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　２００８年は、これまでの地道な努力が大きな実を結び始めた年であったといえる。

　例年通り今年も、九州大学にて開講した「韓国理解講座：韓国学への招待」は、

300名を超える受講者を集める人気講座として確固たる地位を確立しており、福岡

県民セミナーでも、例年を遙かに超える参加者を集め、福岡県民の韓国文化理解

の促進に貢献したと自負するところである。研究の面でも、７回の定例研究会を開

催すると共に、「研究集会2008植民地朝鮮で蒐集された『知』の歴程」を開催し、研

究者の結節点、新たな知見の発信地として、韓国研究センターは韓国学の発展に

努力を傾けてきた。次世代研究者の育成にも力を注ぎ、世界１２大学で構成される

世界韓国学研究コンソーシアムのワークショップに、教授２名、大学院生１名が参加

し、世界規模の研究者ネットワークを形成する機会を提供した。

　このような数年来の地道な努力が、社会的な評価を受けたのが、まさに今年であ

った。

　ひとつに、韓国学中央研究院が主催する世界韓国学大会の招致成功が挙げら

れる。実際には、韓国側の事情により九州大学では開催できずソウルでの開催とな

ったが、この大会は世界各地から200名以上の研究者が一堂に会する、韓国学に

おける世界最大級の研究大会である。このような研究大会の日本における最初の

開催校として九州大学は選ばれたのである。

　もうひとつは、梁三永文庫の寄贈である。同文庫は戦後日韓関係史の研究に欠く

ことのできない貴重な書籍・雑誌・新聞スクラップ１万点以上からなる。特に、新聞ス

クラップは、戦後の日韓関係の様々な局面や事件が、日韓双方において如何に報

道されたのかを詳細に知ることができる、大変貴重なコレクションといえる。これらの

資料を収集し、新聞スクラップを作成した梁三永氏の努力に報いるよう、我 も々努

力を重ねていかねばなるまい。

　このような世界規模の研究大会の招致や、貴重な文庫の寄贈を受けられたの

も、これまでの地道な努力を、多くの方々に評価して頂いた結果であると同時に、皆

様からの支援の賜物であると考えている。我々は、皆様の支援に応えるべく、今後も

努力を積み重ねていく所存である。倍旧のご支援とご鞭撻を願ってやまない。
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　韓国研究センターでは、研究の基礎となる書籍の充実に努
めている。本年は、故梁三永氏（元韓国民団東京本部議長）のご
遺族より、戦後日本において刊行された多くの韓国関係書籍を
中心に一万冊を超える大変貴重な蔵書の寄贈を受けた。
　書籍も貴重ではあるが、特筆すべきは、日韓の戦後史を子細
漏らさず蒐集した新聞の切り抜きである。この資料には、故梁
三永氏の実兄である元韓国民主統一党党首梁一東氏も巻き
込まれた1973年の金大中事件や、1980年に発生した光州
事件など、戦後史の画期となる様々な事件の新聞報道が含まれ
ており、当時の報道のあり方や、事件に対する人々の視点を感
じ取ることができ、極めて興味深い内容となっている。新聞の
切り抜きは、その膨大な作業量に圧倒されると同時に、その作
業量を厭わなかった故梁三永氏の日本韓国両国に対する心情
が滲み出る貴重な資料集といえる。
　さらには、『白葉』『漢陽』など、戦後在日朝鮮人社会で発行さ
れていた様々な雑誌が、ひとつひとつカバーがされるなど、極め
て良い保存状態で総て揃っていることも注目される。これらの
雑誌を活用することで、在日朝鮮人研究の一層の進展が期待
される。
　本研究センターは、寄贈者のご厚意に沿い、一括保存できる
よう旧工学部四号館の一室を改装し、「梁三永文庫」を開設し
た。同文庫は現在整理中であり、整理が終了次第、研究・教育活
動に積極的に活用されるであろう。韓国学関係の授業の一環と
して同文庫を訪ね、一人の人物が築いた大量の書籍の迫力を
直に体験すると共に、韓国学に関する様々な書籍を手に取る機
会を学生に与えることも、同文庫を活用した教育活動として計
画されている。さらに、文学部朝鮮史学研究室に寄贈された森
田芳夫文庫等を加え、豊富な資料を備えた戦後日韓関係史の
研究拠点へと当研究センターが発展できればと考えている。
　このように貴重な蔵書を寄贈下さった梁三永夫人には、9
月11日に梶山千里総長より感謝状が贈られた。さらに、夫人
は「梁三永文庫」を訪問され、新たな活躍の場を与えられた蔵
書達との久しぶりの対面を果たしたのである。蔵書をご寄贈
いただいた韓国研究センターからも、梁三永夫人に対し深く感
謝の意を表すると共に、貴重な文庫の十全たる保存と有効活
用をお約束する次第である。

寄贈の受入

梁三永文庫の開設
－戦後日韓関係史研究の拠点を目指して



期間：２００8年6月23日～26日
会場：オーストラリア国立大学

主催：世界韓国研究コンソーシアム
助成：韓国国際交流財団

　世界韓国学研究コンソーシアムによるワークショップは、今
年で第4回目を迎える。今回は、6月23～26日の日程で、オ
ーストラリアの首都・キャンベラに位置するオーストラリア国
立大学で開催された。世界８カ国１９大学（九州大学・ソウル大
学・高麗大学・北京大学・ＳＯＡＳ・ＵＣＬＡなど）から、２８名
の次世代韓国学研究者が集い、各自が鋭意進めている研究活
動の一端を披露した。これに対し、７カ国１３大学より１９名の
韓国学を研究する世界的碩学が同席し、コメントを述べ、研究
の一層の発展のためにアドバイスを行った。九州大学からは、
稲葉継雄・松原孝俊両教授が参加し、また人文科学府博士後
期課程の川西裕也君が九州という地の利を活かした研究であ
る「被虜朝鮮人　洪浩然の研究」と題する発表を行った。
　今回は韓国学が未だ盛んではないオセアニア地区での開催
であった。しかし、当のオセアニア地区からも５名の次世代韓
国学研究者の発表を得るなど、大成功を収めた。今回のワーク
ショップが同地区における韓国学の振興に、僅かながらでも貢
献できたとすれば、望外の喜びである。
　第4回ワークショップでは、総合テーマを特に定めなかっ
た。そのため、文学・歴史・政治・経済・社会・思想、そして文化
人類学と、各自の専門分野を越えた、多種多様な発表を聴くこ
とができた。また、２４日の夕刻には、在オーストラリア韓国大
使Kim Woo-Sang氏によって大使館に招待され、本格的な
韓国料理を味わう機会を得た。この一夜は、参加者にとって、特
に忘れ難い思い出になったに違いない。
　毎朝午前９時より発表が始まり、夕食後にも、教授による講
義が続く、というハードスケジュールにもかかわらず、多くの学
生がすべてのセッションに参加したため、最後の発表が終わっ
たときには、みな疲労困憊の態であった。しかし、討論を通じ
て得た知見や、懇親会を通じてはぐくまれた友誼は、何物にも
かえがたいものであった。　
　四日間寝食を共にした次世代韓国学研究者達は、これを機
会に、韓国学研究の世界的なネットワークを持つにいたったで
あろう。そして、今後、優れた研究成果を世に問い、韓国学研究
の一層の発展に寄与することが期待される。オーストラリアで
蒔かれた種子が大輪の花を咲かせるのも、そう遠くはないは
ずである。

世界韓国研究コンソーシアム

第四回世界韓国研究コンソーシアムワークショップ開催
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PROGRAM

Session 1 : Religion 
Kim Seung-Eun (Seoul National University) ‒ ‘Syncretism in Korean Buddhism: A Critique of an Essentialist Under-
standing of Buddhism.’
Uri Kaplan (Yonsei University) ‒‘Images of Monasticism: The Temple Stay Program and the Rebranding of Korean 
Buddhist Temples.’
Park Eun-Young (Sunggyunkwan University) ‒‘  (矢內原忠雄)    -    

.’
 

Session 2 : History/Literature I
Dane Alston (ANU) ‒‘Reading the Winds of Change: Kwon Kun on the Book of Odes.’
Kwon Hyuk-chan (University of British Columbia) ‒‘The Ever-Increasing Popularity of The Three Kingdoms in Korea.’
Yeogeun Kim (Cornell University) ‒‘Yi Ok (1760-1814) and the Revolution in Choson Literary Styles.’

Session 3 : Political Science 
Sandra Fahey (SOAS, London) ‒‘”The Bottom of the Well”: North Koreans’ Perspectives.’
Hyunjin Kim (Seoul National University) ‒‘The Analysis of Decisive Factors for Presidential Candidates’ Negative 
Campaigns: Focusing on the 16th and 17th Presidential Elections in Korea.’
Whi Chang (University of Hawai`i) ‒‘Nationalism and Colonial Tradition in Communist Morals: Morals Education in 
North Korea.’

Session 4 : Cultural Studies
Yihua Hong (Auckland University) ‒‘Chinese, Korean, or what else? Identity Transformations of Chosonjok migrant 
Brides in Korea.’
Liu, Lee ( ) (Seoul National University) ‒‘Who Cares about the Hallyu Phenomenon Now?’
Sonya Kim (Korean National University of Arts) ‒‘From Portraiture (肖像繪畵) to Photography (寫眞): 1880-1930.’
Hea-jin Park (ANU) ‒ ‘.’

Session 5 : History/Literature II
Shin Jeongsoo (University of Washington in Seattle) ‒‘The Making of Chinese King Peony in Korean Literature.’
Park Si Nae (University of British Columbia) ‒‘Politics and Literary Styles in the Late Choson Munch’e Panjong.’
Yoon Sun Yang (University of Chicago) ‒ Leaving Home (Ka) to Return Home (Kajong): Yi Injik’s“Tears of Blood”.’

Session 6 : History/Literature III
Lee Sang Wook (Yonsei University) ‒‘What Did They Examine?: Civil Examination Poetry in the Choson Dynasty.’ 
Toyoshima, Yuka (Tokyo University) ‒‘1116  入宋 高麗使節  : 『東人之文四六』  『東文選』     .’
Kawanishi, Yuya (Kyushu University) ‒ ‘被虜朝鮮人·洪浩然  .’

Session 7 : Political Science/International Relations
Kim Hyoung-Gun (Korea University) ‒ Modern Korean International Relations (esp. Between Korea and China in the 
19th Century)    (19  韓淸 ).’ 
Gan Fu (Fudan University) ‒‘       .’
Wang Ying (Peking University) ‒‘      .’
Emma Campbell (ANU) ‒‘The Political Causes of the 1997 Economic Crisis: South Korea under Kim Young Sam ‒ 
'The Worst Of Both Worlds'. 

Session 8 : Language and Linguistics
Tommy Vorst (Auckland University) ‒‘Becoming a better…what? Korean NNESTs’ Experiences in TESOL Certification.’

Session 3 : Gender/History
Chang Inmo (Korea University) ‒‘      .’ 
Mohita Roman (Monash University) ‒‘Dangers of Representing Comfort Women: Gender and Nationalism in 
Korea.’ 
Jang Mi-hyun (Yonsei University) ‒‘Export Leading Economic Development and Women Laborers: Focusing on the 
Life and Recognition of Women Laborers in the Free Export Zone.’
Sonja Kim (UCLA) ‒ ‘Women’s Disease”̶ Protecting Women’s Fertility in Colonial Korea.’
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日　時：2008年12月6・7日
会　場：九州大学　国際ホール

主　催：九州大学韓国研究センター
共　催：P&P2008（東アジア戦後史のアーカイヴ研究）

研究集会

植民地朝鮮で蒐集された『知』の歴程
－朝鮮総督府・京城帝国大学関係者の個人アーカイヴからの視線－

～参加者の声～
　今回のシンポジウムでは、アーカイヴ収集・整理に実
際に携わり、第一線で活躍する研究者が集結した。豊富
な学識と経験に裏打ちされた、最前線の研究成果を拝
聴することができ、望外の喜びであった。発表・討論を通
じ、研究にとって最も重要な“資料”の意味について、再
考する良い機会となったと思う。
　ひとつ気に掛かったのは、旧植民地におけるアーカイ
ヴが、今現在どうなっているのか、という点である。解放
後に旧植民地で形成されたアーカイヴの現状を確認す
ることは、基本的ながらも重要な作業であると思われ
る。この点、今回の発表は、すべて日本のそれを対象にし
ており、若干視野の狭さを感じた。これと関連して、日本
人以外の発表者が一人もいなかった点も遺憾である。
韓国・台湾・中国の研究者と緊密に連携することで、より
広範かつ深淵な研究が可能になるのではないかと思
う。今回のシンポジウムを踏み台に、今後、アーカイヴ研
究のさらなる進展が期待される。

　歴史研究の基礎は史料といえる。歴史の土台である史料を
正面から取りあげ、研究をすべく、我が韓国研究センターでは、
２００８年度の研究プロジェクトとして、国内外に所在する個人
文庫を中心とした資料研究のプロジェクトを立ち上げた。本研
究集会はその一環として開催した。
　周知の如く、九州大学には「森田芳夫文庫」という、朝鮮と非
常に関わりが深い個人文庫が架蔵されている。しかし、未だ十
分な整理がされておらず、web上での検索なども不可能であ
り、一般に公開されているとは言いきれない状態に置かれてい
る。このような、「知っている人は知っている」個人文庫・アーカ
イヴは、全国各地に点在しているであろうし、鋭意整理中の個
人文庫・アーカイヴも多いと思われる。
　今回は、国内外の資料情報を熟知している方々に一堂に会
して頂き、京城帝国大学関係者と朝鮮総督府官僚を二本の柱
としながら、植民地朝鮮において収集・採集されたそれぞれの
資料群の特徴等を御紹介頂き、それぞれの参加者の持つ史料
情報の共有化を図った。
　第一部京城帝国大学関係者に関する研究報告は、それぞれ
の個人文庫を形成した人物と同じ学問領域を専攻する研究者
にご発表いただき、文庫を形成した本人による研究の今日的
意義にまで踏み込んだ議論が展開された。
　第二部では、朝鮮総督府という巨大な官僚機構において、そ
の頂点に立つ朝鮮総督をはじめ、実際に政策立案・決定に深く
関与したと思われる部長クラス、さらには、官僚組織としては、
末端に位置するも、実際に朝鮮人との接触が多かった教員に

至るまで、様々なレベルの人々を取り上げ、考察の対象とした。
　このような幅広い研究対象に対する発表を通じ、今回の研
究集会は、個人文庫・アーカイヴの情報交換にとどまらず、朝鮮
という場に置いて蒐集された、「知」の集積を読み解きながら、
資料群を活用した新たな研究方向性に関しする議論へと深化
したのである。
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１２月６日　
第一部　京城帝大関係者による「知」の蓄積
京城帝国大学研究の現在
　通堂あゆみ（東京大学博士課程）

森田芳夫論－京城帝大立正会・緑旗連盟から国民総力朝鮮連盟へ－
　永島　広紀（佐賀大学）

智城の事情－近代日本仏教と植民地朝鮮人類学－
　菊地　　暁（京都大学）

夢のあと：京城学派公法学の「選書」
　石川　健治（東京大学）

１２月７日　
第二部　朝鮮総督府関係者アーカイヴの現況と今
後の研究方向性
国文学研究資料館における守屋栄夫文書の収集と整理の経過
について
　加藤　聖文（国文学研究資料館）

在朝日本人の日常生活…上甲米太郎日記を読む
　辻　　弘範（北海学園大学）

奥州市立斎藤實記念館所蔵資料について
　宮本  正明（世界人権問題 研究センター）

寺内文庫の変遷と現状
　伊藤  幸司（山口県立大学）
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　近年、グローバル化の急速な進展は、国境という障壁を乗り
越え、首都を経由しない地方間の経済協力を活発化させてい
る。欧州各国における国境地帯などでは、従来から存在した地
域間交流を基盤におき、ＥＵ通貨統合によりこのような動きは
一層拍車がかかっている。このような動きは決して欧州だけの
動きではなく、また陸続きの国境地帯のみに当てはまる動きで
もない。
　2008年韓国大統領に就任した李明博は、その選挙公約の
中で、釜山と福岡をひとつの経済圏として捉える構想、いわゆ
る「超広域経済圏構想」を打ち出した。韓国側から提案された
この構想に対し、日本側も福岡市を中心にそれに対応する施
策を準備中であり、且つ民からもその構想に関する様々な提
言が行われている。
　このような状況の中で、今後具現化して行くであろう「超広
域経済圏構想」に対し、初めて学問的アプローチを試みたのが
今回のシンポジウムである。報告者は、「超広域経済圏構想」に
先駆け1988年に「環黄海経済圏」を提唱した小川雄平氏、
「超広域経済圏」の当事者である福岡を中心に活動するシンク
タンク九州経済調査協会より高木直人氏、日中韓ＦＴＡの検
証をすすめる深川由起子氏、福岡・釜山両市に積極的に提言
を行っている福岡釜山フォーラムの釜山側幹事である張済国
氏の四氏であった。この四氏に加えコメンテーターに木宮正
史氏を迎え、福岡・釜山の実験的試みである「超広域経済圏構
想」について、その将来性や課題について様々な意見が飛び
交った。

日　時：2008年11月15日
会　場：九州大学国際ホール

主　催：現代韓国朝鮮学会・九州大学韓国研究センター

国際シンポジウム

国境を超える地域連携 ―福岡と釜山の試み―

報告１．小川雄平（西南学院大学）
国境を超える地域連携：「日韓海峡圏」・「環黄海経済圏」・
「東アジア地中海経済圏」

報告２．高木直人（財団法人　九州経済調査協会）
福岡・釜山連携と超広域経済圏

報告3．深川由起子（早稲田大学）
日中韓物流協力：自由貿易協定（ＦＴＡ）への戦略的ア
ジェンダ

報告4．張済国（東西大学校）
国境を超える地域連携：福岡と釜山の試み
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　韓国研究センターのスタッフを中心に、「帝国」日本における朝鮮の位相を調査するべく、旧南洋群島のパラオと、台湾にて調査を行った。次

世代研究者も同行し、多くの刺激を受けるとともに、視野も大きく広がったであろう。今後の活躍が期待される。

パラオ調査
日　程：2009年1月5日～11日

調査者：稲葉　継雄（九州大学韓国研究センター長　教授）

　　　　松原　孝俊（九州大学韓国研究センター　教授）

　　　　崔　　徳寿（高麗大学校韓国史学科　教授）

　　　　飯高　伸五（筑波大学　日本学術振興会　特別研究員）

　　　　原　　智弘（九州大学韓国研究センター　非常勤研究員）　

　アリラン　アリラン　アラリヨ　アリラン峠を　ノモガンダ～

　今回の調査の中で出会った、あるパラオ人老女が歌った「アリラン」である。「峠を」の部分のみ日本語で、あとは総て韓国語の歌詞で歌って

いたのである。この老女は、戦前に朝鮮映画も見たと証言した。

　このように、南洋庁本庁が置かれたパラオには、戦前多くの朝鮮人が居住していた。特に、中心地コロールでは、パラオ人の居住地区と朝鮮

人・沖縄人の居住地区が重なっており、相互に様々な「交流」が存在したであろうことは想像に難くない。朝鮮に関する「記憶」は、今日でもパラ

オの地で確かに生きていた。

　このパラオの地で、人々の中に生きる朝鮮に関する「記憶」以外にも、様々な形でその痕跡に巡り会うことができた。例えば、日本人墓地に

集められた墓石や、戦後に建立された慰霊塔など。朝鮮半島にのみ意識を集中していては、知ることのできない「帝国」日本の一部としての

「朝鮮」が見え隠れした、そんなパラオ調査旅行であった。

台湾調査
日　程：2009年2月7日～11日

調査者：稲葉　継雄（九州大学韓国研究センター長　教授） 

　　　　松原　孝俊（九州大学韓国研究センター　教授）

　　　　新城　道彦（九州大学院生）

　　　　田中　光晴（九州大学院生）

　　　　山下　達也（九州大学院生）

　　　　入江由佳子（九州大学院生）

　今回、史料調査で訪れた国史館台湾文献館では、植民地期における台湾生活者の朝鮮半島へのまなざしを感じとることができた。「視察」で

朝鮮の学校や教育行政を目の当たりにした国語学校教員の報告書がそのひとつだ。そこでは、「外地」という同様の位置づけであった朝鮮の

制度や実態が比較の対象とされ、台湾とは何が同じで何が異なるのかということが強く意識されていた。そこに描き出される朝鮮の「実情」

は、時によき見本であると同時に批判の対象でもあり、朝鮮がいわば「切磋琢磨すべき同志」として表象されていた。こうした表象が、台湾にお

ける朝鮮イメージの一面にすぎないことは言を俟たない。しかし、いわゆる「外地」同士が相互にどのようなまなざしを向け合っていたのかと

いうことは大変興味深い問題であり、朝鮮半島の実相を捉えるうえでは、こうした外からの視点を採り、多角的なアプローチを行なうことが重

要となるのではないだろうか。韓国における調査のみでは実現し得なかった新たな研究視点の発見や興味深い史料との出会いは、台湾調査

訪問の大きな成果であった。

海外調査

パラオで見た韓国　台湾で見た韓国



金　利恵（韓国舞踊家）
　東京生まれ。在日韓国人二世として日本で育ち、二十
歳で初めて母国・韓国を訪れ、強い衝撃を受ける。その
後、韓国舞踊に出会い、１９８１年単身、韓国帰国し、伝
統舞踊の巨匠李梅芳の門下に入り、今日に至る。重要無
形文化財第９７号「サルプリ舞」、２７号「僧舞」履修者に
指定される。 

藤間伊勢登茂（日本舞踊家）
　福岡生まれ。母でもある初代藤間伊勢登茂に３歳よ
り藤間流日本舞踊の手ほどきを受け師事すると共に、
宝塚歌劇団の振り付けも手がけ、関西演劇界および舞
踏会で活躍した藤間良輔師に師事。１９７６年に藤間流
師範となる。現在は、「杏苑会」及び「一路葉会」を主宰
し、多くの門弟を育成している。 
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日　時：2008年10月24日（金）
会　場：アクロス福岡一階　円形ホール

主　催：福岡県国際交流センター・
九州大学韓国研究センター

後　援：日韓文化交流基金・国際交流基金・福岡県教育
　　　  委員会
助　成：韓国国際交流財団

　今年の県民セミナー第一弾は、「風の国　韓の舞」と題し、日
韓の舞踊をテーマに据え、10月24日に福岡天神アクロスに
て開催した。日韓両国の舞踊に対する注目度は高く、例年以上
の多数の参加申込みを受け、会場では急遽座席を増やすなど
嬉しい悲鳴をあげた。
　講師として、韓国からは金利恵先生を、日本からは藤間伊勢
登茂先生をお招きした。金利恵先生から、霊魂を鎮める舞「サ
ルプリチュム」を御紹介頂いた後、両先生の舞を鑑賞した。両
先生共に、男性を思う女性の心情を描いた安珍清姫の物語を
題材とする舞を舞って頂いた。之によって日韓の舞踊が、共通
の題材をそれぞれ如何に表現するのか、という極めて興味深
く、意義深い公演となったといえよう。
　さらに、トークセッションでは、日韓の舞踊の相違について、
お話しを頂いた。お話しだけにとどまることなく、韓国舞踊の基
本である呼吸法について、金利恵先生よりご指導を頂いた。絶
え間なく円を描くように呼吸をするその独特な呼吸法を、藤間
伊勢登勢先生をはじめ、参加者全員で実践し、韓国舞踊の一端
に触れることができたのも、貴重な経験となったであろう。最後
には、一般参加者も舞台へと上がり、先生方と共に呼吸法を実
践しながら踊るなど、賑やかな雰囲気の中で公演を終えた。
　当日、福岡県国際交流センターが実施したアンケート調査
では、ほぼ１００％が満足したという結果となった。福岡県民の
方々への「韓国文化理解」にいささかでも貢献できたのではな
いかと自負している。

福岡県民セミナー

韓の国　風の舞

シンポジウム報告

講師紹介



一ノ瀬　宏之（華道・日本）
　新池坊三代家元一ノ瀬梅岳の長男。幼少より華道に携わ
る。華展への参加やイベントでのデモンストレーションなど、
伝統を守りながら多くの人に華道を広めていく活動を行な
っている。

いち の  せ　　ひろ ゆき

金 　美珍（華道・韓国）
　韓国生まれ。1980年「ムンヒャン華道会」に入門し、韓国
華道界の重鎮・趙在仙理事長より指導を受け、1998年に
「美珍華道中央会」を創立。韓国華芸術を周知するべく積極
的な広報を展開している。

きむ　　　み じん

河原　抄子（琴・日本）
　東京芸術大学音楽部邦楽科卒業。東海大学大学院芸術学
研究科修了。十七絃の現代曲に取り組んでいる。韓国をはじ
め海外の音楽祭への出演や、東京・福岡にてコンサートを開
催している。

かわはら　   しょう  こ

金 　美香（伽倻琴・韓国）
　韓国国立ソウル大学音楽学部国楽科卒業。１９８９年に韓
国の伝統芸術を本格的に学ぶため渡韓。現在は福岡に在住
し、演奏活動のほか韓国舞踊や伽倻琴を指導している。

きむ　　　み ひゃん　カヤグ  ム
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日　時：2009年1月30日（金）
会　場：アクロス福岡一階　円形ホール

主　催：福岡県国際交流センター・
九州大学韓国研究センター

後　援：日韓文化交流基金・国際交流基金・福岡県教育
　　　  委員会
助　成：韓国国際交流財団

　県民セミナー第二弾「華の香り　琴の調べ」は、華道と琴の
日韓コラボレーションとなった。日本からは、華道の一ノ瀬宏
之氏、琴の河原抄子氏を、韓国からは華道の金美珍氏、伽倻琴
の金美香氏を講師としてお招きした。さらに、特別ゲストとし
て、チャンゴ奏者の閔栄治氏にもお越しいただき、華やかな雰
囲気を一層盛り立てていただいた。
　琴と伽倻琴の演奏にはじまり、優雅な世界へと観客を誘っ
た。一見すると琴と伽倻琴は似ているが、伽倻琴は素手で弾く

など、その違いについてお話しをいただいた。
ついで、華では、両先生がひとつの作品を合作した後、一ノ瀬講
師には韓国の花器で、金講師には日本の花器でそれぞれ作品
を作って頂いた。このような試みができるのも県民セミナーな
らではないだろうか。
　最後に講師４名による合作が行われた。韓国の民族的民謡
アリランと日本の童謡赤とんぼが琴・伽倻琴の音色から紡ぎ出
される中で、華道の両先生がひとつの作品を作り上げていく様
は、まさに、琴と華、日本と韓国の文化が相互に影響を与え、触
発し、相乗効果を生み出し、新たな美の世界を形作っていく場
となったといえよう。

福岡県民セミナー

華の香り　琴の調べ

講師紹介



【新聞記事】

　福岡・釜山軸に環境共同体を
　　　学生サミット代表　両市長に提言書
　【釜山１日藤崎真二】福岡市と韓国釜山市の大学生が両
地域の共通課題を探った「第４回日韓海峡圏サミット」（同
実行委員会主催）の九州大大学院１年、小俵京子さん（22）
と東西大４年、金錫奎さん（24）の二人が１日、福岡－釜山
フォーラム会場を訪問。来賓の吉田宏・福岡市長、許南植・
釜山市長に、環境問題の解決へ向けて両国を先導する環境
共同体を目指すことを柱とした提言書を手渡した。
　同サミットは8月30日、釜山市で開き、両市の計7大学
14人が参加した。提言では①企業の環境活動を促す啓発
活動やイベントの開催②環境技術・研究が進んでいる大学
連携の支援－など7項目を挙げた。

（西日本新聞　2008年9月2日）
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日　時：2008年8月31日
会　場：東西大学校　日本研究センター

主　催：日韓学生サミット実行委員会
共　催：九州大学韓国研究センター・東西大学校日本研
　　　 究センター
後　援：国際交流基金、福岡県国際交流センター

　本年で４回目となる日韓海峡圏学生サミットは、近年脚光を
あびている環境問題をテーマに開催した。福岡と釜山は僅か
200キロしか離れておらず、海や空という自然環境を共有する
関係である。光化学スモッグや黄砂など国境をやすやすと越え
てくる越境環境問題を共有し、共同で解決を目指す環境共同
体と捉えることから議論は出発し、共同体形成のためには何を
行うべきか、学生からの視点で提言を行った。
　参加者は二つのグループに分かれ、調査を実施し、その結果
を相互に発表・討論を行った。当日は吉田宏福岡市長も訪れ、
学生の発表に熱心に耳を傾けた。
　こうしてまとめられた提言には、リサイクルの進展度合いを
数値で示すパネルを設置し両市で競争ができる仕組みを作る
こと、中国の都市と「環境パートナー都市」を締結し国家レベ
ルではなく都市レベルで環境改善を促す枠組みの構築、世界
環境デーの活性化など７項目が盛り込まれた。
　この提言書は、１１月１日に釜山にて開催された福岡－釜山
フォーラムの席上で、吉田宏福岡市長・許南植釜山市長に手渡
された。

日韓海峡圏学生サミット２００8

環境共同体形成に向けての提言
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期　間：2008年度前期
場　所：九州大学六本松地区

韓国理解講座

韓国学への招待

慶南大学校グローバル・ハンマプログラムに参加

　九州大学の各学部に所属する韓国学研究者が一堂に会し、韓国学の魅力を語る人気のリレー講義が今年も開講された。人文科学
や社会科学を中心に、各分野の最新の研究成果を紹介する、世界最高水準の韓国学入門講座の人気は今年も健在で、受講者は300
名を超え、立ち見も出るほどであった。本年度は、前韓国統一庁長官で現在慶南大学校総長をつとめられている朴在圭先生をお招き
し、日韓の未来について学生達と対話を行った。

4月16日　オリエンテーション　松原（韓国研究センター　教授）

4月23日　朝鮮半島の地理的概況　松原（韓国研究センター　教授）

4月30日　九大韓国学の先達：長正統の業績　松原（韓国研究センター　教授）

5月  7日   朝鮮近代史　原（韓国研究センター　研究員）

5月14日　学生との対話　朴在圭（韓国：慶南大学校総長）

5月21日　東アジア考古学　宮本（人文科学研究院　教授）

5月28日　韓国社会のジェンダー　佐々木（人間環境学研究院　助教）

　「韓国学への招待」の中で、御講演下さった朴在圭慶南大学校総長のお誘いにより、同講義を受講した学生の中から選ばれた四名
が、八月に韓国馬山市に所在する慶南大学校のグローバルハンマプログラムに参加した。このプログラムは、世界各国から韓国に関
心を持つ大学生が集まり、一ヶ月間、韓国語や韓国文化を学ぶものである。
　韓国語の授業はもちろん、テコンドーの授業や釜山への日帰り旅行など様々なプログラムを通じて、これまで以上に韓国に対する
理解は深まったであろうし、初めはなかなかとけ込めない場面もあったであろうが、共通の関心事である韓国を通じて、世界各国の
友人との友好を深めたものと確信している。実際に、帰国報告会でも、多くの新たな友人ができたこと、それによって視野が広がった
との報告を受けた。
　このような、貴重な機会へお誘い下さり、姉妹校と同等の待遇で参加を認めて下さった朴在圭総長をはじめ、突然に参加してきた
我々を暖かく迎い入れて下さった慶南大学校のスタッフの方々に感謝の気持ちを表したい。
　そして、今後もこのような貴重な機会を有意義に活用して、世界で活躍する九州大学生が増えることをわれわれ韓国研究センター
として願って已まない。

6月  4日　教育人類学　坂本（人間環境学研究院　准教授）

6月11日　古代の日韓関係－国と人の関係史－　濱田（人文科学研究院　教授）

6月18日　朝鮮中世史　森平（人文科学研究院　准教授）

6月25日　韓国語　曺美庚（言語文化研究院　准教授）

7月  2日　韓国現代美術　石川（芸術工学研究院　教授）

7月  9日　日本の中の韓国美術　井手（人文科学研究院　教授）
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　  10年間 韓國  硏究者   傳統社會  
 經濟史 硏究    成果  .  

17-19世紀 朝鮮王朝  經濟體制   構造  總體
的  理解  . 從來  農業, 商業, 工業   
個別 産業   硏究  中心  ,   
産業史   經濟 全體  循環過程   特質    

. ,  結果  經濟  全體的 循環   國家
財政  役割      . 國家財政  

 量的 比重   , 豊凶   衝擊
 均衡  回復    役割  意外  重要

. 
　 , 朝鮮王朝  經濟  18世紀  安定的 基盤  

, 19世紀   以前   深刻  危機
 逢着  . 危機  主要 原因  日本  貿易  
 衰退    山林  全國的 範圍  荒

廢  .  山林  荒廢  水稻作  生産性  
長期的  下落    重要  原因  . 
　 , 經濟   成長  趨勢  反轉   1890
年代中半 以後 , 日本  貿易   擴大   重
要 原因 . 1894   東學農民蜂起  終熄

 農村社會  秩序  回復    重要 原因 . 
,  20世紀前半  植民地期   韓國經濟  

年間 3.6%  着實  成長率  ,  植民地 初
期  市場經濟體制  移植, 日本  市場統合, 日本資本  
投資  重要 原因  作用 . 
　韓國  硏究者      以上   事
實  東    比較史   理論
的   前後 因果關係  說明   普遍的 意
味  賦與    苦悶  .  2008  
12  2009  2  3  九州大 韓國硏究

 客員敎授    苦悶  解答   
努力 .  目的意識  日本, 中國, 美國, 英國 

   近世 東  經濟史   文獻
 廣範   .  

　   印象的   2007   出

刊   《北中國  饑饉  鬪爭》 (Lillian 
M. Li, Fighting Famine in North China, Standford Univer-
sity Press, 2007).   韓半島  隣接 ,  緯度 

,   , 北京    直　 地域  
對象   . 18   地域  經濟  安定 

 發展  ,  市場  國家  役割
 重要 .  19世紀    地域   

深刻  危機  , 山林  荒廢   環境  危
機   對處  政府 能力  低下  主要 原因 . 
  北中國  危機  20世紀   淸王朝  崩壞  
  深刻  樣相  展開  大規模 饑饉  日常化
. 

　    江南 地域  主要 對象   中國  
 面   浮刻  從來  中國史 硏究  一針  加
 中國大陸  經濟史  地域    多樣  樣相

  , 經濟  全體的 循環   從來 
一方的  强調  市場  役割   國家財政
 役割   ,  經濟  長期趨勢   

環境  役割   重要   喚起  .  
硏究 ,  獨立的  , 韓國  最近 經濟史 
硏究    共通  .  18-19  韓
國史  經驗   ?外的  異狀   . 

 時期  緯度  中國   歷史的 經驗
. 

　  指摘  , 眞正  比較史   國境  
  . 日本  複數  日本 , 中國  複數  

中國 ,  東  環境, 市場, 交通, 國際, 文化, 
政府  自然的 人文的 條件   複數  部分 地域  
區分  ,  地域    個性的  ?型  趨勢  

  . 
　  3個月間  韓國硏究  提供  快適  硏究環境

   假說    追求   有益  機會
.  韓國硏究  志向   韓國學  國際的 交流

 近代國家   人爲的  設定  國境  超越  
努力   眞正   成果    . 

客員教授紹介

ソウル大学校教授

李　榮薫
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日時 活動内容

韓国研究センターの研究活動一覧

場所・主催・共催・助成年

第３９回定例研究会　　高麗政治史の諸問題
李鎮漢（高麗大学校）　矢木毅（京都大学）

第４回韓国学国際ワークショップ

第４０回定例研究会　李承信（高麗大学校　日本研究所）
「植民地知識人李光洙の表象について」

第４１回定例研究会　李洙任（龍谷大学経営学部）　
「グローバル時代の日本社会と国籍　－コリアン・ジャパニーズとして生きる」

第４２回定例研究会　宋浣範（高麗大学校　日本研究所）
「白村江の戦いと百済王氏の成立ー律令国家の成立と関連して」

日韓海峡圏学生サミット

梁三永文庫寄贈者へ感謝状贈呈式

慶南大学校サマープログラム参加者報告会

学生サミット岩渕秀樹一等記官遠隔講義

県民セミナー　韓の国　風の舞　
金利恵（韓国舞踊家）
藤間伊勢登茂（日本舞踊家）
　

国際シンポジウム2008
国境を超える地域連携－福岡と釜山の試み－

第４３回定例研究会　朴鍵一（中国社会科学院）
「北朝鮮問題研究の理論と方法」

稲葉科研研究会・韓国研究センター第４４回定例研究会
　浅野豊美（中京大学）　
「南洋群島からの沖縄人引揚と戦後の沖縄独立・再移住運動」
　飯高伸五（筑波大学）
「日本統治下の南洋群島における「島民」の文化的同化
－パラオ人の経験の次元からみた公学校教育と青年団の組織化－」

研究集会2008　植民地朝鮮で蒐集された『知』の歴程
―朝鮮総督府・京城帝国大学関係者の個人アーカイヴからの視線―

県民セミナー　華の香り　琴の調べ
　一ノ瀬宏之（華道・日本）　金　美珍（華道・韓国）
　河原　抄子（琴・日本）　　金　美香（伽倻琴・韓国）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第４５回定例研究会　李栄薫（ソウル大学校）

5月24日

6月23～26日

7月4日

7月17日

7月18日

8月30日

9月11日

9月17日

9月25日

10月24日

11月15日

11月30日

１２月６・７日

1月30日

２月

【会場】九州大学韓国研究センター

【主催】世界韓国研究コンソーシアム
【会場】オーストラリア国立大学

【会場】九州大学韓国研究センター

【会場】九州大学韓国研究センター

【会場】九州大学韓国研究センター

【主催】日韓学生サミット実行委員会
【共催】九州大学韓国研究センター・東西大学校日本研究センター
【助成】国際交流基金
【会場】東西大学校日本研究センター

【会場】九州大学本館貴賓室・梁三永文庫

【会場】九州大学韓国研究センター

【会場】九州大学韓国研究センター

【主催】福岡県国際交流センター・九州大学韓国研究センター
【後援】日韓文化交流基金・国際交流基金・福岡県教育委員会
【助成】韓国国際交流財団
【会場】アクロス福岡一階　円形ホール

【共催】九州大学韓国研究センター・現代韓国朝鮮学会
【会場】九州大学国際ホール

【会場】九州大学韓国研究センター

【会場】九州大学韓国研究センター

【主催】九州大学韓国研究センター
【共催】Ｐ＆Ｐ2008（東アジア戦後史のアーカイヴ研究）

【主催】福岡県国際交流センター・九州大学韓国研究センター
【後援】日韓文化交流基金・国際交流基金・福岡県教育委員会
【助成】韓国国際交流財団
【会場】アクロス福岡一階　円形ホール

【会場】九州大学韓国研究センター

2
0
0
8

2
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医学部
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小松町派出所前交差点

小松門松原門

正門
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箱崎九大前駅

北門

中門

文系地区

附属図書館

理系地区

本　部

国道3号線

■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

韓国研究センター

編集発行　九州大学韓国研究センター　2009年3月27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/

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


