
敬訪問を行いました。麻生総理からは、
プロジェクトの発足を歓迎するととも
に、未来志向の「成熟したパートナー
シップ関係」を一層強化する有益な成
果を上げることを期待しているという
趣旨のあいさつがありました。
　その後、分科委員会ごとに会合が開
かれ、今後の活動方針と研究テーマな
どを検討しました。次回は7月に韓国・
済州島で分科委員会の会合を開き、報
告や討論を行うことなどが決定されま
した。
　本プロジェクトは約1年半の研究期間
の後、提言書をまとめ、論文集を刊行
することを予定しています。

　本プロジェクトは、2009年1月の日
韓首脳会談において、麻生総理と李明
博大統領が「日韓新時代共同研究プロ
ジェクト」を近く発足させることで合
意したことを受け、「国際社会に共に貢
献する日韓関係」をテーマに、多様な
分野の日韓両国の専門家が、「国際政治」

「国際経済」「現在及びこれからの日韓
関係」の3つの分科委員会に分かれて、
共同研究を行うことになったものです。
　日本側は小此木政夫慶應義塾大学教
授、韓国側は河英善ソウル大学校教授

が委員長に就任し、各分
科委員会には日韓各4名
のメンバーが所属、総勢
26名の研究者によって研
究体制が構成されました

（参加メンバーのリスト
は次ページを参照）。
　今回の発足総会では、
まず両国参加メンバーが
紹介され、顔合わせとと
もに各自の抱負が語られました。小此
木日本側委員長はあいさつの中で、日
韓関係の本質を、同質性、競争性、隣
国性という3つの概念から説明した上
で、21世紀の現在においては、日韓両
国が共存共栄しつつ国際社会に貢献で
きるような関係を構築するべきであり、
過去を忘れることなく新しい未来を共
に構想することを期待すると述べまし
た。
　また、河英善韓国側委員長は、この
共同研究が日韓両政府の21世紀の設計
と過去100年の問題解決に貢献し、日
韓関係研究に新しい方向性を示すこと
を望む、と述べました。続いて、参加
メンバーは首相官邸で麻生総理への表
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「日韓新時代共同研究プロジェクト」発足
当基金が政府（外務省）より委託を受け、事務局を務める「日韓新時代共同研究プロジェクト」の発足総会が、
2月23日（月）に東京のホテルニューオータニで開催され、研究をスタートさせました。

麻生総理表敬訪問（首相官邸）

発足総会には両国の参加メンバーが出席し、そ
れぞれ共同研究への抱負を述べた
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メンバー

韓国側日本側

　日本と韓国が民主主義、市場経済、
そして人権などの普遍的価値を共有し、
未来志向の日韓関係の構築を目指すよ
うになってから久しい。1998年10月の
日韓「パートナーシップ」共同宣言か
ら数えても10年になる。その意味で、
この度の「日韓新時代共同研究プロジ
ェクト」の発足は決して早すぎること
はない。
　しかし、それにしても、日韓両国の
研究者が共同で「国際社会に共に貢献
する日韓関係」を研究できるのは素晴
らしいことであり、画期的なことであ
る。日韓共同研究フォーラム、第1期日
韓歴史共同研究を振り返り、そして第2
期日韓歴史共同研究の進展を目の当た
りにして、日韓研究者の関係も「つい

にここまできたか」というのが率直な
感想である。三谷太一郎先生（第1期日
韓歴史共同研究委員会委員長）が日韓

「学問共同体」の必要性を力説されたこ
とが思い起こされる。
　新しい共同研究の最大の特徴は、い
うまでもなく広い視野で日韓関係の現
状と未来を研究し、国際社会に開かれ
た望ましい相互関係を探ることである。
そこで、国際政治、国際経済、現在及
びこれからの日韓関係の3つの分科委員
会を組織することによって、日韓関係
を相対化し、客観的に見つめ直すとこ
ろから出発する。これは新しい試みだ
ろう。そのために、われわれはソウル
大学校の河英善教授という最良のパー
トナーを韓国側の委員長に迎えること

ができた。
　また、日本側も韓国側も新しい共同
研究の趣旨にふさわしい人材を獲得す
るために努力した。日韓関係に深い関
心を有することが絶対的な条件ではあ
るが、それとともに、それぞれの分野
で深い見識を持つ優秀な人材を集める
ことができた。10年後、20年後の日韓
関係を構想するのだから、その時代に
責任を持つ若手研究者が結集したこと
は心強いかぎりである。
　2月23日の発足総会に続いて、7月に
は各分科委員会の合同研究会が開催さ
れる。日韓メンバーが済州島で再会し、
熱心な討議を繰り広げることだろう。

プロジェクトの発足に際して
日本側委員長　小此木政夫

委員長 小此木政夫＊ 慶應義塾大学法学部 教授 河英善＊ ソウル大学校外交学科 教授

国際政治

中西寛＊ 京都大学大学院法学研究科 教授 李淑鍾＊ 成均館大学校国政管理大学院
行政学科 教授

田中明彦 東京大学大学院情報学環 教授 全在晟 ソウル大学校外交学科 副教授

村田晃嗣 同志社大学大学院法学研究科 教授 尹徳敏 外交安保研究院 教授

田所昌幸 慶應義塾大学法学部 教授 文興鎬 漢陽大学校国際学大学院
中国学科 教授

国際経済

深川由起子＊ 早稲田大学政治経済学術院 教授 鄭永祿＊ ソウル大学校国際大学院 教授

小川英治 一橋大学大学院商学研究科 教授 孫洌 延世大学校国際大学院 教授

木村福成 慶應義塾大学経済学部 教授 金基石 江原大学校政治外交学科 教授

澤田康幸 東京大学大学院経済学研究科 准教授 金良姫 対外経済政策研究院 研究委員

現在及び
これからの日韓関係

添谷芳秀＊ 慶應義塾大学法学部 教授 金浩燮＊ 中央大学校国際関係学科 教授

平岩俊司 静岡県立大学大学院
国際関係学研究科 教授 李元徳 国民大学校国際学部 教授

小針進 静岡県立大学国際関係学部 教授 朴喆熙 ソウル大学校国際大学院 副教授

西野純也 慶應義塾大学法学部 専任講師 朴榮濬 国防大学校安保大学院 副教授

＊は委員長と分科委員長

あ
い
さ
つ
す
る
小
此
木
委
員
長

日韓新時代共同研究プロジェクト
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長期招聘事業

交換留学生支援

2007年度より、独立行政法人日本学生支援機構に事業を委託し、日韓の学生交流の拡充を図り相互理解と友好親善を目的と
して、大学間協定による韓国人留学生に対する支援を行っています。韓国の大学に在籍する大学生もしくは大学院生で、日本
の大学へ３ヶ月以上１年以内の期間留学する留学生を対象に、2008年度は160の大学に在籍する200名の留学生に奨学金が
供与されました。

当基金では「21世紀東アジア青少年大交流計画」の一環として、留学・研修に対する支援事業を行っています。

理工系大学院生研究支援

2008年度より日韓産業技術協力財団に委託し、公募で選ば
れた日韓両国の理工系大学院生を対象に、大学や研究機関
での研修に対する支援事業を行っています。この事業は、
日韓の研究交流のきっかけをつくり、技術交流を促進する
ことを目的とするものです。
委託の初年度となる2008年度は、日本から２名を派遣、ま
た韓国からは34名を招聘し、それぞれ47日間、研究機関
で先端科学技術に関する研修を行いました。韓国から招聘
した学生の受け入れ研究機関は、学生の希望を反映して建
築から宇宙開発まで多岐にわたり、日韓産業技術協力財団
が交渉して決定されました。研修生たちは、各研究機関で
講義を受けたり、最先端の設備を用いて自分の研究テーマ
に関する実験を行うなどして、その成果をレポートにまと
めました。研修中には語学講座や名所を巡る課外研修、文
化体験なども行われました。

在サハリン韓国人留学生支援

2008年度よりサハリン国立大学に在籍する韓国人学生に対
する留学支援事業が始まりました。この事業は、終戦前、様々
な経緯でサハリンに渡った朝鮮半島出身者が、その後、長
期間にわたりサハリン残留を余儀なくされてきた歴史的背
景を踏まえ、これら在サハリン「韓国人」の子弟による日
本への留学を支援することを目的としています。
2008年度に2名が来日し、九州大学で1年間の留学生活を
送りました。日本語や日本文化の授業、各学部の授業など
を受講しながら、自分で決めたテーマに基づいて研究を行
いました。来日中は、日本の学生のほか、各国からの留学
生とも交流をしながら、日本語の実力をみがきました。 九州大学生や他の留学生らと。左から３、4 人目がサハリン国立大生

２００８年度、日本での研修開講式
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人の交流
慶應義塾大学訪問研究員　具智賢

としての筆談唱酬集の
大切さと価値を知って
はいたが、その内容を
完璧に理解していたと
は言えない。しかし筆
者は、日本での滞在研
究中に、筆談唱和資料
と通信使の足あとを捜
して何箇所かで踏査を
行ってから、筆談唱酬
の内容について新しい
理解ができた。
　例えば、長崎の唐人
屋敷跡を見て、日本の
文人たちが長崎で学ん
だと朝鮮の文人に自己
紹介した理由がわかっ
た。中国人が住んでい
た地域は出島の数十倍
の規模で、鎖国政策と
は名ばかりで活発な往来が行われてい
た。主に福建を含む中国の南部と商業
的な交流が行われていたので、朝鮮が
北京までの使節団を通じ中国北部と接
していたのとは違った。
　些細なことではあるが、両国文人が
中国語対話を試みたものの、うまくい
かずお互いの中国語の実力のなさを咎
めることが見られる。しかし考えて見
れば、本当は実力の問題ではなく、同
じ中国語でも北方と南方の発音の違い
のためうまく通じなかったのだ。
　中国との接触地域の違いは中国語の
発音問題だけではなく、学問の差にも
つながる。朱子学を固守する朝鮮儒学
に比べて、日本儒学の柔軟で融通性の
ある姿勢は、政治的理由もあるが、中
国の学問と接触する方法に由来してい
た。それゆえ長崎で学んだ日本文人ほ
ど、朝鮮に対して批判的だった。
　筆談唱酬が成り立った状況と文人た

ちの学問的背景を考慮せず、筆談内容
だけ分析すると当時の文人たちの意図
を読み誤りやすい。

──────────────────
資料収集の段階を超えて

分析の段階へ
──────────────────

　これまで、研究者らはあちこちに散
らばっていた通信使に関わる資料を収
集して紹介し、既にかなりの業績が蓄
積されている。断片的な資料を紹介し
ながら漠然とした友好の象徴として語
ったり、敵対的な競争の産物として解
釈する時代はもう過ぎた。通信使行を
きっかけに出会った両国の文人は単純
に朝鮮人、日本人というように両極化
して語ることはできない。多様な考え
を持って実際に一時代を生きた人々の
記録が筆談唱酬集として残っているか
らだ。この資料を土台に具体的な交流

の様子を追跡し、両国の知識人たちが
時代の変化にどう対処したのか、彼ら
の態度を現在どう評価できるのか比較
することができるだろう。

延世大学校国語国文学科及び同大学院卒
業。2006年『癸未通信使　使行文学研究』
で博士学位取得。延世大学校BK事業団博
士後研究員、延世大学校国学研究院研究教
授を経て、2008年10月から招聘フェロー
シップで来日。現在、慶應義塾大学訪問研
究員。

ク　ジヒョン
PROFILE

『尾張名所図会』に描かれた、儒学者松平君山と通信使一行との唱酬の場面。筆談唱酬集『三世唱和』をもとにしているが、
絵は想像で描かれたので、通信使が中国人の服装である。大阪府立中之島図書館蔵
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2009年度助成対象事業

青少年・草の根交流（日韓共同未来プロジェクト）　31件

2009年度助成対象事業には118件の申請があり、この中から52件への助成が決定しました。

事業名 申請団体 実施時期 場　所
めっちゃサランヘヨ
〜 “ ＝ともに” ライブ2009〜

“ ＝ともに”
高校生平和特派員実行委員会

5.3‐6（訪日）
7.26‐31（訪韓） 名古屋、ソウルなど

南北コリアと日本のともだち展2009 南北コリアと日本のともだち展
実行委員会

5.14‐17（訪日）
10.23‐25（訪韓）

全水道会館
かながわアースプラザほか

春川JAPAN WEEK2009 公演 有限会社にぢゅうまる企画 
パオパオ堂。 5.14‐28 春川

ジャパンウィーク2009・コンサート 株式会社ウォーターネットSG 5.22‐25 春川

韓国高校生交流事業（韓日高校生交流） 財団法人三重県国際交流財団 7.10‐16 三重県国際交流財団、
三重県立昴学園高等学校、奈良

日本学研究を目指す韓国大学院生の日本研修 現代日本学会 7.20‐25 東京、名古屋、大阪

済州島と富士山を結ぶ・環境保全体験と平和教育に
関する交流の輪づくり

特定非営利活動法人 
グラウンドワーク三島

7.22‐25（訪韓）
9.16‐19（訪日） 済州島、静岡・三島市、富士山山麓

日本の童謡と音のからくり遊び展 からくり文化実行委員会 7.22‐8.1 在韓日本国大使館公報文化院

日韓青少年交流訪韓団 日韓親善協会中央会 7.26‐31 ソウル、公州、扶余、光州、
慶州、釜山

韓国学研修及び文化体験 全北大学校在日同胞研究所 7.27‐8.8 全北大学校、全北地域

日韓小学生親善交流事業 堺バスケットボール協会 7.30‐8.3 仁川

韓国「木浦共生園」との交流 社会福祉法人 県北報公会 8.1‐6 秋田・児童養護施設 陽清学園

しまね発 世界体験スタディー・ツアー 
遣島使（けんとうし）を訪ねよう！（韓国編） 財団法人しまね国際センター 8.2‐7（訪韓）

10月（訪日） 慶尚北道

IDEC（International Democratic Education Conference）
2009 in Korea参加を通じた日韓代案（オルタナティブ）教育交流

特定非営利活動法人フリースクール
全国ネットワーク 8.2‐11 江原大学校、ソウルほか

第25回日韓学生フォーラム 第25回日韓学生フォーラム 8.5‐19 東京、大阪、広島

第15回山口・公州ジュニア交流隊 社団法人 山口青年会議所 8.6‐9 山口

日韓学生合同ボランティア活動
〜韓国ハンセン氏病患者村支援〜

特定非営利活動法人
国際ボランティア学生協会 8.8‐15 京畿・常緑村

Study Trip from Korea to Japan 2009 The Asian Law Students' 
Association Japan(ALSA Japan) 8.10‐18 東京国際ユースホステル

国立オリンピック記念青少年総合センター

東アジア学生フォーラム・日韓─両国学生の対話・共感
による相互理解と未来に向けた行動

特定非営利活動法人 
C2SEA 朋（TOMO） 8.19‐23 日本国内

日韓未来構築フォーラム─誠信学生交流2009 早稲田大学アジア研究機構 8.20‐22 山梨

日韓子ども国際交流体験2009 日韓子ども国際交流体験
実行委員会

8.21‐24（訪日）
9.19‐9.22（訪韓）

長崎市、諫早市　
光陽・製鐡南初等学校

「近代移行期における東アジアの民衆のあり方を比較し、連関を考
えるための国際的ネットワーク」構築のためのワークショップ アジア民衆史研究会 8.28‐31 ソウル・歴史問題研究所

09日韓空飛ぶ車いすプロジェクト 空飛ぶ車いすを応援する会 8月 東京、神奈川、ソウル、釜山

韓国スタディツアーおよび韓国大学生との国際交流会
（韓国体育大学・世明大学大学生との国際交流会）

立命館大学産業社会学部
韓国社会文化研究会 9.1‐8 ソウル、京畿、忠北、忠南

BATI-HOLIC日韓文化交流ツアー 2009 ＢＡＴＩ-ＨＯＬＩＣ（バチ・
ホリック） 9.17‐21 ソウル日本人学校、在韓日本国大使

館公報文化院、ソウル市庁前広場

日韓交流おまつり─日韓演舞、日韓交流─ はなこりあ 9.19‐23 日本、ソウル
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事業名 申請団体 実施時期 場　所

Kids' AU Camp 2009 in Korea Kids' AU・子どもたちのアジア
連合 10.1‐6 ソウルとその周辺

日韓子どもシンポジウム 2009 社団法人 釜山韓日文化交流協会 10.11 釜山、福岡

LEAF Forum2009 〜日本セッション〜
（東アジア国際学生フォーラム2009） LEAF日本実行委員会 10.31‐11.5 国立オリンピック記念青少年総合

センター、東京大学ほか

細胞シグナリングに関する第6回日韓若手交流セミナー 細胞シグナリングに関する第6回
日韓若手交流セミナー組織委員会 11.25‐27 長崎国際大学薬学部

「水脈の肖像09 −日本と韓国、二つの今日」展 「水脈の肖像09 −日本と韓国、
二つの今日」展実行委員会 12.5‐13 北海道立近代美術館　

特別展示室・造形室

シンポジウム・国際会議　13件
事業名 申請団体 実施時期 場　所

日韓政治思想学会第8回国際共同学術会議
「伝統と革命−政治思想の課題と挑戦」 政治思想学会 7.3‐6 立教大学池袋キャンパス

東アジア 養護教諭同職種ネットワーク会議 National Network of Yogo 
Teacher in Japan 7.18‐20 千葉・幕張メッセ

柳在守の世界とアジア絵本交流プロジェクト 国際識字文化センター（ICLC） 7.26‐29 東京・中目黒GTプラザホール

日韓合同授業研究会第15回交流会沖縄大会 日韓合同授業研究会 8.9‐13 沖縄・那覇

学生のための国際ビジネスコンテストOVAL 
Tokyo2009 OVAL実行委員会 日本委員会 8.13‐20 国立オリンピック記念青少年総合

センター

日韓医学生学術交流会第10回フォーラム 慶應義塾大学医学部国際医学生
交流会日韓医学生学術交流会 8月 慶應義塾大学信濃町キャンパス

日韓の地域社会における社会的包摂型システムの模索 貧困研究会 10.17 大阪市立大学高原記念館

東アジアのシャマニズムと金秀男写真展 東アジアのシャマニズムと
金秀男写真展実行委員会 10.17‐11.1 韓国文化院

第22回東京国際女性映画祭 東京国際女性映画祭実行委員会 10.18‐22 東京ウィメンズプラザ

日韓歴史シンポジウム in 玉名
「熊本県北部の古代文化」 熊本日韓文化交流研究会 11.1 熊本・玉名市民会館

「国際的視野からみた東アジアの法制度と政治行政
−経済危機とガヴァナンス論を中心に」 日本法政学会 11.29 日本大学三崎校舎

日韓放課後の子どもたちの居場所シンポジウム 財団法人 
児童健全育成推進財団 11月 国立オリンピック記念青少年総合

センター

東京芸術見本市2010
「アジア舞台芸術制作者ネットワーク会議」（仮題）

NPO法人 
国際舞台芸術交流センター 2010.3.1‐5 東京芸術劇場

芸術交流　8件
事業名 申請団体 実施時期 場　所

笑福亭銀瓶 韓国語落語公演 松竹芸能株式会社 5.22‐23 江原大学校

IMF2009「金時鐘 詩と舞と音楽と、」 IMF2009実行委員会 5.29‐6.3、6.23 京都、大阪、東京、沖縄

第3回アジア伝統音楽芸術祭
（韓国・日本・モンゴル・中国） 琴律楽会 6.5（東京）　

10.9（ソウル）
東京・めぐろパーシモンホール
ソウル・国立国楽院礼楽堂

日韓美術交流・長崎展 NPO法人 長崎市美術振興会 8.1‐12 株式会社テレビ長崎内
KTNギャラリー

日韓伝統芸術交流展 錦桐会 9.6‐11 世宗文化会館

日韓アートリレー ソウル公演 die pratze 11.19‐30 ソウル・新村シアターゼロ

金利恵 韓国伝統舞踊公演2009 「水と花と光と」 株式会社 青い鳥創業 11.25‐29 東京、新潟、名古屋、奈良、福岡

「異心圓」 「異心圓」実行委員会 11.30‐12.7 全州・Gyo Dong Art Center
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──────────────────
高まるオーラルヒストリーの

重要性
──────────────────

　金元大統領の韓国内での評価は決し
て高いとは言えないだろう。それには、
退任時に経済危機が生じたことが大き
く関係している。しかし、金融実名制
や軍部の改革をはじめ金元大統領が実
施した改革も多い。それらを総合的に
判断すべきであろう。また日韓関係で
も、今回のオーラルで初めて語られた
こともある。現代史についてはなかな
か史料が出てこないこともあり、オー
ラルはそれを補完する意味でも重要な
作業である。我々が実施した、そして
今後予定しているオーラルは金元大統
領に始まり、様々な方に広がっている。
こうしたオーラルの記録がこれからの
研究に広く利用されていくことを心か
ら期待している。

金泳三元大統領のオーラルヒストリーを終えて
中京大学総合政策学部 教授　佐道明広

交流
エッセイ

1958年生まれ。東京都立大学大学院博士
課程単位取得修了。博士（政治学）。専門
は日本外交・防衛政策。著書『戦後日本の
防衛と政治』など。最近は日本の政治家・
官僚などだけでなく、日韓関係に関する
オーラルヒストリーに携わっている。

さどう　あきひろ
PROFILE

　「今朝も早く起きて、バトミントンを
してきました。体を動かすのは気持ち
いいですね。それでは始めましょうか」
元国家元首の、こうした気さくなあい
さつから始まるオーラルヒストリーを、
４年にわたって行うことができ、『金泳
三元大統領オーラルヒストリー』とし
て公刊できたことで、大変うれしいの
と同時に、ほっとしている。
　金元大統領のオーラルヒストリーは、
私が前任校である政策研究大学院大学
でCOEオーラル・政策研究プロジェク
トに携わっていたことがきっかけであ
った。同プロジェクトは５年間で多数
の政治家・官僚・ジャーナリスト、経
済人などへのオーラルを実施したが、
最初の計画では、日本だけでなく国際
的な調査、とくにアジア方面での調査
を行うことを予定していた。しかし、
日本人を対象とした調査だけでもかな
り大変で、あっという間に調査期間の
最後が見えてくる段階となった。そこ
でアジア方面での調査を実施するため、
私が旧知の小針進静岡県立大学助教授

（当時）に協力を要請したことから、韓
国でのオーラルが始まったのである。

──────────────────
「喜んで

お引き受けしましょう」
──────────────────

　最初は、韓国でオーラルが実施され
ているかどうかの状況把握から始まり、
ついでオーラルを引き受けて下さりそ

うな方々への打診という順
序で進めていった。そうし
た最初の段階でオーラルを
快く引き受けてくださった
のが、金泳三元大統領であ
った。元国家元首へのオー
ラルが簡単に認められると
は思えず、ご自宅への訪問
を許していただいた際も、
ご説明して検討いただき、
了解いただいてから日程そ
の他は改めて秘書の方々と打ち合わせ
するつもりであった。しかし、ご自宅
へ伺い、直接お目にかかってオーラル
についてご説明したわれわれに対し、
元大統領は「なるほど。あくまでアカ
デミックなものですね。わかりました。
喜んでお引き受けしましょう。私は隠
し事は何もないから。それではいつか
ら始めますか。私の都合のいいのは…
…」。展開のあまりの速さに、われわれ
が唖然としている間にオーラルの実施
が決まり、「それでは日程は改めてご相
談します……」と言って辞去してきた
日のことを今も鮮明に記憶している。
　それから約４年間。夏休みや春休み
などを利用し、私と小針氏、そしてソ
ウル大学の朴喆煕教授を中心メンバー
として、時に他の研究者も参加しても
らってオーラルを実施した。毎回、午
前10時過ぎにご自宅に伺い、10時半こ
ろからオーラルを開始し、昼ごろに終
了。そのあと昼食をごちそうしていた
だいた。本来、オーラル対象者から食
事をごちそうしていただくのは好まし
くないが、元大統領は我々との会食を
楽しみにしておられるという秘書の方
のお言葉に甘えて、また昼食時に「閣
下の現政権への考え」などもうかがえ
ることから、ごちそうしていただくこ
とにした。そうして実施した結果が、
前述のオーラル記録である。

金泳三元大統領（右）と筆者（左）

公刊されたオーラルヒストリーの記録
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日韓文化交流基金事業報告

1 2009年度訪日・訪韓フェローシップ採用決定

2009年度訪日・訪韓研究支援（フェローシップ）の採用者が決定しました。訪日46名、訪韓10名の応募があり、このうち
訪日は15名、訪韓は5名が採用されました。

本号では、2008年度第4四半期（2009年1月1日から3月31日まで）の実施事業を紹介します。

訪 日

No 氏 名 所　属 職 位 研究テーマ 受入機関 開始日
終了日

1 金度勲 韓日産業技術協力財団
日本企業研究センター 研究委員 中小企業におけるものづくり経営、企業のリスクマネジメント

東京大学大学院経済学
研究科ものづくり経営
研究センター

2009.7.1

2010.5.31

2 金斗喆 釜山大学校
人文大学考古学科 副教授 三国（古墳）時代の韓日武装体系の比較研究 立命館大学文学部

2009.9.1

2010.7.31

3 朴均轍
全州大学校人文大学
言語文化学部
日本言語文化専攻

副教授 日本における軍隊用語の成立に関する研究
−『五国対照兵語字書』及び独和軍隊用語辞典を中心に−

北海道大学大学院
文学研究科

2009.4.1

2009.8.29

4 成海俊 東明大学校
経営大学教養学部 副教授 近世日本の『明心寶鑑』受容の研究

−特に五山僧を中心として−
東北大学大学院
文学研究科

2009.9.1

2010.7.31

5 宋炳巻 国史編纂委員会編史部
史料調査室 編史研究士 東アジアにおける地域主義と韓日米関係 東京大学大学院

総合文化研究科

2009.4.1

2010.2.28

6 呉美寧 崇実大学校
人文大学日語日本学科 助教授 小学の訓読に関する日韓比較研究 東京大学文学部

国語学専修課程

2009.4.1

2009.12.31

7 呉星 世宗大学校
人文大学歴史学科 教授 植民地時代の日本の商業政策と京城商人についての基礎研究 東京大学大学院

人文社会系研究科

2009.12.1

2010.2.28

8 李瓓姫 韓国国立民俗博物館
遺物科学課 学芸研究士 日韓における漆工史の比較研究 東京藝術大学美術学部

2009.6.1

2010.4.30

9 李庸悳 啓明大学校
国際学大学日本学科 教授 日韓両国の大学生の文字メッセージに関する研究 広島大学

留学生センター

2009.4.6

2009.7.5

10 李崙碩 ソウル大学校行政研究所 研究員 高齢者雇用に関する日韓比較政策研究 横浜市立大学
国際総合科学部

2009.4.1

2010.2.28

11 任苔均 聖潔大学校
人文大学日語日文学科 副教授 日本近代文学における「音」の研究−島崎藤村を中心に− 関西学院大学大学院

文学研究科

2009.8.20

2010.7.20

12 蔡洙道 慶北大学校
人文大学日語日文学科 助教授 東亜同文会の海外教育事業に関する研究

−「近代教育」と「近代化」という視点から−
中央大学
社会科学研究所

2009.4.1

2010.2.28

13 蔡芝榮 韓国文化観光研究院
文化産業振興チーム 責任研究員 韓日両国における海外文化商品の消費に関する比較研究 静岡県立大学

国際関係学部

2009.10.1

2010.8.31

14 崔碩桓 ソウル大学校大学院
法学科 博士課程 日本における管理監督的労働者の研究 東京大学大学院

法学政治学研究科

2009.4.1

2010.2.28

15 韓志晩 東京大学大学院工学系
研究科・建築学専攻 博士課程 日本・韓国における中世禅宗寺院・建築に関する比較研究 国立歴史民俗博物館

2009.10.1

2010.8.31
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2 青少年交流事業

訪日団
団体名 団　長 計 男 女 期　間 訪問校

韓国青年
（第 1 団）

崔光準
新羅大学校日語日文学科 教授 27 13 14 1/6 − 1/15 神田外語大学　

関西学院大学

韓国青年
（第 2 団）

玄政勲
済州漢拏大学観光日本語科 教授 30 10 20 1/6 − 1/15 恵泉女学園大学　

大阪市立大学

韓国青年
（第 3 団）

呉大益
済州道教育庁教育発展企画室 室長 26 9 17 1/6 − 1/15 関東国際高等学校

愛媛県立川之石高等学校

韓国青年
（第 4 団）

李香蘭
ソウル盲学校 教諭 7 3 4 1/6 − 1/15 関東国際高等学校

和歌山県立和歌山盲学校

団体名 団　長 計 男 女 期　間 訪問校

日本大学生
（第 1 団）

橋谷弘
東京経済大学経済学部 教授 20 7 13 3/3 − 3/12 ソウル教育大学校

浦項工科大学校

日本大学生
（第 2 団）

砂本文彦
広島国際大学工学部建築学科 准教授 20 7 13 3/17 − 3/26 ソウル大学校

公州大学校

訪韓団

訪 韓

No 氏 名 所　属 職 位 研究テーマ 受入機関 開始日
終了日

1 浅野豊美 中京大学国際教養学部 教授 サンフランシスコ講和条約から日韓交渉へ
−帝国清算問題と戦争被害補償問題

高麗大学校
亜細亜問題研究所

2009.8.1

2009.9.20

2 稲田奈津子 東京大学史料編纂所 助教 東アジアにおける儀礼文化の比較歴史学的研究
−『国朝五礼儀』を中心として 高麗大学校師範大学

2009.5.27

2010.3.26

3 田中俊光 ソウル大学校法科大学 博士課程 朝鮮時代の刑事裁判手続きに関する研究 ソウル大学校
法学研究所

2009.4.1

2010.2.28

4 麓慎一 新潟大学
人文社会・教育科学系 准教授 東アジアにおける国際関係の変容と韓国

−北京条約以後の日本の韓国政策を中心に−
漢陽大学校
比較歴史文化研究所

2009.4.23

2009.8.19

5 室岡鉄夫 防衛省防衛研究所 防衛教官・
主任研究官

韓国における外交・安全保障政策過程
−金泳三・金大中・盧武鉉政権の国家安全保障会議を中心に 光云大学校東北亜大学

2009.7.28

2009.9.5

3 官民若手交流事業

韓国の国会議員4名（金正権議員、李泛来議員、黄永哲議員、朴俊宣議員）を3月10日〜3月18日に招聘し、北海道庁訪問、
外務大臣表敬、政府関係者・学識経験者との面談、産業・文化視察などを行いました。

4 日韓ボーイスカウト交流事業

財団法人ボーイスカウト日本連盟へ委託している「日韓ボーイスカウト交流事業」
が行われました。今年度は韓国ボーイスカウト153名（スカウト132名、指導者
21名）が、1月9日〜1月19日までの10泊11日の日程で訪れました。
日本滞在中は日韓スカウトフォーラムのほか、長野でのウィンタースポーツ体験、
横浜や鎌倉市内見学、関東地方でのホームステイなどを通じて交流を深めました。

日
韓
双
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の
メ
ン
バ
ー

で
地
球
環
境
に
つ
い
て

話
し
合
っ
た
内
容
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発

表
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フ
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）

公州大学訪問　韓国側学生と
ビビンパ作り（日本大学生第
2団）

関西学院大学相撲部の見学
（韓国青年第1団）
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6 日韓共同研究フォーラム

日韓共同研究フォーラムの研究成果である「日韓共同研究叢書」
（慶應義塾大学出版会）が、第21巻『東アジア地域秩序と共同
体構想』の刊行をもって完結しました。

『東アジア地域秩序と共同体構想』
小此木政夫・文正仁編

鮫島章男

特別会員　1 名

9 維持会員

2009年1月1日〜3月31日の期間に、特別会員1名、個人会員6名の方に維持会員制度にご加入いただき、11万円の会費収
入となりました。皆さまのご厚意に深く感謝申し上げます（五十音順、敬称略）

菅野修一　　　金善美　　　権俸基　　　三本松隆　　　杉山晃一　　　田中勲

個人会員　6 名

8 理事会

3月27日に第45回理事会及び評議員会が開催され、2008（平成20）年度補正予算と2009（平成21）年度予算が承認され
ました。

5 「日韓高校生交流キャンプ」「日韓学生未来会議」

社団法人日韓経済協会への委託事業で、合宿形式で日韓の高校生が交流する「日
韓高校生交流キャンプ」を、2月1日〜2月5日にソウルで開催しました。日本側
は全国の34校、韓国側は23校から参加したそれぞれ50名、計100名の高校生が
10のチームに分かれ、チーム毎にビジネス企画を練って発表しました。発表準備
の過程での「市場調査」や、その他の多様な交流プログラムを通じて深い交流が
行われました。
また、2月9日〜2月13日には、同キャンプOBの大学生・高校生が参加する「日
韓学生未来会議」（日本側17名、韓国側16名）を東京で開催し、両国の学生が4
泊5日間、生活をともにしながら会議と文化体験を行いました。会議では英語を
公用語とし、「朝鮮通信使」、文化、政治、経済など、予め準備したテーマについ
て発表と熱のこもった議論を行いました。また朝鮮通信使ゆかりの日光・東照宮
や横浜みなとみらい地区を見学しました。
両プログラム共に、短い時間ながらも密度の濃い体験を通じて参加者間、また相
手国に対する理解を深めていたようです。

企画プレゼンテーションの準備
（日韓高校生交流キャンプ）

7 報告書

以下の報告書が完成しました。これらの報告書は基金図書センターにおいて閲覧が可能です。

フェローシップ　2005 年 5 月〜 2008 年 2 月までの訪日・訪韓研究者の論文をまとめ、論文集を刊行しました。
●『訪日学術研究者論文集　第15巻』　　●『訪韓学術研究者論文集　第9巻』
日韓歴史家会議
●『第8回日韓歴史家会議報告書　「グローバル・ヒストリーの諸相と展望」』
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日本大学生訪韓研修団派遣事業は、世界的視野に立った新しい日韓の友好親善協力関係を構築するため、日韓両国政府が協調
し、今後拡大していくべき交流事業として策定されたものです。このたび、以下の要領で研修に参加する学生36名を募集し
ます。

●日程
 Aコース 事前研修会 2010年3月1日（月）
  訪韓期間 2010年3月2日（火）〜3月11日（木）
 Bコース 事前研修会 2010年3月15日（月）
  訪韓期間 2010年3月16日（火）〜3月25日（木）

●研修の目的
韓国に対して深い関心を持つ日本の青少年を韓国に派遣し、韓国の生活や文化に触れることを通じ
て、韓国への理解と交流の増進に寄与することを目的とします。

●研修内容例

 1日目 到着（仁川国際空港着）、市内見学
 2日目 特別講義、歓迎昼食会、伝統文化体験
 3日目 大学訪問
 4日目 軍事境界線付近見学（板門店、統一展望台等）
 5日目 地方へ移動、ホームステイ
 6日目 ホームステイ
 7日目 大学訪問、慶州地域見学
 8日目 慶州地域見学
 9日目 釜山市内見学
 10日目 帰国

＊ホームステイは１名１家庭の受け入れとなります。
＊訪問地は諸事情により変更することがあります。

●応募方法
当基金ウェブサイト（http://www.jkcf.or.jp）からオンラ
インでお申し込みください。

＊詳細は当基金ウェブサイトをご覧ください。

●募集締切
2009年7月15日（水）午後5時締切

＊選考の結果は、8 月 28 日（金）、当基金ウェブサイト上にて発表します。

「21世紀東アジア青少年大交流計画」日本大学生訪韓研修団2009年度参加者募集

●派遣人数
各20名（団長1名、事務局1名、学生18名）

公募プログラム案内

日本大学生訪韓研修団は、「21世紀東アジア青少年大交流計画」の一環として実施されています。「21世紀東アジア青少
年大交流計画」は、平成19年度、日本政府により立ち上げられた事業です。大規模な青少年交流を通じてアジアの強固な
連帯にしっかりとした土台を与えるとの観点から、東アジア首脳会議参加国を中心とする青少年を５年間、毎年6,000人
程度日本に招聘するほか、派遣や様々な交流事業も実施されています。

「21世紀東アジア青少年大交流計画」（JENESYS Programme）


