
 

 

ＪＥＮＥＳＹＳ２０１５ 韓国大学生訪問団（日本国外務省招へい） 

 

１．プログラム概要 

韓国全土から選抜された大学生 30名がテーマ『文化コンテンツ』のもと、地方訪問やホ

ームステイ、学校訪問での同世代との交流等を通して対日理解を深めるとともに日本の魅

力の発信を行いました。（10月 27 日～11月 5日） 

 

２．日程    

10/27（火） 

 

到着（羽田国際空港）、オリエンテーション 

【視察】浅草・浅草寺見学 

10/28（水） 

 

 

 

【講義】映像産業振興機構での講義「クールジャパン戦略を中心とした、 

政策としての日本文化コンテンツの海外発信」 

【表敬】在京韓国大使館訪問 

【視察】東京タワー見学 

歓迎昼食会 

10/29（木） 

 

【企業訪問・講義・視察】森アーツセンター「森ビルの考える文化、取組み」、

六本木ヒルズ視察 

【文化体験】茶道・着付け 

10/30（金） 【学校訪問】東京工芸大学 

10/31（土） 

 

【視察】秩父・長瀞、酒蔵見学 

【文化体験】和紙作り体験 

11/1（日） 

 

 

【文化体験】食品サンプル作り 

【公式行事参加・交流】【日韓国交正常化 50 周年記念事業】「両輪で走る新

朝鮮通信使」ゴールセレモニー参加、日本文化コンテンツの探究 

11/2（月）～11/3（火） 

 

兵庫県南あわじ市 

【講義・交流】南あわじ市の魅力についてのブリーフィング・同市職員との

意見交換、ホームステイ 

【視察】大鳴門橋 

【文化体験】人形浄瑠璃鑑賞 

11/4（水） 

 

 

 

【講義・視察】神戸ビエンナーレ組織委員会によるブリーフィング、メリケ

ンパーク会場・元町高架下エリア視察、兵庫県立美術館「ニッポン

のマンガ＊アニメ＊ゲーム展」観覧 

大阪へ移動、成果報告会 

11/5（木） 帰国（関西国際空港） 
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３．ＪＥＮＥＳＹＳ２０１５ プログラム記録写真  

韓国 テーマ：文化コンテンツ 韓国大学生訪問団（日本国外務省招へい）の記録 

 

 

10月 28日 講義「クールジャパン戦略を中

心とした、政策としての日本文化コンテンツ

の海外発信」映像産業振興機構 (中央区） 

10月 28日 歓迎昼食会 (港区） 

10월 28일 강의 "정책에서 본 

일본문화콘텐츠의 해외발신 ～Cool Japan 

전략을 중심으로～" NPO법인 

영상산업진흥기구 (추우오우구) 

10월 28일  환영오찬회 (미나토구) 

  
10月 28 日 外務省訪問(千代田区） 10月 28日 在京韓国大使館訪問(港区） 

10월 28일  외무성 방문 (치요다구) 
10월 28일  주일본 대한민국 대사관 방문 

(미나토구) 

 

 

10月 29日 企業訪問「森アーツセンター」 

(港区六本木） 

10月 29日 文化体験「茶道・着物」 

(中央区） 

10월 29일  기업 방문 "모리 아츠센터"   

(미나토구 구롯본기) 

10월 29일  문화체험 "다도, 키모노"   

(추우오우구) 
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10月 30日 学校訪問 

「東京工芸大学」（中野区） 

10月 31日 視察「秩父 SLパレオエクスプ

レス」(埼玉県熊谷市） 

10월 30일 학교방문 

 “도쿄공예대학” (나카노구) 

10월 31일  시찰 

"치치부 SL팔레오익스프레스”  

(사이타마현 구마가야시) 

  
10月 31 日 視察「長瀞」 

(埼玉県秩父郡長瀞町） 

10月 31日 文化体験「和紙作り」 

(埼玉県秩父郡東秩父村） 

10월 31일  시찰 "나가토로"    

(사이타마현 치치부군 나가토초) 

10월 31일  문화체험 "화지 만들기"   

(사이타마현 치치부군 히가시치치부촌) 

  

10月 31 日 視察「酒蔵見学」 

(埼玉県比企郡小川町） 

11月 1日 文化体験「食品サンプル作り」 

(豊島区） 

10월 31일  시찰 "술공장 견학"    

(사이타마현 히키군 오가와초) 

11월 1일  문화체험 "식품샘플 만들기"   

(도시마구) 
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11月 1日 【日韓国交正常化 50 周年記念事

業】「両輪で走る新朝鮮通信使」ゴールセレ

モニー参加 （新宿区） 

11月 1日 学生交流 「日本の文化コンテ

ンツ探究」（新宿区・渋谷区） 

11월 1일  한·일 국교정상화 50주년 

기념사업 '두 바퀴로 달리는 

新조선통신사'에 참여  

(신주쿠구) 

11월 1일  학생교류 

 "일본 문화콘텐츠 탐방"  

(신주쿠구, 시부야구) 

 
 

11月 2日 文化体験「淡路人形浄瑠璃鑑賞」 

人形の表情に驚く団員（兵庫県南あわじ市） 

11月 2日 視察「大鳴門橋」 

（兵庫県南あわじ市） 

11월 2일 문화체험 "아와지 닌교조루리 

감상" 인형의 표정에 놀랄 단원들  

(효고현 미나미아와지시) 

11월 2일 시찰 "오오나루토교" 

(효고현 미나미아와지시) 

  
11月 2日 ホームステイ対面式 

（兵庫県南あわじ市） 

11月 4日 視察 神戸ビエンナーレ 2015 

（兵庫県神戸市） 

11월 2일 홈스테이 대면식 

(효고현 미나미아와지시) 

11월 4일 시찰고베비엔날레 2015 

(효고현 고베시) 
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４．参加者の感想   

 

◆ 韓国 大学生 

コンテンツ産業を行っている企業に訪問し、実際の仕事をみることができ、本当に日本の方と交流

ができたようだった。一人旅行では見ることができないことを学ぶことができ、意味のあるプログラ

ムだった。 

 

◆ 韓国 大学生 

訪日前は、自分が勉強している国なので比較的日本について知っていることは多いと思っていた

が、本やメディアを通してみてきた日本とはまた違う面が沢山あり、驚いたと同時にとても勉強に

なった。これからもこのようなプログラムと通じて学生たちが学ぶことができる機会があったらいい

と思う。 

 

◆ 韓国 大学生 

日本に対して持っていた考えを完全に変えた経験だった。様々なところで日本について学ぶこと

が多いのだと気が付き、とても嬉しかった。 

 

◆ 韓国 大学生 

実際に日本に来て親近感を感じることができ、ホームステイでは家庭の温かみまで味わうことが

できた。 

 

◆ 韓国 大学生 

日本政府がこのような活動に多くの投資をしているのだなと感じた。国力を延ばすプログラムであ

り、海外に日本を正しく知らせるプログラムなのではないかと思う。 

 

◆ 韓国 大学生 

滞在中、Facebook に写真を一生懸命載せるよう努めた。韓国にいる友達と同時に共有でき

てとてもよいプログラムだと思う。友達にも積極的に紹介したい。 

 

◆ 韓国 大学生 

日韓両国の違うところ直接体験することができたと思う。これからはお互いの国の違う点を補いあ

えるように自分のような世代が中心となり、行っていかなければという力を感じた。同世代の若者

が、もう少し深い理解をしていけば日韓関係も良くなっていくのではないかと思う。もっと一生懸命

勉強します！ 

 

◆ 韓国 大学生 

とても忙しいスケジュールだったが 10 日間で日本に対する愛情が芽生え、また来たいと心から思

えるようになった。 
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５．参加者の発信内容  

  

 

 

 

 

ほか数十件あり。 
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