
일한국교정상화50년기념공연

日韓国交正常化50年記念公演
2015年から50年前の12月18日は、日韓基本条約が発効した日です。この特別な日を祝うべく、未来を
担う日韓の若者たちが一同に集結し、日本と韓国、両国で愛された歌を通して50年の歩みに思いを寄せる
と共に、未来に向けた友情を確かめ合うことを願って、本公演は企画されました。
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1  ソウル市少年少女合唱団  2  佐々木美歌（ソプラノ）  3  湯澤直幹（バリトン）  4  韓国芸術総合学校声楽家によるオペラ

プログラム

「アリラン峠のさくら」　ソウル市少年少女合唱団／国立音楽大学附属中学校合唱部

「五木の子守唄」「瑠璃色の地球」　国立音楽大学附属中学校合唱部

「月よ月よ」「景福宮打鈴」　ソウル市少年少女合唱団

「荒城の月」「九十九里浜」　湯澤直幹
「この道」《花ものがたり》より「寒椿」　佐々木美歌

「帰りたい」　崔源進　　「碑木」　金泰恩 
「懐かしき金剛山」　金明煕 　　  　「麦畑」　崔盛圭

「Together!」　ソウル市少年少女合唱団／国立音楽大学附属中学校合唱部

第1部

朝鮮通信使行進

サムルノリ「三道農楽」　ハンヌリ演戯団（安俞姬、金暁蘭、李智熙、金香穂里）

パンソリ《春香歌》より「愛の歌」　金善、李指勲

「津軽よされ節手踊り」「民謡メドレー」「釜山港へ帰れ」
安藤龍正、佐藤公基、佐藤理加、沢田藍、山中裕史、吉田成美

「最初から今まで」（『冬のソナタ』主題歌）、「恋人よ」　北野里沙

「希望の国へ」　崔源進、金泰恩、崔盛圭、金明煕

「故郷（ふるさと）」「故郷の春」　全員

第2部

〈第１部〉
　第1部は、国立音楽大学附属中学校合唱部とソウル市少年少女
合唱団の「アリラン峠のさくら」で幕を開けました。この曲は日
本と韓国を代表する「さくらさくら」と「アリラン」をもとに今
回の公演のために、特別に編曲された曲で、団員は限られた練習
時間だったにもかかわらず、舞台ではすばらしいハーモニーを披
露しました。
　続いて、東京藝術大学大学院のみなさんが日本の情緒が感じら

未来のために〜歌でつづる日韓交流の歩み〜
미래를 위하여~노래로 이어지는 일한교류의 궤적~

れる素敵な歌声を披露し、韓国芸術総合学校声楽科のみなさん
が、韓国歌曲の中でも最も人気の高い一曲「懐かしき金剛山」ほ
か、韓国を代表する歌曲をうたうと、客席からは手拍子がわきお
こり、会場は一気に一体化しました。
　最後は、再び合唱団が登場し、「みんながひとつになって夢を追
いかけよう」というメッセージが込められた「Together!」を友
情の歌声で熱唱しました。歌の途中、両合唱団の生徒たちが握手
し抱擁する姿に、会場から大きな拍手と声援が送られました。

　日韓国交正常化50周年という記念すべき年を祝うべく、未来を担う日韓の若者たちが一同に集結し、日本と韓国、両国で愛された歌
を通して50年の歩みに思いを寄せると共に、未来に向けた友情を確かめ合うことを願ってプログラムを構成しました。
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楽屋裏の様子紹介
　国立音楽大学附属中学校合唱部とソウル市少年少女合唱団のみなさんは
舞台を降りてからも「音楽」という共通言語を通じ、楽屋で交流を深めました。
子どもたちの素直な交流の姿勢にはいつもながら驚かされ、また青少年の異
文化交流の重要性を改めて確認しました。

〈第2部〉
　第2部の冒頭では、「朝鮮通信使」に扮した日韓の大学生が会
場を行進し、「これからの日韓関係は自分たちが担っていきます」
と力強く宣誓すると観客から大きな拍手が寄せられました。続い
て、行列に合わせて登場した韓国芸術総合学校伝統芸術院のハン
ヌリ演戯団による迫力のサムルノリの演奏に会場が沸きました。
そして、同じく韓国芸術総合学校伝統芸術院のパンソリ歌手と鼓
手が、日本でも人気の高い「春香伝（チュニャンジョン）」の一節

「愛の歌（サランガ）」を熱演しました。また日本側からは、若手
民謡チームが日本民謡や手踊りといった伝統芸能や、韓国歌謡の
大ヒット曲、「釜山港へ帰れ」を披露しました。日韓の間では海
を越えて愛された歌が他にも数多くありますが、「釜山港へ帰れ」
は日本でもカバーされ、大ヒットした曲です。後半では、「50年」
を振り返る意味で、日韓両国で共に愛されてきた歌謡曲を紹介。
音楽を通じての日韓の大衆文化交流の歴史を振り返りました。日
本での韓流の火付け役となるドラマ「冬のソナタ」の主題歌「最
初から今まで」、韓国でカバーされた80年代の大ヒット曲「恋人
よ」といった、代表的な2曲が披露され、幅広い世代の観客を魅
了しました。

　最後は出演者全員が再び舞台に立ち、観客と一緒に日韓を代表
する童謡「故郷（ふるさと）」「故郷の春（コヒャンエポム）」を合
唱し、感動のグランドフィナーレを迎えました。伝統音楽から現
代音楽、そして合唱と、最後まで観客を飽きさせることなく、盛
りだくさんの内容で本公演は幕を閉じました。

和気あいあいとした雰囲気の中で談笑する団員たち

1  朝鮮通信使、ハンヌリ演戯団（サムルノリ）  2  金善（パンソリ）、李指勲（鼓手）による「愛の歌」  3  若手民謡チームによる伝統芸能  
4  日韓の代表曲を歌う、北野里沙（シンガーソングライター）
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　日韓国交正常化50周年記念公演『未来のために』では、日韓の中学生合唱団の素直な、友を思いやるハーモニーが会場に
響き、多くの人から感動したとのお声をいただいております。ここでは紙面の都合上、お二人のみに限り、感想をご紹介します。

　日韓国交正常化50周年記念公演「未来のために」を拝
聴しました。「日韓両国が共に手を携えて前に進もう」と
いう若者達の清晨な歌声が会場いっぱいに響きわたり、胸
が熱くなりました。両国の少年少女合唱団員の大合唱

「Together！」に及んでは、天空から降り注ぐ一条の慈雨
に包まれたような、不思議な情景に捕われました。
　私は、1990年より海外で日本文化・書道を紹介する活動
をしてきました。何れの国においても、興味関心の高さと熱
心な取り組みにパワーをもらいながら今日に至っています。
書道を通じて出来ることは、単に書の技術交流のみならず、
異なる文化を理解し、互いの立場を尊重する心を養うことに
あります。その上で書の国際化が生まれ、延いては国際平和
の実現に繋がるものと信じています。困難ではありますが、
今後もこの活動は継続して行くつもりです。
　このところの国際状況は、「書道」と「書芸」という同じ
文化を担う日韓の関係においても、これまで培ってきた友
好関係に不安を覚える時があります。例えば、第10回の
記念展を迎えた「ソウルビエンナーレ」では、例年になく
日本の出品者が少なく、個人的な勧誘をしても希望人数に
は至らなかったといいます。これらの現状を鑑み、また、

「Together！」の合唱から受けた衝動を心に留めながら、
若い人たちと一緒に何か出来ることはないかと考え、先ずは

　次々と繰り広げられる力のこもった演奏に、開演から終演
まで感動しっぱなしでした。童謡・民謡・クラシック・ポッ
プス、どれも素晴らしかったのですが、とりわけ印象に残っ
たのは、韓国歌曲と日本民謡です。
　歌曲は初めて聞くものばかりで歌詞はほんのわずかしかわ
かりませんでしたが、「１音も聞き逃したくない。できるだ
け多くの曲名とメロディーを覚えたい」と思うほど、心を揺
さぶられました。私が唯一知っていたのは「ポリバ（麦畑）」
です。地元沼津の少年少女合唱団のメンバーだった中学生の
ころ、韓国青年会議所からの訪問団をお迎えするために練習
しました。大学で韓国語を勉強したときや、教員になって韓
国視覚障害教師会と交流したとき、「ポリバ」の一部を歌え
たことで、みなさんと一気に打ち解けることができました。
今回この歌を初めて生演奏で聞くことができ、感激しまし
た。帰宅してから「希望の国へ」など、記憶してきたそのほ
かの曲名をインターネットで検索してみたところ、残念なが
らほとんど見つかりませんでした。隣国の代表的な歌が、日

手近なことから始めてみることにしました。
　それは、昨年5月に完成した「墨の美術館」の活用です。
永年住み慣れた自宅を改築した小さな美術館を、国内外の
若者の文化交流の場としても活用することです。日韓を問
わず世界各国の若者が「墨の美術館」で出会い、語らい、そ
して、理解しようとする姿勢と互いへの愛を持ち続ければ、

「Together！」を合唱した少年少女たちが大人になる頃に
は、きっと未来は開けるものと確信しています。
　差し当たり、第１回の集いはおひな様を飾った会場にアジ
アの児童画を展示し、留学生との文化交流会を行う予定で
す。「墨の美術館」を足場に、友達が友達を呼び、次第に交
流の場が広がることを願っています。そして、2020年の東
京オリンピックの際には、若者の輪が大きな渦となり、友好
の場の広がりを見せてくれることを期待しています。

本でももっと知られるようになってほしい、と思います。
　私はソーラン節などのなじみ深い民謡を聞くと、思わず手
拍子をしたくなったり、掛け声をかけたくなったりして、つ
くづく自分が日本人であることを実感します。一緒に行った
韓国人の友人は、「日本の民謡を聞いたのは初めてです。ほ
んとにかっこいいですね」と言ってくれました。音楽には、
国籍や世代が違っても、人々の心を結び付ける力がある、と
思います。日韓両国の人々が一緒に歌い、友情を確かめ合え
る歌が、今後ますます増えていくことを願っています。

国際交流　―若者への期待―

日韓国交正常化 50 周年記念公演『未来のために』感想
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書道家。東京や京都など国内のみならず、欧米、ト
ルコ、シンガポール、メキシコなど、世界各地で個
展開催多数。
「第4回世界女性会議・北京」やカンヌ・ジャパン
フェスティバルなど世界を舞台に大字揮毫を行
う。現在では個展開催のほか講演、ワークショッ
プなど活躍の場を広げている
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全国視覚障害教師の会、静岡県立沼津城北高校
教諭

PROFILE
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학술 ・회의사업

学術・会議事業
当基金は日韓関係を中心とする人文・社会科学分野の研究活動の支援をはじめとする、文化・学術交流を
数多く実施する他、両国有識者間の会議の事務局を務めています。また基金主催の講演会も定期的に開
催し、韓国文化紹介や日韓関係への理解の普及に努めています。
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郡建郡1300年にあたって 高麗神社宮司
高麗文康

１．埼玉県日高市
　筆者の住む埼玉県日高市は人口約5万7千人。自然が豊かで人
心の穏やかな土地柄である。東京から1時間余りで里山の雰囲気
を味わうことができる行楽地として知られており、「巾

きん

着
ちゃく

田
だ

曼
まん

珠
じゅ

沙
しゃ

華
げ

公園」に500万本の曼珠沙華が咲き「曼珠沙華まつり」が開
かれる9月下旬はひときわ多くの人々が押し寄せている。
　ところで日高市を訪れた人々が脳裏に焼き付けて帰るのは「高

こ

麗
ま

の里」という通称である。実際、市内の駅名には「高麗駅」「高
麗川駅」、市内を流れる清流「高麗川」、寺社に「高麗山聖天院勝
楽寺」や「高麗神社」〈資料Ⅰ・写真〉があり、隣街に向かう峠道
は「高麗峠」と呼ばれている。市所有の有形登録文化財「高麗郷
古民家」など公共施設にも「高麗」が溢れる。それが埼玉県日高
市の特徴である。

２．高麗郡建郡
　『続

しょく

日
に

本
ほん

紀
ぎ

』第7巻には〈資料Ⅱ〉のよ
うな記述が見える。霊亀2年（716）5月
武蔵国に東国7国の高麗人1799人が遷さ
れ高麗郡が置かれた、というこの記事こ
そ日高市に「高麗」の名が根付くきっか
けを作ったのだ。
　それでは、ここで言う高麗とは何なの
だろうか。
　『日本書紀』欽明天皇31年（570）4月
に「高麗使人、辛苦風浪、迷失浦津。任
水漂流、忽至着岸。」と高麗からの使節が
来日（倭）したことを伝えている。この使

いは海路に迷い漂流した挙句、上陸した場所の郡司の姦計によ
り、郡司を天皇と思い込まされてしまう。越の国の住人江

え

沼
ぬの

臣
おみ

裾
も

代
しろ

の通報により天皇の知るところとなり、遣使一行は山城国の相
さが

楽
らかの

館
むろずみ

に遷され、紆余曲折の末、遣使の使命を果たした。570年
に日本との国交を開いた「高麗」は現在「高句麗」として知られ
ている。高句麗は東北アジアの大国として成長した400年代に

「高麗」を称するようになった。それ故に『日本書紀』を始めと
する日本の史書は「高句麗」をとらず「高麗」と記している。故
に高麗郡の「高麗」は高句麗に由来するのである。

３．高句麗
　高麗郡の淵源である高句麗はどんな国であったのだろう。
　高句麗は紀元前37年の建国とされ668年に滅亡した。始めは
現在の中国吉林省に起こり周辺に領域を広げた。5世紀には、中
国東北部および朝鮮半島中部以北にわたる広い地域を勢力下に置
き最盛期を迎えた。代表的な遺跡は首都が置かれた中国吉林省集
安市と北朝鮮の平壌市に多く、これらはユネスコの世界遺産に指
定されている。
　高句麗文化で著名なものは、古墳壁画、山城、石碑などである。
古墳壁画に描かれたさまざまな図柄から高句麗人の生活の有様と
精神世界を垣間見ることができる。山城は有事の際の防御に優れ
た力を発揮した。石碑には「広開土王碑」（中国吉林省集安市）「忠
州高句麗碑」（韓国忠清北道忠州市・〈資料Ⅲ・写真〉）などがあり、
それぞれ古代東北アジア史を考えるうえで一級の史料である。
　高句麗は末期に唐と敵対し、唐・新羅連合軍によって668年に
滅亡した。

４．日本に来た高麗人の行方
　666年長年にわたる唐との抗争に加え、内部分裂も表面化し
た高句麗は滅亡の危機を迎えていた。10月、この年2度目の使
節が高句麗から日本へ派遣された。日本に高句麗の危急を伝え救

　2016年に高麗郡建郡1300年を迎える埼玉県西部地域では、歴史を土台とした地域づくりの動きが高まっています。高麗郡とは何か？  
高麗郡建郡1300年で何が始まろうとしているのか？　高麗家60代当主であり、高麗神社宮司の高麗文康さんに講演会でわかり易く紹介
していただきました。

고마군(高麗郡) 건군 1300년을 맞이하여

〈資料Ⅰ〉高麗神社社殿

高句麗末期〈資料Ⅲ〉忠州高句麗碑（韓国忠清北道忠州市）

〈資料Ⅱ〉『続日本紀』
高麗郡建郡記事
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援を求めたであろうこの使節団に「玄武若
光」がいた〈資料Ⅳ〉。この人物こそ、後
に大和朝廷から「従五位下」の位と「王

こきし

」
の姓を賜り、高麗郡初代郡長となる高麗王
若光であろう。若光らを始め前後して派遣
された使節団は高句麗存続のため必死の努
力をしたのであろうが、668年高句麗は滅
亡した。
　高句麗滅亡後、朝鮮半島の権益をめぐり
同盟関係にあった唐・新羅が対立し、670
年代までその抗争が続く。ようやく半島の
動乱が沈静化した685年大和朝廷は、日
本にいる渡来人に爵位を与えた。同時に渡
来人の東国遷住を進めており高麗人たちも
こうした流れの中で東国に遷り住むように
なったのであろう。
　大宝3年（703）若光に「王」の姓が与えられた。この時13年
後の高麗郡建郡はすでに計画されていたのではないだろうか。
1800人近い人々の移動には長い準備の期間が必要である。さら
に高麗郡が置かれた地域は当時入間郡内の閑地である。高麗郡建
郡に至る道程には大和朝廷、高麗人の有力者、武蔵国の有力者の
介入と結束があったはずだ。高麗人の行方には多くの関心が寄せ
られていたのだ。

〈資料Ⅳ〉『日本書紀』
高句麗使節来日記事

５．高麗郡建郡1300年を迎えるにあたって
　平成8年10月19日、高麗郡初代郡長高麗王若光を祭神とする
高麗神社の例祭直会の席上、宮司式辞に立った高麗澄雄（当時）
は「20年後に迎える高麗郡建郡1300年は地域を挙げて盛大に
お祝いをしたい」と述べた。高麗郡建郡1300年への初めての言
及であった。当時傍らで式辞を聞いた筆者は先代澄雄の言葉の真
意を充分に理解しないまま時間を費やしたが、廃止から100年
を経て人々の記憶から消えかかっていた高麗郡の認知度を上げよ
うと、平成14年に「高麗郡建郡1300年記念事業」を開始した。
約10年の活動が実り、平成23年に民間の任意団体「高麗郡建郡
1300年記念事業委員会」が発足した。同会は平成27年4月に「一
般社団法人高麗1300」となり、明年の当該年を盛り上げるため
準備を進めつつ、「1300年」以降も継続する息の長い活動を模
索している。
　日高市役所にも市長を委員長とする「高麗郡建郡1300年日高
市実行委員会」が組織されたことで行政と民間が一体となった取
り組みが期待されている。

６．終りに
　今から1300年前、大和朝廷は武蔵国に高麗郡を置いた。国を
失い、波濤を越え、苦難の末に日本に定着した高麗人にとって、
祖国名を冠する郡の設置は、感慨深いものであっただろう。数多
くの渡来人が日本に定着したものの、その多くは足跡すらうかが
い知ることができない。それに比して当地に高麗人の足跡が残
るのは、明治29年（1896）までの1180年間にわたり高麗郡が
存続したからである。高麗神社に伝わる『武蔵国高麗氏系図』に
は「高麗姓の事、郡名にして軽ろからず」の一文が見える。長い
歳月を経て尚、人々が高麗郡に深い思いを寄せていた証左であろ
う。高麗郡建郡1300年を迎えるにあたって、そんな現代の「高
麗人」が育つことを願ってやまない。

　日韓文化交流基金は〈一般財団法人高麗1300〉、〈日中韓から世界へ〉、〈朝鮮通信使縁地連〉の
ご協力を得て、展示ブースと試着ブースを運営しました。当日は、色彩豊かな女性用はもちろんの
こと、かわいい子供用衣装、狩猟などに着用した男性用衣装も取り揃えました。各ブースでは韓国
の青年がボランティアとして参加しました。あらためて日韓両国の絆を感じる良い機会となりました。

高麗郡末期

講演会で披露された色彩豊かな高句麗衣装に聴衆の目がくぎづけになりました。

「日韓交流おまつり in Tokyo 2015」（9月26、27日、日比谷公園）

高
こ

麗
ま

文
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やす

　
1966年生。1990年、國學院大學文学部神道学科を
卒業、2007年1月20日、高麗神社宮司を拝命。高麗
神社祭神高麗王若光（こまのこきしじゃっこう）を開祖と
する高麗家の60代目当主。合気道五段。著書に『高麗
神社』（さきたま文庫・共著）、小説『陽光の剣～高麗王
若光物語』（幹書房）がある。
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１.　日韓国交正常化交渉をどう評価するか
　最近の日韓関係に緊張激化の一因を提供した二つの司法判断、
2011年8月韓国憲法裁判所による「慰安婦問題などは1965年
の日韓請求権協定で未解決だという韓国政府の立場に基づくと慰
安婦問題に関する韓国政府の対日交渉の不作為は違憲だ」という
判断、2012年5月韓国大法院（最高裁）による、「強制徴用に対
する未払い賃金の請求権が時効などによって消滅したという判断
は、併合に至る諸条約が違法無効ではないという歴史観に立脚し
たものであり、韓国の正統な歴史観とは背馳していて認められな
い」という判決は、日韓国交正常化の交渉過程で対立があり、そ
うした違いをそのまま持ち越しした日韓基本条約および請求権協
定をめぐる解釈における違いを背景にしたものである。
　日韓国交正常化は、植民地支配の清算が重要な問題となるはず
だったが、それよりも冷戦状況が深刻化する中で日韓関係をどう
構築し協力するかを優先した。これに関して、当時の韓国朴正煕
政権も、日本との経済協力を通して経済を発展させることで北朝
鮮との体制競争において勝利を収めるという目標を優先させた。
日韓交渉は、交渉の枠組みを形成する力関係において韓国よりも
日本が優位であったという状況、植民地支配などの歴史認識に関
する日本社会の「鈍感さ」を与件とすると、国交正常化はこのよ
うにならざるを得なかったと言えるかもしれない。しかし、その
後の、日韓の力関係の変化、植民地支配に関する日本社会の認識
変化という条件変化が起こるとすると、既存の解決枠組みに修正
を迫る政治力学が生じることになる。

２.　日韓関係の現状をどのように見るのか： 
構造変容とその帰結

　冷戦期の日韓関係は、歴史認識問題などの日韓の間の諸問題が

講演後、歓談する（左から）鮫島章男会長、木宮正史先生、片山修中央日韓協会
副会長、梅田博之評議員

構造変容に直面し漂流する
日韓関係：過去・現在・未来

구조 변용으로 표류하는 일한 관계:과거・현재・미래

存在したにもかかわらず、それを上回る｢接近｣と｢協力｣の政治
力学が作用することで、｢それほど悪くはない関係｣が維持され
た。後半、ポスト冷戦期の日韓関係は｢非常に起伏の激しい関係
｣であった。日韓の距離が縮まったことは間違いないが、それま
で封じ込められていた日韓の間に存在する諸問題が一挙に噴出し
た。その背景には、次のような日韓関係の構造変容が存在する。
　第一に「水平化」である。韓国の持続的な経済発展に伴って日
韓の経済的格差が急速に縮まるとともに、国際政治における韓国
のプレゼンスも増大することになり日韓関係は水平的なものに変
容した。第二に「均質化」である。韓国の持続的な経済発展と政
治的民主化は、市場民主主義という価値観を共有する日韓関係を
成立させた。第三に「多様化・多層化」である。日韓関係が、社
会・文化領域など多様な領域を含む関係に広がるとともに、市民
同士の交流が深まり市民社会全般を含む多層的な関係へと変容し
た。第四に「双方向化」である。価値、情報の流れに関して、日
本から韓国に向かう量だけでなく、韓国から日本に向かう量も飛
躍的に増大し、両者の均衡がとれるようになった。
　では、こうした日韓関係の構造変容がどのような帰結をもたら
したのか。第一に、「水平化」をめぐる対応の乖離である。以前
は日韓の「垂直的関係」に応じて韓国に「寛容」であった日本が、

「水平化」した韓国に対して、パワーの増大に応じたより｢責任あ
る対応｣を求めるようになる。韓国では、自国のパワー増大と、
それに応じた交渉力増大を背景に、十分にできなかった対日要求
を今こそ貫徹するべきだという認識が強まる。第二に、「均質化」
をめぐる認識の齟齬がある。日本から見ると、本来であれば価値
観を異にするはずの「中国寄り」の姿勢を韓国がとっている、さ
らに「報道の自由」を疑わせる対応が見られるという認識がある。
韓国では、慰安婦問題などに関する日本の消極的な姿勢などを考
慮すると、価値観を共有するとは言い難いという批判がある。第スライドを使いながらわかりやすく日韓関係について講演していただきました

東京大学大学院総合文化研究科
教授・韓国学研究部門長

木宮正史

　日韓国交正常化50周年を迎え、今後、日韓関係はどのように進むべきなのか、今までの日韓関係の軌跡と現状を踏まえたお話を、東
京大学・木宮正史教授に講演して頂きました。
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三に、「多様化・多層化」に伴う問題の複雑化である。氾濫する情
報に基づいて相手国に対する強硬論が台頭し、それに対して日韓
両政府のコントロールが利かずに、国内の強硬論に引っ張られて
しまう。第四に、「双方向化」に伴う相互不信の増幅である。韓
国における厳しい対日世論に日本の対韓世論が敏感に反応し、さ
らに、そうした日本の対韓世論の悪化に韓国の対日世論が敏感に
反応することで、関係悪化を双方から増幅する力学が作用する。

３.　｢もう一つの日韓関係｣の可能性
　しかし、こうした現状は、日韓関係の構造変容から一義的に帰
結されるわけではなく、それに代わる選択の可能性もあるはず
だ。水平的な関係を認め合うことによって、共通課題にどちら
が有効に取り組むことができるのかという意味で「競争的」であ
り、課題の取り組みに関する知恵を出し合うという意味で「協力
的」な関係に進化させることも可能なはずである。価値観の共有
部分を相互に認識し、それに基づいて問題解決を探ることも可能
ではないか。慰安婦問題を、｢韓国対日本｣という図式ではなく｢
戦時下における女性の人権侵害｣という共通の普遍的な問題意識
に基づいて位置づけ、問題解決に共同で取り組むことは可能では
ないか。2015年12月の慰安婦問題に関する日韓政府間合意は、
その出発点になり得るはずだ。網の目のように張りめぐらされた
ネットワークは、極限的な対立関係にエスカレートするのを相当
程度抑制する。さらに、相互のコミュニケーションをより一層密
にすることによって、相手の情報が、自国だけで都合良く消費さ
れてしまうという状況を回避し、相互に発信する情報が、相手国
にどのように受け入れられるのか、そして、そうした情報流通が、
どのような効果を持つのかを考慮することも可能なはずである。
　日韓関係の構造変容は、葛藤を増大させる原因を提供すること
は確かであるが、そうした葛藤を解消するための「能力」を提供
することにもなる。問題は、そうした「能力」を獲得し発揮する
ことができるのかどうか、そうした選択をすることができるのか
にかかっている。

４.　「国際公共財」としての日韓関係
　日韓は米国との同盟関係を共有し、米軍の駐留を受け入れ、そ

の費用も一部負担する。そうした状況下で、日韓の葛藤に起因し
て米国に向けての支持獲得競争を過度に展開することは、日韓双
方にとって対米交渉力の低下をもたらし、同盟維持に関わる費用
負担をより一層重く担わざるを得ないことになる。日韓が米国と
の同盟関係を共同で管理することによってその費用負担を抑制す
るとともに、対米同盟関係の効果を最大化することができるはず
である。
　中国の大国化に対して、日本は対米同盟の強化を軸に対応する。
それに対して、韓国は良好な米中関係が維持されることを「与件」
として、対北朝鮮政策に関する中国の影響力行使に期待をかける
戦略を追求する。日韓関係の緊張は、中国の大国化に対するこう
した対応の違いにも、その原因がある。しかし、東アジア国際秩
序の形成を主導する「責任ある大国」としての役割を中国に担わ
せるために、共有する対米同盟をどのように活用するのかに関し
て、日韓には大きな利害の乖離は本来ないはずである。東アジア
の国際秩序を公正で透明なものにするためにも、中国の影響力だ
けが突出するよりも、それ以外の国の影響力がある程度担保され
る方が望ましい。そうした役割を担い得る存在として日韓がいか
に協力して中国に対する発言力を持ちうるのかが重要である。
　対北朝鮮関係に関しても、現状では、日朝関係の改善を韓国が
警戒しているという構図がある。中国の対北朝鮮政策を「韓国寄
り」に変えさせ、北朝鮮を孤立に追い込むことで、北朝鮮を韓国
との関係改善に向かわせる条件が整いつつあるにもかかわらず、
日朝関係の改善は北朝鮮に他の選択肢を与え、南北関係の改善に
ブレーキをかけるという警戒感である。しかし、対北朝鮮関係に
おいて、韓国の立場に最も近いのは日本である。双方にとって直
接脅威となる北朝鮮の核開発に対応し、日本は拉致問題解決のた
め、韓国はより有利な環境で南北関係を主導するために、対北朝
鮮政策に関する日韓の協力は相互の利益に寄与するのみならず、
東アジア地域の平和的な秩序にとって必要な「国際公共財」である。

来場者の関心事にも真摯に応える木宮先生

講演会を通じての各界代表者の出会い。権鎔大日韓交流祭り協会事務局長（左）
と梅田博之評議員／麗澤大学名誉教授（右）を互いに紹介する余田幸夫事務局
長（中）

木
き

宮
みや

正
ただ

史
し

東京大学大学院総合文化研究科教授、韓国学研究部門長。1960年静岡県生ま
れ。韓国高麗大学大学院修了（政治学博士）。主要著書『国際政治のなかの韓国
現代史』『朴正煕政府の選択：1960年代輸出指向型工業化と冷戦体制（韓国語）』。
編著書『日韓関係史1965～2015Ⅰ政治』『朝鮮半島と東アジア』など多数。
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日韓の諸団体が協同で日韓関係の50年を振り返り、新たな未来を切り開く

左／多くの参加者で埋め尽くさ
れた会場
右／日韓学術交流を牽引してき
た諸先生方によるパネルディス
カッション（右から伊豆見元静
岡県立大学教授、若宮啓文朝日
新聞社前主筆、和田春樹東京大
学名誉教授、小此木政夫慶應義
塾大学名誉教授、金浩燮中央大
学教授、金栄作国民大学名誉教
授、朴忠錫梨花女子大学名誉教
授、尹正錫中央大学名誉教授）

日韓国交正常化50周年記念学術大会開催／「日韓関係史」全3巻刊行

　2015年6月17日（水）から19日（金）の3日間、「日韓関係、
過去を乗り越えて未来を切り開く」というテーマのもと、韓国済
州島にて日韓国交正常化50周年記念学術大会が開催されました。
日本側は日韓文化交流基金のほか、東京大学韓国学研究部門、日
本国際政治学会、現代韓国朝鮮学会が、韓国側は東北亜歴史財団、
国民大学日本学研究所、韓国国際政治学会、現代日本学会が主催
となり、開幕式には金杉憲治総括公使や趙

チョ

兌
テ

烈
ヨル

外交部第二次官、
小野啓一外務省北東アジア課長、寺澤元一済州総領事も出席しま
した。本大会は『日韓関係史1965-2015』の著者やその他政治、
マスコミ分野の100名を超える日韓の参加者が、全9セッション

に分かれ進められました。平日開催にも関わらず、予定していた
日本側参加者は、諸事情を工面し全員が出席しました。ひっ迫し
たスケジュールでしたが、各分野で活躍する各々の立場から、こ
れまでになく困難な状況にある日韓関係において、どのようにし
たら互いに認め合い友好な関係が築けるかなどについて前向きな
意見が提示されました。また、両国関係に大きな影響を与える、
両国の前線で活躍するマスコミ関係当事者が「報道」の在り方を
省み、全体像を伝える重要性について再確認するなど、有意義な
機会を持つことができました。（学術交流担当：大田）

일한국교정상화기념학술대회 개최 /「일한관계사」 전3권 간행

開会式
企画映画上映「江戸時代の朝鮮通信使」
基調講演（韓培浩現代日本学会初代会長・高麗大学名誉教授、
小此木政夫慶應義塾大学名誉教授）6/17
ラウンドテーブル
日韓国交正常化50周年に回顧する日韓関係：過去と現在、そして未来

6/18 ①新時代日韓関係の構築のための課題
②東アジアパワー・バランスの変化と日韓関係

6/18

③日韓関係の軌跡　1：社会·文化
④未来志向的日韓関係の模索
⑤日韓関係の軌跡　2：経済
⑥日韓関係50周年とマスコミの責任と役割
⑦日韓関係の軌跡　3：政治
⑧日韓交流の観点から見た葛藤と和解

6/19 ⑨総合討論：日韓関係の過去を超えて未来に

◆日本側参加者
浅野豊美（早稲田大学）、安倍誠（日本貿易
振興機構アジア経済研究所）、粟倉義勝（共
同通信）、李鍾元（早稲田大学大学院）、五百
旗頭真（ひょうご震災記念21世紀研究機構
／熊本県立大学／前防衛大学学長／神戸
大学）、池享（ソウル大学校）、伊豆見元（静
岡県立大学）、磯﨑典世（学習院大学）、出
石直（NHK）、大畑裕嗣（明治大学）、奥田
聡（亜細亜大学）、小此木政夫（慶應義塾大
学）、加峯隆義（九州経済調査協会）、木宮
正史（東京大学）、木村幹（神戸大学）、木村
拓（東京大学附属図書館アジア研究図書館
U-PARL）、佐々木卓也（立教大学）、瀬地山
角（東京大学）、高安雄一（大東文化大学）、
外村大（東京大学）、中西寛（京都大学／日

本国際政治学会）、西野純也（慶應義塾大
学）、朴正鎮（津田塾大学）、箱田哲也（朝日
新聞）、平岩俊司（関西学院大学／現代韓国
朝鮮学会）、細谷雄一（慶應義塾大学）、三ツ
井崇（東京大学）、柳町功（慶應義塾大学）、
吉岡英美（熊本大学）、吉澤文寿（新潟国際
情報大学）、米村耕一（毎日新聞）、若宮啓文
（日本国際交流センター／朝日新聞社前主
筆）、和田春樹（東京大学）

◆韓国側参加者
康元澤（ソウル大学校）、金基石（江原大学
校）、金都亨（翰林大学校）、金文子（祥明大
学校）、金相準（延世大学校）、金暎根（高麗
大学校）、金榮作（国民大学校）、金龍烈（弘
益大学校）、金恩淑（韓国教員大学校）、金

泰炫（中央大学校）、金学俊（東北亜歴史財
団）、金浩燮（中央大学校）、南相九（東北亜
歴史財団）、馬相潤（カトリック大学校）、朴東
誠（順天郷大学校）、朴盛彬（亜洲大学校）、
朴榮濬（国防大学校）、朴鎭沅（SBS文化）、
朴昶建（国民大学校）、朴忠錫（梨花女子大
学校）、徐承元（高麗大学校）、鮮于鉦（朝鮮
日報）、孫洌（延世大学校）、辛貞和（東西大
学校）、沈揆先（東亜日報大）、梁志宇（KBS
ニュース）、延敏洙（東北亜歴史財団）、吳泰
奎（ハンギョレ新聞）、元喜龍（済州道）、尹
裕淑（東北亜歴史財団）、尹正錫（中央大学
校）、李基東（啓明大学校）、李相賢（世宗研
究所）、李時載（聖公会大学校）、李容旭（高
麗大学校）、李元徳（国民大学校）、李正馥
（ソウル大学校）、李政桓（国民大学校）、李

鍾久（聖公会大学校）、李鍾国（東北亜歴史
財団）、李志遠（翰林大学校）、李炯植（高麗
大学校）、李鎬鐵（仁川大学校）、李熙玉（成
均館大学校）、林慶澤（全北大学校）、林相先
（東北亜歴史財団）、林永西（MBC）、張博
珍（国民大学校）、張濟國（東西大学校）、張
勳（中央大学校）、鄭在貞（ソウル市立大学
校）、曺良鉉（外交安保研究院）、趙胤修（東
北亜歴史財団）、趙兌烈（外交部）、陳昌洙
（世宗研究所）、崔永宗（カトリック大学校）、
崔恩鳳（梨花女子大学校）、崔喜植（国民大
学校）、韓培浩（高麗大学校）、韓相一（国民
大学校）、玄昶日（日本テレビ）、黄永植（韓
国日報）

『日韓関係史1965-2015』全3巻刊行
　本書は日韓国交正常化50周年を記念し、協調と対立の外交関係を振り返り、
未来を構想するべく刊行されます。日韓関係の現状をどう捉えるのか、なぜ日韓
関係がここに至ったのか、現状をいかに打開するのか、といった3つの課題を共有
する、日韓の研究者たちによる取組の成果です。また、国籍にこだわらず、自国以
外の国すなわち日韓を横断して活躍する専門家も著者として加わっており、共同
研究における既存の枠組みの限界を克服する新たな試みにも取り組んでいます。

　Ⅰ  政治（木宮正史・李元徳[編]） 
2015年6月刊行

　Ⅱ  経済（安倍　誠・金都亨[編]） 
2015年7月刊行

　Ⅲ  社会・文化（磯﨑典世・李鍾久[編]） 
2015年10月刊行
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일한문화교류기금 HOT NEWS

日韓文化交流基金
HOT NEWS

日韓国交正常化50周年である2015年は、当基金の「韓国日本学会賞（瑞松韓日学術賞）」受賞という輝
かしいニュースから始まりました。ここでは、1983年の創立以来、青少年交流事業のみならず、時代に
即した文化交流事業を行う、日韓文化交流基金の多様な活動について紹介します。
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「韓国日本学会賞」を受賞！

　日韓文化交流基金は、1983年の創立より31年間、次代を担
う日韓の青少年交流事業、有識者による文化・学術会議事業、中
堅・若手研究者を対象とする研究支援（フェローシップ）事業、
民間レベルにおける草の根交流事業など、多岐にわたる事業を展
開してまいりました。これら地道な交流事業の努力が評価され、
去る2月7日に「韓国日本学会賞（瑞松韓日学術賞）」*を受賞いた
しました。本賞は当基金に対する激励と受けとめ、基金職員一同、
韓国の期待になお一層応えるべく努力する所存です。

　この50年間、日韓両国は紆余曲折を経ながらも、総じて相互
の安全と繁栄のため、協力を積み上げてきました。他方、今世紀
に入り世界は不透明感を増し、多くの地域で民族間や宗教間の対
立や暴力が発生しております。また、最近の日韓関係は東アジア
情勢が変化する中で、今までになく困難な状況にあります。日韓
関係に大きなひびがはいることは、アジア情勢ひいては世界の平
和にも悪い影響をもたらすでしょう。アジアの比重が高まる中
で、日韓両国が過去の歴史や偏見を乗り越え、ともに協力し世界
平和と安定に貢献することは、世界史的に重要な役割です。その
ためには、息の長い地道な努力が不可欠です。とりわけ両国の感
受性豊かな青少年が互いの違いを知り、互いの文化を尊重し理解
する異文化交流の強化がこれまで以上に求められています。当基
金はより発展的な日韓関係を醸造するため、引き続き、これまで
培ったノウハウを生かし、時代に即した文化交流事業を行ってま
いります。
　今後の新たな50年に向けてスタートする年として、引き続き
皆様のご理解とご支援をお願い申し上げます。（学術交流担当：長）

「한국일본학회상」을 수상!

＊「瑞松韓日学術賞」は、韓国日本学会が、韓国と日本において相手国に対する
学術研究と文化交流に寄与した個人または団体に感謝と激励の意を表するも
ので、2004年に創設された。今回で10回目である。

『外交青書2015』*に作文掲載！
「외교청서2015」에 작문 게재 !

*『外交青書』とは、国際情勢と日本外交
の取組について記したもので、1957年以
降、毎年刊行されています。

**日韓文化交流基金創立30周年記念事業
は2013年度に実施された事業です。「作
文コンテスト」は「私が感じた韓国／日本」
「日韓交流について考えること」の二つを
テーマに作文を募集したところ、日韓両国
205名の生徒から応募があり、合計26名
の応募者に最優秀賞を贈呈いたしました。
関連記事が『日韓文化交流基金NEWS』
第69号にも掲載されています。

　当基金では、日韓文化交流基金創立30周年記念事業の一環として、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
実施しましたが、そのうち2名の作文が『平成27年版外交青書（外交青書2015）』に掲載されました。2人は2015年現在さらに深化し
た国際交流にかかわっています。
　ここで掲載されました作文2編をご紹介します。今後の日韓関係に対する、率直で前向きな考えが述べられておりますので、ぜひご覧
ください（所属は掲載当時のもの）。
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「日韓交流について考えること」

「한일 교류에 대해서 생각한 점」

「韓日交流について私が考えること」
福島県立磐城高等学校 1 年生　

根
ね

本
も と

直
な お

哉
や

후쿠시마현립 이와키고등학교 1 학년　

네모토 나오야

韓国外国語大学付属龍仁外国語高等学校 2 年生

白
ペ ク

賀
ハ

媛
ウォン

《『外交青書2015』に掲載された作文》

　現在の日本では、頻繁に報道等で耳にする領土問題など
を原因に、韓国に対してあまり良くない印象を抱いている
人が多いのが現状です。事実、私もこの訪韓研修に参加す
る以前は心のどこかで韓国への偏見を持っていました。
　しかし、実際に韓国の学校を訪れ、言語の壁がある中で
も簡単な互いの母国語やジェスチャーを駆使し、現地の学
生と一緒に授業を受けたりスポーツに汗を流すことで交流
できました。特に驚いた事は、韓国の学生が親切で積極的
であったことです。また、そこには世間の考えとは関係な
く、一人の人として、互いの国の文化、歴史、価値観を認
め合う姿がありました。
　今回の訪韓を通して、私の韓国に対する印象は良い方向
へと変わりました。今なお当時の友人との交流が続き、体
験した事をより多くの人へ広めているところです。だから
こそ、若い世代からこのような視野を広げる経験を重ねる
べきだと思います。そして、そうして育った人々が、やが
て地球人として本当の国際社会を築いていけると信じてい
ます。

　현재 일본에서는 뉴스 등에서 자주 들었던 영토문제 등을 사례로 

한국에 대해 좋은 인상을 가지고 있지 않은 사람이 많을지도 모릅니

다. 실제로 저도 이번 한국 연수에 참가하기 전에는 마음 한 구석에 

한국에 대한 편견을 가지고 있었습니다. 

　그러나 실제로 한국의 중학교를 방문하여 언어의 장벽이 있었지

만, 간단한 영어와 손짓 발짓을 하면서 한국의 중학생들과 함께 수업

을 듣고, 운동하면서 땀을 흘렸습니다. 제가 가장 놀랐던 점은 한국

의 중학생들이 아주 친절하고 적극적으로 말을 걸어왔다는 것입니

다. 이는 일반의 생각과는 관계없이 한 사람으로써 서로 문화, 역사, 

가치관을 인정하는 자세였습니다.

　이렇게 한국 방문의 체험을 통해서 한국에 대한 인상이 좋은 방향

으로 변화하였습니다. 지금도 그 때 알게 된 친구들과 계속 교류하고 

많은 사람에게 경험한 것을 널리 알리고 있습니다. 그러기 때문에 젊

은 세대부터 이러한 체험을 해야 한다고 생각합니다. 이렇게 성장한 

사람들이 같은 지구인으로서 진정한 국제사회를 구축해 나갈 수 있

다고 믿고 있습니다.

「한일교류에 대한 나의 생각」

한국외국어대학부속 용인외국어고등학교 2 학년　　

백하원

　어렸을 때부터 일본에 대한 관심을 가지고 고등학교에서 일본어를 

공부하고 있는 저는 1학년 때 한국 대표로 홍콩제무역창업대회에 참

가하였는데 그곳에서 만난 일본 팀 친구들을 만날 수 있었다. 반가운 

마음에 내가 먼저 다가가 말을 걸었는데 일본 친구들은 한국인들은 

일본인을 싫어하지 않냐며 긴장한 듯했다. 그러나 서로 한국과 일본

의 문화에 대해 이야기를 하자, 친하게 지낼 수 있었다. 나는 지금도 

창업대회에서 만난 친구들과 자주 이메일을 주고받고 있으며 이제 

일본을 떠올리면 내 친구들의 따뜻한 미소가 제일 먼저 떠오른다.

　양국에는 과거의 역사와 외교 문제 때문에 상대국에 반감을 가지

고 있는 사람들이 아직 많다. 정치와 외교는 가는 실과 같다. 한 번 

엉킨 실은 다시 풀기도 어렵다. 하지만 실은 다시 묶어서 이을 수 있

다는 큰 장점도 가지고 있다. 

　정치와 외교도 마찬가지라고 생각한다. 안정적이던 두 국가간의 

관계가 위태로워지기도 하고, 그 관계를 푸는데 많은 시간과 노력이 

들기도 한다. 한일관계가 안정하기 위해서는 단순히 양국을 이끌어 

가는 정부 고위간부들의 노력과 협상만으로는 해결할 수 있는 것이 

아니라는 생각이 든다. 무엇보다도 양국의 국민 의식을 개선하고 민

간 교류를 확대하여  변화시키는 것이 중요하다고 생각한다.

　幼い頃から日本に関心を持ち、高校で日本語を学んでい
る私は、一年生の時、香港での世界の高校生の貿易企画コ
ンテストに参加し、日本チームの高校生と出会った。私は
嬉しくて自分から声をかけたが、彼らは韓国人が日本人を
嫌いだと思っているようで、緊張した雰囲気だった。しか
し、互いに相手国の文化を話題に話をするうちに、打ち解
けて親しく交流することが出来た。その後、彼らとはメー
ルをやり取りしており、今や日本というと真っ先に彼らの
ことが思い浮かぶ。
　両国には、過去の歴史や外交問題のために、相手に反感
を持っている人々が多い。政治と外交は、切れやすくもつ
れやすい細い糸のようだ。もつれた糸は、解きほぐすのも
大変だ。だが、糸にはつなぎ直すことができるという長所
もある。
　国同士の関係も同様に、安定した関係が危うくなること
もあり、その関係を解きほぐすのに多くの労力が必要だ。
韓日関係の安定は、政府の努力だけでは難しいかもしれな
い。何よりも民間交流を拡大し、両国の国民の意識を変え
て行くことが大切だと思う。
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エピソード集「ちょっといい話」作成
에피소드집 「가슴이 뭉클해지는 좋은 이야기」작성

　国交正常化以来、日韓両国国民間の相互理解と交流の流れは着
実に深化、拡大を続け、国交正常化当時には年間１万人だった両
国間の人々の往来は、500万人を超えるまでになりました。
　この間、日本では「韓流ブーム」が起こり、韓国においても、
日本の大衆文化が人気を集めて互いに対する理解が深まってきま
したが、他方で、両国国民が直接触れ合う草の根のレベルにおい
ても様々な交流が行われ、心温まるエピソードが数多く生まれて
います。

第1話　福島県　日韓の幸「福」の架け橋に！
福島で地元に密着した各種の交流事業を推進する韓国人、鄭
玄実（チョン・ヒョンシル）さんと、鄭さんが主宰するNPO
法人「ふくかんねっと」の活躍ぶり。

第2話　東京都　あなたを忘れない
2001年に東京で線路に転落した人を救おうとして犠牲と
なった韓国人留学生、李秀賢（イ・スヒョン）さんと、日韓交
流の架橋になろうとした李さんの意志を継ごうとする人々の
活動について。

第3話　�埼玉県　 高麗郡建郡1300年�
～受け継がれる日韓友好の歴史～

奈良時代に朝鮮半島から渡来した人々が定着した地である旧
高麗郡（埼玉県）にまつわるエピソードを、高麗神社の当代

（第60代）宮司が紹介。

第4話　佐賀県　かちがらすの夢
佐賀県で1980年代に始まり、現在も続く民間の草の根日韓
交流プロジェクト「かちがらす計画」と「新かちがらす計画」
について。

第5話　奈良県　示粋会が育んだもの　
姉妹都市である韓国慶州市の高校生に奨学金を送り続けた奈
良市の民間奨学会、「示粋会」の活動と奨学生たちとの交流
の様子を紹介。

　「ちょっといい話」は、両国間で積み
重ねられてきた心温まるエピソードを広
く知っていただくために作成したもので
す。日本国内の地方自治体、韓国との交流
を行っている民間団体等に呼びかけて集
まった多数のエピソードの中から、特に印
象的な10編を選定しました。目次と各エ
ピソードの概要は下記の通りです。

第6話　三重県　海女文化が紡ぐ新しい日韓交流
世界で日本と韓国にしか存在しない「海女」文化を縁に、関係
を深めてきた三重県の鳥羽・志摩地域と済州の交流について。

第7話　宮城県　 顔
がん

晴
ば

ろう�宮農！�
～宮城県農業高校の復興と日韓交流～

東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県の高校を支援する
韓国企業と、これに応えるべく復興のために奮闘する生徒た
ちのエピソード。
 
第8話　鳥取県　輝かしい未来へ針路をとる鳥取県の日韓交流
江戸時代から現在までの鳥取県と韓国の様々な形での交流に
ついて。

第9話　川崎市　 私たちが花
ひとつ

になれる未来に向かって！
友好都市である川崎市と富川市の日韓の若者が、交流事業を
通じて出会い、結婚に至るまでのエピソード。

第10話　高知県　韓国孤児の母になった日本人　田内千鶴子
植民地時代から韓国・木浦で、孤児院運営に携わり、それに
生涯を捧げた高知県出身の日本人女性、田内千鶴子さんにつ
いて。

　日韓文化交流基金では、日韓国交正常化以降50年間の両国間の市民交流に関する心温まる話を集めたエピソード集「ちょっといい話」
を外務省からの委託により作成しました。

　エピソード集「ちょっといい話」は、基金ウェブサイト（http：//www.jkcf.or.jp）
でもご覧いただけます。
　ぜひ多くの方にご覧頂き、日本と韓国の草の根レベルでの深い絆を多くの皆様に知っ
て頂ければ幸いです。
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　日韓文化交流基金は1984年から毎年1回、役員からなる韓国訪問団を派遣しています。今回の訪韓期間中には、黄祐呂副総理（兼教
育部長官）をはじめとする韓国政府関係者の表敬訪問や、当基金が実施する青少年交流事業の韓国側担当機関、韓国国立国際教育院院
長との懇談等を行いました。

　日程2日目には、日韓間の文化・学術交流に貢献した韓国の方々
を表彰する「日韓文化交流基金賞」の表彰式を開催しました。
　また、日韓国交正常化50周年を記念してのレセプション「共
に開こう新たな未来を」を開催。フェローシップ経験者、過去の
青少年交流事業参加者、学術会議への参加者、また、韓国内で日
韓関係の仕事に従事される日本の各界の方々等、多くの方にご参
加頂きました。
　日程3日目の9月17日には、ソウル近郊の南楊州市に所在する
英園（朝鮮王朝最後の皇太子英親王李垠公と皇太子妃、李

り

方
まさ

子
こ

妃
のお墓）を訪れ、日韓友好を記念し献花しました。日韓国交正常
化50周年の記念すべき年にふさわしい韓国訪問になりました。

共に開こう、新たな未来を
함께 열어요, 새로운 미래를

黄祐呂（ファン・ウヨ）副総理（兼教育部長官）（右から4人目）表敬

【団員名簿】
団長 鮫島　章男 　当基金会長、太平洋セメント（株）名誉顧問
副団長 小野　正昭 　当基金理事長、海外邦人安全協会会長
顧問 内田　富夫 　当基金顧問、前理事長
団員 楢﨑　正博　 当基金理事、元関電産業（株）相談役
団員 大竹　洋子　 当基金評議員、元東京国際女性映画祭ディレクター
団員 伊藤　亞人 　当基金顧問、東京大学名誉教授

【日程】

9/15
入国、別所浩郎駐韓国日本国大使表敬訪問、外交部　申東益多国
間外交調整官表敬訪問、李洪九韓日文化交流基金主催歓迎晩餐会

9/16

ソウルジャパンクラブ役員との朝食懇談会、国立国際教育院　金光
豪院長表敬訪問、基金賞受賞者との懇談、第16回日韓文化交流基
金賞贈呈式、鮫島会長主催レセプション「共に開こう、新たな未来
を」

9/17
洪陵・英園見学、訪日・訪韓フェローとの昼食懇談会、教育部　黄
祐呂副総理・長官表敬訪問、韓国日本学会役員との晩餐会

9/18 天安到着、独立記念館見学、帰国

受賞者PROFILE

旧李家最後の皇太
子、英親王李垠公の
夫人、李方子妃に長
年仕えられ、妃没後
は日韓の有志らと、
妃の追尊と顕彰のた
めの活動を続けてい
ます。李方子妃は生
前、韓国での障害者
福祉に余生を捧げ、

韓国国民から熱い支持を受けました。金寿姙氏も
妃とともにこの活動に参加され、同志的な役割を
果たされました。毎年5月の命日には墓前祭を催
し、2014年には妃を偲んで歌集『つつじ』を日韓
双方で出版されるなど、妃の功績を両国の人々に
伝え、妃の歴史を記録し伝承するために尽くされ
ています。

1993年に創立された
「漢拏ウィンドアンサ
ンブル」は現在56名
の団員で構成され、
年間平均公演回数は
11回、創団当初から
続けている定期演奏
会は61回に上る等、
市民楽団として活発
な活動を続けていま

す。また、同楽団は日本の数多くの市民楽団及び個
人演奏家と交流を持ち、ほぼ毎年済州と日本各都市
を相互に訪問して開催された日韓親善交流演奏会は
20回以上に上ります。金升澤氏は同楽団の音楽監
督兼指揮者として運営等に携わるほか、日本人音楽
指導者の招へい、相互訪問等を通じて演奏技術の向
上や交流の活発化に尽くされています。

韓国における日本語
教育研究の第一人
者として、日本語教
育科を有する韓国唯
一の国立大学である
慶尚大学校におい
て、日本語教育者養
成及び日本語教育
法の研究に約30年
もの長きにわたり携

わり、多くの研究成果を発表すると共に約2千名も
の中学・高校日本語教師を養成されました。また同
校日本語教育学科学生らと日本大学生との交流に
も自ら引率者として参加する等、数多くの日韓学生
交流や留学生の交換に積極的に関与してこられま
した。現在は大学で教鞭を執る傍ら、韓国における
日本語教育の一層の質の向上に尽くされています。

元昌徳宮楽善斎奉仕室長
1921年1月15日生まれ

漢拏ウィンドアンサンブル音楽監督兼指揮者
1935年12月1日生まれ

慶尚大学校師範大学学長
1954年3月21日生まれ
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第31回 日韓文化交流基金
韓国訪問団
제31회 일한문화교류기금 한국방문단
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日韓文化交流基金　事業概要

ウェブサイト
日韓文化交流基金ウェブサイト　http：//www.jkcf.or.jp

日韓文化交流カレンダー　http：//www.jkcf.or.jp/calendar

次代を担う日韓の青少年を対象に、相手国の社会の実情にふれ、交流を通じて相互理解を深めていくため、派遣・招へいのプロ
グラムを行っています。1989年度以来、ホームステイや学校訪問、文化・科学技術・歴史などの体験学習を行う「訪日・訪韓団」
を実施しています。2015年現在で、累計3万名を超える両国の若い世代が、当基金の事業を通じて日韓交流を体験しました。

青少年交流

当基金は文化･学術交流に関する両国有識者
間の会議（日韓文化交流会議、日韓新時代共
同研究プロジェクト、日韓歴史家会議、日
韓歴史共同研究委員会など）の事務局を務め
ています。

会議事業

日韓両国の中堅・若手研究者を対象に、相手国における滞在研究を支援しています。
韓国からの招聘フェローシップは、日韓関係を中心とする人文・社会科学分野の
研究を重点対象としています。日本からの派遣フェローシップは、人文･社会科
学分野を対象とし、特に韓国あるいは日韓・日朝間の歴史に関する研究を重点対
象としています。これまでに700名を越える研究者（フェロー）を支援してきま
した。

フェローシップ

当基金の活動と財政を広くご支援いただくため、会員制度を設けております。
皆さまからいただいた会費は、日韓文化交流事業や日韓交流・韓国文化に
関する講演会に活用されます。日韓の文化交流にご関心のある皆さまのご
加入をお待ちしております。
◆賛助会員制度における会費は、公益財団法人等に対する寄附金として所
得税・法人税の控除を受けられるようになりました。詳しくは当基金ウェ
ブサイトの賛助会員制度のページをご覧ください。

（http://www.jkcf.or.jp/projects/members/）

賛助会員制度

当基金の事業をはじめ、主に日本で
開催される韓国や日韓文化交流に関
わるイベントなどの情報を、ウェブサ
イトで一般に提供しています。各事
業の新しい情報について、詳しくは
下記ウェブサイトをご確認ください。

情報

1984年度から毎年1回、会長を団長とし、
役員及び評議員が参加する韓国訪問団を
派遣しています。また、学術・文化分野の
交流を通じて日韓両国間の友好親善に寄
与した韓国の方々の功績をたたえるため、
1999年度に｢日韓文化交流基金賞｣を設
け、毎年3名程度の方を表彰しています。

韓国訪問団・
日韓文化交流基金賞

日韓両国間の人的交流および学術・文化交流の増進を目的に、民間レベ
ルの日韓交流事業を支援しています。1989年度より①草の根交流、②
シンポジウム･国際会議、③芸術交流の3分野の人物交流を実施し、ま
た2005年度より学術定期刊行物への助成を行っています。これまで
1,200件以上の交流事業を支援し、民間交流の活性化に寄与しています。

助成
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일한문화교류기금 사업개요

웹사이트
일한문화교류기금 웹사이트　http ： //www.jkcf.or. jp

 일한문화교류캘린더　http ： //www.jkcf.or. jp/calendar

다음 시대를 짊어질 일한 양국의 청소년들을 대상으로 상대국 사회의 실상을 접해 보고, 교류를 통해 상호 이해를 증진시키기 위한 파견・초빙 프로그

램을 실시하고 있습니다. 1989년도 이래 홈스테이와 학교방문, 문화・과학기술・역사 등을 체험 학습하는 “방일・방한단” 을 실시하고 있습니다. 2015

년 현재까지 누계 3만 명을 넘는 양국 젊은이들이 본 기금의 사업을 통해 일한교류를 체험해 왔습니다. 

청소년 교류

본 기금은 문화・학술 교류에 관한 양국 전문가들간

의 회의 (일한문화교류회의, 일한신시대공동연구프

로젝트, 일한역사가회의, 일한역사공동연구위원회 

등) 사무국을 담당하고 있습니다.

회의 사업

일한 양국의 젊은 연구자들을 대상으로 상대국에서의 체재연구를 지원하고 있습니다. 한국 연

구자 초청 펠로십은 일한관계에 관련된 인문•사회과학분야의 연구를 중점 대상으로 하고 있

습니다. 일본 연구자 파견 펠로십은 인문•사회과학분야를 대상으로, 특히 한국 또는 일한 간 

역사에 관한 연구를 중점 대상으로 하고 있습니다. 지금까지 700명을 넘는 펠로(연구자)를 

지원해 왔습니다. 

펠로십

본 기금의 활동과 재정에 대한 폭넓은 지원을 받기 위해 회원제도를 실시하고 있습니

다. 회원 여러분들께서 찬조해주신 회비는 일한 문화교류 사업 및 일한교류 ・ 한국문화

에 관한 강연회 등에 활용됩니다. 일한 문화교류에 관심이 있으신 여러분들의 참여를 

기다리고 있습니다.

◆찬조회원제도의 회비는 공익재단법인 등에 대한 기부금으로서 소득세 ・ 법인세의 공

제를 받을 수 있습니다. 자세한 정보는 웹사이트의 찬조회원 페이지를 참조해 주시기 

바랍니다.

（ http://www.jkcf.or.jp/projects/members/）

찬조회원제도

본 기금의 사업을 비롯하여, 주로 일본에서 

개최되는 한국이나 일한문화교류에 관련된 

이벤트 등의 정보를 웹사이트에 제공하고 있

습니다. 각 사업의 최신 정보에 관련된 자세

한 내용은 아래의 웹사이트를 참조해 주시기 

바랍니다.

정보

1984년도부터 매년 1회, 회장을 단장으로 하여 

임원 및 평의원이 참가하는 한국방문단을 파견하

고 있습니다. 또한 학술•문화 분야의 교류를 통

해서 일한 양국간의 우호친선에 기여한 한국인의 

공적을 기리고자 1999년도에 「일한문화교류기금

상」 을 마련하여, 매년 세 분 정도를 선정해 상을 

수여하고 있습니다.

한국방문단・

일한문화교류기금상

일한 양국간의 인적 교류 및 학술•문화교류의 증진을 목적으로, 민간 차원의 일한 

교류 사업을 지원하고 있습니다. 1989년도부터 ① 풀뿌리 교류, ② 심포지엄・국제 

회의, ③ 예술 교류의 세 분야에 걸친 인적 교류를 실시해왔으며, 또한 2005년도부

터 학술 정기간행물에 대한 조성사업을 실시하고 있습니다. 지금까지 1,200건 이상

의 교류사업을 지원해 민간교류의 활성화에 기여하고 있습니다. 

조성 사업

明日へ向かって │ 55



顧　問
沈壽官 第14代薩摩焼宗家　
 在鹿児島大韓民国名誉総領事
内田　富夫 前日韓文化交流基金理事長

会　長
鮫島　章男 太平洋セメント（株）名誉顧問

理事長
小野　正昭 海外邦人安全協会会長　前駐メキシコ大使　
 ※常勤

理　事
戸塚　進也 元掛川市長　元衆議院議員
楢﨑　正博 元関電産業（株）相談役
小針　進 静岡県立大学教授
春木　育美 東洋英和女学院大学准教授

業務執行理事・事務局長
余田　幸夫 前釜山総領事　※常勤

監事
小山　敬次郎　千葉商科大学理事　元経団連専務理事

評議員
芳賀　徹 静岡県立美術館館長　東京大学名誉教授
竹内　宏 静岡県立大学グローバル地域センター
 センター長
梅田　博之 学校法人廣池学園顧問　麗澤大学名誉教授
前田　二生 指揮者
大竹　洋子 元東京国際女性映画祭ディレクター
伊藤　亞人 東京大学名誉教授

（2015年12月現在）

1983年12月 財団法人日韓文化交流基金設立

1986年度 日韓・韓日合同学術会議（～2001年度）

1989年度 日本政府より「日韓学術文化青少年交流事業」を受託

大学生･教員等の招聘･派遣事業開始

フェローシップ事業、助成事業を開始

日韓地域間交流促進のためのセミナー開始（～1999年度） 

1995年度 日本政府より「日韓平和友好計画事業」（1995～2004年度）
を受託

図書センター開設（～2010年度）

日韓共同研究フォーラム開始（～2004年度）

翻訳図書出版事業開始（～2008年度）

1999年度 第1期日韓文化交流会議発足（～2002年度）

高校生および中学生交流事業を開始

「日韓文化交流基金賞」創設

2001年度 データベース事業開始（～2011年度）

日韓歴史家会議発足

2002年度 第1期日韓歴史共同研究委員会発足（～2005年度）

2004年度 第2期日韓文化交流会議発足（～2007年度）

2005年度 「日韓友情年2005」公式ウェブサイト運営

第1期日韓歴史共同研究報告書公開

2007年度 ｢21世紀東アジア青少年大交流計画（JENESYS）｣開始
（～2011年度）

第2期日韓歴史共同研究委員会発足（～2009年度）

2008年度 第1期日韓新時代共同研究プロジェクト発足（～2010年度）

2009年度 第2期日韓歴史共同研究報告書公開

2010年度 第1期日韓新時代共同研究プロジェクト報告書公開

第3期日韓文化交流会議発足（～2012年度）

2011年度 第2期日韓新時代共同研究プロジェクト発足

2012年度 公益法人へ移行

第3期日韓文化交流会議「提言」を両国政府に提出

2013年度 「JENESYS2.0」開始

創立30周年記念事業実施

第2期日韓新時代共同研究プロジェクト報告書公開

2015年度 日韓国交正常化50周年記念事業実施

沿 革

役員・評議員

● 東京メトロ日比谷線神谷町駅下車　3番出口から徒歩1分
● 도쿄메트로 히비야선 가미야초역 하차 3번 출구에서 도보 1분

4F

〒105-0001　東京都港区虎ノ門5-12-1虎ノ門ワイコービル 4F
TEL.03-5472-4323　ＦＡＸ.03-5472-4326

Toranomon Waiko Bldg.4F, 5-12-1
Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001
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고 문

친주칸/심수관 제14대 사쓰마야키 종가　

 주 가고시마 대한민국 명예총영사

우치다 토미오 전 일한문화교류기금 이사장

회 장

사메시마 후미오 태평양시멘트(주) 명예고문

이사장

오노 마사아키 해외방인(일본인)안전협회 회장　전 주 멕시코 대사　

 ※상근

이 사

도쓰카 신야 전 가케가와 시장　전 중의원의원

나라사키 마사히로 전 간덴산업(주) 상담역

고하리 스스무 시즈오카현립대학 교수

하루키 이쿠미 도요에이와조가쿠인대학 준교수

업무집행이사 • 사무국장

요덴 유키오 전 주부산 총영사　※상근

감 사

고야마 케이지로 치바쇼카대학 이사　전 일본경제단체연합회 전무이사

평의원

하가 토루 시즈오카현립미술관 관장　도쿄대학 명예교수

다케우치 히로시 시즈오카현립대학 글로벌지역센터 센터장

우메다 히로유키 학교법인 히로이케가쿠엔 고문　레이타쿠대학 명예교수

마에다 쓰기오 지휘자

오오타케 요코 전 도쿄국제여성영화제 디렉터

이토 아비토 도쿄대학 명예교수

（2015년12월 현재）

1983년 12월 재단법인 일한문화교류기금 설립

1986년도 일한・한일합동학술회의(～2001년도)

1989년도 일본 정부로부터  「일한 학술문화 청소년교류사업」수탁

대학생・교원 등의 초빙・파견사업 개시

펠로십, 조성사업 개시

일한 지역간 교류촉진에 관한 세미나 개시(～1999년도)

1995년도 일본 정부로부터「일한평화우호계획사업」(1995～2004년도) 
수탁

도서센터 개설(～2010년도)

일한공동연구포럼 개시(～2004년도)

번역도서 출판사업 개시(～2008년도)

1999년도 제1기 일한문화교류회의 발족(～2002년도)

고등학생 및 중학생 교류사업 개시

<일한문화교류기금상> 창설

2001년도 데이터베이스 사업 개시(～2011년도)

일한역사가회의 발족

2002년도 제1기 일한역사공동연구위원회 발족(～2005년도)

2004년도 제2기 일한문화교류회의 발족(～2007년도)

2005년도 「일・한 우정의 해 2005」공식 웹사이트 운영

제1기 일한역사공동연구보고서 공개

2007년도 「21세기 동아시아청소년 대교류계획(JENESYS)」개시
(～2011년도)

제2기 일한역사공동연구위원회 발족(～2009년도)

2008년도 제1기 일한신시대공동연구프로젝트 발족(～2010년도)

2009년도 제2기 일한역사공동연구보고서 공개

2010년도 제1기 일한신시대공동연구프로젝트 보고서 공개

제3기 일한문화교류회의 발족(～2012년도)

2011년도 제2기 일한신시대공동연구프로젝트 발족

2012년도 공익법인으로 이행

제3기 일한문화교류회의  「제언」을 양국 정부에 제출

2013년도 「JENESYS2.0」개시

창립30주년 기념사업실시

제2기 일한신시대공동연구프로젝트 보고서 공개

2015년도 일한국교정상화 50주년 기념사업실시

임원진

연 혁
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　表紙　済州島の民家／石文化公園内
　P10　 済州島・日

イル
出
チュル

峰
ボン

の頂上／ユネスコ世界自然遺産
　P39　 釜山花火大会／広

クァン
安
アン

大橋

　P43　 済州島・漢
ハル

拏
ラ

山
サン

頂上付近
　P49　 済州島のトルハルバン（石のおじいさん）／石文化公園内
　P59　 済州島・漢

ハル
拏
ラ

山
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中の寺院と紅葉

　1985年4月より日韓文化交流基金の評議員を務めた饗庭孝典
東アジア近代史学会副会長（元NHKソウル支局長）が、2015年
10月1日に永眠されました。故饗庭評議員は、1970年代後半に
特派員としてソウルに駐在した経験を踏まえ、1999年の小渕総
理‐金大中大統領の首脳会談において設立が合意された「日韓文
化交流会議」に日本側委員として参加（第1期、2期）。同会議が
2002年に発表した「日韓文化交流に関する宣言（ソウル宣言）」
の作成にも携わりました。ここに、故饗庭評議員が残された「日
韓文化交流基金の目指すべき使命」に関する文章要旨をご紹介し
つつ、故人のご冥福をお祈り致します。
　「自分が基金の評議員になったのは、初代須之部量三理事長と
の縁によるものであるが、須之部理事長は日韓関係について常々

『なるようにしかならない。が、なるようになる。そうなるよう
努力する』と述べていた。たとえ合意は得られなくても、主張を
ぶつけ合いながら、少なくとも
相手の立場を理解しようとする
ことが大事、というのがその趣
旨。今の日韓関係は『これまで
にない難しい状況』と言われる
が、『何とかなる』『そうなるよ
うに努力する』という気持ちで、
基金の仕事を進めていきたい」。
（『日韓文化交流基金30年史』
より）

故饗庭孝典評議員を偲んで

　2015年、日韓国交正常化50年という記念すべき年を

迎え、両国ではこれまで以上に各地でさまざまな交流事業

が行われました。日韓文化交流基金は創立以来、互いに相

手国を訪問して、ホームステイや学校訪問を行う青少年交

流、両国の文化や歴史等に関する学術会議、草の根交流や

芸術公演など多彩な交流事業を実施してまいりました。本

冊子『明日へ向かって』の編纂を通して改めてこの一年を

振り返ると、両国でさまざまな市民交流が行われているこ

とをまざまざと実感させられました。

　他方、MERSの流行や福島原発による風評被害で、両国

間の交流事業にも少なからず影響が出たのも事実です。し

かしながら当基金は、専門家の意見に基づき正確な情報を

提供し、交流の現場を支える皆様の熱意によって、一年を

通じて多くの交流事業を成功裡に終えることができました。

　いま現在も途切れることなく、日韓各地でさまざまな分

野での交流事業が行われ、両国の若者がともに語らい、友

情を育んでいます。この友情の輪が今後も広がりながら、

日韓の新たな50年を支えていくことでしょう。本冊子を

通じて、当基金をはじめ交流事業に携わるすべての方々の

日韓友好を願う熱い思いを読者のみなさまへ伝えられた

ら、と思っています。これからも続く日韓の「明日」へ向

かって、日韓文化交流基金はさらなる努力を惜しまない所

存です。また本冊子編纂に関しては、これまで当基金事業

に関わっていただいたすべての方々のご協力を得て刊行に

こぎつけることができました。みなさまにご報告するとと

もに、改めて感謝申し上げます。

2016年3月　『明日へ向かって』編集チーム一同

編集後記

表紙・扉写真：余田幸夫業務執行理事・事務局長
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Special Thanks 
基金事業にかかわるすべての関係者さま

発行日　2016年3月31日

発行　公益財団法人　日韓文化交流基金
〒105-0001　東京都港区虎ノ門5-12-1／03 (5472) 4323

これからもつづく交流のあゆみ…




