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■最寄りの交通機関 バスのりば
●JR博多駅→地下鉄中州川端乗換（貝塚行）→箱崎九大前又は貝塚下車
●福岡空港→地下鉄中州川端乗換（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
●博多駅1番のりば No.29→九大北門下車

韓国研究センター

C O N T E N T S

編集発行　九州大学韓国研究センター　2005年3月15日
問い合わせ先

センター利用案内
開館時間／10：00～17：00

九州大学韓国研究センターでは下記のホームページ
URLで事業紹介を行っています。
http://rcks.isc.kyushu-u.ac.jp/

2大学の国際化と韓国研究センター

環太平洋韓国研究コンソーシアム設立

国際シンポジウム 2004

国際研究集会 2004

日韓共同シンポジウム「朝鮮半島の平和構築と東アジア共同体の展望」

福岡県民シンポジウム「元気な韓国、女性が拓く日韓新時代」

客員教授紹介　李　炳　・ネルソン・グレイバーン

研究室訪問 「朝鮮史学研究室より」 濱田 耕策

研究紹介「日韓考古学の交流＆COE構想」 田中 良之

「『木浦写真館』開設に際して」 松原 孝俊

世界の韓国研究「Korean Studies at UCLA」 John Duncan

新聞に見るセンターの歩み

新聞記者の見た「韓国研究センター」 嶋村初吉

センター訪問者一覧、Information
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視察、会議、催し等年

2004

月

4
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11

日
ソウル大学校　総長ほか５名来館
韓国研究センター「Welcome Party」開催
国史編纂委員会　具仙姫氏、韓亘煕氏来館　高麗大学校亜細亜問題研究所９名来館
麗州大学校学生一団見学
安東大学校行政経営大学院教授・学生一行見学
韓国研究センター　第１回定例研究会
九州国立博物館交流班主任主事　元永行英氏来館
日韓文化交流基金堀泰三氏来館
外務省　井関幸康氏来館
韓国研究センター　第２回定例研究会
麗州大学校学生一団見学（～計５回来館）
崔徳寿（高麗大学校）教授、韓国研究センター客員教授着任
釜山大学校歯科大学教授・学生一行見学
全南大学校　姜貞 次期総長ほか８名来館・視察
唐津東高校学生一行見学
韓国国際交流財団２名来館
韓国研究センター　第３回定例研究会
江原大学校広報室長　宋榮韓氏来館
韓国国際交流財団　権仁赫理事長来館・会談
慶南大学校先生一行来館
韓国研究センター　第４回定例研究会
福岡県民セミナー「元気な韓国」（１）　於：アクロス福岡３階こくさいひろば交流室Ａ
福岡県民セミナー「元気な韓国」（２）　
嶺南大学校　金、KlSeok氏来館・見学
福岡県民セミナー「元気な韓国」（３）　韓国記者団（計１５名）来館
南京大学先生４名見学
Harvard-Yenching Institute、　Edward J. Baker氏来館・意見交換会
福岡県民セミナー「元気な韓国」（４）
仁済大学校　成昌模総長来館
名城大学経済学部　梅垣学部長ほか２名見学
翰林聖心大学　尹載善氏来館
韓国研究センター主催　国際シンポジウム２００４（～14日）　於：九州大学国際ホール
　第１部　「環太平洋におけるKorean Studies Network構築への展望」
　第２部　第１分科会「東アジア三国の地域ネットワークに関する歴史学的考察」
　　　　　第２分科会「地域政治の日韓比較研究」
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視察、会議、催し等年
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日
福岡県民シンポジウム「元気な韓国、女性が拓く日韓新時代」　於：アクロス福岡「国際会議場」
連続講演会　韓国「民主化後の民主主義」を考える（１）
韓国教育人的資源部主管韓国内国立大学予算担当者一行来館
元駐日大使　呉在煕氏、駐福岡大韓民国総領事館領事　李鍾一氏来館
九州大学韓国研究センター　国際研究集会２００４（～5日）　於：九州大学国際ホール
　第１日目　シンポジウム「『帝国日本』と東北アジア」
　第２日目　「２０世紀朝鮮の民衆生活」
　　１．民衆生活史への道　２．二十世紀民衆生活の諸相
　　３．イメージ、インターネット、民衆生活　４．招請講演　５．引揚者たちが語る植民地朝鮮
金鍾泌元国務総理来館・会談
九州大学・全北大学校　国際学術ワークショップ２００４　於：九州大学国際ホール
　第１部　植民地研究　第２部　アジアにおける西洋文化の受容
連続講演会　韓国「民主化後の民主主義」を考える（２）
東京大学　服部民夫氏来館
写真展「『ヨン様』の国」（～18日）＜於：アジア美術館交流ギャラリー＞
慶煕大学校社会学部研修団来館
連続講演会　韓国「民主化後の民主主義」を考える（３）
連続講演会　韓国「民主化後の民主主義」を考える（４）
高麗大学校民族文化研究院Lee,Sanghyeok氏来館
九州大学韓国研究センター国際シンポジウム２００５　「朝鮮半島と平和」（～20日）
　於：九州大学国際ホール
　第１日目　特別講演「中東における『対テロ戦争の現状と今後の展望」
　第２日目　日韓共同シンポジウム「朝鮮半島の平和構築と東アジア共同体の展望」
　　第１セッション　「イラク戦争と日韓の派兵」
　　第２セッション　「朝鮮半島と東アジア共同体」
　　第３セッション　「ジェンダーの観点から考える」
文部科学省研究振興局学術企画室調査訪問
九州大学　渡辺理事視察
韓国研究センター　研究会
国立国会図書館関西館　網野美美氏来館
韓国研究センター　第５回定例研究会
国立公文書館アジア歴史資料センター　牟田昌平氏来館

4 

5
〜

19 

20
〜

29

19
25

8

14

16
17

13

27
28

24
25
2

14
18

4

30
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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！
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。

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。

Information



　九州大学の掲げる国際戦略は、「歴史的・地理的必然が導くアジア指

向」と「世界的知の拠点形成」にある。前者の趣旨は、アジアの大学との

連携強化を通じたアジアのステイタスの向上ということにあり、後者のそ

れは、アジアから発信する欧米の大学との競争的協力関係の構築という

ことにある。

　平成１４年４月１日には、九州大学独自の組織として国際交流推進機

構を設置し、こうした国際戦略の２つの基軸に基づき、さまざまな国際交

流活動を展開してきた。韓国研究センターは、留学生センターやアジア

総合研究センターと並んで、この機構を構成する３つのセンターの一つ

であり、全学の国際交流活動の基本的方針の下に、さまざまな活動を展

開してきている。

　九州大学は、これまで培ってきた、韓国を初めとするアジアにおけるネ

ットワークを活用した「アジアンプラットフォーム」の構築が、本学のさらな

る発展、アジアの発展のために、はなはだ重要であるとの認識の下に、新

たな国際交流推進機構の充実・強化を行うべく、準備を進めているところ

である。

　こうした新しい構想の中で、韓国研究センターにはいっそう重要な役

割が期待されている。近年締結された「環太平洋韓国研究コンソーシアム」

が、できるだけ早い時期に実質的な成果を挙げることが切に求められて

いる。

　韓国研究センターは、設立以来、日本における韓国研究の拠
点として確実に成長し、韓国政府から感謝状を贈呈されるなど、
国内外で一定の評価を得てきました。
　２月２０日、本センターのイニシアティブで、韓・米・中・豪な
ど５カ国８大学（下図参照）の韓国研究センター長が九州大学
に集い、韓国研究のグローバル・ネットワーク（環太平洋韓国
研究コンソーシアム）を構築しました。本センターは事務局を
担い、共同研究やワークショップなど各種事業は全て、本セン
ターを中心に行われることになります。これにより、次のよう
なシナジー効果が期待されます。
　第1に、活動範囲のグローバル化。これまでも日韓共同研究
を通じて国際学術交流を活発に行ってきましたが、今後は、よ
り多国間の共同研究を展開します。第２に、韓国研究のパラダ
イム・チェンジのリード。グローバル化の今日、韓国だけを対
象にしていては韓国研究を行うことはできません。本センター
はアジェンダ・セッターとして、共同研究のテーマとして、「韓
太平洋地域における韓人社会の形成」を提案し、了承を得まし
た。
　第３に、次世代の韓国研究者の育成。本学の学生には韓国
への派遣や韓国国際交流財団による奨学金だけでなく、グロ

ーバル・ネットワークをフルに活用した研究指導を受ける道
も開かれます。
　本センターは、日本における韓国研究の拠点を超え、韓国研
究のグローバル・ネットワークのハブへと展開していきます。
一層のご支援をお願いします。

2004年12月8日 金鍾泌元国務総理 来館
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九州大学理事・副学長

柳原 正治

大学の国際化と韓国研究センター
環太平洋韓国研究コンソーシアム設立

日本における韓国研究の拠点から
韓国研究のグローバル・ネットワークのハブへ
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環太平洋におけるKorean Studies Network
構築への展望

1. 開会挨拶
柳原正治（九州大学理事・副学長・韓国研究センター委員会委員長）
2. 中國韓國学研究的回顧與展望
石　源華（復旦大学 韓国研究センター所長）
3. Korean Studies in Australia, Past and Present
Ken Wells（オーストラリア国立大学 韓国研究センター長）
Andrei Lankov（同大学Lecturer）
４. 중・일・한 3 국간 한국학 공동연구체계 구축의 필요성에 대해여

沈　定昌（北京大学 韓国学研究センター教授）
５. 総合討論
金　容徳（ソウル大学校 国際大学院長）
崔　徳壽（高麗大学校 民俗文化研究院韓国史研究所長）
松原孝俊（九州大学 韓国研究センター教授）
６. 閉会挨拶　石川捷治（九州大学韓国研究センター長）

《プログラム》

11月13日 13：00～（於：九州大学国際ホール）

【第1部】

東アジア三国の地域ネットワークに関する
歴史学的考察―上海・仁川・博多を中心に―

個別研究（20分＋質疑応答10分）
（１）李　鎭漢（高麗大学校）「高麗時代対外貿易と礼成港」
（２）荒木和憲（九州大学大学院生）
「中世対馬の朝鮮貿易業者―『地域ネットワーク』の担い手―１５～１６世紀」
（３）孫　科志（復旦大学）「近代中朝海上貿易と華商（１８７６－１９００）―仁川港を中心として―」
（４）金　允嬉（高麗大学校）「近代韓清日三国の流通ネットワークの作動―上海・仁川・長崎（大阪）」
（５）総合討論
　　〈コメンテーター〉
　　1. 崔　光植（高麗大学校） 2. 尹　載云（高句麗研究財団）
　　3. 李　旭（高麗大学校） 　4. 森平雅彦（九州大学）
　　5. 石川亮太（佐賀大学）

《プログラム》

《プログラム》

11月14日 9：30～（於：九州大学国際ホール）

【第2部 第1分科会】

地域政治の日韓比較研究
11月14日 14：00～（於：九州大学国際ホール）

【第2部 第2分科会】

司　会：佐藤加寿子（九州大学農学研究院）

報　告：呉　在一（韓国全南大学校）
　　　　「韓国における地方分権化政策と展望―廬武鉉政権の
　　　　  分権化政策と中心として」

　　　　姜　再鎬（韓国釜山大学校）
　　　　「地方議政活性化の方策
　　　   ―A Vitalization Device of Local Councils in 
Korea」

　　　　出水　薫（九州大学法学研究院）
　　　　「日本における分権時代の政策能力と議会」

　　　　コメント：石川捷治（九州大学法学研究院）

上記のシンポジウムのうち、
第1日目の「環太平洋におけるKorean Studies Network 
構築への展望」と第2日目の「東アジア三国の地域ネットワー
クに関する歴史学的考察―上海・仁川・博多を中心に―」の講
演内容を、http://matsu.rcks.kyushu-u.ac.jp/Sympo/のサ
イトにおきまして、動画で見ていただくことができます。
（利用者登録が必要ですが、無料です）

シンポジウム「『帝国日本』と東北アジア」

（1）挨　拶：石川捷治（九州大学韓国研究センター長）

（2）報告者：
●Peter Duus 氏(スタンフォード大学)
　“Jihad or McWorld? American Perspectives 
　　　　　　on the Japanese Colonization of Korea.”

●朴　明圭 氏（ソウル大学校社会科学大学社会学科）
「韓国における『帝国日本』研究の現状と課題」（仮題）

●小林　英夫 氏（早稲田大学大学院アジア太平洋研究科）
「帝国日本と『満洲国』：満鉄調査部の終焉」

（３）司会：有馬　学 氏（九州大学）、安冨　歩 氏（東京大学）

《プログラム》

12月4日 14：30～（於：九州大学国際ホール）

【第1日目】

20世紀朝鮮の民衆生活

1. 民衆生活史への道　9:30～

朴　賢沫（嶺南大学校）
「今日でなければならないこと：民衆生活史の記録と解釈」 

朴　勝煕（嶺南大学校）「記憶の作動方式と口述」

廉　哲（中央大学校）「口述性と文字性」

2. 二十世紀民衆生活の諸相　10：40～

徐　賢禎（ソウル大学校）「飲食に見られる民衆生活の変化」

韓　美玉（全北大学校）「民衆たちの墓場：ある地官の一生を通してみた風水観の変化」

呉　香善（九州大学院生）「日本統治期朝鮮半島の日本人警察に対する朝鮮語教育」 

阿形佐恵子（九州大学院生）「日本統治期朝鮮半島におけるバイブルウーマン」

3. イメージ、インターネット、民衆生活

浦川和也（佐賀県立名護屋城博物館）
「古写真・絵葉書に見る２０世紀民衆生活」

申　明植（熊本学園大学）
「1930年代の漫文漫画と植民地都市空間の日常」

咸　翰姫・朴　淳哲（全北大学校）「インターネットで出逢う民衆文化」

4． 招請講演

Ken.Wells （Australian National University）
“Korea-Japan Religious Relations : 
The Case of Uchimura Kanzoo and 
the Korean Protestant Reformers.” 

松本武祝（東京大学）「植民地下における朝鮮人下級職員の『近代』経験」

5． 引揚者たちが語る植民地朝鮮（座談会）

《プログラム》

12月5日 9：30～（於：九州大学国際ホール）

【第2日目】

　シンポジウム「『帝国日本』と東北アジア」は、近年の世界に
おける「帝国」研究の動向を念頭に置きつつ、戦前期日本の帝
国秩序と東北アジア地域の関係を多面的に理解することを目
的とました。「帝国」日本が大韓「帝国」を植民地として包摂し、
満洲「帝国」を影響下に置くという、20世紀に出現した東北ア
ジアの重層的な関係は、それ自体が「帝国」概念の再定義をせ
まるものであると同時に、近現代の国際社会における権力関
係を解明する新たな視点を生み出す可能性を秘めています。
そうした観点から、本シンポジウムでは三名の報告者をお招
きして、アメリカ、韓国、日本における近年の研究動向をふまえ
ながら、「帝国日本」と植民朝鮮および満洲国の関係をめぐる
諸問題を報告していただきました。
　上記の国際研究集会につきましては、
第１日目の「『帝国日本』と東北アジア」と第２日目の「２０世紀
朝鮮の民衆生活」の講演内容を、
http://matsu.rcks.kyushu-u.ac.jp/Sympo/
のサイトにおきまして、動画で見ていただくことができます。
（利用者登録が必要ですが、無料です）
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環太平洋におけるKorean Studies Network
構築への展望

1. 開会挨拶
柳原正治（九州大学理事・副学長・韓国研究センター委員会委員長）
2. 中國韓國学研究的回顧與展望
石　源華（復旦大学 韓国研究センター所長）
3. Korean Studies in Australia, Past and Present
Ken Wells（オーストラリア国立大学 韓国研究センター長）
Andrei Lankov（同大学Lecturer）
４. 중・일・한 3 국간 한국학 공동연구체계 구축의 필요성에 대해여

沈　定昌（北京大学 韓国学研究センター教授）
５. 総合討論
金　容徳（ソウル大学校 国際大学院長）
崔　徳壽（高麗大学校 民俗文化研究院韓国史研究所長）
松原孝俊（九州大学 韓国研究センター教授）
６. 閉会挨拶　石川捷治（九州大学韓国研究センター長）

《プログラム》

11月13日 13：00～（於：九州大学国際ホール）

【第1部】

東アジア三国の地域ネットワークに関する
歴史学的考察―上海・仁川・博多を中心に―

個別研究（20分＋質疑応答10分）
（１）李　鎭漢（高麗大学校）「高麗時代対外貿易と礼成港」
（２）荒木和憲（九州大学大学院生）
「中世対馬の朝鮮貿易業者―『地域ネットワーク』の担い手―１５～１６世紀」
（３）孫　科志（復旦大学）「近代中朝海上貿易と華商（１８７６－１９００）―仁川港を中心として―」
（４）金　允嬉（高麗大学校）「近代韓清日三国の流通ネットワークの作動―上海・仁川・長崎（大阪）」
（５）総合討論
　　〈コメンテーター〉
　　1. 崔　光植（高麗大学校） 2. 尹　載云（高句麗研究財団）
　　3. 李　旭（高麗大学校） 　4. 森平雅彦（九州大学）
　　5. 石川亮太（佐賀大学）

《プログラム》

《プログラム》

11月14日 9：30～（於：九州大学国際ホール）

【第2部 第1分科会】

地域政治の日韓比較研究
11月14日 14：00～（於：九州大学国際ホール）

【第2部 第2分科会】

司　会：佐藤加寿子（九州大学農学研究院）

報　告：呉　在一（韓国全南大学校）
　　　　「韓国における地方分権化政策と展望―廬武鉉政権の
　　　　  分権化政策と中心として」

　　　　姜　再鎬（韓国釜山大学校）
　　　　「地方議政活性化の方策
　　　   ―A Vitalization Device of Local Councils in 
Korea」

　　　　出水　薫（九州大学法学研究院）
　　　　「日本における分権時代の政策能力と議会」

　　　　コメント：石川捷治（九州大学法学研究院）

上記のシンポジウムのうち、
第1日目の「環太平洋におけるKorean Studies Network 
構築への展望」と第2日目の「東アジア三国の地域ネットワー
クに関する歴史学的考察―上海・仁川・博多を中心に―」の講
演内容を、http://matsu.rcks.kyushu-u.ac.jp/Sympo/のサ
イトにおきまして、動画で見ていただくことができます。
（利用者登録が必要ですが、無料です）

シンポジウム「『帝国日本』と東北アジア」

（1）挨　拶：石川捷治（九州大学韓国研究センター長）

（2）報告者：
●Peter Duus 氏(スタンフォード大学)
　“Jihad or McWorld? American Perspectives 
　　　　　　on the Japanese Colonization of Korea.”

●朴　明圭 氏（ソウル大学校社会科学大学社会学科）
「韓国における『帝国日本』研究の現状と課題」（仮題）

●小林　英夫 氏（早稲田大学大学院アジア太平洋研究科）
「帝国日本と『満洲国』：満鉄調査部の終焉」

（３）司会：有馬　学 氏（九州大学）、安冨　歩 氏（東京大学）

《プログラム》

12月4日 14：30～（於：九州大学国際ホール）

【第1日目】

20世紀朝鮮の民衆生活

1. 民衆生活史への道　9:30～

朴　賢沫（嶺南大学校）
「今日でなければならないこと：民衆生活史の記録と解釈」 

朴　勝煕（嶺南大学校）「記憶の作動方式と口述」

廉　哲（中央大学校）「口述性と文字性」

2. 二十世紀民衆生活の諸相　10：40～

徐　賢禎（ソウル大学校）「飲食に見られる民衆生活の変化」

韓　美玉（全北大学校）「民衆たちの墓場：ある地官の一生を通してみた風水観の変化」

呉　香善（九州大学院生）「日本統治期朝鮮半島の日本人警察に対する朝鮮語教育」 

阿形佐恵子（九州大学院生）「日本統治期朝鮮半島におけるバイブルウーマン」

3. イメージ、インターネット、民衆生活

浦川和也（佐賀県立名護屋城博物館）
「古写真・絵葉書に見る２０世紀民衆生活」

申　明植（熊本学園大学）
「1930年代の漫文漫画と植民地都市空間の日常」

咸　翰姫・朴　淳哲（全北大学校）「インターネットで出逢う民衆文化」

4． 招請講演

Ken.Wells （Australian National University）
“Korea-Japan Religious Relations : 
The Case of Uchimura Kanzoo and 
the Korean Protestant Reformers.” 

松本武祝（東京大学）「植民地下における朝鮮人下級職員の『近代』経験」

5． 引揚者たちが語る植民地朝鮮（座談会）

《プログラム》

12月5日 9：30～（於：九州大学国際ホール）

【第2日目】

　シンポジウム「『帝国日本』と東北アジア」は、近年の世界に
おける「帝国」研究の動向を念頭に置きつつ、戦前期日本の帝
国秩序と東北アジア地域の関係を多面的に理解することを目
的とました。「帝国」日本が大韓「帝国」を植民地として包摂し、
満洲「帝国」を影響下に置くという、20世紀に出現した東北ア
ジアの重層的な関係は、それ自体が「帝国」概念の再定義をせ
まるものであると同時に、近現代の国際社会における権力関
係を解明する新たな視点を生み出す可能性を秘めています。
そうした観点から、本シンポジウムでは三名の報告者をお招
きして、アメリカ、韓国、日本における近年の研究動向をふまえ
ながら、「帝国日本」と植民朝鮮および満洲国の関係をめぐる
諸問題を報告していただきました。
　上記の国際研究集会につきましては、
第１日目の「『帝国日本』と東北アジア」と第２日目の「２０世紀
朝鮮の民衆生活」の講演内容を、
http://matsu.rcks.kyushu-u.ac.jp/Sympo/
のサイトにおきまして、動画で見ていただくことができます。
（利用者登録が必要ですが、無料です）
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特別講演

飯塚正人（東京外国語大学）

主　催：地域研究コンソーシアム・九州大学韓国研究センター・
　　　　日本平和学会九州沖縄地区研究会
助　成：韓国国際交流財団

2005年2月19日（土） 18：00～（於：九州大学国際ホール）

【第1日目】

開会挨拶
岡本三夫（日本学術会議平和問題研究連絡委員会委員長）

歓迎挨拶
石川捷治
（九州大学韓国研究センター長・日本平和学会九州沖縄地区担当理事）

第1セッション「イラク戦争と日韓の派兵」
報　告：飯塚正人（東京外国語大学）
報　告：KIM IL-Young（成均館大学校）
報　告：出水　薫（九州大学）ほか

第2セッション「朝鮮半島と東アジア共同体」
報　告：LEE Dae-Hoon（参与連帯）
報　告：朴　明林（延世大学校）
コメント：岩下明裕（北海道大学）

第3セッション「ジェンダーの観点から考える」
報　告：KWON In-Sook（明知大学校）
コメント：秋林こずえ（日本女子大学）

総合コメント：君島東彦（立命館大学）

全体討論
KIM IL-Young、岩下明裕、LEE Dae-Hoon、
KWON In-Sook、秋林こずえ、君島東彦

閉会挨拶
木村　朗（鹿児島大学・日本平和学会九州沖縄地区担当理事）

《プログラム》

　紆余曲折を経ながらも、朝鮮半島の平和構築を目指す日韓・
南北の対話は続いています。くわえて、日本や韓国内からは｢ポ
スト統一｣を視野に入れた｢東アジア共同体｣の展望も提起さ
れています。
　本シンポジウムはそうした朝鮮半島の平和構築と東アジ
ア共同体の可能性を模索するもので、その際、中央政府レベ
ルの関係のみではなく、地域レベル、市民レベルの日韓の交
流が、そのような展望にどのような意味を持つのかという点
に焦点を合わせて行われ活発な意見がかわされました。

「中東における『対テロ戦争』の現状と今後の展望」

日韓共同シンポジウム

主　催：日本学術会議平和問題研究連絡委員会
共　催：九州大学韓国研究センター
　　　　日本平和学会九州沖縄地区研究会
助　成：韓国国際交流財団

2005年2月20日（日） 9：45～（於：九州大学国際ホール）

【第2日目】

「朝鮮半島の平和構築と東アジア共同体の展望」

　九州大学韓国研究センターは、「社会の養成に応え、地域社
会への学術的還元」をめざし、「県下の国際交流団体等と協力
して県民主体の国際交流を推進」する福岡県国際交流センタ
ーとともに、二つの国際行事を行いました。

　体験型の重視・双方向型の知的交流形式・現場体験に根ざした
多彩な分野の韓国ウオッチャーの体験談を伺うことを目ざし、石
井幸孝氏（元JR九州社長）、李鐘薫氏（韓国観光公社福岡支社長）、
嶋村初吉氏（西日本新聞編集委員）、姜美善氏（韓国舞踊家）、金榮
昭（駐福岡大韓民国総領事）、鄭英鎮氏（韓国伝統茶研究家）等の
講師を迎えました。全四回のセミナーには多くの県民の方の参加
を得ました。

1. 福岡県民対象「日韓理解セミナー」の開催

　女性の視点の欠如したこれまでの日韓交流の議論を深く反省し、
「女性が拓く日韓新時代」のチャートを作り上げるべく、女性のパ
ネリスト姜信子氏（作家）、黛まどか氏（俳人）、小川純子氏（NHK
プロデューサー）に語ってもらい、小倉和夫氏（独立行政法人国際
交流基金理事長）、徐賢燮氏（九州大学特任教授）に韓国の現代史
や社会状況を述べてもらいました。
　会場からの盛んな意見・質問も多く寄せられ、韓国の文化や社
会の様子や今後の市民同士による日韓関係のあり方について福
岡県民を交えて議論が行われました。その意味で、今後の日韓関
係のさらなる発展に貢献できたものと思われます。

2. 福岡県民対象「日韓理解シンポジウム」の開催

6 7

シンポジウム報告 シンポジウム報告

日韓共同シンポジウム

朝鮮半島の平和構築と東アジア共同体の展望
福岡県民シンポジウム

元気な韓国、女性が拓く日韓新時代

シンポジウムで講演する小倉和夫氏（独立行政法人国際交流基金 理事長）

シンポジウムで講演する
姜　信子氏

県民セミナー会場の一コマ



特別講演

飯塚正人（東京外国語大学）

主　催：地域研究コンソーシアム・九州大学韓国研究センター・
　　　　日本平和学会九州沖縄地区研究会
助　成：韓国国際交流財団

2005年2月19日（土） 18：00～（於：九州大学国際ホール）

【第1日目】

開会挨拶
岡本三夫（日本学術会議平和問題研究連絡委員会委員長）

歓迎挨拶
石川捷治
（九州大学韓国研究センター長・日本平和学会九州沖縄地区担当理事）

第1セッション「イラク戦争と日韓の派兵」
報　告：飯塚正人（東京外国語大学）
報　告：KIM IL-Young（成均館大学校）
報　告：出水　薫（九州大学）ほか

第2セッション「朝鮮半島と東アジア共同体」
報　告：LEE Dae-Hoon（参与連帯）
報　告：朴　明林（延世大学校）
コメント：岩下明裕（北海道大学）

第3セッション「ジェンダーの観点から考える」
報　告：KWON In-Sook（明知大学校）
コメント：秋林こずえ（日本女子大学）

総合コメント：君島東彦（立命館大学）

全体討論
KIM IL-Young、岩下明裕、LEE Dae-Hoon、
KWON In-Sook、秋林こずえ、君島東彦

閉会挨拶
木村　朗（鹿児島大学・日本平和学会九州沖縄地区担当理事）

《プログラム》

　紆余曲折を経ながらも、朝鮮半島の平和構築を目指す日韓・
南北の対話は続いています。くわえて、日本や韓国内からは｢ポ
スト統一｣を視野に入れた｢東アジア共同体｣の展望も提起さ
れています。
　本シンポジウムはそうした朝鮮半島の平和構築と東アジ
ア共同体の可能性を模索するもので、その際、中央政府レベ
ルの関係のみではなく、地域レベル、市民レベルの日韓の交
流が、そのような展望にどのような意味を持つのかという点
に焦点を合わせて行われ活発な意見がかわされました。

「中東における『対テロ戦争』の現状と今後の展望」

日韓共同シンポジウム

主　催：日本学術会議平和問題研究連絡委員会
共　催：九州大学韓国研究センター
　　　　日本平和学会九州沖縄地区研究会
助　成：韓国国際交流財団

2005年2月20日（日） 9：45～（於：九州大学国際ホール）

【第2日目】

「朝鮮半島の平和構築と東アジア共同体の展望」

　九州大学韓国研究センターは、「社会の養成に応え、地域社
会への学術的還元」をめざし、「県下の国際交流団体等と協力
して県民主体の国際交流を推進」する福岡県国際交流センタ
ーとともに、二つの国際行事を行いました。

　体験型の重視・双方向型の知的交流形式・現場体験に根ざした
多彩な分野の韓国ウオッチャーの体験談を伺うことを目ざし、石
井幸孝氏（元JR九州社長）、李鐘薫氏（韓国観光公社福岡支社長）、
嶋村初吉氏（西日本新聞編集委員）、姜美善氏（韓国舞踊家）、金榮
昭（駐福岡大韓民国総領事）、鄭英鎮氏（韓国伝統茶研究家）等の
講師を迎えました。全四回のセミナーには多くの県民の方の参加
を得ました。

1. 福岡県民対象「日韓理解セミナー」の開催

　女性の視点の欠如したこれまでの日韓交流の議論を深く反省し、
「女性が拓く日韓新時代」のチャートを作り上げるべく、女性のパ
ネリスト姜信子氏（作家）、黛まどか氏（俳人）、小川純子氏（NHK
プロデューサー）に語ってもらい、小倉和夫氏（独立行政法人国際
交流基金理事長）、徐賢燮氏（九州大学特任教授）に韓国の現代史
や社会状況を述べてもらいました。
　会場からの盛んな意見・質問も多く寄せられ、韓国の文化や社
会の様子や今後の市民同士による日韓関係のあり方について福
岡県民を交えて議論が行われました。その意味で、今後の日韓関
係のさらなる発展に貢献できたものと思われます。

2. 福岡県民対象「日韓理解シンポジウム」の開催

6 7

シンポジウム報告 シンポジウム報告

日韓共同シンポジウム

朝鮮半島の平和構築と東アジア共同体の展望
福岡県民シンポジウム

元気な韓国、女性が拓く日韓新時代

シンポジウムで講演する小倉和夫氏（独立行政法人国際交流基金 理事長）

シンポジウムで講演する
姜　信子氏

県民セミナー会場の一コマ
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江原大学校 農業資源経済学科 教授

（九州大学 韓国研究センター 客員教授） （九州大学 韓国研究センター 客員教授）

　私は2004年3月5日から6月25日まで九州大学韓国研究セン
ターに滞在し、主に食品の安全性に関する研究を行いました。 
　食品の安全性問題は、韓国においても農業政策のなかで最
も重要な分野の一つになっています。
　私の滞在期間中に韓国と日本で家禽インフルエンザが発生
しました。経済的にも社会的にも大きな問題になっている時であ
ったため、日本の対応システムに対する研究を深めることができ
ました。帰国後も引き続き食品の安全性、特にリスクコミュニケー
ション分野について研究を進めております。いま、韓国も食品安
全基本法を制定しようとしています。日本の経験は韓国の法律
や制度を作る際に大変参考になります。
　江原大学校の日本学科には九州大学から米田先生が客員
教授として教鞭をとっております。また、今年の2月には九大の農
産物流通学教室の大学院生田村君が1年の予定で江原大学
校に来て一緒に食品の安全性について研究しております。田村
君は研究時間の合間に日本語スタディグループ学生たちに日本
語と日本文化も教えています。今年の4月中旬には江原大学校
総長が九州大学を訪問し、両大学の間で学術交流協定書に調
印する予定です。今後、このような学術交流がさらに活発になる
ことを期待しております。
　冬のソナタが日本で有名になるまで、江原大学校がある江原
道春川市（ソウルから北東方向に約80km）は日本人に全然知
られていない小さな地方都市でした。今は日本をはじめ、中国や
東南アジアから多くの観光客がこの街を訪れるようになりました。
2月下旬には韓国研究センターの松原先生がゼミ生とともに春
川市を訪問されました。冬のソナタの撮影地を見学して（非常に
寒かったですが）、夕方にタッカルビ(鶏肉と野菜を混ぜて焼く辛
い料理で春川の名物)を食べながら、一緒に楽しい時間を過ご
しました。
　こうして原稿を書いていると、去年3月九州大学キャンパスに
きれいに咲いた桜の花の下を散歩し、その下で教室の先生や
学生さんと一緒にコンパをした楽しい時間が思い出されます。
九州大学滞在中には多くの方々に大変お世話になりました。こ
のニューズレターの紙面をかりて厚くお礼申し上げます。そして、
これからもよろしくお願いいたします。また、韓国へいらっしゃる
機会がございましたら、是非冬のソナタの街春川まで足を伸ば
すようにお勧めいたします。

客員教授紹介 研究室訪問

　朝鮮史学研究室は１９７４年４月に文学部史学科の一講座とし
て開設されたが、早や３１年を経た。初代の長正統助教授（後に教
授）と菅野裕臣助手（現・東京外国語大学名誉教授）が研究室の
基礎を築かれた。
　本学の長いアジア研究の実績を踏まえて、日本を含む東アジア
の歴史と文化を深く研究するには朝鮮の研究を欠いてはならない
ことを学問的に切実に欲求した諸先学が各方面に働きかけた賜
物であった。朝鮮学の諸分野にわたる研究体制を望まれていたが、
予算の制約の前に、まずは歴史学から始めて諸分野に及ぶ構想
であった。
　当時、朝鮮学の研究は我が国では天理大学と大阪外国語大学
のほかにはなかった。僅かの大学に専門研究者はおられたが、専
攻する学生、院生は極めて少なかった。その時代を振り返ると、本
研究室の開設が今日の韓国・朝鮮学の研究と教育の高揚を支え
ていたと言っても過言ではなかろう。１９６５年の日韓国交回復直
後の困難の中でソウルに留学した若手研究者が助手を務め、任
期後の再就職先で朝鮮学の扉を開かれ、それぞれ活躍されたの
である。その後、在学生が跡を追うようにソウルに留学し、帰国後
は各大学に職を得て朝鮮史学の研究と教育を担当しているので
ある。
　しかし、今日も研究室の構成は教員二人である。朝鮮史は「神話」
を含めば５０００年の悠久な歴史である。文献考証を主体にした
手法で研究を進めているが、古代と中世、近世、近代と４名のスタ
ッフで講座を構成したいところであるが、古代史専攻の私と中世
史の森平雅彦講師、それに留学生担当の村田寛講師が加わって
朝鮮語文化史を講じている。
　ところで、朝鮮史学とは韓国史学と何か違いがあるのか、と疑
問に思われるであろう。大韓民国が韓国と略され、朝鮮は朝鮮民
主主義人民共和国の略かと理解する傾向が近年は目立つ。はた
してそうであろうか。「朝鮮」は早く中国の古典に現れるが、それで
は中国譲りの名となってしまう。これを嫌ってか、北では「ｃｈｏｓｅｎ」
なる古代国家が紀元前２０００年頃に平壌を中心にあり、これを中
国人が「朝鮮」と漢字表記したのだと、朝鮮のオリジナリティを主張
する。古典では「朝鮮」の語源を「仙水」と言う大河に由るとも言うが、
はっきりとそれを言わないのは、言うまでもなくそれが中国から見
て「東方の日出づる地」の意だからであろう。１９世紀半ばの実学
者である金正浩は「大東輿地図」のなかで「地は東表に在り、日は

まず明るし、故に朝鮮という」との語源を示している。これは唐の朝
廷で日本の遣唐使が「倭国」を改めて「日本」と表現したことにも通
ずる。朝鮮、日本ともに中国から見れば「東方の日出づる地」であ
るが、そのことをどちら側から表現したかであるが、相互に合点さ
れた名称であろう。
　それでは「韓国」とはなにか。「韓」の始まりは「魏志倭人伝」の直
前の「韓伝」にある。「馬韓、辰韓、弁韓」の「韓」は「ｈａｎ」の音写と
みられる。中国の戦国時代には「韓国」があったが、「ｈａｎ」をこの
韓で書き取ったのであろう。「ｈａｎ」は東北アジアに広く見られ、「大
いなる」の意味で首長を言い、古代の史料にも官位の語尾に「干」
と音写される。１８９７年に朝鮮王朝は大韓帝国と改称したが、勅
令では「大韓」の意義を何も主張していないが、アイデンティティが
「朝鮮」から「大いなる（ｈａｎ）＝韓」に回帰したものと推考される。
それは独自文字の諺文が「大いなる文字」の意味から「han-gwｌ」
と改称されたことにも通ずる。
　さて、朝鮮の歴史は広くアジア大陸東北部の歴史と密に接する
から、その歴史研究は地域研究の中核となり、研究対象は多岐に
渡り無限である。朝鮮史は国家と文化の形成において日本史とは
同伴の関係にあり、相互交流の正負の歴史も今日に至っている。
朝鮮半島の歴史を理解することは日本史を理解することに実は連
なっているのである。
　私は１９７５年夏に初訪韓し、その後の留学以来、幸いに多くの
韓国の知識人や学生と付き合っている。彼らは日本文化や日本人
を高く評価して私に語ってくれる。また、厳しく評価する隣人でもある。
日本の歴史と文化、それに日本人を実によく見ている。
　私は出退勤時に釜山のＫＢＳラジオ放送（８９１KHz）を聞くが、
日本の時事ニュ－スがソウル経由で直ぐさま放送されている。日本
社会に注ぐ韓国人の目は熱い。隣人の評価は世界の評価の始ま
りであることを思えば、言うまでもなく隣人との付き合いは相互に
過ってはならない。その意味からも、本学の位置と歴史を鑑みれば、
学生が隣人の歴史に根ざした文化を学び、これを評価できる良質
な社会人として巣立ってほしいものである。

（リ・ビョンオ）李 炳

人文科学研究院　朝鮮史学研究室 教授

濱田　耕策

カリフォルニア大学バークレー校 人類学科 教授

　観光文化人類学者としての私の経歴は、ケンブリッジ大学を
経て、マクギル大学修士課程に入り、カナダのイヌイット研究をは
じめた際、大都市への輸出販売を目的としてつくられる新しい芸
術様式（遠距離観光アートとでもいいましょうか）に興味をもった
のがはじまりです。
　シカゴ大学で家族と認識構造について研究し、カリフォルニア
大学バークレー校で教鞭をとるため移りましたが、その間北極地
方に足かけ2年滞在し、イヌイット・アートの石彫と版画を研究し
ました。また、世界各地の民族が類似した観光・輸出アートを作
っていることを発見し、このテーマで会議を開いた成果がEthnic 
and Tourist Artsとして1976年に出版されました。
　1974年に日本を訪れ、1979年には民博に招待されました。京
都に住み、国内観光の深い歴史、精巧な構造、観光する人々の
多さについて学び、1983年に論文「To Pray, Pay, and Play: 
the Cultural Structure of Japanese Domestic Tourism」を
発表しました。その後も日本における観光の変遷、例えば車利用
の増加、農村の踏破やエコ・ツーリズムの発生、余暇時間の増
加などを探究してきました。
　九州では、国内および韓国人観光客の見所としてのコリア文
化の再浮上を考察してきました。例えば美山の15代遡る沈壽官
一家は薩摩焼で日本と韓国で有名ですし、宮崎の百済の里は
664年に百済王が漂着したところとして、銅鏡をおさめた西の正
倉院と日本文化の朝鮮起源を物語る博物館、百済の館が建て
られています。
　九州大学韓国研究センター滞在中、日韓の新しい形の観光
について学びました。多くの日本人が韓国のポップ・カルチャー、
韓流を求めて韓国を訪れます。今日の人類学者は辺境社会へ
の観光の影響だけでなく、近代国家における観光の動機や呼び
物としての文化と伝統の創造、そしてその結果生じる社会文化
交流についても研究するようになっています。

ネルソン・グレイバーン

新羅官僚・崔致遠の遺跡にて（慶州）

朝鮮史学研究室より
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江原大学校 農業資源経済学科 教授
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（リ・ビョンオ）李 炳

人文科学研究院　朝鮮史学研究室 教授

濱田　耕策

カリフォルニア大学バークレー校 人類学科 教授
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ネルソン・グレイバーン

新羅官僚・崔致遠の遺跡にて（慶州）

朝鮮史学研究室より



九州大学
本COE
プログラム

南京大学 復旦大学

山東大学華東師範
大学

東亜大学校 全北大学校

●国際共同研究・調査
●相互訪問によるワークショップ・集中講義
●若手研究者・院生の派遣と受け容れ
●年一回程度の協定全大学による国際会議
●協定大学の拡充

九州大学21世紀COEプログラム
東アジア史研究コンソーシアム

10 11

韓国と九大の考古学
比較社会文化研究院 基層構造講座

田中　良之

　九州大学の考古学は韓国とは不可分の関係にある。その関係
は1960年代の文学部考古学講座の鏡山猛教授の時代に始まり、
困難な政治状況と民族感情をものともせず、一つ一つの機会を積
み重ねて交流と相互理解を深め、今日の関係を築きあげてきた。
この間、岡崎敬教授のもとに多くの韓国人研究者が訪れ、韓国を
中心とする東アジア考古学専攻の西谷正教授のもとに多くの韓国
人留学生が学び、また本学からも韓国へと留学生を派遣してきた。
そして、これらの訪問研究員・留学生はこんにち韓国考古学会に
おける枢要な地位を占めるに至っている。
　また、1980年代後半に釜山大学との間に始められた「九州・釜
山合同考古学研究会」は教官レベルでの研究交流だけでなく、学

生間の交流を活発化させ、日韓の学生が調査などで行き来し、お
互いの部屋に宿泊するということが普通に行われるまでになった。
そのご、この研究会は「九州・嶺南考古学会合同学会」として発展
継承されてこんにちに至っているが、九州考古学会の事務局は筆
者の講座にあり、依然九大の考古学が中心的役割を果たしている
のである。
　このように、九大の考古学は韓国とは密接不可分の関係にあり、
現在もソウル大学へと留学生を派遣していて、21世紀COEプログ
ラムにおける共同研究、それに基づく「東アジア史研究コンソーシ
アム」においても韓国諸大学・研究機関との協力関係はますます
強化されており、今後さらなる成果をもたらすと考えられよう。

研究紹介 1



九州大学
本COE
プログラム

南京大学 復旦大学

山東大学華東師範
大学

東亜大学校 全北大学校

●国際共同研究・調査
●相互訪問によるワークショップ・集中講義
●若手研究者・院生の派遣と受け容れ
●年一回程度の協定全大学による国際会議
●協定大学の拡充

九州大学21世紀COEプログラム
東アジア史研究コンソーシアム

10 11

韓国と九大の考古学
比較社会文化研究院 基層構造講座

田中　良之

　九州大学の考古学は韓国とは不可分の関係にある。その関係
は1960年代の文学部考古学講座の鏡山猛教授の時代に始まり、
困難な政治状況と民族感情をものともせず、一つ一つの機会を積
み重ねて交流と相互理解を深め、今日の関係を築きあげてきた。
この間、岡崎敬教授のもとに多くの韓国人研究者が訪れ、韓国を
中心とする東アジア考古学専攻の西谷正教授のもとに多くの韓国
人留学生が学び、また本学からも韓国へと留学生を派遣してきた。
そして、これらの訪問研究員・留学生はこんにち韓国考古学会に
おける枢要な地位を占めるに至っている。
　また、1980年代後半に釜山大学との間に始められた「九州・釜
山合同考古学研究会」は教官レベルでの研究交流だけでなく、学

生間の交流を活発化させ、日韓の学生が調査などで行き来し、お
互いの部屋に宿泊するということが普通に行われるまでになった。
そのご、この研究会は「九州・嶺南考古学会合同学会」として発展
継承されてこんにちに至っているが、九州考古学会の事務局は筆
者の講座にあり、依然九大の考古学が中心的役割を果たしている
のである。
　このように、九大の考古学は韓国とは密接不可分の関係にあり、
現在もソウル大学へと留学生を派遣していて、21世紀COEプログ
ラムにおける共同研究、それに基づく「東アジア史研究コンソーシ
アム」においても韓国諸大学・研究機関との協力関係はますます
強化されており、今後さらなる成果をもたらすと考えられよう。

研究紹介 1



12 13

　九州大学韓国研究センターでは、九州大学P&P（２００４年度）、
科学研究費、三菱財団等の支援を受けて、日本植民地期朝鮮半
島に居住した民衆生活誌に関する調査研究を展開しております。
対象となる朝鮮半島からの「引き揚げ者」の日本人は、年々高齢化
が進んでおります。１９４５年当時１０歳の方でも、すでに７０歳。２０
歳の方であったならば、８０歳。愁眉の急の課題ではないでしょうか。
　調査手順としては、まず日本植民地期の交流組織（例えば、学
校の同窓会、職業団体など）と敗戦後の国内交流組織（例えば、
朝鮮半島各地で組織された日本人世話会、木浦会などの地縁組
織など）の具体的解明に努め、各種のデータベースを作成中です。
　２００４年度の研究成果として、まず第一に「朝鮮半島引揚者と
の座談会」を企画いたしました。この座談会に参加しながら、痛感
したのは、在日アメリカ人とか在日フランス人があるように、引き揚
げ者の方々は「在日『日本人』」であることです。先祖の墓、出生し
た場所、通った学校や会社が朝鮮半島にあり、幼少期の遊び友達
や学友や会社の同僚などが朝鮮半島に居住するからです。オーラ
ルヒストリー調査の重要性に鑑み、今後共、こうした調査を継続す
るつもりです。
　また、第二に韓国木浦市を中心として調査研究を展開して、日
本統治期木浦関係データベース構築の試みに着手し、その手始
めとして、「木浦写真館」を作成して、それをＨＰ上に公開いたしま
した（http://matsu.rcks.kyushu-u.ac.jp/）。日本統治期木浦府の

町並みを再現するに成功したと自負しておりますが、是非多くの方
にご覧頂ければ幸甚に存じます。
　当写真館は、『木浦府史』木浦府［編］　出版：木浦府（1930年
12月出版　書誌ID=21207298 NCID=BN09855251）に掲載され
た写真を中心としたものですが、当時の２４０枚あまりの写真を、当
時の地図上に配置することで、サイト来訪者に直接町を歩く感覚を
体験してもらえるべく、工夫をこらしました。また、「地図」・「写真」・「年
代」・「カテゴリー」で写真を捜すことができるようにしております。こ
の試みは、日本統治期朝鮮半島に日本人が建設した植民都市の
実像に少しでも迫り、正確な歴史認識を持つことに主眼があります。
なお、皆様方の中で関連資料をご所蔵の方があれば、ご一報いた
だけると幸いです。
　また、同じＨＰにおいて、松原研究室所蔵の目録検索サイトも運
営しております。
　松原が近年取り組んで参りました海外所蔵の日本関係資料の
調査・目録化をはかったものの中から、「在外日本古典籍目録」と
して、現在は「遼寧省図書館所蔵日本古典籍目録」をテスト運営し
ております。また、「各種書誌データ目録」としては、「韓国書誌に関
する日本語情報目録」（松原孝俊『韓国書誌に関する日本語情報
目録』言語文化叢書VI、九州大学大学院言語文化研究院、2003
年3月）を公開しております。
　今後もさらにサイトの拡充を図り、韓国研究の多元的資料の収

集と整理を行う所存ですが、皆様にご高覧
いただき、些少なりともお役に立てたらと考
える所存です。

世界の韓国研究

Korean studies started at UCLA in the mid-1980s with the
establishment of basic language courses and the hiring of
professors of Korean Buddhism and Korean literature in the
Department of Asian Languages and Cultures. UCLA has
continued to develop its Korean studies program so that it
now has sixteen full-time faculty: six full-time lecturers in
the Korean language program and ten full-time professors.
The research and teaching fields of the full-time professors
include literature, Buddhism, pre-modern and modern his-
tory, art history, folklore, linguistics, anthropology, and
public policy. UCLA also has adjunct and visiting faculty in
such areas as traditional Korean music, Korean Christianity,
and Korean politics.

UCLA offers 68 undergraduate courses on Korea, the larg-
est number offered by any university in the United States
and enrollments in its courses are large, averaging over
1,500 each year. UCLA offers an undergraduate major in
Korean Language and Culture in the Department of Asian
Languages and Cultures and also offers a Korea concentra-
tion in the interdepartmental East Asian Studies Program.

UCLA also has a large and active graduate program in
Korean studies as its renowned faculty attract large num-
bers of talented graduate students. UCLA now has about 55
graduate students specializing on Korea in such fields as
history, literature, sociology, art history, political science,
linguistics, film, and folklore. UCLA Ph.D.s in Korean
studies now teach at such universities and colleges as Co-
lumbia University, UCSD, Duke University, Arizona State
University, New York University, Rutgers University, and
Yonsei University.

In 1993 UCLA established a Center for Korean Studies to
guide and coordinate the activities of its rapidly growing
Korean studies program. The Center also engages in a num-
ber of other activities besides coordinating Korean studies.
It provides special lectures and training sessions for the
general Los Angeles community. It hosts approximately ten
visiting scholars from overseas each year. It carries out a
special program of research and teaching on Korean Chris-
tianity under a grant from the Luce Foundation. It has ex-

change agreements with over ten universities in Korea and
has been active in conducting joint research projects with
such Korean institutions as Yonsei and Korea universities.
Most recently it has joined the Pan-Pacific Consortium of
Korean Studies Centers organized at the initiative of Kyushu
University. UCLA faculty and graduate students will be ac-
tive participants in the Pan-Pacific Consortium workshop
this summer and look forward to working together to build
a dynamic and truly international network of scholars of
Korea.

Korean Studies at UCLA

「木浦写真館」開設に際して
九州大学 韓国研究センター 教授

松原　孝俊

Korean Studies at UCLA

John Duncan
Professor ; Director of Center for Korean Studies , UCLA
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営しております。
　松原が近年取り組んで参りました海外所蔵の日本関係資料の
調査・目録化をはかったものの中から、「在外日本古典籍目録」と
して、現在は「遼寧省図書館所蔵日本古典籍目録」をテスト運営し
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世界の韓国研究

Korean studies started at UCLA in the mid-1980s with the
establishment of basic language courses and the hiring of
professors of Korean Buddhism and Korean literature in the
Department of Asian Languages and Cultures. UCLA has
continued to develop its Korean studies program so that it
now has sixteen full-time faculty: six full-time lecturers in
the Korean language program and ten full-time professors.
The research and teaching fields of the full-time professors
include literature, Buddhism, pre-modern and modern his-
tory, art history, folklore, linguistics, anthropology, and
public policy. UCLA also has adjunct and visiting faculty in
such areas as traditional Korean music, Korean Christianity,
and Korean politics.

UCLA offers 68 undergraduate courses on Korea, the larg-
est number offered by any university in the United States
and enrollments in its courses are large, averaging over
1,500 each year. UCLA offers an undergraduate major in
Korean Language and Culture in the Department of Asian
Languages and Cultures and also offers a Korea concentra-
tion in the interdepartmental East Asian Studies Program.

UCLA also has a large and active graduate program in
Korean studies as its renowned faculty attract large num-
bers of talented graduate students. UCLA now has about 55
graduate students specializing on Korea in such fields as
history, literature, sociology, art history, political science,
linguistics, film, and folklore. UCLA Ph.D.s in Korean
studies now teach at such universities and colleges as Co-
lumbia University, UCSD, Duke University, Arizona State
University, New York University, Rutgers University, and
Yonsei University.

In 1993 UCLA established a Center for Korean Studies to
guide and coordinate the activities of its rapidly growing
Korean studies program. The Center also engages in a num-
ber of other activities besides coordinating Korean studies.
It provides special lectures and training sessions for the
general Los Angeles community. It hosts approximately ten
visiting scholars from overseas each year. It carries out a
special program of research and teaching on Korean Chris-
tianity under a grant from the Luce Foundation. It has ex-

change agreements with over ten universities in Korea and
has been active in conducting joint research projects with
such Korean institutions as Yonsei and Korea universities.
Most recently it has joined the Pan-Pacific Consortium of
Korean Studies Centers organized at the initiative of Kyushu
University. UCLA faculty and graduate students will be ac-
tive participants in the Pan-Pacific Consortium workshop
this summer and look forward to working together to build
a dynamic and truly international network of scholars of
Korea.

Korean Studies at UCLA

「木浦写真館」開設に際して
九州大学 韓国研究センター 教授

松原　孝俊

Korean Studies at UCLA

John Duncan
Professor ; Director of Center for Korean Studies , UCLA



14 15

〜

新聞にみるセンターのあゆみ 新聞記者の見た「韓国研究センター」

西日本新聞 編集委員

嶋村　初吉

朝日新聞　2004年12月5日

朝日新聞　2005年2月21日

朝日新聞　2005年3月4日

読売新聞　2005年2月19日

御結婚記念碑の由来を記した石碑。左側には韓国語の説明も。 厳原町の金田城跡に復元された徳恵姫と武志の御結婚記念碑。

　日韓交流の島、対馬（長崎県）。植民地時代、強制結婚させられ
た朝鮮王朝最後の王女、徳恵姫と宗武志（伯爵）の御結婚記念碑
を紙面で紹介したのは五年前だったろうか。その石碑は、宗家の
菩提寺、万松院（厳原町）の境内にあった宗家文庫の軒下になぎ
倒されていた。植民地時代の「負の遺産」として忘却の彼方にあっ
たその記念碑の復元を長年、行政に働きかけていた福岡対馬会
の重鎮、梅野初平さん（故人）が最も喜んでくれた。記念碑は、記
事掲載から１年もせぬうちに金石城跡に復元された。その経過は、
私がまとめた「九州のなかの朝鮮」（九州の中の朝鮮文化を考える
会編、明石書店）にも紹介している。その取材の折、対馬最北端、
比田勝に住む在日本大韓民国民団（以下、民団）の女性に話を聞
いた。彼女の話を通して、在日一世の取材をしなければと痛感した。
　戦時中、対馬には三千人を超える朝鮮人が移住していた。解放
後、帰国に伴って急速に減り、現在百人にも満たない。歴史の証
言者は確実に姿を消している。民団で一世の聞き取り調査を行う
と数年前に聞いたが、その進捗状況も、それに対馬の在日一世が
入っているかも知らない。昨年、大阪の友人、西村秀樹氏（毎日放送）
が「大阪で闘った朝鮮戦争―吹田枚方事件の青春群像―」（岩波
書店）を出版した。同書には小倉、板付空港、佐世保など九州関係
の記述がある。刊行前、西村氏から資料の問い合わせがあったが、
満足な回答ができなかった。足元の日韓関係史を掘り耕していな
いことに忸怩たる思いがあった。

　朝鮮戦争で、北朝鮮軍の攻勢に韓国軍は釜山まで追い詰めら
れる。韓国政府は済州島に逃れ「第二の台湾」になるというデマも
流れたころ、一部の韓国人は対馬を目指して出港を争った。九州
への十万人移住計画も構想された。このように、地勢的な立場を
踏まえれば、対馬も九州も韓国と一衣帯水の関係にある。地域史
を探求していけば、韓国学につながる例は多いのではないか。とり
わけ朝鮮戦争では九州が巨大な後方基地として機能した。
　朝鮮戦争と九州を詳述した作品を、私は知らない。恐らく当時の
新聞を検索すれば、その量は膨大であろう。どういう切り口で描い
たらいいか、頭を悩ますほどの大きなテーマであるが、私は対馬を
切り口に取材してみたいと思っている。そんな話を在日の友人にし
たところ、「私の父は、マッカーサー元帥の仁川上陸作戦を実見した」
と興味深い話をしてくれた。時代の証言者はまだいる。ただ、非情
にも時間的制約がある。
　大阪の西村氏から資料請求があったとき、すぐに活用できる機
関があればと思った。それを九州大韓国研究センターに期待したい。
韓国学の拠点といって
も日韓関係史、それに「在
日学」も含めるべきだろ
う。さらに日韓草の根交
流を行っている諸団体
と連携できるテーマを耕
してこそ、市民からも愛
される機関に大きく脱
皮できるのではなかろ
うか。

「在日学」も視野に～国境の島・対馬で思ったこと～

韓国人観光客も多く訪れる対馬。
ハングル表記の案内板も。
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■最寄りの交通機関 バスのりば
●JR博多駅→地下鉄中州川端乗換（貝塚行）→箱崎九大前又は貝塚下車
●福岡空港→地下鉄中州川端乗換（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
●博多駅1番のりば No.29→九大北門下車

韓国研究センター

C O N T E N T S

編集発行　九州大学韓国研究センター　2005年3月15日
問い合わせ先

センター利用案内
開館時間／10：00～17：00

九州大学韓国研究センターでは下記のホームページ
URLで事業紹介を行っています。
http://rcks.isc.kyushu-u.ac.jp/

2大学の国際化と韓国研究センター

環太平洋韓国研究コンソーシアム設立

国際シンポジウム 2004

国際研究集会 2004

日韓共同シンポジウム「朝鮮半島の平和構築と東アジア共同体の展望」

福岡県民シンポジウム「元気な韓国、女性が拓く日韓新時代」

客員教授紹介　李　炳　・ネルソン・グレイバーン

研究室訪問 「朝鮮史学研究室より」 濱田 耕策

研究紹介「日韓考古学の交流＆COE構想」 田中 良之

「『木浦写真館』開設に際して」 松原 孝俊

世界の韓国研究「Korean Studies at UCLA」 John Duncan

新聞に見るセンターの歩み

新聞記者の見た「韓国研究センター」 嶋村初吉

センター訪問者一覧、Information
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視察、会議、催し等年

2004

月

4

5

6

9

7

8

10

11

日
ソウル大学校　総長ほか５名来館
韓国研究センター「Welcome Party」開催
国史編纂委員会　具仙姫氏、韓亘煕氏来館　高麗大学校亜細亜問題研究所９名来館
麗州大学校学生一団見学
安東大学校行政経営大学院教授・学生一行見学
韓国研究センター　第１回定例研究会
九州国立博物館交流班主任主事　元永行英氏来館
日韓文化交流基金堀泰三氏来館
外務省　井関幸康氏来館
韓国研究センター　第２回定例研究会
麗州大学校学生一団見学（～計５回来館）
崔徳寿（高麗大学校）教授、韓国研究センター客員教授着任
釜山大学校歯科大学教授・学生一行見学
全南大学校　姜貞 次期総長ほか８名来館・視察
唐津東高校学生一行見学
韓国国際交流財団２名来館
韓国研究センター　第３回定例研究会
江原大学校広報室長　宋榮韓氏来館
韓国国際交流財団　権仁赫理事長来館・会談
慶南大学校先生一行来館
韓国研究センター　第４回定例研究会
福岡県民セミナー「元気な韓国」（１）　於：アクロス福岡３階こくさいひろば交流室Ａ
福岡県民セミナー「元気な韓国」（２）　
嶺南大学校　金、KlSeok氏来館・見学
福岡県民セミナー「元気な韓国」（３）　韓国記者団（計１５名）来館
南京大学先生４名見学
Harvard-Yenching Institute、　Edward J. Baker氏来館・意見交換会
福岡県民セミナー「元気な韓国」（４）
仁済大学校　成昌模総長来館
名城大学経済学部　梅垣学部長ほか２名見学
翰林聖心大学　尹載善氏来館
韓国研究センター主催　国際シンポジウム２００４（～14日）　於：九州大学国際ホール
　第１部　「環太平洋におけるKorean Studies Network構築への展望」
　第２部　第１分科会「東アジア三国の地域ネットワークに関する歴史学的考察」
　　　　　第２分科会「地域政治の日韓比較研究」
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2004

月

11
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1

日
福岡県民シンポジウム「元気な韓国、女性が拓く日韓新時代」　於：アクロス福岡「国際会議場」
連続講演会　韓国「民主化後の民主主義」を考える（１）
韓国教育人的資源部主管韓国内国立大学予算担当者一行来館
元駐日大使　呉在煕氏、駐福岡大韓民国総領事館領事　李鍾一氏来館
九州大学韓国研究センター　国際研究集会２００４（～5日）　於：九州大学国際ホール
　第１日目　シンポジウム「『帝国日本』と東北アジア」
　第２日目　「２０世紀朝鮮の民衆生活」
　　１．民衆生活史への道　２．二十世紀民衆生活の諸相
　　３．イメージ、インターネット、民衆生活　４．招請講演　５．引揚者たちが語る植民地朝鮮
金鍾泌元国務総理来館・会談
九州大学・全北大学校　国際学術ワークショップ２００４　於：九州大学国際ホール
　第１部　植民地研究　第２部　アジアにおける西洋文化の受容
連続講演会　韓国「民主化後の民主主義」を考える（２）
東京大学　服部民夫氏来館
写真展「『ヨン様』の国」（～18日）＜於：アジア美術館交流ギャラリー＞
慶煕大学校社会学部研修団来館
連続講演会　韓国「民主化後の民主主義」を考える（３）
連続講演会　韓国「民主化後の民主主義」を考える（４）
高麗大学校民族文化研究院Lee,Sanghyeok氏来館
九州大学韓国研究センター国際シンポジウム２００５　「朝鮮半島と平和」（～20日）
　於：九州大学国際ホール
　第１日目　特別講演「中東における『対テロ戦争の現状と今後の展望」
　第２日目　日韓共同シンポジウム「朝鮮半島の平和構築と東アジア共同体の展望」
　　第１セッション　「イラク戦争と日韓の派兵」
　　第２セッション　「朝鮮半島と東アジア共同体」
　　第３セッション　「ジェンダーの観点から考える」
文部科学省研究振興局学術企画室調査訪問
九州大学　渡辺理事視察
韓国研究センター　研究会
国立国会図書館関西館　網野美美氏来館
韓国研究センター　第５回定例研究会
国立公文書館アジア歴史資料センター　牟田昌平氏来館
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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！
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。

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。

Information




