
 

 

 

 

  海友会那賀ブロック 日本韓国青年交流事業（招へいプログラム）  

（対象国：韓国,テーマ：日韓青年リーダー交流と日本各地の文化・物産の魅力発信）

の記録 

 

 

１．プログラム概要 

韓国青少年南ソウル連盟が選抜する韓国の青年リーダーと引率者 35名が 11月 5日～

14 日の 9泊 10日の日程で来日し，テーマ「日韓青年リーダー交流と日本各地の文化・

物産の魅力発信」のもと，日本国内で様々な体験を行い日本への理解を深めました。 

 来日した青年たちは東京都，大阪府において，地元の大学生とともに都市部の観光地

訪問や伝統文化体験，意見交換，企業視察等を，和歌山県においては地方の産業の視察

やホームステイ，大学訪問などを行い，両国の相互理解や交流の充実を図りました。ま

た帰国前日には，4グループに分かれ今回の事業の総括として日本での様々な体験を振

り返り，帰国後の活動に生かすためのアクション・プランについて発表するなどの終了

報告会を行いました。 

 

【訪問地】 

東京都，大阪府，和歌山県 

 

２．日程    

11 月 5日（土）  

入国（羽田空港） 

【視察】浅草寺，東京スカイツリー 

 

11 月 6日（日） 

【視察】皇居・二重橋 

【交流・体験】地元学生とともに４グループに分かれ，渋谷，原宿散策 

【文化体験】八芳園にて和菓子作り，茶道体験 

【交流】日本人学生との交流会 

 

11 月 7日（月） 

【表敬訪問】(一財)青少年国際交流推進センター，大阪府へ移動 

【視察】アサヒビール吹田工場 
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11 月 8日（火） 

【交流・体験】地元学生とともに 4グループに分かれ，通天閣周辺散策 

【高校訪問】羽衣学園高校 

【文化体験】堺市名産のお香づくり体験 

 

11 月 9日（水） 

【体験】インスタントラーメン発明記念館にてラーメン作り体験 

和歌山県へ移動，オリエンテーション 

 

11 月 10日（木） 

【農業体験】観音山フルーツガーデンにて地元名産のミカン収穫体験 

【視察】真田ミュージアム，慈尊院 

 

11 月 11日（金） 

【大学訪問】和歌山大学 

【表敬訪問】和歌山県庁 

【交流】ホストファミリーとの交歓会，ホームステイ 

 

11 月 12日（土） 

終日ホームステイ 

 

11 月 13日（日） 

【交流】地元学生との意見交換会，終了報告会 

 

11 月 14日（月）  

出国（関西空港） 
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３．プログラム記録写真  

  

11月 6日 八芳園にて和菓子作り，茶道体験
（東京都 港区） 

11月 7日  (一財)青少年国際交流推進セン
ター表敬訪問（東京都 中央区） 

11 월 6 일 핫포엔에서 과자 만들기, 다도 
체험 (도교도 미나토구) 

11월 7일 (일재) 청소년국제교류추진 센터 
예방 (도교도 츄오구) 

 

         

 

11月 7日 アサヒビール吹田工場視察  
（大阪府 吹田市） 

11月 8日 羽衣学園高校訪問（大阪府 堺市） 

11 월 7 일 아사히 맥주 스이타 공장 시찰 
(오사카부 스이타시) 

11 월 8 일 하고로모 학원 고등학교 방문 
(오사카부 사카이시) 

  

11月 10日 観音山フルーツガーデンでミカ
ン収穫体験（和歌山県 紀の川市） 

11月 13日 終了報告会 （和歌山県 岩出
市） 

11 월 10 일 관음산과일농장에서 귤 수확 
체험 (와카야마현 기노카와시)  

11월 13일 종료보고회 (와카야마현 
이와데시) 

3 



 

４．参加者の感想（抜粋） 

◆ 韓国大学生 

・私は過去に 3度日本を訪問しましたが，観光地を巡るだけで日本の大学生や様々な

人たちと会う機会はありませんでした。ですが今回この事業では，普通の観光では

体験できないことなど，本当に貴重な経験をしました。この思い出と経験はお金に

は換算できない大事なものですし，日本についての間違った考えを変える良い機会

でもありました。そして，今回出会った韓日の大学生の国際交流に大きな影響を及

ぼしたプログラムでした。まだ私は大学生ですが，今回のプログラムを通じて多く

のことを学び，人々と出会ったことは，これからの私の人生にとって大切な糧にな

ると感じました。 

 

・日本で過ごした 10日間，韓国人，日本人関係なく，たくさんの人たちと親しくなり

多くの思い出を作りました。こんなに楽しく忘れることのできない時間を過ごせて

とても幸せです。今回友達になった日本の学生達とはこれからも連絡を取り合って，

彼らが韓国に来る機会があれば，私たちに対して親切に案内してくれたように韓国

を案内したいです。そしてこのプログラムでの経験を今後につなげるようにアクシ

ョン・プランを実施していきたいです。 

 

・期待と不安を胸に抱きこの事業に参加しましたが，親切な日本の学生やスタッフの

方々のおかげで無事に終えることができました。また今回出会った日本人大学生と

の交流も非常に円滑に進み，よい友達ができ胸がいっぱいです。今後もこのような

交流活動が発展して，他の国の友達とも交流することが出来ればよいと思います。

今回の事業は私にとって，世の中を見る目が広がり多様な考えを持つことが出来る

大きなきっかけになりました。時間が経っても忘れられない経験をしたことに対し

大きな喜びを感じ，今後の活動がもっと活発になってみんなが一緒に楽しむことが

できるようになれば良いです。 

 

５．受入れ側の感想 

 訪問先で交流した日本側学生 

JENESYS2016における日韓交流プログラムに参加し，多くの刺激を受けることができ

ました。今回この交流を通し，より深く韓国について知ることができました。コミュ

ニケーションにおいては，言葉が通じないという難しさこそありましたが，共通の趣

味や好きなことでなら心で十分通じ合えることが分かりました。コミュニケーション

において言語が絶対でないということを発見できた素晴らしい経験となりました。ま

た，今回出会った皆さんとは SNSなどを通し，今後も繋がっていることができればい

いなと思います。 
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 ホームステイホストファミリー 

・青年は 2人とも礼儀正しく，日本の食べ物や生活にも興味を持っていて，部屋もき

れいに使ってくれました。 

 

・短い間，会話もカタコト英語なのに信頼感がこんなにも生まれるということが印象

的でした。最後の日にはお互い涙が出るほど楽しい時間が持て幸せでした。 

 

・青年たちは 2 人ともとても礼儀正しく楽しい雰囲気でコミュニケーションが取れま

した。印象に残ったことは，今の日本の若者に忘れられがちな，自分のはもちろん，

他の人の履物を進んでそろえる姿です。 

 

６．参加者の対外発信 

  

和歌山での滞在についての発信 

観音山フルーツガーデン農場，和歌山大学，

ホームステイ等和歌山でのすべての日程を

楽しく終え，家に帰りました。 

東京，大阪，和歌山で経験した全ての思い出

はとても貴重なものです。幸せでした。皆と

また会える事を楽しみにしています。愛して

ます。 

日本で出会った人達ついての発信 

一般的な旅行では経験できない，忘れられな

い刺激的な経験だったし，長い時間旅行をし

ながら色々なことを感じた。ここで会った韓

国，日本の友達との縁がずっと続いたら良い

と思う。 

 

관음산과일농장, 와카야마대학교, 홈스테이 

등 와카야마에서의 모든 일정 재밌게 마치

고 집에 돌아왔습니다~! 도쿄, 오사카, 와

카야마에 있었던 모든 추억들이 너무 소중

하네요~ 행복했습니다~.  

다들 다시 만나길 꼭 바랍니다! 사랑해요. 

일반 여행으로는 경험할 수 없는 앞으로 

잊혀지지 않을 색다른 경험이였고 짧지 않

은 시간 여행하면서 많은 걸 느꼈다. 여기

서 만난 한국, 일본 친구들과의 인연이 계

속 지속되었으면 좋겠다. 

 

5 



 

７．報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

  

グループ① 

・各地で知り合った日本人学生とは今後も連

絡を取り合い，韓国に来た時には案内した

い。 

・ホームステイでお世話になった人たちにお

返しがしたい。 

 

グループ② 

・後輩たちに日本での体験を話し，後輩たち

が日本を訪れるときに生かしてほしい。 

・韓国側がホストとなり日本人を案内する機

会を作りたい。 

グループ③ 

・日本で知り合った学生たちを招待し,韓国

を案内したい。 

・日本での体験を韓国の友人たちに報告する

機会を作り，日本を知ってもらいたい。 

 

グループ④ 

・昨年の参加者と意見交換を行い今後の 

事業に繋げたい。 

・日本語を勉強してもっと日本のことを知り

たい。 

그룹 ① 

・각지에서 만난 일본인 학생과는 앞으로도 

연락을 주고 받으면서 한국에 왔을 때 안

내하고 싶다. 

・홈스테이에서 신세를 진 사람들에게 답례

를 하고 싶다. 

 

그룹 ② 

・후배들에게 일본에서의 경험을 전하고, 

앞으로 후배들이 일본을 방문 할 때 활용

했으면 좋겠다. 

・한국 측이 호스트가 되고 일본인을 안내

하는 기회를 만들고 싶다. 

그룹 ③ 

・일본에서 만난 학생들을 초대하고 한국을 

소개하고 싶다. 

・일본에서의 경험을 한국 친구들에게 보

고하는 기회를 만들고 일본을 알려 주고 

싶다. 

 

그룹 ④ 

・작년의 참가자들과 의견을 교환하고 앞으

로의 사업에 이어지도록 하고 싶다. 

・일본어를 공부하고 더 일본을 알고 싶다. 
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