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2022年４月より、深川博史教授のあとを受け、第６代の韓国研究センター長に就任いたしました元兼正浩
です。九州大学では人間環境学研究院に所属し、教育行政学を専門としております。前任者のような韓国研
究プロパーでありませんので、周囲の力添えに助けられながらこの一年近くを手探りで舵取りしてまいりま
した。センター年報23号の刊行にあたり、関係者の皆様に、ここであらためてご挨拶申し上げます。
本センターの嚆矢を1998年11月の金鍾泌国務総理（当時）の来学に求めるのか、日本の国立大学で初めて
韓国に特化した研究機関として設立された1999年12月に求めるのか、文部科学省令に基づく「学内共同教育
研究施設」となった2002年４月とするのか諸説ありますが、23号という本誌巻号数からみても、すでに20年
の節目を過ぎたことがうかがえます。2010年12月に10周年記念セレモニーを行っており、これからの10年間
は「東アジア共同体研究」を目標とする旨を本誌14号で当時の松原孝俊センター長は書かれておりますが、
その10年後の2020年12月は COVID-19感染拡大の時期で日韓交流はもとより、国内の協働活動は停滞し、大
掛かりな記念事業など十分な総括もできておりません。ただ、この10年の間に箱崎から伊都への移転や専任
教員の交替などあり、センターの運営方針や組織体制の在り方も変化を余儀なくされて参りました。
2022年度に入り、ようやく本学も対面講義を原則として賑やかになり、水際対策の緩和によって海外から
の研究者や留学生が来日可能となり、本センターにおきましてもこの２月より久方ぶりの外国人訪問研究員
を受け入れています。そうした新たな始まりの時期として、これから10年の方向を示すことが私のミッショ
ンだと自覚しております。
幸いにも多くの財産を歴代のセンター長から引き継ぐことができています。直近では前センター長時代の
韓国国際交流財団による研究助成支援を受けた「東アジアにおける人の国際的移動−日韓の交流と共生、お
よび多様性の追求−」が深川博史・水野敦子編著『日韓における外国人労働者の受入れ：制度改革と農業分
野の対応』、森平雅彦・辻󠄀野裕紀・波潟剛・元兼正浩編『日韓の交流と共生：多様性の過去・現在・未来』の
韓国研究センター叢書（第４巻・第５巻）として九州大学出版会より８月に刊行できました。分野を超えた
複担教員による共同編集は初めての試みであり、「総合知で社会変革を牽引する大学」という本学のビジョン
にも適う取組となりました。後継の研究支援事業（「『世界史』の中の韓国 -その構造変動に関する総合的研究」）
を計画・採択されることとなり、３月７日九州大学西新プラザでのキックオフ・シンポジウムを皮切りに、
複数の共同研究を同時に進め、九大の学際連携のみならず九州地区の韓国学研究の拠点としてのハブ機能を
強化して参ります。　
韓国研究センターの財産の一つとして韓国関係の資料コレクション（森田芳夫文庫、辛基秀文庫、梁三永
文庫などの研究資料）を所蔵しています。ただ、学内外の研究者が所蔵資料を利用できる体制への整備が遅
れていたため、基本方針を見直し、書籍については附属図書館への移管の方向で作業を進めております。ま
た非書籍資料（たとえば在山楼文庫）につきましては外部資金や運営交付金の一部を活用してデジタル化に

挨 拶

元兼　正浩（九州大学韓国研究センター長）
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向けて着手しています。このようにして山積していた課題に対し一つひとつ解決へ向けて取り組んでおります。
「世界韓国研究コンソーシアム」（Worldwide Consortium of Korean Studies Centers）も貴重な財産の一つで
す。九州大学が世界に呼びかけ2005年に発足したもので、ハーバード大学、ロンドン大学、カリフォルニア
大学、オーストラリア国立大学などが加盟しています。加盟校約10校が持ち回りで、世界の韓国研究センター
長会議や、博士院生のワークショップを毎年、開催してきました。2019年度のベルリン自由大学でのカンファ
レンス以来、COVID-19 の影響で開催ができておりませんが、今年はソウル大学校で開催の見込みです。大
学院生が世界の頭脳と触れ合う貴重な機会になるものと期待しています。
今後も、韓国学研究の拠点形成、次世代育成、社会連携、大学教育への還元といった多彩な活動を展開し、
韓国研究センターは、更なる発展を目指して参りますので、皆様におかれましても、ご支援のほどよろしく
お願い申し上げます。
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한국연구센터 센터장 인사

2022년 4월부터 후카가와 히로시 교수의 뒤를 이어 제6대 한국연구센터 센터장을 맡게 된 모토카네 마
사히로입니다 . 규슈대학교 인간환경학연구원에 소속되어 있으며 교육행정학 분야를 전문으로 하고 있습니
다 . 전임 센터장 만큼 한국연구에 조예가 깊지는 않기에 주위 여러분들의 도움에 힘입어 가면서 센터를 운
영해온 지도 1년 남짓의 시간이 흘렀습니다 . 이번 한국연구센터연보 23호 간행의 자리를 빌어 , 관계자 여
러분들에게 마음 깊이 감사의 말을 전하고자 합니다 .

본 센터가 시작된 시기와 관련해서는 , 김종필 국무총리 ( 당시 ) 가 규슈대학에 내방한 1998년 11월 , 일
본 국립대학으로서는 처음으로 한국에 특화된 연구기관으로 설립된 1999년 12월 , 문부과학성 성령(省令)
에 기반해 「학내공동교육연구시설」이 된 2002년 4월 등 여러가지 의견이 있습니다만 , 23호라는 본지의 
발행 호수를 보더라도 이미 20년을 넘어서는 역사를 지니고 있다는 것은 틀림없는 사실입니다 . 2010년 
12월에 10주년 기념 행사가 열렸을 당시 , 본지 14호를 통해 마쓰바라 타카토시 센터장 ( 당시 ) 께서는 이
후 10년간 「동아시아 공동연구」를 목표로 한다는 취지를 밝히셨습니다 . 하지만 10년뒤인 2020년 12월
부터 이어진 코로나 감염확대로 인해 한일 관계 뿐만 아니라 국내 협력 활동 또한 정체될 수 밖에 없게 되
어 대규모 기념 사업 등을 통한 충분한 총괄이 이루어질 수 없었습니다 . 또한 최근 10년 사이에 하코자키 
캠퍼스에서 이토 캠퍼스로의 이전 및 전임교원의 교체 등으로 인해 , 센터 운영 방침 및 조직체계도 변화를 
모색할 수밖에 없었습니다 . 

2022년도에 들어서면서 드디어 본교도 대면 강의를 원칙으로 하면서 활기를 띠게 되었고 , 코로나로 인
한 제한 등이 완화되어 해외의 연구자들 및 유학생의 방일이 가능하게 되면서 , 본 센터 역시 2023년 2월
부터 오랜만에 외국인 방문연구원을 받아들이게 되었습니다 . 이렇듯 새롭게 시작되는 시기를 맞이하면서 , 
앞으로의 10년에 대한 방향을 제시하는 것이 저의 소임이 아닐까 생각합니다 .

다행스럽게도 역대 센터장 분들로부터 많은 유산을 물려 받았습니다 . 가깝게는 전 센터장님의 시기에 한
국국제교류재단의 연구 조성을 지원받아 이루어진 사업인 「동아시아에서의 사람의 국제적 이동 : 한일 교류
와 공생 , 및 다양성의 추구」의 성과가 『한일 외국인 노동자 수용 : 제도 개혁과 농업 분야의 대응』( 후카
가와 히로시 , 미즈노 아쓰코 편저 ) 와 『한일 교류와 공생 : 다양성의 과거 , 현재 , 미래』( 모리히라 마사히
코, 쓰지노 유키, 나미가타 쓰요시, 모토카네 마사히로 편)라는 제목 아래 종합되어 한국연구센터 총서(각
각 제4권 및 제5권 ) 의 형태로 규슈대학출판부를 통해 2022년 8월에 출간될 수 있었습니다 .

분야를 초월한 부담임교원들에 의한 공동 편집은 처음으로 시도된 것으로 , ‘종합적 지식으로 사회변혁을 
견인하는 대학’이라는 본 대학의 비전과도 잘 부합되는 시도였습니다 . 이어지는 후속 연구사업 (「『세계사』
속의 한국 : 구조변동에 관한 종합적 연구」) 으로 계획 / 채택된 사업이 추진을 앞두고 있으며 , 3월 7일 규
슈대학 니시진 프라자에서 이루어지는 킥오프 심포지엄을 시작으로 복수의 공동연구를 동시에 진행시켜가
면서 규슈대학 내의 학제적 연계 뿐만 아니라 규슈지역의 한국학 연구의 거점으로서 허브 기능의 강화를 꾀
하고 있습니다 .

한국연구센터가 지닌 소중한 재산 중 하나로서 , 본 센터에서는 한국관련 자료 컬렉션 ( 모리타 요시오 문
고 , 신기수 문고 , 양삼영 문고 등의 연구자료 ) 을 소장하고 있습니다 . 다만 , 학내외 연구자가 소장자료를 
이용할 수 있는 체제의 준비가 늦어지고 있기에 , 기본 방침을 재검토해 서적에 대해서는 대학 부속 도서관
으로 이관하는 방향으로 작업을 진행하고 있습니다 . 또한 비서적자료에 대해서는 외부 자금 및 운영 교부
금의 일부를 활용해 디지털화 작업에 착수하고 있습니다 . 이처럼 산적해 있던 과제들이 하나씩 차근차근 
해결을 향해 나가가고 있습니다 .
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「세계 한국연구 컨소시엄」(Worldwide Consortium of Korean Studies Centers) 또한 귀중한 유산 중 하
나입니다 . 이는 규슈대학의 주도로 2005년 발족된 것으로 , 하버드대학 , 런던대학 , 캘리포니아대학 , 오
스트레일리아 국립대학 등이 가맹되어 있습니다 . 약10개의 가맹대학들이 서로 돌아가며 , 세계 한국연구센
터장 회의 및 박사과정생 워크샵을 매년 개최해 왔습니다 . 2019년도의 베를린 자유대학에서 열린 컨퍼런
스 이후 코로나의 영향으로 개최되지 못했습니다만 , 올해에는 서울대학에서 개최될 예정입니다 . 대학원생
들이 세계의 우수한 동료들과 만날 수 있는 귀중한 기회가 될 것을 기대하고 있습니다 .

한국학연구의 거점 형성 , 다음 세대의 육성 , 사회 연계 , 대학교육에 대한 기여 등 다채로운 활동을 전개
하면서 앞으로 한층 더 발전하기 위해 나아가고 있는 한국연구센터에 , 여러분들의 많은 지원을 부탁드립니
다 .

4 韓国研究センター年報 Vol.23



韓国研究センター年報23号を、お届けします。今号は年報のあり方を再編する途上の過渡的かつ変則的な
ものです。今号をご覧いただく、前提として、以下では、その点について説明いたします。
韓国研究センターでは、開設以来、年報を刊行してきました。内容的に若干の変遷はありますが、基本的に、
センターの活動を記録し公開することが主目的でした。そのため学術・研究誌としての位置づけは、相対的
に薄いものでした。
前号では、そのような年報のあり方を見直し、学術・研究誌としての性格を強め、「試行」的位置づけで編
集・刊行されました。そのため、逆にセンターの活動の記録と公開という点が薄くなってしまいました。
他方で昨年来、九州大学全体の研究所・センターの見直しと再編にあわせ、韓国研究センターも、その組
織の運営や規定などの見直しを進めてきました。その過程で、年報の位置づけや編集体制について、議論を
重ね、改編をおこないました。
その結果、年報は、①これまで同様にセンターの活動の記録と公開という性格を維持しつつも、②前号で
試行的に具体化させた学術・研究誌としての性格も、並行して実現するということになりました。ただ、今
号については、前号で十分に実現できなかった活動の記録と公開を補うため、旧来と同様の編集方針で刊行
することになりました。その上で、次号以降は、新しい編集方針の下、センター兼任教員が輪番で「特集」
を企画し、研究成果の発信もおこなうということになりました。
こういう経過で、冒頭に述べたように、今号の年報は、過渡的で変則的なものとなっています。この年報を、
ご覧になるみなさんには、その点を、ご理解くださるよう、お願いいたします。

� 出　水　　　薫（九州大学韓国研究センター副センター長）

韓国研究センター年報23号について
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はじめに

筆者は1979年３月から1985年３月まで約６年間、
韓国に留学した経験があるのだが、その間に試みた
元老文人を中心とする訪問インタビュー時のメモな
どをもとにこれを活字化しておくことによって今後
の文人研究にいささかなりとも参考資料として役立
つことを期待して拙文を記すことにする。
そもそもの経緯を簡略に示すと、筆者より先に韓
国に滞在していた鴻

こう

農
の

映二氏が同じ留学先（東国大）
で、また近現代文学専攻者でもあることから知り合
い、同氏の提案でそれまであまりなされたと聞いた
ことのない元老文人の訪問インタビューをやってみ
ることになった。なるべく高齢の文人から順に得難
い話を聞いておくことの貴重さは言うまでもないこ
とだった。しかし、ただの日本からの外国人学生で
あった我々にそうやすやすと会ってくれるとは思え
なかった。そこで筆者は、著名な評論家でもあり大
学院の指導教授であった趙演鉉先生にダメ元で頼み
込んだところ、案外、気軽に応じてくださり、文人
に電話を掛けたり紹介状を書いてくれたりしてくれ
たのだった。その後、やはり大学院での講義を聴講
していた有名な詩人でもある徐廷柱先生にもお願い
して紹介の労を取っていただいた。すでに故人とな
られたお二人の先生方のご高配にあらためて敬意を
表したいと思う。
参加者としてはその後、すでにソウル大で碩士課
程を終え、世宗大で助教授をしておられた筆者らの

先輩にあたる芹川哲世氏にも呼び掛けたのをきっか
けとして、主として朝鮮近現代文学を専攻する日本
留学生数人を中心に、それ以外の何人かも時々加わ
る形で1980年から1985年までの間に文人25名に対し
て再訪を含めると計30回ほどインタビューした。（文
末の表：文人インタビュー一覧、参照）２回訪問し
たケースは訪問参加者が異なる場合と、後日、色紙
やサイン本をくださるというので取りに伺った場合
などである。
訪問前には各自、その文人の経歴や作品などに対
して、できるだけ調べ質問事項を考えておくなりし
たが、つけ刃的なレベルにとどまっていたことは否
定できない。極端な場合はその文人の単行本などを
持参してサインをもらったり写真を撮ったりしただ
けのこともある。
メモだけでは忘れそうなので、録音することも検
討されたが、そのことによってかえって文人が緊張
して無難な「きれいごと」しか言わなくなるのでは、
という危惧もあり、断念した。一方、事前了解を取
る形で一覧表の No. 20以降ではほとんど録音もして
いるので、これらの分析・紹介が今後の課題である。
訪問時期は大きく前期：No. 1～21（1980. 7～81. 

12）と後期：No. 22～28（1985. 1～３）の二つの時
期に分けられる。前期だけで目標とした主な文人（小
説家、詩人、評論家など）はほぼ網羅されたが、そ
の後、補充したり、筆者の帰国（1985. 3）を前にし
てあわただしく数人を訪問することになった。芹川
氏の意見で文学者以外の人文系学者も、ということ
で、著名な史学者・李丙燾氏と国語学者・李熙昇氏
のインタビューが加わった。（以下、原則として敬称略）

韓国文人訪問インタビューの私的記録

� 白　川　　　豊 *

特別寄稿

＊九州産業大学名誉教授・九州大学韓国研究センター学術共同
研究員
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これらの訪問の記録としては筆者が次の２回で 

11名分は簡単ながら書き残してはいる。
（以下、漢字は便宜上、原則として略字体で示す。）
①　…〈元老文人訪問記（上）〉、トッケビだより（トッ
ケビの会・同人誌）第 ２号、1982. 5.

… … … …朴鍾和、白鉄、金素雲、朴花城、崔貞熙、金
基鎮（号＝八峰）

②　…〈私の会った韓国の元老文人たち〉、文学思想 

327号、2000. 1.（韓国語）
… … … …兪鎮午、李軒求、金東里、李殷相、趙容万
これ以外に鴻農氏が次の一文をものしている。
③　…〈元老文人訪問―聞き書・韓国近代文学―〉、コ
リアナ 第４号、1988.冬季号

… … … …朴鍾和、白鉄、金素雲、朴花城、崔貞熙、金
基鎮、金光均、趙容万

そこで今回はまだ一度も活字化されていない次の
11 名を取り上げることにする。
… … …毛允淑（詩人）、徐廷柱（詩人）、尹一柱（詩
人・尹東柱の弟）、黄順元（小説家）、朴斗鎮
（詩人）、鄭飛石（小説家）、具常（詩人）、金
松（小説家）、柳呈（詩人・翻訳家）、李丙燾
（史学者）、李熙昇（国語学者）

これで一覧表のほとんどの文人が一応は網羅され
たことになる。一度も取り上げられていないのは
No. 3 尹興吉、No. 25 任軒永だけだが、このお二人
は当時はまだ若い中堅文人であったので、本来の目
的である元老級文人の記録としては省かせてもらっ
た。
以下、訪問年月日の早い順に記すことにする。記
述方式は、こちらの質問に答えてくれたことと、ご
本人が自由に話されたことが混じっているが発言順
を原則とし、内容が事実か否かに関わらず、概ね話
されたとおりに記した。一部、筆者の注記は［ ］

内に示した。

１．毛允淑（1910 ～ 90）

訪問年月日：1980. 8. 21．
訪問者：鴻農、白川

略歴：咸鏡南道出身の詩人。1931年、梨花女子専門
学校卒。女子高教師や記者として活動。1948年、国
連に韓国代表として参加。1949年、文芸雑誌《文芸》
創刊を主導。1954年、国際ペンクラブの韓国本部創
立に関わる。（ペンクラブ副会長を経て、第４代会
長を務める。）その後、国会議員、韓国現代詩協会
会長などを歴任。第１詩集《輝く地域》（1933）以来、
詩作を続けたが、長期にわたるベストセラー本とし
ては恋愛散文集の色彩が濃厚な《レンの哀歌》（1937）
が有名。

インタビュー：韓国ペンクラブの重鎮として長らく
君臨していた毛允淑女史らしく、堂々たる応対ぶり
という第一印象だった。事前連絡していた我々がペ
ンクラブの事務所に訪ねていくと、８月下旬の暑い
日でもあり、ほぼ肌着姿でくつろいでおられたよう
で、急いで上着を引っかけて40分ほどのインタビュー
に応じてくださった。以下にお話をまとめてみる。
・…「私は李光洙の最後の弟子だ。」［事実、女史の第一
詩集を李光洙もほめている］。李光洙は美男でヒュー
マニストだった。［一時、恋愛感情があったらしい］

・…日本の作家では1970年、東京でのペン大会で川端
康成に会って感激した。詩人では石川啄木に惹か
れた。
・…〈日帝時代〉（植民地期）にも印象に残る「いい日
本人」は多かった。例えば鍾路警察署の署長は、
「日本語で詩を書け」とは無理だと南次郎総督に
掛け合ってくれた。
・…梨花女専在学当時に習った国文学の日本人の先生
は実力があり、〈源氏物語〉などを興味深く聴講
した。
・今も詩作はしている。主に叙事詩だ。
・…中上健次と尹興吉との対談の話は聞いている。
［ちょうどこのインタビューの２ヶ月前に筆者も通訳に加

わった両人の対談集《東洋に位置する》（1981、作品社）

の対談がソウル市内で行われていた］

◎…筆者の感想：女性文人が少なかった中で長期間、
文壇の重鎮として居続けられた理由をもう少しお
聞きしたかったが、短時間で、しかもペンクラブ
の事務所の中では無理だった。最近、1950. 11. 7
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～9. の毛女史を実写した10分強の映像［別人だと
の指摘もあるが］を見たが、撮影を意識した「俳優」
ぶりを感じた。これも彼女の性格等を推測するの
に参考になるかもしれない。

２．徐廷柱（1915 ～ 2000）

訪問年月日：1980. 9. 21．
訪問者：鴻農、白川、芹川、関根、長友英子（ソウ
ル大）

（前列左から：筆者、徐廷柱詩人、関根、後列左から：芹川、
鴻農）

略歴：全羅南道高敞出身の詩人。1935年、中央仏教
専門学校（後の東国大）入学。1936年、東亜日報の
新春文芸に詩が当選。1941年、第一詩集《花蛇》刊
行。1949年、韓国文学家協会創立時に詩部委員長。
1959年、東国大教授（～79年）。1960年、第４詩集
《新羅抄》、1972年、《徐廷柱全集》（全５巻）、1977年、
韓国文人協会理事長（～78年）、一時、ノーベル文
学賞候補として期待されたが、植民地期の親日的な
詩の存在や1980年代の全斗煥政権に親和的との批判
を浴びもした。しかし死後、金冠文化勲章追贈。

インタビュー：２時間半に及んだため、かなり多方
面に話が広がった。まずはご自身の私的なことや信
仰など。
・…詩集の外国語翻訳は英訳60篇、仏訳100篇（1982
年の予定）、スペイン語訳も計画中で、1983年ま
でに６か国語になる。［ノーベル賞をかなり意識して
のこと］

・…父親は朝鮮第一の大地主・金性洙の家で農監を
やっていた。
・…徐氏の祖先には〈神仙〉が多かったようだ。周の
皇帝・穆王の時、徐偃王が徐という国を建て、朱
蒙が朝貢したのだ。
・…禅雲寺は元、神仙のいた所で、仙雲寺だったが、
仏教式に改められた。
・…仏典の中では恍惚とした感覚が強い〈観無量寿経〉
から最も影響を受けた。永遠を教えるのはやはり
〈法華経〉だ。時間を気にしない永遠はやはりキ
リスト教より仏教だ。ネパール・インドの旅で特
にこれを感じた。乞食でありながら道人である姿。
・…中央仏専を３年で中退、解放後、文教部に〈新羅
研究〉なる論文を提出、副教授の資格を得た。正
教授は月給千ドル（7-80万ウォン）、名誉教授に
なると45万ウォンだった。
・…原稿料は新人で200字当たり1000～1500ウォン、
詩は散文の字数の10倍で計算する。
次にやっと文人の話である。
・…李光洙：性格は強い方だ。政治力はないが、「お
とな」ではある。とにかく影響力が大きかった。
〈親日〉は屈服したのではなく、自覚の上の行動だ。
日本が負けるとわかっていればあんな行動はしな
かったはず。小磯総督が春園を呼んで、シベリア
総督にしてやると言ったとか。女真族か北方系の
青い魅力的な目をしていた。
・…林和：３年ぐらい年上の友人［実際は７歳年長］。
頭もいいし、勘が鋭い。東京に行ってから中野重
治の弟子になり、社会主義者になった。1934年の
KAPF弾圧後、1939年頃会った。妻の池河蓮にも
会い、回基洞の家によく行った。解放後には出会っ
ても知らぬふりをされた。林和は薛貞植（米軍政
庁弘報局長）らのせいで巻き込まれたのでは。
・…当時の人気詩人は呉章煥、私、金光均、李庸岳で、
林和は出てきたところだった。
・…解放後、社会主義者になってしまった文人たちは
道で会っても挨拶もしなかった。
・…朴鍾和：中人出身。大地主（２千石）の息子。解
放後、朝鮮青年文学家協会にはすでに青年ではな
かったので不参加。この団体は当時、数少なかっ
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た右派の作家の集まりだった。1949年、韓国文学
家協会で初めて初代会長に。
・…李箕永：マッコリも一緒によく飲んだ。韓雪野よ
りつまらない、魅力のない作品だ。
・…崔載瑞：やはり親しい私の先輩。酒好きで、飲む
とよく泣いた。林和などよりずっと上だ。林和は
彼が《人文評論》誌で発表の機会をやったのだ。
《国民文学》誌でウルトラ親日派になった。春園・
李光洙と同じくやはり今は同調するしかないとい
う一種の信念の上でのことだろう。春園同様、国
際政治について無知だったのだろう。兪鎮午も同
じだ。
・…金東仁：大金持ちの息子で自尊心の強い妙な人物
だった。川端龍子の私学校に通った。［川端玉章の
川端画学校の記憶違い］フローベールの影響大。国
木田独歩の〈運命論者〉とも類似。
のちに北支慰問団に駆り出されても傲慢で、「あ
なたは誰です？」と言われて「ワシは文人団長じゃ」
と言ったとか。
◎…筆者の感想：筆者は大学で毎週講義を拝聴してい
たし、大学院の「講義」はこの自宅でなさったの
で、相当いろいろなことを伺っていたつもりだが、
まだまだ興味深い話が多かった。それを詩人らし
くリズム感のある語り口で滔々と話されるのがま
た魅力だった。

３．尹一柱（1927 ～ 1985）

訪問年月日：1980. 10. 3
訪問者：鴻農、白川、宋友恵

（左から：筆者、尹一柱先生、宋友恵作家）

略歴：尹東柱の10歳下の弟。建築学者で詩人でもあ
る。成均館大学教授を歴任。
※…尹東柱：（1917～1945）中国の北間島地方（現・
延辺朝鮮族自治州）出身の詩人。1941年、ソウ
ルの延禧専門学校を卒業後、日本へ留学。立教
大を経て同志社大英文科に転学。1943年、独立
運動の嫌疑で逮捕され、懲役２年となり、福岡
監獄に移送され、謎の獄死を遂げる。生前に詩
集の出版はなかったが、留学出発直前に友人に
贈った自筆詩集が死後、尹一柱・編《空と風と
星と詩》（1948）として刊行され、ベストセラー
に。 

インタビュー：今回の訪問には尹東柱の親戚筋（従
兄弟・宋夢圭の弟の長女）に当たる小説家・宋友恵
氏も同行した。まず、一柱氏は尹東柱とお顔がよく
似ているのに驚いた。（写真参照）２時間半近くに
わたるインタビューで東柱について親切に語ってく
れた。まず福岡監獄で獄死した時の話になった。
・…監獄からは月に１度の葉書が許されていたが、
1945年は中旬になっても連絡がなかった。そこへ
２月16日死亡との電報（トウジュ　シボウ　シタ
イ　トリニコイ）が２日後の日曜に届いた。家族
が教会に行っていて、電報は私が受け取った。父
［永錫］が従兄弟の尹永春［詩人、後に英文学、中文
学者］とともに福岡へ。
・…尹詩人を初めて高く評価したのは当時、京郷新聞
の主筆だった鄭芝溶。1947年２月16日に追悼会を
開いてくれた。
・…日本留学をした動機：朝鮮には専門学校しかなく、
京城帝大は難しいが勉学はもっとしたく、父もそ
れを認めたため。26歳にもなってすまないという
気持ちはあったようだ。
・学兵募集は1944年からで、何とか逃れた。
・…共産主義思想についてどの程度知っていたのかは
不明だが、育ちがキリスト教関係の家だったので、
あまり知らなかったのではないか。ただ、当時、
北間島では左右翼の争いがひどく、このことはす
べて見ていたはず。社会主義系の思想を持つ性格
ではなく、特高の記録にもない。

10 韓国研究センター年報 Vol.23



・…東柱ではなく、童舟という筆名を中学時代から使っ
ていた。北間島の龍井にある中学に通っていたが、
この地域の人口の30％ほどは中国人で、彼らも朝
鮮語をしゃべっていた。逆に小３から中３まで週
に１～２回の中国語授業もあった。東柱は中国語
もできたので、後に「詩란？不知道」などという
落書きもしている。
・…戦後、日本の新聞で彼の抵抗の詩や遺稿の行方不
明、死因の闇などについて何度も報道されている。
（西日本新聞：1970. 8. 16、京都新聞：1971. 1. 26、
西日本新聞：1978. 2. 16）［尹一柱氏は一時、日本滞
在されていたので、新聞を入念にチェックされている］

・金素雲の日本語訳にも抜けているところがある。
◎…筆者の感想：ご本人は建築学の専門家でおられ
るのだが、詩も書いておられる、おとなしいお
方だった。このやさしい弟さんがおられなけれ
ば兄の事績の整理はもっと困難になったのでは
ないかと思われる。

４．黄順元（1915 ～ 2000）

訪問年月日：1980. 11. 2．
訪問者：鴻農、白川、芹川、水野、関根

（左から：関根、黄順元作家、鴻農、芹川、筆者）

略歴：平壌近郊出身の作家。15歳ごろから詩作。
1934年、平壌の崇実中学校を卒業して日本へ。1939
年、早稲田大学英文科を卒業して帰国。1946年、南
朝鮮に越南してソウル中高等学校で国語教師。その
後、短編100余篇と長編７篇を発表。短編〈鶴〉
（1953）などが高校国語教科書にも載る。1957年、

芸術院会員に。1961年、長編〈木々、坂に立つ〉
（1960）で芸術院賞受賞。1966年、長編〈日月〉
（1962-63）で三・一文化賞受賞。1957～80年まで慶
熙大教授。死去後、金冠文化勲章追贈。

インタビュー：５人でご自宅に押しかけた我々に対
してパジ・チョゴリを丹精に着こなして現れた黄作
家は、１時間半ほど終始キリッとした表情で接して
くれた。（写真参照）
・…日本留学の動機：すでに京城帝大はあったが、法
科中心だった。文科系で後の小説家は李孝石氏ぐ
らいだ。文学には幼少時から興味があった。「韓
国文学」と言っても特に大学にはなかったので日
本に渡った。日本に行けば翻訳が発達しているの
で何でも読めると思った。
・…故郷の平安南道はキリスト教が早くから入ったの
で目覚めていた。東亜日報の販売部数はソウルよ
り多かったぐらいだ。金素月、金東仁、李光洙ら
は皆、平安道地方出身じゃないか。しかし私は中
央文壇と没交渉だったし、交渉が苦手な方なので
文人をあまり知らない。
・…李孝石にはあまり会ってはいないが、インテリジェ
ンスのある人と見受けた。しかし農村を扱った小
説は彼がロマンチストなので、修辞学的には美し
いが中身まで美しいとは言えない。むしろ金裕貞
の小説の方がよっぽどいい。
・…解放後、数か月間は自由に文学活動ができた。し
かし徐々に皮膚感覚に合わなくなり1946年５月に
越南した。私自身は共産党から〈テーマ小説〉を
書くよう命令されたことはない。
・…早稲田の英文科には朝鮮からの留学生が５人いた。
金永郎の弟や白楽晴の親戚の人など。
・…李箱：東京で何度も会い酒も飲んだ。東中野にア
パートがあった。全く話好きだった。金文輯につ
いても面白い話をしていた。金素雲が彼と親しかっ
たというのはよく知らない。
・…私が好きな西洋文学は仏文（フローベール）や露
文（トルストイ、チェーホフ）だ。英文学や独文
学は肌に合わない。
・…日本文学では志賀、川端、太宰（全集を持ってい
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る）らが好き。大江健三郎も。谷崎は西洋小説に
最も近かったが私は親しめない。芥川はあまりに
パサパサしていて余裕がない。今でも《文芸春秋》
はよく読む。
・…韓国小説は西洋小説と直接衝突したので日本文学
より西洋小説に近い面がある。だから翻訳しても
西洋人は日本小説より韓国小説を好むようだ。［ご
本人もノーベル文学賞の候補と言われたことあり］

・…田中英光や太宰は自殺したが、読者に感動を与え
ていたのだから悪い影響を与えたわけではない。
李箱は生前、有名ではなかったので問題にはなら
ない。
・…金史良［黄順元より１歳年長で平壌出身］には平壌で
会ったことがある。［ところが1992. 3. 19. に電話でお
聞きすると、「名前は知っていたが会ったこともないし、

他人のことは別に気にしていない」と、案外素っ気なく

答えられた］

・…近代韓国小説の作家としては金裕貞らがいい。廉
想渉は我々には感動を与えられない作家である。
最近の作家では黄晳暎、李清俊、趙海一、趙世熙
らがいい。
・…幼い時、興夫伝や春香伝などは市（いち）で買っ
て読んだ。新小説は読まなかった。後に教壇に立
つようになって李人稙などを読んだが、彼以外の
新小説は何でもないものだ。
◎…筆者の感想：キリリとした表情で最初は緊張し
たが、次第に打ち解けて話してくださった。曲
がったことはお嫌いという印象。東京時代が懐
かしい様子／文壇人は「知らない」と強調／故
郷である北朝鮮については何も語りたがらない。
／本棚に〈アナキズムの哲学〉〈荘子〉が見えた。

５．朴斗鎮（1916 ～ 98）

訪問年月日：1981. 1. 14. 

訪問者：鴻農、白川、芹川、水野、関根

（前列左から：朴斗鎮詩人、関根、筆者、後列左から：鴻農、
芹川）

略歴：京畿道安城生まれの詩人。1939年に詩が鄭芝
溶の推薦で《文章》誌に載って登壇。特に有名なの
は、解放直後の1946年に刊行された朴木月、趙芝薫
との三人詩集《青鹿集》の人気である。1946年、当
時の主流だった左翼系文壇に対抗した朝鮮青年文学
家協会の創立に加わる。彼の詩は自然を題材としな
がら民族意識を盛り込むという特徴があるとされる。
詩集は《水石列伝》（1973）等10冊以上あり、1984
年に《朴斗鎮全集》が出ている。1972～81年、延世
大教授を歴任。1970年、三・一文化賞、1976年、芸
術院賞を受賞。

インタビュー：延世大近くにある国際郵便局裏のみ
すぼらしいほど質素な自宅で韓服に身を包み、腕組
みしたままぼそぼそと１時間半弱語ってくれた。日
本人に警戒心があるかの如く視線を合わさないの
だったが、内容は事実を誠実に話すという印象だっ
た。（写真参照）
・…崔南善：日本の影響は大してない。時調をやりな
がら新体詩を書いたのだ。
・…李泰俊：ソンビ（高潔な士人）らしい、冷静で趣
のある人だった。日帝末期に日本語でなければ雑
誌を出せないようになり、《人文評論》誌の崔載
瑞は半分が日本語でも出すと言ったが、彼は「そ
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れならやらない」と言った。［李泰俊主宰の《文章》
誌のこと］

・李陸史：恐ろしい人。
・…鄭芝溶：朴詩人を推薦した先輩だが、デビュー当
時は会ったことがなく、後で挨拶した。北原白秋
らの影響があるのでは。誠実な人だから解放後は
思想的なもののために作品が書けなかったのだ。
・…《青鹿集》収録の作品は、その直前の数年間、朝
鮮語がなくなるという危機感から書き溜めていた
ものだ。1939年前後にデビューしたのは５人いた
が、朴南秀、金鍾漢、李漢稷はソウルにいなかっ
たので朴木月、趙芝薫との三人詩集になった。〈青
鹿派〉のように言われるが、文学的流派ではない。
・…日帝末期に朱耀翰司会で詩の朗読会があった。日
本語で書いた人が多かったが、我々はあまり知ら
れていなかったのでそうせずに済んだ。私は1942
～45年の間、韓国語でも発表はない。その直後《青
鹿集》が好評を得た。運がよかったのだろう。新
しくかつ伝統的で。
・…モダニズム系詩人（李箱、金起林、金光均ら）は
私の生理に合わない。
・…越北した詩人：皆、概ね詩自体は大変よい。８・
15以後に急に左翼詩を書いている。呉章煥は小学
校時代の同窓生。美男子でとても感傷的な詩を書
いた。李庸岳は友人で、解放後もよく会ったが、
詩は私の生理に合わない。白石には会ったことが
ない。
・…叙事詩は難しく面白くない。現代人の感覚に合わ
ないのでは。小説の方がいい。
・…本格的文学には社会性、倫理性、芸術性がなけれ
ばならない。この芸術性というのは、人生、社会、
人間全体のためのものでなければならない。
◎…筆者の感想：朴詩人は生真面目な感じが強烈
だった。これには学歴を含めて何かコンプレッ
クスのようなものがあって、つい頑なな姿勢に
なるのではないかと思われた。しかし質問には
誠実に答えてくださった。

６．鄭飛石（1911 ～ 91）

訪問年月日：1981. 5. 7.

訪問者： 鴻農、白川、芹川、水野、関根

（左から：水野、鴻農、関根、鄭飛石作家、筆者、芹川）

略歴：平安北道義州生まれの小説家。1932年、日本
大学文科を中退して帰国。1936年、東亜日報の新春
文芸に短編〈卒哭祭〉が入選し、翌37年には朝鮮日
報にも〈城隍堂〉が１等当選して登壇したが、新聞
記者や解放直後には雑誌《大潮》の編集主幹などを
歴任した。1950年代から専業作家に。最大のベスト
セラーはソウル新聞に連載した長編〈自由夫人〉
（1954）で映画化もされた。大学教授夫人の自由奔
放な生きざまを描いて朝鮮戦争直後の新時代の憧れ
を代弁する作品となった。大衆人気作家となった彼
だが、歴史物や中国の古典に題材を取った作品など
多彩な創作をしている。1961年、国際ペンクラブ韓
国本部副委員長。

インタビュー：２時間半にわたり、様々な話をして
いただいた。写真でもうかがえるように、普段着の
作家という印象。
・…文学の道に進んだ動機：書堂で〈三国志〉を暗記
している老人がいた。自分も物語語りにでもなれ
たらと思った。また当時は道端で新小説を売って
いて、いつでも手に入った。
・…鴨緑江対岸の安東に満鉄中学（日本人学校）があ
り、スパイスのように朝鮮人も1,２人入れたので
入学したが、故郷近くにやっと新義州中学（日本
人学校）ができて転校した。２年生の時に作文で
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激賞され、作家になろうと思った。また当時は他
のことをしても朝鮮人はダメだった。（判・検事
と医者ぐらいなもの）
・…昭和４,５年（1929−30年）日本文学全集が出て
手当たり次第読んだ。大衆・世界文学も。
・…新義州高等普通学校（朝鮮人学校）に移った。白
鉄が４年先輩。左翼系の読書会で検挙されたが執
行猶予５年で放免され、日本へ。広島の広陵中を
めざしたが入試が終わっていた。他にも地方の学
校を考えていたが、東京の方が警察がうるさくな
いとのことで日大に入った。実家は地主で苦労し
たことはなかったが、医学・法学以外の学校はダ
メだと言われた。こっそり文科に入ったがバレて、
２年で中退した。
・…徳永直らが編集する《文学新聞》の懸賞募集に〈朝
鮮の子供から日本の子供へ〉を応募して当選、自
信を得た。当時は朝鮮語の方が不得手で日本語で
書いたが、これでいいのかと反省。むしろ日本で
朝鮮語を磨こうとした。洪命熹の〈林巨正〉の語
彙が豊富で勉強になった。
・…崔南善：記憶力が抜群。／李光洙：話好きだった。
・…外国作品ではトルストイの〈復活〉、石川達三の
〈結婚の生態〉［1938］が好きだった。
・…1936年の東亜日報の新春文芸では金東里が当選し、
私は２等入選だった。それを契機にソウルに行き、
文学同人誌計画もあったが日の目を見なかった。
・…徴用を避けて毎日新報社に入社［1940年］し、趙
容万、白鉄らと仕事をした。
・…金剛山が好きでよく行った。日本人の博識な道案
内人がいた。僧侶は徴用されないので本気で金剛
山に入山準備をしていたところ、８・15を迎えた。
・…解放後は以北の財産もなくなり、食べていくため
に新聞小説を書いた。そして次第に大衆物に手を
染めることに。
◎…筆者の感想：訪問した文人の半数以上が民族服
（韓服）で出てきたが、自宅なのに日本人訪問
者ということでなぜか緊張していた人が多かっ
たということか。前期（1980～81年）にインタ
ビューした文人の中で普段着で迎えてくれたの
はこの鄭作家と金東里作家、それに評論家の白

鉄氏、李軒求氏ぐらいである。

７．具　常（1919 ～ 2004）

訪問年月日：1981. 12. 21. 

訪問者： 鴻農、白川、芹川、関根

略歴：咸鏡南道元山生まれの詩人。1941年、日本大
学宗教科（専門部）卒業のカトリック教徒。1942～
45年、咸興の〈北鮮毎日〉社で記者生活。1946年に
元山文学家同盟刊行の詩集《凝香》に載った詩〈黎
明図〉などが翌年、北朝鮮の文学芸術総同盟から退
廃的、反動的だなどと批判された。これが契機で南
朝鮮に脱出した。1951年、第１詩集《具常詩集》刊
行。1952年、嶺南日報の主筆兼編集局長に。第２詩
集《焦土の詩》（1956）。1962年、京郷新聞論説委員
兼東京支局長に（～65年）。人生の一大転機が〈凝
香事件〉であったことは間違いない。

インタビュー：本名は具常浚。２時間半にわたって
かなり広範囲の話を聞かせてもらった。写真も撮っ
たが不注意でその後、紛失してしまったのが残念で
ある。リビングの大きな鳥籠に小鳥がいた。面談中
に班常会［町内会］のお知らせ放送があった。
・…自分はカトリック教徒だが、日大宗教学科の80％
は仏教関係だった。
・…《凝香》は解放記念詩集で、平壌では《北風》と
いうのがあったはず。既成詩人３人（具、康鴻運、
盧良根）が中心で５篇載せた。ソ連歓迎の辞やプ
ロレタリアートの歌もあったのに、意図的にでっ
ち上げられた事件だ。平壌から検閲員として金史
良、崔明翊、宋影、金利錫が元山にやって来た。
・…1946年12月下旬、38度線近くに出張命令を出して
くれたのを機にすぐに出発。しかし「出張命令書」
を紛失して捕まった。47年２月、たまたまロシア
人の歩哨がいない収容先の便所の大便穴から抜け
出た。運よく南朝鮮へ道案内する中年男性に巡り
合って米軍哨所に辿り着いた。
・…詩〈黎明図〉の芸術性には自信があった。解放の
賛歌ばかりの時代にソ連軍に対する「比喩」のつ
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もりで書いた。
・…ソウルに来て金起林と鄭芝溶に会った。鄭詩人は
カトリックだからすぐ会った。
・…解放前に呉章煥に会ったことがある。彼は画家の
李仲燮と親しかった。［具常も親友のはず］

・…李泰俊の《文章》誌は象徴主義や浪漫主義を打ち
出してレジスタンスのつもりだったのだろうが、
結局残ったのは朴斗鎮らの「自然の妙理」を描い
たものだけではないか。
・…日大時代の読書は当時の大学生一般が読んだもの
と私も同じだ。阿部次郎〈三太郎の日記〉、賀川
豊彦〈死線を超えて〉、河上肇〈貧乏物語〉、西田
幾多郎〈善の研究〉など。世界文学全集も同じ。
短歌は斎藤茂吉、詩では金子光晴、萩原朔太郎。
北川冬彦には一度会った。
・…詩人では私と親しかった空超・呉相淳がいい。東
方では一番の仏教の賢者ではないか。感覚的な絢
爛さはないが、虚無がどういうものなのかを示し
てくれた。〈有無相通〉が辞世。
・…李光洙：２度会った。端正で基本精神も強く見え
たのに「神棚の前にひれ伏して」などと言ったと
いうのが信じられない。しかし我々は外部的に強
制された時代の人間だ。外部・内部の分離を最小
限に減らすのが私の想念の焦点で、芸術院会員を
やめたのもこのためだ。
・…韓国知識人全体がロゴス的よりはパトス的になっ
ている。これでは汎神世界に陥ってしまう。韓国
には昔から認識論がなく、実践倫理しかない。実
践的エトス的な生を営んだのは黄真伊しかいない。
例外的なのは元暁、李退渓、李栗谷ぐらいだ。三・
一精神というが、宗教・思想はあるが、厳密には
カントの純粋理性批判には及ばない。文学作品も
その影響で感性的次元で扱われている。私の場合
は少し違う。
◎…筆者の感想：詩人のイメージにしてはやや理
屈っぽい話が多くて驚かされた。また彼の教養
の原点には日本での日本語による人文書が大き
な比重を占めているように思われた。唯一、相
当熱を込めて話してくれたのが越南時の脱出劇
だ。収容されていた建物の見取り図まで描いて

くれた。人生最大の岐路だったことがわかる。

８．金　松（1909 ～ 88）

訪問年月日：1985. 1. 27. 

訪問者：芹川、白川

（左から：筆者、金松作家、芹川）

略歴：本名：金玄松。咸鏡南道咸州郡出身の劇作
家・小説家。咸南高等普通学校を経て1927年渡日し、
日本大学芸術科を中退。1932年に帰国したが1934～
39年に再渡日した。1935年頃から戯曲の執筆が多く
なり、1939年には戯曲集《湖畔の悲歌》まで出した
が、1943年以降は小説家に転じた。代表作に〈男寺
党〉（1948）などがある。一方、1945年末に総合誌《白
民》（後に文芸中心に）を創刊し編輯兼発行人を務
めた。ソウル新聞文化部長、《自由文学》主幹の他、
1973年、全国小説家協会会長となるなど多彩な活動
で知られた。

インタビュー：ご自宅ではなく、ホテルに出向いて
もらって１時間半ほど話を伺った。
・…1930年頃、ソウルの朝鮮劇場（仁寺洞にあった当
時最も大きな劇場という）で戯曲〈地獄〉を上演
したが、当局の命令で２日間で中止した［金松氏
は当時、日本滞在中のはずなので、一時帰国してのこと

なのか不明。1932年の可能性も］。この劇場は焼失し、
後の芸総本部の場所に。 

・…1945. 12～50. 5. の間発行していた《白民》は３万
部刷ってそのうち1. 5万部は２号まで麻浦から平
壌に送っていた。全23号のうち21号までは自分が
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編集兼発行人だった。22，23号は中央文化協会の
機関誌になった。親しかった金珖燮が家を売って
資金を作っていた。その金珖燮は私が1959年から
主幹だった自由文人協会の機関誌《自由文学》の
版権を譲り受けて彼が主幹となった。財政難だと
いうので助けてやったが1963年、廃刊。
・…〈塔〉を書いた韓雪野は咸興出身なのでよく遊ん
だ。解放後は大した作品がない。
・…林和［1930～31に渡日中］にはよく会った。横浜の
林房雄の文化住宅のすぐ近くにいた。林和は才能
のある人物だったが、野心があったとは思えない。
細かく考え抜く性格。
・…張赫宙の〈餓鬼道〉［1932］は私の滞日中で、良く
書けていると思った。しかし後はダメだ。
・…《現代文学》［1955～］の編集長だった呉永寿は私
の弟子だ。ライバルではない。
・…李光洙：博学で東洋的人物だった。東洋的思想に
深く入ればよかったのに。
・…金東仁：故郷に一度来た。親しくなれたはずだが、
文学的に立場が違った。
・…李庸岳：故郷にも遊びに来て親しかった。サバサ
バした性格だった。林和とは反対の性格。
・…崔曙海：1932年に若死にし、彌阿里の墓の共同墓
地移転で忘憂里に移葬したのは私だ。［咸鏡北道出
身なので］二人の息子は以北にいるはず。
・…権煥：東大美学科［独文科か］にいたので東京で
よく一緒にいた。金史良の先輩だ。私が一時、警
察に捕まった時、私は杉並の留置場にいたが、彼
は警視庁の留置場だった。［1929年の留学生雑誌《学
潮》の筆禍事件］

・…記憶に残る日本作家：中野重治、徳永直、林房雄、
平林たい子
・…西洋文学ではメーテルリンクやストリンドベリ、
ロシア作家もよく読んだ。
◎…筆者の感想：多彩な活動をした方なので、話題
も演劇から雑誌などまで多方面にわたった。イ
ンタビュー時にすでに76歳だったが、昔のデー
タなどの記憶力がすごかった。

９．柳　呈（1922 ～ 1999）

訪問年月日：1985. 2. 2.

訪問者：芹川、白川

（左から：筆者、柳呈詩人、芹川）

略歴：咸鏡北道鏡城出身の詩人・翻訳家。日本に留
学し、1945年、上智大学哲学科を中退。17歳にして
堀口大学の推薦で文芸誌《若草》に日本語詩が載る。
同じく日本留学中だった数年先輩格の李庸岳、金鍾
漢からも刺激を受けた。帰国後すぐ1946年に越南し
た。1956年、中央日報文化部長、1970年、日文新聞
《太陽新聞》編集委員、韓国ペンクラブの中央委員
も歴任した。詩作を継続しながら1960年代からは韓
国文学の日本語訳や日本文学の韓国語訳も続々こな
した。《川端康成全集》（1969）や編著《現代日本詩
集》（1984）などが有名。

インタビュー：1985年春の訪問はまだ韓国に留まっ
ていた芹川氏と筆者の二人だけとなった。普段着で
２時間半にわたってざっくばらんに話していただい
た。
・…李庸岳：同じ鏡城出身の８歳年上の先輩で、1932
年頃から1940年頃まで東京にいた。上智大新聞学
科にいたので学校の先輩でもある。第１詩集《分
水嶺》（1937）は自費出版だった（三文社刊行と
なっているのは、ここにハングル活字があったか
らだ）。芝浦で沖仲仕もやっていた。学校は初め
１年は日大だったが、上智大選科に移って本科に
編入されたのだ。上智は外国人をよく受け入れて
おり、韓国人差別もなかった。頭のいい人がよく
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通った。帰国後、1943年に「某種事件」ですべて
の原稿を咸鏡北道警察部に押収され、清津刑務所
に収監されたはず。解放後1949年には《現代詩人
全集》（同志社）の第１巻として〈李庸岳集〉が
出たので出版記念会をしたのに朝鮮戦争となり、
人民軍後退の時に北に行ってしまった。
・…私の詩の先輩は李庸岳以外では李燦、白石、金起
林、鄭芝溶、呉章煥である。呉は天性の詩人で背
も高かった。若いのにタバコをくわえていて初め
は傲慢な人と思ったが、違った。
・…朴魯春：10歳年上の詩人で1940年10月に法政大高
師部（日語・漢文科）に入ったが、戦時短縮卒業
で43年９月には卒業した。その後、日本出版配給
（株）に45年３月まで働いてから帰国した。
・…私自身、８・15まではほとんどハングルもできな
かった。だから私だけでなく90％の人は日本語の
作品を読んだのではないか。朝鮮語の詩を読んだ
のは10％ぐらいじゃないか。
・…張赫宙：〈餓鬼道〉は日韓ともに反応は良かった。
〈権といふ男〉は〈阿Ｑ正伝〉に似ているとして
批判が多かった。〈追はれる人々〉はドストエフ
スキーの真似だ。
・…金素雲：８・15の前から知ってはいたが尊敬する
気にはなれなかった。嫉妬のせいかも。
◎…筆者の感想：訪問者が日本人であるためか日本
での話が多かった。懐かしくもあるのだろう。
李庸岳への思いが特に深いようだった。またご
自身が詩創作だけを貫けなかった悔しさがある
感じがした。

10．李丙燾（1896 ～ 1989）

訪問年月日：1985. 3. 2.

訪問者：芹川、白川

略歴：京畿道龍仁郡で出生。1910年、満14歳で早婚
［当時はよくあった］、以後９人の子女を儲ける。1916
年、早稲田大学に入学し史学及び社会学科で学び、
1919年７月に卒業。中央学校などで歴史や英語を教
えた。1920年、文芸同人誌《廃墟》の同人に。1925

～27年、朝鮮史編修会で修史官補。1934年、朝鮮人
だけの震檀学会を立ち上げる。1946年、ソウル大に
史学科が創設され教授に。1955～82年、国史編纂委
員会委員。1960年、一時、文教部長官。1960～80年、
学術院会長。《韓国史大観》（1948）以来、高麗史な
ど古代史研究の大家。

インタビュー：すでに89歳になっておられたが、お
元気でタバコもやめないという。淡々とした語り口
で２時間弱も話していただいた。
・…早稲田時代には崔斗善［崔南善の弟］、玄相允と同
じ下宿にいた。［若松町147、小峰方か。一時、同居し
たかもしれないが、玄は鶴巻町472、中西方でも住んでい

る］

・…早稲田には当時、２年先輩に申翼熙（政治経済科）、
１年先輩に玄相允（史学科）、金與済（英文科）
がいた。 

・…李光洙は哲学科だったが忙しいらしく、１週間に
３回ぐらいしか登校していなかった。でも１か月
に一度ぐらいは蕎麦屋の江戸川で「同窓会」をやっ
ていた。
・…私の指導教授は西洋史の煙山専太郎教授だったが、
３年生の時、講師だった津田左右吉先生の紹介で
池内宏先生に会って影響を受けた。その時初めて
《李朝実録》を見た。《大日本地名辞書》で有名な
吉田東伍先生もおられた。西洋史から東洋史に専
攻を変えたきっかけだ。
・…影響を受けた韓国人としては崔南善と安廓（号・
自山）だ。安氏は15歳ほど年上だった。［実際は10
歳年長］1916年頃、東京にいたが、学校［日大］に
は行かずに図書館通いしていた。体系的ではなかっ
たが、頭のいい人だった。いつも家に遊びに来て
いた。
・…文芸誌《廃墟》の同人になったのは勉学生活が硬
いので情緒面に惹かれたからだ。この雑誌の創刊
号（1920. 7．）は100部刷った。印刷費は編集人だっ
た高敬相がすべて出した。同人には廉想渉のほか、
文一平、黄錫禹らがいた。黄氏らとは1920年２月
に YMCAで詩の朗読会をやり、私が司会をした。

・…私は長らく学術院長だったが、20年間、芸術院長
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を務めたのが朴鍾和だ。歴史小説をよく書いた。
〈世宗大王〉［1969］を書いた時は入院していたの
に一日も休まず書き続けていた。
◎…筆者の感想：我々に配慮されてか文学関係の人
脈などの話が多かった。早稲田時代の印象が相
当に強かったようだ。外国人である我々若造は
どうせ知らないだろうから一から教えてやろう
という感じで、かえって気楽に裏話をざっくば
らんに語ってくれた。

11．李熙昇（1896 ～ 1989）

訪問年月日：1985. 3. 8.

訪問者： 芹川、白川

略歴：京畿道広州郡生まれの朝鮮語学者。1908年、
満12歳で早婚。ソウルの漢城外国語学校で英語を学
ぶ。私立の中央学校にも通い、1918年に卒業。京城
紡績に就職したが勉学を続けたく、延禧専門学校数
物科を1925年に卒業後、開校したばかりの京城帝大
予科を経て法文学部朝鮮語学・朝鮮文学講座を1930
年に卒業した。朝鮮語学会の幹部を務め、〈ハング
ル綴字法統一案〉（1933）の発表にも関わった。
1939～40年、東京帝大でも研究。1942年、朝鮮語学
会事件で３年間投獄された。解放後、ソウル大教授
に。1968年、学術院副会長。《朝鮮語学論攷》（1947）
以下、著書、論文多数。

インタビュー：すでに89歳になっておられたが矍鑠
としておられ、若い時からコーヒー好きだとのこと。
ちなみに、６日前に訪問した李丙燾氏と何と生没年
が同じとは驚きである。幼少時から様々な勉強をし
てきたことから始めて２時間弱で存分に語ってくれ
た。
・…語文学を志したのは、私塾で漢文やったり養正義
塾で法律をやった［1912～13年］のだが、情緒が欲
しくなったのだ。［氏には詩集、随筆集もある］李丙
燾氏も法律学んでいたはず。
・…漢城外国語学校は官立だった。1911年３月卒業予
定だったのに1910年の併合で廃止予定となり、早

期卒業になった。生徒には年齢差が大きく、年上
の学生は悲憤慷慨していた。この学校は日語部、
漢語部、法語部、独語部と英語部の５部があり、
私のいた英語部では地理や「算数」まで英語で教
えられた。その後、母校などが合併して発足した
京城高等普通学校に私は改めて２年編入となった
が、教師はすべて日本人で、学生の不満は大きかっ
た。それで1911年、大部分の編入生は３年の１学
期だけで退学し、私も同じだった。
・…父は官吏だったので併合で失職し、ソウルで数年
頑張るが落郷した。私は勉強を続けたいので18歳
で家出して早稲田の《中学講義録》で勉強した。
総督府の臨時土地調査局で整理課の雇員募集に応
じて合格した。毛筆で清書する仕事で日給36銭
だった。夜間の中東学校に１年間通った。［1915年］

後に初代のソウル大総長になられた人格者の崔奎
東先生に学んだ。日曜には家にまで行っていろい
ろ相談に乗っていただいた。
・…その後、４年制で昼間の中央学校に３年編入して
２年間勉学した。周時経の著書を見て語学の勉強
をしたくなった。朝鮮語の新しい研究方法を獲得
せねばと思った。しかし、金もなく実業会社に就
職したりしていたが、梨花女専の講師職にありつ
いた。講義は日本語でせよと言われ、漢文も日式
で教えよとのことで苦労した。他の韓国人教師も
日本語力不足で困っていた。すると何人かは学校
から有給のまま２年間、日本に行って学んで来い
と言われた。私は日本語は使えたので休職せずに
ずっと勤務していた。すると、９年後に１年休ん
でもいいというので東京帝国大の大学院に遊学し
た。指導教授は京城帝大でも指導してもらった小
倉進平博士だった。当時、人文系では韓国人学生
が４人いた。金寿卿（言語学科）、金桂淑（哲学
科）、張厚永（法学科）らだ。学部には金相浹、
黄寿永、劉基天、すでに卒業した金史良ら７～８
人がいた。
・…周時経の方法の踏襲ではいけないと思った。日本
語に対しての日本人学者の研究方法を調べてみた。
・…洪命熹：才能もあり、とにかく本をよく読んだ。
１万冊読んだともいう。漢籍の記憶力もすごかった。
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◎…筆者の感想：これほどあちこちの学校等で学ん
でいる学者は初めてで、驚かされた。その一方
で少年期に日本留学はしていない知識人でもあ
る。青年期に経験したことを細かいことまで正
確に覚えているのはすごいことである。李先生
は耳が遠いようで、こちらの質問の聞き取りに
苦労されていて、申し訳なかった。

おわりに

「はじめに」でも述べたように今回取り上げた11
名は、これまでに公表したことのない文人を選んだ
だけということで、体系性があるわけではない。ま
た作家・詩人が多いのに、作品内容や当時の文壇状
況などに分け入っての話が不足していることは否め
ない。これはひとえに我々インタビュアーの勉強不
足で、質問そのものが浅かったことを示していると
いうしかない。それにもかかわらず、ほとんどの文
人が率直に、あるいは楽しそうに当時を振り返りな
がら「裏話」までしてくれたことは本当に得難いこ
とだった。これを公にすることはインタビューから

40年前後の時間が流れ、ご本人たちも世を去られた
現在、今後の文学研究のためなどにもそれなりに有
意義なことではないかと考えている。
本稿では当時のメモ等を参照しながら、原則とし
て話されたままを記した。事実と違う場合、［　］

内に筆者が事実について一部は補充したが、煩雑に
なりすぎることもあり完全ではない。その一方でご
本人が勘違いされていても、そのこと自体が貴重な
証言と言える側面もあるのではなかろうか。
実は一部の文人（一覧表の20番以降）は、事前了
解を取る形で録音がなされている。メモ等と照合し
つつ、より詳しいインタビュー内容の再現に努める
ことも今後の課題である。
また「はじめに」で、筆者はすでに２度ほど11名
分を公表していると記したが、そのうちの１篇は謄
写版刷りの同人誌に寄せたものなので、ほとんど知
られていないであろうし、もう１篇は韓国語で寄稿
したものでもあり、いずれも短い随筆調の文章なの
で、多少書き直すことも考えている。
今回はこれらの課題に向けての作業の一部的な位
置付けのもと、書かせてもらった。（了）
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文人インタビュー一覧（訪問年月日順）

※…以下の参加者名は旧姓を含め、すべて訪問時に基づき、常時参加者は姓のみで表記した。（敬称略）　
No. 欄○付数字が今回の対象文人。なお漢字は便宜上すべて略字体で示す。
　鴻農映二（東国大）、白川　豊（東国大）、芹川哲世（ソウル大）、水野　健（ソウル大）、
　関根春子（延世大）　※（　）内は当時の留学先大学など。
　*1：10月７日に再訪（水野、関根、八重樫愛子）、*2：11月20日に再訪（白川、関根）

No. 文…人…名 訪問年月日 インタビュー場所 参…加…者…名

1 朴…鍾和 1980.…7.…24.… 文人自宅 鴻農、白川

2 白　鉄 1980.…7.…31.… 文人自宅 鴻農、白川、水野

3 尹…興吉 1980.…8.…3. 文人自宅 鴻農、白川、芹川

④ 毛…允淑 1980.…8.…21.… 韓国 PEN…CLUB 鴻農、白川

5 金…素雲 1980.…8.…23.… 文人自宅 鴻農、白川、芹川

6 朴…花城 1980.…9.…1. 文人自宅 鴻農、白川、芹川

7 崔…貞熙 1980.…9.…7. 文人自宅 鴻農、白川、芹川、関根

⑧ 徐…廷柱 1980.…9.…21.… 文人自宅 鴻農、白川、芹川、関根、長友英子

9 金…基鎮 1980.…9.…28.… 文人自宅 鴻農、白川、芹川、水野、関根

⑩ 尹…一柱 1980.…10.…3. 文人自宅 鴻農、白川、宋友恵

11 兪…鎮午 1980.…10.…5. 文人自宅 鴻農、白川、芹川、関根、長友英子

12 金…光均 1980.…10.…18.… 文人自宅 鴻農、白川、芹川、関根

13 李…軒求 1980.…10.…26.… 文人自宅 鴻農、白川、芹川、水野、関根

⑭ 黄…順元 1980.…11.…2. 文人自宅 鴻農、白川、芹川、水野、関根

15 金…東里・孫…素熙 1980.…12.…8. 文人自宅 鴻農、白川、芹川、水野

⑯ 朴…斗鎮 1981.…1.…14. 文人自宅 鴻農、白川、芹川、水野、関根

⑰ 鄭…飛石 1981.…5.…7. 文人自宅 鴻農、白川、芹川、水野、関根

18…*1 朴…花城 1981.…9.…18. 文人自宅 白川、牧瀬暁子、車栄子（No.…6 の再訪）

19…*2 李…殷相 1981.…10.…28.… 文人自宅 鴻農、白川、芹川、関根、八重樫愛子

20 趙…容万 1981.…11.…25.… 文人自宅 鴻農、白川、芹川、関根

㉑ 具　常 1981.…12.…21.… 文人自宅 鴻農、白川、芹川、関根

22 白　鉄 1985.…1.…24. 文人自宅 芹川、白川（No.…2 の再訪）

㉓ 金　松 1985.…1.…27. ニューソウルホテル 芹川、白川

㉔ 柳　呈 1985.…2.…2. 文人自宅 芹川、白川

25 任…軒永 1985.…2.…12. 文人自宅 芹川、白川

26 趙…容万 1985.…2.…21. 文人自宅 芹川、白川（No.…20 の再訪）

㉗ 李…丙燾 1985.…3.…2. 文人自宅 芹川、白川

㉘ 李…熙昇 1985.…3.…8. 文人自宅 芹川、白川
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2022 年度　韓国研究センター教員一覧

●センター長
元　兼　正　浩	 大学院人間環境学研究院 教授　博士（教育学）

●副センター長
出　水　　　薫	 大学院法学研究院 教授　博士（法学）
辻　野　裕　紀	 大学院言語文化研究院 准教授　博士（文学）

●専任教員
永　島　広　紀	 韓国研究センター 教授　博士（文学）

●複担教員
森　平　雅　彦	 大学院人文科学研究院 教授　博士（文学）
古　賀　信　也	 大学院農学研究院、農学部附属演習林 教授　博士（農学）
波　潟　　　剛	 大学院比較社会文化研究院 教授　博士（文学）
水　野　敦　子	 大学院経済学研究院 准教授　博士（経済学）

●学術研究員
呉　　　獨　立	 韓国研究センター 学術研究員　博士（社会科学）
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第１部

2021 年度
韓国研究センター活動





2021年5月18日

「日本と韓国における外国人労働者の受入れ
と社会変化」

2021年５月18日に甲斐諭氏・宣元錫氏による講演会を開催した。

＊テーマ：「日本と韓国における外国人労働者の受入れと社会変化」
＊日　時：2021年５月18日（火） 14時50分～17時40分
＊場　所：オンライン（Zoom）
＊後　援：韓国国際交流財団

第１講演
〈14 時 50 分〜 16 時 10 分〉
「日本における外国人労働者の受け入れの現状と課題：農業と食品産業における技能実習生の必要性を
 中心に」
＊講　師：甲斐　諭（中村学園大学前学長・顧問、九州大学名誉教授）
＊概　要：…本講演では、日本における外国人労働者の就業状況および受入れ制度の現状を紹介した。九州

内の実例を取り上げ、外国人労働者を必要としている農業・食品産業の動向を説明した。そこ
から人手不足や農家所得の伸び悩みを解消する方法として、外国人技能実習生受け入れの必要
性と支援に関する提言を行なった。

第２講演
〈16 時 20 分〜 17 時 40 分〉
「韓国の移住労働者の現状：政策と実態」
＊講　師：宣元錫（大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター客員研究員）
＊概　要：…本講演では、1990年代以降の韓国における移民政策の展開について概括し、そこから得られる

示唆と課題を紹介した。主に「雇用許可制」と「熟練技能人力点数制」に焦点を当て、地方の
人口減少や多文化家族の増加に伴い、社会の認識転換として外国人労働者政策から移民政策へ
移行していることを説明した。

【講演会】
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韓国研究センターは、福岡大学人文学部東アジア地域言語学科と共催で、2020年３月に張律監督の『春の
夢』（2017）の上映会の開催を企画したが、コロナウイルス感染対策などの諸事情により中止となった。そ
の後、企画を改めてオンライン映画上映会およびオンライン・シンポジウムの形で開催した。

《オンライン上映会》
＊上映作品：張律（チャン・リュル、Zhang Lu）監督『春の夢』（2017）
＊鑑賞期間：2021年５月28日（金）～29日（土）
＊張律監督の作品：
　…『キムチを売る女』（2005）『風と砂の女』（2007）『豆満江』（2010）『慶州』（2014）『群山』（2018）『福岡』
（2019）など。現在、福岡県柳川市で撮影した『柳川』を編集中。

《Webex オンライン・シンポジウム》
＊日　時：2021年５月29日（土）14：00～16：00
　14：00　挨　拶　　波潟　剛（九州大学）
　14：05　シンポジウム：『春の夢』から語り合う張律監督の作品の世界
　司　会　西谷　郁（西南学院大学）
　登壇者　長澤雅春（佐賀女子短期大学）
　　　　　波潟　剛（同上）
　　　　　柳　忠熙（福岡大学）
　16：00　終　了
＊共　催：福岡大学 人文学部 東アジア地域言語学科・九州大学韓国研究センター
＊後　援：韓国国際交流財団

５月29日のオンライン・シンポジウムでは、「『春の夢』から語り合う張律監督の作品の世界」というテー
マで、以下の４つを話題として進められた。
①俳優：起用方法と役名
②ロケ地：ソウルの水色
③文学：『北間島』「静夜思」「三人行」
④人の国際的移動、多様な社会
２時間にわたってさまざまな角度からの登壇者たちより意見や感想が出た。オンライン・シンポジウムに
参加された一般の方より「今回のイベントを通じて張律監督の映画作品の奥深さや、そこからひも解く韓国・
東アジアの文化的特性など、非常に興味深い時間」だったという感想も寄せられており、長時間にわたるオ
ンライン・シンポジウムが充実で刺激的な時間だったことが改めて感じられた。

2021年5月28日〜29日

「第５回 福大韓国学シリーズ」
（オンライン映画上映会及びオンライン・シンポジウム）

【映画上映会＆シンポジウム】
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本センターは農学部附属演習林・大学文書館と共同により、ソウル大学校農業生命科学大学（学術林）と
の間で「Role and Function of University Forests： past, present and future」と題した第２回 SNU-KYUSHU 

JOINT SYMPOSIUMの分科セッションを2021年６月22日（木）の午後に開催した。
「SNU-KYUSHU JOINT SYMPOSIUM」は、2019年11月に、九州大学と韓国・ソウル国立大学（Seoul Na-

tional University： SNU）が今後も重要なパートナー大学として年に一度のジョイントシンポジウムの開催
などを通じてつながりを深めていくことに合意したもので、2020年９月に第１回を開催した。令和３（2021）
年６月17日（木）～25日（金）にかけて開催された「第２回 SNU-KYUSHU JOINT SYMPOSIUM」は、研
究者・学生・職員の多様な交流イベントを開催し、新型コロナウイルス感染症による影響の中、期間中に延
べ900名を超える参加があり、両大学の交流がさらに発展する重要な機会となった。
本センターが共同開催者として参加した分科セッションでは、SNU農業生命科学大学と本学の附属演習林、
大学文書館、そして本センターから３名ずつの発表を行い、両大学の演習林の歴史、気候と環境の変化に対
する林業の対応、森林生産の現在と将来など、さまざまな問題について活発な議論が展開された。

＊セッションテーマ：「Role and Function of University Forests： past, present and future」
＊日時：2021年６月22日（火）13：00～17：30
＊セッションオーガナイザー：
　・Prof. Kyu-Suk Kang （…Dept. of Agriculture, Forestry and Bioresources, College of Agriculture and Life 

Sciences, SNU）
　・永島広紀　教授（九州大学韓国研究センター）

2021年６月22日

「Role and Function of University 
Forests： past, present and future」

（第２回 SNU-KYUSHU JOINT SYMPOSIUM 分科セッション）

【シンポジウム】
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＊日　　時：2021年６月25日（金）
＊開催方法：オンライン（Zoom）
＊共　　催：九州大学韓国研究センター、九州韓国研究者フォーラム
＊後　　援：韓国国際交流財団

第１報告
木村　貴（福岡女子大学国際文理学部 教授）
・「人の国際的移動と多様化する「国民」：北朝鮮からの人の移動と南北関係」

本報告では北朝鮮から韓国への人の移動を、韓国の脱北者政策の変遷過程を中心に取り上げた。韓国にお
ける脱北者の地位は時代や境遇によって多様であるものの、分断体制の「国民」として重要な存在といえる。
依然として脱北者は、体制維持の手段でありつつ、他方では南北関係の行為主体になっていると指摘した。

第２報告
裵　海善（筑紫女学園大学アジア文化学科 教授）
・「働き方改革の韓日比較：労働時間の短縮と柔軟化」

本報告では、近年の日韓両国における働き方改革の特徴、政策の方向性や課題などについて詳細に比較を
行った。両国は少子高齢化を背景に、共通的に長時間労働慣行の是正に改革の焦点を当てているが、そのア
プローチにおいては様々な違いが見られることを明らかにした。その上で、労働者の貧困化や時間外労働上
限の制限、労働時間の柔軟化など、依然として多くの課題が残されていると説明を加えた。

2021年6月25日

「第96回 定例研究会」

【定例研究会】
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2021年6月27日

「いつの日か会えるかもしれない家族へ」

2021年６月27日（日）、ヤン ヨンヒ氏（映画監督）のオンライン講演会「いつの日か会えるかもしれない
家族へ」を開催した。
ヤン ヨンヒ氏は、自身の家族のドキュメンタリーを制作してきた、在日２世の映画監督である。その作

品群は国際的にも高く評価され、注目を浴びている。本イベントは二部構成で進行され、第１部は平壌に住
む姪にフォーカスを合わせたヤン監督のドキュメンタリー映画『愛しきソナ』の上映、第２部は監督のトー
クが行われた。トークの後半には、ヤン監督と親交のある佐々木亮氏（朝日新聞記者）にもご登場いただき、
多くの興味深いお話を伺うことができた。

＊題　目：いつの日か会えるかもしれない家族へ
＊第１部：映画『愛しきソナ』上映
＊第２部：ヤン ヨンヒ 監督講演
＊講演者：ヤン ヨンヒ氏（映画監督）
＊司　会：辻󠄀野裕紀（大学院言語文化研究院 准教授・九州大学韓国研究センター）
＊後　援：韓国国際交流財団

• ヤン ヨンヒ監督のプロフィール

映画監督。1964 年大阪生まれ。在日コリアン２世。朝鮮大学校卒業、米国 NY ニュースクール大学大学院メ
ディア・スタディーズ修士号取得。1995 年よりアジア各国を取材し報道番組や TV ドキュメンタリーを制作。
父親を主人公に自身の家族を描いたドキュメンタリー映画『ディア・ピョンヤン』（05）はベルリン国際映画
祭 NETPAC 賞、サンダンス映画祭審査員特別賞などを受賞。ドキュメンタリー映画第２作『愛しきソナ』（09）
を経て、初の劇映画『かぞくのくに』（12）を制作。ベルリン国際映画祭 CICAE 賞をはじめ国内外で多くの賞
に輝いたほか、第 85 回アカデミー賞外国語映画賞に日本を代表して出品された。2021 年に発表した新作ドキュ
メンタリー映画『スープとイデオロギー』は、DMZ 国際ドキュメンタリー映画祭 2021 のグランプリにあたる
ホワイトグース賞、ソウル独立映画祭 2021 の特別賞を受賞したほか、山形国際ドキュメンタリー映画祭 2021
のインターナショナルコンペティション部門にも出品された。

【講演会】
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2021年7月24日

「中世の日韓交流と対馬海峡沿岸社会」

＊主　　催：韓国研究センター
＊後　　援：韓国国際交流財団
＊日　　時：2021年７月24日（土） 13：00～17：10
＊開催形式：オンライン（Zoom）

［プログラム］
（１）… 趣旨説明　13：00～13：10
… … … 森平雅彦（九州大学韓国研究センター 複担教員・人文科学研究院 教授）
（２）… 発表：

《第１部：現場の文脈》
報告①　13：10～13：50　「中世対馬の海民と日朝交流」
… … … … 関　周一（宮崎大学教育学部 教授）
報告②　13：50～14：30　「朝鮮三浦の倭人村形成と管理体制」
… … … … 李　泰勲（九州産業大学語学教育研究センター 准教授）

《第２部：外からの目線》
報告③　14：40～15：20　「朝鮮王朝の二つの対馬認識―15世紀後半を中心として―」
… … … … 木村　拓（鹿児島国際大学国際文化学部 准教授）
報告④　15：20～16：00　「美濃土岐氏の朝鮮通交」
… … … … 伊藤幸司（九州大学大学院比較社会文化研究院 教授）

（３）… コメント・討論　16：10 ～ 17：10
… … … コメンテーター：荒木和憲（国立歴史民俗博物館 准教授）

本シンポジウムでは、15・16 世紀―韓国では朝鮮王朝前半期、日本では室町・戦国期―の両国関係につ
いて、日本史、韓国史の専門研究者４名の研究発表をオンラインによりおこなった。国内外より専門研究者
から学部生・一般市民まで約 50 名の参加者が得られた。
1392年に誕生した朝鮮王朝は、倭寇の制御を念頭に、沿岸防備体制を強化しつつも、日本側の経済的欲求

に一定に応えるべく、対馬島主宗氏との関係を基軸とする対日通交管理体制を形成した。そこでは窓口港・
通交者の制限、貿易額の上限設定、港湾・沿海での活動制限が実施された。これに対し、対馬を中心とする
日本側関係者は、偽名義の通交人派遣、密貿易など、朝鮮側の規制をかいくぐって活動範囲を押し広げ、朝
鮮半島南岸地域に中央権力が想定、歓迎しない形の交流状況を生み出し、地域の論理と国家の論理の間に相

【シンポジウム】

33The Annual Report, Research Center for Korean Studies 2023



克を生じていた。
第一部では「現場の論理」として、朝鮮半島南岸における現場の状況を、日本側、朝鮮側双方の視点から
とりあげた。関周一氏は、朝鮮沿海における日本漁民の進出問題をとりあげ、対馬本島での漁法との違いか
ら、対馬島外の漁民が含まれていた可能性を指摘した。ついで李泰勲氏は、朝鮮南岸における倭人居留地の
形成過程、および朝鮮・対馬側の権力によるその管理統制と、これをめぐる双方の駆け引きについて論じた。
第二部では「外からの視点」として、現場から離れたところにある日朝の権力者にとっての状況像をとり
あげた。木村拓氏は、朝鮮王朝が対日関係の窓口・媒介者とする対馬を外（日本）なる存在と認識しつつも、
自らの政治的秩序の外縁を構成する要素として位置づけた論理の構図を論じた。九州大学の伊藤幸司氏は、
美濃の領主土岐氏による朝鮮への大蔵経求請をとりあげ、朝鮮との独自通交を展開できた対馬海峡近接地域
とは異なり、遠隔地の地域権力にとって、中央政府（室町幕府）以外には朝鮮通交のパイプが存在しなかっ
たことを論じた。
総合討論では、荒木和憲氏より各報告の状況理解、使用概念等に関する詳細なコメントがあり、その後フ
ロア参加者との質疑応答をおこなった。非常に白熱した討論が行われ、予定時間を大幅に超過して閉幕した。
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2021年7月26日

「音の世界と沈黙の世界のあいだで」

2021年７月26日（月）、九州大学伊都キャンパスイーストゾーンE-B-112にて、イギル・ボラ氏の講演会「音
の世界と沈黙の世界のあいだで」を開催した。
イギル・ボラ氏は映画監督・作家であり、アクティビストという肩書も持つ。現在、韓国で最も注目され

ている若手文化人のひとりである。〈ろう者〉の両親のもとに生まれ育ったいわゆる CODAでもあり、本講
演会では、自伝的著作『きらめく拍手の音』をベースに、CODAとしての生や〈ろう文化〉などをめぐって、
幅広いお話が展開された。
なお、本イベントは、日本におけるイギル・ボラ氏初の講演会となった。

＊題　目：音の世界と沈黙の世界のあいだで
＊講演者：イギル・ボラ氏（映画監督 /作家）
＊司会・討論：辻󠄀野裕紀（大学院言語文化研究院 准教授・韓国研究センター）
＊後　援：韓国国際交流財団

• イギル・ボラ氏プロフィール

1990 年、韓国生まれ。映画監督、作家。ろう者である両親のもとで生まれ育ち、ストーリー・テラーとして
活動する。17 歳で高校中退、東南アジアを旅した後、韓国芸術総合学校、Netherlands Film Academy に学ぶ。
映画学修士。主な映像作品に、中編ドキュメンタリー映画『ロードスクーラー』（2008）、長編ドキュメンタリー
映画『きらめく拍手の音』（2014）、『記憶の戦争 -Untold』（2020）、著書に、『道は学校だ』（2009）、『ロード
スクーラー』（2009）、『私たちはコーダです』（2019）、『やってみなけりゃわからない』（2020）などがある。
2020 年 12 月にリトルモアから刊行された『きらめく拍手の音』の邦訳（矢澤浩子訳）は現在日本語で読める
唯一のイギル・ボラ氏の著作。

【講演会】
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2021年８月８日

「第２回 現代韓国映画祭 in SAGA」

韓国研究センターは、2021年８月８日に共催企画として「第２回現代韓国映画祭 in SAGA」を開催した。
＊日　時：2021年８月８日（日）
＊会　場：アバンセホール（300席中100席を使用）
＊主　催：現代韓国映画祭 in SAGA　実行委員会
　　　　　（佐賀女子短期大学 現代韓国文化研究センター）
＊共　催：九州大学韓国研究センター
＊後　援：韓国国際交流財団、佐賀県名護屋城博物館、東義大学東アジア研究所

《スケジュールと上映作品》
〇第１部：『焼肉ドラゴン』（2018年公開、126分　芸術選奨文部科学大臣賞）
〇シネマトーク
　―移動する韓国社会と韓国映画をめぐって―　（15：15～15：50）
　波潟　剛（九州大学 韓国研究センター）
　西谷　郁（西南学院大学 アジア映画研究）
　申　明直（熊本学園大学 東アジア学科）
　長澤雅春（佐賀女子短期大学 現代韓国文化研究センター）
〇第２部：『国際市場で逢いましょう』（2015年公開、127分）

＊概　要：…共同研究プロジェクトのテーマに基づき、祖国を離れ異郷の地で暮らすことになった韓国人の
生活と家族の歴史に焦点を当てた２作品を上映した。また、１部と２部の間には、会場と登壇
者をオンラインでつなぎ、「移動する韓国社会と韓国映画」というテーマの下、『焼肉ドラゴン』
から見る〈在日の家族〉、『国際市場で逢いましょう』における〈朝鮮半島の家族〉、韓国映画
の現代的思想性等について、来場者向けの解説を兼ねたトークイベントを開催した。

【映画祭】
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＊日　　時：2021年８月30日（月）
＊開催方法：オンライン（Zoom）
＊共　　催：九州大学韓国研究センター、九州韓国研究者フォーラム
＊後　　援：韓国国際交流財団

第１報告
出水　薫（九州大学法学研究院 教授・九州大学韓国研究センター複担教員）
・「韓国科学技術政策の現状」

本報告では、韓国の科学技術政策の歴史的な経緯、また現在進行中の第４次科学技術計画に焦点を当てて、
現状と今後の課題について検討した。金大中政権以前は、「軍事的緊張」と「開発（経済成長）」路線と並行
して進められていた科学技術政策であるが、金大中政権以降科学技術基本計画が策定・実施されるように
なった。基本的に政権ごとに基本計画が策定され国際評価も向上しているが、今後は社会情勢を視野に入れ
た基本政策の策定が課題になると指摘した。

第２報告
山口祐香（九州大学アジア・オセアニア研究教育機構 学術研究員）
・「『朝鮮通信使』と戦後日本社会：在日朝鮮人歴史家・辛基秀の歴史実践」

本報告では、「在日朝鮮人史研究」「戦後日本市民社会史」の観点から、様々な「境界」を越えようとした
人々の「歴史実践」を描こうとした。特に、在日朝鮮人歴史家である辛基秀に着目し、「日本人と朝鮮人、
アカデミアと非アカデミア、マジョリティとマイノリティ、中央と地方などといった「境界」が内在する社
会構造の中で、その周縁に位置づけられている人々、あるいはそのような人々に共感し連帯しようとする人々
が、自らの足もとから歴史と社会の見方を問い直す中で、既存の「境界」を相対化し、乗り越えようとした
試み」を報告した。

2021年8月30日

「第97回 定例研究会」

【定例研究会】
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＊日　時：2021年10月８日（土）
＊会場・開催方法：博多バスターミナル第３ホール /オンライン（Zoom）
＊共　催：九州大学韓国研究センター、九州韓国研究者フォーラム
＊後　援：韓国国際交流財団

第１報告
ジョン・ハナ（福岡県地方自治研究所研究員）
・「実効性ある感情労働者権利保護法制の構築を目指して：ソウル市の事例を中心に」

本報告では、第３の労働形態と呼ばれる「感情労働」に従事する労働者の権利保護に関するソウル市の条
例、また「感情労働者保護法」と呼ばれる一連の法制度について検討した。感情労働者を保護する条例はま
ずソウル市にて制定され、その後全国の自治体でも制定されるようになった。しかし、実効性確保の問題や
対象者が限定されているなどの課題が指摘されている。「感情労働者保護法」も同様の課題を抱えており、
現在まで改正が続けられている。そして、このような韓国の実践は日本における法制化に一定の示唆を与え
るものと指摘された。

第２報告
金田達依（西日本新聞社記者）
・「コロナ禍の韓国生活」

本報告では、コロナ禍の 2020 年４月～ 2021 年３月までの釜山駐在記者としての経験が韓国のコロナ対策
や個人の経験を交えながら報告された。日本とは異なる政策、実情などが詳細に報告され、メディアの報道
からだけでは知ることのできない韓国の実情が報告された。地域経済活性化の試みとして地域貨幣が導入さ
れたものの、財源確保問題で一時利用停止となったことなども紹介された。また、コロナ禍でトロット（韓
国演歌）が大ブームになり、コロナ禍での苦しみがこのようなブームを巻き起こしたのではないかとの指摘
がされた。

2021年10月８日

「第98回 定例研究会」

【定例研究会】
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2021年11月1日

「朝鮮近代文学と日本留学」

2020年に引き続き朝鮮近代文学をご専門にされている波田野節子先生（新潟県立大学名誉教授 /本学韓国
研究センター学術共同研究員）にオンラインで朝鮮近代文学の父と称される李光洙の青年期における日本留
学体験を中心とする内容にてご講演をお願いいした。

＊テ ー マ：「朝鮮近代文学と日本留学」
＊講 演 者：波田野節子 先生（新潟県立大学 名誉教授）
＊日　　時：令和３（2021）年11月１日（月曜）16：50～18：10
＊開催形式：オンライン

【講演会】
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2021年11月12日〜11月14日

「2021日韓市民100人未来対話」

2021年11月12日（金）から11月14日（日）にかけて、「2021日韓市民100人未来対話」（主催：韓国国際交
流財団、ソウル大学校日本研究所、早稲田大学韓国学研究所）がオンラインで開催され、本センターからは、
深川博史センター長・教授（経済学）と辻󠄀野裕紀准教授（言語学）が参加した。
本行事は、「日韓両国の学界専門家と様々な分野のNGO、一般市民が参加し、東北アジアの情勢変化に沿っ

た共通の関心と懸案をテーマとして創意的な解決策を共に模索することで、お互いに対する理解の幅を広げ
る未来志向的な日韓関係発展のための堅固な基盤を作り上げる」ことを目的としたもので、今回で第５回目
を迎えた。
2021年のテーマは「日韓市民がともに作り上げる未来ビジョン」で、以下のような日程で行われた。

● 11 月 12 日（金）
開会式（開会の辞、主題発表、公演、自己紹介など）

● 11 月 13 日（土）
分科セッション１
… ・「市民が考える平和：日韓・東アジア・世界平和」
分科セッション２
… ・「共通の課題：少子高齢化、ジェンダー・世代・多文化社会」
分科セッション３
… ・「生活安全と環境：気候変動、感染病パンデミックと日韓境界の日常」
分科セッション４
… ・「社会文化協力：草の根交流、文化交流、自治体交流」

● 11 月 14 日（日）
総合討論

【イベント参加】
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＊日　時：2021年12月４日（土）
＊会場・開催方法：博多バスターミナル第２ホール /オンライン（Zoom）
＊共　催：九州大学韓国研究センター、九州韓国研究者フォーラム
＊後　援：韓国国際交流財団

第１報告
蔣　允杰（韓国学中央研究院研究員）
・「近代福岡の朝鮮移住」

本報告では、朝鮮植民地化の過程をヒトとモノの移動から把握することを目的として、釜山における福岡
からの「移住者」と水産資源の移動について検討した。福岡県の移住政策と香椎源太郎や太田種次郎などの
キーパーソンの動向に着目して、移住者数の変遷や補助金の推移、また具体的な移住先を整理し、福岡から
の移住者の目的は生活のための移住でありながらも、日本政府や福岡県などの行政による政策が現地浸透を
促進させたと指摘した。

第２報告
鄭　敬娥（大分大学教育学部　教授）
・…「『東アジア休戦体制』と日韓歴史認識問題の交錯：サンフランシスコ平和条約と『1965年体制』の関係
を中心に」

本報告は、戦後の日韓歴史問題対立の起源を「サンフランシスコ平和条約」と位置づけ、それが「日韓請
求権協定」にどう影響したのかを明らかにした。また、今日の日韓歴史認識対立の核をなす、植民地占領の
合法性 /違法性、請求権問題の解決 /継続という問題に関する新たな議論を分析し、その意味を考えること
を目的とした。報告のなかで、日韓両国の国内情勢の変化が指摘されるとともに「1965 年体制」の動揺 /
崩壊ともいえる状況が見受けられるのではないかという問題提起がなされた。

2021年12月4日

「第99回 定例研究会」

【定例研究会】
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2022年2月7日

「第二次安倍政権以降の『戦略的対外発信』について」

本センターは、2022年２月７日に「第二次安倍政権以降の『戦略的対外発信』について」という題目でオ
ンライン講演会を開催した。

＊日　　時：令和４（2022）年２月７日　午後４時40分～６時
＊開催方法：オンライン
＊講演題目：第二次安倍政権以降の『戦略的対外発信』について
＊講　　師：内閣官房領土・主権対策企画調整室 企画官　斎藤康平氏
 

聴講者は基幹教育・フロンティア科目である「韓国・朝鮮研究の最前線Ⅱ」の受講生を中心とする学生さ
んたちであった。
斎藤先生は、平成10（1998）年４月に外務省入省後、政務官秘書官などを歴任されたあと日本国際問題研
究所の特別研究員を経て、現在は内閣官房領土・主権対策企画調整室に企画官としてご在職中である。
講演では領土問題に関する日本政府の広報活動に関する最新の状況を分かりやすく解説していただくとと
もに、その歴史的な背景にまで踏み込んだ興味深い内容にてお話をしていただいた。
参加した学生さんたちからもオンライン式講演の特性を活かして、チャット機能などを使って熱心な質問
が出され、それに対する斎藤先生の真摯なお応えが行われた。

【講演会】
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＊日　時：2022年２月19日（土）13時30分～17時50分
＊会場・開催方法：九州大学西新プラザ /オンライン（Zoom）
＊共　催：九州大学韓国研究センター、九州韓国研究者フォーラム
＊後　援：韓国国際交流財団

第１報告
鄭　敬娥（大分大学教育学部　教授）
・「ポスト冷戦期における日韓歴史認識問題と『1965年体制』の動揺」

本報告では、日韓歴史認識問題の発生原因に関する、韓国の「民主化」と日本の「右傾化」という説明の
限界について、東アジアにおける構造変動の側面から検討した。南北、米朝会談により日米韓三角安保協力
が南北米（中）による平和協力枠組みへと変化する過程で、日韓歴史認識をめぐる対立が先鋭化することに
よって、「1965 年体制」の限界が露呈しており、日本は、朝鮮半島平和プロセスに向けた長期的ビジョンの
中で積極的に自国の役割を見出し、短期的な妥協点を模索していく必要がある。

第２報告
崔　慶原（常葉大学外国語学部　准教授）
・「日韓関係の変容：新しい関係の構築は可能か」

本報告では、2018 年以降の日韓関係を司法・経済・外交の 3つの視点から考察した。2018 年の徴用工に
関する大法院判決は、「1965 年体制への挑戦」と位置づけられるが、司法による解決ではなく仲裁委員会に
よる解決が提案可能である。歴史認識問題と貿易、安全保障がリンケージすることにより、問題の解決はよ
り一層複雑化しており、米国と中国による、「外交と抑止の利益共有」を念頭においた戦略的な連携強化の
必要性がある。

第３報告
韓　惠仁（アジア平和と歴史研究所研究委員）
・「隠蔽と誤解の桎梏 :日韓歴史認識運動の到達点と限界」

本報告では、日韓の歴史認識問題が隠蔽と誤解により一層悪化したという認識のもとに、用語の使い方の
変遷、歴史認識問題への日韓の市民運動の関わり方、韓国政府の戦後処理政策などを検討した。日韓の歴史
認識問題は日韓の問題だけではなく帝国と被植民地の問題であり、錯綜する歴史認識自体を明らかにするこ
とが今後の課題であることが指摘された。

2022年2月19日

「第100回 定例研究会」

【定例研究会】
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2022年3月19日

「映画『記憶の戦争』上映会＆トークイベント」

2022年３月19日（土）、九州大学西新プラザにて、映画『記憶の戦争』（イギル・ボラ監督）の上映会（第
１部）とトークイベント（第２部）が開催された。

＊日　時：2022年３月19日（土）14時～17時
＊第１部：映画『記憶の戦争』上映
＊第２部：イギル・ボラ×平井一臣（司会：辻󠄀野裕紀）
＊会　場：九州大学西新プラザ大会議室

イギル・ボラ監督は、韓国出身の映画監督、作家であり、現在、韓国で最も注目を浴びている若手文化人
のひとりである。2021年にも、本センター主催のイギル監督の講演会（於九州大学伊都キャンパス、2021年
７月）や、監督と辻󠄀野裕紀准教授（韓国研究センター）との対談（於 KBCシネマ、2021年８月）が行なわれ、
その際の主題は『きらめく拍手の音』という、監督のろう者の両親や CODAとしての生を描出した自伝的
著作およびドキュメンタリー映画であった。
翻って、今回上映した『記憶の戦争』は、ベトナム戦争における韓国軍民間人虐殺を題材にしたものであ
る。ゲストとして、イギル・ボラ監督のほか、政治学者の平井一臣先生（鹿児島大学教授）もお招きし、「ベ
トナム戦争と韓国」を主軸とした、おふたりの興味深い対談が展開された。九州初上映ということもあって、
多くの方々にご来場いただき、好評を博したイベントとなった。

• イギル・ボラ氏プロフィール

1990 年、韓国生まれ。映画監督、作家。韓国芸術総合学校、Netherlands Film Academy に学ぶ。映画学修士。
映像作品に、『記憶の戦争』（2020 年）のほか、『ロードスクーラー』（2008 年）、『きらめく拍手の音』（2014 年）
など。著書に、『道は学校だ』（2009 年）、『ロードスクーラー』（2009 年）、『きらめく拍手の音』（2015 年）、『やっ
てみなけりゃわからない』（2020 年）など。

• 平井一臣（ひらい・かずおみ）氏プロフィール

1958 年生まれ。鹿児島大学教授。専門は政治史・地域政治。九州大学大学院法学研究科博士後期課程政治専
攻単位取得退学。博士（法学）。著書に『ベ平連とその時代：身ぶりとしての政治』（有志舎、2020 年）など。
本映画のテーマと大きく関わる『ベトナム戦争と韓国、そして 1968』（コ・ギョンテ著、人文書院、2021 年）
の筆頭訳者でもある。

【上映会＆トークイベント】
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なお、当日の模様は、2022 年 5 月 13 日（金）の NHK福岡「ロクいち！福岡」内にて、イギル・ボラ監
督のインタビューと共に紹介された。
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第２部

2022 年度
韓国研究センター活動





2022年6月17日

「映画のような21年のストーリー in 韓国」

本センターは2022年６月17日（金）に、藤本信介氏（映画助監督）のオンライン講演会「映画のような21
年のストーリー in 韓国」（主催：九州大学韓国研究センター、後援：韓国国際交流財団）を開催した。

＊題　目：映画のような21年のストーリー in 韓国
＊講演者：藤本信介（映画助監督）
＊司　会：辻󠄀野裕紀（韓国研究センター副センター長・大学院言語文化研究院 准教授）
＊日　時：2022年６月17日（金）16：30～18：00
＊後　援：韓国国際交流財団

藤本信介氏は、2003年に韓国に渡り、韓国映画界で約20年もの長きにわたってご活躍をされている稀有な
日本人である。これまでパク・チャヌク監督の『お嬢さん』や石井裕也監督の『アジアの天使』など、韓国
映画や日韓合作映画の助監督として、あまたの作品制作に関わってきた。最近では、2022年のカンヌ国際映
画祭で最優秀男優賞とエキュメニカル審査員賞の２冠を達成した『ベイビー・ブローカー』の助監督を務め
られており、とりわけ注目を浴びている。本講演会では、藤本さんのこれまでの半生と、現場の第一線にお
られるからこそ知り得る韓国映画事情やその魅力について、詳しいお話を伺うことができた。

• 藤本信介（ふじもと・しんすけ）氏プロフィール

1979 年金沢生まれ。2001 年、富山大学在学中に韓国国民大学に交換留学生として留学。留学中、韓国映画に
魅了され、2003 年に再び渡韓し韓国映画界に飛び込む。その後、韓国映画・日韓合作映画の助監督として多
数の映画製作に携わる。
参加した作品には『お嬢さん』（パク・チャヌク監督）、『悲夢』（キム・ギドク監督）、『マイウェイ 12,000 キ
ロの真実』（カン・ジェギュ監督）、『裸足の夢』（キム・テギュン監督）、『蝶の眠り』（チョン・ジェウン監督）、

『美しき野獣』（キム・ソンス監督）、『ノーボーイズ・ノークライ』（キム・ヨンナム監督）、『道〜白磁の人』（高
橋伴明監督）、『アイアムアヒーロー』（佐藤信介監督）、『ベイビー・ブローカー』（是枝裕和監督）など。最近は、
YouTube チャンネル신개놀자 TV でも活躍中。

【講演会】
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2022年7月1日

「小倉進平の遺産」

2022年７月１日（金）に本センターの主催で、福井玲先生（東京大学大学院教授）の講演会「小倉進平の
遺産」を開催した。

＊題　目：「小倉進平の遺産」
＊講演者：福井　玲先生（東京大学大学院人文社会系研究科 教授）
＊日　時：2022年７月１日（金）16時40分～18時10分
＊場　所：九州大学伊都キャンパスイースト１号館 E-A-117
＊司　会：辻󠄀野裕紀（韓国研究センター副センター長・大学院言語文化研究院 准教授）
＊後　援：韓国国際交流財団

福井玲先生は、韓国語（朝鮮語）の歴史的研究、音韻論・音声学、方言学、書誌学などを専門とする、日
本の韓国語学の泰斗である。
今回のご講演では、「小倉進平の遺産」という演題のもと、韓国語研究の礎を作った言語学者・小倉進平

（1882-1944）を中心に据えつつ、大槻文彦や上田万年、金沢庄三郎といった碩学のエピソードから、韓国語史、
韓国語方言学、文献学的な話題に至るまで、広範にして奥行のあるお話が展開され、たいへん実りある時間
となった。

• 福井　玲（ふくい・れい）氏プロフィール

1957 年岐阜県生まれ。東京大学文学部言語学科卒業、東京大学大学院博士課程満期退学。現在、東京大学大
学院人文社会系研究科教授。専門は、言語学、韓国語学。著書に『韓国語音韻史の探究』（三省堂、2013 年）、
訳書に『世界音声記号辞典』（共訳、三省堂、2003 年）、その他論文多数。

【講演会】
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2022年8月30日

「九州大学韓国研究センター叢書 第４巻 発刊」

2022年８月、九州大学韓国研究センター叢書第４巻が九州大学出版会より発刊された。

九州大学韓国研究センター叢書　第４巻

『日韓における外国人労働者の受入れ　制度改革と農業分野の対応』

［編　著］

深川博史（九州大学名誉教授・東海大学文理融合学部教授）
水野敦子（九州大学大学院経済学研究院准教授）

九州大学出版会 

内容紹介
日韓両国は、少子高齢化に伴う生産年齢人口比率の低下などにより労働力不足に直面し、外国人労働者の

受入れが増加している。受入れ拡大のための制度改革が進められてきたが、外国人労働者の増加に伴い処遇
改善などが課題となっている。特に、他産業に比べて高齢化と労働力不足が顕著な農業では、外国人労働者
への依存と受入れ継続への切迫感が強い。
本書は日韓共通の課題である外国人労働者の受入れに関し、主に政治経済学の視点から考察するものであ

る。第Ⅰ部では、受入れ制度改革の現状と問題点について、それぞれの専門家の視点から論じた。第Ⅱ部は、
農業分野に焦点を絞り、外国人労働者への依存の現状と課題を検討している。
新型コロナウイルス感染症の拡大によって、外国人労働者に依存する経営は困難に直面した。コロナ後を

見据え、在留期間長期化などの見直しが進められるなか、外国人労働者と協働する社会の構築に向けて、課
題と克服の過程を隣国の経験から学ぶ好機にある。

目　　次
序言
総論　　　日韓における外国人労働者受入れの現状と課題（深川博史・水野敦子）
第Ⅰ部　　日韓両国の外国人労働者受入れ制度の比較
　第１章　日韓の外国人労働者受入れの経過と現状（佐野 孝治）
　第２章　…韓国における雇用許可制の実態と日本への示唆：「フロントドア」からの受入れでもみられる

ブローカー、入国前借金、厳しい労働環境（加藤　真）
　第３章　特定技能制度と雇用許可制の比較：労働市場補完性と需給システムを中心に（宣　元錫）

【叢書発刊】
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　第４章　韓国の移住民と社会統合：農業移住民と結婚移民を中心に（申　明直）
　第５章　非熟練外国人労働者の受入れと韓国語教育（春木育美）
第Ⅱ部　　日韓農業における外国人労働者の受入れ
　第６章　韓国の農業における外国人労働者の雇用に関する考察（高安雄一）
　第７章　…韓国農業における労働力需要の季節的変動への対応：外国人の短期雇用を中心として
　　　　　（深川博史）
　第８章　日本農業及び食品工業における外国人労働者の現状（甲斐　諭）
　第９章　日本の農業分野における外国人労働者の受入れ：熊本県阿蘇農業の繁閑差への対応（水野 敦子）
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2022年8月30日

「九州大学韓国研究センター叢書 第５巻 発刊」

2022年８月、九州大学韓国研究センター叢書第５巻が九州大学出版会より発刊された。

九州大学韓国研究センター叢書　第５巻

『日韓の交流と共生　多様性の過去・現在・未来』

［編］

森平雅彦（九州大学大学院人文科学研究院教授）
辻野裕紀（九州大学大学院言語文化研究院准教授）
波潟　剛（九州大学大学院比較社会文化研究院教授）
元兼正浩（九州大学大学院人間環境学研究院教授）

九州大学出版会 

内容紹介
グローバル化の進展は、国家・地域間において相互理解を深める機会を提供する一方で、相互の摩擦や衝

突を生み出す原因ともなっている。日韓関係も例外ではなく、大衆レベルでの往来が活発化する一方で、双
方の社会が内包する価値観の差異にも起因する壁が、むしろ顕在化した面もある。そのような現実を乗り越
えるためには、過去そして現在の多様な現場で、様々な課題を抱えるなか、むしろ不協和音が存在するから
こそ、交流と共生への努力が不断に続けられてきたことに注目する必要がある。以上が本書を貫く主題であ
る。
第１部「つながる、交わる：対馬海峡沿岸社会における中近世の現場」では、近代国家の線引きが生まれ

る以前の相互交流について、中世（15・16世紀）の事象を中心に論じる。そこでは対馬海峡沿岸の生活者が
交流の主な担い手となり、地域の論理がときに国家の論理を凌駕する状況すら生まれた。具体的には、朝鮮
半島沿岸における日本人海民の漁撈活動や、そこに形成された日本人町、海域の交流現場に対する双方の中
央社会の目線、ヒトやモノの行き来を物理的に支えた船舶の動きについてみていく。
第２部「出会う、伝え合う：学びの現場」では現代の教育交流に注目し、在日コリアンの民族教育のため

に設置された韓国研究院が、広く韓国文化の発信窓口・交流窓口として役割を変化させる様相、韓国政府が
進める韓国語海外普及事業に関する「現地主義」の視点からの考察、日韓の大学生が相互訪問を通じて協働
学習に取り組んだアジア太平洋カレッジの試みを紹介する。
第３部「ことばを超える、国を越える：相互理解の現場」では、言論・表現をめぐる問題を論じる。具体

的には、ヘイトスピーチに関する当事者にして法曹人という立場からのメッセージ、在日コリアン作家の文

【叢書発刊】
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学作品から得られる「気づき」、中国朝鮮族の映画監督チャン・リュルの国・民族の枠を越えた作品世界、
フランスで活躍する韓国人作家グカ・ハンの「母語ではない言語」による創作がテーマとなるが、ここでは
「越境」がキーワードとなる。

目　　次
刊行にあたって
第１部　　つながる、交わる：対馬海峡沿岸社会における中近世の現場
　第１章　中世対馬の海民と日朝交流（関　周一）
　第２章　朝鮮三浦の倭人町形成と管理体制（李　泰勲）
　第３章　朝鮮王朝の二つの対馬認識：15世紀後半を中心として（木村　拓）
　第４章　美濃土岐氏による大蔵経請来と朝鮮：西日本以外の地域権力と朝鮮（伊藤幸司）
　第５章　航海からみた中世日朝交流：日本船の往来を事例として（荒木和憲）
　第６章　通信使船が対馬海峡を渡るとき（森平雅彦）
　附論１　近代釜山における在朝日本人の水産業経営：日本の朝鮮移住政策との関係から（蔣　允杰）
第２部　　出会う、伝え合う：学びの現場
　第７章　日本における韓国教育院の役割変容（佐々木正徳）
　第８章　対外言語普及と「現地主義」アプローチ（樋口謙一郎）
　第９章　アジア太平洋カレッジの挑戦：PBL/TBLで学び合う国際共同教育プログラムの構築（崔　慶原）
第３部　　ことばを超える、国を超える：相互理解の現場
　第10章　…日本のヘイトと在日コリアンとしての生：ヘイトクライム、ヘイトスピーチのない社会をめざ

して（具　良鈺）
　第11章　在日コリアン文学の現在（波潟　剛）
　第12章　ディアスポラと労働・工作の表象：2014年以後のチャン・リュル映画についての一考察
　　　　　（西谷　郁）
　第13章　母語でない言語で書くということ：言語の重さと速度、そして距離（グカ・ハン）
　附論２　《対談》フランス語のほうへ /から：母語として存在しない〈物語〉をめぐるダイアローグ
　　　　　（グカ・ハン×辻󠄀野裕紀）
あとがき
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＊日　時：2022年９月20日（火）
＊会　場・開催方法：Bizcoli Meeting Room AB / オンライン（Zoom）
＊共　催：九州大学韓国研究センター、九州韓国研究者フォーラム
＊後　援：韓国国際交流財団

第１報告
神谷　毅（朝日新聞記者 /経済担当部長）
・「競争とストレスと私：『合わせ鏡』で見つめる日韓」

本報告では、報告者の 2019 年４月から 2022 年４月までのソウル滞在時の記事などを中心に急速に進む韓
国社会の変化とその背景を検討した。政治、経済、社会問題、さらには大統領選挙で明らかになった韓国国
民の分断・対立についても記者の視点からの指摘があった。また、徴用工判決、「ホワイト国」問題、GSO-

MIA、慰安婦判決など日韓間の懸案についても当時の現地の様子や取材を通じた分析が行われた。

第２報告
平井一臣（鹿児島大学法文学部 教授）
・「70年代日韓市民連帯運動の諸相」

本報告では、これまで知識人中心かつ個別の運動単位での研究が中心であった 70 年代の日韓市民連帯運
動について、知識人以外の人々がどのような動機で運動に参入し、運動を通してどのような意識変容を遂げ
たのか、また運動体自体がどのような特徴を持っていたのかに焦点を当てて検討された。『七・四通信』な
どを手がかりに、日韓連帯運動の困難性、限定された連帯の回路について触れ、キリスト教関係者の役割が
重要であったと指摘した。

2022年9月20日

「第101回 定例研究会」

【定例研究会】

59The Annual Report, Research Center for Korean Studies 2023



本センターは農学部附属演習林・大学文書館と共同により、ソウル大学校農業生命科学大学（学術林）と
の間で「The Role and Responsibility of Experimental Forests in the post COVID 19 era.」と題した第３回
SNU-KYUSHU JOINT SYMPOSIUMの分科セッションを2022年９月23日（金）の午後に開催した。

＊セッションテーマ：
　「Role and Function of University Forests： past, present and future」
＊日時：2022年９月23日（金）13：00～17：30
＊セッションオーガナイザー：
　・Prof. Kyu-Suk Kang 

　　（Dept. of Agriculture, Forestry and Bioresources, College of Agriculture and Life Sciences, SNU）
　・永島広紀　教授（九州大学韓国研究センター）
　・古賀信也　教授（農学研究院、九州大学韓国研究センター）
　・藤岡健太郎　教授（大学文書館）

2022年9月23日

「The Role and Responsibility of Experimental 
Forests in the post COVID 19 era.」

（第３回 SNU-KYUSHU JOINT SYMPOSIUM 分科セッション）

【シンポジウム】
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2022年11月11日〜11月13日

「2022日韓市民100人未来対話」

2022年11月11日（金）から11月13日（日）にかけて、「2022日韓市民100人未来対話」（主催：韓国国際交
流財団、ソウル大学校日本研究所、早稲田大学韓国学研究所）が静岡県で開催された。本センターも日本側
の協力大学として名を連ねており、元兼正浩センター長・教授（教育学）と辻󠄀野裕紀副センター長・准教授
（言語学）が参加した。
本行事は、「日韓両国の専門家、学者、NGO、一般市民が幅広く参加し、最近の北東アジアの環境変化お

よび両国が直面している共同懸案について、共に解決策を模索する」場であり、今回で第６回目を迎えた。
2022年のテーマは「日韓市民が共に作り上げていく東アジア平和共同体」で、以下のような日程で行われた。

● 11 月 11 日（金）
歓迎晩餐会など（グランディエール ブケトーカイ）

● 11 月 12 日（土）
開会式、特別講演など（ホテルグランヒルズ静岡）
分科別討論（ツインメッセ静岡）
　分科セッション１「北東アジアの平和のための日韓市民の役割」
　分科セッション２「カーボンニュートラル社会のための日韓市民連帯」
　分科セッション３「ジェンダー平等社会のための日韓市民の努力と課題」
　分科セッション４「第４次産業革命と自治体における日韓交流」

● 11 月 14 日（日）
総合討論、閉会式など（ホテルアソシア静岡）
 

COVID-19の影響で2020年、2021年はオンライン開催であったが、今回は３年ぶりの念願の対面開催となり、
非常に建設的なディスカッションが活発に展開された。

【イベント参加】
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2022年11月19日

「JIBSN セミナー2022」

2022年11月19日（土）に、境界地域研究ネットワーク JAPAN（Japan International Border Studies Net-

work：JIBSN）セミナーが沖縄県・竹富庁舎（石垣市）で開催された。同ネットワークは「日本の各境界地
域の経験と交流をもとに、実務者と研究者との意見交換の場として機能し、このネットワークを通じて、境
界地域を活性化する様々なアイデアやプランが生み出されることが期待されている。またネットワークは日
本国内の内向き議論に終始せず、隣接する諸外国や欧米の境界地域研究ネットワークと広く接合し相互に緊
密に協力しあうことで、大きな視野での問題解決や地域発展に寄与することをも構想」（JIBSNホームペー
ジより）しており、本センターも以前より加盟機関として名を連ねてきた。
2022年のテーマは「危機のなかの境界地域」で、以下の内容で行われた。ロシアのウクライナ侵攻など緊

張する国際情勢やコロナ禍が島嶼部に与えた影響など、ボーダー地域の各首長が直面してきた課題や対応に
ついて報告があり、３年ぶりの対面開催で熱心な議論が交わされた。

11 月 19 日（土）
JIBSNセミナー2022　「危機のなかの境界地域」
●13：15　オープニング
　ご挨拶　前泊町長（竹富町長　 JIBSN代表幹事）
●13：30～15：30　「危機のなかの境界地域Ⅰ：激動する国際情勢」　
　司会：花松泰倫
　中山義隆（石垣市長）：特別ゲスト
　糸数健一（与那国町長）
　工藤　広（稚内市長）
　石橋直巳（根室市北方領土対策部長）
　比田勝尚喜（対馬市長）
●15：50～17：50　「危機のなかの境界地域Ⅱ：コロナ禍と社会の変貌」
　司会：高田喜博
　渋谷正昭（小笠原村長）
　前泊正人（竹富町長）
　星　京子（標津副町長）＆西山一也（標津町企画政策課担当係長）
　遠藤伸樹（礼文町産業課長）（もしくは三上　歩　総務課企画係長）
　久保　実（五島副市長）
●17：50　クロージング

＊主　催：境界地域研究ネットワーク JAPAN（JIBSN）
＊共　催：北大スラブ・ユーラシア研究センター　NPO法人国境地域研究センター
　　　　　NIHU「東ユーラシア研究」北大拠点／竹富町
＊協　力：ボーダーツーリズム推進協議会

【セミナー参加】
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＊日　時：2022年12月17日（土）
＊会場・開催方法：Bizcoli Meeting Room AB / オンライン（Zoom）
＊共　催：九州大学韓国研究センター、九州韓国研究者フォーラム
＊後　援：韓国国際交流財団

第１報告
大和裕美子（九州共立大学 経済学部地域創造学科 准教授）
　―九州大学大学院 比較社会文化学府 国際社会文化専攻 博士課程
　―研究テーマ：追悼碑、非核自治体宣言、記憶、歴史、社会運動
・「追悼碑をめぐる問題─福岡県飯塚市無窮花堂を中心に」 

本報告は、追悼碑をめぐる軋轢問題について福岡県飯塚市の納骨堂型追悼碑「無窮花堂」を事例として取
り上げ、「無窮花堂」を批判する団体へのインタビューを通じて地域的要素との関連を考察することを目的
とする。2010 年前後のユネスコ登録をめぐる一連の過程を機に、地域社会のアイデンティティを確認し直
そうとする働きが広がる中で、「強制連行」という言葉が使われている碑文と「無窮花堂」の正当性に対し
ての再検討が要求されていることが明らかになった。 

第２報告
緒方義広（福岡大学 人文学部 東アジア地域言語学科 准教授）
　―延世大学校 社会科学大学 政治学科博士課程
　―研究テーマ：…李承晩、アイデンティティ・ポリティクス、国民国家、歴史認識、在日、日韓関係、朝

鮮半島
・「『反日』と『親日』の誤謬：韓国社会の日本認識をめぐる一考察」 

本報告では、最新のデータを通じて、日韓相互が持つ相手国への印象、国家体制のイメージ、関係改善の
ために必要な課題点、関係性などについて分析を行った。特に日本に関しては、韓国に対する深い考察が行
われていないまま、日韓の認識のギャップが広がっている点を整理した。その認識のギャップと関連して、
日本が「反日」と「親日」という言葉を安易に持ち込み、韓国の政権や日韓関係に関して語っている点につ
いても「“反日 ”と “親日 ”の誤謬」であると論じる。65 年体制の維持か、パラダイム・シフトの実現なの
かの岐路に立っていると指摘する。

2022年12月17日

「第102回 定例研究会」

【定例研究会】
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＊日　時：2023年２月16日（木）
＊会場・開催方法：みんなの貸会議室天神西通り北店701会議室 / オンライン（Zoom）
＊共　催：九州大学韓国研究センター、九州韓国研究者フォーラム
＊後　援：韓国国際交流財団

第１報告
西谷　郁（日本映像学会西部支部理事・西南学院大学 非常勤講師）
・「チャン・リュル作品におけるユン・ドンジュ　～詩とモンタージュ」

本報告では、これまでヴェネチア、カンヌ、ベルリンなど世界の映画祭で高く評価されてきたチャン・リュ
ル監督の作品に関する分析が行われた。東アジアという「空間」を全面に出しながら活動しているチャン監督
の作品の主要な要素及び映画を通じてあらわれる監督の語り方などについて、監督の生涯史的な軌跡を辿りな
がら、その背景と意味などが議論された。特に、本報告では、チャン監督の映画で繰り返して登場する尹東柱
（ユン・ドンジュ）の詩に対する分析やその位置付けなどが議論され、チャン監督の作品と韓国、そして福岡
とのつながりについて更に理解を深めることができた。本報告は、チャン監督の映画に関する学術的な分析だ
けでなく、長期間交流を続けてきた報告者だからこそ知り得た生々しい話までも聞くことができる、極めて貴
重で興味深い報告であった。

第２報告
木村　 幹（神戸大学国際協力研究科 教授）
・「『韓国』から何を学ぶか：ある地域研究者の試み」

本報告では、報告者自身の研究者として歩んできた道を紹介しながら、韓国を研究すること、特に「韓国」
を対象とする「地域研究」の意味及びその手法についての議論が行われた。日本と韓国両国の人々が有して
いる互いに対する観点と期待において、他の社会 /地域とは異なる基準が作動している特殊な現象を指摘し
ながら、それに対する批判的なアプローチが必要であることが提示された。それとともに、地域研究を遂行
するにあたって、アウトサイダーとしての役割 /視点の重要性など、地域研究者、特に韓国地域研究者にお
ける研究のアプローチと具体的な方法論に関しても示唆に富んだ議論が提供された。

2023年2月16日

「第103回 定例研究会」

【定例研究会】
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2023年3月7日

九州大学韓国研究センター×九州韓国研究者フォーラム
共同研究プロジェクト・キックオフシンポジウム

「『世界史』の中の韓国：その構造変動に関する総合的研究」

＊日　時：2023年３月７日（火）13：30～17：10
＊会　場：九州大学西新プラザ大会議室 A

＊共　催：九州大学韓国研究センター、九州韓国研究者フォーラム
＊後　援：韓国国際交流財団、駐福岡大韓民国総領事館

［プログラム］
13：00～13：30　受付
13：30～13：40　開会：元兼正浩（九州大学韓国研究センター長）
13：40～15：10　第１部　木宮正史（東京大学大学院総合文化研究科 教授）講演

激動する国際政治の中での韓国・朝鮮半島の軌跡と展望：
冷戦・分断下の体制劣勢・開発独裁から体制優位・先進民主主義国へ

　　　　　　　　・司　　会：元兼正浩（九州大学大学院人間環境学研究院 教授）
　　　　　　　　・コメント：出水　薫（九州大学大学院法学研究院 教授）
　　　　　　　　・質疑応答
15：10～15：25　休憩
15：25～16：55　第２部　斎藤真理子（翻訳家）講演

冷戦時代の肖像としての「密航の文学」

　　　　　　　　・司　　会：木村　貴（福岡女子大学国際文理学部 教授）
　　　　　　　　・コメント：辻󠄀野裕紀（九州大学大学院言語文化研究院 准教授）
　　　　　　　　・質疑応答
16：55～17：10　閉会：出水　薫（九州韓国研究者フォーラム 代表）

【シンポジウム】
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※講演者紹介

• 木宮正史（きみやただし）
東京大学大学院総合文化研究科・教授。
国際政治学・朝鮮半島問題が専門で、『日韓関係史』（岩波新書）、『国際
政治のなかの韓国現代史』（山川出版社）など著書多数。

• 斎藤真理子（さいとうまりこ）
翻訳家、ライター。
著書に『韓国文学の中心にあるもの』（イースト・プレス）、翻訳書に『ギ
リシャ語の時間』（ハン・ガン著、晶文社）、『82年生まれ、キム・ジヨン』
（チョ・ナムジュ著、筑摩書房）、『ディディの傘』（ファン・ジョンウン著、
亜紀書房）など多数。

本シンポジウムは、次年度以降、韓国国際交流財団の支援の下でおこなうセンターの次期共同研究のキッ
ク・オフシンポジウムという位置づけで開催した。対面のみ、平日の午後という開催条件にも関わらず50名
近くの参加者があり盛況であった。１部、２部のいずれも、今後の共同研究の可能性を予想させる充実した
内容であった。マスメディアも複数取材に訪れ、『西日本新聞』は翌々日の朝刊に記事を掲載した。
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2022年度韓国研究センター活動
2022年度
4月 1日	 	 第6代	韓国研究センター長に元兼正浩教授就任
4月 1日	 	 呉獨立学術研究員　採用
4月 7日	 	 第1回	韓国研究センター委員会（書回会議）
4月28日	 	 第2回	韓国研究センター委員会
6月15日	 	 第3回	韓国研究センター委員会
6月17日	 	 オンライン講演会「映画のような21年のストーリー	in	韓国」（講師：藤本信介氏）開催
7月 1日	 	 講演会「小倉進平の遺産」（講師：福井玲先生）開催
7月20日	 	 第15回	韓国研究センター研究戦略会議
8月30日	 	 韓国研究センター叢書第4巻・第５巻出版
9月20日	 	 第101回	定例研究会（共催 :	九州韓国研究者フォーラム）
9月22日	 	 第16回	韓国研究センター研究戦略会議
9月23日	 	 	「第3回ソウル大学とのジョイントシンポジウム」にて農学部附属演習林・大学文書館と共

同により、ソウル大学校農業生命科学大学（学術林）との間で「The	Role	and	Respon-
sibility	of	Experimental	Forests	in	the	post	COVID	19	era.」分科セッションを開催

10月18日	 	 第17回	韓国研究センター研究戦略会議
10月19日	 	 第4回	韓国研究センター委員会（書回会議）
11月11日	 	「2022日韓市民100人未来対話」にセンター関係教員が参加（〜11月13日）
11月19日	 	「JIBSNセミナー2022」に元兼正浩センター長がウェビナー参加
11月21日	 	 第18回	韓国研究センター研究戦略会議
12月 6日	 	 第5回	韓国研究センター委員会
12月17日	 	 第102回	定例研究会（共催 :	九州韓国研究者フォーラム）
1月31日	 	 第19回	韓国研究センター研究戦略会議
2月 7日	 	 外国人訪問研究員受入れ（梁炳賛、公州大学教育学科　教授）
2月16日	 	 第103回	定例研究会（共催 :	九州韓国研究者フォーラム）
3月 6日	 	 第6回	韓国研究センター委員会
3月 7日	 	 	九州大学韓国研究センター×九州韓国研究者フォーラム	共同研究プロジェクト・キックオ

フシンポジウム「『世界史』の中の韓国：その構造変動に関する総合的研究」（共催 :	九州
韓国研究者フォーラム）
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2022년도 한국연구센터 활동목록
2022년도

4월 1일  제6대 한국연구센터 센터장으로 모토카네 마사히로 교수 취임

4월 1일  학술연구원 채용 ( 오독립 박사 [ 사회과학 ])

4월 7일  제1회 한국연구센터위원회의 ( 서면회의 )

4월28일  제2회 한국연구센터위원회의

6월15일  제3회 한국연구센터위원회의

6월17일  온라인 강연회「영화 같은 21년간의 스토리 in 한국」( 강연자 : 후지모토 신스케 조감독 ) 개최

7월 1일  강연회「오구라 신페이의 유산」( 강연자 : 후쿠이 레이 교수 ) 개최

7월20일  제15회 한국연구센터 연구전략회의

8월30일  한국연구센터 총서 제4권 및 제5권 출간

9월20일  제101회 정례연구회 ( 공동개최 : 규슈한국연구자포럼 )

9월22일  제16회 한국연구센터 연구전략회의

9월23일   「제3회 서울대 - 규슈대 조인트심포지엄」에서 농학부부속연습림 / 대학문서관과 공동으로 서
울대 농업생명과학대학 ( 학술림 ) 과 「The Role and Responsibility of Experimental Forests in 
the post COVID 19 era.」분과 세션을 개최

10월18일  제17회 한국연구센터 연구전략회의
10월19일  제4회 한국연구센터위원회의 ( 서면회의 )
11월11일  「2022 한일 시민 100인 미래대화」에 센터 교원 참석 (~11월 13일 )
11월19일  「JIBSN 세미나2022」에 모토카네 마사히로 센터장 참가
11월21일  제18회 한국연구센터 연구전략회의

12월 6일  제5회 한국연구센터위원회의
12월17일  제102회 정례연구회 ( 공동개최 : 규슈한국연구자포럼 )

1월31일  제19회 한국연구센터 연구전략회의

2월 7일  외국인방문연구원 수용 ( 양병찬 , 공주대학교 교육학과 교수 )

2월16일  제103회 정례연구회 ( 공동개최 : 규슈한국연구자포럼 )

3월 6일  제6회 한국연구센터위원회의

3월 7일   규슈대학교 한국연구센터 × 규슈한국연구자포럼 공동연구 프로젝트 킥오프 심포지엄「『세계사』
속의 한국 : 구조변동에 관한 종합적 연구」개최 ( 공동개최 : 규슈한국연구자포럼 )
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韓国研究センター年報　投稿規程

１．投稿資格
…（1）…投稿者は、九州大学に在籍する韓国学研究者とする。
…（2）…上記以外の者で投稿を希望する場合は、事前に編集委員会の許可を得るものとする。

２．投稿条件
…（1）…原則として未公刊のものとする。
…（2）…投稿原稿に使用する言語は、原則として日本語もしくは英語とする。
…（3）…投稿にあたっては執筆要領を参照すること。
…（4）… …投稿者の母語以外の言語で書かれたものは、その言語の母語話者による校閲を経た上で投稿されなけ

ればならない。

３．投稿区分
…（1）… …研究論文
…（2）… …史料（資料）紹介
…（3）… …（1）および（2）に準ずるもの

４．原稿の査読
… 原稿の採否については編集委員会が決定する。

５．著作権
…（1）… …掲載論文等の著作権は執筆者に帰属する。
…（2）… …韓国研究センターはそれらの著作物をセンターのホームページで公開する権利を有する。
…（3）… …原則として掲載後１年間は、掲載された論文等の転載（他のウェブサイトへの転載も含む）を控える

こと。年報に掲載された論文等を執筆者が転載等の二次利用をする場合には、韓国研究センターに届
け出なければならない（様式自由、電子メールでも可）。

６．掲載された論文等の公開について
…（1）… …韓国研究センター年報は九州大学学術情報リポジトリに登録する。
…（2）… …年報に掲載された論文等は、韓国研究センターが必要とした場合、その他の媒体に転載することがある。

７．その他
… その他必要な事項については編集委員会で決定する。
… 以上
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執　筆　要　領

１．原稿の形式
… … 原稿はＭＳワードで作成し、完成原稿で提出する。

２．章立て
　… 章立ての記号は以下の通りとし、序章と終章にも番号をつける。

タイトル
… 名前（所属・職位）　　

… … １．○○
… … …（1）…△△
… … … … ①□□

… … 参考文献

… … 英文要旨

３．図表
… … 図、表ごとに「図１」「表１」と通し番号をつけ、出典を示す。

４．注の表記
　… 頁ごとに脚注をつけ、番号はアラビア数字で記入する。

５．言語
… … 日本語、または英語を用いるものとする。

６．要旨
… …… 日本語の場合は英文の標題および著者名、200単語程度の要旨を付する。また、英語で提出した場合も同
様とする。

７．字数
… … 日本語原稿は32000字以内とし、英文の場合は8000単語以内とする。
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韓国研究センター年報　編集委員会規程

（目的）
第１条　韓国研究センター年報の編集に関する事項を審議するために編集委員会（以下「委員会」）を置く。

（組織）
第２条　委員会は、次の者をもって構成する。
…（1）…韓国研究センター　センター長
…（2）…韓国研究センター　副センター長
…（3）…韓国研究センター　専任教員
…（4）…韓国研究センター　複担教員からセンター長が指名する数名。
…（5）…韓国研究センター年報　編集担当者（韓国研究センター学術研究員）

（委員長等）
第３条
…（1）…委員会に委員長および副委員長を置く。
…（2）…委員長には韓国研究センター長を充てる
…（3）…副委員長はセンター長の指名によるものとする。

（任期）
第４条　委員の任期は１年とする。ただし再任を妨げない。

（会議の招集）
第５条
…（1）…委員会は、委員長が召集し、議長となる。委員長に支障があるときは、副委員長が、これを代行する。
…（2）…委員長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求めることができる。

（審議事項）
第６条　委員会は韓国研究センター年報に関する次の事項を審議する。
…（1）…投稿に関すること
…（2）…作成、編集に関すること
…（3）…配布に関すること
…（4）…その他センター年報の編集発行に必要なこと

（発行）
第７条　韓国研究センター年報の発行は、原則として年１回とする。

（補足）
第８条…… この規程に定めるもののほか、委員会の運営及び韓国研究センター年報の発行に必要な事項は、別

に定める。
… 以　上
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