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韓国青年訪日団 10・11 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） 

の記録 

 

1．プログラム概要 

 在韓日本大使館から選抜された高校生等 71名が，2月 14日から 23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」のもと，対日理解を深

めました。 

 一行は東京都のほか広島県，和歌山県，京都府，大阪府において，文化体験や視察,

ホームステイ，学校訪問等を行い,関係者との意見交換・交流等を実施しました。プロ

グラム中，各地域の特産物や伝統文化，日本の自然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，広島県，和歌山県，京都府，大阪府 

 

2．日程    

2月 14 日（火） 

入国（羽田空港） 

 

2月 15 日（水） 

（10団・11団）【講義】「MORE THAN プロジェクト」について，歓迎昼食会 

（10団）【文化体験】着物着付け，浅草視察 

（11団）【文化体験】能体験 

 

2月 16 日（木） 

（10団）【視察】三鷹の森ジブリ美術館,【学校訪問】都立三鷹中等教育学校 

（11団）【学校訪問】植草学園大学附属高等学校,【視察】お台場 

 

2月 17 日（金） 

（10団）広島県へ移動，【視察】宮島・厳島神社,【文化体験】杓子作り 

（11団）和歌山県へ移動，【体験】マーマレード作り,【文化体験】温泉旅館 

 

2月 18 日（土） 

（10団）【視察】広島平和記念資料館・平和記念公園（韓国人原爆犠牲者慰霊碑含む）,

【交流】ホームステイ対面式（江田島市） 
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（11団）【視察】白浜海中展望塔,三段壁洞窟,【文化体験】紀州備長炭風鈴作り,【交

流】ホームステイ対面式（白浜町） 

 

2月 19 日（日） 

終日ホームステイ 

 

2月 20 日（月） 

ホームステイから再集合 

（10 団）【学校訪問】広島県立大柿高校 

（11団）【産業視察】紀州梅干館,【学校訪問】和歌山県立星林高等学校,京都へ移動 

 

2月 21 日（火） 

（10団）【産業視察】まるか食品株式会社,【視察】千光寺ほか,【文化体験】温泉旅館 

（11団）【文化体験】着物着付け，抹茶作り,【視察】平等院鳳凰堂 

 

2月 22 日（水） 

（10団）【視察】朝鮮通信使関連施設,大阪へ移動【文化体験】能体験，成果報告会 

（11団）大阪へ移動,【産業視察・体験】インスタントラーメン発明記念館・チキンラ

ーメンとオリジナルカップヌードル作り,【文化体験】和太鼓，成果報告会 

 

2月 23 日（木） 

出国（関西空港） 
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3．プログラム記録写真  

訪日団 10団の記録 

  

2月 15 日 講義「MORE THAN プロジェクト

について」（東京都港区） 

2 月 15 日 着物着付け体験（東京都台東

区） 

2 월 15 일 강의 「MORE THAN 프로젝트에 

대해서」 (도쿄도 미나토쿠) 

2 월 15 일 기모노 체험 (도쿄도 다이토

쿠) 

 

 
2 月 16 日 三鷹中等教育学校(東京都三鷹

市） 

2 月 19 日 ホームステイで雛祭りの準備

（広島県江田島市） 

2월 16일 미타카중등교육학교(도쿄도 미

타카시) 

2월 19일 홈스테이에서 히나마쓰리 준비 

(히로시마현 에타지마시) 

  
2 月 20 日 広島県立大柿高校で交流（広島

県江田島市） 

2月 20日 ホストファミリーと共に江田島

オリーブファクトリー訪問（広島県江田島

市） 

2 월 20 일 히로시마현립 오가기고등학교 2월 20일 호스트패밀리와 함께 에타지마
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에서 (히로시마현 에타지마시)  올리브 팩터리 방문(히로시마현 에타지

마시) 

  
2月 21 日 尾道市内視察（広島県尾道市） 2月 22日 朝鮮通信使の滞在施設見学（広

島県福山市） 

2월 21일 오노미치시내 시찰(히로시마현 

오노미치시) 

2 월 22 일 조선통신사 체재시설 견학(히

로시만현 후쿠야마시) 

 
訪日団 11団の記録 

 
 

2月 15 日 能体験（東京都文京区） 2月 16日 植草学園大学付属高等学校（千

葉県千葉市） 

2월 15일 노 체험(도쿄도 분교구) 2월 16일 우에쿠사가쿠엔대학부속고등학

교(치바현 치바시) 

  

2月 17 日 和歌山県産柑橘でマーマレー

ド作り体験（和歌山県田辺市） 

2月 20日 ホストファミリーとの別れ（和

歌山県西牟婁郡白浜町） 
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2월 17일 와카야마현산 감귤로 마멀레이드 

만들기 체험(와카야마현 다나베시) 

2 월 20 일 호스트패밀리와 작별(와카야마

현 니시무로군 시라하마쵸) 

  

2月 20 日 和歌山県特産梅干工場視察（和

歌山県日高郡みなべ町） 

2月 21日 宇治特産抹茶体験（京都府宇治

市） 

2 월 20 일 와카야마현특산 우메보시공장

시찰(와카야마현 히다카군 미나베쵸) 

2 월 21 일 우지특산 말차체험(교토부 우

지시) 

 

 

2月 22 日 小麦粉から作るインスタント

ラーメン作り体験（大阪府池田市） 

2月 22日 和太鼓体験（大阪市浪速区） 

2월 22일 밀가루로부터 만드는 인스텐트

라면 만들기 체험(오사카부 이케다시) 

2 월 22 일 와다이코(일본북) 체험(오사

카시 나니와구) 

 

4．参加者の感想（抜粋） 

◆ 韓国 高校生 

・訪日前は日本語学習の必要性を感じなかったが，ホームステイのホストファミリーと

日本語で話をしたいので日本語の勉強を頑張りたいし、日本との交流に積極的に参加し

ていきたい。 

 

・広島県江田島市でのホームステイで，景色の美しさと各家庭が伝統文化を守っている

姿に感銘を受けた。またホストファミリーのような高齢の方が自分のような韓国の高校

生と交流を望んでいる姿を見て，これから自分も日韓交流に積極的に関わりたいと思っ

た。 

 

・授業やネットで見る情報の影響もあり，偏見から始まった日程だったが，実際に訪れ

てみる日本の姿はあまりにも異なり，多くの交流を通じて得た素晴らしい人とのご縁を

通して，多くの学びを得ることができ，偏見を捨てることができた訪日であった。 
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・日本はどこに行っても清潔で快適であるし，日本の方々のご挨拶は本当に気分が良い。

元々日本には関心が高かったが，今回の訪日でさらに多くのことを学んだ成果を，日本

への知識が足りない人や偏見のある人々には，視覚重視の写真や映像を中心にインスタ

グラム，フェイスブック，ツイッター等で魅力を伝え，日本への関心が高い層にはブロ

グなど，内容重視でより詳しく魅力を伝えていきたい。 

 

・今回の訪日で自分の将来の進路の方向性が定まり，嬉しかった。日本の大学に行きた

いし，日本で就職してやりがいのある仕事に就きたいと思う。また，私がなぜこれほど

までに日本に惹かれるのかを SNS等を通じて積極的に発信していきたい。 

 

5．受入れ側の感想 

◆訪問先で交流した日本側生徒 

・私は元々韓国の文化に興味があったので，この日を楽しみにしていました。初めて会

った韓国の高校生はとても親しみやすく，楽しく話すことができました。また授業に一

緒に参加することで同じことをやりとげたので，より仲良くなれたのだと思います。昼

休みは食文化やその他の話題で話が尽きず，貴重な 1日になりました。 

 

・今回の交流で更に韓国のことを好きになりました。韓国の生徒の中には日本語をしっ

かりと勉強して 1年で流暢に話せる人がいて驚きました。私も様々な言葉を学習して他

国の人とコミュニケ―ションを取れるようになりたいと強く思うことができ，とても良

い経験になりました。 

 

・私は韓国について日本と近い国，将来行ってみたい国くらいの興味しかありませんで

した。今回の交流を通して感性の違いや似ている部分があるなど，様々な発見ができて

韓国という国に対して興味が湧いてきました。私も韓国に行き，文化や生活，感性の違

いなどをもっとみつけたいと思いました。大げさかもしれませんが，今回の経験は私の

希望・期待・財産になりました。 

 

・私は韓国についてあまり知らなかったので，交流前は不安でした。しかしみんな日本

語が上手で，普段話すのと変わらない雰囲気でお互いの学校生活について話しました。

一番驚いたのは韓国では高校は大学進学のためという考えが一般的なので，ダンスなど

楽しいクラブは無く，討論など勉強になるクラブが多いことでした。自分も勉強をもう

少し頑張ろうとよい影響を受けました。短い時間でも仲良くなれたので，今後も連絡を

取り続け，お互いの文化を教え合ったり，色々なことを一緒に経験したいと思います。 

 

ホームステイ受入家族 

・お互いに深く理解し追うという気持ちが深い対話になったと思います。何事にも積極

的にチャレンジする気持ちが素晴らしく，また再会できる喜びを切に味わいたいと思い

ます。 
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・初めて韓国の学生を受け入れ，心配や不安もありましたが楽しい思い出が沢山出来ま

した。特に皆で一緒に飾ったお雛様が印象的でした。3 日間という短い時間でしたが，

楽しく過ごせたことに感謝しています。 

 

・今回初めて韓国の高校生と交流しましたが，日本語で不自由なく会話できることに驚

きました。共に話し合い一緒に笑っていると，外国の方という思いはなくなり，孫の友

達を預かっているような気持になりました。この出会いをお互いに大事にしていければ

と願っています。 

 

・心の優しい韓国の高校生にお会いできて嬉しかったです。不便な田舎暮らしでも，こ

んな素敵な出会いがあることに感謝しています。 

 

6．参加者の対外発信 

 
 

訪問 3 日目に三鷹の森ジブリ美術館を訪問

した様子をツイッターで紹介 

-まっくろくろすけの写真を掲載 

訪問 5日目に広島県訪問。広島の名物である

お好み焼き作り体験の様子を紹介 

-広島でお好み焼き作り体験！お好み焼きソ

ースをお土産で頂いた。今日は料理人になっ

た 

방문 3 일째에 미타카의 숲 지브리 미술관

을 방문한 것을 트위터로 소개. 

-마쿠로쿠로스케 사진을 게재. 

방문 5 일째에 히로시마현 방문. 히로시마 

명물인 오코노미야끼 만들기 체험을 트위

터로 소개. 

-히소시마에서 오코노미야끼 만들기 체험! 

오코노미야끼 소스도 선물로 받았다.오늘
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은 내가 요리사. 

 

 

クールジャパンリポーター8日目 

抹茶体験（ブログ） 

- 日本はお茶で有名な国なので，訪日中にお

茶は欠かせない 

- まずは緑茶がどのように加工されている

か調べてみよう 

※本学生は毎日の様子をブログで紹介 

東京から和歌山へ移動した日について紹介

（ツイッター） 

- 東京から和歌山へ移動し，和歌山特産の柑

橘でマーマレードを作ったがとても美味し

く，貴重な体験となった 

- その後，白浜温泉で夕食も含め温泉旅館体

験をし，疲れを癒した 

※本学生は毎日の様子をツイッターで紹介 

쿨재팬리포터 여덟번째날 – 말차체험 (블

로그) 

- 일본은 차로 유명하기 때문에 이번 방일 

기간 동안 차가 빠지면 안 됨 

- 먼저 녹차가 어떻게 가공되는지 죽 살펴

보자 

* 이 학생은 매일 일정에 대해 블로그로 

소개 

도쿄에서 와카야마로 이동한 날에 대해 소

개 (트위터) 

- 도쿄에서 와카야마로 이동해서 지역의 

명물인 귤로 잼을 만들었다. 정말 맛있었

고 소중한 경험을 한 것 같다. 

- 온천호텔에서 온천욕, 저녁을 먹으며 피

로를 풀었다. 

* 이 학생은 매일 일정에 대해 트위터로 

소개 

 

7．報告会での帰国後のアクション・プラン発表 
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10 日間の日程を通じて今回の訪問で発見

した日本の魅力や，感じたことを踏まえ，

今後のアクションプランを発表した。例え

ば，「ホームステイは普通の旅行では出来

ない体験で，江田島市で見たきれいな景色

と伝統文化を守る日本のご家族の方に感

銘を受けた。またホームステイを受け入れ

てくれたご家族は高齢の方だったが，日本

のご高齢の方も，自分のような韓国の若い

学生との交流を望んでおられ，自分も日韓

交流に力を入れていきたい」「日本滞在中

にホームステイや伝統文化の体験をＳＮ

Ｓで積極的に発信を行った。着物体験の写

真を掲載したら，わざわざメッセージを送

ってくれる友人がおり広報の効果を感じ

たので，帰国後も積極的にＳＮＳで発信し

たい」という発表があった。 

帰国前夜，11団はグループ別（6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，和歌山・京都・

大阪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」「学校訪問と同世代交流」「ホームス

テイ」「地域特産品工場視察」「各種文化

体験」「訪問地域の魅力」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,各種会合等で今回の経

験を広く紹介すると力強く約束してくれ

た。 

同団団員たちは，訪日中に 600 件以上，帰

国後も数十件以上（2/25現在）の SNS 発信

を実践している。 

10 일 동안의 일정을 통해 이번 방문에서 

발견한 일본의 매력이나 느낀 점을 바탕

으로 앞으로의 액션플랜을 발표했다. 예

를 들어 「홈스테이는 일반적인 여행으로

는 경험하지 못하는 체험이며 에타지마

시에서 본 아름다운 경치와 전통문화를 

지키는 일본 호스트패밀리분의 모습에 

감명을 받았다. 또한 홈스테이를 해주신 

호스트패밀리 분은 고령자분이었는데 이

분들과 같이 일본의 어르신들께서도 나

와 같은 한국의 젊은 학생과의 교류를 

바라고 있는 모습을 보면서 나도 일한교

류에 힘을 더하고 싶다고 생각했다」,「일

본 체재 중에 홈스테이나 전통문화 체험

을 SNS 로 적극적으로 발신했다.그 중에 

기모노체험의 사진을 올렸더니 일부러 

메세지를 준 친구가 있어서 홍보 효과를 

느낄 수 있었다. 귀국 후에도 적극적으

로 SNS로 발신하고 싶다」는 발표가 있었

다. 

귀국 전날 저녁에 11 단은 그룹별 (6 그

룹) 로 각각 테마를 정해서 이번 방일로 

거둔 성과 및 귀국 후의 액션플랜에 대

해 발표했다. 주로 와카야마, 교토, 오

사카의  문화나 지산지소 체험을 통해 

다양한 일본 문화에 접한 일행은, 「지산

지소」「학교방문과 동세대교류」「홈스테

이」「지역특산품공장시찰」「각종 문화체

험」「방문 지역의 매력」등을 비롯하여 다

양한 테마의 발표하면서 각 입장에서 가

족이나 친구 등 주변 사람들은 물론, SNS

나 수업, 각종 모임 등에서 이번 경험을 

널리 소개하겠다고 약속했다. 

 

이번 단원들은 방일중에 600 건 이상, 귀

국 후에도 수십건 이상 (2/25 현재) 의 

SNS발신을 실천하고 있다. 

 

 


