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はじめに 

大学生になってからずっと思い願った夢を実現できて、本当に嬉しかった。2016年
10月に日本へ入国した時のことは今も忘れられない。それはそのとき目にした情景よ
り自分が日本に降り立ったという事実が、あまり実感できなかったからかもしれな

い。

私がこれほどまで日本で勉強したかったのは、必ずしも私の専攻が日本学だったか

らではない。もちろん学問的興味もあったが、高校時代から憧れていたところで、肌

身で感じながら生活し、日本文化を直接味わってみたかったからだ。こんな私にとっ

て日本語・日本文化研修生は本当に打ってつけのプログラムだった。

日本に来る前に私は江陵原州大学の日本学科で勉強した。高校の受験のときはただ

成績にあわせて、日本関連の勉強ができる大学を選んだ。今はその選択に間違いはな

かったと自負する。江陵原州大学の日本学科の先生たちは他の大学の先生より生徒に

対して熱をもって教えようとする方たちで、現在の私は先生方のおかげでここにいる

と言っても過言ではないからだ。そんな先生たちの下で、私の学科では日本学である

がゆえに日本に関するさまざまな事柄を学ぶ。日本語はもちろんのこと歴史、地理、

文化、経済、文学、日本にまつわる国際情勢、日本事情など幅広く学んでいる。その

結果、大学を卒業してから通翻訳業務の会社や日系の会社に勤める人、複数専攻で日

本語を活かしながら、経営関連の仕事をする人、日本語教師になる人、実際に日本で

就職する人が多い。最近は日本の IT企業で働こうとする人が多くなっている。私も卒
業してからのことで日々悩みながら勉強している。

韓国では日本関連の学科の種類がいくつもある。例えば私が選んだ日本学以外にも

日本語学、日本語通翻訳、国際通常日本語、観光日本語、日本語日本文学などがあっ

て、結構な数の日本関連学科がある。殆どの学科で似通ったものを学んでいるのだ

が、その学科の特性を生かして就職することが多い。２年制の専門学科もあることを

考えるとなかなか複雑ではあるが、その代わり大学院にまで進学する人は非常に少な

い。



だが韓国では現在就職率の高い理工系の学科が強勢で、人文系列の日本学は昔ほど

の位置ではなくなりつつある。人文学を軽視している今の韓国の風潮がかなり大きく

作用しているからだ。それでも日本学は就職率の低下傾向にあるにも関わらず、学生

の数はそこまで減っていない。おそらく日本からの文化を経験し、影響された学生が

多く、私みたいに日本に憧れを抱いているからだと思う。

私が日本語・日本文化研修生としてほぼ一年間過ごし経験したことは数えられない

ぐらいある。日本人生徒の内に入って勉強したり、日常生活のなかで日本でしか感じ

られない当たり前の経験もした。例えば病院、買い物、理髪、バイトなどだ。そして

大学生活の醍醐味とも言えるサークル活動もした。里山生態研究会というサークルの

名前だけではどういう活動をするサークルか分からないものだが、日本人の友達に誘

われて入ることになったサークルだ。他のサークルと違って気軽に参加できたことか

ら、忙しい留学生活の中でもサークルを続けられたと思う。このサークルのおかげで

留学生の立場ではできないような活動も色々できた。友達もいっぱい作ることもでき

た。

こういった私の留学生活の中でいちばんしたかったのが長期間の旅行だった。この

レポートで書こうとしている内容は、殆どこの旅行のなかで体験したことである。留

学生活に悔いを残すまいと頑張ったがそれでも悔いてしまうことは、もしかすると当

然かもしれない。当初の目的と変わった勉強目的などいろいろあるが、それでも満足

感ある留学だったと、私は思う。



輪行旅行 － 日本庭園を探して 

１．旅行に行く前に 

 私が日本語・日本文化研修生として来る前に当初探求しようとした題材は日本の社会

問題に関するものだった。だが私が今回の旅行のテーマを日本庭園という全く別の題材

にしたのはいくつかの理由がある。

私が鹿児島に来て間もない頃、鹿児島の名所を探して色んなところに行ったことがあ

る。その中で訪れたところが仙巌園だった。仙巌園は日本固有の庭園の形式を保ちなが

らも、南国風味の漂う素晴らしいところだった。ここで私は日本庭園の清潔さに感服し

た。日本庭園というテーマに興味を持ち始めたのはこの時からだ。もう一つの理由は私

の父が造園の仕事に携わっているということからだ。幼い頃から緑豊かな環境で育った

私は、始めは都会に憧れすぎたあまり、周囲の風景の良さに全然気づかなかった。しか

し日本に来て見た庭園に目を奪われてから、周りを見る見方が変わって、日本庭園を学

ぶことで父の仕事にもいろいろ役立つのではないかと考えるようになった。

つまり私が日本庭園に題材を変えたのはインスピレーションによるものかもしれな

いが、これを機に留学の間に沢山の庭を訪れるようになった。

もう一つの旅行テーマは輪行旅行だ。普通の人

たちはあまり聞いたことのない旅行方法だと思

う。輪行旅行とは右の写真のように自転車に荷物

を載せ旅行する方式で、長距離移動などの場合に

は公共交通機関（電車など）を利用する少し新し

い方式だ。前から日本の電車に乗れば全国どこへ

でも行けるという話を聞いていたので、ぜひとも

使おうと思っていた。

そこで今回使おうと決めたのが、この青春 18きっぷだった。新幹線や特急などの急
ぎの列車は乗れないが、一回分だけでその日は在来線を乗り放題の不思議なきっぷだ。



在来線だけに移動時間は少々長いものの、それだけ自分が日本を横切る快感も味わえる

素晴らしいきっぷだと思った。なんといっても学生の身からしてすごく安かった。

２．岡山にて 

 私には旅に関して妙な哲学を持っている。物品に対しては異様なほどきめ細かく用意

しないと気がすまないのだが、これと反して実質的に重要だと思われる旅行計画はそこ

まで気にしないのだ。旅先についてから飯屋を探してみたり、駅で次はどこに行ってみ

ようかといった無駄な行動を取るのだ。もちろん旅行テーマが日本庭園だけあって庭園

についてはどこにいけばいいのかはちゃんと調べておいたが、他は全くといっていいほ

ど無計画だった。でもこの無計画さを補える時間はたっぷりあった。なにせ移動時間が

非常にながいのだ。私はこの移動時間を十分活用することにした。

 最初に目指したのは岡山県だった。距離だけ考えても鹿児島から岡山まではすごく長

い距離となる。列車だけではどうてい行ける距離ではなかったので、博多までは高速バ

スで行くことになった。それからひたすら電車に乗って 7時間ぐらいで岡山に着くこと
ができた。旅行の一日目がただの移動で使われてしまうのは残念だが、電車を乗り換え

たり、電車の中の人たちを見たり、話している内容を聞いたりするのは面白い経験だと

思った。そして電車に揺られながら見る外の景色に目が夢中で、退屈どころでもなかっ

た。

 ようやく岡山県に到着したのはすっかり夜になってからだった。予約したゲストハウ

スにすぐ向かった。旅行中泊まれる場所はたくさんあるが、そのうち私がゲストハウス

を選んだのは値段の安さだけに焦点を当てたのではなく、ゲストハウスに泊まる人たち、

そして宿の管理人さんと色んな話ができるからだった。それぞれの旅の話、世間話をす

るうちに夜は更けていく。これこそがゲストハウスの醍醐味なのだ。

 岡山を一日で回ってすぐ次の場所へ行かなければならなかったため、朝早く自転車に

乗って出発した。最初行ったのは岡山後楽園。私が岡山を旅先のひとつとして決めたの

はここに行くためでもある。ここ、岡山後楽園は日本を代表する回遊式庭園の典型とも

言えるところだ。



上の写真は私が撮った写真だ。季節が春になったばかりのときで、すこし味気ないよ

うに見えるが、二つとも回遊式庭園の特徴がよく分かる写真だ。回遊式庭園は、園内に

自然をかたどった見どころを作り、園路をたどりながら見て回る庭園のことで、岡山後

楽園はみごとにそれを満たしている。いくつかの区画に分かれて、そこから見る景色が

それぞれ違ってくるというのも特徴的だ。だからといって岡山後楽園だけの特徴がない

わけでもない。

 右の写真は他のところではあまりみかけ

ない流店というものだ、一階に壁がなく真

ん中に水が流れている。その水の流れると

ころには石があって、その流れと音を楽し

むところだという。これ以外にも庭園内に

は、観音様をまつったお堂、能舞台、そし

て茶屋がたくさんあった。とのさまの中に

はお茶好きがたくさんいらっしゃったよう

だ。

 下の写真は鹿児島の人ならなじみのソテ

ツだが、気候にそぐわないと思われる岡山

の後楽園には、ソテツが何本も植えられて

いた。そのわけを案内の人に聞いてみたら、

なんと昔鹿児島の殿様から岡山に送られて

きたものだという。岡山県まで来て鹿児島

とのゆかりを感じられて不思議な気分だっ

た。

芝生にある茶庭型石灯ろう 八橋 － 直接渡れてよかった



 岡山後楽園の周りには旭川が流れて

いて、そのすぐよこには岡山城がある。

日本の城の知識に乏しかった私は、初め

て岡山城を見たときに少し驚いてしま

った。日本の城といえばすぐさま姫路城

が思い浮かぶのだが、姫路城が白いのに

反して、岡山城は黒かったのだ。その訳

は岡山城が築かれた当時、まだ城全体を

白く塗れるほどたくさんの染料を作り

出せる技術がなかったからだ。

池の掃除 

この時庭の手入れの真っ

最中でいちばん綺麗なお

庭は見れなかったが、代

わりにこういった、めっ

たに見ることのできない

姿も見れてよかった。

笹ヶ瀬川に沿って走る

岡山城の前で

相棒と一緒に



 それからは本当に自由奔放に見て回った。いろんな神社を見て回ったり、本からしか

学んだことのない古墳を自分の足で一周してみた。古墳の形を身で感じ、目で観賞する

ことはとても特別な体験だった。その中のこうもり塚古墳はその中すら見れるようにな

っていて、石室の中は不気味な雰囲気があると同時に、歴史も感じられた。

 夕方になって次は倉敷を訪れた。夕方だけあって殆どのお店が閉まり始めていた。そ

うだとしても私はここまで走ってきた甲斐はあったと思った。小川を中心にして連なる

いかにも日本らしき建物。私はこのこぢんまりとした雰囲気をじかで見ただけで満足し

た。 気に入ってしまったあまりに、私は気づかないうちに自転車で何回もその周辺を

ぐるぐる回っていた。

３．いざ、東京へ 

 岡山での日程を無事済ませて次に向かったのが日本の首都である東京。岡山から東京

は直線的な距離からしてもその距離はとても長い。特に青春 18きっぷを使って在来線
のみで行かなければならなかったために、その距離は一層長くなった。岡山駅から東京

駅までかかる時間は 13時間だった。時間の余裕がある青春きっぷならではの冒険とし
か言えないだろ。まだ日も昇っていない朝 5時に出発して到着したのが夕方 6時ごろ。
列車のなかで日が昇って暮れるのを全部見れたのは、体力的にも大変で、かつ不思議な

経験だった。（下の画像はいずれも車の場合の最短距離）

倉敷の 全景

岡山から東京鹿児島から岡山



４．私の庭の感じ方 

 東京に泊まったのは一週間だったが、お庭以外にもたくさんのところを見て回った。 

だが旅の目的の第一はお庭だったゆえ、ここにはそのお庭に関することを書こう。東京

にいる間に訪ねたお庭は全部合わせて７ヶ所だった。どれも素晴らしいお庭だったが、

東京でお庭を見て回って、私は日本庭園について全く分かっていなかったのだと実感し

た。

 日本庭園の様式は大きく分けて、水がある池泉庭と水のない枯山水の庭園、そして私

の認識では完全なお庭と認めない路地、この三つだろう。枯山水の場合は庭であると同

時に一つの芸術品のような感覚で嗜んでいたし、普通に多く見られる池泉庭は、自分の

足で歩きながら体の全感覚で味わうといったようなもので、いつかこういうお庭のある

ところに住んでみたいと憧憬を抱いた。日本学を勉強していながらも、実際歴史を経て

凝縮された日本文化が溶け込んでいる日本庭園について、このような大雑把でしかない

考え方を持っていたのだ。

 私は東京にあるお庭を見て回るにあたって、少し遅かったがお庭の本を買った。 岡

山後楽園を見て回ってただ見て回るだけでは物足りないと感じてしまっていたのだ。 

確かに本を参考にするようになってから、私のお庭を見る目は少し変わった。以前はお

庭を全体的に見て、その調和と雰囲気だけを楽しんでいたが、本を参考にしてからはひ

とつの石、ひとつの木、そして橋や灯ろうなどといった個々のものにも興味を持つよう

になった。それからというものお庭一箇所一箇所ごとに、その楽しさも倍になったよう

な気分だった。

５．東京のお庭 

 ①小石川後楽園 

 私が東京に着いてから初めて行ったお庭

は小石川後楽園だった。東京ドームの近く不

似合いなところに佇んでいるこの庭園には、

春はまだだというのに花の写真などを撮り

に来た人たちでいっぱいだった。

 その人たちが撮っている風景もいいと思

ったが、私の目を惹く風景は別

のところにあった。写真だけでは私が受けた

印象をそのまま伝えることはできないと思

う。私はこの庭を模倣のたまり場だと感じ

た。それというのもこの庭からはこの庭なら

ではというものが掴めなかったからだ。別

段、悪いというのではない。この庭自体は非



常に素晴らしい。確かに後楽園の名を

持つにはふさわしいお庭だとつくづく

思う。私が思うにこの庭は色んな地域

のお庭の長所だけを集めてみた庭の博

物館のようだった。

 ②六義園と旧古河庭園 

その次に行ったのは六義園だった。は

っきり言って地味な庭だった。でもそ

の地味さにも魅力はあった。右の写真

は藤代峠で撮った写真だ。大体のお庭

にはこういった高いところで見下ろす

ような場所が作られているのだが、こ

こ六義園ではここから庭の全景を一つ

にして目に収められる。この庭をぐる

っと回るだけだったら気づかぬ魅力

が、ここにはあった。

 それからせっかく近くにもうひとつのお庭があったので行ってみることにした。それ

で訪れたところが旧古河庭園だった。はっきりいって変なお庭だった。

上の二つの写真が同じところで撮った写真だと言ったら信じられるか？私がこの庭

に足を踏み入れたときは、「自分は間違ったところに来てしまったのか」と疑問を抱か



ざるを得なかった。この庭の前半分は洋式だったからだ。とても驚いてしまった。もっ

と驚いたのは洋式と日本式の節目になんの違和感がなく、いたって自然に繋がれている

ところだった。外国人でしかも若者でありながら私は、この庭を回って日本の大正ロマ

ンを感じた。

 ③皇居御苑と新宿御苑 

 私の期待があまりにも大きかった

のかも知れない。否、そもそも日本庭

園を観賞するために御苑へ行くとい

う目的自体が間違っていたのだ。ここ

はとてつもなく大きな公園だとしか

私には思えなかった。だからかも知れ

ない。どこの御苑にも人がたくさんい

た。今まで行ってみたどの庭よりも人

は多かった。まったく私の趣味にあわ

ないところだった。

 上が皇居御苑で下が新宿御苑だ。さ

すがに皇居は皇居だけあって入るに

も手続きが複雑で、中の雰囲気もそれ

なりのものではあった。そのわりに新

宿御苑は、私の日本庭園への期待値を

満足してくれなかったが、この点を除

けば東京の人たちにとって、本当にい

い憩いの場となって当然だと思えた。

④清澄庭園 

 本当に岩が綺麗な

お庭だった。造園の

仕事に携わっている

父がここに来たら時

間をも忘れ見とれて

しまうのではないか

と思った。この庭は

普通に見る限りには

他の庭とあまり変わ



らないが、岩ひとつひとつを観察してみると、それがまた面白い。ここに置かれている

岩は各々表情が違う。どうやってこれだけの岩を集められたのかとつい思ってしまう。

岩以外にも名のある日本庭園の姿としては申し分なかった。

 ⑤二つの離宮恩賜庭園 

 私が東京での旅行の最終日に行った

お庭は、浜離宮恩賜庭園と旧芝離宮恩

賜庭園、この二つの庭園だった。まず浜

離宮恩賜庭園だが、このお庭で驚いた

のは池の水だった。 マップからでも

分かるように、この庭は海と接してい

る。そこで潮の干満の差を利用し、池に

水を入れていた。そのおかげで、この庭

の池には海洋性生物が棲息している。

他の庭からでは想像もできない。もう

一つ、この庭に来て良かったと思うのは

菜の花の畑がみれたことだ。果てしなく

広がる菜の花の色を見ながら、やっと春

になったと実感できた。

 旧芝離宮恩賜庭園も昔は海水を使っ

ていたそうだ。だが今は海と接していな

いため海水は使っていないらしい。昔ビ

ルがあまりなかった時は、この庭の丘か

ら漁夫の姿も見れていたらしいが、今の

景色から考えるとありえないと思って

しまう。

旧芝離宮恩賜庭園

浜離宮恩賜庭園



まとめ 

 実際自分の足で色んな庭園を見て回って、ただ頭だけの知識は本当の知識ではないと

悟った。一つの種類の庭でもその庭ごとに姿はあまりにも違っていて、どこへいくにし

ても私を飽きさせなかった。そして日本庭園を通じて日本文化の源流と日本人の美意識

に対する疑問の回答も得られた。つまるところ茶道、生け花、能などといった日本を代

表するものだけでなく、日本庭園という一つのジャンルからでも日本を知ることができ

るということだ。これほど日本庭園の魅力を知ってしまった以上、時間が許す限り他の

色んな庭園も訪ねてみたいと思う。

 私は日本で一年間留学しながら本当にたくさんのことを学んだ。最初はやる気に溢れ、

身に余るほどの授業を聞きながら、今まで知らなかった知識も得られ、そして色んな人

と出会えた。それから私とはまったく別の基準で物事を考え、意見をいう人たちを見な

がら、固められた自分の思考を緩め、もっと柔軟に考える力も手に入れたと思う。

また、初めて成績のしがらみから開放され、意のままに学ぶというのは本当に恵まれ

て幸せなことだと思った。このような機会を私がちゃんと生かせたかどうかは言えない

が、せめて多様性ある学習はできたと思う。

私は学ぶことも重要だが、人と付き合うのも大事だと思った。その通りに心が通じる

友達を作るために一生懸命頑張った。おかげで日本人の友達だけでなく、他の留学生の

友達もできた。私は友達は数が多ければ良いというものではないと思う方で、韓国へ戻

ってからでも、友達でいられる人はそんなに多くない。だが、この留学のおかげで真の

友達に出会えたのもとても良かったと思う。

私はいろんな方々にお世話になってから韓国へ戻る。その分それに感謝し、そ

れを生かして後々勉強していかねばならない。まだ自分の道に方向性がはっきり見え

てるわけではないが、この留学経験が道しるべになって、これからの道を照らしてくれ

ると強く信じる。



添付 修了プレゼンテーション資料








