
 

日本大学生訪韓団 2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 20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，京畿道龍仁市・城南市，忠清南道牙山市，釜山広域市 

 

2．日程    

3月 14 日（火） 

入国（金浦国際空港）,【ソウル市内視察】国立ハングル博物館 

3月 15 日（水） 

韓国国立国際教育院訪問，【城南市内視察】板橋博物館 

【学校訪問・交流】慶熙大学校訪問，K-POPダンス体験 

3月 16 日（木） 

【学校訪問・交流】三育大学校 

3月 17 日（金） 

【文化体験】韓服試着，メドゥプ（組み紐），【文化遺産視察】昌徳宮 

 ホームステイ対面式 

3月 18 日（土） 

 終日ホームステイ 

3月 19 日（日） 

 ホームステイから再集合 

3月 20 日（月） 

忠清南道牙山市へ移動，【牙山市内視察】外岩民俗村，【文化体験】コチュジャン作り 

釜山へ移動 

3月 21 日（火） 

【釜山市内視察】海東龍宮寺 

3月 22 日（水） 

【釜山市内視察】釜山港湾案内船乗船,釜山近代歴史館,甘川文化マウル,成果報告会 

3月 23 日（木） 

出国（金海国際空港） 
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3．プログラム記録写真  

  

3月 14日 国立ハングル博物館訪問（ソウ

ル特別市） 

3月 15日 国立国際教育院訪問（京畿道城

南市） 

3월 14일 국립한글박물관 방문 

(서울특별시） 

3월 15일 국립국제교육원 방문 

(경기도 성남시） 

  

3月 15日 慶熙大学校 学生交流（京畿道

龍仁市） 

3月 16日 三育大学校 学生交流（ソウル

特別市） 

3월 15일 경희대학교 학생교류 

（경기도 용인시） 

3월 16일 삼육대학교 학생교류 

(서울특별시) 

  

3月 17日 メドゥプ（組み紐）体験（ソウ

ル特別市） 

3月 17日 ホームステイ対面式（京畿道龍

仁市） 

3월 17일 매듭체험(서울특별시) 3월 17일 홈스테이 대면식(경기도 용인시) 
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3月 20日 コチュジャン作り体験（忠清南

道牙山市） 
3月 21日 海東龍宮寺見学（釜山広域市） 

３월 20일 고추장 담그기 체험 

(충청남도 아산시) 

3월 21일 해동용궁사 견학 

(부산광역시) 

  

3月 22日 釜山港湾公社港湾案内船 乗船 

（釜山広域市） 

3 月 22 日 釜山近代歴史館見学（釜山広域

市） 

3월 22일 부산항만공사 항만안내선 승선 

(부산광역시) 

3월 22일 부산근대역사관 견학 

(부산광역시) 
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4．参加者の感想（抜粋） 

◆ 日本 大学生 

・民間レベルでの交流は，すぐに大きく状況を変えられることはないが，長い時間

をかけて，少しずつ誤解が解けていくと思われるので，その小さいけれど絶対に必

要な文化交流を継続していきたい。 

 

・今回，自分の目で見てきたものを，周りの人々に伝えて，メディアで伝わってし

まっている誤った情報を正していく。また，日本語教育を韓国でより発展させるた

めに，韓国語学習，そして日本語教育の知識を深めたい。 

 

・「韓国」という国をアジアのひとつの国としてしかとらえていなかったが，今回の

渡韓で大好きなホストファミリーがいる国に変わった。今後も交流を続けていきた

い。 

 

・互いの国にさまざまな政治問題や歴史問題があっても，一人一人が歩み寄れば仲

良くなれると信じており，今回の訪韓団でそれは実現できると感じた。国同士の問

題を解決するのは長い道のりだが，今回出会えた韓国人の方々とは，ずっと長く続

く良い関係でありたいと思った。 

 

5．受入れ側の感想 

 大学訪問先の学生 

・初対面でいきなり話かけると負担に感じると思い，気軽に話しかけることもでき

ずにいましたが，それに気がつき配慮をしてくれたおかげで，気持ちが軽くなり，

本当に久しぶりに会った友達のように接することができました。写真を撮ったり，

談笑をしたり，楽しい時間を過ごしたため，別れる瞬間はとても残念だと感じるほ

どでした。 

 

  ・この間，両国間に存在していたよくない出来事によって偏見を持って見ていまし

たが，今日，出会った友達はとてもいい人でした。今更ながら，現在，私たちの前

に存在する多くの葛藤がとても歯がゆくて残念に思いました。これからもこのよう

な交流が増えて，韓日関係もいい方向に進んでいけばと願っています。 

 

 ホームステイホストファミリー 

・一番記憶に残っていることは，疲れているかもしれないのに，そのような素振り

も見せずに，会話が続くようにしてくれたことと，気になることを質問したときに

細かく答えてくれたことです。これから日本語を一生懸命学び，今度，日本に行く

ことになったら，必ずまた会いたいです。 
 

・３日という短い時間でしたが，一生忘れられない思い出と友達ができました。次

に会う約束もしました。この先もこのような関係をより発展させていきたいと思い

ます。機会があったら，またホストファミリーをやりたいです。 
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6．参加者の対外発信 

  

日本大学生訪韓団第 2 団の団体 Facebook ペ

ージを新たに作成し,運営。訪韓中の活動内

容を紹介。 

日本大学生訪韓団第 2 団で得た成果につい

て紹介。 

일본대학생 방한단 제 2 단 단체 Facebook 

page 를 작성하여, 운영. 방한단 활동내용

에 대하여 소개. 

일본대학생 방한단 제 2 단에서 얻은 성과

에 대하여 소개. 

  

日本大学生訪韓団第 2団の団体 instagramペ

ージを新たに作成し,運営。訪韓中の活動内

容を紹介。 

日本大学生訪韓団 2団の成果を instagramで

紹介。 

일본대학생 방한단 제 2 단 단체 instagram 

page 를 작성하여, 운영. 방한단 활동내용

에 대하여 소개. 

일본대학생 방한단 제 2 단에서 얻은 성과

에 대하여 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 

  

日程を通じて，事実をしっかり知ることの重

要性に気がついた。今後は WEBメディアで今

回の訪韓団について，記事を書いて発信して

いきたい。 

今後も，今回出会った方々と連絡を取り合っ

ていきたい。また，日本に来たときは自宅に

ホームステイをさせてあげたい。 

일정을 통하여,사실을 제대로 이해할 중요

성을 알게 되었다. 앞으로는 웹미디어에서 

이번 방한단에 대하여 기사를 쓰고 발신하

고 싶다. 

앞으로도 이번에 만난 분들과 연락을 유지

하고 싶다. 또한 일본에 올 때는 홈스테이

를 시켜주고 싶다. 
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