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静岡県・忠清南道考古学関係者友好交流推進事業の記録  

（対象国：韓国，テーマ：静岡の過去を知り，いまを知って未来へ紡ぐ） 

 

1．プログラム概要 

静岡県と友好協定を締結する韓国・忠清南道にある韓国伝統文化大学校の教員と大学

生・大学院生等 22名が，12月 18日から 25日までの 7泊 8日に日程で来日し，「静岡

県・忠清南道考古学学生会議」を含む各種プログラムに参加しました。 

静岡大学の考古学専攻学生と共同で運営された「静岡県・忠清南道考古学学生会議」

は，韓国の教科書にも掲載され知名度の高い登呂遺跡で開催され，両国の学生は積極的

に意見交換を行いました。会議の締めくくりとして，両県道の学生代表が共同宣言を読

み上げました。この他，「交流」「体験」「視察」を目的として，韓国について学ぶ大

学生や市民団体との交流，食品サンプル製作やうなぎの蒲焼等の体験，静岡浅間神社等

の名跡や各種施設の視察を行い，体験の結果が SNSを通じて対外発信されました。 

 

また，帰国前の報告会では，今回の学生会議や各種の経験を活かした帰国後のアクシ

ョン・プラン（活動計画）をグループ毎に発表しました。  

 

【訪問地】 

静岡県内（熱海市，三島市，静岡市，焼津市，掛川市，湖西市，浜松市，牧之原市） 

 

2．日程 

12 月 19日（火） 

富士山静岡空港から入国，オリエンテーション 

 

12月20日（水） 

【視察】ＭＯＡ美術館，楽寿園，【交流】日本大学国際関係学部訪問・学生と交流 

 

12月21日（木） 

【視察】三保松原（世界文化遺産構成資産），静岡浅間神社，【交流】静岡県立大学国

際関係学部訪問・学生と交流，【体験】食品サンプル製作 

 

12月22日（金） 

【表敬訪問】静岡県庁（副知事）および静岡市役所（副市長）， 

【視察】清見寺（朝鮮通信使ゆかりの寺），登呂遺跡及び登呂博物館 

【交流】ＮＰＯ法人ＡＹＵドリーム（韓国との交流に取り組む団体） 

 

 

12月23日（土） 
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「静岡県・忠清南道考古学学生会議」（講演会，発表，意見交換会） 

 

12月24日（日） 

【視察】掛川城，【文化体験・交流】茶道（静岡日韓親善協会掛川支部会員との交流）， 

【体験】うなぎの蒲焼作り，天竜浜名湖鉄道，【視察】花の舞酒造工場 

 

12月25日（月） 

報告会（SNSコンテスト表彰含む），富士山静岡空港から帰国 

 

3．プログラム記録写真 （すべて静岡県内） 

  

12 月 20日 【視察】ＭＯＡ美術館視察 

（熱海市） 

12月 20日 【視察】楽寿園視察（三島市） 

12월 20일 【시찰】ＭＯＡ미술관 시찰 

 (아타미시) 

12월 20일 【시찰】라쿠쥬엔 시찰  

(미시마시) 

  

12 月 20日 【交流】日本大学国際関係学

部学生と交流（三島市） 

12月 21日 【視察】三保松原視察 

（静岡市） 

12월 20일 【교류】니혼대학교 

국제관계학부 학생과 교류 (미시마시) 

12월 21일 【시찰】미호노마쓰바라 시찰  

(시즈오카시) 
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12 月 21日 【交流】静岡県立大学国際関

係学部学生と交流（静岡市） 

12月 21日【視察】静岡浅間神社視察 

（静岡市） 

12월 21일 【교류】시즈오카현립대학교 

국제관계학부 학생과 교류 (시즈오카시) 

12월 21일 【시찰】시즈오카센겐신사  

시찰(시즈오카시) 

  

12 月 21 日 【体験】食品サンプル製作体

験工房「葵」（焼津市） 

12 月 22 日 【表敬】静岡県副知事表敬訪

問（静岡市） 

12 월 21 일 【체험】식품샘플(전시용 

모조품)제작체험공방<아오이> (야이즈시) 

12월 22일 【예방】시즈오카현부지사  

예방(시즈오카시) 

  

12 月 22日 【視察】清見寺視察（静岡市） 12月 22日 【交流】ＮＰＯ法人ＡＹＵド

リーム会員と交流（静岡市） 

12월 22일 【시찰】세이켄지 절 시찰 

(시즈오카시) 

12월 22일【교류】ＮＰＯ법인ＡＹＵ드림 

회원들과 교류（시즈오카시） 
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12 月 22日 【表敬】静岡市副市長表敬訪

問（静岡市） 

12 月 22 日 【視察】登呂遺跡，登呂博物

館視察（静岡市） 

12월 22일 【예방】시즈오카시부시장 

예방(시즈오카시) 

12월 22일 【시찰】 도로유적, 

도로박물관 시찰 (시즈오카시) 

  

12 月 23日 【交流】静岡県・忠清南道考

古学学生会議（静岡市） 

12月 24日 【視察】掛川城視察（掛川市） 

12월 23일 【교류】시즈오카현・충청남도 

고고학학생회의 (시즈오카시) 

12월 24일 【시찰】가케가와성 시찰 

 (가케가와시) 

  

12 月 24日 【交流】静岡日韓親善協会掛

川支部会員と交流（掛川市） 

12月 24日 【体験】掛川城内で茶道体験 

（掛川市） 

12월 24일 교류】시즈오카일한친선협회 

가케가와지부회원과 교류 (가케가와시) 

12월 24일 【체험】가케가와성에서 

다도체험 (가케가와시) 
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12 月 24日 【体験】うなぎ蒲焼体験 

（湖西市） 

12月24日 【体験】天竜浜名湖鉄道貸切車

両に乗車（浜松市） 

12월 24일 【체험】장어굽기(카바야끼) 

체험 (코사이시) 

12월 24일 【체험】텐류하마나코철도 

승차체험 (하마마쓰시) 

 
 

12 月 24日 【視察】花の舞酒造工場視察 

（浜松市） 

12月 25日 報告会（訪日成果・帰国後 

活動計画発表）(牧之原市) 

12월 24일 【시찰】하나노마이 주조공장 

시찰 (하마마쓰시) 

12월 25일 보고회(방일성과・귀국후 

활동계획 발표) (마키노하라시) 

 

4．参加者の感想（抜粋） 

◆ 韓国・引率教員 

・ 日本大学や静岡県立大学で韓国について勉強をする学生たちとの交流を通じて，日

本の若者の韓国に対する認識等が分かる機会になった。今回の参加者で継続して，

お互いの経験や今後の活かし方等について共有したい。 

◆ 韓国・学生 

・ 普段は接する機会のない，同世代の日本人と交流できたことがとても良かった。日

本語が話せないため，日本の方々と多くの交流ができなかったことが残念である。

韓国に戻ったら，日本語を勉強したい。この交流が継続することを期待する。 

・ この研修に参加して，将来，日韓交流に関する仕事をしたいと思った。そのために

は，深く日本を理解する必要がある。歴史的な問題が円滑に解決でき，文化交流等

がさらに活発に行われることを期待する。個人的にも日韓関係について，より関心

を持ちたい。 
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・ 訪問先の皆さんからとても親切に説明していただき，また，歓迎していただき嬉し

かった。日本の大学生や市民団体との交流を通じて日本文化を学ぶことができた。

一層日本を知りたいと思うので，また，静岡県やその他の地域を再訪したいと思っ

ている。 

・ 様々な分野の関係者と交流ができた点が良かった。韓国にはまだ知られてない，静

岡の魅力を積極的に知らせたい。 

・ 日本を訪問した経験がなかったにも関わらず，日本に対するイメージは，あまり良

くなかった。しかし今回，初めてこのような事業に参加して認識が変わった。どこ

に行っても日本の皆さんは親切で，町はとても綺麗だった。もっと日本の皆さんと

交流したいので，日本語を勉強したいと思った。朝鮮通信使が宿泊した清見寺では，

両国の友好関係について実感することができた。友好的であった当時の日韓関係や，

今回のこの交流の意義について韓国の機関や団体，メディアに発信していきたい。 

 

5．受入れ側の感想 

 県副知事 

・ 静岡県考古学会が，県の交流支援事業を活用して韓国伝統文化大学校を訪問し，知

名度の高い登呂遺跡において交流をしたい旨の要望がきっかけとなり，今回の静岡

県・忠清南道考古学学生会議を開催することとなったのは大変光栄である。 

 日本側の交流参加学生 

・ 両国の関係はいいとは言えないが，韓国の様々な面も知った上で，自然に付き合え

る関係性を築いていきたい。 

・ 学生同士で交流すると韓国人も日本人も大きな差を感じない。就職や恋愛，将来の

こと，韓国の学生も日本の学生も，期待していることや不安に感じていることはほ

とんど同じである。それにも関わらず，なぜ政治になると，大きな溝ができてしま

うのだろうか。 

・ 韓国の学生は間違えることを恐れない。分からないことがあれば積極的に質問する

このような姿勢を学び，良い刺激を受けた。 

 静岡浅間神社関係者 

・ 韓国学生の貪欲に知識を吸収しようとする姿に圧倒された。日本人は案内されてい

るときに，自分が疑問に思ったこと知りたいと思うことを，これほど積極的には質

問しない。鋭い質問もあり，自分自身も勉強になった。 

 静岡県考古学会関係者 

・ 県内視察では静岡県民であるにも関わらず，訪れたことのない場所に行き，静岡県

の良さを再発見できた。また，韓国の学生の考古学に対する熱い思いには感動すら

覚えた。 
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6．参加者の対外発信 

 
 

12 月 21日 学生との交流についての発信 

静岡県立大学国際関係学部の学生との楽

しい時間。 

韓国について，たくさんの話をすることが

できて良かった。学生の皆さんが K-POPに

ついて多くの興味を持っていたのが印象

的だった。 

12月 22日「清見寺」についての発信 

朝鮮通信使が好きだったお寺らしく，とて

も風景が綺麗だった。また，通信使一行が

残した扁額をみると，我々が朝鮮通信使に

なった気がした。 

今回の貴重な機会を通じて，友好的な韓日

関係のために努力していきたい。 

12月 23日 학생들과 교류에 대해 발신 

시즈오카현립대 국제관계학부 학생들과 

즐거운 시간． 

한국에 대해 많은 이야기도 나눠서 

좋았고, 다들 K-POP에 관심이 많아서 

신기했어요. 

12月 22日「세이켄지」에 대해 발신 

조선통신사가 좋아했던 사찰답게 풍경이 

매우 좋고, 통신사 일행이 직접 남긴 

현판을 보니 저희가 조선통신사가 된 

기분이었다.  

이번 귀중한 기회를 통해 한일우호관계 

를 이끌어 갈 수 있도록 노력해나가고 

싶다. 

12 月 23日 考古学学生会議について発信 

考古学学生会議に参加した。 

1部の基調講演では，中山誠二先生の講演

を聞いた。とても有益な時間であり，勉強

になった。 

12月 23日 交流会についての発信 

考古学学生会議で，一緒に発表をした静岡

大学で考古学を学んでいる学生との交流

会をした。言葉は通じないが，文化・歴史・

趣味などについて楽しく話をすることが

でき，国境を越えた気がした。 

12月 23日 고고학학생회의에 대해 발신 

고고학 학생회의에 참가했어요.  

1부 기조강연에서 나카야마 세이지 

선생의 강연을 들었습니다.  

매우 유익한 강연이었고 지식이 많이 

늘은것 같아요. 

12月 23日 교류회에 대해 발신 

함께 발표했던 시즈오카대학 고고학 

학생들과 교류회 시간을 가졌어요. 

언어는 안통하지만, 문화, 역사, 취미 

등에 대해 즐겁게 이야기를 나누면서 

국경을 초월한 기분을 느낄 수  

있었어요. 
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7．報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

アクション・プランの発表 1 

忠清南道－静岡県の考古学に関する知識

の向上を目的として，今回の考古学学生会

議の経験を活かし，3月 7日，韓国伝統文

化大学校において，主に在校生を対象とし

た報告会を開催する予定である。 

アクション・プランの発表 2 

松菊里遺跡の活用を考えるシンポジウム

を 1 月 25 日に国立扶余博物館で開催する

に当たり，今回の考古学学生会議で静岡県

側のカウンターパートであった静岡大学

の篠原和大教授を事例発表者として，招へ

いする。 

액션플랜 발표 1 

충청남도와 시즈오카현의 고고학에 관한 

지식 향상을 목적으로 이번 

고고학학생회의의 경험을 살려 3월 7일, 

한국전통문화대학교에서 재학생을 

대상으로 보고회를 개최할 예정임. 

액션플랜 발표 2 

송국리유적의 활용을 고찰하는 

심포지엄을 1월 25일에 

국립부여박물관에서 개최함에 있어서, 

이번 고고학학생회의의 시즈오카현 측 

카운터 파트너였던 시즈오카대학  

시노하라교수님을 사례발표자로 

초청하겠다. 

アクション・プランの発表 3 

日本酒は長期間かけて作っていることが

理解できた。 

この視察体験を活かし，帰国後，韓国の伝

統酒と日本酒の違いを調べたい。 

アクション・プランの発表 4 

静岡県立大学を訪問した際，ヘルメットな

どの防災グッズが準備されていた。 

韓国でも地震が発生し，大きな被害をもた

らしたことから，大学内への配備を考える

よう働きかけをしたい。 

액션플랜 발표 3 

일본술은 장기간에 걸쳐서 생산하고 

있다는 것을 이해할 수 있었다. 이번 

경험을 살려서 귀국 후에 한국 전통주와 

일본술의 차이점에 대해 연구하고 싶다.  

액션플랜 발표 4 

시즈오카현립대학을 방문하였을때, 헬맷 

등 방재용품이 준비되어 있었다. 

한국에서도 지진이 발생하여 큰 피해가 

있었기 때문에 대학내에 방재 용품 

배치를 제안하고 싶다.  

アクション・プランの発表 5 

韓国にもお茶はあるが，茶道を体験し学ん

だことから，精神の関わりを考えみたい。 

アクション・プランの発表 6 

登呂遺跡の復元方法について今回，理解で

きたので，静岡県の遺跡の保存や復元につ

いて更に調べ，講義の時間に発表したい。 

액션플랜 발표 5 

한국에도 차문화는 있지만, 이번 

사업에서 일본다도에 대해 배웠기 

때문에 그 다도정신에 대해 생각해 보고 

싶다.   

액션플랜 발표 6 

도로유적의 복원 방법에 대해 이번에 

배울 수 있었기 때문에 시즈오카현의 

유적과 보존에 대해 좀 더 연구하여 

강의 시간에 발표하고 싶다.  

 


