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韓国大学生訪日団 3・4 団（招へいプログラム）  

（対象国：韓国，テーマ：日本のものづくり・文化の探究） 

の記録 

 

1．プログラム概要 

韓国国立国際教育院で選抜された，日本の産業やものづくり，文化に関心の高い大学

生 40名（韓国大学生訪日団 3・4団）が，10月 18日から 27日までの 9泊 10日の日程

で来日し，「日本のものづくり・文化の探究」をテーマとしたプログラムに参加しまし

た。一行は，都内で講義「地域の魅力発信による地域振興策～ゆるキャラを中心に～」

を聴講し，江戸東京博物館視察，文化体験，学校訪問を行った後，兵庫県（3団），愛

媛県（4団）にそれぞれ分かれ，地場産業・特産品関連施設見学及びホームステイを行

い，兵庫県で合流し，学校訪問，文化体験，視察等を行いました。特に，日本の中小企

業を中心とした産業やその技術，伝統文化や生活に根付いた文化に強い関心を示し，

各々の体験や感想について SNSを通じて対外発信を行いました。また，帰国前の報告会

では，訪日経験を活かした帰国後のアクション・プラン（活動計画）について発表しま

した。 

 

【訪問地】 

東京都，兵庫県，愛媛県，大阪府 

 

2．日程    

10月 18日（火） 

入国（成田空港） 

（3・4団）【視察】江戸東京博物館，東京スカイツリー 

 

10月 19日（水） 

（3・4 団）【講義聴講】「地域の魅力発信による地域振興策～ゆるキャラを中心に～」，

歓迎昼食会，【文化体験】着物着付け 

 

10月 20日（木） 

（3・4団）【学校訪問】昭和女子大学 

 

10月 21日（金） 

（3団）【表敬・交流】南あわじ市の魅力に関するブリーフィング，【文化体験】人形浄

瑠璃鑑賞，うずしおクルーズ体験，ホームステイ対面式， 

（4団）【企業訪問】えひめ飲料株式会社，【視察】道後温泉街，松山城 
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10月 22日（土） 

（3団）ホームステイ対面式，ホームステイ 

（4団）【表敬・交流】愛媛県の魅力に関するブリーフィング，ホームステイ対面式， 

ホームステイ 

 

10月 23日（日） 

（3・4団）終日ホームステイ 

 

10月 24日（月） 

（3団）【企業訪問】淡路瓦工業組合・野水瓦産業株式会社 

（3・4団）【視察】神戸異人館，六甲山夜景観賞 

 

10月 25日（火） 

（3・4団）【学校訪問】関西国際大学 

 

10月 26日（水） 

（3・4団）【視察】白鶴資料館，【文化体験】和太鼓体験 

（3団）【文化体験】ちょうちん職人体験 

（4団）【文化体験】大阪港クルーズ体験 

（3・4団）成果報告会（訪日成果・帰国後の活動計画発表） 

 

10月 27日（木） 

出国（関西空港） 

 

3．プログラム記録写真  

 訪日団 3団の記録  

  

10月 18日 「地域の魅力発信による地域振

興策～ゆるキャラを中心に～」（東京都港区） 

10月 19日 昭和女子大学（東京都世田谷区） 

10 월 18 일 「지역의 매력 발신에 의한 

지역 진흥책 ~유루캬라（ ゆ る キ ャ ラ ）를 

중심으로~」（도쿄도 미나토구） 

10월 19일 쇼와여자대학교 

（도쿄도 세타가야구） 
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10月 20日 南あわじ市の魅力に関するブリ

ーフィング（兵庫県南あわじ市） 

10月 20日 人形浄瑠璃鑑賞（兵庫県南あわ

じ市） 

10월 20일 미나미아와지시의 매력에  

관한 브리핑(효고현 미나미아와지시) 

10월 20일 아와지 닌교조루리  

(효고현 미나미아와지시） 

  

10月 21日 ホームステイ対面式（兵庫県南

あわじ市） 

10月 24日 野水瓦産業株式会社訪問（兵庫

県南あわじ市） 

10월 21일 홈스테이 대면식 

（효고현 미나미아와지시） 

10월 24일 노미즈기와산업주식회사 

(효고현 미나미아와지시） 

  

10月 26日 酒造見学（兵庫県神戸市） 10月 26日 提灯作り（大阪府大阪市） 

10월 26일 양조장 견학 

（효고현 고베시） 

10월 26일 초롱 만들기 

(오사카부 오사카시) 
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訪日団 4団の記録 

  

10月 21日 えひめ飲料株式会社 

（愛媛県松山市） 

10月 22日 地方の魅力に関するブリーフィ

ング（愛媛県松山市） 

10월 21일 에히메음료 주식회사 

(에히메현 마츠야마시) 

10월 22일 지역 매력에 관한 브리핑 

(에히메현 마츠야마시) 

  

10月 24日 ホームステイ解散式 

（愛媛県松山市） 
10月 24日 六甲山夜景観賞（兵庫県神戸市） 

10월 24일 홈스테이 해산식 

(에히메현 마츠야마시) 

10월 24일 롯코우산 야경 감상 

(효고현 코베시) 

  

10月 25日 関西国際大学（兵庫県尼崎市） 10月 26日 和太鼓体験（大阪府泉佐野市市） 

10월 25일 간사이국제대학 

(효고현 아마가사키시) 

10월 26일 와다이코 체험 

(오오사카부 이즈미사노시) 
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4．参加者の感想（抜粋） 

◆ 韓国 大学生 

・もっと勉強して，翻訳・通訳・ガイドなど，日韓間の架け橋になれるようになりたい。 
 

・訪日前は，日本国内で起きた韓国人観光客に対する良くない事件が何件か続き心配し

ていたが，一部の人だけであり，他の日本人の人達はよく助けてくれ，いつも配慮をし

てくれた。日本人から礼儀について学ぼうと思った。 

 

・日本語を専攻している私にとっては，とても価値のある研修だった。日本の大学院や

日本企業への就職について，深く考えるようになった。 

 

・訪日前は日本に対して興味を持っていないというより，敵対感情を持っていた。でも

実際に日本を訪れてみて，そういった考えを持っていた自分が恥ずかしいと思うように

なった。これからは日本の文化や歴史について，より興味を持って沢山の事を知りたい

と思うし，特に今回の研修を通じて気付かされた事は，日本語の魅力だ。日本語をにつ

いて勉強し，もう一度訪問したくなった。 

 

・歴史，政治的な問題で排他的な態度をとるよりも，お互いに思いやりを持って近づき，

対話を通じて両国間の問題を解決していく事が，日韓関係改善につながると思う。これ

から日本語と日本文化の勉強をしながら，このプログラムを通じて出会った日本の人達

との関係を維持し，韓国の知り合いに紹介したい。また，まずは私自身が思いやりと尊

重する心を見せる事で，両国の発展に貢献していきたい。 

 

・メディアに振り回されるのではなく，自分自身が見て・聞いて・感じた事を基礎とし

て，その国の人達の様々な姿を見ながら，片方だけに偏るのではなく，中立的な立場に

立ち，良い事は認め，学べる事は学びとり，良くない部分は対話をする事で改めて行く

ことが大切だと思った。 

 

5．受入れ側の感想 

 ホームステイホストファミリー 

・最初はお互いに緊張もしていたと思いますが、時間とともに慣れてきて会話も弾んだ

ように思います。お互いの国のことの話をできて有意義な時間を持つことができ、人と

人との繋がりが草の根運動で大切なことだと改めて思いました。 

 

・国際情勢が不安定な面もあり、心配はしていますが、韓国と日本はとても近いですし、

隣国の良き友として、これからも活動としては小さいですが、私たちの小さな国際交流

が将来、子どもたちへと繋がっていき、お互いを理解していい関係を築いて末永く交流

できたらと思います。 
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6．参加者の対外発信 

  

昨日，淡路島名物の燻瓦についての説明と

野水瓦工場の見学をした際，神戸新聞が取

材に来ていましたが…このように今日の新聞

に掲載されました。 

日本人の友達もでき，とても楽しかった一日 

어제 아와지시마의 명물 이부시기와에 

대한 설명과 노미즈기와공장 견학을 

고베신문 (아와지)에서 취재해 갔는데.. 

이렇게 오늘자 신문에 기사화 되었습니 

다. 

일본인 친구들도 생기고 너무나 

재미있던 하루 

 

  

韓国大学生訪日団 2日目 

昼食会と着物体験 

日本訪問/2016.10.18-27/ 

私は今回の訪日で，新しい友達に出会うだけ

でなく，今までに経験したことのない事を体験

した。学校訪問，名所視察，日本文化体験，

日本食体験，とっても可愛いらしいキミコさん

のお宅でのホームステイ。プログラム中にス

マホをなくしてしまったが，それも最高の思い
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出の 1 つになった。出会った人達との縁を大

切にし，引き続き交流していきたい。 

한일학술문화교류 대학생대표단 2일째 

일한문화교류기금 직원들과 오찬회 & 

기모노 체험 

Travelling in Japan/ 2016.10.18~27/ 

 I've not only met lots of new friends also 

done various things i've never done.  

 "Visit to University and visitor placese 

in Japan, experience Japanese culture, 

meals, homestay with the cutest kimiko 

san. Although i lost my phone during the 

trip, This trip has become one of the best 

memory. Hopefully keep in touch with all 

of them endless. Take care:) 

 

7．報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

  

アクション・プランの発表 

地震・火事への対処など災害を防止する姿

勢について学んだ。 

我が国で災害発生時、対処できるように管

理したい。 

アクション・プランの発表 

日本で 10日間過ごしてみて，なぜこのよ

うな事業が続けてこられたのか分かった。

帰国してからは今まで以上に日本語の勉

強を頑張り，日本語を使う仕事に就きたい

と思うようになった。 

액션 플랜 발표  

지진 화재 대처 등 재해를 방지하는 모

습에 대해 보다 더 배웠다.우리나라에서 

재해 발생 시 잘 대처할 수 있도록 관리

하고 싶다. 

액션 플랜 발표  

일본에서 10 일동안 지내보고 왜 이런 

사업이 계속 실시되어 있는지 알겠다. 

한국에 돌아가서 일본어를 더 열심히 

공부해서 일본어를 활용하는 일에 종사 

하고 싶다는 생각이 들었다. 

 


