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韓国大学生招へい事業（招へいプログラム）の記録 

（対象国：韓国，テーマ：地域医療・看護） 

 

 

1．プログラム概要 

韓国より医療・看護を専攻する学生 25 名が 11 月 6 日～11 月 14 日の日程で来日し，

テーマ「地域医療・看護」のもと，各種プログラムを通じて対日理解を深めました。 

一行は，関連テーマの基調講演や地方自治体表敬訪問，関連施設の視察，学校交流等

を通じて，日本の高齢社会と，それに深くかかわる地域医療制度，医療従事者の育成シ

ステムや，最先端医療技術について学びました。 

また，ホームステイや学校交流等の日本人との交流を通して，日本の伝統文化や生活

様式について理解を深め，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。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，保健行政，看護の 2つのテーマの下，発表を行いました。 

 

【訪問地】 

東京都，千葉県 

 

2．日程 

11 月 6日(月) 

羽田空港より入国 

 

11 月 7日(火) 

オリエンテーション，歓迎昼食会，【視察】原宿エリア（ポップカルチャー），浅草寺 

 

11 月 8日(水) 

【講義】公益社団法人日本看護協会，千葉県へ移動，【表敬】千葉県庁 

 

11 月 9日(木) 

【視察】亀田総合病院，【交流】学校法人鉄蕉館亀田医療大学 

 

11 月 10日(金) 

【視察】介護保健福祉施設「たいよう」，ケアハウス「まんぼう」， 

【講義】鴨川市福祉総合相談センター，ホームステイ対面式 

  

11 月 11日(土) 

ホームステイ，【視察】亀田医療技術専門学校（学校行事体験含む），【体験】明光山神
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蔵寺 茶道・浴衣着付け 

 

11 月 12日(日) 

ホームステイ歓送会，ワークショップ 

 

11 月 13日(月) 

東京都へ移動，【視察】東京湾アクアライン・技術資料館海めがね，お台場エリア，報

告会 

 

11 月 14日(火)   

羽田空港より帰国 

 

3．プログラム記録写真  

  

11 月 8日 【表敬】千葉県庁 

（千葉県千葉市） 

11月 9日 【視察】亀田総合病院 

（千葉県鴨川市） 

11월 8일 【예방】치바현청(행정기관) 

 (치바현 치바시) 

11월 9일 【시찰】카메다 종합병원 

(치바현 카모가와시) 

  

11 月 9日 【交流】学校法人鉄蕉館亀田医

療大学（千葉県鴨川市） 

11月 10日 【視察】介護保健福祉施設「た

いよう」，ケアハウス「まんぼう」 

（千葉県鴨川市） 

11월 9일 【교류】학교법인 텟쇼우칸 11월 10일 【시찰】개호보건복지시설 
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 카메다의료대학교 (치바현 카모가와시) 「타이요우」, 케어하우스「망보우」 

(치바현 카모가와시) 

 
 

11 月 11日 【視察】亀田医療技術専門学校

（千葉県鴨川市） 

11月 11日 【体験】神蔵寺（茶道・浴衣着

付）（千葉県鴨川市） 

11월 11일 【시찰】카메다의료기술 

전문학교 (치바현 카모가와시) 

11월 11일 【시찰】진조우지 절(다도, 

유카타 입기)  (치바현 카모가와시) 

  

11 月 11日 ホームステイ 

（千葉県鴨川市） 
11月 13日 報告会（東京都内） 

11월 11일 민박 (치바현 카모가와시) 11월 13일 보고회  (도쿄도내) 

 

4．参加者の感想（抜粋） 

◆ 韓国 大学生（女性） 

・医療関連施設で見た最先端の機器が印象深かったです。中でも，身体が不自由で，自

力でナースコールボタンを押すことが難しい患者のために，床に足を下ろすだけで

マットのセンサーが作動し，医療スタッフにコールをすることができる機器や，特

別な力を使わなくても，患者を簡単に移動，入浴させることが可能な機器が印象に

残っています。また，リモコンを利用して床の高さまでベッドを下げる装置は転落

しても怪我をしないように工夫されており，本当に良く考えられていると感心しま

した。このように，日本の医療施設は，色々なところで医療スタッフや患者のため

のサポートシステムが整っていると実感し，勉強になりました。  
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◆ 韓国 大学生（女性） 

・多くの講義では日本の医療関係者が講義を行い，その内容に対して韓国の学生側から

質問をする形でしたが，大半の学生が 2，3年生だった為に知識が十分でなく，内容

の深い質問をして議論を続けていくことができませんでした。しかし，鴨川市福祉

総合相談センターに関する講義では，講師である市の職員の方から，学生に対して，

疑問に思っている事がないかと質問され，私たちはこれまで学んだ事，実習を通し

て得た事等を説明でき，一方的なコミュニケーションではなく，真の交流が可能に

なった時間でした。 

◆ 韓国 大学生（女性） 

・日本の看護学部の学生と一緒に昼食を食べ，施設について説明いただいた事が記憶に

残っています。言葉はあまり通じませんでしたが，日本人が実際に思っている韓国

の姿，そして，私たちが知らなかった日本の文化などについても知ることができま

した。 

何よりも，ホームステイの際に，たこ焼きと日本の海苔巻きを実際に作ったことは，

最も特別な経験となりました。 

 

5．受入れ側の感想 

◆ ホストファミリー 

・訪日団は皆さん，明るい女性達でした。普段は料理をしないとの事でしたが，2日目

の夜に，携帯電話で調べながら，韓国料理を作ってくれました。彼女たちにとって

初めての手料理だったとのことですが，とても美味しく，楽しい夕食となりました。 

 

6．参加者の対外発信 
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介護老人保健施設についての発信

(Instagram) 

介護保健福祉「たいよう」とケアハウス

「まんぼう」の視察をしました。入浴時

は，仰向けに寝た状態で可動し，簡単に

シャワーできるようになっています。ま

た，トイレが広く，利用者が体を支えや

すいよう，楽な位置と姿勢に配慮した配

置がなされていました。スイッチやエレ

ベーターのボタンを低い位置にも設置

し，車いすでも楽に押せるようになって

いました。 

他にも，寝たきりの方が床（地面）に足

を付けるとナースコールが自動で作動す

るようにした点がとても印象的でした。 

学校訪問についての発信（Instagram） 

今日の午後，亀田医療大学に行き，学習

環境と施設の視察を行いました。私は看

護学科ではないですが，日本の大学は本

当に体系的に整備されていることが分か

りました。 

개호노인보건시설에 대한 정보발신 

 (Instagram) 

간호보건복지시설인 '타이요우'과 

 케어하우스 「망보우」를 시찰 

했습니다. 목욕시는 누워있는 상태에서 

장치가 가동하여 쉽게 샤워할 수 

있도록 되어 있습니다. 또, 화장실이 

넓고, 이용자가 몸을 지탱하기 쉽도록 

편한 위치와 자세에 배려가 된 배치가 

이루어지고 있었습니다. 

 스위치와 엘리베이터 버튼을 낮은 

위치에 설치하여 휠체어 이용자도 쉽게 

누를 수 있도록되어 있었습니다. 

이 외에도 누워있는 사람이 

일어나면서 바닥에 발을 넣으면 간호사 

호출이 자동으로 작동하도록 한 점이 

매우 인상적이었습니다. 

학교방문에 대한 정보발신 

 (Instagram) 

오늘 오후 카메다 의료대학교에 가서 

학습환경과 시설시찰을 했습니다. 

 저는 간호학과는 아니지만, 일본의 

대학교는 정말 체계적으로 정비되어 

있음을 알 수있었습니다. 
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7．報告会での帰国後のアクション・プラン発表 0. 

  

アクション・プランの発表 1（啓明大学看

護学科） 

11 月 28日 13時から今回のプログラム参

加者が，大学に在籍する学生を対象にプ

ログラム参加中に学んだ医療および文化

関連知識について，写真や動画を使用し

たパワーポイントを利用し，日本の医療

環境について伝えるとともに，日本との

交流拡大をアピールする。 

アクション・プランの発表 2（延世大学保

健行政学科） 

11月 20日 9時から今回のプログラム参加

者が，大学に在籍する 1年生と 2年生を

対象に，JENESYS のような交流プログラム

への参加推進と日本との交流活性化に寄

与するため，プログラム中に学んだ医療

関連の知識の共有を行う。 

액션플랜 발표 1 

(계명대학교 간호학과 학생) 

11 월 28 일 13 시부터 이번 프로그램 

참가자들이, 대학교에 재학중인 학생을 

대상으로 이번에 배운 의료 및 

문화관련 지식에 대해 사진과 동영상을 

사용한 파워포인트 자료를 이용하여, 

일본의 의료환경에 대해 알리고 

일본과의 교류 확대를 호소한다. 

액션플랜 발표 2  

(연세대학교 보건행정학과 학생) 

11 월 20 일 9 시부터 이번 프로그램 

참가자들이, 1학년과 2학년을 대상으로 

JENESYS 같은 교류프로그램 참가추진과 

일본과의 교류 활성화에 기여하기 

위해, 이번에 배운 의료지식의 공유를 

도모한다. 

 

 


