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1.概要 

平成 28 年 8 月 30 日（火）から 9 月 2 日（金）までの 4 日間にわたり、グラウンドワー

ク三島主催「韓国・江華島スタディツアー」が実施されました。本ツアーは、都留文科大

学の共通科目「グローバル・フィールドワーク」の対象科目でもあります。 

本ツアーは、韓国江華郡の貴重種・バイカモの保護活動に取り組む「韓国ナショナル・

トラスト」の協力のもと、バイカモ保護地での保護活動や干潟での環境美化活動体験、韓

国の歴史・文化を含めた相互理解のための交流・体験活動に取り組むことを目的として実

施されたものです。参加者は、都留文科大学生 6名とその他大学生 1名、社会人 1名の計 8

名でした。この度、各訪問先や視察を通しての感想や学んだことなどを、報告書にまとめ

ました。 

 

2.日程表 

日 付 行 程 

1日目 
8月 30日(火) 

仁川国際空港集合→ソウル市内視察 
ソウル泊 

2日目 
8月 31日(水) 

江華島視察（バイカモ保全地、干潟センター、博物館等） 
ソウル泊 

3日目 
9月 1日(木) 

ソウル市内視察（清渓川、戦争記念館、北村、宗廟、観劇等） 
ソウル泊 

4日目 
9月 2日(金) 

研修のまとめ→仁川国際空港→成田空港・解散 

 

3.地図 
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4.参加者リスト 

(1) 参加者（敬称略） 

No. 氏 名 性 別 所 属 備 考 

1 今村 遥香 女 都留文科大学 3年 社会学科 

2 加藤 由菜 女 都留文科大学 3年 同上 

3 工藤 美咲 女 都留文科大学 3年 同上 

4 椎名 朱里 女 都留文科大学 3年 同上 

5 関谷 莉恵 女 都留文科大学 4年 比較文化学科 

6 山本 あい架乃 女 都留文科大学 3年 社会学科 

7 関谷 美季 女 東京農業大学 1年 大学生 

8 橋爪 亮 男 一般参加 社会人 

（五十音順） 

(2) 同行指導者 

No. 氏 名 所 属 備 考 

1 渡辺 豊博 
グラウンドワーク三島 専務理事・事務局長、 

都留文科大学特任教授 
引率・指導 

2 美和 将弘 グラウンドワーク三島 事務局 同行 
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5.活動の様子 

  

8月 31日（水）午前 

江華島のラムサール条約登録地周辺での清

掃活動 

8月 31日（水）午前 

韓国ナショナル・トラストの朴氏によるバ

イカモ保全活動の講義（江華島にて） 

 
 

9月 1日（木）午後 

朴氏より、江華島の自然環境について説明

を受ける（江華島・干潟センター） 

9月 1日（木）午前 

清渓川の視察 

 
 

9月 1日（木）午後 

宗廟にて、専門ガイドより説明を受ける 

9月 2日（金）午前 

研修のまとめの様子（ソウル市内） 
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6．参加者報告書 

 

梅花藻のふるさと・江華島スタディツアー研修報告書 

 

都留文科大学社会学科 3年 今村遥香 

 

1.今回のスタディツアーで学び得たこと 

私は今回のスタディツアーに行くまで、韓国に良いイメージを持っていなかった。それ

は、日本と韓国の間には、領土問題や従軍慰安婦問題等が存在していて、メディアで対立

関係が強調されていることが影響している。また、韓国には反日感情を持っている人が多

いと聞いたことがあるからだ。 

なぜ、韓国のスタディツアーに参加しようかと思ったかと言うと、メディアを通して抱

いているイメージが本当なのか、自分で確かめたかったからだ。実際、行ってみると私が

会った韓国人は全員、親切にしてくれた。日本にいるとき、勝手に韓国人は過激な人が多

いと思っていた自分が恥ずかしくなった。 

確かに、日本と韓国は様々な問題を抱えており、対立することもあるが、今回、お互い

に分かり合おうとする姿勢が大切だと学んだ。ソウルの戦争記念館へ行った際、入口に「独

島は韓国のもの」と書かれた展示があった。戦争記念館とは何も関係がなく、入ってすぐ

目につくところに展示されていることにとても違和感を抱いたが、それがきっかけとなり、

現地ガイドのリーさんと領土問題について話すことが出来た。 

リーさんと話すと、どちらにも言い分があり、その主張に根拠があって、片方が 100％正

しく、片方が 100％間違っているということは存在しないと分かった。重要なのは、まず両

国の主張や背景をしっかり認識することだと思う。 

現在、インターネットを中心に、特定の人種や国へ攻撃的な発言をするヘイトスピーチ

が広まっている。実際に、インターネット上で韓国へのヘイトスピーチを見たことがある。

これから自分の目で見たことや、耳で聞いたことを信じて物事を考えていきたい。韓国は

人も料理もお酒もマッサージも、文化、自然、歴史もとても素晴らしいところで、気に入

った。必ずまた訪れたいと思う。 

 

2.印象に残ったこと 

 まず、食文化が印象に残った。私は人生で初めてマッコリを飲んだ。マッコリは庶民の

お酒として親しまれている韓国の伝統酒だ。「マッ」は「粗雑に」、「コルリ」は「濾す」と

いう語源から、「粗く濾した酒」という意味を持っているという。最近は日本でも流行り、

若者や女性にも人気が出ている。タンパク質やビタミン類が豊富なことから美容や健康に

良いお酒としても注目されている。生マッコリは飲むと、お腹のあたりがじんわりと温か

くなるのが印象的だった。まろやかな口当たりで、飲みやすくとても気に入った。 
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また、本場のサムギョプサルも体験した。お店の人が焼いてくれるのだが、焼けるのが

まだかまだかと思って、早く食べたいと思うほど美味しかった。さらに、参鶏湯も食べた。

参鶏湯は、鶏を丸一匹調理する。なかにはもち米や高麗人参やナツメの実が入っていた。

鶏肉は、箸を入れるとお肉がほろっと崩れるほど柔らかく煮込まれていて、鶏のダシがよ

く出たスープだった。参鶏湯は栄養価が高く、滋養を取れた。 

韓国のキムチは酸っぱいものが多かったのも印象的だ。日本で売られているキムチは、

日本人向けに味が大幅に変えられていることを知った。本場の味を知ることが出来た。さ

らに、韓国料理は小皿で多数の料理が出されることが多かった。自然とみんなで分け合っ

て食べることになる。すると、食事の場で会話が生まれる。これは、韓国人に朗らかな人

が多いことと関係しているのかと思った。 

 リンパマッサージに行った。韓国の女性は羨ましいほど肌がきれいだ。それは、発酵食

品をよく食べることや、美容用品の発展の他に、マッサージが関係していると思う。実際

にマッサージ屋の店員さんが「韓国の女性のほとんどは、2週間に一回はマッサージへ行く」

とおっしゃっていた。私は深刻な冷え症なのだが、４種類のサウナやリンパマッサージを

体験して、欠航が良くなり、翌日まで体がポカポカしていた。今こうして思い出すだけで、

幸せな気持ちになる。 

 さらに、ノンバーバルパフォーマンス「JUMP」を観覧した。JUMP は韓国の伝統武術であ

るテコンドー等の武術と、高難度のアクロバットなどの演技を組み合わせた演出がある。

最初は、韓国語が分からないので楽しめるか不安だったが、スピード感あふれる演出と、

おもしろいストーリーで引き込まれていた。観客もアジア、ヨーロッパ、アメリカ……と

色んな国籍の方がいらっしゃったが、全員が楽しんでいた。どんな国の人も楽しめるエン

ターテインメントはなかなかない。 

 

左：サムギョプサル。もとからお肉に味がついている 

右：参鶏湯。グツグツと煮立った状態で出される 

 

3.江華島で学んだこと（2日目） 

 江華島ではバイカモについて学んだ。韓国では 5 月にバイカモの花が咲く。開花の時期
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は約１か月で、その時期は田んぼ全体が白くなり、雪が降ったような景色が広がるそう。

バイカモが生息している田んぼには、ヘラサギという珍しい鳥が産卵しに来て、田んぼで

エサを探すという。 

 夏は田植えの時期だ。江華島の田んぼは、土に豊富な栄養が含まれており、草が多く生

える。そこへ人間が手を入れるから、生物や植物の多様性が守られる。バイカモは人が管

理するから成長でき、バイカモがあるから、生き物が生きられるという。秋は黄金の稲穂

が実り、市民団体の方と稲刈りをする。 

 冬になると、バイカモが発芽する。江華島は毎年雪が降り、去年はマイナス 20度以下に

なったそう。すると、水が入った田んぼは凍り、子供たちがソリ遊びをするという。 

 韓国にはラムサール条約で指定された湿原が、22 カ所（約 1,000 坪）ある。江華島の田

んぼが湿原として指定されたのは、世界で 2 番目だったという。湿原を守るための市民団

体が 27 個存在している。印象に残っているのは、地元の人たちの評価だ。地元の人々は、

絶滅危惧されているバイカモがあること、ラムサール条約に指定されたことが誇らしいと

思うより、指定されることによって様々な面で規制されることを煩わしく思っているとい

う。反対の声が挙がらないように、対策としてバイカモ米を高く買い取ることをしている

という。私はそれを聞いて、地元の人も本当の意味でバイカモの大切さや、田んぼの生物

多様性を理解したうえで保全活動が進めばよいと考えた。 

 

上：バイカモのお話を伺う前に、田んぼ周辺の道路わきのゴミ拾いをした。30 分ほどで、

ゴミ袋 3 個分。タバコの吸い殻や空き缶の他に、農業をする方が捨てていったようなゴミ

が目立った。 

 

4.韓国の自然と歴史について 

・江華歴史博物館 

支石墓があった。支石墓は韓国では「コインドル」と呼ばれている。紀元前 1000年～紀
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元前 100 年にかけて、大きな石でつくられた墓のことだ。朝鮮半島は世界で最も支石墓の

数が多いと言われている。江華島は、「コチャン」「ファスン」と並び、韓国三大支石墓遺

跡のひとつ。江華島には 120個支石墓が存在しており、2000年に 70 個が世界文化及び自然

遺産に指定された。 

そのなかでも一番有名なのが、江華歴史博物館にあるテーブル式の支石墓だという。天

板の石は 53 トンもあり、台座は 20 度傾いている。元々は標高 436 メートルの高麗山にあ

ったものを、約 530人で力を合わせ、現在の場所に移動させた。 

日本でも縄文時代から弥生時代にかけて、朝鮮半島の影響を受けて支石墓が見られるよ

うになったと日本史で学んだことがある。現在も長崎県に「原山支石墓群」の遺跡が存在

している。原山支石墓群は朝鮮半島の南の地方の影響を強く受けており、江華島の支石墓

のつくりとは少し異なる。支石墓は、朝鮮半島から取り入れたものだが、日本ではそこへ

屈葬や甕棺等を用いており、朝鮮半島の文化と日本独自の文化の融合が見られた。私は歴

史博物館の支石墓を見て、日本にも朝鮮半島の影響を受けたものが沢山あるのだと気づか

された。 
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・江華島干潟センター 

 干潟に生息する様々な生態系の模型を使った展示室や映像資料室、展望台があった。江

華島の干潟には、世界中に約 2,000 羽しかいない「クロツラヘラサギ」の繁殖地になって

おり、江華島干潟センターはその観察・保護の役割を担っている。 

韓国は国土面積の約 70％が山岳地帯であり、内陸地の確保のために、大規模な干潟の埋

立事業に取り組んできた。韓国では 20年前に比べて約 20％もの干潟が開発のために無くな

ったという。そのため、渡り鳥たちが中継地とする場所が減少し、近くに住む漁師たちは

生活の基盤を失いつつあるという問題を抱えている。 

 仁川国際空港は干潟が埋め立てられ、建設された。また、今後は大規模な産業団地をつ

くる計画があり、年々各地で干潟が減少している。国の発展のために干潟を埋め立てて、

開発を進めるのか、一度失われたら取り戻すことが難しい干潟を守るのか。干潟センター

でお話を伺って、開発と保全の間で揺れる韓国の現状を知り、今後干潟がどうなっていく

のか注目したいと思った。 

 

 

5.気になったこと・疑問に思ったこと 

 まず、宗廟をガイド付きで観覧した。そこは、朝鮮王朝歴代の王・王妃の位牌が祀って

あった。ガイドさんは、韓国で宗廟は、神聖な場と考えられているとおっしゃっていたが、

日本でいうとどのような場所なのか疑問に思った。明治神宮と近い存在なのかと考えてみ

たが、明治神宮の明治天皇は、神様になられ祀られており、位牌を祀っているわけではな

い。以前、沖縄県の「玉陵」へ行った際、亡くなった王様は、すでに神様になっている魂

だと学んだ。韓国では、王室の魂が眠る場所とはどういう位置づけなのか気になった。 

 また、清渓川の川沿いを散策した。そのときに、ソウル市民は憩いの場として川を利用

していた。プロポーズのスポットも設置されていた。だが私は水質が良くなく、植物の多

様性は少ない場所だと感じた。清渓川は市民が愛着を持って保全されているのか気になっ

た。（市民団体等による清掃活動が行われているか） 
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6.まとめ・反省 

 今回の研修での個人的な反省点は、積極性が欠けていたことだ。研修中に疑問に思った

ことがあっても、言葉の壁を感じてしまって言えなかった。また、食事の席でもパクさん

やリーさんに自分から話すことが出来なかったのが反省点だ。韓国のことをより深く知り

たいと思ったなら、積極的に自分から対話をするべきだった。 

 今回の反省点をこれから生かしていきたい。せっかく渡辺教授が素晴らしい機会を提供

してくれているので、チャンスをしっかり生かしたい。異国の地で、言語の違いがあるの

は当たり前だ。「学びたかったけど、言語の壁があって」というのは理由にならない。いま

は自分の目で見たこと、聞いたこと等一次情報を沢山集めて、将来に役立てるようにした

い。どんな人とも対等に会話ができて、関係を築けるような人になりたい。 

 

7.感じたこと・気になったこと 

今回のスタディツアーが私にとって初めての海外だった。研修では、韓国の歴史や文化

を知ることができた。研修以外でも、明洞を散策する時間や、韓国式マッサージを受ける

時間があった。自分の足でまちへ繰り出すと、学芸員さんやガイドさんに説明を受けただ

けでは分からない韓国のよさを知れた。今回の研修で、韓国のことに興味を持ち、さらに

韓国のことについて勉強したいと感じた。そのように思えるような機会を提供してくださ

った、渡辺教授、美和さん、グラウンドワーク三島の方、現地ガイドのリーさん、ナショ

ナルトラストのパクさん、都留文科大学に感謝しています。ありがとうございました。 
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韓国研修まとめレポート 

 

都留文科大学 文学部 社会学科 

環境コミュニティ創造専攻 ３年 

加藤 由菜 

 

① 学んだこと 

私は今回の研修で初めて海外に出た。今まで日本の考え方がすべてだと思っていたが、

いざ海外に出てみると実に多様な考え方があることを知った。韓国は観光に力を入れてい

るのだがその中でも買い物に力を入れているそうだ。物価も日本より安いためついついお

土産をたくさん買ってしまった。日本も多種多様なお土産を展開しているが名所に重きを

置いているように私は思う。 

また資源が乏しいということも初めて知った。それが技術力向上につながっていたのか

もしれないと思った。技術力の高さも様々な面で体感することができた。中でも私は資料

館の展示に感動した。清渓川博物館では展示にプロジェクションマッピングを用いていた

ことだ。国内外の人に歴史を知ってもらう方法をしっかり分かっていると思った。 

 目覚ましい発展の裏にある影の面も学習することができた。日本の戦後復興と同じく国

の発展に力を注いだ結果、深刻な環境汚染が発生してしまった。日本は原因を改善しよう

としたが韓国はどのようにその現状に蓋をするか考えた。その結果、現在でも人気河川と

呼ばれる川から異臭が漂い、街中にはごみが転がっていた。技術を向上させることも大切

だが環境問題は全世界をまたぐ問題だ。発展をする分、環境配慮を考えることが大事にな

るということを学ぶことができた。 

 

② 特に印象に残ったこと２つ 

１つは魅せ方が上手ということだ。上記したが清渓川博物館ではプロジェクションマッ

ピング、戦争記念館ではその時代の様子を４D上映と最先端技術を取り入れたものが多い。

また展示物の写真を自由に撮影することができる。日本ではまず考えられない。歴史や技

術を外部の人にたっぷりと公開する。それは自信を持っていないとできないことだと思う。 

 ２つめは韓国人の方は誇り高いということである。どの資料館の展示も誇り高さを感じ

た。日本人も誇りがないわけではないがここまではっきり態度に出すことはないと思う。 

 

③ 江華島で感じたこと 

まず規模が大きいと感じた。世界五大干潟のひとつということもあり島の大部分が干潟

になっている。そこでは韓国で唯一大規模な稲作が行われている。またバイカモの栽培も

盛んだ。日本は水中栽培が主流だが、韓国では陸でもバイカモを育てている。そのバイカ

モを育てるためにバイカモ米を作り付加価値をつけて売ることでバイカモを守ってきた。 
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規模が大きいため手入れに相応の労力が必要になる。ボランティアの大学生が手入れに

協力してくれているそうだがまだ人手が足りていないように感じた。人数がいればいいと

いうわけではないが多いほうがより多くの手入れを行うことができる。 

 

 
 

④ 歴史面で感じたこと 

当たり前のことだが同じ出来事でも日本とは異なった書き方をされていることが印象的

だった。どの展示も誇り高いことを示唆した内容が多かった。 

上記したが産業を重視しているように感じた。国を豊かにしようと産業を発展させた結

果、深刻な環境汚染が発生した。韓国の人々がこの状態に対して行った対応は隠すことだ。

見た目を重視したため原因は改善されず現在でも環境問題に課題が残っているように感じ

た。 

また王のお墓がひとつにまとまっていること驚いた。日本の天皇家の古代のお墓は古墳

で、ひとりずつ葬られていた。しかしまとまって葬られているということは団結力があっ

たのではないかと思った。 
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楽しかったこと・質問 

一番楽しかったことはミュージカル鑑賞だ。今まで鑑賞したことがなかったためとても

刺激的だった。言語をあまり使用しないものだったため十二分に楽しむことができた。言

語の学習も大切だがいかに対象に関心を持てるかも大切になってくると思った。 

 焼肉もとても印象的だった。目の前でカットしてもらう焼肉を初めて体験した。とても

おいしかった上、量が多かったためとても満足できた。 

 また日本は資源の乏しさを３Rなどで補っているが韓国ではどんな対策を講じているの

か気になった。 

 

 

⑤ 今後への思い・感じたこと・提案 

韓国の方々は発展するために猪突猛進、集中して行動を起こすことができると思う。現

に前は日本の技術力とはかなり差があったが、今ではほぼ同じレベルまで向上した。しか

しその背後には深刻な環境汚染や突貫工事による事故が隠されている。浄水機能がしっか

りしていなかったり、ごみ回収が適当だったり、路肩にごみが投げ捨てられていたり、ビ

ルや橋が崩壊したりしている。突貫工事のほうは対策を講じているようだが、環境汚染の

ほうはしっかり対応しているようには思えない。方法が分からないならば他の国に頼むな

どして対策を練らなければ手遅れになってしまう。環境を再生するには非常に長い歳月が

必要になる。せっかく素晴らしい自然を持っているのだから国民の理解を得てみんなで保

全していってほしいと思う。かといって発展をおろそかにはして欲しくない。発展と保全

の両方を視野に入れて、今後行動起こしていってほしいと思う。 
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韓国研修レポート 

 

都留文科大学社会学科 3年 工藤美咲 

 

1．学んだ事 

私が韓国での研修において学んだことは二つある。一つは、日本が韓国を支配して

いた歴史が街中に形として残っているということである。移動中のバスの車内から旧

ソウル駅舎を見た際、駅舎が昔の東京駅と非常に似ていた。ガイドの方の説明で、日

本が韓国を支配していた際に東京駅と同じように建築するよう強要されたということ

を知った。その時のことを忘れないために、旧ソウル駅舎をそのまま保存しているの

だということも知った。 

日本にも原爆ドームなどの「負の遺産」と呼ばれる建造物があるが、旧ソウル駅舎

のような、占領された歴史を物語る建造物は無いため新鮮な気分だった。韓国の人々

にとってその歴史は見たくないものかもしれないが、こうしてきちんと後世まで伝え

ようと形として残しているというところは、日本も学ぶべき部分だと感じた。歴史は

国によって見る方向が違うために端々が異なる所があり、それが原因となって国家間

で争いが起きるということが昨今ある。全ての歴史を同じように観ることはできない

かもしれないが、互いの国の歴史観に学ぶことはそういった争いを避ける第一歩にな

るのではないかと感じた。 

二つ目は、韓国の江華島で取り組まれていたバイカモの育成である。違う国同士だ

けれど、取り組みの内容や課題が日本と似通っている部分があり、バイカモを通じて

日韓の交流が出来ているようだと感じた。田の中でバイカモを育てるというのは初め

て見る事例であり日本と韓国でバイカモの種類が異なっているということを知った。  

また道端でごみ拾い活動を行った際、日本よりもかなり多いごみが捨てられており

驚いた。私たちはバイカモがどういった植物か知っており、付近にそのバイカモが生

きられるような綺麗な水があることも知っているのだが、それでも車で通行する人々

がジュースの缶やたばこなどを捨ててしまうことは残念だと感じた。よりバイカモや

湧水のことを周囲に知ってもらうための働きかけが必要なのではないかと感じた。 

 

2．印象に残ったこと 

道端のゴミや、実際に見ることはできなかったが川岸の飲食店から出る料理の余り

を川に捨ててしまってある現場などがあるという話が印象に残った。韓国という国が

急速に発展を遂げたせいで、住民の意識が未だ近代のそれに追いついていない部分が

あるのではないかと感じた。これからも街は発展していくはずであり、そこに住民の

意識がついて行って「街をきれいに保つ」という考えが生まれていく必要があるので

はないかと感じた。 
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3．日韓交流について 

種類は違えど同じバイカモという水中花で両国が繋がれているような気がして、非常

に貴重な体験であったと考える。韓国のバイカモは田の中で育ち、日本のバイカモのよ

うに一年中川の中にあるわけではないのだということを知った。バイカモの成長と稲作

に必要な作業がかみ合っている点も、こうして韓国の稲作の歴史と共にバイカモが生き

てきたのかと考えると興味深かった。 

 

4．韓国の歴史について 

韓国の戦争史料館を訪れたとき、私は内心太平洋戦争の際の日本軍の所業について

様々な記述がなされていたらどうしようと不安だった。もしそのことについてしか触れ

られていなかったら、一体どのような顔をして中の展示を見ればよいかわからなかった

からである。 

しかし実際行ってみると、太平洋戦争に関する記述はほとんどなく、ほとんどが日本

では朝鮮戦争、韓国では韓国戦争と呼ばれる戦争に関する記述がほとんどだった。この

呼称の違いは、韓国に研修に行って初めて知った。韓国における「朝鮮」とは朝鮮王朝

時代を指す言葉であり、近現代であるこの戦争のことは韓国戦争というそうである。 

これまで大学でも近現代史を扱う授業をいくつか受けてきたが、その授業のいずれで

も韓国では朝鮮戦争ではなく韓国戦争というという事は取り扱わなかった。こういった

点でも、少し海外からの歴史観に目を向けてみることの重要性を感じた。また、戦争史

料館という場所でありながら若い人が多く訪れていることは驚いた。学校の行事で来た

ような子供たちもいれば、個人的に来たような人もいて、日本と違う所だなと感じた。 

 

5．楽しかったこと、気になったこと、疑問に思ったこと 

宿泊した場所は夜でもかなり賑わっていて、韓国の中心部の発展の度合いを測ること

が出来た。様々な出店が出ていて、いろんな商品が並んでおり見ているだけで楽しかっ

た。後者二つは、宿泊したゲストハウスで私に話しかけてきてくれた韓国人の女性につ

いてである。彼女は友人と宿泊していて、彼女自身も友人も日本が大好きだそうで、日

本人である私たちを見てずっと話しかけたいと思っていたと言ってくれた。 

しばらく世間話をしてから彼女に昨日（8月 31日）はどこへ行ったのかと聞かれた時、

私はとっさに江華島の韓国語がでてこなかったためメモ帳に「江華島」と漢字で書いて

見せた。当然漢字が通用すると思っていたからである。しかし彼女には「漢字が読めな

い」と言われてしまい、非常に驚いた。しかし街中には漢字で表記されている看板など

がある。簡単な漢字は読むことが出来るのだろうか。ガイドさんは漢字の勉強は学校で

行われていると言っていたがどの程度なのだろうか。この点が気になり、疑問に思った

部分である。 
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6．まとめ、反省、今後 

これまでに海外に出たことがなかったが、今回韓国に来てみて改めていろんなこと

に気づかされた。歴史は国によって観方が違うため、一方的な観点に縛られず様々な

観方をすることが重要であると個人的には理解していたつもりだったが、実際に戦争

史料館や清渓川の史料館に行ってみると、日本にいたら知ることはできない歴史や観

方の違いを知ることができた。反省としては、自分の語学力が低すぎてほとんど韓国

の方とコミュニケーションが取れなかったことである。相手の方が気を使って英語で

話しかけてくださっても、英語もかなり危ういため言葉の意味は分かっても応答でき

ないという非常に残念な結果に終わってしまった。電子辞書を持ってくる、事前に少

しくらい勉強してくるなどできることはあったと思うので反省したい。 

  



16 

 

梅花藻のふるさと・江華島スタディツアーに行って 

 

都留文科大学・社会学科 

環境コミュニティ創造専攻 3年 

17214032 椎名朱里 

 

①１．韓国も日本と同様に、一人あたりの米の年間消費量が減少していること。また、農

業の高齢化も課題になっていること。パンや麺が米と同様に食事の主食となっている現代

ではこのような事態は避けられないことかもしれないが、このままでは日本も韓国も農業

は衰退する一方である。学校などの教育現場で食育を通し、米の素晴らしさを伝え、需要

を増やし、米の消費量を上げる必要があると感じた。そうすれば、バイカモ米の需要も増

えるのではないか。 

 

 

◎バイカモ米は、普通の米よりも値段が高いが無農薬で体にもいい。質が良いことに大き

な付加価値となる。 

 

 

２．また、バイカモを保全することで、そこに住むヘラサギという滅危惧種である鳥を守

ることが出来ることを知り、自然環境を保全するということは、生物の多様性も守ること

に繋がるということを学んだ。これからの時代、科学の発展との代償に自然環境が破壊さ

れる危険性がある。環境を破壊するということは、そこに住んでいる生物を絶滅させるこ

とに繋がるということを忘れてはならず、科学の発展も大事だが、自然環境と生物の多様

性を守ることも優先させなければいけないと感じた。 
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②１．印象に残ったことの一つとして、食事形態や飲食店の営業形態である。焼肉や、サ

ムゲタンなど、食事のバリエーションが豊富でとても美味しかった。また、味だけではな

く目で見ても楽しめる工夫が多く施されていた。焼肉も、机の上に煙突のようなものが吊

るされていて、肉が焼けていくのを楽しみながら食事をすることができた。また、韓国の

飲食店の多くが朝早くから、夜遅くまで営業していたことに驚いた。日本では普通の飲食

店は午前中の 11時から開店する店が多いのに対し、韓国の多くの飲食店は朝早くから営業

しており、営業マンはもちろんのこと、観光客に対してもとても有難いものだと思った。 
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◎屋台での食事も日本ではあまり見られない食事形態で、とても貴重な体験の一つになっ

た。つくっている人の顔を見ることができれば食べる人にとって、安心感も生まれる。 

 

 

２．そして、韓国のソウル市街や、ミョンドンのまちの衛生状況も強く印象に残った。路

上に多くのゴミが落ちており、中には家庭ゴミのようなものも落ちており、臭いが気にな

る所もあった。初日のゴミ拾いも短時間の間にとても多くのゴミを集めることができた。

日本でも少々のゴミが落ちていることはあるが、これほど多くのゴミが街中で落ちている

風景は日本では見たことがなかったので、衝撃的だった。学校や家庭の場でゴミの捨て方

の見直しや、整備活動の活発化の必要性を感じられた。 
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３．韓国の市民事業団体は女性も参加者が多いことも印象に残った。このような活動は男

性が率いるものだと考えていたがそうではなく、女性の行動力や活発さが表れていると感

じられた。 

 

 

 

 

③江華島では、ゴミが海岸周辺に多く落ちていることが気になった。日韓交流を兼ねた国

境を越えたゴミ拾いボランティアを日本で募り、江華島でゴミ拾いを行うのはどうだろう

か。また、海岸近くに畑がいくつかあり、そこで合同農業を行うのもよいのではないか。

日本でも農業人口の高齢化や、人口減少が問題になっている中、国境を越えた農業を行う

ことによって日韓交流の促進と共に農業人口増加にも繋がることが期待できる。 
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 また、江華島で観光客向けの飲食店やお土産屋さんを増やしてもいいのではないかと思

った。日韓交流を目的とした、韓国料理と日本料理のコラボ食品の展開など、工夫できる

部分は多いと感じた。 

 

 

④チョンゲチョンのように、人々は昔から自然と共に暮らしを営んできた。その自然が、

生活の質の向上とともに崩されてきている。人々が生活のために崩してきた自然を、また

再生しなければいけない時期にきていると思う。本来の自然の姿とはどういうものなのか、

私たちは考え直さなければいけないのだと思った。 

 

 

◎韓国戦争当時、生活が貧しく人々はチョンゲチョン周辺に住み始め、木造住宅が増加。 

 し尿問題が悪化し、川が汚れはじめる。 
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◎人口がさらに増加した。チョンゲチョンを下水として利用。川にフタをした。 

 

      

 

 本来の自然を取り戻そうと大規模の工事に着手。このような自然再生を日本でも取り組

む必要があると強く感じられた。 

 

 

⑤１．韓国に来てどうしても気になったことはゴミのポイ捨て状況である。私たちは、学

校や家庭の場でポイ捨てはいけないと教えこまれたが、韓国ではそのような教育はあるの

かどうか疑問に思った。 

 

 ２．チョンゲチョン周辺の多くの雑草が気になった。処理する予定はあるのかどうか疑

問に思った。 

 

 ３.ミョンドンで買い物をした際に店員が非常に疲れているようにみえた。夜遅い時間ま

で多くの店が営業していて、労働環境はどのようになっているのか気になった。日本のよ

うに労働基準法などは存在するのかどうか疑問に思った。 

 

 ４．今回視察に行ったのは都市部が多く、韓国は発展している国だと思った。しかし、

農村部の暮らしはどうなのか。今では農村部でも豊かになってきているときいたが、どの

程度豊かなのか、都市部と農村部の格差はどの程度なのか疑問に思った。 
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⑥今回のスタディーツアーに参加して、普段の生活の中では知ることのない韓国の姿をた

くさん知ることができた。また、韓国と日本を比較してそれぞれの国の良さも知った。日

本は、まちの衛生状況や店のサービス度のよさは誇れるものだと思う。しかし、戦争記念

館に行った時に、多くの韓国学生が見学に来ていて、韓国は平和教育に対しとても力を入

れている様子だった。日本も、決まった時期だけに平和教育を取り入れるのではなく、定

期的に行うべきだと感じた。 

 また、反省点としては、もっと市民活動団体の方々とお話するべきだったと反省した。

事前に多くの質問を考えておくべきだったと痛感した。 

 

 

⑦１.韓国での交通状況をみて、交通事故件数はどのくらいなのか気になった。 

 ２.韓国は観光客の受け入れ体制は整ってきているように思えた。近年の観光客の推移は

どのように変化しているのか気になった。 
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梅花藻のふるさと江華島スタディツアー 

 

都留文科大学社会 4学科年 関谷莉恵 

 

・学び得たこと 

日本とは違ったものの考え方、見方がわかる研修であった。戦争では多くの兵士、一般

市民が犠牲となり、その犠牲があったからこそ今私たちは平和に暮らすことができている。

バイカモは初め一枚の田んぼからスタートしたが今や 20㏊の面積へと拡大し、さらに生物

の多様化にも重要な役割を担っている。バイカモに反対する人がいる中での面積拡大、海

外との連携がとれている事は、続けることが大切であり、続けるにも知恵が必要である。 

 

・特に印象に感じたこと 

 道路の清掃活動を行ったが、短時間であれだけの量のゴミが集まった。また、街の中で

も道を歩いているとお菓子のゴミ、タバコの吸殻が多く目につきゴミが多いことが印象的

であった。 

 清渓川は、人口が増加し水が汚れ下水化していった川にふたをし、その上に道路が造ら

れた。その道路も 2 年 3 ヶ月で、市民に親しまれている今の状態にしたので、ものすごい

技術と人が関わっている。さらに、チョンゲチョンに流れている水は、下水を浄化しポン

プを使い上から流していることも印象的であった。 

 

・カンファドウで感じたこと・バイカモ交流で感じたこと 

 バイカモは一年のうち 5 月の 1 ヶ月しか見ることができず、水も綺麗でないと育つ事が

できない。そんなバイカモが生息できる湿地面積も減少している。減少しているバイカモ

を増やすには、綺麗な環境を保つことが重要でないかと感じた。そのためには、街、国全

体が協力してバイカモの保護に努め事が大切ではないかと感じた。バイカモは水が綺麗な

所でしか育つ事ができないため、バイカモを増やす事で環境の改善、それによる生物の多

様化に繋がっていくのではないかと感じた。人が手を加えることで、バイカモや生物が生

きられるので、バイカモや生物が住みやすい環境づくりを進めていく必要があるのではな

いかと感じた。 

 

・歴史について感じたこと 

 多くの人が戦争で亡くなり、中でも一般市民が一番多く亡くなっているので戦争は残虐

なことであると感じた。しかし、戦争があったからこそ韓国へ他国の人が足をはこんだり、

平和な日常が送れている。なので、戦争があり、多くの犠牲があったからこそ今こうして

いられていることを感謝しなくてはならない。また、戦争を忘れてはならないし、後世に

伝えるべきである。韓国は、1935年に日本の支配下におかれ、1948年には独立をしたもの
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の、街には東京駅に似た駅があり、とても大きな影響を与えている。なので、日本人とし

てこの歴史は忘れてはならないと実感した。 

 

・楽しかったこと・疑問 

 南大門市場では、日本では見られない店の様子や風景をみることができた。江華支石墓

や清渓川など、歴史に深く関係している場所、文化や食、生活に実際に触れ、間近で見る

ことができ、とても良い体験となった。ゴミがやはり気になりゴミの管理や考え方の違い

についてもっと知りたいと思った。 

 

・まとめ、反省 

 清掃活動をすることで、ゴミの多さを実感した。バイカモは綺麗な水でしか育たないな

ど、とても純粋な植物である。バイカモが咲いている景色はとても美しかったので、この

美しい景色をこれからも残していくべきだ。研修先では、実際に触れられるものや体験で

きる展示が多く、戦争であれば当時の寒さが体験できるなど戦争は絶対にしてはならない

と思わせられる。 

しかし、日本は平和主義ということもあり、オープンではないので戦争の体験をしたこ

とがない世代に、戦争は二度としてはいけないと強く思わせる展示や、体験スペースを設

けるべきである。清渓川が道路から川に戻ったように、一度壊してしまうと二度と同じよ

うには戻らないので、今ある自然を大切にしていく必要がある。後に後悔しないように、

発展させるにもよく考えたうえで行動する事が重要。常に疑問をもち、積極的に質問をす

る事が大切だと痛感した。分からないままにするのではなく、その場から離れる時には疑

問が無いようにすべきだと思った。 
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韓国スタディツアー報告書 

 

都留文科大学 社会学科 環境コミュニティ創造専攻 

3年 17214058 山本あい架乃 

 

１、学んだこと 

 高校時代から韓国の女性アーティスト「少女時代」が大好きで、インターネットで彼女

たちの動画をよく観ていた。動画の中で彼女たちの言葉、食事、文化などその端々に日本

に似た要素、共通点を見つけることができるのが嬉しかった。そのため、日本と近い性質

を持つ国がどのように地域資源を保全しているのか非常に興味深く、今回ナショナルトラ

ストの朴さんやガイドの李さんから様々なお話を伺うことができたのはとても貴重な体験

だった。その中で、特に印象的だったことについて述べていきたい。 

 初めに、現代の農村の問題についてである。日本では人口が減少すると同時に、第一次

産業の担い手不足が深刻化し若者の都市部への人口流出が問題となっている。更に、昨今

日本をはじめとする諸国が推し進めるTPPは弱体化した農村部へ追い打ちをかける形とな

り、最近では田畑を縮小し身内で食べる分だけの作物しか作らない「小農」も増えてきて

いる。私はこれを、日本特有の問題だと思っていたが、韓国でもまさに同じ問題が起きて

いる。就職することが日本よりも難しく、エリート指向が強い韓国では若者は皆外に出て、

勉学に励み一流を目指す。担い手のいない農家は継続できなくなり、耕作放棄地が増え生

態系を維持する上で大切な里山が荒廃していく。日本が歩んできた道と同じ道を韓国はた

どっている。 

 韓国・江華島の梅花藻は日本がきれいな川の流れの中に咲くのに対し、田んぼの中に咲

く。冬は凍ってしまうため水の管理は年中怠ることができない。また、農薬を使用すると

花が咲かなくなるため有機農法を実践している。このことから、上記で述べた農村部の担

い手不足や里山の荒廃は地域資源の保全をしていく上で直に関わってくる。この江華島の

梅花藻の咲く湿地（田んぼ）は梅花藻だけでなくレッドリストに登録されているヘラサギ

をはじめとする多種多様な生物がおり、ラムサール条約において保全の対象となっており、

市民の遺産の一部であり、生活の一部なのである。 

 そのため、韓国ナショナルトラストでは、梅花藻が咲く約20ヘクタールの田んぼを購入。

協同組合を結成すると有機農法で作られる米を「梅花藻米」として販売し、そこで働く農

家の人々へ少しでも収益を配分できるようにしている。この「梅花藻米」は通常のお米の

二倍程度値が張るが、食品の安全を考える人々に評価されている。日本でいう「町内会」

も存在しているが、町内会活動は行われておらず、ほとんど活動はナショナルトラストが

集うボランティアと7つの市民団体で行われている。写真を見せていただいたが、見事に女

性ばかりであり食の安全の意識の高さは男女によって違いがみられることも日本と同じだ

と分かる。 
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 以上のことから、根本的な里山の問題に共通点が多く、解決に向けて同じ田んぼを中心

として文化を築き上げてきた韓国と日本は協力できるのではないかと感じる。里山の現状

に向き合い「生活の一部を守ることが地域の宝物を守る」という朴さんの言葉はとても重

く響いた。その取り組みの一歩として、グラウンドワーク三島、ナショナルトラストがこ

うした視察研修を行っている。次回韓国の方々が日本に訪れた際はぜひまたお話をしたい。 

 

２、印象に残ったこと 

 私が韓国で最も印象的だったのは「まち」や「人」や「生活」そのものである。特に、

ごみ問題、街中で働く人々の労働環境、韓国の人の性格などである。一つに絞ることが難

しいので、一つ一つ述べていきたい。 

 まずごみ問題についてだ。日本では、きれ

い好きな人が多く街は清潔に保たれている

場所が多い。だが、それは世界的にみると「や

り過ぎ」という感覚を持たれることに気付い

た。韓国の次にイギリスに行ったのだが、意

外に先進国は環境問題に取り組んでいるよ

うで、身近な道のごみも拾うことができない

のか、とがっかりした。こうした化学物質で

できたごみを放置すれば土壌に成分が流出

しいずれ生態系に影響を及ぼす「公害」にな

りかねない。だが、帰国してすぐ東京・豊洲

市場の盛り土問題のニュースを見たとき、日

本でも私が韓国で感じた廃棄物によって汚染される土壌の問題が私たちの見えないところ

で行われており、日本は表面的に綺麗を作り上げることが得意なだけなのではないか、と

いう風に考えるようになった。それは、海外に行ったからこそ思うようになったことで、

日本にずっと住んでいたら気付かなかったことだと思う。 

 二つ目に、韓国人の労働環境についてだ。私たちは明洞の中心部に宿泊し、夜は街を歩

いて屋台などに行き食事をして韓国を満喫した。韓国はファッションや美容グッズが有名

だが、そういった店は朝7時くらいから夜24時まで営業している。明洞は賑やかでとても人

が多くお店は忙しそうで、見ているだけで大変そうなのが伝わってくる。もちろん、休憩

時間はあるだろうし交代制であるとは思うのだが、多くの外国人を相手にし昼夜問わず落

ち着く時間帯も無いような目まぐるしさはとても印象に残っている。 

 最後に、韓国の「人」についてである。韓国の人々はほとんど、日本語や中国語や英語

など韓国語の他に別の言語を話すことができる人が多いそうだ。ガイドの李さんも英語、

日本語、韓国語を話すことができる。韓国は就職口が少ない。自分の武器となるものを身

に着けるために学ぶ意欲が非常に強く、それが何歳であろうが全く関係ない。その姿勢は
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とても大切で見習うべきだと感じた。物事に対してハッキリしていて意見をきちんと持っ

ている姿を見て、私も頭でよく考えて意見や芯を持った人間になりたいと思った。 

 

３、歴史を学んで思ったこと 

 三日目に訪れた「戦争博物館」では正直なところ、行く前まで戦争についての博物館な

ら第二次世界大戦を取り上げていてきっと日本のことをめちゃくちゃに書かれているだろ

うな、と緊張感をもって訪れた。だが、第二次世界大戦に焦点を合わせているのではなく

韓国戦争（朝鮮戦争）を主に取り上げている博物館だった。昔から、戦争そのものはもち

ろん、戦闘機や鉄砲が好きではなく展示物が豊富でリアリティのあるものばかりであった

ためあまり見ることができなかった。日本でいう朝鮮戦争は、一見現在の韓国と北朝鮮二

つの国の戦争のように見えるが、日本はこの戦争で兵器を売って儲けた背景があるため、

日本も関係なくはないのだということを知った。 

  戦争博物館入口に竹島のオブジェと映像が流れ、写真スポットになっていた。日本で

はこうしたものを見ることがなく、領土問題についての捉え方に違いが見えた。また、韓

国の人々にとって竹島は昔からの領土である認識が根強く、日本人が竹島をずっと日本の

領土であることを主張しているのと同じであるように思えた。長年解決しないのは、結局

水かけ論争になってしまうからだろう。 

 

４、気になったこと、楽しかったこと 

 韓国の料理はとても辛いイメージがあったが、意外にあっさりしていて辛くなくおいし

い。特に焼肉は別格で柔らかくジューシーで感動した。また、マッコリも甘くて日本で売

っているものとは違った。韓国の人々はめったに一人で外食をしないことから、食事を家

族や友人と取ることを大切にしているため、みんなでシェアして食べられるように一度に

出てくる料理の種類も豊富だ。野菜が多く健康的な食事で、毎日食べていても飽きず食事

が楽しかった。 

 気になったことは、清渓川についてである。清渓川はかつて経済発展に伴う開発によっ

て埋め立てられ、李明博元ソウル市長によっ

て復元された川であるが街中で人々の憩い

の場であるにもかかわらず、雑草が多く下水

を処理した水を流していることからとても

臭う。清潔な水ではないため、肌が弱い人は

水に触れることもできないそうだ。都心部の

川ならば仕方ないのかもしれないが、川を守

る市民団体の存在や活動内容をきちんと聞

けばよかった。 
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５、今後への思い 

 今回、韓国のスタディツアーに参加して非常に勉強になった。というのも、日本と韓国

はところどころ性質が似ていて互いにいいと思う要素をその国に合ったものに形を変えな

がら取り入れていけると考えたからだ。 

私はいつも山梨県都留市の十日市場や夏狩地区で梅花藻の保全活動をしている。この地

域では住民意思形成が難しく、住民が地域の宝に気づかず埋もれてしまっている。韓国で

は、いくつもの市民団体とNPOが協力体制を作り事を成し遂げている姿が印象的であり、き

ちんと守っていく姿勢ができているように感じられた。このことから、横のつながりを作

り隙間を埋めた協力姿勢が必要であると思った。 

短い期間ではあったが、韓国に訪れて現地の人の話を聞くことでたくさんの学びになっ

た。知らないことばかりで言葉も通じなかったが、一緒に食事をしてゴミ拾いなどの活動

をすることで韓国の人の考え方や、地域の雰囲気、仕組みなども学ぶことができた。今回

は、まず初歩段階として韓国についておおまかに理解することからだったが、ぜひ来年も

訪れて今回聞けなかったことや核心に迫った質問ができるようにしたい。 
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8. 講評・都留文科大学特任教授・渡辺豊博 

 

参加者は、近くて遠い国・韓国の魅力と歴史性・雰囲気、日本との関連性、自然環境 

の実態、日常生活、若者事情、などについて、現地を訪問・視察することで実感したので

はないかと思います。まさに、物事の「百聞は一見に過ぎず」の理屈・重要性が理解でき、

多様な束縛や制限、事情を超越して、今回のような研修や機会に積極的に参加・体験する

ことの意味と意義、有効性を体得できたと思います。 

当然、今回の研修は、大学の授業の一環でもあり、経済的な負担や時間的な拘束もあり、

個人旅行のように自由に自分勝手に移動、研修することはできません。しかし、グラウン

ドワーク三島が蓄積してきた、韓国ナショナルトラストとの長い付き合いと信頼関係や友

好的な人的交流がベースとなり、一般的な研修ではとても体験できない、質の高い、刺激

的で意味のある貴重な研修が体験できたと思います。 

今の韓国は、政治的に流動化し、国民の怒りは行き場を失い、激しさを増しています。

大学生との話し合いの時も話題になりましたが、受験競争の激しさ、厳しさに見られる「学

歴格差」は、若者の就職難を含め、将来への夢を奪い、社会への不満を増幅させています。

この韓国の若者事情を議論の中から学べたと思います。 

また、竹島や慰安婦、歴史観、日本統治時代の問題などを含めても議論となりましたが、

意外と冷静に客観的に相互の真意が語られ、国境を越えての直接的な会話や交流が、多様

な国家的・歴史的なしがらみや誤解を解消できることを学べたのではないかと思います。

民族や言葉の違いに恐れず、人と人とが顔をあわせ、心を打ち明けて話す、意見交換する、

真の国際交流の重要性と役割を学べたと思います。 

韓国江華島のバイカモは絶滅の危機にありました。しかし、グラウンドワーク三島が進

めて来た、三島バイカモの保護活動の手法を学び、今では、この保護地がラムサール条約

に指定され国際的な評価を受けるまでになりました。日韓相互の先進的な環境技術の交流

がバイカモ保護に活かされ、バイカモを愛する市民交流に拡大していきました。 

学生は、グラウンドワーク三島が得意とする、美味しい焼き肉を食べ、マッコリや焼酎

を媒体とした異国の人々との楽しい交流の手法と意味・実効性を学んだと思います。概観

的な旅行では学べない、深遠な国際交流の大切さを体感したいと思います。 

まずは、相互の具体的な実践活動の積み重ねがベースにあり、多様な課題を解決するた

めに相互の知恵とアイデア、悩みを交流する。その交流の中から、共存共栄の新たな発展

的な手法を見出していく、事実に基づいた現実的な関わり方が、国際交流の本質性である

ことも学べたと思います。 

海外留学への希望者もいましたが、海外に行くことも大切ですが、まずは、日本の魅力

や歴史、文化、価値を学び、その延長線上にある、原点探しの学びとしての留学なら意味

があると感じたと思います。言葉は大切ですが、言葉だけの学びでは、真にその国を理解

したことにはつながりません。まずは、日本での実務的な体験と問題意識の醸成、専門性
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の習得、国内旅行など、日本の現実を知ることが国際交流の前提条件・ポイントだと思い

ます。こんな話も参加者との一杯会で語り合い、議論できました。 

このように、多様な国際的な刺激を異国で実体験できたことは、長い人生の中でも貴重

な時間を持つことになったのではないかと考えています。１人旅ではなく、日頃付き合っ

ている都留文科大学仲間といえ、集団行動を通して、さらに仲間意識が深まり、韓国ナシ

ョナルトラストのスタッフや通訳、若者とも、英語や日本語を織り交ぜて、楽しい会話・

交流ができ、韓国が近くて魅力的な国に変わったと思います。 

勇気を持って決断し参加してくれた今回の受講生、今後の人生の中で、大きな気づきと

刺激を与えられることができたのではないかと自負しています。今回のスタディツアーは、

都留文科大学の共通科目「グローバル・フィールドワーク」の対象科目であり、グラウン

ドワーク三島との共催事業でもあります。実証的な取り組みでしたが、受講生は有益な学

びができたと確信しています。今後は、韓国ソウルの明洞辺りで偶然、お会いすることを

楽しみにしています。50回以上も訪韓している渡辺より。 

 


