
 

 

 

日本大学生訪韓団（韓国外交部招へい）派遣プログラム  

（対象国：韓国，テーマ：韓国文化体験，交流，日本文化発信）の記録 

 

１．プログラム概要 

日本全国から集まった大学生 28名が韓国を訪問し，文化体験，学校訪問やホームス

テイでの交流など韓国の文化・社会に対する理解を増進させるとともに，「日韓交流お

まつり 2016 in SEOUL」への参加などを通し日本の魅力の発信を行い，日韓の相互理解

と信頼関係の増進に寄与することを目的として活動しました。また，帰国前の評価会で

は，この訪韓経験を活かした帰国後のアクション・プランについて発表しました。 

 

【訪問地】韓国ソウル特別市，全羅南道光州広域市，全羅南道順天市，釜山広域市 

 

２．日程    

9月 27 日（火） 入国（金浦国際空港） 

韓国国際交流財団オリエンテーション 

 

9月 28 日（水）  

【表敬訪問】韓国外交部 

【視察】昌徳宮・青瓦台サランチェ・Nソウルタワー 

 

9月 29 日（木）   

【表敬訪問】在韓国日本国大使館公報文化院 

【視察】北村韓屋村 

【学校訪問・交流】韓国外国語大学 

 

9月 39 日（金）  

【表敬訪問】ソウル創造経済イノベーションセンター 

【視察】仁寺洞 

ホームステイ対面式 

 

10 月 1日（土）  

 ホームステイから再集合 

日韓交流おまつり 2016準備 

 

10 月 2日（日）  

【交流・日本文化発信】日韓交流おまつり 2016 in SEOUL参加 
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10 月 3日（月）  

【視察】光州ビエンナーレ（国際現代美術展観覧含む） 

【文化体験】順天・松広寺テンプルステイ 

 

10 月 4日（火）  

【視察】順天ドラマセット場・楽安邑城・生態公園 

 

10 月 5日（水）  

【視察】朝鮮通信使歴史館,評価会 

 

10 月 6日（木） 出国（金海国際空港） 

 

３．プログラム記録写真  

  

9月 27日  

韓国国際交流財団オリエンテーション 

（ソウル特別市） 

9月 28日  

韓国外交部訪問（ソウル特別市） 

9월 27일   

한국국제교류재단 오리엔테이션 

（서울특별시） 

9월 28일 

한국외교부 방문（서울특별시） 

  

9月 28日  

世界遺産昌徳宮視察（ソウル特別市） 

9月 29日  

在韓国日本国大使館公報文化院訪問（ソウル

特別市） 

9월 28일   

세계유산 장덕궁 사찰（서울특별시） 

9월 29일  

주한일본국대사관 공보문화원 방문（서울특

별시） 
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9月 29日  

韓国外国語大学訪問（ソウル特別市） 

9月 30日  

ソウル創造経済イノベーションセンター訪

問（ソウル特別市） 

9월 29일  

한국외국어대학교 방문（서울특별시） 
9월 30일  

서울창조경제혁신센터 방문(서울특별시） 

  

9月 30日  

ホームステイ対面式（ソウル特別市） 

10月 2日  

日韓交流おまつり 2016 in SEOUL参加（ソウ

ル特別市） 

9월 30일 

 홈스테이 대면식 (서울특별시） 

10월 2일   

한일축제마당 in Seoul 2016 참가 

（서울특별시） 

  

10月 3日  

光州ビエンナーレ視察（光州広域市） 

10月 3日  

松広寺テンプルステイ（順天市） 

10월 3일  

광주비엔날레 시찰  （광주광역시） 

10월 3일  

송광사 템플스테이 （순천시） 
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10月 4日  

楽安邑城視察（順天市） 

10月 4日  

生態公園・ドラマセット場視察（順天市） 

10월 4일  

낙안읍성 시찰（순천시） 

10월 4일  

생태공원 및 드라마세트장 시찰（순천시） 

 

 

10月 5日  

朝鮮通信使歴史館視察（釜山広域市） 

10月 5日  

評価会（釜山広域市） 

10월 5일  

조선통신사역사관 시찰（부산광역시） 

10월 5일  

평가회（부산광역시） 

 

４．参加者の感想（抜粋） 

◆ 日本 大学生 

 今後の日韓関係発展のために，まずは，もっと韓国のことを知り，知ったことを発信

することが必要だと思う。発信する時には，未来志向についてもしっかりと伝えたい。

また，韓国の魅力を伝える方法も考えるべきだと感じる。 

 

◆ 日本 大学生 

 同年代の男女と日韓関係に対する想いを述べ合えたのは良かった。韓国内の若者の感

情，日本への想い，歴史，政治，どれをとっても僕の心の中にはない考えばかりだった。 

 

◆ 日本 大学生 

 韓国の学生が日本のことに詳しくて日本語がすごく話せる姿を見て，日本とすごく繋

がっている国だと感じました。学生が「日本語おもしろい」と言ってくれると，私は，

今まで他の国の人にも同じことを言われるより，すごく嬉しかったです。 
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◆ 日本 大学生 

 日韓交流おまつりに予想以上にたくさんの方がいらっしゃって驚いた。日韓関係につ

いて考えてくれている人がこんなに沢山いるならば，日韓関係の未来は明るいなと思っ

た。 

 

◆ 日本 大学生 

今後の日韓関係発展のために，今回の体験を形にして韓国はどんなところであったか

を伝えたい。関係発展のためには「理解」が必要不可欠であると考えているので，「理

解」のための行動を起こしたい。理解するためには，事実を明確に知る必要がある。ま

だ手段は決めていないが，事実を広めるためのメディアをつくりたい。 

 

５．受入れ側の感想 

 ホームステイホストファミリー 

日本の男子大学生が 2 名，私達の家に 1 泊でホームステイ体験をしました。家族と

夕食にサムゲタンを食べましたが、韓国料理のレシピに関心があるようでした。翌日は

ソウル大学の横にある冠岳山に行き，登山をしながら色々なことを質問し合いました。 

礼儀正し過ぎる日本の人という私の偏見が少しなくなった日でした。英語でのコミ

ュニケーションでしたが，その時のたくさんの会話と笑いはとても楽しい思い出として

残ると思います。 

 

 ホームステイホストファミリー 

今回選ばれた団員はとても優秀な学生だったようです。日韓両国の若者が互いに理

解し，共感し，共に一緒に未来を担う学生になることを願っています。歴史と文化を深

く学んでもらえる機会になるよう韓国の正宮である景福宮等を案内し，韓国料理の作り

方も教えたところ，とても興味をもってもらえました。時間が短すぎて十分ではありま

せんでしたが，韓国の文化と歴史を味わうきっかけになればと願う気持ちです。 
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６．参加者の対外発信 

 
 

日本大学生訪韓団（韓国外交部招へい）の

活動を日程毎に紹介。 

日韓交流おまつり 2016 での活動の様子を

Facebookで紹介。 

일본대학생방한단 (한국외교부초빙)의 

활동을 일정에 따라 소개. 

한일축제한마단 2016에서의 활동을 

Facebook에서 소개. 

  

帰国1週間後、団員が大学で受講している韓

国語の授業にて，日本大学生訪団の報告会

を行った。 

団員が通う大学の Facebook で日本大学生

訪韓団の活動と感想を紹介。 

한국에서 귀국한지 1주일 후, 단원이 

대학교에서 수강하고 있는 한국어 수업

에서 일본대학생방한단 보고회를 실시했

다.  

단원이 다니는 대학교 Facebook에서 일

본대학생방한단의 활동과 소감을 소개. 
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団員が通う大学の研究授業にて，日本大学

生訪団の報告会を行い，その様子を

Facebook で紹介。 

団員が運営者の一員となっている学生団体

のホームページにて日本大学生訪韓団の説

明と感想を紹介。 

단원이 다니는 대학교 연구 수업에서 

일본대학생방한단의 보고회를 실시하며 

그것을 Facebook에서 소개. 

단원이 운영자의 일원으로 활동하고 있

는 학생단체의 홈페이지에서 일 본대학

생방한단의 설명과 소감을 소개. 

 

 

６．評価会での帰国後のアクション・プラン発表 

  

今回の訪韓で，韓国の歴史や文化，外交姿

勢に興味が増したので，さらに，資料など

を調べて知識を増やしたいと思う。 

今回の訪韓での目標は「韓国の学生と友達

になる」ことでした。その目標が達成でき，

新たに「韓国語で話せるようになる」とい

う目標ができました。韓国の学生に私の住

んでいる福岡を韓国語で紹介できるよう

になりたいです。 
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이번 방문으로 한국 역사와 문화, 그리고 

외교 자세에 관심이 증가했기 때문에 또

한 자료를 조사하고 지식을 늘리고 싶다. 

 

이번 방한의 목표는 "한국 학생들과 친

구가 될 것”이었습니다. 그 목표를 달성 

했고 새롭게 "한국어로 대화할 수 있게 

될 것"이라는 목표가 생겼습니다. 그리고 

한국 학생들에게 제가 살고 있는 후쿠오

카를 한국어로 소개하고 싶습니다. 

  

日韓関係のために，自分はまず，この経験

を発信し，日本人に韓国に対して誤解のイ

メージがあったら払拭する役目を果たし

たいです。また，今回の訪韓の目的は「将

来の夢，記者になる前に，実際に韓国をみ

ること」でした。今回，韓国を本当に見る

ことができたので，将来の夢を叶え，韓国

に対するメディア報道の影響を使って，国

民が韓国に歩み寄れる関係にできるよう

精一杯努力します。 

今まで，日韓関係について深くは考えたこ

とがなかったのですが，そのことが本当に

情けないと思いました。これからは積極的

に韓国について知り，また，日本について

も知り，知識を深めて行きたいです。今秋

の機会を無駄にしないよう，今後の生活で

も日韓交流や国際協力について考えてい

きたいです。 

 

저는 우선 한일 관계를 위해서 이 경험

을 발신하고 일본인에게  한국에 대한 

잘 못 한 이미지가 있으면 이것들을 불

식할 역할을 하고 싶습니다. 또한 이번 

방한의 목적은 "저의 꿈인  기자가 되기 

전에 직접 한국을 보는 것”이었습니다. 

이번에 한국을 실제로 볼 수 있었기 때

문에 미래의 꿈을 이루어서 보도의 영향

력을 동원해서 일본국민들이 한국에 다

가갈 관계를 만들 수 있도록 힘껏 노력

하겠습니다. 

지금까지 한일 관계에 대해 깊이 생각한 

적이 없었습니다. 그것을 정말 한심했다

고 생각됩니다. 앞으로는 적극적으로 한

국에 대해 알아내고 또한 일본에 대해서

도 알아보며 지식을 심화 시키고 싶습니

다. 이번 경험을 낭비하지 않도록 앞으

로의 생활도 한일 교류와 국제 협력에 

대해 생각하면서 살고 싶습니다. 
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