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私は・＊義大学校の関製英行先生や釜山市内の初 .rj1・高校の先生方の協力をえて‘釜山、ソウル、大

田、光州の5都市で.1996年から2001ir:までの6年計同で、韓悶？？少年のlillに広がる漫阿やアニメを代

表とする日本大衆文化の実態とその影符や社会的－，＇Ti:(について調査を行っています．特に、その中級が、

初等学校5年生、小学校2年生、高符学校2＜ド生に対する「円本大衆文化jl'(触状況jについての質問紙調

査です．

そこで、ここでは.96年にスター卜し、金融危機に陥った97W・と金大中大統領による日本文化｜！日放政

策がスター卜した98年を絞て、昨年の99年までの:tl'lft結果から、特に4年間の変化の特性を中心に紹介

します．そして、その結果をもとに‘紛国における「14；：文化受容論決の［i¥jlfilfJ:と今後の課題について私見

を提ボします．

1.日本文化接触状況の変化 （96争99弔
調査では、鵠国＼＇1＇少年の生前の ＂＂こII＊大衆文化がどのfll度/l；がっているかを19'1らかにするために、

「日本の翻訳漫闘J「日本のl吹岡（合むアニメ） 」 f[J,ji:の大衆欧間J「円本のゲームj 「日本の雑誌・

写真集J 「｜ヨ木の衛星欣送j fインターネットによる日本文化のj剣山の7項目について、接触状況

( r1まlま11HIJ 「一週n:11こ数「·~J f!j'fj lこ数阿」 「一ヶl'lに数l"IJ 「数ヶ月に数同J）を質問しました。

図lは．各JJj日について‘ fliぽ侮打Jから f数ヶ月に数阿Jまで日本文化に接触したと答えた総主1]fl

（総接触皮）と f筏触したことがないJ'/J1］合について、 96年から99lj:にかけての変化を示したものです．

いずれも‘総！＆触［(l'は令融危機の影響のためか、 96fFから97＜ドにかけて低下もしくは械ぱいで推診し

ますが、 98f！＇から 99年にかけてかなりの角度で附加しています．

その中で． fEI本の制沢漫F百iJは既に96f):の段階で83.1%、ほぽ全体に広まっていたといえます．ま

た、 「日本の映画 （合むアニメ） J は96<Fでは63.2%であったが、99lj：は73,9%、同様に． 「日本の

ゲームjも96年65.8%から99年79.7%とほぼ全体に広がる傾向です．また、 rn本の大衆旺ki.l¥Jは96

tl:1，嗣onfa•nd

!I.￥別市有：i

年20.0%から99年49,7%、 r11*の伴jl1＼放送jも961i':H.0？，，から99'if:・rn.6？~とJ{'JJJllし、ともi ’

rJ＆していないIより q差しているJ方が多数派になりました．

また． rR本の雑誌 ・ 写点悠j と fインターネットを過した II 本文化のI＆触j はJ('l)Jn していますが， ~l'I

年時点では q~していないj が多数派です．しかし． 「日本の~U；； ・ 1Jn!UJ のj持［ti立．フヲソショ：古

代表に、実質的に緯岡山版社による総誌のrj1に口本文化は合まれています．また． 『インターネソ lJ ,;J. 

ハードの所有の釘無が影響するので．今後はコンヒ・ユーターの将及とともに急激にJl'}IJllすることが｛・測さ

れます．

もっとも、上記のデータは、 rii1n1rnJ から r~:11n に款！叫J という広範llJIに11'.!lfil したJi，触傾向んr.'

栄です．そこで‘よりi明確にll本文化の所有の{j無をrtU:Iした結決を紹介します．それが：xの1<lマ－.J,

先ず、 99年をみると、 f健国漫岡の単行本Jを所（1・しているのが46.9：百に対して I何回治に~II択さ 11t·

日本語i薗の単行本jが45,0%とほぼlfiJじ． f翻訳されていない口本漫両のljl.(f4' 1 を所有する lf~,J '・ 
2%います．

私が調査を始めた90年代前半では、円本i"1阿の方が~；7.同没阿よりもはるかに人気がありました．
しかし．現夜は線問の若い作家により．日本浸阿よりも優れた作品が生み出されています．このことは

今後の日本文化受容問題を考える上で非常にlli~・と思います．

次に f欺i3¥Jの均合、 r~章図欧~.I\テープJ が85. 3%、 「繰戸！欧話CDJが70,0°uに対して． r u小
歌謡テープJは20.3%‘ 「日本歌J:iCDJ20. 6%と少数派．しかし、 i週間と見なり、歌店テープやC
DIま厳絡に輸入が祭止されていたことを考えれば．この数値は低くはないでしょう．今後..)(ftllllb（のif(

行とともに没岡と同織の傾向を辿ることも予測されます．

また「純国~r\に耐1訳された日本漫阿ビデオj が26, ！%に対して． r9~閉店に制，nされていない円本泌

間ビデオjは15.3%、 f日本のビデオドラマテープjも15.7%です．数値的には少数派でも、 r1;11.~~ 

されていなしリという条('I:を身えるなら、低い数値とはいえないのでしょう．また． 「，Jl,JIされたj ビデ

オのl！＼合も‘ i受阿ビデオという附品の~Wtから‘（fq人に一人が所有するということをどう，；干仰すべきで

しょうか固

他方、 I斡m1のゲームソフトフ．ログラムj7'1l55. 4 %に対して、 「 1:14•のゲームソフトプログラムl は

40. 7%，この二つだけは96｛ドと99年で所訂事が逆転しています．これはi受阿とfiilfJHこNlfil側におけるゲ

ームソフト開発）Jを反映したものでしょう．

rEI本のフ7ツション＊誌」の16,4%、 f[I木の火it'.!J.n集jの15.6%のJ~l合は、いずれもぷ~11択
の漫画やビデオと同級の傾向としてとらえられるでしょう．それに対して‘ rn本の学llli'i!dを70,,I＂，’ 
が所有． 「日本でつくられたllflJも28,2%、例人に一人以上が所有。また、 98年から訓1tJntlに加えた

「日本のキャラクター尚品Jは56.1%から65.1%と急激に所有背がJf'lJJllしています.IHのずどもや

有脊をひきつける閥『守？が、ほl正リアルタイムで州市｜の干どもやl':¥"lfのllllに広がる傾向にあることを羽曳す

る数値でしょう。

では、これらがどのような影響を与えるかを.n本と日本人に対する待仰についての＂＇日佼’1：のXi:識の
変化についてのai:i査結果を紹介しながら与えてみます．

hザ；i胡 d‘E’
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2.日本と日本人に対する評価の変化

図2は、日本と日本人への評価に関する26項目の中高校生への質問結果を、肯定派（そう思う＋どちら

かといえば）と否定派（そう思わない＋どちらかといえば）に別けて集計し、四年間の変化をグラフにし

たものです。

まず全体として、数値の差はあるものの、 96年から99年にかけての4年間で、どの項目も肯定的派が

増加し、否定派が減少しています．またその変化の傾向から、 「肯定と否定の制合が逆転した項目j、

「肯定と否定の差が少なかったが、宵定が用加し否定が減少した項目j、 「否定が多かったが、肯定が増

加、否定が減少し、差が縮小した項目J、 fほとんど変化していない項目jの4種に分けられます。それ

を99年度調査結果の肯定度の高い聞に並べ替え、 4年間の増減（変化率）とともに一覧表にしたのが表2

です。

まず、 r (1）肯定と百定の割合が逆転した項目jと「（2）肯定と否定の差が少なかったが、肯定が

増加し否定が減少した項目jの欄から、この4年問、とりわけ経済危機から文化開放へと変化した98年以

後、韓国の青少年のなかに日本、日本人、日本文化への積極的で肯定的評価を伴った意識が形成されてい

ることが読み取れます．特に、 「(1)Jを構成する項目は、 「日本への旅行j f日本語の勉強j f漫画

等を自由にjを代表に、身近で具体的な行動と直接結びつく内容です．先に確認した韓国背少年の世界へ

の日本文化の広がりと平行（反映→相関）する意識と位置づけられるでしょう．

他方、差が縮小したとはいえ、否定派が今なお多い『（3) Jを構成する項目から、不信感もまた根強

いことが確認できます．特に、このグループは、 「(1)Jと異なり、日本や日本人に対する一般的なイ

メージを問う内容のため、調査対象者の中学生や高校生の段階では拙象度が高く、自分の経験を基に判断

するととが難しいかもしれません．しかし、それだけに、韓国社会に常識として存在する価値意識の反映

とみなすことができます。

しかし、この「（3）」にも変化があります.96年では否定派が過半数の項目は11項目中8項目、そ

れも70-80%と圧倒的多数派でした．ところが、 99年では5項目にへり、その割合も50%代です。加え

て、 f敵対感j、 f親密感J、 「韓国人より才能優れるj f西欧人より好きj f日本企業に就職Jはいず

れも慎重派がこの4年間で10ポイント以上唱え、肯定できないが否定もできない厨が増加していることが

読み取れます。

さらに、このような中高校生の回答傾向は、今後の日本と日本人への評価が変化する方向として位置づ

けられないでしょうか。少なくとも、先に紹介した接触状況についての調査結果と重ねて理解するなら、

次のことを指摘できると考えます．

I.韓国青少年の世界に、日本の同年代の子どもや若者の文化が、リアルタイムで広がる基盤が既に成立

しています．

II.そのことと平行して、韓国背少年の日常経験と結びつく行動や文化のレベルでは、日本と日本人に対

する肯定的かつ積極的な興味や評価が高まる傾向にあります．

Ill.その意味で、日本文化開放施策は、個別的な開放方法や内容あるいは進行度の問題とは別に、少なく

とも日本文化や日本人への拒否感を和らげる契機になっています．

これらの傾向をふまえて、日本文化受容論議の問題性と課題について私見を提示しておきます。

濠「3.受容詰謹の問題性と限題Jは次回に続けて連眠いたします．
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r< '!. 「 11 本や Fl本人に対するi~簡J の〔l'lii!派）. Cifi~派〕. Ct白血派〕の4{J；・rinにおける変化時I

rti「i /'f)EM 0定派 ねi~lli派

96『 99 変化$ 96『 99 変化邸 変化都（99)

-IS）日本lこ111.行にtriきたい ’12.1『 58.9 +IG.8 ~·1.2司22.5 ・21.7 +2.5(13.4) 

ー 7）制勉で優れた資質を拘った伺 32.5→43 7 +JJ.2 45.0→27.G ・ 17.4 +3.8(23.5) 

IS) fl .f：でしばら〈生活してみたい 42 2-55.1 +12.9 4•18『247 ・20.1 +5.0(150) 

11）日本的を勉強したい 38 7-54.5 +15.8 4G.l『 23.9 ・22.2 +4.5(1G.5) 

%&) fl本文化や漫州符(lrl!に俊したい 27.7-・17 5 +19.8 5,1 2-28.4 ・25.8 +3.9(19.3) 

19) 11 I二人と！..:I置になりたい 27.0 ・•IG.3 +19.3 54.7→28.7 ・2G.O +4.7(19 9) 

rn 1J.j倒的関係をよq－るために~~)Jしたい :l5.l－・・16.9 +11.8 41.8→23.G ・18.2 +M(24.G) 

w n 4：の文化を学びたい 24.0『 40.8 +IG.8 5G.6・30.9 ・25.7 +6.7(23 2) 

25) ll~－の怯術を学びたい 33.6-38.l +4.5 50.0叫 33.4 ・IG.G +I0.0(23創

レー、 ll 刷I~にパイタリTィがあり将来性の品る問 ・12.8『 51.9 +9.1 35A『 23.5 ー11.9 +0.3(19.7) 
」？， 

・I）健I司の先度のために凶＇））の必要な図 40.7→49.7 +9.0 39 0『 2,1.7 ・14.3 +3.8(21.1) 

12) fl本や日本人に強い関心がある 27.l→34 3 +7.2 53 1『 400 ・13.0 +4.0(20.6) 

’3) I呼￥..日閣のtf.在を骨かす国 48 7-•39 7 ・9.0 31.1『 337 +2.6 +4.7(21.9 

•II）口本人に対して強い倣対惑を!'l じる 51.5-33.G ・17.9 30.0『 335 +3.5 +12.1(27.8) 

rn n-i•人と－Illに仕事をしたい 15.8→28.2 +12.4 65.9－・42.8 23.1 +8.4(23 7) 

16) fl＊の大学や大学院に行きたい 12.6吋 244 +11.8 71.3司 48.7 ・22.G +8.3(21.G) 

Ill •l•tll人より日本人が好者 14 3-23.6 +9.3 62.G-43.G ・19.2 +7.4(27.6) 

10）日本人におして純泡感を感じる 9.7『 19.8 +IO.l 75.0→50.5 ・24.5 + 12.0(24.0) 

8) Ull~の：:rireが帥国人より優れτいる 15.0『 19.2 +3.4 66.9『 60.4 ・lG.5 +10.9(25.4) 

13）丙F.~人より 11本人がn君 6.3-18.9 +12.6 78 5-51.1 ・27.4 +12.4(24帥

17）口本企業に2t•したい 10.9→18.8 +7.9 75.5司 542 ・21.3 +10.7(21.7) 

5 ）ー舵的に国民の~え］jが純国と同じ JO.I『 14.7 +4.G 72.0-58.8 ー13.2 +G.2(213) 

tt 
’~）恒例がllillし回）Jがω〈なる 28.3『 232 ・51 46.J・41.9 ・4.2 +7.3(30.3) 

・6> ro解できない不“I解な国 38.1-31.9 ・G 2・37.5－・364 •I.I +5.1(263) 

・9)~凶は将来日本と対絡になる 48 3『 4G.8 ・1.5 27.5・時219 ・5.6 +5.0(26叫
一一．

tt I ［内定成）. （否定派］は．図5-P.~. （慎重派〕は.rどちらとも宵えない』の刑台．

I! 2 f定化•IJJ は. 9 9 •r.と 9 G ＜~のJH：惇Ill したもの．

ft :1 ・は．併定的イメージに対する質問で．肯定と，lj；~が淫仮する．

形図2は次回に逮11いたします．
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韓国青少単における日本大衆文化の

接触状況にみる長容論議の問題性ι課題

｜馬居政幸
静岡穴学毅盲学Bil教授

3.受容ga誌の問題性と諜題

r 1)現災への'.ii:めた認l識を

医図
はじめ仁

1.日本文化媛触状況の変化

2.日本と日本人1こ対する評価の変化

3. 受容お綴の問題性と課題

* 1iiJf}の伐さです．

まずIa初に指｛宿したいことは．日本文化に関する論；需は、いかに受容するかではなく、l況に緯図社会のな

かに再生産システムや流通システムを伴って広く浸透しているという現実認識から始める必要があるという

ことです．

誤解を恐れずにいえば、総闘での日本文化の受容に関する論議は、線国社会に現に存征する日本文化の実

態を無視したものになっていないでしょうか．あるいは.~歯設の対象とする場合も、 マイナス評価を1ilH.\1に

行われる傾向が強くなかったでしょうか．

その背景に、陸史に起因する日本文化へのマイナスイメージがあり、その解消の賀任を日本の研究官とし

て避けるつもりはありません．しかし今後は．そのような立湯を相対化する観点が必要と考えます．

理由は．韓国宵少年のあいだにB本を外国のーっとして位置づけ．その文化を積極的に選択する怠識と行

動が、一定の合理性を有して脊まれていることを見失う危険性があるからです．同時にそのことは、終回社

会に根ざした新たな文化の創造の可能性を無視することになるからです．

このことは漫酒、アニメ等の日本の大衆文化をf貫録的に受容すべきであるということではありません．

むしろ逆です．私は‘日本の教育研究告として．現在の日本の文化とりわけメディアを通じて大駄に供給

される世界に対して、生産 ・続適システムも含めて、その問題性を深く憂慮しています．だが、それだから

こそ、現に涜入し舷大する日本の文化の実態とその給関狩少年への影響．あるいはそれを要求する社会的ニー

ズや供給システムの問題を犯慢するためにも、覚めた視庄が重要になることを強調しておきます．

, ... As!ザH叫

r 2) 1-1本文化を羽l対化し、民文化としての位i世づけを

そのためにl;t.プラスであれマイナスであれ、日本文化に特権的｛立訟を与えるべきではありません.111界

の様均な文化のーっとして相対化し、典文化として位恒づけることから始める必要があります．

そのこととかかわって指繍しておきたいのは.J)I.に日本文化というだけではなく大泉文化という記号のも

つマイナスイメージもまた相対化すべきと考えます．

文化と文化の!ill、また文化内部における価値のヒエラルキーを一度はlli弧にいれて．あらゆる文化を等価

におき‘それを選択し)I]いる人たちにとっての意味と価値を問いなおすことが重要ではないでしょうか．もち

ろん、これは全ての文化を平等に受入れよという窓味ではありません．今と未来に向けて、いかなる文化を

価値あるものとするかを号察するためにも、その問いや答えを求める方法をオープンにすべきと考えるから

です．

さらに、もう一つの理111は．いかに特定の文化を上位もしくは下位に位置づけ、その涜入を制限しようと

しても、情報化の波はそのボーダーを舷えていく、という現実が進行しているからです．衛星放送やインター

ネットの普及による日本文化への直後的アプローチが一般化することにより、文字通りボーダーレスな 11~界
のli\J題として．国境を前l:iとした受＇f~治議は過去のものにならざるをえません．
加えて、114:でもいま lT革命が流行訴になっていますが、縛国の山少年のi世界にコンビューターが作及

する速度は、日本の現状をはるかに超えるものであることを改めて指指しておきます．その意味で、情報化

に｜刻する限り．日本は純国を追う立均にあることを認めざるをえません．だが、それは情報化にII＇う問題も
また．日本よりも早く生じる可能性があることも指嫡せざるをえません．

11¥J題は日本文化ではなく検問文化です。それも次の時代と社会を担う子どもたちのl!!:Y,tの変化です．

r 3）日本文化の受容ではなく附文化の丙構築の制点からの制を

すなわち、問うべきは、日本文化をいかに受容するかではなく、いまffちつつある韓国の子どもたちが求

める文化とは｛njか。あるいは、必要なのはなにか．そして、今と未来の線国社会をm成する新たな文化のfTi
構築への課題は｛njか‘ということでなければならないと考えます．その選択肢のなかに日本、 ft港、台前．

中国、シンガボール、アメリカ ・・・ の文化もあるということです．

少なくとも、私がこれまで実施して調査研究から、韓国社会が工業化から情報化の段階に移行し．子ども

たちの社会的形成の過程に生じつつある新たな線組とかかわって、日本の子どもや若者が選択（消費）する

文化が様国の阿世代の人たちにも繍極的に選択（jj'j資）されていることを指嫡せざるをえません．その意味で．

日本文化受容論織において、日本文化の受容の可符ではなく．なせ裕回行少年が日本文化を械緒的に選択す

るかを‘日本のi'I少年の現状と比較しつつ検討する必要があるのではないでしょうか．

すなわち、日本文化をそれを担う人と分降してとりあげるのではなく、健国狩少年の社会的形成にとって

いかなる文化が適合的なのかを‘彼ら彼女らが現に選択（i自費）する位界を内在的に考察・詩的iする1見lをか
ら論絡すべきと考えます．

さらに、文化の湾機築の｜問題とかかわって、やはり先に紹介しましたが．日本i豊岡や日本震ゲームのifii入
が、~~干のタイムラグをともなって、 伶悶漫画や怜国製ゲームの質の高まりと盆の以大を誘引していること

Jlslザ：I笹nd
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も指摘しておきます．今後、日本歌謡と韓国の歌舗が類似した道を辿ることが予測されます。すなわち、一

時的に日本歌謡の占有率は高まっても、早晩、韓国歌謡の質と量双方の次元での高まりを誘引して、結果と

しては韓国文化の再構築への契機を用意することになるのではないでしょうか．

もちろん、このような視点は、韓国文化と日本文化のみでなく、世界のさまざまな文化との聞に生じるこ

とであり．韓国背少年の問題のみでなく、韓国の地で生活するさまざまな人たちとの関係において論じるべ

き課題でもあることを確認しておきます．

最後に‘上記の観点はあくまで東アジア的世界が西欧社会に起源を有する工業化の波を被ったあと、グロー

パル化した情報化の披を受けることにより．改績を余儀なくされている子どもとりわけ思春期における人聞

の社会的形成の問題を、韓国と日本の現状の比較分析をふまえて考察することを目的とする私自身の問題意

識に基づくものです．その意味で、このような立場自体の問題や他の立場からの問題もあることを前提に提

示したものであることを示すために、問題性という言葉を用いたことを最後に断っておきます。

間2 f日本や日本人に対するne1』の｛向定採｝と【誇定涼｝の変化事
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たにmを変え、より皆様に近づけるようになりました．今後ともn憾両国の側広い人的 ・

文化的交統に厄普を尽くす当協会の姿を皆l~に伝えることができるよう ． 努力いたしたい

と思います．
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rASIAN FR医NDJ、
ニユ四λ レ~ーとしτ新たに発刊され

日緯両国1mの文化交i氏における新たな転i免.•.＇，（を迎えている今日．関係機11\l~liび
に会員の皆係方の撤励とご戸阪の，，，に今まで私どもの協会の機関紙であった

[Asian Frienc!Jが新たにニュースレター形式の季刊紙として発刊されるi軍びと

なりました．

この問、私ども（削釜山線日文化交流協会では創立以来．両国間の純粋な民

間次元でのr；；.の般の交i況をiffi じて相互J•R解と友好mi並のために弛まぬ努力を重ね

て参りました．近年、日＋意向凶は相互に多くの友好的な関係に発展してまいりま

した．このような時点において私どもの協会のニュースレターとして新たに出発

する rAsian FrienclJは両国t::lの民間交流をさらに祈先にする触媒の役割ができ

ることと信じて止みません．

2 1 世紀の未来志向的な円緯＇~＇係のために、私どもはー聞の努力を重ねること
を約束し、民間次元での日続交液のrt1心に．私ども続日文化交琉協会が位i「Htけ
られるまで！ii苦を尽くす所作でございます．
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益守の文化交流に期締しτ

楽しみにしているr/¥sian FrienclJ .季刊誌として発刊されましたことをお祝い

巾し上げます．

高松久理’JH~~liめ関係の皆さんの長年に豆るごm出でn仰のひ：／；線文化交流が

大きく稔り社団法人となり．今後益々 交涜事業が発展いたしますことと期待をい

たします．

人とお酒は古ければ市い程、味が出ると繰回の方lこか！ったことがありますが、

長年の交流で単に事業だけでなく、日本側会員の多くの方lま．協会での出会いを

大切にし、友を1'.iることになり‘お互いfaじ合へる仲間の絡が広がって参りまし

た。

近くても述いのiJJ\'~を返上し、 文化交続事業をiili して只の瞬間となることを祈

念いたし、発刊のお祝いの言葉といたします。

叶会事：引せ吾；？：ト J}l与~－ J j叫！古｜叶

7] rJI正l長。いl~豆週土土． 刈社λ阻止i 当社古tlll ¥11!舎今斗三司叫斗．
2舎子。lλiサ司会 1:11畏宅士 号刈ス｝叶司甚吾叫 .2.~ 7問吋｜；室主］警合.Q_

豆電｝型社旦｜吾平己lJi!.存7トヨ7·1] 召11告喫叶 λト！（）－＇~也o] ！司~）l.，営企豆一
王立尋λ問。｜司令守忍古川型 7]rlJ古｜七日｜世同CJ・.

λ問斗合..g.-1?,.Q_~日 時特ユ 13.!'o ］ ♀己h：！叫2析やllオ｜ 艶 ~
oJ '.U合しJc附，_2.i!Jl7］召判E尋豆世会世λ悶付｜ユえ｜ス！？よ2，包岳尋到

包叫 Rf岳苦号。｜智到付｜刈判 'il-'a-告ゴ二号吉岡Io:J7:J ；担子吾包2ぺ豆型

七号豆豆止J.9.J主！岳旦｜号音副司致合同斗．
7f脅五三宮司七宮岳吐司古トjl.~号室ヰ立尋λ間金吾古H ；日召電｝ o］全q叶

7t 司召 7J~古同当社叶 cJW 奇λト豆叫士l古十jl：＜.ト ~件E十

21世紀に局1け｛層の活躍を

今般、当協会が．その創立以降これまで毎年発刊してきたrAsim1 f.'ricnclJを
新たにニュース ・レター形式として年3阿先行されることになったことは、 2I 

｜止紀を迎えるに際しl.'l:協会の新たな決なを炎すようでもあり ． その1~ l・IJを心か

らお祝いrj1し上げます。

2 0 0 2年には釜山アジア大会がJlllfll.され、日韓共催のワールドカップ・サ

ッカーも行われることになっており、これらを契機とし日後何凶Jl:Jの多段且つ

緊訟な交涜が展開されることになると忠われます．その中で．「l練l出ii司Jillの友
好関係の推進に実績のある:Cl:協会には一局大きな期待が寄せられることでしょ

う.2 1 I世紀において、 i'H品会が益.I(J~反し、日焼両国間の相互Jll!~~ と友好級
選関係m進のため一層の御前協をされますように強くJUI待しております．

21Jrll・ 1 I吾・－；g古｜｜話社王色1；含

舌月日刊習到7t若宮。l卒スl音万トス！日IJI司宮之｝司｜名「otλM豆＂J!三j号

λ｜｜豆01News Le出1・t苦斗三豆kJ'ti 3主！宮社古同I-'B ~日企 21λl]7J号受oJ
古住 λ｜桝 ｜刈刊智主｜旦｜ λII豆岳 .9.Jスl吾叫古l七突.2..£.1.1，ユ 1羽合主l
d三豆寿司三司バ司．
ヌOO?.'t!ol]i壬判。n止Ioトλ｜や II句史制持手皐J.9.J－%.！三省o]7Jl3-J£1 

吋，oJ吾刈7］豆，電｝型令号社.9.jCJ・OJ叫2ミ！型台 .iiL昇7］－；召711£1己｜叶λト豆
司斗巳ト． ユ号。nぺ豆，を｝包も叫社.9.j♀玄ミサオ｜争そJoli号電oJ£］と干｜哲到

。117-Jと7JclJ七司会司 u117↑£1却ス］.fl..

21ぺJ7J外出干｜習到7lr:J-J与す忍吉岡．を｝包%司社当分立。J3ll斗♀立主1
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釜雌§8刻印；n:~佐外交遜窃碇!i!日調迭人三割

問彊訓~~到四此’主l 交託金i 墨袋三倍罰［j]

AH宣言出~~~~可JlolJU 'i:f.£1 

組臨人役立経過

1997年8月1姐策担運営委員曾

－咽払胞鎚

19鈎年7月21日集担還it歪員曾
－咽五人lliIOll［胞ai包括

200if<f.1月14日第掴蓬蟹委員宮

’位置rif人役立決議

2C即~3月3旧 IDl.il輔史紅型庇人設起人宮隠笠

·~五人段立設起人曾 Iii.叉組理E五
人組uw；白文化交策協曾定款lffiE
~ 1抑制王脇

2000苛.G月1但硲~.玄人股立お可目商事θ段通産蹄

2〔別年6月3但 S掴五人股立登記完7

2. 0;'1t］語部座間h
・m.釜山，底蒋在住21B本人
・1柄本欄 期 宝

· ~'!l! 毎週ヱli.'Eヨ 14αト1600

＋第23llll畑 趨躍

－戚司笈以E王3月1従ト7月忽泊
• L脇
-ID!& ~t偲笹鎌豆火大学夜坪）

-QJ級図期信盛大大崎11'向

。血吋l•nd

・第24l削沼崎Ill鐙

．，掴文化t聞

3. B1i目箔況

(1）阪重文化探Z1j

－府間 2α)()'tj:9.月168～
2001年1月2αョ

• t制
-1.臓 金 鶏

ー哨島田美京

. 9月忽白人伝達01t艶

・11月4日健闘S製作
~~蹴

・12月2日混濁料理縞習

• 1月13日鑓3侮続完8!i

館駿

①！咽笈政海2月131ヨ～2臼

②主催促滋UM白文｛じ交流お宮
同志位大母国数ゐ1ler

③ 1掛~日*1文化期留金
＠内容大阪京高E，締戸芸目度!el苧BXl21色包史

J][H 0巴ヨKl花鳥定量I~字型XI 日人l.E:~日間1
~Al. 同志紘H馴則自主l包~日y~ Jll主｜雲

⑤~.加者。 ~DllJ暦年曾曾員 18名

・llllllilllfm・ 

(2) （紛京衝溜廊瑚描主催大型生翻研修蹴

①WJtll 2CJ()()Cj: 7月21日～7月3(泊

の内容京倒脚｛文他殺Ii~ きことEllOL 綾田胆代呈

i:Hllftl'~ 
＠到!JI.：大紋t12名

13）劉馬大験生 g~印刷会4λ｜

(4) r第1咽 OfE;脳細置:j,制。。i捌 2側年7J安袋ヨ～8月13日

②主催：Jt!ll正市民21e

'1> lll象却HJ府'<1'9曾毘侶

(5) rm14回宕葉と交流』$00

①服n2脚 '<j:7月31日～8月11日

②主Rr 間前図版予－~曾

Cl> lllfS! ~DHJ開年曾倉員 12名

（制服部慨書全日IOI賓館

①矧迎ι2〔別年7月27日～8月1日

②i瑚守of到｜｜包己｜ヨヨ駆虫部
③抑ー箇曾噌曾貝忽家族31g

(71 /1創世樹読書念日IOI賓館

①服澗 2α氾11'.8月1日～8月7日

②矩M 111豆0~21言自九州受llll

＠釘~釜山苛約大響笠 4t洛

（自）官南青俵:ol切e2000,~00 

①跨澗 2氏問年8月笈正ヨ～日月28

＠主！［·~青年酷交涜側諸

Q)U!J( 脈帆5恒夫以聞大町~Nilllλnr.

太~汰）大智生 25包

(91劃関以筋日開掴荻澄

(j) l!JJlll 2α均年10.月10日～10.月17日

＠｝制。諸問文1民高基金

。撒釜山叉i開到 Z! 分明以遠佳~I 'Z＼υ、1&/1

4. 8鵬あint

(1）京都青少年庇総額事会副1010

J) j捌筑間'<j:8.月8日～8月11日

ω針at・6羽）京街活お安流包含汲lal'lt少年抑制｜に四

21名

(2) Ill豆11Jli!l21言自臨調書士日IOI&

i J咽 2000年8月1妊ト8月お臼

ぬll怠 ti1£llH~己巴邑審員おきEて位包

(3) Ill:耳障大事生E穆gZ島幸
i路潤笈以E王11月 1Eト11月田

＠刻家.UD踊大号室 1路

⑬内容.~E!Kll ~ llIT間 E掛火学生協＼'H1
:ii~主l 交流

nslan land 
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事前号の続きです．

河 韓国語の講座についてちょっとお話したいと思

いますが、大畑先生、当協会の韓国語論座は

何年前から参加されましたか。

大畑 韓国に来てからずっといる聞は勉強しているん

ですけれども‘本綿座では94年から始めて7年

ぐらいですかね。

河 韓国語講座の歴史といっしょだったとd思います

が、 94年度の韓国語講座と現在の韓国語講座、

特に変わったところがあれば、ご紹介くださ

大畑そうですね。ベテランの先生もいるし、韓国語

を外国人に教える一つの教育法の蓄積もこの

講座と一緒にできてきたんじゃないかと思い

ますね。韓国語と日本語、どう違うかを検討

して、どうやったらうまく教えられるかとい

う教授法の蓄積ですか、それは受け継がれて

いるんじゃないですか．ただ、高級班がなか

なかできないので、それが残念です．

河 そうですね、上級レベルに至るまで結構時間が

掛かりますので…。どうですか．伊藤先生、

韓国語講座の授業はいかがですか。

伊藤勉強しはじめたばかりの私にとっては、韓国語

の発音が難しいと感じています．こちらへ来

て、いきなり何もかもがハングルの世界になっ

てしまったので、最初はとても戸惑いました．

看板や案内も説めないし、もちろん、どう話

しτいいかもわからないですレ”。協会で勉

強するようになって、ハングルにも少しずつ

慣れてきて、今はだいたい読めるようになり

ました．読めるようになっても、まだ意味が

わからないことだらけですけど（笑）．

先生は文法事項などは日本語で説しく説明して

下さるので、慣れていない私にはありがたい

侶器細イ加d

ですね。週一回とはいえ、協会の韓国語講座

に参加できてよかったと思っています。

河 そうですか．長谷川さんは？

長谷川僕はですね、悪い学生でまともに授業に出てな

いんです。けど、出席したときにはその分が

んばってます二フォローになってませんからね

え…。（笑）実は僕は韓国に来た当初、ほとんど

韓国語を使うことができませんでした。そこ

で、必死になって、韓国語を教えてくれる機

関を探したのですが、釜山にそんなにたくさん

ないし、あったとしても、ものすごく高い料

金なので、もう自分でやるしかない！と思っ

ていた矢先、友達の紹介でこの講座を見つけま

した。ここに来れば、韓国語を勉強したい！と

いう仲間がいるし、仲間がいれば、お互い刺激

しあっていい効果がえられるし、もうひとつ

大きな楽しみが日本に興味を持つ大学生の会

（カルメギ会）のみなさんといろいろお話がで

き、韓国・日本いろいろな発見ができるので

毎週本当に楽しみです。また、海外生活のため

日頃会うことの少ない日本人の方に会い、日

本語を使えるのも楽しみでした．

河 今、在学している釜山教育大学にほかの日本の

方はいらっしゃるんですか．

長谷川僕は外国人留学生としては始めて教育大学に入

りました．歴史上初めてですよ！！僕の銅像を

建てて欲しいくらいです！！ははは、冗談で

す． （笑｝だから、僕の大学には日本人はも

ちろん、僕以外外国人の生徒はいません．そ

れが、いいことであり、悪いことであります

カf・・・o今は授業も韓国人の学生と全く同じも

のに出ています．もう少し、外国人留学生に

対するサービス （生活の面とか）欲しいです

が、まあ僕が初めてですからそのへんはしょ

「「一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一勧主盤閥2験問

うがないとわりきっています．けど、いいと ですから、一週抜けちゃうと次の授業までかな
ころもあって、この間なんか3年の学生述と りの時間がありますので前のことも忘れちゃ
一緒に大学附属の小学校の教育実習に参加す うし、授業を受ける側としては大変です。もち
ることが出来ました。これは日本では考えら ろん、活動から学ぶことも大切なことだと旦！っ
れないことではないでしょうか。 ていますが、日曜日とかみんなの都合を合わ

せて土曜日以外の日にやることが好ましいと
河 やっぱり教育大学という所は、未来の先生を義 思います。

成するところですので、外国人を受け入れる

ことは珍しいことじゃないでしょうかね。 ；可 今までの講座はハングルの語学中心であったの

で、韓国の文化とか接触はあまりなかったんで
長谷川そうですね．けど、これからの教育では国際性 す。それに韓国の丈化体験を始めました。

も重要になってくるので、これから先もっと 韓国文化の体験がですね0 9月にはサムAノリ、
増えてくることと思います。実際 11月から 10月は焼き物．後は韓国の料理、キムチのfl:
中国から 2人の留学生が来ることになってい り方、茶道、そういうことを考えているんです
ます． けど、特に自分が関心のある部分があれば、

これは必ず体験してみたいということがあれば‘
伊藤韓国語だけでなく、文化体験講座も楽しみにし おっしゃってください。

ています。いろいろな角度から、韓国の文化

にふれるいい機会ですよね。 大畑 私はね、ドルチャンチとか引越しとか．そうい

うものは日本人だけと付き合う人は分からな
河 サムルノリは行かれましたか． いわけですよね。そういうのも教えてもらl¥

たいです．例えば、結納を持ってくる時とか‘
伊藤 はい、行きました．実際にたたいてみたのです そういうのは韓国人に接しないと、そこに参

が、なかなかうまくできないものですね。左 加出来ないですよね。私は結婚式には何阿か
右、別々 の励きをするのが難しかヮたです． 参加したけど、葬式にはまだ一回も参加して
子供述の演奏を聞かせてもらったのですが、 ませんけどね。そういう生活レベルの、生活
みんな上手ですね。とても熱心に練習してい の中でのそんなことが面白いじゃないかなと
るようで、感心しました。 思いますけどね。例えば、この日は伺を食べ

る日とかあるじゃないですか。ジェサとか日
河 長谷川さん‘韓国語の講座でこれからこういう 本人は分からないですよね．だからそっいつ

ふうにやって行けばという願いとか希望があ のもどこかで見学してみたいです0 1年とか2
れば． 年とかで日本に帰ってしまう人はそういう機

会がないので、無理に作ってでも体験できた
長苔川先、サムルノリとか綬業以外に色々 な催しもの らと思います．

があるというふうに言われたんですけど、僕

としてはですね、この時間は主に韓国語を勉 河 次の質問に入ります．ご存知だと思いますが、
強したくて来ているわけですから、特別な活動 今まで韓国の中で禁じられている日本大衆文
というのは、出来るだけ別の日にするのが．う 化の開放が1998年から始まったんですけど．
れしいですね．やっぱり一週間にー回しかない

制ゆ副~



ー一一種義国日開｛fg噂盤監査一一一一一一一一一一一一一

大畑

河

99年の第2次の文化問政、今年の3回目の文化

開放を宣言が行いました0 1998年、日本の大

衆文化の開放の以後から、韓国と日本は非常

に良い友好的な関係を保っていると思います

けど、大自IIさん、 10年前の日韓関係と現在の

日緯関係はどうですか．

とにかく、市民レベルとか色んなレベルでもの

すごく交流していますから、国のレベルはも

ちろんのこと、市民レベルを付き合いがとい

いますか、行ったり来たりしているしね、飛

脱的にのびちゃったので、日本でも韓国のキ

ムチが人気あるし、韓国の映画とかも非常に

人気があるしね、ものすごく急激に近くになっ

た、だから2002年のワールドカップになった

ら、本当にもう飛躍的に接近するんじゃない

かなと思いますね．あまり問題というのはな

いですよね。

伊藤先生、いらっしゃる前に2回ぐらい韓国に

やってきた経験があったそうですが．

伊臨 こちらの大学で教えるようになって、いろいろ

な形で学生と接点を持つようになりましたが、

彼らを見ていると、歌、映画、アニメなど、

サプカルチャーの部分で日本への関心がとて

も高いということがわかりました。学生の多

くは、日本語を勉強しようと思った動機が、

たとえば、「日本語で日本のアニメを見たい！ J 

とか． f日本の歌が大好き！ Jとかのようで

すレ・・．キティちゃんやピカチュー‘クレヨ

ンしんちゃんなど、日本のキャラクターグッ

ズは市場にあふれでいます。これまでもアン

ダーグランドでは、日本の音楽も映画も入っ

てきでいたようですいそうしたモメや情報

を若い人たちはいち早くキヤ双チLてv自分－
4 の好きな世界を作っているように見えます．

以前に2度、韓国へ来たときもすでごいなと感
じましたが．実際、こちらで暮らすようになっ

⑮ゐ同舟M

て、 日本製品や日本からの情報の影響力の

強さに鷲きましたね．逆に、日本では韓国に

ついて、それほど強い関心を抱いていないよ

うな気がします。もっとも、最近は変わりつ

つありますが…。いずれにせよ‘関心を持っ

きっかけはいろいろあってもいいんじゃない

かと．むしろ‘大所高所から日韓関係を見つ

めるより、身近なところから興味を持つこと

で広がっていく関係もあると思います。

長苔川日本にいたとき韓国といえば焼き肉、キムチ

河

（辛いもの）、あかすり、安くて柴しいショッ

ピング…。多くの人がそうあげると思います。

また、反日が棋強い国…。日本で紹介されて

いる韓国をそのままうのみにしていました。

けど、ここに暮らして7ヶ月、自分なりの韓国

が見えてきはじめました。それは、いろいろ

な方に出会い、話し、飲み（笑）韓国入社会

にとけ込む中で感じるものでした．韓国では

日本に対する関心はとても大きく飲み会の時

にも日本に関してあらゆる分野のことを聞い

てきます．答えるのに苦労するのですが自分

も日本のことをいろいろ娠りかえることがで

きて楽しいです．日本でも韓国はほんとうに近

いお隣の国ですし、もっともっといろんな事に

目を向ければいいなぁと思います．そのため

にはやっぱりまず、人的な交流ですかねえ…。

ぼくはこれが一番と思います。人と人の生き

た交摘、いろんな形でもっと広がればいいな

あと思います．そういうところから日韓の関

係．もいい方向に進んでいくのでしょうね．

やっぱり日韓関係は最近友好的な雰囲気が盛り

上がりつつあると思います．その反面には未

だに反日感情、日本の中には鯨韓感情と言い

ますか、残されていると思いますが…ーこれか P

ら21世紀向けての日韓関係のため、改善しな吋

ればいけないことがありましたら．ご紹介くだ

さい．

大畑今までの日本のマスコミのせいだと思いますけ

ど、政治とか南北統一の問題とか政治向きの

情報がたくさん流れてきました．生活レベル

の情報が極めて少ないですね。韓国の新聞記事

なんかも書くとほとんど記事になるぐらい、

ほかの国に比べて、ものすごく政治とか南北

関係の情報があるのに‘生活レベルの情報が

少ないですね。スプーンと箸で食べていると

いうことを知らない人がいっぱいいるんです

から…。そういう基本的なこと、生活スタイ

ルを伝えるようにしなくてはいけないなと思

います。

河 そうですね、韓日両国民の聞には色々 感情が残

されていることも事実です。文、これを唆し

ているのもマスコミだと，思います。韓日いっ

しょですね。伊藤先生、どうですか。

伊藤確かにマスコミの影響力は大きいと思います。

河

でも、メディアで伝えられることは．多分に

政治性を帯びているのだということを私たち

自身がきちんと認識しておかなくてはなりま

せん．むしろ、これまでのマスメディアで伝

えられてきたような国と固との関係といった

視点に立つだけでなく、自分の身近なところ

から、よりよい関係を作ることが大事ではな

いでしょうか。たとえば、学生の何人かは、

昨年の夏、対馬でホームステイをしたようで

すが、そのホストファミリーと今も連絡を取

り合ったりしていると聞くと、私もうれしく

なりますね．そういう場合、韓国対日本とい

うより、韓国の何々 さんと日本の何々 さんと

いう関係ですよね．そういう個人と個人のつ

ながりの中から、まわりを動かしていくよう

な力に発展していくような気がします．

長谷川さん、どうですか．

一像法活車道議盈盃it

長谷川日本と韓国、いろいろ問題もありますが、 l支た
ちの世代はそうではあってはいけないと思い

ます。韓国も日本も変わらないと…。かといっ

て、そんなにすぐに変われるものでもなl，、

し…伊藤さんがいわれるようにまずは附人レ

ベルのつながりから、そしてそれがIii終的に悶

のレベルまで進めばいいと思うのですが…。

やっぱり未来志向でいきたいですね！ただ、

未来を見つめていくことはもちろん良いこと

だけど、過去を知らないまま、未来を見つめ

るのも危険なことだと思いますので、過去の

事実（これまでの日斡の関係など）をよく

学び、知った上で、未来について考えていく

ことが最も重要なことと思います。

大畑

河

日本人と緯国人というふうにいつも考えてしま

う傾向があります。日本人はどうですかと言

われでも、私は首相でもないし、 !Jilの代表でも
ないんだけど、なんかそういう個人と個人の

関係なのに、固と固との関係みたいにして、い

つもお互いに話し合ってしまうことがありま

す。そうじゃなくて私は日本人ですけど、好

きな日本人もいるし、蛾いな日本人もいるし

韓国人の中にも好きな韓悶人もいるし、蛾い

な韓国人もいるわけで、日本人とか韓国人と

かを超えて、いい友達はいるんです。 Fl~.：人

とか韓国人とは別に、いい友述l~l係を持つ人

がたくさん噌えてきたら良いと思いますよ。

そういうアプローチがいいですね。

大畑 そういう人が増えできたら、かなり相互理解が

できるんじゃないかな．

河 ‘伊藤先生は韓国で生活されてどう感じられまし

たか．

制ぜ畑泊＠島
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伊＂ 仏は健｜ηで採らすようになって2ヶ月あまりな

ので、いろいろな部分でまだ日本をたくさん

ひきずっています．どうしても、日本と比べ

てしまうんですね．日本ではこんなことはあ

りえないとか‘何でこういうときにこうなっ

てしまうんだろうかと．外悶でG:らすという
ことは．今まで自分がしよってきた「あたり

まえj とか「1:t~lJ をいったん峻してしまう

くらいでないとうまくやっていけないところ

がありますよね．口で言うのは簡単ですが、

:m'.iの生18lll1f1iのなかで、そう附＇liに折り合

えることではありません．

たとえば.$¥;II.こんなことがありました．私

と同じ11.~JUIに大字に佐ff: した先生のお宅だっ

たのですが．オンドルのパイプが破裂して、

水浸しになる事故がおこりました．その先生

がアパートに紛ってきたら、いきなり 5セン
チくらいの床上浸水状態になっていたんです

から、びっくりしますよね．幸い．床に大事

なものをl立後置いていなかったのでひどい！日

;11にはなりませんでしたが－－．でも‘もし大

切なもの‘高価なものがダメになってしまっ

たとしたら．いったいil!U1l弁償するのだろう

かと．こういう勾合、大家さんもアパートの

'l'i'JlP.会社もl'tf.f:をとらないみたいで、納得い

かなかったですね．

大畑 仕会のt白書力というか、発展の程度が違うでしょ
う．だから、鈴図のシステムとかが十分でな

いという問題と文化的な問題とは違います．

社会のシステムはどんどんよくなっていけば．

解決するもので．それは時間の問題です．で私

文化的な問問lま乗り店主えられない、これはね．

理解するしかないです．それはそういう国だ．

そういう文化ということで．その違いはやっ

Ifり遣いとして確認すべきだと思うんです．

ただシステムが遅れていたり、日本のほうが

進んでいることは、日本のシステムを見て‘

刷ザ：刷

q!1.凶人もなるほど良いことだと思えば、直る

わけです．そう汀う1111rnは解決すると思いま

す．文化的llill'Iiは餓しいです．私も10年いる
けど．文化的なj皇いは必えられませんよ．

やっぱり日本人なんだという再砿認です．

日本人だなとlfiliti,!2の！Olf：でした．

伊~ 厄初は．どうしても見えやすいところ、わかり

やすい部分を比較してしまいます．今まで私

が納得していた（nJかと逃うと．でも、違う違う

といっていても、何の解決にもなりません．

その社会がそれぞれに狩っている解決の仕方

というものにあわせていかざるをえませんか

ら．それぞれの社会のやり｝Jを受け入れられ

るようになるには、ある程度の時間が必要で

しよう．そうしているうちに、いろいろなよ

さも見えてくるのではないでしょうか．

大畑 そういうふうに見ていくと俗図のほうがいいと

いう面もあるんですよ．ゲンチャナヨというの

は、円本にはもうないから、そういう意味で

は務国人のおおらかさみたいのは大切です。

円本人はキリキリしないで~同人に学ぶべき

ですよ．それと、紛liil人はi'I己主張が強いとい

いますが、逆にn本はグチグチして、自殺が

3万人とかJいます．そういう意味ではどっち

が良いか、分からないところもありますね．

伊宏 そうですね．焼肉人のおおらかさはうらやまし

くもありますね．どちらの図がよいか惑いか

というのではなく．給局合うか合わないかと

いうところにjgち治くのかもしれません．そ

れはもはや、言語を超えたものでしょうね．

河 相手の聞のアイデンティティを乗り経えるのは．

なかなか波しいじゃないかと思います．一般

的に稜悶と日本の関係を近くて遣い国だと良

く言われていますが.:I.!は両国は近くて違う

- －ー、，－

同だと思います.if!うという窓味はいっしょ

ではないという怠II~ですね. ~うんですから

傍目前開はお互いに理解しようとする協力が

何よりも必要だと思います．しかし．あまり

そういう協力はしないですね．純白と円本lま

同じ偶数およびi実字の文化問だから同一な所

がいっぱいあると11'えられますけど、予惣外

に少ないと思います．

同一だということは内己中心的な考えですね．

お互いに自己中心的あればもめこ．とが生ずる

はずです．だからとりあえず縛同と日本は~

うということをお互いに強く :g~通しなければ

ならないと思います．

大畑時有同じ文化圏だから、アジア人だから共通点

があると思い込んでいることもあるんですね．

思い込んでいるだけで．やっぱり遣うんです．

アメリカ人と日本人ならIii初から遣うとわか

るんですが－－．漢字も使うし．儒教文化だか

ら共通点も多いんじゃないかと思っているん

だけど．結構そうでもないところあるわけで

すね．アメリカ人だったら最初から違うと怒っ

ているからいいですけど‘伶毘l人と日本人は

共通点は多いはずだと思っているんだけど、

温うからびっくりしちゃうんですね．

一橿：iニオ目叩 1:::.-:::tJ~fi’ 

河 ！~谷川さん. fill去に一言．

長谷川｛）＜も勝手にi'I分の中で斡国はこうだとい〉ふ J

にイメージをして、その中で生活してたから．

l'I分の考えとif!うと不調和ですごく許しい11."f

fillもありました．だけど．それをみんなとい

しょに続聞の社会にのまれてj~ごしていけ

ば良くI理解できるし‘新しい視野がl.'r-i.るし

やっぱり自然体が－tftです！これからもにII
文化交続協会にお世話になりなが仏 UH .. 
いつの円かはお世話したい！ （実））伐りの

仰向での時Imも（j意義なものにしていきたい

です．

河 uい時Ill！.ご↑自力いただきまして、おりがと可

ございました．これを持ちましてハングll似

肢の出伐会を終わりたいと思います．本ll.
いろいろこ．窓見があったですが‘これからの

ハングル治座lこ必ず生かしていきたいと！！.＇，l、
ます．大畑さんと長谷川さんは日本へ削る~·

うですが. ~函での経験を活用して何日 l•'•il!"I
llilの交涜にもご第カされることを則的いたし

ております．どうもありがとうこ’ざいました．

（終）

h吋d欄 m
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去る 12{f[ilJ.続同Mi講座を実値してきた当協会では24)trlより‘受i再生の

~~[fl文化に対するJ1l1解を深めるため、；欠のような文化体験プログラムを行っています．
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第 24期の体験日程 〉
サムルノリの体験（チャングチヌンマウル）

焼き物の体験（偽州窯）

u飼料理の実習（金慶玉料理学院）

茶道の講習（東茶頒文化続）
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－主主i長冨

‘・Aalan}rl回世

一 一ーー一回一一一一一－－~－-

( 1.第摂理事制澗開催 ） 

第摂理事曾

・B字 2001il'2月21臼
・喝所美松

－内容 314.4/4分羽事集積5~在釜U.E涛苔翠
領~R筋道空間新年・開催

沼卿曾

・8字 2001年3月238

・l踊ヨ25:認
・内容 2α氾年度事業~決算緩l5 2001年度

事』臣裂殻鯛｜副報芭

（ 2州し｜叫JO出場潤開催 ） 

・国寺公幻1年1月188

－噺鐙国破d情堂

・2蜘 O旧i平丈IOI全宝仙団E昔前東側IUlll
01と1切符有所長

・内容 B本OHLl!MIO阻 l成立i!ll.股

( 3.大相化棚潤 ） 

・liJl!吻 2001il' 1月288～2月68(9泊1ぽヨ）
・主佐船釜l.l.Jt1I臼文1既流醤曾

立鋭駄母箇務婿E院総草倒閣

THE ACADAEMIC FORUM FOR 
NORTHEAST ASIA 

－繊 6羽田取回漉金立舗駄細際

i邸議問問京都荷

－内容大阪京都.~Ji!. 締戸三隈竪J ：主要

l似事！？初~古代飛喝叉似~創出 m
置きこと日ゆI~fBB大学笠豆包賓施

• $1JO音量OHJ情年曾曾貧208

間新也f明年~~

·.£~団苦 . 2001年2月2EK鉛 003(ト14:30

・歪包邸有立命館大学01ヨ｜日lllllOKll立命
曾1鰹

・豆註勉：21也記刺toIA IOI服弱制解

交流21姐大佐旦l側

（ 4割引贈）釜山公演開催 ） 

・団事捌1年明姐

· l.駒釜山文H：；航嶋崎~

・主催在勤B柑蹴鞠EB本節強請理念

（紅盟W8文l回tln!~. 尉澄W;J;釘a

・即3燭郵備会開

( 5.制 t!JXfliJt!J7J（留）劃頒開催）

・湾問 2001年3月168～17日午後730

－噺銭JJ:文化釘宮崎堂

－製作 OθE防組wE姻 '212畑町わらCffi)
．主催．侃浸U殿白文間研筋書

－後鑓．在釜山B不：g 領事館.~重留歪鎗釜山長曾

駐鑓日本邸太使館.tll回文｛じ委縮WJJI!民
日本屋恕交流基金

制限｜組l低資制曾鵬

－日時 2001年3月17日午後4.30

・思所留ま歪~
・内容 ： 6悶EJI ＇組!Yi)演祝賀~'l巴畑氏医術in又It;.>、

掛沼恒i釜U反化人回li112J2凶開催

( 6.第25問問Xii!縄問調 ） 
・捌 2001年3月17臼～7月2坦毎週土tl.E

1400～1600 
・1柄本四概室

・ ~j象釜山慶南在住到 B本人
• t糊初絵金支n

明必包美京

( 7. iii豆ntt制琶湖掴喜剖｜け施 一〕
・1欄 2001年3月初日～咽 1日4波日 ・ ~1象 δl豆Illl~21＆~•賃借滋昭

~ 

I 

吋叩
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己主竺
1.上到鯨町 中高後生脂製事招AM

－時期 B月3臼～ 8月7日4泊5日）
・人員 183 

2厳原町 ヰ場時主際軍割 招鴎
・時期 8月中旬
－人員 73 

3京都圏版流箇曾胤線B青少年臨調1硝
・期間 8月12臼～15日3泊4白｝
－人員 203 

4.~主主交流事業
・筒Jiil8月21日‘ 8月23白（2泊3日｝
・人員 10名
－内容 竺人！日限j馬）湾少年.ill2.I剣道交流

s. 01互IlH忌2.1雲国 曾員蹄童図書ごと日101•施
・時賜。7月26臼～8月78(12i8138)
－人員 15～25名

6. 0旧日丈｜仙口溜際交流盗容お量

日本大穆生書ごと日101
・時期 11月申旬
－人員 20名

7. El31A旧Kl葛島）RC.源i童青少年蹄諸冨招請
・時期協総決定
－人員 15名
・内容需少年鑑J;B乙Jn!.

己型空空
1坐人旧l倒馬）員搬交流事策

・上到馬町交派事業

①大与生疏E事業。ωの交流）
・8寺湖 7月238～8月38(11B128)
・人員 203 

({)qi高校生汲l!gi簸

－時期 8月 178～8月21臼（4泡5日）
・人員 16名

③食文化交流事業

－時期 10月98～10月11日
・ 内容鰻園料理紹介~i局演

・上脇町交流事策

①大手生汲湿可llfi
－時期 7月23日～日月 3日（11B12日）
・人員白 10包

②中学生~沼事業
・時期 7月ψ旬
・人民： 303内外

・厳原町中畢生受流移築

・B奇問.a月中旬

－人員 7名

2大智生京都矧或穏日新也tlCForum参加

・主催 京都市富~変Jilt笛曾
－ ~ji~ 7月20臼～7月28臼（9泊108)
・人員 10名

3憶曾曾員 日本書全日IOI$no 
－時期 7月26日～7月30日（4泡5臼）
・人員 15家族
・lt!lll耳丸刈t池波

4. ?.!OHフl青年曾 r~ヨE 地鼠針劃」 参加
・主催地~市民主l 倉
－時期 7月29日～8月12日（14泊158)
・人員 6名
・l色j現丸刈Htlll境ー帝

5. ii詰OHJI宵年曾「ヨ｜丈｜ヨl丈｜受流」告書加
・主催 ー 佐~鯨肥前幻箇際交流協曾
・B害賠 8月1日～8月10日（9i810日）
・人員 15名

6大験生山口i自主主汲遺
・時期 8月21日～8月31日（10泊11白）
・人員。 25名

・釘象臨i蜘 5酒大制大学生5日前－~

7釜山文化・憂術人筋目研修
－時期 10月中旬頃

－人員 15名

一一一一

。 ｜文化事業

1.続包題講座n
－期間 3月178～7月2姐（4餌組毎週土11t'8l

9月中旬～明潟JIAl(4朗 'Ill.毎週土I旧
安海料無料（文化t搬 i;OO賓と別途）
・！易所・館曾舗N室

2.第10回日本題作文言日位豆開催

・主催在釜山B本館総領事f担円桐主催

・臼字 6月28
・l,l歩月 在釜山口本Em領事館日本経高座紋室

3高俊生日本語宮古IJI大曾開催

・8字 7月14日
・主催釜山積日文化:i:bnt協怠釜山中苓B本語

毅育研究曾上11期湿原:i:bnt協曾
－後緩 釜山市紋湾a 在釜山巴本~領事館
・蹴釜山 j脚高健三豆－~憾2.1 鮭R:::

忌！0101olOI日本邸I1 ~0 1~ 滞在経験
01 ~＇＝学生

4. 01日｜字文I7121211事賢官en(JIU紹介到汲ii
・l!ll：苛 7月148～9月308

）
 

、
，

• ltllli 01日｜平文｜主！OIXIごと（珂i!lliilltllt費
・内容 引己1211司賢官告書輿:I惚紹介

（公演目E 史 i色j賓符~l1l企系三）

5 大事筏日本~演劇支媛事業

・時間 7月下旬頃

・内容日本!..!i演劇賓館大与さ 1～2箇

大学3選定吉旧i支鐘

6 第18回日本Ui弁蟻大曾関陛

－主催在釜山B本臨領事阻l共同主催

・時期 10月下旬

7.日本文化紹介展

・時期 11月初旬

－内密 日本豆ごと白鳥示eg

8. rtta友~~ i当」開催
・時期 11月申笥頗

・内容 笛曾事業被告 ~~8 文ll'..i1l費三
－ 氾偶人員曾貫~園内91 有問ii鱈関係者

g 250余名

住盟雪
国 01人｜包豆EIJ！：： ~·刊 （年3@])

－内容 ~曾事業内容~筋目慰i:'J.!§

－邸敏各 500邸内91

c v. 2001年度日本語能力1鵡蜘

－願lllll.受 8月278～9月15日殻定

・！ill皇宮（＠ 12月2白（8）禄定

c VI.鞠局側捌

・B寺j自 4月下旬頃
－場所 I 現在建物3fi
－既開 Sri§：文！湖胆l空間三宝活問

出 貝j開的 交澗寺則と日本間惚'i'l 2.I ~繍後Oii 最終決定

IJ•ザl•nd



面白

9 1(!£ ~j.g. 'lf民ロい].:il5 1'1<11 °1~ 2001日制｜
平LAJJ.I守｜持rJI討21引さ。It9司会
包合古1-019'11 IO守！社2111晒ス｜空i吾

刻令＜＼l;(I•JUJ:i!I 喜ごと司1°1号判宅f
z今匂牛五えユ明。｜｜サ外古いII！司

匁斗．

喝を｛J.JIE設当宅牛ff包含会ロ同豆

三01~OIJl-i 噂号司令-61.2..旦｛［7]

{1-~Ls問吋．

’a刈 ffjしいl忍喫＇t!21剥智叫｜
若乃孟問止｜マIAト叶号.2..豆包茎21
号車tA弓ユcl.:i! 令号越企日召~

2長吾平l~ 主t.:i!2I 01°~11告を 7j
軒 7問Eト．盟主 J認を~J.j社斗付｜

劉忠烈

吾将I.型4店主♀c]t..十己トG-号古11《盟

主p問弁.iil..2t-:.f.iiI{} £匂寄付i
甘んl!8-;i.］ ~ll;i:ll斗 7］－恐金c]2j 7］岳
会λJlj:lc:ト．を｝忍舎を｝ス｝豆.ll71｛！吾
中］71吋I｛ト.il.21- 合~!'litスl ~蛤令

fil'Uc:t.ユ司｜号兄皇ト存2七苦7陪
判明叫判斗．ユ刑千干亙7刊
号斗包甚217トえ｜毛f金司司 7］甚o]

司匁Eトユ包ens:.サ号社司怨警。l
し十判付噌苦f-oll包帯せ ia－寺会旦匂

E短文.ftiillヨ竃畏
「見泡i民8叉11'.3蕊淫曾毘事

釜震主宰俊樹慢

lllをu11トfil。！日本人21偲I摺．諸説制基本告

斗会J!tそ！＂.g. 'lf予豆し内包曹司｜旦放叶．
裂Z明．包fさ λm号呈17同：£~判司｜吾旦号羽豆旦

と吟~ J!阿1°1c:十． 事111°~ せ省主同~司主制五三豆
叫！＜I七析。｜しト出豆 7t制令。lti］会桝 Y旧
日l舎を 'fl}lloJI~問裂。｜じ十回♀己｜旦l Y同2今会判E十

古JI.£ r号半色JlctJ!I引吋号裂。1c:t.01-nt主叶色刷I・号

。｜岳引会。｜長会主号，苦」%.ili'.λ｜司｜号ボ｜喧ペ o]
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~と ~.2..♀省主附c:t. 。｜吾 1F~Jjj1_~喧付｜ぺ 子7.Jl~.2..
三位哲λ1'7]-l=~＜.＇.！ 01 噌号オスl0t斗．京身｝告。陪営

再｜（美） .!i!.aJ0t W な'.f,.~q，。l 吾スト吾宅同 λl主司！
(!t~）斗乎豆nl 7t辺 jjl_，~2］吾是主豆朴jl ~会裂。l

叶七匂喝~－珂~c:t目。｜ ；司会長吋オミ去を古同♀司

＠岨句friend

.g. ｛干2喜牛付｜え｝。l7t~l'U71 aQ吾包 ~01叶．
吾司ロ｜号付｜λ｜会在主！卒弓λ！と平手。トロト著当

叩U釘苛判。l 脅Jl7ト型~告。1°F7］~c:十．千千五号f 叫
羽！.！.tB省保同7f各当匁祖母．匂λ同会士）OJ叫引｜

豆晋付金唱。l唱.ifjj!_匂裂。1c:ト．♀己121弁Fとを刈

古同：17博司トス11号令主｝λ17］吋， 1l:l!t~包21 柑叶~神主
豆主 7f主l号匁召対｜古｝馴｜弁五叫忍忍碍包匂誉会

問叶．ユ辺司｜出会司（税制λf.!!E..豆制λ｜
外七司IAJ去を｝λ同型受01c:ト．時間λ｝平！付｜パ｜旦.§ 7ト

句会制言｝七明主主主！会λ］7'1ロI.tJI号。l叶7開
会喧桝l古住邸時 7fJ}_i:ト01裂。l叫0悟 of'd
'J，λ附号型をう！司会。｜叫．付71外l'-i'rt・告型ミラ平司
会心会。｜をλ~~q.il 卒平。同 jjl_牛を刈合斗jl ~ 

斗．。｝ロ｝豆包荏羽｜也司ψ社司甘さ祖母7国裂。］.:11,

刺酬と齢出主｜λト制包 Z目。］c:f，。｜相会

哲~'j.2..t..j司｜弓λ附号号cl7開会忍会人｜刈匂λ同
~今き 1l型λ｜也 7陪01c:十．寄4号言f.J!喜号電｝ λ開号

－ー・ー、4・

、

2ペ9十忍包含官7]t..j 営Dij智司滋会突。l号。10~71

写娘Eト． λ悦！♀己｜針』［.g.士Hト牛委主 Iヰ刈吐電時｜

恥Io}t..j.:i!~壬今平正英型~c:性中同♀桝 λ｝

主｜号科ース｜オl叫2給 契o］号。1°F7］号事｜｜技

士！会λ｜主lそ！'ti号制色｜｜宅！甚叫んItill判..9..71号平司被叫

ろ！'ifJ己λ同例制｜号。j7}7＼サ酬を｝受付！平今

古同主｜矧ぞ戸li}JI；（同吾71JλIt.JI!J't!J会λ｜対包.g.判
号7］号 '3!'.!i!.}ll1N.号古IOil/.!α｜想外l'-i七件苛怨。｜
16や｜し｝司叶。陪号桝l平l司会と列サ骨怨企豆

吉岡舌旦豆吾半前｝71£ 扱叶 7附営司旦叫 λ国
平LAJA］匂呈ItJ附号制古｝Jl利｜子 '.ll七寄名付

主刊号＊°li:f. 制宅｝ 7附｜栴 ~}oトEモペ会<>ii

4ト骨材71吾711むc:t.ユ司同半分ス｜匂叫 tJI脅匂童十位
司会忍主陣豆吋世間号。｜ー告212~七 AJ忍。！斗. 'J 
z陪.g.也泊吉凶♀己］7ト司i:]2｝£λ除。｜｜旦バ｜号平

λ17'］司ミラ司令。｜最卒宅｝去。l半士同号叫01叶．ユ司
ペユ司ス｜付主｝λ』号。｜首スト~－舎を吾スl i遣を斗き
古｝ご~＜／：！%吾きEト. 01 桝l '-i 吋主t＂»吾針。陪~号.g.
~－三豆 '.f,.1)~河川I cJ平外。？を突を叫
号.llll'tl平司喜重体主｜ス1守もト01λ｜斗司'U斗．世ス｛

L十時奈良）ス｜匂2]:il~斗士］λ｝忍号.g. 脅怨号付1}11 ~ 

.g. 7cf場合 9-~-8－裂。l叶．今ごt吾 ..9..収阿｜んI .ii!豆掠

郁）豆苦「711l!ぺλ陪里｝官i!j-豆奇 -21:11豆H陪 λ｜ζト告
主刊号 L托丘主主711叶宅tg放斗．

21主111101都立命館）時間叫IJ.i 望。1ミ！~司o] o]lil o1 
想叫 Y附 71匂号手.Jl想人間斗．号古｜豆削1°1吋司
吾号菅波i制｜叫Eト主同合唱J吾を主｝怨号豆吉岡号
也悦ー。｜。f7］古｝七号忍苦号古H;.g.λ｜λ同会補号

娘q，安安位叫型主t＂』日｝叫包斗倍付帯主豆包さ 2ト

む号社主l♀立 ii＼：！モ｝ベ｜吾川-8:C憎旦l司子音旦161古ト

喧刈．忍ス｜吉岡も坪荷。1°1.!i!A¥l住 吉1.g.011f兄汗

剖71到号 7｝ス｜吋:il.'r.恥｜セスドll0llkl也＇？！Zl"I'.!I 
.g. 司州｜号司智牛~~ラ 7］到~c:}.
型スト判。l1t!01想。IJkj包ーさ 111包引包公合 ：，二＇＇l'{l

1l!-.11~r古II 甚c:1-. 51'.!'l!ト。ll~.g. ~l!.~011ん｜ リIr<］￥！ろ！ ~ト
古川7｝令叶旬企。｜叫しI・ 111.!r1f ¥rt叫七λ｜十1°11f.キ
型£句会主l泣い1;1111 平1~11 叶特 色λI ?J.1!. ?1公
主！~同世仕手豆 cuえII~司セ λ111付！ ？を公司．官三klと
塾忍忍主陪付司己｜主企21督。｛立｜え171七-J:lt::I.ユt!]
叶忍号荷主豆 u除雪主主ス｜長吉同lそ｝c:怯噂引とユ

己｜省7JIo］号£！.Al 役会 ~o］斗。｝口十三乎＜＇Iしド’｝£ 提

唱平悟判。l羽1£7｝正問裂.2.£ 刊l供［c:I.<>lull 
平司旦吾斗'fl<>I討中1同I?itと。l;i:I子：土台己｜吋：：：.

K司会司司想司Of宅｝c:f七士！立7トモ！裂。1c:f.
きz唱七世間吾豆半司王会＊怯豆主｝.9.A司豆り

す岳~－＆ nHoli:f. 'ii甚21~.1.11吾 cHす司｜ヰ1°11川型<r.!
荷主豆智司笹口1丞司匂司I.0限付｜付 位社ん｜召付1.q主｝

ス｜妾を抑制号事！。ト＇｛！砕｜ ｜子物怯 ゆ11号J己

~斗．

営岳会叶令。｜古＇II古｝:ilユ吾217トえ｜判司令与包7]

訓告11~－盟主｜判。11"1~~ 特別，G 併合判
吉岡叫斗.01号。｜｜ペユ号旦l号令神川会。！万｜七合仏

サ司｜対Inla!I吾手スl?.l'~叫き守~－.苦手。｜刀1° 1 牛＇N
..9..旬。・ll0l'tl刈rU主｜古トザ｜号2］叶桔 till-:?.-，，主lfr
安全牛紅i!I斗制桝．

晋三豆旦毛主｝娘。｜包位古IAl互ftn｝三ロI. 包岳~

7陪斗 o]'.!)2］合吾金受 7｝午＜＞l-l!:-3-~21口I <!-I官会
。トキl判古同弓忍．。｜吋を｝包号。jllcJJ』苦手2製;i:J美
智'I他日ロ陪桂子｜｜制E川崎守！01民
主借すを突き旦｜公主I？！セ斗．

制 4ず畑d



E圃E臨詔盈置 ..蹴縄場型間

5.兵他5る況

(1）~·釣馬中・高俊生交流事策
・上蜘］井手書咋穆舵IOILK伊奈陣搬夏季交流

①隠澗 2α氾ti:7F.l21日～7月24日

②靭iL相］

③人員忽溜引率5色拶笠2括）

＠内容さととEIKHAl'.!l這01~辺倒事~演奏三文化受
流賞自向

上1H閉］申高使主 ~7ii

－お寝JC,'ij

①J!f1自 2QOO'tj:8月7日～8月11日3，印日）

②人員上到1閉1申樹娃21名

-!li8夜流

①版関 2000年8月初日～8月24EK3l84日）

②人員申込注目11m山中）

高13(生ー 7~立強.lJ9I高 aE証明開肱高4)

・厳開Jcp学生問I
一筋83'.e.況
①鵬n2000年明1侶～8月18EKZB3日）

②人員 123(三罫羽6包釜一女中B名）

ー蹄草苑飛

①見澗 2α昨 8月18&-8月21日3泡4日）

②人員民開Jq:草生7包

③内容剖きことEllOI:iJ 人l:S~OI間三研臨

(2）東亙大捗俊雪築穆邸雷築交流後短

①蕗澗：2飢渇ti:5.月4日～5月7日

②内容茨際緊合包惨盤i!l~I t::i筒際葵曾~ ~~EUOI 

言文間部賓随

③著書加香・東豆太込ヰE 晋集銃部引率務費~大学生お名

6.文化行事

(1）鎖躍氏潤充満雌

①B字 2α昨 5月12日～同日制曾138)

②主催組担対宝飾碍N!i術協絶

③内容夜B媛宙人01日1 障碍人三塁思園 r患漫，~！ It表

金満塁.UI雲IB議：＞IOH書留女位陣潟人三i!IQI

態溜型~糟賓施

＠主催 (ill組出限lじ.3t;'M宿舎
団 lJ8穏滋類事m底較流監

(5）間割償形展後媛

(2)8本m猿演曹開催

①fil 2C淑芹6月298183)-

②誠司安田寛掛~与薮寄与Ill! 叙Ii

巴割強密部資：合職琶蛾搬

③演怒翻近代琶築旦l原流塁却｜人蝿取引i腔i!I

設建罰

＠湯所釜山B綴紅1J＼語主主

⑤主催促粗服白文化3研協愈在釜山臼本鐙総領事館

ゐ現
－(3）上J1鯛妥壬（おっどん肩膿民悩掴潤

①R閥 2000年7月18～7月3EK2；四日）

②人員鹿星大き呈uHr01§E1, 5.名

①蹴笥 2000l'王10月18日～10月初日

②主催釜岬!18美文化曾

。）靭i 釜山巴税引層釜臼~cl己｜

＠内容釜山文化人筋日日限麹安支O防野作家7名ill

釜山居住B本人言旦｜(4）臼本刈須訴曾開催

①鯛邸 時間 10日～7月1坦
②場所．釜山市電展示雲

③E話作品叡：70点
7.第17回日本語街論大宮共同主催

①日寺 2C以王手 11月4日土）1300ー1700

②勝者.1躍大祭彼悔綴EiH謁堂
③鯨鯛蛮型釜山自各大学筆生中B本趨専攻

三豆01き大学笠

＠主催係施i蹄白文化3&7ii協曾。在釜山B祖繍夢路

⑤後援崎港I蹴鍋島旧週l皮切陸間制

欧主主filUB司E笛ね附liii山毎日新聞

⑤協貿・島促£！~甘1肺悶iiri事官~Tt協奮000

⑦人員 1喝

⑮入賞者

⑩優~賓〉

金正取(fil!l).::1}.¥f!:!B¥[£奴.！；；！M:llfl 

（優秀賞〉

金条秀C梶E大引HMB匂手耳I!'..::?IP 
金藍英仮拙太W!l1 日担史学~：J 3Lf:) 

俊即瓜〉

事界魁保亘大引J:!Bお白文'9:J場l史2¥T:l

芸大蔵＠山大樹EBお~!'Jl:R 3'if-) 

金良延（鑓1r.7'・母i¥JJ:!B話日文明；124)
｛努力賞）

4院貞（釜山9臨駄明E臼ね割、13年）

8. 「韓日友~321 官」悶Im

①内容事業費随時笛 g,t 俊~.公演二

ほ｝団司副均年 11月17EKi!il18 30-

③邸者室~雲日｜早~3きヨcl~!i;!l:iC

9. 2000年度日本語能力試脂質施

①B字 2α氾年12月3EKEll
②短郵澗 2α鮮明288～9月2坦

③ ~1象 B将M:i HJ毘程olXIP~三番
＠主催（U)組服§8文化交流協怠箆亨・s;:;.況空会

t期日本窃漂狽宵協曾

⑤後mB本舛務自主文部省

⑥ l盟人質 2225.38

⑦即湿潤

・ 太郎j~型大目溜際較育受；加'.Ant百

・悶lJ糊 8偉大学極照沼文1凶院＠

・蔚出lt!ll費蔚山大挙綬臼本liJ以:ffi

由’As吋，；and
刷。4;1ond



釜山文化人訪日研修参加l所感文

~ 
¥ -fl二町
金 ｜日 英

組tt明主包Ell克明1:ii踊

tD.a.同巾M

., 1－与切｜ユ己l.1-1~之ト己｜叶ヌト

当4主ユ7同五三唱し十EいIIi:ll管制岳 OJ;(ll吋oJAJ矧 λ！？糾.1! 
豆・日本F；.！・oJ吐01号♀豆忍7IJモ！：金位界人.Qj閥心2ト泌汲き多機を方法

論的協岱号司｜日本．日本人会多角度豆湖府ト7J付I~~告。I ~説。1 旦
。］71朴ス｜古同．

ユ型付｜三若干斗2付忍古ltJlも同ltJl~ 旦~苛＜＞I せと徒会 uj吐主同＇？］
0171 I端吾吋！と?Jfot 古住終日間判徹妙む卵白司｜岳吐会 o~t.J 司斗. oj 
~喧ユぅ！舎を｝号＊l-1?.!号判公司令付。11 ellを総脳会き把揮を司セ与
文ストえ117トス｜司令耳同I~此限界－＇？］社合同再三社183* cドまや｜むと司
弓号ヰ同 λ1-4スl叫7t吋曽Eトnff-lE-0171£ 古｝斗．ユ司台湾l吋｜豆量子持
.:i!，包茎号室t.QJ 叶喧吾含刈λ｜古｝司君~~ロ｜号2J UlltiJ司豆（丸山 Ben凶it)

吋λ！七匂社「号室同苦J伺1eclu-ysan-themun and swo吋｝告吾司｜平均
的包日本人司繍斗思考.Qj自ー謝刑判旦MJ世付｜司｜号付λ｝
主1~1 包件付｜スltJlを苦司会強斗セ lfJ7ト［－ ~.:i!~斗．ユ自司I 01 lllJLi同三
郎凶 o州己｜叶七吐宅児玉包~会常在古川首~じl七 λ凶。II~斗．早
岳碍刈曹三豆忍刈有包司｝－'ti吾-e-~－担叫セ 01♀．三，与r.n的研究旦j 厳＊性
告樹守古川将司Jkl~叶．
コ迫司l せ丞78~1 包t!J:&j ~］.S:.i.]· 手毛］荷主ll~－8- 羽｜毛｝主l '?]6j.9J主主tenλ｜
型♀尋判外スjol].s=. 昔子古｜辺司 ・ 包＊到·.R-\i十羽唱lJ♀豆包~3- t!J吾~

z，召古｜ユ英会。jOf7j古｜司計.:i!~t:ト

刈？t甚日本．ユ己l.:i!ユ文化七帯。l.2十号Zは豆干I'll叫担制寄せ刺戟
ユス同｜己l.:i!哨古II豆電智召oJ~首叫．包忍波封改化包 2日三豆叶~古I ；副主f
古II..2..日Lj-.Qj自体心三豆聞Jlf「6阿I；喜夫1・巴三豆ω掠）旦｜口恰吾:i!j-.R豆原

駒~1 吾卦弁司会谷11古｜号暑を型4させ~1 ・笹空隙.:i!，雪号合旦司｜豆言ト七
oj-λJo悟詩型特~ cj-吾制。J~cl. ユ茶会 u国包岳＇？］ ξ『判官幽9

4真価f忍'8°1~01'-J! ユ吾吐判文イ凶守結集。I~叶. t:J-Jヰ－a-叫.g.5日さユ喜
主凶包AJ今吋｜ーさ吾古！なキ叶スl.:i!';;!-7同月I'll号。H壬円本旦lf調i叫底力

。J~ct.

正豆λJLH~壱守宮司会電）－7陪i:n •昔"if司ヰcj社会 2号とむ 71キ71斗
徹舞伎座）叶！と oj喧.Qj司｜叶｜三召号令官1七匂今吉ト2 祖ス｜宅｝ストペ陣営さ
忍苦「喜重信号7J七平司会苦Z時oJ~~.:i!. 。J-7jE陥t間同斗斗Uj柑わら
び由吋！セ吋！全斗包λ』告さむ司I~宅.Qj 011迎豆え間生会号7Hラ熱楠町＇？］

密術人号。l 世~.:i!，豆電｝宅金l 存スlそ！ '-11豆号平｜司 150＇せ念。｜号。 11梨安
告司七安全ス同三墨付7怪獣身的世平凡む日本人号。l 也会合旦~

斗ー
－位Uj判L十2foJl川公叫会叶・-1='Af平E例旦lLtcf型岳会長電古｜旦2

穀E十.~';f.Qj 《司i司苦金吾古州警手型口l苦エヰ祖母宅｛~ヰ ~AJ告召'.U.:i!. ユ
苦言告宮司叶lqλ！な争叶浮吋ot 古l七電信号号司｜刈ス｜湖l号匂~.:i!. ユ
ス｜司｜七号室岡忍号三豆毛主l!9oJ..2..きぜ包茎吾宣t.QJ吾吾菅平己J7ト!CJoj
手七電信金.5!.'lt斗．ユ裂さ叫｜喜平三司会社号：.£..£ ~'?J.~壬平司会会スト
oJ-lfJ7J王宮~.:i!. nH喜日怜召会ス同企豆ぷト包苛召すな合唱スjujc)-7隙
叶．
吾。↑..2..~ラロトスlllf ig，社λ｜心｜棚西）寺；（＼I号官~－＜＞IIペペ三7ト司♀ ~oト .21暫荷

£吾7-l判4哩'Zf!9iラ主t・包手＇？.！寄金主！開放 .:i!，相AJ社首う！ HI噌対aJ
告人ト。J olJ 手.:i!i壬宿命的包関係＠.号。州。「が唱。II~吋~~壬与し同企｜

現J!!・告旦'l,tcト．
電色｜陪告 λト。｜外｜手2宅l号斗 clJ弘昔号2ト型λl号司吾。｜古11器官斗・;<J

.Qjを目当手叶叶．。j;(lJ21ぺJ7Jλ相｜♀叫号苦刈｜司！材L十71七主！習電｝同
伴者.Qj 脇好者形成古住吾紫~告暫材 .5!.'l,tC十．

Aslar¥“包内d



大皐生訪日研修参加所感文

* ~守英
新混太事使 B!!i8叉ゆ！~ 4ij; 

tDn.岡、，t叫

ム吾首；キqニ1,.9.j位三なλ｜叶

2（別＼＇.！ cヰ吾．叶七叫主ト 4主トl[!-2.£刈旦｜手守引・:i!j・ と§.i!jJと。｜｜スi材91虫
CJ·. 吾匂斗判弓012.J--E せモト告~·平.jl 91~？1吋I. 骨骨λ｜型ロトス｜叶吋吾t!J
討。II平坦7t曳ス｜長官料金町号Jl~cl七 λwzi-01 吾裂豆ユ司吾01~

.9..cl斗赫日~1 世界豆旦J 1i'K行．ユ裂。l01 c柑告古同｜宅。｜弁51叶．ユ司L十
叫λW0ll最初Qjj餅断瑚7ト主主λ｜ロ隠す馬）7ト豆｜司EトJl~ラ音。｜｜王 λ』2判
さ弓oj 世~斗古トスl~ ス｜舌与吾7ト李主l古｝とL十2 吾セ斗喧省司！ユ零スl
?jq.:ilスJ-AJ91刈I，霊登牛 9}c十.'l!三号ごと司会吋屯loj~7l 同l吾o］司E十豆電f

ユ豆主主o悟斗-g.ス間制｜ノ、fせ11.~H壬ユ吾01 ~ロ｝叶司持社社司｜時舎
。！川公2'1l七ス｜営71ujj吾ojcトスi号えトム舎斗喧詩智正λ｜λ』主上主j-.g.

吾豆司§.,tcfAト今叶lぺ λ｝七 ~o］三司J t昔~菅平交｝豆芭t01包吋斗｜オI 'lloJ 
kl, 丞舎古田スト~外l 吾司I/.十世主主λ｜ロトセ士！日｜吾.:il 0博Eト会省主主 7］吋翠
牛耳例li世叫．きユ零妄ojJ若旦豆七匂令古トスI~遣さ去三豆社Eトセ平司
-2-l!トλ｜｜見廷量調牛 '1l司七 7]tll召ojjJ!j\閣制・． 吾苦闘 λ11~1
万｜ス］ EIJ号 ti~吾。II 昔牛 '1l告万telセ λ』Zf金管も恒豆合￥.！－斗7J守宅f cヰ司
会 orLJ~~ ~目。！斗． 利l包斗舎日J·cj· 叶叶豆旦＇？.！ 主主λ｜ロ｜号致合同l z昔喜

ム司会牛耳「011c;rt~cト
さJ昔型社吾斗三喜三喜旦ojき省吾実利I.型吉岡ス］Ll!O陪ス]:i!同音

柑今世会ス｜叫叶己｜今会詩ユ司制吾豆 7)-&9!}.斗．ユ零スl'l!ユ
司λWzt詰割削7r奇2同制。I91虫Eト目ユ豆 'tliiH1十Qjユ習得Zf
号。｜把~\IOll ス］t十ス｜ 世討会含営令 9)'jcト．♀2-J吋｜オ｜吋今を喧歪t7同吾
スl，号奇r.DHと豆平三召，ス｝号え｝企舎． λ｜辺司岳会叶企司，きo］λ｜信号斗セ

叶平L十斗喜明哩古同l吾叶,tjAJt十平．外7］刈7J号令昔今ス陪吋｜些吾妻．

古惜会ス博割｜昔。↑斗叶七 7ltoh11阜十日｜｜号奇会士｝召01♀叶曇号制l
~oj司｜手~斗． ユヨ5λ』暫斗lぺ叶セ守合J- 0陪叫-g.自然思境付l感歎計五
ユ今付｜！司会会雪召＇？ 'j虫E十．吾吾川｜ムム豆色｜今を王λ｜λ』警Qj合ミ空

会喋叶叶司2 ユ美智警合目｜件~叫七 Zf.2.号古旧日1~7] rri1吾外I，討対｜

司令苦牛£ 9}~11. せ号荷主号到兵科会 9｝吾今玉虫矧 1:1°1司
2-｝.叫7トユrrnオスl?l°.:il到弓旦吾,tj匂司会叶己J.:ilt1}2.J・ 2叫 Qf~叫苦
型台且じ｜セ誉会召号会予！合牛 9}~.:il 警7c! 今王 91~司． 包吐吋古Jヰセ

tg"2-］喜ごと司Joi虫7]un岳。11ユ平l照時公司省吾£］ 7同吾主店 主同省型

キ 91~~ ~OJ 7J号号企号。l己ト智令忠告 11°1叫 12包社吋2］包岳
会付金安曇牛王 9,.l~Jl，祝i-6.J c同口｜働税制牛三 9J~7J irn吾
。Jc↑．口問き＇（！－·会旦吋士！71古｝斗七 λ』i斗会妓~斗. l十七包茎 7J尋呈｜丞公

。lスl'l!豆斗盟会叫i，ユ司2吾-01全日II喜ストペ ::1:::会古l官官1叫旦平斗を
ス｜叫.:il1i斗.:il.ユ司.:il.:il吐E住吉正史スli選~斗．司吾刻豆七三豆笠
叶｜ λ~I判ミ！平司，号7い｜｜ペ｜羽毛！事｜副：，平E昔話と省主j 7Jli安宅fl:I｝斗，をj-cヰ吾

曽Qj吾安f言。I.刊さλ問 cH｛］叶｜社社主f射出合今昔F宮司10同牛忍｝
'irt喧当安吾，立吾 5見合 71匂古J.:il~吋云今立I ~建設ス！＇？！ 7降雪斗吋己I7f 
ス｜外lIヰ｜古HoJot7］を今世世司 5目立号7-J会旬。］~c｝. 叶~古トオI ti！枇叶｜
吾叶7f 企笹王宮oj~ま2，茶道三 un平l記［2..吋号吾吋 Y旧土E借物吾 '?Joj
旦t?:!).i叶吾司｜豆包岳甚主陪と万｜主tcト2λ』弓古ns:.羽苦2-cl己トメ』Zj-'9!,!c}.
o］旦.－§－ ~日号.g. 旦号判外吉wonk］七世会キ討七 3"!号。］ ~7jojj .:il口l会・ rrf
号。｜吋 r:］平｛号千トサ古IpJ-oJ斗思 ゑ.!i!.°＇］古』Z!JoJ~I金吾011きが｜口｜企｜
到岳噴営口同司。同オ｜瑚cjセ司会組司剖ー~主出羽o]c十．♀
己居合 E懐古同！日（oJ古｜｜卒士！ :7］口］0}7同止鵬

判旦吾甚量司甚011現在徒会匂叶霊o-01合
牛 9J~c｝. ユ2-]:il L十句λ｜松包若刈。ns:.会o]
互｜七 λ｝守o]！司司己｝叶習計戸II't!号~c十曾三

豆王宮甚吋｜泣きこt号脅しトQj7陪吾:i!J・
オ｜今季岳 λい｜豆.'ct告令 91£~号 2乙

司司Jo閑ス｜斗判室内λ｜型口｝ス｜叶
cヰ吾会主主λlロ1-s非営利｜号7-1岳・千空1
4与叶｜せオ｜司忍ス｜吐息苦 ス｜苦手

司叫7↑司i刻叶7}ot智旦吾包£1
喧号司o］望 310］斗ス｜号三告会

主f~と喧香させ召2ト 7Jll安を U}cJ吾
曇今 9)7]I『｜｜吾oJJ.

副司f曲川
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・日 時：2000年11月2日件。19:00-・$n暗． ・｜瓶j謀（01豆古｜豆日｜）翌日日曜宮大糊刺駒

・大畑敵位立言！El尋♀;i;I)遡I躯獄事現但醐・長谷川平田吉fAf17j2f7l丞口川）郷酒大仰廼蝉生

・司曹：河淑腎脳釜雌侶文悶硫蹄事擁韻

j司~噂吉凶Y7Jn ti国士l7陪司1£ 若干計五香・61
司｜手川AjtlitJ-古｜ ；社λ｝菅川斗．£告。l2fを01＇む号

。！な斗牛な母音斗判吐サ判ス｝司吾口問吉岡IB裂

さ芋倍付｜営:i!~~ラ包甚~曇-01 を号。Ji.十を号号

室k各会羊制It!I電｝ご主社主主ft問。問中1喝をf
.Q.j祖号ろ吾_j21l。11-1°111nil岳匂yr:ト．号古l手l刻

J.Jλ｜司せを号叶7.,1-if~判叫舎，ミ！想t1J-札 Zスll 吾吋1

'.lloJぺc判長吾判弓会司吾吾:i!1l合斗斗．寺会司
忍。l吋れ｝。l'.ll~λ｜司 71宅！~01 官制｜手位λl.2..

伊膝Aj守弘哲.；；叫｜£士lAj守口ト互lスHラ館空I合叫
叫也ギLlJ~l 例公会。I＇崎中W
l部 判ーさ 2回付｜をt11l2t岳司oJ'.ll唱
。l吾号·~ロ｜号'tiぺ世間吋｜；昔斗討と己十 丞舌

サ会λ悶付l忍号全被告嬰01オモ.!l.ユ司
止｜吋71.kl傍若孟ト又セモ梨号外｜古川七

吋ごとうa叫2苛万トJl.司問叫！ペ号同吾

官。ト傍若電tAJ3包z唱司盟三，
司！童十2刊ぺ otn十豆万トス｜Uj 

ム号 Ell!~七司I. 叫司司

:i! '"≫zt制恥忍判

。flペ叫司ス｜英被合同

斗目ユ司I.klr:陪払刊吋｜

ぺtll司令月同1?J'.U令q叶．
唱さをまl七司｜，叫習をHj号許2金平外λ↑匁スli昔
~司 ~![Ir:陪 1!舎吾~71 nJI岳制叶包引lペセ
tilと7t手宮崎付｜えいII付I.kl01己l刈 cl 号外削喧~

s:.1刈吾.!l.71.Q.j nfi包 111~二号 。HI－朴:i! '.llスl't!-，匂今

6)nslanrl.,.. 

司｜スi七時｜きλ凶也Iiヰ召弓手！召也悼．会忍古ト2 泣
き旦合会単1l'.ll~'t! . 丞ロ｝丞口同スl:i! 吾司会正 λ1

2相企．片岡-1!.A件 ロ陪oJ制判．

河長谷川MH去を号。fl 司会ス｜。1と~正司'.ll合片方｝？

長谷川刈セ 87H~l唱唱しl斗．

河村舎を号付｜£公会吋旦l~J..,1-さつ

長谷川 11.g.号電｝.ii!.1主同時I.材会常

号吋I ＇舟~七司｜ユ平民豆電号
。11 会 7］~71 '.ll'.ll:i! Ol'tiOj 
叶う！唱刻印叫E卜E同唱判

'lf岳 Y陪司Ir:同盟旦手

cJ71羊心付｜会7l到71世'.ll
2ス｜舌矧ζ明 .!t'tloj受斗

舛｜忍平司~句。l 世'.ll吋七 ）.~

斗也｜吾叶E十．伎会）え惜・ ~金

時七 10喧忍包。］2州ユ斗スl
詩4古I7J匂古｝ス｜役スl't!-，オ忍
ス｜号斗会忍:i!f企号ごと述。悟ロト

号企司7ト~公司！な古同首叫司
会yr:十．

河大畑位.A≫'rJ.g.寺戸ト。11刈.Q.jλ』警-oj分1f古l.2.司
£！~斗2 古｝制l.!1. 手引｜ぺ λ凶スlき？
対四 8'tl 司王旬刊E十．包主~~~豆ぺ判毛［zt.g. 時也｜

~ol1J.スISL. 7時刻会役会 l!Jl7ト10唱祖唄言句吋

斗．ユ司判匂うJ 号古川七号717~ 省担斗七突01~
合吋斗． 三豆喧oJIペをλ信吉田~告 λ陪量三日t
:i!，λ｜誉甚判7同モスl01苧老司。！日it合叫斗．主
古川七主同古同七突唱しJr:L引叫せ豆じ↑も時:i!~是
正4日例。l'i'J:i!主同古≫刈…ユ叫んI.nfi♀普7j7ト唱え1
:i!~桝Eトを仇ト。｜相会吋斗

河与!.AJ。11ぺ 8回想豆 λ』普古｜公E岡奴合叫Eト1lt.~
司管省。同モス！ 苦耳目主f 否。l 匁~λl't!?
対四音且U.!l.スHラ；.g1j告。H♀f--0怜制学位。ID~ 
舎付｜号叶1二十． λ~11~同モスl 致。l~双叶λf 季－－＜I'll-. 是

主｝λl句会Ai含斗 ll].ii!.奴会nJI,Afl2司王λ｜豆刈七羊

号菅平長。I'.ll叶ペユ司唱。l苦惑古同2λ』zt智吋
斗．

河長谷川川旦j芋社主n刈｜七対四位似国司 ω甚叫 l

忍王匂叫吋U，半生｝λ』著名叶nJl.!1つ
長谷川 on. ス｜吾平~ き召河｜スl'i!I叫叶 えi舎付｜是 主！
子三世~:i!. 。l受 λ問。It十司問吋I t!I叫Ai豆営苦

まか！•；＇.！－， ス｜舌.g. 召7-j司豆沼ロ｝えト~I oj否叶号エヰミ！古II
刷 剖 刷 j.6J,if.スl曽川I£1飴 t.J叶．半倒軒1
71号や同・:i!，。l:i!桝l'.ll~司ス問ごと曽川I 7J~oj 
1オ叫Eト． ス｛きλ培州三ス｜手7附'll-.半心会司会w
or糾叫．スil2司2守o同きと司oJAI企ぽ舎j

河伊藤位1'f1.g.叶警合叶l}n
伊夜半分.Q.j耗召さ弓え171。陪tt斗七桝2
~万1.11. ll同71＇.到:i!｛！怜｜！設。IAi. 7f 7/fo I付｜ペス同
告と習令 '.UoJ.!l. 忍付l 号·1)せ吋l 号； tト~－ 設~七司｜．
号剃i台市ト01oJlユ電悲企7rgtオ是正l..刈171λ｝七

otnr豆笠。Hラllr斗7t対叶ぺ λ問。I'.ll告司社持

会古陪 雪Hラ司I.ロ鳩合 唱せ古川智牛 '.ll七受01
'.lloJぺ零心ト企．

河 羊士｝λト・'Et吾会叶警合叫万ト？
対目 半!.AJolt.+AH号:i!)-E-モりll?.1°1~同句会主！古；JIス｜

~号。176司王間判

'ti 叫苦言｜主！宮古ほ．ユ事ス｜役会 λ同吋｜川｜七忍~SI
苦主！習をJ-Ljr:十．主l吉岡！l£11t! 11舎もl.S:.ぷ省吾胡 _9＿λl
'll-ユ零スli建玉三唱 t!lt!古｜苦主！型主II.kl.ユえJ-01号と

宅l同吋： λ~合 λ階。l司半分 λ陪ojそ：！ ~＇f7il?il01. 

l照刊号制 。lit!別 t..M?
対四召付｜ぺ暫Yト号。1正型甚2トLil.Ji!Jill！.！.目口｜｜♀

昔司習脅し｜斗． 古トスl't!-lO'tl守主主1°1-'i!.t..J11自号。｜

LトY同l吋lぺ包司:i!'.ll七 λ｝すき21λ111比二五［H~i5I

季-01~合吋斗．材会-<>11~－＆ nJI~ラ忍＇！！ 苦担毛j~Al'lJ-.

河手心叫IAi7］吋司11＇首会吐を｝旬。｜己トs:.'.ll合t..jllj-?

長谷川 c判71ス｜望号。I'.lloJAi ♀'3!平司 'UiSHo~ 季
会スl 旦三~スI'll-. cJl守主！子吾，7..1-nll*I主汗号．ユ
旦jc判Y似I:4171豆宅何lモ！λ陪号:i!t~同｜舎ロトλ1
Jl 0]0~71吾 L十f~閉包。｜却スl.!1. 畠｜号包豆長主！子
斗位utt号。l；.»包E同吾包。！~＇［！ 1!. 7'1司令告官L!;I

省担吾万トスl苦材｜奇古｝司｜手'.lll[!）.≫匂＊I七号僧雪』
ス｜突きま卒句。I＇望号判r:r.

河 U匂付l：む号。lt..t半.J.j合型子叶flllごと711λ｜畏｜号

斗喧？

長谷川段。I'.llスI 'll-， 刈き 711~主比豆哲也己｜主｜｜唱。｜
口惜。｜｜吾叫叫．判号号2
~叫2 忍J.;i/ oj 李主！司

外国会tJtct7ト斗叫
斗単。｜ス｜曾川｜！司叶

。｜省スI'll-.Ai司告をオl
7Jf.AI司宅！叶IAi叶司7t
ス｜雪司2 吋苦吟斗刻1
.Al＇週令虫Jl,'.ll 
4ラ1! スト主ll'l!-~
豆三雪オ字国吋

斗ユ 主｜付1-1::-

'Jt'.lliラ 7同I~
7卜刈告もt司

.<hlanrl<nd@ 
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公会 tll'(f古｜雪。t~t-1叶．主p』号711~1 ；設司~司社t.j 制斗．斗喜章｝斗叶 E怪号吉松重r＂＇』吾会忍司苦 。悶 7λ｜忍羊司王4司 11λ！忍万トス｜号苧古~1!. ~合叫 ；司対日位制oj~万1さを号旦l 弔電｝司｜討を叫

斗~. 41!. uH羊三月｜司会牛 ~1!. . 。問主港。同 刈~き長宅f 包舌合計t.j万十企．ユ主J-Ol ヨ叶七 .A~Zf 斗.All7~ 7~~jと計処 7陪司｜正吾.01 0同λ~ A.七 7ト~斗喧．

ヨ平主押号-e－司｜司11.7.λi （ヰOji!.{I合斗E十． 。IE叫企． 。J-017• 吾営司会吋斗計スl~ 省司1 ・;;i-<>t7トスI ~建2 対四！O't!ミjAll7• ..2.7jミ1吋｜七計処会号Qj01ロ｜スj7ト
対国 忍笥λl0H-&EJojojj企．ペ割l帰。↑平司王司 ~71三 ~t.j叫． ロ1♀ 7同斗2λ~Zf~合叫斗．主t.A»吾 な司｜ペス117ト祭会 rrff.s=..~州叫世十豆七主開会号~1 71 
含牛世~71 uff吾吋I0H－＆写会ごと711計五位合叶斗 j可長谷川'4~ラ主J-.A» '?Iも同Jklと万l告を・包司主同 三All令書f型ミJ斗11.ojo~7I苦叫斗．ユ吃時三塁司｜時 千l。l~l.71 all岳付｜．ロ｜｜包it01tii£己！モスI71号tH~I a-1 
世甚 λ｝宅t吾豆吋~~ '3!~斗2 電｝吋叫． 甚平171！£~ラえいHラ。lei司I~叫11. ）.』ζト吉岡｜企？ 付l 号。j7·~ '2:fλl号羊古トスii建2岩外l:lj司七裂 を 手貯。｜口｜…ユ2.j1!.l昔λ1°11と守.Qj古住主刊号.Q.j匂

長谷川ス117• q叫11.~七司｜宣｝斗 l:l]Ji/..司旦也♀..Aj 合斗斗． 包引｜豆ス｜卒 ~Hラ忍♀匂叶斗吐．を号旦｜ 今主l~P比例 ~71三古間合叶q＿ ユuff2トス！昔、E tlj 
慨： 叶♀ψI~併は？ 司問Oii0悶包在1-'f-司刈司告を刈万トスl，ユ司2刊を 7J♀7.吋匂λ｜忍想。I,..d古トス］.ll.司｜主同 2号電ト:ii!.21 辺事II旦'ti).J号付｜ ；替え｜匁01守刀上λ｝主l吋｜：自宅｝号制。｜
対回明ス｜吐吋司 Yトスl'3!-01叫外刈誉合同叶． 昔付｜豆，世間号。｜常..... J ri合叶吋．主f.fil吋｜今世oji泣 。l司を司会of手ヨ斗11.;.≫ztむ斗斗.11怨活告さ忍 平~1古トス！ ？叙I合Lj万｝？ユ司｜λ·i 711~司匂 ）.»吐 7JI~
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河こんばんは．お忙しいところにもかかわらず、ご参加い の雰囲気とか、非常にエネルギッシュだというひとつ．も んとか店の働いている人遣のサービスというのは．だいぶ といえば、社会的地位は高いほうだとおもいますが．韓国
ただきまして誠にありがとうございます．今目、このよう う一つはカラフルなこと．家の色とかもカラフルで、服な 良くなりました．最初、来たときはものすごく不観切だっ ほどではありませんから．キャンパスで私のクラスの学生
に韓国語講座の受講生違とお会いの機会を持つことになっ んかも原色が多くてカラフルで…．だから‘とてもエネル たですけど． に会ったら、すごく丁寧に換拶します．ベンチに座ってい
たのは釜山に住んでいる日本人の韓国や韓国の文化、ある ギッシュでカラフルだという印象が強かったです． たら．起立して挨拶するくらい．でもおもしろいことにそ

いは釜山に対する所感‘または韓国語講座に対するご意見 河釜山の暮らしの中で記憶に残ることとかありますか． れは私が担当しているクラスの学生だけです．他の学科や

を聞かせてもらいたかったからです． 河釜山で8年ぐらいの暮らしなんですけれども、釜山の生 長谷川いろんなことがあって何から言っていいか分かりま クラスの学生だとまったく関係ないって餌しています．そ
特に、週l回行われる韓国語講座の内容、やり方、教材 活でちょっと不便なところとか良いところとかあればご紹 せんが、大学の友達、カルメギ会の友達．その他様々 なき の差がすごい．

等に皆慌の声を聞きたいと思いました．韓国語講座に良い 介してください． っかけで知り合った人たちと一緒に酒を飲み、話をしたこ

ご意見‘方案があれば．忌栂なくおっしゃってください． 大畑そうです払私は魚がとてもすきなので、釜山は気に とですかね、、、．最近のことでは、友達、先輩に誕生日会 河どうですか．長谷川さんは学生の立場で感じる韓国の大

伊藤先生、韓国にいらしゃったばかりなんですけど‘釜山
入っています．刺身とかたくさんあっていいですけど、文 を聞いてもらったこと．喫茶店を貸しきり状態にしてお店 学の雰囲気．日本の大学の雰囲気、どういう差があるんで
化施設はね、ソウルと比べると、第二の都市としてはもの の人まで一緒に祝ってもらった誕生日会は一生の思い出に しょうか．

の初印象と言えば、どうですか． 足りない部分があって、そういうところが少し不便だと思 なると思います． 長谷川慢の通っている大学で比較しますと、まず大学lご朝

伊藤釜山は2年前Iこー度来たことがあります0 2日間滞在 いますけど． 早くから夜遅くまで、そして休みの日もですが、学生がい

して学会に出席し、ほんの少し観光しただけですが．こち 河もしか．韓国、特に釜山を友達に紹介するなら． つも多いと感じます．学校で便業がなくても自分の課の部

らで生活してみてびっくりしたことのlつはパスですね． 河長谷川さんの釜山滞在は大畑さんの十分のーぐらいです 長谷川たくさーんあります抗債は個人的に広安里（クワ 屋に集まりギターを片手に友達と話したり‘出前を取って

大学で教え始めて3日目．大学からアパートまでパスで鍋 けど、釜山の生活、どうですか． ンワンリ）のピーチが気に入ってます．鼠近、備の迎設が 一緒にご飯を食べたり、ドッチポールをしたり、あと．先

ったんですが、降りようと思っていたバス停で降りられな 長谷川はい．今はとっても楽しいです．初めは友達もいな 進み広い海が見渡せなくなり少し残念ですが夜遅くまでた 躍と後世の中が鶴密でヒョン、ヌナ（日本語で兄さん、姉さ

くて、次のバス停まで行ってしまいました．ベルは鳴らし かったし、町のこと大学のこともよく知らなかったんです くさんの人が浜辺でいろんな楽しみ方で臆やかに過ごして ん）トンセン｛日本語で弟）と呼んでいることは、始めはぴっ

たんですが、降りる準備をしなければならなかったことを けど、今では道端の屋台のおばちゃんと顔見知りになりサ いて、いるだ吋で楽しくなります． くりしました．けど、一緒にいて架しいしとってもいい

知らなかったんです．日本のパスは走行中、車内をウロウ ーピスを受けるまでになりました．（笑｝釜山の町の雰囲気 他にはおいしい店かな？僕はサムギョプサルが大好きで 雰囲気だと思いますよ．そうそう、夜なんかは焼酎を買っ

ロしてはいけないですからね．ほとんど毎日、パスを利用 は好きだし、この町にいると自然に元気が出てくる感じが す．学生同士よく食べに行くんですが安いし腹いっぱい て学校のマダン（広場）で校門がしまるぎりぎりの時間まで飲

していますが、未だにパスは慣れません．運転しているの します．僕はソウルにもよく行きますが釜山がもっと好き 食べれるし、野菜も多くて、．．ぜひ友遣を連れて行ってた んでいる、ギターをBGMに！本当にいい感じです．大学
を見るとヒヤヒヤするし．クラクションはうるさいし、、、 です．第二の故郷って感じです払（知 らふく食べさせてあげたいです． に酒を持って来て飲むなんて余りなかったことだったから

降りるとほっとします払 大畑私はやっぱりくメウンタン〉ですね．ソウルではなか 鷲きました．酒をたくさんのみ交わすせいか、人と人のつ
；可伊藤先生はどうですか．来たばかりですけど。 なか食べられなかったので、くメウンタン〉ですね．日本 ながりが日本のそれと比べて全体的に強いかなあと感じま

河長谷川さんは韓国に来てからどのくらいですか． 伊臨釜山の良いところは、景色がいいということでしょう の人も食べたら、おいしいと言いますよ． した．

長谷川ぼくは八ヶ月目になります． か．海があって山があって自然が身近に感じられます．先
目、金井山へ山盛りに行きましたが、東京では近くにそん 伊藤すごく辛いんじゃないですか． 河もうひとつ、長谷川さんはこれから残りの留学について

河最初、釜山においでになった時の印象は？ な場所はありません．私のアパートのそばには海がありま 大畑辛いですけど、いろいろ旨味というのがあっていいです． どのようにしたいとかんがえていますか？

長谷川実は、慢が初めて訪韓したのは中学l年生のときで． すし、時聞があるときは散歩して気持ちを落ち着けること 長谷川 うーん．僚がー番大切にしたいのはやっぱり人間関

その後も何回か訪韓する機会があり今回で5回目なんです． ができます． 河伊藤先生、韓国にいらしゃる前に韓国のことについて． 係を友達をつくることですかねえ．韓国と日本は近い固です

5回の訪韓のうち5固ともここ釜山に来る機会があり、今 伊藤 特別．詳しい訳ではありませんが、韓国へは今までに から留学が終わっても簡単に来ることが出来るから人間関係

考えてみるとこの町と普から縁があったのかなと思いま 河そうですね．釜山の人はどうでしたか． 2度、来たことがあったので、雰囲気は知つでいました．本 lまもちろん、織々 な経験、たくさんの良い思い出．日韓両国

すが、（突）初めて来たときのことは I0年も前のことで 大畑釜山とか‘ソウルとか、関係なく韓国の人は親しくな を読んだり‘詳しい人に聞いたりしたこともありますし、、、 どちらの立場も考えることの出来る柔軟な発想、あと、

はっきり覚えてないけど車の運転の粗さとけたたましいア ると、とても親切ですね．そうでない人はすごく不親切で でもやはりこちらで生活するようになっていろいろなことが 今中退している（笑）語学力というような今後の足掛かりと

ジュマの声が強い印象として残っています． すね．親しくなると、いやになるくらい接近してくるんで わかってきました． なるようなものを着実につくっていきたいと思っています＠
すけど、そうじゃないとものすごく不親切で、そのギヤツ

河大畑先生は韓国の生活がずいぶん長かったそうですが、 プをなんか感じますね．ソウルとか釜山の人とかは関係な 河ー応、今回は参加なさった三人はみんな大学のほうで教 河そうです払大畑先生はやはり大学ばかりじゃなくて高

釜山での暮らしはどのくらいですか． く－－－． えたり．教わったりしていますが、韓国の大学生と大学に 技のほうでも教えているんですが、どうですか．

大畑 8年ぐらいです．あまり日本人としての感覚は少なく ついてちょっと考えてみますが、どうですか．伊藤先生． 大畑 高校生はとてもかわいそうなのが第一印象ですね．普

なったんです．一番、鼠初に来たのはI0年前ぐらいの昔 伊藤例えば、どういう面ですか． 韓国の大学の雰囲気11. 過の受験高校とか、進学校の場合は、朝の7時ごろから夜の
です．その時の印象はエネルギッシュだというのがーつで 大畑道でなんか聞いても日本と比べてですけど、とても不 伊麗学生は礼儀も正しいです払先生は尊敬すべき存在だ I I時ごろまで勉強していますよ．私が教えている学生でも
すね．道端で商売をしている人達もたくさんいるし、市場 親切ですね．でもI0年くらいいるわけですから、店員さ と強く感じているような気がします．日本でも大学の先生 具合が悪くて寝ている人もよくいます．それでも、家に帰ら

告号制ザ畑d AsianJitand ~ 



韓闘Mi講座席談伶

ないでいたりしたんですからね．とてもかわいそうだなと思
います．’（：lj:ifも予備！！Iみたいだと合っています．その反動

で大学で入ってくると．やっぱり勉強しないで遊んじゃうみ
たいですね．日本もよくあるケースなんですけれども、健闘

のほうがもっと強烈な受験鰻争ですね－－．その大学と高校の

ギャ".Iプというのは．すごくあると忠います．先生を持敬す
るのはいいんですけれども、先生のほうむ結構それに制度を

かいているんじゃないかという気がしますね．そういうとこ

ろが問題だと思います．

，可 Oil国の銀1.iな大学文化があれば、紹介してください．

111穏 私はまだ主HEしたばかりなので、まだよくわからない
んですが、学生たちを見τいると本当に人のつきあいが浪

いなと感じますね．仲のいい友達同士は本当にいつも一郎

にいるみたいです.t31Iい深いつながりができるという怠

味ではうらやましいんですが．そのー方でそれ以外の人と

は上手につきあおうとしない感じがします．同じ学科でも
同じ学年でも同じクラスでも関係ない人は関係ない．綬:'l!
ではそういう関係を超えτ援とでも練習したり．クループ

で生活したりしてほしいんですが．結構みんな股がります

ね．

河 それl~tl図の大学生同士の交涜の紹が技いという意味で
すか．
fj!係 J,l：いと見るか．深いと見るかは判断が分かれるところ

でしょう机 U本の大学生lまそういう漫い人づきあいを遜
けたがるところがあるように思います．もっとさらっとつ

きあっているみたい．特定の人との漫い人間関係は傾しい

と感じているのではないでしょうか．もっともそれは大学

生に限ったことでなく．日本人全般に言えることかもしれ

ませんね

可大畑先生の惑じる健同の強特な大学文化l:l.

fl!).a.1an畑 d

大畑 I0年iit私の来る11n.学生運動というイメージが強

くて．私が来た時も延世大’Fは学生運動の拠点でしたから、

Iii Aのようにデモだとか、倹動隊のfl!ili!'7~‘デモがあった
り．それから当時は抗議の連続的な学生の自殺があったり

したんですけど．

その時と今を比べると非常に政治性というか．社会に接す

る関心というのが後退してきたんじゃないかな．それで．

個人的な生活、個人的な極味とか．そういう遊び． フ7ツ

ションとかね．そういう方に行っちゃってそれが残念だね．

もう少し社会的な関心は狩ってほしいですね．

河 そうですね．健闘人の長所か、短所か．分からないです

けれども．政治については関心は高い方ですね．でも、今

の大学生はほとんど政治に関心が低くなりましたけど、日

本も同じじゃないでしょうか.6 0 ｛！：代までは学生運動が
激しかったんじゃないですか．そういう蘭でl:l.一緒じゃ

ないかなとおもいます均九

大畑 一緒だけど‘日本のようになることが良いことではな
いということで、だから健国の大学生が社会に対する関心

を符っているのがいいなと思います．社会を変える力とい
うのは．昔は学生運動でしたけれども．労働運動とか社会

運動とか．社会も変わってきたけど．やっぱり学生は社会

に対する関心を持ってほしいと思うんです．

；司 健闘怯の中で学生運動のイッシューが変わったんです．

私の学生であったI9 8 0年代lま独mに反対‘民主化のため
に．学生連動力t行われました．このごろはすこし民主化にな

っていると思うんですけど‘ちょっと変わったんじゃないで

しょうか．

！ヲrそれだけ平和になったということでしょうか．

『だからノベル平和賞、もらったわけですね．

（一同笑い）
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｛番近い日本、対馬

今年の夏、ホームステイで縁関から一帯近いとい

う対馬に行くことになりました．ワクワクしながら

船に乗って約50分．あっと言う／HJに対馬に治きま

した． 「あ．こんなに近くに日本があったんだ．ソ

ウルへ行くよりもずっと近い感じがするわ.Jこれ

が対馬に対する私の第一印象でした．

対馬での滞在の日数をlfIねるにつれてその第一印

i訟はより強く私の心に残りました．町を歩いている

と標識や観光地の案内板が英Miではなく偽図簡で舟

かれていてびっくりしたし．緯国との級将交流も続

発でした．厳原の町の中心を流れる河川の堤防には

朝鮮通信使の行列の絵が大きく焔かれていました．

その絵を再現した fアリラン祭りj というのがあり

ますが．この祭りは対局で一番大きいそうです．

このことだけでも対馬は設が国との歴史を大事に

していると思いました．苦から日本といえば．「近

くて遣い国jと言われていましたが．それに反して

対照は一審近くて綬しい所だと思いました．

ある目、ホストファミリーの涼子とゆき．リンリ

ンと一緒に家の近くのみうだ海水浴均に遊びに行き

ました.Ftくできれいな海にキラキラと美しい砂浜

が広がっていました．ぜんぜん水泳ができない私も

ほかの上手な友達と一緒に海へ飛び込んでみようえ

u似で泳いでみたり、水をかけあったり殺しく遊び

ました．友達のように上手に泳ごうと．治水したら．

おしりだけプカプカと浮くおかしいポーズになりま

した．また、友達の泳ぐ姿を真似て泳いでみても水の

中に沈みがちな私に友i主は笑いながら「かなづちJ

というあだ名を付けてくれました．親切に友述から

水泳を教えてもらった後． 「かなづちJは何とか水

而にi手くという奇跡を起こしました．

楽しくて充実した一日を過した私たちはシャワ~
に行きました．少し歩いたらきれいな砂浜の上にゴ

也JA•I司 ，l•nd

金美秀
恒雄N8!a8詳細2年

ミが一つ落ちていました． 「こんなきれいな砂浜な

のに変だなあjと思いながらゴミを姶いましたがそ

のゴミにはハングルで「ポンイヨjと魯かれていま

した．

それで対照の人たちは緯国製品もよく使うんだと

思いました．もう少し歩いていると多くの篠悶のゴ

ミが11につきました．あわてて友達に「こっちの人

は線国製品をよく使う？JとIll!きました．友述は「

そうじゃなくて．海水浴用にときどき線国のゴミが

統れつくのJと答えました．

「どうしてだろうjと思いながら、家に帰るとホス

トフ7ミリーのお母さんは新/JI!を説んでいました。

私が 「ただいまJと言うと．お母さんは fあんまり

いい紀事ではないけど、緯図についての記事が載っ

てる．』と新／Ulを見せてくれました．その記事の内

容は外国から成れてきたゴミの中で終回のが80%

を占めていて、対！.＇；の環度汚染の原因になっている

というのです．写真では緯闘”の冷蔵庫や家電製品 ・

さえも~れてきていて近くの海を汚しているも草子が

写し出されていて私ははずかしさと同時に、対馬で

感んじた緯国に対する彼らの関心の潟さと友情を思

い出して胸がズキズキと痛みました．

私がはじめて感じたように対馬は線図から一番近

い日本です．近いから徳国のゴミも対馬まで波れて

いったのでしょう？でも緯固との昔からのつながり

を大切にし、毎年アリラン祭りを行う対馬と．対馬

の環涜汚染の原因となっている我が固とはあまりに

も対H目的です．近ければ近いほど相手をもっと尊重

して気をつけなければならないと思います．これか

らの未来もいい関係を保って行くためには私たちみ

んな．労力しなければなりません．

一帯近くてi中のいい鱒固と対馬になるために．
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