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ＪＥＮＥＳＹＳ２０１５ 韓国大学生訪問団第 1～4団 

 

１．プログラム概要 

韓国全土から選抜された大学生 80名が、テーマ『「和」と北海道の魅力を感じる』のも

と、地方訪問・ホームステイ（北海道）や学校訪問、伝統文化体験等を通し、対日理解

を深めるとともに、滞在中、帰国後も、ＳＮＳ等を通して日本の魅力を発信しています

（11月 10日～11 月 19日） 

 

２．日程    

 

11/10（火）到着（成田国際空港）、オリエンテーション、 

【視察】森美術館「村上隆の五百羅漢図」展 

 

11/11（水）【講義】「友達だからできる～東日本大震災後の福島の真実」 

         （講師：NPO法人ふくかんねっと理事長ちょん・ひょんしる氏） 

歓迎昼食会、都内視察（浜離宮、浅草） 

 

11/12（木）【学校交流】1・2団：目白大学、3・4団：神田外語大学  

 

11/13（金）全団、北海道へ移動 

【表敬及び講義（各地域の魅力について）】 

1・2団：東川町役場、3・4団：北海道庁、訪問後日本の温泉旅館体験 

 

11/14（土）各訪問地域視察及び文化体験、ホームステイ対面式 

※ 1・2団のみ企業訪問：北の住まい設計社 

 

11/15（日） 終日ホームステイ 

 

11/16（月）【学校交流】 

1・2団：旭川福祉専門学校訪問後、札幌へ移動 

3・4団：小樽商科大学訪問後、企業訪問：株式会社アミノアップ化学 

 

11/17（火）全団、大阪へ移動、駐大阪大韓民国総領事館表敬 

 

11/18（水）【視察及び文化体験】伏見稲荷、清水寺（3・4団のみ）、二条城（1・2団の

み）、銀閣寺（1・2団のみ）、着物着付け・日本舞踊体験、感想報告会 

 

11/19（木）帰国（関西国際空港） 
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３．ＪＥＮＥＳＹＳ２０１５ 韓国大学生訪問団第 1～4 団 プログラム記録写真  

韓国 テーマ：「和」と北海道の魅力を感じる  訪問団の記録 

  
11月 11日 NPO法人ふくかんねっと 理事長

ちょん・ひょんしる氏の特別講義(港区） 
11月 11日 歓迎昼食会(港区） 

11월 11일 NPO법인 후쿠칸넷  

정현실 이사장님의 특강 (미나토구) 
11월 11일  환영오찬회(미나토구) 

 

 

11 月 12 日 1～2団：目白大学訪問 

(新宿区） 

11月 12日 3～4団：神田外語大学訪問 

(千葉県千葉市） 

11월 12일 1~2단 : 메지로대학교 방문 

(신쥬쿠구) 

11월12일 3~4단 : 간다외어대학교 방문 

(치바현 치바시) 

 
 

11 月 13 日 1～2団：東川町表敬 

（北海道上川郡東川町） 

11月 13日 3～4団：北海道庁表敬 

（北海道札幌市） 

11월 13일 1~2단：히가시카와쵸 예방 

(홋카이도 히가시카와쵸) 

11월 13일 3~4단：홋카이도청 예방 

(홋카이도 삿포로시) 
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11 月 13 日 1～2団：温泉旅館体験 

（天人峡温泉/北海道上川郡東川町） 

11月 14日 1～2団：クラフト製作体験 

（北海道上川郡東川町） 

11월 13일 1~2단 : 온천여관체험 

(텐닌쿄온천 / 홋카이도 히기시카와쵸) 

11월 14일 1~2단 : 목공예 제작 체험 

(홋카이도 히기시카와쵸) 

  
11 月 13 日 3～4団：温泉旅館体験 

（北海道登別市） 

11月 14日 3～4団：アイヌ伝統楽器「ムッ

クリ」演奏体験（北海道白老郡白老町） 

11월 13일 3~4단 : 온천여관체험 

(홋카이도 노보리베츠시) 

11월14일 3~4단 : 아이누민족 전통악기 

묵쿠리 연주 체험 (홋카이도 시라오이쵸) 

 
 

11月 14日 1～2団：北の住まい設計社訪問 

（北海道上川郡東川町） 

11月 16日 1～2団：ホームステイ解散式 

（北海道上川郡東川町） 

11월14일 1~2단  : 기타노스마이설계사 

방문 (홋카이도 히가시카와쵸) 

11월 16일 1~2단 : 홈스테이 해산식 

(홋카이도 히가시카와쵸) 
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11月 16日 1～2団：旭川福祉専門学校訪問 

（北海道上川郡東川町） 

11月 16日 3～4団：ホームステイを終えて 

（北海道札幌市） 

11월 16일 1~2단 : 아사히카와복지 

전문학교 방문 (홋카이도 히가시카와쵸) 

11월 16일 3~4단 : 홈스테이를 마치고 

(홋카이도 삿포로시) 

 

 
11月 16日 3～4団：小樽商科大学訪問 

（北海道小樽市） 

11月 16日 3～4団：株式会社アミノアップ

化学訪問（北海道札幌市） 

11월 16일 3~4단 : 오타루상과대학교 

방문 (홋카이도 오타루시) 

11월 16일 3~4단 : 주식회사 

아미노업화학 방문 (홋카이도 삿포로시) 

 
 

11月 17日 駐大阪大韓民国総領事館表敬

(大阪市中央区） 

11月 18日 着物着付け体験 

(京都市左京区） 

11월 17일  주오사카대한민국총영사관 

예방 (오사카시 츄오구) 

11월 18일  기노모 시착 체험 

(교토시 사쿄구) 
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４．参加者の感想   

 

◆ 韓国 大学生 

率直に話すと日本へ良い感情はなかったが、今回の訪問を通じて私が持っていた感情や

考えが変わった。とても親切な日本の市民、私には良い感情だけが積み重なった。ホー

ムステイでは日本人の韓国への思いを理解できたし、情も湧き、別れの時は涙も出た。

日本と韓国は絶対に敵対的な関係ではないということを知った。交流した学生も私たち

と何ら変わらない。また日本に来て、もっと日本のことを知りたい。 

 

◆ 韓国 大学生 

プログラムすべてが日本を理解するのに良い機会となった。大学生との交流は若い世代

の日本人の友人と文化を、伝統遺跡地視察は日本の歴史への理解を、ホームステイは日

本の家庭理解と同時に日本人に対する私の認識を大きく変えてくれた。 

 

◆ 韓国 大学生 

今回は雨が多い日程だったが、私のとっては、これまで積み重なってきた日本への誤解や固

定観念が雨で流されていくような気がして、非常に爽やかな心地良い雨だった。 

 

◆ 韓国 大学生 

将来、家族で東川町に住みたい思いが湧いた。少なくとも、また東川町には訪問したい。我が

国の更なる発展のためにも、より日本のことを学び、知りたい。日本は本当に良い国だ。 

 

◆ 韓国 大学生 

ホームステイが最高だった。私にとって結婚後の理想的な家庭がそこにあった。親子が信頼

し合い、心で感情を交わす様子を見て、自分の人生観が変わるぐらいの良い衝撃を受け、意

思疎通のだいじさを学んだ。日韓がより近い関係になるためのヒントもここにあると思う。 

 

◆ 韓国 大学生 

私の夢はホテルへの就職だが、今回滞在した日本のホテルでのサービスに驚き、感動した。

帰国したら日本語の勉強も一生懸命頑張って、将来は日本のホテルに就職したいという目標

を確実にもてた。本当にありがたい。 

 

◆ 韓国 大学生 

日本への理解も少なく、日本語もできない自分でも、大学生との交流では心で通じ合うことが

でき、とても嬉しかった。国同士の外交には限界があるが、私のように日本への理解が足りな

い若者にはこのような素晴らしい機会を与えていただきたい。少しずつではあるが間違いなく

両国の関係につながるだろう。 

 

◆ 韓国 大学生 

日本の友人、家族とのご縁が持てた良い機会となった。やはり両国の関係は政府のみならず、

私たちのような市民が縁をつなげていき、互いに理解し合うことにより関係が良くなれることを

実感した。本プログラムは非常に充実しており完璧だった。関係者の皆様に感謝したい。 

 

◆ 韓国 大学生 

今回のプログラムで感じたのは、日韓両国はマスコミで言うほどの関係ではないということだ。

史上最悪の日韓関係というので心配していたが、文化体験やホームステイ等で見て感じた結

果、思っていたより親近感を感じ、楽しかった。 

 

◆ 韓国 大学生 

このような機会を与えられて幸運だった。中でもホームステイが最も良かった。この縁を終わ

らせずにずっと続けたい。日本の家族ができたようで心から感謝したい。今後もこのような機

会が継続されるよう、学校や SNS で本プログラムのことを広報していきたい。 
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５．参加者の発信内容  

  

  

  

ほか数百件、多数あり。 


