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1.概要 

平成 29年 9月 18 日（月）から 9月 23日（土）までの 6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、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た日

韓文化交流基金「平成 29年度対日理解促進交流プログラム・環境資源を活かした先進的な

まちづくりを学ぶ・日韓若者交流リーダー育成事業」として実施されたものです。参加者

は、大学生 11 名と高校生 4 名の計 15 名でした。以下、各訪問先や視察を通しての感想や

学んだことなどを、報告書としてまとめました。 

 

2.日程表 

日 付 行 程 

1 日目 
9 月 18日(月) 

羽田空港発→江華島のバイカモ水田でのバイカモ保全活動体験→訪日し
た韓国大学生との交流会 

江華島泊 

2 日目 
9 月 19日(火) 

日韓学生による環境を活かしたまちづくりについてのワークショップ→
江華島干潟清掃活動→江華郡庁訪問研修→支石墓群視察 

江華島泊 

3 日目 
9 月 20日(水) 

イムジン河・DMZ（非武装地帯）周辺視察→ソウル市街地視察 
ソウル泊 

4 日目 
9 月 21 日(木) 

清渓川視察・現地調査→ソウルの森視察→ソウル市街地視察 
ソウル泊 

5 日目 
9 月 22日（金） 

宗廟視察→南大門市場視察→昌徳宮視察→戦争記念館視察 
ソウル泊 

6 日目 
9 月 23日（土） 

Seoullo7017 視察→南山韓屋村視察→金浦空港発→羽田空港着 
 

 

3.地図 
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4.参加者リスト（敬称略） 

(1) 参加者 

No 氏 名 性別 所 属 学 年 

1 山本 あい架乃 女 都留文科大学 4年 

2 芦川 菜摘 女 都留文科大学 3年 

3 中里 伶 男 都留文科大学 2年 

4 福田 果凛 女 都留文科大学 2年 

5 熊谷 唯 女 長野大学 3年 

6 佐藤 瞳海 女 長野大学 3年 

7 寺島 花南 女 長野大学 3年 

8 上田 啓瑚 男 静岡大学 1年 

9 菊池 雄太 男 石巻専修大学 3年 

10 大友 理貴 男 石巻専修大学 2年 

11 菅原 謙斗 男 石巻専修大学 2年 

12 野中 菜々美 女 山梨巨摩高校 2年 

13 保坂 光梨 女 山梨巨摩高校 2年 

14 横倉 侑子 女 山梨英和高校 1年 

15 若尾 希美 女 山梨英和高校 1年 

 

(2) グラウンドワーク三島 

No 氏 名 性別 所 属 

1 渡辺 豊博 男 
都留文科大学特任教授/グラウンドワーク三島専務

理事/訪韓団団長 

2 美和 将弘 男 グラウンドワーク三島事務局 

 

(3) 同行 

No 氏 名 性別 所 属 

1 金 光明 男 通訳・コーディネーター 

2 石川 宏 男 毎日新聞沼津支局長・同行取材 
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5.視察研修先の概要 

(1) 主な視察研修先 

 江華島の干潟は、面積は約 105km で、特に如此里-東幕里-東検里に渡る西南部地域の

干潟は陸地から最大 6km、面積は約 90kmで、江華島の干潟の面積の約 86%を占めてい

ます。江華島の周辺には多くの島があり、海岸線の屈曲が大きいだけではなく、海の

流れが静かなため干潟が発達しています。 

 
江華島のバイカモは、1998年には絶滅危惧野生植物に指定されました。「韓国ナショ

ナルトラスト」がバイカモの保全活動に取り組みましたが、手法に悩み、2003 年に

グラウンドワーク三島との「日韓バイカモ市民交流」が開始されました。翌 2004 年

には環境交流協定を締結。その後 2009 年に、バイカモの生育する水田がラムサール

条約湿地に、水田としては世界で最初に登録されました。 

 臨津（イムジン）閣は、非武装地帯・坡州の最北にある平和公園です。「南北分断の

象徴」というイメージが強いこの地に、平和の大切さと統一の重要性を知らせるため

に造成されました。抜群の景色を誇り、最近は誰もが気軽に訪れやすいお出かけスポ

ットとしても人気です。 

 清渓川（チョンゲチョン）は、ソウルの中心部である鐘路区(チョンノグ)と中区(チ

ュング)の間を西から東へと流れる人工河川です。朝鮮時代よりも昔、自然河川であ

った清渓川は 1960 年代の経済成長期に覆蓋(ふくがい、臭気等を外に漏らさないよう

に蓋をかける)工事が行なわれ、その姿を消しました。そして 2005 年 10 月、清渓川

は全長約 5.8km の親水河川として生まれ変わりました。 

 ソウルの森は、韓国ナショナルトラストとの協力組織である財団法人ソウルグリーン

トラストが管理運営する、首都ソウル近郊の都市公園です。子どもからお年寄り、障

碍者の方も共同で利用する市民農園や、大企業の社員研修の場としてなど、様々に活

用されています。 

 戦争記念館は、戦争の教訓を通して戦争を防ぎ、朝鮮半島の統一、平和を願って、1994

年に建てられた博物館です。３万 5000 坪の広い敷地には、5000年の朝鮮半島の戦争

史を見ることができる展示室や、緑地、池、噴水などがあります。 

 宗廟は、朝鮮王朝（1392～1910）歴代の王と王妃の位牌が祀られ、祭祀が行われる儒

教祠堂です。もともとは中国が起源ですが、儀礼と建築様式において韓国ならではの

特徴があり、特に主殿の正殿は 19 間の建物で、同時代の単一木造建築物としては世

界最大規模とされています。荘厳で節制された東洋建築の精神と宗教的建築が持つべ

き価値を実現しています。ユネスコ世界文化遺産です。 

 昌徳宮は、1405 年に創建された朝鮮王朝時代の宮殿です。王朝の政務や歴代王の御

所として、約 270 年間にわたって正宮の役割を果たしました。保存状態がよく当時の

趣を色濃く残しており、自然と建築との卓越した配置などからユネスコ世界文化遺産

に登録されました。 

 南大門市場（ナンデムンシジャン）は、600年の歴史を持つ最古の市場です。食材を

中心とした約１万店もの店が並び、西側には韓国の国宝である崇礼門(スンネムン)

があります。 

 Seoullo7017 は、2017年の 5月 20日にオープンした、古い高架道路を活用した歩行

者専用の公園です。1970 年に開通し老朽化が進んだ高架道路を撤去するかどうかの

議論の末、公園にすることになりました。名前の「7017」は、1970 年に開通した高

架道路が 2017年に公園として生まれ変わったという意味を持ちます。 
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(2) 視察研修の様子 

  

9月 18日（月）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 

9月 18日（月）江華島のラムサール条約登

録水田周辺でのバイカモ保全活動体験 

 

ディスカッションの様子 

  

日本学生の発表           韓国学生の発表 

9 月 19日（火）アクションプラン作成ワークショップ 

招へい事業・派遣事業の参加者が集い、本事業の経験を活かした環境保全活動を討論し

あい、互いにアクションプランとしてまとめ、発表した。 

  

9月 19日（火）江華島の干潟の清掃体験 9月 20日（水）イムジン河付近の丘から国

境を望む 
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9月 20日（水）イムジン河付近の環境保全

水田の視察 

9月 21日（木）清渓川の視察 

  

9月 21日（木）ソウルの森の視察 9月 22日（金）宗廟の視察 

  

9月 22日（金）南大門市場にて昼食 9月 22日（金）昌徳宮の視察 

  

9月 23日（土）Seoullo7017 の視察 9月 23日（土）南山韓屋村の視察 
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6．参加者の視察研修報告と感想 

【1 日目 9 月 18日（月）】 

 

梅花藻視察と韓国大学生との交流について 

 

山梨県立巨摩高等学校 野中菜々美・保坂光梨 

 

 1 日目の活動では、江華島の梅花藻水田生態のモニタリング、湿地づくり、韓国大学生との交流が行わ

れた。 

梅花藻の生態のモニタリングでは梅花藻の生態、現在の生育状況などが分かった。 

かつて、農業地帯に多く生息していた梅花藻は、農業生産で農薬を使うことにより大きく減少した。そ

して、江華島の梅花藻は 1998年に絶滅危惧植物に指定された。梅花藻を残すことに意味はあるのかをめ

ぐって、「残す、残さない」で論争が続いたが、地域の歴史的な大切な植物なので、地域の宝物を守るべ

く残そうということになった。1998 年、世界で 2 番目に水田がラムサール条約に指定された。グランド

ワーク三島とは 2003 年から交流が始まり、現在に至っている。水田の水温は 15 度前後を保っている。

もしも 20度前後になると梅花藻が死んでしまうからだ。秋には米の収穫があり、地域の子供たちと稲刈

りをし、梅花藻が咲くところで取れた米は「梅花藻米」としてブランド化して、地域の農業上の活性化

に役立っている。冬場の－10 度前後の氷や雪の下でも春に花を咲かせるための準備をしているので、絶

えず水を入れている。また、世界に 3,600羽しかいないヘラサギが本水田に休息地として訪れる。 

 
 ↑梅花藻米            ↑ヘラサギ 他にも多くの生物がみられる 

 
↑梅花藻の生育地での様子         ↑梅花藻生育地 雑草が生い茂っている 
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翌日、韓国ナショナルトラストや地元愛護会のメンバーから出された問題点としては、 

① 梅花藻を生育する人（現在、約 10名程度）の人手不足 

② 継続費用不足 

③ 地域の人の意識不足 

④ 認知度の低さ 

⑤ これからの世代に伝えていくにはどのようにしたらよいか→教育問題 

が大きな問題として取り上げられた。（翌日には、この問題をテーマとしてディスカッションを実施した。） 

湿地作りでは、実際にラムサール条約に指定されている梅花藻の生育地を訪れ、雑草除去とどんな場

所に梅花藻があるのかを目で見て確かめた。梅花藻はあるとは思えない場所にあり、生育地では雑草が

至る所に生えていて、短時間では取り切れないほどだった。 

 梅花藻の生息地を視察して、本当にこれがラムサール条約に指定されているものなのか、疑問に思っ

てしまった。梅花藻を守るには少人数では守れない。だから、やはりそこに住む人々の協力と自分たち

で守るという意志の強さが重要である。皆で一団となって取り組むためには、まだ梅花藻を残すことに

反対する人に素晴らしさを知ってもらうこと、これが梅花藻の環境整備をよくする第一歩になると思っ

た。 

 

韓国の学生との交流 

一日目の梅花藻研修が終わった後、宿舎に行き、韓

国の学生とともに夕食を食べながら、お互いの国の文

化や伝統について話し合った。同じアジアの国だから

なのか、出して貰った食べ物などは日本でも食べられ

ているものが多く、味が似ているため美味しかった。 

韓国の学生との会話で感じたことは、自分の意志を

持っている人が多いということだ。私は、インターネ

ットなどを見て、韓国人は気が強いというような情報

を鵜呑みにしてしまい、あまりいいイメージをもって

いなかった。しかし、実際はそんなことはなく、私の

話に熱心に耳を傾けてくれ、曖昧な返事はせず、はっ

きりとした返事をしてくれたので、どんなことを思っているのかわかり親近感を持つことができた。 

人によっては、それを気が強いと思う人がいるのかもしれないが、私にとっては気が強いというより

は、自分のことを話してくれているため、相手のことを理解でき、心が通じ合うような気がした。 

多くの情報が飛び交う現代、入ってくる情報は、それを受信する人の受け取り方によってその持つ意

味は違ってくる。インターネットなどの情報などをそのまま信用しないようにしようといつも心がけて

いたはずなのに、今回のことを通して、実は深く考えずに信用している自分がいて、とても驚いた。ま

た、それらの多様な情報を信用するのではなく、自分の身で体験し判断してから決めるということが大

切であるということをあらためて学ぶことができた。 
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韓国研修を終えて 

 

山梨県立巨摩高校 2年 保坂光梨 

 

 私は、この研修をきっかけとして、環境について以前よりも深く考えるようになった。特に、この研

修で関心を持ったのは、ソウルの中心にある清渓川についてである。清渓川は、韓国の首都ソウルの中

心部を流れており、ソウルの発展にともなって大きな影響を受け、すっかり汚染されてしまった。 

そして、清渓川があることによって、ソウル全体の景観が悪くなってしまったのである。 

そこで、ソウル市は問題解決のために、川を浄化するのではなく、川を埋め立てそこに高速道路を建

設するという方策をとることとした。しかし、この対策は成功せず、川があった時にも増して、ソウル

市全体の環境が悪くなってしまったために、川をもとに戻そうという活動が活発になっていった。その

活動の影響と、当時のソウル市長の政治的判断・決断もあり、川の再建が決まり、2005年には、3年の

歳月をかけ高速道路を壊し、取り払い、古い石橋や護岸を復旧して、自然度の高い清渓川が復活した。 

今回、清渓川に訪れてみると、大勢の観光客や地域の方々がきており、憩いの場になっていた。しか

し、川の水はきれいとは言えず、水からは臭気が漂ってきた。再び川の汚染が進んでいるようだった。 

また、聞いたところによると、川の周囲に生えている植物は種類が少なく、川に生息している魚の種

類も変化しているそうだ。清渓川が完成したときの在来種は減少しきており、繁殖能力が高い外来種が

川を占領しているということだった。 

このことを知り、私は、せっかく新しく建設したのに川が再び汚染を受けてしまい、とても残念に思

った。川を再建するのに、国費を何千億ウォンと支出したにもかかわらず、また川を汚染してしまうの

では、同じことの繰り返しである。確かに、完成したときの浄化された状態を維持するということは、

非常に難しいことである。しかし、すべてをすぐに取り戻すのは難しいとしても、少しずつ環境改善に

つながるように、出来る限りのことを継続することが大切である。 

環境保全のために個人でできることは限られている。だからこそ、多くの人々と協力して環境を守る

ことが大切なのではないだろうか。そして、この問題は韓国だけの問題ではなく、日本でも、世界のど

んな地域でも起こりえることだと痛感した。 

 

 
現在の清渓川 
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自分を成長させてくれた研修 

 

山梨県立巨摩高校 2年 野中 菜々美 

 

 私は、約一週間のこの研修をとても有意義で自分の視野を広げることにつながるものにできたと思う。

普段、学校の授業ではできない貴重な経験がたくさんでき、様々なことを考える機会をもらった。それ

らをまとめて大きく分けると 3つある。 

 1 つ目は、境問題についての考え方が変わったことである。この研修に参加するまでは、環境は人工的

に何かすることはほとんどなく、これ以上環境破壊をせずそのままの形を保つことだけをしていれば良

いと考えていた。しかし、今回の研修で考えが変わった。環境は自分たちが良くしていこうと考え、実

行していかなければ、何一つ良いほうには変わらない、みんなで協力しないといけないと気付かされた。 

梅花藻の視察に行った時のことである。私は現地に着いて驚いた。私は国で保全活動をしているのだ

から、整備されているものだと考えていた。しかし、現実は全く違っていた。雑草が生え枯れ葉が落ち

ていて、そこが梅花藻の生育地だとは思えなかった。 

話を聞くと梅花藻の保護活動をしている人はたった 10名ほどしかいないという。地域住民の協力がど

れだけ重要なことなのかよくわかった。よく考えてみると、私の住んでいる地域でも同じような現象が

起きている。ボランティアの方達だけが活動を行い、ほかの人はごみをポイ捨てするなど、環境につい

て無関心だ。環境を良くするには一部の人だけでなく、協力しあいながらみんなで継続して行うことが

大切なことだと学んだ。 

 2 つ目は、積極的に意見交換することの大切さだ。全く知らない人達と交流することで、自分の考えと

は異なる意見が聞けた。研修に行く前までは、高校 2 年では大学生に相手にしてもらえないのではない

だろうかという心配があった。しかし、それは杞憂だった。ディスカッションの時に大学生の先輩は、

私には思いつかないような視点から見ていたり、意見の根拠がきちんとしていてわかりやすかったりと、

とても刺激になった。 

また、私の意見にアドバイスをくれることもあった。先輩の発表を聞いて、自分も同じようにできる

ようになりたいと思った。韓国の大学生とは、お互いの母国語が通じないので英語でコミュニケーショ

ンをとった。言語が違うという大きな壁はあったが、仲良くなることができた。これからの時代、英語

を話せたらもっと世界の人と関わりが持て視野が広がるので、もっと英語を勉強しようと思う。 

 3 つ目は、実際に韓国へ行くことでどんな国なのかを確かめられたことだ。韓国と北朝鮮が本当に隣接

しており、国境を境にして今でもあんなに緊迫した状態が継続していること、韓国のチマチョゴリがど

んなにきれいか、戦争で何があったのか、韓国料理がどれだけ辛いのか、ソウルの街づくりなど教科書

には深く載っていないことを現地で自分の目で確かめることができた。日本とは異なった文化を学べた。 

今後、私は、この研修で学んだことを日頃の生活に少しでも多く取り込み将来に生かしていきたい。

また、現在取り組んでいる自然科学の課題研究の参考にしていきたい。これからも、このような活動に

積極的に参加して、学んだことを自分のものにするとともに、他に貢献していけるよう努力したいと考

えている。 

 

 
江華島では梅花藻について講義していただいた 
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【2 日目 9 月 19日（火）】 

 

静岡大学 地域創造学環 環境・防災コース 1年 上田啓瑚 

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 2年 中里 伶 

 

宿泊先のペンションで韓国式の朝食を食べ、江華島にある干潟センタ

ーに向かった。センター内には干潟に生息している様々な生物の写真や

標本が展示されており、干潟には多くの生物が生息していることが分か

った。しかし、展示物の説明がハングル語表記のみであったため、展示

物について理解を深めることが出来なかった。英語や日本語での表記を

追加するなどの改善が必要であると感じた。 

 

 

その後、韓国の金先生や渡辺豊博先生の講義を聞き、江華島や三島の地理

や環境について学び、両地域を比較してそれぞれの現在の環境状態を良く理

解した。また、干潟の重要性、観光資源として活用、ごみ問題、汚染による

干潟周辺の生き物に悪影響が出ていることなどについても知ることが出来

た。 

 

ごみが嘴に絡まるヘラサギ 

 

ここまでの学びを通して得られた知見をもとに江華島の梅花藻

を活かしたまちづくりについて、韓国の学生、日本の学生それぞ

れグループに分かれて話し合い解決策・改善策を考え意見交換を

行った。 

日本の学生側からは、広報面の工夫や問題意識を地域住民に広

げていくための具体的な手法の提案、子供たちへの教育からのア

プローチ策などが出された。 

 韓国側からは、ソウルへの人口流出を防ぐための支援制度を充

実させることや政府が梅花藻の研究やラムサール指定地の研究に

もっと力を入れるべきとする意見、協同組合で販売の促進をする

べきでそこに若者の雇用も積極的に行うべきだとする提言が出た。 

 

その後、干潟にてゴミ拾いを行なったが、多くのごみが

散乱しており、干潟を環境資源として活かしていくには、

定期的なゴミ拾いなどの清掃活動を市民を巻き込みなが

ら行い綺麗な干潟を維持していかなければならないと感

じた。また、干潟に流れ着いたゴミの 74％が中国から漂流

してきたものであり、この点については非常に深刻な問題

であり国を挙げての交渉が必要だろうと感じた。国外から

のごみの漂流の問題は日本でも確認されているがやはり

大国中国を隣国に持つ韓国としてはよりその影響が深刻

なものなのだと知った。 

 

 

 

 

午後は江華群首主表敬訪問をし、環境課の部長から説明を受け、江華島の魅力を伝える観光 PR動画を

鑑賞した。動画が日本語対応であったことにも驚いたが、それ以上に動画のクオリティが非常に高く見

入ってしまった。ビデオ鑑賞後は環境課部長と質疑応答をし、行政として環境保護にどのように取り組

んでいるのか知ることが出来た。 
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その後、江華鰲上里支石墓群や江華支石墓を訪れた。これらは、青銅器時

代にあたる紀元前 1000年の葬式や儀式、先史時代の技術や社会発展の様子を

如実に示す遺跡である。 

 

 

 

 

 

そして、2 日目最後の訪問場所は高麗宮跡。高麗時代、高麗が 39年もの

間、蒙古の侵略に粘り強く抗戦した宮闕の跡だ。 

実際に遺跡を見ることで、古人の団結力や力の強さを感じ、世界文化遺

産の素晴らしさを目の当たりにした。 

 

 

 

 

そして、2日目最後の訪問場所は高麗宮跡。高麗時代、高麗が 39年もの間、蒙古の侵略に粘り強く抗

戦した宮闕の跡だ。 

実際に遺跡を見ることで、古人の団結力や力の強さを感じ、世界遺産の素晴らしさを目の当たりにし

た。 

 

２日目の研修で感じたことは大きく分けて３つある。 

一つ目は、干潟についてである。干潟には大量のごみが隣国から流れ着き、そうしたごみがその地域

に生息する生き物たちに悪影響を与えているという事実があり、しかし、それをどうにかしようとする

取り組みはまだまだ活発には行われていない。 

初めは小さく少しずつごみ拾いのイベントなどから市民を巻き込んでいき、どのように干潟や韓国の

自然環境を守っていくのかを今後多くの人が考えていく必要があると感じた。そのような問題意識を

人々に持ってもらうための機会を設けるなどの工夫も必要であり、行政や自然保護団体の他に取り組み

に協力をする者を増やさなければいけないと感じた。 

 二つ目は、環境についてである。ここでの環境は自然を指しているのではなく、人間を取り囲む人間

的な生活環境のことであり、具体的には韓国の学生と日本人の学生を取り囲んでいた環境のことである。

この環境は個人的には良いものではなかったと考える。意見交換やごみ拾いのワーク中も両国の学生ど

ちらも積極的に関わりに行く場面は少なかった。言語が違うということの前にきっと課題があり、お互

いが心を開いて相手と向き合いに行っていればお互いを取り囲む環境が良くなりきっと良いコミュニケ

ーションが図れた筈だ。 

「相手としっかり向き合う」この点は反省点であり、今後人と関わっていく上で重要な部分になるは

ずである。 

そして、この点は環境保護の取り組みを広げていく時にも重要になってくる点ではないかと考えた。

環境保護を訴える側とそれを聞き入れる側、この両者の関係を取り囲む環境が良くなければ賛同者・協

力者も増えるはずがないだろう。こうした点を意識して活動に取り組めば今よりももっと良い成果を残

せるのではないか。 

 三つ目は、歴史・文化面についてである。食文化は日本と近い部分もあったが味付けや食事のスタイ

ルは全く異なりツアー中、毎食毎食が驚きと楽しさの連続であった。また、歴史的な文化遺産について

は韓国の歴史を振り返り、現代と比較し見つめなおすことでより一層韓国について理解することができ

た。 
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【3 日目 9 月 20日（水）】 

 

山梨英和高校 1年 横倉侑・若尾希美 

 

３日目は、北朝鮮との軍事境界線近くに向かった。軍事境界線の近くを流れるイムジン河を望める展

望台に行き、ここでは韓国のナショナルトラスト・DMZ(非武装地帯)委員の盧さんにお話を伺った。軍事

境界線の近くを流れるイムジン河は上流側が韓国、下流側が北朝鮮で、2国に流れている川だという。 

ここからは様々なものが見えた。まず最初に見えたのは国旗。韓国と北朝鮮は境界線に国旗を立てて

おり、隣り合わせになっているのが肉眼でも分かる。また、北朝鮮側では、開城工業団地も確認するこ

とができた。かなり距離が近いことがわかる。 

 

  
境界線の近くに立つ韓国の国旗          国境付近の村（韓国側） 

 

次に見えたのが国境沿いにある村の様子である。展望台からは左右に一村ずつ、計 2つの村が確認で

きた。どちらの村も固有のものではなく、政府が意図して作ったものだと、盧さんはおっしゃっていた。 

北朝鮮は自分達の国の豊かさをアピールするために宣伝村を作り、それに対抗して韓国も村を作ったと

いう。北朝鮮側の村はあくまでプロパガンダ的なものであり、実際に人は住んでいないようだ。韓国側

では 1950年代、1970年代に村が作られた。前者は朝鮮戦争で南に避難してきた北の人々のために、後者

は前述した北朝鮮の宣伝村に対抗したものである。 

 

アリラン アリラン アラリヨ 

 .  .... アリラン峠を越えて行く 

 .  .... 私を捨てて行かれる方は、 

 .  .... 十里も行けずに足が痛む。 

 

上記はあるアリランの一節である。 

ここでは、ガイドの盧さん、通訳の金さんや李さんがアリランを歌ってくださった。アリランとは、

朝鮮の伝統的な民謡のことであり、様々な種類の曲がある。私達が音楽の授業で知っているアリランに

は明るいイメージがないだろうか。 

けれども今回御三方に歌ってもらったアリランは、メロディーとは裏腹に、歌詞は切なく「恨」の感

情が表されている曲だ。日本語ならば、この漢字から連想されるのは「恨む」という言葉ではないだろ

うか。辞書にも、人から不利益を受けたとしてその人に対する不満や不快感のことと書かれているが、

韓国語では、「悲しみ」も表しているという。このアリランは 19世紀末に農業や工場の労働歌として歌

われていた。朝鮮戦争の時終わった今でも、両国で歌い継がれている。 

最後は自然に関してである。統一村へ向かう途中の景色は草木に囲まれた道を通ってきたが、村に近

づいてくると草木の様子に変化が感じられた。人がいないところでは、ほとんど手入れがされていなか

った。 
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貴重なカエルが見つかった国境近くの田んぼ 

 

しかし、これには訳があり、ここは危険な地域のため、人が出入りすることなかったからだという。

手入れがされていなかったことには利点もある。自然が昔のまま残されており、生態系も崩れていない

のだ。そのため、近年日本の生物学者が水源で新種のカエルを発見した記録もある。そのカエルは韓国

のみ生息が確認されているもので、現在は絶滅危惧種に指定されている。 

北朝鮮と統一したらこの自然はどうなってしまうのか。これはこの村の方達にとって大きな問題とな

ってくる、そう盧さんはおっしゃっていた。 

統一を望むに当たっては国民にも責任があり、どのような大統領を選ぶのか。統一したその後、国民

が快適に暮らすために何をしたら良いのか。南北統一には私達が考えもしなかった深刻な問題があると

いうことを学び、そしてその問題を目の当たりにした。 

 

正午を過ぎてからは、昼食をとるために展望台を後にした。昼食をとる場所である村会館に向かうに

は、先ほど展望台から目にした統一大橋を渡る必要がある。ノさんによると、統一大橋という名の「統

一」には、南と北がひとつになってほしいという願いが込められているという。統一大橋を渡る手前で

は、韓国軍による検問が行われた。韓国軍の方にパスポートを提示し、統一大橋を無事越えることがで

きた。同行されていた通訳の金さんによると、統一大橋を渡ることは誰もができることではなく、統一

村の住人や当局に許可された人、またツアーで訪れる人々など限られた人でなければ渡ることは許され

ず、規制は厳しいという。 

橋を越えてからの村の様子はそれほど顕著なものではなく、教会があったり、家屋が立ち並んでいた

りと、一般的な村の風景との違いはそれほど感じられなかった。唯一の違いと言えば、韓国軍によって

村全体が監視されているということからか、どことなく緊張感が漂う雰囲気だったことだ。昼食先であ

る村会館は小高い丘にあり、辺りがよく見渡せた。昼食には韓定食をいただき、今朝作られたという手

作り豆腐もとても美味しかった。 

 

その後、バスに乗りソウルへ移動した。以上が 3日目の主な行程である。 
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韓国江華島スタディツアーを振り返って 

 

山梨英和高校 1年 横倉侑子 

 

今回のスタディツアーは私にとって初めてのことばかりだった。そもそも、海外が初めてで国境を越

えてみて、改めて自分はまだ何も知らないのだということを思い知らされた。 

最初の私は韓国にはソウルのイメージが強くあり、江華島にみたいに自然がたくさんあるところもあ

ることに驚いた。また、ソウルも綺麗な街というイメージがあったが、そのイメージとは程遠い状況だ

った。一見お店もたくさんあって、人も多く栄えてるという印象を受けるが、細い道などにはゴミ箱か

らゴミが溢れていたり、何より臭いがとても気になった。 

臭いを気にしないのかと思った出来事が１つあった。それは韓国のトイレであったことで、トイレッ

トペーパーを流さず、横にあるゴミ箱に捨てていたことだった。あとで韓国人の友人に聞いたら、昔の

名残がまだ残っていて当たり前の事だと知り、この当たり前は直していかないと、衛生上で人間にかな

りの悪影響を与えるだろうと思った。 

さらに、清渓川は下流に行くにつれて、ゴミが増え汚くなって行った。このままだとおそらくまた人

間の害となり昔と同じようなことが繰り返されると思う。今、世界は環境問題や社会問題を解決するた

めに持続可能な社会を目指して動いているが、この問題をそのままにしておく限り、韓国には持続可能

な社会を作ることは難しいと感じた。 

このソウルと同じように江華島もゴミがとても気になった。江華島には韓国で唯一の梅花藻が残って

いる。さらに世界五大干潟に入る干潟もある。このような自然を活かそうと江華郡の政府は宣伝してい

たが、それと当時に島の発展のための橋の開発などを行なっていることも発表していた。 

私は、そこに疑問を抱いた。今まで江華島は橋の建設のために島の周りの埋め立てが行なわれ今の形

になったという。その埋め立てによってたくさんの干潟が無くなってしまった。この開発で干潟がさら

になくなることにはならないのか、自然を壊さないような対策がされているのか、と気になったのと同

時に人が住みやすい街を作るのと、自然を残し、それを観光資源として生かすのか、どちらが大切なこ

となのか、これから考えていかなくてはいけないと思った。 

私が住んでいる山梨は自然が豊かなところだ。だが、山梨もその自然をうまく活用仕切れてないとこ

ろがあると思う。なので、これからは韓国の環境問題と同じように考えながら、自分の地元の街作りに

今回学んだことを繋げていきたいと感じた。 

 

 
清渓川上流部にて 
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韓国江華島スタディツアーを振り返って 

 

山梨英和高校 1年 若尾希美 

 

この研修で過ごした 6日間すべてのことが私に刺激を与えてくれた。 

韓国には、小国だけれど大企業がいくつもあって、近代的で都会なイメージがあり、いつか必ず訪れ

たいところだった。そのイメージは研修を終えた今でも変わらない。けれども、環境資源と聞いてぱっ

と思い浮かぶものはひとつもなかった。地理的な面で土地が少ないことも要因の１つに挙げられるかも

しれないが、日本よりも急速な経済発展を成し遂げ、開発が次々に行われている姿が印象的な一方で、

日本でいう富士山のような、象徴的な自然は思い浮かばなかった。 

しかし、実際に訪韓して、その印象は変わった。江華島を訪れたことがその大きなきっかけである。

江華島には地元山梨と重なる部分がいくつかあり、私には身近に思えた。初めてみた江華島の風景はの

どかで、田園が広がっていて私の知らない韓国の姿だった。話に聞いていた梅花藻保全地の姿は想像し

ていたものとは違っていたけれど、しっかりと手を加えれば、必ず、また美しい梅花藻がみられると思

わせる場所だった。 

ソウルと江華島の両方を訪れて、真っ先に考えたことは、自然が失われて初めて、その存在の大きさ

に気付くのでは遅いということだ。ソウルの清渓川を視察し、そう強く感じた。 

都会の煌びやかさと自然豊かな田舎町の姿では、都会に魅力を感じる人が多いかもしれない。私自身

もその一人だった。しかし、この研修を通して「自然」というものは、そのものが資源であり、つくり

出すことができない他に変えられない存在だと学んだ。一から人が作り出すことができない唯一無二の

存在という点では、そこにこそ美徳があり、人々が感じる安らぎがあり、どんなに便利な都会にさえ代

えられない価値があるのだと考えるようになった。 

日本に置き換えて考えてはどうだろうか。私の住む山梨は、富士山や富士五湖を観光資源に観光客を

集めている。全国的にみれば、隣同士の都県である東京と知名度は比べ物にならないけれども自然の豊

かさを売りに観光客数を伸ばしてきた。 

しかし近年、マンション建設が盛んに行われたり、大型商業施設の拡張工事が行われたりと、利便性

と引き換えに今までの姿が失われるようになってきた。このまま都市化が進んでしまえば、山梨だから

こその魅力がなくなってしまうのではないかと不安に思う部分がある。 

このことを踏まえても、環境資源を活かすこと、無駄にすることのどちらも結局は私たち人間次第な

のだと感じた。韓国の今を視察したことで日本の今後あるべき姿を考えることが出来たのはとても良い

経験になった。 

今回の学びを隣国の現状と割り切るだけではいけない。過去の日本の姿に重なるところもあったし、

これからそうなる可能性もありうると思うからだ。このような貴重な体験をさせてもらった身として、

今後は自分が自然や環境に対する意識が離れかけている同年代に向けて、情報を発信できるようにした

い。 

 

 
江華島の梅花藻保地での整備活動体験 
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【4 日目 9 月 21日（木）】 

 

都留文科大学社会学科 4年 山本あい架乃 

 

１、清渓川博物館の概要 

 ソウル市中心部を 5.8km に渡って流れる清渓川は、古くから市民の生活を支える川だ。朝鮮戦争時に

貧困層が多く川の周りに住むようになったこと、そして 1950年以降、経済成長に伴い生活排水が大量に

流れ、川の汚染は拡大の一途を辿る。 

更に自動車の普及が増加したため、川に蓋をする形で高架道路が建設された。その影響で、排気ガス

による環境悪化が深刻化し 2000年初頭に元・李明博ソウル市長の手によって復元された。清渓川の歴史・

復元の様子や当時の貴重な資料を展示しているのが 2005年にオープンした清渓川博物館である。 

 初めに、入口には朝鮮王朝時代の清渓川の様子が記されている。清渓川は、朝鮮王朝が都を以前から

存在していたとされ当時から清渓川の治水について議論が交わされていたことが分かる。当時の技術に

は耐えがたい台風などの天災で増水した際には川の立ち入りを禁じ、水位が分かる水標の模型なども展

示されていた。現在でも、清渓川は増水の際に立ち入り

を禁止されることがある。 

 その後、朝鮮戦争の時代には軍服の染色に清渓川は利

用され、その染料の色で川は染まり汚染も拡大していっ

た。同時に、貧困層が川の近くにバラックの家を建てる

ようになりその生活排水による汚染も拡大していった。

そのため、経済成長による自動車の増加と合わせて高架

道路が建設されるきっかけとなった。 

 

 

 

 

 

                            朝鮮戦争中～後のバラック住宅の様子 

道路の建設後は、清渓川に生息していた貴重な動植物

が無くなったほか、その影響で地上の温度が上昇、都市

部のヒートアイランド現象を引き起こし、住民の健康悪

化につながってしまった。更に、1980年頃に清渓川の近

くにあったデパートの老朽化によって多くの人が亡くな

ると清渓川復元の声が多く上がり、2000年初頭に復元工

事を開始した。20万人が強制移転し、行われた大規模な

工事は 2005年に終了した。その後、かつて生息していた

動植物が戻ってくるようになった。 

 

 

                               当時の高架道路の様子 

 

 

 

 

 

現在の清渓川 
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 都市部の温度化や環境衛生も正常化したが、現在でも課

題は残っている。清渓川に流れる川は多くが下水処理され

た水で、大腸菌が多く含まれていることが分かっている。 

当然、人々はその水に触れることができない。更に、高

架道を取り払ったことで渋滞も深刻な問題となっている。

復元の歴史だけをピックアップして展示している博物館で

は現状を知ることができない。博物館の向いには清渓川が

流れているので、同時に見ておくことが大切である。 

 

 

 

                               清渓川に住んでいる動物たち 

 

２、学んだこと 

 清渓川及び清渓川博物館で学んだことは「見かけ倒しの環境改善の危うさ」である。かつて、経済活

動に利用され高架道路で覆われていた清渓川も、現在の清渓川も問題は未だ残っている。自動車の増加

で排気ガスも増加したことで環境悪化と言われたが、高架道路を取り除いても渋滞が深刻で排気ガスの

量はそんなに変わっていないのではないかと思った。そして、復元された清渓川は汚染水が流れ結果と

して市民の健康には良い影響を残していない。 

しかし、こうした見かけ倒しの環境改善は日本でもしばしば見られる。山梨県都留市では、昨年春水

道水に異常な臭いが発生し自治体が調査すると石油系の物質が混流していた。原因企業は地元の中小企

業だった。毎週、湧水の清掃活動を行っていた私でも、その異常事態に気付かなかった。 

私たちは、水道から出る水を何気なしに飲んでいるし触れている。だが、目に見えないところで何か

が汚染されているという事例は身近にも存在するのである。ただ単に、ゴミ拾いをしたり草を刈ったり

するなどの活動ではなくその環境悪化の原因を根本的に絶やさなければならず、それを行うには自治体

や企業との複雑なやり取りの中で訴えていかなければならない。 

経済活動との共生は日本や韓国だけでなく、世界的な課題である。しかし、世の中は経済活動に重点

が置かれている。世界のトップリーダーを担ってきたアメリカのトランプ政権は、7月にパリ協定を離脱

しクリーンパワープランも撤廃してしまった。急激に環境政策が緩和され、国内経済を優先させる動き

は日本や韓国にも及んでくる。 

こうした、世界的な動きの中で自然保護や環境活動を継続させていくことは難しいのではないか、と

国内経済が非常に厳しい状態の韓国において相当に感じることができる。今後、清渓川がどのような未

来を辿るのか、計画や方向性を知りたいと思ったし、更に清渓川における環境団体の現場の声などをも

っと聞きたいと思った。また、韓国に訪れる際はこうした問題意識をもって韓国という国を見て、日本

と比較していきたいと考えている。 

 

  
清渓川博物館から見た清渓川          清渓川上流部  
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３、全体を通しての感想 

 私はこのスタディツアーに参加し、良い刺激を得て帰国することが出来た。それは、韓国と日本の根

本的な問題があまりに似通っているという点だった。文化や言葉などは共通点も多く見えるが、メディ

アを通すと歴史観や国民性は全く異なっているように見える。 

しかし、実際に足を運んでみると少子高齢化問題や、人口流出問題など末端の市町村における社会構

造の問題点はそっくりだった。きっとそれは、学歴重視、そして経済活動に重点を置いているなど「何

が大切なのか」「何が必要なのか」という価値観がよく似ているのだと感じる。今回、韓国を訪れ、韓国

の方からリアルな「生の声」を多く聞くことができ、韓国における現実的な社会問題に触れることが出

来たことはとても良い学びになった。 

 まず、韓国ナショナルトラストの朴部長、そして職員の朴ジヨンさんからお話を伺った際に印象的だ

ったのは「後継者不足」そして「就職難」だ。日本においても中小企業、そして農山村の後継者不足は

深刻な問題となっている。日本では、地域おこし協力隊をはじめとした地域創生事業に多くの税金が投

入されつつも、現状としては地方に多くの若者がＵターン・Ｉターンすることはまずない。戻ったとし

ても、第一次産業に就く可能性はほとんどないといっても良いだろう。 

同様に、韓国でも地方から都市へ若者が流出している。韓国では、日本よりも激しい学歴社会である

ために海外留学をする学生も非常に多く、そのまま国に戻ってこないパターンも多いのだ。現に、ジヨ

ンさん自身英語を話すことができ、妹も NYへ進学したそうだ。 

更に、韓国学生の多くが英語や日本語など外国語を学んでいた。国内で就職できないならば、海外で

就職するしかないという厳しい一面が垣間見えた。そして韓国ナショナルトラストでも、朴部長以降の

後継者がおらず、事業に対する補助金も少なくなってきている。日本も同様、地方自治体、そしてこの

ような団体は厳しい状況にある。いかに「持続させていくか」「若者や優秀な人材を流出させないか、若

しくは獲得するか」が今後の課題である。2国間は、こうした問題点を解決するために知恵を出し合い協

力できると感じている。 

 

最後に、テレビを通して見る韓国と実際の韓国は大きく異なっており、実際の現場に赴き現地の人の

話を聞くことで自分なりの韓国像が作ることができ、また足を運びたいと思える素晴らしい機会を提供

してくださったツアーガイドの金さんや李さん、韓国ナショナルトラストの朴部長そして韓国学生の皆

様、本当にありがとうございました。 

 

 
韓国の大学生との協働作業で拾った干潟清掃のゴミ  韓国大学生と地域住民との交流の様子 
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【4 日目 9 月 21日（木）】 

 

韓国スタディツアーに参加して 

 

都留文科大学 社会学科 環境・コミュニティ創造専攻 3年 芦川菜摘 

 

清渓川流域踏査・環境調査 

・現場を見て 

私たちは、清渓川博物館を見学した後、実際に清渓川へ行き川沿いを視察した。下流から上流に向

かって歩いたが、下流と上流では雰囲気が違うと感じた。 

下流は、川の水が濁っており、ヘドロなどが堆積していた。鯉などが泳いでいたが、鯉をここに放

流することにより、小さな魚が食べられてしまうのではないかと思った。魚は酸性の水質には強いが、

ここはアルカリ性が強いために、魚の種類が急激に減り、アルカリ性に強い魚だけが残ることになっ

てしまう。 

また、写真①を見ると分かるように、たくさんの子どもたちが授業の一環で清渓川に来ているにも

かかわらず、鯉に餌を投げている子どもたちはいたが川に入って遊んでいる子どもが一人もいない。

せっかく、川があるのに「水に近づけても入れない」という状況は、良い川の環境とは感じられず、

植性も同じようなものばかりであった。 

上流に行ってみると、下流よりもたくさんの人がいた。外国人観光客もいたり、イベントも開かれ

ていたりと、賑わいがあった。また、下流に比べ、水が比較的透き通っていたし水量も多かった。こ

のように、上流では水が比較的透き通って見えるのは、水の中に空気を入れるしくみが整備されてい

たからである。しかし、下流でも上流でも同じように異臭がした。写真②、③を見ると分かるように、

たくさんの人が川沿いに座り、ご飯を食べたりお話したりと憩いの空間として利用されている。 

清渓川博物館で観た映像では、川に入って遊んでいる風景もみられたが実際に行ったときは見られ

ず、復元された当時は綺麗であったが、今は汚れてきてしまっているのではないかと感じた。もとも

とは生活に欠かせない川であった清渓川が、経済成長期に川が汚れ埋められてしまい、人工河川とし

て蘇ってきたけれど、一度自然を壊してしまうとその代償がいかに大きいかということを感じさせら

れた。本当の意味で、清渓川が親水施設となれるように、維持管理のしくみづくりを行なうべきであ

ると感じた。 

     

写真①清渓川に来ていた子ども達   写真②清渓川の上流   写真③清渓川で憩う人たち 
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・学んだこと、感じたこと 

私が、環境資源を活かした先進的なまちづくりを学ぶ・日韓若者交流リーダー育成事業「梅花藻の

ふるさと・韓国江華島スタディツアー」に参加した理由は、二つある。 

一つ目は、行程表を見たとき、高校三年生のときに訪れた視察地・研修場所が何ヶ所か組み込まれ

ており、もう一度その場所を見たいと感じたことだ。三年前に訪れた場所がどうなっているか、変化

はあるか、や大学生になって再び訪れた場所でなにを感じるか、なにを学べるかを強く意識し、参加

したいという気持ちが高まった。 

二つ目は、ゼミで地域の自然環境を再生する現場活動を行なっていて、地域にある自然環境は地域

の宝であり、私たち人間が生活していく上で、自然と共生していくことが大切であるということを強

く感じた。そこで、国を超え、韓国ナショナルトラストがどんな活動を行なっているのか、江華島、

ソウルにある自然環境はどのように管理されているのかなどについて、自分の目で見て感じ、学びた

いと思った。他にも、韓国の学生と交流する機会もあるという点も魅力に感じ、参加しようと思った。 

参加してみて自分自身強く感じたことは、高校生のときには感じられなかったことや高校生のとき

には視ることのできなかった視点から、訪れた場所の環境というものをみて考えることができたなと

いうことだ。例えば、江華島にある韓国ナショナルトラストが買い取った梅花藻水田地は、ラムサー

ル条約湿地に登録されている場所である。 

しかし、初めて訪れたときと変わらずの状態に感じられ、維持管理はどうなっているのだろうと感

じた。梅花藻が咲いていない時期ということもあり、ここが本当にラムサール条約湿地に登録されて

いるのかと驚いた。ラムサール条約湿地に登録されていると聞き、すごい場所だな、地域の宝だなと

しか感じられなかったが、今回ここでの作業も通して、グラウンドワーク三島における梅花藻の維持

管理と比較し、ボランティアなどによる水田の維持管理が足りていないなと感じた。 

これでは、せっかくの梅花藻という地域の環境資源が上手く活用されずじまいになってしまうと感

じた。この課題などを踏まえ、韓国の学生と「環境資源を活かしたまちづくり」について意見交換し

た際に、維持管理の問題についても挙がった。他にも、SNSなどによる広報のアピール力不足などがお

互いに挙げられた。 

他にも、清渓川というソウルの中心部を流れる人工河川も訪れた。経済成長期に一度姿を消し、2005

年に再び復元され、今ではたくさんの人が川沿いに座りご飯を食べたり憩いの空間として利用されて

いる。しかし、実際訪れ歩いてみると異臭がするし、川が汚れておりとても川の中に入って遊べるよ

うな状況ではなかった。 

ここからも、維持管理がきちんと行われていないということが感じられた。せっかく膨大なお金を

かけ復元した川が上手に活用されていないというのは、残念に感じた。この問題について、行政・市

民・NPOなどの環境保全団体が一体となって考えていく必要があると強く感じた。 

 

・印象に残ったこと 

韓国の歴史や文化に触れ同じアジア圏の国として似ている部分や異なる部分を五泊六日の中で多く

感じられた。戦争記念館では、各自自由に見て回ったが、朝鮮戦争の歴史について深く学び知ること

ができた。私たちが生まれてくる前にこのような歴史があったからこそ、今こうして生活していられ

ることを忘れてはいけない、平和ボケしていてはいけないのだと気づかされた。 

また、日本からだけの視点で考えたり感じたりするのではなく、他国の視点から日本や世界を視る

ということの大切さも感じることができ、とても有意義で貴重な体験とった。 
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【4 日目 9 月 21日（木）】 

 

韓国スタディーツアー報告書 

 

都留文科大学 社会学科 環境コミュニティ創造専攻 2年 福田果凜 

 

１．学んだこと 

 私は今回のスタディーツアーで、資料などだけではわからないような五感を使った体験ができたこと

が、本当にこのツアーに参加してよかったと感じた。また、実際に体験してわかることだからこそ、自

分の目に鼻に耳に焼き付く、本当の知識として自分のものにすることができた。 

 私は今回のツアーを訪れる前に自分のまちにある、富士山浅間神社内の湧玉池のバイカモと、三島の

源兵衛川のバイカモをみた。その時、池や川の見た目、匂い、触ったときの清涼感を感じ、バイカモは

本当に水の美しいところにしか存在しないのだと実感した。 

 しかし、江華島のバイカモは池や川でなく田んぼに咲き、且つ冬は田が凍ってしまうために管理が一

年中できるわけではない限定されたものであると知って、バイカモと一括りに言っても国の環境によっ

て大きく異なることが分かった。また、そのバイカモが水田に咲くことを利用して、バイカモ米という

付加価値のついた商品を売り出していることが、江華島のバイカモを広く伝えるために役立っているこ

とも分かった。 

 江華島のバイカモがある水田を実際に見たとき、その管理の仕方に非常に驚かされた。季節が季節で

あることも理由の一つなのかもしれないが、草が覆い茂り、私たちが手伝うだけではとても管理しきれ

ず、普段からの管理が大切であると感じた。もっと管理の人出が必要であるだろうが、韓国の学生たち

の交流の中でもあったように、若年層の人口がどんどん都心に流出しているために、若い人の手を借り

るのはとても困難であるという現状も学んだ。 

今回交流した韓国の環境に強い関心のある学生たちがリーダーになって、素晴らしい江華島のバイカ

モを、今後は更に良い状態で保全していってほしいと感じた。また、そのような学生たちと私たち日本

人の学生が交流を重ねることで、私たちは彼らの学びに何か刺激を与え続けることができるようにして

いきたい。 

 

２．清渓川博物館を訪れて感じたこと 

 ４日目は、清渓川についての歴史を踏まえてか

ら現場での学びを深めるため、一番初めに「清渓

川博物館」へ訪れた。 

 館内は清渓川の歴史と文化、未来をテーマに実

際に使用されていた物や写真が展示されていた。

展示場所は、はじめにエレベーターで４階まで上

がり、その階からスロープを歩くように過去から

未来へと清渓川の変遷を見るように作られていた。

スロープであるという点が、障がいを持つ、持た

ないに関係なく、清渓川について関心のある人々

であれば誰でも学ぶことのできる良い生涯学習の

場でもあると感じた。 

 

                             最上階から見える清渓川 

また、映像だけでなく、当時の清渓川付近に住む人々の暮らし模様を、人形を使って再現した展示場

所もあり、より具体的に清渓川の歴史文化を学ぶことができた。 

どの展示も興味深いものばかりであったが、特に、過去の歴史を追っていき、最後に未来をテーマに

した一種の清渓川未来構想があったことが一番印象的だった。日本の歴史館や博物館といえば、その当

時の面影を感じさせるような展示がしてあるだけで、その場所を今後どうしていきたいかというような

ことまで展示してあることはめったにない。遠くの未来まで考えて清渓川を捉えているのだと感じた。 

しかし、果たしてその描いた未来像を創り、維持していくことがこれからもできるのかという点には、

私は疑問を感じた。清渓川の未来像の展示されたコーナーにあったような、多様な生態系の維持・管理
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は、一度莫大な資金を投資して作り直すよりももっと

難しいことである。 

その生態系維持にはそれに伴う管理が必要であり、

それを行っていくためには国の力だけではなく、その

環境を取り巻く人間の力が必要となる。多くの人々か

らの協力を得るためには、清渓川自体に関心を持ち、

その歴史、今後の理想とする未来像だけでなく、現状

を知ってもらうことが大切だ。清渓川を実際に見て、

川の臭いや色がどうなっているかわかっても、それが

どういう意味を持つのかがわからなければ、清渓川に

対する関心が問題意識へと変わらない。 

問題意識として捉えるための知識がなければ、あの

川にいる鯉はほかの多様な魚を食い尽くしてしまっ

た魚ではなく、そこに泳いでいるただの魚としか捉えられないように、その現状を問題として捉えるた

めの知識をそこに住む人々に得てもらうことが大切だろう。 

清渓川博物館は素晴らしい学習施設でもあり、私たちのほかにも現地の小学生たちが学びに訪れてい

る。その博物館に「清渓川の実態」を示した展示を随時更新しながら行っていけば、より多くの清渓川

の維持・管理に対して質の高い関心を持ったその環境に生きる人づくりを可能にするのではないかと私

は考える。 

 

 
 清渓川にて集合写真 

  

人形を使って当時の様子を再現していた展示 
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３．楽しかったこと・嬉しかったこと 

 今回の韓国スタディーツアーは私にとって初め

ての海外ということで、はじめは期待より不安の

方が大きかった。しかし実際に交流してみると、

韓国の学生たちは笑顔で話しかけてくれ、私から

も積極的に話しかけやすい雰囲気でとても充実し

た意見交換ができた。また、通訳の人たちやペン

ションの人たちもとても優しく、またその人たち

に会うためだけにでも訪れたいと思うほどであっ

た。 

韓国の学生と鴨料理を囲んで談笑した 

また、明洞で道に迷ったとき困っていると、

喫茶店の人や通りすがりの人が声をかけて

微笑みかけてくれ、優しい心遣いをとても嬉

しく感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明洞でホテルまでの道を尋ねたとき教えてくださった優しい人達 

 

 このツアーで、韓国の文化、食事、歴史など様々な形を通して、そこに住む人たちの暖かな心に触れ

る機会を得ることができ、貴重な体験をできて良かった。韓国の食事や文化はどれもおもしろいものば

かりであったので、機会がなくとも自分で機会を作り、今度は家族とも訪れたい。 

 

４．今後に向けて 

 韓国では環境・歴史・文化などの共通点や相違点を多く学ぶことができ、このツアーに参加したこと

は私の人生を大きく変わることになるきっかけになった。生まれて初めて自分の話す言葉がうまく通じ

ないという歯がゆさ、日本とは違う国の雰囲気や文化、こういったことを体感できたことが何よりも私

の心に大きな変化をもたらした。特にコミュニケーションをとる上で、笑顔でいること、相手に伝えよ

うという意志をしっかり持つこと、違いを認め合うことが大切だと思った。 

このツアーに参加したことで、韓国で学んだ気付きや発見は今後の自分の学びに大きく役立つだろう。

五泊六日という短い間だったが、私にはとても貴重な経験となった。また訪れることで、今回学んだ時

よりももっと深い学びを追求していきたい。 
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【5 日目 9 月 22日（金）】 

 

長野大学 環境ツーリズム学部 3年 熊谷唯・寺島花南・佐藤瞳海 

 

 5 日目は、ユネスコ世界文化遺産に登録されている宗廟と昌徳宮の視察研修、戦争記念館の視察研修、

昼食時に広蔵市場を見学した。この日は、朝鮮王朝時代から現代までの韓国の歴史、文化を訪ねる日と

なった。 

 最初に訪れた宗廟は、儒学を統治の基盤として建てられた朝鮮王朝が歴代王と王妃の位牌を安置し、

祭礼を行う場所である。日本との関係性としては、1920年に朝鮮王朝に嫁いだ元皇族の梨本宮方子様（李

方子様）の位牌が祀られていることが挙げられる。広大な敷地の中に立派な正殿と永寧殿が構え、荘厳

な雰囲気であった。 

ここで興味深く感じたことは、韓国における儒教の考え方である。儒教では、両親、祖父母、先祖を

大切にすることを重要視している。例えば、王になれずに亡くなった皇太子の子が王に即位した場合、

この王の父親は宗廟に祀られた。本来宗廟は王と王妃のみ祀られるわけであるが、儒教の考えからこの

ようなことが行われてきたのだという。また、そもそも宗廟自体が先祖を敬う表れともいえる。こうい

った考え方は、韓国の文化や国民性として、現在でも受け継がれているのではないかと考えた。 

 
宗廟・正殿 

 

 次に訪れた昌徳館＜チャンドックン＞は朝鮮王朝の宮殿１４０５年に創設された。大造殿（デジョジ

ョン）は王と王妃の生活空間であり、１９１０年日本が韓国併合した場所である。景薫閣（キョンフン

ガ）では昔の床暖房の施設が見られた。扉が床より少し低いところに位置しておりなかには薪を焚ける、

仁政殿（インジョンジョン）は王の即位式などの国の重要行事が行われた。 

王朝の象徴である、龍が彫られた石造があり、水瓶は建物が木の建物であるので火が寄り付かないよ

うに置いてあるものだ。建物の屋根の部分にはすももの花が五つ飾り付けられていたが、元々飾られて

いたものではなく日本がつけさせたものだそうだ。楽善斉（ナクソンジェ）は梨本宮方子様が生前住ま

れていたところである。大造殿と比べて装飾は少なく、色は白と木をベースにした建物であった。日本

と関連する建物が多く興味深かった。 
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昌徳宮・敦化門 

 

この日最後に訪れた戦争記念館では、韓国における凄惨な戦争の歴史を学んだ。三国時代から朝鮮戦

争の時代まで、映像やパネルなどの様々な展示とともに紹介されており、そのどれもが当時の逼迫した

状況が鮮烈に伝わってくる内容であった。そして、記念館の外の広場に設置されていた、北朝鮮軍と韓

国軍として離れ離れになった兄弟が戦場で再会する銅像などから、平和な未来への切なる願いが感じら

れた。 

 また、視察した際に驚いたのは、館内を多くの韓国軍の兵士が巡回していたことである。なぜ兵士が

いたのか理由は不明だが、実際に彼らを近くで目の当たりにし、韓国では現在もいつ戦争が再開するか

分からない状態であるのだと痛感した。日本に住む私たちも決して無関係ではなく、数えきれない犠牲

の上に現在の平穏な暮らしがあることを心に刻み、平和の尊さを後世へ伝えていかなければならないと

強く思う。 

 この日は、日本との意外な関係性や、学校の教科書などでは知り得なかったことを五感で学び、これ

までよりも韓国という国を身近に感じられるようになった日であった。 

 
戦争記念館 
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韓国・江華島スタディツアーに参加して 

 

長野大学 環境ツーリズム学部 3年 熊谷唯 

 

1. はじめに 

 今回私がこのツアーに参加した理由は主に 3点ある。 

 1 点目は、大学在学中に海外を訪れるという目標があったためである。4 年間の間に旅行ではなく、意

味のある形で海外を訪れたいと考えていた。そのため、学びや考えを深めることのできる今回のツアー

はとても魅力的に感じた。 

 2 点目は、環境を活かしたまちづくりに興味があったためである。これまで、私の中で、「環境」と「ま

ちづくり」はどこかバラバラな存在であった。関連していることは分かっているのだが、具体的に考え

ることができなかったのである。体験をもって知ることにより、理解できるのではと考えた。 

 3 点目は、まちづくりにおいて重要なことを学びたかったためである。私は現在ゼミで、東日本大震災

の津波で失われた海岸防災林を再生すべく、植樹活動を行っている。いわば、まちを再生しようとして

いるわけであるが、そのうえで重要なことに気づけていないように感じたため、いろいろを学びたいと

考えた。 

 

2. 印象に残ったこと 

 ツアー中は、環境・まちづくり・文化について、充分に学ぶことができた。毎日が新鮮で、貴重な経

験の連続だったが、中でも強く印象に残っているものは、梅花藻水田視察とアクションプラン作成、清

渓川視察、統一村訪問である。 

 梅花藻水田は、ラムサール条約湿地であり、このツアーのメインといえるため、とても楽しみにして

いた。しかし訪れてみると、想像よりも環境は悪く、地域にとって宝物のような存在ではないのだと感

じた。米に付加価値をつけることによって、「梅花藻米」としてブランド化しつつあるが、まだ足りない

と感じる。今回アクションプランを作成し、様々な角度から考えたが、策定した内容の大切さとともに、

こういったことを継続して行うことの大切さを感じた。考え、守り続けることにより、地域住民や若者

の意識が変革していくのではないかと考えた。 

 清渓川視察は、ソウルの街中に川があるという価値を感じるとともに、その歴史や成り立ちは清渓川

特有のものであり、珍しい事例であると感じた。水質はきれいとはいえず、生態系も限られたものであ

るが、人々の癒し・安らぎの空間になっており、決して失ってはいけない存在のように思えた。そのた

め、これも梅花藻水田と同様に、地域にとって誇りと思われることによって、癒し・安らぎだけでなく、

より学習資源や観光資源がある川になり得ると考えた。 

 統一村訪問は、それ自体はわずかな時間であったが、展望台から周囲を一望したときから、日本とい

う島国では見ることのできない光景を見て、体感しているのだと、心にくるものがあった。韓国国民に

とって戦争の危機感はあまりないということであったが、戦争が勃発する可能性のある地域で生活する

ということは、私から見ると異常な状況である。それを、隣国の事だと思わず、同じアジアとして自国

のことのように考える必要があるのだと考えた。本当に貴重な経験であったと感じる。 

 

3. 感じたこと・考えたこと 

 充実した中身の濃い 6日間を終え、考えたことが 2点ある。 

 1 点目は、まちづくりについてである。はじめに述べたツアーに参加した理由である、「環境とまちづ

くりの結びつき」と「まちづくりにおいて重要なこと」に繋がることであるが、その地域の特徴や個性

である環境を活かしてまちづくりを行うことは、人間が豊かに暮らす上でとても重要なことだと感じた。 

そして、そのまちづくりを行うのは、他の誰でもない住民自身なのである。そのためには地域への誇

りや価値観の創出が大切なのだと学んだ。しかし、そうして生み出されたとしても、環境の変化が訪れ

ると、もろく崩れてしまう。そうならないように創出だけでなく、維持・管理が必要なのだということ

も痛感した。私自身、海岸防災林を再生する上で、維持・管理についてはほとんど考えたことがなかっ

た。生物多様性のある豊かな林づくりを目指すだけでなく、その先を見据え、近くに暮らし林と共に生

きるだろう地域住民に愛され、誇りとなるような空間づくりやアピールが必要なのではないかと考える

ようになった。 

 2 点目は、「意識」と「意志」の重要性である。今回、環境とともに、戦争というテーマも深く心に残
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った。その中で、徐々にこの 2 つのテーマは関連しているように思えてきた。環境も戦争も、市民にと

って重大な問題であるにも関わらず、決定権は行政が握っている。一見強い力に動かされ、我々市民に

はどうしようもできないように感じるが、これは間違いである。その方向性を決定するのは市民の選択

なのである。市民が幸せに生きるために、各々意志を持つことが重要なのだ。そのためには、まず関心

を持ち、意識することから始めなければならない。今回は環境と戦争においてこのことを強く感じたが、

これは他のことにもあてはまるのだろう。アンテナを張り、自分の生活においても考え続けたい。 

 

4. おわりに 

 環境、まちづくり、戦争の他にも、この 6 日間は本当に楽しく学びのあるものであった。特に食事は

豪華でおいしく、日本料理とは違う味が新しく、毎食幸せであった。キムチのマスト感やスープの量の

多さ、ビールの焼酎割りの衝撃は生涯忘れることはないだろう。 

観劇した「JUMP」の迫力、明洞の活気も強く印象に残っている。近いけれど文化の異なる韓国に、多

くのことを学び取れたこのツアーで訪れることができ、本当によかったと感じる。唯一の後悔としては、

他の学生や韓国の学生ともっとコミュニケーションをとればよかった、ということである。そうすれば

より学べることや楽しさが多かったはずである。自分の弱点を改めて感じさせられた。これも含め、今

回感じたこと・考えたことを、より自分の中で発展させ、これからの学生生活、就職活動に活かせるよ

うにしたい。 

 

 
 

 
韓国の大学生とのワークショップ 



28 

梅花藻のふるさと・韓国スタディツアー研修感想 

 

長野大学 環境ツーリズム学部 3年 佐藤瞳海 

 

 私は今回の五泊六日のスタディツアーを通し、物事を多面的な方向から見つめ、追究する大切さを痛

感した。これまで物事に対して、与えられた情報のみに頼り、狭い視野で考えるばかりであったが、あ

らゆる方向から「なぜ」「どうして」と疑問を抱き発信しなければ、未来を変えることができないのでは

ないかと危機感を抱くようになった。その理由は大きく分けて三つある。 

 ひとつは、梅花藻を今後保全していくための「アクションプラン」の策定である。日本の学生と韓国

の大学生に分かれてプランを発表したが、日本の他の学生から、自分にはない視点から切り込んだ意見

が出され、私は驚くばかりだった。例えば、韓国の梅花藻は田んぼに水を張る時期にしか見られないた

め、他の時期も魅力ある資源をつくらなければ持続的に人が訪れないのではないかといった意見。 

そして、維持管理するためには資金が必要なことから、人材確保の面からも資金がまわる仕組みが求

められるという意見など、はっとさせられる内容ばかりであった。このような多様な発想に触れたこと

で、様々な人たちが立場など関係なく話し合うことが、課題解決への近道になるのではないかと考えた。 

 また、清渓川の実態や歴史の視察研修では、移動中のバスの窓から初めて目にした際、私はこんな大

都会の中心に自然豊かな川が流れていることへ感銘を受けた。街に風が通り、多くの人々が川のふもと

に集っている様子から、清渓川は多くのソウル市民の誇りだと感じた。 

しかし、私が最初に抱いた印象は清渓川の「光」の部分だった。確かに人々が自然環境への意識を高

めるには最適な川で、海外からも多くの観光客が訪れているが、実際は維持管理がうまく行われていな

いため植生がツル類に偏ってしまっていたり、水質が悪く川の中へ入ることができなかったり、決して

自然豊かとは言えない部分が多くある。こうした「影」は、ただ表面的に川を見ただけでは分からない。 

なぜ同じような植物ばかり見受けられるのか。なぜ誰も川の中へ入らないのか。総合的に判断するた

めには、ただ漠然と眺めるだけではなく、注意深く観察して疑問を洗い出さなければならないのだと痛

切に感じた。 

 そして、こうした視察研修も含め、韓国という国やそこに住む人々を五感で知ることができたという

点が非常に大きい。私は今回のスタディツアーの出発前、初めて海外を訪れるということもあり、言語

も文化も異なるのだから意思の疎通は難しいと思い込んでいた。 

さらに、交流する学生はセウォル号沈没事故で犠牲になった方々と同世代のため、大人や社会に対し

て批判的であるという事前情報もあり、不安は増すばかりであった。 

そんな想いを抱えつつ、いざ韓国を訪れてみると、交流した学生と拙いながらも英語や韓国語を交え

て楽しく会話をすることができたり、思わぬところで日本との共通点を発見したりと、これまでの先入

観が見事にひっくり返された。自由行動で明洞の街を歩いた際も、映画やドラマでは知り得なかったあ

りのままの姿の韓国人と接し、思い込みがいかに自分の世界を狭めているのかを身に染みて知った。こ

れは実際に現地を訪れない限り体感できなかったように思う。 

 このツアーでは様々な場所を視察し、実に多様な価値観に触れたが、自分には物事を総合的に判断す

る力が足りないのだと気付かせてくれた機会でもあった。漠然と日々を送るだけでは、より良い未来を

実現するどころか、潜んでいる問題に気付くことすらできない。固定観念を取り払い、何事に対しても

疑問・批判的な眼を持ちながら、今後も調律のとれた自然と人間の共生に関して注視していきたい。 

 
清渓川上流部 
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韓国スタディーツアーの感想 

 

長野大学 環境ツーリズム学部 3年 寺島花南 

 

韓国へのスタディーツアーに行き最も印象に残り感じたことは自然環境保護について実際に見て知れ

たことである。 

自然保護については清渓川、国境線が印象に残っている。 

清渓川博物館では古くからあった川が汚くなりコンクリートで固められたが、川を復活させた歴史背

景が知れた。観光だったら普通に綺麗な川だと思って通り過ぎてしまうところを古い歴史を持つ川だと

知れた。川の維持管理では下水から川の水にきれいにする下水処理場が建設されてけれど、上手く機能

しなくなり水が汚く臭くなってきている。一方で市民の手で維持されていくため市民を巻き込んで楽し

く続けられる活動をしていく必要を感じた。 

 

 
清渓川 

北朝鮮との国境線を視察したことは貴重な体験をさせてもらった。軍事境界線付近は今にも戦争が始

まりそうな緊張した場所だと思った。しかしお話しを聞き、戦争というワードだけではない自然環境保

全からの視点での見方を持てた。北朝鮮と韓国の７０年も休戦が続いている。国境間は８００ｍありそ

の間の土地は人の立ち入りがないため手つかずの自然が広がっている。もし、戦争が終始したらそこが

破壊される可能性があるそうだ。そういった視点から見たとき緊張の土地であると同時に貴重な土地で

あることが知れた。 

 

反省点とこれからに生かしたいこと 

反省点は韓国の学生と私の中でもう少し交流できたら良かったと後悔がある。韓国人の学生のかたと

の交流だ。ワークショップでは、どうしたらバイカモの維持ができるか？自分たちにできることは？の

二つについて話し合った。韓国の若者の異なる意見を聞けて新鮮だった。 

また、韓国人の学生の方の話を聞ける場面があった。日本語を三島市に来てから後一か月間勉強した

と言っていた。日本語の単語をちょくちょく知っていて、向上心があると思った。英語で会話を聞いて

いたが、分かってもらおうと話していた。私は自分の言いたいことを英語にして話そうといたが、相手

は分かる単語を駆使してこっちとコミュ二ケーションをとろうとしていた。コミュニケーションをとろ

うという意思がすごく伝わってきた。 

これからは言葉の通じない人と話すときはなんでもいいから伝えようとすることが大切であると思い

同時に見習いたい。 
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【6 日目 9 月 23日（土）】 

 

石巻専修大学 菊池雄太・菅原謙斗・大友理貴 

 

最終日、朝食はソウル市内人気店の「武橋洞」で干し鱈スープを食べた。韓国のご飯はとてもボリ

ュームいっぱいだったが、このスープは胃にやさしく皆残さず間食した。昼食は韓国で有名な参鶏湯

だった。もち米と鶏肉の相性は抜群で美味しくいただいた。 

この日に最初に訪れた場所は、Seoullo7017である。この場所は、全体的に東京都心と同じように栄

えていた。ビルやマンションが立ち並び、道路は何車線かに分かれ行き来していた。また工事が行わ

れているところもいくつかあり、今後も発展していくと考えられる。私たちがここに訪れたのは休日

だったため、旧ソウル駅舎前の広場では韓国伝統的な踊りが披露されていた。日本でいうお祭りの雰

囲気で見ていて楽しめた。 

次に訪れた南山韓屋村では、韓国の伝統文化芸術や当時の面影を感じる場所で実際に体験できる場

所だ。南山韓屋村は、韓屋五軒、ソウル南山国楽堂、伝統庭園、ソウル千年タイムカプセル広場で構

成されている。 

韓屋は５つの建物に分かれている。三角洞都邊首李承業家屋(三角洞)、三清洞五衛将金春営家屋(三

清洞)、寛勲洞閔氏家屋(寛勲洞)、祭基洞海豊府院君尹澤榮齋室(祭基洞)、玉仁洞尹氏家屋(玉仁洞)か

ある。南山北の麓、韓屋村が位置する筆洞(ピルドン)は朝鮮王朝時代、流れる渓谷と泉雨閣があり、

夏に避暑地を兼ねた遊び場として有名だった。 

ソウル市は市内に散在していた民俗資料韓屋五軒を移築・復元し、1998 年 4月 18日南山韓屋村を設

け、先祖たちの暮らしを再証明することができる伝統文化芸術空間として造りあげた。見て感じたこ

とは、昔ながらに綺麗な建物の作りになっていて昔の人はこのような場所で生活していたことに興味

を感じた。私たちがここに訪れたとき伝統婚礼という昔ながらの韓国特有の結婚行事が行われていた。

結婚式自体は、日本とあまり変わらなかったが、見ていてとても良い気持ちになった。 

またこの場所では常設プログラムとして、藁工芸の試演が行われていた。その時に作っていたのは、

ポッチョリというものだ。ポッチョリは「福を呼ぶ」置物として、韓国では使われている。日本でい

う、招き猫だと感じ取れる。稲作のあとに残った藁やイグサを活用して、様々な工芸品を造っていた。

工芸品はイグサを絡めながら編むため、一つが完成するまでに約１日かかるそうだ。かなりの重労働

らしい。 

６日目の最終日では、韓国の食文化と伝統の２つが学ぶことができた。 

 

  
Seoullo7017から旧ソウル駅舎を臨む         南山韓屋村での展示の視察 
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感想 

 

菅原 謙斗（２年） 

 

今回私は、NPO法人グラウンドワーク三島さんのコーディネートで、日韓学生が相互に交流し、現場

を体験し、地域の自然環境保全の在り方や今私たちができること等について議論し、解決策を考え、

相互理解を深めたいと考え、「梅花藻のふるさと・韓国江華島スタディツアー」に参加した。 

私が参加した目的は、地域資源の現状・あり方・維持等を学ぶことだ。私が所属している李ゼミナ

ールは地域資源である「畳」を利用した実践的なマーケティングを行うゼミナールである。李ゼミナ

ールの活動の段階としては、第一に地域の人々に私たちの活動を認知してもらう。一対一の取引を地

道に行い、指名買いをしてもらえるように知る。 

第二に、販売規模の拡大・維持をすること。ここでも一対一の取引を大切にする。ここで大切なの

は「石巻専修大学 = 李ゼミナール」となることである。つまり、ブランド力を身に着けることであ

る。 

最終目的として 2020 年に行われるオリンピックに向けて日本の文化である「畳」の良さを再認識し

てもらうことである。利益が目的ではない。このように、研究で使う地域資源を深く学びたい、環境

について議論する中で、他大学と交流し私にはない考えを聞きたい、そう思い、参加することを決意

した。 

私自身、環境のことを専門に学んでいる身ではないので、韓国に到着する前までは「現場に行って

韓国の現状の自然について理解できるだろうか、自分なりの疑問点や感じたことを素直にわかりやす

く伝えることが出来るだろうか。」等、大きな不安を抱えていた。 

しかし、通訳者の方々が分かりやすくかつ丁寧に説明していただいたことで資料館の記載されてい

ることが理解することができた。また、補足説明していただいて、より深く理解・納得できた。 

また、韓国の学生と交流することで、在韓国人としての視点として、韓国の現状や問題点を説明し

ていただき、大いに学ぶことができた。 

スタディツアーで印象に残ったことは、全体的(運営側、国民・顧客側)に環境に対する「意識の低

さ」が目立ち、それが現在の韓国を物語っているのかなと素直に感じた。今回視察した施設の一つに

清渓川(チョンゲチョン)があった。 

私の第一印象では、清渓川は色が澄んで見えたが、近づいて見てみると匂いがきつく、下流に向か

うほどに色が濁り、匂いもきつくなる傾向がみられた。 

さらに周辺の草木にも手入れされておらず「自然の涼しさ」というものが感じられなかった。この

背景には人間の都合だけで清渓川を一度埋めて(道路で覆いかぶして)おり、清渓川を修復するために

道路を取り除いたという経緯がある。 

一番の問題点として、一度川を埋めたことや川周辺に貧民が住みはじめることにより、本来ある川

周辺の生態系が変化してしまったことが挙げられる。10年前は 20～30種類の魚がいたのにも関わらず、

生活排水による汚染によって約 9 種類まで減ってしまった。さらに外来種の到来により、本来あるべ

き草木も枯れてしい、数が極端に減少した。 

こういった問題の解決手段として、周辺住民に清渓川の現状を理解してもらう、そのうえで各団体

や周辺住民を巻き込む形で水質の維持・管理していくことが貴重な資源を守れる活動なのかなと考え

た。 

このスタディツアーでは多くの人たちに出会って、良い刺激を得ることが出来た。私が持っていな

い知識や思想に触れてうれしく思う。私の長所や短所、自分は今後どうするべきなのか等の人間的成

長もできた。大学生活はあと 2 年半ある。環境の勉強になっただけでなく、自分を見つ直すきっかけ

になった。 
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 大友 理貴（2年） 

 

今回の研修に参加して韓国の環境問題について現地で見ることで、自分たちでやるしか解決策はな

いと思った。ある程度の順序を考え、取り組むことが大事で、韓国のことを深く知ることができ勉強

になった。 

また、清渓川の汚染、韓国の歴史について様々な分野を学びとても内容の濃い時間を過ごせて一生

に残る思い出になった。 

ただ研修に参加したことで終わらせるのではなく、今後の大学生活で、今回の貴重な経験を活かす

ために日々頑張ろうと思った。 

 

 

 菊池 雄太（3年） 

 

  今回の「梅花藻のふるさと・韓国江華島スタディツアー」が、私にとって初めてとなる海外であっ

た。今まで海外というものは話ができないため、コミュニケーションが取れないと思っていたが、お

互い身振り手振りをすることで話が通じることが分かった。 

終わってみて、一番反省していることは、積極性に欠けていたと感じている。基本、お互いの会話

は英語で話すことが多かったが、私が英語で話すのが苦手な為、軽い会話程度でしか話すことができ

なかった。せっかくの素晴らしい機会を活かせなかったことにとても悔やんでいる。 

  スタディツアー自体は環境問題についてだが、私たちの学校では経営のマーケティングを学んでお

り、普段環境について意識していなかったが、実際に現場に行ってみて分かったことは、韓国が環境

をあまり意識していないと感じた。どこの場所もゴミが落ちていて、動物や植物といったものまでが

影響を受けていた。そういうことを観光客は意識して、少しでも理解していくことを心がけなければ

ならないと感じた。 

  今回の研修を通して、改めて英語の大切さを知り、他の分野の人達の話を聞くことで自分では考え

つかない発想や提案を学ぶことができた。今後は、今回学んだことを研究や就職活動に活かしていき

たい。 

 

  このような機会を提供してくださった、渡辺特任教授、美和さん、グランドワーク三島の方、韓国

でお世話になった方々に感謝しています。ありがとうございました。 

 

 
江華島の梅花藻保全水田にて 
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7.講評・都留文科大学特任教授・渡辺豊博 

 参加者の皆様、帰国後、1ヶ月近くが経過して、日頃の学生生活に戻り、韓国での様々な学びを、どの

ように総括・消化し、思い出していますか。「近くて遠い国」といわれている韓国各地を訪問し、異国の

歴史や食文化、独特の雰囲気、多様な意思を持った韓国の学生や地域住民との人的交流、現場体験、意

見交換などを経験して、新鮮で感動的な刺激を多数実感できたと思います。 

 今回は、都留文科大学生 4 名、静岡大学生 1 名、石巻専修大学生 3 名、長野大学生 3 名、山梨県内の

高校生 4 名と出身地域もバラバラで、大学生から高校生までと年齢層も幅広く、多様な価値観、感性を

持っている人たちが集まったことから、参加者同士、緊密な意思疎通や交流が持てるのか不安でした。 

 しかし現実は、日本の若者チームが、一体化・団結し、集団としてのチーム性を維持し、多種多様な

問題意識を持ち、一体的な行動をするなど、何の問題も起こらず、本当に仲良く、集中力を維持した有

意義な研修ができたと思います。 

ところで、参加者全員が羽田空港に集合した時に「事前学習」として、私が皆様に注意した事柄が、

以下の通り、種々沢山ありましたが、帰国後、どのくらいが達成できたと自分なりに評価できますか。 

「とにかく疑問を持ったら何でも質問をすること、積極的に自分の意見を発言すること、言語の困難

を乗り越え懸命に韓国の学生に語りかけること、自分なりの判断と自己責任で街を歩き回り視覚的に学

ぶこと、食堂などでいつも周りの韓国の人々の様子を観察すること、事前に学んできた韓国事情の疑問

を現地の学生に質問すること、北朝鮮の軍事的脅威が叫ばれる中で韓国の人々は北朝鮮をどのようにと

らえているかの本音を聞いてくること、韓国の夜の雰囲気を楽しむこと、三島のまちづくりとソウルで

のまちづくりの違いを感ずること、本当の環境再生とは何かについて比較対象をすること、日本と韓国

の NPO の組織体制や地元との連携の仕組みを学ぶこと、韓国の学生の就職事情と仕事に対する考え方を

聞き取ること、日本の文化のルーツである歴史的な背景を学ぶこと、戦争の怖さと悲劇を実感すること、

食の王国韓国の食文化を味覚で満喫すること、バイカモの里での草刈りや海岸線の清掃活動を体験する

ことで現場での課題を学ぶこと、清渓川の現実と効果、問題点を現場で実感すること」などです。 

報告書を読んでみると、私からの宿題が達成されていると評価しています。今後は、これらの学びと

刺激、感動、問題意識を劣化させずに持続させ、さらに多様な研鑽を蓄積し、韓国や海外を何回も訪問

して発展させていってください。 

異国への旅は、刺激的であり、人生の中で成長の源泉・エンジンに間違いなくなります。将来的に、

自分のふるさとでのまちづくりや環境再生の若きリーダーとして、今回の経験知を活かして、活躍して

くれることを強く期待しています。 

足の痛みで充分に歩けず迷惑をかけマッコリを飲み過ぎた渡辺ジャンボより 


