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「2018信州総文祭」700日前記念 国際交流ウィーク（招へいプログラム） 

（対象国：大韓民国，テーマ：同世代交流，伝統文化，経済）の記録 

 

1．プログラム概要 

 長野県と交流を続けている大韓民国梅香女子情報高等学校の高校生 32名（引率教員

4名）が，10月 25日～11月 1日の 7泊 8日の日程で来日し，長野県における農産品（信

州味噌，おやき，ハムなどの肉加工品）への理解を深めるとともに，県内高校 3校と交

流を深めました。特に商業高校 2校とは今後も商業系科目で連携していくことを確認し

ました。 

また長野県の高校生による長野県高等学校総合文化祭の舞台にて，韓国の伝統文化

（ユネスコ無形世界遺産に指定のカンガンスルレを披露）の紹介を行い，類似した日本

の和琴との弾き比べや，県内高校生との合同撮影会の実施など，文化交流も実施しまし

た。 

  

2．日程    

10 月 25日（火） 

入国（羽田空港） 

【視察】スカイツリー 

来日オリエンテーション 

 

10 月 26日（水） 

長野県へ移動 

【学校訪問】長野県諏訪実業高等学校 

 

10 月 27日（木） 

【視察】株式会社竹屋 

【学校訪問】長野県穂高商業高等学校 

 

10 月 28日（金） 

第 23 回長野県高等学校総合文化祭出演に向けた練習 

 

10 月 29日（土） 

【見学】松本城 

【出演】第 23回長野県高等学校総合文化祭 

 

10 月 30日（日） 

【見学】第 23回長野県高等学校総合文化祭，善光寺 
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【文化体験】信州おやきづくり体験 

 

10 月 31日（月） 

【視察】株式会社信州ハム 

【見学】上田城 

【学校訪問】長野県上田染谷丘高等学校 

報告会 

 

11 月 1日（火） 

東京都へ移動 

出国（羽田空港） 

 

3．プログラム記録写真  

  

10 月 27日 穂高商業高校にて，日韓の楽器

の違いについて意見交換と演奏交流（長野

県安曇野市） 

10 月 30 日 第 23回長野県高等学校総合文

化祭写真展 

県内の高校生と写真についての意見交換

及び交流撮影会（長野県長野市） 

10월 27일 호타카상업고등학교에서 한일 

악기의 차이점에 대해 의견교환과 연주 

교류(나가노현 아즈미노시) 

10월 30일 제 23회 나가노현 고등학교 종 

합 문화제사진전 

현내 고등학생과 사진에 관한 의견교환 

및 교류촬영회(나가노현 나가노시) 

 

 

10 月 30 日 長野県の生徒が善光寺をガイ

ドして日本の文化を紹介（長野県長野市） 

10月 30日 長野県の生徒も一緒に信州お 

やきづくり体験（長野県長野市） 

10월 30일 나가노현의 고등학생이 사원 

을 안내하면서 일본문화를 소개(나가노 

현 나가노시) 

10월 30일 나가노현의 고등학생들과 함 

께 신슈오야키 만들기 체험(나가노현 나 

가노시) 
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10 月 31 日 株式会社信州ハム上田工場を

視察（長野県上田市） 

10 月 31 日 上田染谷丘高校生徒と日韓の

高校生活について意見交換（長野県上田

市） 

10월 31일 주식회사 신슈 햄 우에다공장 

을 시찰(나가노현 우에다시) 

 

10월 31일 우에다소메야오카고등학교 학 

생들과 한일 학교생활에  대해 의견교환 

(나가노현 우에다시) 

 

4．参加者の感想（抜粋） 

◆韓国 高校生 

・交流を通して日本の高校生は韓国の高校生と違い，自発的で自由な雰囲気の中で学校

生活を送っていると感じた。訪問した 3校は親しみやすい雰囲気を持ち，学校が広くき

れいで，生徒たちの姿も端正で良い人間性を備えていた。これからの交流はお互いの配

慮と信頼に基づき，さらに活発になっていくだろうと思う。お互いの国の文化を経験し

ながら，わたしたちは世の中を見つめる目がさらに広がるだろうと展望される。 

 

・一番印象的だったのは長野県高校総合文化祭に参加したこと。ずっと練習を積み重ね，

努力を続けていたので，公演が終わって拍手をもらった時に胸にこみ上げてくるものが

あった。また，韓国と日本の高校では文化の違いが大きいということも知った。生徒た

ちが 1年かけて自分たちで文化祭の準備をしたということを聞いて，たくさんの事を感

じた。2番目に印象的だったのは，長野の高校生が善光寺を英語で説明してくれたこと

だ。英語は易しくないだろうに，私たちのために準備してくれた皆さんにとても感動し

た。自分の方から近づいてきてくれた皆さんにとても感謝している。皆さんが暖かく私

たちを受け入れてくださったおかげで，8日間とても楽しく，楽に過ごせた。 

 

・8日間にわたる研修期間中に見た長野県は，自然が美しく，水は澄み空気がきれいで，

韓国の都市部とは違っていた。韓国の都市部は建物がとても高く，道は混んでいる。長

野県はそれとは対照的に建物は低く道路はきれいだ。多くの店は午後 9時ころには閉ま

り，夜遅くまで人々が活動しないのでとても静かだった。見学した国宝として管理され

ている松本城の天守閣は昔の日本人の文化と生活を知ることができ，雄大さと繊細さを

同時に感じた。いくらお金を出しても学ぶことのできないことをたくさん学んで帰るこ

とができた。日本の友人たちとの交流を通して，言葉は通じなくても行動で表現するこ

とでさらに親しくなれることが分かった。今回の研修は私たちにとって意義深い研修だ
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った。 

   

5．受け入れ側の感想 

◆総合文化祭実行委員（国際交流部会生徒）の感想 

韓国の皆さんに日本のこと・長野のことを知ってもらおうと夏から準備してきた。韓

国語での簡単な挨拶のほかに，善光寺の説明を英語でもできるよう準備したが，自分の

英語がなかなか韓国の高校生には伝わらなかったので，そこが問題だと思った。今でも

韓国の友達とは LINE が続いている。他の国の友達が出来たことはとてもうれしく，ま

た会いたいと思っている。 

 

◆教師実行委員の感想 

 2年前に韓国へ行く機会をいただき，韓国の高校を体感したことがその後の自分の教

員人生の大きな転機となり，自分の授業について根本から考える機会ともなった。今度

は恩返しのつもりで手伝いを買って出た。どの程度役に立ったかは不明だが，これから

も日韓交流の機会には積極的に関わっていきたいと考えている。生徒たちが楽しそうに

交流している場面を見るのはやはりいいものだと感じた。 

 

6．参加者の対外発信 

  

諏訪市を訪れたときの様子について紹介。

諏訪湖や諏訪大社についての写真と感想

が掲載されている。 

梅香女子情報高校のフェイスブックより。

地元の新聞（信濃毎日新聞）に梅香女子情

報高校の生徒の長野県来訪が大きく取り

上げられたことを伝えている。写真は高校

生の書道パフォーマンス，信州のおやきづ

くり体験。 

스와시를 방문했을 때의 모습을 소개. 

스와호수와 스와타이샤에 관해 사진과 

함께 느낀 점을 올림. 

매향여자정보고등학교의 패이스북에서. 

지역신문(시나노매일신문)이 매향여자정 

보고등학교의 나가노현 방문을 크게 소 

개했다는 것을 소개.사진은 서예 퍼포먼 

스 와 신슈오야키 만들기 체험. 
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7．報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

  

（報告用プレゼンテーション資料より） 

高等学校総合文化祭に参加。生徒が自ら動

くことが多く見習わなくてはと思った。私

たちも生徒が主導していく活動があれば

いいと感じた。 

（帰国後報告会アクション・プラン発表） 

意思疎通のため全力を尽くす自分を発見

した。韓国に帰ってからも，自ら友達に近

づいて親しくしようとする自分になれる

と期待する。 

(보고용 설명자료에서) 

고등학교 종합문화제에 참가. 일본에서 

는 학생들이 스스로 활동하고 있어서 많 

이 배워야겠다고 느꼈다. 우리도 학생들 

이 주도로 하는 활동이 있으면 좋겠다. 

(귀국 후 보고회에서 액션 플랜 발표) 

의사소통을 위해 열심히 노력을 하는 

새러운 나를 발견했다. 한국에 돌아가서 

도 내가 먼저 친구에게 다가가서 친해지 

려고 하는 나에게 기대한다. 

 


