
 

 

韓国青年訪日団 第 8・9団（招へいプログラム） 

（対象国：韓国,テーマ：「日本の地方の魅力発見と地産地消（北海道）」） 

の記録 

 

1．プログラム概要 

在大韓民国日本国大使館にて選抜された, 日頃から日本への強い関心と興味を持つ発

信力のある大学生等 72 名の一行が,1 月 31 日から 2 月 9 日までの 9 泊 10 日の日程で来

日し,テーマ「日本の地方の魅力発見と地産地消（北海道）」のもと,対日理解を深めまし

た。 

 一行は,プログラム中, 地方の地場産業及び特産品関連施設の視察,地産地消の和食を

はじめとする日本の食文化体験等を通し,地方活性化の取り組みについての理解を深め

る一方，様々な交流プログラムを通じて多くの日本人との意見交換及び交流を通し,日本

に対する各地域の特産物の加工品や農水産物,日本のものづくりへの姿勢,日本の地方活

性化への取り組み等に強い関心を示し,各々の関心事項や体験について SNS を通じて対

外発信を行いました。また,帰国前の成果報告の場では,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）について団毎に発表しました。  

 

【訪問地】東京都,神奈川県,北海道 

 

2．日程    

1月 31 日（火） 

入国（羽田空港） 

【文化体験】隅田川クルーズ 

【視察】東京スカイツリー 

 

2月 1日（水） 

【講義】「MORE THANプロジェクトについて」（JAPAMブランド，日本理解）， 

歓迎昼食会 

【文化体験】着物着付け 

【視察】浅草六区再開発地域及び 47都道府県の「ふるさと」が一堂に会する「まるごと

にっぽん」（特産品販売施設） 

 

2月 2日（木） 

【交流】日本の一般市民（韓国語学習者）との交流会（横浜市内） 

 

2月 3日（金） 

北海道へ移動 

【視察】「北海道まるごと市場」（特産品販売施設） 

【自治体表敬及び地域に関するブリーフィング】北海道庁及び公益社団法人北海道国際

交流・協力総合センター表敬訪問 



【視察】赤レンガ（旧道庁/歴史的建造物） 

 

2月 4日（土） 

【視察】小樽市内及び近郊，「北の漁場」（特産品販売施設） 

【交流】ホームステイ対面式 

 

2月 5日（日） 

終日ホームステイ 

 

2月 6日（月） 

ホームステイ先から再集合 

【学校訪問】北海商科大学・北海学園大学 

【交流】北海商科大学・北海学園大学の学生とフィールドワーク 

 

2月 7日（火） 

【企業訪問】株式会社アミノアップ化学 

 

2月 8日（水） 

【視察】北海道博物館 

【文化体験】ソーラン節鑑賞及び体験，登別で温泉体験,地産地消メニューの和食体験 

 

2月 9日（木） 

【視察】登別地獄 

【成果報告会】訪日成果・帰国後の活動計画発表 

東京都へ移動 

出国（羽田空港） 

 

3．JENESYS 2016 韓国青年訪日団 第 8・9団 プログラム記録写真  

  

2 月 1 日 JAPAN ブランド,日本理解のための

講義「MORE THAN プロジェクト」について 

（東京都港区） 

2 月 1 日 着物着付け体験及び日本全国の特

産品が集う「まるごとにっぽん」視察 

（東京都台東区） 

2 월 1 일 JAPAN 브랜드, 일본 이해를 위한 

특강「MORE THAN PROJECT」에 대해 

(도쿄도 미나토구) 

2월 1일 기노모 시착 체험 및 일본 전국의 

특산품이 모인 「마루고토닛폰」시찰 

(도쿄도 다이토구) 



  

2月 2日 韓国語を学ぶ横浜市民との 150名規模

の交流会でグループ別討論をしている様子 

（神奈川県横浜市） 

2 月 3 日 北海道庁及び公益社団法人北海道国

際交流・協力総合センター表敬訪問 

（北海道札幌市） 

2 월 2 일 한국어를 배우는 요코하마 시민들과 

150 명규모의 교류회에서 그룹별 토론을 하고 

있는 모습 (가나가와현 요코하마시) 

2월 3일 홋카이도청 및 공익재단법인 홋카이 

도국제교류・협력종합센터 예방 

(홋카이도 삿포로시) 

  

2月 3日 北海道庁より北海道の特産品・特色・

歴史や地理等の地域に関するブリーフィングを

受ける（北海道札幌市） 

2月 4日 ホームステイ対面式で,訪日団員とホ

ストファミリーのマッチング直後に記念撮影

（北海道札幌市） 

2 월 3 일 홋카이도청으로부터 홋카이도의 

특산품, 특색, 역사나 지리 등, 지역에 관한 

브리핑을 들었음 (홋카이도 삿포로시) 

2 월 4 일 홈스테이 대면식에서 방일단원과 

호스트패밀리 매칭 직후에 기념촬영  

(홋카이도 삿포로시) 

 
 

2月 6日 ホームステイを終え,ホストファミリ

ーとの別れ（北海道札幌市） 

2 月 6 日 北海学園大学,北海商科大学訪問及

び学生とグループ別討論をしながら交流 

（北海道札幌市） 

2 월 6 일 홈스테이를 마치고 호스트 패밀리 

들과의 작별 (홋카이도 삿포로시) 

2 월 6 일 홋카이가쿠엔대학, 홋카이상과대학 

방문 및 학생들과 그룹별 토론하면서 교류 

(홋카이도 삿포로시) 



 
 

2 月 7 日 北海道産素材を使い,最新の研究と技

術で医療と健康に貢献するアミノアップ化学社

の研究室を視察（北海道札幌市） 

2月 7日 北海道産素材を使い,最新の研究と技

術で医療と健康に貢献するアミノアップ化学

社の工場を視察（北海道札幌市） 

2 월 7 일 홋카이도소재를 쓰고, 최신 연구와 

기술로 의료와 건강에 공헌하는 아미노업 

화학사 연구실을 시찰 (홋카이도 삿포로시) 

2 월 7 일 홋카이도소재를 쓰고, 최신 연구와 

기술로 의료와 건강에 공헌하는 아미노업 

화학사 공장을 시찰 (홋카이도 삿포로시) 

  

2 月 7 日 札幌で生まれた新名物スープカレー

を発祥元祖の店で食す,地産地消の昼食 

（北海道札幌市） 

2月 8日 アイヌ文化をはじめとする北海道の

全てを北海道博物館で学ぶ（北海道札幌市） 

2 월 7 일 삿포로에서 태어난 신명물 스프 

카레를 발상 원조 식당에서 먹는 지산지소 

중식 (홋카이도 삿포로시) 

2 월 8 일 아이누문화를 비롯한 홋카이도의 

모든 것들을 홋카이도박물관에서 배움 

(홋카이도 삿포로시) 

  

2 月 8 日 北海道民謡・舞踊「ソーラン節」体

験（北海道札幌市） 

2月 8日 温泉旅館で浴衣を着て地産地消メニ

ューの食事と日本の温泉文化を体験 

（北海道登別市） 

2월 8일 홋카이도 민요・무용인 「소란부시」 

체험 (홋카이도 삿포로시) 

2 월 8 일 온천여관에서 유카타를 입어서 

지산지소 메뉴 식사와 일본의 온천문화를 

체험 (홋카이도 노보리베츠시) 



４．参加者の感想（抜粋） 

◆ 韓国 大学生 

・私たち大学生こそ未来の主役であり,日韓関係において重大な影響力を持つ者として,

今後の両国関係を発展させていくためにも,日本の様々な魅力を韓国に積極的に伝えて

いき,私が今回日本で出会った貴重な縁を大切に守りながら,より友好的で親密な関係に

なるよう,まずは私自身から最善を尽くすことを約束申し上げる。 

 

・日韓関係には政治的・歴史的問題があるため,両国関係が肯定的に変わるのは不可能だ

と思っていたが,今回の訪日で交流した多くの日本人と出会ってその思いが覆った。私た

ちの世代が積極的に交流と対話をしていけば,関係も改善できると思う。 

 

・私は将来幼児教育の道に進みたいと思っているが,未来に私が教えるであろう幼い子供

たちに,日本への偏見を持たないよう適切な初期教育ができるようにしたい。 

 

・マスコミの報道をよく区別して見極めなければいけないと痛感した。訪日後の今,私は

日韓関係のために何ができるのかと具体的な考えや計画を立てるようになった。まずは

断片的な部分のみで判断せず,今回出会った多くの日本人と長く続く関係を維持させな

がら多くの対話をしていくことから始めたい。 

 

・政治，外交に従事する人々の覚醒が必要。市民意識レベルでの日韓両国の交流関係と

好感度は現状でも十分にある。むしろ今回交流した日韓の学生同士，或いは市民同士が

政治家や官僚を教育した方が良いのではないかと思うくらいである。 

 

・地域の特産品を活かしてテーマパークを作るなど,国家や地方のイメージ広報において

本当に優れていると思った。 

 

・中小企業支援は韓国でも大きな課題だが,日本政府が積極的に中小企業を支援し,自国

はもちろん相手国の状況にも気を遣いながら,新たなアプローチで中小企業の世界進出

を図ると共に，新たな付加価値の創出まで視野に入れているという点は興味深かった。 

 

・日本文化は好きだったが，日本人への偏見が多少はあった。しかし,実際に交流した日

本人は歴史問題に熱を上げているわけでもなく,嫌韓の人はおらず,驚く程真摯に向き合

ってくれた。 

 

５．受入れ側の感想 

◆横浜市民（交流会参加者） 

・韓国の学生との交流は，とても暖かな気持ちになれた素晴らしい時間だった。交流会

が当日だけで終わらず,長いスパンでの「交流開始日」になった気がして嬉しく思った。 

 

・彼らにとって「おばあちゃま」のような年齢の私たちと，違和感なく思いやり溢れる

楽しい,気持ちの弾む時間を持つことができ感謝している。政治で解決できないことが多

い中でも民間人同士として交流でき,理解し合えることを強く感じた。 

 

◆北海道庁関係者 

・今回訪問してくれた学生は,本当に素晴らしい学生が多く,今後もきっと,社会でリーダ

ーとなって活躍できる，大切な人材になると感じた。 

 

・1000件を超える SNS発信数と聞き,そんなにも多く発信していただき,北海道としては,

とてもありがたい気持ちである。道庁内でも,その成果を伝えて共有したい。また機会が

あれば,是非,韓国の皆さんに北海道にお越しいただきたい。 

 



◆公益社団法人北海道国際交流・協力総合センター関係者 

・韓国は北海道にとって,新千歳空港初の国際定期便が大韓航空のソウル便であることか

らも,いち早く国際交流がスタートした大事な国であり,その大事な国である韓国から皆

さんをお迎えできることは本当に嬉しいしありがたい。 

 

・今回はホームステイの一般公募を行ったところ,約 50家庭もの応募があり,札幌市及び

近郊地域の方々がいかに韓国の皆さんとの交流を熱望しているかが伝わった。今後も市

民同士の草の根交流を通じて，益々両国が近付くようなお手伝いをしていきたい。 

 

◆ホストファミリー 

・この度は貴重な体験をさせていただき感謝している。わずか 2泊 3日とは言え,娘たち

は，ぜひ自分たちのお姉ちゃんになってほしい彼女たちのことを「オンニ」と呼び，次

はいつ会えるのかと今から楽しみにしている。「次に会うときまでに韓国語を話せるよう

になりたい,漢検は捨ててハン検を受けたい」と,来週期末テストと高校入試を控えた娘

の発言とは思えない事態になっており,その反応に親である私も驚いている。日韓が繋が

る次世代の絆が目の前で出来そうで嬉しい。 

 

・我が家に来てくれた韓国の学生さんは,本当に素敵な学生さんたちだった。2泊 3日の

滞在を終え,駅に送り届け,みんなで涙ながらにお別れし,帰りの車は一人,号泣しながら

運転したぐらいにすっかり家族となった。 

 

◆北海学園大学・北海商科大学関係者 

・北海学園大学でも北海商科大学でも,共に韓国語の教育には力を入れており,学ぶ学生

数も多い。そのような学生にとって今回は同世代の友人を作る大きな機会となり，良い

刺激を受けたと思う。今後も是非韓国の学生さんにお越しいただきたい。 

 

・北海商科大学では英語以外に外国語を 1つ必須で選択しなくてはいけないが,韓国語コ

ースが最も人気で優秀な学生が集まっている。そのカリキュラムは他校の韓国語専攻者

に負けないぐらいで自信がある。北海道にこのような学校があるということを韓国の皆

さんにもぜひ知っていただきたい。 

 

◆こぶし座関係者（「ソーラン節」体験指導） 

・これまでの国際交流の一環として外国の方を相手にソーラン節を指導した経験がある

が,今回の韓国の学生は呑み込みも覚えも早く,大変熱心で集中してくださり,大変教え

がいがあった。また機会があれば是非お呼びいただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．参加者の対外発信 

 
 

毎日ブログで発信（掲載写真は 2 日目の様子

を紹介したもの） 

・講義「MORE THAN プロジェクト」について 

・歓迎昼食会の様子等 

札幌で日本側学生とのフィールドワークの様子

を発信 

・第 68回さっぽろ雪まつりの様子 

 

매일 블로그로 소개 (게재한 것은 둘째날 

에 관한 내용) 

- 특강「MORE THAN PROJECT」에 대해 

- 환영오찬회에 대해 등 

삿포로에서 일본측 학생들과 필드워크로 나간 

내용에 대해 발신 

- 제 68회 삿포로 눈축제에 대해 

 

  

企業訪問の内容についての発信 

・アミノアップ化学社の概要紹介 

・開発した AHCC成分に関する紹介等 

本団全日程についての発信 

・本団初日から最終日までの様子を動画で制作，

フェイスブックで紹介 

기업방문 내용에 대해 발신 

- 아미노업화학사 개요 소개 

- 개발한 AHCC성분에 관한 소개 등 

이번 방일단 전일정에 대한 발신 

- 첫날부터 마직막날까지 모든 일정 내용을  

동영상으로 페이스북에서 소개 



  

訪日初日の様子を発信 

・東京スカイツリーからの夜景 

北海道に到着してからの様子を発信 

・赤れんが庁舎（北海道庁旧本庁舎）を見学し

た様子や，思っていたよりも沢山の雪に驚く様

子を紹介 

방일 첫째날의 모습을 발신 

- 도쿄 스카이츠리에서 본 야경 

홋카이도에 도착한 후의 모습을 발신 

- 아카렌가청사(홋카이도청 구 본청사)를 견학 

한 모습과 생각보다 많았던 눈에 대한 놀라움 

에 대해 소개 

  

4 日目の夕食の様子をブログで発信 

・この日が節分ということで節分の由来や，恵

方巻きの食べ方等を紹介 

札幌で日本側学生とのフィールドワークの様子

をブログで発信 

・第 68回さっぽろ雪まつりの様子 

나흘째 저녁식사의 모습을 블로그로 발신 

- 이날이 ”세츠분”이라 세츠분에 관한 설 

명과”에호마키”를 먹는 방법에 대한 소개  

삿포로에서 일본측 학생들과 필드워크로 나간 

내용에 대해 블로그로 발신 

- 제 68회 삿포로 눈축제에 대해 

 

 



７．報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

  

最終日の帰国当日の午前中に，8 団と 9 団共に同じ会場で，グループ別（各団 6 グルー

プ，計 12 グループ）にそれぞれテーマを決め，今回の訪日についての成果及び帰国後のア

クション・プランについて発表した。主に，北海道の文化や地産地消の体験を通して様々な

日本文化に触れた一行は，「地産地消」「横浜市民との交流」「ホームステイ」「学校訪問」

「企業訪問」「北海道地域の魅力」をはじめ，多岐にわたるテーマの発表と共に，それぞれの

立場で家族や友人など身近な人々へはもちろん，SNS や授業,各種会議や会合,研究会等

で今回の経験を広く紹介すると力強く約束してくれた。 

その約束通り，同団団員たちは，訪日中に1000件以上，帰国後も300件以上，合計1300

件以上（2/25 現在）の SNS 発信を実践した。 

일정 마지막 날 귀국 당일 오전에 8단과 9단이 같은 회장에서 그룹별 (각 단 6

그룹, 총 12그룹) 로 각각 테마를 정해서 이번 방일로 거둔 성과 및 귀국 후의 액

션플랜에 대해 발표했다. 주로 홋카이도 문화나 지산지소 체험을 통해 다양한 일

본 문화에 접한 일행은, 「지산지소」「요코하마시민과의 교류」「홈스테이」「학

교방문」「기업방문」「홋카이도지역의 매력」등을 비롯하여 다양한 테마의 발표하

면서 각 입장에서 가족이나 친구 등 주변 사람들은 물론, SNS 나 수업, 각종 회의

나 모임, 연구회 등에서 이번 경험을 널리 소개하겠다고 약속했다. 

그 약속대로 이번 단원들은 방일중에 1000 건 이상, 귀국 후에도 300 건 이상, 

총 1300건 이상 (2/25 현재) 의 SNS발신을 실천했다. 

 


