
Ⅳ　韓国巡検を振返って

＜１班＞
【１年　高桑みなみ　TAKAKUWA MINAMI】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　高陽国際高校の生徒とは、一日目の夜に初めて会っ
た。彼らは日本語を学んで一年、または二年もたって
いないのに、わかる日本語をできるだけ使い、とても
積極的に話しかけてくれた。どう接していいか戸惑っ
ている私たち日本人とは違い、進行をリードしてくれ
るその姿勢は、聡明さと自信にあふれていて、圧倒さ
れた。日本語とボディーランゲージでも通じないとき
に使う英語は本当になめらかで、リンキングまで完璧
で、聞き取ることすら難しいほどだった。自分の無力
さを痛感させられたが、短文の日本語と片言の英語で
コミュニケーションを数時間取り、別れるころには
「まだ話していたいよ」、「ホテルで一緒に泊ま
る？」などと冗談を言うほど距離を縮めることができ
た。この交流会では、韓国の高校生の実力と積極性を
知り、日本の高校生に足りないのは、英語は文法など
気にせずに間違ってもいいからとにかく話すこと、物
おじせずにトライすることであると感じられた。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
　フィールドワークでは、韓国の伝統的な建物と、地
元の美大生が描いた絵で建物の壁、埋め尽くされてい
るスポットへ案内してもらった。バスを利用し移動し
たため、様々な韓国の文化に触れることができたと思
う。例えば、先進国の韓国でも、大通りから一つ中へ
入ると、そこはかなり古く、中には傾いていたり、つ
たに埋まっていたり、外にお鍋が出されていたりと、
田舎のような雰囲気を感じられた。首都ソウルの中心
部で、である。私が一時住んでいた東京都渋谷区や世
田谷区と比較してみると、まだ生活感にあふれてい
た。でも、私はその方が良いと思う。なぜなら、全て
同じような建物、同じような庭というように、没個性
化する町並みより、よほど今後求められるものが存在
する気がするからだ。また、町の特徴として、地下文
化の発展というものが挙げられると思う。地下鉄の駅
付近には、必ず食べ物や、雑貨、衣服を販売するお店
があり、観光名所の付近ではお土産を購入できるよう
になっている。そしてこの地下街はつながっていて、
地上に出ることなく移動をすることができる。これは
冬、昼でも氷点下を下回り、雪が積もって、道は常に
凍っている韓国の気象に本当に適していると思う。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　二日目夜におこなった意見交換会では、フィールド

ワークを通じてすっかり仲の良くなった上だったから
こそ、自分の意見を表現し、聞きたいことをそのまま
聞けたと思う。また、一日目に訪れた刑務所から、韓
国の人たちの思いを少しは察することができていたの
も、円滑な交換会となった理由だろう。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
　巡検先で最も印象に残ったのは、西大門刑務所歴史
館だ。日本の原爆ドームの資料館とは、まったく違う
内容だったことに、本当に驚いた。ディズニーランド
のアトラクションのように、本当に今、この場所で日
本が韓国を併合し、韓国の人を拷問しているかのよう
な、臨場感のある展示の仕方や、説明文より視覚や、
叫び声による聴覚への働きかけなど、たった一時間ほ
どの巡検であったと思うが、今まで学んだ戦争に関す
る知識、または道徳の価値観が変化した。
　具体的には、今まで中学で学んだとおり、「韓国併
合の時は世界中の国が侵略を重ね、植民地を増やして
いく方向で動いていて、日本の行為も当時の法律では
問題がない。戦後は度重なる謝罪をおこない、慰安婦
の問題に対してはアジア女性基金という形で償い金も
払おうとした。時を経るごとにどんどんと戦争を経験
した人々は亡くなっているので、今すべきことは「歴
史」ばかり見るのでなく、今後は中国をはじめ新たに
台頭してくる国に、どう日韓が手を組んで向き合って
ゆくか、ではないのか」という考えを持っていたの
だ。が、これは間違いであった。韓国では、今がある
のは戦争時代の人々のおかげ、という意識が本当に強
く、「歴史」が重要視されているのだとわかった。
　また、家族や学校の行事として訪れる人が多かった
のはわかることだが、カップルでこの刑務所を訪れて
いる人もいた。私たちがそこにいた短いその時間の中
で、平日にもかかわらず、二組も私は見た。ガイドの
方に聞くと、韓国では本当に「歴史」に対する関心が
高いから、そういう人もいる、とのことだった。日本
と韓国とでは受け取り方の違う歴史の問題について、
多角的に考慮してゆくことの重要さを改めて感じた。

（5）巡検をおこなったことで、新たに分かったこと
　今回の韓国巡検では、本当に韓国の高校生との交流
から学んだことがたくさんあった。常に優しく接して
くださり、また、相当な準備をしてくださったこと
が、感じられた。特に意見交換会では、率直な意見を
交換することができて、本当にうれしく思っている。
日本と韓国は文化の違いから、かなり考え方も価値観
も違うと思うが、これからの社会を構築していく私た
ちが、もっと親密な関係を築き、これからの競争にも
勝っていきたいと思っている。
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（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　Thank you for your kindness! I could enjoy Korea 
very much. 
　Korean culture is great. For example, building, how 
to thinking, and so on. Especially, I like Korean food 
culture. In Korea, people sometimes share their food. 
I think it is good because it makes our friendship or 
relationship. 
　Please come to Japan next time! 

【１年　村瀬正紘　MURASE MASAHIRO】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　初対面であったのにも関わらず高陽国際高校の皆さ
んはとても温かく友好的に接して下さり、すぐに打ち
解けることが出来た。
　交流会では全員の自己紹介、それぞれの学校や国の
文化を発表した。私と一緒の班には日本のアニメに興
味がある人がいたり、逆に韓国のk-popが好きな人がい
たり、また食事に出た刺身や韓国の調味料であるコ
チュジャンなどの食文化についての話題が出てきたり
と、お互いの国の文化に興味を持って、多少ではある
が文化交流が出来た。日韓の結びつきが強いことを実
感した。
　また、高陽国際高校での生活を紹介してもらったの
が印象に残っている。授業後におこなわれる補習が夜
10時頃まであるのにも関わらず、寮に戻ってもさらに
自主学習をすると聞いたとき、日本の高校生としては
耳を疑ったが、高陽国際高校の皆さんはそれが当たり
前とのことだった。驚きを隠せなかった。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
　まず、ソウル中心部に程近い、高台にある駱山公園
に向かった。駱山公園の至る所に絵が描かれており、
壁や階段を上手く利用した面白いアートが印象的だっ
た。次に、韓国の伝統的な住居（今も人が住んでい
る）・韓屋が立ち並ぶ地域、北村を散策した。狭い路
地に韓屋が密集する一方、近くの大通りに出てみると
カフェなどの店があり、伝統文化が現代社会と共存す
る様子が分かった。
　私は今まで、伝統文化は手厚い保護を受け、現代文
化とは違った存在であると思っていたが、このフィー
ルドワークで伝統文化に対する違った一面を見つける
ことができた。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　やはり、歴史問題に対しては日韓で意見は大きく
違った。史実が互いの国において様々な過程で歪めら

れている現状があり、それによって解釈に違いが起き
ていると思った。とくに、いわゆる教科書問題につい
て、それぞれの国で表現が違ったり、そもそも取り上
げる歴史が違うということに衝撃を受けた。具体的に
解決の道を探ることは難しかったものの、互いの立場
や意見を直接話し合うことができたことに大きな意義
があったと考える。
　一方、現代社会における問題においては、日韓で共
通する点が多く、様々な解決策を共有することができ
た。距離が近い、という地理的な強みを生かして日韓
が緊密な連携をとることが重要であると考えた。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
　この巡検で、歴史や戦争に関する二つの記念館を訪
れたのだが、その二つが印象に残った場所である。ま
ず訪れたのが西大門刑務所歴史館である。日本が韓国
を植民地にしていた時代に、日本が韓国の独立運動家
を収容した場所であるが、そこでの拷問を再現した展
示を見たときは背筋が凍るような恐ろしさを感じた。
また、実際に囚人の死刑を執行した建物を見学した
際、その建物の壁を挟み、内側と外側に同じ時に植え
られたポプラの木を見たのだが、外側の木より内側の
木がとても細く、そこに韓国の「恨」と呼ばれる思い
が詰まっていることを聞いてとても興味深かった。西
大門刑務所記念館を見学し、日韓が歴史問題を解決で
きたとしても、決してそれを風化させてはいけないと
思った。この場所を見学することで、少しでも韓国へ
の認識を深め、歩み寄ることができるのではないかと
思う。
　次に戦争記念館を見学した。韓国が経験してきた戦
争の歴史を時代ごとに展示しており、今の韓国が様々
な犠牲の上に成り立っていることを再認識した。それ
は日本にも共通することであり、過去の経験を深く知
ることが、これからの社会をよりよくしていくヒント
につながるかもしれない。また、独島（日本の竹島）
の中継映像を通してその様子がわかる展示があった。
日本ではこのような展示は見たことがない。領土に対
する意識が人々の中でも日本と大きく違っていること
が印象的だった。
　私は今まで受けてきた歴史教育において、事実を
淡々と文章的に教えられていたような気がしてならな
い。韓国で見学したような、事実をより鮮明に表す教
育をして、歴史を深く考えることが促進できればよい
のではないかと思う。

（5）巡検をおこなったことで、新たに分かったこと
　今回の巡検は初めての韓国への旅行であった。今ま
で文章や写真でしか韓国のことは分からなかったが、
巡検をおこなったことで、日本で定着している韓国の

－53－



イメージが実際とは全く違うことが分かった。
　例えば、私はこれまで、日本の文献や授業から、韓
国の儒教文化は現代においても人々の間に浸透してい
るというイメージを持っていたが、実際に散策などを
おこなっていると、昔に比べて直接的に韓国の家庭内
にそれが反映されているわけではなく、風化されつつ
あると感じた。もっとも、今回の高陽国際高校の皆さ
んとの交流や街の人々とのやり取りを通して、韓国の
人の気さくさや思いやりにふれることができた。儒教
の教えの中で最高の美徳とされる「仁」というものが
あるが、儒教の実体こそ失われつつあるものの、
「仁」の精神は今もあり、これからも息づいていくの
ではないかと思った。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　とても楽しく、忘れられない交流ができた。韓国の
同年代の人と意見交換をするという経験は普段はなか
なかできないことで、高陽国際高校の皆さんと日韓の
問題について率直に意見を出し合うことができたこと
は、私のこれからの人生にとって大切な経験になった
と感じる。
　そして、ソウル市内の散策で高陽国際高校の皆さん
が私たちを案内してくださったこと、プレゼント交換
では素敵なプレゼントを用意してくださったこと、お
かげで意見交流だけでなく様々な思い出を皆さんと作
ることができた。
　日韓は、政治の面で対立をしているが、私たちはと
ても充実した交流をすることができた。世間に錯綜す
る情報だけでなく、直接、お互いの国を理解し合うこ
とが一番大切なことだと思う。

　I could interact with you well and this interaction is 
unforgettable. And I think this interaction by students 
in Japan and Korea was a valuable experience for my 
life because we could disputed frankly about 
problems about Japan and Korea. 
In addition, we could make many memories thanks to 
you. For example, we walked around Seoul city with 
you as guides and we exchanged presents and so on. 
　Japan and Korea conflict today about diplomacy. 
However, we could interact satisfyingly. I think it is 
the most important to interact in person. Thank you.

【２年　齊藤有里　SAITOH YURI】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　交流会が始まるまでは、韓国の人は日本を嫌ってい
るというイメージがあったので、緊張して交流会を迎
えた。だが、いざ会ってみると、あまり私たちと考え

方が違う印象は受けなかった。みんな日本語が上手で
明るく、会話が楽しかったのを覚えている。韓国の高
校生と話していて改めて日本人は英語ができないと実
感した。みんな英語が上手だった。早口で聞き取りに
くかったり、独特の訛りがあったりして分かりづらい
こともあったが、本当にきれいな英語を話す人もい
て、感心した。曰はく、幼稚園から英語を勉強してい
る人が多いらしい。私は中一から英語を始めたので、
そこが違うのかな、と思った。また、勉強に対する意
識が高くて驚いた。話を聞く限り、ほんとに一日中勉
強していて、一日の自由時間は１，２時間ではないか
と思った。勉強が嫌にならないのかを聞いてみたら、
そんなこと考えてもなかったというような反応が返っ
てきた。周りの人がみんなやっているから、勉強は
やって当然らしい。そういう勉強への熱意が旭丘にも
あれば浪人率が下がるだろうな、と思った。テストの
回数は同じくらいだし、冬休みは日本よりも長いけど
宿題は出なかったりと、勉強しなくなりそうな条件は
そろってるのに、みんな勉強熱心ですごいと思う。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
　私たちの班は壁や階段に絵がすごく上手に書かれて
いるところと北村へ行った。また、カフェに寄ったり
焼き肉を食べたりした。移動はバスと徒歩だった。バ
スは現地の人でもわかりづらいらしい。案内してくれ
た私の班の高校生の方々にも、初めて乗るって言って
る人がいた。運転は日本よりも荒くて、座っているか
しっかりつかまってないと転んでしまいそうだった。
韓国は寒いので、地面が凍結している場所も多く、普
段使わない筋肉を使ったので足が疲れたが、韓国の高
校生方は慣れているようで、凍結している階段ですら
スタスタ登って行って驚いた。
　北村は、韓国の昔の街並みが残されている場所だっ
た。韓国伝統家屋である韓屋（ハノク）と細い路地が
多かった。日本の昔の家屋と言ったら茶色っぽいイ
メージがあるのだが、韓国の昔の家屋は日本のものよ
りも色鮮やかに思われる（赤や白など）。実際に人が
住んでいる地域もあるらしく（嘉会洞、桂洞一帯）、
ほかの地域よりも韓屋が良好に保たれているそうだ。
苑西洞では伝統技術所有者や芸術家らが活発に活動し
ているらしい。私たちが行ったのはおそらく嘉会洞路
地である。昔の北村は、清渓川の上方という意味で北
村と呼ばれたらしい。朝鮮時代の両班らが景福宮と昌
徳宮の間に住むようになってできたそうだ。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　この意見交換会で、ちゃんと日本人には日本人の感
情があることを理解している韓国の人がいてくれるん

－54－



だな、と実感した。それが一番うれしかった。でも、
理解することと納得することは別物なので、日韓の歴
史問題の解決は無理じゃないか、と思って終わった。
こちらからしても、韓国の人が日本の謝罪に納得でき
ない理由もわかるし、日本の主張もわかる。互いに妥
協すればいいんじゃないか、という意見は出たが、何
を妥協すればいいかは思いつかなかった。
　また、韓国側から「韓国の教育をまず変えて、日本
の教育も変えるべき」という意見が出た。日本の教育
を、反コリアン運動が起こらないようなものにしてほ
しい、という内容だったと思う。だが、韓国にも反日
運動はあるし、そういう運動をおこなっている人は少
数派なわけで、そういう人を教育によって０にするの
は難しいように思った。共通の教科書を作ってはどう
か、という意見も出たが、それも難しいと思う。歴史
教育の目的が日韓で異なるからだ。日本は、過去の事
実を学ぶことに視点をおいている。また、ただ暗記す
るだけで、あまりそれを活用しようとはしない。それ
に対して韓国は、民族としての自覚を持ち、一つにま
とまるために教えるそうだ。この流れで韓国側から出
た意見で、「日本の教科書には“韓国併合に成功”と
書かれている。それは韓国人が勘違いするからやめて
ほしい」というものがあった。だが、ほかの班の子に
も聞いてみたが、そのような文脈を見たことがあると
いう日本人はいなかった。昔の教科書に書かれていた
だけなのか、私たちが意識してないだけなのかはわか
らないが、この“成功”という単語は私にも違和感が
あるように感じた。このように様々な思い違いがある
中で、教育のあり方をそろえることができるのか疑問
である。
　日本の謝罪について、「日本人は謝るときに“遺憾
です”と言っているが、韓国からしたらこれは“残念
だ”と言っているように聞こえる。ちゃんと“ごめん
なさい”と言ってほしい。そう言ってくれないから納
得がいかない。金は要らないから謝ってほしい」と言
われた。「昔の人がやったことを謝ることは大変難し
いと思う。でも“ごめんなさい”と言ってほしいん
だ」とも。高校生たちは謝罪だけでいい、と言ってい
たが、国家間になると絶対にお金を要求するように思
われた。そういうこともあって、日本は素直に謝れな
いのではないかと思う。また、よく韓国の人たちは
「日本の謝罪には誠意を感じない」というので、具体
的に何を望んでいるのかを聞いてみたが、取りあえず
誠意を見せてほしい、といった回答しか得られなかっ
た。韓国人一人一人が何を望んでいるのかを的確に把
握し、誠意を見せるとはいったい何なのかを考える必
要があると思った。
　とても驚いたのだが、韓国の高校生はみんな、安倍
首相の靖国神社参拝は８月15日におこなわれたと思っ

ているらしい。なぜそのような誤った情報が浸透して
いるのか疑問に思う。また、ヒトラーの行動と日本軍
の行動は韓国人にとったら一緒らしい。残虐性のみに
視点を当てれば同じだと言っていた。私の感覚では、
ヒトラーと日本は別物だし、当時の日本が残虐なこと
をしたのは事実だろうけど、当時の列強諸国も同じく
らい残虐なことをしていたと思う。そこの感覚の違い
を理解していないと、すぐに喧嘩になりそうだと思っ
た。韓国の人は日本を悪だと決めつけている感じがし
た。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
　宗廟（チョンミョ）が一番印象に残った。死者のた
めというところが衝撃だった。次に行った景福宮より
も質素な気がした。ガイドさんの説明を聞いている
と、自分がいかに日本について知らないかがよくわか
り、勉強しとけばよかった、と後悔した。道の真ん中
は霊が通るから歩いてはダメだったり、霊を祀るとこ
ろであり、お墓ではなかったりと、ガイドさんの説明
がなかったらここまで印象に残ってないと思う。かつ
てここは豊臣秀吉によって焼かれた、と言っているの
を聞いて、韓国の人からしたら秀吉って怖い人なんだ
な、と知った。これは、博物館で青磁を見たときに、
秀吉は文禄・慶長の役の時、青磁の技術者を求めてい
たと聞いて改めて思った。亡くなった王様のための宮
殿というのは面白いし、供え物として生きるのに必要
な水、塩を供えるというのも興味深かった。

（5）巡検をおこなったことで、新たに分かったこと
　日本と本当につながりが強かったんだな、と国立中
央博物館で思った。仏像が中国、韓国、日本では似て
いるし、大仏は日本で見たやつと似すぎていて違いが
判らないほどだった。おそらく日本が忠実に真似をし
たからだろうが、驚いた。
　戦争記念館では、戦争の伝え方について、日本が民
間人の犠牲に視点を当てているとすると、韓国は軍部
に視点を当てているように思った。これは韓国では国
際法上は今も戦争続いているからだと思った。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　短い時間だったけれど仲良くなれてよかったです。
皆さんの勉強に対する姿勢や明るい性格は本当に尊敬
します。見習わなければ、と思いました。話していて
とても楽しく、こういった個人同士の関係では、日本
だ韓国といった国の違いは関係ないのだと実感しまし
た。ただ一つ、私は韓国語やハングルを全く勉強しな
いで韓国へ行ったので、もっと勉強しておけばよかっ
たと後悔しています。もし日本へ来る機会があればぜ
ひ名古屋へ来てください。待っています！

－55－



【２年　田村　彬　TAMURA AKIRA】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　まず高陽国際高校の人たちの中に、日本が非常に上
手い人がいることに驚いた。また、母国語が通じるこ
との安心感はすごいものだと思った。それもあって
か、交流会が始まってすぐ打ち解けられた。そこで、
一人の子にどうしてそんなに日本語うまいのかを聞い
たところ、「日本のアニメを見ているうちに身につけ
た」という返事が返ってきた。私はそういったサブカ
ルチャーがお互いの文化を深く知るきっかけになりえ
ると思った。次に、韓国の高校生がとてもフレンド
リーに接してくることにまた驚いた。日本ではそう
いった風に接するまでには、たいていは緩やかに段階
を踏んでいくことになるので、そこは日本と違うなと
感じた。今、日韓関係が緊張していることを忘れてし
まうほどの自然な接し方をしてもらい、とても楽しく
過ごせた。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
　フィールドワークでは梨花洞と北村に連れて行って
もらった。梨花洞は日本にはないような坂がたくさん
あってとても大変だったが、興味深いアートの数々や
きれいなソウルの街並みがみえて面白い場所だった。
とくに階段に描かれた二匹の鯉の絵や、翼が描かれた
撮影ポイントなどはそれだけで十二分に価値があると
思った。北村では韓国の伝統的な住宅を見た。一見す
ると、縁側のようなものがあるなど日本の古い家屋の
ようにも見えたが、細かく見るとオンドルなど、日本
よりも寒いこともあってか、冬向きの家にみえた。ま
た、とても白い塀がきれいで印象に残った。移動途中
もソウル市内の街並みを見ていると日本と似ていると
ころもあれば、違うところもあり、見ていて飽きな
かった。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　その夜の意見交換会では短い間ではあったが、生で
話し合ってみて、いままで日韓関係について学んだこ
とを実体験として感じることができた。歴史認識の問
題については、韓国としてはどうしたら解決とみなせ
るのか、という意見が聞け、それぞれの国のもつ課題
について、相手側の国の状態について意見を交わすこ
とができた。全体の話し合いとして、建設的な方向に
進んでいたことが何よりの収穫だと思った。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
　今回の巡検では本当にさまざまな場所をまわった

が、その中でも強い印象があるのが二ヶ所ある。それ
は宗廟と戦争記念館だ。
　宗廟では、今回の巡検でかねてより聞いていた、韓
国の強い儒教意識を最も感じることができた。その中
でも二点強い印象に残っているのが、先祖の霊が通る
道の話と建物の増築の話だ。ガイドの人の話による
と、宗廟にある遺灰の安置してある建物に続く道のう
ち、真ん中の道は先祖の霊が通る専用の道だから踏ん
ではいけない、以前はまたがず、道を避けて移動しな
ければいけなかったとのことだ。この扱いは神様の扱
いみたいだなと思った。また、王が死ぬたびに建物を
横へ横へと増築して、真ん中のバランスが取れるよう
に作り直すという話は、あまりの先祖への手間のかけ
方にしばらく唖然として、そのあと、どれだけ韓国の
人々の意識の中に「先祖を敬う」ということが深く刻
まれているかが感じられた。
　戦争記念館では戦死者の名碑を見た。戦死者の名前
が一人ひとり書いてあるものが並んでいるもので、そ
の重圧に閉口させられた。また、内部の展示は日本で
はないようなものばかりで、韓国がいまだ戦争をおこ
なっている国であることを感じた。日本人の戦争に対
する見方がいかに平和なものなのかということが、違
和感を通じて知ることができた。

（5）巡検をおこなったことで、新たに分かったこと
　韓国に来るのは２回目だったが、今回、5日間という
間、ソウル市内を見て回るうちにいろいろな発見が
あった。それらは、すべて日本と比較することによっ
て思ったことなので、少し語弊があるかもしれない。
　まず、ソウルという都市の性格面では何でもある感
じがした。例えていうなら、日本の東京と大阪と京都
を全部混ぜた、まさに一極集中のような感じだとお
もった。さらに、巡検の中でソウルの象徴的な場所を
回る中でも、韓国が様々な要素を持ち合わせているこ
とを感じた。儒教としての韓国、先進国としての韓
国、独立した国としての韓国、戦争がいまだ続く国と
しての韓国。そのどれもがアンチテーゼを含み一筋縄
ではいかない。それは多くの人がいる場所では当たり
前のことかもしれないが、それを外国人として見られ
たことは大きな収穫だと思う。今回はソウル市内のみ
を回ったので、いずれ機会があるときにソウル以外の
場所を回りたいと思った。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　交流した３日間のために、いろいろと準備をしてく
れたおかげで、とても楽しく有意義な時間を過ごせ
た。高陽国際高校のみんなにありがとうと言いたい。
とくに一緒に行動した班のみなさんには、感謝をして
もしきれないほどいろいろなことをしてもらった。本
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当にありがとうございました。今度韓国に行ってみん
なと会うまでに、韓国語が話せるよう努力したいと思
います。また会いましょう。

　Had it not been for your preparing, we would not 
have had a very nice time. So I really appreciate 
every person in Korean International High School. 
Specifically for the group that acted with us, I don' t 
know how to thank you. I want to learn Korean 
before next time that I see you. See you again. 

【２年　野々山碩人　NONOYAMA HIROTO】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　まず初めに感じたことは、高陽国際高校の生徒は、
活気があり、かなり話しやすいと感じたことでした。
逆に、僕は高陽生と対照的に、人見知りで、コミュニ
ケーション能力が低く、最初はなかなか話せませんで
したが、高陽生の皆がかなり積極的に話しかけてくれ
て、しっかりと交流ができました。
　交流会では、高陽生の、日本との関わりなどを聞く
ことができました。そこで気付いたことがいくつかあ
ります。一つ目は、日本のマンガやアニメが結構流行
していたことです。さらに、マンガやアニメを見て日
本語を勉強した子がいたことです。これには驚きまし
た。僕も、「大長今」など、韓国のドラマで韓国語を
覚えようとしたことはありますが、結局少ししか覚わ
りませんでした。
　二つ目は、日本について、みんながかなり知ってい
たことです。東京、京都や大阪など、有名な都市を
知っていたので、嬉しかったです。ただ、名古屋の知
名度は低く、「どこにあるの？」と言われたのはやや
残念でした。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
　フィールドワークでは、大学路から駱山まで歩き、
色々な壁画を見て、7025号系統のバスに乗り、韓屋で
有名な北村まで行って散策し、昼食を食べました。途
中、バスに乗りましたが、名古屋と違い、バスの系統
が数字のみで書かれており、さらに、複雑であったた
め、非常に分かりにくいと感じました。
　駱山の街の中に壁画がたくさんあり、迫力がありま
した。階段や、家の壁など、あらゆるところにアート
を取り込むというところに感心しました。
　北村では、実際に韓屋の中に入ってみました。日本
で言う縁側のような場所や、障子などがあり、似てい
ると感じた点もありました。でも、日本と違う点もあ
りました。オンドルです。オンドルがないところで

は、足が冷えてしまいますが、韓屋にはオンドルが
あったので、とても暖かかったです。また、韓屋で
は、韓紙を販売している店もありました。日本の和紙
に似ているなと感じました。北村は、都会と違い、伝
統的な家屋が建ち並び、独特の雰囲気でした。日本で
言うと、名古屋の有松の古い町並みのようでした。
　昼食は、高陽生と一緒にカルビタンという鍋を食べ
ました。日本人は綺麗好きだと思われていたらしく、
一緒に鍋を食べたときは驚かれました。我々も、鍋を
みんなでシェアするのは好きなので、そのように言わ
れたのは意外でした。やっぱり、日本人も韓国人も、
鍋を一緒に食べるのが好きで、似ていると思いまし
た。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　歴史問題について、こちらが知らなかったことや、
相手が知らなかったことが少なからずあり、歴史問題
を解決させるためには、相手の主張をよく聞き（傾
聴）、また、我々がどのように考えているのかを明確
に相手に伝えなければいけない（主張）のだと改めて
感じました。
　身近な問題（少子化、格差、介護など）は、互いに
共感できる点が多く、同じ東洋の文化圏に属している
ということを認識しました。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ　
　巡検先で印象に残ったところは、自由行動での鐘路
です。鐘路では、美味しそうな店を探したり、屋台で
買い食いしたりして、お祭り気分（？）でした。た
だ、店によっては英語すら通じないところもあり、片
言の韓国語を使って、なんとかお腹一杯食べられたの
も、いい経験になりました。
　自由行動で、自分たちだけで行動し、楽しむことが
できました。これは、社会に出てからも重要なことで
あると改めて思いました。
　もう一つ、自由行動と同じくらい印象に残ったとこ
ろがあります。それは、宗廟です。秀吉の朝鮮出兵の
際、宗廟と宮殿が焼失したが、現世を生きる王族が住
む宮殿よりも、先祖の魂が奉安されている宗廟の再建
を優先したと聞きました。「宗廟致敬。不忘親也。
（宗廟敬を致せば、親を忘れざるなり）」「宗廟致
敬。鬼神著矣。（宗廟敬を致せば、鬼神著はる）」
（『孝經』應感章第十六より）という言葉通り、きち
んと先祖を敬う儒教の考えがあり、感心しました。
　宗廟における祭祀の仕方は、日本の神式祭祀に似て
いると強く感じました。例えば、日本ではお骨をお墓
に葬ります。韓国でも、お骨は陵に葬ります。そし
て、両方とも、魂を社殿で祀るという点です。また、
日本の神社仏閣と同じく、極めて静謐な空間でした。
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　日本と異なる点もいくつかありました。一つは、お
位牌を魂として祀るか否かという点です。日本の神式
葬儀では、社殿に祀るものはお位牌ではなく、鏡、
石、お札などです（御神体）。二つ目は、正中への意
識の違いです。日本の神社仏閣では、そこまで正中を
意識しません。しかし、宗廟では、正中を絶対に通り
ません。かなり厳しいと感じました。三つ目は、お祭
りの際の境内の雰囲気です。日本の神社仏閣でも、宗
廟でも、御祭神や御本尊のために舞などを捧げるのは
共通していますが、屋台などが出て、ワイワイしてい
る日本の神社仏閣に比べ、宗廟の祭祀は、かなり厳粛
な雰囲気の中で行われると知り、少し驚きました。

（5）巡検をおこなったことで、新たに分かったこと
　韓国の高校生は、漢字をほとんど忘れていると聞き
ました。漢字はテストのためだけにあり、学校では習
うが、日常生活では使わないと聞きました。ただ、街
中では、地名や北朝鮮の「北」、アメリカの「美」、
専門用語、同音異義語で分かりにくいものには漢字が
使われていました。また、少し前までの新聞は漢字ハ
ングル混用（國漢文混用）で、日本語の漢字仮名交じ
り文に似ていると感じました。表意文字たる漢字は、
ぱっと見ただけで大体の意味が分かります。表音文字
たる仮名やハングルは、発音を表すのに便利です。日
韓両国ともそれらのいいとこどりをしてきたのだなと
思いました。しかし、韓国で漢字が使われなくなって
いるのは残念です。僕も、韓国語を覚えるのに漢字か
ら覚えていたので、よりいっそう残念に思えます。
　また、高陽国際高校の日本語の試験では、文法や長
文読解のみならず、日本の地理（中京工業地帯など）
や、日本の文化まで問われていると聞いて、驚きまし
た。
　高陽生は、寮生活が長いせいか、生徒同士かなり親
密でした。とくに男女間の仲のよさは、付き合ってい
るのかと誤解するほどでした。日本の高校生は、同級
生だったら付き合っていない異性でもいちゃつくこと
はありますが、学年が違うと、どうしても距離が空い
てしまいます。高陽生は、先輩後輩関係でも、いちゃ
ついていたりしたので、すごいなと思います。
　そして、コンビニなどで思ったのが、お札がかなり
汚いということです。日本銀行券はピン札や、真ん中
に折り目があるお札ばかりで、表面が黒ずんでいた
り、シナシナになっているものはほとんど見かけませ
ん。韓国銀行券は、ボロボロになっているものや、表
面が黒ずんでいたり、破れている紙幣を渡されること
が多いと感じました。日本人から見ると、お金やモノ
の扱い方が雑に見えるので、それが原因かなと思いま
した。
　街を歩いていると、日韓のファッションの違いに気

がつきました。特に、男子の髪型や、女子の口紅の濃
さが特徴的でした。逆に、似ている点もあり、真冬で
もミニスカートをはく女子がいたので、同じだなと感
じました。
　国立中央博物館の食堂の返却口がすごかったです。
ご飯がたくさん残っていたのです。半分以上残す人も
いました。僕らは、せっかくの食べ物を無駄にするの
はもったいない、という思いがあり、そう簡単にご飯
を残すことなど、考えられません。韓国では、残した
ほうが礼儀正しいという話を聞いたことがあります
が、僕はやっぱりもったいないなと感じてしまいま
す。
　高麗大学（高大）で、学校の説明を聞いたときに分
かったのは、日本の大学と高麗大学の違いです。僕は
名古屋大学（名大）のオープンキャンパスに行ったこ
とがありますが、名大と高大の違いは、名大が自由闊
達な学風の尊重に重きを置くのに対し、高大は、大学
側が学生に国際交流を促進させることに重きを置いて
いることであると感じました。
　戦争記念館で知ったことは、韓国軍が兵力が少ない
中、頑張ったという事実を強調していることです。祖
国にいる家族など、大切な人を守るために戦った英霊
に感謝するのもいいことですが、やはり、朝鮮戦争を
終結させ、平和を希求することももっと強調すべきで
あると感じました。また、ガイドさんの言っていた、
「韓国の男子は兵役があるのでたくましくなれるが、
兵役に行かない人はたるんでいる感じがする」という
言葉が、兵役を知らない僕らにはあまり分からないこ
とでした。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　今回の交流はとても楽しかったです。一生忘れられ
ない思い出になりました。僕は、人見知りで、最初は
なかなか交流に苦労しましたが、高陽生がたくさん話
しかけてくれて、たくさんお話ができました。
　英語が英語教師並みに上手ですね。発音がネイティ
ブみたいで、難しい単語もいっぱい知っていたので、
英語力のない僕は、聞き取るのにかなり苦労しまし
た。英語のみならず、日本語も流暢で、びっくりしま
した。高陽生と会う前、僕は「俺は英語が分からん
で、交流できないかも…」と思っていましたが、日本
語が通じて安心しました。
　最終日の交流会においても、最初は上手く交流でき
なかったけど、韓国のゲームをやっているうちに、分
かるようになってきました。
　今度は、我々が高陽生をもてなす番です。絶対に名
古屋に来てほしい。そして、名古屋の名所を見たり、
「名古屋めし」を食べたり、遊んだりしてもらえる
と、とても嬉しく思います。本当にありがとう。
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＜２班＞
【１年　押谷知佳　OSHITANI TOMOKA】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　交流会を始めてまず最初に、高陽国際高校の学生の
日本語力、英語力の高さに驚くと共に、自分が韓国語
を喋れないことを大変申し訳なく思った。高校で２年
ないし１年学習するだけでこれほど日本語を高いレベ
ルで習得できるのは、学生の意識が高いからなのであ
ろうか。
　交流会で印象に残ったのはプレゼンの上手さだっ
た。あとから聞くとプレゼンを授業でする機会も多
く、それに利用するスライドなどの使い方も学校で学
ぶことができるのだということであった。学校で学ん
だことがそのまま社会で役立つカリキュラムは羨まし
いと思う反面、全人教育で、部活なども盛んな旭丘高
校のよさを再認識することもできた。
　個人的に最も嬉しかったのは、韓国の学生の自己紹
介の中で、日本のアニメーションの話題が出たこと
だった。ジブリやドラえもんなど有名なものだけでな
く、最近日本で流行りのものも、ネットで閲覧できる
ようになっているのだそうだ。海外で日本のアニメー
ションが人気だということはニュースなどで知っては
いたが、実際に海外で、日本の文化が受け入れられて
いる現場を目にすることができたのは幸福だったと思
う。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
　私達がフィールドワークで訪れたのは、弘大と北村
韓屋村の２箇所であった。
　弘大は美術で有名な弘益大学と、その周辺の地区の
総称で、若者たちに人気のスポットだと教えてもらっ
た。弘益大学の学生やその卒業生など若いアーティス
トが集まり、地区のいたるところにアトリエがあり、
アート作品が展示、販売されていた。
　ここで見学したのは、そのアーティストたちが町の
壁に描いた絵だった。グループの韓国の子は英語で
『壁画』と紹介してくれたが、日本語では適切な表現
が見つからない（一番近いのはペンキやスプレーを用
いて書かれた『落書き』だが、悪意のあるものではな
いため、やはり適切ではないだろう）。
　大通り一体が様々なイラストに溢れていたので、街
ぐるみでの支援があるのだろうと思った。日本だとな
かなか若いアーティストの活躍を目にしたり、交流で
きるような場はないため、非常に新鮮だったし、日本
にもこのような場所があれば、若い彼らの励みになる
のではと感じた。

　北村韓屋村は、昔ながらの家屋が保存されている場
所で、景色の綺麗な撮影スポットの案内などもあり、
観光名所となっている。木造の瓦屋根が並んでいる様
子は日本の江戸時代を髣髴とさせるものがあり、美し
かった。しかしただの観光場所というだけではなく、
実際に今でも人が住んでいる点が魅力的であると思
う。日本でも学舎で訪れた白川郷などは人が住みなが
ら手入れされているので、親近感が沸いた。同じよう
な問題を抱えていたりはしないだろうか、と疑問に思
う。歴史と文化を大切にする気持ちは、何処の国でも
共通なのだな、と思った。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　私たちのグループは、とくに歴史的な内容の比較的
重いものについて話し合ったが、やはり難しかった。
お互いがお互いの視点と価値観を持っているから正し
い歴史は存在しない、というのは正論だと思う。そも
そも国家は基本的に政府に都合のいいように歴史を解
釈するだろう。マスメディアも基本的にはそれに倣う
傾向があるように思う。
　しかし自国の主張だけでなく、相手の主張を適切に
知ることが、和解への一歩である。できうることなら
相手国の文化や考え方などの背景を踏まえたうえで、
相手側に立って考えることで、新しい発見があると学
んだ。
　近年のネット社会化に伴い、私たちは情報を簡単に
手に入れることが出来るようになったが、やはり間
違っている情報もあるし、適切とはいえない表現も多
い。翻訳の過程でニュアンスが変わってしまうことも
あるようだ。討論のなかでもネットやニュースの情報
がお互いで微妙に食い違った場面が見られ、それを強
く感じた。
　ただ討論のなかでは、両国がよりよい関係を続けて
いければ、という気持ちは同じであったし、実際に韓
国の学生と会話する中でそういった間違った知識は正
すことができたと思う。私たちは政府やマスメディ
ア、ネットに踊らされることなく、自分で正しい情報
を判断し、選び取る力をつけなければならないと感じ
た。そのためにも、現地の人達と話すことは大切だと
思う。国、企業のグローバル化だけでなく、今後は個
人単位のグローバル化についてもより推進していくべ
きだ。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
　私の印象に残ったのは刑務所歴史館だった。過去の
負の遺産といえば日本にも原爆ドームがあるが、人間
がおこなった拷問のようすの生々しさが博物館のいた
るところに残っていて、それとはまた違った恐怖が
あった。

－59－



　反日感情を煽る展示と言われればそうかもしれない
が、実際に日本人がやった事もあり、その事実を知る
ために行って良かったと思う。日本ではどうしても自
国のやったことは伏せられがちであるし、そのような
ことを展示する博物館などは作られていないため、見
ないと分からないこともある。日本人の耳に痛いもの
ではあったが、大変貴重な経験であった。
　しかし、展示はそれだけでなく、支配体制による弾
圧の歴史もあり、歴史が繰り返されているのを実感し
た。

（5）巡検をおこなったことで、新たに分かったこと
　時差もなく、隣国であるから日本に似ている国とい
うイメージがあったが、考え方や文化など、違う国だ
ということを再認識させられた。
　事前学習で歴史などを大切にしていることを学び、
最近の日本の首相の言動などから不快に思われている
のではと心配していたが、行く先々で親切にしていた
だき、討論会で韓国からの留学生の方がおっしゃって
いた「歴史と現在を切り離してはいないが、区別して
いる」の意味を、わずかながら理解することができ
た。
　また、韓国語がほぼ喋れないままの巡検に不安も
あったが、繁華街では英語、日本語が喋れる人が多
く、海外からの旅行客を想定している店も多くあっ
て、日本よりも数段グローバル化している印象を受け
た。グローバルな人材を育てる学習環境も整ってお
り、世界を視野に入れた社会作りがすすんでいた。
　急速な経済発展の途中だからか、ソウル市内のガラ
ス張りのビル群と、高速道路を走っている時に見えた
空き地から、まだまだ発展する可能性を感じた。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　皆様のおかげで短い間でしたが、充実した時間を過
ごすことができました。交流会から始まり、フィール
ドワークや討論会など、同じ年代の高校生と様々な場
所に行って、そして色んな話が出来て、とても楽し
かったです。
　海外に行くのは初めてで凄く緊張しましたが、今は
始めてがこの韓国巡検で本当に良かった、高陽国際高
校の皆様と会えて本当に良かった、と思っています。
　意見交換会でも言いましたが、今の日本の首相は韓
国に対して挑発的な態度をとっていますが、それは国
民の総意ではありません。どうか、彼のせいで皆さん
が日本を嫌いになることのないようにと願ってやみま
せん。
　今度韓国を訪れる際にはもっと韓国語と英語を勉強
して、もっと多くの人と、いろんな場所で、いろいろ
な話をしてみたいと思います。本当にありがとうござ

いました。

　Thanks to you, I spend enrich time. I was glad to go 
various places and talk a lot with high school student; 
same generation in exchange meeting, field work and 
debate.
　It was my first trip to foreign countries, so I was 
little nervous. However, now I think, I was really 
happy to visit Korea and to meet you.
　I said at debate, Japanese prime minister take a 
provocative attitude to Korea now, but it is not 
general consensus of all of Japanese opinion. Please 
do not hate Japan because of him, I pray earnestly for 
it.
　I learn Korean and English more until next my trip 
to Korea and I want to talk many people about many 
kinds of things in many places. Thank you so much ! 

【１年　鈴木誠人　SUZUKI MASATO】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　初めは緊張したが、話し始めるととても親しみやす
く、会話が弾んで楽しかった。僕が英語を話すのに慣
れていなくて、時々日本語が入ってしまったりジェス
チャーでごまかそうとしたりしたときも、高陽国際高
校の方々は何とか理解しようと熱心に聞いてくれた。
また逆に、高陽国際高校の方々は驚くほど英語が上手
であったが、ぼくにわかりやすいようにゆっくりと話
してくれた。僕に真剣に、本気で向き合って会話をし
てくれて、本当にうれしく感じた。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
　まず北村韓屋村へ行き、その後、弘大へ行った。北
村韓屋村では、いろいろとおしゃべりをしながら韓国
の伝統的な街並みを散策した。石垣で囲われた街並み
は、日本のそれとはまた違った雰囲気で、たいへん興
味深かった。ただ、話を聞いていると、最近は西洋的
な家が増えており、伝統的な家屋がどんどん減少して
いるそうで、今後いかに歴史的家屋を保存していくか
が大切になるだろうと感じた。また、その家に住む人
の生活環境と、観光地として商売のバランスはどのよ
うに図っているのかが気になった。
　弘大では、繁華街を歩き、昼食を食べた。繁華街は
とにかくファッション関連のものが多く、さすがは芸
術の街だなと思った。昼食に関しては、何にも増して
辛かったのが印象に残っている。我々日本人はおいし
いと思うものの、水をたくさん飲まないと食べられな
いものを、韓国のみなさんは涼しい顔で食べていたの
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を見て、食文化の違いを痛感した。また、このとき韓
国はシェアの文化だということも大いに感じた。韓国
の料理はほとんど大皿で、みんなそれぞれ自分の箸で
適当にとって食べる。それが当たり前だというのも驚
きだった。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　今回の意見交換会でまず学んだのは、「同じ出来事
も立場によって受け止め方が違ってしまう」というこ
とである。例えば、安倍晋三氏が靖国神社に参拝した
（首相としてではなく個人として）ことについて、日
本人と韓国人の考えが根本的に異なっていた。８月15
日に参拝したと捉えられていたのだが（実際は12
月）、仮にそうでも、多くの日本人にとっては８月15
日といえば終戦記念日であり、また安倍氏は個人とし
て参拝したので、この出来事はそれほど大きな問題で
はないだろう。ところが、意見交換会では韓国側か
ら、安倍晋三氏は「韓国の独立記念日」に靖国を参拝
したということについての問いがあった。「今あなた
の国の首相をやっている安倍という男は、韓国が独立
できた記念すべき日に韓国を植民地化した人々を祀っ
ている靖国を参拝したようなやつだがどう思うか」と
いうことだろう。二国間で、同じ事実の捉え方の違い
がはっきりと表れているように思う。そして、ここで
の両者の考え方の違いは、歴史認識や社会通念による
ものであり、すぐになくすのは難しいだろう。だが、
しっかりと話し合えば、必ずお互いの考え方を理解
し、認め合える。それがわかったのが、今回の意見交
換会での最大の成果だと思う。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
　僕にとって最も印象的だったのは戦争記念館だ。こ
こでは、日本人と韓国人の「戦争」というものに対す
る認識や姿勢が大きく異なっていることが学べた。
　我々日本人の若者にとっては、戦争はなかなか現実
味を帯びて感じられない。しかし、韓国は北朝鮮と休
戦中であり、韓国人にはいまだに戦争は続いていると
いう認識がある。現代化の進む街からは想像しがたい
が、韓国人は戦争が再び起こる可能性を意識してお
り、戦争を身近な問題と捉えていることが驚きだっ
た。
　戦争に対する姿勢の違いは、展示の内容や戦争関連
施設を訪れる年齢層から感じられた。例えば、日本の
靖国神社では戦死者が家族にあてた手紙や戦死者への
思いをつづった遺族の手紙などの展示などに重点が置
かれているのに比べて、韓国の戦争記念館では、戦争
そのものに関する展示（武器や戦争風景の描写など）
が多くあった。また、日本で靖国神社を訪れる人は高
齢者が多いのに対して、韓国の戦争記念館では幼い子

供たちも多くみられ、日本とは異なっていると感じ
た。これらのことから、韓国では、「戦争」をできる
だけ正確に後世に伝えていこうという姿勢が日本より
も強く、それが韓国人の戦争への意識を高めているの
だとも思った。

（5）巡検をおこなったことで、新たに分かったこと
　今回の巡検では、特に勉強に関係することで多くの
発見があった。まず、韓国の高校生の学習環境がたい
へん充実していた。韓国で学生の勉強時間が長いのは
前々から知っていた。しかしそれが、学生本人の努力
はもちろん、国や社会の全面的なバックアップがある
からこそ実現できているのだということを学べた。
　次に、生徒の幸福度が案外高かったことも驚きで
あった。韓国の学生の幸福度は日本よりも低いという
統計資料があり、僕はそれが勉強に忙しくて遊びの時
間が確保できないからと思っていた。しかし実際に高
陽国際高校の方と接していく中で、韓国の学生は勉強
に一生懸命取り組みつつも、時間を決めてゲーム、テ
レビ、おしゃれなどを楽しんでいることが分かり、勉
強と遊びの両立をうまくはかっていることが知った。
　最後に、言語教育が非常に進んでいることが分かっ
た。明洞の街を歩いていると、韓国語のほかに、英
語、中国語、日本語など本当にさまざまな言語を耳に
した。どうしてこんなにも外国語を話せる人が多いの
か気になって高陽国際高校の方々に聞いてみた。する
と、韓国では言語教育に力を入れていることが分かっ
た。例えば、高陽国際高校では、韓国語と英語のほか
に、日本語、スペイン語、中国語から毎年１つを選択
して学習しているのだそうだ。だから、韓国ではトリ
リンガルも珍しくないようだ。
　今や日本は教育面に関して、韓国に大きく差をつけ
られてしまっているように感じた。脱ゆとりが叫ばれ
る今、韓国のやり方を参考にすれば、日本の教育制度
を大きく発展させられるのではないかと考える。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　みなさんのおかげで、韓国で幸せな時を過ごすこと
ができました。どうもありがとう。初めの緊張が、会
話によってだんだん消えていった交流会、とってもお
いしいかったと同時に韓国料理の辛さを痛感した
フィールドワークでの昼食、英語に苦戦しつつもお互
いの主張を確認し合った意見交換会、韓国の高校生の
生活や伝統的な遊びなどの文化について学べた高陽国
際高校訪問、そして、お土産にもらった信じられない
くらい辛いカップラーメン……。すべてがいい思い出
になりました。僕は一生忘れません。
　僕は今回、みなさんと触れ合って、日本と韓国がお
互いの思いを理解しあって、ともに歩んでいける日が
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いつか来ると信じるようになりました。僕は今後、韓
国についてもっと学ぼうと思います。また、みなさん
がもっと日本に興味を持ち、やがて日本を訪れてくれ
ることを願っています。
　本当にお世話になりました。またいつかお会いした
いですね。　　　　　鈴木　誠人（Suzuki　Masato）

＜What I would like to tell to the students of Goyang 
High School＞
　I had a wonderful trip to Korea. Thank you very 
much for your kindness and hospitality during our 
stay. All of my impressive experiences in Korea will 
always remain in my memory. They include the 
Welcome Reception which relaxed the tension I had 
right after my arrival in Korea, the lunch at the field 
work which made me fully realize the HOT taste of 
Korean food, the Discussion meeting where we 
exchanged and understood the views of each other, 
our visit to the Goyang High School from which I 
could learn the daily life of Korean high-school 
students and the Korean culture such as traditional 
plays, and the incredibly HOT cup noodles my 
Korean friends gave me as a souvenir.
　Having shared such wonderful experiences with 
Korean friends, I came to believe that the day would 
surely come when the Japanese and the Koreans 
would have much better understanding of the views 
of each other, and cooperate in a true sense. I am 
determined to learn more about Korea from now on. 
I also hope that you will be even more interested in 
Japan and visit here someday.
　Let me repeat my sincere appreciation. I look 
forward to seeing you again!　　　　　Masato Suzuki

【２年　河田　駿　KAWATA SHUN】
１. Exchange Meeting
A) Differences in National Characters
A-a) Telling the Truth
　The Koreans tend to think it' s a virtue to tell the 
truth to someone close because they regard it as a sign 
of being attentive of others. Because they know the 
other person better, they think that they are the only 
ones eligible to be observant of his/her actions. 
According to the Koreans, concealing the truth is the 
same as being inconsiderate and unthoughtful of the 
other person because the opponent won' t be given 
chances to alter one' s actions. 
　In contrast, it is a virtue for the Japanese people to 

try to avoid conflict. They use vague expressions and 
sarcasms in order to suggest the opponent of what 
they want to say. They try to put themselves in the 
opponent' s position and imagine how their words 
might affect the opponent' s feelings before they say it 
out loud.
　I think they could both be morally right, but it 
depends on the situation. In such cases as when a 
person is aware of what I' m going to say but takes a 
negative attitude toward improving his actions, I 
should be like the Japanese. But, if a person isn' t 
aware of it, then, I should be like the Korean. Always 
acting like the Japanese is too cold and self-centered 
in a way because it' s the same as giving up on the 
opponent and escaping trouble. On the other hand, 
always acting like the Korean lacks sympathy and it is 
the same as unnecessarily stepping into other people' s 
businesses. 

A-b) Moral and Relationships
　In Korea, it is said that people can act impolitely in 
front of close people, while in Japan, people 
endeavor to be polite regardless of situations. I saw 
that this was partly true. For example, when we ate 
together, the Korean students didn' t pray before they 
ate, while the Japanese students put their hands 
together and prayed. Also, when I forgot to bring a 
spoon to drink soup and asked for permission to raise 
the bowl, they said that manners could be ignored 
between familiar relationships. 
　This felt strange to me and this was the one and 
only characteristic of the Korean that I couldn' t 
admit, no matter how hard I tried to acknowledge it.

A-c) Stereo-type
　Throughout the discussion, I never felt that the 
Korean students were self-centered and emotional. 
They listened to my ideas politely, and never spoke 
unpleasant words. I learned that regardless of the race, 
kindhearted people are the same. They know how to 
be equal to the occasion. So, we shouldn' t have 
stereo-type toward others just by looking at where 
they belong. 

２. Field Work
　First, our group visited the Bukchon Hanok Village. 
It is a traditional Korean village which is located 
between Gyeongbok Palace, Changdoek Palace and 
Jongmyo Royal shrine. It had been a residential 
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quarter of high ranking government officials and 
nobility during Joseon Dynasty, about 600 years ago, 
thus there used to be many large scaled houses. But, 
due to economic reasons which took place from the 
end of Joseon Dynasty to the Japan rule age, many of 
the houses had been either broken down, or divided 
into a few small scaled houses. So now, most of the 
buildings are small. It is said that the present day 
scenery of the village which consists of small houses 
crowded around the narrow alleyways was created 
around 1930s. (But, the architectural feature remains.) 
Now, the buildings are being preserved by the 
citizens, and the village is famous for its attractive 
scenery, where modernity is assimilated with 
tradition. In the village, there are many buildings 
registered as cultural assets. Also, some of the 
traditional buildings are used as museums and studios 
to introduce cultural assets and folk materials in the 
area.
　When we visited this village, I was surprised to see 
that the houses had been built on steep hills. The hills 
allowed us to look down on the beautiful rows of 
both traditional and modern buildings from above. I 
noticed that architectural style of Hanok was very 
similar to that of Japanese traditional houses. The 
materials were naturally derived and the houses were 
designed to coexist with nature. For example, the 
back of the houses were facing the mountains, which 
made them well ventilated. Also, I realized how their 
beliefs were reflected on the designs. For example, the 
arabesque on the outer walls represented charm 
against the evil and the combination of square pillars 
and round pillars represented their view of the 
universe. While enjoying the sight of the Hanok, we 
entered on of the galleries. In the gallery, ornaments 
on the portable shrine of the dead called sanyo were 
being displayed. There were wooden dolls called 
mogin(木人), which looked similar to kokeshi dolls 
and wooden boards called yonsupan（龍首板）. I was 
fascinated by the yonsupan for they described the flow 
of water, wishing for regeneration of the dead. 
　Second, our group visited the down town area near 
Hongik University. Hongik University is famous for 
being the most eminent university of art in Korea. It 
has a distinctive glassed gate. The town around this 
university is called Hongik. Since students majoring 
art concentrate in this area, there are many galleries, 
restaurants, and studios with radical, fashionable 
designs. 

　We visited streets with walls painted by the students. 
At first, we had a little resistance against the idea of 
painted walls because we regarded the scenery as a 
symbol of dangerous places with disturbed public 
order. But, as we walked on, we gradually started to 
enjoy the impressive paintings. But personally, I was 
disappointed to see graffiti on some of the wonderful 
artworks. Whoever did it, it meant that the law and 
order in the area wasn' t maintained well after all. 
After that, I couldn' t enjoy the paintings any longer 
because I had to think about the boundary between 
artwork and graffiti, every time I saw them. Then, we 
visited the down town. We were surprised to see that 
every store had fancy decorations, which made us 
hesitate from going in. 
　Above all, I was surprised to see the penetration of 
foreign cultures. For example, almost every words had 
been transcribed into other languages. Even though I 
didn' t know any Korean at all, I had no trouble 
understanding sighs, menu in restaurants, and even 
explanations of merchandise. The transcriptions were 
so well written and descriptive that, I couldn' t even 
find a single grammatical error. This meant that for 
the Koreans, it is natural to see unfamiliar languages in 
daily life, and that the city as a whole was aware of the 
existence of foreign people, which impressed me 
greatly. But, at the same time, I sometimes felt that 
Korean culture was too soaked in foreign cultures. For 
example, I couldn' t find anything new representing 
the characteristics of the Koreans, other than book 
marks, (though I didn' t why book marks are popular 
souvenirs of Korea) In convenience stores, all I found 
were snacks in the western world, such as 
“snickers”, “milky way”, and “skittles”, which 
disappointed me because I had expected original 
Korean snacks. Also, stores in department stores only 
sold brand-name goods. I thought this tendency was 
similar to that of Japan, but a little bit more acute. All 
with the extinction of kanji, which is Korean history 
itself, in the young generations, I wondered if the 
Koreans were conscious of their national identity. I 
couldn' t help doubting that fact that the Koreans were 
more patriotic than the Japanese.

３. Discussion (Exchange of Opinions)
　Our discussion started 15 minutes late and without 
any meeting in advance. Still, we managed to go 
through all questions. Everyone participated, and the 
discussion ended relatively in peace, providing us 
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with a better image of each other' s thoughts, but it 
lacked coherence. We couldn' t quite arrange our 
opinions in order and form a conclusion. There were 
two reasons for this. First, we both lacked knowledge. 
We wasted a lot of time discussing the reliability of 
facts because the facts mainly came from the internet, 
which probably contained personal antipathy toward 
the other country. Second, the Japanese side had the 
tendency to talk within themselves. Because our 
English were almost useless, we would often start 
discussion in Japanese, which probably made the 
Korean side feel very uncomfortable. 
　The biggest benefit was that through this, we could 
both dissolve prejudice against each other. We both 
agreed that both sides have something to reflect on, 
and that it is important to maintain good relationships 
between Japan and Korea. Also, we both came to 
have an interest in each other' s country.

A) Historical Problems 
　The Koreans seemed to take historical problem 
more seriously than the Japanese. While most 
Japanese people think the problem is already solved, 
many Koreans still think of this problem as a barrier 
between the two countries. The Korean students 
insisted that before cooperating to solve political and 
economic problems, we must eliminate causes of 
hostility such as historical problems, so that those 
sentiments won' t distract our cooperation.  

A-a) Apology and Reconciliation
　The Koreans are still expecting official apology from 
Japan. No matter what law we make, they won' t 
accept it unless we express a pure attitude of apology. 
Specifically, the Koreans want the Japanese to first, 
admit the past without any excuses because no matter 
what political or economic reasons lie behind it, the 
existence of the brutal history remains unacceptable. 
(They don' t like the excuses) Then, they want us take 
actions such as apology and attempts to help preserve 
evidences of our evil deeds. (Which I didn' t really 
understand because the young generation are not 
even responsible for it) 
　The Korean students emphasized that they are not 
expecting compensation involving money. They also 
said that they wanted the emperor of Japan to visit 
Korea and apologize because they believe that the 
emperor is the one responsible for war, not the 
citizens.

　The Koreans didn' t know much about the 
compensation, which showed how unclear Japan' s 
attitude was.

A-b) Difference in Historical Knowledge 
　The difference in historical knowledge probably 
comes from difference in education. Currently, the 
two countries teach history differently. According to 
Korean students, they have history classes five days a 
week, and among them, Korean history takes up 
about half of them. Lessons regarding relationships 
between Japan and Korea take up more than half of 
the modern Korean history classes. Students learn not 
only historical events, but also the situation behind 
them, such as law and political affairs. Obviously, they 
put more emphasis on the education of history in 
which Japan is involved. 
　They mentioned history distortion problem of 
Japanese textbooks and regarded it as one of the 
causes of anti-Japanese sentiments. I should' ve asked 
further in detail, because they had no specific 
explanations.

A-c) For Better Relationships 
　In order to avoid groundless hostility against each 
other, we need to reach a certain consensus on the 
historical matters. Both countries need to see history 
without any distortion and bias toward our own 
country. But, since us, the young generation haven' t 
experienced war, we can only guess the truth from 
resources. It is no exaggeration to say that this is 
almost impossible to achieve alone for we have 
different mindsets. Even if we were given the same 
resources, we might interpret them differently. And 
even if we knew the same historical facts, we might 
take them differently. What we need are interactions 
regarding historical problems. We need opportunities 
to contemplate history together and at least have an 
idea of how the other country interpret history. 

B)  Economic Gap
　We both had the same ideas, but we could neither 
display specific measures, nor explain the reasons for 
them. We both had the tendency to stick to general 
opinions, and couldn' t form our own. The biggest 
reason for this was that we lacked realization, (as I 
had expected). We both knew the existence of these 
problems, but we couldn' t take them as our own. 
This caused our opinions to lose logics. Also, there 
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were problems with English on both sides. The 
Japanese side used correct grammars, but lacked 
logical thinking, which often reversed the logics. 
Because they translated their Japanese directly to 
English, their sentences were full of difficult 
adjectives, and out of date expressions, which made 
the sentences harder to understand. On the other 
hand, sentences of the Koreans were easier to 
understand, but often had unfamiliar expressions, 
such as “keeping stroke”, which meant “keep pace 
with”. I suspected this was a kind of 
Galapagosization, which impressed me in a different 
way. Their opinions weren' t stated at all, and the 
measures had almost no evidence to support them.
　To conclude, we could only check the meanings of 
the sentences. Therefore, we　weren' t able to have 
deep discussions.

４. Memorable Places
　I thought Gyeongbok Palace was the most 
memorable place. It is because its structures 
represented many of the philosophy of both Korea 
and China. First, the buildings were arranged not in a 
well ordered straight line like the other palaces, but in 
a scattered order. It showed the spirit of the Koreans 
to coexist with nature instead of destroying them for 
convenience. Second, the buildings were colored 
according to the four symbols representing the four 
directions. Also, behind the throne, there was a 
folding screen called Irworobongdo(日月五峰図). 
These factors come from Taoism, which started in 
China. There were many other special structural 
features such as designs based on Ten-en-chi-hou(天円
地方), and statues of characters from Magic Monkey(西
遊記)on the roofs. I was fascinated by the beautiful 
and magnificent structures of the palace.

５. What I Learned in Korea
　The most important thing I learned in Korea is the 
fact that communication can help dissolve prejudice. 
After the fieldwork, one of the Korean students sent 
me an e-mail to express her gratitude for our group. 
She explained how she had come to let go of 
resentment against Japan. She said that, at first, she 
had expected hostility from Japanese students as well, 
but through interactions, she was impressed with our 
sincere attitude toward sensitive topics and earnest 
effort to communicate. Now, she says she even has 
affection to Japan. 

　At the same time, I realized how hostility against the 
Japanese take deep root among the Koreans. Of 
course, they had so much interest in Japanese culture. 
They read books written by Japanese writers, listened 
to Japanese music, and liked Japanese food. They 
probably can' t help colliding with the Japanese, all 
the more because they like Japan as can be seen from 
their national characteristics. In contrast, we don' t 
know anything about the Korean culture. We only 
look at them as a foreigner with similar appearances. 
This is probably the main reason why we tend to 
bring the argument to practical matters rather than 
Korean' s who wish to talk more about relationships. 
Because Japan and Korea are located next to each 
other and have had many cultural exchanges 
throughout the history, there are many things we can 
do by cooperating with each other, such as sharing 
technologies and ideas. I felt the necessity of learning 
more about Korea, and to do so, keeping in touch 
with the Korean friend I made would be the first step.
　Another important thing I learned through this 
program is significance of English. In Korea, English 
was more popularized than I had imagined. Starting 
with students in the international high school to 
people in the city, they spoke English very fluently 
with correct pronunciation, which would be 
impossible in present day Japan. I was thrilled by the 
fact that English had the power to connect the minds 
of people of different races. This experience inspired 
me to study English harder.

６. Words of Appreciation
　To the students of Goyang International High 
School,
　Thank you for introducing me Korea. I got so much 
inspiration by interacting with you. Thanks to you, I 
was able to learn two things regarding relationships 
between Japan and Korea.
　First, I learned the importance of communication. If 
it weren' t for the discussions, I wouldn' t have been 
able to notice my ignorance toward the Koreans, and 
your obscure hostility and extraordinary interest 
toward the Japanese. Throughout the discussion, I 
sensed your enthusiasm toward the Japanese culture 
and how much you valued relationships with Japan. 
It was shown in your effort to come up with as many 
topics as you knew about Japan in order to draw me 
into the communication. (I was impressed with your 
Japanese and your knowledge of Japan.) Your attitude 
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toward this was so positive, that I couldn' t help 
feeling my lack of knowledge about Korea. For 
example, when you asked me what part of Korea I 
liked, I was at a loss of words. I couldn' t come up 
with a single factor, which was surprising myself. It 
proved that I was seeing the Koreans only as a single 
race just like any other, who happened to have 
similar appearances, while you, the Koreans had the 
strong will to have peaceful relationships with the 
Japanese. At the same time, I realized that you had 
had vague hostility toward the Japanese, which was 
quite unexpected, because I had no particular 
sentiments, neither hatred nor affection, to the 
Koreans. But, through exchanging words with you, I 
could feel your effort to try to understand the virtue of 
the Japanese. In short, I was surprised with your 
overall enthusiasm toward this and I was inspired to 
learn more about Korea for better relationships in the 
future.
　Second, I learned the significance of languages. 
Before meeting you, I hadn' t had the opportunity to 
feel so much necessity of English because I didn' t 
have the chances to apply them for meaningful 
purposes. English had been nothing but tools for 
communication for me. But, through interactions with 
you, I felt so thrilled to realize how one language had 
the power to connect the minds of people with 
different mindsets and dissolve each other' s 
prejudice. Now, I believe English is not a just tool, 
but a bridge leading me to the new world I' ve yet to 
see. This experience has inspired me to study English 
harder, so that I might be able to understand more 
about Korea.
　To conclude, I saw the possibility of better 
relationships between Japan and Korea in the near 
future. The two countries have a lot in common, 
especially because they are located next to each other. 
They' ve had many cultural exchanges throughout the 
history. Now, since we share many of the social 
problems in common, we must cooperate with each 
other in order to solve them. It is crucial for both of 
us to pursuit better relation between the two 
countries.Because one opportunity of communication 
can have so much influence on each other' s thoughts, 
I am certain that more of these interactions between 
Japan and Korea have the power to improve the 
unfavorable current situation. 
　Thank you again, for providing me with such 
valuable experiences and meaningful lessons to learn.

Sincerely, Shun Kawata

【２年　松井耀史朗　MATSUI YOUJIROU】　
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　予想していたことであったが、やはり自らの英語力
の不足を感じた。何を言っているのかは分かるのだ
が、自分が話したいことがすぐに英語にならず、緊張
していたこともあいまってなかなか会話が進まなかっ
た。英語が話せることが一番大事なことではないが、
コミュニケーションツールとしてもっと使えるように
なる必要があると強く感じた。逆に高陽の子は驚くほ
どに英語と日本語がうまく、日本語で会話が全て成り
立ってしまうこともあった。勉強量と努力の量が僕た
ちとは大きく違うのだと思う。
　文化紹介では、韓国の出前文化を紹介してもらっ
た。日本よりも充実したサービスを提供するのが韓国
の出前文化である。高陽の子は、出前が日本でよく紹
介される韓国文化だと言っていたが、初めて聞いた。
逆に、本当に日本の漫画が韓国でも人気であることが
分かった。知っているようでまだまだ知らないことが
多いと感じた。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
　まずは、北村八景めぐりへ行った。日曜日の朝だっ
たのに出歩いている現地の人が少なくて驚いた。韓国
は、日本よりも日の出が一時間ほど遅いため、開店時
間が11時の店が多いからだと教えてもらった。日本人
観光客は全くおらず、外国人は中国や欧米からの観光
客ばかりであった。写真スポットがいくつかあるのだ
が、自撮り棒を使っていた人が多かったのが印象に
残っている。日本よりも断然普及率が高い。韓国政府
が自撮り棒の規制をする理由がよく分かった。
　その後は、弘大入口駅付近の繁華街へ行った。移動
は地下鉄を使った。電車やホームドアなどの設備が東
京と似ている一方で、どの駅にもガスマスクが準備し
てあり、戦争の際に避難施設として使えるようになっ
ているところなど、地下鉄がただの交通機関である日
本とは違った。
　昼ごはんは、キムチチャーハンやトッポッキ、チー
ズピザを食べた。韓国の料理は、辛いか甘いかのどち
らかで、中間がない。チャーハンとトッポッキには多
くの唐辛子が使ってありすごく辛いのに対し、ピザは
蜂蜜をつけるらしい。食もはっきりとしているのが好
きなのだろうか。
　繁華街では、化粧品屋と雑貨屋に行った。化粧品屋
の商品説明の日本語は完璧であり、昔は多くの日本人
が来ていたのだと分かった。しかし、ここにも日本人
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観光客はおらず、中国人観光客ばかりが多くいた。韓
国語や中国語で話しかけられることもあり、見た目で
はわからないのだと思った。雑貨屋では日本のものを
探してみた。全て日本語表記パッケージのシャープペ
ンやカッター、ハサミなどの文房具と、英語表記パッ
ケージのsonyのusbがあるのみだった。高陽の子も、日
本の文房具は質が高いため高校生の間でも人気がある
と言っていた。韓国向けにパッケージを作っていない
のは、日本語表記の方が日本製であることがわかりや
すいからだろうか。
　雑貨屋への移動中に班長の河田がはぐれてしまっ
た。その際にルーターを河田が持っていたため、僕ら
はフリーのwifiを使った。韓国には日本よりも多くのフ
リーwifiが整備されている。グローバル化に伴って、人
の流れが活発になっている今、観光客が使えるフリー
wifiを整備することが国際的な流れである。日本も見習
わなければいけない。
　フィールドワークでは、数年前に僕が訪れた時と現
在で、韓国が変わっていることを強く感じた。日本車
はほとんどなく、日本語表記も減っていた。日本人観
光客も見ていない。それに対して、中国人観光客向け
のものは増えていた。明らかに日本から中国にシフト
していることを肌で感じた。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　ここでも言語が問題になった。「慰安婦問題の解決
は現実に難しい」という意見が旭丘側にあったのだ
が、高陽側には「現実」という言葉が、日本が慰安婦
問題を過去のものとだと捉えているという意味に勘違
いされてしまった。また、お互いに英語の使い方が間
違っていたために主張がうまく伝わらないこともあっ
た。通訳の人に頼んでもうまく伝わらなかったことも
あり、もどかしさを感じた。
　また、歴史に関する話では、どうしても明らかな事
実の訂正に時間がかかってしまい、主張の背景まで話
がたどりつかなかったことが非常に残念である。やは
り、韓国ではメディアによる間違った報道がなされて
いるようである。どうやら、安倍首相が独立記念日に
靖国神社に参拝したという報道がされたようだった。
メディアが自社の利益を求めて誤った事実を報道して
しまうことはよくないと思う。高陽高校では、韓国近
代史の授業のうち半分が日帝時代の話で、当時の法律
なども学ぶ。しかし、村山談話やアジア女性基金など
の日本の行動は、やはり名前しか知らず、詳細は知ら
ないようだった。こうした事実の訂正や日本の主張を
伝えるには、今回のような交流で話し合うことが最も
相手に伝わりやすい。民間レベルの交流は役に立たな
いという人もいるが、全てそうではないと思う。
　両国の今後の話としては、高陽の子から、どうして

日本は学歴社会から抜け出したのか、韓国はいつ抜け
出すのか、という質問を受けた。確かに日本は一度、
ただ知識を詰め込むだけの教育から、考える力を重視
した教育へと移行しようとした。しかし最近、また元
の教育過程に戻りつつある。お互いに身近な話題であ
るため、話が盛り上がった。開始時間に遅れてしまっ
た僕らが悪いのだが、もっと話し合いたいと思った。

（4）巡検先でもっとも印象に残ったところ
　最も印象に残ったところは、西大門刑務所歴史館で
ある。下調べをしようとした際に、展示の写真がとて
も衝撃的だったので、興味があった。
　まず気になったのは、展示の中の「強制併合」とい
う文字だ。日本では、当たり前のように併合となって
いるが、韓国からみれば強制と感じることが当たり前
である。蝋人形の展示は以前より減っていたが、それ
でもリアルな拷問の様子は十分衝撃的だった。監獄内
は寒く、十分な食事を与えられないことも拷問であ
る。展示の中で説明文に日本語があったのは、安重
根、３・１独立運動、拷問室、独房、女子監獄であっ
た。これらは特に日本人に見て理解して欲しいという
ことだと思った。
　権力者に逆らう人を、強引に力でねじ伏せようとす
ることは間違っていると思った。こんな愚かなことを
繰り返してはいけない。

（5）巡検をおこなったことで、韓国について新たにわ
かったこと
　巡検に行く前に、留学生の方から韓国人は感情に流
されて勢いよく話すと聞いていたが、実際、そんなこ
とはなかった。一部そういう人がいるのかもしれない
が、それは日本人も同じである。街の人も温かく、や
はり聞いていた通りに、日本が好き嫌いという問題と
は別なところに歴史の問題があると体感した。また、
数年前とは街の様子が全く違い、中国の観光客が増し
ていることもよくわかった。教養講座の話にもあった
が、この様子では日本への関心は下がり、中国への関
心が上がることは当然だと思った。新たに分かったこ
とではないが、実際にこの目で確認できたことが収穫
だと思う。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　まず、忙しい中、僕らと交流の時間を設けてくれた
ことに感謝したい。韓国に行く前に留学生の方から話
を聞いている段階では、話し合いなどできないと思っ
ていた。こちらの英語力は低く、話し合う話題も難し
いものであったからだ。しかし、高陽生の皆さんは根
気強く僕らの意見を聞いてくれた。少しではあった
が、伝えたいことは伝えられたと思う。
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　また、僕らのために慣れない場所を案内してくれた
ことにも感謝したい。日本にいてはわからない、韓国
の街の様子がわかり勉強になった。
　短い時間であったが、貴重な時間になったと思う。
ぜひこれからも交流を続けていきたい。本当にありが
とうございました。

　First, thank you for having time to interact with us 
despite being busy. Before going to Korea, When I 
heard the story about Korea from international 
students, I thought it is not possible to discuss with 
you. Because I can' t speak English well, and the topic 
was difficult to discuss. But, Goyang students listened 
to our opinion patiently. So I was able to tell you my 
opinions that I want to tell a little bit. 
　Also, thank you for showing me around. I learn a 
lot because I saw the atmosphere of the town of Korea 
I can' t know in Japan. 
　It was a short time, but it was a valuable time. I 
want to continue exchanges. Thank you very much.

【２年　近藤綾音　KONDOH AYANE】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　自分の、語学力とコミュニケーション能力の低さを
痛いくらいに感じた。高陽高校の生徒の多くは、英語
と日本語を話すことができ、英語のレベルは非常に高
い。一方の私は、言いたいことがあってもそれを英語
にできなかったり、質問されても答えられなかったり
で、会話もままならないレベルだった。英語ができな
いせいで、伝えたいことを伝えられないのは、とても
歯がゆく悔しかった。それ以前に、なにを話せばいい
のかわからないという問題もあった。交流会の間、食
事の味も覚えていないくらいに私は緊張していた。し
かし、初対面で、相手は外国人で、語学にも自信がな
い、という条件は誰でも共通だったはずだ。話しかけ
られるのを待つことしかできなかったのが、恥ずかし
い。この交流会は、悔しさや不甲斐なさが残るが、い
い経験になった。英語もコミュ二ケーション能力も、
グローバル化する社会で生きていくためには必要不可
欠な能力だ。また自分の意識しだいでは、いつでもど
こでも鍛えられる能力だ。英語を話す力と、人とコ
ミュニケーションをとる力を高めることが、今後の課
題となった。

（2）高陽高校の生徒とのフィールドワークの内容と、
感じたこと
　まず、「北村（プッチョン）」という、古い街並み
が残っている住宅街へ行った。高陽高校の生徒の一人

も来るのは初めてだと言っていた。今でも実際に人が
住んでいるそうで、生活感にあふれた朝の様子をのぞ
くことができた。そこから地下鉄に乗って、「弘大
（ホンデ）」という、美術大学の周辺へ移動した。弘
大周辺は、北村とはうって変わって、近代的な街だっ
た。弘大の学生たちが描いたことで有名な、壁画アー
トを見た。その後、昼食を食べた。ピザやトッポキや
キムチチャーハンや辛ラーメンなどをみんなでシェア
した。おいしくて、安くて、おなかいっぱい食べられ
たので、大満足だ。そのまま、ショッピングを楽しん
だ後、地下鉄に乗って、ホテルに帰った。
　フィールドワーク中は、英語と日本語を織り交ぜな
がら、なんとかコミュニケーションをとった。そんな
中で、高校生がふだん考えていることは日本も韓国も
同じだと感じた。散歩していても、ご飯を食べていて
も、ショッピングをしていても、しゃべっていると、
ふと日本の友達と遊んでいるような気持ちになるとき
があった。とくに、一番の関心事が恋愛だというのは
よく似ている。高陽高校の恋愛事情も知ることができ
た。フィールドワークを通して、高陽高校の生徒のみ
なさんと、一人の高校生として友達になれたのがうれ
しい。そして、外国の人々と関わるとき、国というも
のにとらわれすぎず、一人の個人として接することが
大切だ、という言葉の意味を実感した。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　私たち２班は、日韓の歴史問題についてのテーマを
中心に意見を交換しあった。それを通して学んだの
は、メディアの情報を鵜呑みにするのがどれほど危険
かということだ。この意見交換会でも、日本と韓国の
間で情報（の中の事実に関する部分）の食い違いがい
くつか発見された。例えば、韓国側は、「安倍首相が
韓国の独立記念日に靖国神社に参拝した」と聞いてい
たそうだ。事実に対する、認識や解釈の違いはあって
しかるべきだと私は思う。しかし、前提となる事実の
部分が食い違っていると、話し合うことすらできな
い。
　テレビや新聞や本や偉い先生たちには、それぞれの
立場があり、発信される情報が一方的になるのも当然
だ。だから、事実の伝わり方も変わる。これは、情報
の受け手の問題だと思う。情報の受け手は能動的でな
ければならない。最低限、情報の発信者がどんな立場
なのかに気づく。できれば、別の立場の人の情報も知
る。複数の立場から眺めてやっと、本質が見えてくる
のだと思う。

（4）巡検先でもっとも印象に残ったところ
　巡検先でもっとも印象に残ったところは、戦争記念
館だ。日本と韓国の、歴史の伝え方や戦争の語り継ぎ
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方の違いを感じた。この施設がある目的は、平和のた
め、戦争を繰り返さないため、だと聞いていた。確か
に、展示を見て、戦争（特に、朝鮮戦争とその後の朝
鮮半島の状況）が、どれほどむごいものだったのかが
わかった。これから先もう二度と、日本と韓国を含む
世界中の国々が、あのような状況に陥ってはならな
い。展示されていたような武器や戦車や飛行機が使わ
れるようなことは、あってはならないと私は思う。
　しかし、ここを訪れる多くの韓国人は異なる印象を
抱くのではないだろうか。過剰にアピールされる“自
由”“平和”という言葉、過去に使っていた武器や戦
車や飛行機の展示に私は違和感をもった。それらは
「感動を伝える」ためにあると思われたからだ。つま
り、逆境のなか勝ち抜いた韓国を称えるメッセージが
込められていた。韓国にとって戦争は過去の問題では
ないという事実が背景にあるのだろう。とにかく、戦
争記念館が与えるショックは大きい。自分がいかに平
和ボケしているかを痛感した。

（5）巡検をおこなったことで、韓国について新たにわ
かったこと
　まず、韓国という国があり、韓国語でものを考える
人たちが、実際にそこで生活をしていることがわかっ
た。この巡検に参加するまで、日本から出たことがな
く、日本人ではない人ときちんと話したこともなかっ
た。約１年間、“グローバル化”をキーワードに勉強
してきたが、ようやく日本以外の国の存在を認識する
ことができた。そして、韓国について本で読んだこと
や人に聞いていたことや自分がもっていたイメージ
の、半分ほどが正しくて、半分ほどが間違っていたこ
ともわかった。なかでも、韓国の高校生が現在の学歴
社会や受験戦争に違和感をもっていることには驚い
た。私は勝手に、何の違和感も持たず、むしろそれが
正しいと信じて、韓国の高校生は自ら勉強マシーンに
なっていると勘違いしていた。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　まず、意見交換会で、はっきりと答えることができ
なかった質問に答えたい。１つ目は、慰安婦問題に対
する誠実さの示し方として、慰安婦をまつるための韓
国の施設の保護を、日本政府が援助するという案につ
いてどう思うか？という質問だ。この案は誠実さを示
すために日本政府がとる行動としては不適切だと、私
は思う。なぜなら、韓国の施設を援助するというの
は、韓国側の主張を全面的に認めるという意味になる
からだ。誠実さを示すことは、相手の主張を受け入れ
ることとは違う。慰安婦問題を人権問題としてとらえ
るか、強制という言葉の解釈、などの点について日韓
の主張には溝がある。溝がある状態で、韓国の主張を

日本が全面的に認めても、それは解決とは言えないと
思う。
　２つ目は、現在の日本と韓国の学歴社会は是正され
るべきか？また、どうしたら改善されると思うか？と
いう質問だ。「社会的にいい評価を得るためには、い
い大学を出て、いい会社に入るしかない」という韓国
の状況は改善すべきだと思う。なぜなら、テストでい
い点がとれるかどうかだけで人を判断すべきではない
からだ。誰にだって、それぞれ得意なことや、やりた
いことがある。得意なことを伸ばし、やりたいことを
続けることも、社会的な評価につながるのが理想的
だ。つまり、個人が責任をもって自分の生き方を選択
し、その結果が正当に評価される社会を目指すべきだ
と思う。そのためには、大学や企業が変わる必要があ
る。大学や企業が求める人材が変われば、高校生やそ
れ以下の学生のふるまい方も変わっていくだろう。
　最後に、高陽高校の生徒のみなさんに感謝の気持ち
を伝えたい。交流会では、語学力とコミュニケーショ
ン能力の高さに驚いた。フィールドワークでは、みな
さんのおもてなしの心に触れることができた。意見交
換会では、自分の意見をしっかりと持ちながら、私た
ちの意見を理解しようとする姿勢に感激した。高陽高
校を訪問して、勉強時間や勉強に対する意識の差を感
じた。とにかく、高陽高校の生徒のみなさんは、たく
さんの大きな刺激を私に与えてくれた。みなさんと一
緒に楽しい時間を過ごせたこと、そしてなにより貴重
な経験ができたことを、うれしく思う。本当に、あり
がとう。

　First of all, I will answer the questions that I could 
not answer clearly at the meeting. 
　1; How about an idea that Japanese government 
helps the facility for comfort women in Korea so as to 
show sincerity? My answer; I do not think this idea is 
appropriate for Japan to show sincerity. This is 
because Japan helps the facility in Korea means Japan 
accepts Korean claims completely. Showing sincerity 
is not similar to accepting your claim completely. 
There are some gaps between Japan and Korea. For 
example, the comfort women issue is equal to the 
human rights issue, or not? How do we understand 
the word “force?”I do not think it is a solution that 
Japan accepts Korean claims completely when we 
have some gaps.
　2; The education conscious society of Japan and 
Korea is good, or not? How can we improve this 
situation? My answer; I think Korean situation should 
be improve. I mean Korean situation is that “You 
have to graduate from the good university and you 
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have to work for the good company so as to earn 
respect.”This is because we cannot judge people 
only by the score in the exams. Everyone has their 
own strong points. Those who try to master 
something should be respected too. In conclusion, I 
think everyone should choose their own lives with 
full responsibility, and everyone should be judged just 
by their own abilities. To do so, the universities and 
the companies have to change. The person who 
universities and companies want to get will change, 
and the actions of high school students will change.
　Finally, I feel extremely grateful. On the first day, I 
was surprised at your English and Japanese skills, and 
communication skill. On the fieldwork, I touched 
your hospitality. On the meeting, you tried to 
understand my opinions, while you had your own 
opinions. I respect you. On the last day, I thought I 
have to study harder like you. Anyway, you had a lot 
of big influences on me. I am glad to spend interesting 
time with you. I am glad to experience a special 
event. Thank you very much!

＜３班＞
【１年　浅見　慎　ASAMI SHIN】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　交流会では、韓国の高校生がどのようなものか知る
ことができた。恐れていた激しい反日感情などはな
かったし、メンバーが良かったためか、あまり堅苦し
くなく、翌日の意見交換会にも希望が持てた。
　そのほかにも、翌日の意見交換会では話さないよう
なこと（高校生活など）も話せ、韓国では自分たちの
学校とはちがい、勉強詰めであることが分かった（そ
れは資料や先生の話などから分かっていたのだが）。
　食事をしながらの交流だったが、韓国の食事が辛く
て驚いた。聞いていた以上のレベルで、日本では甘辛
く仕上げてあるような料理でも、韓国では単純に辛
かった。トッポッキも、聞いていた以上に色が真っ赤
で驚いた。もちろん一つでギブアップだった。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
　フィールドワークは、北村というところに行った。
韓国の伝統的な建物（家）があるところだった。どこ
か違和感があったのは、日本の伝統的な建物といえば
木造なのだが、韓国のそれはレンガ造りであったとこ
ろだ。初日に監獄跡へ行った時も、レンガ造りであっ
た。韓国は地震がほとんどない地域だそうで、レンガ
造りでも十分なパフォーマンスを発揮できるのだと思

う。その点木造は、一旦壊れても、レンガ造りほどは
建て直しに手間はかからない。
　北村は、丘のような所に位置していて、なぜ朝鮮戦
争の時に破壊されなかったのか疑問だ。あ、復元かも
しれない。また、近くの博物館にあった「喜喜」の紋
章は、後日の宮殿でも至る所に確認できた。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　靖国神社についての認識の差異は予想はしていた
が、やはり日本人とはだいぶ違う考えであった。解決
策として、戦犯の分祀をすれば、アジア圏の理解も得
られると思うのだが…。韓国側の意見では、やはり戦
犯を祀っているというイメージが強いらしく、それに
抵抗感を覚えるようだ。経済面のテーマは、日韓でさ
ほど大きな意見の隔たりはなかった。韓国の高校生
は、日本の高校生よりも勉強時間が格段に多いと聞い
ていたが、それについては、慣れてしまえばそのくら
い勉強しないと不自然とのこと。学校に関わらず、韓
国では大学受験を見据えてか、みんな勉強詰めが自然
なようだ。これも、一流企業に入るためなのかと思う
と、日本よりも就職に対する意識が違うのかなと感じ
た。
　また、話を聞くと、日本よりも経済格差があるよう
で、経済格差をなんとかするべきだ、との声が大き
かった。いっぽう、親の経済格差による子供への教育
格差は、さほど何もなかった。日本では学校の課外授
業はほとんどなく、塾に頼るしかないのが、韓国では
学校に夜遅くまで残って補習授業を受けるなど、学校
のサポートの度合いにもよるのかなと考える。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
　最も心に残ったのは、韓国の高校生と街を歩いたこ
と。監獄跡や、SUMSUNG　Delightなども良かった
が、現地の高校生と交流ができたことは、また仕切ら
れた交流会とは違ったものがあり、とてもよく覚えて
いる。ほぼ見ず知らずの自分たちに、韓国の高校生は
みんな親切で、決して上手とは言えない英語を話す自
分たちの話を一生懸命に聞いてくれた。また、美味し
いお店などにも連れて行ってもらい、貴重な体験がで
きた。

（5）巡検をおこなったことで、新たに分かったこと
　なんといっても、韓国のイメージが変わった。大統
領の反日政策や、反日デモの報道を見ていると、韓国
に対して、あまり良い印象を持っていなかった。しか
し今回、自分が接した韓国の人はみんな親切であった
し、嫌な思いをすることはなかった。改めて、メディ
アの恐ろしさを実感した。ただ、やはり監獄跡へいっ
たときには、細かな言い回しの中に反日的なものを読
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み取った。決して気分の良いものではないが、日本の
数ある戦争資料館のようなところも、アメリカ人など
からするとこのように映るのかな、と思うと、少し残
念だ。ソウル近郊のみで郊外に出かけることはできな
かったが、空港からソウルへの街と、江南地区の街と
の違いがはっきりしていて、韓国の経済格差の大きさ
を見ることができた。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　数日間の短い時間ではあったが、とても楽しかっ
た。辛いものが苦手で、大変でしたが、様々な配慮が
とても嬉しかったです。韓国の高校生と話ができるこ
とは、普段の旅行ではそう簡単にはできないことなの
で、とても貴重な体験ができました。ありがとう。明
洞に行ったときに食べたホットクがとてもおいしかっ
たです。後日、自由時間がありましたが、その時にも
ホットクを食べました。トッポッキなど、辛いものは
食べられなかったので、韓国にいる間にホットクを11
個食べました。いろんな屋台で買いましたが、ピー
ナッツが入っているのや、シナモンが入っているのな
ど、店によって少しづつ違い、面白かったです。
　今回韓国でお世話になったこと、体験したことは一
生の思い出になると思います。また会えたらいいです
ね。短い間でしたが、ありがとうございました。

　It was very short time we could talk, but I enjoyed 
a lot! I couldn't have such a spicy foods, but I really 
pleased for your kind you gave me. It's not easy to 
communicate with Korean high school students 
during a normal trip. So I had a wonderful time 
spending with you. Thank you. Hotteoks I've had in 
Myondong was very good!! I think that's because it's 
not spicy. After we spent time in Myondong, we had 
another chance to go there. I had hotteok there, too. 
Though I can't have spicy things,during my stay in 
Korea, I had eleven hotteoks!! I bought them at many 
different stores, so I've found many of them are 
different. Some of them had peanuts or cinnamon.
　Everything I've experienced in Korea will be my 
memory forever. It's good if we have another chance 
to see you! Again, it was short time but thank you. I 
enjoyed my stay.

【１年　上野詩織　UENO SHIORI】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　高陽国際高校の方たちとの交流会で、高陽の高校生
たちは、言葉は違っても自分の思っていることを、諦
めず伝えようとしてくれた。異国の地で、うまくコ

ミュニケーションがとれるか不安だったが、積極的に
話しかけてくれたのですぐに親しむことができた。ま
た、高校、文化紹介の際には日本語で韓国料理の特徴
や、高校生活などを紹介してくれた。だれの話も、知
らないことばかりだったので、とても興味深かった。
そして、私達との交流会のために日本語の長い原稿を
準備して、うまく話そうとしてくれているのが、１番
嬉しかった。わたしの拙い韓国語の自己紹介にも耳を
貸してくれ、つまったときには助け舟を出してくれ
た。とても緊張したが、わたしの紹介する、日本の高
校生活に驚いたり、感心したりしているのを見て、普
段当たり前だと思っていることが、すぐ隣の国では当
たり前ではないのだということに気づき、不思議な気
持ちになった。高陽の高校生は初対面でも、変に壁を
作らず、感情を隠さずに素のままで接してくれた。そ
んなところに、初対面では控えめになってしまう日本
人との違いを感じた。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
　私たちの班は、フィールドワークで北村を訪れた。
北村には、韓国の伝統的な家屋である韓屋が建ち並ん
でいた。道は細く、急勾配ばかりのそこでは、車１台
通るのでさえ困難であったが、ソウルの町並みを一望
できる絶景スポットがいたるところにあった。今いる
この地で、韓国に住む人々は、時代の移り変わる姿を
眺めてきたのかと思うと、北村の町並みにいっそう長
い歴史を感じた。韓屋は、塀が高く、外からでは中が
全く見えない造りになっていた。中に入ってみると、
中心に庭があり、それを囲むように平屋が建ってい
た。その中で、韓国の伝統的なハンコの見学とハンコ
押し体験をさせてもらった。そこの店員の方は、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
た。とても親身になってハンコの押し方や一つ一つの
ハンコの表しているものを教えてくれ、韓国の歴史を
感じられる、とてもいい体験になった。また、韓国で
人気のかき氷を食べられる、カフェに行った。そこで
は、10人で４つのかき氷をシェアして食べた。韓国で
はこのシェアする文化が深く浸透しているため、この
ような光景が多々見られた。日本では、そんな場面が
少ないので、とても新鮮だった。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　意見交換会は、韓国の方の意見を知ることができる
とてもいい機会になった。その中には、私の知らな
かった韓国の実情や韓国の方の実際の意見があり、と
ても興味深かった。所得格差に関する話し合いをして
いる際に、わたしは財閥が政府に協力的でないとうま
く政治が回らないのではないかという意見を述べた。
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そのときに、韓国では財閥に嫌悪感を持つ人が多いと
いうことを知って驚いた。サムスン、ヒュンダイなど
の大財閥は、世界でも活躍していて、どこにも劣らな
い素晴らしい技術をもっているため、誇りに思ってい
るだろうと考えていたからだ。また、韓国の方の多く
が河野談話や村山談話を知らないというのにも衝撃を
受けた。韓国と日本が和解するためにおこなわれたの
に、韓国の国民がその事実を知らなかったら、全く意
味を持たない。知らされるべきことが知らされていな
い限り、韓国の国民の中にある反日感情は消えない
し、よりいっそう深くなるばかりである。そして、こ
の交流会を通してその現状を知ることができた。これ
は、未来の日本を作っていく私たちにとって大きな意
味のあることだと思う。なので、この経験を生かし
て、これからも学んでいきたいと思う。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
　今回の韓国巡検では、景福宮や高麗大学、国立中央
博物館など様々なところに行かせてもらった。その中
で最も印象に残っているのは、高陽国際高校だ。なぜ
なら、日本と違っているところ、また、似ているとこ
ろを多く見つけたからだ。高陽国際高校でされた学校
生活紹介では、生徒たちが朝９時から、夜の１時まで
勉強するということがいわれていた。日本でこのよう
な生活をしている人はとても少ないと思う。それが、
韓国では一般的とされていて、実際にそのような生活
を送っているというのに、とても驚いた。また、部活
が少なく、一日の自由時間が30分程度しかないのも、
日本の高校生とは大きく違っているところだと思っ
た。だが、演劇部やダンス部の発表はとても素晴らし
く、同じ班の韓国の学生の方も部活がとても好きだと
言っていた。そう言っている姿は日本の高校生と変わ
らないと思った。また、卒業生向けに作られた動画
は、高陽国際高校の生徒たちが、学校が好きで高校生
活を満喫しているのがよく伝わった。そして、３人の
韓国人の学生とわたしでおこなった交流会では、韓国
で小さい頃によく折られるチマチョゴリの折り紙を
折ったり、ジェスチャーゲームをしたりと、楽しい時
間を共有でき、言葉や文化が違っていても、国境を越
えて一つになれたように感じた。

（5）巡検をおこなったことで、新たに分かったこと
　わたしは韓国に行く前、私たちが日本人だとわかっ
たら、冷たく攻撃的な態度をとられるのではないかと
気がかりだった。だが、高陽国際高校にいっても、街
をまわっていても、韓国の人々はそのようなことはせ
ず、むしろとても優しく寛容的に接してくれた。英語
がわからなくて、うまく話が進まなくても、わかるま
でジェスチャーや日本語を使って説明してくれたり、

わたしがうまく英語で説明できなくても、最後まで聞
いてくれたりと、この巡検では韓国人の温かさをとて
も感じられた。また、フィールドワークの際にも韓国
人、日本人、男女関係なく接してくれたので、親しみ
やすかった。そんな性格が料理をみんなでシェアする
文化を生んだのではないかと思う。そして、韓国人の
そんな性格は、私たちにも影響を与えた。普段では、
気を遣ってしまったり、気にしてしまうようなことで
も、韓国人の方といると、気にならなくなるのだ。な
ので、引っ込み思案で気遣い屋の日本人には、おおら
かで分け隔てない韓国人はとても合っているというこ
とに気づいた。なので、反日感情、嫌韓感情をなくし
て接すれば、互いに支え合い、補い合えるよい関係が
作れると思った。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　フィールドワーク、交流会、学校訪問では本当にあ
りがとうございました。韓国の文化や歴史を知ること
のできた、とてもいい経験になりました。フィールド
ワークのときには、一緒にご飯を分け合ったり、北村
の街を回ったり、楽しいことばかりでした。そして、
わたしの拙い英語にも最後まで耳を傾けてくれて、あ
りがとうございました！高陽高校のみなさんは、カイ
ロをくれたり、私達のためにプレゼントを用意してく
れたりと、とても優しかったので感動しました。また
会える機会を楽しみにしています。

【２年　桐谷詩絵音　KIRIYA SHIENE】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　一番印象的だったのは、基本的に日本の高校生と全
く変わらないところです。もちろんこれまでも、どん
な人だって若い時は友達とわいわいして……というの
は分かっていたつもりだったのですが、本当に僕らと
全く変わらないんだなぁ、と改めて嬉しく思いまし
た。
　ただ、少し違うなと思ったのは、感情表現の仕方で
す。悔しがったり笑ったり、日本の若者よりもずっと
オーバーリアクションで、声色も表情豊かでした。日
本では、喋り方のイントネーションはあまり抑揚がな
く単調ですが、韓国では喋り方や表情、雰囲気など身
体全体で伝えている印象を受けました。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークでの内
容と、感じたこと
　僕の班は北村へ行ったのですが、とても不思議な感
覚を覚えました。古い両班の家屋が立ち並んでいて、
木造だったり塀があったりと、日本の町並みにとても
近いのに、屋根の先の形や壁の装飾など、やはりどこ
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か日本とは違うところがあって、近いような違うよう
ななんとも言えない感じでした。
　そして、食事について。たい焼きやかき氷、鳥の煮
物など、どれも本当に美味しかったです。伝統的な料
理であっても、スタンダードなものの他に、現代風に
アレンジされたもの（withチーズとか）もありまし
た。こういったアレンジは日本でもよく見られるの
で、おもしろかったです。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　一番興味深かったのは、韓国の人が靖国神社につい
て、戦犯が祀られているというイメージが強く、戦争
で死んだ軍人全体が祀られているという認識があまり
ないようだったことです。僕は靖国神社の最大の問題
点は戦犯が祀られていることではなく、神社としてあ
の侵略戦争を正当化している点だと考えているので、
韓国の人でも僕と同じ観点で問題視している人はあま
りいないのかな、と思いました。
  経済問題については概ね意見が一致しました。「食の
安全について情報が公開されていないと感じたら、デ
モなどの行動を起こせばいいのではないか」という意
見があって、韓国ではデモは日本と違ってやはり身近
な意思表示なのだと感じました。
　ろうそくデモにおいて、人々が問題視していたのは
情報が公開されていないことであり、食の安全そのも
のではなかったらしく、それに少し驚きました。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
　一番印象に残ったのは、国立中央博物館です。古代
における日本との交流のことがわかったのは、とても
感慨深かったです。正倉院の宝物や、キトラ古墳など
の出土品にそっくりなものも展示されていて、朝鮮と
日本のつながりについて改めて感じさせられました。
 もう一つ、こちらは負の面で印象に残ったのですが、
戦争記念館です。兄弟の像は、戦争の不条理や悲しさ
を表していて少し感動したのですが、他の展示につい
ては違和感を覚えっぱなしでした。反戦や平和の大切
さを訴える施設というより、戦って死んでいった「英
霊」の「誇り」や、韓国の強さ、正当性を主張し、教
育する施設だと感じました。言わば韓国版靖国ではな
いかと…。前面に押し出されていたのはやはり勇まし
さでした。歴史的事実を教える博物館的役割を果たす
べき施設のはずなのですが、中立的立場ではなく、な
にか鼓舞する雰囲気を感じました。
　展示には圧倒されました。映像を駆使した戦場の再
現展示などは、まるでディズニーランドのアトラク
ションのようで迫力がありました。10月に遊就館へ行
きましたが、戦争記念館の展示の方が豪華でした（戦
争記念館はおそらく国主導なので当たり前ですが）。

　当然のことながら小さな子どもも訪れていて、軍学
校生のような人もいました。ここで学んでいくのかと
思うと、少し怖くなりました。ここで「学んで」、国
に対する忠誠や誇りは養われていくでしょう。ですが
命や平和の大切さはどうでしょうか。「命は大切だ。
平和も大切だ。だが今は祖国に尽くすときだ」とい
う、今まで幾度となく人々を戦争へ駆り立て、殺し殺
されを繰り返させてきた戦争の論理を植え付けてしま
うのでは、と思わずにはいられませんでした。

（5）巡検をおこなったことで、韓国について新たに分
かったこと
　基本的には(1)に書いた通り、日本とあまり変わらな
いなと思いました。
　国旗を見る機会が多く、やはり日本よりは国家意識
が強いのかなと思いました。西大門刑務所歴史館で
は、「この建物は我が民族の精神を…」という表示が
あって、その表現が日本では見られないので少し驚き
ました。
　ソウルの地下街の入口に대피소（テピソ：待避所）
という表示があって、シェルターになっているようで
した。地下鉄のホームにもガスマスクや非常用品が置
いてあって、やはり、これだけ平和に見えても戦争中
の国なんだなあと思いました。
　明洞で思ったことは、日本語より中国語が増えたこ
とでした。僕は海外で日本語を見ると少し興醒めして
しまうので、これは少しありがたいことなのですが、
中国からの観光客が増えて、それにつれて、韓国に
とっての重要度も増しているんだなと思いました。以
前は、もっと日本語があふれていた記憶があります。
　あとはとても些細なことですが、名古屋よりすこし
寒いくらいだろうとたかをくくっていましたが、ソウ
ルは本当に寒かったです…。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　今回の韓国巡検は、本当に楽しくて、有意義で、最
高の時間でした。君たちと交流することができて、よ
り一層韓国が身近になりました。また、日本に来ると
きがあったら、ぜひ旭丘にも来てみてください！今回
は本当にありがとう！一生の思い出です！

　This visit to Korea and Goyang was very fun and 
meaningful. I had a awesome time!! After I meet you, 
Korea became more familiar to me than ever.
　When you come to Japan, I hope you to visit our 
school, Asahigaoka ! Thank you for everything !  This 
visit has been my lifelong memory…!
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【２年　後藤大智　GOTOH DAICHI】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　なんといっても英語が非常に堪能だと感じた。僕た
ちはいちいち単語を置き換えて話しているが、彼らは
英語脳がすでにできあがっていると思った。日韓の英
語教育の差をより追求したくなった。僕たちの班には
通訳も要らないくらい日本語力を持っている男の子が
いた。日本のアニメを見て覚えたという。それも嫌々
やっているという感じはなく、日本語や日本の文化を
楽しんでいる印象を受けた。僕は来年（2015年）の夏
からアメリカに留学するが、英語だけでなく、スペイ
ン語や中国語などにも触れることで、多角的に言語を
学習できればいいなと思った。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
　フィールドワークは徒歩で北村韓屋村に行き、韓国
の伝統的な家の町並みを眺め、体験施設でライスペー
パー？（正式名称不明）を作った。また高麗中央高等
学校に入ったり、明洞方面のお店でピンズを食べたり
もした。体験施設は一つの韓屋を利用したもので、床
はオンドルだった。ソウルの繁華街と歴史的な街とが
すぐ近くにあり、昔からこの地が栄えていたのかなと
感じた。出会って二日目ではあるが、たくさん話すこ
とができた。しかし、比率的に言えば、６：４くらい
で、高陽生から話を振られて、それに応えるという感
じであったので、もっと自分から積極的に話をしたほ
うが良かった。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　歴史認識の問題について、今の安倍政権の挙動が反
感を買っているようだ。とくに靖国参拝は問題だとい
う。そもそも高陽生は靖国神社に祀られているのは、
太平洋戦争（韓国人は第二次世界大戦と言っていた）
の戦死者だけだと考えていた。僕たちの班では、靖国
には誰が祀られているかを説明したうえで、時の政権
が参拝することへの賛否両論を紹介した。僕は賛成意
見として、自国のために亡くなっていった方々に感謝
し鎮魂の祈りを捧げることはどの国でも当たり前のこ
とであり、いつ何時であろうとその意を表することが
間違っていないと主張した。しかし、先の戦争で日本
が過ちを犯したことも間違いではないので、靖国と歴
史問題を切り離し、解決されていない問題にあたるべ
きだとも主張した。この問題は平行線を辿ることか
ら、途中で打ち切られたが、お互いがどう考えている
か、日本国内でも意見が大きく割れており、あらため
て難しい問題だと感じた。また別の問題からは、韓国
人は財閥を毛嫌いしていることが分かった。大企業の
力を借りて経済を回すという日本側の主張は、少し理

解しにくいところだったようである。その他の話題
は、日韓であまり大きな差がなかったため、共通理解
を図ることができた。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
　高麗大学が最も印象に残った。今回の巡検のように
説明を受けたことのある大学は、日本の東京大学だけ
なので比較対象が少ないが、とても勢いのある大学だ
と感じた。海外では私立と公立の区別を日本ほどして
ないように思われる。高麗大学は私立だからか、卒業
生からの莫大な寄付がある。実際、それだけの寄付を
することができる各業界の大物を輩出している。
　これは帰国後、ある知り合いの人と話して気づいた
ことだが、日本の大学、特に難関国立大学と呼ばれて
いる大学は、その大学を紹介するときに、今まで積み
上げてきたことを「我々は今までにこんな功績を残し
てきました」と過去を振り返る形式である。これに対
して韓国の大学、特に今回訪問した高麗大学は「世界
100大学に入ることなどを目標に、こんな手法の授業を
展開しています」と日々の進歩を紹介する形式だと
思った。このような差が、印象に残ったり、勢いのあ
る大学だと感じさせたのだと思う。

（5）巡検をおこなったことで、新たに分かったこと
　５年前の訪問時に比べ、韓国は確実に力をつけてい
ると感じた。訪問したサムスンや高麗大学は、日本に
負けないくらい前へ前へ進んでいることを実際に目で
見て感じることができた。それを支える将来のリー
ダーになるであろう高陽生も、厳しい競争の中で、自
分の目標に向かって頑張っていた。やはり多くの韓国
人は英語が良く話せることを再確認できた。意見交換
会を通して、基本的に大きな考えの差はなく、協力関
係を結ぶことでグローバル化に太刀打ちしようとして
いることが分かった。ただ、歴史に関する問題は双方
の意見がかみ合っていないので、損得勘定や複雑に絡
む心情を抜いて、歴史的事実のみを直視して対処する
ことが大事だと感じた。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　意見交換会をやり、日韓で大きな考えの差はなく、
協力することが重要だと分かりました。歴史や領土の
問題がありますが、誠心誠意話し合い、早期解決する
ことが必要です。そのためには次世代のリーダーとな
る我々が、もっとお互いのことを良く知り、交流する
ことが大事なのかもしれません。今回の交流を通し
て、友好の輪が少しでも広がることを祈っています。

　We did the discussion meeting, I noticed that there 
are not big thinking difference between Japan and 
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Korea, and it is important to cooperate each other. 
We have problems about history and territory so we 
have to discuss with our whole heart and settle them 
early. Therefore it' s important that we, next-
generation leaders, interact and know each other 
more than now. Through this interchange, I hope that 
the ring of friendship become large as much as 
possible.

【２年　奥村皐月　OKUMURA SATSUKI】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　韓国の空港は肌を刺すような寒さだった。遠くまで
見える景色は山の木の一本一本まで見通すことができ
るようだ。バスに乗ってホテルまで移動する間、この
近くて遠い国の高校生との交流会に、緊張と期待の入
り混じった感情に心を踊らせていた。自分たちがどう
見られているのか気になって周りを見渡すが、日本人
であることを特に意識させるものはなかった。交流会
では、在日韓国人高校生とどのように違うのか、日本
をどのように見ているのか、聞いてみたいことはたく
さんあったが、切り出す言葉を逡巡しながら交流会の
開催場へ向かった。円卓が用意された会場にはまだ高
陽国際高校の生徒たちは到着しておらず、私たちは各
班のテーブルの周りで彼らを待った。ほどなくして集
まってきた高校生は可愛らしい制服を着ていて、私た
ちも制服で行けばよかったと思った。
　それぞれの班の中で、担当の紹介をおこない、それ
ぞれの感想を言い合った。私は、新旧の日本の文化紹
介で漫画とアニメを紹介したが、高陽高校の班の中に
アニメおたくがいたことを翌日知ることとなった。韓
国の文化では伝統的な家造りについて紹介され、とて
も興味を持った。日本の家造りは座る家から腰掛ける
家となり、空間の目線が高くなったと読んだことがあ
るが、伝統的な家はやはり座る家で、文化の共通点が
嬉しかった。バイキングのメニューの中にお互い食べ
方のわからないものがあり、話が盛り上がった。日本
で見かける餅巾着のような形だが、中にこんにゃくが
詰まっているものがあった。高陽高校の日本語の先生
が、隣にあったお汁を巾着の入っている器に注いでく
ださり、スープのようにして食べることを教えていた
だいた。
　高校生活の違いで決定的だったのは、部活が少ない
ことと寮生活を送っていることだったが、人間関係の
結び方は私たちと変わらないように思えたし、勉強に
対する熱心さも学ぶところがあるように感じた。相互
理解というにはあまりにも短時間であったように思う
が、百聞は一見にしかず、会って話をすることが、討
論会実行委員会やSGHに関連して読んだ、どれくらい

たくさんの本に匹敵するのか、と実感せずにはおれな
かった。私は、グローバルという言葉にいつも少なか
らず抵抗感を持っている。なぜなら、文化はその時代
に生きている人間によって作られ、大きなアイデン
ティティとなると考えているからだ。その垣根を取り
払うことが本当に相互理解につながるのであろうか。
平均化された競争などというものが本当に存在するの
だろうか。グローバルな時代だというならば、私は文
化の違いをはっきりと認めることから始めるべきだと
思った。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
　私たちの班は歴史的建造物の集まる街である北村に
出かけた。昔から両班の村として知られていたこの場
所は、全てが朝鮮時代の瓦ぶきの家で、上流階級の造
りをそのまま大切に保存しているようだ。壁はレンガ
造りでひとつひとつの区画もたいへん大きかった。
　北村韓屋村は景福宮や昌徳宮、宗廟の間にある地域
で、600年のソウルの歴史とともに歩んできた伝統居住
地だそうだ。伝統韓国料理店などが点在し、朝鮮時代
の雰囲気を知ることができた。当時は高位官職や王族
が居住していたことから高級住居地として有名だそう
だ。私たちは、トッポギが入っている鶏肉の肉じゃが
のようなものを食べた。寒さが吹き飛ぶくらいに美味
しくて少々食べ過ぎたように思う。
　映画のセットでも使われた場所だそうだが、また見
てみたいと思う。韓国の街並み、特にソウルに関して
思うことだが、開発されたところと従来の伝統地域が
混在していて、政策に乗っ取った計画的な都市開発が
なされていなかったように感じた。それは、韓国にお
ける歴史認識にも影響を及ぼしているのではないかと
思った。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　私の担当である教育と格差の問題では、なるべく具
体的な方向に話し合いを持っていくように心がけた。
親の経済格差が子の教育格差に繋がり、韓国はそれが
顕著であるといわれているが、どうして日本よりも深
刻なのかを考えた。韓国の場合、上流階級と下層階級
しかなく、中流階級が少ないことに起因している。資
本主義だから、所得格差は埋めなければならないもの
の範疇に入っていない。大学受験のために塾に行くが
授業料も高く、低所得者はその機会を得ることができ
ない。それを踏まえて解決策を話し合うことにした。
そこでは、東進の授業のような映像授業をインター
ネットで無料配布するものが韓国にも存在するが、普
及率が悪いので、ソウル大学の学生やNPO団体を通じ
て普及活動をおこなっていく必要がある、とか、教育
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の機会均等は文化の成熟度にも影響する上、外交に対
する正しい情報を入手する方法としても活用されるべ
きだ、という点で一致した。
　歴史認識については、お互いの意見をよく聞くとい
う時間になった。慰安婦の問題も直接関係がないけれ
ども、現在生きている世代にも、まだ戦争の傷跡がお
互いの国にあり、靖国神社に参拝することの意味につ
いても、日本でのとらえ方とは非常に温度差があるよ
うに思った。戦没者はそれぞれ個人であるが、戦争と
いう側面から考えると、そこに個の隔てはなく、戦争
を起こした日本人という大きなカテゴリーで捉えられ
ている。戦没者は戦争の犠牲者であるという認識が日
本人にはあるが、韓国ではそこへ参拝することが戦争
の肯定になると考えているようである。そこで、東京
巡検で行った靖国神社がどういうところかを説明し
た。メディアの在り方に偏りがあり、嫌韓、反日を助
長するような内容を全国的に流すことに問題があるの
ではないかという話にもなった。このように個々のレ
ベルで話せばいろいろ理解も深まるが、交換留学など
は日本も韓国も欧米へ行くことが多く、また、教育の
中で改められることもないので平行線が続くと思っ
た。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
　世界遺産の宗廟（チョンミョ）は、まず何が素晴ら
しいかというと、無形文化遺産と有形文化遺産が同じ
場所に存在していることだ。韓国の王朝時代がしのば
れることに感動した。
　世界遺産検定３級の私としては、豪華絢爛な建物で
はなく、質素で静かな神秘的な空間であったことに畏
敬の念を抱いた。韓国の王朝の激しい歴史が雪で覆わ
れた下に眠っていると思うと、国の存続とは何かと考
えずにはいられない。

（5）巡検をおこなったことで、新たに分かったこと
　韓国のカップヌードルを買って食べた時に、成分表
を見たらハングルでマグネシウムとかナトリウムと書
いてあったので、なんと読むのかと思った。日本の
ファーストフードもあり、ココイチもあり、スタバも
あり、日本車もたくさん走っていて、ソウル市内は多
国籍な印象を受けた。しかし、その存在の仕方がモザ
イクのように感じたのはなぜだろうか。日本のように
他国からのものを日本風にアレンジして定着させるこ
とはなく、そのままそこにある感じがして調和がとれ
ていない。文化融合という方法で生き残る日本と、俯
瞰すれば融合しているように見えるがひとつひとつは
別々で小さなドットのような韓国。そういった点で歴
史認識も貿易や外交もアプローチの仕方が全然違うの
ではないかと思った。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　韓国の関心が中国やアメリカに向いている中で日本
語を選択し、交流を持ってくれた高陽国際高校の生徒
の皆さんに感謝したいと思います。４日間という短い
時間の中で楽しく有意義に過ごせたことがとても嬉し
いです。ありがとうございました。
　私は、SGHゼミに参加することで韓国について勉強
することができ、新しい世界が開けました。相互理解
とは、違いと共通点と両方を認識することだと改めて
感じました。韓国から見た日本を是非教えてほしいと
思います。高陽国際高校の生徒の皆さんに旭丘高等学
校に来ていただいて同じような経験をしていただきた
いと思いました。これからも友達でいましょう♪

＜４班＞
【１年　田草川栞里　TAKUSAGAWA SHIORI】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　日韓の文化の違いを、より具体的に学ぶことができ
た。ご飯の力もあったのか、緊張気味だった班員が
徐々に心を開いていったのがよく分かった。私は人見
知りをするので、初めて会う人、ましてや初めて関わ
る韓国人とうまくやっていけるのか、不安で仕方な
かった。しかし、彼らは日本人の高校生よりもずっと
明るくて話しやすく、仲良くなれるような気がした。
また、趣味など共通のものがあると、より仲が深まっ
た。学校紹介では、学んでいたことに付け足すような
感じで韓国の学校生活を知ることができた。日本と大
きく異なる点は給食制度と勉強に対する取り組み方だ
と思う。また、文化について、主に食文化について教
えてもらった。日本でも著名な韓国料理がいくつか挙
げられて、食について、日本は韓国のものを取り入れ
ているのだと改めて感じた。
　一番驚いたことは彼らがプレゼンテーションを日本
語でおこなっていたことだ。私たちがたとえ第二外国
語として韓国語を習っていたとしても、韓国語でのプ
レゼンテーションは不可能に近いであろう。彼らのそ
の積極的な姿勢が、何よりも大きな日本人との違いで
あろう。また、決められていたプリントの議論に入っ
た瞬間、韓国の学生はきちんと意見が言えて、また質
問にも丁寧に答えてくれ、その姿に感心した。私は主
に韓国の高校生がなぜ勉強するのかを教えてもらっ
た。まず、両親によるプレッシャーがかなり大きいこ
と。これは感心しない理由ではあるが、彼らにとって
勉強する要因の一つであることに違いはない。また、
少しでも良い大学に入学するため。そして、それをプ
ロセスとしてよい企業に就職するため、彼らはそれぞ
れきちんと将来の夢を持っていて、それに向かい必死
に勉強していることがわかった。これも日本人との違
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いだ。
　韓国の高校生にはとても感心して、私たちも見習う
べき点がいくつも見つかった。しかし、日本人高校生
の方がよいと思ったことがある。それは視野が広いこ
とだ。これは韓国の高校生に問題があるのではなく、
教育制度に問題があると考える。韓国の高校生は、
もっと部活動に没頭する、あるいは趣味に没頭するこ
とでもっと視野が広がり、様々な視点から物事を考え
られるのではないか。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
　日本の街並みと似ている点があった。例えばコンビ
ニやファストフード店である。また、日本の街並みと
違う点もある。大きな点は、バスの本数が多いこと
だ。私たちがバス待ちをしている間に何本ものバスが
通り、韓国の高校生がいなかったら間違いなく乗るべ
きでないバスに乗っていたであろう。だいたい20秒に
１本くらいの割合でバスが来た。また、地下鉄を利用
する際にバーを押し当てて改札を通る点に驚いた。
　日中は商店街などでショッピングを楽しんだ。多く
の韓国料理を食べるなどして、日韓の食文化の違いを
改めて痛感した。確かに日本と同じ献立名、あるいは
同じような料理はある。しかし、どれも日本のものと
は少しずつ異なっていて、そこが面白かった。夜は明
洞で屋台の料理を食べたり、雑貨屋などを見たりし
た。屋台には多くの食品や衣類があった。日本よりも
賑やかで、種類もたくさんあった。価格は円高の影響
があってか、食品類は日本よりも高いものが多かっ
た。しかし、衣類はほとんどが日本のものよりも安
かった。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　両国の歴史認識について、多く討論された。日本が
大きな過ちを犯した、という過去は変えられない。ま
た、もし日本に支配されなければ、別の方法をとって
いたと、韓国の学生は強く主張していた。今の日本に
ではることは、韓国にきちんとした形で謝罪をし、慰
安婦の方への慰謝料を支払うことだということで納得
した。これは私たち日本人がするべきことだと思う
し、韓国の高校生もこれを望んでいる。これをするこ
とによって、本当の意味で戦争が終わったことになる
と思う。とくに、安倍首相の靖国神社参拝について、
韓国の学生は注目している。この行為は韓国人だけで
なく、世界中の人を失望させたものだといえる。日本
のとくにトップクラスの政治家は、自分の行動や言動
にもっと責任を持つべきだと強く思った。
　その他、社会問題についての議論では、日韓の共通
点が多いことを理解し、改善の必要性を認識した。ま

た、文化については、学んできたこと以上に、韓国に
来て感じた、それぞれの国の良さをアピールできたと
思う。ここでも韓国の高校生は自分の意見を多く発表
し、積極的な姿を我々に見せつけた。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
　私は近代史に興味があるので、刑務所記念館が最も
印象深い。見るに堪えないような日本官憲のひどい仕
打ちが現在に残されていることに衝撃を受けた。拷問
室では、韓国語の意味は分からないが、恐怖におびえ
る囚人の声の放送がかかっていて、怖かった。死刑が
おこなわれた部屋は近づくのに勇気が必要だった。同
じ人間同士なのに、人を苦しめるための道具がたくさ
ん見られ、胸が痛かった。また、強制労働を強いられ
ていた当時の韓国人の気持ちはどのようなものであっ
たのだろうか。考えるよい機会になった。
　日本では広島や長崎の悲劇を大きく報じ、戦争反対
を訴えている。事実、私も学校では太平洋戦争につい
ては細かく勉強したが、そこに至るまではあまり教
わっていない。しかし、日本の軍国主義がしたことを
もっと日本で報じ、現在の世界の軍事政権に反対す
る、ということも大切なのではないのかと思った。ま
た、正論を唱えた人を無罪なのに殺した、という決し
て許されない日本軍国主義の行為を目の当たりにし、
私たちが作る未来に決してこのようなものを残しては
いけないと強く感じた。

（5）巡検をおこなったことで、新たに分かったこと
　先にも書いたように、韓国での日本の軍国主義の行
為を細かいところまで初めて知った。また、サムスン
ではワンタッチで生活をコントロールできる部屋を見
学し、近い未来にこのようなものが普及するのかもし
れないと思うとわくわくした。また、教育の場でもタ
ブレット端末が使われていることを知り、日本でも近
い未来に導入されるのかと思った。また、手の動きを
センサーが感知してスポーツができる、といったもの
もあった。サムスンはより快適な暮らしに向けて、多
くの最新式電化製品を作っていた。これらが日本に
入ってきたら、さらに便利な生活が送ることが出来る
ようになるであろう。普及が楽しみだ。
　戦争記念館では、朝鮮戦争のことを韓国では「韓国
戦争」と言うことを知り、仁川上陸作戦という米軍の
指令によって、敗色濃かった韓国が領土を取り戻した
ことを知った。一見、ごく普通に平和そうに見える韓
国だが、休戦中だということを忘れてはならない。故
郷に帰りたくても帰れない、家族に会いたくても会え
ない人たちがいることを忘れてはならないということ
を改めて思い知った。
　高麗大学はグローバル人材の育成をしている、とい
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うことがわかった。しかし、高麗大学のようなトップ
クラスの大学の出身者でさえ、就職率は60%というこ
とを知り、不況で苦しむのは日韓の共通点だと思っ
た。交換留学生というシステムは素晴らしいものだと
思い、もし私がその提携を結んでいる大学に入学した
ら、ぜひそのシステムを利用したいと思った。
　高揚国際高校を訪れた時に、韓国の伝統の遊びを教
えてもらった。それはまるで日本のケン玉のように、
練習しないとできるようにならない遊びであり、難し
いものであった。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　短い期間でしたが、ありがとうございました。みな
さんは明るくて、私はパワーをもらいました。別れを
惜しむほど仲良くなれて、光栄です。あなたたちに会
えたことが嬉しいです。
　私たちは各国の未来を担う大人になります。私は今
の政治面での険悪な日韓関係を少しでも解消すべきと
考えます。これは若い世代によって、少しは解消され
る問題なのではないでしょうか？その一歩として今後
も日韓の高校生同士として、仲良くしてくれると嬉し
いです。

　It was short time, but thank you. Everybody is 
spirited, so I was given power. I am honored to make 
friends so as to regret parting. I am glad to see you.
　We will be an adult to carry the future each 
country. I think that it should dissolve Japan-Korea 
serious relations with the present political aspect even 
a little. Is this a problem that is dissolved a little by 
young generation, isn`t it? As one step, I`m happy to 
get along well as Japan-Korea high school students in 
the future. 

【１年　鬼頭尚暉　KITOH NAOKI】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　高陽国際高校の生徒との交流を通して感じたこと
は、三つあります。一つ目は、生徒がみんな積極的で
あり、議論や話し合いに積極的に参加していることで
す。自分の主張をはっきりと論理的に述べ、相手の意
見もしっかりと聞く姿はとても印象的でした。また、
学校紹介や文化紹介の際は、パワーポイントや写真を
使っていて、非常にわかりやすい発表でした。二つ目
は、英語力が高いことです。全員が英語をまるで母国
語であるかのように流暢に話していることにすごく驚
きました。そのうえ、中には日本語も話せる人がい
て、日本の生徒との語学力の差をひしひしと感じまし
た。グローバルな人材となるためには、語学力、とり

わけ英語力は必須となるので、われわれも高陽国際高
校の生徒を見習わなければならないと思いました。三
つ目は、常に楽しそうであり、親切であったことで
す。交流会のときはとても楽しそうに日本の生徒と話
してくれました。高陽国際高校の生徒に会う前は、受
験への熱意が日本よりも強い韓国で、トップレベルの
学力を誇る高陽国際高校の生徒は受験勉強に強く執着
しているのではないかという偏見を持っていました。
実際に会って話してみると、彼らは受験勉強に熱心に
取り組みつつ、日本語を勉強したり、クラブ活動に参
加したり、小説や漫画を読んだりと、自分の個性を伸
ばすような活動や自分の趣味にも非常に積極的である
ことがわかりました。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
　自分たちの班はまず北村に行きました。北村は韓国
の古くからの住宅地であり、伝統的な建造物が多く残
されていました。その風景は日本の歴史的な街並みや
建造物に似ている点が多くありました。また、建造物
のいくつかはゲストハウスとして使われるなど、観光
地としても整えられていました。また、その後は南大
門市場へ行きました。南大門市場では様々な料理を食
べましたが、どれも辛く感じました。南大門市場に日
本語を話すことができる店員がいたことに驚きまし
た。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　意見交換会を通して知ったのは、韓国人は、日本が
韓国に歴史問題（とくに慰安婦問題）に関して謝罪を
していないと感じていることだ。しかし、実際は河野
談話において公式の場で「心身にわたり癒しがたい傷
を負われたすべての方々に対し心からお詫びと反省の
気持ちを申し上げる」と謝罪されている。謝罪してい
ないと感じる理由はいくつかあるだろうが、最大の理
由は、安倍首相の靖国参拝など、河野談話に逆らうよ
うな行為だろう。国の代表として、河野談話などによ
る謝罪に反することのないようにすべきだろう。しか
しながら、国の代表以外で河野談話などの謝罪に反す
る人がいるのは、人の考え方を統一することはできな
いので、仕方のないことだと思う。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
　戦争記念館が最も印象に残っている（戦争記念館で
は朝鮮戦争に関する記録が多くあったが、今回の巡検
の目的とは外れるので触れないでおく）。戦争記念館
の展示の中で最も驚いたのは、リアンクール岩礁（竹
島、独島）の模型と記念撮影ができる撮影スポット
だ。それを見たとき、小学校に入学しているかどうか
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という年齢の子供とその両親が、両手に韓国国旗を
持ってそこで記念撮影をしていた。日本ではたとえ似
たような撮影スポットがあり、日本国旗が置いてあっ
たとしても、そこで子供と写真を撮ろうとする人はほ
とんどいないであろう。これは両国民の愛国心の違い
が原因だと思う。日本人は韓国人に比べると愛国心が
弱い。それ故に、歴史問題や領土問題に関して日本と
韓国の間には温度差が生まれてしまっている。例え
ば、「日本による韓国に対する植民地支配などの過去
の歴史問題は、すでに決着したと思いますか。」とい
う問いに対して、「まだ決着してない」と答えたの
は、日本人：47%、韓国人：97%であった（「朝日新
聞　日韓世論調査」2014年4月より）。この温度差を
なくさないことには、日韓関係の解決は望めないだろ
う。
　しかし、自分は愛国心が強すぎるのも問題だと考え
ている。愛国心が強すぎると、他国を攻撃することに
意識がいってしまう。すると学校教育の場でも客観性
を欠いた、偏見を含んだ教育を、まだ自分の意見を
しっかりと持っていない子供たちにおこなうことにな
る。その子供たちは自分の意見とは関係なしに偏見を
持った目で他国を見てしまう。このように、韓国人は
日本人を偏見を持った目で見ているのではないかと考
えてしまう。もしそうであれば、いくら日本が謝罪を
しても、それを本心ではないのではないかと、理由な
く判断してしまうため、歴史問題は解決することはあ
りえない。撮影スポットの親子に話を戻すと、この子
供は自分の意見がはっきりとしていないうちからリア
ンクール岩礁は韓国固有の領土だと教えられるため、
大人になってからもそう信じてしまい、日本の主張を
偏見を持たずに聞くことは不可能だろう。だからと
言って愛国心を捨てるというのは簡単ではないし、望
む道ではないだろう。ならば、せめて自分の意見の
はっきりしていない子供に偏見を持たせてしまう教育
をやめるべきだろう。

（5）巡検をおこなったことで、新たに分かったこと
　韓国は日本と距離的にとても近い位置にあるので、
日本と似通った文化が多く、また近年減少傾向にある
が、日本からの観光客も多い。近年領土問題や慰安婦
問題などにより日韓の政治的な関係は悪くなっている
が、韓国の人と直接話をしてみると日本人に嫌悪感を
示す人は少ない。観光地では日本人の客を招くために
店員が日本語を習得していることも多い。特に今回交
流した高陽国際高校の生徒は、第三外国語に日本語を
選択していることも影響しているだろうが、日本に対
して好感を持っているように感じられた。しかしなが
ら意見交換会で議論をすると、政治・外交的な問題に
ついては日韓の人々の間で歴史認識が食い違っている

ことがたびたびあり、その認識の違いは議論を通して
も解消されることはなかった。この認識の違いこそが
日韓の最大の問題であるということを強く感じた。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　高陽国際生徒の生徒と交流して、あなたたちは何事
にも積極的であると強く感じました。交流会ではパソ
コンなどを使ってわかりやすく発表していたり、英語
を流暢に話していたりとその多才さには驚かされまし
た。フィールドワークでは事前に私たちが楽しめるよ
うな場所を調べてくれたことや、英語が苦手な自分と
も話をしてくれたことにとても感謝しています。高陽
国際高校の生徒たちは、深く考え、伝える力を持ち、
グローバルな人材となれる十分な力を持っています。
自分を鍛えることをやめないで、常に向上し続けてく
ださい。将来的に日韓関係を改善するのは私たちのよ
うな若い世代です。ともに日韓関係を解決するために
頑張りましょう。

　Through talking with you, I thought that you do 
anything actively. I was very surprised at your using 
computer well and speaking well. I want to say “あり
がとう” because you researched places where we can 
enjoy in advance when fieldwork, and even though I 
can' t speak English well, you spoke to me. Students 
in 高陽国際高校 have enough skill to be a global 
person. Never give up training yourself, and try to 
improve yourself continuously. People who improve 
the relationship between Japan and Korea are us. Let's 
try hard to make the solution.

【２年　鈴木　萌　SUZUKI MOE】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　交流会は驚きの連続だった。まず、皆フレンドリー
で私たちのことをとても歓迎してくれていることに驚
き、韓国の高校生の日本語のうまさに驚き、皆さんの
日本についての知識に驚いた。今回はいきなり会って
食事をするということで大分緊張もあり、受け入れて
もらえるのかと不安もあったが、会場に入ってコンニ
チハー！と挨拶されて、その不安は一気に吹き飛ん
だ。皆とても積極的に話しかけてくれて、色々な話を
したが、特に日本のアニメや映画、ドラマ、マンガな
どは本当によく知っていて、海外での人気を実感し
た。今は、インターネットを通じて映画もアニメも見
られるので当たり前と言えば当たり前だが、これだけ
日本の文化が受け入れられているのはすごいことだな
と思った。
　この交流会では、日本における韓国の存在以上に、
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韓国の人々にとって日本という存在は身近なものなの
ではないかと、話をしていて感じた。

（2）高陽国際委高校の生徒とのフィールドワークの内
容と、感じたこと
　まず、韓国の伝統的家屋である韓屋（ハノク）が密
集する北村韓屋村へ行った。北村韓屋村はもともと、
朝鮮王朝時代から王族や権力を持つ家門など高い身分
の人々の居住区であったため、上流層の住宅に見られ
る瓦作りの屋根が印象的だった。日本の家屋と少し雰
囲気は違うものの、構造自体はよく似ていて、町の様
子も自然に感じた。その後は市場や伝統的な通りを回
りつつ、屋台や店でパジョン（韓国式お好み焼き）、
オムク/オデン（韓国式おでん）、トッポキ、ティギム
（韓国式天ぷら）などを食べた。大人気のピンス（韓
国式かき氷）の店にも行くことができた。日本のかき
氷とは比べものにならないほどふわふわとした氷で、
寒さも感じずぺろりと食べてしまった。全体的に、味
つけや形は多少異なるものの、日本と似た食べ物が多
く、味付けも日本人の口に合っていて、とても美味し
くいただくことができた。バスや地下鉄を使っての移
動も結構多かったが、寄り道して韓国の高校生の生活
も垣間見つつ、とても充実したフィールドワークだっ
た。人も生活も、日本ととても近いものであることを
一番身をもって感じられた体験だった。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　歴史問題について、私たちの世代間ではそこまで大
きな溝があるというよりは、ちょっとしたすれ違いな
のではないかと、今回話をする限りでは感じた。また
現在の日韓関係については日本が嫌いなのではなく、
日本政府が嫌いというような発言も一部あり、関係を
向上させていくべき政府が逆に改善の足かせになって
いるような印象を受けた。やはり政府はもっと配慮あ
る行動をとるべきだと思った。ただ、全体を通して予
想以上に日韓のこれからに前向きな意見が多く、やは
り日本が認めるべき過ちは認め、その上で互いに思い
やりをもって歩み寄っていけば解決できない問題では
ないと感じた。
　反省としては、今回は通訳の方に頼っての会話が多
く、日本語にしかない言い回しもあったりして、自分
の気持ちを思うように伝えられないことが多々あっ
た。身ぶり手ぶりや何となく伝えることももちろん有
効だが、それだけでは伝わらないこともあるし、きち
んと自分の言葉で伝えられるようにしたいと思った。
英語は外国人とコミュニケーションをとっていく上で
基本となるものであり、もっときちんと勉強しなけれ
ばと身をもって感じた。

（4）巡検先でもっとも印象に残ったところ
　明洞ミョンドン＝結局４回も繁華街へ行って、思う
存分楽しむことができた。ソウル１の繁華街というこ
とで町並みも賑やかで人も多く、安い雑貨から高級ブ
ランド店まで様々な店が並んでいて、買い物も充実
だった。ただ何と言っても、現地の食べ物を楽しめた
ことが一番大きかったと思う。サムギョプサルやチヂ
ミといった王道韓国料理を始め、屋台も道の両側にと
ころ狭しと並んでいて、ついつい買い食いしてしまっ
た。中でも、黒砂糖やナッツをパン生地で包んで揚げ
たホットクというおやつは屋台でも多く売られてお
り、一番のお気に入りになった。アツアツをいただい
て食べると中からじゅわ～っと黒蜜があふれてきて、
たまらない美味しさだった。ぜひ日本の屋台でも売り
出してほしいと思った。
　また明洞に限ったことではないが、通りではあちら
こちらに日本語表記が見られ、日本語を話せる店員も
多く、ほとんど不自由なく日本と同じ感覚で回ること
ができた。日本のブランドやキャラクターも予想以上
にいろいろなところで見かけて、不思議な感じがし
た。明洞も、韓国と日本の共通点をたくさん見つける
場所になった。

（5）巡検をおこなったことで、韓国についてわかった
こと
　韓国は私が思っていた以上に様々な面で日本と似て
いる部分が多くて、改めて韓国と日本の距離の近さを
感じた。それは地理、環境的な面に加えて、良くも悪
くも植民地時代の影響を受け継いでいる部分もあると
いうことなのかなと感じた。また逆に、大昔は朝鮮か
ら伝えられた文化や技術によって発展してきた日本の
姿も垣間見ることができた。そして、ときには衝突し
ながらも互いに影響し合い発展を遂げてきた韓国と日
本の、切っても切れない関係の深さを感じた。だから
こそ歴史問題は根が深くなるし、なかなか一筋縄では
いかないことだということがわかった。でも、この問
題はやはりこのままうやむやにして済むことではない
し、今回の交流会のような本当に小さなことでも関係
改善への一歩に必ず繋がると思うので、増やしていけ
ればいいなと感じた。
　交流会や意見交換会では、韓国の学校では日本語選
択者が年々減っているなどという状況を聞いていただ
けに、実際向こうの高校生と話をしてみて、こんなに
も日本に興味をもって知ろうとしてくれていることに
驚いたと同時に、とても嬉しかった。逆に、私たちの
方こそ韓国のことをもっと知ろうとする姿勢が必要だ
と思った。相手を知ることで自分にもまた新たに見え
てくることがあるし、お互いを知ろうとする姿勢を持
つことでどんどん関係を深めていくことができる。私
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も今回、日本について紹介することで、逆に日本で生
活しているときには気づきにくい日本のことを新たに
発見できるいい機会になったと感じた。これは韓国に
限らず、これから世界の国々と関係を作っていく上で
日本人に必要な心構えだと思う。韓国はまだ文化や生
活様式も日本と似たところが多いが、そうではない国
との関係作りには、余計にそういったことが重要に
なってくるのではないかと思った。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　皆さんの手厚い歓迎とおもてなしに、感動しまし
た。おかげで最高の時間を過ごすことができました。
いろいろな話ができてとても楽しかったし、刺激にな
りました。歴史問題のことも、初めはどうなるのかと
少し不安もありましたが、皆両国の関係に前向きな意
見が多く、普通ではなかなか話しにくいこのような話
題も、この機会に話せてよかったと思います。皆と
だったら、これからの関係も必ず良くしていけると感
じました。また、皆さんの日本語は本当に上手で、日
本のこともよく知っていて、こんなにも日本に興味を
もって勉強してくれていることに驚くと同時に、とて
も嬉しかったです。私も今回韓国に来てみて、もっと
韓国のことを知りたいと思いました。そしてぜひ韓国
にまた来たいです。日本のことももっと勉強して、皆
さんが日本に来てくれたら私たちがしてもらったよう
にしっかり案内できるようにしたいとも思いました。
ぜひ日本でもお待ちしています。
　今回、韓国に来て皆さんと交流できたことは、忘れ
られない一生ものの経験です。韓国に行けて、皆さん
に会えて本当に良かったです。本当にありがとうござ
いました。

　I was impressed with your generous welcome and 
hospitality. Thanks to you, I spent a wonderful time! 
It was so fun to talk with you, and it aroused me. 
Although I was a little anxiety to talk about history 
issues, there were many positive opinions about 
relation between Korea and Japan. So I think  it was 
also good to talk about difficult subjects to discuss this 
time. And I  felt the relationship to Korea will surely 
go well.
　Additionally, I was surprised to your great Japanese 
and knowledge of Japan. And at the same time, I was 
delightful that you have been so interested in Japan 
and study about Japan. I want to know more about 
Korea and want to visit Korea again from this visit. 
Also, I'll study hard about my country so that I could 
give you the best guide if you come to Japan. We are 
really looking forward to your visit to Japan (^O^)

　It is my unforgettable experience for my life to 
communicate with you, and it was wonderful to visit 
Korea and to meet you. Thank you so so so much!!!!!

【２年　日比野智大　HIBINO TOMOHIRO】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　韓国人は、日本人の国民性や日本の漫画文化などに
ついて興味を持っているようだった。日本人の「本音
と建前」について、とくに不思議に思っているらし
く、説明を求められたが、普段意識していないだけに
説明するのが難しかった。プレゼンテーションのスラ
イドの切り替わり方や話し方などを見ると、慣れてい
るのだなというのが伝わってきて、こちらの拙い発表
を恥ずかしく感じてしまった。
　高陽国際高校の生徒はとても優しく、こちらのこと
をとても気遣ってくれた。日本語でも初対面の人間と
上手に話せない僕は何度も助けられた。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークでの内
容と、感じたこと
　まず、韓国の伝統村に向かった。韓国の伝統的な住
宅が並んでいる場所で、中国に近いような雰囲気を感
じた。雨樋から滴る水滴が凍っているのを見て、辛い
ものが食べたくなった。
　次にバスで市場に向かった。商店街のような外見
で、広い道の両側には高麗人参などを売る店や屋台料
理を売る店が並んでいた。途中で韓国版お好み焼きと
海苔巻を食し、韓国版から揚げを食した。いずれも高
陽国際高校の生徒が店の人と話してくれたので、とて
も助かった。旨かった。店の中で韓国の高層マンショ
ンの話をしたりした。最高で60～70階あるらしい。
　市場からチマチョゴリが飾られていたりする地下商
店街を見つつ、新しい店が集まっているところに行っ
た。最初は靴下の店で、女子が「安い安い」と言って
いた。値段は覚えていないが、柄はおもしろかった。
次に韓国料理店に行った。トッポッキや天ぷらっぽい
のや、もち米を豚の腸でくるんだのを食した。全体的
に辛みwith淡白といった感じで、温まった。そして雑
貨やアクセサリーが売られている店に行ったが、無関
心から外に出てしまった。後で、から揚げを食して班
員を待たせたことを思い出して後悔した。最後にカ
フェに行って、韓国のカキ氷を食した。日本よりとて
も豪華だった。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　歴史問題については、安重根が伊藤博文を暗殺した
ことと植民地支配が加速したことの結びつきについて
高陽国際高校の生徒に問われた。伊藤博文が暗殺され
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る前、閣議決定で植民地支配をおこなうことは決めら
れていたが、時期は未定だった。暗殺されると急進派
の政治家が台頭し、不正な支配が加速した。また時期
は未定であったが、伊藤博文は自治植民地を目指して
いた。もちろん、日本が韓国の政治に干渉しようとし
たことは伊藤博文暗殺に無関係であり、不正な支配を
行った事実には変わりないので、日本が支配してよ
かったということにはならない。
　韓国の現代の問題についても学んだ。韓国でも少子
化が問題となっており、子どものいる世帯の税率を下
げることで、保護者の負担を減らして少子化の対策を
しているようだった。教育の競争の激化については、
塾で効率的な勉強をしている生徒と対抗できるよう
に、公立学校でより充実した教育を施すべきだという
意見で一致した。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
　西大門刑務所記念館が最も心に残った。日本の支配
当時の拷問の様子や実際に使われていた死刑場などを
見た。48時間たちっぱなしにさせて拷問した装置など
を見て、どこまでも残酷だと思った。獄舎の隔たれた
壁を叩いて意思疎通したという話や、全土で支配に反
発していたという話を聞いた。刑務所でおこなわれて
いたことは国内では知られていたが、国外には情報規
制の影響で発信できず、完全に孤立していた中で独立
運動をしていたらしい。親日派の人が拷問のことなど
を知ったとき、どう思っただろうか。吹きっさらしの
獄舎は寒く、戸を閉めたとしても部屋は冷えただろう
なと思った。死刑場は教会のような雰囲気で静かだっ
たが、何人も死んだのかと思うとかえってゾッとし
た。途中見た、たくさんの独立運動家の顔写真を思い
出した。

（5）巡検をおこなったことで、韓国について新たに分
かったこと
　タプコル公園のレリーフには日本が植民地統治をし
ていた時代の独立運動に対する弾圧の様子が描かれて
いた。「やった方とやられた方ではとらえ方が異な
る」というのは事実だと実感した。
　書店のランキングコーナーには、日本人や外国人の
著書が並ぶ一方で、韓国人の著書は７位で初めてラン
クインしていた。その地域・その書店だけの話かもし
れないが、外国のものを国内のものより高く評価する
ような風潮が感じられた。日本の書店に呆韓論などの
本が並んでいる一方で、韓国の書店にそれらしき本
（反日の本）は見当たらなかった。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　「こっち！！」と先導しながら歩いてくれたこと、

「ヒビノ！！」と声をかけて写真を撮ってくれたこ
と、「ご飯食べないの？」と心配してくれたことなど
些細なことまで全部覚えています。全部ありがとう。
　また、とても忙しい中、僕らを案内するための準備
をしてくれて本当にありがとう。頼ってばかりだった
けれど、とても助かった。
　焼肉の時に「僕ら高校生が日韓のために実際にでき
ることって本当に少ないと思う。何ができるだろう
か？」と僕が聞いたら、「こうやって話し合って交流
することだ」と答えてくれた。正解だと思う。これか
らも連絡を取ろう。そして、この先何が起こっても大
事な友人のことを忘れないようにしようと思う。本当
にお世話になりました。

　I remember what you have led me while saying 
"follow me!!" , what you cared to me while saying 
“Don' t you eat rice?” and so on. Thank you for all 
delicate concern.
　You prepared very carefully in spite of having been 
busy. So, we were really happy.(I' m sorry for having 
fully relied.)
　When we ate grilled meat, I said “I think what we 
can do for Japan and Korea must be few. What can 
we do? ”. Then you answered “we can talk together 
and interact”. This is the very correct. Please keep us 
contact. Of course, I will never forget the important 
friends. I indeed became indebted.

【２年　山口玲衣　YAMAGUCHI REI】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　私は、今回の交流会をおこなうことに関して、初め
の方はあまり緊張を感じていませんでした。夏休みに
韓国の高校生と交流をしていたことや、自分が人と仲
良くなることが得意だと思っているからです。しか
し、そうは言うものの会場の席に着いてみんなと対面
した時、何を話そうか少し焦ってしまいました。この
緊張感は、新しいことにチャレンジする前のドキドキ
感と同じで、普段生活している中ではなかなか味わえ
ません。また、このような場面での経験が増える度に
慣れて感じなくなってしまうものだと思うので、私は
この感覚が大好きです。今、思い返しても鮮明によみ
がえるこの感覚は、私にとって宝物になったと思いま
す。
　また、韓国の高校生が韓国文化や次の日に回る場所
の紹介までパワーポイントで紹介してくれて、すごく
分かりやすかったです。私たちの紹介は写真を見せる
だけのものだったので、今後参考にしたいです。

－82－



（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
　フィールドワークでは三清洞、北村韓屋村、広蔵市
場に行きました。
　北村韓屋村は、私が以前から行きたいと思っていた
場所で、昔ながらの伝統的な町並みは自分がドラマの
中に入った気分になれました。ここでは、韓国の伝統
的なお茶の飲み方を教えてもらえる所があるそうなの
で、次回韓国に行く時はぜひ体験したいです。
　広蔵市場では、韓国の高校生の案内でオムク（おで
ん）とパジョン（韓国版お好み焼き）を食べました。
寒い中で温かい食べ物を食べると体に染みる感じがし
て、これは韓国だからこそ味わえるものだと思いまし
た。また、韓国、日本の高校生大勢で「おいしい！」
「マシッタ！」と言いながら食べたので、倍、美味し
く感じたのだと思います。きっと日本で同じものを食
べてもこんなに美味しく感じなかったと思います。こ
の市場には、私が今まで見たことがないような、豚足
や豚の鼻、白い肝？のようなもの、スンデなど、「千
と千尋の神隠し」のような世界が広がっていて、あぁ
私は外国に来たんだなと実感させられました。やは
り、その国の文化を知る方法の一つに「食」というも
のがあると思います。グローバル化が進み、スーパー
やコンビニなどで売られている食べ物には差が少なく
なってきています。しかし、このような現地に根付い
た市場に行くと、その国本来の食生活が見えて面白い
と思いました。例えば、韓国は日本と違って寒いので
その分暖かい食べ物の屋台が多いし、豚を使った料理
が多くありました。また海外に行く機会があったら、
その国の市場も訪れてみたいです。
　三清洞ではお土産を見たり、トッポギ、スンデを食
べました。前からスンデを食べてみたいと思っていた
私は、もちろんこれにチャレンジしました。いざ、目
の前にすると、黒い見た目に少し嫌悪感を抱きました
が、友達のスンヨンに勧められ、食べることができま
した。食べてみると、モチモチしていて、塩で食べて
も、トッポギのたれにつけても、とても美味しく、驚
きました。なんでもチャレンジしてみると良い発見が
あるなぁ、と思いました。また、清渓川の近くでパッ
ピンスも食べて、今までこんなに食べたことないと思
うほどお腹いっぱいになりました。こんなにソウルの
町を楽しめたのは韓国の高校生のおかげです。私たち
のために準備してくれたことや、まわる際に私たちに
細かく配慮してくれたことに、本当に感謝していま
す。もし、日本に来た時には、自分がぜひ案内したい
です。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　全体的に、もっと建設的な意見交換ができたらよ

かったと悔しさの残るものになってしまいました。ま
ず、自分の英語力がもっとあったら、わかりやすく相
手に話を伝えられたし、自分もしっかり相手の英語を
理解することができ、円滑な話し合いができたと思い
ます。例えば、小泉元首相が西大門刑務所で謝罪した
ことが話題に出ましたが、結局肝心な部分が話せず次
に流れてしまいました。なぜ謝罪したのに両国民が知
らずにいるのか、どのように謝罪をすれば韓国の人の
心に響くのか掘り下げられるとよかったです。おそら
く韓国の人が知らないであろう事実を、きちんと伝え
られなかったのも残念です。全体の流れとしては、歴
史問題ではなく、これからに目を向けた議論になった
と思います。他の班はこの会で歴史問題を深く掘り下
げたと聞きましたが、私は「自分の浅い知識で討論し
ても意味があるのか」「自分の価値観と相手の価値観
に差があるのに、それを納得させることはできるの
か」と考えていたので、この点に関してはあまり深く
議論しようと思いませんでした。なので、その部分で
はなく、日韓共通の問題点や、これから両国は共同で
何ができるのかを積極的に質問しました。しかし、そ
の中でも、歴史観での日韓の差を感じることは少なか
らずありました。例えば、私の「もし、日本が韓国を
植民地化しなくても他の国がしていたのではないか」
という意見に対して、「されていない可能性もあっ
た」という回答でした。私の意見自体、歴史は変わら
ないのに、もしという架空の話で、よくないものだっ
たかもしれませんが、一番差を感じられる場面でし
た。今回の意見交換会での成果は、言語の違いによっ
て、ここまで議論が難しくなると実感することができ
た点だと思います。将来、自分が外国の人と関わる際
には、言語の問題はもちろん、それ以上に文化の違い
を乗り越えることが大変だと思います。なので、今回
悔しかったことをバネに英語の勉強を頑張りたいで
す。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
　戦争記念館が印象的でした。まず、大きな建物と韓
国戦争の造形物が、駅から歩く途中に見えていて、す
ごく立派な印象を受けました。また、記念館の前には
韓国軍の建物があり、韓国が休戦中であり、軍を必要
としている、軍にお金をかけているということがすご
く伝わってきました。
　一番衝撃を受けたのは、屋外大型装備展示場とチャ
ムスリ357号艇です。日本にも自衛隊がありますが、こ
こまで大規模に航空機や装甲車が置いてある場所はな
いそうで、このように軍隊を強くかっこよくみせるこ
とで軍への入隊を促しているのか、と感じました。
　また、その点では建物内にあるシュミレーション射
撃場や戦場体験室があるのも同じだと思いました。パ
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ンフレットには、射撃場で子供が銃を握っている写真
が写っています。これは一見楽しいゲームかもしれま
せんが、よく考えると戦場に行くことを推奨している
ようで、背中がぞっとする感覚を覚えました。
　日本では、戦争はいけない、決して繰り返してはい
けないとされています。しかし、国、法律が違えばこ
んなふうに変わってくるのかと感じました。日本に兵
役がないこと、軍がないこと、戦争がずっと起きてい
ないこと、これらのことが幸せで平和なことだと改め
て見つめ直すことができました。
　今回は時間が少なく、深くこの記念館を見ることが
できず残念でした。もし、今度ここを訪れる機会が
あったら、ベトナム戦争がどのように展示されている
のかもしっかり見て、日本の靖国神社の遊就館と比較
したいです。

（5）巡検をおこなったことで、新たに分かったこと
　私は今回の旅で韓国の人がとても優しいと感じまし
た。私が明洞の町で道を訪ねると、どの人も親切に対
応してくださりました。その中でも、明洞から少し外
れたところにある薬局のおばさんは、道を尋ねると場
所がわからないにもかかわらず、携帯を取り出して
マップで道を調べたり、周りの人に場所を聞いたりし
てくださいました。そのおかげで私はきちんと目的地
に行くことができ、とても感謝しています。
　行く前までは、日本はおもてなしの国であり、日本
の店員さんが１番親切だと思っていた私にとって、新
たな発見であり、韓国に対する印象が変わりました。
明洞自体が観光地であり、外国人の対応に皆慣れてい
るからかもしれませんが、日本の東京ではもっと冷た
い対応だと思います。
　このような体験を通して、国の印象を決めるのは、
やはりその国に住んでいる人だと思いました。現地の
人にいろいろな人がいるとしても、やはり関わった人
の影響は大きく、外国人からしてみれば、その時にそ
の外国人と話したことが、そのままその国の印象にな
ると思います。もし、私が日本で道を聞かれたら自分
ができる精一杯の対応をしたいです。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　初めに、韓国の高校生に伝えたいのは「ありがと
う」という言葉です。今回の巡検でいろいろな所に連
れて行ってくれたことはもちろん、私たちのつたない
英語にも親身になって答えようとしてくれました。そ
の他にも、私たちが話しやすいような空気作り、交流
会でのわかりやすいパワーポイント、学校訪問の際の
発表は、すごく準備をされていたことに驚いたし、と
ても感謝しています。
　特に、学校訪問をした時、皆で一緒にしたゲームは

本当に楽しかったし、嬉しかったです。皆で盛り上
がっていると、同じ時間に同じ楽しいという気持ちを
共有することで、一体になれた感じがしました。教え
てもらった「共同墓地ゲーム」は日本の友達とも是非
遊びたいです。
　今回の出会いは、普段の学校生活ではなかなかでき
ないものであり、韓国に来て本当によかった。仲良く
なれてよかったと思いました。私にとって、韓国の皆
は日本の友達と何ら変わりがありません。
　しかし、これからもっと仲良くなりたいと思ってい
る私は、深く関わっていく時に、日韓での友達に対す
るギャップに悩むかもしれません。ですが、その時に
はお互いにどうすればよいか伝え合い、考えていけば
よいと思います。例えば、日本人に関して、「本音」
と「建前」というトピックがありますが、私自身はそ
れをしている自覚はあまりなく、比較的本音を伝えて
いると思います。私の周りの友達は、建前を言ってい
たとしても我慢できるからこそ、建前を言っている
し、本当に嫌なら韓国の人と同じように少なからず出
てしまうと思います。なので、私は全員の日本人がそ
うだと、疑心暗鬼にならないでほしいし、頭の片隅に
おいておくだけでよいと思います。また、私に気にな
る部分をみつけた時は、韓国文化とともに是非教えて
ほしいし、私も日本文化について話します。私はこれ
を本当に分かり合えるチャンスだと思っています。
　最後に、大好きなスンヨン、ジョンミン、ギュン
ファ、ダヨン、シフンをはじめとする班の皆、高陽国
際高校の先生、生徒の皆の繁栄を祈っています。次に
会う時には、成長した私を見せられるように頑張りま
す。また会いましょう。　　　　　　山口玲衣より

　First, I have a word that I want to tell Korean high 
students is "thank you". Of course Korean high school 
students took me to many places in this acticity, and 
tried to answer our clumsy English.Besides, they made 
air such as we can talk, easy to understand 
PowerPoint in exchange meeting, and in the school 
visit I was surprised that had been a very ready. I am 
very grateful.
　In particular, when I visited school, I was really fun 
to play the game with everyone, and I was 
happy.When we came alive, to share the feeling that 
same fun at the same time, i felt that was united. I 
want to play "cemetery game", you taught me, with 
Japanese friends.This encounter is one we can't be 
quite in everyday school life, was really good to come 
to Korea. I though that it was nice to get along. For 
me, all of Korean student does not have any change 
with my friends in Japan.
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　However, I want to get along more with you, when 
we get involved deeply, we might suffer from gap for 
friends in japan and Korea. but, that is when it is 
mutually tell what to do with each other, and think. 
For example, there is a topic that the "real 
intention"and"supposedly" in Japanese, I don't have 
aware of doing it,I would have told the relatively real 
intention. If around my friends say the supposedly, 
they can have patience. And I think that it would 
come out not a little in the same as the Koran people, 
if they really hate. So, I don't want you to think all 
Japanese people do that, I think it is only keep in a 
corner of the head. Also, when you find a anxious 
part of me, to want to tell is with Korean culture, I 
also talk about Japanese culture. I think it's a chance 
to really understand each other. and precisely because 
it can also be put up as had said the polite fiction, and 
to have to say a polite fiction and I think that it would 
come out not a little in the same way as the Korean 
people If you really hate. So, I do all of the Japanese 
people please do not become a paranoia that it is so, I 
think it is only keep in a corner of the head. Also, 
when I do find a part anxious, to want to tell us with 
Korean culture, I also talk about Japanese culture. I 
think it's a chance to understand each other this 
really.
　Finally, my favorite Seung yeon, Jeong Min, Gyung 
hwa, Da young , everyone group , including Si hun, 
Goyang international high school teachers and 
students , I hope everyone of prosperity. The next 
time we meet,  I try to hard to be able to show you 
my grown. We'll see.  （From Rei Yamaguchi）

＜５班＞
【１年　村瀬友宏　MURASE TOMOHIRO】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　まずは高陽の高校生たちのコミュニケーション力の
高さです。はじめ、緊張して話すことができませんで
したが、すぐに話しかけてくれて仲良くなることがで
きました。プレゼント交換は日本らしさが出るような
プレゼントを持って行きました。高陽の生徒からのプ
レゼントもとても面白くうれしかったです。どんな内
容ででも全員と話すことが目標でしたが、一日目はや
はり緊張していて、できませんでした。しかし、二日
間一緒に行動した中で、全員と話すことができたので
自分のノルマを達成できたと思います。どの人も親切
で男女分け隔てなく会話ができ、話していて飽きるこ
とはありませんでした。英語も、わからなかったとこ

ろはわかりやすい言葉で伝えてくれたのでうれしかっ
たです。私の周りでは異性と会話することが苦手な人
が多いのですが、今回の韓国の人たちは全くそのよう
なことはなく、だれとでも話して盛り上がることがで
きて素敵だなと思いました。
　食事でも違いを感じることがありました。私の皿に
パンが一つだけ残っていた時、ウエイターの方が韓国
語で私に話しかけてきました。何を言っているのかわ
からなくてぽかんとしていると、隣の席の高陽の人が
「皿を片付けてもいいか？と聞いているよ」と教えて
くれました。私はあわてて残ったパンを口に入れ、ウ
エイターの方に皿を渡しました。内心、「なんでまだ
残っているのに皿を片付けようとするんだ」と思って
いました。すると隣の高陽の人が突然笑い始めまし
た。困惑していると、彼女はこう言いました。「韓国
では無理して全部食べなくてもいいのよ」と笑顔で教
えてくれました。そこで初めて私は思い出しました。
韓国では日本と違い、食事を残さず食べるという習慣
はないということを以前聞きました。肌で異文化体験
をして、とても貴重な経験になりました。やはり韓国
の習慣に合わせるべきだったと思いました。自分がも
しフォークでうどんやそばを食べる外国人を見たら違
和感があると思います。その国に行ったらその国の文
化を学んで、できる限りのことはすべきだったなと感
じました。グローバル化が進み、国と国の壁がなく
なったとしても、やはりその国がもともと持っている
“文化”というものは守り、大切にしていかないとい
けないのだと感じました。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
　東大門市場とソウルタワーに行きました。たくさん
のおいしいものを食べることができ、たいへん満足し
ています。韓国の高校生の日常に触れられたような気
がしました。日本の高校生とはまた違い、オシャレだ
なぁと感じました。東大門市場は朝早かったので、ほ
とんどのお店が閉まっていて少し残念でしたが、温か
いものを食べたりみんなと話したりしてとても楽し
かったです。トッポッキやスンデ、ヤンニョムチキン
はどれも初めての味でおいしかったです。トッポッキ
はとても辛く感じたのですが、高陽のみんなは甘いと
言っていてびっくりしました。とても寒い中で食べた
温かくて辛いものはとてもおいしく、体が温まりまし
た。その後で行ったソウルタワーからは、ソウルの街
を一望することができ、思わず写真を撮ってしまうく
らい美しかったです。日本の東京のように高いビルが
いくつも建ち並び、圧巻でした。外国人も含め多くの
観光客でにぎわっていて、素晴らしい観光地を紹介し
てくれた高陽のみんなに感謝しています。その後の巡

－85－



検の最中にも何度もソウルタワーを見ることができ、
タワーで皆と写真を撮ったことを思い出すことができ
ました。ホテルに戻る時はバスで乗り過ごしてしまっ
たりしました。しかしそれも仕方がないなと感じまし
た。ものすごく大量のバスが次から次へとバス停に来
ていて、瞬く間に行ってしまうので、どのバスに乗れ
ばホテルにつくのか全く分かりませんでした。日本に
はバスの路線や地下鉄の路線を熟知している人がいた
りしますが、韓国で全部覚えるのは難しいだろうなと
思いました。一日、韓国の有名な観光スポットに連れ
ていってくださり、本当にありがとうございました。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　険悪なムードになることなく意見を交換することが
できたと思います。今回の意見交換会を通して、政府
の見解が国民の見解とは限らないのだということを改
めて知りました。英語での討論は初めてだったのでと
ても心配でしたが、全く理解できないということはな
かったのでよかったです。グローバル化している今
日、英語で他国の人々との意見のやりとりはごく当た
り前のことだと思います。高校生の段階でのこのよう
な経験ができたことはとても有意義だったと思いま
す。
　討論は、事前にどんなことを言われるのだろうとい
ろいろと対策を練りました。とても不安でしたが、い
くつか発見がありました。まず、歴史認識の問題で
は、私は被害者と加害者の関係なのだから妥協点を見
つけることは無理だと思っていたのであまり発言をす
ることができませんでした。しかし班のみんなは積極
的に意見を言っていて尊敬しました。話を聞いている
と、両国ともこの問題を解決しようと努力しているの
だなと感じました。中でも共通の教科書を作る、とい
う意見はいい考えだなと思いました。西大門刑務所
で、私は歴史問題に対する日本と韓国の視点の違いに
気づきました。共通の教科書によってお互い“正し
い”認識をするべきなのだと改めて思いました。日本
と韓国のお互いのイメージについて、というテーマで
は、新たに気づかされたところもありました。他人か
ら言われて初めて自分のいいところを見つけることが
できるというような感じでした。また自分自身、高陽
のみんなと一緒にいて感じたことがあります。それは
儒教の教えが韓国の人々に浸透しているということで
す。討論の最中やフィールドワークの時でも、さりげ
ないところで思いやりの精神を感じました。また、相
違点もありました。隣国同士でもやはり物事のとらえ
方が全く違うところもあり、そう感じるたびに、世界
がわかりあうことは難しいのだなと思いました。その
ようなとらえ方の違いを受け入れられて、自分自身の
考えに新たに活用できるような人間になりたいと感じ

ました。様々な方向から物事を見ることで、自分の本
当の意見を見つけることができるのだということも学
びました。これからの日常生活の中でも、一つの物事
をいろいろな角度からとらえることができるように、
日々努力していこうと思いました。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
　西大門刑務所です。日本の植民地支配に対して抱い
ている感情を強烈に感じました。
ａ日本が行った拷問をマネキンを用いてリアルに表現
している。
ｂ“日露”戦争を“露日”戦争と表記していた。
ｃまだ幼い子どもも大勢で見学に来ていた。
これが私が感じたことです。
　まずａについてです。日本がおこなった水責めや囚
われていた人々のいた実際の部屋、死刑場、収容され
ていた人々の名前など、だれでも日本が卑劣なことを
したとわかるものでした。過激だとは思いましたが、
韓国の人々がどれだけつらい思いをしてきたか、うか
がい知ることができました。そしてそのつらさを後世
へ伝えようとしているのだなと感じました。
　次にｂについてです。日本の教科書と韓国の教科書
の内容がずいぶん違うことは知っているつもりでし
た。しかし表記の仕方にもかなり違いがあることがわ
かり、驚きました。日帝の植民地支配に対しての反感
が書き連なれていて申し訳なく思うのと同時に、日帝
がいかにひどかったかわかりました。
　最後にｃについてです。これは一番心に残ったこと
でした。最近ニュースで“反日感情“という言葉をよ
く聞きます。実際に西大門刑務所を訪れてみて、この
様子を見たら日本のことが嫌いになってしまうだろう
なと思いました。そう思っている中で、大人よりも子
どもの方が多いことに気づきました。しかも幼稚園児
くらいの子どもです。正直とても驚きました。日本で
は修学旅行として広島の原爆ドームを訪れる学校もあ
ります。しかし見たところもっと幼いのです。十数人
の子どもに一人の引率者が付き添い、見物していまし
た。反日教育をしているとは思いませんが、おそらく
刑務所の様子を見た子どもたちの感想は「日本はひど
い国だ」だと思います。もちろん自分の考えなので、
あの子どもたちが実際どのように思っているのかはわ
かりませんが、日本人として誤解はしてほしくないな
と思いました。確かに植民地支配というむごいことは
しましたが、今は違うということをわかってほしいと
思いました。
　戦争のこと、日本の植民地支配のこと、忘れてはな
らないことがたくさんあります。そのことをいろいろ
な意味で痛感した西大門刑務所でした。
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（5）巡検をおこなったことで、新たに分かったこと
　私の巡検に行く前の韓国のイメージは、セウォル号
の事件から感情を素直に表に出すこと、加えて伝えた
いことははっきりと言うこと。日本人は相手の顔色を
窺って言いたいことを我慢するが韓国人はそうはしな
いということ、そのためすぐに言い争うことがあるけ
れど、それは日本のように悪い意味ではなく、きちん
と自分の気持ちを相手に伝えているからなのだと聞き
ました。また大学修学能力試験の様子をニュースで見
て、勉強に対して非常に高い意識を持っているのだと
思いました。
　実際に韓国に行って新たな発見というものはたくさ
んありました。高陽のみんなとの二日間は特に幸せで
楽しいものになりました。中でも一番印象が変わった
こと、うれしかったことは、とても思いやりのある人
たちだったことです。自分はすぐ相手の顔色を窺って
行動してしまいがちなので、行く前に聞いていたイ
メージでは韓国人は少し怖い存在でした。しかし実際
は全くそのようなことはなく気さくで優しい人たちば
かりでした。最終日の最後、バスに乗り込む際に泣い
ている人を見た時は、感受性が豊かで素直なのだなと
改めて思いました。
　勉強についてはもともとかなり意識が高い国だと
思っていましたが、韓国にいると想像以上でした。高
陽国際高校は高校とは思えないほど施設がしっかりし
ていて、勉強する環境がこれ以上ないほど整っていま
した。かなり長時間勉強することは聞いていました
が、本当に就寝時間が夜中の一時で、それまで勉強し
ているとは思っていなかったので、驚いたと同時に、
自分も負けないように勉強しようと思いました。
　高麗大学では、まず敷地の大きさに驚きました。日
本の大学もいくつか見たことはありましたが、比べ物
にならないほど大きかったです。内部も自習室をはじ
め様々な設備があり、効率的に勉強できる空間が整っ
ていました。大学生の人たちも自習室や図書館などで
精力的に勉強していて、尊敬しました。また電車内で
も大学生くらいの人が勉強しているのを見ました。日
本でも通学時に勉強している人を見ますが、韓国でも
同じような光景を見ることができました。日本に戻っ
ても韓国の学生の意識を忘れず、一生懸命勉強してい
こうと思いました。まさに百聞は一見に如かずで見て
初めてわかることがたくさんある巡検になりました。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　感謝してもしきれない思いです。初めて会った交流
会の時、緊張して何もしゃべれなかった私に気さくに
話しかけてきてくれて、とてもうれしくかったです。
プレゼント交換でもらった冷麺はとても面白く、みん
な笑顔になれました。フィールドワークではソウルの

観光地を案内してくれて、一生忘れられない思い出に
なりました。撮った写真を見返すたびに、もう一度み
んなに会いたくなります。その後の意見交換会では韓
国の人が日本をどのように見ているのか知ることがで
きました。お互いの意見を共有できてとても有意義な
時間になりました。
　最後の学校訪問では、わざわざ日本語の学校紹介ビ
デオを作って下さり、とてもわかりやすく理解するこ
とができました。高陽の人たちとのゲームはとても面
白く、でも疲れました。みんな面白く、すぐに盛り上
がることができました。図書館でもやさしく話しかけ
てくれた同い年の人とも話すことができました。ほん
の少ししか話すことができなかったので、またいつか
どこかで彼女に会いたいなと思えるような人でした。
グラウンドで班のみんなと再会できたときはなぜか安
心できました。最後の集合写真は今回の旅のとてもい
い締めくくりになりました。本当にわずかな時間しか
一緒にいることができませんでしたが、たくさんの思
い出ができました。私も頑張って勉強して、将来、仕
事などでまた会うことができたらいいなと思います。
できることならもっと早く、名古屋で会うことができ
たらよりうれしいです。

　Thank you so much. I had a great time that I have 
spent with you. If one wish come true, I would want 
to meet you again. Then take care of yourself. See you 
again.
 

【１年　宇高綾那　UTAKA AYANA】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　やはり日本の英語教育は実際の会話の場面ではあま
り役に立たないものだと思った。高陽の生徒たちに比
べて自分たちの英語力ははるかに劣っていたように感
じる。言葉がしっかり話せない状況では自分の思った
ことをうまく伝えられなかった。さらに会話すること
に臆病になってしまっていた。ただでさえ日本人は内
向的であり、発言するのが苦手と言われるが、このま
までは国際的な場でどんどん遅れをとっていってしま
うことになると思った。グローバル化が進む中、日本
でも英語で自分の意見を伝えるような教育を進めてい
く必要があると思った。高陽の生徒からたくさんの刺
激を受けることができた。

（2）高陽国際委高校の生徒とのフィールドワークの内
容と、感じたこと
　フィールドワークでは東大門市場、ソウルタワーを
訪れた。初日は緊張もあったがフィールドワーク中は
高陽の生徒と会話を楽しむことができた。やはり英語
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では自分の思いを伝えることは難しかったけれど、お
互いになんとか意思の疎通をはかることができたのは
貴重な経験になった。
　東大門市場は朝早かったためあまりにぎわいはな
かったけれど、伝統料理を売る屋台など韓国の民衆に
根付いた文化や生活を少し知ることができた。一方で
ソウルタワーは近代的な造りでまったく違った雰囲気
を楽しんだ。地下鉄やバスを利用して町を移動した
が、街並みや生活は日本とあまり変わらないような気
がした。韓国はとても魅力のある国でまた訪れたいと
思った。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　韓国人は歴史問題については感情的になるというよ
うな話を聞いていたが、冷静に交換会を進めることが
できた。自分たちの中で韓国に対する偏見が少なから
ずあったのかなとも思った。このように実際に会話し
てみないとわからないことはたくさんある。マスコミ
の流す偏った報道に惑わされず、お互いを理解しよう
と努めれば、日韓の関係はよりよくなっていくのでは
ないだろうか。
　歴史問題はやはり解決の道を見つけるのは難しかっ
たが、日本と韓国の認識の違いについては十分話し合
うことができたのではないかと思う。こちらの想像し
ていたものと韓国側の望む謝罪のかたちが違うことも
あって、こういった点をさらに深く探っていけば妥協
点を見つけることも可能なのではないかと思った。個
人の範囲では衝突もなく話し合いを進めることができ
たのに、国家間で大きな問題が発生してしまうのは、
やはり政治家たちの責任ない行動が原因なのだろうと
思った。韓国人は日本政府に一貫した謝罪を望んでい
た。もっと国民が日本政府に対して責任を持ち、日本
という国として真摯に謝罪を続けて行けば、日韓は隣
り合う国としてよい関係を取り戻すこともできるので
はないだろうか。

（4）巡検先でもっとも印象に残ったところ
　もっとも印象に残ったのは高陽国際高校である。韓
国の学生たちがどれだけ熱心に教育を受けているか、
話で聞いていた以上に感じた。自分たちとの環境の違
いに驚いたし、大きな刺激を受けた。韓国では教育熱
が高まり、子供たちの幸福度が下がっていると聞い
た。日本も学歴社会であり、韓国と同じような問題が
発生している。しかし教育レベルが高いことは非常に
良いことだと思うし、勤勉な国民性は国にとって大き
な財産になると思う。両国が協力して、子供たちが目
標を持って学習に取り組めるような環境を整えていけ
たら良いと思う。
　また韓国の伝統的な建造物も印象に残っている。宗

廟や景福宮の建築様式は日本にも似通う部分があっ
て、日本が古くから朝鮮文化に影響を受けてきたこと
を感じた。宗廟には先祖の魂が通る道があり、やはり
韓国には儒教の心が深く根付いているのだなと思っ
た。現在までそれが受け継がれているというのはとて
も素晴らしいことだと思う。

（5）巡検をおこなったことで、韓国についてわかった
こと
　巡検をおこなう前は、韓国は反日感情がとても強い
国だと思っていた。しかしそれは私自身の偏見であっ
たのだと思う。実際に町を歩いていても韓国人から反
日感情を感じることはいっさいなかった。現在ネット
では互いの国を侮蔑するような過激な書き込みがあふ
れている。それらの多くはまるで本当のことのように
書かれていて、互いの反日・嫌韓の感情をあおってし
まう。そういった偏った情報に騙されたり惑わされた
りせず正しい判断をしていくことが私たちには求めら
れているのだろうと思った。今回の巡検を通して、互
いの国を少しでも深く理解できたと思う。この経験を
生かして今後日韓の関係をより良くしていけるような
正しい行動選択をしていきたいと思う。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　今回の意見交換会を通して、たくさんのことを学ぶ
ことができました。とても貴重な経験になりました。
韓国を訪れてから改めて知ることがとても多く、自分
の考えも大きく変わりました。またみなさんとお会い
して、さらに話し合いを進めることができたらいいな
と思っています。また、ぜひ日本に来て日本について
も知ってもらいたいです。今後日韓の関係がより良く
なっていくことを願っています。ありがとうございま
した。

　Through this exchanging of opinion, I learned a lot 
of things. It was a very precious experience. After 
visiting Korea, I knew a lot of things about Korea, and 
changed my mind. I want to meet you again, and have 
deeper discussions. Also I want you to come to Japan, 
and know about our country. I hope the relation 
between Japan and Korea gets better. Thank you.

【２年　金原弘季　KANEHARA HIROKI】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　交流会でまず驚いたのは、なんといっても彼らの英
語力である。日本と韓国では英語の教育方針が異なる
ということは聞いたことがあるが、その違いがここま
で明確に表れるのだなと身をもって知った。彼らの話
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し方は、韓国語を頭の中で訳しているというよりは、
英語で考え英語で話しているように見えた。こちらの
英語が伝わらないことがあったので、発音の練習は重
要だと思った。
　また、日本人と韓国人の民族的な違いもはっきりと
感じることができた。交流会資料の中に、様々な項目
が並べられていたが、おおむねその通りの反応であっ
た。特に顕著だったのは、ジェスチャーである。手や
体だけでなく表情まで使っていた。この話題を共有で
きたらなかなか面白かったのではないかと思う。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
　２日目のフィールドワークでは、まず東大門市場に
行った。韓国生徒の案内でトッポギを食べることに
なったが、まあ辛い。ひと口だけで絶大な破壊力を
持っている。１つも食べれば十分であった。それを彼
らは「It' s sweet.」と言いながら食べていたので、味覚
の違いをまさに身をもって体感した。韓国の伝統的な
ソーセージもいただいた。
　その後はバスに乗り、南山タワーへ行った。タワー
のふもとにはソウルの守り神である「ヘチ」の像が
立っていた。全身落書きだらけだったが、これも韓国
では当たり前なのだろうかと思った。南山タワーは高
さ236.7ｍで、タワー自体はそれほど高くはないが、丘
の上に立っていたので町中を眺めるには十分であっ
た。東京タワーやスカイツリーとは異なり、タワー上
部にかなり大きな展望デッキがあったので、タワーを
見たとき倒れそうだなと思った。展望台まで登るため
のエレベーターの内部は側面が鏡で、天井にはスク
リーンが設置されていた。展望デッキから眺めると、
予想より多くのビルが並んでいて驚いた。山が見えな
ければ東京と同じ雰囲気だったと思う。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　会は予想していたほど熱くはならず、意見交換会と
呼ぶにふさわしいものであった。ゼミでも韓国留学生
を隔週で呼んで討論をしているが、やはり韓国在住の
高校生の意見は新鮮であった。歴史認識問題に関して
は、白熱した議論になると思っていたが、互いに相手
の状況を理解して問題を解決しようという姿勢が見ら
れ、彼らは自らが国の重役となって問題を解決したい
と言っていた。
　この会を通して、英語で討論をすることの難しさを
学んだ。学校の英語の授業でもスピーチやペア練習が
あるが、授業では絶対に学べないものが学べたので良
かったと思う。
　お互いの意見が著しく異なっているというトピック
はなかったが、意見が合うトピックはいくらかあっ

た。共通していた意見の１つは、歴史認識問題に対す
るアプローチとして、共通の歴史の教科書を作成する
ということである。やはり、国民が正しく相手の状況
を理解していないということを共通で認識していて、
それに対する策としてこれがあげられた。また、互い
の文化的交流をもっと盛んにするべきだという意見も
一致した。現在の両国の若者はそれほど考えているこ
とが違っていないのではないかと思った。

（4）巡検先でもっとも印象に残ったところ
　巡検先で最も心に残ったところは３日目に訪問した
高麗大学・安岩キャンパスである。特に印象に残って
いるのが「建物」と「制度」である。
　建物の内装や外の雰囲気は、韓国らしい雰囲気がそ
れほどなかったためか、アメリカの大学に似ているな
と思った。最近の新しい建物は韓国の大企業から寄付
されたものだという。韓国国内ではグローバル化に対
応することがそれほど重要なのだろうなと改めて感じ
た。
　この大学には「International Summer Campus」と
いう制度があるが、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの
有名教授の講義が国内で受けられるというのは素晴ら
しいと思った。また、講義が英語でおこなわれるとい
うことから、やはりグローバルな人材の育成に力を入
れていることもわかる。

（5）巡検をおこなったことで、韓国について新たにわ
かったこと
　まず、驚いたのは仁川空港の規模の大きさである。
ハブ空港といわれるだけあって、ゲートの数も多く、
迷ってしまうほどだった。実際に帰りは迷った。空港
の外に出ると、予想以上に寒かった。実際に氷点下の
日が当たり前だと高陽国際高校の生徒も言っていた。
その寒さのせいか、街の至る所に辛い料理の店が並ん
でおり、辛い物が苦手な私は店を探すのに苦労した。
お店では付け合わせでキムチが出される。これも韓国
に行ってみないとわからなかったことである。韓国は
物価が安いというイメージがあるが、バスなどの公共
交通手段の運賃の安さには驚いた。例えば南山タワー
へ行くときのバスは運賃が無料だった。観光名所では
様々な店があるが、日本語を話すことのできる人が多
いことにも驚いた。観光地ゆえだとは思うが、日本の
観光地で韓国語を話せる人がこれほどいるかは疑問で
ある。観光地では何やら棒のようなものを持った人が
たくさんいた。のちにその棒は「自撮り棒」だという
ことがわかった。フィールドワークでもグループの人
がやたら自撮りをしており、韓国では自撮りが流行っ
ているのかと思った。また、５日目の交流会で韓国の
伝統的な遊びをいくつか教えてもらうことができた。
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様々な発見があったが、日本人が韓国にはまる理由が
なんとなくわかるような気がした。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　Thank you for guiding us on our field work. We 
went to many places and I got to like Korea. 
　In the meeting, we exchanged a lot of opinions and 
I was abele to have a very beneficial time. I think that 
mutual understanding is necessary to solve the 
historical awareness problem. We need to increase the 
number of opportunity for cultural exchange such as 
our meeting to understand each other. 
　The last day, we visited your school. I was envious 
of your school since it has a big ground and clean 
school buildings. Our school buildings are relatively 
clean but not as clean as yours.
　I hope to see you again in Japan next time. Thank 
you.

【２年　柴田紗英　SHIBATA SAE】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　韓国巡検に行く前に、韓国人は日本人と性格や考え
方に違いがある、また、英語がペラペラだと学んだの
で、仲良くなれるかどうか、英語が通じるかどうか不
安もありましたが、実際会ってみると男女関係なく楽
しく話すことができて、本当に楽しかったです。私は
英語が苦手ですが、英語が国境を越えてくれるなら、
もっと勉強したいと思いました。韓国人は男女の仲が
とてもよくて、どうして？と聞いたら、女の子が班の
男の子のことを「彼は男じゃないの。ただの人間よ。
違いなんてないわ」と言いました。羨ましくて、一番
印象に残っている言葉です。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
　フィールドワークでは、東大門の市場と、海抜
479.7mのNソウルタワーを見学し、様々な味のかき
氷、ヤンニョムチキン等を食べました。韓国人は本当
によくもてなしてくれて、いろんなものを買ってきて
くれたり、話してくれたりしました。でも韓国の食べ
物は全体的に辛くて、私は辛いのが得意ではないの
で、あまり食べられませんでした。私たちが辛いと思
うものを韓国人は甘いよと言っていたので、舌の感覚
が違うのかなと思いました。前菜二品を比べてどちら
が辛いと聞いても、どっちも甘いよと言われ、とても
驚きました。
　少し残念だったこともあります。地下鉄の駅にホー
ムレスがとても多かったことです。学歴社会の反映で

しょうか。露店が多いことに関係があるのかはわかり
ませんが、ダンボールの家、靴、極寒の中で毛布１枚
で寝ている人が何人もいることに驚きを隠せませんで
した。日本にもホームレスがいるので、これも両国が
解決しなくてはならない問題だと思いました。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　両方の知識の不十分さを痛感しました。私自身、今
回の意見交換によってはじめて知ったことはとても多
いです。日本にいると、メディアによるごく僅かな、
おおまかな、そして良くない印象をあたえるニュース
ばかり耳に入ってきます。そんな情報によってマイナ
スなイメージをもってしまうことも多いですが、韓国
について深い知識もない多くの日本人が勝手に韓国に
対する偏見を持っていたことを反省しています。それ
と同時に、韓国人も日本に対する知識に不足があると
思いました。現場の人の声は、どんな記事よりも分か
りやすく、直接心に刺さります。国境、言葉、文化な
ど、様々な障壁があるかもしれません。だけど、政府
だけでなく１人１人が面と向かって話しあわなければ
なにも伝わらないし、なにも分かりません。このよう
なことを実感した私たちからでも、韓国に対する考え
方を変えていかなければと思います。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
　戦争記念館です。兄弟の像が映し出す国土分断によ
る悲劇、日本ではありえないが、実際使われた戦車や
爆弾を落とす飛行機の展示、まだ戦争中であるという
事実をけっして忘れさせない、見るに堪えない展示で
した。街並みは平和なのに、いつかまた戦争がおこる
かもしれないという恐怖、無惨さ、そしてそのためで
はないかもしれないが、兵役に行かなければならない
男子の心情ははかりしれません。あの戦争記念館に、
戦争の歴史がこれ以上刻まれないことを祈る限りで
す。

（5）巡検をおこなったことで、新たに分かったこと
　１つは、私たちが韓国人に対して、自ら壁を作りす
ぎではないかということです。韓国と聞いただけで、
コミュニケーションでさえもすることをためらってし
まいがちです。話さなければなにも改善しないのに、
私たちは偏見によって自ら悪い方向にもっていってし
まうことが多いと思います。その１つの原因は、それ
ほど日韓関係の改善に興味がないからではないかと思
います。確かに今の両国の状況では、なにもしなくて
も国民にさほど被害や危機感をあたえないかもしれま
せん。しかしこのままでは、今がそうであるように、
これからも日韓でぶつかり合う問題は根強く残ってい
くとおもいます。だからこそ、まず韓国に対する自ら
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の壁を取り外さなければいけないと思います。今回、
話すことで、お互いの合点、食い違いが明らかになる
ことを実感しました。これからも問題点を話し合うこ
とができたらいいなと思います。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　私は、日韓間の問題の内容を正確に理解していない
ことを理由に、韓国にたいして良いイメージを持って
いませんでした。しかし、今回の巡検を通してそのこ
とをとても反省しています。しかし、それは韓国もま
た同じなのではないかとも思いました。些細で、不確
かな偏見が、日韓間の問題をさらに悪くしていると、
今回の意見交換で改めて思いました。今回高陽高校の
人たちと話すことで、コミュニケーションから広がる
日韓の真の友好の実現を、わずかながらも自分で確か
めることができ、本当に感謝しています。私たちから
でも、日韓関係の改善のために、これからも様々な関
わりが持てることを期待しています。本当にありがと
うございました。

　I had bad and dangerous image about Korea, before 
I went to Korea, because of  problems between Japan 
and Korea about which I had not known well. But I 
reflected  on that, and I think it is also a problem to 
come under Korea. I thought little and  uncertain 
prejudice leads Korean and Japanese problems to 
more serious ones. After I  had communicated with 
Korean high school students, I made sure of true 
friendship  which our communication makes between 
Japan and Korea ,and I thank you very much.  I want 
to communicate with you about many things to 
improve our problems. I was very  glad to meet you. 
Thank you very much. And please come to Japan and 
see you again.

【２年　小林あかり　KOBAYASHI AKARI】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　まず英語力の差を感じた。授業で英語の授業を受け
ているとはいえ、一度に話すことのできる英語の量が
違うことを痛感した。また、リアクションの差が大き
な印象を残している。日本人は頷いたり、時折笑った
りするだけだが、韓国人は一言一言しゃべり終える度
にリアクションをしていて、その勢いに驚いたが、と
ても楽しそうでよかった。自己紹介をするとき、日本
のアニメが好きと言ってくれる人が多くて、共通の好
きなアニメなどが見つかり嬉しかった。私は海外のア
ニメを日本ではあまり見ないので、こんなに好きな人
がいるとは思っていなかったので、日本のアニメの浸

透度にびっくりした。お互いの文化・学校紹介では、
知っているもの、また知らないものについて紹介をし
てくれた。ハングルの組み合わせが万を超えること、
またそれを発音できることに衝撃を覚えた。

（2）高陽高校の生徒とのフィールドワークの内容と、
感じたこと
　以前、南山タワーには行ったことがあり、２度目の
訪問だったが、前回とはショップの多さや施設の充実
度が違い、発展を感じた。バスの扉が走っている途中
に開くことにとても驚いたが、何回かその場面に出
会ったので、そういう習慣なのかなと思った。屋台で
は韓国風おでんとスンデという新しい食べ物に挑戦す
ることができ、楽しかった。韓国の人はよくおごって
くれるのだが、それは私にとって嬉しいことでもあ
り、すごく気を遣うことでもあった。しかし、韓国の
人は気にしていないようだ。もてなす、という感覚が
日本人よりオープンだなぁと感じた。途中割り勘をす
る場面もあり、素直に喜べるようになって気が楽に
なった。また、友達同士の関係で食事に行ったとき、
運ばれてきた食べ物を取り分ける人は、日本では単に
気の利く人だが、韓国では必ずと言っていいほど、一
番年下の人が取り分けてくれる。こんなところに儒教
精神があると気づき、感動した。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　以前からの学習で、韓国の人たちは儒教に基づいて
行動すると学んだが、結婚などに関しては、自分が
思ったより儒教精神が反映しておらず驚いた。実際に
高陽の女の子たちは、嫁がなければいけないからとい
う理由でははなく、家族がほしいからという理由で結
婚を望んでいたり、自分の意志や夢のために結婚をし
ないと決めている人もいた。男尊女卑の考え方は確か
に残ってはいるものの、若い世代にはあまり浸透して
いない上、むしろ良くない考え方として捉えられてい
ると感じた。
　慰安婦と強制労働についての意見交換のとき、話が
盛り上がったのだが、天皇の謝罪と総理大臣の謝罪が
同じ重さを持つと聞き、驚いた。国の象徴が天皇であ
り、政治の代表が総理大臣であると考えているので、
その謝罪の意味は日本では違うものととらえられてい
る。日本との認識の差を感じた。そして韓国の国民
は、代表者が発表して終わる謝罪ではなく、被害者へ
と届く謝罪が必要だと考えているようだ。お互いの文
化は納得することがほとんどで、質問をし合って自国
の文化について聞くことができた。

（4）巡検先でもっとも印象に残ったところ
　戦争記念館だ。見せ方が違う。日本の多くの博物館
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はは戦争の悲惨さ、あるがままの惨状を前面に出して
いる傾向があるが、韓国の戦争記念館では、韓国国民
を善とし、悲惨な戦争、しかしそれに立ち向かう国
民、国軍というイメージを持った。
　違いとしては、もちろん儒教をベースとした考え方
の違いもあるだろうが、いま戦争をしているかしてい
ないか、という違いが大きいと思った。韓国は停戦中
とはいえ、未だに戦争をしているのだなということを
痛感した。

（5）巡検をおこなったことで、韓国について新たにわ
かったこと
　自分が学習していたことや、イメージしていたもの
とは違い、韓国と日本の違いはあまりないのかなと感
じた。特に街並みは、ここは日本だよ、と言われたら
一瞬納得するほどだった。
　しかし、戦争博物館の見せ方など、所々に違いを感
じることができて面白かった。個人的には、前ではな
く上を向いた銅像が多いことが印象に残っている。希
望、善などが象徴されているように感じたからだ。
　高陽国際高校では日本語選択をする生徒が少なくな
るなど、日本離れが見られるというが、高陽の子たち
と共通の漫画の話で盛り上がれたり、商店街、夜店の
人たちと日本語でお話ができたりと、日本の文化を
知ってもらい、好いてくれていることがわかる場面に
も出会えた。
　日本が韓国にしたこと、韓国の人たちが思ってるこ
と、今の韓国、実際に見て自分の抱いているイメージ
との差を強く感じた。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　まず５班のみんなありがとう！あなたたちのおかげ
ですごく楽しめました。あなたたちと友達になれたこ
とが一番嬉しかったです。
　高陽国際高校に行ったとき、おもてなしをありがと
うございました。私は演劇部に入っているのでミュー
ジカル部の発表がお気に入りでした。すばらしかった
です！ゲームでははしゃげてとても盛り上がれまし
た。日本語で話をしてくれたときには本当に幸せでし
た。学校訪問のとき、校舎や寮、学校生活などを見
て、全寮制の高校が羨ましくなりました。高校の生活
を楽しんでください！
　お隣の国とはいえ、すぐに会えるほど近くにはいま
せん。しかし、わたしたちはインターネットで交流す
ることができます！私は国民同士が友達になれれば、
国同士の仲も良くなると気づきました。それは当たり
前のことで、でも実現するのは難しいです。だから、
私たちがもっとお互いを知り、好きになることが大事
だと私は思います。

　そしてぜひ「日本の真ん中、名古屋」に来てくださ
い。今度は私たちが案内します！！

　First,I want to say thank you to the member of five!I 
had a great time with you.I was happy to make friends 
with you.It is my best memory.
　Second,when we visit your school,thank you for 
your welcome.Because I belong the drama club in my 
shool,I was very enjoyed the performance.It was 
great!I enjoyed and excited to play the game.Talk to 
me in Japanes made me happy.When I see your 
school,I envious your school life.Please enjoy your 
school life!
　Third,Japan lies next to Korea, but we cannot often 
meet, however, we can contact each other through the 
Internet.
　At last,I noticed  if all Japanese and all Korean 
make friends,there are no hate between Japan and 
Korea. It is common thing, but it is also difficult thing. 
So, I think it is needed for us to know each other and 
to like each other.
　And please come to "the center of Japan, Nagoya ! 
"Next, it's our turn to guide in Japan!!

＜６班＞
【１年　加藤早葵　KATOH SAKI】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　韓国の高校生は勉強ばかりしていてとても真面目な
イメージだったが、実際に接してみると日本の高校生
と変わらない明るさを持っているなと感じた。また、
前に出て誰かが発言した後に、"おー"と掛け声をかけて
場を盛り上げていたので、日本の高校生とは違うと感
じた。
　でも、やはり韓国の高校生の英語力に感心せざるを
えなかった。と同時に、私たちが授業で習っている英
語がいかに使えないかを実感した。韓国では小学１年
生あるいは幼稚園から英語学習を始めている。その
上、英語でのプレゼンテーションを重視した授業でス
ピーキングの力を高めていると聞いた。日本も参考に
すべきだと思った。
　また、韓国人の自己紹介を聞いて、日本の漫画やア
ニメに影響を受けて日本語選択をした人が多いと感じ
た。その上、日本人が知らないような漫画の話をして
くれた韓国人もいて、日本人より日本の漫画に詳しい
と思った。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
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と、感じたこと
　Guang-Hwa-Mun＝とても大きな門だった。屋根の上
に小さな人形がたくさんのっていて、どんな意味が込
められているのか不思議に思った。みんなと写真を
撮った。
　Gyobomungo＝地下にあるソウルで一番大きな書店
だった。日本の漫画がたくさん置いてあった。多くの
韓国人が買いに来ていた。韓国人作家の本より、日本
人作家の本の方が人気らしい。また、韓国の高校生に
人気な雑貨屋もあった。日本のキャラクターのスト
ラップが人気だと聞いて驚いた。
　Hong-Dae＝人が集まる名古屋の大須のような場所
だった。お昼にここでトッポギとおでんとパッピンス
を食べた。トッポギは、お餅の甘さとソースの辛さが
よくマッチしていた。おでんの魚の串刺しのようなも
のは初めて食べたが、美味しかった。パッピンスは日
本のかき氷と違い、雪のような氷で作られていて、口
当たりがよかった。その後、化粧品などを見て歩い
た。ここHong-Daeまでは地下鉄で40分ほどかかった。
韓国は路線が色で分かれていて、日本の東京メトロに
似ていると感じた。しかし、Ｔ-moneyカードの改札が
日本とは大きく異なり、困惑した。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　やはり、日韓の歴史問題が一番議論になった。慰安
婦の問題では、内閣総理大臣からの正式な謝罪が欲し
いという意見があり、村上談話やアジア女性基金の謝
罪の手紙が知られていないことがわかった。靖国神社
の問題では、Ａ級戦犯だけでなく、国内での戦乱に殉
じた人も祀られていることを知っている韓国人はいな
かった。日韓の認識の差異を埋めないことには、日韓
の歴史問題は解決していかないと改めて感じた。ま
た、一人の韓国人が、「韓国の若い人は一般的に日韓
の歴史問題に興味がないから、私たちよりもっと知識
が乏しい」と言っていた。確かに日本の若い人も同じ
ように興味がないと思うので、このことも日韓問題の
改善を遅らせていると思った。各国の総理・大統領レ
ベルで対話をおこなう以前に、国民レベルの環境を整
えることが重要だろう。
　格差の問題については、日韓で現状が似ていると感
じた。しかし、その解決策については意見が異なって
いた。日本側は政府がおこなうべき政策を列挙したの
に対し、韓国側は国民や企業がおこなうべきことまで
考えていた。また、私たちは韓国の放課後学校の制度
を日本が参考にすべきものだと思っていた。しかし、
韓国人から見ると、塾に行く時間になっているだけで
無意味だということだった。
　Ｂの内容としては、韓国人からの質問で「日本人は
一人で行動することが多い」というのがあり、少し驚

いた。日本では、一人で映画やレストランへ行くこと
もあるが、韓国ではありえないことらしい。文化の違
いも知ることができた。

（4）巡検先でもっとも印象に残ったところ
　戦争記念館だ。最新の技術を用いて朝鮮戦争の歴史
を展示しているのが素晴らしいとおもった。また、日
本では戦争の被害を強調して展示するが、韓国は対照
的に自分たちの兵器や戦いぶりを強調して展示してい
たことに驚いた。私は、どうして朝鮮戦争が起きたの
かや、どのような状況だったのか理解できていなかっ
たので、とても勉強になった。一方で、兵役の男の子
たちがいたことも印象的だった。18歳になったら兵役
につかないといけないとなると、今まで頑張ってきた
勉強が無駄になってしまうし、晩婚化・非婚化の原因
もなっているので、期間を短くするなど対策が必要だ
と思った。

（5）巡検をおこなったことで、韓国について新たにわ
かったこと
　日本と韓国は似ている面も異なっている面もあると
思った。一つ目は建物についてだ。景福宮は外見は日
本の歴史的建造物と似ているが、色合いが鮮やかで日
本のものと異なっていた。東の青龍・南の朱雀・西の
白虎・北の玄武の四神が置かれていたのも日本との違
いの一つだ。
　二つ目は人柄についてだ。お客様をもてなす精神や
礼儀正しさは日本人と同じだとおもった。儒教の影響
からだろう。しかし、親しい仲になると人のものを勝
手に使ったり、食べ方が雑になったりするところが日
本人と違うとおもった。
　三つ目は教育事情についてだ。韓国のスーパーにソ
ウルミルクや高麗ミルクなど有名大学名の入ったミル
クが売られていた。お母さんたちは子供の頭が良くな
ることを願い、これらのミルクを飲ませるという。日
本にこのような習慣はないので、韓国の教育熱心さを
感じた。実際に韓国に行くと新たな一面をいろいろ知
ることができてよかった。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　この度は、私たちのために多くの準備やおもてなし
をしてくださり、ありがとうございました。交流会や
フィールドワーク、意見交換会を一緒におこなったこ
と、また高陽国際高校へ招いていただいたこと…。ど
れも忘れられない思い出となりました！
　今日、歴史問題で日韓の政治が冷えきっているの
で、いずれも相手国の印象が良くない状況が続いてい
ます。地理的に近く、長い間交流を続けてきた両国の
国民がこのような見方をしているのは、両国の未来に
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とって良くないことです。私たち若い世代が日韓関係
改善のために立ち上がり、東アジアのグローバルパー
トナーとなりましょう!!
　日本に興味のある韓国人が増えること、そして、旭
丘高校と高陽国際高校の交流が今後も続くことを願い
ます。

　Thank you for many preparations and hospitality 
for us. We performed a exchange meeting,fieldwork, 
and discussion meeting together. In addition, you 
invited us to Goyang Global High School...Anything 
became the unforgettable memory !
　Japan and Korea are geographically near, so we 
have continued interchanging for a long time. 
However, these days, the impression of each other 
country is not good because Japan-Korea politics is 
chilled by historical issues. It is not good for the 
future of the two countries to continue this situation. 
We should stand up for Japan-Korea improvement of 
relationships, and let's become a global partner of the 
East Asia!
　I pray for the Koreans who are interested in Japan 
increasing and the interchange of Asahigaoka High 
School and Goyang Global High School continuing.

【１年　佐藤幹晃　SATOH MOTOAKI】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　僕が想像していた以上に、とても明るく友好的な
方々であった。僕らの班では日本人よりも韓国人側か
ら話しかけてくれるという場面が多く見られた。ま
た、ホテルでの夕食のときも韓国の方からデザートも
取りに行こうなど提案をしてくださることが多く、と
ても行動力のある方々であった。
　グローバルリーダーとして周囲の人々を引っ張って
いくのには、積極的な発言と行動力というのは必須で
ある。僕ら日本人は譲りあうことを美化するあまり
に、積極性や行動力というものを必要以上におさえて
いるのではないか、もっと積極的な行動をするべきで
はないか、と韓国の方々と接することで痛感した。
　だが、僕らは似ている部分も多くある。韓国の方は
世間で言われているほど好戦的ではないし、自分の意
見に固執もしない。先入観を持って彼らを見ることで
そう思い込んでいるだけのように感じた。逆に日本人
も韓国人と比較して感情をあまり表に出さないなどと
いうことはなく、同じであった。やはり世間で言われ
ている性格の違いというのは誇張している部分もある
ということがわかった。これからは、互いのことを
「違う性格の持ち主なのだから理解し合うことはでき

ない」などと違う点を誇張してとらえるのではなく、
「相違点もそこまで大きくなく、共通点も多くあるの
だから、必ず理解し合える」と、日韓両国の全ての
人々が思うべきだと考える。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
　まずソウル１番の本屋「教保文庫 江南店」へ行き、
その後、江南でソルビンという雪氷やインジョルミと
いうきな粉餅トーストを売っているレストランへ行っ
た。その後、女子たちは化粧屋へ行った。本来は他に
も行く場所があったのだが、本屋に長居したのでこれ
らのみを訪れた。
　本屋にはとても驚いた。日本語で書かれている漫画
やライトノベル、小説だけでなく、チャート式などの
参考書まで日本語で書かれており、それが並んでいた
のだ。屋台でも日本語で話してくる人が多くいた。日
本語というのが韓国の中ではここまでメジャーなのか
と仰天した。逆に漢字は想像よりも見なかった。どの
店もハングルしか書かれていないところが多く、参考
書も漢字は使われていなかった。ナショナリズムの高
揚のためという意見もあった。しかし、僕は韓国人と
接して、それが目的で漢字を使用していないのであれ
ば、結果は伴っていないように思われた。
　雪氷やきな粉餅トーストを売っているレストランで
は、机に前の人のきな粉が残っていたのが気になっ
た。このようなレストランが全てとは考えない。昔の
ニュースで話題になっていたほどでは最近はなくなっ
てきていると考えるが、確かに衛生面では日本に劣る
部分もあるのではないかと思った。
　そして、このフィールドワークでも韓国人の積極性
と行動力というのがよくわかった。屋台を歩いていた
時、次から次へとあそこへ行こうそこへ行こうと皆を
引っ張っていっている姿も印象的であった。屋台を歩
いた際は、ノープラン、かつ一度も行ったことのない
場所であったそうだが、まるで全て計画を立てていた
かのように僕らを連れていってくれた。はたして逆の
立場であったときに、僕らがあそこまで動けるのかは
疑問なところだ。やはり僕らグローバルリーダーを目
指す者には、彼らのような積極性や行動力というもの
が必要であると考える。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　韓国の方々の持つ意見というのは、今までSGHの講
義を受けていて学んだこととほぼ変わりなかった。ア
ジア女性基金を通じて日韓基本条約とは別に償い金を
支払おうとしたが、それを韓国側が拒否したことは知
らなかった。また、日本の内閣総理大臣が謝罪の文章
を書いた手紙を送ろうとしたということも認識されて
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いなかった。それに加えて、靖国神社について、韓国
の方々は「日本は植民地支配を進めた人たちを祀って
いる」という認識であった。実際には、靖国神社では
そうした人たち以外も祀っている。これらのことを伝
えると「それは知らなかった」の連続であった。日本
でもそうかもしれないが、少なくとも韓国のマスメ
ディアがこのようなことを報道しておらず、情報操作
もあるのだと学んだ。
　一方で、僕らの意見を最初から否定するようなこと
はしなかった。上記のように、「実際はこのようなこ
とをしている」と初めて言われた時に、それを素直に
受け入れるのは容易ではない。メディアで言われてい
る悪い韓国人像とは違い、いくら自己主張が強いと
いっても、無理やり最後までその意見を貫き通すなど
ということはしない。むしろ謙虚にいろいろな意見を
聞いてくれた。
　そして、白黒はっきり付けないと韓国人には伝わら
ないということも言われているが、ニュアンスの違い
というのは韓国側もわかってくれた。日本人の曖昧さ
も、ちゃんと理由と根拠を説明して、このような面と
このような面もあるから、一概にこうとは言えない、
ということをしっかりと説明すればわかってくれた。
ここでわかったのが、日本人は曖昧を好むのではな
く、「なんとなくわかった」で済ませる傾向にあると
いうことで、それが問題だということだ。思考停止を
していて、なぜそうなったのかの根拠を考えることを
「なんとなく」で片付けていた。それこそが俗世間で
言われる曖昧さなのであって、根拠のある曖昧さなら
韓国人もしっかりと分かってくれる。僕らの説明不足
によって、韓国人にはわからない曖昧さが生まれるの
だと考える。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
　西大門刑務所歴史館が一番印象に残った。このよう
な拷問など残虐なことを、昔実際におこなっていたと
ころに来るのは初めてで、とても驚いた。日本人であ
る僕自身も、展示から与えられる恐怖から、植民地支
配中に日本があってはならない刑務所を作り出したこ
とを軽蔑した。過去の過ちを振り返るのには適する場
所だと考えるが、このような場所から反日感情という
ものも生まれるのではないかと危惧した。恐怖という
感情と反日という思想が結びついてしまっては、理屈
とは離れた潜在意識で日本を嫌うことになるので、そ
れはあってはならない。韓国の方々が西大門刑務所を
訪れた時には、今の日本はこのようなことをする残虐
な国ではないということも頭の片隅で思っておいてほ
しい。

（5）巡検をおこなったことで、新たに分かったこと

　グローバル化に伴い、韓国では日本のものがたくさ
ん見られた。韓国といえば中国との結びつきの強いイ
メージがあるが、町中を歩いてみると、漢字は少な
く、むしろ日本のチェーン店があったり、日本の本が
あったりもした。これだけ日本を取り入れているの
で、一般人レベルでの日韓関係というのはとても良い
ように感じた。
　まとめると、韓国の方々は僕らに比べて積極的で行
動力があったこと、性格の違いは僕らが思うほど多く
ないということ、日本語は韓国の店でも見られて一般
人レベルの関係はとてもいいということ、衛生管理に
はまだ差があったということ、マスメディアによる情
報操作は存在するということ、一般的に言われている
曖昧さというのは日本人の説明不足から生まれるとい
うことがわかった。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　僕たちを招待してくださり、ありがとうございまし
た。僕はこの交流会を通じていろいろなことを知るこ
とができました。日本と韓国の違うところは想像して
いたよりも少なかったとわかりました。むしろ、韓国
では日本の本もたくさん売られていて、屋台では日本
語で話しかけてくれる人もたくさんいました。現在、
政治面では日韓間は仲がいいとはいえませんが、これ
だけ両国が影響しあって、文化を取り入れているのだ
から、国民同士で見れば仲がいいと感じました。実
際、僕はとても楽しい時間を皆さんと過ごすことがで
きました。日本と韓国の違いのほどを知った僕たち
が、日韓関係を良くするための世論を作っていくこと
が、より良い日韓関係を築くことの第一歩になると思
います。お互いグローバルリーダーとなることに向け
て頑張りましょう。

　Thank you for inviting us to your high school. We 
could find many things. I found that there are fewer 
different points between Korea and Japan than I 
imagined. Many Japanese books were sold and many 
people in a street stall could speak Japanese. Now, we 
cannot say that Japan and Korea are on good terms 
with each other in politics. But we influence each 
other in culture like that. So I thought we are on good 
terms with each other between the public.
　In fact, I was very happy to spend time with you. 
To change public opinion, I think we should tell our 
opinion because we found that we can make very 
good friend ship. Let us work hard to be a good 
global-leader.
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【２年　灘口侑果　NADAGUCHI YUUKA】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　まず一番に感じたのが、韓国の高校生の明るさであ
る。韓国の先生でも、日本の先生でも、挨拶の一言だ
けで大きな拍手と歓声があがる。日本では拍手はあっ
ても歓声はなかなかあがらない。場を和ませ、緊張を
和らげる素敵な習慣だと感じた。また、韓国の高校生
の日本語がとても上手くて驚いた。自分がカタカナで
書いてある原稿を見ながら韓国語の自己紹介をしてい
るのに対し、彼らは日本語の原稿で話していた。この
日のためにたくさんの準備をしてきたことが感じられ
た。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
　ホテルから歩いて韓国でも規模の大きな本屋に行っ
た。雑貨のコーナーでは韓国で流行っているものを教
えてもらったり、日本のキャラクターの商品を見た。
日本の漫画も多く置いてあった。そこから地下鉄で弘
大へ向かった。韓国の地下鉄のホームも、地下鉄内も
日本より広い印象を受けた。日本語や中国語での表
示、アナウンスがあり、観光客を意識しているのだと
思った。そこでホットパックという、日本でいうカイ
ロをプレゼントしてもらったが、日本のものより中身
が多いため、長時間温かかった。弘大は大須のように
様々なお店が建ち並んでおり、屋台のようなお店でお
昼を食べた。おでんという串、てんぷらのような揚げ
物、トッポギを注文してもらった。韓国では皆でシェ
アして食べるのが習慣であるが、日本では一つの食べ
物を分け合って食べることはしない、だめなことだと
習っているようだ。それは全く気にしないと伝えた
が、確かに日本では友達と食事をするときも人数分注
文する傾向があると思った。次に女子はコスメの店な
どを覗いた後、男子と合流してカフェで雪氷とトース
トに餅が挟まったスイーツを食べた。きなこが掛かっ
ているものや、アーモンドのような豆がのっている食
べ物が多いと感じた。また、二回の食事を通して感じ
たことは、韓国人は多少こぼしてしまっても気にしな
いということである。日本では少しでもこぼすとすぐ
に拭くが、韓国では全て食べ終わった後にテーブルを
拭いていた。その後は屋台で韓国の伝統的なお菓子を
買ってもらった。のり味のおせんべいのようなお菓子
だった。また、全体を通して感じたこととしては、彼
らの日本語の上手さである。英語で話しかけてもなか
なか伝わらないこともあり、むしろ日本語での会話の
ほうが上手くいくことが多かった。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
　もともと計画はしていたが、時間や形式に囚われす

ぎて、進行の仕方に関するその場での話し合いに時間
を割きすぎた。また、こちらの英語力の低さを痛感し
た。なかなか即座に英文が出てこず苦労した。向こう
の意見に対しても考える時間が多く、すぐに反応でき
なかったことがとても悔しかった。
　次に話し合いの内容として、印象に残っているのは
やはり歴史問題だ。彼らは河野談話については評価し
ており、また金銭的な援助は十分だと思っている。し
かし、それを覆すような行動が良くないと主張する。
例えば総理の靖国参拝である。日本側は、靖国参拝に
対して戦死者の追悼を一番大きな意味として捉える人
が多いが、韓国側はやはりＡ級戦犯が祀られているの
で、これを問題視している。時間がなかったこともあ
り、長くは話し合えなかったが、ここは両国の視点の
違いだということを理解した。
　お互いに寄り添う意見が多かったように思うが、靖
国参拝に関しては一番意見が別れたと感じた。また驚
いたのは、アジア女性基金ではお金と共に総理の手紙
を渡そうとしたが、韓国では一部を除いて受け取りが
拒否されたことを彼らが知らなかったことである。日
本側もこのように知らない事実があるかもしれない
し、正しい知識を得ることが大切だと感じた。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
【国立中央博物館】
　昔のものが実際に展示されているということで、強
く印象に残った。またそれぞれの物が意味を持ってい
たり、それらから様々な過去が想像できることが興味
深かった。例えば、鳥をかたどった器は底が高くなっ
ている。これは、普段使いのものではなかったことを
意味する、儀式の際に使われたのだ。他に、勾玉は胎
児の形に見えることから、新しい生命の象徴だと言わ
れている。一方、三日月にも見えることから、再生を
意味するという説もあるそうだ。このようにたくさん
の説があることも魅力の一つだと感じた。

（5）巡検をおこなったことで、新たに分かったこと
　全体を通して感じたのは、韓国人の愛国心の強さと
教育に対する意識の高さである。高麗大学のPVでは、
「韓国」という言葉が何度も出てきたし、皆が肩を組
んで歌うシーンは愛国心の強さを感じさせるのに大き
なインパクトがあった。しかし、その一方で、高麗大
学の学生の方が、PVは堂々とした自慢ばかりなので恥
ずかしいと仰っていたのも印象的だった。また、様々
な巡検先で韓国人の学生を大勢見た。もちろん、日本
の歴史博物館のような所にも日本の学生は訪れるだろ
うが、韓国の場合は特にたくさんの人が勉強をしに来
ているように感じた。幼稚園くらいの層が多く、韓国
の学歴社会や勤勉さを肌で感じた。
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（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　皆さんのおかげで、本当に素敵な時間を韓国で過ご
すことができました。実際のところ、政治問題などに
端を発する反日、嫌韓感情が高まっているなかでの訪
問に多少の不安もありました。しかし皆さんの優しさ
に触れ、たくさんのことを教え合い、有意義な時間を
共有できたことを本当に嬉しく思います。今回の訪問
と皆さんとの出会いは、私にとって一生の宝物です。
また、自分の英語力の低さなどから迷惑をかけてし
まったり、意見交換会ではうまく意見が言えなかった
りと悔しさもありました。ですが、この経験を糧に
もっと勉強して、また皆さんと会えたときには恥ずか
しくないように頑張ろうと思いました。次はぜひ日本
で会えるのを楽しみにしています。

　Thanks to all of you, I spent really wonderful time 
in Korea. Actually, I was a little worried about visiting 
Korea when anti-Japanese sentiment and anti-Korean 
sentiment rise. However, I was glad to feel your 
kindness, tell a lot of thing to each other and share the 
precious time with you. Visiting Korea in this time 
and meeting all of you are my treasure for life. I 
caused you inconvenience due to the lack of my 
English skill, and I regret that I couldn' t that express 
my opinion well. However, I' ll never forget this 
experience, and I'll study hard in order not to be 
ashamed of myself when I meet you next time.
　I' m looking forward to see you again in Japan!

【２年　水野挙徳　MIZUNO TAKANORI】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
〈１日目〉
　同じグループの子はみんな日本語が上手で、特に 
Shin Ji Hyeonさんは普通に会話できるレベルであった
ので非常に驚くと同時に、自分が韓国語を全く話せな
いことが恥ずかしくなった。他言語の話者との交流で
は、事前に少しでもその言語を学んでおくと会話がよ
り弾み、交流の質が向上するということを認識した。
また驚いたのは、日本語を学ぶことにしたのは皆、日
本のアニメに興味を持ったからであったことだ。この
ことを知り、これまで半信半疑だった日本のアニメ文
化の世界的な影響力を実感した。学校紹介では、高陽
国際高校は部活動が盛んであると繰り返し聞いた。だ
が、それは授業としてのみであり、活動時間は日本に
比べて格段に少ない。盛んであるというのはあくまで
も韓国内でみたときのものであると気づき、進学校で
あっても部活動に重点を置く日本との大きな差を感じ

た。また学校紹介を聞いて、改めて高陽国際高校のカ
リキュラムのハードさを感じた。後に学校生活に満足
しているか尋ねたところ、満足しているとのことで
あった。韓国の受験戦争の激しさと、それを勝ち抜く
であろう高陽生のエリート性やタフさを感じた。
〈５日目〉
　高陽国際高校の新しく立派な校舎に圧倒された。こ
れほどに充実した設備で学習できる高陽生を羨ましく
感じると同時に、これが公立高校であることを考える
と、特殊校を設けず、設備はそこそこで無難な生徒を
育てることを主とする日本の公立高校の体制との差を
感じた。また、日本と同じく平準化を基本とする韓国
の一般的な公立高校も訪問し、その実状を知りたく
なった。また、同じグループのYeon Bin君とDae Ho君
はほとんど日本語が話せなかったが、快く私を迎え入
れてくれた。日本人が迎え入れる立場であったら、多
くがもっと消極的になると想像する。国民性か積極性
を養う教育の成果かはわからないが、日本人が見習う
べきところである。ところで、彼らとしたゲームの中
で、「みのりかリズム」があった。これは日本発祥の
ゲームであるはずだが、韓国でも全く同一のルールで
遊ばれていることに驚いた。なぜ韓国でも知られてい
るのだろうか。韓国でもTV放映されていたのであろう
か。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
〈行き先〉
「教保文庫　光化門店」「弘大」＝高陽の子たちは、
私たちを終始先導してくれた。私たちはすでにすっか
り打ち解けており、楽しく散策できた。
〈「教保文庫　光化門店」〉
　ソウル最大の書店。高層ビルの地下１階を占有して
いた。地下鉄の出口と直結しており、非常に便利であ
ると感じた。店内は木目調を主とし、広い通路で、低
めの天井のわりに開放感があった。また書籍だけでな
く文具やCD、各種小物の類も扱っていた。日本語の書
籍も扱われており、チャート式など馴染みのある参考
書が多く売られていたことに驚いた。学生の需要が多
いのだろう。ところで、書店内でLee Kyeong Soo君か
ら今使っている数学の参考書を紹介してもらったが、
日本のチャート式とほとんど同じ体裁と内容であっ
た。韓国の参考書を見る貴重な機会であり、共通性に
驚いた。また、漫画はワンピースやコナンなど日本の
漫画が多かった。Lee Kyeong Soo君に聞いたところ、
韓国の漫画はあまりメジャーでなく、逆に日本の漫画
は非常に人気があり、現在はワンピースが最も人気が
あるとのこと。ここでも日本の漫画・アニメ文化の影
響力を実感した。全体として日本の書店とよく似てお
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り、全く違和感がなかった。
〈「弘大」〉
　芸術大学である弘益大学の周辺に広がる繁華街。
アートな雰囲気で、飲食店、カフェ、ファッション店
が多く建ち並んでいた。高陽の子たちは私たちをトッ
ポギやおでんを扱う軽食の店と、パッピンスなどを扱
うカフェ「雪氷（ソルビン）」に案内してくれた。こ
れが今のソウルの若者の軽食スタイルなのだろう。
トッポギは想像以上に辛かったが病み付きになるおい
しさで、おでんや天ぷらは日本人の味覚に合うもの
だった。またパッピンスは豪勢で日本のカキ氷よりも
格段においしく、日本であまり知られていないのが不
思議なほどであった。ところで、私たちが食べたパッ
ピンスにもトーストにもきな粉がかかっており、餅が
入っていた。後で調べてみると、このパッピンスは
「インジョルミソルビン」、トーストは「インジョル
ミトースト」という名で、「インジョルミ」とはきな
粉餅のことであるようだ。そしてこれらは現在大流行
中のスイーツで、「雪氷」はその火付け役であるとの
こと。私はきな粉や餅は日本独特のものだと思い込ん
でいたが、思わぬ共通点を発見し、興味深く思った。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
〈英語能力について〉
　全体的に、高陽側と比べて旭丘側には要約力・会話
力・聴き取り力・単語力・文法力など、全ての英語能
力が圧倒的に不足している。そしてこれは恐らく、韓
国人と日本人の比較、という構図に敷衍することがで
きるだろう。まず要約力であるが、高陽側は意見の要
約が上手く、また私たちにもそれを要求した。旭丘側
はそれが上手くできず、自分の意見を英語で上手く伝
えられていなかった。高陽国際高校では要約力を磨き
上げていることがわかり、また要約力は日本人に決定
的に不足している能力の一つであることを再認識し
た。また旭丘側はそもそも単語力が不足しており、文
法もなっておらず、まともな英語の会話ができていな
かった。そこから単語は単語、文法は文法と分野を限
定し、授業中もほとんど英語を話さない日本の英語教
育の限界を感じた。本当に英語を使える人材を創出し
たいのならば、分野を融合した会話力・要約力重視の
英語学習に転換するための早急な生徒の意識改革、教
育方針改革をおこなわなければならないだろう。次に
聴き取り能力であるが、日本側は高陽側の意見が聴き
取れず、毎回のように通訳を頼んでいた。つまり、英
語の聴き取り能力も、日本人には不足している。日常
的に英語を聴くように努めなければ、聴き取り能力は
身につかないだろう。
〈意見交換の進行について〉
　意見交換の進行は、予想通り歴史問題に重点が置か

れた。そこで予定時間を大幅に超過したため、みんな
で話し合った結果、残る経済・社会問題と両国民性に
ついての議論は双方が一つずつ質問し、それに答えて
議論を終了するという形式を取った。また私は司会と
して、緊張しながらもたどたどしい英語で何とか破綻
なく進行できるよう努めた。進行の方針が二転三転し
迷惑を掛けたことが心残りであるが、みんな辛抱強く
対応してくれたため、最終的には一つの方針に落ち着
くことができた。みんなに感謝するとともに、私に
とって一つの重要な経験となった。

①歴史問題について：A(1)(2)(3)(4)
　歴史問題については、旭丘側の見解が、日本の朝鮮
に対する行為を誤ったものとして捉えるものであっ
た。そのためそれほど激しい意見の衝突がなく、日本
側の謝罪のあり方を模索することが議論の中心となっ
た。しかし具体的な事例の認識については、旭丘側と
高陽側とで一致する主張とそうでない主張があった。
　まず日本による朝鮮半島の植民地化の正当性(1)につ
いては、双方ともに不当なものであるということで一
致した。ここで、以下に私にとって意外だった高陽側
からの回答とその対象となった旭丘側からの質問を挙
げる。

★「19世紀末の日本は、自らの安全保障と経済発展の
ために、朝鮮半島の植民地支配以外の道としてどのよ
うな方法をとるべきだったと思うか」→「日朝が協調
して列強と戦う道があった」

　これは非常に意外な回答であった。私は、「少々の
経済発展を犠牲にしても朝鮮進出をせず内政に集中す
べきだった」「進出しても朝鮮民族のアイデンティ
ティを尊重して同化政策をおこなわず、朝鮮人にも十
分な恩恵が行き届くような経済援助をして、朝鮮と貿
易面で協力し発展していくべきだった」といった趣旨
の回答が来ると予想していたためだ。個人的には、資
源もなく、軍事的にも最先端とはいえなかった日朝が
協調しても、領土も広大で強力な軍事力を持つ列強に
は到底敵わなかったと考える。ただ、もし高陽側が
「戦う」を「（経済的に）競争する」という意味で使
用していたとすれば、これは一つの有力な案かもしれ
ない。意見交換の時には、高陽側がどちらの意図で使
用したのかを私たちが確認することを怠ってしまった
ため、今に至るまで特定はできていない。

★「我々は日本による朝鮮半島の支配を『植民地支
配』と呼んで一致しているが、日本国内ではこの言葉
は避けられ、『強制支配』という言葉が一般的に使わ
れる。これをどう思うか」→「両者の違いがわからな
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い。朝鮮から略奪を行おうとしたという本質は同じ」

　質問者である私は、現在の日本史の教科書では「植
民地支配」と表現されていることを認知した上で、日
頃見聞する日本のマスメディアの報道でこの表現が使
われていないと感じ、この質問をした。しかし、後に
再度調べた結果、日本の公共放送機関であるNHKが
「植民地支配」という言葉を使用したことがあるとわ
かった。したがって、日本において必ずしも「植民地
支配」という言葉が一般的でないということはないと
いえる。私の勉強不足による認識の欠陥を訂正し、こ
こにお詫びする。ただ、この「植民地支配」という表
現については日本国内で反発する者が多いのは事実
で、先のNHKの報道に対しても一部から批判が殺到し
た。
　また、日本では立場や思想によって「強制支配」の
他に、条約名に則った「併合」という表現も使用され
る。加えて、韓国内では一般に「植民地支配」という
表現が屈辱的なものとして避けられ、「日帝強占」と
いう表現が用いられるようだ。これらのことも補足さ
せていただくが、我々10人の間では「植民地支配」と
いう表現が共有されているのは確かである。ゆえに、
私の認識の不足はあったものの、この質問の意義は依
然失われていないと判断する。
　さて、私は「実質的に『植民地支配』なのにそれを
認めようとしない態度は卑怯だ」という回答が来ると
予想していた。しかし、実際の回答はこのような言葉
の差異には頓着しないというものだった。予想してい
た以上にさばさばとした回答であり、韓国の若者の多
くもこう考えているのか、知りたくなった。
　次に植民地支配に対する謝罪（２）は双方とも、謝
罪自体はおこなわれたものの、一部の政治家がそれを
否定する趣旨の発言をするために十分な謝罪とはなっ
ていないという見解だった。ここで旭丘側が、過去の
公式な謝罪自体は評価するのかと質問したところ、評
価するという回答であった。高陽側は終始、日本の
トップによる謝罪の態度の継承が必要だと強調した。
また、靖国神社参拝問題に関しては、高陽側がＡ級戦
犯のみを合祀しているという理由で日本の立場を批判
する一方、旭丘側はＡ級戦犯だけでなく一般の軍人も
合祀されていると返答した。このことに高陽側は納得
したようで、最終的には分祀という方向に議論が向
かった。
　また、日本の元従軍慰安婦への補償が十分であるか
という話題(3)については、予測していた通り意見が分
かれた。旭丘側はアジア女性基金を立ち上げ、道義的
責任に基づいて真摯に償おうとしたと主張した。対し
て高陽側は金銭面での補償はすでに十分であるとした
上で、むしろ問題はそこではなく、国のトップによる

十分な謝罪の表明が未だに不十分であると主張し、ア
ジア女性基金はお金を渡そうとしただけだと批判し
た。だが、高陽側はアジア女性基金がただお金だけを
渡して謝罪に代えたのではなく、首相の正式な謝罪の
手紙も一緒に手渡されることになっていたことを認識
していなかったようであった。この事実を説明したと
ころ、こちらの主張に納得してもらえたようだった。
しかし、それではなぜ韓国の元従軍慰安婦がアジア女
性基金からの償いを拒否したのか、その背景にあるも
のは何かというところまでは議論が進まず、踏み込み
の不足が感じられた。
　最後に歴史問題で歩み寄るための方策(4)について
は、両国民がマスメディアに踊らされず正しい歴史認
識を持つことが必要だという意見で一致した。
　今回の議論の内容を総括すると、「日本の朝鮮への
行為は誤ったものであり謝罪が必要である。そして実
際に謝罪はおこなわれ、高陽側はそれを評価するが、
それを否定する公の勢力も存在するため、実態として
謝罪は十分でない。つまるところは、日本の首相が村
山談話などに示された謝罪の態度を継承し続けること
が必要である。具体的な問題として靖国問題について
は分祀に妥協点を見出し、元従軍慰安婦への補償に関
しては、実際には日本の代表たる首相の真摯な謝罪が
込められていたということを双方が認識した」という
結論に至ったといえよう。しかし、日本国内にはそも
そも日本の朝鮮侵略を正当なものと見て戦後責任を認
めない者も多く存在し、できればその勢力の主張につ
いても考察したいところだった。時間制限を考慮する
と致し方ないが、このような機会をまた設けることが
できるならばそのような立場についても意見を交換し
たい。

②格差問題について：A(5)(6)(7)
　格差問題については、その是正を政府主体でおこな
うべきなのか、民間の力が必要なのか、という点が主
に扱われた。また、その是正方法として両国がおこ
なっている策を共有した。
　まず政府主体の是正か、民間の協力の拡大による是
正かという点は、(5)(6)で議論された。(5)では、旭丘側
が政府主体での最低賃金引き上げ、生活必需品に対す
る軽減税率の導入を主張したが、高陽側からは政府に
頼りすぎるのはよくない、個人と企業の協力が必要な
のではないか、という質問が出た。これに対し旭丘側
は、理想はそうだが、現実的には政府が主導せざるを
得ない状況だと返答した。また旭丘側からは、韓国で
所得格差解消のためにおこなわれている税制はどのよ
うなものがあるかという質問が出た。これに対し高陽
側は、所得税の累進性がとられていると返答した。こ
れは日本と共通する施策であることがわかる。そして
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(6)でも、旭丘側による上からの改革の提案に対し、高
陽側からは政治的アプローチ以外の解決策を求められ
た。旭丘側は、そもそもの教育格差の元凶たる学歴偏
重の意識を変えるべきだと返答した。そして旭丘側は
その意識を変える具体策を高陽側に求めたが、その返
答は国家が就業体験機関を設立し、様々な職種の価値
に優劣のないことを人々に伝えるという策であった。
結局、政府主導に回帰したが、これは面白い方法だと
思う。
　次に(7)では、格差の連鎖性について、具体的な解決
策を求めて議論した。旭丘側は日本がとる策として奨
学金制度の導入を挙げ、貸与制であることを問題とし
て指摘し、韓国がおこなっている英語村や放課後学校
を参考にすることを主張した。対して高陽側は、私立
学校の公立化とともに公教育の充実を挙げ、高陽国際
高校（GGHS）でおこなわれているような高水準の教
育を、一般高校にも適用すべきだと主張した。また、
技術の進歩を生かしてスマートフォンなどの道具を利
用するハイテク教育も提案した。そして高陽側から、
韓国が見習うべき日本での取り組みはないかと質問さ
れ、旭丘側は回答に窮した。両者の主張の内容の違い
と質疑応答からわかるように、現在の日本は教育分野
での意識の点において、韓国に大幅な遅れをとってい
るといえよう。

③福祉問題について、及び(5 )～ ( 9 )のまとめ：
A(8)(9)(10)
　(8)については、旭丘側は女性の高学歴化と社会進出
が進む社会においては、非婚化・少子化が当然起こる
ものと考え、そのような状況を踏まえて女性の社会進
出を援助する仕組み（育児休暇・短時間勤務の支援、
保育所の整備、託児時の補助金など）を作るべきだと
主張した。これに対して高陽側からは異論がなかっ
た。高陽側は政府による共働き夫婦の出産支援、乳児
への財政援助、出産に対する認識を変えるための運動
の３つが必要だと主張した。これに対して旭丘側か
ら、少子化を食い止めるために韓国内でおこなわれて
いる具体策の提示が求められた。回答は、産後、出勤
時刻を遅らせたり、補助金を与えたり、３人以上産む
と就学時に特別な門戸が開放されるというものだっ
た。日本でも通勤緩和や児童手当はおこなわれている
が、就学支援はおこなわれておらず、興味深い内容で
あった。
　(9)では、旭丘側からは高齢者の定義を見直して現在
の65歳以上から75歳以上に引き上げ、有給休暇を充実
するなど、65歳以上75歳未満の人々が働きやすい環境
を整備するという提案がなされた。これに対して高陽
側からは、若者の就職難が加速する懸念が指摘され
た。高陽側は、高齢化社会の最大の問題は高齢者が活

動しにくいことであると指摘し、高齢者も働ける職場
を増加させることや高齢者がそこに就業できる機会を
与えること、そして高齢者に娯楽を提供する文化的組
織を設立することで、高齢者に生きがいの発見を促す
仕組みが必要であると唱えた。昨今、「自己実現」や
「クオリティオブライフ」といった観念が広く認知さ
れてきているが、この主張はそれに合致する重要な指
摘であると感じた。
　(10)では、旭丘側は企業の海外進出の流れが避けられ
ない中、人手不足に悩む保育や看護の分野を中心とし
た国内雇用の増加と、そのための国の補助の必要性を
主張した。対して高陽側は、金銭面だけでない社会的
豊かさの実現が肝要で、そのためには個人間に留まら
ない国家間のつながりが重要となる、なぜならば国家
間で互いのよい政策を取り入れて世界の模範たる国家
となれば、人々はグローバル社会の一員として豊かに
なれるからだ、と主張した。双方に異論や質問はな
かった。

④両国民性について：B(1)(2)(3)(4)
　時間が足りず、テーマＢは(2)までしか扱えなかっ
た。だが、和やかな雰囲気で両国民の特性について互
いに知ることができ、有意義なものとなった。一部の
内容は後述の(5)③④で触れるので、それらはここでは
割愛する。(1)で高陽側から好きな韓国のアイドルは誰
かと聞かれたことだけ述べておく。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
　最も印象的だったのは、高麗大学である。まず何よ
りも、その充実した設備に驚いた。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、サムス
ンによる100周年記念サムスン館やヒュンダイによる
ヒュンダイモーターホール、LGによるLG‐POSCO経
営館といった、名立たる財閥から惜しみない支援が注
がれている。日本には財閥系大学こそ存在するもの
の、そうではなくてこれほど多くの財閥から手厚い支
援を受けている大学はないはずだ。トップ大学が韓国
内でいかに重要視されているかがよくわかった。
　また、積極的な海外交流も、日本の大学の比ではな
いように感じた。非常に多くの海外大学との連携協定
もさることながら、留学生の派遣・受け入れの多さが
印象的であった。日本の大学は、まだまだ留学支援に
消極的である。世界で活躍したいと思うのならば、い
まや留学は必須だ。あらゆるレベルの大学が留学支援
に力を入れるべきだとは思わないが、少なくとも日本
でも一流と呼ばれる大学は、留学支援に、より積極的
になるべきだろう。
　しかし、同時に気がかりなことも頭に浮かんだ。他
の一般的な大学との格差の拡大だ。高麗大学は韓国内
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でも最高峰の大学であるがゆえに、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者
はほんの一握りだ。他の大多数の国民は、これより偏
差値の低い大学へ進む。この両者の格差が拡大しすぎ
ると、人材のバランスが崩れるように思う。往々にし
て、一部のエリートによる多数の一般人民の牽引は上
手くいかず、多くの問題が生じる。韓国内の他の一般
的な大学を訪問したわけではないので実態はわからな
いが、一点集中的な資本投下は、長期的な目で見れば
危ういものも秘めているように感じる。

（5）巡検をおこなったことで、韓国について新たにわ
かったこと
①ソウルの交通について
　ソウルの街並みを見ていると、中心部の高層ビルの
林立や高い完成度で整備された地下鉄に圧倒される。
しかし、よく見ると問題点も見つかった。
　最も強く感じたのが、道路交通の問題である。日本
人から見れば、とにかく歩行者も自動車も非常にマ
ナーが悪い。歩行者は信号が赤になった後も平気で横
断歩道を渡り、自動車はそんな歩行者に衝突せんとば
かりに食いついてくる。私の住む名古屋は全国的に自
動車のマナーの悪い地域として有名だが、その比では
ないと感じた。
　ところで、ソウルの地下鉄の駅を歩いていると、脇
に自転車用のベルトコンベアが備えられている階段を
目にした。後で知ったことだが、時間帯に差はあるも
のの、ソウルの地下鉄には自転車が持ち込めるとのこ
と。私は自転車が好きなのだが、これは意外で羨まし
く思った。現在、日本の地下鉄には自転車が持ち込め
ないからである。さらに調べると、今韓国では自転車
の利用の推進に力を入れ、自転車道も整備中だとい
う。個人的には歓迎されるべき試みだと思うが、実際
に街を歩いていても自転車を見かけることはほとんど
なかった。もちろん雪が降った影響もあろうが、前述
したように交通マナーが悪いため、自転車は街を走り
にくいだろう。ソウルが自転車に優しい街になるに
は、まだ課題も多そうだと感じた。

②繁華街を歩いていて感じたこと
　明洞や仁寺洞を歩いていると、噂には聞いていたが
確かに日本人が少ない、というよりいなかった。もち
ろん、私たちが訪れたときはまだ日本人の多くが休暇
に入っていなかったことが大きな原因だろう。しか
し、それでもリタイア後の高齢者を含めて日本人を見
ることはなかった。また店先に日本語が書かれた店も
思ったほど多くなかった。むしろ目立つのは中国語
で、地下鉄の外国語案内でも最も大きく書かれていた
のは中国語だった。やはり、今の韓国は日本よりも中

国のほうに関心が高いのだろうと実感した。

③両国民性について
　意見交換会では取り上げなかったものの、高陽側か
ら送られてきた意見文で「日本のよいイメージ」の中
に、「韓国人と違って、日本人は流行に過敏でない」
というものがあった。個人的には、日本人もずいぶん
流行に乗ると思うが、韓国人はそれ以上なのか？と疑
問に思っていた。それが、ソウルの町を歩いているう
ちに氷解した。なるほど確かに、韓国人の中でも特に
若者はみんな同じような格好をしていると感じた、ど
うやら韓国のスターの格好を真似ているらしい。それ
に比べると、日本人のファッションはみんなばらばら
だ。ただ、私がまだ生まれる前の時代だが、高度成長
期の日本では現在の韓国と同じように、みんな流行を
追っていたと聞く。要するに、今の両国民のこうした
差異は国の発展した時期が違うから起こるものであっ
て、どちらの国にも必然の現象なのではなかろうか。

④食文化について
　日本と韓国はともに米を主食とし、箸を使って食事
をするという点で食文化がよく似ている。しかし、こ
の訪韓で両食文化の差異や自分の認識違いに気づい
た。
　まず、最も驚きだったことは、高陽の子が遠慮なく
器を持って食べていたことである。私は韓国では器を
持って食事することはマナー違反だと聞いていたた
め、器を持ってよいのかと尋ねた。すると、本当は駄
目だが、今はまあいいよ、という返答だった。どうや
ら、自分の思っているほどは厳しく遵守されるマナー
ではないらしい。考えてみれば、日本の食事マナーも
非常に細かいが、それらが全て守られているかといえ
ばそんなことはない。国は違っても、マナーが必ずし
も守られるとは限らないのは共通しているとわかっ
た。
　また印象的だったのは、日本ではマナー違反とされ
る食べ方が普通であったということだ。例えば、左手
を机の上に置かず椅子に置いている、口をあけて噛ん
でいる、食事を多く残す、ということがある。人に
よっては不快に思うだろう。だが、もしもお互いがこ
うしたマナーの違いにいちいち立腹していては、せっ
かくの友達との仲を悪くしかねない。他国の人と交流
するときには、その国の文化を理解しようとする姿勢
が必要だと実感した。
　ところで、韓国の料理で驚いたことは、１品を注文
するだけで頼んでもいない副菜が大量についてくると
いうことであった。日本では、基本的には注文した料
理しか出てこない。多種にわたる副菜は皆でつまめる
ため、テーブル上が華やかになるだけでなく仲間と楽
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しく食事できる。よい食文化だと思うと同時に、意見
交換会で高陽側から挙がった「日本人は一人カラオケ
や孤（個）食など、個人主義的だ」という意見に合点
がいった。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと
　Thank you for everything! All of the memories I 
had with you are precious and won't fade forever. 
Actually, this was the first time for me to go abroad, 
and I'm really happy to meet you on my first overseas 
trip. Thanks to your guidance, I was able to enjoy 
walking around in Seoul and to have delicious 
Korean food, especially tteokbokki is my favorite. I 
also had a good time discussing with you. It was a pity 
that we not have enough time to discuss all of the 
topics. I want to discuss more deeply... Well, If you 
want to discuss more, of course you can continue to 
discuss online! By the Way, I was so surprised to see 
the magnificent and clean buildings of GGHS that I 
could say nothing for a while. I want to study in the 
GGHS buildings! Now, I'll say thank you again. Let's 
keep in touch with each other forever!

【２年　伊藤好花　ITOH KONOKA】
（1）高陽国際高校の生徒との交流会で感じたこと
　全体を通し驚いたのは、高陽の生徒の皆さん方の英
会話能力の堪能さである。語彙力及び流暢さ。生きた
英語を全員が話すことができるところに驚いたし、焦
りを感じた。私たちは、文法やリーディングの能力に
関しては、一定の力は持っているはずである。しか
し、それを実際に話す時に生かす訓練が、日本の教育
ではまだまだ不足している事を痛感した。また英語は
もちろんのこと、彼らの日本語力にもたいへん驚い
た。自己紹介や文化、学校紹介のために用意していた
日本語の文章に、ハングルの読み仮名を振っていな
かったし、中にはネイティブ並みに話せる生徒もい
た。彼女は、今は日本語を選択していないが、ラジオ
を聴くことで日本語の勉強を継続していると話してお
り、三か国語を巧みに操る姿を見て、かっこいいと
思った。
　ところで、話していくうちにあることに気付いたの
だが、それは、当たり前ながら、漢字の熟語に関して
は共通で同じ読みを使っている言葉がたくさんあると
いうことである。文化に関して、私たちは違いに注目
しがちになってしまうが、韓国はお隣の国。共通点も
多いことを改めて気づかされた。

≪初めの日本側全体でのスピーチ≫

　高陽の生徒全体の明るさがとても印象的だった。初
めて会ったのにも関わらず、精一杯盛り上げてくだ
さって、そのチームワークから生徒全体も大変仲が良
いのだろうと推測した。
　日本で韓国人留学生がおっしゃっていた、つらい時
間もすべての時間を共有するから本当の親友となる、
という言葉を思い出したし、素敵な空気感を持ってい
る人たちだなあと思った。

≪グループワーク≫
　６班の高陽の人たちは皆、主に日本の漫画に興味を
持ったことがきっかけで日本語を選択したという。ほ
かの人も日本のドラマやアニメが大好きだという。日
本の「漫画」がたくさんの外国人にとって、日本の文
化に触れるきっかけとなっているということにとても
驚いた。一方私たち日本人の中には、K-POPの知識で
は彼女たちに劣らないほど詳しいという人もいる。両
国が草の根レベルでの交流を広げていくためには、上
記のような大衆の文化を生かすことができるのではな
いだろうか。
　私たちは高陽の生徒に、「浴衣と着物の違い」を尋
ねられた時、正直言葉に詰まった（その後交流会が終
わってから気になって調べたところ、「着物は正装、
浴衣は遊び着」であるらしい）。私は毎年浴衣を着て
いるのに、この質問に答えられなかったのがとても悔
しかった。私はグローバルな人間とは自分の祖国を誇
りに、他国との協調を図れる人だと思うので、日本の
伝統的な文化に関する知識が少ないことは大きな問題
だと感じた。

（2）高陽国際高校の生徒とのフィールドワークの内容
と、感じたこと
≪案内してくれたルート≫
　徒歩⇒教保文庫・光化門店⇒地下鉄利用⇒弘大
①徒歩
≪気づいたこと≫
　ホテルから徒歩で教保文庫・光化門店まで移動した
時に気づいたのは、街に圧倒的な存在感を放って偉人
たちの像があちらこちらに点在していることである。
日本にはないような大きさからか、迫力に圧倒されて
しまった。その中には、豊臣秀吉が朝鮮出兵をおこ
なった際、日本軍を撃退した「李舜臣」の像もある。
勇ましくそびえたつ彼の姿は、侵略をしてきた日本に
向けられる冷たい視線を表しているようだった。日本
に攻められたということが時代に関係なく保存されて
いる。こういった街づくりの一つ一つも、一般市民に
大きな影響を与えていると思う。

②教保文庫・光化門店
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　ソウルで一番大きい書店で外国書籍も充実。日本の
本コーナーがあり、また私が手に取ったことのないよ
うなマイナーな日本の漫画も豊富に取り揃えている。
書籍だけではなく、雑貨、香水、衣服など様々なもの
が揃う。地下鉄光化門駅に直結していてアクセスが非
常に良い。
≪気づいた事≫
　辛さん曰く、韓国の高校生の中でも日本製の文具
（ボールペンや色ペンなど）はとても人気があるとい
う。日本の優れた品が海外で評価されるのはとても光
栄なことだと思った。一方、私がちょうどそのときか
ぶっていた、日本で購入した帽子と同じ商品があっ
て、韓国の製品も日本で使われていることが分かっ
た。両国の近さをここでも感じた。

③弘大
　街の至る所に壁画のあるアーティスティックな若者
の街。活気があって沢山の人で賑わっていた。ここで
昼食として韓国の人気家庭料理、トッポギと韓国風の
おでんを食べた。韓国ではおでんをそのまま日本の読
み方で呼ぶらしく、他にも日本の言葉をそのまま使う
ケースは少なくないという。近頃若者の間で大人気と
なっているパッピンス（かき氷）も食べた。さらに伝
統的な煎餅も食べた。韓国の様々な食文化を堪能する
ことができた。

④全体を通して
≪高陽国際高校の生徒と接して気づいたこと≫
　私たちをお客さんだからといって立ち上がらせず、
店内では高陽のみんなで協力して用意をしてくれた。
人をもてなす心が人一倍ある人たちだと思った。
　また、時間の都合上で行くことになっていた市場を
削るという判断がとても素早かった。毎日集団生活を
している彼らだからだろうか、その臨機応変さに驚か
された。
　また、日本人にはよくありがちな知ったかぶりや、
その場しのぎの対応が全くないことが感じられた。知
らないことをはっきり知らないと言い、興味のある話
には分かりやすく耳を傾けるところが、気持ちを読む
必要がないので接しやすいと思った。

（3）高陽国際高校の生徒との意見交換会で学んだこと
≪話し合いの概要・歴史問題≫
・金銭的な補償は十分に受け取っているが、国のトッ
　プ（総理大臣）の人間が謝罪することが必要。(韓)
⇒総理大臣は村山談話の意向を受け継いでいるので、
　謝罪の立場を示している。(日)
⇒過去の談話を継承しても、靖国参拝のような矛盾し
　た行動をとっているので意味はない。靖国神社は韓

　国国民にとって、支配侵略を行った人々を祀る戦争
　を正当化する施設である。(韓)
・村山談話の事を知らなかった。そのようなことが　
　あったことを評価したい。(韓)
・日韓は共に対等な立場で手を組み闘うべきだった。
　(韓)
・日本と韓国で使われる言葉が「統治」、「植民地」
　と異なっていることについてどう思うか。(日)
⇒二つの言葉に違いはない。支配していた事実に変わ
　りはない。(韓)
・従軍慰安婦について、総理大臣の謝罪が必要(韓)
⇒アジア女性基金には総理大臣の謝罪文を付けた。(日)
・従軍慰安婦について、政治家の個人的な発言を聞　
　き、国民はそのたびに信頼を失い、日本全体の意向
　とみなす。(韓)

≪歴史問題のまとめ≫
　韓国の人々が必要としていることがよくわかった。
繰り返して言っていた「国のトップの謝罪」である。
それだけ、安倍晋三首相の動きが注目されているとい
うことである。安倍晋三首相のおこなった靖国神社参
拝は、それまで歴代の総理大臣が築いてきた韓国との
関係、謝罪の姿勢をぶち壊すものであり、その軽はず
みな行動が、日本全体の意向となっていることがとて
も悔しい。同様に慰安婦に関しても政治家の言動が深
く関係していることを日本の政治家たちはしっかりと
自覚してほしいものだ。
　これだけ日本のことについて勉強している高陽国際
高校の生徒であっても、村山談話やアジア女性基金に
関して知らないことや誤解があった。私たちもまだま
だ勉強すべきことがある。公正な目線で、歴史を知る
ことが必要だ。さらに両国メディアの報道の内容がそ
のまま世論となってしまうのにもかかわらず、過激な
報道や不平等な一部の情報だけを取り上げる報道など
が目立つ。メディアは真実を国民に伝えるためのもの
であって、国民の心を操作することは許されないこと
だ。
　高陽の生徒の方々は、このテーマに一番時間をかけ
てじっくり意見交換をしたいと述べていた。私たちに
とって歴史問題のテーマがいかに大切なものなのかと
いうことが分かった。でも、私たちは感情的になって
話すことはまずなかった。冷静に意見交換ができた
し、伝えたいことを言って納得してもらえる場面がた
くさんあって、実際に相手と面と向かって話すことが
とても重要なのだと感じた。
　意見交換が高校生の日本と韓国の歴史認識と、両国
が今どう感じているのか知る上で、大きな意義があっ
たと思う。
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≪話し合いの内容・格差、その他≫
・韓国にも所得によって収める額が変わる累進課税の
　ような制度がある。
・政府に任せたままに考えないで、自分たちレベルで
　できることを考えるべきだ。
・大学のネームバリューによって就職が決まるのは、
　それだけ努力してきたわけだからOKではないか。
・韓国では職業体験のイベントを国が主催して開催し
　ている。
・女性にとって韓国でも出産がキャリアアップの邪魔
　となっているし、教育費の負担はとても大きい。三
　人以上子供が生まれると国から手当てが出たり、優
　秀であれば学校にお金を払わなくてよくなる場合が
　ある。

≪格差のまとめ≫
　想像以上に国内の状況が日韓で似ていることに驚い
た。ただ、韓国は人口が都市部に集中しているし、国
の政策が人々の暮らしに、よりダイレクトに反映され
るため、政府のフットワークが軽いという特徴があ
り、対して日本は長い間の問題の蓄積による慢性的な
状況が表れているという特徴がある。そのため、問題
解決のために、日韓で抱える問題を共有し、たとえば
韓国がいち早くとった政策を、日本でも生かして慎重
に実行していくなど、工夫次第で協力ができると思
う。
　私はテーマの意見文で国のとるべき政策を記してい
たが、韓国のみんなに国のレベルの話ではなく、私た
ち一般市民ができる具体的な政策を教えてほしいと言
われた。韓国国民が政府に政策を丸投げせず、自分た
ちの問題として意識しているところと、日本国民の選
挙の投票率の低さからもわかるような無関心なところ
とは、かなりギャップが激しい。私は関心が強い方だ
と自分で思っていたが、格差の問題や教育の問題の解
決を国に丸投げしている部分があると気づかされた。
自分にできることがあるかもしれないので、もっと身
近な問題として捉えていく姿勢も必要だと感じた。

（4）巡検先で最も印象に残ったところ
≪戦争記念館≫
　東京巡検の際に靖国神社に行き遊就館を見てきたの
で、それと比較して見てみたのだが、日本にある戦争
博物館と韓国の戦争記念館は作られた目的が全く異な
るように感じた。この韓国の戦争記念館では、一般市
民の戦争中の苦しみ辛さをほとんど感じさせない。対
して、韓国軍が北朝鮮軍に追い詰められた状況から、
それをどう巻き返していくのかを華々しく解説、展示
している。また戦争記念館では、兵士等の遺品は私の
見た限りなかった。それに対し、屋外には160点余りの

兵器（戦闘機、軍艦、戦車）が展示されている。ま
た、韓国・アメリカの兵士らの名を「被害者」ではな
く、「英雄」として彫り連ねている。これらのことか
らわかるように、この記念館では戦争の「被害」には
スポットが当てられておらず、「成果」にスポットが
当てられている。一般市民の苦しみにはあまり触れ
ず、当時の軍隊の動向ばかり取り上げられているので
ある。今もなお22か月の兵役を義務とする韓国にとっ
ては、軍人の強さをかっこよく描き出す必要があるか
ら、このような展示の方法となっているのではないか
と思った。
　そして記念館の正面にある巨大なオブジェ「兄弟の
像」。これ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
方々は、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、この身内を引き裂く兄弟の皮肉な運命は矛盾して
いるように思うのである。
　朝鮮戦争に関してやベトナム戦争に関して、まだま
だ知らないことも多いけれど、すごく興味のある大き
いテーマだと思っている。これから、様々な書籍を読
んで朝鮮戦争がどういう意味を持った戦争なのか、
もっと深く広く多角的な目線で知ることができるよ
う、勉強していきたい。

（5）巡検をおこなったことで、新たに分かったこと
①街全体がグローバル
　語学が堪能な人が本当に多い。３年前に来たときは
日本語だけであったが、今では中国語を操る人も多
い。いろいろな国の人が韓国に旅行に来る理由のうち
の一つは、商売人の、世界を相手にしようと努力して
いることから生まれる、生き生きとした街の雰囲気で
はないだろうか。
　また、韓国の街では、屋台で伝統的な家庭料理が至
るところで売られている。たくさんの外国人が訪れて
いながら、韓国の伝統や文化もしっかりとアピールし
ていて、自分たちのアイデンティティもしっかり確立
している。とても理想的だと思う。

②日韓の深い繋がり
　韓国へ行って様々な施設を見て、街を歩いて、改め
て日韓が切っても切れない関係で結ばれてきて、これ
からもそうなのだろうということを確信した。歴史、
文化、経済をはじめ、街のどこを歩いても日本と似て
いる部分、あるいは同じところがいくつもいくつも出
てくる。どの施設であろうと日本と関連がないものな
どない。
　見習うべきところがたくさんあるし、まだまだこの
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巡検だけでは韓国のすべては知ることができていな
い。これからも地道に勉強を続けてゆきたい。

③すべての人が関わる教育国家
　高麗大学の施設の規模及び設備の新しさや充実性
は、目を疑うほどであった。国からの支援が出るとい
うことに加えて、大企業が最新の設備を大学に提供し
ていることなど、教育熱は別に親に限ったことではな
く、国全体の雰囲気だと思う。
　高陽国際高校は公立で、高校だということを忘れそ
うになるくらい規模が大きかった。寮施設は全面がガ
ラス張りになっていて、とてもおしゃれな構造になっ
ている。国が教育に使う支出が日本よりもずっと比率
が上なのだと考えられる。ガイドさんの話の節々から
も、教育がいかに重要視されているか感じ取ることが
できた。
　そして、高陽の生徒の皆さんは、本当に勤勉だ。冬
休みも家へ帰らず、学校で勉強するのだという。部活
動といっても勉強に関する部活へ入っている人が多
い。彼らは勉強が好きというわけではない。けれども
親や先生に無理やりやらされているということではな
く、やらなくてはという義務感で勉強に取り組んでい
るように思った。高陽の一日の流れをみても、朝９時
から夜は最低でも夜中の１時半まで勉強詰めの毎日を
送っていることがよくわかった。１時半まではやらな
いと宿題ですら終わらないという話も聞いた。また、
先生方に伺ったところ、テストは旭丘と同じく４回な
のだが、部活動の大会で優秀な成績をとるため、その
他の資格試験のために日々勉強をしているといい、そ
れは学校が強制しているものではない。生徒自身自ら
の意志で、勉強している姿は素晴らしいと思った。た
だ、テストがすべてではない。私はこの偏った状況は
理想の社会とは呼べないと思う。

④目に見える格差
　まず、ソウルを出て少し車を走らせたら明洞の賑
わった雰囲気からはかけ離れた静かな街に移り変わ
る。ソウルの中とソウルの外ではとても大きな隔たり
があるのだと分かったし、またソウル市内であっても
街を歩くと服がぼろぼろの人から最新のファッション
を着てさっそうと歩く人まで、本当にいろんな層の人
が存在することが目で感じられた。夜の明洞で、地下
鉄の入口階段の踊り場に、慣れたように寝床を作って
いる数名の人を見つけた。これこそ世界中からショッ
ピングを楽しむためにたくさんの人が訪れている華々
しい繁華街の裏側で、社会的弱者への保障が不十分で
ある状況を示しているのではないだろうか。

（6）高陽国際高校の生徒に伝えたいこと

　何より伝えたいことは、皆さんにお会いできて、お
話しできて本当に良かったです。そして皆さんのこと
が本当に大好きです!!!!
　たくさんのおもてなしに加えて、高陽国際高校の全
体の明るさ、モチベーションの高さ、素晴らしい人柄
にまだまだ自分の努力が、様々な面で足りないことに
気づき、本当にいい刺激をたくさんもらいました。
　日本の漫画に関して私たちよりはるかに詳しい皆さ
ん。そして、私が日本から持って行ったニット帽の色
違いを韓国で発見しました。私の大好きなDisneyプリ
ンセスを好きな子も見つけました。私たちは想像以上
に距離的にもそして文化的にも近いと思うのです
（「詐欺」という言葉はそのまま通じましたね）。
　お会いする前は、反韓、反日などのメディアの報道
を見ていたために、互いに埋められない溝ができてし
まったらどうしようと心配していましたが、深い内容
まで話し合えて本当に良かったと思っています。生の
声で、日本に求められていることを知ることができた
のに、大きな意味があると思います。皆さんにいただ
いた素晴らしい体験、そしてたくさんの文化交流の思
い出は、私にとってかけがえのない宝物となりまし
た。心から感謝しています。
　私たちが韓国、日本のそれぞれの国を導いていく時
代がやってきます。日本と韓国には共通点がとても多
いです。だからこそお互いに参考にできるところがた
くさんあると思います。私たちの時代には、もっと話
し合いをして、70年前の戦争問題にしっかりとピリオ
ドを打ち、手を取って世界の真ん中で発言していきま
しょう。EUにもUSAにも負けない大きなつながりを作
りましょう。私たちが主体となり、この関係を変えま
しょう！
　最後に、日本に来るときはぜひ言ってください。私
が案内します!!!

　Before everything, I am really lucky to meet you 
and talk with you. And I love you !!! 
You gave us lots of warm hospitality. In addition, you 
are all cheerful and have high motivation towards 
everything and, are charming. I found that my effort 
for various things is still short thanks to you. You gave 
me great influence. 
　You have detailed knowledge about Japanese 
comics. And my knitted cap that had bought in Japan 
was sold in Korea. One of you likes Disney princess 
like me. I think that our not only distance but also 
culture is close to each other（詐欺 is same ward in 
our countries！）.
　Before I saw you, I was worried if I fall out with 
you because of news such as anti-Japanese feeling and 
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anti-Korean feeling. But I think our discussion has a 
big meaning to know each other. We can know what 
you want Japan to do. The wonderful experience that 
you gave us and the memory of cultural exchange are 
my irreplaceable treasure. Thank you ! 
　In the near future, we 'll lead our countries. Japan 
and Korea have lots of common point. So, we can 
follow the other example. Let 's discuss everything 
deeper and solve the war problem 70 years ago and 
should work together. We can lead the world 
together. East Asian relationship can be stronger than 
EU and USA. For that, let 's take the leadership and 
change current relation. 
　Lastly, please tell me when you travel Japan !  I 'll 
guide you. Thank you so much !!!!! 
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