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「北海道・韓国 地域遺産発掘・発信交流事業」（招へいプログラム）の記録  

（対象国：韓国，テーマ：地域の宝物，北海道遺産の魅力を体験！） 

 

1．プログラム概要 

 北海道と友好提携を結んでいる韓国の 4 地域（ソウル特別市，釜山広域市，慶尚南道，

済州特別自治道）より計 20 名の大学生等が，11 月 22 日～12 月 1 日の 9 泊 10 日の日程

で来日し，テーマ「地域の宝物，北海道遺産の魅力を体験！」のもと，対日理解を深め

ました。 

 一行は，北海道内で北海道の歴史や北海道遺産についての講義を聴講し，アイヌ文様

や，旧国鉄士幌線コンクリートアーチ橋梁群等の北海道遺産を訪問しました。 

 また札幌大学では，アイヌ文化を学び・伝承する活動を行っている「ウレシパクラブ」

の学生達と交流会を実施しました。 

 プログラム中，北海道民が地域の宝物である北海道遺産を守り・育て・活用していく

取組に強い関心を示し，その取組や体験内容，訪問先の魅力について SNS を通じて数多

く対外発信を行いました。 

 また，帰国前の報告会では，帰国後のアクション・プランについて，1人ずつ発表し

ました。 

 

【訪問地】 

 北海道 

 

2．日程    

11 月 22 日（水）新千歳空港より入国 

【表敬】北海道庁，（公社）北海道国際交流・協力総合センター，【講義】北海道の概要 

 

11 月 23 日（木）  

【視察・講義】北海道博物館，北海道の歴史，江別セラミックアートセンター，江別のれ

んが[北海道遺産] 

 

11 月 24 日（金）  

【視察・講義・体験】アイヌ民族博物館，アイヌ講話，アイヌ伝統料理試食体験 

【視察】登別温泉地獄谷[北海道遺産] 

 

11 月 25 日（土）  

【視察】小樽みなとと防波堤[北海道遺産]，【交流】ホームステイ対面式 

 

11 月 26 日（日）  ホームステイ 
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11 月 27 日（月）  

【視察】福山醸造（札幌苗穂地区の工場・記念館群）[北海道遺産] 

【交流】札幌大学ウレシパクラブ学生との交流（ムックリ楽器・アイヌ舞踊交流体験） 

 

11 月 28 日（火）  

【視察】旧国鉄士幌線コンクリートアーチ橋梁群[北海道遺産] 

【講義】NPO 法人ひがし大雪アーチ橋友の会の活動のレクチャー 

 

11 月 29 日（水）  

【視察】二風谷アイヌ文化博物館 

【体験】アイヌ舞踊・アイヌ文様[北海道遺産]コースター作り体験 

 

11 月 30 日（木） 成果報告会 

 

12 月 1 日（金） 新千歳空港より帰国 

 

3．プログラム記録写真  

11 月 22 日【表敬】北海道庁（北海道札幌

市） 

11 月 22 日【表敬】（公社）北海道国際交流・

協力総合センター（北海道札幌市） 

11 월 22 일【예방】홋카이도청 (홋카이도

삿포로시) 

11 월 22 일【예방】(공사)홋카이도 국제

교류・협력총합센터(홋카이도 삿포로시) 
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11 月 23 日【視察】北海道博物館（北海道

札幌市） 

11 月 24 日【視察】アイヌ民族博物館（北

海道白老郡白老町） 

11 월 23 일【시찰】홋카이도박물관(홋카이

도 삿포로시) 

11 월 24 일【시찰】아이누민족박물관(홋

카이도 시라오이군 시라오이초) 

11 月 25 日【交流】ホームステイ対面式（北

海道札幌市） 

11 月 27 日【視察】福山醸造工場（北海道

札幌市） 

11 월25 일【교류】홈스테이 대면식(홋카이

도 삿포로시) 

11 월 27 일【시찰】후쿠야마양조공장(홋

카이도 삿포로시) 

11 月 27 日【交流】札幌大学ウレシパクラ

ブ学生とのムックリ楽器体験（北海道札幌市）

11 月 27 日【交流】札幌大学ウレシパクラ

ブ学生とのアイヌ舞踊体験（北海道札幌市）

11 월 27 일【교류】삿포로대학 우레시파 

클럽 학생과의 뭇크리 악기 체험(홋카이도 

삿포로시) 

11 월 27 일【교류】삿포로대학 우레시파 

클럽 학생과의 아이누 무용체험(홋카이도 

삿포로시) 
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11 月 28 日【講義】NPO 法人ひがし大雪ア

ーチ橋友の会の活動レクチャー（北海道河

東郡上士幌町） 

11 月 29 日【体験】アイヌ文様コースター

作り（北海道沙流郡平取町） 

 

11 월 28 일【강의】NPO 법인 히가시다이

세쓰 아치교 동인회 활동소개(홋카이도 

가토군 가미시호로초) 

11 월 29 일【체험】 아이누 문양 컵받침 

만들기(홋카이도 사루군 비라토리초) 

 

4．参加者の感想（抜粋） 

◆ 韓国 大学生 

・以前から日本に関心があり，日本の歴史や文化を学んでいたが，今回初めて日本を 

訪問し，机上で勉強するのと実際に目で見るのとは，違うということを実感できまし

た。北海道遺産等の自分が知らない魅力的な日本文化がまだまだ沢山あり，今後も勉

強を続けて多くの韓国人にも知られるよう取り組みたいと思っています。 

 

・アイヌ文化は普段体験できないプログラムなので，貴重な体験となり，とても良かっ

たです。また，今回のプログラムを通じて北海道遺産について理解が深まり，普通

の観光とは違い，北海道に興味を持たないと経験できない場所も訪問できたため，

忘れられない充実したプログラムでした。 

 

・北海道遺産を守る取り組みがとても印象に残りました。特に，同世代でありながら， 

アイヌ文化を保全・伝承する活動を行っている札幌大学「ウレシパクラブ」学生との 

交流はとても楽しく印象的でした。 

 

5．受入れ側の感想 

◆ 受入れ事務局 

 今回初めて，本事業を全日程で受入れることとなり，北海道庁をはじめとする関係 

機関の方々には多大なるご協力やご配慮を賜り実施することとなりました。 

 北海道と韓国の各友好地域から選抜された大学生の皆さん全員が，北海道に大変興味 

を示され，視察等の訪問先においても，真剣にレクチャーに傾聴し，熱心に体験等に

取組む姿を見ることができたことは，受入側としても大変嬉しい光景でした。 
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 また，ホームステイにおいても，学生とホストファミリーの両者から，大変良かった

とのコメントをいただき，各家庭にて，充実した良い滞在，思い出ができたものと想

像しております。 

 帰国後は，今回の訪問を一過性のこととすることなく，北海道で出会った人々とのネ 

ットワークを大事にしていただくとともに，体験したこと等を単に個人のモノとし 

て終わらせず，SNS を通じ広く世界に自分たちの経験等を還元していただくことを 

期待しております。 

 

◆ 自治体関係者 

 北海道と友好関係にある韓国の地域から大学生の皆さんを北海道にお迎えするこ 

とができ，とても嬉しく思います。 

 「北海道遺産」等の訪問を通じて，積極的にその魅力を SNS で発信していただき，北

海道と韓国との交流発展にも繋がる大変良い機会となりました。 

 韓国の大学生の皆さんが，日本に関心が高く，各訪問先でも熱心に学び，視察する姿

を見て，大変感銘を受けました。 

 今後とも日韓を繋ぐ架け橋として活躍してくれることを期待しています。 

 

◆ 札幌大学 「ウレシパクラブ」（学生交流）関係者 

 「ウレシパクラブ」は，過去にも海外から日本を訪れる学生との交流の機会を持つこ

とはありましたが，意外にも隣国である韓国の大学生との交流は初めてでした。内 

容としてはウレシパクラブの紹介や「チャッピヤク」（アマツバメの踊り）とムック 

リ（アイヌの口琴）のレクチャーを用意していましたが，韓国の学生が流暢な日本語 

を交えて積極的に参加してくれたので，終始笑顔が絶えない時間となりました。 

 印象的だったのは帰り際に全員で集合写真を撮ったあとにも自分たちのスマート 

フォンで思いのままに写真を撮り合っていたことです。アイヌ文化を通じて，本当に 

いい交流ができたと思います。 

 

6．参加者の対外発信 
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大学生交流についての発信 

・アイヌ舞踊やムックリ楽器演奏体験。 

 札幌大学ウレシパクラブの学生達が， 

 アイヌ文化を保全する活動を応援～ 

日本文化体験についての発信 

・ホームステイで日本の着物を体験。 

대학생 교류 

・아이누민족 춤이랑 뭇쿠리 악기연주 체 

험 ! 삿포로대학생들의 아이누민족을 보존

하고자 하는 우레시파클럽 화이또～ 

일본문화 체험  

・홈스테이 중, 기모노 체험 ! 

 

登別温泉地獄谷についての発信 

・地獄谷と呼ばれているこの場所は，周囲

が煙りに包まれていて硫黄の臭いが立ちこ

めています。地獄谷というが風景は美しく，

きれいな所です。そして，ここから湧き出

る温泉が有名で観光客も多く訪れる所で

す。 

日本の食についての発信 

・日本三大和牛の１つである「びらとり

和牛」のすき焼き。初めて食べましたが，

本当にお腹いっぱい美味しくいただきま

した。 

노보리베츠온천 지옥계곡 방문  

・지옥계곡이라고 불리는 이곳은 주위가

연기에 휩싸여 있고 유황냄새가 자욱한곳

입니다. 지옥계곡이라고는 하지만 풍경이

아름답고, 예쁜곳입니다. 그리고 여기에서

나오는 온천수가 유명하여 관광객들도 많

이 찾아오는 곳입니다. 

일본의 음식 

・일본 3 대 와규중 하나라는 비라토리  

와규의 스키야끼 

처음 먹어봤는데 정말 배부르게 맛있게

먹었습니다 ! 
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7．報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

各自 SNS に掲載した最も記憶に残った写真を見せながら，10 日間の日程を振り返ると

ともに，今回のプログラム参加経験を踏まえた今後の活動や，日本及び北海道との関わ

り方について，帰国後のアクション・プラン発表を行いました。 

団長からは，北海道民の心の温かさに触れ「ハートウォーミング北海道」として生涯記

憶に残るものとなったことや，日韓交流発展のために JENESYS 事業が重要な役割を果た

しており，参加者全員が今後も SNS でこの経験を発信することが大切だとのお話があり

ました。 

また，団員からは，帰国後も SNS を通じて多くの韓国人に日本や北海道の魅力を発信し，

もっと日本語の勉強をして日韓の架け橋として活動したい，ホストファミリーやプログ

ラムを通じて関わった方々と引き続き交流を重ね日韓交流発展に役立てるよう取り組

みたい，北海道の文化を学び・体験できるクラブを作りたい，北海道の観光を盛り上げ

る方策について勉強しレポートを作成したい等の発表があり，今後も日韓を繋ぐ架け橋

として活躍してくれることが期待できる発表となりました。 

각자 SNS 에 게재한 가장 기억에 남은 사진을 보이면서 10 일간의 일정을 돌아보며

이번 프로그램 참가 경험을 토대로 이후의 활동과 일본 및 홋카이도와의 관계에 대

해 귀국 후의 액션 플랜을 발표했습니다.  

단장은 홋카이도민의 따뜻한 마음을 느껴 ‘하트워밍 홋카이도’로 평생 기억에 남을

것이며, 한일 교류 발전을 위해 JENESYS 사업이 중요한 역할을 해 참가자 전원이

앞으로도 SNS 로 이 경험을 발신하는 것이 중요하다고 말했습니다.  

또한 단원들은 귀국 후에도 SNS 를 통해 많은 한국인에게 일본과 홋카이도의 매력

을 발신하고 더욱 일본어를 공부해 한일의 가교로서 활동하고 싶다, 호스트패밀리

와 프로그램을 통해 만난 분들과 계속해서 교류를 이어가 한일 교류 발전에 도움이

되는 역할을 하고 싶다, 홋카이도의 문화를 배우고 체험할 수 있는 동아리를 만들

고 싶다, 홋카이도의 관광 활성화 정책에 대해 공부해 리포트를 쓰고 싶다 등의 의

견을 발표해 향후 한일을 잇는 가교로서 활약해 줄 것이 기대되는 발표였습니다. 

 

 


