
韓国SSSV

　今回の韓国ツアーは、横浜国大生がソウルを訪れる

ショートビジット（SV）と、ソウル市立大学の学生を横浜

に迎えるショートステイ（SS）の双方向の形で行われた。

横浜国大からは人間文化課程の 4 名、ソウル市大からは

都市社会学科の 5 名が参加した。

韓国ショートビジット（SV）

 1月4日 訪韓

 1月5日 ● 須川英徳教授による講演
● 横浜国立大学の学生による日本紹介の
  プレゼンテーション
● 都市調査の打ち合わせ

 1月6日 フィールドワーク
（仁寺洞、北村韓屋マウル、景福宮、曹渓寺）

 1月7日 フィールドワーク
（明洞聖堂、大学路）

 1月8日 フィールドワーク
（仁寺洞、タプコル公園）

 1月9日 帰国

韓国ショートステイ（SS）

 1月16日 来日

 1月17日 フィールドワーク

 1月18日 ● 横浜国立大学でEASスタジオの授業参加
● ジャン・ウォンホ副教授による講演
● ソウル市立大学校の学生による
  プレゼンテーション

 1月19日 フィールドワーク

 1月20日 横浜国立大学の学生とフィールドワーク
（横浜駅、みなとみらい）

 1月21日 帰国
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韓流“ブーム”を超えて
前畑 早紀
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少し前から、日本では韓流ブームが起こっている。

音楽のヒットチャートにK-POPのアーティストが含ま

れるようになり、韓国ドラマを見る人が増え、韓国旅

行やツアーの数が増えたような印象がある。そのよ

うなブームに乗って、以前よりも韓国に対して興味を

持った日本人は増えた。

しかし、そのようなブームは韓国の文化の一面、す

なわち娯楽的な要素を強調しすぎているような気が

する。ただブームに乗るだけでは韓国の一面しか知

らないまま、実際の韓国人の生活習慣や考え方を知

らずに終わってしまうのではないか。

韓国 SV、SSでは、私たちと同世代の大学生と実際

に関わることができた。SVのプレゼンテーション後

に、韓国人学生が「知らないうちに日本の文化を取り

入れていたことに驚いた」と言った。日本のアニメー

ションやマンガを、日本のものとは知らずに見ていた

のだろう。それを受けて私は、日本でも韓流ブーム

によって韓国の食事が日常で食べられるようになっ

たように、韓国に対する関心が高まっていることを話

した。このように両国は今、少なからず文化的に影

響を与え合っている。距離が近いことに加え、文化

的にも親しみを感じ、互いが身近な存在になりつつ

ある。だからこそこの先、従来以上に両国が協力し

合っていけたら、と述べた。韓国人学生も、「私もそ

う思う」と返してくれた。また、フィールドワークでは

韓国人学生が英語で懸命に伝統工芸品を説明して

くれ、見慣れない料理の食べ方も丁寧に教えてくれ

た。そのような懸命さや親切に触れ、嬉しい気持ち

になったのは、実際の交流ならではの体験だと思う。

SVとSSを通して思ったのは、日本人の韓国への

関心の高まりが単なるブームで終わらないでほしい

ということだった。韓国の若者も同じように歩み寄り

たいと思ってくれているのだから。少なくとも交流を

終えた私たちは、一過性のブームに捉われることな

く、個々人が歩み寄ることができると確信した。

Report 1

ソウル市内を散策する須川英徳先生と
参加生たち。ツアーでは、ソウル市大
の学生に市内の観光名所を案内しても
らった。特に仁寺洞では、韓国伝統文
化の説明が印象に残った。



知らない言葉の国への挑戦
矢澤 祐子
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私は、大学で第 2 外国語として中国語を学んでお

り、韓国語はわからなかった。それにもかかわらず、

韓国 SVに参加したのは理由がある。まったく相手の

言語がわからない場所へ行き、どれほど現地の人と

コミュニケーションを取れるか試してみたかったから

である。

今回の韓国 SVで交流したソウル市立大学の学生

は日本語を履修していないため、日本語はほとんど

わからなかった。私が彼らとコミュニケーションをと

るときにはお互い母語ではない英語や、ボディ・ラン

ゲージを使った。私は英語が完璧に話せるわけでは

ないため、不安はとてもあったが、相手の言葉がわか

らないなかでどれほどコミュニケーションが取れるか

という、わくわくした気持ちもあった。実際に交流し

てみると、このように相手の言葉がわからない時に重

要になるのは、話したい、相手のことをもっと知りた

い、という気持ちであると強く感じた。言葉はわから

なくてもボディ・ランゲージで通じ合うことが出来る

のと同時に、コミュニケーションが出来たことが嬉し

かった。

やはり外国というのは知らない場所であり、「私の

常識」が通じないところでもある。そのなかでも英

語やボディ・ランゲージを使って、ソウル市立大学の

学生と交流し、友達になれた。この経験は次に外国

へ行くときの自信につながると思う。

自分が知らない場所に行くと、その場所、人を知ろ

うという気持ちがわいてくる。これは、異文化交流の

時にとても大切な気持ちであると感じた。相手の言

語がわからなくてもコミュニケーションは取ることが

でき、外国へ行ってみたいという気持ちが増した。今

後も外国へ行く機会があったら積極的に行ってみよう

と思う。

Report 2

韓国 SSSV



異文化交流の魅力
山崎 佑未子
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グローバル化が進展し、私たちの周りでも国際交

流のサークルや語学研修などで外国人と交流するこ

とや、外国へ赴くことが当たり前のようになっている。

しかし、「日本語が話せない外国人」と交流し、行動

を共にすることは多くはないのではないだろうか。

SVの活動で、初めて「日本語が話せない外国人」

と共に行動する機会を得た。もともと韓国語に関心

があり、知識は多少あったが、それでも聞きなれない

言葉が飛び交う中にいることで、恐怖やストレスを感

じた。しかし、韓国人学生との会話や交通機関の利

用や買い物を行う間に韓国語の上達を感じるように

なり、身振り手振りの手さぐりの交流でも、お互いの

考えが通じ合ったときの感動は格別だった。

異文化交流の難しさを思い知らされたのは意外に

も慣れ親しんだ土地でのSSだった。SVでは案内さ

れる側だったが、SSでは英語や韓国語で横浜を案内

する側となった。SSの中で特に難しかったのが横浜

案内である。横浜の街並みや歴史を紹介するため

に案内プランを作成し、最終日にみなとみらい・横浜

市街地を案内したのだが、時間を細かく区切ったと

ころ、移動がスムーズに行えず、また興味をもつポイ

ントのずれなどがあり、計画通りに進まなかった。言

葉の壁も立ちはだかった。案内中はなぜこんなにも

上手くいかないのか苛立つこともあったが、終わった

あとに、相手のことは頭の中にありながらも自分自身

の視点のみで作ってしまったことに気が付いた。今

思えば、異文化交流とはどんなものか、ということを

あまり深く考えていなかったのだと思う。

今回のSV・SSによって異文化交流とは、相手や自

分の文化を深く知り、互いに尊重しあうことが大切な

のだと感じた。たとえ言葉の能力が未熟だったとし

ても、伝えたいことがしっかりしてれば必ず相手には

届くのだ。しかしだからといって、「言葉が通じた」

程度で満足するような交流はしたくない。今回の

SV・SSで自信がついたことや消化できなかったこと

は、必ず「次」へつなげていきたい。

Report 3

横浜国大の学生が日本文化と横浜について
韓国語でプレゼンを行った。テーマは韓国
語と日本語の違い、ご当地ゆるキャラ、原宿
と渋谷の比較など。ソウル市大の学生との
ディスカッションや、国大グッズの一つである
国大キティのプレゼントも行った。



互いへの理解―比較の視点を持ちながら―
オ・セヒョン
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私は韓国出身の留学生だ。それにもかかわらず

韓国 SS/SVプログラムに参加した理由は、より客観

的な視点で韓国を見ることができると思ったからで

ある。「東アジアの国際関係及び協力」、「日韓共同

体」というものへの強い関心を持ちながら、このプロ

グラムに参加することで、今後の学びやアクションに

つなげていきたいと考えている。

何年かぶりに韓国に行き、大学生の現状について

色々話し合った結果、私が韓国をあとにした2008 年

と比べ、さらに厳しい状況になっていることがわかっ

た。特に、大学の授業料問題に関する点が印象深

かった。近年、高額の学費を用意するため休学せざ

るを得ない学生が増えており、学業に専念できない

皮肉な状況があるそうだ。そのような状況を鑑みて

か、昨年末ソウル市立大学の授業料が来年度から引

き下げられることが決まり、話題になったようである。

経済的に潤沢なソウル市ならではの措置であるが、

その例ではない他大学との格差、不平等には思いを

めぐらさざるをえない。

また、日本のマスコミなどで見るような、表面的に

は良さそうな韓国と実際の韓国（次第に上昇する物

価、就職戦争など）にはかなりのギャップがあると考

える。そのギャップはどこから生じているのか。表

面的な理由よりも、より深くは、互いの社会や文化に

対する理解が不足しているという点にあるのではな

いか。そのために、評価すべき事象に対しても公平

な判断の目をもたず、偏見にもとづいた判断をして

しまいがちなのである。こういった意味において、韓

国の地下鉄網の工夫についてとり上げたい。それは

ソウルの地下鉄の全区間にスクリーンドアが設置さ

れていることである。韓国の首都圏の鉄道網は日本

と比べると規模が小さく、複雑ではないが、たった4

年の間に地下鉄のスクリーンドアの設置率が 100％

近くまで上がったのは評価すべき点であり、人身事

故の頻発する日本の鉄道網においても参考になるべ

き実例だと思う。

今回のプログラムでは、自分なりに考え、比較する

ことができた。このように日本と韓国を比較してみる

作業はとても重要だと考える。というのも、日本と韓

国が協力し東アジアの「均衡的な発展」を目指して

いくためには、比較の視点を持ちながら、互いに理解

し合うことから始めるべきだと思うからだ。これから

も日本と韓国の交流プログラムが活性化し、学生た

ちが客観的な視点でお互いを理解するチャンスが増

えればと思う。

Report 4

韓国 SSSV



交流プログラムを終えて 교류 프로그램을 마치고 나서

ソウル市立大学校 서울시립대학교
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5 泊 6日横浜に滞在してみて、横浜にはかなり多

数の外国人が住んでいるように感じた。韓国へ帰国

後、横浜の外国人登録者数を調べたところ、2008 年

現在の統計では、横浜市の人口約 360 万人に対し、

150 余カ国 75,000 人余りの外国人（市の人口の約

2%）が居住していることがわかった。国籍をみると、

中国系が最も多く、在日同胞（在日韓国・朝鮮人―

訳者注）、フィリピン、ブラジルと続く。

5박6일간의 요코하마체류를 통해 새로이 알게된 

점은, 요코하마에는 의외로 많은 수의 외국인이 산다

는 점이었다. 요코하마의 외국인 등록자수를 조사한 

결과, 2008년 현재 요코하마시의 전체인구 360만

명중 75,000여명이 외국인이었다. 이는 시인구의 약 

2%에 해당하는 수이며, 약 150여개국에서 온 외국

인중 중국계가 가장 큰 비율을 차지하고, 재일동포, 

필리핀, 브라질순으로 많다고 한다. 

多くの外国人の居住を支えているのは国際交流セ

ンターの存在があるだろう。横浜市国際交流協会で

は、30 人程度のボランティアメンバーが様々な国の

言語で外国人の相談を行っているようだが、このよう

なボランティア文化は、韓国でも見習う点が多いと考

えている。

今回のプログラムで最も良かったのは、良い友人

に出会えたことだ。私は日本について知っているこ

요코하마에는 국제교류센터가 설치되어, 많은 외

국인들이 도움을 받고 있다. 요코하마 국제교류센터

에서는 30여명의 자원봉사자들이 여러나라의 언어

로 상담을 진행하고 있다고한다. 이 같은 국내거주 

외국인을 대상으로 한 지원활동, 자원봉사등의 국제

교류활동은 한국도 배울 필요가 있다고 생각한다.

이번 프로그램에서 가장 좋았던 것은 외국친구들

을 사귈 수 있었다는 점이다. 일본에 대해 아는 것이 

Report 5 — Seoul Voice
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とが少ないと考えていたが、友人らと話してみると、

思いのほか多くの日本映画、音楽などを知っているこ

とに気がついた。お互いの日常生活や文化の話を

通して、友人たちと親しくなったことや真心のこもっ

た手紙をもらったことが感動的だった。また、ともに

横浜でのフィールドワークを行えたことで、私たちだ

けでは知ることが出来ない横浜の姿を知ることがで

き、貴重な経験をすることができた。

많이 없다고 생각했는데, 생각보다 많은 일본 영화, 

음악등의 문화를 접하고 있었으며,그런 것들이 일본

학생들과 공감대를 형성하고, 서로 친해지는 계기가 

된다는 것을 느꼈다.한국으로 돌아가기 전날 일본학

생들이 정성스럽게 쓴 편지를 건넸는데 매우 기쁘고 

감동적이어서 오랫동안 기억에 남을 것 같다. 미나

토미라이의 여러 장소들을 탐방하는 필드워크에서는 

일본학생들이 각각의 장소에 얽힌 역사적배경이나 

この経験を通して、参加者の大部分が海外留学や

国際交流に対する考え方が変化したように思う。韓

国では、国際交流というと、アメリカやイギリス、オー

ストラリアなどのような英語圏との交流が注目されが

ちである。というのも韓国では、就職のためには海

外留学が必要だという考えが広く共有されつつある

ため、学習に役立つ交流が価値を持つと考えられて

いるからだ。そのため、私も訪日の前まで、簡単な日

관련 지식들을 친절히 설명해줘서 더욱 의미있는 시

간을 보낼 수 있었다.

이번 국제 교류를 통해 참가자 대부분이 해외유학

이나 국제교류에 대한 인식이 바뀌었다고한다. 한국

에서는 국제 교류라 하면 영어를 통한 커뮤니케이션

을 연상하는 경향이 있다. 때문에 간단한 일본어와 

영어를 이용하면 교류에 있어 큰 문제는 없을 것이라

고 생각했다. 하지만 이번 프로그램에 참가해서 느낀 

韓国 SSSV
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本語だけを学び、対話は世界的「公用語」である英

語で行えば良いという考えがあった。しかし、今回ス

タディ・ツアーに参加したことで、その国のことを真

に理解するためには、（英語圏以外の場合）その国

の言語を習得しなければならないということに気付

くことができた。これからも日本の友人たちとの交流

を続けていくため、また日本の社会や文化を知るた

め、まずは日本語学習始めてみたいと思う。

점이 있다면 어떤 나라에 대해 알고싶다면 역시 그 나

라의 언어를 통해야 한다는 점이다. 언어는 그것을 

사용하는 사람들의 문화 그 자체이기 때문에, 영어를 

이용한 커뮤니케이션만으로는 그들의 문화를 이해하

는데 한계가 있다는 것을 깨달았기 때문이다. 앞으로

도 일본 친구들과 교류를 계속해 나가고 싶고, 또한 

일본의 사회, 문화등에 대해서도 좀 더 알고 싶다는 

생각이 들었다. 그리고 그러기 위해서는 우선 일본어

最後になったが、このような特別な機会を設けてく

ださった横浜国立大学の関係者の皆様に感謝申し上

げる。ありがとうございました。

부터 배워야할 것 같다.

마지막으로 특별한 경험을 통해 많은 것을 느끼고 

배우게 해 주신 요코하마국립대학관계자 여러분께 

감사드린다.


