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第30回 日韓文化交流基金韓国訪問団※～新たな交流 30 年をめざして～

　30回目となる「日韓文化交流基金韓国訪問団」が9月16日から19日までの4日間、ソウルと蔚山、釜山の各市を訪問しました。
　滞在中、外交部長官や、青少年交流事業のカウンターパートである国際教育院への表敬の際、交流事業に直接従事する者としてその重
要性を訴え、よりよい交流の実現のための実務的な要望を伝えました。また、各方面で活躍する多くのフェロー経験者の方々とお会いして、
さらなる日韓関係のネットワーク構築への協力を呼びかけました。韓国の関係者からは、これまでの当基金の役割に対する高い評価と今後
の活動への強い期待が寄せられました。
　また一方、初日はソウル市庁前でセウォル号犠牲者への献花、最終日は釜山市で故李秀賢氏の墓参と、哀悼の旅にもなりました。

　一行は、日韓文化交流基金賞贈呈式開催のほか、外交部長官表敬や韓日文化交流基金をはじめとする関係機関役
員や、フェローシップ経験者との懇談を通じ、新たな30年の交流に向けて有意義な意見交換をしました。

※1984年に、当時の花村仁八郎副会長（当時）のイニシアティブにより基金の運営にあたるもの自らが文化交流の重要性を、身をもって感じることを目的として、訪韓団をスタートさせました。1999年か
　らは訪韓期間中に「日韓文化交流基金賞」の表彰式を行っています。

きれいに整備された釜山市共同墓地にて、ご両親とともに李秀賢氏を悼む 「日韓交流の夕べ」レセプション～フェロー経験者とともに～



韓国訪問団

日韓交流の夕べ
第15回日韓文化交流基金賞贈呈式と基金創立30周年記念レセプションを、9月17日にソウルで開催しました。

　15回目となる基金賞贈呈式では、開会前から当基金の事業関係者、受賞者の家族・知人等で満員となり、立ち見の来客もでる盛況
の中、3人の受賞者に賞を贈呈しました。続くレセプションは、「日韓交流の夕べ」と題し、昨年の当基金創立30周年、また今回の30
回目の韓国訪問団を記念して、フェローシップ経験者、過去の青少
年交流事業・学術会議への参加者、日韓文化交流基金受賞者等、こ
れまで基金と関係のあった多くの方々を招待し、例年よりも規模を
大幅に拡大して開催しました。韓国側を代表して、元韓国国務総理
の李洪九	韓日文化交流基金会長よりご祝辞をいただき、また第6回
基金賞受賞者の姜南周	朝鮮通信使ユネスコ文化遺産日韓共同登録
韓国側学術委員長、鄭求宗	第3期韓日文化交流会議委員長よりご
挨拶を頂戴しました。
　今年のテーマであった「日韓交流の新たなネットワーク構築」にふ
さわしく日韓交流に携わる各界の多様な方々に広く参加いただきまし
た。会場には、過去30年の間基金が実施した代表的な事業のシー
ンのパネル20点を展示し、基金の歴史を共に振り返っていただき
ながら、参加者の間では始終おだやかな雰囲気の中で懇談が行われ
ました。

　以上のように、この度の韓国訪問団は、韓国の諸関係者や要人と直接
会い、お話しを伺い、また要望を伝え、交流の発展を目指す一方、セウォ
ル号犠牲者の方々や李秀賢さんを哀悼するものとなりました。
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贈呈式（左から小野理事長、別所浩郎駐韓国日本国大使、基金賞受賞者の宋東根文化日報
全国部次長・魯成煥蔚山大学校日本語日本学科教授・盧在賢中央books代表、鮫島会
長、佐藤勝公報文化院長）

セウォル号犠牲者への献花
金浦空港到着後、ソウル市庁前に設置されたセウォル号
事故犠牲者献花台を訪問、「日韓文化交流基金　鮫島
章男会長他一同」と記した花を捧げ、一同黙祷して犠牲
者の冥福を祈りました。

尹炳世外交部長官表敬
尹長官は「国民間の相互理
解と信頼構築が重要であり、
2015年の国交正常化50周
年を、日韓関係改善のための
原点としたい」と述べられ、基
金の実施する青少年交流や
文化交流の役割等について
懇談しました。

朝鮮通信使歴史館訪問
釜山市街地の子城台に、朝鮮通信使の歴史について
詳しく紹介することを目的に2011年に建てられた歴史館
を訪問し、姜南周委員長（第6回基金賞受賞者）から朝
鮮通信使の概要についてお話を伺いました。

釜山フェローとの昼食懇談会
釜山地域の訪日フェロー経験者４名（崔光準新羅大教
授、朴花珍釜慶大教授、趙 熙釜山大教授、韓泰文釜
山大教授）から最近の日本語教育の現状や、学生たちの
日本に対する関心の持ち方、研究動向等についてお話
を伺いました。

9月16日（火）
ソウル到着
世越（セウォル）号犠牲者献花
別所浩郎駐韓国日本国大使表敬
尹炳世外交部長官表敬
李洪九韓日文化交流基金会長主催
歓迎晩餐　

9月17日（水）
ソウルジャパンクラブ役員との
朝食懇談会
国際教育院李炳鉉院長表敬
国立外交院河泰允大使主催昼食懇談会
韓国映像資料院見学　
第15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

「日韓交流の夕べ」　

9月18日（木）
蔚山到着
現代自動車蔚山工場見学
西生浦倭城訪問、釜山へ移動
釜山韓日交流協会主催歓迎晩餐会

9月19日（金）
故李秀賢氏墓地、日本人墓地参拝
朝鮮通信使歴史館訪問
釜山地域フェロー経験者との
昼食懇談会
徐秉洙釜山市長表敬
帰国

◆ 韓 国 訪 問 団 の 日 程 紹 介 ◆

団　長
副団長
顧　問
顧　問
団　員
団　員
団　員

鮫島		章男　当基金会長、太平洋セメント（株）名誉顧問
小野		正昭　当基金理事長、海外邦人安全協会会長
戸塚		進也　当基金理事、元衆議院議員、元掛川市長
内田		富夫　当基金顧問、前理事長
楢﨑		正博　当基金理事、元関電産業（株）相談役
大竹		洋子　当基金評議員、前東京国際女性映画祭ディレクター
余田		幸夫　当基金業務執行理事・事務局長

※太字は写真有り

訂正とお詫び
『日韓文化交流基金NEWS』第71号p1において、誤りがありました。
Contentsおよびタイトル　誤）第14回　 正）第15回
訂正してお詫び申し上げます。



ん。映画鑑賞後、両陛下は御両親と親しくお話になっていらっしゃ
いました。
　奨学会は、数人の日本人ボランティアが運営に当たっています。
資金は、毎年減ってゆき、その間一人当たりの奨学金の額も減額
せざるをえないこともありましたが、受給者の数が千人になるま
で、なんとか頑張ろうと考えています。近年、世の中で命の大切さ、
思いやり、自己犠牲の精神ということが、とかく軽んじられがちな
中で、李秀賢君（と関根史郎さん）がとった、あの勇気ある行動は、
今後とも多くの人たちの間で語り継いでゆきたいものです。
　来年は、日韓両国国交50周年という節目の年を迎えます。他方、
その大切な日韓関係は、いま残念ながら霧の中に迷い込んだ感が
あります。なかなか晴れ間が見えてこない。そんな状況を天国の
李秀賢君はどんな思いで眺めているでしょうか。今の局面を大き
く変え、日韓両国が今のように互打※、共傷、共損の世界から脱
け出して、共生、共働、共栄の世界を目ざすとなれば、やはり日
韓それぞれの側の政治のリーダーの方たちの強い勇気とリーダー
シップが求められます。次
の言葉は、米国のある賢
人が述べたものです。
　「世論に耳を傾けない
指導者は愚かな指導者。
世論と共にしか動かない
指導者は平凡な指導者。
真の指導者とは、志を立てそれに向けて世論を説得し、これを引っ
張ってゆく指導者。」																																	※お互いに攻撃し合うこと。

交流エッセイ

谷
たに　の　さく　た　ろう

野作太郎
1960年、東京大学法学部卒業、外務省入省。1982年、在大韓民国日本国
大使館公使、1989年、アジア局長、1995年、在インド日本国大使、1998年、
在中華人民共和国日本国大使を経て、2001年、外務省退官。2002年よりエル
エスエイチアジア奨学会会長（現職）。

PROFILE
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多くの人たちの強い思い～日本と世界の架け橋となる若者 700 名～

　2001年1月26日午後7時15分。ＪＲ山
手線新大久保駅で誤ってホームから転落した見
知らぬ日本人を助けようとして、線路に飛び降り、
帰らぬ人となった一人の韓国の留学生と、一人
の日本人カメラマン（関根史郎さん）がいました。
日本語修得を目ざして日本に留学中だった、韓
国からの留学生の名は李

イ・スヒョン

秀賢君と言います。
　この二人の行為に心をうたれた、数多くの方々
から御遺族のもとに次々と弔慰金が寄せられました。しかし、李
秀賢君のご両親はその弔慰金を辞退され、その代わり「この資金
を自分たちの息子と同じ志をもって日本で日本語修得に励んでい
るアジアからの留学生たちの勉強の一助として役立てて欲しい」
とお申し出になり、＜エルエスエイチアジア奨学会＞が立ち上げ
られました。LSHは李秀賢君の名の頭文字をとったものです。
その後、ご両親のお申し出に心打たれた数多くの日本人、日本語
学校関係者、企業からも御寄付をいただき、これは今でも続いて
います。なお、関根史郎さんの母君も、弔慰金を全額ある施設
に寄付されています。
　早いもので、あれから14年。その間、奨学会は一人ひとりに
特定のテーマで日本語の作文を書いてもらい、公正な選考を経て
毎年約50名の学生たちを選び、これまで合計700名近くのアジ
アからの留学生たちに日本で日本語を勉強すべく奨学金を提供し
てきました。当初は、李秀賢君の母国の韓国、そして中国からの
学生が多かったのですが、徐々にインドネシア、ネパール、タイ、
台湾、ベトナムなど、顔ぶれも多様になっています。毎年秋、李
秀賢君の御両親も出席されて奨学金の授与式を行っていますが、
その際、私は一人ひとりに「この奨学金には李秀賢君の御両親をは
じめ多くの人たちの強い思いが込められている」こと「（従って）全額
勉強のために当てて欲しい、決して無駄使いは許されない」と念を
押し、さらにこの若者たちがいずれ、それぞれの道で日本と母国
の間の架け橋となってくれることを強く望みながら渡しております。
　李秀賢君のことは日本で、歌になり、詩に詠まれ、そして本や
映画になりました。特に映画（「あなたを忘れない」）の試写会に天
皇、皇后両陛下がそろってお出ましになったことは忘れられませ

エルエスエイチアジア奨学会 会長  谷野作太郎
　本年 10 月に開催されましたエルエスエイチアジア奨学会の授賞式に当基金の役員も招待され、李秀賢氏の志に触れ、深く
感銘を受けました。そして、その奨学金設立と関係者の方々に敬意を表し、この度ご寄稿いただきました。

李秀賢さんのご両親の想いに共感
左から新井時賛（あらいときよし）赤門会日本語学校理事長、小野正昭日韓文化交流基金理事長、李
秀賢さんご両親、余田幸夫同基金事務局長。
李秀賢さんのご両親は、事故以来多方面におけるサポートで心の支えとなってくれた新井時賛理事長
にいまでも感謝していると語る。

2014年度奨学金授与式

表彰状を手渡しながら、一人ひとりに想いを伝える谷
野会長（右）



反論していい。けんかしてもいい。

助成事業

　2013年11月に結成された私たち実行委員は、8月上旬に
東京・ソウルで5日ずつ行われるセッションに向けて準備してきま
した。ソウル大側と毎週のように事前ネットミーティングを開き、

4月には新入生勧誘、5月からはおよそ週1回の事前勉強会を
行い、10日間のセッションに万全を期して臨みました。

○等身大の「韓国」に触れ、そして発信する
　セッション後、最も印象的だったのは、「ソウル大生がこんなに自分たちに近
いとは思わなかった」と参加者が異口同音に洩らしていた事です。なかんずく
歴史議論では、激しい対立が起こるかと思いきや、ソウル大生が反日運動をあ
る種冷ややかな眼をもって眺め、事態を冷静に捉えているのが、参加した多く
の東大生にとって驚きでした。時には真剣にぶつかり合い、時には朝までドンチャ
ン騒ぎするといった過程を通じて、お互いへの信頼を築くことが出来たのは疑
いの余地もありません。この輪を広げて行くため、FICSは他の団体の方々と
も連携しつつ、周囲への発信を続けていきます。

○歴史から目を背けない
　FICSの大きな特徴の一つは、歴史問題の議論に大きな時間を割くことです。今年は歴史教科書・靖国
神社・「慰安婦」問題を取り扱いました。全てがセンシティブなテーマであるだけに調査は一層慎重さを要
し、また「そもそも問題が存在するのか」について議論が紛糾することも多々あり、決して容易なことでは
ありません。それでも私たちは、学生だからこそ出来る自由な議論を通じて、歴史問題をより客観的に捉え、
またお互いの考えを深く理解することに重点を置いており、今後もこの場を残していこうと考えています。

ご意見・お問い合わせ：ficstokyo@gmail.com
Facebookページ：www.facebook.com/ficstokyo/
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学生だから出来ること 学生にしか出来ないこと

東大・ソウル大共催 FICS  2014 年度代表  小野顕

すべてを盛り込んだ10日間

FICSの存在意義

FICSは、距離も近い日韓
の両国をわけている「海」を
超えて行こうという趣旨の
もと、ブルーを団体カラー
と考えています。

議論
　日韓の共有する社会問題・歴史問題について、事前のリサーチに基づいて原因と解決策
を探る。
　三つのテーマのうちの一つ、「政治とメディア」の議論においては、日韓両国で指摘されてい
る若者の政治的無関心を取り上げ、この現象にマスメディアが与えた影響を事前にリサーチし
ました。そしてセッション中は、この結果を共有して日韓両国の状況の共通点や相違点を分析
し、更にソーシャルメディアを生かしてどうこの問題を解決できるかについても議論しました。

　FICS（Foundation of Intercultural Cooperation by Students）は、東京大学ならびにソウル大学校の学生有志に
より設立され、2013 年に本格的に活動を開始した国際学生団体です。外交的緊張もあって、日韓関係に対する大方の学生
の姿勢は、“何となくマイナス感情を含んだ無関心”であると言えます。にもかかわらず、日韓の大学生が本音で話し合いお
互いを理解する場は、ほぼ用意されていないのが現状です。このことへの危機感から、私たちは FICS を始動させました。

議論の様子

東大生とソウル大生の集合写真

フィールドワーク
　日韓社会をより理解するため、議論のテーマに関連した施設などを訪問する。
韓国では、国内トップクラスの高校や戦争記念館、サムスン電子を訪れ、普段の議論では
見えてこない高校生たちの志の高さや韓国経済の躍動感を体感することができました。特
に戦争記念館では、朝鮮出兵（壬辰・丁酉倭乱）の展示がなされていることや一部の展示に
のみ翻訳がないことなど驚きが多く、一部の展示の表現が適切かどうかについて東大生と
ソウル大生が意見をぶつけ合う光景が見られました。

韓国の学校訪問



助成事業

井
い　がわ　ゆ　	か

川由架
日韓伝統音楽国際ネットワーク協議会副会長。まつろ・百
済武寧王国際ネットワーク協議会理事。2009年、財団法
人百済文化祭推進委員会より百済文化祭日本広報大使の
委嘱を受け現在に至る。2010年、大韓民国忠清南道公
州市より名誉市民を受ける。

PROFILE
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日韓伝統音楽オーケストラ「遥かなる百済へ」

　私の故郷、佐賀県唐津市鎮西町には百済25代武寧王が生誕し
たと伝わる加唐島があり、10年以上前から韓国忠清南道公州市と
交流を続け、韓国の３大文化祭「百済文化祭」にも交流の一環とし
て毎年参加しています。
　私は2008年の百済文化祭の時、初めて箏を演奏したことが縁
となり、公州市忠南燕亭国楽院との交流が始まりました。
　2012年の冬、国楽院の院長が「日韓の仲が最悪の状態であ
る今こそ、春の公州市忠南燕亭国楽院の定期演奏会で『日韓音の
ハーモニー』という公演をやりたい」と提案され、昨年4月、日本側
9名、韓国側40名の演奏者により成功裏に実施されました。この
時、次は日韓各25名ずつ、計50名で、伝統楽器を使ったオーケス
トラ公演をやりたいという思いが湧き起りました。タイトルは「遥か
なる百済へ」。日本と韓国が最も信頼し合っていた時の象徴、「百
済」これを音楽に託して両国を結ぶ架橋にしたい。私のこの熱い思
いに一緒に演奏した両国の演奏家たちが共感してくれました。

　全く何もないゼロから「日韓伝統音楽国際ネットワーク協議会」
という任意団体を作り、会員を募りました。この時に百済と関係が
深い熊本県・太宰府市・唐津市の３都市公演を思い付きました。
　そして公州市忠南燕亭国楽院の院長・事務長と共に忠清南道や
公州市に何度も出向き、思いを伝え続けた結果、公州市が渡航費
用や楽器運搬費等を補助してくれることになりました。さらに必要
な資金に途方に暮れていた時、「まつろ・百済武寧王国際ネットワー
ク協議会」の事務局長に、日韓文化交流基金について紹介されま
した。一縷の望みをかけて申請し、助成決定の通知を受けとった時
は、どれ程嬉しかったことでしょう。
　その後は九州国立博物館・佐賀県立名護屋城博物館から共催と
いう形で舞台の無料提供、チケット販売や、各種団体からの協賛金
を経費に充て、なんとか公演の日を迎えました。

　セウォル号の事故で、韓国では全てのイベントが自粛されてい
ました。開催が案じられましたが、公州市は派遣を実行してくれま
した。
　初日は熊本県山鹿市の「八千代座」で迎えました。日本の重要
無形文化財で両国が一緒に演奏しました事に深い感動を覚えまし
た。熊本での開催にあたり、もう一人の副会長である藤川いずみ
氏は、大変奔走し、彼女の存在なしにはこの公演の開催はなかった
と思っています。「遥かなる百済へ」という曲も、彼女が日本人の
作曲家へ委嘱し作曲され、初演として演奏しました。彼女の思い
が八千代座公演では溢れていたように思います。
　九州国立博物館公演では300席満席、開場1時間前から並ん

日韓伝統音楽国際ネットワーク協議会副会長  井川由架

オーケストラ公演開催のきっかけ

苦しい資金調達

九州3都市公演

で待つお客様もいらっしゃり、それぞれに「大変良かった」「感動し
た」との御感想も頂きました。博物館の専務理事から、「久しぶりに
こんなに沢山の方がお見えになり、エントランス中に両国の楽器の
音が鳴り響きましたよ。本当にすごい演奏会でした」と労いの言葉
を頂きました。
　唐津市の名護屋城博物館公演では、立地の関係で集客を心配し
ていましたが、当日は会場の外まで人の列が出来ていました。会
場は大いに盛り上がり、最終曲「シンモドゥム」では観客が総立ち
で演奏者と一体となり、感動と感謝の中で公演全ての日程を終え
ました。

　この公演の成功は沢山の方のご協力があってのことです。私一
人ではただの夢物語に終わっていた事でしょう。
　この助成事業がこれからも日韓両国文化交流と夢実現の為の大
きな支えとなりますことを心より祈念いたします。

最後に

名護屋城博物館公演

八千代座公演

九州国立博物館公演



教授は踊る－伝統文化体験から見る日韓相互理解深化の必要性

講演会

　韓国伝統舞踊の修業を通して日韓文化交流の秘訣を探られた大澤氏に、日韓の違いとその違いを埋めるヒントについて語っ
て頂きました。舞台の映像と実際に着用された衣装を身に着けての講演に、聴衆の皆さんも興味深く聞き入っていました。

※当日の様子は YouTube でご覧いただけます。→当基金 HP ＞ニュース＞講演会

　先生は笑いながら、注意してくれましたが、拍子・リズムのこ
とになると「うーん」と言ったきり、何も注意してくれません。３連
符といっても、韓国伝統舞踊の３連拍は、同じ調子で続く、西洋
音楽のような３連符ではありませんでした。３つの拍の中のどれ
かが長く伸び、どれかが短くなる。それが不規則に、まるで音が
風に吹かれて揺れる様に、自由自在に変わっていくのです。これ
以上は、専門家ではない私の説明能力を超えています。しかし、
伝統音楽、伝統舞踊に親しんでいくうちに「あぁ。これは朝鮮半
島の風土が生んだ、独特の芸術なんだな」ということが分かるよ
うになってきました。
　日本と韓国の風土はまったく異なる。そんな国を理解するには、
生半可な勉強では間に合わない。格好良く言えば、伝統舞踊の
けいこは、私にそんな気を起こさせてくれたのです。私にとって、
伝統舞踊を習うことで、はじめて韓国文化を身をもって発見した
という気にさせてくれたのです。こんなことを言うのは、格好が
良すぎるでしょうか。でも、私の本心なのです。

 剣舞と日韓交流

　さて、ここで、日韓双方の伝統芸能を身に着け、まったく異な
る文化に根ざした両国伝統芸能の融合の試みをご紹介しましょう。
朝鮮半島にも古来、剣舞が存在しました。「花郎（ファラン）」文化
が花開いた新羅時代には、勇ましい、実戦的な剣舞が存在したと
考えられています。新羅の青少年たちはグループを作り、有名な
山や川など、自然の中で共同生活をしながら、智、徳、体の全
人的な教育を受けるようになります。新羅の真興王はその青少年
たちを花郎党として国家的に体系化し、国家のための人材を養成
しました。新羅の花郎たちは自然の中で、体や心を鍛え、歌や舞、
弓や剣術を習いました。彼らは新羅の三国統一の決定的な担い
手になります。
　しかし、武より文を重視した李朝時代になると、実戦的な剣舞

 類似性ばかりが目について

　私が最初に韓国に住んだのは1989年でした。88年にソウル
でオリンピックが開かれ、「漢江の奇跡」と呼ばれた高度経済成長は
「急上昇」の時期を迎えていました。ソウルには現代、起亜の小
型自動車やサムスンやＬＧの電気製品があふれていました。「韓
国のことを今から勉強しておけば、必ず役立つ」という父の親友
の韓国の大学教授の勧めで、私は会社を休職して「語学留学」に
旅立ったのです。
　韓国語の基礎さえ知らずにソウルに行ってしまった私は、当初、
学校と下宿を歩いて往復するだけでした。下宿に帰っても話す相
手さえなく、食事の時間になれば下宿のアジュマが２階に上がっ
てきて、モノを食べるまねをする。そんな生活をしていました。
　しかし、韓国語を少し勉強し、ハングルを多少理解するように
なると、日本語との類似性ばかりが目に付くようになります。や
がて、あまりにも類似点が多いので、自分は韓国を理解できたよ
うな錯覚に陥ってしまうのです。たとえば欧米について、日本人は、
簡単に「相互理解」だとか「国際協力」を語るでしょうか。顔かたち、
風土、生活様式、すべてが、あまりにも違うので「相互理解」「国
際協力」を主張する前に、相手のことをよく研究しなければならな
いと考えるのではないでしょうか。
　	20年近く、朝鮮半島を勉強し、記事を書き、今は大学で教え、
時折、講演をしながらも、いつの間にか、朝鮮半島を100％理
解した気になっていたのではないか…。ソウル特派員としての仕
事が、仕上げの時期にさしかかった2012年、日韓併合100年
の「節目」の年を韓国で迎えたとき、なぜ、年間500万人もの人々
が行き来する日韓の間で、今も、気持ちのすれ違いや、相互不
信が噴出するのか…。その理由に思い悩んでいたとき、出会った
のが韓国伝統舞踊だったのです。

 日韓文化の相違を体験

　最初のレッスンのことを今も忘れません。
　「大澤さん、足はかかとから床に着けてください。頭の中に３
連符を思い浮かべてください。ひざを柔らかく。手は常に円を描
くように、ゆったりと動かしてください」
　しかし、私が足を動かすと必ず、つま先から床に着いてしまう。
頭の中に３連符を思い浮かべながら体を動かしているつもりが、
いつの間にか先生の動きとずれてしまう。手は円を描くどころか、
上下左右にばたばたと大きく早く動いてしまう。
　「それじゃ、足は田植え踊りですね。手は盆踊りですね」 実際に舞台で着用した衣装を身に着けて登場
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ました。群山市内で、もっとも保存状態が良いとされる「旧広津
家屋」は、市が直接資金を出して改修し、文化財として一般公開
しました。
　地元の群山大学の研究者が建物を調査したところ、純日本式と
みられた「旧広津家屋」の床下から、朝鮮半島独特の床下暖房施
設であるオンドルの遺構が見つかりました。この研究者は「日本の
植民統治の象徴である日本式住宅から、朝鮮半島の気候に合わ
せて改良された跡が見つかった。この建物は日本式住宅と韓国の
伝統暖房施設が融合した、群山独特の歴史的建築物であると考
えれば、この建物を我 （々韓国の研究者）が調査し、保存していく
意味はあると思う。そのためにも、ぜひ、日本の専門家と協力し
たい」と語ってくれました。
　植民統治時代の朝鮮半島の実情を日韓両国の専門家が力を合
わせて解明する－－。少なくとも韓国側には、そうした学術協力
を受け入れようという研究者たちの思いが少しずつだが、強くなっ
ていました。そこに、歴史観を超えて日本の専門家が協力する体
制が整えば、日韓関係に関係する様々な分野で、これまで解き
明かされてこなかった事実が明らかになるのではないか…。「わ
かったつもり」「知っているつもり」が一番、危ないのです。ここに
見えた皆さんは、韓国に関心を持っている方々でしょう。それぞ
れの関心分野で懸命に、そして楽しく、韓国を学んでおられるこ
とでしょう。その努力を、どうぞ、たゆむことなく、お続けください。
「分かった」と思っても、勉強を続けていただければ、再び「何で、
韓国はこうなの」という疑問が出てくるはずです。そして、ここに
おられる、日韓文化交流基金の皆様が、日本に住むわれわれの「な
ぜ」「どうして」を解決するための、やさしい案内役となってくださ
ることをお願いしたいのです。
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千葉科学大学教授・毎日新聞客員編集委員（元ソウル支局長）  大 澤 文 護
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1957年生まれ。1997年より5年間、2009年より2年間、
毎日新聞ソウル特派員・ソウル支局長を務める。2009年、
韓国・中央大学舞踊学科、李周煕教授に韓国伝統舞踊を
師事。現職は千葉科学大学危機管理システム学科教授。
著書に『北朝鮮の本当の姿がわかる本』（こう書房、94年）、
共訳書に『砂漠の戦場にもバラは咲く』（毎日新聞社、03年）
などがある。

PROFILE

は姿を消し、宮廷に仕える
宮女たちの手で、短剣を
使った華やかな剣舞が踊
られるようになりました。
その一部が李朝崩壊後も
韓国南部・晋

チンジュ

州に伝わり、
「韓国重要無形文化財第
12号晋州剣舞」として現
代に残っています。
　先ほど、ご覧にいれた
剣舞は、私の踊りの師匠、
李周煕教授が今に残る剣
舞に古代剣舞の要素を入

れて再構成したものです。さらに、韓国の伝統芸能にはストーリー
性がほとんどありません。様式化した踊りがほとんどなのですが、
李教授はそこにストーリー性を持ち込み、現代人も関心を持つこ
とができる舞踊の創作を思い立つのです。それが「南怡幻想」で
した。
　その時、参考にしたのが、長剣を使う実戦的な日本の剣舞であ
り、ストーリー性の面でモデルにしたのが、日本の歌舞伎や人形
浄瑠璃でした。

 日本式住宅とオンドルの融合

　もう一つ、舞踊とは全くことなる日韓文化融合の例をご紹介し
ましょう。
　韓国南西部・全羅北道の群山市に残る、「旧広津家屋」と呼ばれ
る文化財です。この家屋はまったくの日本式住宅です。この住宅
が韓国に出来た経緯を説明するとき、避けて通れないのは、日本
の植民統治支配です。
　群山は日本の植民統治時代、コメの積み出し港として栄え、数
千人の日本人が住んでいました。その時代に建てられた170棟
の建築物が、ほぼ、当時のまま残っています。日本の植民統治
の狙いの１つは、食糧確保でした。朝鮮半島の食糧不足にもかか
わらず、大量のコメを日本に運び出した群山は、現地の人々にとっ
て植民統治の象徴的な場所でした。
　かつて朝鮮半島全域に残っていたはずの、こうした日本家屋は、
朝鮮戦争の戦火や、韓国の高度経済成長に伴う開発で、ほとん
どが姿を消しました。群山は、高度成長に乗り遅れた街でした。
しかし、そのせいで、群山には他の地域より多くの植民統治時代
の建築物が残りました。地元の方々にとっては、忌々しい建物だっ
たはずです。
　しかし近年、そうした雰囲気に変化が現れています。2007
年、群山市は条例を制定し「歴史文化建築物」の指定家屋には最
高1000万ウォン（約100万円）の改修補助金を出すことを決め

李周煕教授の指導のもとで稽古中の大澤氏

全羅北道群山市に今も残る「旧広津家屋」



　道とは、旅立つ空間であり戻ってくるための空間だ。そして道
は、指向の空間であると同時に一歩下がって自分自身をかえりみ
る空間でもある。何よりも道は縁を接続するコミュニケーション
の領域でもある。
　2013年3月、私は日韓文化交流基金の訪日フェローとして
招聘され、日本に行くことになった。ひたすら研究に没頭できる
機会をもらい嬉しい反面、この年齢で海外で長期滞在をすること、
家族への恋しさや一人で過ごす寂しさを考えると、実際、途方に
暮れた。そんな時、その昔「近くて遠い国」日本に向かい旅立っ
た朝鮮通信使を思った。
　朝鮮通信使は、朝鮮の王が日本の実質的最高統治者だった幕
府の将軍に、1428年から1811年まで派遣した外交使節団だ。
彼らにとって慣れない海路での旅は不安そのものだった。しかし
王命を遂行するという誇りと使命感で、短くても6カ月、長いと
きは1年かかる険しい道を歩んだ。その道中で出会った日本人と
親交を深め、様々な文化交流を展開した。すなわち今日、数多く
伝わっている筆談唱和集と書画等は当時の交流の証拠であるわけ
だ。その結果、日韓両国には長い間、相互理解という素晴らしい
伝統が保たれた。
　命を懸けて海を渡った彼らを思うと、朝鮮通信使の研究者であ
る自分が恥ずかしくなった。これまで研究のため日本を訪れるた
びに、短い滞在を残念に思っていたではないか。こんな素晴らし
い機会をもらったのに甘ったれるなんて…今回は心を開き、朝鮮
通信使の足跡を隅々まで探してみようと固く誓うと、韓国を離れ
ることへの不安はずっと軽くなった。

　朝鮮通信使は当時、下
しも	かま	がり

蒲刈（呉市）と鞆
とも

の浦
うら

（福山市）に滞在し
ており、また広島大学には日本唯一の〈朝鮮通信使研究会〉があ
るため、私はフェロー期間中、広島に滞在することにした。とり
わけ朝鮮通信使研究会には私の指導教授の戸田常一氏が会長と
しておられ、お互いに情報交換ができる環境が整っていた。広島
の生活は思っていたより寂しくも辛くもなかった。穏やかな笑顔
の戸田教授の細かな配慮のおかげで、研究会に所属する会員や
大学院生をはじめとする地域の人々と様々な交流をすることがで
き、私の広島での暮らしは活気に満ち溢れ、とても充実したもの
になった。
　特に広島大学図書館に所蔵されていた多くの資料で私は幸せ
になった。初めて図書館に足を踏み入れた日、郷土誌だけを集め
た書架を前にして、私はしばらく見とれてしまった。朝鮮通信使
の使行録の中でしか見たことのなかった瀬戸内海各地域に関する

郷土誌と地域の人士たちの著書が、まるで私の手に取られること
を待っていたように切々と顔を出していたからだ。その後の広島
での日々はあっという間に過ぎて行った。『福山志料』・『藝備史』・
『白石詩草』・『滿濟日記』などの資料を探して読み、借りた本を
コピーとスキャンし、再びこれらを整理する多忙な日々だった。
そうした中で広島の暑さと寒さがそれぞれの役割を果たしながら
黙って私の側を過ぎ去り、いつのまにか私の心の書架は図書館の
中にある多くの郷土誌でいっぱいになった。
　研究者にとって最も幸せなのは自分の研究の根底になる資料が
豊富である時だ。日本で整理したその資料たちは今では私の研
究室の一か所にしっかりと収められている。これらを見るたびに
図書館で過ごした季節の美しい思い出が浮かび、人より早く冬支
度をしたリスのように自然と笑顔になってしまう。

　私は自分の足で確認していない歴史は、単に自分に投げられ
た事実の記録に過ぎないと考える。私は歴史の現場を訪れ、新
たな意味と価値を見出すことが研究者の役割かつ特権であると
考え、フィールドワークを大事にしている。朝鮮通信使の日本で
の経路を調べ多くの人と共に発刊した『朝鮮通信使の道を辿って
（조선통신사 옛길을 따라서）』（ハヌル社、2007年）と韓国内
での道をひとりで調べ発刊した『朝鮮通信使の道から今日を問う
（조선통신사의 길에서 오늘은 묻다）』（キョンジン社、2012年）
はこのような脈絡から生まれた成果物である。
　当然今回の日本滞在中も数多くのフィールドワークを行った。
まずは広島県の下蒲刈と鞆の浦を訪問し、資料を集め、その地
域の郷土史学者たちと交流した。その中でも下蒲刈の「よみがえ
る歴史絵巻	朝鮮通信使行列」（主催：蘭島文化振興財団）と鞆の
浦の「21世紀の朝鮮通信使	日韓トップ囲碁対局・鞆」（主催：21
世紀の朝鮮通信使	日韓トップ囲碁対局・鞆実行委員会）は非常に
印象的だった。これらの行事は地元の人々が自発的に参加する行
事で毎年開催されている。前者は韓国の釜山文化財団と在広島
韓国総領事館が協力し盛大に行われるもので、当時の行列の様
子が忠実に再現されていたのが特徴的だ。後者もやはり「囲碁を

朝鮮通信使研究者の日本滞在記
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朝鮮通信使の足跡を辿って日本を歩く

フェロー
研究紹介

季節をめぐる広島での生活

不安を勇気に変える力を与えてくれた
朝鮮通信使

『筆談唱和集』



　11カ月の日本生活を終え、帰国するやいなや講義と研究に追
われて、いつの間にか2学期も終わる。最近は講義と研究以外に、
新しい仕事で忙しい日々を送っている。日韓共同で朝鮮通信使
関連の記録物をユネスコの世界記録遺産に登録するための韓国
側事務局の仕事を引き受けることになったからだ。
　「近くて遠い国」という言葉のように今の日韓関係は修復が不
可能だといわれるほど最悪の状況に置かれている。この時期に
両国の政府ではなく民間団体、韓国の釜山文化財団と日本の〈朝
鮮通信使縁故地連絡協議会〉が力を合わせてこのユネスコ登録
事業を進めているが、そのむずかしさは並大抵ではない。しかし
戦争の悲劇から立ち直り、交流を通じて隣国との関係を平和へ
導いた朝鮮通信使が歩いた道の精神を忘れなければ、越えられ
ない壁ではない。私はかつて朝鮮通信使が開いた日韓友好の道
をさらに大きく開こうと思う。常に道は、歩く者の前に開かれる
のだから…。

新たな道を開く
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韓
ハン　テ　ムン

泰 文
1962年、韓国慶尚南道密陽に生まれる。1995年、釜
山大学校国語国文学科で「朝鮮後期通信使の使行文学研
究」として文学博士と羅孫学術賞を受賞。1996年から釜山
大学校国語国文学科教授。

PROFILE

釜山大学校国語国文学科教授  韓 泰 文

よみがえる歴史絵巻、朝鮮通信使行列（2013年）

～日韓トップ囲碁対局・鞆～ 韓国の金美里二段と日本の吉原由香里六段
（2013年9月）

『筆談唱和集』

朝鮮通信使研究会の友人たちに送別会を開いてもらった（中央が著者）

通じた21世紀の朝鮮通信使」というスローガンのもとに二日間に
渡り開催された。一般の人にはあまり知られていない小さな港町
で朝鮮通信使の行列が再現され、両国を代表するトップ棋士たち
が対局を繰り広げる。何よりも、行列を迎える大勢の人の波、実
況中継される対局を公民館で見守っていた観客たちの熱気は真
夏の太陽のように熱いものだった。まるでその昔、朝鮮通信使を
迎えていた当時の人々の姿を見るようで胸が熱くなった。
　これ以外にも日光から東京・静岡・京都・大阪・神戸・岡山・上関・
福岡等に到着するまでに朝鮮通信使が滞在した地域を隈なく調査
した。朝鮮通信使の足跡を追いながら、既存の資料の確認はも
ちろん、これまで知られていなかった新たな資料を発掘、収集す
るのはとても興味深かった。その過程で出会った数多くの日本の
方々の穏やかな笑顔と温かい配慮は今も忘れることはない。こ
のすべてが訪日フェローであるからこそ受けることができる贅沢
であった。



混成チーム同士のサッカー交流 ～「日韓交流ユースカップ 2014」～

青少年
交流事業

参加チーム（８チーム） 日	程

（１）東北学院高等学校・錦
クム ホ

湖高等学校
（２）矢板中央高等学校・富

プピョン

平高等学校
（３）茨城県立竹園高等学校・仁

　インチョン

川南高等学校
（４）茨城県立波崎高等学校・中

　チュンアン

央大学校付属高等学校
（５）常磐大学高等学校・中

　チュンギョン

京高等学校
（６）埼玉県立浦和東高等学校・通

トンジン

津高等学校
（７）習志野市立習志野高等学校・坡

パジ ュ

州高等学校
（８）山梨県立甲府東高等学校・九

ク リ

里高等学校

（１）派遣事業
7月21日（月）～7月30日（水）：韓国ソウル、仁川、光州、京畿など
各交流先地域

（２）招へい事業
8月1日（金）～8月7日（木）：宮城、栃木、埼玉、千葉、山梨など
各地域、及び茨城で集合行事（8/4プレゼンテーション・コンテスト、
8/5・6サッカー大会、8/6表彰式）

日本側参加者（韓国の魅力） 韓国側参加者（日本の魅力）

・ニュースで韓国の人が日本のことをよく言っていなかったので、不安があっ
　たが、みんな親切で、身体は大きいけど心は優しかった。
・韓国の学生たちの積極的にコミュニケーションをとる姿勢が印象的だった。
・韓国の人は気が利いて社交的な人が多かった。
・試合をしてみて、一人一人にサッカーの高い技術を見ることができた

・言葉は通じなくても競技の時は一心同体であった。観光地を見て日本の文化
　は素晴らしいと感じた。
・サッカーも強いが、人としても尊敬できる。
・道がとてもきれい、ゴミを分別するという教育が徹底している。
・日本の生徒はサッカー・勉強両方に力を入れている。

（主催：公益財団法人 日韓文化交流基金、後援：外務省、協力：公益財団法人 茨城県サッカー協会）

2014 年7月21日（月）から8月7日（木）まで、外務省が推進する「JENESYS2.0」の一環として「日韓交流ユースカッ
プ 2014」を実施しました。この事業は、日韓の高校同士が日韓混成チームを結成し、お互いの国を訪問しながら、サッカー
を通じた交流を行い、お互いの魅力を発見する中で相互理解を深めるものです。

参加チーム表と日程表

交流を通して感じた魅力
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7月下旬、日本側の高校生が、韓国の交流相手チームを訪問し、学校訪問や合同合宿をしながら、
サッカーの練習、伝統文化体験などを行いました。学校訪問では日本側生徒による発表の機会も設
けられ、各チームが地元で有名な観光地やサッカースタジアムを紹介するなど、各地の魅力が披露
されました。

派遣事業で交流を深めた後、今度は８月
初旬、韓国側高校生が来日しました。日本
側交流チームの地元で学校訪問や親善試
合などを通じ、チーム毎にさらに団結を固
めた後、全8チームが集合行事開催地で
ある茨城県水戸市に集合しました。

韓国での交流（日本側高校生の派遣）

日本での交流
（韓国側高校生の招へい）

日本のご当地ゆるキャラで地元の魅力をアピール

集合行事（日韓戦ではなく、「日韓混成チーム」でのプレゼンテーション・コンテスト、サッカー大会、表彰式）

表彰式
プレゼンテーション・コンテストとサッカー大会の結果、
総合優勝は習志野市立習志野高等学校・坡州高等学校
チームに決定し、表彰式にて当基金の鮫島章男会長か
ら優勝トロフィーが贈呈されました。また、参加全チー
ムに岸田文雄外務大臣からの賞状が授与されました。

サッカー大会
日韓の混成チームによるサッカー大会。猛暑のなか熱
戦が繰り広げられ、トーナメントを勝ち抜いた東北学
院高等学校・錦湖高等学校チームと習志野市立習志野
高等学校・坡州高等学校チームが決勝戦に進出し、両
チーム接戦の結果、後者がＰＫ戦を4-3で制し1位とな
りました。

プレゼンテーション・コンテスト
プレゼンテーションのテーマ「私たちが接して感じた魅力」について、派遣・招へい事業で交流をした成果
に加え、お互いに感じた魅力やどれだけ相互理解を深められたかをチーム別に発表。食事をする際の作
法の違い、言葉が通じない中でもホームステイ先で親切なおもてなしを受けた経験、海外でも食される
韓国のチャジャン麺と日本のラーメンこそ世界的な「食」とアピールするチームもありました。
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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、人々との対話を行いながら相互理
解を深めていくため、招へい・派遣プログラムを行っています。

日韓文化交流基金事業報告

団体名 団 長 計 男 女 期 間 主 な 訪 問 先

韓国青年
（第1団）

李振泰（イ・ジンテ）
大邱韓医大学	化粧品薬理学科	教授

36 14 22
7/29～
8/7

大分県竹田市、東洋大学、帝塚山学院大学

韓国青年
（第2団）

吳在命（オ･ジェミョン）
京院中学校	教師

37 13 24
7/29～
8/7

石川県能登町
東京都立桜修館中等教育学校

韓国青年
（第3団）

金珉子（キム・ミンジャ）
元墨高等学校	教師

37 18 19
7/29～
8/7

石川県能登町、明治学院高等学校

韓国大学生
（第1団）

李東鎬（イ・ドンホ）
国立国際教育院	企画管理部長

30 12 18
9/30～
10/9

北海道札幌市、明治大学、近畿大学

韓国大学生
（第2団）

尹南喜(ユン・ナムヒ)
国立国際教育院	教育研究士

29 16 13
9/30～
10/9

鹿児島県霧島市、明治学院大学、
関西外国語大学

団体名 団 長 計 男 女 期 間 主 な 訪 問 先

日本大学生
（外交部）

喜多律夫
外務省アジア大洋州局北東アジア課
日韓交流室長兼地域調整官

30 5 25
9/10～
9/19

韓国外交部
日韓交流おまつり2014	in	Seoulブース出展
韓国外国語大学

日本教員
（第1団）

上枝美紀子
香川県立三本松高等学校	教諭

20 11 9
9/16	～
9/25

ソウル永文初等学校
天旺中学校
善隣インターネット高等学校

本号では、2014年度第2四半期（2014年7月1日から9月30日まで）の実施事業を紹介します。

青少年交流事業1

訪韓中「日韓交流おまつり」に参加して、ブース出店（日本大学生訪韓団） 阿波踊り披露（徳島県中学生訪韓団）

訪日団

訪韓団

団体名 団 長 計※1 男※2 女※2 期 間 主 な 訪 問 先

徳島県吉野川
市中学生

三栖秀昭
吉野川市立鴨島第一中学校	教諭

50 16 29
9/14	～
9/20

上峴中学校
木浦大学

茶道体験（韓国大学生訪日団第1団）

※1引率含む　※2生徒のみ



◆ 公 募 プ ロ グ ラ ム  助 成 の ご 案 内 ◆

◆ 表紙の写真紹介  「八甲田山麓の初冬」 （撮影：鮫島章男）
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昨年（2013年）創立30周年を迎え、『日韓文化交流基金30年史』としてこれまでの活動記録を刊行したことを記念して、9月11日（木）
に、これまで当基金の事業にご協力くださった多くの関係者の方々、賛助会員の方々より、今後の日韓関係、また当基金の活動の方向
性等についてご助言いただく場を設けました。
	

○2015年度  人物交流助成
人物交流助成は日韓が共同で開催する草の根交流、シンポジウム・国際会議、芸術交流の各種事業を支援し、日韓の交流をより
活性化・多様化させ、両国の友好・交流関係を深めることを目的としています。

2015年度（2015年4月～2016年3月）実施事業に対する人物交流助成の申請を、2015年1月5日から1月23日まで受
け付けます（募集は年1回です）。

肌を刺す空気の中、赤い木の実が残っている。恰も鳥達が見つけ易いよ
うに真っ赤な色である。いつまで枝に稔ったままだろうか。早く食べてやっ
てほしいと念じながら、シャッターを押した。

日韓文化交流基金30年  感謝の夕べ2

久しぶりの再会
（左から安藤壽枝氏（元職員）、楢﨑正博理事、逢澤義朗氏（当基金関係者））

たくさんの方 を々迎え、これまでの歴史を写真パネルで紹介し開かれた「感謝の夕べ」
（於当基金会議室）

2015年は日韓国交正常化50周年となる記念の年です。
当基金では両国民間の幅広い交流の支援を目指しています。

草の根交流
一般市民による日韓相互理解のための
プログラム

シンポジウム・国際会議
日韓両国の文化や日韓関係など、両国
に関わる人文社会科学分野のテーマを
扱うシンポジウム・国際会議

芸術交流
専門家による公演・展示・共同制作など、
芸術分野における本格的な交流を目的
とする各種の文化事業

李洪九会長は本年（2014年）、旭日大綬（きょくじつだいじゅ）章を受章されました。当基金役
職員一同、心よりお祝い申し上げますとともに、今後の益々のご健勝をお祈りし、日韓交流の
発展のため、ご活躍くださいますようお願い申し上げます。

基金創立30周年記念レセプションで祝辞を述べられる李洪九（イ・ホング）韓日文化交流基金会長
※基金創立30周年記念レセプションについてはP2参照のこと。


