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私の韓国レポート 

A0419001 
天野 泉 
 

 海外旅行は二度目、そして二度目のアジア旅行であった。去年あたりから大ブームとな

っていた韓国へ、ゼミ合宿で行くことができるなんて…と、私は何か月も前から心待ちに

していた。 
しかし、私よりも楽しみにしていたのが母だった。母は、ドラマ「冬のソナタ」でまん

まと韓流スターにはまってしまったからだ。案の定、お土産を大量に頼まれ私は出発した。 
 9月5日の夜、任川空港に到着した瞬間、私の敏感な鼻がとらえたのは、「キ、キムチ…！！」 
どこに行ってもキムチの香りがした（ような気がする）。さすが、毎食にキムチがつく韓国

である。 
 そんなキムチの香りにも納得できるように、やはり、本場の韓国料理は「おいしい」の

一言に尽きる！三日間でビビンバ、焼肉、チヂミ、チゲなど、さまざまな韓国料理を堪能

した。しかし、辛い調味料をビビンバに入れすぎたときには、ご飯を食べるのがこんなに

つらいなんて…と生まれて初めて思った。スターバックスなど、カフェやファーストフー

ド店が街の至る所にあったこと、日本からは撤退したダンキンドーナツやバーガーキング

がやたら多いのに驚いた。 
 MBC と朝鮮日報を見学したときは、どちらも、メディア接触への利便性の追求や、 新

の技術を取り入れるための絶え間ない努力がひしひしと伝わってきた。見たことのない電

子機器なども多く、驚きの連続。これから、私たちとメディアの距離が、ますます縮まる

予感がした。 
 先生方の粋なはからいによる、京畿大学生とのミステリーツアーは、本当にミステリー

だった。みんなより到着が一時間以上も遅れるし。でも、韓国の男の子は、日本の男の子

よりもかなり紳士的、そして積極的だった。くさい台詞もさらりと言っていて、韓国ドラ

マのあの台詞も、案外おおげさではないのかな、と思った。飲み会のノリは、日本も韓国

も同じような感じなんだなぁと、なんだか嬉しかった。 
 私にとってのメインイベントは（見学の次に）買い物だった。明洞の街を歩いていて、

なんだか懐かしい感じがする、と思っていたら、日本で毎週のように行く新宿にとても良

く似ているではないか。東口を出て、歌舞伎町に向かうあの道。 
 街では思ったほどヨン様が溢れていなくて少しがっかりした。むしろ、ドン様（チャン・

ドンゴン）のほうがたくさんいた気がする。明洞は化粧品のショップが連ねていた。値段

も手頃なうえ、質も日本のものとあまり変わらなかったので、韓国の女性の美意識の高さ

を改めて感じた。ファッションでは、海外や日本の人気ブランドの偽物がたくさんあって、

見る分には興味深かった。お土産は明洞で大量に購入した。なかでも、私が気に入ってい

るのは、1000 ウォンのヨン様の靴下だ。履き心地とヨン様スマイルが 高なのだ。 
 たった三日間だったが、思い出とお土産をたくさん日本に持ち帰ることができた。（母も

大喜び！）とても充実したゼミ合宿だったように思う。 
雄雅先生、ありがとうございました。お疲れ様でした。          (2005 年 9 月 30 日) 
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思い出すのは「食」と「ヨン様」 

A0419017 
                                       伊藤 里江 

 
9 月 5 日、宿に到着したのは夜の 11 時過ぎ。私たちがまず困ったのは晩御飯だった。 
右にもハングル、左にもハングル。当然私たちにハングルが読めるはずもなく、オー

ダーすらできない。知っているのは、チヂミとキムチという単語のみ。そこで助けてく

ださったのが、韓国からの留学生の白さん。韓国ののりまきやチゲなどみんな思い思い

にオーダーをする。私は石焼ビビンバを頼んだ。石焼は、日本のそれ程おこげはできな

かったが、韓国初めての食事は、とてもおいしかった。みん

なが韓国料理を頼む中、3 年生の O さんだけはオムライスを

頼んでいて、さすがだと思った。 
2 日目、昼に食べたプルコギ、絶品でした。MBC 訪問後、

東大門へとくりだす。買い物をしようと繰り出したが、思っ

たほど日本と値段が変わらず、がっかり。しかし goota!とい

うビルで食べたフローズンヨーグルトはそんながっかりし

た私たちを元気にしてくれた。 
その後、明洞へとくりだす。明洞では、かわいくて安い韓国コスメを皆で買い込む。

服とは違いとても安いがなかなか優秀です。お土産に、とパックなど大量購入。また、

天野さんがお母さんに頼まれた韓流スターグッズを買い求めるのにつられて、ウォン・

ビン、ぺ・ヨンジュンのキーホルダーや携帯ストラップを購入。その日から、私はウォ

ン・ビンのファンに。韓流スターグッズの中でも、ヨン様靴下はかなりのお気に入りだ。 
なんといってもその履き心地。とてもソフトでちょうど良い厚さ。 

明洞を去る前に、鈴木先生に教えてもらった「古宮」という韓国料理屋で食事。ここ

では石焼ビビンバと海鮮チヂミを頼む。特にチヂミはさっぱりとしていておいしかった。 
また、帰りの地下鉄の駅で「デリマンジョー」という、韓国の OL さんたちに大人気

のスウィーツを食べる。ベビーカステラの中にカスタードクリームが入ったようなお菓

子。はじめは生地が生焼けなのだと思ったが、なかなかおいしくいただけた。 
その夜はみんなでパックをしてから眠った。 
3 日目、朝鮮日報訪問後、京畿大学の学生と交流。私がどんな災難に見舞われたかは、

皆さんご存知の通り。晩御飯には塩豚焼肉。大きな肉を鋏で切りながら焼いて食べるの

がさすが本場ならでは。たっぷり食べて、とても満足でした。その晩私たちはまたヨン

様靴下を買いに明洞へ。ヨン様万歳!! 
私の食とヨン様体験記はこれくらいですが、移動がほとんど地下鉄だったせいか、私

の韓国に対する印象は、町並みが薄暗い、あまりきれいでない、です。それから、食事

の度に出されるキムチにも、ぶっちゃけたところ 2 日目からうんざりしていて、キムチ

が食べられない日々が続いています。これから半年は、キムチ味も含め、食べられない

気がします。 
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ソウルの街並み 

A0419019 
 神谷 昌宏 

 
 2005 年 9 月 5 日から 9 日にかけてゼミ合宿が韓国で行われた。MBC や朝鮮日報の見学

などがあった中で、自分が印象に残ったのは、やはりソウルの街並みそのものだったよう

に思う。確かに初見の印象はコンクリートのビルが立ち並ぶ、東京とさして変わらない風

景であるといったようなものだったが、その中身はやはりはっきりと異なるものだった。 
 目立って感じたのは、発展の度合いの差だった。一方ではハイテクを基調に様々に発展

した街並みを見せ、また一方では屋台などの立ち並ぶ雑然とした景色を見せる。確かに東

京でもそうした風景が無いとは言えないが、ソウルのそれはより混沌とした印象を自分に

与えた。整備された地下鉄や、ヨイドなどのビジネス街の整然としたビル群と、東大門な

どの屋台や人でごった返す通り、その対比の示すものは、恐らくは急速に起こった経済発

展の過程だろう。形は違うが、どことなくインドの発展ぶりが思い起こされる気がした。

仁川空港へと向かう夜間飛行の航空機からは韓国に灯る明かりが見渡せたが、その集中ぶ

りを見ても、インフラや富の偏在が感じられるように思った。 
 またソウルの人々は実に積極的であるとも感じた。道を歩いていて、何度話しかけられ

たことだろう。無論話の内容はさっぱり分からなかったが、日本ではほとんど無いことで

ある。土産物屋の店員はまだしも、地下鉄のホームで果敢に白人に話しかける学生らしき

東洋人の青年も見かけた。見学に行った MBC、朝鮮日報でも、彼らが自分達の組織や設備

に誇りを持っていることは一目で知れた。その誇らしげな語り口は、強く印象に残ってい

る。京畿大学の学生達は、自分の思っていた以上に明るく、積極的に自分達を歓待してく

れた。すっかり彼らに乗せられる形で、自分も随分とはしゃいだように思う。彼らとの交

流は何よりも今回の合宿で思い出に残った経験である。 
 

 自分は生まれて初めて日本以外の国を訪れたの

だが、本当に興味深い経験だったと思う。ソウルと

いう街は、その外見が日本との類似があるが故に、

むしろ国と国の間にある多くの違いを自分に肌で

感じさせてくれた。これは見学先だけでなく、それ

以外の自由時間においても実感したことで、おそら

くこの経験は自分にとって何らかのプラスになる

ことだろう。 
(2005年 10月 5日) 
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韓国食文化を味わう 

A041930 
松岡 由子 
 

 2005 年 9 月 5 日、私達上智大学新聞学科鈴木雄雅ゼミ生は三泊四日のゼミ合宿のため、

韓国はソウルへと旅立った。 
 私はアジアへ旅行するのが生まれて初めてだったので、人一倍この合宿を楽しみにして

いた。もともと、食べることが大好きで食に関する知識へも貪欲であるので、今回は韓国

という国の中でもその食文化に触れられることが大変嬉しかった。 
 5 日の夕方六時ごろ日本を出発し、韓国に着いたのは夜の八時過ぎ。機内では三年生の森

本さんが持ってきていたガイドブックを読ませてもらい、着いたら何をまず食べようか、

とそればかり考えていた。おなかを減らしながらも、バスでソウル郊外にあるホテルまで

みんなで移動。ホテルに着いたのはもう 23 時頃で、とりあえずホテルの近くにある 24 時

間経営の韓国家庭料理のお店へみんなで繰り出した。いくら日本で韓国がブームになって

いたって、私達はハングルがまったくといって読めないことにはじめて気づく。先生の助

手の方に注文を手助けしてもらい、おのおの食事を取った。チェーンといってもさすがは

本場韓国。ごはんが非常においしい。キムチやナムルも日本で食べるのとは大違いで、私

の箸は止まることがなかった。 
 二日目は朝鮮日報、そして MBC を見学したのち自由行動だった。昼間は先生の教え子で

あった MBC の金さんに韓国式すきやきをご馳走になり、そこではじめて韓国の料理屋さん

では日本で必ずお漬物が付いてくるように、キムチや様々なナムルがついてくると知った。 
そしてその日の晩は明洞で日本人に有名な韓国料理店へ出向き、おなかがはちきれるほど

ビビンパやキムチ、チヂミを美味しくいただいた。まわりのみんなは本場の辛さに顔を苦

くしていたが、私はみんなの残りまで美味しく平らげた。 
 三日目は京畿大学の学生とのツアーで、夜にあちらの学生と打ち上げで豚の焼肉を食べ

に行った。日本で食べたことのない味付けや薬味には、大変興味を抱き、感心した。 
 これまでつらつらと食べ物の話ば

かりを書いてきたが、韓国の食文化

を知る意味で一つ興味を持ったのが、

街に外国の料理(とくに欧米のもの)
を扱うお店がほとんどないというこ

とだった。日本料理は国が近いだけ

あってポピュラーということはあち

らの学生と話していてもわかったの

だが、日本で人気のイタリアンやフ

レンチ、エスニック料理の店はかな

りマイノリティであるようだ。そこ

から考えられることは、韓国では自

分の国の食文化というものが確立されていて、皆がみなそれを当たり前に受け入れ、十分
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に満足できているのではないかということであった。メディアが食文化に与えている影響

というものが日本よりも断然少ないように思われた。 
 今回は、私にとってとても貴重で、大きな経験になったし、韓国の食文化を垣間見るこ

とのできる素晴らしい機会だった。これからも、韓国はじめアジアの様々な国を訪れ、食

文化の比較をすることができたらと思う。 
 
 

韓 国 の 勢 い 

A0419059 
梶田 智子 

 
私が３泊４日のゼミ合宿で韓国に行って感じたのは韓国の勢いだ。高度経済成長を体験

したことのない私が言えることではないが、韓国は今高度経済成長の中にいるのではない

かというくらい発展をとげていると思う。昨年の夏韓国に行ったのだが、その時より活気

に満ちていた。携帯、ファッション、高層ビルなども去年よりはるかに進歩していた。メ

ディアの IT 分野については日本のほうが遅いのではないかとも思った。 終日、私は友達

とこんな会話をした「いつか日本も抜かされるのではないか」と。もちろん、すぐ日本を

抜くとは思ってはいない、現時点で経済、文化などトータルで見ると日本のほうが上だと

思っている。日本を真似ていることも多いし、給料を考えても日本人より低い。しかし、

日本が戦後 60 年でこれだけ変われたように、勢いがあるとき国は驚くようなスピードで変

化をとげることができる。私たちの子供が、孫が大人になった頃抜かれるのではないかと

予感させるほどの勢いを感じた。 
 

このように考えてみると、日本は植民地時代いか

に韓国を根本から壊したのかがよくわかる。韓国、

北朝鮮が怒り続けるのも無理はない。朝鮮日報社に

あった第１号新聞が単語意外日本語だったことも文

化を壊すという当時のひどい実態を表していた。韓

国では日本語の標識こそ少ないものの、日本関連は

多い。CD はもちろん、「SMAP×SMAP」などのテ

レビ番組もインターネットを使えば見られるし、カラオケでは日本の曲を若者が歌ったり

する。日本文化が市民に浸透していると思う。ところが日本はつい 近広まっただけであ

る。２年前、韓流ブームが来る前の日本では大手の語学学校で韓国語を扱っているところ

は無かった。韓国では日本語がポピュラーなのに、日本では韓国語を第二外国語で選ぶと

珍しがられる。また、私は高校時代通学電車で朝鮮学校の生徒をよく見たのだが、チマチ

ョゴリにルーズソックスという格好で、彼氏は日本人という女の子が多かった。だから私

には韓国も朝鮮も遠くはなかったが、母はその光景を信じられないと言っていた。母の世 
代は戦後の朝鮮人に対する差別を見てきたのだ。 
ワールドカップや韓流ブームなどを経て、ここ数年日本と韓国の距離は一気に縮まった
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ように見える。日本人の韓国人に対する理解も深まった。しかしまだ入り口、日本は韓国

文化を取り入れ始めたばかりでまだまだこれからだと思う。私たちはブームに関係なく韓

国を理解し、隣国として協力していかなければならないと思った４日間だった。 
(2005 年 10 月 24 日) 

 
 

韓国ゼミ合宿 

Ａ0319066 
藤岡 智子 

 
9 月５日 成田国際空港(18：20)発－仁川国際空港(20：55)着、首都ソウルに到着。 
9 月 8 日 仁川国際空港（10：55）発－成田国際空港（13：20）着 
 

～研 修 編～ 

テレビ局 MBC を見学－ヨイドの MBC（韓国文化放送）、1975 年からフジテレビと提携

し、技術提携やメディア研究、共同の番組制作（friends）などを行っている。今回は、MBC
の歴史紹介を聞き、スタジオ見学を行った。 

 特にテレビスタジオでは、ドラマの撮影用の大型セッ

トやバラエティのセットを見ることが出来た。残念なが

ら生放送などの見学は出来なかったが、番組みを取り終

えたタレントさんに遭遇出来た。 
 また、MBC のスタジオや技術力は日本となんら代わり

が無いように感じる反面、ラジオのスタジオを併設して

いるのが新鮮でした。生放送の番組では、慶応義塾大学

出身の韓国人のデレクターが番組みを軽快に仕切ってい

ました。その他にも、ラジオドラマのスタジオなどを見学。効果音用の機材が多く部屋に

納められていました。 
 朝鮮日報を見学－市庁前 

 まず案内されたのは、メディアラボ。ここでは、メディアの過去・現在・未来を見るこ

とが出来る。特に、ここでは、メディアがこうなっているであろう未来の状況を見ること

が出来た。日本でも目にすることが出来るＥペーパーや、新聞からお気に入りのページを

クリックするだけ、もしくは自分の趣味などをパソコンに入力しておくだけで、自分だけ

の自分の興味にあった情報の新聞がインターネット配信により送られてくる。マイページ

にくる情報は印刷さえすれば、従来の新聞とかわらない利点、持ち運び出来る、好きな時

間に読み返すことが出来るという部分が守られている上に、インターネットにつなげさえ

すれば 新のニュースがマイページに送られてくるという利点を兼ね備えた未来型新聞と

いうのに感心させられた。そのほかにも、記者がキャスターになり動画でニュースを配信

するなど、テレビと新聞の垣根はなくなりつつあるように感じた。 
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～食事編（色々美味しかったので）～ 

着いたらすぐに、「焼肉行く？」とか食べ物談義。結局初日の夕食は、少な目の機内食で

は足りない人も多く、ホテル側(遁村洞)の 24 時間営業の店で石焼ビビンバ。キムチなどは

注文しなくても付いてくる。流石、韓国！ 
9 月 6 日は、明洞で朝食に野菜のおかゆを取る。辛い物ばかりというイメージがあっただ

けにホッとした。でも、やっぱりキムチは付いてきた。特に、ここの店のイカキムチが美

味しかった。お昼は、プルコギを食べる。ここでは、サブについてくるどんぐりのこんに

ゃく？寒天？といった具合の茶色食べ物に遭遇。不思議な味だが美味しいともいいがたい。

食べ方は、肉と寒天をオオバで巻いて、お好みでコチュジャンをつけて食べる。夜は、明

洞の古宮という店でピザ並の大きさのチヂミと石焼ビビンバを食べる。このお店は、韓国

の雑誌にも取り上げられたらしく人気店であった。ここの石焼ビビンバは、本場で食べて

いるのだと思わせる辛さ。でも、素直においしいと思えた。また、昼食に付いていたどん

ぐりの寒天に似た黄色の寒天が入っていた。前回のように冷たいままで食べるのではなく、

器の中でかなり熱せられたらしく、舌が大やけどをおった。この食べ物は、暖めて食べる

方が私にはあっているみたい。この日の締めは、駅の改札前で売っていた甘いとうもろこ

しのお菓子。日本風のベビーカステラみたいなものだ。名前は、デリマンジョウ。このデ

リマンジョウは、一緒に食べた 5 人に物議をかもした。中身が、生なのである。初日、空

港からホテルまで付き添った添乗員から、生ものはあたるから食べてはいけないと注意が

あったので冷や汗をかいた。でも、せっかくだし妙に懐かしい素朴な味のデリマンジョウ

にぱく付いて、生の部分は気にせずカスタードということにして食べた。後に、デリマン

ジョウにリベンジしに行った人から、本当にカスタードということを教えてもらい一安心。

ここ 2 日で、刺激の強い物を食べ過ぎて味覚に鋭さがなくなったようだ…。不覚。 
9 月 7 日は、スタバで軽く朝食を取り、お昼はハンバーガー。夜は、韓国の庶民の味、豚バ

ラの焼肉。ここで、青唐ガラの洗礼を受ける。京畿大学生の人が食べているので、軽い気

持ちで食べた。唐辛子は、先の方が辛いらしく、そこで真ん中の所をカリっと食べた。そ

の辛さは、水を飲もうがご飯を食べようが辛くて涙が止まらなかった。まいった！ 
以上、全日程で私が食したものです。また、お土産で買ったロッテのチョコでコーティ

ングされた餅のお菓子も、そこそこ美味しかったです。でも、餅とチョコのコンビは、あ

んこで育った日本人には少し違和感があるかも。 
以上、食べ物に終始したソウルでした。デリマンジョウとキムチの画像をいれています。 
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モバイル技術と韓国メディアの発展 

                                  A0319010 
                                   侯 宇 

 
 2005 年 9 月 5 日から 8 日にかけて、上智大学新聞学科鈴木雄雅ゼミ、2005 年度夏合宿

は韓国の首都ソウルで行われた。今回のゼミ合宿は韓国のテレビ局と新聞社での見学がメ

インテーマで、日本でジャーナリズムを学んでいる私たちに、近隣の国のメディア状況や

発展方向を考察する機会を与えられた。 
 今回の韓国メディア訪問で、私は一番感心したのは、韓国のモバイル技術を利用したメ

ディアの発展方向である。韓国という国は、1960 年代後期から経済発展が急速に前進し、

シンガポール、香港、台湾とともに、アジア経済の「四つの竜」と呼ばれた。発展した経

済力のおかげて、韓国の重、軽工業、電子工業、車製造業などは世界中に名前をあげた、

Samsung, LG, Hyundai, Daewoo などはともに世界有名なブランドである。 
 Samsung のホームページ（Samsung Global Site：http://www.samsung.com/index.htm） 
によると、Samsung というブランドはすでに韓国国内だけではなく、世界中の液晶テレビ、

モバイル通信機器等各分野のトップクラスに席を占めている。堅実な技術を後援にして、

韓国のメディアの発展もモバイル配信の領域に歩き始まっている。今回の考察で、韓国第

二のテレビ局である韓国文化放送（MBC）と韓国で歴史がもっとも長い、現在発行部数が

もっとも多い（240万部）新聞社――朝鮮日報を訪ねた。この二つの韓国代表的なメディア

はいずれも現在使用している伝統的な情報伝達の方法のほかに、D.M.B.といったようなモ

バイル通信を利用する配信技術に視野を広げている。 
 DMB とは Digital Media Broadcasting の略で、デジタル情報伝達のことを指す。その基

礎としては、今世界中に広がっているインタ

ーネットや携帯電話や携帯通信端末が利用

される。デジタル情報伝達の利点は、同時に

大量の端末に向けて発信できる、情報の更新

が速やかにできる、発信した情報長時間に保

存できる、情報伝達のコスト低減が実現でき

るなどのことがあげられる。韓国文化放送

MBC はすでに DMB を計画してあり、今年

の後半から本格的に始まる予定である。一方

の朝鮮日報は、長い歴史を持つ新聞社でありながら、新しい技術にも関心を持っている、

たとえば一回の編集で、同時に大量のオーディエンスに向けて発信し、何回も、いつでも

利用できる COPE は、朝鮮日報が目指している、もちろん、DMB も計画している。 
 今回の訪問を通じて、現在韓国メディアの規模と運営状況をある程度わかったし、優れ

たモバイル技術を基礎として利用して、モバイル通信で情報伝達領域に近づいていく韓国

メディア発展の未来像も少し見えてきた。近隣国のメディア状況を見習いながら、日本そ

して中国のメディア状況の改善や未来の発展道にどのように参考にするのかは、われわれ

メディア、ジャーナリズムを学んでいる人たちのこれからの課題になると思う。 

DMB の基礎は優れたモバイル技術 



 10

 韓国技術力の高さ 

                                      A0319024 
                                   菊池 啓介 

 
 9 月 6 日からの３泊４日のゼミ合宿の率直な感想は、「あっという間の４日間」というも

のであった。初日は午後からで、 終日が午前中で帰ったという時間的な要因も大きいと

思うが、それよりもやはりなんといっても楽しかったのである。まずこの旅の幹事という

大役を見事こなしてくれた森本さんと村野さん、そして右も左もわからなかった私達をエ

スコートしてくれた雄雅先生に感謝を言いたい。 
 韓国は、思っていた以上に日本と変わらなかった。どこへ行っても外国へ来たという実

感はわかず、本当に韓国に来ているのかと疑いたくなるほどである。 
 私がようやく韓国へ来たということを実感できたのは、仙山洞に行った時であった。こ

こには韓国の伝統的なお茶屋がたくさんあり、一日中歩き回って疲れた私を心から癒して

くれるオアシスのような店をそこで見つけた。 
 国外に出て初めて客観的に自国のことを理解するということはよくある。私は日本人が

普段どれだけ服装に気を使っているのかということを実感した。ソウル市内を歩いていて

も、日本人の観光客は一目でわかった。服装や外見の気の使い方がまるで違うのである。

そしてこれは韓国の人が気を使っていないというのではなく、日本人が特別なのだとも思

った。私の先輩には海外へ留学した人が多くいるのだが、その誰もが行く前より帰ってき

た後の方が服装に気を使わなくなっている。海外に行くと外見に気を使う習慣がなくなる

という先輩までいた。今回このことを改めて感じた。 
 韓国で驚いたことの一つに、その技術力の高さがある。朝鮮日報に見学に行った時に見

た 新の技術ももちろんすごかったが、もっと日常の中にも驚きを感じた。たとえば私達

が泊まったホテルのテレビ。あんな場末のホテルであそこまで立派なテレビに出会えると

は思わなかった。しかも DVD レコーダーというおまけ付。あれが日本だったら、昔ながら

の小さなテレビがひとつあるだけ、もちろんビデオすらないだろう。また、地下鉄の駅に

広告などと並んで設置されていた大きなテレビ画面。日本では考えられないものであった。

生活に 新の技術を、惜しみなく使っている韓国を見て、日本が抜かれる日もそう遠くは

ない、いやひょっとしたらもう抜かれている部分も数多くあるのだろうと思った。 
後に合宿の反省として、もう少し現地のことを調べてから行くべきだったなと思った。

日本から近いということもあり、なんとかなるだろうと油断していたが、限られた時間を

もう少し有効に使えたらこの合宿もさらに良いものになっただろうと思う。今回の旅の経

験を今後に生かしたい。                                               (2005/10/06) 
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徴兵制度を目の当たりにした 韓国合宿 

A0319033 
森本さやか 

 
 “幹事”として臨んだ今回のゼミ合宿 in ソウル 2005。自分が幹事として至らなかった点

はいくつもあるが、 終的には誰もケガすることなく無事に日本に帰国することができ、

そして一人ひとりいい思い出を作って帰って来られたのではないか、ということがとても

嬉しかった。 
 私が韓国合宿で一番印象的だったのは、他でもない京畿大学の学生たちと交流が持てた

ということである。韓国の学生たちと仲良くなれたということはもちろん嬉しかったのだ

が、それ以上にいろいろと考えさせられる機会をもてたことが何より良かったと思った。 
 私のパートナー、Joe-Hun くんは 22 歳で大学の Freshmen。22 歳で大学 1 年生という

ことは、何か今までやっていたのだろうかと疑問に思い聞いてみたら、1 度ある大学に入学

したが、結局卒業せず、もう一度京畿大学に通い始めたのだという。その間に 2 年間の徴

兵に行っていたという。その事実が私にとってはとても衝撃的だった。 
 韓国で徴兵制度が取り入れられていることは前から知っていた。私がアメリカの高校に

通っているときも韓国人の男の子たちがそんな話をしていたし、徴兵制度から逃れるため

にも外国へ留学する人もいるのだという。 
 韓国で出会った京畿大学の男の子たちのほとんどが徴兵の経験をもっていて、どの子も

“Army”という言葉を本当に普通に使っていた。それが私にとってはとても違和感があっ

た。日本には自衛隊があっても軍隊はない。徴兵制度ももちろんない。日々の生活のなか

で“軍隊”なんて言葉をリアルに感じる機会はなく、いかに自分が今までどれだけ平和な

環境の中で育ってきたのかということを目の当たりにした。なぜかどこかしら誰かから守

られているような気がして、どこか安全なところに自分が住んでいるような気がして。 
 飛行機で 1 時間半もあればすぐに着いてしまうような本当に近い国なのに、国が違うと

いうだけでこうも考え方が違うのかと身をもって体験できたような気がする。 
  京畿大学の学生との交流だけでなく、韓国の文化・生活に少しでも触れることができ、

本当によかったと思っている。また、冒頭で述べたとおり、特に合宿中は自分の幹事とし

て至らなかった点が多くあり、ゼミ生、先生はもちろんのこと、韓国でいろいろとお世話

してくださった京畿大学の先生方、各メディアの方、院生の白さんなどに、心から感謝し

たい。 
 ただ自分が韓国に行ってみたいからと、今回合宿を計画提案したのだが、それに賛同し

てくれた 3 年生、2 年生のゼミ生のみんなには心から感謝がしたい。どうもありがとう。そ

して残念ながら合宿に参加できなかった 4 年生のみなさんには大変申し訳なく思っている。

仕方がなかった…とはいえ、4 年生のことも考えてゼミ合宿を計画するべきではなかっただ

ろうか、と旅行後に反省した。                                         (2005/10/06) 
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韓国ゼミ合宿を終えて 

A0319036 
村野 周平 

 
 初に率直な感想を述べたい。私は、陰ながら実にひっそりと(しかし陰が存在しなけれ

ば光にいかほどの価値が在るのでしょう)幹事補佐として今回の合宿に関わった。二泊三日

の旅程を無事に終えられたことにまず安堵している。 
 全体での訪問先は、MBC テレビ、朝鮮日報、そして京畿大学であった。MBC と大学の

学生の姿から、MP3 や携帯テレビなどの技術開発の進展やそれらが一般市民へ広く浸透し

ているという事実にいささか驚いた。自分などは MP3 に触ったことすらない。また朝鮮日

報では記者の机の配置がデスクを中心に放射線状に配置されていた。私の知る限り、日本

でもアメリカでもこのようなことは行われていない。それが実際の作業効率を上げている

のか、デスクに近い席に座りたいという出世欲を掻き立てるのかは定かではないが、きわ

めて興味深い配置であった。 
 やはり、一番考えさせられたのはコミュニケーションとは何か、ということである。海

外に行き、このような発想をするのはいかにも通俗的だが、事実なのだから仕方がない。「何

か」というよりも「いかに」といったほうが良いかもしれない。端的に、話しかけなけれ

ば会話は生まれない、コミュニケーションは成立しない、という事実を唯物論的に実感さ

せられた。これは母国語が違う外国人同士だと、普段は意識することのない発話行為をか

なりの配慮をもって行わねばならないことによると思われる。簡単に言うと、言葉が通じ

ない(通じづらい)相手と会話するのが億劫だからといって黙り込んでいると、相手も当然同

じことを考えているので相手は自分の話しやすい人間(ここでは母国語を共有する人)と会

話をして、気まずい状況を避けようとしてしまう。もちろんこれは、母国語を共有してい

る人同士(そして外国語を流暢にしゃべり合う人同士にも)にも起こることではある。しかし

そこでは回避の理由は、気が合わないとか、何かを気に障ることをされた、というような

言葉を交わした後に事後的に発生するものであり、ここではまず言葉を交わすこと自体が

問題となっている。言葉を交わすことはコミュニケーションの基礎となるもので、それを

回避することは他者との相互理解の可能性を廃除することでしかない。特に相手が外国人

というだけで会話を避けることはなんとも切ない。もったいない。「コミュニケーション」

は閉じた円環に奉仕するものだが、「コミュニカシオン」は場や主体を解体の危機に直面さ

せるものと、言ったのはバタイユである。外国人との交流(会話)こそ両者の文化的な背景に

よってそれぞれのアイデンティティを相対化(あるいは破壊！) することのできるまたとな

い機会ではないか。今回、韓国の大学生と「コミュニカシオン」を体現できた(そう思って

いるのは私だけかもしれないが相互理解とは常にそのような幻想の上にある)ことは、実に

感動的な出来事であった。また韓国で(もちろん日本でもよいが、いやこの際国境は問題に

ならない)お互いを「破壊」し合うことができたらいいとマゾヒスティックに夢想している。 
(2005/10/05) 
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楽しかったゼミ合宿 

 
                                   A0319041 
                                    大塚達也 

 
私はあえてシンプルな言葉だけで文章を作り上げていきたいと思う。その方が逆に思い

をストレートに伝えられるような気がするのである。 
一言で言えば、韓国はとても楽しかった。夢のような４日間であった。もしかしたら夢

だったのかもしれない。亀の背中に乗って韓国へ行ったのかもしれない。 
私は小さいころ、何かにとりつかれたかのように地図を見る癖があった。当時から、日

本や世界の地図を見ながら、ここにはどのような人が住んでいるのかと想像して何時間も

過ごしていた。韓国は日本に近い国であり、日本地図にも九州の北方あたりに韓国が一部

載っていた。私は茨城県の鹿島出身なので、佐賀県の鹿島という地名を見つけてから、地

図を見るたびにその地名を目で追いかけていた。当然視界の中には小さいころから佐賀県

の上のほうにある韓国が埋め込まれていたのである。今回、その場所に行くことができて、

小さいころの自分と今の自分が直線でつながったような気がした。 
食べ物ももちろんおいしかった上に、様々な方々にごちそうになったりして、余計にお

いしく感じることができた。 
後に同じ鈴木雄雅ゼミの皆さん、韓国の学生の皆さん、韓国でお世話になった方々、

そしてもちろん鈴木雄雅教授、その他たくさんの自分をとりまいていた人々に心から感謝

の意を述べたいと思う。 
 
 

私 の 韓 国 

A0319051 鈴木康祐 
 
 9 月 5 日。隠してはいたが内心飛行機は怖かった。高校の修学旅行時に小さめの飛行機に

乗って非常に怖い思いをし、顔色真っ青になってみんなから心配されるという恥ずかしい

思い出とともに、飛行機については恐ろしい乗り物というイメージがそのとき定着したか

らだ。無事着いてよかった。いきなり先生が私たちをほっぽってどこかに行ってしまった

ことに驚きはしたが、その他は滞りなくホテルに着いた。チェックインして荷物を置き、

一息ついたところで早速韓国の料理を食べに行くことになり、 初は男だけで行こうとし

たのだが「初日から男女別行動していてはあと 3 日どうするんだ！」との意見が出て女性

陣も連れ立っていくことになった。神谷君のチゲの辛さがこの世のものではなかった。 
 9 月 6 日。テレビ局見学の前に自由時間があり、東大門に行って市場やらスタジアムやら

を見てきた。途中朴智星のマンチェスターU のユニフォームが売られていたので欲しかっ

たが、集合時間に遅れそうだったため諦めた。結局集合時間には遅れて、待たせてしまっ

た人たちに申し訳なかった。テレビ局ではやたら綺麗な人がいたのが印象に残っている。
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街中を歩いている韓国人女性とは明らかに違っていた。もしかしたら整形しているのかも

しれない。いや普通の女性との顔の違い具合を考えてみるとほぼ間違いないと思う。ショ

ックである。その後はお茶を飲んだり、単独行動してみたくなったが危なそうだったので

諦めたり、漢江の遊覧船に乗った。遊覧船から見た韓国の夜景は綺麗だったが、周りがカ

ップルばかりで悲しくなった。ただ、この遊覧船での時間が韓国に来て初めて 1 人でのん

びりできた時間だったので、気分が落ち着いた。遊覧船から降りた後は夕食に焼肉を食べ

た。その焼肉店の 18 歳の店員がてきぱきと働くことと、焼肉の網を 5 分に 1 回のペースで

取り替えることに驚いた。あのペースで変えていたら洗うのが大変そうである。 
 
 9 月 7 日。朝から腰が痛く、歩くのも

つらかった。朝鮮日報の見学では、新聞

社にしては意外と片付いている印象を持

った。昼食を食べた後、韓国人との交流

ということで、私は 初、この交流が面

倒だった。英語は読み書き聴きしかでき

ず、話せない。ましてや韓国語は論外で

ある。うまくコミュニケーションが取れ

ない相手と一緒に過ごさなければいけな

いのは苦痛に思っていた。しかし私のパ

ートナーとなったのは李恵賢という日本語も少し話せる子で、本当に助かった。恵賢とは

いろいろな話をしたのだが、内容はよく覚えていない。とにかくよく笑う子という印象が

残った。夕食前までは恵賢とだけ交流していたが、夕食時に他の韓国の学生とも話すこと

ができ、非常に有意義な時間を過ごせた。 
 今回の韓国合宿では、韓国の人たちの温かさに触れ、今まで韓国に対して持っていたイ

メージが覆った。その意味で非常に充実した 4 日間だった。 
2005/10/06 

 

 

私 の ソ ウ ル 

A0319063 
                                                                       山内 千明 
 
ソウル合宿から帰国して、1 か月ほどたった今、思い返してみるととても貴重な体験をし

たのだと実感する。ゼミ合宿ではなく一観光者として行ったのならば、体験することはで

きないであろう出来事もたくさんあった。けれども、自分の韓国での行動を思い出すと実

際にいる間にはそのことにまったく気づけていなかったのだということが、良くわかる。 
9 月 6 日は、十分に韓国を堪能した日だったといえるだろう。まずは、MBC に見学へ。

日本語が堪能な申さんが案内してくれる。ハイテクな会議室やテレビ番組のセットなど、
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一般の見学では見られそうもないところまで案内していただいた。けれども台風の影響で、

一番の見所だという報道部が見学できなかったのが唯一残念だった。 
見学後自由行動になり、同じに汝矣島ある 63ビルへ行き、展望台からソウルを見下ろす。

その後、漢江ナイトクルージングまでの時間を、街をぶらぶらしながら時間をつぶし、

韓国のお茶が楽しめるというおしゃれなカフェへいく。ナイトクルージングはとても綺

麗だったが、寒すぎたのと一日歩き続けた疲れがどっと押し寄せてしまい、３分の２く

らいは寝てしまったのが残念。こんな観光ものには、観光客しか乗っていないだろうと

思っていたら、意外と現地のカップルや、家族が乗っていたので韓国人の生活の一部を

体験できたようで嬉しかった。 
9 月７日は、朝から朝鮮日報を見学。社内全体がとても印刷のインクのようなにおい

がしたのが印象的だった。その後は、市内の京畿大学へ。そこからペアになった学生と

水原のもうひとつのキャンパスへ向かう。私がペアになった人は英語が話せたので一安

心した。そちらのキャンパスの学生で、日本語を学んでいるという学生と話をさせても

らったが、 初から 後まで日本語で話し、なんだか申し訳なかった。彼らは、日本語

を勉強して、話せるようになって私たちと話してくれているのに、私たちは何も話せな

くて、彼らの努力に頼りきってしまったところが、今思えば情けないと思う。もう少し、

韓国語を勉強していくべきだったと滞在中初めて思った。 
この日交流会の後、盛り上がってしまった私たちは、カラオケに行ってしまった。本

当は、もう少し観光したい場所もあったのだが、その場ののりに流されてしまった。彼

らと時間を過ごして思ったのは、日本の大学生と韓国の大学生も変わらないのだという

こと。特に偏見を持っていたわけではないけれど、飲み会で盛り上がってしまって次の

日のことは考えないでまた飲んでしまうところは、まるで新宿で遊んでいるような気分

になった。この日限りの出会いであったとしても、そういったなんの変哲もない出来事

で、彼らと純粋に楽しめたのはとても嬉しかった。観光旅行できたのだとしたら絶対で

きない体験だし、そのことがわかっただけでも、私は韓国に来た意味があるのではない

かと思う。 
また韓国に行ってみたいと思ったし、次はもっといろいろな場所を見てみたい。今回

行きたいと思って行けなかった釜山に次はぜひいってみたい。 
【使ったお金（換算）】 
1 日目(9/5)    飲食 3,500 ウォン（350 円） 
2 日目(9/6)    合計 103,600 ウォン（10,360 円） 
飲食 19,200 ウォン/お土産 60,500 ウォン/交通費 4,900 ウォン/観光 18,000 ウォン 

3 日目  盛り上がってしまったため、覚えていない。 
4 日目  約 60,000 ウォン（6,000 円）おみやげ 60,000 ウォン 
 
あまり我慢しないで、思うままに使っていたつもりだった。けれど、帰国してから未

使用のウォンが 50,000 ほどみつかったので、これだけ使ってまだ 5,000 円ほど残ってい

たのでやはり物価が安いのだな、と帰国した後に実感した。 


