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日本大学生訪韓団 1団（派遣プログラム） 

（対象国：韓国，テーマ：韓国理解及び日本の魅力発信） 

の記録 

 

1．プログラム概要 

 日本全国から選抜された大学生等 19名が韓国を訪問し，大学訪問，ホームステイ，

韓国文化体験などを通して韓国への理解を深めるとともに，日本の魅力（文化・国民性

等）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，帰国前の報告会では，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,京畿道富川市・城南市・坡州市,慶尚北道慶州市,釜山広域市 

 

2．日程    

3月 2日（木） 

入国（金浦国際空港）,【ソウル市内視察】Ｎソウルタワー 

3月 3日（金） 

韓国国立国際教育院訪問 

【学校訪問・交流】ソウル神学大学校訪問,ホームステイ対面式 

3月 4日（土） 

終日ホームステイ 

3月 5日（日） 

【文化体験】サムルノリ,【ソウル市内視察】梨花壁画村ほか 

3月 6日（月） 

【文化体験】韓服試着・メドゥプ（飾り結び） 

【ソウル市内視察】景福宮・韓国国立民俗博物館・北村韓屋村 

3月 7日（火） 

ＤＭＺ視察プログラム（臨津閣・都羅山展望台・第 3トンネル） 

【文化体験】キムチ作り 

3月 8日（水） 

慶州へ移動，【文化遺産視察】瞻星台・佛国寺・石窟庵・韓国国立慶州博物館 

3月 9日（木） 

釜山へ移動,【学校訪問・交流】慶星大学校訪問 

3月 10 日（金） 

【釜山市内視察】釜山港湾公社広報館・国際市場・海雲台・ヌリマル APECハウス 

成果報告会 

3月 11 日（土） 

出国（金海国際空港） 
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3．プログラム記録写真  

  

3月 3日 ソウル神学大学校訪問 

（京畿道 富川市） 

3月 3日 ホームステイ対面式 

（京畿道 富川市） 

3월 3일 서울신학대학교 방문 

(경기도 부천시） 

3월 3일 홈스테이 대면식 

(경기도 부천시） 

  

3月 5日 サムルノリ体験（ソウル特別市） 3月 6日 韓服体験・景福宮（ソウル特別市） 

3월 5일 사물놀이 체험（서울특별시） 3월 6일 한복체험,경복궁(서울특별시) 

  

3月 7日 ＤＭＺ視察プログラム 

（京畿道 坡州市） 

3月 7日 キムチ作り体験 

（ソウル特別市） 

3월 7일 DMZ시찰 프로그램 

(경기도 파주시) 

3월 7일 김치 만들기 체험 

(서울특별시) 
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3月 8日 仏国寺訪問 

（慶尚北道 慶州市） 
3月 9日 慶星大学校訪問（釜山広域市） 

３월８일 불국사 방문 

(경상북도 경주시) 
3월 9일 경성대학교 방문(부산광역시) 

  

3月 10日 釜山港湾公社広報館 

（釜山広域市） 

3月 10日 成果報告会（釜山広域市） 

3월 10일 부산항만공사 홍보관 

(부산광역시) 

3월 10일 성과보고회(부산광역시) 
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4．参加者の感想（抜粋） 

◆ 日本 大学生 

・日韓関係や韓国が直面する課題をいくつか認識はしていたものの,どこか自分と直接

は関係がないことだから,と関心や問題意識を持っていなかった。しかし,プログラムを

通して,「他人事」から,自分とも関わりあること,自分が関わらなければならないこと

であると考え方が変わった。 

 

・コツコツと，韓国・日本に対して興味を持つ人を増やして,好意的に相互関係を考え

る人を増やしたい。そのためにまずは簡単な所から,ＳＮＳで互いの国の魅力を互いの

国の人々に知らせることをしていきたいと感じた。将来的に，できれば，ビジネスとし

て２つの国の関係を良くできるようなことができたらと思う。 

 

・韓国の大学生が日本に来たら,今度は逆に日本の文化を教えてあげたり，ホームス

テイを受け入れたり，今回の恩返しをしたい。一人でも多くの韓国人と交流するこ

とによって,互いを知っていきたい。今回のプログラムで韓国の学生と討議した,「韓

国で日本ブームを起こす方法で出たアイデア」を実現したいと思う。 

 

5．受入れ側の感想 

 大学訪問先の学生 

・「韓国で日本ブームを起こす方法」についての討議では,日本の学生が,とても頑

張って準備されていたので，たくさん面白いことと新しいことを知ることができて

楽しかったです。日本語を勉強して以来，実際に日本人と話せる機会なんて滅多に

なかったので，とてもよい経験になりました。 

 

・日本各地の大学生と出会うチャンスは，日本に住んでいた時にもあまりなかった

ので,それだけでも十分得たものが大きかったと思います。その上，日本の大学生

たちに,日本の色々な文化のことを教えてもらい,ますます日本という国が好きに

なりました。 

 

・日本の学生たちが準備したアイディアは全て,興味深い,良いアイディアでした。

「出汁，おもてなし，よさこい，マスク」の 4つで，出汁とマスクは日常でよく使

われるようなもの，おもてなしは日本の強みであり，よさこいは韓国ではまだ知ら

れていませんが,確かに面白くて独特でした。 

 

 

 運営ボランティア大学生 

・私は,今回の交流を通じて，たくさんの韓国と日本の関連深さをしみじみと感じ

ることができました。これからの韓国と日本の関係がどうしたらよくなるのか，ど

うしたら誤解などをスッキリ晴らすことができるのかを考えていきたいと思いま

した。 

 

・日本の大学生たちは,単純に K-POP が好きで韓国が好きだということではなく，

本当に「韓国」の多様な面に関心を示してくれました。日本の大学生たちと日韓関

係の話もすることができ,本当に意義深い交流であったと思います。 
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6．参加者の対外発信 

  

日本大学生訪韓団第 1 団の団体 Facebook ペ

ージを新たに作成し,運営。訪韓中毎日,活動

内容を紹介。 

日本大学生訪韓団第 1 団の活動について,日

本語・英語で紹介。 

일본대학생 방한단 1 단에서 단체 Facebook 

page 를 새롭게 작성하고, 운영. 방한기간 

동안 매일 활동 내용에 대해서 소개. 

일본대학생 방한단 1 단의 활동에 대해서 

일본어·영어로 소개. 

  

日本大学生訪韓団 1 団で得た成果について,

日本語・英語・韓国語で紹介。 

日本大学生訪韓団 1 団で得た成果について,

日本語・英語・韓国語で紹介。 

일본대학생 방한단 1 단에서 얻은 성과에 

대해서 일본어·영어·한국어로 소개. 

일본대학생 방한단 1 단에서 얻은 성과에 

대해서, 일본어·영어·한국어로 소개. 
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7．報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

  

今後も,今回出会った韓国の学生と,積極的

に交流を続けていきたい。韓国の学生が日本

に来た際は,案内したい。 

今後も，積極的に国際交流活動に参加した

い。韓国留学の決意を固めた。 

앞으로도 이번에 만난 한국의 학생과 적극

적으로 교류를 계속하고 싶다. 한국 학생

이 일본으로 오면 안내하고 싶다. 

앞으로도 적극적으로 국제교류활동에 참가

하고 싶다. 한국에 유학할 결심을 굳혔다.  

  

大学で今回の活動・体験に関する報告会を開

き,広く知らせたい。 

韓国の学生と討議した,日本の魅力,特に地

方の魅力をこれからも発信していきたい。 

대학에서 이번의 활동·체험에 관한 보고

회를 열고 널리 알리고 싶다. 

한국의 학생과 토론한 일본의 매력, 특히 

지방의 매력에 대해 앞으로도 발신해나가

고 싶다. 

 


