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日韓市民交流
の広がり

日韓大学生オンライン交流事業
－「日韓交流おまつり」での交流活動報告

　「対日理解促進交流プログラム（JENESYS2021）」の一環とし
て、日韓双方で選抜された大学生60名（日韓各30名）を対象とし
た「日韓大学生オンライン交流事業」を８～９月の全５回にわたり
実施しました。プログラムの中では、９月に日韓両国で開催された
「日韓交流おまつり」のオンラインブース企画運営を通し、互いの国
に関心を持つ市民の皆さんと対話し交流を深めました。

　次ページでは、日韓の大学生たちの「日韓交流おまつり」での活
動の様子を紹介します。

●日韓交流おまつり概要
　「日韓交流おまつり」は、2005年の日韓国交正常化40周
年を記念した「日韓友情年」の主要事業として始められ、ソウ
ルで開催されていました。日本と韓国が共に作り上げるという
意味から、2009年からは毎年、ソウルと東京で開催されてい
ます。当基金では同行事の出演者に対する支援に加え、青少
年交流事業を通したブース出展にも取り組んできました。昨
年に引き続き、今年もオンライン開催となりましたが「会えな
くても 共に歩もう（만날 수 없어도 함께 가요）」をスローガン
に、オンライン上でさまざまな交流行事が開催されました。

●「日韓大学生オンライン交流事業」概要
実施期間：８月21日・28日、９月５日・11日・18日（全５回）
主　　催：外務省、韓国外交部
実施機関：公益財団法人日韓文化交流基金、韓国国際交流財団
テ  ー  マ：「ポストコロナのトレンド展望と両国協力方策の模索」

公益財団法人
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特
集

日程内容
○開会式、オリエンテーション　○外務省講義
○グループ別交流（プロジェクトテーマ選定）

○テーマ視察・講義①日本：「コロナ克服のための日本
航空の取り組みと今後の展望」（日本航空株式会社）

○テーマ視察・講義②韓国：「グリーンエネルギー住宅
について」（蘆原環境財団）
○グループ別交流・プロジェクト活動　○成果報告会

○韓国外交部講義
○グループ別交流・プロジェクト活動
○「日韓交流おまつり」オンラインブース運営準備

○「日韓交流おまつり in Seoul」オンラインブース運営

○「日韓交流おまつり in Tokyo」オンラインブース運営
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　９月５日に実施された「日韓交流おまつり2021 in Seoul」
では、日本の大学生30名がオンラインブースを出展しました。
　韓国の皆さんに伝えたい日本の魅力について、Ａ～Hの８グ
ループごとに話し合いを重ね、写真などのプレゼンテーション
資料も準備し当日に臨みました。

　当日はブース内にグループごとのルームを開設し、原則各
ルーム１人ずつの来訪者を迎え、来訪者の関心に合わせたプ
レゼンテーションを行いました。限られた時間でしたが、メン
バーは韓国語も駆使し韓国の方 と々のコミュニケーションを楽
しんでいました。

　９月11日に実施された「日韓交流おまつり2021 in Tokyo」では、韓国の大学生30名が「韓国の知られざる宝物～
オンライン旅行」をテーマにオンラインブースを出展しました。

　時間ごとに３つのパートに分け、パートごとに紹介したい内容を決め、来場者の方々が韓国のオンライン旅行が楽しめ
るように準備を重ねました。
　１．韓国の写真スポットを季節別に紹介
　２．韓国のデザートを紹介
　３．私の町を紹介します！
　コロナの影響で日韓間の自由な往来が難しい今、韓国へのオンライン旅行を楽しめる時間となり、韓国に関心を持つ
日本の方がたくさんブースに来訪してくださり、交流を楽しんでいました。

　また、当基金では昨年に引き続き、今年の「日韓交流おまつり2021 in Tokyo」でも過去に青少年交流に参加した
OB・OGの皆さんとブースを出展し、日韓の交流の場を設けました。詳しい活動内容については、JKAF実行委員メンバー
が８ページで紹介していますので合わせてご覧ください。

青少年交流事業

日本の大学生による
「日韓交流おまつり2021 in Seoul」ブース出展報告

●各ルーム（グループ）紹介内容

旅行／アニメ・漫画／
日本語／食文化

日本語／旅行／
J-POP／大学生活

食文化／旅行

お祭り／大学生活

旅行／食べ物／お祭り

オンライン旅行

コンビニエンスストア

旅行／食べ物

A E

B F
C G

D H

九州の魅力を紹介 日本の若者言葉を紹介し盛り上がる

韓国の大学生による
「日韓交流おまつり2021 in Tokyo」ブース出展報告

韓国の写真スポットを季節別に紹介 韓国のデザートを紹介 私の町を紹介します！

交流エピソード

思ったよりも韓国の名所や
食べ物などに関心がある方が

多くて驚きました。
とても熱心に発表を聞いて

くださいました。

韓国語が上手な
方が多かったです。

韓国の文化に詳しい方も
多い印象を受けました。

発表を聞き、
韓国の大学生たちの
キャンパスライフを

味わうことができました。

運営している韓国の
大学生たちと

もっと話してみたく
なりました。

コロナ禍でも
日本の市民の皆さんと

交流できてうれしかったです。

あまり知らなかった
韓国の地方都市の魅力を
知ることができ、次はぜひ
訪問したいと思いました。

すぐにでも
韓国に行きたく
なりました。

・日本の大学へ留学予定の方にス
ライドを使って日本の観光地につい
て説明しました。

→観光地の周りの様子など、訪問す
ることを前提に質問してくださり、
とても楽しかったと言ってくれまし
た。

→時間が足りないくらいたくさん質
問してくださってうれしかったで
す。私たちも徐々に慣れてきて、事
前に準備した原稿にないことも発
信できたと思います。

・日本の大学生の一日のスケジュー
ルや流行の紹介、若者言葉について
のクイズを行いました。

→流行のゲームに関心があったよう
で、コロナ禍で始めたゲームにつ
いて質問されました。また、スマホ
ゲームやビデオゲームについては
韓国の若者も日本と同じようなト
レンドだと話していました。

→ゲームの話から日本の声優の話に
なりましたが、韓国人の来訪者も
よく知っていて、日本のアニメや声
優の海外での人気を改めて実感
しました。

・訪日経験のある方でしたが、大阪、
東京、福岡などの大都市にのみ行っ
たことがあるとのことだったので、福
井県と長崎県の観光地について紹介
しました。

→かねてからコロナが収束したら日
本の地方に行ってみたい、温泉地
に行ってみたいとのことだったの
で大変反応が良かったです。反対
に韓国の地方の観光地についても
紹介していただきました。

→地方都市というテーマに対する反
応が思ったより良くて驚きました。
地方活性化への一歩になったので
はないかと実感しています。

日韓の市民同士はお互いの国に興味を持ち、
つながっていると感じました。

今回参加できて本当に良かったです。
両国の市民同士、今後も関心を持ち合い
もっと良い隣人となれればと思いました。

運営に参加した
韓国の学生の感想

ブースを訪れた
日本人の感想
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　９月５日に実施された「日韓交流おまつり2021 in Seoul」
では、日本の大学生30名がオンラインブースを出展しました。
　韓国の皆さんに伝えたい日本の魅力について、Ａ～Hの８グ
ループごとに話し合いを重ね、写真などのプレゼンテーション
資料も準備し当日に臨みました。

　当日はブース内にグループごとのルームを開設し、原則各
ルーム１人ずつの来訪者を迎え、来訪者の関心に合わせたプ
レゼンテーションを行いました。限られた時間でしたが、メン
バーは韓国語も駆使し韓国の方 と々のコミュニケーションを楽
しんでいました。

　９月11日に実施された「日韓交流おまつり2021 in Tokyo」では、韓国の大学生30名が「韓国の知られざる宝物～
オンライン旅行」をテーマにオンラインブースを出展しました。

　時間ごとに３つのパートに分け、パートごとに紹介したい内容を決め、来場者の方々が韓国のオンライン旅行が楽しめ
るように準備を重ねました。
　１．韓国の写真スポットを季節別に紹介
　２．韓国のデザートを紹介
　３．私の町を紹介します！
　コロナの影響で日韓間の自由な往来が難しい今、韓国へのオンライン旅行を楽しめる時間となり、韓国に関心を持つ
日本の方がたくさんブースに来訪してくださり、交流を楽しんでいました。

　また、当基金では昨年に引き続き、今年の「日韓交流おまつり2021 in Tokyo」でも過去に青少年交流に参加した
OB・OGの皆さんとブースを出展し、日韓の交流の場を設けました。詳しい活動内容については、JKAF実行委員メンバー
が８ページで紹介していますので合わせてご覧ください。

青少年交流事業

日本の大学生による
「日韓交流おまつり2021 in Seoul」ブース出展報告

●各ルーム（グループ）紹介内容

旅行／アニメ・漫画／
日本語／食文化

日本語／旅行／
J-POP／大学生活

食文化／旅行

お祭り／大学生活

旅行／食べ物／お祭り

オンライン旅行

コンビニエンスストア

旅行／食べ物

A E

B F
C G

D H

九州の魅力を紹介 日本の若者言葉を紹介し盛り上がる

韓国の大学生による
「日韓交流おまつり2021 in Tokyo」ブース出展報告

韓国の写真スポットを季節別に紹介 韓国のデザートを紹介 私の町を紹介します！

交流エピソード

思ったよりも韓国の名所や
食べ物などに関心がある方が

多くて驚きました。
とても熱心に発表を聞いて

くださいました。

韓国語が上手な
方が多かったです。

韓国の文化に詳しい方も
多い印象を受けました。

発表を聞き、
韓国の大学生たちの
キャンパスライフを

味わうことができました。

運営している韓国の
大学生たちと

もっと話してみたく
なりました。

コロナ禍でも
日本の市民の皆さんと

交流できてうれしかったです。

あまり知らなかった
韓国の地方都市の魅力を
知ることができ、次はぜひ
訪問したいと思いました。

すぐにでも
韓国に行きたく
なりました。

・日本の大学へ留学予定の方にス
ライドを使って日本の観光地につい
て説明しました。

→観光地の周りの様子など、訪問す
ることを前提に質問してくださり、
とても楽しかったと言ってくれまし
た。

→時間が足りないくらいたくさん質
問してくださってうれしかったで
す。私たちも徐々に慣れてきて、事
前に準備した原稿にないことも発
信できたと思います。

・日本の大学生の一日のスケジュー
ルや流行の紹介、若者言葉について
のクイズを行いました。

→流行のゲームに関心があったよう
で、コロナ禍で始めたゲームにつ
いて質問されました。また、スマホ
ゲームやビデオゲームについては
韓国の若者も日本と同じようなト
レンドだと話していました。

→ゲームの話から日本の声優の話に
なりましたが、韓国人の来訪者も
よく知っていて、日本のアニメや声
優の海外での人気を改めて実感
しました。

・訪日経験のある方でしたが、大阪、
東京、福岡などの大都市にのみ行っ
たことがあるとのことだったので、福
井県と長崎県の観光地について紹介
しました。

→かねてからコロナが収束したら日
本の地方に行ってみたい、温泉地
に行ってみたいとのことだったの
で大変反応が良かったです。反対
に韓国の地方の観光地についても
紹介していただきました。

→地方都市というテーマに対する反
応が思ったより良くて驚きました。
地方活性化への一歩になったので
はないかと実感しています。

日韓の市民同士はお互いの国に興味を持ち、
つながっていると感じました。

今回参加できて本当に良かったです。
両国の市民同士、今後も関心を持ち合い
もっと良い隣人となれればと思いました。

運営に参加した
韓国の学生の感想

ブースを訪れた
日本人の感想

3日韓文化交流基金NEWS　No.97



  心の表現を大切に交流を続けて30年
  ―清水松香さんインタビュー

１．書画交流が始まったきっかけ
　そもそものきっかけは、1990年に釜山日報の東京支社長
であった崔性圭（チェ・ソンギュ）さん（故人）が、書道を
通じた日韓交流について発案されたことに始まります。崔さん
はすぐに美術関連出版社である修美社に相談、同社から相談
を受けた各地の書家の中の
一人が、私でした。私はす
ぐにお受けしました。
　交流の主管団体として、
韓国側では釜山の韓日書
道会（現　国際交流書道
協会）、日本側では1991年
に日韓書道芸術協会が立
ちあげられました（1995
年に国際書画芸術協会と
改称）。

２．交流で常に心掛けてきたこと
　少しずつアイデアを積み重ね、当初は作品の展示だけでし
たが、その後、会場で揮毫会も行うようになりました。第４
回からは公募展になり、多い年は日韓合わせて500点を超え
る作品が集まります。
　参加者には、ただ文字を書くのではなく、心を表現しようと
呼びかけています。両国の間に政治的な問題があっても、我々
は手を取り合って交流を続けていくのだと。そのため心の表現
を大切にしてきました。時に率直な意見もお伝えしました。
毎回作る作品集の出来にどうしても満足できず、そのことを伝

えるためにわざわざ韓国
を訪ねたこともあります。
　途中から展示作品に絵
も加わりました。心の表現
をしようという考えが浸透
する中で、作品展の幅も
広がっていきました。

３．印象に残っている出来事や苦労されたこと
　感慨深いのは、私たちの取り組みを韓国側が受け入れてく
れたことです。これまでの歩みは、細い糸が徐々に太くなって
きたようなものです。30年間、一度も途切れることなく続い
たのは、交流の重要性に対する強い思いと、心の交流の賜物
だと思います。
　色々な韓国の方々の顔も思い浮びます。韓国での行事の際
に、日本らしい小さな飴を参加者のお子さん等へ配ったので
すが、数年後にわざわざお礼の品を持って来てくれました。

ある方は化粧品を下さったのですが、日本語ができないから
と身振り手振りで使い方を教えてくれました。
　日本統治時代を経験された方々の中には、私たちとの交流
を通じて日本に対するマイナスの印象が変わった、という方が
何人もいらっしゃいました。そのような自らの体験を周囲の
人々に伝えられ、家族にも日本との書道交流への参加を勧め
られて、それらの方々がまた日本に好印象を抱くようになって
くださったこともありました。
　韓国には、釜山だけでなくソウルや安東、南原などにも行
きましたが、釜山の開放的な雰囲気が印象に残っています。
　苦労した思い出は特にありません。30年間の交流を通じて、
書についてあらためて学び、ま
た、日本独自のものと考えてい
た書、布、陶芸等、さまざまな
文化が、必ずしも日本が起源の
ものではないという事を知りまし
た。学びは今も続いています。

４．今後の書画交流、また若い世代に期待したいこと
　感性が豊かな若者同士の結びつきも必要と考えていました
が、ようやく2015年に大学生の交流会が実現しました。今
後は高校生にも広げていければと思います。書を通じた若者
同士の交流によって他の国とも友好を深めることができればい
いですね。来年も日韓双方で合計500作品ほどの規模の交流
展を行う予定ですが、今後さらに発展して行くことを願ってい
ます。

５．清水名誉会長にとって韓国とは
　韓国は旧友、心の温まる場所です。書や絵を通じた深い結
びつきで私をほのぼのとした気持ちにしてくれる国、それが韓
国です。

清水 松香（しみず しょうこう）
国際書画芸術協会
名誉会長
1934年生まれ　
1962年に玉藻書道会を主宰
し書道の普及に携わる（現在
同会会長）。
国際書画芸術協会では初代副
会長、３代目会長を歴任。
2017年に在釜山日本総領事表彰。中国との書画交流
にも取り組んでいる。書道芸術院会員。裏千家茶道
教授としても活動し、人材育成と交流に努めている。

  書を通して師匠の国から学んだこと
  ー趙顯晙（チョ・ヒョンジュン）さんインタビュー

１．書道・日本語学習を始めたきっかけ
　大学入学時、書道サークルの先輩たちのパフォーマンスに
魅せられました。中学生の時から漢字の成り立ちや歴史、書
体についても関心を持っていました。
　日本語は大学入学後、目標を見失っていた時期に「とりあ
えず何か趣味でも見つけなければ」と思い立ち、10代の頃か
ら日本のドラマやアニメ、J-POPが好きだったこともあり、勉
強を始めました。

２．2015年夏の書道交流のエピソードや、その後の活動
　当時、書道サークルの代表になっていたのですが、書道家
でもある釜山大学の白在峯（ペク・ジェボン）教授から日韓
文化交流基金が支援する日韓大学生交流書展のことを聞き、
サークル仲間と卒業生に声をかけて参加を決めました。
　交流を通じて、日本の皆さんは「漢字の作品が読める」こ
とを知りました。韓国も以前は漢字とハングルを使っていまし
たが、1970年代以降漢字を使わなくなったため、展示会で
は通常、作品の隣に読み方と解釈が書いてあります。日本で
は漢字を日常的に使いますから、書道を「楽しめる」人が多
いのだと思います。韓国もまた漢字教育が復活し、気軽に書
を楽しめる人が増えてほしいです。日本滞在はさまざまな作品
を通じて見識を深めた貴重な時間でした。
　日韓大学生交流書展がきっかけで、その後、国際書画芸
術展には顔を出すようにしました。2017年には東京、2018
年は釜山と、できるだけ
参加してきました。また
ご縁のおかげで白先生が
我がサークルの指導顧
問を引き受けてください
ました。
　大学院生になった今
は多忙で活発な創作活
動は叶いませんが、白先
生の指導の下、国際書
画芸術展との縁はこれか
らも続くと思います。い
つかまた筆を握り、それ
までの人生を描い
た作品を東京と
釜山で皆さんにお
見せしたいと思い
ます。

３．大阪大学留学の感想、印象に残るエピソード
　私は交換留学生として、2018年から１年間大阪大学工学
部応用理工学科の機械専攻で学びました。
　大阪大学での経験はまさに「百聞は一見に如かず」で、数
学と工学の講義で目から鱗が落ちる思いでした。日本は基礎
研究を重視する傾向があるのに比べ、韓国は技術の実用性に
重点を置いています。
　大阪大学では物理や数理専攻の研究者が機械学科で研究
や講義を行い、その逆もよくあるそうです。学際的な研究と
分野間の融合が日常的に実現しているからこそ日本の基礎科
学が発達したのだと考えます。
　また、交換留学時の指導教員だった石川将人先生はロボッ
ト制御が専門ですが、研究室の片隅には、昆虫飼育ケースと
カニやスッポンが入った水槽が並んでいました。不思議に思っ
ていましたが、先生は「生き物の動きを観察しているとロボッ
トの制御に関するインスピレーションが湧く」とおっしゃいま
した。日本の研究
者たちが自分の興
味の次元や知的好
奇心を基に、創意
的な研究に繋げる
姿がいまも忘れら
れません。私もそ
うありたいと願って
います。

４．趙さんにとって日本とは
　私にとって日本は「師匠の国」です。書道展を通じて知り
合った先生方から伺ったさまざまなお話や、留学中に学んだ
すべてのことが血となり肉となりました。生きる知恵、学問に
対する態度と物事への創意的な見方に接した経験があったか
らこそ今の自分があると思っています。
　私は現在、母校である釜山大学の修士課程に在籍していま
す。コロナさえなかったら再び日本で学んでいたはずですが、
残念ながら韓国に残ることになりました。現在の状況が収束
した暁には日本で博士課程に進みたいと思っています。そし
て、韓国に戻り、後進に日本で学んだ内容を伝え、自分は日
本でかけがえの無い経験を得ることができた、と語れる日が
来ることを願っています。

趙顯晙（チョ・ヒョンジュン）　
1995年生まれ
現在、釜山大学大学院情報
融合工学科AI 専攻に在籍。

交流事業紹介

書画を通じた心の交流30年 ー 国際書画芸術協会の取り組み 

第１回日本展の開幕式（1991年）

会場での交流の様子

会場で揮毫する清水顧問 2015年の交流会場にて

　書道を通じた日韓交流を推進してきた「国際書画芸術協会」の設立に関わられた清水松香名誉会長と、同会主催の大学生交
流（当基金企画競争公募事業）にも参加された若手会員の趙顯晙（チョ・ヒョンジュン）さんにお話を伺いました。

2015年の日韓大学生書道交流展

2017年の会場にて（右が釜山大学の白在峯教授）
第27回展の参加者と
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  心の表現を大切に交流を続けて30年
  ―清水松香さんインタビュー

１．書画交流が始まったきっかけ
　そもそものきっかけは、1990年に釜山日報の東京支社長
であった崔性圭（チェ・ソンギュ）さん（故人）が、書道を
通じた日韓交流について発案されたことに始まります。崔さん
はすぐに美術関連出版社である修美社に相談、同社から相談
を受けた各地の書家の中の
一人が、私でした。私はす
ぐにお受けしました。
　交流の主管団体として、
韓国側では釜山の韓日書
道会（現　国際交流書道
協会）、日本側では1991年
に日韓書道芸術協会が立
ちあげられました（1995
年に国際書画芸術協会と
改称）。

２．交流で常に心掛けてきたこと
　少しずつアイデアを積み重ね、当初は作品の展示だけでし
たが、その後、会場で揮毫会も行うようになりました。第４
回からは公募展になり、多い年は日韓合わせて500点を超え
る作品が集まります。
　参加者には、ただ文字を書くのではなく、心を表現しようと
呼びかけています。両国の間に政治的な問題があっても、我々
は手を取り合って交流を続けていくのだと。そのため心の表現
を大切にしてきました。時に率直な意見もお伝えしました。
毎回作る作品集の出来にどうしても満足できず、そのことを伝

えるためにわざわざ韓国
を訪ねたこともあります。
　途中から展示作品に絵
も加わりました。心の表現
をしようという考えが浸透
する中で、作品展の幅も
広がっていきました。

３．印象に残っている出来事や苦労されたこと
　感慨深いのは、私たちの取り組みを韓国側が受け入れてく
れたことです。これまでの歩みは、細い糸が徐々に太くなって
きたようなものです。30年間、一度も途切れることなく続い
たのは、交流の重要性に対する強い思いと、心の交流の賜物
だと思います。
　色々な韓国の方々の顔も思い浮びます。韓国での行事の際
に、日本らしい小さな飴を参加者のお子さん等へ配ったので
すが、数年後にわざわざお礼の品を持って来てくれました。

ある方は化粧品を下さったのですが、日本語ができないから
と身振り手振りで使い方を教えてくれました。
　日本統治時代を経験された方々の中には、私たちとの交流
を通じて日本に対するマイナスの印象が変わった、という方が
何人もいらっしゃいました。そのような自らの体験を周囲の
人々に伝えられ、家族にも日本との書道交流への参加を勧め
られて、それらの方々がまた日本に好印象を抱くようになって
くださったこともありました。
　韓国には、釜山だけでなくソウルや安東、南原などにも行
きましたが、釜山の開放的な雰囲気が印象に残っています。
　苦労した思い出は特にありません。30年間の交流を通じて、
書についてあらためて学び、ま
た、日本独自のものと考えてい
た書、布、陶芸等、さまざまな
文化が、必ずしも日本が起源の
ものではないという事を知りまし
た。学びは今も続いています。

４．今後の書画交流、また若い世代に期待したいこと
　感性が豊かな若者同士の結びつきも必要と考えていました
が、ようやく2015年に大学生の交流会が実現しました。今
後は高校生にも広げていければと思います。書を通じた若者
同士の交流によって他の国とも友好を深めることができればい
いですね。来年も日韓双方で合計500作品ほどの規模の交流
展を行う予定ですが、今後さらに発展して行くことを願ってい
ます。

５．清水名誉会長にとって韓国とは
　韓国は旧友、心の温まる場所です。書や絵を通じた深い結
びつきで私をほのぼのとした気持ちにしてくれる国、それが韓
国です。

清水 松香（しみず しょうこう）
国際書画芸術協会
名誉会長
1934年生まれ　
1962年に玉藻書道会を主宰
し書道の普及に携わる（現在
同会会長）。
国際書画芸術協会では初代副
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  書を通して師匠の国から学んだこと
  ー趙顯晙（チョ・ヒョンジュン）さんインタビュー

１．書道・日本語学習を始めたきっかけ
　大学入学時、書道サークルの先輩たちのパフォーマンスに
魅せられました。中学生の時から漢字の成り立ちや歴史、書
体についても関心を持っていました。
　日本語は大学入学後、目標を見失っていた時期に「とりあ
えず何か趣味でも見つけなければ」と思い立ち、10代の頃か
ら日本のドラマやアニメ、J-POPが好きだったこともあり、勉
強を始めました。

２．2015年夏の書道交流のエピソードや、その後の活動
　当時、書道サークルの代表になっていたのですが、書道家
でもある釜山大学の白在峯（ペク・ジェボン）教授から日韓
文化交流基金が支援する日韓大学生交流書展のことを聞き、
サークル仲間と卒業生に声をかけて参加を決めました。
　交流を通じて、日本の皆さんは「漢字の作品が読める」こ
とを知りました。韓国も以前は漢字とハングルを使っていまし
たが、1970年代以降漢字を使わなくなったため、展示会で
は通常、作品の隣に読み方と解釈が書いてあります。日本で
は漢字を日常的に使いますから、書道を「楽しめる」人が多
いのだと思います。韓国もまた漢字教育が復活し、気軽に書
を楽しめる人が増えてほしいです。日本滞在はさまざまな作品
を通じて見識を深めた貴重な時間でした。
　日韓大学生交流書展がきっかけで、その後、国際書画芸
術展には顔を出すようにしました。2017年には東京、2018
年は釜山と、できるだけ
参加してきました。また
ご縁のおかげで白先生が
我がサークルの指導顧
問を引き受けてください
ました。
　大学院生になった今
は多忙で活発な創作活
動は叶いませんが、白先
生の指導の下、国際書
画芸術展との縁はこれか
らも続くと思います。い
つかまた筆を握り、それ
までの人生を描い
た作品を東京と
釜山で皆さんにお
見せしたいと思い
ます。

３．大阪大学留学の感想、印象に残るエピソード
　私は交換留学生として、2018年から１年間大阪大学工学
部応用理工学科の機械専攻で学びました。
　大阪大学での経験はまさに「百聞は一見に如かず」で、数
学と工学の講義で目から鱗が落ちる思いでした。日本は基礎
研究を重視する傾向があるのに比べ、韓国は技術の実用性に
重点を置いています。
　大阪大学では物理や数理専攻の研究者が機械学科で研究
や講義を行い、その逆もよくあるそうです。学際的な研究と
分野間の融合が日常的に実現しているからこそ日本の基礎科
学が発達したのだと考えます。
　また、交換留学時の指導教員だった石川将人先生はロボッ
ト制御が専門ですが、研究室の片隅には、昆虫飼育ケースと
カニやスッポンが入った水槽が並んでいました。不思議に思っ
ていましたが、先生は「生き物の動きを観察しているとロボッ
トの制御に関するインスピレーションが湧く」とおっしゃいま
した。日本の研究
者たちが自分の興
味の次元や知的好
奇心を基に、創意
的な研究に繋げる
姿がいまも忘れら
れません。私もそ
うありたいと願って
います。

４．趙さんにとって日本とは
　私にとって日本は「師匠の国」です。書道展を通じて知り
合った先生方から伺ったさまざまなお話や、留学中に学んだ
すべてのことが血となり肉となりました。生きる知恵、学問に
対する態度と物事への創意的な見方に接した経験があったか
らこそ今の自分があると思っています。
　私は現在、母校である釜山大学の修士課程に在籍していま
す。コロナさえなかったら再び日本で学んでいたはずですが、
残念ながら韓国に残ることになりました。現在の状況が収束
した暁には日本で博士課程に進みたいと思っています。そし
て、韓国に戻り、後進に日本で学んだ内容を伝え、自分は日
本でかけがえの無い経験を得ることができた、と語れる日が
来ることを願っています。

趙顯晙（チョ・ヒョンジュン）　
1995年生まれ
現在、釜山大学大学院情報
融合工学科AI 専攻に在籍。
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書画を通じた心の交流30年 ー 国際書画芸術協会の取り組み 

第１回日本展の開幕式（1991年）

会場での交流の様子

会場で揮毫する清水顧問 2015年の交流会場にて

　書道を通じた日韓交流を推進してきた「国際書画芸術協会」の設立に関わられた清水松香名誉会長と、同会主催の大学生交
流（当基金企画競争公募事業）にも参加された若手会員の趙顯晙（チョ・ヒョンジュン）さんにお話を伺いました。

2015年の日韓大学生書道交流展

2017年の会場にて（右が釜山大学の白在峯教授）
第27回展の参加者と
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　６月の日韓大学生オンライン交流『みんなおいでよ
（어서와）』において、「日韓：その似ていて大きく異なる存
在」をテーマに講義をご担当くださいました武井一さんよ
り、日韓両国の文化の違いやその由来、また交流する上で
の考え方についてエッセイをお寄せいただきました。

自分のことを説明するために
東京都立日比谷高等学校　講師

武井 一
　初めて韓国に行った時の印象は今でも忘れられません。
日本と雰囲気がとてもよく似ているのに何かが違うのです。
その違いは何かということが気にかかり、韓国に関心を持
つようになりました。
　雰囲気だけでなく、人もよく似ています。そのため無意
識のうちに日本と韓国は同質と考えがちなのですが、似て
いることは同じことではありません。
　例えば、日本は平野が狭い上に険しい山が多く、移動
には困難を伴います。人々は狭い谷や盆地に縛り付けら
れました。土地から離れにくいのです。また、大陸性気
候のため四季の変化が明瞭な韓国に対して、海洋性の日
本では四季の変化は明瞭ではありません。その上、避け
られない台風や地震などの自然災害も多く起こります。神
話はその地域の発想を表しますが、日本の神々は自然神
で人々の周りにいて災害をおこす神です。自然とどう付き
合うかが重大な関心事なのです。一方で島国のため外敵
の侵攻はほとんどなく、外から来る人は歓迎される存在で
した。
　外敵を意識せずに生活できた日本では、狭い所で暮ら
し続けるために、周囲の目を意識して生活する必要があり
ました。周りから排除されないためです。神話でも神々は
互いの関係を意識します。集団の中で安らかに過ごすた
めには決まり事が大切で、一度決めるとそれを守り続けま
した。現在の秩序の中で生きることが肝要なのです。過
去をふり返る必要はないので、いきおい歴史に対する関
心は低くなります。
　これに対して韓国では西部に平野が広がる上に、一部
の地域を除いて山は険しくなく楽に移動できます。日本よ
りは土地から離れやすいのです。地震などの自然災害は
多くないのですが、その代わりに北方の民族や倭寇などの
度重なる侵攻に悩まされました。平野が遼東半島から続
くことと、海に長けた日本が近いからです。自分たちには
責任がないのに、攻め入る人災によって突然日常の生活
が断たれるのです。そのため、人災が重大な関心事にな
りました。人災がなければ平和な日常が続いていたはず
で、避けられたかもしれないものです。
　危機のときほど自分が何者かを考えるようになるといい
ます。韓国でも危機を通じて民族の意識が強くなりまし

た。それが理想の民族を追求することにつながります。韓
国の檀君神話は天上の神と天下の民という上下型の神話
ですが、これは上、すなわち理想の世界を追求する発想
があることを示します。ここからは決まり事も、それが理
想と異なるなら理想に合うように正せばよいことになりま
す。現在とは、避けられたかもしれない多くの人災を乗り
越えたものなので、現在と過去は重なります。したがって
歴史に対する関心は強くなります。
　日本と韓国が歴史認識問題、政治問題などで噛み合わ
ない背景の中にはこのようなことがあるように思います。
自分の国の中では当たり前のことが相手の国で反発を呼
ぶこともあります。互いに相手も自分と同じように考える
と思い込んでいるからです。
　それを噛み合わせるためには、違いに目を向けて自分と
比較する必要があります。そのためには自分のことも知ら
なければなりません。生まれ育った文化はその人にとって
は空気のようなものだからです。相手は別の空気の中にい
ます。自分の空気を意識化した上で相手に通じるように語
る必要があるのです。
　そのような意識化は相手を理解することにも繋がりま
す。私たちは無意識のうちに相手のことを自文化の基準で
判断しがちです。特に日本と韓国はよく似ているだけに互
いの基準で判断できることが多いのです。食事の時に茶
碗を持つ日本の基準からすれば、茶碗を持たない韓国の
習慣は作法違反と見られます。しかし、自分のことが意識
化できれば、空気の異なる相手の文化を自分の基準で判
断することはできないことが分かります。韓国では茶碗を
持たないというこ
とをそのまま受け
入れることができ
るのです。近すぎ
るだけに銘じてお
きたいことです。

交流エッセイ 交流事業参加OB・OGインタビュー
「わたしたちの声」
　2018年から2019年にかけて、当基金の交流事業参加経験
者による同窓会組織である、JKAF（Japan Korea Alumni 
Forum：日本側）とKJAF（Korea Japan Alumni Forum：韓
国側）が発足しました。メンバーたちはそれぞれの国内メン
バーとミーティングを開き、親睦を深め、ネットワークを広げて
います。また日韓双方のメンバーがオンラインで顔を合わせ、自
由闊達な意見交換を行ったり、日韓合同で交流行事へ参加し
たりしています。さる９月11日の「日韓交流おまつり2021 
in Tokyo」においても「韓国の若者とおしゃべりをしよう」と題
したブースを運営しました（詳しくは８ページをご覧ください）。
　
　当基金ウェブサイトでは、訪日団・訪韓団経験者の皆さんに、
交流事業に参加したきっかけや、参加当時の思い出、また日韓
両国の交流へ抱く思いについて語ってもらうインタビュー記事
を日本語と韓国語の両方で連載しています（本年６月より）。
　ここではその一部をご紹介します。是非ウェブサイトも併せ
てご覧ください。

金龍會（キム・ヨンフェ） さん

2019年７月
韓国大学生訪日団（第１団）に参加　
　　　　　　　　

「日本と韓国で『同じだ』と感じたこと」
　韓国と日本の一番の共通点をあげるとしたら、「言語的
な類似性」ではないかと思います。（中略）言語というもの
は1つの国の文化や精神が盛り込まれた器であると考え
ると、日韓間のこのような言語的な類似性は外から見え
る文化的な面だけではなく、見えない精神的な側面にお
いてもお互いが共感できる面がたくさんあり、これらを土
台にして、もう一度、新しい関係へと前進していくことがで
きるのではないかと思いました。

渡辺 一花 さん

2017年９月
日本大学生訪韓団（韓国外交部招聘）
に参加

「その後の生活で活かされた経験」
　たくさんの韓国人と交流したりお話を聞いたりしたこ
とで、物事を多角的な視点で見たり、客観的に見られるよ
うになりました。また、物事を考える時に何が正しい、間
違っている等の偏った考えではなく、物事を柔軟に考えら
れるようになりました。（中略）例えば「こういった意見も

ある、じゃあなぜ韓国（日本）はこう考えるのか、その根拠
はなんなのか」というこのステップを踏むだけで自分の知
識にもなりますし、経験にもなります。そしてそれらを踏ま
えた自分の意見を導き出すことができると思います。

吳度衍（オ・ドヨン） さん

2020年２月
韓国青年訪日団（第８団）に参加

「いつの間にか仲直りしているように」
　…日本と韓国は絶対に離れることのできない関係だと
思っています。地理的に近い分、昔から歴史的・文化的に
結びついている部分も多く、それだけお互いが敏感に感
じることも多いはずです。（中略）これからもどんな問題が
日韓両国の間に起きるのか、私たちには分かりません。で
すが子どもたちが「ままごと」をしながらケンカをしてもい
つの間にか仲直りしているように、これからどんな問題が
起こったとしても、その問題に対し日韓両国が共に力を合
わせ、打ち勝つことができるよう願っています。

木村 元気 さん

2015年３月
日本大学生訪韓団（韓国国立国際教
育院招聘）に参加

「もはや兄弟げんかをしている場合で
はない」
　日本も韓国も、二つの国しかない世界にいるわけでは
ありません。日韓は互いだけを見ていると違いばかりが目
立つのですが、少し離れたところ、例えばヨーロッパから
見てみると、歴史も文化も言葉もとても似た国であること
に気づきます。世界が急速にアメリカ、中国、そしてEUと
いう三つの極に分裂していく中で、日本も韓国も、どの陣
営に属するのか、そして少しでも国としての存在感を維持
するためにはどうしたらいいのか、考えなければいけない
時期に来ています。結局のところアメリカや中国は超大国
なので、日本や韓国とは考え方の根本が違います。もはや
兄弟げんかをしている場合ではない。日本が本当の意味
で信頼できるのは韓国以外に有り得ないし、韓国にとっ
てもそれは同じでしょう。

武井 一 
1963年東京生まれ
成蹊大学大学院法学政治学研究
科博士前期課程修了。
都立高校を中心に地歴公民、韓
国語などを教える。
韓国史、韓国文化に関心を持ち研究。
1999年第 2回日韓青少年交流ネットワークフォー
ラムに参加したほか、KBSの日本語放送の韓国紹介
番組を手伝うなど、多くの交流活動に参加。
著書「ソウルの王宮めぐり」「皇室特派留学生」訳書
「ソウルに残された日本」など。
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　６月の日韓大学生オンライン交流『みんなおいでよ
（어서와）』において、「日韓：その似ていて大きく異なる存
在」をテーマに講義をご担当くださいました武井一さんよ
り、日韓両国の文化の違いやその由来、また交流する上で
の考え方についてエッセイをお寄せいただきました。

自分のことを説明するために
東京都立日比谷高等学校　講師

武井 一
　初めて韓国に行った時の印象は今でも忘れられません。
日本と雰囲気がとてもよく似ているのに何かが違うのです。
その違いは何かということが気にかかり、韓国に関心を持
つようになりました。
　雰囲気だけでなく、人もよく似ています。そのため無意
識のうちに日本と韓国は同質と考えがちなのですが、似て
いることは同じことではありません。
　例えば、日本は平野が狭い上に険しい山が多く、移動
には困難を伴います。人々は狭い谷や盆地に縛り付けら
れました。土地から離れにくいのです。また、大陸性気
候のため四季の変化が明瞭な韓国に対して、海洋性の日
本では四季の変化は明瞭ではありません。その上、避け
られない台風や地震などの自然災害も多く起こります。神
話はその地域の発想を表しますが、日本の神々は自然神
で人々の周りにいて災害をおこす神です。自然とどう付き
合うかが重大な関心事なのです。一方で島国のため外敵
の侵攻はほとんどなく、外から来る人は歓迎される存在で
した。
　外敵を意識せずに生活できた日本では、狭い所で暮ら
し続けるために、周囲の目を意識して生活する必要があり
ました。周りから排除されないためです。神話でも神々は
互いの関係を意識します。集団の中で安らかに過ごすた
めには決まり事が大切で、一度決めるとそれを守り続けま
した。現在の秩序の中で生きることが肝要なのです。過
去をふり返る必要はないので、いきおい歴史に対する関
心は低くなります。
　これに対して韓国では西部に平野が広がる上に、一部
の地域を除いて山は険しくなく楽に移動できます。日本よ
りは土地から離れやすいのです。地震などの自然災害は
多くないのですが、その代わりに北方の民族や倭寇などの
度重なる侵攻に悩まされました。平野が遼東半島から続
くことと、海に長けた日本が近いからです。自分たちには
責任がないのに、攻め入る人災によって突然日常の生活
が断たれるのです。そのため、人災が重大な関心事にな
りました。人災がなければ平和な日常が続いていたはず
で、避けられたかもしれないものです。
　危機のときほど自分が何者かを考えるようになるといい
ます。韓国でも危機を通じて民族の意識が強くなりまし

た。それが理想の民族を追求することにつながります。韓
国の檀君神話は天上の神と天下の民という上下型の神話
ですが、これは上、すなわち理想の世界を追求する発想
があることを示します。ここからは決まり事も、それが理
想と異なるなら理想に合うように正せばよいことになりま
す。現在とは、避けられたかもしれない多くの人災を乗り
越えたものなので、現在と過去は重なります。したがって
歴史に対する関心は強くなります。
　日本と韓国が歴史認識問題、政治問題などで噛み合わ
ない背景の中にはこのようなことがあるように思います。
自分の国の中では当たり前のことが相手の国で反発を呼
ぶこともあります。互いに相手も自分と同じように考える
と思い込んでいるからです。
　それを噛み合わせるためには、違いに目を向けて自分と
比較する必要があります。そのためには自分のことも知ら
なければなりません。生まれ育った文化はその人にとって
は空気のようなものだからです。相手は別の空気の中にい
ます。自分の空気を意識化した上で相手に通じるように語
る必要があるのです。
　そのような意識化は相手を理解することにも繋がりま
す。私たちは無意識のうちに相手のことを自文化の基準で
判断しがちです。特に日本と韓国はよく似ているだけに互
いの基準で判断できることが多いのです。食事の時に茶
碗を持つ日本の基準からすれば、茶碗を持たない韓国の
習慣は作法違反と見られます。しかし、自分のことが意識
化できれば、空気の異なる相手の文化を自分の基準で判
断することはできないことが分かります。韓国では茶碗を
持たないというこ
とをそのまま受け
入れることができ
るのです。近すぎ
るだけに銘じてお
きたいことです。

交流エッセイ 交流事業参加OB・OGインタビュー
「わたしたちの声」
　2018年から2019年にかけて、当基金の交流事業参加経験
者による同窓会組織である、JKAF（Japan Korea Alumni 
Forum：日本側）とKJAF（Korea Japan Alumni Forum：韓
国側）が発足しました。メンバーたちはそれぞれの国内メン
バーとミーティングを開き、親睦を深め、ネットワークを広げて
います。また日韓双方のメンバーがオンラインで顔を合わせ、自
由闊達な意見交換を行ったり、日韓合同で交流行事へ参加し
たりしています。さる９月11日の「日韓交流おまつり2021 
in Tokyo」においても「韓国の若者とおしゃべりをしよう」と題
したブースを運営しました（詳しくは８ページをご覧ください）。
　
　当基金ウェブサイトでは、訪日団・訪韓団経験者の皆さんに、
交流事業に参加したきっかけや、参加当時の思い出、また日韓
両国の交流へ抱く思いについて語ってもらうインタビュー記事
を日本語と韓国語の両方で連載しています（本年６月より）。
　ここではその一部をご紹介します。是非ウェブサイトも併せ
てご覧ください。

金龍會（キム・ヨンフェ） さん

2019年７月
韓国大学生訪日団（第１団）に参加　
　　　　　　　　

「日本と韓国で『同じだ』と感じたこと」
　韓国と日本の一番の共通点をあげるとしたら、「言語的
な類似性」ではないかと思います。（中略）言語というもの
は1つの国の文化や精神が盛り込まれた器であると考え
ると、日韓間のこのような言語的な類似性は外から見え
る文化的な面だけではなく、見えない精神的な側面にお
いてもお互いが共感できる面がたくさんあり、これらを土
台にして、もう一度、新しい関係へと前進していくことがで
きるのではないかと思いました。

渡辺 一花 さん

2017年９月
日本大学生訪韓団（韓国外交部招聘）
に参加

「その後の生活で活かされた経験」
　たくさんの韓国人と交流したりお話を聞いたりしたこ
とで、物事を多角的な視点で見たり、客観的に見られるよ
うになりました。また、物事を考える時に何が正しい、間
違っている等の偏った考えではなく、物事を柔軟に考えら
れるようになりました。（中略）例えば「こういった意見も

ある、じゃあなぜ韓国（日本）はこう考えるのか、その根拠
はなんなのか」というこのステップを踏むだけで自分の知
識にもなりますし、経験にもなります。そしてそれらを踏ま
えた自分の意見を導き出すことができると思います。

吳度衍（オ・ドヨン） さん

2020年２月
韓国青年訪日団（第８団）に参加

「いつの間にか仲直りしているように」
　…日本と韓国は絶対に離れることのできない関係だと
思っています。地理的に近い分、昔から歴史的・文化的に
結びついている部分も多く、それだけお互いが敏感に感
じることも多いはずです。（中略）これからもどんな問題が
日韓両国の間に起きるのか、私たちには分かりません。で
すが子どもたちが「ままごと」をしながらケンカをしてもい
つの間にか仲直りしているように、これからどんな問題が
起こったとしても、その問題に対し日韓両国が共に力を合
わせ、打ち勝つことができるよう願っています。

木村 元気 さん

2015年３月
日本大学生訪韓団（韓国国立国際教
育院招聘）に参加

「もはや兄弟げんかをしている場合で
はない」
　日本も韓国も、二つの国しかない世界にいるわけでは
ありません。日韓は互いだけを見ていると違いばかりが目
立つのですが、少し離れたところ、例えばヨーロッパから
見てみると、歴史も文化も言葉もとても似た国であること
に気づきます。世界が急速にアメリカ、中国、そしてEUと
いう三つの極に分裂していく中で、日本も韓国も、どの陣
営に属するのか、そして少しでも国としての存在感を維持
するためにはどうしたらいいのか、考えなければいけない
時期に来ています。結局のところアメリカや中国は超大国
なので、日本や韓国とは考え方の根本が違います。もはや
兄弟げんかをしている場合ではない。日本が本当の意味
で信頼できるのは韓国以外に有り得ないし、韓国にとっ
てもそれは同じでしょう。

武井 一 
1963年東京生まれ
成蹊大学大学院法学政治学研究
科博士前期課程修了。
都立高校を中心に地歴公民、韓
国語などを教える。
韓国史、韓国文化に関心を持ち研究。
1999年第 2回日韓青少年交流ネットワークフォー
ラムに参加したほか、KBSの日本語放送の韓国紹介
番組を手伝うなど、多くの交流活動に参加。
著書「ソウルの王宮めぐり」「皇室特派留学生」訳書
「ソウルに残された日本」など。
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活動報告

日韓の架け橋、共に手を携え
「在韓日本女声合唱団　憩」
ピアニスト兼音楽監督　呉今仙（オ・クムソン）

助成事業紹介

　私たち「憩」は、韓国大邱・慶尚北道地域在住の日本人女性を
対象とした女声三部合唱団です。日常生活の中で歌を楽しみ、
歌を通しストレスを発散し、また日本人女性同士が交流できる
憩の場として2017年に結成しました。大邱市のイベントに数多
く参加し、2019年には「スーパースター多文化競演大会」で大
邱地域一位になり全国大会へ進出しました。日本との交流音楽
会も積極的に行い、2018年には岡山県の「アンサンブル総社」
と日韓両国にて交流音楽会を開催・共演しました。また大邱の
「ソリモアフルートアンサンブル」（以下「ソリモアアンサンブル」）
とは2019年に「大邱－神戸交流音楽会～音楽は通じる～」に
て協演し、以降数回にわたり舞台を共にしてきました。他にも韓
国の複数の団体と交流音楽会を共にし、地域社会で日韓両国
の架け橋となることを目標に活動しています。

　私は結成当初から「憩」で合唱指
導を行うと共に、定期演奏会の企画・
実施に力を注いでいます。この度、日
韓文化交流基金の支援で「ソリモア
アンサンブル」を協力団体、「アンサン
ブル総社」をゲストとして、ユネスコ音
楽創意都市である大邱で３団体の交
流音楽会と交流会を企画しました。

　コロナ禍で「アンサンブル総社」の来韓が困難となりました
が交流音楽会は是非実現させたいと考え、３団体の代表がオ
ンラインで打ち合わせを重ねた結果、「アンサンブル総社」の演
奏動画をプロジェクターで舞台上に映し、それに合わせ「憩」と
「ソリモアアンサンブル」が舞台で共演することになり、３団体
の想いが叶いました。またこれまでの打ち合わせは３団体の仲
を親密にし、大切な交流の場となりました。
　交流会では、韓国の地で長年社会福祉の教育や実践活動に
取り組み、特に大邱では８年にわたり子どものための「グループ
ホーム」運営に携わった、岡田節子元静岡県立大学短期大学部
教授に講演をお願いしていましたが、先生の来韓も困難となっ
たため、事前に撮影して交流会場で上映することにしました。
　合同練習は二度行い、互いに刺激を受けアンサンブルの楽
しさを感じながら、音楽の交流から文化の交流、また人と人と
の交流に繋げていきました。プログラムには日韓両国で共感で

きる曲を選曲
し、日本の「ふる
さと」、「花は咲
く」、韓国の「コ
ヒャンエポム（故
郷の春）」、「アリ
ランメドレー」な
ど馴染みのある
曲で日韓関係へ

の親近感を持たせました。
 
　当日９月11日には、予想を遥かに超えるたくさんの大邱市民
（在韓日本人を含む）が、会場の大邱コンサートハウスに観に
来てくださいました。「アンサンブル総社」との動画共演につい
ては斬新だという声と共に、とても感動したという声も多く頂
きました。今回のメイン曲でもある「見上げてごらん夜の星を」
では、３団体の団員や協力者が参加する動画を上映しながら
演奏して観客を音楽的、視覚的にも魅了しました。盛大な拍手
に応えてのアンコールは、日韓交流の重要性への理解が深まっ
たことの表れと感じられ、これからに向けての大きな希望とな
りました。
　大邱YMCAで行われた交流会では、「アンサンブル総社」の
団員と岡田節子先生にオンラインでご参加いただき、親睦を深
めました。岡田先生の講演は「コーラスを日韓交流の架け橋
に！」というテーマで、「憩」メン
バーのみならず、参加した全て
の方に感動と共感を与えてくだ
さいました。最後の交流時間
は、日本からの演奏に合わせ歌
い演奏するという夢のような楽
しい時間でした。
 
　「憩」は、何事もメンバーが協力し皆で作りあげていくことを
重要視しています。コロナ禍で準備活動も練習も思うように進
まず、また今まで経験したことのない大舞台ということで困難
なことは多々ありましたが、周りの方々に助けられたことは数知
れず、多くの方々の支持を肌で感じました。
　今回の行事を通じて、３団体の出演者同士だけでなく観客と
も繋がることができ、今後の活動の大きな励みにもなりました。
また、音楽を通し韓国社会との意思疎通ができたことや、小さい
ながらも日韓の架け橋になれたことを大変嬉しく思います。
　私は音楽をする上で一番大
事なことは、想いを伝えること
だと思っています。この日、私は
たくさんの感謝の気持ちを込
めて舞台に立ちました。これか
らも感謝の気持ちを忘れずに
活動していきたいと思います。

３団体の共演の場面

交流会の様子

「憩」のメンバー

音楽会ポスター

呉今仙（オ・クムソン） 

洗足学園音楽大学ピアノ科卒業後、
渡独。ベルリン国立大学ハンスアイス
ラー音楽大学ピアノ科ディプロム卒
業。国内外での演奏活動のほか、教
育家としても技術と表現のバランスが
取れた教育を追求している。「憩」は生活文化音楽団体と
して現在大邱で注目されている。また多くの公演企画に取
り組み、日韓の民間交流活性化に貢献する音楽家として精
力的に活動している。

JKAF実行委員（社会人）

新里 智樹 
日韓オンライン交流会
　JKAFは、７月17日と31日の２回にわたりオンライン韓
国大学生訪日団との交流会を企画・運営しました。
　訪日団の団員とJKAFのメンバーは、日韓問題に関する
日韓それぞれの新聞記事に目を通し、それぞれの国内で
の問題の報じられ方・認識の違いなどについて、グルー
プごとにディスカッションを行いました。同じ問題に対す
るお互いの国の捉え方を理解することで、日韓関係のこれ
からを前向きに考える機会になればと思い、この行事を企
画しました。
　言葉の壁などもありましたが、運営メンバーがフォロー
することで円滑にディスカッションが進み、いずれのグ
ループでも有意義なディスカッションが行われました。
　その後、各グループで出た意見を整理して発表し合い、
「日本に良いイメージを持っていたので、日韓関係に関す
るネガティブな記事はあまり見ていなかったが、今回のイ
ベントを通して避けられない問題であると感じた」「お互
いの立場を尊重する必要がある」「両国の報道のされ方を
比較することで視野が広がった」という意見が出ました。

「日韓交流おまつり2021 in Tokyo」
オンラインブース出展
　９月11日、「会えなくても 共に歩もう」をスローガンに、
今年13周年を迎える「日韓交流おまつり2021 in Tokyo」
がオンラインで開催されました。JKAFでは、日韓文化交
流基金主催のオンライン訪日団に参加している韓国の大
学生や青年たちと協力し、「韓国の若者とおしゃべりしよ
う！」と題して、日韓の市民が対話し交流することができ
る「交流トークルーム」を４つ設けました。
　１つ目は、「思い出のドラマと音楽で盛り上がりません
か？」と題して、韓国側メンバーと日韓両国の音楽やドラ
マをはじめとする文化について好きなところを語り合い、
お互いの文化をより深く知る場を設けました。実際に「日
本のドラマやアニメで、頭をたたくシーンがあります。韓
国では違和感がありますが日本の方はどうですか？」な
ど、たくさんの質問があり、とても盛り上がりました。
　２つ目は、「Vlogカフェ～とある韓国での暮らし～」と
題して、韓国の生活をVlog動画で紹介し、視聴後は撮影
者と交流できる場を設けました。参加者からは、「見てい

て楽しかったです。早く韓国に行きたい気持ちになりまし
た」「今現在の韓国での生活について、若い人たちのリア
ルな日常を見ることができて楽しかったです」などの感想
をいただきました。
　３つ目は、「韓国人の友達をつくろう！」と題して、韓
国側メンバーのInstagramを見ながら、韓国人の実際の
生活の様子を知ってもらい、気軽に質問ができる場を設
けました。実際、たくさんの質問が寄せられ、その中でも
「日本を好きになったきっかけは？」という質問には、「日
本のアニメーション」「自宅に日本人がホームステイした
こと」「共通の趣味について日本語で会話したこと」など
さまざまな回答があり、とても印象的でした。
　４つ目は、「文化交流って何だろう？日韓における文化
交流って必要？」と題して、草の根交流から公共外交ま
で、さまざまなレベルと分野の文化交流が実施されてきた
中で、それらの文化交流が日韓の社会にどのような影響
を及ぼしているのか、果たして効果はあるのか等について、
一緒に考える機会を設けました。
　その結果、わずか３時間の開催にもかかわらず、高校
生、大学生、社会人等、幅広い世代のたくさんの方が参
加してくださいました。イベント後の参加者アンケートで
は、「すごく楽しかったのでまた参加したいです」「今後も
さまざまな交流の機会を作ってください」「なかなかでき
ない体験ができてとても良かったです！」「初めて韓国人
の方と交流したのですが、文化交流の面で良い刺激にな
りました」などの声をいただきました。
　JKAFでは、みなさんからお寄せいただいた意見をもと
に、2022年もより良いイベントを作っていくとともに、
KJAF（Korea Japan Alumni Forum）を通じて、韓国
側のOB・OGとも交流を続けていきます。

日韓の大学生同士でのオンライン交流会を終えて

JKAF（Japan Korea Alumni Forum）
訪韓団OBOG組織
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活動報告

日韓の架け橋、共に手を携え
「在韓日本女声合唱団　憩」
ピアニスト兼音楽監督　呉今仙（オ・クムソン）

助成事業紹介

　私たち「憩」は、韓国大邱・慶尚北道地域在住の日本人女性を
対象とした女声三部合唱団です。日常生活の中で歌を楽しみ、
歌を通しストレスを発散し、また日本人女性同士が交流できる
憩の場として2017年に結成しました。大邱市のイベントに数多
く参加し、2019年には「スーパースター多文化競演大会」で大
邱地域一位になり全国大会へ進出しました。日本との交流音楽
会も積極的に行い、2018年には岡山県の「アンサンブル総社」
と日韓両国にて交流音楽会を開催・共演しました。また大邱の
「ソリモアフルートアンサンブル」（以下「ソリモアアンサンブル」）
とは2019年に「大邱－神戸交流音楽会～音楽は通じる～」に
て協演し、以降数回にわたり舞台を共にしてきました。他にも韓
国の複数の団体と交流音楽会を共にし、地域社会で日韓両国
の架け橋となることを目標に活動しています。

　私は結成当初から「憩」で合唱指
導を行うと共に、定期演奏会の企画・
実施に力を注いでいます。この度、日
韓文化交流基金の支援で「ソリモア
アンサンブル」を協力団体、「アンサン
ブル総社」をゲストとして、ユネスコ音
楽創意都市である大邱で３団体の交
流音楽会と交流会を企画しました。

　コロナ禍で「アンサンブル総社」の来韓が困難となりました
が交流音楽会は是非実現させたいと考え、３団体の代表がオ
ンラインで打ち合わせを重ねた結果、「アンサンブル総社」の演
奏動画をプロジェクターで舞台上に映し、それに合わせ「憩」と
「ソリモアアンサンブル」が舞台で共演することになり、３団体
の想いが叶いました。またこれまでの打ち合わせは３団体の仲
を親密にし、大切な交流の場となりました。
　交流会では、韓国の地で長年社会福祉の教育や実践活動に
取り組み、特に大邱では８年にわたり子どものための「グループ
ホーム」運営に携わった、岡田節子元静岡県立大学短期大学部
教授に講演をお願いしていましたが、先生の来韓も困難となっ
たため、事前に撮影して交流会場で上映することにしました。
　合同練習は二度行い、互いに刺激を受けアンサンブルの楽
しさを感じながら、音楽の交流から文化の交流、また人と人と
の交流に繋げていきました。プログラムには日韓両国で共感で

きる曲を選曲
し、日本の「ふる
さと」、「花は咲
く」、韓国の「コ
ヒャンエポム（故
郷の春）」、「アリ
ランメドレー」な
ど馴染みのある
曲で日韓関係へ

の親近感を持たせました。
 
　当日９月11日には、予想を遥かに超えるたくさんの大邱市民
（在韓日本人を含む）が、会場の大邱コンサートハウスに観に
来てくださいました。「アンサンブル総社」との動画共演につい
ては斬新だという声と共に、とても感動したという声も多く頂
きました。今回のメイン曲でもある「見上げてごらん夜の星を」
では、３団体の団員や協力者が参加する動画を上映しながら
演奏して観客を音楽的、視覚的にも魅了しました。盛大な拍手
に応えてのアンコールは、日韓交流の重要性への理解が深まっ
たことの表れと感じられ、これからに向けての大きな希望とな
りました。
　大邱YMCAで行われた交流会では、「アンサンブル総社」の
団員と岡田節子先生にオンラインでご参加いただき、親睦を深
めました。岡田先生の講演は「コーラスを日韓交流の架け橋
に！」というテーマで、「憩」メン
バーのみならず、参加した全て
の方に感動と共感を与えてくだ
さいました。最後の交流時間
は、日本からの演奏に合わせ歌
い演奏するという夢のような楽
しい時間でした。
 
　「憩」は、何事もメンバーが協力し皆で作りあげていくことを
重要視しています。コロナ禍で準備活動も練習も思うように進
まず、また今まで経験したことのない大舞台ということで困難
なことは多々ありましたが、周りの方々に助けられたことは数知
れず、多くの方々の支持を肌で感じました。
　今回の行事を通じて、３団体の出演者同士だけでなく観客と
も繋がることができ、今後の活動の大きな励みにもなりました。
また、音楽を通し韓国社会との意思疎通ができたことや、小さい
ながらも日韓の架け橋になれたことを大変嬉しく思います。
　私は音楽をする上で一番大
事なことは、想いを伝えること
だと思っています。この日、私は
たくさんの感謝の気持ちを込
めて舞台に立ちました。これか
らも感謝の気持ちを忘れずに
活動していきたいと思います。

３団体の共演の場面

交流会の様子

「憩」のメンバー

音楽会ポスター

呉今仙（オ・クムソン） 

洗足学園音楽大学ピアノ科卒業後、
渡独。ベルリン国立大学ハンスアイス
ラー音楽大学ピアノ科ディプロム卒
業。国内外での演奏活動のほか、教
育家としても技術と表現のバランスが
取れた教育を追求している。「憩」は生活文化音楽団体と
して現在大邱で注目されている。また多くの公演企画に取
り組み、日韓の民間交流活性化に貢献する音楽家として精
力的に活動している。

JKAF実行委員（社会人）

新里 智樹 
日韓オンライン交流会
　JKAFは、７月17日と31日の２回にわたりオンライン韓
国大学生訪日団との交流会を企画・運営しました。
　訪日団の団員とJKAFのメンバーは、日韓問題に関する
日韓それぞれの新聞記事に目を通し、それぞれの国内で
の問題の報じられ方・認識の違いなどについて、グルー
プごとにディスカッションを行いました。同じ問題に対す
るお互いの国の捉え方を理解することで、日韓関係のこれ
からを前向きに考える機会になればと思い、この行事を企
画しました。
　言葉の壁などもありましたが、運営メンバーがフォロー
することで円滑にディスカッションが進み、いずれのグ
ループでも有意義なディスカッションが行われました。
　その後、各グループで出た意見を整理して発表し合い、
「日本に良いイメージを持っていたので、日韓関係に関す
るネガティブな記事はあまり見ていなかったが、今回のイ
ベントを通して避けられない問題であると感じた」「お互
いの立場を尊重する必要がある」「両国の報道のされ方を
比較することで視野が広がった」という意見が出ました。

「日韓交流おまつり2021 in Tokyo」
オンラインブース出展
　９月11日、「会えなくても 共に歩もう」をスローガンに、
今年13周年を迎える「日韓交流おまつり2021 in Tokyo」
がオンラインで開催されました。JKAFでは、日韓文化交
流基金主催のオンライン訪日団に参加している韓国の大
学生や青年たちと協力し、「韓国の若者とおしゃべりしよ
う！」と題して、日韓の市民が対話し交流することができ
る「交流トークルーム」を４つ設けました。
　１つ目は、「思い出のドラマと音楽で盛り上がりません
か？」と題して、韓国側メンバーと日韓両国の音楽やドラ
マをはじめとする文化について好きなところを語り合い、
お互いの文化をより深く知る場を設けました。実際に「日
本のドラマやアニメで、頭をたたくシーンがあります。韓
国では違和感がありますが日本の方はどうですか？」な
ど、たくさんの質問があり、とても盛り上がりました。
　２つ目は、「Vlogカフェ～とある韓国での暮らし～」と
題して、韓国の生活をVlog動画で紹介し、視聴後は撮影
者と交流できる場を設けました。参加者からは、「見てい

て楽しかったです。早く韓国に行きたい気持ちになりまし
た」「今現在の韓国での生活について、若い人たちのリア
ルな日常を見ることができて楽しかったです」などの感想
をいただきました。
　３つ目は、「韓国人の友達をつくろう！」と題して、韓
国側メンバーのInstagramを見ながら、韓国人の実際の
生活の様子を知ってもらい、気軽に質問ができる場を設
けました。実際、たくさんの質問が寄せられ、その中でも
「日本を好きになったきっかけは？」という質問には、「日
本のアニメーション」「自宅に日本人がホームステイした
こと」「共通の趣味について日本語で会話したこと」など
さまざまな回答があり、とても印象的でした。
　４つ目は、「文化交流って何だろう？日韓における文化
交流って必要？」と題して、草の根交流から公共外交ま
で、さまざまなレベルと分野の文化交流が実施されてきた
中で、それらの文化交流が日韓の社会にどのような影響
を及ぼしているのか、果たして効果はあるのか等について、
一緒に考える機会を設けました。
　その結果、わずか３時間の開催にもかかわらず、高校
生、大学生、社会人等、幅広い世代のたくさんの方が参
加してくださいました。イベント後の参加者アンケートで
は、「すごく楽しかったのでまた参加したいです」「今後も
さまざまな交流の機会を作ってください」「なかなかでき
ない体験ができてとても良かったです！」「初めて韓国人
の方と交流したのですが、文化交流の面で良い刺激にな
りました」などの声をいただきました。
　JKAFでは、みなさんからお寄せいただいた意見をもと
に、2022年もより良いイベントを作っていくとともに、
KJAF（Korea Japan Alumni Forum）を通じて、韓国
側のOB・OGとも交流を続けていきます。

日韓の大学生同士でのオンライン交流会を終えて

JKAF（Japan Korea Alumni Forum）
訪韓団OBOG組織
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　韓国と日本は人口が減少する時代に直面している。特に地
方の人口が急激に減少する一方で、首都圏は地方から人口が
流入し、さらに過密化している。しかし、このまま地方の人口減
少が継続すれば、首都圏に流入する人口も次第に減り、結局は
首都圏も衰退せざるを得ないだろう。これもまた韓国と日本が
迎えようとしている共通の現象である。
　人口減少の原因は、結婚しない若者が増加し、結婚年齢の
上昇と出生率の低下により子どもの出生数が減っているから
だ。韓国の統計庁では出生、死亡、国際移動という人口変動要
因を用いて５年ごとに将来人口を予想している。

　ここで最初に注目されるのは超少子化だ。韓国における女性
１人当たりの合計出生率は1970年には4.5人だったが、2001
年から1.3人を下回り始め、2005年にはそれまでで最低の出
生率1.08人を記録し、その後1.3人を越えられずにいる。
2065年まで1.4人に達しない状態が続く見通しだ。年間出生
児数は、1970年の100万人が1980年には85万人、1990年
代には70万人、2002年には50万人、2016年には40万人ま
で減少したが、2035年以降はさらに減少、30万人台にまで低
下する見通しだ。
　第二に、高齢化問題である。男女の平均寿命は、1970年の
62.3歳から1991年には72.1歳、2015年には82.1歳と、年
平均0.5歳から0.4歳ずつ延びている。平均寿命は2040年に
は86.9歳、2065年には90.0歳になり、世界最長寿国となる
見通しだ。年間死亡者数は2020年に30万人、2029年40万
人、2038年50万人、2045年60万人、2051年70万人と、非
常に早いテンポで増加することになる。したがって2028年か
らは自然減少による人口減少時代に突入する。自然減少は
2036年12万人、2040年20万人、2045年30万人、2051年
41万人、2055年以後は45万人以上となるだろう。
　第三に、人口構造の高齢化である。年齢を幼少年（０-14
歳）、生産年齢（15-64歳）、高齢（65歳以上）の３グループに区
分し、これら３グループが総人口に占める構成比を見ると、
1960年代に３%に過ぎなかった高齢人口は、2015年に13%
台、2025年20%台、2035年30%台、2050年代には40%に

迫ると見込まれている。
　第四に、総人口の減少問題である。韓国の人口は1960年に
2,500万人、1967年3,000万人、1984年4,000万人、2013
年5,000万人、2021年5,167万人、2028年には5,194万人
にまで増加し、その後、2067年には3,929万人にまで減少す
る見通しである。もちろん総人口の減少は、海外移民の流入に
よって阻止する方策もある。2017年に男性79.7歳、女性85.7
歳だった平均寿命は、2067年に男性88.5歳、女性91.7歳に
達すると見られる。

　「扶養比」とは、生産可能人口（15-64歳）100人が扶養しな
ければならない人口（幼少年および高齢者人口）を意味する。
幼少年と高齢者を合わせた総「扶養比」は2017年の36.7人
から2038年には70人を超え、2056年には100人を越える見
通しだ。幼少年「扶養比」は2017年に17.9人、2067年には
17.8人で、さほど変わらないと予想される。高齢者「扶養比」は
2017年の18.8人から2036年には50人、2067年には
102.4人にまで増加すると予測される。また2019年現在、多
文化世帯（国際結婚世帯）は、約35万４千世帯である。
　一方で、このような人口減少時代を迎えた韓国と日本では、
少子高齢化、首都圏集中により規模の小さい地方都市が急速
に消えつつある。首都圏への集中現象は人口のみならず、企業
や消費の面でも同様に深刻化している。中央政府レベルで少
子高齢化、首都圏集中に対する対策作りが急がれる。

　韓国では、2018年６月基準で250の市郡区のうち、消滅危
険地域は89カ所と、全自治体の39%に上る。首都圏への集中
現象は人口のみならず、企業や雇用、所得、消費支出などの経
済分野でも生じており、主要企業の本社の70%以上と事業体
の47.4%が首都圏に集中している。
　日本では2000年以降、地方の産業や経済が崩壊し、多くの
人材が職を求めて大都市に移動、東京一極集中や地方消滅現
象が加速化している。日本政府はこれを打開するため、2014
年に地方創生政策を導入し、施行している。日本が経験してい
る少子高齢化、東京一極集中、地域産業の低迷、地方消滅など
の現象は、韓国でも同様に進んでいる。

　特に、日本全体で進む人口減少と高齢化は、これまで地方か
ら若者を集め、日本経済を牽引してきた東京においても切実な
問題となっている。東京の人口は2025年をピークに減少に転
じる見通しだ。
　2014年に発表された日本創成会議作成の報告「成長を続
ける21世紀のために『ストップ少子化・地方元気戦略』」（通称
増田リポート）によると、東京23区の中で唯一、豊島区は消滅
可能性のある自治体であると指摘されている。2040年までに
20～39歳の女性が半分に減り、急激な人口減少は避けられ
ず、将来消滅するおそれのある都市とみなされ、日本国民に大
きな衝撃を与えた。

　同年、日本は少子高齢化、地方消滅問題や東京一極集中を
是正し、地域の活力を高めるために「地方創生戦略」を策定し
た。「まち・ひと・しごと創生本部」は、2060年に人口１億人を確
保するという具体的な目標を立て、非首都圏地域の人口増加と
雇用創出のために多様な地域活性化政策を樹立・施行した。
　また、豊島区は危機感を高め、「女性にやさしい都市建設」と
いう未来ビジョンを提示し、子育て支援政策と安全・安心な都
市建設政策を通じて、若い女性が住みたい都市建設計画を実

践してきた。現在、豊島区は、都市地域の人口減少対策の最も
模範的なモデルとして注目を集めている。
　日韓文化交流基金のフェローシップ期間中、日本は少子高
齢化および人口減少による地方消滅、東京一極集中現象にど
のように対応しているかを確認し、韓国の国家均衡発展政策と
比較して相違点を調査した。消えつつある地方を生かすため、
いち早く挑戦してきた豊島区の事例も同時に研究した。日本に
おける少子高齢化、人口減少、東京一極集中、地方消滅に対応
する政策を通じて、同様の社会的環境を有する韓国の少子高
齢化、首都圏集中、地方消滅という地域政策の方向性を模索
することは、大いに役立つものと考えられる。また、大都市東京
にも忍び寄る人口減少の危機にいち早く挑戦してきた豊島区
の取り組みを通じて、韓国の地方消滅問題を解決する上でも
政策的な示唆を得られた。
　結論としては、韓国と日本は少子高齢化、首都圏集中により
規模の小さい地方都市の人口が減る人口減少時代を迎えつつ
あるが、地方が突然消える「地方消滅」だけは避けようと努めて
いる。人口減少は主に地方で起きているが、大都市においても
十分に起こりうる問題である。中央政府は国土均衡発展の次
元で最適な人口配置という結果になるよう大都市と地方が協
力して環境を整備していくように努力しなければならない。地
方消滅を防ぐためには、何よりも人への投資が重要であり、地
方自治体は出産、育児、介護
など、生活に必要な公共サー
ビスを充実させるとともに、
ばらばらになってしまった家
族をつなぎ合わせることがで
きる仕組みを構築していくこ
とが必要であろう。

消える地方をどう生かすか
東国大学　兼任教授

鄭原東（チョン・ウォンドン）

フェロー
研究紹介

2004年ソウル市立大学大学院で行政学博士号を取
得。大統領秘書室政務首席室補佐官や韓国証券先物取
引所専門委員、企画財政部長官政策補佐官、国会議員
政策補佐官等を歴任し、現職に至る。

PROFILE　
鄭原東
（チョン・ウォンドン）

期間中に滞在した東京都市大学の李洪千（イ·ホンチョン）教授の研究室にて

全国初の民間高層マンションとの一体型庁舎として、
2015年に竣工した豊島区庁舎。

市民でにぎわう南池袋公園。
2016年に全面リニューアルオープンした。
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　韓国と日本は人口が減少する時代に直面している。特に地
方の人口が急激に減少する一方で、首都圏は地方から人口が
流入し、さらに過密化している。しかし、このまま地方の人口減
少が継続すれば、首都圏に流入する人口も次第に減り、結局は
首都圏も衰退せざるを得ないだろう。これもまた韓国と日本が
迎えようとしている共通の現象である。
　人口減少の原因は、結婚しない若者が増加し、結婚年齢の
上昇と出生率の低下により子どもの出生数が減っているから
だ。韓国の統計庁では出生、死亡、国際移動という人口変動要
因を用いて５年ごとに将来人口を予想している。

　ここで最初に注目されるのは超少子化だ。韓国における女性
１人当たりの合計出生率は1970年には4.5人だったが、2001
年から1.3人を下回り始め、2005年にはそれまでで最低の出
生率1.08人を記録し、その後1.3人を越えられずにいる。
2065年まで1.4人に達しない状態が続く見通しだ。年間出生
児数は、1970年の100万人が1980年には85万人、1990年
代には70万人、2002年には50万人、2016年には40万人ま
で減少したが、2035年以降はさらに減少、30万人台にまで低
下する見通しだ。
　第二に、高齢化問題である。男女の平均寿命は、1970年の
62.3歳から1991年には72.1歳、2015年には82.1歳と、年
平均0.5歳から0.4歳ずつ延びている。平均寿命は2040年に
は86.9歳、2065年には90.0歳になり、世界最長寿国となる
見通しだ。年間死亡者数は2020年に30万人、2029年40万
人、2038年50万人、2045年60万人、2051年70万人と、非
常に早いテンポで増加することになる。したがって2028年か
らは自然減少による人口減少時代に突入する。自然減少は
2036年12万人、2040年20万人、2045年30万人、2051年
41万人、2055年以後は45万人以上となるだろう。
　第三に、人口構造の高齢化である。年齢を幼少年（０-14
歳）、生産年齢（15-64歳）、高齢（65歳以上）の３グループに区
分し、これら３グループが総人口に占める構成比を見ると、
1960年代に３%に過ぎなかった高齢人口は、2015年に13%
台、2025年20%台、2035年30%台、2050年代には40%に

迫ると見込まれている。
　第四に、総人口の減少問題である。韓国の人口は1960年に
2,500万人、1967年3,000万人、1984年4,000万人、2013
年5,000万人、2021年5,167万人、2028年には5,194万人
にまで増加し、その後、2067年には3,929万人にまで減少す
る見通しである。もちろん総人口の減少は、海外移民の流入に
よって阻止する方策もある。2017年に男性79.7歳、女性85.7
歳だった平均寿命は、2067年に男性88.5歳、女性91.7歳に
達すると見られる。

　「扶養比」とは、生産可能人口（15-64歳）100人が扶養しな
ければならない人口（幼少年および高齢者人口）を意味する。
幼少年と高齢者を合わせた総「扶養比」は2017年の36.7人
から2038年には70人を超え、2056年には100人を越える見
通しだ。幼少年「扶養比」は2017年に17.9人、2067年には
17.8人で、さほど変わらないと予想される。高齢者「扶養比」は
2017年の18.8人から2036年には50人、2067年には
102.4人にまで増加すると予測される。また2019年現在、多
文化世帯（国際結婚世帯）は、約35万４千世帯である。
　一方で、このような人口減少時代を迎えた韓国と日本では、
少子高齢化、首都圏集中により規模の小さい地方都市が急速
に消えつつある。首都圏への集中現象は人口のみならず、企業
や消費の面でも同様に深刻化している。中央政府レベルで少
子高齢化、首都圏集中に対する対策作りが急がれる。

　韓国では、2018年６月基準で250の市郡区のうち、消滅危
険地域は89カ所と、全自治体の39%に上る。首都圏への集中
現象は人口のみならず、企業や雇用、所得、消費支出などの経
済分野でも生じており、主要企業の本社の70%以上と事業体
の47.4%が首都圏に集中している。
　日本では2000年以降、地方の産業や経済が崩壊し、多くの
人材が職を求めて大都市に移動、東京一極集中や地方消滅現
象が加速化している。日本政府はこれを打開するため、2014
年に地方創生政策を導入し、施行している。日本が経験してい
る少子高齢化、東京一極集中、地域産業の低迷、地方消滅など
の現象は、韓国でも同様に進んでいる。

　特に、日本全体で進む人口減少と高齢化は、これまで地方か
ら若者を集め、日本経済を牽引してきた東京においても切実な
問題となっている。東京の人口は2025年をピークに減少に転
じる見通しだ。
　2014年に発表された日本創成会議作成の報告「成長を続
ける21世紀のために『ストップ少子化・地方元気戦略』」（通称
増田リポート）によると、東京23区の中で唯一、豊島区は消滅
可能性のある自治体であると指摘されている。2040年までに
20～39歳の女性が半分に減り、急激な人口減少は避けられ
ず、将来消滅するおそれのある都市とみなされ、日本国民に大
きな衝撃を与えた。

　同年、日本は少子高齢化、地方消滅問題や東京一極集中を
是正し、地域の活力を高めるために「地方創生戦略」を策定し
た。「まち・ひと・しごと創生本部」は、2060年に人口１億人を確
保するという具体的な目標を立て、非首都圏地域の人口増加と
雇用創出のために多様な地域活性化政策を樹立・施行した。
　また、豊島区は危機感を高め、「女性にやさしい都市建設」と
いう未来ビジョンを提示し、子育て支援政策と安全・安心な都
市建設政策を通じて、若い女性が住みたい都市建設計画を実

践してきた。現在、豊島区は、都市地域の人口減少対策の最も
模範的なモデルとして注目を集めている。
　日韓文化交流基金のフェローシップ期間中、日本は少子高
齢化および人口減少による地方消滅、東京一極集中現象にど
のように対応しているかを確認し、韓国の国家均衡発展政策と
比較して相違点を調査した。消えつつある地方を生かすため、
いち早く挑戦してきた豊島区の事例も同時に研究した。日本に
おける少子高齢化、人口減少、東京一極集中、地方消滅に対応
する政策を通じて、同様の社会的環境を有する韓国の少子高
齢化、首都圏集中、地方消滅という地域政策の方向性を模索
することは、大いに役立つものと考えられる。また、大都市東京
にも忍び寄る人口減少の危機にいち早く挑戦してきた豊島区
の取り組みを通じて、韓国の地方消滅問題を解決する上でも
政策的な示唆を得られた。
　結論としては、韓国と日本は少子高齢化、首都圏集中により
規模の小さい地方都市の人口が減る人口減少時代を迎えつつ
あるが、地方が突然消える「地方消滅」だけは避けようと努めて
いる。人口減少は主に地方で起きているが、大都市においても
十分に起こりうる問題である。中央政府は国土均衡発展の次
元で最適な人口配置という結果になるよう大都市と地方が協
力して環境を整備していくように努力しなければならない。地
方消滅を防ぐためには、何よりも人への投資が重要であり、地
方自治体は出産、育児、介護
など、生活に必要な公共サー
ビスを充実させるとともに、
ばらばらになってしまった家
族をつなぎ合わせることがで
きる仕組みを構築していくこ
とが必要であろう。

消える地方をどう生かすか
東国大学　兼任教授

鄭原東（チョン・ウォンドン）

フェロー
研究紹介

2004年ソウル市立大学大学院で行政学博士号を取
得。大統領秘書室政務首席室補佐官や韓国証券先物取
引所専門委員、企画財政部長官政策補佐官、国会議員
政策補佐官等を歴任し、現職に至る。

PROFILE　
鄭原東
（チョン・ウォンドン）

期間中に滞在した東京都市大学の李洪千（イ·ホンチョン）教授の研究室にて

全国初の民間高層マンションとの一体型庁舎として、
2015年に竣工した豊島区庁舎。

市民でにぎわう南池袋公園。
2016年に全面リニューアルオープンした。
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❶ 青少年交流事業 
　　（JENESYS事業　すべてオンラインで実施）

お別れの寄せ書き
　2020 年度訪日フェローの孫仁柱（ソン・インジュ）さんのご子息が６カ月通った日
本の小学校の友だちからの寄せ書きと横断幕。学校では韓国語と日本語を教え合い、あ
る友だちは教わったハングルで手紙を書いてくれ、またある友だちは彼のために黒板の
日直の欄にはハングルで名前を書いてくれたそうです。子どもたちの学ぶ力と思いやり
は素晴らしいですね。

❹ 訃報
　1999年より日韓文化交流基金の理
事を務めた楢﨑正博元関電産業株式会
社相談役（元関西電力副社長）が、さる
８月１日に永眠されました。
　故楢﨑理事は、1983年の日韓文化交
流基金の設立にあたり、当時所属されて
いた電気事業連合会の事務局長として
ご尽力くださいました。当基金が1984
年から実施している役員代表訪韓団に
は、第２回（1985年）から、第35回（2019年）まで毎回参加され、韓
国側の文化、教育等、各界の方 と々交流を通じて、両国の信頼関係の

増進に多大の貢献をさ
れました。故人の温和で
篤実な人柄は、日韓両
国の皆様より大変敬愛
され、訃報に接した方々
は、一様に驚き、この度
のご逝去を悼んでおら
れました。ここに衷心よ
り故人のご冥福をお祈
り申し上げます。

❸ 日韓文化交流基金賛助会員制度
　日韓文化交流基金は1983年の設立以来、両国国民間の相互理
解と信頼を深めるため、青少年交流をはじめ数多くの事業を実施し
てきました。賛助会員制度により、これらの活動の趣旨にご賛同いた
だける多くの方 よ々りご支援を賜っています。ここに記して感謝いたし
ますとともに、さらに事業の活性化を図るため尽力してまいります。

表　　紙
写真紹介

●日韓大学生オンライン交流『みんなおいでよ（어서와）』
　「両国の生活の様子及び文化の比較」「日韓お互いをどう見ている
か」をテーマに、関連講義、オンラインでの現地視察、テーマに沿った
プロジェクト活動などを実施しました。

●日韓大学生オンライン交流事業
　「ポストコロナのトレンド展望と両国協力方策の模索」をテーマに、
外務省・韓国外交部による講義をはじめとした関連講義、日韓両国
で開催された「日韓交流おまつり」でのオンラインブース運営などを
実施しました（詳細を本誌１～３ページで紹介しています）。

78名
（韓国側44名、日本側34名） 全４回 ５月22日・29日、

６月26日、７月３日

60名
（韓国側30名、日本側30名） 全５回 ８月21日・28日、

９月5日・11日・18日

●賛助会員リスト
（2021年９月１日現在有効会員、五十音順、敬称略。
カッコ内の数字は２口以上の口数）
●特別会員（4名）
小野正昭（３）　金春美（３）　中江新（５）　渡辺浩（３）
●個人会員（50名）
青野正明　朝倉敏夫　浅野豊美　阿部孝哉　安倍誠
飯島渉　石川武敏　磯崎典世　稲葉真岐子　李炯喆
林在圭　内田富夫　及川俊男　大竹洋子　河村建夫
菅野修一　木畑洋一　小林直人　小針進（２）　高麗文康
坂井俊樹　阪田恭代　酒勾康裕　櫻井浩　佐藤俊行　
鮫島章男（２）　澤岡泰子　宍戸秀行　白川豊　杉山長
高田加代子　田中正敬　塚本壮一　中塚明　中山めぐみ　
西澤豊　波田野節子　墨の美術館濱﨑道子　日本民芸館館
長深澤直人　福原裕二
藤田昭造　藤本幸夫　堀泰三　前田二生　馬定延
松井貞夫（２）　實生泰介　茂木敏夫　余田幸夫　和田とも美
●法人会員（１団体）
和光物産株式会社（５）

❷ オンライン講演会開催
　６月25日（金）20時より、北海道大学大学院准教
授の金成玟（キム・ソンミン）先生を講師としてお迎
えし、「K-POPとはなにか」をテーマにご講演いただ
きました。

楢崎理事の絵画作品「初夏の香り（油彩30号）」
(国立新美術館で開催された展覧会に出展）

事業報告 2021年４月から2021年９月までの実施事業を紹介します。
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