里青年会 

（沖縄市） 

27 9月14日～9月17日 

出演団体支援 

（雅楽） 

皇學館大学 

（三重県） 

14 9月14日～9月16日 



 

 

出演団体支援 ミス日本グランプリ派遣 2 9月14日～9月16日 

ブース出展支援 日本大学生訪韓研修団 

30 

9月15日 

（訪韓研修日程の一

部として実施） 

 

*「日韓交流おまつり2013 in SEOUL」にはこの他、前出（１）（ⅰ）の日本大学生訪韓研修団（外交

通商部招聘）が、会場整理等のボランティアとして一部参加している。 

 

（ⅵ）基金創立３０周年事業 作文コンテスト及び訪日・訪韓研修旅行 

① 創立３０周年記念事業として、日韓両国の中学生、高校生を対象とした作文コンテストを

実施。 優秀賞受賞作品を掲載した作文コンテスト作品集を刊行した他、基金30年史

にも優秀作品の一部（10点）を収録。 

②  

     作文テーマ：「私が感じた韓国（日本）」、「日韓交流について考えること」 

募集期間：平成25年6月28日～10月25日 

     応募者数：計205名 

対象部門 応募者数 優秀賞 優秀賞 

日本中学生 45名 6名 12名 

日本高校生 31名 6名 11名 

韓国中学生 35名 8名 10名 

韓国高校生 94名 6名 12名 

合計 205名 26名 45名 

   

③ 日韓両国の 優秀賞受賞者を対象に、相手国への研修旅行を実施。研修期間中、学校訪

問、相手国の 優秀賞受賞者との交流会、歴史・文化視察などを通じて、相互理解の増進

を図った。  

招聘（訪日）期間： 平成26年2月20日～2月23日、 

人数14名（団長1名、韓国中高生13名） *基金職員1名が同行 

派遣（訪韓）期間： 平成26年3月27日～3月30日、 

人数13名（団長1名、日本中高生11名、基金職員1名） 

 

    ＊ 優秀賞受賞者のうち、日韓各1名が本人の事情により研修旅行には不参加となった。 

 

 

 

 



 

 

 

（ⅴ）テーマ別事業（委託事業） 

 JENESYS 2.0の趣旨にそった事業を計画・立案、実施する団体を公募し、審査を経て選定した8

団体に事業を委託。 

                                 合計 8件510名（招へい421名、派遣89名） 

事業名 

（委託先団体名） 
招へい期間 派遣期間 

招へい 

人数 

派遣

人数

第20回日韓高校生交流キャンプ 

（一般社団法人日韓経済協会） 

7/28-8/1 （招へいの

み） 

68  

九州大学学生の派遣、韓国・釜山大学学生の

招へい 

（九州大学韓国研究センター） 

8/23-8/30 8/16-8/23 55 60 

韓国青少年グループ招へい2013 

（公益財団法人大阪国際交流センター） 

9/24-10/3 （招へいの

み） 

45  

大学生訪日研修団 

「21世紀のユース朝鮮通信使―平和への道」 

（NPO法人日中韓から世界へ） 

11/16-11/25 （招へいの

み） 

50  

日韓誠信学生通信使2013 

（早稲田大学アジア研究機構） 

12/22-12/29 （招へいの

み） 

20  

静岡のものづくりの歴史と人々の暮らしに 

触れる旅 

（静岡市国際交流協会） 

1/7-1/16 （招へいの

み） 

26  

JENESYS2.0 韓国高校生訪日団 

（一般財団法人日本国際協力センター） 

2/3-2/11 （招へいの

み） 

124  

韓国代表大学生研修団・ 

北海道代表大学生研修団 

（北海道（総合政策部知事室国際課）） 

2/20-3/1 11/28-12/7 33 29 

 

        


