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韓国青年沖縄経済産業視察団(韓国青年訪日団(第 8～9団)) 

（招へいプログラム）の記録 

（対象国：韓国，テーマ：沖縄の地場産業・地域活性化を探る） 

 

 

１．プログラム概要 

 韓国全土から選抜された大学生等が，1月 23 日から 2月 1日までの 9泊 10日の日程

で来日し, テーマ「沖縄の地場産業・地域活性化を探る」の下，対日理解を深めました。 

 一行は，横浜で韓国語を学習する多世代の日本の一般市民との交流及びフィールドワ

ークを行い，都内で沖縄の事前学習として「沖縄の文化と歴史について」の講義を聴講

した後，沖縄県でホームステイ，地元青年会との交流，地場産業の工場視察，地域活性

化の現場視察，文化体験，平和学習等を行いました。 

沖縄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，

そして沖縄戦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，神奈川県，沖縄県 

 

 

２．日程    

1月 23 日（火） 成田国際空港から入国 

 

1月 24 日（水）【講義】沖縄の文化と歴史について，都内視察 

 

1月 25 日（木）【交流】韓国語学習者との交流会及びフィールドワーク 

 

1月 26 日（金） 沖縄県へ移動，【表敬】読谷村役場（石嶺傳實村長表敬） 

【企業訪問・産業視察】お菓子御殿読谷本店，比嘉酒造 

【講義】読谷村に関するブリーフィング・6 次産業について， 

【交流】ホームステイ対面式 

 

1月 27 日（土） 終日ホームステイ 

 

1月 28 日（日）【交流・文化体験】読谷村高志保青年会と交流会及び意見交換， 

エイサー体験，ホームステイ 

 

1月 29 日（月）【企業訪問・産業視察】沖縄ハム総合食品，沖縄黒糖，オリオンビール 
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【視察】琉球村，沖縄美ら海水族館 

 

1月 30 日（火）【企業訪問・産業視察】「ぬちまーす」製塩工場 

【視察】第 8団：首里城，第 9団：斎場御嶽 

 

1月 31 日（水）【視察】ひめゆりの塔及び資料館，沖縄県平和祈念公園及び資料館 

【講義】島袋淑子ひめゆり平和祈念資料館館長による平和講話 

【視察】第 8団：斎場御嶽，第 9団：首里城 

【文化体験】エイサー鑑賞 

 

2月 1日（木）【視察】瀬長島テラス，成果報告会，那覇国際空港より帰国 

 

 

３．プログラム記録写真  

  

1月 24 日【講義】沖縄の歴史と文化につい

て（東京都港区） 

1月 25日【交流】韓国語学習者との交流会

（神奈川県横浜市） 

1월 24일【강의】오키나와의 역사와 

문화에 대해（도쿄도 미나토구） 

1월 25일【교류】한국어학습자와 교류회 

（가나가와현 요코하마시） 

 
 

1月 26 日【産業視察】お菓子御殿視察 

（沖縄県読谷村） 

1月 26日【表敬】石嶺傳實読谷村長表敬 

（沖縄県読谷村） 

1월 26일【산업시찰】오카시고텐 시찰 

(오키나와현 요미탄촌） 

1월 26일【예방】이시미네 덴지츠 

요미탄촌장 예방 (오키나와현 요미탄촌) 
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1月 27 日【交流】ホームステイ 

（沖縄県読谷村） 

1月 28日【交流】読谷村高志保青年会との

交流会（沖縄県読谷村） 

1월 27일【교류】홈스테이 

（오키나와현 요미탄촌） 

1월 28일【교류】요미탄촌다카시호청년

회와 교류회（오키나와현 요미탄촌） 

  

1月 29 日【交流】ホームステイ解散式 

（沖縄県読谷村） 

1月 30日【産業視察】「ぬちまーす」製塩

工場視察（沖縄県うるま市） 

1월 29일【교류】홈스테이 해산식 

 (오키나와현 요미탄촌） 

1월 30일【산업시찰】「누치마스」제염

공장 시찰 (오키나와현 우루마시） 

  

1月 31 日【講義】島袋淑子ひめゆり平和祈

念資料館館長による平和講話 

（沖縄県糸満市） 

1月 31日【視察】現地市民ガイドと共に沖

縄県平和祈念公園を視察 

（沖縄県糸満市） 

1월 31일【강의】시마부쿠로 요시코 

히메유리 평화기념자료관 관장의 평화 

강화 (오키나와현 이토만시) 

1월 31일【시찰】현지 시민 가이드와 

함께 오키나와현평화기념공원을 시찰 

(오키나와현 이토만시) 
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４．参加者の感想（抜粋） 

◆ 韓国 大学生 

・沖縄の経済産業視察などを通じて，「地産地消」が地域発展に非常に大きく貢献する

という事実を学ぶことができ，限定された地域内での産業も企業の戦略と地域社会との

絆により，いくらでも発展することができるということを学んだ。 

・沖縄の歴史と韓国の歴史に共通点が多いことを学ぶと共に，沖縄県平和祈念公園で説

明してくださった市民ガイドの方が涙を流しながら訴えた内容が心に届き，韓国に存在

する日本への誤解を持つ多くの人々に，日本への態度を変えさせる良いきっかけになる

のではないかと思った。本当に感銘を受け，印象的であり，感動的な思い出となった。 

・ひめゆり平和祈念資料館と館長のお話，沖縄県平和祈念公園等を通じて，日本人も加

害者でありながらも被害者であることを実感した。日本にも戦争の悲劇を繰り返しては

いけないと考える方や，過去の戦争について否定的にとらえる方がいらっしゃることも

わかり，日本へのイメージがより良くなった。 

・沖縄の歴史を学び，沖縄の人々と接しながら，日本人の歴史認識についての誤解が解

けた。今回の訪日を通じて，これ以上相手国に対し無条件排他的になったり否定的にし

か捉えないような物の見方を止め，国民同士が外交官だという自覚を持って，互いに理

解や受容の姿勢で互いの文化の良さを学び，関係改善に向けた心構えが必要だと感じた。 

・日本人の戦争経験者の話を直接聞いたり，数多くの日本人との交流を通じて，日本の

歴史や歴史観について否定的な感情が取り除かれた。自分の視野を広げてくれた本当に

素晴らしいプログラムであった。 

・今回の訪日を通じ，もうこれ以上，被害者と加害者というフレームの中に閉じ込めら

れた状態で日本を見るのではなく，様々な歴史的な背景を認識しつつも，現代に生きる

私たちは日本と韓国のために何をしていくべきか，そのような心構えを持つようになっ

た。私は，日本と韓国は情も分かち合うことができる親密な関係になれると信じている。 

・互いの文化について共有し，交流できる本当に良い機会だった。このブログラムを通

して日本への関心がさらに高まったし，いつか日本で仕事をしながら暮らしたいという

夢ができた。日本の文化や魅力について，身を以って感じる事ができる本当に良いプロ

グラムだった。 

 

５．受入れ側の感想 

 韓国語学習者との交流会企画者（ハンガンネット：韓国語講師ネットワーク） 

一生懸命韓国語を学んでも，それを活かして韓国人と交流したり知り合いになれる

ような機会は少ないため，今回は非常に素晴らしい機会を与えていただき，大変感

謝している。参加者は皆異口同音に韓国語学習への意欲が高まり，韓国の人々との

更なる交流に意欲的になった。このような機会を今後も是非与えていただきたい。 

◆ 読谷村関係者 

  数ある地域の中から読谷村にお越しいただき，誠にありがたい。今回はホームステ

イ，地元青年会との交流会，村内の企業訪問等，読谷村内の全てを知っていただけ

るような日程を組んでいただき，心から歓迎申し上げる。是非，読谷村のことを帰

国後も周りの方々に伝えていただき，今度は家族や友人らと是非再訪問していただ

きたい。 
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◆ 産業視察先関係者 

わざわざ韓国から大勢の学生にお越しいただき，驚きと共に嬉しく思っている。な

かなか韓国の方々にアピールする機会はないので，このような機会に是非とも当社

の製品等を知っていただき，SNSで積極的に広報していただけると言うので，韓国

で少しでも知れ渡っていただければ嬉しい。また，是非お越しいただきたい。 

◆ ホームステイ受け入れ機関 

  今回は初めての 3泊 4日という少し長めの期間であったが，皆さん読谷村内に新た

な家族ができたと喜んでいただき，ホッとしている。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し，いつでも歓迎を約束する。 

 ひめゆり平和祈念資料館関係者 

韓国からわざわざ当館にお越しいただき感謝申し上げる。韓国の学生はみな熱心に

話を聞いてくださり，とてもありがたかった。互いに平和について考え，友好な関

係を築いていくことに何が必要か，少しでも考えていただくきっかけになればと願

っている。今後も是非お越しいただきたい。 

 

 

６．参加者の対外発信 

 

 

沖縄についての発信 

沖縄の代表的な3つの企業の工場を見学

しながら、地産地消が本当にうまくいって

いると感じ、（美ら海）水族館を見ながら、

沖縄に住む海洋生物が本当に多様である

ことを知ることができた。 

ホームステイについての発信 

ホームステイが終わりました。 沖縄の家

族のみなさんが情に厚い方々だったので、

別れる時、胸が痛みました。またいつか沖

縄に会いに行きたいです。 

 

오키나와에 대한 발신 

오키나와의 대표적인 세 기업의 공장을 

보면서 지산지소가 참 잘되어있음을 느꼈

고 수족관을 보면서 오키나와에 사는 해양

생물이 참 다양하다는 것을 알게 됐다.  

홈스테이에 대한 발신 

홈스테이가 끝났습니다. 오키나와 가족

분들이 정이 많으셔서 헤어질때 마음이 

짠하네요. 언제한번 오키나와 가서 다시 

방문해야겠습니다. 
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ひめゆりの塔・平和祈念資料館についての

発信（一部抜粋） 

ここで実際に戦争当時看護師として仕

事された館長の講義を聴いた。館長は，遠

くの地からここ沖縄まで連れて来られ，亡

くなった韓国の全ての方々に本当に申し

訳なさと感謝の思いをいつも持っている，

多くの沖縄の方々はそう思っていると教

えてくれた。この事実を周辺の方々に伝

え，多くの韓国の人々に知れ渡るようにし

てほしいとも話した。また，戦争は結局犠

牲だけが残るもので，必ず防がないといけ

ないと語った。90歳の年齢でも平和のため

に尽力し続ける姿に驚きと感謝を感じた。 

韓国語学習者との交流についての発信 

今日は横浜を訪問し、富士山がとてもよ

く見える場所で韓国語を学んでいる日本人

の方々と交流し、一緒に近くの名所でフィ

ールドワークを行った。韓国語に対する情

熱に驚くとともに感動的だった。みなとみ

らいという所を訪問したが、本当に 360 度、

美しい所だった。また訪問したい場所だ。 

히메유리의 탑・평화기념자료관에 대한 

발신 (일부 발췌) 

이곳에서 실제 전쟁 당시 간호부로서 

일하셨던 관장님의 강의를 들었다. 관장

님께서 먼 타지에서부터 이곳 오키나와

까지 끌려와 돌아가신 한국의 모든 분들

께 정말 죄송함과 감사함을 항상 지니고 

계신다고,많은 오키나와 분들이 그렇게 

생각하고 계신다고 알려주셨다. 이 사실

을 주변 사람들에게도 말해 한국의 많은 

사람들이 알게 해달라고도 하셨다. 또한 

전쟁은 결국 희생만 남지, 무슨일이 있

어도 반드시 막아야 한다고 말씀하셨다. 

90세의 연세에도 평화를 위해 계속 애써

주시는 것에 대단함과 감사함을 느꼈다. 

한국어학습자와의 교류회에 대한 발신 

오늘은 요코하마에 방문하여 후지산이 

정말 잘 보이는 곳에서 한국어를 공부하

고 있는 일본인분들과 교류하고 함께 근

처 명소로 필드트립을 다녀왔다. 한국어

에 대한 열정에 놀랍기도 하고 감동적이

었던 것 같다. 미나토미라이라는 곳을 방

문했는데, 정말 360 도 아름다운 곳이었

다. 또 방문하고 싶은 곳이다. 
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７．報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

 

両団共に、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

と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，今回の日程を沖縄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紹介するとしたり，今回

知り合いになった方々との交流を続けていく，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人々のための有名サイトにアップして紹介したい，韓国の日

本専門チャンネルの番組で紹介したい等，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。 

양쪽 단 다같이 10 일간의 일정을 돌이켜보면서 각종 시찰이나 홈스테이를 통한 성

과와 귀국 후의 액션플랜에 대해 발표했다. 

대표적인 내용으로는, 이번 일정을 오키나와의 매력과 함께 상세히 블로그로 소개

하겠다고 포부를 밝혔거나, SNS 는 물론 각 대학 내의 각종 행사 등에서 소개하겠

다, 이번에 알게 된 분들과 지속적인 교류를 하겠다, 이번 성과를 동영상으로 만들

어 한국내의 일본 관련 사이트 뿐만 아니라 여행을 좋아하는 사람들을 위한 유명 

사이트에 올리겠다, 한국의 일본전문 채널의 프로그램에서 소개하고 싶다는 등, 향

후 활동을 기대할 수 있는 내용들이 많았다. 

 


