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韓国青年訪日団第 1・2 団（招へいプログラム）の記録  

（対象国：韓国，テーマ：日本の地方の魅力と地域活性化を探る（長崎編）） 

 

１．プログラム概要 

 韓国全土から選抜された大学生等が，7月 19日から 28日までの 9泊 10日の日程で

来日し,テーマ「日本の地方の魅力と地域活性化を探る（長崎編）」のもと，対日理解を

深めました。 

 一行は，都内で講義「長崎県の魅力と地域活性化」を聴講し，都内の地域活性化の取

り組みの例として浅草六区再開発地域視察，同世代交流の一環として大学訪問等を行っ

た後，長崎県でホームステイ，地域活性化の現場視察，文化体験等を行いました。 

長崎の地場産業や地域活性化の取り組み・地産地消，伝統文化や生活に根付いた文化，

そして原爆被害とその惨状等にも強い関心を示し，各々の体験や感想について SNSを

通じて対外発信を行いました。また，帰国前の報告会では，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）について発表しました。  

 

【訪問地】 

東京都，千葉県，長崎県，福岡県 

 

 

２．日程    

7月 19 日（水） 成田国際空港から入国，【視察】東京スカイツリー 

 

7月 20 日（木） 

【学校交流】１団：神田外語大学，２団：目白大学 

【講義】長崎県の魅力と地域活性化，歓迎夕食会 

 

7月 21 日（金） 【視察】浅草六区再開発地域，【文化体験】浴衣着付け 

 

7月 22 日（土） 

長崎県島原半島へ移動，【表敬・講義】南島原に関するブリーフィング 

【交流・文化体験】ホームステイ対面式（南島原市） 

 

7月 23 日（日） 終日，ホームステイ 

 

7月 24 日（月）  

【交流・視察】市民ガイドと共に島原市内視察 

【文化体験】雲仙温泉にて日本旅館体験及び雲仙地獄等周辺視察 
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7月 25 日（火） 

長崎市へ移動， 

【交流・視察】ボランティアガイドと共に長崎平和公園及び長崎原爆資料館見学 

【視察】長崎市内 

 

7月 26 日（水） 

佐世保へ移動， 

【産業視察】日本遺産「日本磁器のふるさと肥前」内，三川内焼生産地域を三川内磁器

工業協同組合の方による案内と共に視察， 

【視察】展海峰展望台，日本遺産「日本近代化の躍動を体感できるまち」佐世保市内 

 

7月 27 日（木）  

【視察】西海国立公園九十九島エリア（水族館「海きらら」，ヨット操船・シーカヤッ

ク体験等），福岡へ移動，成果報告会 

 

7月 28 日（金） 福岡国際空港から帰国 

 

 

３．プログラム記録写真  

（１・２団） 

 
 

7月 20 日【学校交流】1団：神田外語大学

（千葉県千葉市美浜区） 

7月 20日【学校交流】2団：目白大学 

（東京都新宿区） 

7월 20일 【학교교류】1단 : 간다외어 

대학（치바현 치바시 미하마구） 

7월 20일 【학교교류】2단 : 메지로 

대학（도쿄도 신주쿠구） 
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7月 20 日【講義】長崎県の魅力と地域活性

化について（東京都港区） 

7月 21日【文化体験】浴衣着付け 

（東京都台東区） 

7월 20일【강의】나가사키현의 매력과 

지역활성화에 대해 (도쿄도 미나토구） 

7월 21일【문화체험】유카타 시착 

（도쿄도 다이토구） 

 
 

7月 22 日【表敬・講義】南島原市表敬， 

同市ブリーフィング（長崎県南島原市） 

7月 23日【交流】ホームステイ 

（長崎県南島原市） 

7월 22일【예방・강의】 

미나미시마바라시 예방 및 브리핑 

（나가사키현 미나미시마바라시） 

7월 23일【교류】홈스테이  

（나가사키현 미나미시마바라시） 

  

7月 24 日【交流・視察】市民ガイドと共に

島原市内視察（長崎県島原市） 

7月 25日【交流・視察】市民ガイドと共に

長崎原爆資料館視察（長崎県長崎市） 

7월 24일【교류・시찰】시민가이드와 

함께 시마바라시내 시찰 

 (나가사키현 시마바라시） 

7월 25일【교류・시찰】시민가이드와 

함께 나가사키원폭자료관 시찰 

（나가사키현 나가사키시） 
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7月 26 日【視察】日本遺産「日本磁器のふ

るさと肥前」内，三川内焼生産地域を三川

内磁器工業協同組合の方と共に 

（長崎県佐世保市） 

7月 27日【視察】西海国立公園九十九島エ

リア・水族館「海きらら」 

（長崎県佐世保市） 

7월 26일【시찰】일본유산「일본자기 

고향 히젠」중 미키와치도자기 생산 

지역을 미카와치자기공업협동조합 분과  

함께 (나가사키현 사세보시) 

7월 27일【시찰】서해국립공원 

구주쿠시마지역・수족관「우미키라라」 

(나가사키현 사세보시) 

 

 

４．参加者の感想（抜粋） 

 

◆ 韓国 大学生 

・政治・歴史的には依然として解決しなくてはいけない問題が残っているものの，民間

交流の側面においては親近感が増しており，より近付こうとする思いを感じ取ることが

できた。今後はこのような民間交流がより活性化し，多くの方々が交流できる機会があ

ることを望む。 

 

・ホストファミリーの皆さんの大きな愛を直に感じた。韓国人として反日感情はあった

し，反韓感情を持つ日本人への恐ろしさ等も感じていたが，ホストファミリーの皆さん，

またその周辺の村人の皆さんはみな壁もなく感動した。韓日関係の問題は，私たち民間

の人々同士の交流でより発展できると確信できるようになった。政府間による断片的な

交流ではない，民間人同士の交流をより増やすべきだ。その方が相互理解が深まる。帰

国後は日本語を習うことに決めた。そして，日本の皆さんとより多くの交流をして私た

ちにある深い溝を失くしたい。 

 

・日本の被爆者について悲しみの感情はなかったが，長崎の原爆資料館や平和公園を訪

問して原爆に関する深い話を聞くことにより，悲しみの感情や追悼の思いを持つように

なった。 

 

・ホストファミリーの皆さんと韓日関係について話したとき，「韓国と日本は離れたく
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ても離れられない関係，それなら仲良しの方が良いに決まっている。日韓関係が悪いと

言ってもそれは上の方の世界（政治・外交等）での話で，私たちとは関係ない話。私た

ち一般人はそれを意識することなく韓国のことが好きなだけである」と語ってくれ，私

も政治的な面ばかりに目を取られるのではなく，その背後にいる庶民的な日本の人々の

思いに目を向けなくてはと思った。 

 

 

５．受入れ側の感想 

 

 訪問校関係者 

韓国語専攻のある我が校としては，韓国人学生の訪問団はいつも歓迎したいし，い

つも交流後に韓国語学習への意欲や韓国語留学を真剣に考える等の良い効果も見

えているので今後も是非訪問していただきたい。 

 

◆ 交流した韓国語専攻の学生 

  韓国の学生と交流する機会を与えていただいて感謝したい。一緒に学食を楽しんだ

り，ディスカッションなどを通じてお互いの理解が深まったり，とても良い交流が

できた。今でも交流した友人とは SNS を通じて連絡を取り合っている。また会う約

束もしているし，韓国語の勉強を頑張るモチベーションが上がった。また是非交流

会をしたい。 

 

 自治体関係者 

数ある地域の中から長崎を選んでいただき，一週間近い滞在をしていただけるとは

有り難い限りである。長崎についての話をした際には，なかなか鋭い質問もあった

りしたが，それだけ関心が高いという証拠でもあると感じた。是非，長崎の魅力を

たくさんの方々に伝えていただきたい。 

 

◆ ホームステイ受け入れ機関 

  韓国の学生は礼儀正しく積極的でホストファミリーからも大人気である。今回は偶

然地域の夏祭りと花火大会と重なり，学生の皆さんも大喜びだったようで，一生の

思い出ができたと何人も話しているのが印象的だった。今後も是非来ていただきた

いし歓迎を約束する。 

 

 三川内磁器工業協同組合関係者 

周りにより有名な陶磁器の産地があるため，なかなかここまで来てくださる方は少

ないし，韓国からの来場者もまだまだ少ないので今回の訪問は本当に嬉しいしあり

がたい。今後も歓迎したいので，是非お越しいただきたい。 

 

 

 



 

6 

６．参加者の対外発信 

 

 

学校訪問についての発信 

 

2日目 

目白大学見学 

朝から歓迎してくれた目白大学の学生の

皆さん。短い時間だったがとても親しくな

ることができ，別れが残念だった。 

ホームステイについての発信 

 

2017.7.22～24 

長崎：南島原でのホームステイ 

 

日本の田舎は本当に良かったです！ 

まちはら家の家族の皆さん，本当にありが

とうございました！ 

忘れられない夏の思い出を作ってくださり

ありがとうございました！ 

次の機会にまた訪れますね！ 

학교방문에 대한 발신 

 

2일차 

메지로대학 견학 

아침부터 환영을 해주셨던 메지로 학생들 

짧은 시간이었지만 너무 친해져서 아쉬웠

다.  

홈스테이에 대한 발신 

 

나가사키 : 미나미시마바라에서의 홈스테

이 

 

일본의 시골 정말 좋았습니다! 

마치하라 가족분들 정말 감사했습니다! 

잊지 못할 여름의 추억 만들어주셔서 감

사합니다! 다음에 또 찾아뵐게요! 
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長崎平和公園，原爆資料館についての発信 

 

7日目 

 

長崎市内に移動して長崎ちゃんぽんと皿

うどんを食した後，原爆落下中心地を訪問

したが，とても悲しく，これからは 11時 5

分（原文ママ）にさえなれば思い出すだろ

う・・・。長崎市内には珍しい電車が走り，

東京より比較的静かだった・・・。 

三川内焼生産地域視察についての発信 

 

訪日 8日目 

 

今日は長崎の三川内焼博物館を訪れ，佐世

保バーガーを食べて展望台に行きました。 

陶磁器を作る際の繊細さと技術，そして匠

人精神は朝鮮の陶工等が渡ってきて伝えた

と聞いたが，朝鮮の陶工等は陶磁器技術を

伝えながら良い暮らしぶりだったそうだ。 

나가사키평화공원, 원폭자료관에 대한 

발신 

 

7일차 

 

나가사키 시내로 이동하여 나가사키 짱

뽕과 사라우동 먹고 원폭현장 방문 너무 

슬프고 이제 11 시 5 분만 되면 생각난

다..나가사키 시내는 특이한 전철이 있

었고 도쿄보단 비교적 조용하였다.. 

미카와치도자기생산지역 시찰에 대한 발

신 

 

방일 8일째 

 

오늘은 나가사키의 미카와치도자기 박물

관에 갔다가 사세보 버거를 먹고 전망대

에 갔습니다. 

도자기를 만드는 섬세함과 기술 그리고 

장인정신, 조선의 도공들이 넘어가 전수

했다고 하는데요, 한국인 도공들은 도자

기 기술을 전수하여 호화를 누렸다고 합

니다… 
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７．報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

  

1団では，10日間の日程を振り返ると共に，

各種視察やホームステイを通じての成果と

SNS 発信数（600件以上）及び帰国後のアク

ション・プランについて発表した。 

代表的な発表内容としては，団員の中には

パワーブロガーがおり，今回の日程を日本

の魅力と共に詳細にブログで紹介すると抱

負を語ったり，SNS はもちろん各大学内の

各種イベント等での紹介するとしたり，今

回の成果を動画に仕上げて韓国内の日本関

連のみならず旅好きの有名サイトにアップ

して紹介したい等，今後の活動に期待が持

てるような内容の発表が多かった。 

2 団も 1 団同様に，10 日間の日程を振り

返ると共に，各種視察やホームステイを

通じ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。 

内容的にも 1 団と類似しているが，長崎

平和公園と原爆資料館を訪問したことに

より，原爆とその被害者，平和について

真剣に考えるようになり，帰国後独自に

資料を収集して 1 つの報告書を仕上げた

いと語っていた団員がいた。また，今回

の訪日で日本が近くて近い国になったと

笑顔で語る団員もいた。 

1단은 10일간의 일정을 돌이켜보면서 각

종 시찰이나 홈스테이를 통한 성과와 

SNS 발신수(600 건 이상) 및 귀국 후의 

액션플랜에 대해 발표했다. 

대표적인 내용으로는, 단원 중에 있는 파

워블로거가 이번 일정을 일본의 매력과 

함께 상세히 블로그로 소개하겠다고 포부

를 밝혔고, SNS는 물론 각 대학 내의 각

종 행사 등에서 소개하겠다, 이번 성과를 

동영상으로 만들어 한국내의 일본 관련 

사이트 뿐만 아니라 여행을 좋아하는 사

람들을 위한 유명 사이트에 올리겠다는 

등, 향후 활동을 기대할 수 있는 내용들

이 많았다. 

2단도 1단과 같이 10일간의 일정을 돌

이켜보면서 각종 시찰이나 홈스테이 를 

통한 성과 및 귀국 후의 액션플랜에 대

해 발표했다. 

내용적으로도 1단과 유사했지만 나가사

키평화공원과 원폭자료관을 방문한 것

을 계기로 원폭과 그 피해자, 평화에 

대해 진지하게 생각하게 되어 귀국 후 

독자적으로 자료를 수집해서 보고서를 

만들고 싶다고 하는 단원이 있었다. 또

한 이번 방일로 일본이 가깝고 가까운 

나라가 됐다고 미소를 지으면서 말한 

단원도 있었다. 

 


