
４　韓国巡検（12月20日(土)～24日(水)）

（１）高陽国際高校生徒との交流会
　12月20日（土）、韓国巡検初日の夜、高陽国際高校
（以下「高陽」）生徒との交流会が行われました。旭
丘の生徒30人と高陽の生徒30人が、センターマークホ
テルの会議室に集まりました。6つのグループに分か
れ、日本人５人と韓国人５人の合計10人で１つの円卓
を囲みます。旭丘と高陽、それぞれから１人ずつ司会
を立て、ビュッフェ形式の夕食を食べながら、日韓の
文化やお互いの高校生活を紹介し合いました。
　この韓国巡検では、初日の交流会、２日目のフィー
ルドワークと意見交換会、最終日の学校訪問を通し
て、高陽の生徒と交流していきます。いわば、この交
流会は、はじめましてのあいさつです。翌日の意見交
換会では重いテーマを扱います。そのために数カ月前
から準備をしてきました。その意見交換会で、率直な
意見を活発に交換するためには、お互いに打ち解けた
雰囲気が必要です。そこで私は、同じグループの高陽
の５人と少しでも距離を縮めよう、という目標をもっ
て交流会に臨みました。
　まずは自己紹介。自己紹介は、日本人は韓国語、韓
国人は日本語を使いました。続いて学校紹介。高陽国
際高校はグローバル人材の養成を目的として、４年前
に開校した公立高校だそうです。そのため国際的な社
会や文化に関する教科に力を入れています。外国語教
育については英語のみならず、第二、第三外国語まで
必修。多くの生徒が、韓国の東京大学とよばれるソウ
ル大学への進学を目指すような進学校です。
　ところで、外国に行くときや、外国の方と接すると
きには、現地の言葉を勉強しておくことが大切です。
まず、会話のきっかけになります。そして何より、
ぐっと親近感が増します。というのも、高陽の生徒
は、多くが英語と日本語を操ることができる人でし
た。彼らが日本語で話しかけてくれたとき、受け入れ
られている、歓迎されていると感じました。逆に韓国
語で自己紹介をしたときには、いい反応がありまし
た。たいていの場合は母国語が異なる以上、利用でき
る言語は多い方がいいと思います。
　次に、それぞれの国の文化紹介。旭丘からは、自然
や着物や和食といった日本の和の文化と、マンガやア
ニメや音楽といったコンテンツを紹介しました。高陽
からは、赤ちゃんの１歳の誕生日の伝統的な祝い方
や、年代を問わず出前、デリバリーサービスをよく利
用する文化があるということを教えてもらいました。
配達のサービスをしているお店が多く、学校や海など
どこへでも届けてくれるので、便利なのだそうです。
　これからは自分たちの国の文化を、自分の言葉で表
現できるようにしていくことが必要です。文化は人の

考え方や価値観に、知らないうちに影響を与えている
ものです。伝統文化にしても、アニメにしても、その
内容や種類に加え、その奥に何があるのか、それはど
んな力をもっているのか、を自分なりに考えておきた
いところです。お互いがお互いを、感覚的に受け入れ
ることができなくても、頭では理屈として理解できる
という状況をつくれれば十分です。それが、文化を紹
介し合うことの意味だと思います。
　そして、高校生活について。旭丘側は、部活動や学
校行事を中心に、高校での生活を紹介しました。高陽
側からは、高校の設備や寮の様子、１日の過ごし方の
紹介がありました。高陽は全寮制の高校です。朝は６
時半起床、９時から16時半まで授業、17時から19時ま
で希望者のみといいながら、ほぼ全員参加の補習、そ
の後22時までは監督がついての自習。寮に戻ってから
も深夜の１時までは勉強することが許されています。
また、寮にはカラオケやジムなどもあるそうです。
　言うまでもなく、日本が韓国に見習うべきところ、
旭丘生が高陽生に見習うべきところはたくさんありま
す。その１つは、絶対的な勉強時間の長さです。結
局、勉強は時間をかけたらかけただけ結果がついてく
るもので、きっと毎日の積み重ねは、１年後には埋め
られないほど大きな差となります。一方で、日本の教
育のいいところも見えてきました。韓国では、社会的
な評価を得るためには、いい大学を出て、いい会社に
勤めるしかない、という状況があります。そのため社
会全体の教育に対する関心が高く、それが高校生に
とってはサポートにもプレッシャーにもなっているよ
うです。日本では、勉強だけができても意味がない、
知恵のある人材が必要だ、という考え方が広がってい
ます。確かに、ゆとり教育が成功したとは言えません
が、私はテストの点数が全てではないと思います。
よーいどんの競争で１番になることだけが、勝利では
ありません。
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　最後に、「日本人と韓国人の違い」「日韓の高校生
意識調査」という資料について、自由に話し合うこと
に。日本人が韓国人に対してもっているイメージに、
高陽の生徒からコメントしてもらいました。例えば、
「韓国人は直接的な言葉で気持ちを表現し、相手を傷
つけることをなんとも思わない」というイメージにつ
いては、「確かに友達同士では、きつい言葉を使うこ
ともあるが、言う方は相手のことを思って言ってお
り、言われた方も傷つかない」そうです。逆に、韓国
人が日本人に対してもっているイメージにはコメント
をしてきました。例えば、「日本人は本音と建前を使
い分けていると授業で習ったが、もしそれが本当なら
日本人は怖い」と言われました。私自身は本音と建前
を使い分けることがありますが、「その背景には、余
計な衝突は避けたいという気持ちがある」のだと答え
ました。さらに、勉強や学校に対する意識の違い、国
というものの見方の違い、などについても一緒に考え
ました。その後、翌日のフィールドワークの行き先を
決め、プレゼント交換をして、高陽国際高校生徒との
交流会は終わりました。
　ここでは、先入観を捨てる勇気が不可欠です。例え
ば、韓国人は反日感情をもっている、というイメージ
が日本にはあります。もちろん、韓国人の心の奥深く
には反日感情があるかもしれません。しかし少なくと
も、高陽の生徒は、それを表に出すようなことはしま
せんでした。韓国人ってこんな風らしいから、この人
もこんなだろう。逆に、あの人があんな風だったか
ら、韓国人はみんなこうなのだ。このように決めつけ
ても、たいていは間違っています。目の前の人が、ど
んな人であるかは、１人の個人として向き合ってみな
いとわからないと思います。
　同じグループの高陽の５人と少しでも距離を縮めよ
う、という目標は達成できました。目標が達成できた
理由の１つに、交流の相手国が韓国だったから、とい
うのがあると思います。飛行機で１時間ほどの距離。
ぱっと見ただけでは見分けられない容姿。同じような
つくりの言語。密接な文化的つながり。大きな影響を
及ぼし合っている歴史。日本と韓国には共通する部分
が多くあります。
　グローバル化が進むなか、外国の人々と交流する機
会は今後もきっとあるでしょう。しかし、日韓間でさ
え分かり合えない点は必ずあります。まして、遠く離
れた、人種も言語も、文化も歴史も、まったく異なる
国との間ではなおさらです。そこで相手のすべてを無
理やり受け入れる必要はありません。だからといって
拒否をするのもよくありません。大切なのは、頭で理
解しようとすること、とりあえず受けとめようとする
こと、だと思います。そのために、いろいろな言語を
学んだり、自分の国の文化を言葉で表現したり、先入

観を取り払ったりする努力をしていきたいと思いま
す。

（２年　近藤綾音）

（２）高陽国際高校生徒とのフィールドワーク
Ａ　フィールドワークの概要
　巡検２日目の朝９時から午後２時まで、高陽国際高
校の生徒５人、旭丘の生徒５人の計10人で１グループ
を作り、ソウル市内を回った。行く場所は、前日の交
流会で韓国の高校生におすすめの場所を聞いて、10人
で話し合って決めた。当日は韓国の高校生に案内をし
てもらった。
　私たちの班は明洞と北村を回った。北村は、韓国の
高校生も初めて訪れたところだったので、スマート
フォンを使いながら、ご飯を食べる場所を探したり、
有名なお店を探したりした。他の班の中には、ソウル
タワーや弘大などを回ったところもあるようだ。

Ｂ　ソウル市内を歩いて感じたこと
　明洞はいろいろな国の人が訪れる、活気のある街
だった。屋台がところ狭しと並んでいて、服や帽子な
どの衣類から、トッポッキやホットクなど韓国の代表
的な食べ物、また、イヤホンやセルフショットカメラ
棒など、幅広い商品を手頃な値段で手に入れることが
できた。
　屋台では、日本語を少し話せる人が多かったので、
韓国語も英語も十分とはいえない私にとって、それは
大きな助けとなった。明洞では、日本語で客引きして
いる人たちもたくさんいた。いくら日本と韓国の間に
歴史問題や政治問題で溝ができても、隣国同士なの
で、仕事や観光など、やはり両国民の行き来は多い。
日本人観光客は明洞で商売をしている人にとって、欠
かせない存在になっているのだろう。現に、明洞では
私たち以外にもたくさんの日本人観光客がいるのを見
かけた。日本では、少し前に中国人が日本で大量に買
い物する姿がよくワイドショーで紹介されていた。韓
国にとって、日本人もそのようなものなのだろうかと
興味が湧いた。
　お店には、たいてい日本語で対応できる店員がい
て、英語を話せる人も多くいた。それに比べて、日本
の渋谷や原宿のお店では、英語を話せる店員は少ない
のではないかと思う。ましてや、３カ国語以上話せる
人など、ごくごく少数なのではないか。このようなと
ころに韓国の語学に対する熱意の高さを感じた。
　日本では、K-popや韓ドラなどが「冬のソナタ」を皮
切りに大量に流れ込んでくるようになった。各地にK-
popショップが置かれ、CDショップに行くと、簡単に
K-popの音楽が手に入れられる。その中には韓国国内向
けの韓国語の曲なども含まれる。また、テレビでは韓
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国のドラマやバラエティを見ることができる。韓国の
街では、いたるところに俳優やアイドルの広告がみら
れた。その大半は日本で放送されているドラマなどに
出ている人たちで、顔や名前を知っている人たちだっ
た。ただ、日本では韓国人がモデルの広告が見られる
が、韓国では日本人がモデルの広告を全く見なかっ
た。韓国人にとって、日本人がモデルの広告が街中に
あるのは抵抗があるのだろうか、と思った。
　一方、韓国では日本人作家の本は人気のようで、本
屋の売上ランキングでは上位を占めていた。日本では
韓国人作家の本は全く見られないので、意外なところ
で日本文化が親しまれていて驚いた。また、日本のア
ニメ、マンガは韓国で人気らしい。私の班の韓国人の
男の子は日本のアニメが大好きで、何度も見た結果、
日本語が話せるようになったとのことである。意見交
換会の際、私たちが通訳の方に意見を述べているとき
に、理解して班員に韓国語で通訳をしているくらいの
実力だった。そこまで日本のアニメが親しまれている
と知り、とても嬉しかった。
　国家間に軋轢があったとしても、日本人、韓国人、
お互いを一個人としてみると、そんな軋轢など忘れて
しまうくらい、仲良くなれる。他の班の中には、「日
本は嫌いだが、日本人は好きだ」と言う韓国の子もい
たようだが、わたしはこの言葉に希望を持たせたい。
多くの日本人、韓国人がお互いを分かり合えば、反日
感情や反韓感情はきっと薄れていくと思うからだ。

Ｃ　北村
　北村（プクチョン）は、1392年に成立した朝鮮王朝
の王族や権門をはじめ、身分地位の高い両班（ヤンバ
ン）などの居住地とされてきた。狭い路地には、朝鮮
時代（1392～1910年）末に建てられた伝統韓屋から、
最近建てられた真新しい韓屋まで、時代別の韓屋を見
ることができる。
　道は細く入り組んでいて、急勾配が多かったので歩
くのに一苦労だった。だが、ソウルの街を一望できる
スポットがいたるところにあった。朝鮮時代から愛さ
れてきた風景。時代の移り変わりとともに、見える景
色は変わってきただろう。それを長い間見守ってきて
いる韓屋に、深い歴史を感じた。
　北村には現在も人が住んでいる。つまり、生きた伝
統的な街並みなのだ。北村のなかには、ハンコ体験や
韓屋の中を見てまわる体験など、観光客向けの施設が
あった。私たちはその中のハンコ体験に参加させても
らった。そこで、韓国の伝統的なハンコの見学、ハン
コ押しの体験をした。そこの店の方は、私たちが日本
人だとわかるとすぐに英語で対応してくれ、とても親
身になって、ひとつひとつのハンコの表すものを教え
てくれた。また、塀が高く、中が全く見えない造りに

なっている韓屋の内部を見ることもできた。中心に庭
があり、それを囲むように平屋が建っている。平屋内
は、板張りの床で地面より少し高くなっていた。日本
よりも木の色が明るく、どこかあたたかい印象をうけ
た。

Ｄ　韓国人高校生との交流
  韓国人高校生との交流は、私の韓国人に対するイメー
ジを覆した。こちらの英語はたどたどしく、韓国語も
単語を少し知っているくらいの知識で、コミュニケー
ションをとるのが難しい中、韓国の高校生はわたしが
伝えようとしていることを熱心に最後まで聞いてくれ
た。英語が話せなくても、韓国の高校生とある程度の
意思疎通ができて、とても充実した巡検になった。だ
が、意見交換会のような話し合いの場では通用しな
かった。まず、わたしの英単語の知識が不十分だった
ので、相手が何を主張しているのかわからなかった。
話し合いの場でそのような状況がうまれると、全く進
まなくなってしまう。英語の習得はグローバル化に必
須だと思った。また、韓国の高校生に日本について話
そうと思っても、うまく伝えられないことがあった。
相手のことや、相手の文化を知らなければ交流は深ま
らない。それと同じで、自分のことや日本のことを相
手に紹介できなければ、交流は深まらないと私は思
う。コミュニケーションを重視した英語をもっと学び
たいと思った。
　韓国では、シェアする文化が盛んだ。フィールド
ワーク中、班で食事をした際、10人で３つのものを頼
んで、それを分け合って食べた。私たちの班だけでな
く、他の班でもそのようにして食事をとっていたそう
だ。日本では１人に１つ頼むのが普通だ。だが、韓国
では男女、違う国の人が混ざっていても関係なく、み
んなで分け合って食べる。このようなところから、韓
国人の分け隔てない性格ができていったのかと思っ
た。

Ｅ　フィールドワークを通じて
　韓国人の高校生とともに過ごしたフィールドワー
ク。それは、韓国の文化や歴史にふれ、韓国人の分け
隔てなく、ノリのよい性格を知ることができ、よい経
験になった。韓国に行ってみて、自分の中に韓国に対
する勝手なイメージができていたことに気づいた。百
聞は一見にしかずというように、実際に見て感じるこ
とが大切だと思った。

 （１年　上野詩織）

（３）高陽国際高校生徒との意見交換会
Ａ　はじめに
　今回、合わせて15の小テーマについて150分にわ
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たって話し合った。その中で私は多くのことを学ん
だ。私は日韓が分かり合うためにはまだ時間がかかる
ということ、しかし解決できる問題であることが分
かった。一年間、日韓問題について考察してきた成果
が表れた会だったと自負している。
　この意見交換会のねらいは、“それぞれの国の高校
生の考えの違いや共通点を知ること”だ。どうして考
えが違うのか、その背景には何があるのかを知ること
が、互いを理解する第一歩になる。ディベートのよう
な形ではないとずっと言われ続けてきた。私はどうし
ても言い争いになってしまうこともあるかもしれない
と不安に思っていたが、そのような雰囲気にはなら
ず、終始温かい雰囲気で行うことができた。

Ｂ　意見交換会の内容
ａ日韓が共通で抱える課題の解決について
(1)日本が朝鮮半島を植民地にしたのはやむを得なかっ
たと思うか？それはなぜか？
　日本側も韓国側もやむを得ないことではなかったと
主張した。しかし、韓国側の方が、話を聞いたとこ
ろ、より強く思っているように感じた。また韓国側の
意見文の中に「今の日本はこの問題をよりうまく対処
できる」と書いてあった。私は韓国側からの意見に
「ナチスの大虐殺と同じくらいむごい」と書いてあっ
たことに衝撃を受けた。後に「言い過ぎです」と訂正
されたが、韓国人の受けた傷の大きさとその辛さを垣
間見ることができた。

(2)日韓の間で、植民地支配に対する謝罪と和解は十分
に行われていると思うか？それはなぜか？
　この問題は個人的にとても勉強不足だったと思っ
た。しかし韓国側の意見文にも誤認があったことを見
つけたので、どの情報が正しいものなのか見極めるこ
との難しい事案となってしまった。また、お互いの意
見に“謝罪をする”という言葉が多くあった。日本側
としては、河野談話や村山談話をはじめ、2001年の小
泉元首相の西大門刑務所訪問時など、謝罪を繰り返し
てきた。しかし韓国の被害者はいまだ十分な謝罪がな
いと主張する。これはなぜなのか？私の班の一人の意
見に、“謝罪が形式化している”というものがあっ
た。これは一理ある答えだと思ったが、韓国の高校生
もどのような謝罪があったのか、説得力のある考えは
正直なかったように思えた。“被害者が謝罪を求めて
いるから私たちも求めるのだ”と高陽の生徒は言っ
た。私自身このテーマを話し合った中で納得した答え
を得ることはできなかった。

(3)戦後補償問題の解決のために、どのようなことが必
要か？

　このテーマでは、韓国側は日本側からの心からの謝
罪を求めていた。そして、首相が変わるたびに意見が
変わることは止めて欲しいと言った。首相は国民が選
ぶものであるから、首相の考えは日本国民の考えとし
て韓国民は受け取るらしい。私は、しかし今の日本の
首相の選出の様子を見る限り、日韓の歴史問題は争点
になっていないと思うので、この希望を達成すること
は難しいと感じた。
　また、アジア女性基金については互いによく認識し
ていないということがわかった。政府が募金して寄付
したものなのかどうか、実際に償い金として被害者に
渡ったのかどうか、はっきりと理解していなかった。
わかっていないのは高校生だけではないと思う。両国
の国民一般もよく認識していないのではないかと思っ
た。

(4)歴史問題で歩み寄るために、日韓両国民にはどのよ
うなことが必要か？
　まず、なぜ今歴史認識問題についての議論が過熱し
ているのか。それは韓国が経済的に成長したからとい
う理由がある。今までは韓国は日本の経済力に頼って
いるところがあったが、現在は、日本に対して受け身
でなくなった。それが“今”加熱している原因だとい
う。
　歴史に対して、韓国には韓国の捉え方、日本には日
本の捉え方がある。その国の解釈で私たちは歴史を学
んでいるのですれ違いが起こる。私たちに必要なこと
は共通の教科書を作ることであるという意見があっ
た。個人的にも正しい歴史認識をする上では、小、中
学生の時に偏見のない正しい知識を得ることが一番大
切だと思った。
　歴史問題については互いに間違った理解ももちろん
あった。しかし、日韓の高校生が一致する意見もあっ
た。また、個人的に日本人は自分の国のことを知らな
さすぎだと感じた。

(5)国民の所得格差拡大に対してどう思うか？どうすれ
ばよいか？
　韓国ではこの問題はかなり深刻らしい。GDPは上昇
しているものの、国民の上位10%の人々が国の60%以
上の所得を得ているという。
　解決策として、累進課税の強化という意見があっ
た。国が格差が広がらないように手立てを講ずべきだ
と言った。他の班では“社会保障制度の充実”という
意見があった。
　私は、意見交換会の前に行ったフィールドワークの
際に、駅でホームレスの人が生活しているのを発見し
た。韓国の格差を目の当たりにした瞬間だった。その
人たちには目もくれず歩く高陽の生徒に正直驚き、意
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見交換会のときにそのことについて質問してみた。高
陽の生徒も知らなかったから驚いたと言っていた。

(6)教育や就職での競争の過熱と子供の幸福度の低下に
ついてどう思うか？どうすればよいか？
　日本も韓国も競争することには肯定的な意見が多
かった。そして子供の幸福度の低下については、目標
がないからということが理由として挙がった。韓国で
もそのようだ。聞いたところ、将来の夢が明確であっ
た生徒はほとんどいなかった。ではなぜ勉強するの
か。それは今の社会が学歴社会だからだと言う。今の
韓国の教育は入試のためのものと化していると感じ
た。教育の役割をもう一度考え直すべきであると思
う。

(7)親の経済格差が子供の教育格差につながっているこ
とをどう思うか？どうすればよいか？
　学歴社会である今の両国では、経済格差が教育格差
に結びついてしまっている。日韓両国ともに資源に乏
しいため、どうしても経済発展のためには技術が必要
になり、より優秀な人材を企業は求めている。それが
学歴社会を生み出している。企業が人を雇う際には、
学歴や資格を見るだけでなく、他の道（経験など）で
その人を見るべきであるという意見で一致した。

(8)非婚化、少子化の進行についてどう思うか？どうす
ればよいか？
　今までの社会は男性が仕事をし、女性が家事や子育
てをする社会であった。それが大幅に変わってきた現
在、両国ともに制度が追い付いていない。実際に、意
見交換会のときに結婚したいかどうか聞いてみたとこ
ろ、日韓共通してまだわからないという答えが多かっ
たが、高陽のある女子生徒は、「結婚したくない」と
言っていた。理由を尋ねたところ、「自分のしたいこ
とができなくなる」と即答された。どの人も思ってい
ることだとは思うが、社会制度を整えなければならな
い。女性が子供を産みたいと思える社会づくり、男性
でも家事をしようと思える社会づくりが必要不可欠だ
と思う。そのような“雰囲気”がこの問題を対処する
上で大切になると思った。

(9)高齢者福祉はどのように行うのが良いと思うか？
　高齢者の福祉は誰がするのか？答えは、子どもか国
である。韓国では介護をするという概念がまだ発展し
ていないと聞いた。となると、施設を国が提供すると
いう考えにはなりにくい。また、同様に子どもが親の
老後の助けをすることも難しいと思える。とすると、
どうするか。年金制度を充実させ、高齢者でも誰の力
も借りることなく生きられるようにすべきである。韓

国の老人の収入の半分は、子どもからの仕送りだとい
う。高陽の生徒は退職年齢を引き上げることが必要と
言っていた。

(10)グローバル化する世界で国民生活を豊かにするため
には、どのようなことが必要だと思うか？
　意見文が両校の生徒ともによく似ていたので、私の
班ではこのテーマでは議論しなかった。みんな、貧困
層の人々の救済が必要だと言った。貧困層の人々の救
済が国民の豊かさにつながるというものである。具体
的にどのように救済すべきかの意見も似たようなもの
であった。それは“教育機会”や“労働機会”を平等
にすることである。そうすることで格差は減り、国民
が豊かになる。

ｂグローバルパートナーとしての望ましい日韓関係の
あり方について
(4)日本と韓国が政治・経済面で協力できることとして
何があるか？
　日本と韓国の経済構造は非常に似ている。そのため
過度に競争するのではなく、代わりに、協同関係を発
展させるべきだという意見だった。私も同じで、日韓
は似た問題（少子高齢化など）があるため、互いに協
力し、解決策を考えるべきだと思った。
　また私は、アメリカやEUに対抗するためには、日韓
が先頭に立ってアジアを発展させるべきだとも考え
る。韓国の生徒も賛成してくれた。その際、私はその
前に歴史問題を解決しなければいけないと思ってい
た。韓国としては歴史問題の解決が何よりも優先して
いる事項だと思っていたからである。そう質問する
と、驚く答えが返ってきた。韓国側も歴史問題よりも
環境問題や少子高齢化問題について話し合った方がい
いと言ってきたのだ。付け加えて、確かに歴史問題も
大切だと言っていたが…。

(5)日韓関係を充実させるため、若い世代には何ができ
るか？
　お互いの文化・特徴をもっと知ることによって、改
善すべき問題の妥協点を見つけることができると思
う。ｋ-pop、ジブリ、漫画などなど。日韓両国とも、
若い世代では交流が活発になっている。そのような文
化交流が大切だと思った。

Ｃ　意見交換会を通して見つかった解決すべき問題
　今回の意見交換会では多くの発見があった。様々な
問題点について話し合ったが、個人的には疑問の残る
ものもあった。つまり、本当にそれで解決するのだろ
うか、ということだ。
　まず、歴史問題については、物事を捉えているアン
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グルが違うことを認識させられた。よって、捉え方が
違うのに、話し合っても一向に解決しないと思う。そ
のことを痛感した意見がこれだ。
　　「日韓で共通の教科書を作る」
　　「日本からの心からの謝罪」
　なぜ疑問が残るのか。一つ目はまさしく見ているア
ングルが違うからだ。日韓で共通の教科書を作るとい
う意見は非常にいいアイデアだと思う。しかし、私た
ちが納得できる真実とは何なのだろうか。つまり日韓
両国が納得する歴史とは何なのか。“真実”とはどこ
にあるのか、何なのか。教科書を作るにしてもどの内
容が正しいのかわからない。そこに私は問題があると
思った。
　二つ目は、日韓の人々の“こころ”の違いがあると
思う。あくまで、一年間通して私が思ったことだが、
日本は河野談話、村山談話などで十分謝っていると思
う。十分かどうかは個人差があって然るべきだが、私
は十分だと思う。だが、韓国人は日本は被害者に謝っ
てすらいないと主張する。謝罪が形式化しているとい
う意見があったが、謝っている側はその気になってい
るのに謝られている側はそう思っていないのでは、形
式化以前にもはや意味がないことではないだろうか。
　意見交換会を通して、歴史認識問題で私は二つの大
きな疑問を持ってしまった。この二つの問題が、私が
意見交換会を通して感じた、日韓関係をこじらせてい
る原因だと思う。そこで自分なりにどうしたら日韓関
係があの時の意見交換会のように和やかなものになる
のか、考察してみた。
　私は、歴史問題は解決の難しいことだとは思わな
い。もちろん第二次世界大戦が終わってから現在まで
解決していないのだから決して簡単ではない。だが私
は思う。日韓の歴史認識問題は他国が抱えているよう
な問題よりはるかに複雑ではないと。この歴史認識問
題の解決法を自分なりに列挙してみたいと思う。
　まずは相手のことを知ることである。これはもう誰
もが思っていることであると思う。だが私は、実際に
韓国に行って、より韓国の現実を知ることができた。
我々はメディアの情報だけでなく、様々な角度から韓
国を見なければならない。もちろんいいところも悪い
ところもだ。例えば韓国人の性格。巡検に行く前は怖
いというイメージを持っていた。しかし実際はとても
友好的で優しかった。それでも私は日本人との違いも
感じた。それは思ったことをきちんと伝えるというこ
と。曖昧ということが嫌いなのだなと感じた。これは
日本の謝罪がうまく韓国に伝わっていないことに関係
すると思う。つまり韓国人は「誠に遺憾に思う」など
といった表現を嫌うのである。事実それは高校生で
あっても不満があると聞いた。本当に謝っているのか
わからない、あやふやだ、そう言われた。アジア女性

基金が実質失敗に終わったのも、言葉の言い回しに慎
重となって、私たち日本人でもわかりにくいような表
現をしたからではないだろうか。こうした誤解の原因
は日本だけにあるのではない。韓国もまた然りであ
る。日本が直接的な言い回しをあまり好んで使わない
ということを認識すべきだ。日本は謝罪しているん
だ、理解しろ、と言っている訳ではない。韓国が直球
でものを言うと日本側は戸惑ってしまうということ
だ。私たちはお互いの特性をきちんと理解すべきだ。
そうすれば日本も謝罪の仕方を変えることができる。
韓国も本当に日本が反省していると理解することがで
きる。
　次に大切なのは、国民に問題解決に対する意識を持
たせること、関心を持たせることである。韓国人は、
日本の内閣総理大臣が変わるたびに韓国への謝罪の態
度を変えるのは止めて欲しい、総理大臣を選んでいる
のは国民一人一人なのであるから、極端に韓国の歴史
問題を劣悪にとらえる人を選んでほしくないと言う。
誠にもっともな意見である。しかし私は有権者ではな
いがこれだけはわかる。選挙において歴史認識問題な
どは争点にならない。多くの国民は、経済成長戦略、
今で言えばアベノミクスが争点だと感じているのでは
ないか。韓国人には申し訳ないが、韓国との問題は日
本の政治の中での第一に大きな争点にはなっていない
のである。ではどうすればいいのか。さすがに毎回の
選挙の際に韓国との問題を争点にしてほしいとは思っ
ていない。ただ、国民がこの歴史問題の解決に関心を
持てば、何かしらの変化はあるはずである。意識を持
つことは、我々日本人の使命であると思う。なぜなら
ば、グローバル化が進む現在、近隣の国との連携は非
常に大切であると思うからだ。
　私は共通の問題を抱えている日本と韓国は協力でき
る、していかなければならないことが多いと考える。
日韓両国はアジア発展の先駆けになるべきだ。これか
ら中国やインド、東南アジア諸国は次々に発展してい
くだろう。そして今、日韓が抱えている問題に必ず直
面するはずだ。そのときその問題を乗り越えられるよ
うに、今、日韓が解決策を見つけ出すべきだ。この二
国にはアジア経済の手本となるような国作りが求めら
れている。そしてそれは、両国のさらなる発展のため
にもなる。

Ｄ　意見交換会の成果・反省
ａ成果
　一つは、何より韓国人の高校生の意見をじかに聞け
たことだと思う。日本人だけで話し合っていてもこの
問題は解決しないと思う。高校生の段階でこのような
経験ができたことは非常にいいことだと思った。そし
て、韓国の人と歴史認識問題について話し合えたとい
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うこともとても大きかった。今まではメディアの情報
だけで、実際にどう思っているのかはわからなかっ
た。何を言われるかとドキドキしてはいたが、韓国人
の“本音”を聞くことができとてもうれしかった。
　また、今回のSGH事業の目的でもあるグローバル人
材の育成ということを一番感じることができたのでは
ないだろうか。私はこの意見交換会がこの一年間、一
番大きく自分を成長させてくれるものであったと思
う。当初、私は言い争いになってはしまわないだろう
かとかなり不安だった。しかし、準備のときに私たち
が韓国人の性格等を学んだのと同じだろう、高陽国際
高校の生徒も私たち日本人のことをとてもよく理解し
てくれた。そのような他国の人のことを思いやるとい
うことの大切さを何気なく学べたのも大きな成果だっ
たのではないだろうか。

ｂ反省
　全体としてみたら、この会は大成功だったと自負し
ている。しかし、いくつかの反省点もある。まず、勉
強不足だ。私は特に歴史認識問題の話し合いのときは
あまりにも自分の知識があいまい過ぎた。確かにいろ
いろな情報が入り混じっている分野だったが、もう少
し自分で下調べをして、しっかりとした自分の意見を
持つべきだったと思う。
　勉強不足でもう一つ挙げるのであるならば、やはり
英語力だろう。今回はお互い高校生ということであっ
たので問題なかったが、実際の外交をする上で、相手
国の方が語学力が優れているという状況は必ず避けな
ければならないと感じた。そして個人的意見を付け加
えるとするならば、少しテーマが多すぎたと思う。２
時間半という時間の中で15のテーマは多すぎる。１
テーマに10分しか時間をかけられないのは少し物足り
なかった。
　そして事前の準備だ。私たちは事前に留学生の方に
来ていただき、模擬討論のようなことをしたが、高陽
国際高校の生徒のことは当日まで意見文に書いてある
ことしかわからなかった。無茶なことを言っているこ
とはわかっているが、もう少しどこかで高陽の生徒と
意見を交わし、話を練るべきだったと感じた。

Ｅ　まとめ
　意見交換会を通して、韓国人高校生が歴史認識問題
についてどう思っているのか知ることができた。実際
に目と目を合わせて会話をすることで、いい意味で意
見を戦わせることができた。これは自分の大きな経験
になり、またこれからの自信にもなった。そして、自
分自身の意見をより強固なものにできた。様々な人の
意見を聞いたことでたくさんの判断材料を得ることが
できた。そうすることで自分の中で何が正しいと思う

か、何が間違っていると思うかがわかるようになっ
た。これからはメディアの意見だけにとらわれずに自
分の意見を持ちたいと思った。
　終わってから大きな達成感があった。外国人と友達
になることもできたし、ただの留学ではできないこの
意見交換会は一生忘れることのできないものになっ
た。２時間半というとても短い時間だったが、とても
濃い時間を過ごすことができた。
　歴史認識問題については、いかに今までの自分の意
見が片方からしか見えてなかったかを痛感させられ
た。日本も韓国も理にかなった理由があるのに、今対
立している。その状況の辛さを垣間見ることができ
た。
　また、一つ個人的にうれしかったことがある。それ
は韓国に送った意見文をほめてもらえたことだ。後に
一人の高陽の生徒から「すごくいい意見だったからど
んな人なのか楽しみにしていた」と言われ、とても恥
ずかしかったが、自分の意見を異国の人に理解しても
らえたことはとてもうれしかった。私は外国のいろい
ろな人が、共感してくれる意見が言えるようにこれか
らも努力しようと決めた。
　高陽の人に意見交換会はどうだったか、と聞いてみ
た。「討論が各国の否定的な認識のために、争いにな
ると思っていた。しかし、日本人の韓国の捉え方に感
銘を受けた。今までは韓国を嫌う日本人ばかりだと
思っていたが、そうではないことを知り、とてもうれ
しかった」。韓国人も私たちと同じことを学んだのか
もしれない。
　この意見交換会が日韓の関係の改善と発展の足がか
りとなり、将来また高陽の生徒と歴史認識問題につい
て話し合う機会があれば、その時はどちらも納得する
答えを見つけたいと思う。いや、見つけなければなら
ない。それがSGHメンバーの使命であると私は思っ
た。

（１年　村瀬友宏）
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（４）高麗大学訪問
　高麗大学（KOREA University）安岩キャンパスを訪
れ、東原グローバルリーダーシップホール（Dongwon 
Global Leadership Hall）での映像による学校紹介、プ
レゼンテーション、質疑応答の後、キャンパスツアー
として百周年記念サムソン館、LG-POSCO経営館など
を見学した。

Ａ　歴史
　高麗大学は、1905年に設立された普成専門学校を母
体に、1946年、私立の総合大学として発足した。完全
に韓国人によって設立された大学で、「民族高大」の
スローガンで知られている、100年以上続いてきた伝統
ある学校だ。現在では国立のソウル大学、私立の延世
大学と肩を並べる韓国屈指の名門校である。イ・ミョ
ンバク大統領やフィギュアスケートのキム・ヨナ選手
など、数々の著名人を輩出している。

Ｂ　Global KUプロジェクト
　世界トップ100の大学に入ることを目標としたもので
2003年から本格的に実施されている。内容は以下の通
りである。
・91カ国に863大学の協定校をもっている。
・グローバルKUキャンパス…協定校に高麗大学のため
の宿舎を建てて最適の教育環境と現地適応を支援し
ている。

（建設校）
　University of British Columbia
　Royal Holloway University of London etc…
・訪問学生（VSP）プログラム…参加学生に対し
Global KU 奨学金の名目で高麗大学校の授業料を免
除し、訪問大学の授業料のみを納める制度を確立し
ている。さらに大学間の協定により訪問大学では授
業料減額が適用される。

・UNなどの国際機関や世界のあらゆるグローバル企業
とインターンシップの協力関係を結んでいる。

・International Summer Camps…約30カ国200校から
1400人以上の学生が参加している。８分野において
英語による120の授業が選択できる。60以上の世界
的な大学の教授が授業を担当している。

（過去の参加大学）
　King College London
　University of Cambridge/Stanford etc…
・英語による通常講義（英講）や外国人教授の採用を
増やしている。

・学生には一定数の英講履修を義務化している。

Ｃ　キャンパスツアー
【外観】

　広大な敷地をもつキャンパスである。100周年記念事
業でほとんどの校舎が新築・改築されていた。私立大
学であるため政府からの援助がほとんどない代わり
に、サムソンによる100周年記念サムソン館やLGによ
るLG-POSCO経営館、ヒュンダイによるヒュンダイ
モーターホールなど、名立たる財閥からの支援が注が
れている。日本ではこれほど多くの企業から支援を受
けている大学はないと思う。卒業生からの寄付金も多
いという。韓国ではトップ大学がいかに重要視されて
いるかがわかった。
【虎像】
　百周年記念サムソン館の近くに「虎像」があった。
これは、韓国および高麗大学の象徴であり、勇気と決
断、敏捷性、威厳を感じさせるものだそうだ。
【百周年記念サムソン館】
　高麗大学の開校100周年を記念して建てられた。デジ
タル図書館と博物館を併設している。デジタル図書館
には、在学生が駅の改札のようにICカードをかざして
入館していた。博物館には、国宝級の文化財が多数収
蔵されていた。建設にあたっては、サムソンが418億
ウォンもの費用を寄付している。
【LG-POSCO経営館】
　Harvard University，Stanford University, Berkeley
の経営大学院の長所を生かした、世界最高水準の施設
だ。ここでは、海外の著名人を招いてフォーラムが開
催される。建設にあたっては、LGや卒業生が250億
ウォンもの費用を寄付している。

Ｄ　感想
　高麗大学は日本の大学よりもグローバル対策に積極
的に取り組んでいると思った。留学生の派遣・受け入
れから、日々の授業まで幅広く対応策が考えられてい
る。高麗大学は財閥や卒業生から多額の寄付金が集ま
る大学なので日本の大学とは少し事情が違うが、日本
の大学もグローバル化に対応するため、高麗大学のプ
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ロジェクトを参考にすべきだろう。
　一方で、韓国の教育社会の問題点もみえてきた。大
学の格差の問題だ。高麗大学は韓国内でも最高峰の大
学であるために、充実した環境を整備できる。だが、
このような一流大学に進学できるのはごく一部だ。高
麗大学以外の大学を訪問したわけではないが、ここよ
り偏差値が低いと言われる大学だと外部からの支援が
減り、そこまで充実した環境が整備できないと思われ
る。財閥の支援は、格差を助長しているのではない
か。
　高麗大学訪問の際に、ガイドさんから「韓国では、
一部のエリートが国を救うと考えられている」という
お話を伺った。そう考えると、この大学格差の状況は
韓国人の考え方を反映しているといえる。しかし、本
当に一部のエリートが国を救うのだろうか。格差が広
がり、貧困を招きはしないか。同じような問題が日本
にもあるのではないか。
　今回の高麗大学訪問で各国の教育により興味をもっ
た。これからもっと調べていきたい。

（１年　加藤早葵）

（５）サムスンディライト訪問
　サムスンディライトでは、様々な展示に目を奪われ
た。どれもこれも目を見張るものであった。
　サムスンディライトは下階が製品の販売所、中階が
最新の製品の展示、上階がサムスンの技術を体感でき
るもの、という構造になっていた。全体的に、技術の
最先端を行く、という構造になっていたが、構成とし
ては、中三の修学旅行で訪れた、お台場にあるパナソ
ニック東京と似通ったものであった。ただ、展示の内
容を詳しく見てみると、パナソニックが学生向けなの
に対し、サムスンは、タブレット端末で一体性のある
授業ができるなどの展示から、幅広い世代へアピール
するねらいを持っていると考えられる。
　どれも興味深かったが、気になる点がいくつかあっ
た。それは、製品展示の中にあった、スポットに立っ
た人が映像に合成される、というものだ。一見おもし
ろく、技術の進歩を感じたが、よく見てみると、体験
者は床のある一点に立たなければならず、圧力セン
サーで動いているようにしか見えなかった。デジカメ
の技術などから、顔を追尾するものかと思いきや、被
験者が固定されていることを利用するただの合成装置
で、背景が緑一色であったのも頷ける。日本では科学
館などにある、ごくごく普通の展示であった。
　そのほか二階の展示としては、製品展示がカメラや
ゲーム機もあるにはあったが、携帯電話の比率が非常
に高かった。これは、サムスンがいかに携帯電話の
シェアアップに苦心しているかがよく表れているもの
だ。確かに、テレビなどもあるとは思うが、得意なも

のを徹底的に攻める、という韓国らしい考え方による
ものだと考える。
　三階の技術展示は、現代の技術を象徴するかのよう
に、多くの分野に関しての説明があった。この展示
は、専門的なことを述べる日本の博物館とは一味違
い、やや基礎的なものとなっていた。そのこともあっ
てか、わかりやすかった。特に、画像の解像度、コン
トラストに関する説明は、操作が直感的で、複雑なシ
ステムをわかりやすく表していた。
　建物から一歩外へ出てみると、高いガラス張りのビ
ルが所狭しと並んでいた。施設があった江南地区は、
ソウルの中でも最もお金持ちが住むところらしく、付
近のマンションはなんと日本円で一億円くらいする億
ションである。周りを眺めると、数々の有名企業の看
板が目に付いた。どこか国連大学のような造りのサム
スンディライトも、風景に溶け込んでいた。
　一方で、最寄りの地下鉄の駅に行くと、ホームレス
の人たちが暖を取っていた。この江南駅に限らず、韓
国の地下鉄の駅では、毛布にくるまり、夜を明かして
いる人の姿を多く見かけた。
　地上では大企業が軒を連ねて経済力の強さを誇示す
る一方、地下では、低所得者たちが行くあてもなく
日々を過ごしている。韓国の経済格差の縮図を見た気
がした。以前、韓国に関する報道の中で、江南地区に
は日雇い労働者が毎日ひしめいているというのを見た
ことがある。受験戦争、就職戦争が過熱する韓国で
は、若い頃に努力をしなかったツケが回ってきている
と判断され（自分も時々このような考え方をしてしま
うが）、見向きもされなくなってしまったのか。
　サムスンは、半導体やLCD、携帯電話事業で膨大な
利益を挙げ、今回訪れたサムスンディライトなどの半
ばアミューズメントパークのようなものを作ることも
できた。しかし、このようなことができるのは、ごく
一部の企業のみである。韓国では、サムスンなどの一
流企業に就職しようとする動きがとても強いが、その
一方で、このような一流企業が市場を独占し、財閥を
形成していること、またそれは韓国の人に賛同されて
いないことを忘れてはいけない。
　今回訪れたサムスンディライトが、何十年も先まで
韓国の経済力の象徴であり続けるとは限らない。しか
し当分の間、サムスンは世界の携帯電話市場のシェア
を伸ばしていくことだろう。

（１年　浅見　慎）

（６）故宮（宗廟・景福宮）訪問
　韓国巡検３日目、私たちは韓国でも特に有名な歴史
的建造物である、宗廟（チョンミョ）と景福宮（キョ
ンボックン）を訪れた。
　宗廟は朝鮮王朝歴代の王と王妃などの位牌を祀った
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祠堂で、初代国王の李成桂によって作られた。廟とい
うのは、祖先の霊を祀る場のことで、お墓とは違うも
のである。李成桂は儒教を国教と定め、人が死ぬと魂
は天に、肉体は地に帰る、と信じるその教えに基づい
て、亡くなった先祖の魂を祀るための祠堂と肉体を祀
るための墓を別々に作った。宗廟はその魂を祀り、祭
祀が行われてきた場所である。よって、遺体は朝鮮王
陵という、ソウル近郊を中心に40基ほどが点在してい
る墓に土葬されているそうだ。儒教に基づく先祖祭祀
は、元々は中国から伝わった文化だったが、独自の様
式が築き上げられた。宗廟は建物のみならず、現在ま
で600年以上続く祭礼行事とともに、韓国で一番最初の
有形・無形両方の世界文化遺産に指定されている。
　現在、宗廟では土曜日を除き、自由観覧が禁止され
ており、入口である外大門からはガイドの案内で中を
回った。参道中央は「神道」といって左右の道よりも
少し高くなっており、歴代の先祖霊が通る道として、
踏んではいけないことになっていたそうだが、私たち
はそこをまたいで通らせてもらった。
　森に囲まれた参道を歩いていくと、斎宮という祭礼
の準備をする場所があり、祭礼の際に着る衣装も展示
されていた。そして宗廟の中心である正殿に行く。正
面には朝鮮王朝時代からの歴代19人の王の数の扉があ
り、その中にはそれぞれの王妃の位牌とともに計49位
の位牌が安置されている。死者の世界では西が上座と
いう決まりがあるため、初代を基準として新たな位牌
を安置するためにどんどん東の方へと増築が重ねら
れ、現在のような横長の形になったそうだ。その長さ
は101ｍにも及び、単一の木造建造物としては世界最長
ともいわれる。赤を基調とした立派な造り、横から写
真をとらないと全体が入り切らないほどのスケールに
圧倒された。また、特に寒い日だったので降りしきる
粉雪でうっすらと雪をかぶり、さらに荘厳な雰囲気を
醸し出していた。正殿の前には広い石畳の広場が広
がっていて、ここでおこなわれる祭礼は今回は見るこ

とができなかったが、想像するだけでも盛大な儀式の
様子が目に浮かんだ。ちなみに現在も、年に一回５月
に行われる祭礼を宗廟大祭といい、朝鮮王朝の血を引
く子孫たちが集まり、宮廷雅楽や舞を披露し、先祖に
祈りを捧げるそうだ。
　さらに進むと、正殿に入り切らなかったり、没後に
位を送られた王の位牌を祀る永寧殿、王の臣下を祀る
堂などもあった。日本にはこれほどたいそうに先祖を
祀るものはないので、韓国には先祖を敬い大切にする
儒教の精神が古くから根付いていたことを実感した。
そして、実際に宗廟大祭が今日まで続いていることは
本当に尊敬すべきことだし、韓国の精神の基底にある
ものとしてこれからも受け継いでいく価値のあるもの
だと思った。
　続いての景福宮は朝鮮王朝の正宮で、ソウル五大宮
の１つにも数えられる。これも王都漢城への遷都を機
に、李成桂によって建設された。数々の歴史の舞台と
なってきた場所であるが、日本とも特に関係が深い建
物だといえるだろう。1592年、豊臣秀吉による朝鮮出
兵により全焼し、1895年には当時の王妃閔妃が日本公
使の関与のもとで暗殺される事件も起きている。その
後、日本の韓国併合により、ほとんどの建物が壊さ
れ、敷地内に朝鮮総督府が建てられたそうだ。しか
し、総督府の建物は植民地支配の象徴であるとして取
り壊され、1990年から元の景福宮の復元が始まってい
る。復元工事は現在もなお続いているが、かなりでき
あがっており、中国の宮城の様式に従った何重もの
門、楼閣、御殿などの建物が、広大な敷地に建ち並ん
でいる。本当に広くて、くぐってもくぐってもまた次
の門があるような感じだった。ここは有名な宮廷ドラ
マ｢チャングムの誓い｣のロケ地にもなったそうであ
る。実際、ソウルを代表する北韓山を背景に、壮大な
門がどんと建っている景色は圧巻だった。日本のお寺
などとも造りは似ているが、屋根の先に人物や動物の
置物（西遊記を表現する）が置いてあるのが、ユニー
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クで印象的だった。
　復元も2025年の完成まで間近に迫っているが、今回
見学してみて、この復元には日本統治の歴史の抹消
と、植民地支配からの完全な脱却の意味が含まれてい
るのではないかと思った。復元にも賛否両論あったそ
うだが、無事完成して、これから新たな、もっと良い
歴史を刻んでいってほしいと勝手ながら思った。そし
て日本人も、日韓の歴史を感じるところとして、大切
にしていくべき場所ではないかと感じた。私も様々な
歴史を乗り越えてきたこの景福宮の雄大な姿を忘れな
いでいたい。
　宗廟も景福宮も、どちらも韓国の歴史とともに生き
てきた建物で、その見た目と中身のスケールにはただ
ただ圧倒されるばかりだったが、同時にその歴史の深
みも感じることができたと思う。歩きまわって、積
もった雪で滑って疲れたが、貴重な雪景色と合わせて
見学できてとてもよかった。

（２年　鈴木　萌）

（７）博物館（国立中央博物館・戦争記念館）訪問
　この二つの施設を訪問し、韓国と日本、二国間の
「繋がり」、「違い」について学ぶことができた。

Ａ　国立中央博物館
　国立中央博物館を訪れてまず一番に驚いたことは規
模の大きさである。その規模は世界で６番目だそう
だ。入場者数もアジアで一番という話を伺った。きっ
と館内に施されたいくつもの工夫がたくさんの人を引
き付けているのだと思う。例えば、展示方法や展示物
を見るときの説明は韓国語、中国語、日本語、英語で
対応していた。また、煌びやかな金の展示物や、重要
なものに関しては十分なスペースを取り、スポットラ
イトが当てられており、より深く印象に残るように
なっていた。広い館内を効果的に使った素晴らしい展
示によって、見る者の心を打つ施設だった。

　そして、ここを訪れた時、私が最も強く感じたこと
は、日韓の文化の「繋がり」である。三国時代から、
両国の間にはたくさんの「繋がり」があったことを感
じずにはいられなかった。例えば、稲作、仏教などは
朝鮮半島から来た渡来人によってもたらされたもので
あり、ヤマト政権は朝鮮半島の同盟国援助に派兵する
代わりに、鉄を受け取っていたことなどが展示物から
わかった。仏像も細かい部分を除いては、日本にある
ものとほとんど変わらない。日韓の文化は深く繋がっ
ているのだという事実を改めて認識した。さらに衝撃
的だったのは、館内に日本のブースがあり、日本人が
寄贈したものも数多く展示されていたことだ。「繋が
り」が「協力」の輪を生み出している。このように韓
国の博物館に日本人が貴重な品々を寄贈していること
は、日韓協力の形のひとつだと思った。
　数千年もの間、互いに影響を及ぼしてきた韓国と日
本。私たちの文化、歴史と、これほどの深い繋がりを
持つ国は他にはない。これから先も「繋がり」、そし
て協力体制が強化され、それらが二国のさらなる発展
につながることを願っている。

Ｂ　戦争記念館を訪れて
　「感動を伝える、戦争記念館」。この記念館のパン
フレットのキャッチコピーである。日本統治時代が終
了した1945年８月15日から、韓国が独自に歩んできた
中でおこなわれた戦争の展示が中心である。戦争記念
館は韓国軍の本部の向かい側に位置する。そのため
か、常に本当の軍人が出入りしている。館内には緊張
感にも似た独特の雰囲気が漂っていた。
　私は昨年10月の東京巡検の際、靖国神社にある遊就
館を見てきた。韓国の戦争記念館と、それと対比させ
てみてわかったことがある。それは、日本の戦争に関
する博物館とこの記念館は、作られた目的が異なると
いうことである。記念館の入口には、戦没者の名前が
韓国建国の英雄として彫り連ねられている。屋外の展
示場には、幼い男の子などであれば興味を惹かれるで
あろう、朝鮮戦争中に使用された航空機や装甲車、軍
艦など160点以上が展示してあった。また、館内には北
朝鮮軍に追い詰められた韓国軍が、仁川上陸作戦を機
に戦況を巻き返していく様子が、最新の機材、技術を
駆使して華々しく展示されていた。音声や映像を組み
合わせることで、まるで自分が戦闘の現場に実際に参
加しているかのような臨場感を感じさせるブースも
あった。この戦争記念館は、敵に大打撃をあたえた軍
事作戦など、戦争の「成果」や兵士の「活躍」にス
ポットが当てられているのがとても印象的であった。
一方、日本の遊就館で取り上げられていた、兵士の食
糧不足や特攻隊の家族への遺書の展示などのような、
戦争の「苦しみ」や「悲劇」にはあまり触れられてい
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なかった。現在も国民に兵役を課す韓国の戦争記念館
は、言わば、戦争を肯定している施設と言うことがで
きると思う。
　韓国が冷戦の犠牲となり辿ってきた歴史。同じ民族
同士が血を流して戦った朝鮮戦争という悲しい戦争。
休戦中とはいえ、韓国を知る上で、今も戦争「中」で
あるということを忘れてはいけないと思った。
　朝鮮戦争時に、敵味方に別れて戦い、戦場で再会を
果たしたという実話をもとにして作られ、屋外に圧倒
的な存在感を放って展示してある「兄弟の像」。しか
し、この像が飾られるべきなのは本当にこの施設なの
だろうか。記念館に英雄として名前を彫られている人
たちは、確かに今の韓国を作った英雄である。でも、
韓民族全体の（朝鮮全体の）英雄であるかどうかは別
だ。韓国側の軍人だけを英雄として展示している施設
と、戦争によって引き裂かれた、この兄弟の皮肉な運
命を表す彫像は、どこか矛盾しているように思う。こ
こは冷戦の犠牲となった韓民族の分裂という事態に対
し、解決の糸口を見つけるための施設とは言えないと
思った。
　この戦争記念館を見て感じたのは、韓国は日本から
一番近い国であると同時に、現実問題として今も兵役
があり、緊張の漂う部分もあるのだという、日本との
「違い」である。私たちと同世代の韓国の若者たち
が、22ヶ月もの兵役に就いているのは紛れもない事実
である。兵役が課されるか課されないかで、戦争に対
する考え方もかなり違ってくるのだと思う。この施設
があることによって、たくさんの少年が軍人に対して
憧れを抱くのかもしれない。また、韓国国民は、いざ
という時のことも、自ずと考えていることだろう。
　日本も憲法９条を改正すれば、いつ兵役が課される
ようになってもおかしくはない。その時の姿を、少な
からず今の韓国は表していると言えるのではないだろ
うか。私たち日本人は韓国との「違い」からたくさん
のことを学ぶことができる。そして、違いから学び、

繋がりから考える日本の未来は、私たちがこの先、他
国とどう向き合っていくのかということに対する、大
切な道しるべとなるだろう。私は戦争記念館を見て
思った。武器を持たないことが、最高の武器である
と。

（２年　伊藤好花）

（８）高陽国際高校訪問
　我々は、最終日に全寮制の高陽国際高校を訪問し、
学校紹介をしてもらったり、日本人１人と韓国人２、
３人のグループで交流会をしたりしました。
　まず学校紹介を通じて、高校訪問をする前に抱いて
いた、韓国の高校生は勉強ばかりやっていて、高校生
活は楽しそうではないというイメージが変わりまし
た。確かに、日本の高校よりも受験勉強に力が入って
います。たとえば、授業後も希望者のみの補習があっ
たり、夜の10時までは先生が監督する中で自習をした
りと、学校側が受験勉強をかなり重視しています。し
かし、それだけではなく、生徒が３年生の受験を応援
するためのフラッシュ映像を制作したり、毎日ある30
分の自由時間に寮内のジムを使ったり、最近では部活
にも力を入れているとのことでした。そのように活気
がある点は、かなり日本の高校に似ていると感じまし
た。
　また、高陽国際高校は全寮制です。そのせいか、生
徒同士がすごく親密で、リアクションがよく、初対面
の我々と話すときも、社交的で、非常に感じがよかっ
たです。SGHのゼミで、日本に来ていた韓国人留学生
と話をしたのですが、彼らが高校生だったころ、受験
とは関係のない芸術や体育などの授業を削ったり、部
活もあまりなかったり、食事も時間を節約してカップ
ラーメンなどすぐに食べられるものにして勉強に専念
したりと、高校生にとっては受験がすべてである、と
言われて過ごしていたそうです。それに比べて、今は
勉強以外のこともするような教育方針になっているみ
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たいでした。
　高陽国際高校は「国際高校」というだけあり、「知
性と感性で実践するグローバル人材育成」を教育目標
に掲げ、また、「Be The Bridge To The Future」を校
訓に掲げています。そのため、外国語や世界の政治経
済を理解し、自分の意見を言えるような人材を育てる
教育が行われています。
　外国語教育では、英語と第二・第三外国語を学習し
ています。英語は高陽国際高校の入学試験で重視され
る科目であり、さらに高校の授業でも、speakingと
writingなど、同じ英語でも違う先生に教わったりして
います。また、プレゼンテーションやディベートな
ど、自分の意見が表明できる力を重視しています。そ
のため、高陽生との交流では、高陽生は自国の文化を
しっかり紹介でき、さらに英語が流暢で、こちらは
さっぱりわからないくらいでした。
　第二・第三外国語は、日本語、中国語、スペイン語
から２つを選択して学習しています。日本語選択者の
場合は、日本語の文法や発音のみならず、日本の地理
で中京工業地帯や京浜工業地帯を習ったり、日本の文
化を習ったりもしています。定期試験で、そのような
問題も出るそうです。また、まだ日本語を習い始めて
半年程度しか経っていない一年生でさえ、通じる日本
語をしゃべっていたので、教育のすごさを痛感しまし
た。
　高陽国際高校を訪問したことで、初対面であっても
社交的に話ができるようなコミュニケーション力、自
分の国に興味を持っている外国人に対してきちんと自
国の文化を紹介できる力、外国語を読めるだけではな
く、口に出して会話できる力、こういうものがいかに
重要であるかということを再認識することになりまし
た。

（２年　野々山碩人）
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