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平昌冬季五輪ボランティア訪日団（招へいプログラム）の記録  

（対象国：韓国，テーマ：平昌冬季五輪での日本語ボランティア活動に向け， 

日本理解を深める） 

 

１．プログラム概要 

 2018年 2月に開催予定の平昌冬季五輪で日本語ボランティアを務める韓国人大学生

等 21 名が，8月 1日から 10日までの 9泊 10日の日程で来日し,テーマ「平昌冬季五輪

での日本語ボランティア活動に向け，日本理解を深める」のもと，対日理解を深めまし

た。 

 一行は東京都でオリンピック・パラリンピック関係の表敬訪問や日本の「おもてなし」

に関する講義，体験実習を行いました。その後，札幌市に移動し，2017冬季アジア札

幌大会ボランティア経験者との意見交換やホームステイ等を実施しました。プログラム

中，日本のオリンピック・パラリンピックへの取組みや「おもてなし」文化に強い関心

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）について各人が発表しました。 

 

【訪問地】 

東京都，北海道 

 

２．日程    

8月 1日（火） 羽田国際空港から入国 

【表敬・講義】東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

 

8月 2日（水） 

【講義】日本の「おもてなし」について 

【表敬】萩生田光一官房副長官 

 

8月 3日（木） 

【交流・視察】東京大学学生と共に星のや東京を訪問，おもてなしに関する講演・体験

実習，東京大学学生と日本のおもてなしに関する意見交換 

 

8月 4日（金） 

北海道へ移動，【表敬】北海道庁，【視察】北海道庁旧本庁舎 

 

8月 5日（土） 

【交流・視察】小樽運河周辺（小樽市民ガイドと共に） 

【交流】ホームステイ対面式 
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8月 6日（日） ホームステイ 

 

8月 7日（月） 

【交流】2017冬季アジア札幌大会活動ボランティア経験者との意見交換会 

【交流・視察】同ボランティアと共に札幌五輪関連施設視察（札幌オリンピックミュー

ジアム，大倉山ジャンプ競技場） 

 

8月 8日（火） 【視察】旭山動物園，美瑛・富良野地区 

 

8月 9日（水）  

【企業訪問】株式会社ハンクス（スキー製作） 

成果報告会 

【文化体験】登別温泉にて日本旅館体験 

 

8月 10 日（木） 羽田国際空港から帰国 

 

３．プログラム記録写真  

  

8月 1日【表敬・講義】東京オリンピック・

パラリンピック競技大会組織委員会 

（東京都港区） 

8月 2日【講義】日本の「おもてなし」に

ついて（東京都港区） 

8월 1일 

【예방,강의】도쿄올림픽·패럴림픽 경기 

대회 조직 위원회（도쿄도 지요다구） 

8월 2일【강의】 

일본의「오모테나시おもてなし」에 대해서 

（도쿄도 미나토구） 
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8月 3日【交流・視察】東京大学学生と星

のや東京訪問・実習（東京都千代田区） 

8月 3日【交流・視察】東京大学学生と「お

もてなし」に関する討議（東京都目黒区） 

8월 3일【교류,시찰】 

도쿄대학 학생들과 호시노야(星のや）도쿄 

방문,실습(도쿄도 지요다구） 

8월 3일【교류,시찰】 

도쿄대학학생들과「오모테나시」에 관한 

디스커션（도쿄도 메구로구） 

  

8月 4日【表敬】北海道庁 

（北海道札幌市） 

8月 5日【交流・視察】小樽運河等（小樽市

民ガイドと共に）（北海道小樽市） 

8월 4일【예방】홋카이도청 방문 

（홋카이도 삿포로시） 

8월 5일【교류,시찰】오타루운하등(오타루 

시민가이드과 함께)（홋카이도 오타루시） 

  

8月 5日【交流】ホームステイ対面式（北

海道札幌市） 

8月 7日【交流】2017 冬季アジア札幌大会

活動ボランティア経験者との交流 

（北海道札幌市） 

8월 5일【교류】 

홈스테이 대면식（홋카이도 삿포로시） 

8월 7일【교류】 

2017동계 아시아 삿포로 대회에서 활동한 

자원봉사들과 교류（홋카이도 삿포로시） 
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8月 7日【交流・視察】2017 冬季アジア札幌

大会活動ボランティアと共に札幌オリンピ

ックミュージアム，大倉山ジャンプ競技場

（北海道札幌市） 

8月 9日【企業訪問】株式会社ハンクス（ス

キー製作企業）（北海道札幌市） 

8월 7일【교류,시찰】 

2017동계 아시아 삿포로 대회에서 활동한 

자원봉사자와 함께 삿포로 올림픽 박물관 

오쿠라야마 점프경기장 

（홋카이도 삿포로시） 

8월 9일【기업 방문】 

주식회사 HANKS (스키 제작기업) 

（홋카이도 삿포로시） 

 

４．参加者の感想（抜粋） 

◆ 韓国 大学生 

・今まで深くボランティアについて考えてなかったように思う。言葉を訳す役割ができ

ればよいと思っていた。おもてなしについて，直接体験しながら意識を新たにした。ス

ポーツ・文化を通した日韓関係発展の可能性を感じた。 

 

・札幌冬季アジア大会ボランティアとの交流が印象に残った。通訳は，単に，言葉を通

訳する機械のように思っていたが，おもてなしの心が必要だと学んだ。平昌冬季五輪本

番までもっと日本語を頑張りたい。 

 

・東京の日程で五輪への関心の高さ，熱情を感じた。服部先生の講義を聞いたときは実

感できなかったが，徐々におもてなしについて実感することができた。五輪後も日本と

の架け橋として，是非東京五輪でも活動できればと思う。 

 

５．受入れ側の感想 

 自治体関係者 

平昌冬季五輪で日本語ボランティアを務める大学生の皆さんを札幌冬季五輪開催

地である北海道にお迎えでき，大変光栄に思います。 

2017 冬季アジア札幌大会などで活躍されたボランティア経験者との交流や企業訪

問など，有意義なプログラムを実現することができ，大変良い機会となりました。

今後日韓両国は，互いにオリンピック開催を控えていることから，成功に向けて，
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引き続き，連携・協力を進めていくことが，とても重要だと感じました。 

また，訪日団の皆さんに SNSを通して北海道の魅力を発信していただいたことによ

って，今回の事業が国際化の推進のみならず，地域活性化にも繋がるものであると

実感しました。 

  

 2017 冬季アジア札幌大会活動ボランティア経験者 

スポーツボランティアについて,さまざまな意見交換ができました。大学生の皆さ

んが大変熱心で感心しました。今回自分が話したボランティア経験を平昌冬季五輪

で生かしてもらえれば大変嬉しく思います。 

他国のスポーツボランティアと交流する機会が少ないので，とても良い機会でした。 

今後もスポーツボランティア同士の交流が続くことを願います。 

 

 交流した日本の大学生 

平昌冬季五輪のボランティアに「おもてなし」などを学んでもらうという，プログ

ラム全体の趣旨に対しても，大変興味深いと思いました。東京五輪に向けて日本の

学生達もこのような経験をすべきだと考えます。 

 

６．参加者の対外発信 

  

冬季アジア札幌大会のボランティアの

方々に会った。皆さん，熱心でとても素

晴らしかった。たくさんのお話をし，ボ

ランティアの秘訣も知ることができた。

翌日の新聞にも取り上げられた。 

今日は東京大学学生たちと丸一日講義や討

論を行った。とても貴重な交流だった。仲

良くなれて嬉しいし，これからも個人的に

会っていければと思う。 

동계 아시아 삿포로 대회의 자원봉사  

분들을 만났다.다들 열정이 아주 대단 

하셨다.많은 얘기를 나눴고 봉사 팁도 

얻을 수 있었다.  

다음 날 신문에 우리가 실리기도 했다. 

오늘은 도쿄 대학교 학생들과 하루종일 

강의와 토론 등을 한 날.너무 귀중한 교

류회였다.친해져서 너무 좋고 앞으로도 

개인적으로 만나서 놀 수 있었으면 좋겠

다. 
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７．報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

 

10 日間の日程を終えて,今回，東京五輪関連ブリーフィングや過去五輪開催地である札

幌訪問等の五輪関係の視察，講義や日本の大学生との交流を通じて学んだ日本の「おも

てなし」を中心に，成果及び帰国後のアクション・プランについて発表した。SNSや授

業，各種の会合等で今回の経験を広く紹介し，平昌冬季五輪での活動に生かすという発

表を全員が行った。 

10 일간의 일정을 마쳐서 이번 도쿄 올림픽과 관련된 브리핑,과거 올림픽 개최지인 

삿포로 방문 등의 올림픽지 시찰, 강의 및 일본 대학생과의 교류를 통해서 배운 일

본의 「오모테나시」를 중심으로 성과 및 귀국 후의 활동 계획에 대해 발표했다.모든

참가자가 SNS나 수업, 각종 모임 등에서 이번 경험을 소개하여 평창 올림픽 활동에 

활용해나가겠다고 발표했다. 

 


