
新しいK-POP誕生！
伝統と現代が出会った
韓国音楽の紹介

2021年5月の国際理解講座（韓国）ダイジェスト版

あるK-POPアーティストの曲のプロモーションビデオ（PV）が、先日再生回数が２億回を突破

しました。曲名は、『대취타（テ－チュィタ・大吹打）』。PVの主人公は、王様の役を演じていま

す。この曲のモチーフは、昔、王様や国内外の身分の高い人が道を通る時、軍隊が行進する

時に演奏していた音楽の대취타（テ－チュィタ・大吹打）です。

このような伝統音楽を取り入れた音楽が最近注目されていますので、皆さんにも紹介します。

💡 資料の中の下線が引かれた青い文字をクリックすると、YouTubeの関連動画につながります。

💡 紹介する内容と関連のある日本語の記事です。興味があったら、左の青い電球をクリックしてみてくだ

さい。

♪ 『五感で感じる韓国のリズム』～話題のYouTube動画シリーズ～

♪ 『범 내려 온다』（ポーム ネリョオンダ・虎が下りてくる）

♪ 『판소리』（パンソリ）～ユネスコ無形文化遺産、韓国伝統芸能～

♪ 『수궁가』（スグンガ・水宮歌）～九死に一生を得たウサギの話～

♪ 『SsingSsing: NPR Music Tiny Desk Concert』

♪ その他、オススメしたい曲やグループ

♪ まとめ

♪ 参考

https://note.com/kid_dic/n/n9ad780a94fbe
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長崎市国際交流員 ジョン・ヘイン（鄭恵仁）

🎥
五感で感じる韓国のリズム

去年の7月に公開されたこのYouTubeの動画シリーズは、韓国の2020年下半期の重要な

キーワードになりました。コロナ禍でも韓国の色々な地域の魅力を感じてもらうために作られた

動画です。韓国観光公社が作ったものですが、公的機関が作ったものとは思えない雰囲気で

話題になりました。韓国で注目される前は外国人の間で「広告なのに見たくなる」と好評だった

そうです。それが韓国の人々に知られたことをきっかけに韓国でも大流行しました。

ソウル・プサン（釜山）・チョンジュ（全州）を始めに、次々と全七編の動画が公開されました。

全編「イナルチ」というバンドが音楽、「アンビギュアスダンスカンパニー」というチームがダンス

を担当し、音楽もダンスも大変人気になりました。特に、ソウル編の『ポーム（トラ）ネリョンダ

（下りてくる）』という曲とそれに合わせたダンスが人気を集めました。

YouTubeチャンネル「Imagine your Korea」のスクリーンショット

トキ（ウサギ）
だ！ト生員と
呼ぼう。

ホ生員
！！！

私（ホーランイ）
を敬称で呼んで
くれてる♪

また、そのストーリーも面白いと評判でした。

ウサギ（トキ）を探しに道に出たスッポンが、ウサギを見

つけて、「ト様（原文では「生員」という敬称を使用）」と

叫びました。しかし、つい力が抜けて、「ホ様」と言ってし

まいました。それを聞いたトラ（ホーランイ）が自分を呼ん

だと思って、山から下りてくる姿を描いています。

地域 使われたイナルチの曲名

ソウル編 범 내려온다（ポームネリョオンダ・虎が下りてくる）

プサン（釜山）編 어류도감（オリュドガム・魚類図鑑）

チョンジュ（全州）編 좌우나졸（ツュァウナジョル・左右邏卒）

アンドン（安東）編 신의 고향（シヌィ ゴヒャン・臣の故郷）

モクポ（木浦）編
별주부가 울며 여짜오되
（ピョルチュブガ ウルミョ ヨチュァオデ・スッポンが泣きながら申し上げるが）

カンヌン（江陵）編 약일레라（ヤギルレラ・薬であろう）

インチョン（仁川）編 의사줌치（ウィサジュムチ・意思の袋）

💡 韓国語でトラは、범（ポーム）とも
호랑이（ホーランイ、虎狼-）とも言います。

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4Lb93R1nd7ctttoHCmCXxEZcGy_KUYpY
https://youtu.be/3P1CnWI62Ik
https://youtu.be/FVzvf6mC1GM
https://youtu.be/xLD8oWRmlAE
https://youtu.be/MJD_fAdqNQc
https://youtu.be/dQ_lCmB2hfk
https://youtu.be/FrCkLMxnlMI
https://youtu.be/R2GeUF_xm1Y
https://youtu.be/2w-8iymAc3Y
https://youtu.be/CitIMlaa8To
https://youtu.be/eM79R_VV8IM
https://youtu.be/RdzvyvGcOYQ
https://youtu.be/4Tv1_7hWGko
https://youtu.be/24iEAmpWn-0
https://youtu.be/WpdhKeIq5Hs
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長崎市国際交流員 ジョン・ヘイン（鄭恵仁）

🎥
범 내려 온다（ポームネリョオンダ・虎が下りてくる）

音楽を担当した이날치（イナルチ）というバンドは、韓国の伝統

音楽ジャンルである「판소리・パンソリ」をモチーフにしています。

バンドの名前も、朝鮮時代後期のパンソリ名人、イ・ナルチ

（李捺治、1820-1892）の名前から来ています。また、ボーカルの4

人も16年～30年間韓国の伝統音楽を勉強した人々です。

この二つのグループは、大きな人気を得て、

テレビ番組やCMなどに出演し、活発に活動し

ています。また、文化体育観光部（韓国の政府

機関）の「今日の若い芸術家賞」、今年の韓国

大衆音楽賞（Korean Music Awards）などで受

賞するなど、芸術性も認められています。

「難しくて昔のもの」と思われがちだった伝統

音楽を、分かりやすく・楽しく・オシャレに表現し、

反響を呼びました。現在、韓国の主流ジャンル

である、クールでオシャレなイメージのヒップ

ホップに例えられるほどです。

イナルチが出演したgalaxyのCMのスクリーンショット

「五感で感じる韓国のリズム」で話題になる前に、イナルチとアンビギュアスダンスカンパ

ニーは、2019年の9月に「온스테이지ONSTAGE」というYouTubeチャンネルに掲載された動画

で注目を浴びました。

「앰비규어스 댄스 컴퍼니（アンビギュアスダンスカンパニー）」

は、「ジャンルにとらわれない踊りをする」という意味を持った現代

舞踊チームです。

面白いけど妙に格好良い雰囲気に魅了されてしまう

ことから、彼らには「21世紀のトケビ（精霊、妖怪）」とい

うあだ名が付いています。

韓国の伝統衣装を再解釈した衣装もですが、ダン

サーの皆がサングラスをかけている姿も印象的です。

踊る人の目や顔、表情ではなく体の動きに集中してほ

しいからだそうです。

画像①（ファンが描いた）
アンビギュアスダンスカンパニー

판소리는 조선의 힙합

パンソリは朝鮮のヒップホップ

https://youtu.be/SmTRaSg2fTQ
https://www.youtube.com/watch?v=3MTTtB-iSlc
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💡
판소리（パンソリ）

パンソリとは

一人の소리꾼（ソリクン・歌い手）と一人の고수(コ

ス(鼓手)・太鼓を叩く人)がいて、ソリクンがコスのリ

ズムに合わせて아니리（アニリ・物語）と소리（ソリ・

歌）と발림（パルリム・身振り）を交ぜて演じる韓国

の伝統音楽の一つです。

1964年に国家重要無形文化財に、2003年には

ユネスコ無形文化遺産に登録されました。

２年前の講座でもお話しましたが、韓国ではライ

ブで皆で一緒に歌う文化があります。
私は、その背景の一つをパンソリなどの伝統芸能で、
観客と話したり歌ったりすることが影響していると紹
介しました。
韓国のライブに行って一緒に歌ってみてください！

マダン（마당・演目）

18世紀中頃には、よく歌われる12の演目（마당・マダ

ン）がありましたが、今は儒教で重要とされる忠・孝・烈

（儒教的な貞節）や兄弟間の友愛、信などを扱った五

つ（*）だけが伝わっています。一つの演目の長さは、当

初はあまり長くなかったのですが、徐々に長くなり、今

は最短でも3時間・最長で8時間に及びます。

*수궁가（スグンガ・水宮歌）、심청가（シムチョンガ・沈清歌)、
춘향가(チュンヒャンガ・春香歌）、흥보가（フンボガ・興甫歌）、
적벽가（チョクピョッカ・赤壁歌）

ソリクン
コス

画像③ 赤壁歌を実演しているソリクン、ソン・スンソプ
（左・宋順燮）さんとその隣で太鼓を叩きながらはやし
ことばを入れるコス、チョン・チョルホ（右・鄭哲鎬）さん。

特徴

「パン」は、大勢の人が集まった場所（諸説有り）、「ソリ」は

歌という意味で、その名の通り観客とコミュケーションを取る

即興的な所があります。

由来については諸説（*）ありますが、一般の人々を対象に

17世紀から始まり、18世紀に入ってからは支配階級や知識

層からも人気を集めた芸術であることは間違いないようです。
* 新羅の花郎出身の芸人集団から始まったという説、チョルラド（全羅道）のシャー
マニズム儀式から始まったという説など。

画像④ 『平壌図』の一部、ソリクンのモ・フ
ンガプがパンソリの実演をしている様子

画像⑤ 1982年、韓国ブリタニカ社出版
『판소리 다섯 마당』

（パンソリ タソッ マダン・パンソリの五つの演目）
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💡
판소리（パンソリ）

五感で感じる
韓国のリズム

基になったパンソリ『スグンガ』のくだり 参考動画

ソウル編
ウサギを呼びたかったスッポンは、
間違えてトラを呼んでしまい、虎が山から下りてくる。

①・②・③・④・⑤

プサン
（釜山）編

ウサギを見つけに行く者を探すために竜宮の動物を集める。
①（10分05秒～
15分22秒）・②

チョンジュ
（全州）編

スッポンに騙され竜宮に着いたウサギが竜宮の兵士に捕まる。 ①・②

アンドン
（安東）編

ウサギを捕まえに行くと名乗り出るものがいない中、
自分が生まれたのは陸上だからとズッポンが志願する。
陸に上がったスッポンは、喧嘩をする鳥たちを見かける。

🎦

モクポ
（木浦）編

肝を陸上に置いてきたと噓をつくウサギを見抜いたスッポンが
ウサギの話は嘘だと竜王に泣きながら申し上げる。

🎦

カンヌン
（江陵）編

薬（ウサギの肝）を持ってくると約束したウサギに竜王が
お礼として宴会を開く。

①・②

インチョン
（仁川）編

スッポンから逃げ出したウサギがハゲワシに食べられそうになる
が、知恵を絞って逃げる。

🎦

ソリクンの声の秘密

パンソリは、ソリクンの声が音楽となる声楽の一つです。しかし、パンソリ

で基本となる声は、一般的に良いとされる透き通った声ではありません。し

わがれたようなソリクンの声は、長い期間厳しい訓練をしたたまものです。

ソリクンとして最高のレベルに達したことを「득음하다（トゥグムハダ・得音

する）」と言います。”得音する”ためには、よく「滝の下で血を吐くまでの練

習を繰り返す」と言います。うるさい所でも声がよく響くように滝の下での練

習は、今でも行っているそうですが、必ずしも「血を吐かなければならない」

わけではありません。ただ、ソリクンの声は声帯が傷ついて治る過程を繰り

返して完成されます。

パンソリの観賞

知識層も楽しむ芸能になってから、パンソリの内容は難しい言葉や文章が混ざりました。また、

チョルラド（全羅道）地域を中心に発達しているため、チョルラドの方言も大きく影響しています。

このことから、難しく感じる韓国人も多く、韓国語が母国語ではない方には特に難しいと思います。

下の表は、皆さんがパンソリを鑑賞するために少しでも役に立てばと思い作成しました。

下線が引かれた青い文字をクリックすると関連動画にとびますので、参考にしてください！

※各動画には公式の日本語の字幕はありません。少しでも日本語の字幕で見たい方は、自動翻訳機能について

紹介しますので、最後のページをご覧ください。

https://youtu.be/3P1CnWI62Ik
https://youtu.be/Qti3ODW0lGI
https://youtu.be/dQ8VvPtkl4k
https://youtu.be/xDYvybMCX8k
https://youtu.be/ecH1UOnlD3Q
https://youtu.be/yPYbUsAPq0A
https://youtu.be/xLD8oWRmlAE
https://youtu.be/ZPMIO9xj868
https://youtu.be/5MfpmQ2BDh8
https://youtu.be/dQ_lCmB2hfk
https://youtu.be/RdMGp05I74Q
https://youtu.be/VLcOdSClNLU
https://youtu.be/R2GeUF_xm1Y
https://youtu.be/-WbD-bbyoWo
https://youtu.be/CitIMlaa8To
https://youtu.be/7L-XJrZl1lk
https://youtu.be/RdzvyvGcOYQ
https://youtu.be/KU5jtaWyUho
https://youtu.be/8A3Fx4QoRXc
https://youtu.be/24iEAmpWn-0
https://youtu.be/XF3ZGledSt0
https://youtu.be/ca8gQE2rG6M
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💡
수궁가（スグンガ・水宮歌）

「五感で感じる韓国のリズム」で使われた、イナルチのアルバム『スグンガ』の収録曲は、パン

ソリの演目から来ています。その演目の基になったのは、弱者が強者に知恵と勇気で勝つ、ま

た、登場人物たちが知恵を競う話を描いた寓話です。토끼전（トキジョン・ウサギ伝）・별주부전

（ピョルチュブジョン・鼈主簿伝（*））・토생원전（トセンウォンジョン・兎生員伝）などと呼ばれます。

この話にまつわる一番古い記録（**）は、『三国史記』（1145年）という本にあります。

そのストーリーをご紹介します。

竜宮の竜王が病気になる。
仙人が出てきて「ウサギ
の肝」で治せるという。

ウサギを竜宮に連れてくるため、竜宮の皆を集める。誰も名乗り
出ない中、スッポンが進んでウサギの似顔絵を持って道に出る。

スッポンは初めての陸の風景を見る。
陸上の動物たちと会いながら、ウサギを探す。

竜宮に着いた
ウサギはすぐ捕まえられ、
竜王に肝を要求される。

ウサギは
「今肝を持っていない。
帰って持ってくる。」と言う。

肝を家に
置いて
来ました

陸上に戻って
持ってきます

陸に戻ったウサギは、
嘘だったことをばらして逃げる。

嘘に決まって
いるでしょう！

ウサギはスッポンの丁寧な態度と宝物や
官職をあげるという話を信じ、竜宮に行く。

ト生員（*）

この後の話は、色々なバージョンがありますが、大体の流れはこのようになります。とても有

名な話ですので、知っておくと役に立つかもしれません！

* トは、ウサギを意味する韓国語「토끼・トキ」の前の字を取ったもの。
* 생원（生員・センウォン）：昔、年配の儒生の姓の下につけて呼んだ丁寧な言い方。

息ができ
ないもん

* 「鼈（별・ピョル）」はスッポン、「主簿（주부・チュブ）」は官職の名前。
** 新羅の貴族、キム・チュンチュ（後の新羅の第29代の王）は、642年
高句麗で捕まったが、この話からアイデアを得て、高句麗から脱出できた。
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長崎市国際交流員 ジョン・ヘイン（鄭恵仁）

🎥
SsingSsing: NPR Music Tiny Desk Concert

2017年、イナルチの以前に話題になったバンドがいま

す。今は解散しましたが、再結成してほしいという声も多

い、「씽씽・SsingSsing」というバンドです。

2015年から活動を始め、2017年のアメリカツアーを

きっかけにNPR（アメリカの非営利・公共ラジオ局）に出演し

て、大きな話題になりました。

韓国民謡（特に京畿民謡、西道民謡）やシャーマニズ

ム音楽など、韓国の伝統音楽を基に曲を作りました。

性別が決まっていないとされるシャーマンをモチーフにしたコン

セプトは、リードボーカルのイ・ヒムンさんの影響を大きく受けてい

ます。独特の雰囲気を持っていますが、京畿民謡（無形文化財第

57号）を履修していて、KBS国楽大賞民謡賞など色んな賞をも

らった実力者です。祖母と（京畿民謡の履修者の）母に育てられ、

また、女性の先生から民謡を教わったことが大きく影響しているよ

うです。「国楽界の異端児」と呼ばれていますが、歌だけはオリジ

ナル通りに歌っているそうです。

タイムライン 基になった民謡 参考動画 ボーカル

0:25-1:20 베틀가 Beteulga 🎤（1分50秒～2分56秒）

イ・ヒムン
1:27-2:15 오봉산 타령 Obongsan Taryeong 🎤

2:18-3:20 한강수 타령 Hangangsu Taryeong 🎤

3:30-4:50 개구리 타령 Gaeguri Taryeong 🎤

5:23-8:00 긴난봉가 Long Nanbongga 🎤（1分25秒～4分57秒）
チュ・ダヘ

8:01-10:15 자진난봉가 Jajin Nanbongga 🎤（4分58秒～7分15秒）

10:40-13:28 사설난봉가 Saseol Nanbongga 🎤
シン・スンテ

13:29-14:43 장기 타령 Janggi Taryeong 🎤

解散後、ベース（チャン・ヨンギュさん）とドラム（イ・チョルヒさん）を担当したメンバーは、先

に紹介したイナルチを結成し活動しています。チュ・ダヘ（ボーカル・女性）さんは、バンド

（CHUDAHYE CHAGIS）活動をし、シン・スンテ（ボーカル・男性）さんは、テレビ番組

（트롯전국체전・トロッ全国体典）に出演し、人気を集めています。

画像⑥ アメリカ・ミネソタ州のシーダー文化
センターで公演中のSsingSsing

画像⑦ イ・ヒムンさん

https://youtu.be/QLRxO9AmNNo
https://youtu.be/whQlXKkVEJc
https://youtu.be/Re4tV7ZuVTU
https://youtu.be/KLd5Hxz_NUk
https://youtu.be/MDNeyXbkPrc
https://youtu.be/u-to-28ZSls
https://youtu.be/u-to-28ZSls
https://youtu.be/P2u8LS7DWb0
https://youtu.be/vVV6TrkWN1M
https://www.youtube.com/watch?v=miRXZRtVo5Q
https://www.youtube.com/watch?v=w04QVDcbbMU
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💡
その他、オススメしたい曲やグループ

[オンステージ 2.0] 楽団光七 – ヨンジョンゴリ

악단광칠(アクタングァンチル・ADG7・楽団光七)

は、クッ（굿・シャーマニズム儀式）音楽と西道（ファ

ンヘ道・ピョンアン道地方）民謡を現代的に解釈す

るバンドです。2017年、全州世界ソリフェスティバ

ルで二等賞を、2018年、KBS国楽大賞では団体賞

を受賞しました。個人的に一番よく聞いている曲で、注

目しているグループです。✨

[オンステージ 2.0] Lim Kim - Minjokyo(ENTRANCE)(with Salon De 

Cassé, チョンジュ パンソリ 合奏団)

2011年に人気オーディション番組（「SUPER STAR K3」）で夢幻的な歌声

で人気を集めたキム・イェリムは、2019年にはガラッと変わった雰囲気の

Lim Kimでカムバックし、注目を集めました。2020年には韓國大衆音楽賞

で最優秀ダンス&エレクトロニックアルバム（『GENERASIAN』）と歌（『SAL-

KI』）部門で受賞しました。アルバム『GENERASIAN』の一番であるこの曲は、

韓国の伝統的な楽器や歌い方などを取り入れています。

[オンステージ2.0] サンザル - キョンブク（慶北）スウィン

グ（feat.クミ（亀尾）農楽団）

クミムウルノンアク（龜尾舞乙農樂）をモチーフにした、

ジャズ風の曲です。ノンアクは、プンムルノリとも呼ばれ、

ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。豊作を

祈ったり、仕事の疲れを癒したりするためなどに行われた

農民・農村の音楽及び踊りのことです。

韓国伝統音楽をアカペラで表現する、토리스（トリス）と

いうグループです。2009年から活動しています。

韓国の秘境を紹介し楽しもうという内容の
[Album] 八道遊覧歌 - 国楽アカペラトリス

韓国の代表的な民謡の「アリラン」を歌った
[KBS全州] 国楽ハンマダン / 国楽アカペラグループ トリ
ス - 旌善アリラン、密陽アリラン、珍島アリラン

画像⑧ ショーケース中の楽団光七

画像⑨ キム・イェリム
（Lim Kim、２０１４年撮影）

画像⑩ 全州世界ソリフェスティバルの本番に
出るための予選でライブ中のサンザル

画像⑪ ポチョン市のヨンヨンソウォン（龍淵書院）
で公演中のトリス

https://www.youtube.com/watch?v=krIHTd-7PGY
https://www.youtube.com/watch?v=UxKNsYHHJZA
https://blog.naver.com/ssccm0486/222058604813
https://youtu.be/mazPt-kEoUE
https://youtu.be/0mCQxNXT8A4
https://youtu.be/Wejky3LnVjw
https://youtu.be/Q109u3heqbc
https://youtu.be/tRksMEtY53Q
https://youtu.be/hIlhsBw3umA
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まとめ

伝統音楽に興味があった私は、韓国の伝統楽器

「가야금・カヤグム」を習ったことがあります。カヤグム

は、12弦の弦楽器ですが、最近は、21・25・18弦のもの

も作られています。伝統音楽と西洋音楽を混ぜた、い

わゆる「現代国楽」、「フュージョン（fusion:融合）国楽」

などでよく使われます。しかし、12弦の本来の音色に慣

れている私は、その音色にどうしても慣れませんでした。

画像⑫ カヤグムを演奏をしている様子

（左）画像⑬
ノンアク（農楽）
/プンムルノリ

（右）画像⑭
サームルノリ

（四物ー）
🄫韓国学

中央研究院

しかし、伝統音楽を取り入れた新しい音楽が増えている中で、私は、「伝統」や「文化」、「オリジ

ナリティ」などについてもう一度考えるようになりました。「元祖」を守ることも大事ですが、結局忘

れられてしまったら、果たして意味があるのだろうか？と思い始めました。

カヤグムとほぼ同じ時期に、「사물놀이・サームルノリ」という伝統音楽も習いました。演奏は

大変でしたが、とても楽しかったです。しかし、当時の私は、サームルノリが1970年代末にノン

アク（農楽）を舞台芸術としてアレンジした新しいジャンルであることは知りませんでした。かつ

ては、サームルノリも、改良されたカヤグムと同様に新しいと感じる人もいたでしょう。また、

サームルノリの原型のノンアクも、大昔は新しい文化だったでしょう。

そこまで遡って考えると、私は改良されたカヤグムを少し遠ざけていましたが、新しい文化を

取り入れることで伝統音楽を知らない人にも知ってもらうきっかけになったり、新しい伝統音楽

が生まれるのだと思うと、これからも伝統音楽を大切にするためにも、伝統と現代が出会った

韓国音楽について、もっと知りたいと思うようになりました。

19世紀のパンソリと17世紀のパンソリは、
果たして同じだったでしょうか？

冠をかぶってハンボクを着てするのも21世紀のパンソリで、
イナルチのパンソリも21世紀のパンソリだと思います。

画像⑮イナルチの男性ボーカル、アン・イホさん
Studio Huffのインタビューで

https://youtu.be/Ie1ercR3EGI
https://youtu.be/-vENm0Xr4VI
https://youtu.be/rYb0hFFt_s8
https://youtu.be/1xOrsKB9aAk
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＜画像出典＞

① 앰비규어스 댄스 컴퍼니 by 정수, https://blog.naver.com/kyonja77/222205714838, CC BY-NC-ND 
② [NOW AT THEARTE] 몸짓; 소통과 화답_<2018 ASAC 몸짓페스티벌> by 씬플레이빌, www.theartpark.co.kr, 
CC BY-NC-ND 
③ KOGL Category 4|国立無形遺産院(https://www.nihc.go.kr/)|소리와 추임새_국가무형 5호 판소리|2011年作成
④ 평양도 부분 중 모흥갑 판소리도（ソウル大学蔵）, https://210.204.213.134/kr/dic/21/picture/73249/1
⑤ KOGL Category 1|国立中央博物館 eミュージアム(http://www.emuseum.go.kr/)|판소리 다섯마당
⑥ SsingSsing performing live at the Cedar Cultural Center in Minneapolis, MN by Casaini, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SsingSsing.jpg, CC BY-SA
⑦ [주말 공연] 소리꾼 ‘이희문’ & 월드뮤직 연주단 ‘주리스쿤스’의 빛나는 불협화음
공연소개(일시:2015.05.16.토.연희마당) by 국악이, https://blog.naver.com/gugak1951/220356511530, CC BY-
NC-ND
⑧ [공연] 악단광칠 쇼케이스 by JDRAGON, https://blog.naver.com/ssccm0486/222058604813, CC BY-NC-ND
⑨ 141211 김예림&에디킴 더쇼 in 코엑스 야외무대 by 우연히현영, http://wooyeon724.tistory.com/94, CC BY
⑩ KB국민은행과 함께하는 소리프론티어 실연예선 ‘본선진출팀 발표’, 全州世界ソリフェスティバル公式ブログ
https://blog.naver.com/enjoy_sorifestival/221596445628, CC BY-NC-ND 
⑪ KOGL Category 4|ポチョン市(https://www.pocheon.go.kr/)|トリスのライブの姿
⑫ KOGL Category 4|国立無形遺産院(https://www.nihc.go.kr/)|예능보유자 이영희의 연주모습3_국가무형 23호
가야금산조 및 병창|2010年作成
⑬ KOGL Category 4|国立無形遺産院(https://www.nihc.go.kr/)|풍물놀이의 시작_국가무형 3호 남사당놀이|2000
年作成
⑭ ⓒ한국학중앙연구원, 유남해, KOGL Category １|韓国民族文化大百科事典（http://encykorea.aks.ac.kr/）
|(사물놀이(四物─))
⑮ 세계를 매료시킨 ‘조선의 힙합’, 이날치 보컬 by 한바탕 전주 즐기기, 
https://blog.naver.com/jeonju_city/222173459489, CC BY-NC-ND
⑯ 음식_0398 by 아사달, 공유마당, CC BY

バリエーションが
こんなにいっぱい！
韓国の を

徹底調査

６月 日木曜日

画像⑯

次回の
講座は…
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“日本語でYouTube動画を見る方法”

日本語の字幕が動画の中になかったり、YouTubeに字幕が登録されていなかったりする時の

対応を一つ紹介します。完璧な日本語ではありませんが、活用してみてください！

ただし、動画の内容を正確に書いている、韓国語などの字幕がある場合にだけ対応できます。

① 動画の右下にある「設定」

のアイコンを押します。

② 「字幕」のメニューを押します。

③ 韓国語（あるいは他の言語）

を選択します。

（オプションを押すと字幕の大きさや

フォント、色などの設定ができます。）

（※「（自動生成）」と書いてあるのは、

正確性が低いです。）

④ ①と②を繰り返し、「字幕」の

メニューにもう一度入り、

「自動翻訳」のメニューを押します。

⑤ 一番下にある「日本語」を選択します。

YouTubeチャンネル「장민지 국악교육TV」のスクリーンショット

①

②

③

④

⑤


