
座談会やインタビューで、研究者の素顔をご紹介したいと思います。インタビュー
研究ノート
その他

ご投稿ください！ 研究紹介 韓国・日韓関係にまつわる領域研究のもとでえられた具体的な研究成果を紹介します。また、韓国研究センターが支援
する各種事業の成果の報告、諸分野の研究方法や研究の背景、内外で発表された優れた研究を紹介するコーナーです。

関連する学会・研究会・シンポジウムの案内、近著紹介、等につきましても掲載いたしますので、随時お知らせください。

“科学者のひとりごと”“研究に関して日頃思っていること”“韓国との出会い”等々お寄せください。
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■最寄りの交通機関 バスのりば
●JR博多駅→地下鉄中洲川端乗換（貝塚行）→箱崎九大前又は貝塚下車
●福岡空港→地下鉄中洲川端乗換（貝塚行）→箱崎九大前又は貝塚下車

●天神14番のりば No.1、59、61、161の「九大前」行き、「月見町」行き→九大前下車
●天神郵便局前のりば No.21～27→九大北門下車

韓国研究センター

C O N T E N T S

問い合わせ先

センター利用案内
開館時間／10：00～17：00
詳細は下記のホームページURLをご覧ください。
http://rcks.isc.kyushu-u.ac.jp/
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ニューズレターでは、できるかぎり幅広い広
報を行うため、さまざまなコーナーを設け、
皆様のご投稿をお待ちしています。

Information

13号の発刊にあたって
深川博史副センター長 就任の御知らせ
小此木政夫 九州大学特任教授 紹介
韓国研究センター Research Center for Korean Studies / Kyushu University
「朝鮮半島グローバルヒストリーの構築」プロジェクト
小中学校社会科教員対象韓国理解教育Workshop
「朝鮮半島グローバルヒストリーの構築」／
　「小中学校社会科教員対象韓国理解教育Workshop」連携イベント
BRIT XII-2012
日韓海峡圏カレッジ
KS-DP（Korean Studies Diploma Program）オフィス 開設
第8回世界韓国研究コンソーシアム・ワークショップ
韓国研究センター 客員教授・定例研究会紹介
当センター学術共同研究員の中野三敏・九州大名誉教授、
瑞宝重光章受章
日韓文化交流基金図書の図書受入作業 完了

韓国研究センターの研究活動一覧
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13号の発刊にあたって
　近年の世界的な韓流及び K-POP 旋風、韓国の国家地位向上と歴史教育の重要性の浮上など、韓
国に対する国内外の関心と需要が増加しております。そのようななか、韓国研究センターは 2000 年 1
月の開所以来、九州大学の掲げる「アジアに開かれた世界の拠点大学」を目指して様々な活動を今日
まで展開して参りましたが、2012 年度も引き続き研究者レベルでの学術研究の交流や学生間の交流を
グローバルに展開し、大学の国際化に貢献して参りました。
　現在、当センターでは、2 つの大規模な特別プロジェクトが進められております。第一に、文部科学
省特別経費採択事業「日韓海峡圏カレッジ」は 2 年目を迎えましたが、小此木政夫特任教授の御尽
力の下、今年度は九州大学と韓国の釜山大学校から 50 人ずつの計 100 人に規模を拡大し、日韓の
学生が互いのキャンパスを共有して交流しました。社会はいま、豊かな国際感覚を身につけた人材を求
めています。本事業を通じて九州大学の学生は、語学だけでなく、韓国の歴史や文化的背景、習慣な
どにも直接触れ、理解を深めることで、グローバルな視点を見に付けることができるでしょう。国際交流
で培われた柔軟な思考力、コミュニケーションスキル、応用力と自信は、グローバルに活躍できる力に
つながります。本事業からゆくゆくは国際舞台で華 し々く活躍する学生が多数誕生することを夢見ており
ます。
　第二に、当センター企画の九州大学「韓国研究ディプロマプログラム（KS-DP）」が、今年度から新
たに韓国教育科学技術部（韓国の文部科学省）と韓国学中央研究院の「海外韓国学中核大学育成」
事業の一つとして採択されました。現在、韓国政府は、世界水準の韓国学研究の支援、海外韓国学
拠点支援、人材養成、韓国学基本インフラ構築、韓国学の大衆化、韓国学分野の基盤研究支援など
を推進しています。当センターもこれに積極的に応じ、九州大学に全学的な KS-DP をシステムとして構
築することを通じて韓国学専門人材を養成し、韓国学の研究の質向上、韓国学の裾野拡大と広報強化、
関連インフラの育成・支援に邁進する所存です。
　その他にも、当センターは、国際教育並びに相互文化交流の普及促進を行い、国際友好親善向上
に寄与する活動を行って参りました。韓国国際交流財団の助成を受けて 2 度目の「小中学校社会科教
員対象韓国理解教育 Workshop」を実施することもできました。本事業は、国際理解教育に熱心に取
り組んでいる教育関係者が、国内研修と海外研修を通じて韓国を実際に体感することでその現状や日
本との関係への理解を深め、その経験をそれぞれの教育現場で、児童・生徒の皆さんに伝え広げてい
ただくことを目的としています。今回の取り組みが、授業のための素材収集方法・教材研究など国際理
解教育の実践や学級作りに役立つヒントとなり、次代を担う児童・生徒の教育に役立てられることを期
待しております。
　さらに研究活動では、2012 年度も各種の研究会や世界韓国学研究コンソーシアムなどを開催するこ
とができました。当センターの最大の目的は、「韓国を中心とする朝鮮半島地域の学際的で総合的な研
究」と「国内外の関連研究者との共同研究のコーディネート」にあります。グローバル化する現代社会に
対する問題提起もますます望まれております。そのようななか、2012 年度から開始された韓国国際交流
財団助成「朝鮮半島グローバルヒストリーの構築」国際共同研究プロジェクトは、まさに「韓国研究の
結節点」としての当センターの目的に適うものでした。濱田耕策教授（九州大学人文科学研究院・当
センター兼担、元日韓歴史共同研究委員）をリーダーとして年度内に複数回のワークショップが開催さ
れましたが、日韓その他の研究者が集って総合的・学際的な国際共同研究が行われました。その際に、
大学院生を含む若手研究者の研鑽機会の充実を通じた育成が目指されていることも特筆に値します。
今後も当センターは、学術研究活動のグローバルな展開に対応するために国際研究の担い手となるこう
した優秀な人材を計画的に育成し、学内外の共同研究ネットワークを強化しながら、日韓両国の韓国学
の発展に努めて参ります。
　2012 年度も多忙な日 を々皆様のご支援で大過なく終えることができたのは幸いでした。 年甲斐もなく、
あれもこれもと動き回り続けたのは、ひとえに私心を捨てて、韓国研究センターのために、そして九州大
学のために、さらには韓国研究のためにと願ったからです。2013 年度も引き続き、教育と研究の充実と
深化を中核に据えながら、日韓海峡圏カレッジをはじめ、各種の国際共同研究・教育事業や社会貢献
事業に取り組んでいくとともに、新たなことに積極的に挑戦し続けていく所存です。世界と日本のかかわ
り合いがますます深くなるなか、さらなる飛躍が求められております。九州大学韓国研究センターの研究
発信、国際共同教育、社会連携などの貢献が国内外から認知されたとすれば、存外の喜びです。
　当センターは、皆様からのご支援によって運営されてきました。このご支援に応えるべく、今後もさら
なる発展のために努力して参ります。今後とも、倍旧のご支援・ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

　韓国研究センターでは2012年度より
新たに副センター長のポストが設置され、
経済学研究院の深川博史（ふかがわ・ひろ
し）教授が就任した。
　深川教授は、国際農業政策及び韓国経
済研究が専門。韓国の農地問題に関する
研究（1986年以降）、韓国経済の構造変
動に関する研究（1997年以降）、韓国の産業技術革新における外
国人エンジニアの役割に関する研究（2002年以降）などに従事
してきた。著書に『市場開放下の韓国農業』（九州大学出版会）、監
訳書に『韓国経済発展のダイナミズム』（法政大学出版局）がある。
その研究の一部は、高等学校教材『地理資料』（東京法令）でも紹介
された。韓国経済の分野では専門研究誌『韓国経済研究』の編集刊
行を続けており、専門の農業経済の分野に留まることなく、韓国経
済全般に研究活動の領域を拡げている。学術上の専門知識を活か
してこれまでに、科学技術振興機構の審査作業部会委員
(2006-2010年)、日本学術振興会のアジア科学技術コミュニ
ティ形成戦略事業コーディネータ(2006～2010年）などを務め
た。
　深川教授は、「今後は、後進の研究者を育成していくなかで、自ら
も鍛えられることが必要になる。韓国研究センターは従来の活動
内容から一歩踏み出し、後進の養成に関わることでの組織成長が
期待されている」と、その意気込みを述べている。

深川博史副センター長 就任の御知らせ

　九州大学韓国研究センターは、国・公立大学で初めて韓国研究を正面から掲げた施設として、1999年12月に創設され、2000年1月
に開所式が行われた。2002年4月、文部科学省令に基づく「学内共同教育研究施設」となる。これにより4つの部門（社会ネットワーク、政治
経済システム、人間環境、研究企画）が構成され、本センターの基礎的な枠組みが築かれた。この4部門には、センター専任教授（松原孝俊教
授）と各研究院から教授・助教授が兼担として配置され、それぞれ共同研究に従事している。さらに現在では、日韓海峡圏カレッジの開始とと
もに、上記の4部門に加えて新たに国際共同部門（小此木政夫特任教授）が創設され、長期的展望に立った国際共同教育の取り組みも開始
されている。2012年度からは副センター長（深川博史教授）が新設された。その他に客員教授、講師（研究機関研究員）、学術共同研究員、外
国人訪問研究員、特定プロジェクト助教、事務職員などからなる。

韓国研究センター　Research Center for Korean Studies / Kyushu University

　現在、小此木政夫（おこのぎ・まさお）特
任教授は、2011年10月の日韓首脳会
談で開始が合意された「第2期日韓新時代
共同研究プロジェクト」（2011年12月
～）の日本側委員長として、国際社会に共
に貢献していく未来志向の日韓関係の構
築を目指す。多様な分野の日韓の有識者が
「新時代の日韓協力」をテーマに共同で研究。小此木特任教授は、
第1期（2009～2010）から日本側委員長。第1期報告書
（2010年10月）では、中国との共存も視野に置きつつ、今後取り
組むべき課題として「東アジア知識銀行」「キャンパス・アジア」「日
韓安全保障協力の強化」「包括的な日韓自由貿易協定の締結」など
21項目の提言を発表。
　小此木特任教授は1945年生まれ。韓国・北朝鮮の政治や国際
政治を研究。慶應義塾大学教授、ソウルの延世大学客員教授、慶應
義塾大学現代韓国研究センター長、現代韓国朝鮮学会会長、慶應
義塾大学法学部長などを歴任。2011年に慶應義塾大学を退職。
同大学名誉教授。2012年から九州大学特任教授に着任し、日韓
海峡圏カレッジを担当。著書に『朝鮮戦争』（単著、中央公論社）、
『市場・国家・国際体制』（共編著、慶應義塾大学出版会）、『ポスト冷
戦の朝鮮半島』（編著、JIIA選書）など。

小此木政夫 九州大学特任教授 紹介

セ
ン
タ
ー
長

副センター長

社会ネットワーク部門

政治経済システム部門

日韓海峡圏カレッジ
（日韓海峡圏カレッジ運営委員会）

KS-DPオフィス

人 間 環 境 部 門

研 究 企 画 部 門

国際共同教育部門

■センター委員会

■専門委員会

紹介
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　韓国研究センターでは2012年度より
新たに副センター長のポストが設置され、
経済学研究院の深川博史（ふかがわ・ひろ
し）教授が就任した。
　深川教授は、国際農業政策及び韓国経
済研究が専門。韓国の農地問題に関する
研究（1986年以降）、韓国経済の構造変
動に関する研究（1997年以降）、韓国の産業技術革新における外
国人エンジニアの役割に関する研究（2002年以降）などに従事
してきた。著書に『市場開放下の韓国農業』（九州大学出版会）、監
訳書に『韓国経済発展のダイナミズム』（法政大学出版局）がある。
その研究の一部は、高等学校教材『地理資料』（東京法令）でも紹介
された。韓国経済の分野では専門研究誌『韓国経済研究』の編集刊
行を続けており、専門の農業経済の分野に留まることなく、韓国経
済全般に研究活動の領域を拡げている。学術上の専門知識を活か
してこれまでに、科学技術振興機構の審査作業部会委員
(2006-2010年)、日本学術振興会のアジア科学技術コミュニ
ティ形成戦略事業コーディネータ(2006～2010年）などを務め
た。
　深川教授は、「今後は、後進の研究者を育成していくなかで、自ら
も鍛えられることが必要になる。韓国研究センターは従来の活動
内容から一歩踏み出し、後進の養成に関わることでの組織成長が
期待されている」と、その意気込みを述べている。

深川博史副センター長 就任の御知らせ

　九州大学韓国研究センターは、国・公立大学で初めて韓国研究を正面から掲げた施設として、1999年12月に創設され、2000年1月
に開所式が行われた。2002年4月、文部科学省令に基づく「学内共同教育研究施設」となる。これにより4つの部門（社会ネットワーク、政治
経済システム、人間環境、研究企画）が構成され、本センターの基礎的な枠組みが築かれた。この4部門には、センター専任教授（松原孝俊教
授）と各研究院から教授・助教授が兼担として配置され、それぞれ共同研究に従事している。さらに現在では、日韓海峡圏カレッジの開始とと
もに、上記の4部門に加えて新たに国際共同部門（小此木政夫特任教授）が創設され、長期的展望に立った国際共同教育の取り組みも開始
されている。2012年度からは副センター長（深川博史教授）が新設された。その他に客員教授、講師（研究機関研究員）、学術共同研究員、外
国人訪問研究員、特定プロジェクト助教、事務職員などからなる。

韓国研究センター　Research Center for Korean Studies / Kyushu University

　現在、小此木政夫（おこのぎ・まさお）特
任教授は、2011年10月の日韓首脳会
談で開始が合意された「第2期日韓新時代
共同研究プロジェクト」（2011年12月
～）の日本側委員長として、国際社会に共
に貢献していく未来志向の日韓関係の構
築を目指す。多様な分野の日韓の有識者が
「新時代の日韓協力」をテーマに共同で研究。小此木特任教授は、
第1期（2009～2010）から日本側委員長。第1期報告書
（2010年10月）では、中国との共存も視野に置きつつ、今後取り
組むべき課題として「東アジア知識銀行」「キャンパス・アジア」「日
韓安全保障協力の強化」「包括的な日韓自由貿易協定の締結」など
21項目の提言を発表。
　小此木特任教授は1945年生まれ。韓国・北朝鮮の政治や国際
政治を研究。慶應義塾大学教授、ソウルの延世大学客員教授、慶應
義塾大学現代韓国研究センター長、現代韓国朝鮮学会会長、慶應
義塾大学法学部長などを歴任。2011年に慶應義塾大学を退職。
同大学名誉教授。2012年から九州大学特任教授に着任し、日韓
海峡圏カレッジを担当。著書に『朝鮮戦争』（単著、中央公論社）、
『市場・国家・国際体制』（共編著、慶應義塾大学出版会）、『ポスト冷
戦の朝鮮半島』（編著、JIIA選書）など。

小此木政夫 九州大学特任教授 紹介

セ
ン
タ
ー
長

副センター長

社会ネットワーク部門

政治経済システム部門

日韓海峡圏カレッジ
（日韓海峡圏カレッジ運営委員会）

KS-DPオフィス

人 間 環 境 部 門

研 究 企 画 部 門

国際共同教育部門

■センター委員会

■専門委員会

紹介
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「朝鮮半島グローバルヒストリーの構築」プロジェクト
Global History Workshop and Open Lectures on the Korean Peninsula
　グローバル化が進むにつれて従来のナショナル・ヒストリー（national history）は相対化されてきており、韓国学でも例外ではな
い。しかし、グローバルな観点から朝鮮半島の歴史・文化を総体的に把握する試みは日本ではあまり行われてこなかった。そこで、韓国
研究センターでは韓国国際交流財団から助成を頂き、濱田耕策教授（人文科学研究院・当センター兼担、元日韓歴史共同研究委員）を
中心に「朝鮮半島グローバルヒストリーの構築」をテーマとする国際共同プロジェクトを数次にわたって開催した。ワークショップで
は、従来の一国史的な歴史研究の枠組みを相対化し、より広域の新たな分析枠組を生み出すことを目指して、活発な議論が展開された。
また、若手研究者の発表の機会も積極的に提供され、活発な研究交流も実現できた。日韓の次世代研究者が互いに切磋琢磨する姿を確
認することは、彼らにとって良い刺激となったことであろう。
　一人ひとりの研究者が、専門性を確立するとともに時代の変化に柔軟な意識を持つことが重要である。2013年度も引き続き、狭い
世界に閉じこもらず、歴史を直視しつつ、時代・社会・未来を見渡しながら、公開講座と国際共同ワークショップに鋭意取り組んで未来
志向で重層的な信頼関係を築いていく所存である。韓国研究センターの新たな将来に向け、一過性で終わりがちな祭り・イベントに終
わることなく、実質的な学術成果を着実に蓄積し、社会に還元していきたい。なお、本プロジェクトの初年度おいては、高麗大学校の崔
德壽教授にメンバーに加わって頂き、高麗大学校韓国史学科の皆様には多大なるご尽力を頂いた。ここに記して謝意を表したい。

朝鮮半島グローバルヒストリーの構築

未来志向で重層的な信頼関係の構築

《日本》 《海外》

学術 活動

社会 貢献

2013年度～

2012年度

韓国学の発展
（学術交流・人材育成等）

韓国理解の増進・支援

九 州 大 学
韓国研究センター

高 麗 大 学 校
韓国史学科

（公開講座・シンポジウム等）

韓国国際交流財団助成

6 月 23 日（土）オープニング・ワークショップ（於：九州大学 箱崎キャンパス 国際ホール）
13:10 − 13:50 濱田耕策 （九州大学 人文科学研究院 教授）

「新羅の国学運営と律令」
13:50 − 14:30 森平雅彦 （九州大学 人文科学研究院 准教授）

「朝鮮中近世の国際関係と交通路」
14:40 − 15:20 崔德壽 （韓国・高麗大学校 文科大学 韓国史学科 教授）

「大韓帝国時期のアジア共同体論」
15:20 − 16:00 宋圭振（亜世亜問題研究所 研究室長、教授）

「韓国併合後の西洋各国居留地の撤廃問題」
16:10 − 17:00 ラウンドテーブル（濱田教授、崔教授、宋教授、森平准教授）
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高 麗 大 学 校
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韓国国際交流財団助成 9 月 19 日（水）講演会・次世代研究者研究発表会（於：韓国・高麗大学校 教育館）
　　　　　　　　共催：高麗大学 BK21 韓国史学教育研究団
15:30 − 17:00 森平雅彦（九州大学 人文科学研究院 准教授）

「朝鮮中近世の国際交通路探訪記」
17:00 − 17:30 高村源太郎（九州大学大学院 人文科学府）

「朝鮮後期軍役の面里代定」
17:30 − 18:00 田中美彩都（九州大学大学院 人文科学府）

「『創氏名鑑』に基づく創氏改名の実態分析」

9 月 20 日（木）第 2 回ワークショップ（於：韓国・高麗大学校）
13:00 − 13:10 開始・挨拶
13:10 − 13:50 押川信久（九州大学　文学部　非常勤講師）

「朝鮮前期の日本通交と大蔵経」
13:50 − 14:30 井岡博 ( 九州大学 韓国研究センター 講師 (研究機関研究員))

“Reconsidering Pueblo Incident 1968”
14:40 − 15:20 李鎮漢 （高麗大学校　韓国史学科　教授）

「高麗時代致仕制の運営—官人の疾病と致仕—」
15:20 − 16:00 朴大在 （高麗大学校　韓国史学科　教授）

「古代韓国と孫呉の海上交流」
16:10 − 17:30 ラウンドテーブル（李教授、朴教授、押川講師、井岡研究員）

11 月 3 日（土）10 日（土）県民講座（於：アクロス福岡 福岡県国際交流センター 国際ひろば） ※ 8 頁参照

12 月 23 日（日）第 3 回ワークショップ（於：JR 博多シティ会議室）
13:00 − 13:10 挨拶
第Ⅰセッション　若手研究者発表会
13:10 − 13:50 立花大輔（九州大学 大学院 人文科学府 博士課程）

「8・9 世紀新羅における唐制受容の様相」
13:50 − 14:30 郭今先（高麗大学校 一般大学院 韓国史学科 修士課程）

「大韓帝国期『外部訴状』を通じてみた民と治外法権」
14:30 − 15:10 李柱澔（高麗大学校 一般大学院 韓国史学科 博士課程）

「政府樹立期北朝鮮の消費組合政策変化とその含意」
15:10 − 15:50 金相奎（高麗大学校 一般大学院 韓国史学科 博士課程）

「戦時体制期陸軍特別志願兵の死を利用すること—陸軍特別志願兵 1 号
戦死者李仁錫の事例を中心に—」

第Ⅱセッション　研究報告
16:00 − 16:40 新城道彦（新潟大学 現代社会文化研究科 共生文化研究専攻 助教）

「韓国併合における西欧と東亜の接合—前近代の礼観念による近代イデオ
ロギーの表出—」

16:40 − 17:20 崔德壽（高麗大学校 文科大学 韓国史学科 教授）
「近代朝鮮とシルクロード (Modern Chosǒn Korea and The Silk 
Road)」

17:20 − 18:00 許殷（高麗大学校 韓国史学教育研究団 研究助教授）
「冷戦時代米国の図書計画 (the Book Program) と『自由東アジア』
の形成」

第Ⅲセッション　ラウンドテーブル
18:00 − 18:30 全体討論（崔教授、許教授、新城助教、立花氏、郭氏、李氏、金氏）

2 月中旬（予定）第 4 回ワークショップ※ ※本稿は2013年1月時点に執筆されたものです。
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　韓国国際交流財団の助成で韓国研究センターは、2010年以来2
度目の小中学校社会科教員対象韓国理解教育Workshopを開催し
た。先進的な取り組みを行う釜山の小中学校などを小中学校の教員
に学習・体感してもらった成果を、「国際理解」教育活動（「韓国理
解教育」）などの学校教育の実践の場に反映させることを目的として
いる。今日の日本の学校教育では、「総合的な学習の時間」などにお
いて、単なる活動におわらない「中身のある」学習が強く求められて
いる。そこで、韓国研究センターは、小中学校等で「国際理解」活動
に取り組んでいる教員の方々に積極的に協力するために、実地研修
を含むワークショップを企画した。今回は、福岡県福岡市と佐賀県唐
津市から10名の小中学校の教員及び関係者が参加し、国内研修を
受けつつ、釜山での実地研修に臨んだ。

ど）、教室運営などの教育情報、韓国の初等学校の現場情報
などが提供された。
　当然ながら、先生方による訪韓の直接的な成果は、今後、釜
山の初等学校・中等学校のイメージが定着したこと、さらには
すぐにコンタクトを取ることが可能なコンタクトパーソンが出
現したこと、さらには、福岡市・唐津市および釜山市との初等
学校・中等学校との間の教育的パイプが開通したことである。
3市の学校群において、単に点ではなく面的な交流拡大の契
機となった。
　第1回Workshopに参加した福岡市飯倉小学校教監によ
る福岡県民対象講座（2012年11月10日開催、8頁参照）に
おける報告が、当日に参加した福岡県民に紹介された。飯倉
小学校児童対象のアンケートでは、「韓国が好き」という回答
が全児童の約90％以上に達したという。我々韓国研究セン
ター一同は、この数字の報告を知り、本Workshopの実施の
顕著な実績として大いに喜ぶと共に、努力が報われた思いで
あった。

　九州大学韓国研究センター主管「第2回初等学校教員対象
韓国理解Workshop」は、第1回目が福岡市の教員に限定し
たのに対して、今回は佐賀県唐津市の教員も含めたことによっ
て、期待以上の成果が上がったと強調したい。というのも、
2012年に唐津市は唐津市・麗水市姉妹都市締結30周年の
記念行事が多数実施されたばかりではなく、麗水世界博覧会
2012が開催されたことを契機に、唐津市民約2000名が麗
水世界博覧会に参加しただけに、唐津市教育委員会において
は、初等学校・中等学校の義務教育課程における韓国理解促
進のProgram策定は緊急の課題であった。それだけに、本
Workshopに参加することで、福岡市教員とのディスカッ
ション、さらには釜山市の初等・中等学校の先生方との意見
交換は有意義であった。
　しかも今回のWorkshopの団長である稲葉継雄先生は唐
津市教育委員長であり、この教育委員長を中心に唐津市の 
New韓国理解教育プログラム立案に着手されたそうである。
この点は、本Workshopの大きな成果の一部であるだけに、
特に強調したい。
　一方、福岡市においても、2年前に作成された福岡市・釜山
市教育委員会共同制作の副教材「もっと知りたい福岡・釜山」
の活用法を検討する福岡市社会科教育部会の先生方によっ
て、本Workshop終了後の教育活動によって、あたかも湖水
の水面に石を投じたように波及効果が広く拡大しているそう
である。5人の先生方が所属する5つの初等学校において、本
Workshop研修報告などが開催されることで、参加しなかっ
た先生へのビジュアル教材（先生方が直接に撮影した写真な

第2回初等学校教員対象韓国理解Workshopを終えて 松原孝俊（九州大学 韓国研究センター長）

《釜山フィールドトリップの光景》
韓国国際交流財団助成

2012 年 8 月 4 日（土）　事前セミナー
13:10 − 13:40 ガイダンス
14:00 − 14:50 講義①　稲葉継雄（唐津市教育委員会 委員長）「韓国の学校教育」
15:00 − 15:50 講義②　伊東正一（九州大学 農学研究院 教授）「現代における日韓の食料需給問題」
16:00 − 16:50 意見交換会

2012 年 8 月 24 日（金）− 26 日（日）　釜山フィールドトリップ
8 月 24 日（金）
15:00 − 17:00 講義③　鄭瑛眞（釜山女子大学校 児童美術保育科 教授）

①釜山惠花初等学校・惠花女子中学校案内
　・韓国における初等・中等学校 IT 化施設及び教室運営の視察
　・初等教育における国際理解教育に関する意見交換
　・社会科教育における「日韓両国史の教え方」
②韓国文化体験
　・韓国茶道文化を体験し、韓国マナーを学ぶ
　・国際理解授業や韓国文化教育のためのビジュアル教材の収集

19:00 − 20:00 日韓教員懇談会におけるネットワーク形成
8 月 25 日（土）
  9:00 − 13:00 現地調査①

・韓国理解教材研究 A「歴史の現場を歩く——壬申倭乱から現代史まで」
　（機張倭城跡、海東竜宮寺、ヌリマル APEC ハウス）
・韓国理解教材研究 B「もっと知りたい釜山：授業用教材情報資料蒐集」
　（見て、触ってわかる「モノ」の蒐集）

15:00 − 17:00 講義④　辛貞和（東西大学校 国際関係学科 教授）
　　　　「韓国の外交政策と東アジアにおける地域協力の可能性」

8 月 26 日（日）
  9:00 − 11:30 釜山市内踏査②（BIFF 広場、国際市場、チャガルチ市場、龍頭山公園）
12:30 − 14:30 釜山市内踏査③（釜山近代博物館、臨時首都記念館、釜山新港）
11 月 3 日（土）

10 日（土）　
県民講座（於：アクロス福岡 福岡県国際交流センター 国際ひろば） ※ 8 頁参照



小中学校社会科教員対象韓国理解教育Workshop

6 7

ワークショップワークショップ

　韓国国際交流財団の助成で韓国研究センターは、2010年以来2
度目の小中学校社会科教員対象韓国理解教育Workshopを開催し
た。先進的な取り組みを行う釜山の小中学校などを小中学校の教員
に学習・体感してもらった成果を、「国際理解」教育活動（「韓国理
解教育」）などの学校教育の実践の場に反映させることを目的として
いる。今日の日本の学校教育では、「総合的な学習の時間」などにお
いて、単なる活動におわらない「中身のある」学習が強く求められて
いる。そこで、韓国研究センターは、小中学校等で「国際理解」活動
に取り組んでいる教員の方々に積極的に協力するために、実地研修
を含むワークショップを企画した。今回は、福岡県福岡市と佐賀県唐
津市から10名の小中学校の教員及び関係者が参加し、国内研修を
受けつつ、釜山での実地研修に臨んだ。

ど）、教室運営などの教育情報、韓国の初等学校の現場情報
などが提供された。
　当然ながら、先生方による訪韓の直接的な成果は、今後、釜
山の初等学校・中等学校のイメージが定着したこと、さらには
すぐにコンタクトを取ることが可能なコンタクトパーソンが出
現したこと、さらには、福岡市・唐津市および釜山市との初等
学校・中等学校との間の教育的パイプが開通したことである。
3市の学校群において、単に点ではなく面的な交流拡大の契
機となった。
　第1回Workshopに参加した福岡市飯倉小学校教監によ
る福岡県民対象講座（2012年11月10日開催、8頁参照）に
おける報告が、当日に参加した福岡県民に紹介された。飯倉
小学校児童対象のアンケートでは、「韓国が好き」という回答
が全児童の約90％以上に達したという。我々韓国研究セン
ター一同は、この数字の報告を知り、本Workshopの実施の
顕著な実績として大いに喜ぶと共に、努力が報われた思いで
あった。

　九州大学韓国研究センター主管「第2回初等学校教員対象
韓国理解Workshop」は、第1回目が福岡市の教員に限定し
たのに対して、今回は佐賀県唐津市の教員も含めたことによっ
て、期待以上の成果が上がったと強調したい。というのも、
2012年に唐津市は唐津市・麗水市姉妹都市締結30周年の
記念行事が多数実施されたばかりではなく、麗水世界博覧会
2012が開催されたことを契機に、唐津市民約2000名が麗
水世界博覧会に参加しただけに、唐津市教育委員会において
は、初等学校・中等学校の義務教育課程における韓国理解促
進のProgram策定は緊急の課題であった。それだけに、本
Workshopに参加することで、福岡市教員とのディスカッ
ション、さらには釜山市の初等・中等学校の先生方との意見
交換は有意義であった。
　しかも今回のWorkshopの団長である稲葉継雄先生は唐
津市教育委員長であり、この教育委員長を中心に唐津市の 
New韓国理解教育プログラム立案に着手されたそうである。
この点は、本Workshopの大きな成果の一部であるだけに、
特に強調したい。
　一方、福岡市においても、2年前に作成された福岡市・釜山
市教育委員会共同制作の副教材「もっと知りたい福岡・釜山」
の活用法を検討する福岡市社会科教育部会の先生方によっ
て、本Workshop終了後の教育活動によって、あたかも湖水
の水面に石を投じたように波及効果が広く拡大しているそう
である。5人の先生方が所属する5つの初等学校において、本
Workshop研修報告などが開催されることで、参加しなかっ
た先生へのビジュアル教材（先生方が直接に撮影した写真な

第2回初等学校教員対象韓国理解Workshopを終えて 松原孝俊（九州大学 韓国研究センター長）

《釜山フィールドトリップの光景》
韓国国際交流財団助成



九州大学 韓国研究センター県民講座

〒812-8581 福岡市東区箱崎6-10-1 韓国研究センター

E-mail: intlkrcks.uok@jimu.kyushu-u.ac.jp
Tel 092-642-4358（10時～17時）  Fax 092-642-4359

「韓国の歴史・文化を理解する」

2012年の朝鮮半島
―過去・現在・未来を展望する―

11月3日（土・祝） 13：00～16：30

12：30- 受付開始
13：00-13：10 挨　　拶

13：10-13：50 出水 薫 （九州大学 法学研究院 教授）
 「日韓まなざしの落差」

朝鮮半島の過去・現在を考える

11月３日（土・祝）・10日（土）
財団法人福岡県国際交流センター
こくさいひろば（アクロス３Ｆ）

主催：九州大学 韓国研究センター／共催：財団法人福岡県国際交流センター／後援：韓国国際交流財団、駐福岡大韓民国総領事館

14：10-14：50 小此木 政夫 （九州大学 韓国研究センター 特任教授）
 「2012年の韓国情勢」
15：00-15：40 武貞 秀士 （韓国・延世大学校 国際学部 教授）
 「2012年の北朝鮮情勢」

2012年の朝鮮半島の未来を考える

15：50-16：30 ディスカッション
 小此木 政夫教授、武貞 秀士教授、出水 薫教授

全体討論：朝鮮半島の過去・現在・未来を展望する

第一部

第二部

第三部

異邦を旅する・暮らす・学ぶ
―国境を越えるヒトのつながり―
12：30- 受付開始
13：00-13：10 挨　　拶

13：10-13：50 森平 雅彦 （九州大学 人文科学研究院 准教授）
 「モンゴル時代の東部ユーラシアと高麗―ヒトと文化の環流―」（仮）

14：00-14：40 石川 亮太 （立命館大学 経営学部 准教授）
 「朝鮮半島と華僑ネットワーク―19世紀を中心に―」（仮）

朝鮮半島グローバルヒストリーの構築

14：50-15：30 朴 素瑩 （韓国学中央研究院 研究員）
 「日本の教科書に表れる韓国の変貌」
15：40-16：30 「学校現場から見た韓国」
  （韓国国際交流財団助成社会科教員ワークショップ参加者による報告）

教室から見た日本・韓国

第一部

第二部

11月10日（土） 13：00～16：30

平成24年

九州大学 韓国研究センターお問い合わせ

申込不要
入場無料

場所
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金正恩体制と日朝協議について詳細な分析を報告した。質疑応答
では会場から活発に質問が出されたが、３人のパネリストからは
明快かつ真摯な回答がなされ、充実したものになった。
　第2回目では、グローバルな広がりをもって朝鮮半島の歴史が
顧みられた。朝鮮半島の社会と文化は、絶え間ない相互交流を通
じて歴史的に形成されてきたものであり、グローバルの意識水準
から歴史・文化を提示することは、未来志向的な関係を構築する
ための有益な観点を提示するのにも役に立つだろう。第一部で
は、森平雅彦准教授がユーラシアの視点から多様な時代・地域の
資料を利用してモンゴル帝国と高麗の関係を紹介するとともに、
石川亮太准教授が朝鮮半島の華僑の文化・生活にさまざまな角
度から光をあてた。第二部では、朴素瑩研究員が、戦前から現代
までの日本の地理教科書に現れた韓国のイメージの変化を浮き
彫りにした。また、韓国国際交流財団の後援による社会科教員
ワークショップに参加した福岡市と唐津市小中学校の教員2名
が、日韓の小中学校の現場を見た感想をいきいきと報告した。
　研究者・教育者にとって、その成果を広く社会に還元し、世代を
越えて多くの人々と広く共有する機会を得られたことは喜ばしい
ことであった。韓国研究センターでは今後も社会貢献活動に努
め、より一層社会のニーズに応えていきたい。

　福岡県民の国際理解促進と国際交流における福岡県の拠点性
を高めるため、2回にわたり県民講座が開催された。福岡の地
は、広大なユーラシア大陸を東西に結ぶシルクロードの東端に位
置し、古来より大宰府政庁や鴻臚館が置かれるなど、日本にとっ
て大陸への重要な玄関口として栄えてきた。とくに朝鮮半島とは
深いよしみを結んできた。今後とも福岡県が歴史豊かな国際交流
都市として発展していくためにも、朝鮮半島に対する正しい知識
と理解を深め、ともに理解・協力し合ってよりよい地域づくりを
行っていく必要がある。
　第1回目では、錯綜する朝鮮半島と日本の関係が、過去・現在・
未来の長いスパンのなかでどのようにとらえられるのか、改めて
問い直された。とりわけ2012年は世界各国・地域で政治イベン
トが目白押しであるが、朝鮮半島も例外ではなく、韓国大統領選
挙や金正恩体制の出帆などの大きな変化に直面している。日韓で
は領土・歴史問題が再燃したことも記憶に新しい。それでは、
2012年の朝鮮半島は我々にとってどのような意味を持つのだろ
うか。まず出水薫教授が日韓の歴史認識の「すれ違い」を論じ、
パラダイム転換の必要性を提案した。また、小此木政夫特任教授
が2012年の韓国大統領選挙と日韓関係の動向を説明するとと
もに、韓国の延世大学校から招聘した武貞秀士教授が北朝鮮の

BRIT XII - 2012
Fukuoka / Busan

JAPAN KOREA

The XII International Scientific Meeting on 
Border Regions in Transition

BRIT 2012 福岡 / 釜山大会

［主催］ 北海道大学グローバルCOEプログラム「境界研究の拠点形成」／
 北海道大学スラブ研究センター／九州大学韓国研究センター／
 九州大学大学院法学研究院／東西大学校日本研究センター
［会場］ 福岡大会：福岡国際会議場
 釜山大会：東西大学校
［日程］ Day 1-2　11月13日（火）～14（水）福岡シンポジウム（於：福岡国際会議場）
 Day 3　11月15日（木）　対馬巡検
 Day 4　11月16日（金）　釜山シンポジウム（於：東西大学校）

　近年、欧米や中東、アフリカ諸国で境界研究が盛んに行われているが、ユーラシア大陸および東
アジアは、国際的な境界研究コミュニティにおいて、長い間空白地帯となってきた。そこで、九州大
学・韓国研究センターは、ユーラシア地域研究において世界をリードする研究活動を行ってきた北
海道大学・スラブ研究センターの呼びかけの下、権威ある境界研究ネットワークであるBRIT
（Border Regions in Transition）第12 回大会の冠の下で、2012 年11月に境界問題に関
する大規模なシンポジウムを開催した。BRITは1994年に始まったが、初めての東アジア開催で
あった。福岡と釜山という境界隣接都市の協力を得て、ユーラシアおよびアジア地域のみならず世
界中から境界問題を研究する約200人の研究者が参加する大変画期的なイベントとなった。
　福岡セッションでは、福岡市および九州大学が全面的に協力した。大会初日、佐伯浩・北海道大
学総長による開会の辞に続き、松原孝俊韓国研究センター長が福岡釜山超広域経済圏構想を紹介
し、「国境を越えた」日韓交流の必要性を力説した。そして、主催者を代表して岩下明裕教授
（GCOE拠点リーダー）が、“BRIT XII: Challenges and Perspectives” と題するスピー
チを行い、その中で、ユーラシア・東アジアにおいて境界研究の拠点が不在であり、BRIT初の東
アジア開催意義が強調された。また、中国、韓国と領土問題をめぐって摩擦が強まるなか、岩下教
授は福岡̶対馬̶釜山の海峡ラインを「領土問題が存在しない最も平和な地域」と指摘し、二国
間交流が順調な例として紹介した。福岡国際会議場では福岡市主催による九州大学と東西大学校
の学生による討論会や、姜尚中講演会も開催された。福岡市の髙島宗一郎市長主催の晩餐会も催
された。
　なお、福岡シンポジウムでは2日目のセッション終了後にエクスカーションが企画され、希望者
がこれに参加した。11月は毎年福岡で大相撲九州場所が行われており、海外の研究者に日本の伝
統的格闘技である相撲を見てもらう絶好の機会でもあった。また、各国からの参加者は、長崎県対
馬市の市民劇団「漁火（いさりび）」によるミュージカル「対馬物語」も観劇した。「漁火」は
2009年に旗揚げされ、小学生から60代までの約20人が参加し、学校や仕事の合間に稽古を
続けている。劇団名の「漁火」には、日韓海峡で操業する漁船の灯火だが、国境の両岸から見える
平和のともしびという意味が込められている。徳川家康が天下を取った後、初代対馬藩主・宗義智
が、二つの国のはざまで苦悩し、家族と引き裂かれながら、1607年に第1回朝鮮通信使の来訪を
実現させ、国交回復に尽力する姿が演じられ、多数の参加者から好評を得た。
　2国・2都市以上にまたがる研究大会の開催がBRITの特徴であり、特に今回は船による国境越
えが多くの境界研究者の関心を惹いた。福岡での2日間の研究大会後、3日目には参加者はジェッ
トフォイル（水中翼船）で博多港から対馬厳原港に渡り、韓国と国境を面する「国境の島」対馬をバ
スで縦断した後、財部・対馬市長の講演を経て、比田勝港から再び船で出港し、釜山港から韓国へ
入国した。最終日は東西大学校がホスト役を務め、成功裡に閉幕した。

「朝鮮半島グローバルヒストリーの構築」／「小中学校社会科教員対象韓国理解教育Workshop」連携イベント

シンポジウム県民講座



九州大学 韓国研究センター県民講座

〒812-8581 福岡市東区箱崎6-10-1 韓国研究センター

E-mail: intlkrcks.uok@jimu.kyushu-u.ac.jp
Tel 092-642-4358（10時～17時）  Fax 092-642-4359

「韓国の歴史・文化を理解する」

2012年の朝鮮半島
―過去・現在・未来を展望する―

11月3日（土・祝） 13：00～16：30

12：30- 受付開始
13：00-13：10 挨　　拶

13：10-13：50 出水 薫 （九州大学 法学研究院 教授）
 「日韓まなざしの落差」

朝鮮半島の過去・現在を考える

11月３日（土・祝）・10日（土）
財団法人福岡県国際交流センター
こくさいひろば（アクロス３Ｆ）

主催：九州大学 韓国研究センター／共催：財団法人福岡県国際交流センター／後援：韓国国際交流財団、駐福岡大韓民国総領事館

14：10-14：50 小此木 政夫 （九州大学 韓国研究センター 特任教授）
 「2012年の韓国情勢」
15：00-15：40 武貞 秀士 （韓国・延世大学校 国際学部 教授）
 「2012年の北朝鮮情勢」

2012年の朝鮮半島の未来を考える

15：50-16：30 ディスカッション
 小此木 政夫教授、武貞 秀士教授、出水 薫教授

全体討論：朝鮮半島の過去・現在・未来を展望する

第一部

第二部

第三部

異邦を旅する・暮らす・学ぶ
―国境を越えるヒトのつながり―
12：30- 受付開始
13：00-13：10 挨　　拶

13：10-13：50 森平 雅彦 （九州大学 人文科学研究院 准教授）
 「モンゴル時代の東部ユーラシアと高麗―ヒトと文化の環流―」（仮）

14：00-14：40 石川 亮太 （立命館大学 経営学部 准教授）
 「朝鮮半島と華僑ネットワーク―19世紀を中心に―」（仮）

朝鮮半島グローバルヒストリーの構築

14：50-15：30 朴 素瑩 （韓国学中央研究院 研究員）
 「日本の教科書に表れる韓国の変貌」
15：40-16：30 「学校現場から見た韓国」
  （韓国国際交流財団助成社会科教員ワークショップ参加者による報告）

教室から見た日本・韓国

第一部

第二部

11月10日（土） 13：00～16：30

平成24年

九州大学 韓国研究センターお問い合わせ

申込不要
入場無料

場所
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金正恩体制と日朝協議について詳細な分析を報告した。質疑応答
では会場から活発に質問が出されたが、３人のパネリストからは
明快かつ真摯な回答がなされ、充実したものになった。
　第2回目では、グローバルな広がりをもって朝鮮半島の歴史が
顧みられた。朝鮮半島の社会と文化は、絶え間ない相互交流を通
じて歴史的に形成されてきたものであり、グローバルの意識水準
から歴史・文化を提示することは、未来志向的な関係を構築する
ための有益な観点を提示するのにも役に立つだろう。第一部で
は、森平雅彦准教授がユーラシアの視点から多様な時代・地域の
資料を利用してモンゴル帝国と高麗の関係を紹介するとともに、
石川亮太准教授が朝鮮半島の華僑の文化・生活にさまざまな角
度から光をあてた。第二部では、朴素瑩研究員が、戦前から現代
までの日本の地理教科書に現れた韓国のイメージの変化を浮き
彫りにした。また、韓国国際交流財団の後援による社会科教員
ワークショップに参加した福岡市と唐津市小中学校の教員2名
が、日韓の小中学校の現場を見た感想をいきいきと報告した。
　研究者・教育者にとって、その成果を広く社会に還元し、世代を
越えて多くの人々と広く共有する機会を得られたことは喜ばしい
ことであった。韓国研究センターでは今後も社会貢献活動に努
め、より一層社会のニーズに応えていきたい。

　福岡県民の国際理解促進と国際交流における福岡県の拠点性
を高めるため、2回にわたり県民講座が開催された。福岡の地
は、広大なユーラシア大陸を東西に結ぶシルクロードの東端に位
置し、古来より大宰府政庁や鴻臚館が置かれるなど、日本にとっ
て大陸への重要な玄関口として栄えてきた。とくに朝鮮半島とは
深いよしみを結んできた。今後とも福岡県が歴史豊かな国際交流
都市として発展していくためにも、朝鮮半島に対する正しい知識
と理解を深め、ともに理解・協力し合ってよりよい地域づくりを
行っていく必要がある。
　第1回目では、錯綜する朝鮮半島と日本の関係が、過去・現在・
未来の長いスパンのなかでどのようにとらえられるのか、改めて
問い直された。とりわけ2012年は世界各国・地域で政治イベン
トが目白押しであるが、朝鮮半島も例外ではなく、韓国大統領選
挙や金正恩体制の出帆などの大きな変化に直面している。日韓で
は領土・歴史問題が再燃したことも記憶に新しい。それでは、
2012年の朝鮮半島は我々にとってどのような意味を持つのだろ
うか。まず出水薫教授が日韓の歴史認識の「すれ違い」を論じ、
パラダイム転換の必要性を提案した。また、小此木政夫特任教授
が2012年の韓国大統領選挙と日韓関係の動向を説明するとと
もに、韓国の延世大学校から招聘した武貞秀士教授が北朝鮮の

BRIT XII - 2012
Fukuoka / Busan

JAPAN KOREA

The XII International Scientific Meeting on 
Border Regions in Transition

BRIT 2012 福岡 / 釜山大会

［主催］ 北海道大学グローバルCOEプログラム「境界研究の拠点形成」／
 北海道大学スラブ研究センター／九州大学韓国研究センター／
 九州大学大学院法学研究院／東西大学校日本研究センター
［会場］ 福岡大会：福岡国際会議場
 釜山大会：東西大学校
［日程］ Day 1-2　11月13日（火）～14（水）福岡シンポジウム（於：福岡国際会議場）
 Day 3　11月15日（木）　対馬巡検
 Day 4　11月16日（金）　釜山シンポジウム（於：東西大学校）

　近年、欧米や中東、アフリカ諸国で境界研究が盛んに行われているが、ユーラシア大陸および東
アジアは、国際的な境界研究コミュニティにおいて、長い間空白地帯となってきた。そこで、九州大
学・韓国研究センターは、ユーラシア地域研究において世界をリードする研究活動を行ってきた北
海道大学・スラブ研究センターの呼びかけの下、権威ある境界研究ネットワークであるBRIT
（Border Regions in Transition）第12 回大会の冠の下で、2012 年11月に境界問題に関
する大規模なシンポジウムを開催した。BRITは1994年に始まったが、初めての東アジア開催で
あった。福岡と釜山という境界隣接都市の協力を得て、ユーラシアおよびアジア地域のみならず世
界中から境界問題を研究する約200人の研究者が参加する大変画期的なイベントとなった。
　福岡セッションでは、福岡市および九州大学が全面的に協力した。大会初日、佐伯浩・北海道大
学総長による開会の辞に続き、松原孝俊韓国研究センター長が福岡釜山超広域経済圏構想を紹介
し、「国境を越えた」日韓交流の必要性を力説した。そして、主催者を代表して岩下明裕教授
（GCOE拠点リーダー）が、“BRIT XII: Challenges and Perspectives” と題するスピー
チを行い、その中で、ユーラシア・東アジアにおいて境界研究の拠点が不在であり、BRIT初の東
アジア開催意義が強調された。また、中国、韓国と領土問題をめぐって摩擦が強まるなか、岩下教
授は福岡̶対馬̶釜山の海峡ラインを「領土問題が存在しない最も平和な地域」と指摘し、二国
間交流が順調な例として紹介した。福岡国際会議場では福岡市主催による九州大学と東西大学校
の学生による討論会や、姜尚中講演会も開催された。福岡市の髙島宗一郎市長主催の晩餐会も催
された。
　なお、福岡シンポジウムでは2日目のセッション終了後にエクスカーションが企画され、希望者
がこれに参加した。11月は毎年福岡で大相撲九州場所が行われており、海外の研究者に日本の伝
統的格闘技である相撲を見てもらう絶好の機会でもあった。また、各国からの参加者は、長崎県対
馬市の市民劇団「漁火（いさりび）」によるミュージカル「対馬物語」も観劇した。「漁火」は
2009年に旗揚げされ、小学生から60代までの約20人が参加し、学校や仕事の合間に稽古を
続けている。劇団名の「漁火」には、日韓海峡で操業する漁船の灯火だが、国境の両岸から見える
平和のともしびという意味が込められている。徳川家康が天下を取った後、初代対馬藩主・宗義智
が、二つの国のはざまで苦悩し、家族と引き裂かれながら、1607年に第1回朝鮮通信使の来訪を
実現させ、国交回復に尽力する姿が演じられ、多数の参加者から好評を得た。
　2国・2都市以上にまたがる研究大会の開催がBRITの特徴であり、特に今回は船による国境越
えが多くの境界研究者の関心を惹いた。福岡での2日間の研究大会後、3日目には参加者はジェッ
トフォイル（水中翼船）で博多港から対馬厳原港に渡り、韓国と国境を面する「国境の島」対馬をバ
スで縦断した後、財部・対馬市長の講演を経て、比田勝港から再び船で出港し、釜山港から韓国へ
入国した。最終日は東西大学校がホスト役を務め、成功裡に閉幕した。

「朝鮮半島グローバルヒストリーの構築」／「小中学校社会科教員対象韓国理解教育Workshop」連携イベント

シンポジウム県民講座



キャンパス釜山
8月16日～23日

キャンパス福岡
8月23日～30日

カレッジ参加者のみ受講できる会話中心の英語・韓国語クラス。8月のキャンパス福
岡・キャンパス釜山までに韓国の文化を交えつつ、英会話、韓国語会話を習得。

課題に沿ったプレゼンテーションやディスカッション、スピーチなどを集中的にトレ
ーニングして、高いレベルの言語習得を目指した。

2012年6～7月 英語・韓国語マスタークラス（前期）

2012年8月 キャンパス福岡、キャンパス釜山

2012年9～2012年2月 英語・韓国語マスタークラス（後期）

夏季プログラムに参加した両国の学生が、アクロス福岡にて自分の経験をもとに、長
期留学を含む将来像を描いた報告を行った。

2012年12月9日 キャンパス福岡・釜山　報告会

2013年2月 冬季キャンパス

九州大学カレッジ生、福岡から釜山へ出発。8月16日

九州大学・釜山大学校カレッジ生、ともに釜山から福岡へ8月23日

釜山から福岡へ帰国

釜山大学校にてプレゼンテーション、ディスカッション

フィールドワーク、現地調査

延世大学校にてプレゼンテーション、ディスカッション

福岡からソウルへ出発2月18日

2月19日

2月20日～21日

2月22日

2月23日

釜山大学校カレッジ生、福岡から釜山へ帰国8月30日

【キャンパス釜山】
釜山大学校にて特別講義、企業訪問、文化体験等

8月16日～23日

【キャンパス福岡】
九州大学にて特別講義、インターンシップ、文化体験等

8月23日～29日

◆年間スケジュール

日韓海峡圏カレッジ
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日韓海峡圏カレッジ
文部科学省採択事業

キャンパス福岡・釜山
かった多様な視点に触れることができた。さらに、すべての課程
を履修した学生には、受講証とともに２単位が付与された。学生
たちは本プログラムを通して目を外に向け、東アジアが抱えてい
る共通課題を様々な観点から見つめることで、アジアに強い人材
として第一歩を踏み出す契機となった。
　2012年12月9日には、本プログラムに参加した学生による報
告会を開催した。アクロス福岡の「こくさいひろば」という県民に
開かれた場所で開催したことで、他大学の国際交流担当者、保護
者の方々、一般学生などが参加して本プログラムの成果を共有
し、プログラムの運営に関する情報を交換することができた。学
生たちは、「キャンパス福岡」と「キャンパス釜山」での経験にしっ
かり意義付けし、概念化して個性豊かなプレゼンテーションを
行った。また、多くの人々の前で、自分の経験をもとに、長期留学
を含む将来像を描いたことは、学生それぞれが未来について明確
な方向性をもつ良い機会となった。何よりも本プログラムが一回
性の交流プログラムに留まらず、学生の更なる成長を促す触媒と
しての役割を果たしていることを確認することができた。文部科
学省国際企画室長も参加され、学生の報告に対する講評をいた
だいた。一般聴衆からも学生に対する励ましの言葉があり、地域
がともにグローバル人材を育成していくことを実感した。

　2012年8月16日から30日まで、韓国の釜山大学校との国際
共同教育プログラムである日韓海峡圏カレッジ（文部科学省採択
事業）「キャンパス釜山」・「キャンパス福岡」を行った。本プログ
ラムは、両校の新入生50名ずつ計100名が2週間にわたって釜
山大学校と九州大学を往復しながら、キャンパスを共有し、相互
理解を深めるとともに、共通課題を発見し解決する力を備えたア
ジアに強いグローバル人材を育成する目的としている。
　日韓双方の学生は、日韓の政治・外交問題だけでなく、経済問
題や環境問題、教育、そして産業技術問題など、日韓が直面してい
る様々な課題を扱った講義を聞き、それをもとに、ディスカッショ
ンを行った。共通言語である英語を駆使し、受け身の講義だけで
なく、相手の考えを聞き、自分の考えを伝えるといったグローバル
人材に不可欠なコミュニケーション能力を高めるプログラムを受
講した。
　また、「キャンパス福岡」では、住友商事九州株式会社、九州電
力株式会社、株式会社やまやコミュニケーションズ、西日本鉄道
株式会社といった一流企業でのインターンシップにも参加し、５
名１グループで準備をしたプレゼンテーションを行った。学生た
ちはチームで課題に取り組むだけでなく、それを発表し、企業の
方から評価してもらうことを通して、これまで接することができな

集中講義

語学マスタークラス（英語・韓国語）
6月～翌年2月

2単位
インターンシップ、文化体験

「東アジア社会の共通課題は何か」

50名派遣

50名派遣

≪プレゼンテーションのテーマ一覧≫
１．住友商事九州株式会社
「グローバル社会における人材像」

２．九州電力株式会社
「再生可能なエネルギーの拡大方案」

３．株式会社やまやコミュニケーションズ
「韓国および日本において、家庭以外の場所で調理される飲食(外食、中食)マー
ケットを広げるにはどのような戦略が有効だと考えるか」

４．西日本鉄道株式会社
「アジア市場における観光戦略について－増加する中間所得層を取り込むには－」

◆インターンシップの概要　※日程：2012年 8月 27日～28日 （2日間）

◆開講式（キャンパス福岡）

企業別にグループを作って
企業研究&プレゼンテーション準備

6月～8月

グループ毎に各企業を訪問、職場体験

8月27日　インターンシップ　1日目

参加者全員で各社を訪問しプレゼンテーション

8月28日　インターンシップ　2日目　

日韓海峡圏カレッジ日韓海峡圏カレッジ
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海外韓国学中核大学支援事業

KS-DP（Korean Studies Diploma Program）オフィス 開設

　世界韓国学研究所コンソーシアムの第8回ワークショップが、2012年7月4日
から6日にかけて韓国・高麗大学校附設の民族文化研究院で開催された。高麗大学
校（Korea University）は、ソウル特別市城北区に本部を置く私立総合大学であ
る。1905年に内蔵院卿の李容翊によって設立された普成専門学校に始まり、解放
後の1946年から現在の姿となって発展してきた。会場となった民族文化研究院
は、1957年の設立以来、半世紀にわたって韓国の伝統文化を現代的な視点から
探求し、人文科学の発展に寄与してきた。現在、その本部機構として韓国学情報セン
ター、国際韓国学センター、韓国学図書館などが常設され、その他にも国際敦煌プロ
ジェクトソウルセンターやHK韓国文化研究団（Humanities Korea）などの様々
な事業が積極的に展開されている。まさに民族文化研究院は今日の韓国学の中心
的存在となっており、優れた研究環境と高い研究水準を誇るとともに、組織全体で
研究水準の一層の向上が図られている。
　世界韓国学研究所のコンソーシアムは、韓国研究の促進と活性化、そして次世代
韓国学研究者の育成を目的に結成されている。2012年に第8回目を迎えた本ワ
ークショップでは、今回のワークショップでは、“Tradition and Transcul-
turation” を総合テーマとして掲げられた。従来の韓国学が内在的伝統を強調し
た反面、近年では制度的境界が崩れつつあり、hybridity、文化交流、超国家主義議
論が浮上してきている。「韓国文化の動力学」は、主催校である高麗大学校HK韓国
文化研究団の主題でもある。韓国の伝統が何であり、どのように作られ、他文化と
の接触の中でどのように変わってきたのか。今回のワークショップではこのような
一連の新しい学問的潮流の脈絡のなか、既存の韓国学の再検討と独自のアプロー
チの模索を通じて、次世代の韓国学に向けた新たな方向性を提示することが目指
された。
　世界各国の韓国研究センターの推薦と公募を通じて計25名の大学院生と若手
研究者が、“Encounter with the World” “Power & Society” “Sino-
Korean Literature in the Late Joseon Dynasty” “Colonial 
Korea” “North Korea” “Korean History” “Linguistics” “Joseon 
Culture” の8つのセッションに分かれて、日頃から取り組んできた研究成果を発
表した。九州大学・韓国研究センターからは、“Linguistics” のセッションで小島
大輝氏（九州大学比較社会文化学府博士後期課程）が「韓国語助詞『에』の例外的結
合について」を、また、呉先珠氏（同上）が「日韓両国語の対照を通じた引用文の誤
用」を報告した。連日、活発な討論が繰り広げられた。
　3日間にわたるワークショップは過酷を極めたが、次世代研究者たちの相互研鑽
の場となった。また、各自の専門分野こそ異なれども「韓国学」という一つの共通す
る学問を追求する同志が、文字通り寝食をともにすることで親交を深めるきっかけ
にもなった。韓国学研究の発展を促進するグローバルネットワークはいまや大学レ
ベルの国際交流を超えて深化し、次世代を担う若手研究者たちの草の根レベルの
交流が形成される段階に至っている。今後、本コンソーシアムから輩出された次世
代研究者のより一層の飛躍、さらに世界を舞台に第一線で活躍し、学界を牽引して
いく研究者の誕生が期待される。

◆主　　催：高麗大学校民族文化研究院国際韓国学センター
◆助　　成：韓国国際交流財団、高麗大学校民族文化研究院HK韓国文化研究団
◆開催日時： 2012年7月4日～6日
◆会　　場： 高麗大学校民族文化研究院

第8回世界韓国研究コンソーシアム・ワークショップ
8th Worldwide Consortium of Korean Studies Centers Workshop

コンソーシアム・ワークショップKS-DP開設

い視野を持って研究にのぞむことができるよう育成を行います。
　KS-DPの受講者には、各学府での必要単位として認定され、
厳選な審査の後、選抜し奨学金が与えられ、更に修了要件を満
たした受講者には、韓国学に関する体系的な学習・研究を遂行す
る資質の保持者であることを示す韓国研究修了証が授与されま
す。
　韓国研究センターは、本プログラムを通じて、九州大学が世界
へ羽ばたく韓国研究者育成の拠点となるよう努力し、将来的に
は日本国内におけるKS-DPの全国規模の定着を目指します。
KS-DPの普及により、優れた韓国学研究者が増加し、国際的に
活躍する次世代韓国研究のリーダーとなる人材が多く輩出され
ることを期待したい。

　九州大学韓国研究センターは、世界各地の韓国学専門研究を
支援する韓国学中央研究院（AKS）の「海外韓国学中核大学支
援事業」に採択され、平成25（2013）年度より、日本で初めて
KS-DP（Korean Studies Diploma Program）を実施す
ることになりました。
　本韓国研究センターのKS-DPは、九州大学の地の利と伝統
を活かし、世界へ羽ばたく韓国研究者育成拠点形成を図るとと
もに、グローバル化の進展に伴ってアジアが直面する多様な課
題を的確に認識し、国際的に活躍できる次世代韓国研究のリー
ダーとなる人材の輩出を目的とします。
　そのためKS-DPでは、九州大学全大学院生を対象にしたプ
ログラムを立ち上げ、大学院共通教育科目を含む複数の学府を
またぐKS-DP科目群を設け、受講者が学問の枠を超え、より広

KS-DP（Korean Studies Diploma Program）オフィス

知のアジア・グローバリズムを先導し、未来を切り拓くリーダーの育成
九州大学創立百周年総長挨拶　平成23（2011）年1月

韓国を中心とする朝鮮半島地域の総合的な研究の結節点

次世代研究者への研究支援
（より良い研究環境の整備）

九州大学の韓国研究の統合
（学際的な教育環境）

韓国研究センター規則

日韓新時代を切り開く知の創造拠点の形成

KS ‒DP
(Korean Studies Diploma Program)

KS-DPオフィス
韓国研究センター2F
U R L : rcks.isc.kyushu-u.ac.jp/ksdp
Email : ksdp@jimu.kyushu-u.ac.jp

AKS
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す。
　韓国研究センターは、本プログラムを通じて、九州大学が世界
へ羽ばたく韓国研究者育成の拠点となるよう努力し、将来的に
は日本国内におけるKS-DPの全国規模の定着を目指します。
KS-DPの普及により、優れた韓国学研究者が増加し、国際的に
活躍する次世代韓国研究のリーダーとなる人材が多く輩出され
ることを期待したい。

　九州大学韓国研究センターは、世界各地の韓国学専門研究を
支援する韓国学中央研究院（AKS）の「海外韓国学中核大学支
援事業」に採択され、平成25（2013）年度より、日本で初めて
KS-DP（Korean Studies Diploma Program）を実施す
ることになりました。
　本韓国研究センターのKS-DPは、九州大学の地の利と伝統
を活かし、世界へ羽ばたく韓国研究者育成拠点形成を図るとと
もに、グローバル化の進展に伴ってアジアが直面する多様な課
題を的確に認識し、国際的に活躍できる次世代韓国研究のリー
ダーとなる人材の輩出を目的とします。
　そのためKS-DPでは、九州大学全大学院生を対象にしたプ
ログラムを立ち上げ、大学院共通教育科目を含む複数の学府を
またぐKS-DP科目群を設け、受講者が学問の枠を超え、より広

KS-DP（Korean Studies Diploma Program）オフィス

知のアジア・グローバリズムを先導し、未来を切り拓くリーダーの育成
九州大学創立百周年総長挨拶　平成23（2011）年1月

韓国を中心とする朝鮮半島地域の総合的な研究の結節点

次世代研究者への研究支援
（より良い研究環境の整備）

九州大学の韓国研究の統合
（学際的な教育環境）

韓国研究センター規則

日韓新時代を切り開く知の創造拠点の形成

KS ‒DP
(Korean Studies Diploma Program)

KS-DPオフィス
韓国研究センター2F
U R L : rcks.isc.kyushu-u.ac.jp/ksdp
Email : ksdp@jimu.kyushu-u.ac.jp

AKS
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　ハワイ大学マノア校東アジア言語文学科教授。世界的に有名な韓国語学者。朝鮮語学・日本語学専攻。韓国言語学
における音韻論、形態論、統語論、語義論、語用論、社会言語学、韓国語教育の権威。ソウル大学修士課程修了後、ハワ
イ大学で博士号取得。韓国政府文教部や韓国の大学で働き、1971年からマノア校で教育研究に携わる。著書The 
Korean Language （Cambridge University Press, 2001） は、英語圏の韓国語学習者にとって読みやすい
本として定評がある。その他にKorean（Routledge,1994）, Linguistic Expeditions（Hanshin, 1986）, 
Korean Language in Culture and Society （University of Hawaii Press, 2004）などがある。オセアニア言
語学の分野でも論文を発表。
　韓国以外で世界初の韓国語の修士号・博士号プログラムをマノア校に設立し、米国における韓国語の普及と次世
代韓国学研究者の育成に多大なる貢献をした。同大学で韓国研究センター長にも就任。1997年に金泳三大統領か
ら韓国大統領章、2001年に東崇学術財団から東崇学術賞、2005年にハワイ大学からRegents’Medal for 
Excellence in Research、2011年に韓国政府から文化勲章、2012年に韓国国際交流財団賞など、多数受賞。
　2012年6月14日、当センターの第58回 定例研究会では“An Emerging Paradigm of Sentence-
final Modal Suffixes in Korean”と題して報告した。

　韓国学中央研究院の辛鐘遠教授は、古代朝鮮史が専門。高麗大学校で博士号取得。国立江原大学校教授、同大学博物館館長などを経て現
職。その間に東京大学客員教授、高句麗渤海学会副会長などを歴任。著書に『신라초기불교사연구』(민족사, 1992), 『삼국유사 새로 읽기』

(일지사, 1권2004, 20112권), 『한국 대왕신앙의 역사와 현장』(일지사, 2008), 『필사본 조선지지자료 경기도편 연구』(경인문화사, 2010), 

『필사본 조선지지자료 강원도편 연구』(경인문화사, 2010)。

　2012年9月11日の第59回 定例研究会では「朴（金）堤上과 倭國」という発表を行った。堤上は新羅時代の忠臣である。高句麗と倭に
渡り、人質となっていた王族を無事脱出させ、祖国に帰還させたものの、本人はそのまま日本で非業の最期を遂げた。そのため、韓国では長
らく忠節のシンボルとされ、今日の教科書でも取り上げられている。他方、これは当時の新羅と倭の間の国力の優劣を示す説話でもある。そ
のため、堤上の両面性は絶えず議論の的となってきた。しかし、辛教授はそもそもの前提として、綿密な史料批判の重要性を指摘する。堤上伝
及び関連資料はきわめて多様。辛教授は、新羅訥祗王「憂息樂」などを
例示しつつ、史書と口伝による堤上伝の発展と、それにまつわる遺物に
ついて考察した。堤上伝は、歴史と説話の双方が相互に影響を与え合
い、似通っていきながら一つの叙事文学構造として完結されてきたとい
う。歴史学における堤上伝の史実追跡は、そこに不整合・断絶性を見出
す作業であることが強調された。

　東国大学校食品産業管理学科准教授。農業経済学（農場経営、農業マーケティング、農業政策）が専門。東国大学卒業後、九州大学で修士・
博士課程を修了。経済学博士。2005年から現職。韓国有機農業学会、韓国農業政策学会などで活発な研究活動を見せ、多くの論文を発表
している。
　当センターでは、日韓農業の国際競争力改善の研究に取り組み、九州の農家を
聞き取り調査するなど、積極的なフィールドワークを展開した。2012年11月
15日の第60回 定例研究会では、「韓国における帰農・帰村政策の現状と課題
̶日本における就農政策との比較研究を中心として̶」を報告し、日韓両国の就
農政策の仕組みと特徴が、熊本県・佐賀県における就農政策の実例も交えて紹介
された。韓国の帰農・帰村政策の推進方向として、政策推進体系の確立、中央政府
の財政支援の強化、帰農・帰村者資格審査制度の確立、現場中心の教育相談支援
体系の構築、営農・生活基盤確保のための支援強化、農村型社会的企業及びコミ
ュニティービジネス、地域住民との協力体制の構築を挙げた。

韓国研究センター 客員教授・定例研究会紹介

第28代 Sohn Ho-Min（ハワイ大学・教授） 任　期 2012年5月20日～2012年6月17日

第29代 辛鐘遠（韓国学中央研究院・教授） 任　期 2012年6月17日～2012年9月13日

第30代 黄在顯（東国大学校・准教授） 任　期 2012年8月2日～2012年11月29日

当センター学術共同研究員の中野三敏・九州大名誉教授、
瑞宝重光章受章
　当センター学術共同研究員の中野三敏・九州大名誉教授が、2012年11月3日付で
秋の叙勲として瑞宝重光章を授与された。1998年に学術・芸術分野対象の紫綬褒章、
2010年に文化功労者にも選ばれている。2013年1月10日には皇居・宮殿「松の間」
での「講書始の儀」にて、天皇、皇后両陛下に「江戸文化再考」を進講した。
　中野名誉教授は、1935年（昭和10年）11月24日生れの日本文学研究者（77歳）。
江戸から明治期の日本近世文学が専門。福岡生まれの佐賀育ち。早稲田大学大学院で近
世文学研究の第一人者、暉峻康隆教授に江戸文学を学んだ。1972年4月から九州大学
で教育研究に従事。1981年に博士論文『戯作研究』（中央公論新社）がサントリー学芸
賞（（芸術・文化部門）、翌年に第4回角川源義賞を受賞。文化的谷間とされた中期こそ、ハ
イカルチャー（「雅」の伝統文化：漢詩文や和歌など）とサブカルチャー（「俗」の新興文化：
浮世絵、戯作、俳諧など）が調和した江戸文化の開花・成熟期であったことを明らかにし
た。それまであまり注目されてこなかった18世紀の近世中期に光を当てて江戸庶民の精
神に斬新な見解を示す。1985年には『近世子どもの絵本集　上方篇』が毎日出版文化賞
受賞。1999年に九州大学定年退職（名誉教授授与）。その後、2006年3月まで福岡大
学教授。
　和本コレクターとしても著名。近年は「和本リテラシー向上」のための啓蒙活動でも知
られる。変体仮名と草書体で書かれた和本を読み解く力（リテラシー）の大切さを呼びか
け、多彩な角度から和本の魅力を紹介し続けている。
　現在、九州大学韓国研究センターの学術共同研究員として松原孝俊センター長ととも
に、日本学術振興会「国際共同に基づく日本研究推進事業」の「ボストン美術館所蔵日本
古典籍調査」（2010年度～2012年度）において、海外所蔵の和本コレクションの調査
を進めている。

日韓文化交流基金図書の図書受入作業 完了
チョゴリとパジ・チョゴリが計十着、チャンゴ、遊び道具、国旗も
常備され、原則的に無料で貸し出されていた。平和友好交流計画
事業は2005年で終了した後、韓流ブームを背景に基金が独自に
運営を続けてきたが、2011年6月末に閉館することとなった。
　図書センターの書籍のうち、九州大学は図書5,127冊、雑誌
440冊、合計5,567冊の受入、整理を行った。一部文学部美学
研究室での所蔵希望があったため、学内では三箇所に分散して配
架された。今後、伊都キャンパスへ移転する際に統合されると見
込まれている。

　日韓文化交流基金図書センターの図書受入作業が、1月29日
の筑紫キャンパスへの図書搬出で完了した。
　財団法人・日韓文化交流基金（東京都港区）が運営する図書セ
ンターは、戦後50年の節目の1995年、当時の村山富市首相が
アジアとの歴史問題を踏まえて打ち出した「平和友好交流計画」
の一環として開設された。国内有数の韓国専門図書館であり、司
書も常駐。蔵書は約2万6千冊を誇った（和書約7,000冊、ハン
グルで書かれた書籍約8,000冊を含む）。学術書だけでなく、児
童書や大衆文化に関する書籍が豊富なのが特徴。韓国映画や音
楽のビデオテープ、CD、DVDもそろう。また、民族衣装のチマ・

トピックス定例研究会

中野三敏先生提供
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　ハワイ大学マノア校東アジア言語文学科教授。世界的に有名な韓国語学者。朝鮮語学・日本語学専攻。韓国言語学
における音韻論、形態論、統語論、語義論、語用論、社会言語学、韓国語教育の権威。ソウル大学修士課程修了後、ハワ
イ大学で博士号取得。韓国政府文教部や韓国の大学で働き、1971年からマノア校で教育研究に携わる。著書The 
Korean Language （Cambridge University Press, 2001） は、英語圏の韓国語学習者にとって読みやすい
本として定評がある。その他にKorean（Routledge,1994）, Linguistic Expeditions（Hanshin, 1986）, 
Korean Language in Culture and Society （University of Hawaii Press, 2004）などがある。オセアニア言
語学の分野でも論文を発表。
　韓国以外で世界初の韓国語の修士号・博士号プログラムをマノア校に設立し、米国における韓国語の普及と次世
代韓国学研究者の育成に多大なる貢献をした。同大学で韓国研究センター長にも就任。1997年に金泳三大統領か
ら韓国大統領章、2001年に東崇学術財団から東崇学術賞、2005年にハワイ大学からRegents’Medal for 
Excellence in Research、2011年に韓国政府から文化勲章、2012年に韓国国際交流財団賞など、多数受賞。
　2012年6月14日、当センターの第58回 定例研究会では“An Emerging Paradigm of Sentence-
final Modal Suffixes in Korean”と題して報告した。

　韓国学中央研究院の辛鐘遠教授は、古代朝鮮史が専門。高麗大学校で博士号取得。国立江原大学校教授、同大学博物館館長などを経て現
職。その間に東京大学客員教授、高句麗渤海学会副会長などを歴任。著書に『신라초기불교사연구』(민족사, 1992), 『삼국유사 새로 읽기』

(일지사, 1권2004, 20112권), 『한국 대왕신앙의 역사와 현장』(일지사, 2008), 『필사본 조선지지자료 경기도편 연구』(경인문화사, 2010), 

『필사본 조선지지자료 강원도편 연구』(경인문화사, 2010)。

　2012年9月11日の第59回 定例研究会では「朴（金）堤上과 倭國」という発表を行った。堤上は新羅時代の忠臣である。高句麗と倭に
渡り、人質となっていた王族を無事脱出させ、祖国に帰還させたものの、本人はそのまま日本で非業の最期を遂げた。そのため、韓国では長
らく忠節のシンボルとされ、今日の教科書でも取り上げられている。他方、これは当時の新羅と倭の間の国力の優劣を示す説話でもある。そ
のため、堤上の両面性は絶えず議論の的となってきた。しかし、辛教授はそもそもの前提として、綿密な史料批判の重要性を指摘する。堤上伝
及び関連資料はきわめて多様。辛教授は、新羅訥祗王「憂息樂」などを
例示しつつ、史書と口伝による堤上伝の発展と、それにまつわる遺物に
ついて考察した。堤上伝は、歴史と説話の双方が相互に影響を与え合
い、似通っていきながら一つの叙事文学構造として完結されてきたとい
う。歴史学における堤上伝の史実追跡は、そこに不整合・断絶性を見出
す作業であることが強調された。

　東国大学校食品産業管理学科准教授。農業経済学（農場経営、農業マーケティング、農業政策）が専門。東国大学卒業後、九州大学で修士・
博士課程を修了。経済学博士。2005年から現職。韓国有機農業学会、韓国農業政策学会などで活発な研究活動を見せ、多くの論文を発表
している。
　当センターでは、日韓農業の国際競争力改善の研究に取り組み、九州の農家を
聞き取り調査するなど、積極的なフィールドワークを展開した。2012年11月
15日の第60回 定例研究会では、「韓国における帰農・帰村政策の現状と課題
̶日本における就農政策との比較研究を中心として̶」を報告し、日韓両国の就
農政策の仕組みと特徴が、熊本県・佐賀県における就農政策の実例も交えて紹介
された。韓国の帰農・帰村政策の推進方向として、政策推進体系の確立、中央政府
の財政支援の強化、帰農・帰村者資格審査制度の確立、現場中心の教育相談支援
体系の構築、営農・生活基盤確保のための支援強化、農村型社会的企業及びコミ
ュニティービジネス、地域住民との協力体制の構築を挙げた。

韓国研究センター 客員教授・定例研究会紹介

第28代 Sohn Ho-Min（ハワイ大学・教授） 任　期 2012年5月20日～2012年6月17日

第29代 辛鐘遠（韓国学中央研究院・教授） 任　期 2012年6月17日～2012年9月13日

第30代 黄在顯（東国大学校・准教授） 任　期 2012年8月2日～2012年11月29日

当センター学術共同研究員の中野三敏・九州大名誉教授、
瑞宝重光章受章
　当センター学術共同研究員の中野三敏・九州大名誉教授が、2012年11月3日付で
秋の叙勲として瑞宝重光章を授与された。1998年に学術・芸術分野対象の紫綬褒章、
2010年に文化功労者にも選ばれている。2013年1月10日には皇居・宮殿「松の間」
での「講書始の儀」にて、天皇、皇后両陛下に「江戸文化再考」を進講した。
　中野名誉教授は、1935年（昭和10年）11月24日生れの日本文学研究者（77歳）。
江戸から明治期の日本近世文学が専門。福岡生まれの佐賀育ち。早稲田大学大学院で近
世文学研究の第一人者、暉峻康隆教授に江戸文学を学んだ。1972年4月から九州大学
で教育研究に従事。1981年に博士論文『戯作研究』（中央公論新社）がサントリー学芸
賞（（芸術・文化部門）、翌年に第4回角川源義賞を受賞。文化的谷間とされた中期こそ、ハ
イカルチャー（「雅」の伝統文化：漢詩文や和歌など）とサブカルチャー（「俗」の新興文化：
浮世絵、戯作、俳諧など）が調和した江戸文化の開花・成熟期であったことを明らかにし
た。それまであまり注目されてこなかった18世紀の近世中期に光を当てて江戸庶民の精
神に斬新な見解を示す。1985年には『近世子どもの絵本集　上方篇』が毎日出版文化賞
受賞。1999年に九州大学定年退職（名誉教授授与）。その後、2006年3月まで福岡大
学教授。
　和本コレクターとしても著名。近年は「和本リテラシー向上」のための啓蒙活動でも知
られる。変体仮名と草書体で書かれた和本を読み解く力（リテラシー）の大切さを呼びか
け、多彩な角度から和本の魅力を紹介し続けている。
　現在、九州大学韓国研究センターの学術共同研究員として松原孝俊センター長ととも
に、日本学術振興会「国際共同に基づく日本研究推進事業」の「ボストン美術館所蔵日本
古典籍調査」（2010年度～2012年度）において、海外所蔵の和本コレクションの調査
を進めている。

日韓文化交流基金図書の図書受入作業 完了
チョゴリとパジ・チョゴリが計十着、チャンゴ、遊び道具、国旗も
常備され、原則的に無料で貸し出されていた。平和友好交流計画
事業は2005年で終了した後、韓流ブームを背景に基金が独自に
運営を続けてきたが、2011年6月末に閉館することとなった。
　図書センターの書籍のうち、九州大学は図書5,127冊、雑誌
440冊、合計5,567冊の受入、整理を行った。一部文学部美学
研究室での所蔵希望があったため、学内では三箇所に分散して配
架された。今後、伊都キャンパスへ移転する際に統合されると見
込まれている。

　日韓文化交流基金図書センターの図書受入作業が、1月29日
の筑紫キャンパスへの図書搬出で完了した。
　財団法人・日韓文化交流基金（東京都港区）が運営する図書セ
ンターは、戦後50年の節目の1995年、当時の村山富市首相が
アジアとの歴史問題を踏まえて打ち出した「平和友好交流計画」
の一環として開設された。国内有数の韓国専門図書館であり、司
書も常駐。蔵書は約2万6千冊を誇った（和書約7,000冊、ハン
グルで書かれた書籍約8,000冊を含む）。学術書だけでなく、児
童書や大衆文化に関する書籍が豊富なのが特徴。韓国映画や音
楽のビデオテープ、CD、DVDもそろう。また、民族衣装のチマ・

トピックス定例研究会

中野三敏先生提供

◆日韓文化交流基金図書整理状況
配　架　場　所 図　　書 雑　　誌 計

筑紫キャンパス　総理工 E 棟 2,710  247 2,957
中央図書館 2,314  193 2,507
　　3 階国際交流コーナー 2,314 2,314
　　M2 階書庫 193 193
文系合同図書室  103   103
　　計（受入したもの） 5,127  440 5,567
非受入 451 1,942 2,393
総　　　計 5,578 2,382 7,960



座談会やインタビューで、研究者の素顔をご紹介したいと思います。インタビュー
研究ノート
その他

ご投稿ください！ 研究紹介 韓国・日韓関係にまつわる領域研究のもとでえられた具体的な研究成果を紹介します。また、韓国研究センターが支援
する各種事業の成果の報告、諸分野の研究方法や研究の背景、内外で発表された優れた研究を紹介するコーナーです。

関連する学会・研究会・シンポジウムの案内、近著紹介、等につきましても掲載いたしますので、随時お知らせください。

“科学者のひとりごと”“研究に関して日頃思っていること”“韓国との出会い”等々お寄せください。

九州大学韓国研究センター
Research Center for Korean Studies
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ニューズレター

〒812-8581 福岡市東区箱崎6-10-1　TEL：092-642-4358　FAX：092-642-4359　E-mail：intlkrcks.uok@jimu.kyushu-u.ac.jp  http://rcks.isc.kyushu-u.ac.jp/
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■最寄りの交通機関 バスのりば
●JR博多駅→地下鉄中洲川端乗換（貝塚行）→箱崎九大前又は貝塚下車
●福岡空港→地下鉄中洲川端乗換（貝塚行）→箱崎九大前又は貝塚下車

●天神14番のりば No.1、59、61、161の「九大前」行き、「月見町」行き→九大前下車
●天神郵便局前のりば No.21～27→九大北門下車

韓国研究センター

C O N T E N T S

問い合わせ先

センター利用案内
開館時間／10：00～17：00
詳細は下記のホームページURLをご覧ください。
http://rcks.isc.kyushu-u.ac.jp/
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ニューズレターでは、できるかぎり幅広い広
報を行うため、さまざまなコーナーを設け、
皆様のご投稿をお待ちしています。

Information

13号の発刊にあたって
深川博史副センター長 就任の御知らせ
小此木政夫 九州大学特任教授 紹介
韓国研究センター Research Center for Korean Studies / Kyushu University
「朝鮮半島グローバルヒストリーの構築」プロジェクト
小中学校社会科教員対象韓国理解教育Workshop
「朝鮮半島グローバルヒストリーの構築」／
　「小中学校社会科教員対象韓国理解教育Workshop」連携イベント
BRIT XII-2012
日韓海峡圏カレッジ
KS-DP（Korean Studies Diploma Program）オフィス 開設
第8回世界韓国研究コンソーシアム・ワークショップ
韓国研究センター 客員教授・定例研究会紹介
当センター学術共同研究員の中野三敏・九州大名誉教授、
瑞宝重光章受章
日韓文化交流基金図書の図書受入作業 完了

韓国研究センターの研究活動一覧
年 月　　日 内　　容 備　　考

２
０
１
２

5月20日 Sohn Ho-Min 客員教授 着任（第28代）
6月14日 第58回 定例研究会 【会場】韓国研究センター
6月17日 Sohn Ho-Min 客員教授 離任（第28代）

辛鐘遠 客員教授 着任（第29代）

6月23日 朝鮮半島グローバルヒストリーの構築
オープニング・ワークショップ（第１回）

【助成】韓国国際交流財団
【会場】九州大学箱崎キャンパス国際ホール

7月4日～7月6日 第8回世界韓国学研究所コンソーシアム・ワークショップ
【主催】高麗大学校民族文化研究院国際韓国学センター
【助成】韓国国際交流財団、高麗大学校民族文化研究院HK韓国文化研究団
【会場】高麗大学校民族文化研究院

8月2日 黄在顯 客員教授 着任（第30代）
8月4日 小中学校社会科教員対象韓国理解教育Workshop 事前セミナー 【会場】韓国研究センター
8月16日～8月30日 平成24年度日韓海峡圏カレッジ キャンパス釜山・福岡 【会場】釜山大学校／九州大学

8月24日～8月26日 小中学校社会科教員対象韓国理解教育Workshop
釜山フィールドトリップ 【助成】韓国国際交流財団　【会場】韓国研究センター

9月11日 第59回 定例研究会 【会場】韓国研究センター
9月13日 辛鐘遠 客員教授 離任（第29代）

9月19日 朝鮮半島グローバルヒストリーの構築
講演会・次世代研究者研究発表会 【助成】韓国国際交流財団 【会場】高麗大学校

9月20日 朝鮮半島グローバルヒストリーの構築 第2回ワークショップ 【助成】韓国国際交流財団 【会場】高麗大学校民族文化研究所

11月3日 県民講座 「韓国の歴史・文化を理解する」
「2012年の朝鮮半島−過去・現在・未来を展望する−」

【共催】財団法人福岡県国際交流センター
【助成】韓国国際交流財団／駐福岡大韓民国総領事館「朝鮮半島グローバルヒストリーの構築」／
小中学校社会科教員対象韓国理解教育Workshop）

【会場】福岡県国際交流センターこくさいひろば（アクロス福岡）

11月10日 県民講座 「韓国の歴史・文化を理解する」
「異邦を旅する・暮らす・学ぶ−国境を越えるヒトのつながり−」

【共催】財団法人福岡県国際交流センター
【助成】韓国国際交流財団／駐福岡大韓民国総領事館（「朝鮮半島グローバルヒストリーの構築」
／小中学校社会科教員対象韓国理解教育Workshop）

【会場】福岡県国際交流センターこくさいひろば（アクロス福岡）

11月13日～
11月 16日

The XII International Scientific Meeting on Border Regions in Transition (BRIT)
BRIT 2012 福岡／釜山大会

【主催】北海道大学グローバルCOEプログラム「境界研究の拠点形成」／北海道大学スラブ研究セン
ター／九州大学韓国研究センター／九州大学大学院法学研究院／東西大学校日本研究センター

【会場】福岡大会：福岡国際会議場／釜山大会：東西大学校
11月15日 第60回 定例研究会 【会場】韓国研究センター
11月27日～
12月10日 平成24年度日韓海峡圏カレッジ パネル展 【共催】財団法人福岡県国際交流センター

【会場】福岡県国際交流センターこくさいひろば（アクロス福岡）
11月29日 黄在顯 客員教授 離任（第30代）
12月2日 平成24年度日韓海峡圏カレッジ 「小此木特任教授に学ぶ」 【会場】九州大学国際ホール

12月8日 平成24年度日韓海峡圏カレッジ調査研究報告会 「日韓海峡圏におけるとトラ
ンスナショナル・ネットワークの現状と未来」

【助成】日韓文化交流基金／ワンアジア財団／科研費基盤B「中朝関係の総合的研究」（研究代表
者；小此木政夫）

【会場】九州大学国際ホール

12月9日 平成24年度日韓海峡圏カレッジ「キャンパス福岡・釜山 報告会」 【共催】財団法人福岡国際交流センター
【会場】福岡県国際交流センターこくさいひろば（アクロス福岡）

12月14日 金榮載 客員教授 着任（第31代）
12月23日 朝鮮半島グローバルヒストリーの構築 第3回ワークショップ 【助成】韓国国際交流財団 【会場】JR博多シティ会議室

２
０
１
３

2月18日～2月23日 平成24年度日韓海峡圏カレッジ 冬季キャンパス 【会場】延世大学校、釜山大学校、その他
2月20日 朝鮮半島グローバルヒストリーの構築 第4回ワークショップ 【助成】韓国国際交流財団 【会場】高麗大学校
2月22日 第61回 定例研究会 【会場】韓国研究センター
2月27日 金榮載 客員教授 離任（第31代）


