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韓国高校長および高校生招へい事業 

（招へいプログラム） 

（対象国：韓国,テーマ：ガイドブックにはない日本を発信する）の記録 

 

 

１．プログラム概要 

 韓国より,日本に関心を持ち発信力のある高校生及び,日韓交流に高い関心を持つ高

校長等計 34名が 11月 23日から 12月 1日まで 9泊 10日の日程で来日し,「ガイドブッ

クにはない日本を発信する」をテーマに,世界に発信するジャパンブランド等,日本の活

力に触れ,日本の社会,文化への理解の増進を目指し,学校訪問交流や先端産業視察,広

島県訪問を通じて対外発信を行いました。 

 また,帰国後は,参加者が各所属校で発表会を開催するなど,帰国前のアクション・プ

ラン（活動計画）に基づいた活動を積極的に実施しています。 

 

【訪問地】東京都,神奈川県,広島県 

 

２．日程    

11 月 23日（水） 

入国（羽田空港） 

【講義】オリエンテーション，日本事情講義 

 

11 月 24日（木） 

【視察】浅草,日本科学未来館 

【視察・交流】（校長Ｇ）神奈川県立弥栄高等学校訪問 

【体験】（高校生Ｇ）スイーツデコ作家によるワークショップ参加 

 

11 月 25日（金） 

【視察・交流】神奈川県立神奈川総合高等学校訪問 

【視察・交流】（校長Ｇ）神田女学園高校訪問，秋葉原視察 

【視察・企業訪問】（高校生Ｇ）明治神宮，原宿 CONOMi社訪問 

 

11 月 26日（土） 

新幹線で広島に移動 

【視察】広島平和記念公園・資料館 

【交流】（校長Ｇ）JAKEHS（高等学校韓国朝鮮語教育ﾈｯﾄﾜｰｸ）懇親会参加 

【交流】（高校生Ｇ）ホームステイ対面式，ホームステイ 
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11 月 27日（日） 

【企業訪問】（校長Ｇ）榎酒造株式会社 

【交流】ホストファミリーとの歓送夕食会 

 

11 月 28日（月） 

【視察・交流】広島県立安芸府中高等学校訪問 

東京へ移動 

 

11 月 29日（火）  

（校長Ｇ） 羽田空港より帰国 

【視察】（高校生Ｇ） 江戸東京博物館・秋葉原訪問 

 

11 月 30日（水） 

【企業訪問】株式会社講談社 

成果報告会（ラップアップセッションにて課題作品制作，発表） 

 

12 月 1日（木） 

帰国（羽田空港） 

 

３．プログラム記録写真  

 

 
 

11月 23日 オリエンテーション， 

滞在中の活動課題と活動説明，日本事情講義 

（東京都千代田区） 

11月 24日 日本科学未来館視察 

先端の科学技術，日本の科学教育について 

学ぶ（東京都江東区） 

11월 23일  

오리엔테이션, 체제 중의 과제와 활동에 

대한 설명 및 일본 사정에 대한 강의 

(도쿄토 지요다구) 

11월 24일  

일본과학미래관 시찰 

첨단 과학 기술, 일본의 과학 교육에 대해 

배웠음 (도쿄도 고토구) 
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11月 24日 神奈川県立弥栄高等学校訪問 

（神奈川県相模原市） 
11月 24日 スイーツデコ作家によるワーク

ショップで制作体験（東京都千代田区） 

11월 24일  

가나가와현립 에이고등학교방문  

(가나가와현 사가미하라시) 

11월 24일 

스위트 데코 작가에 의한 강습,  

제작 체험(도쿄도 지요다구) 

 

 

11月 25日 神奈川県立神奈川総合高等学校

訪問 制服がなく，選択科目など自主性が尊

重される学校での生徒との交流（神奈川県横

浜市） 

11月 25日 明治神宮訪問 神社参拝の様子

を学ぶ（東京都渋谷区） 

11월 25 일  

가나가와현립 가나가와종합고등학교 

방문,복이 없으며 선택 과목 등 자주성이 

존중되는 학교에서의 학생들과의 교류 

(가나가와현 요코하마시) 

11월 25일 

메이지신궁 방문, 신사 참배의 예법을 

배웠음(도쿄도 시부야구) 
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11 月 25 日 「CONOMi」社視察 ファッショ

ンとしての SEIFUKUで世界へ，新たな日本ブ

ランドに触れる（東京都渋谷区） 

11 月 25 日 私立神田女学園高等学校訪問,

生徒のお点前による茶道体験 

（東京都千代田区） 

11월 25일  

「CONOMi」사 시찰, 패션으로서의 

SEIFUKU로 세계 진출, 새로운 일본 

브랜드를 접했음 

(도쿄도 시부야구) 

11월 25일  

사립 간다여학원고등학교 방문, 학생들이 

대접하는 다도를 체험(도쿄도 지요다구) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 26日 

広島平和記念公園・資料館訪問，平和を願う

ヒロシマの心に触れる（広島県広島市） 

11月 26日 

ホストファミリーとの対面式 

（広島県広島市） 

11월 26일  

히로시마평화기념공원・자료관 방문, 

평화를 염원하는 히로시마의 마음을 

접했음(히로시마현 히로시마시) 

11월 26일  

홈스테이 가족과의 첫 대면식(히로시마현 

히로시마시) 
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11月 27日 地方発,ジャパンブランド 

 “SAKE”の製造過程視察,榎酒造株式会社 

（広島県呉市） 

11 月 27 日 ホストファミリーとの夕食会，

広島の食材をふんだんに使った仕出し弁当

を味わう（広島県広島市） 

11월 27일 지방 에서 나온 일본 브랜드 

“SAKE”의 제조 과정 시찰, 에노키주조 

주식회사  (히로시마현 구레시) 

11월 27일 홈스테이 가족과의 저녁식사회, 

히로시마의 식재료로 만든 주문 도시락을 

맛본다 (히로시마현 히로시마시) 

  

11 月 28 日 広島県立安芸府中高校訪問 国

際科の授業見学や交流（広島県安芸郡） 

11 月 29 日 江戸東京博物館視察，江戸から

東京の歴史と文化を学ぶ（東京都墨田区） 

11월 28일 

 히로시마현 아키후추고등학교 방문, 

국제과 수업을 견학하고 교류 (히로시마현 

아키군) 

11월 29일  

에도도쿄박물관 시찰, 에도로부터 도쿄에 

이른 역사와 문화를 배운다 

(도쿄도 스미다구) 
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11 月 30 日 日本のサブカルチャー発信企

業，株式会社講談社訪問（東京都文京区） 

11 月 30 日 ラップアップセッション，学校

別に「ガイドブックにはない私の発見した日

本」を PPTで作成（東京都文京区） 

11월 30일 일본의 서브 컬쳐 발신 기업, 

주식회사 고단샤 방문 (도쿄도 분쿄구) 

11월 30일 총괄 세션, 학교별로 

‘가이드북에는 없는 내가 발견한 

일본’을 PPT로 작성 (도쿄도 분쿄구) 

 

４．参加者の感想（抜粋） 

◆ 韓国 高校生 

・広島の高校訪問では，韓国について好奇心や関心をもっている生徒も多く，短時間でも

すぐ親しくなれ，日本人の人情を感じることができた。特に別れる際は，バスが見えな

くなるまで手を振ってくれる日本の生徒を見て，友情に国境はないと思い感動した。も

はや制服もファッションの一部として世界に広まるべきとする，原宿にある制服がコン

セプトの洋服屋 CONOMi社の訪問は興味深かった。未来科学館では数多くの最先端の産業

技術を見ることができたが，中でも印象深かったのはロボットのアシモ（ASIMO）だった。

話す，歩く，走るのはもちろん，歌う，ボールを蹴る，横歩きまでできる。日本の科学

の発展やきれいな街並み，そして優しい気遣いが私の心に残った。 

 

・日本人は多少個人主義だと思っていたが，本当に温かく親切だった。スキンシップは少

ないが，いつでも他人を思いやる心があるということを感じることができた。 

 

・日本人は温かくて思いやりがあり，親切だ。春の日差しのような感じである。訪日前に

もっていた様々な日本に対する常識の中で間違っていたものを正すことができ，知らな

かったことも知ることができた。 
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５．受入れ側の感想 

 ホームステイ受け入れ家庭 

・子ども同士，年も近く，好みも似ていたようでとても仲良くなった。お世話をするつも

りが，意外なことに我が子たちが一生懸命に生徒さんのフォローをしている姿に感激し

た。今まではあまり韓国のことを知らなかったので，いろいろ勉強してみたいと思う。 

 

・娘が韓流アイドル好きで，家族で韓国語を勉強している中での受け入れで，さらに韓国

が身近な国と感じられるようになった。 

 

・受け入れた生徒さんが前向きで努力する姿は，娘にとってよい刺激になった。外国に行

かなくても行ったと同じくらいの経験になった。日韓は近くて遠い国の印象だったが，

この事業によって，距離的にも，感情的にも近い国になると私自身感じた。アジアと日

本がもっと友好的になって，平和な世界になれたらいいと思った。 

 

６．参加者の対外発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰国前に研修全体を振り返っての発信 

・広島県立安芸府中高校での歓迎 

・ホストファミリーへの感謝 

・多くの学び「違い」と「共感」 

研修全体についての発信 

・石正女子高校，学校新聞に掲載 

・日本人の気遣い，優しさ，日本の新しい

文化，科学技術に感激 

귀국 전에 연수 전체를 돌아보고 발신 

・히로시마현립 아키후추고등학교에서의 

환영식 

・홈스테이 가족에게 감사 인사 

・여러 가지 배움의 ‘차이’와 ‘공감’ 

연수 전체에 대해 발신 

・석정여자고등학교 학교 신문에 게재 

・일본인의 배려와 친절, 일본의 새로운 

문화와 과학 기술에 감격했다.  
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帰国後学校での発信 

・全校生徒を前に発表（漢西高等学校） 

帰国後の学校での発信 

・各クラスでの発表（東灘中央高等学校） 

귀국 후 학교에서의 발신 

・전교생 앞에서 발표(한서고등학교) 

귀국 후의 학교에서의 발신 

・각 반에서 발표(동탄중앙고등학교) 

 

７．報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

 

 

 

（掲載例） 

アクション・プランについての 

パワポなどの写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団員はラップアップセッションで，滞在中に感じ取った「ガイドブックにはない私の発

見した日本」を PPT で作品にまとめた。リハーサルで一度発表し，引率教員や他の団員の

意見を反映しさらに修正。「伝える」ことの難しさを克服しながら，最後に素晴らしいパフ

ォーマンスを行った。22名（全 11校）の団員は学校別に完成させた作品を韓国に持ち帰り，

学校や地域で発表しながら，日本での経験を発信していく計画である。 

단원은 총괄 세션에서 체제 중에 느낀‘가이드북에는 없는 내가 발견한 일본’을 

PPT 를 사용해 작품으로 정리했다. 리허설로 미리 발표를 한 후에 인솔 교원과 

다른 단원의 의견을 반영하여 수정했다. 

‘전하는’작업의 어려움을 극복하면서 최종적으로 훌륭한 퍼포먼스를 완성시켰다. 

22 명(전 11 교)의 단원은 학교별로 완성된 작품을 한국에 가져가서 각 학교와 

지역에서 발표하며 일본에서의 경험을 발신해 나갈 계획이다. 

 

[文書の引用文や注目すべき箇所の要約

を入力してください。テキスト ボックス

は文書のどの位置にも配置できます。抜

粋用テキスト ボックスの書式を変更す

るには、[テキスト ボックス ツール] タ
ブを使用します。] 

 

 


