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韓国高校生・校長招へい事業（招へいプログラム）の記録 

（対象国：韓国，テーマ：日本とのつながりが深まるような人やモノに出会う） 

 

 

1．プログラム概要 

日本との交流に積極的な韓国各地の高校の中から，中・長期的な交流を目指す学校を

選抜し，その学校長と代表生徒計 21名が 11月 20日から 28日までの 8泊 9日間の日程

で来日しました。「日本とのつながりが深まるような人やモノに出会う」というテーマ

のもと，様々な活動を通じ，対日理解を深めました。 

一行は東京および箱根で日本事情理解のための各種プログラムに参加し，加えて特に

学校長グループは日本の教育制度，高等学校教育の現状，日本における韓国語・韓国文

化教育の状況理解に資する各種活動に参加しました。高校生グループは観察力や発信・

表現力を発揮してもらう活動のほかに，世界に発信するジャパン・ブランドへの理解を

目的とした視察やホームステイを通じた一般家庭生活体験をしました。 

滞在中は SNSを通じた対外発信を行いました。帰国前の成果報告会ではプレゼンテー

ションを行い，それぞれの学校内および生徒の保護者を含めたより広い範囲の人々に日

本に対する理解を深めてもらい，地域において日本とつながりをもつ拠点校としての役

割を果たすための方策について話し合いました。 

 

【訪問地】 

東京都，神奈川県 

 

2．日程    

11 月 20日（月） 

羽田空港より入国 

【講義】オリエンテーション，日本事情講義 

 

11 月 21日（火） 

【視察】（都内）神宮外苑，TEPIA 先端技術館，都庁，神奈川県箱根町へ移動 

【視察】（神奈川県箱根町）大涌谷 

 

11 月 22日（水） 

【文化体験】寄木細工体験（コースター製作） 

【視察】寄木細工職人の実演，箱根関所，箱根駅伝ミュージアム，東京都内へ移動 

 

11 月 23日（木） 

【講義・交流】韓国人留学生等，日本で活躍する人との懇談会 
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【視察】明治神宮，【視察】（高校生グループ）原宿エリア，CONOMi社訪問，（校長グル

ープ）日韓校長交流会 

 

11 月 24日（金） 

【視察・交流】東京都立日比谷高等学校訪問， 

【交流】ホストファミリー等との歓送交流会 

 

11 月 25日（土） 

【交流】（高校生グループ）ホームステイ， 

【視察】（校長グループ）渋谷，浅草エリア，【交流】（校長グループ）JAKEHS（高等学

校韓国朝鮮語教育ネットワーク）との懇親会 

 

11 月 26日（日） 

（校長グループ）羽田空港より帰国 

【交流】（高校生グループ）ホームステイ（再集合，振り返り） 

 

11 月 27日（月） 

【視察】株式会社講談社， 

感想報告会（ラップアップセッションにて課題作品制作，発表） 

 

11 月 28日（火） 

（高校生グループ）羽田空港より帰国 

 

3．プログラム記録写真  

  

11 月 20日【講義】オリエンテーション 

（東京都千代田区） 

11月 21日【視察】神宮外苑 

（東京都港区） 

11월 20일【강의】오리엔테이션 

(도쿄도 지요다구) 

11월 21일【시찰】진구가이엔 

(도쿄도 미나토구) 
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11 月 21日【視察】TEPIA 先端技術館 

（東京都港区） 

11月 21日【視察】箱根大涌谷 

（神奈川県足柄下郡） 

11월 21일【시찰】TEPIA첨단기술관 

(도쿄도 미나토구) 

11월 21일【시찰】하코네 오와쿠다니 

(가나가와현 아시가라시모군) 

 

 

11 月 21日【文化体験】旅館・和式生活体

験（神奈川県足柄下郡） 

11月 22日【視察】寄木細工職人の実演見

学（神奈川県足柄下郡） 

11월 21일【문화체험】일본식 여관・ 

일본식 생활체험 

(가나가와현 아시가라시모군) 

11월 22일【시찰】요세기 세공 

(전통목공기술) 장인의 작업 과정을 

견학(가나가와현 아시가라시모군) 

 

 

11 月 22日【文化体験】寄木細工体験， 

コースター製作（神奈川県足柄下郡） 

11月 23日【講義・交流】韓国人留学生等，

日本で活躍する人との懇談会 

（東京都文京区） 

11월 22일【문화 체험】요세기 세공 

(전통목공기술)체험，컵받침 제작 

(가나가와현 아시가라시모군) 

11월 23일【강의・교류】일본에서 

활약하는 분들과의 간담회(한국인 

유학생,기타) (도쿄도 분쿄구) 
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11 月 23日【視察】明治神宮         

（東京都渋谷区） 

11月 23日【視察・交流】CONOMi社訪問         

（東京都渋谷区） 

11월 26일【시찰】메이지신궁 

(도쿄도 시부야구) 

11월 26일【시찰・교류】CONOMi사 

(학교제복전문판매업체) 시찰 

(도쿄도 시부야구) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 24日【視察・交流】東京都立日比谷

高等学校訪問（東京都千代田区） 

11月 24日【視察・交流】東京都立日比谷

高等学校（東京都千代田区） 

11월 24일【시찰・교류】도쿄도립 히비야 

고등학교(도쿄도 지요다구) 

11월 24일【시찰・교류】도쿄도립 히비야 

고등학교(도쿄도 지요다구) 

 

 

11 月 24日【交流】ホストファミリー等と

の歓送交流会（東京都千代田区） 

11月 26日【交流】ホストファミリーとの

お別れ（東京都千代田区） 
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11월 24일【교류】홈스테이 가족과의 

환송 교류회 (도쿄도 지요다구) 

11월 26일【교류】홈스테이 가족과의 

작별 (도쿄도 지요다구)  

  

11 月 27 日【視察】日本のサブカルチャー

発信企業，（株）講談社訪問 

（東京都文京区） 

11 月 27 日【体験】感想報告会（ラップア

ップセッション），プレゼンテーション資

料を作成（東京都文京区） 

11월 27일【시찰】일본의 서브컬쳐 

(subculture) 발신 기업인 (주) 고단샤 

(출판사) 방문 (도쿄도 분쿄구) 

11월 27일【시찰】감상보고회(총괄 

세션), 프레젠테이션 자료 작성작업 

(도쿄도 분쿄구) 

 

4．参加者の感想（抜粋） 

◆ 韓国 高校生 

・日本に行って感じたことがいろいろあります。まずは固定観念から抜け出さなければ

ならないと思いました。誰でも初めて何かに接するときは，ぎこちなさから否定的に

感じることが多いと思います。また，それについて元々もっていた固定観念のまま新

しいものに接すると，固定観念にとらわれ真実が見えません。それが本当は良いこと

かもしれないのに，真実を見つけられなくなることは絶対にあってはならないと思い

ました。 

・スーパーやコンビニで，とても親切に欲しい物の置いてある場所を教えてくれ，また

探している物が無かったときは「本当にごめんなさい」と，深々と頭をさげられまし

た。日本の人は優しくて仕事に真面目だと感じました。 

・日本は教育がよくなされているか，礼儀正しい遺伝子が昔から受け継がれているのか

は分りませんが，見習うべきだと思いました。 

・日本では，モノをつくるときも人々が使いやすいようにと，使う側へ配慮する繊細さ

が技術に含まれていることに気づいて感心しました。その上，もっと便利なモノを作

るために絶えず努力している，と聞いて驚くとともに尊敬の念をもちました。 

・日比谷高校を訪れた時，一緒にいた日本の生徒が，私が理解できるまで親切に説明し

てくれて，私がようやく分かったら，理解力が速いと褒めてくれる等，とても配慮が

あって嬉しかったです。日本の学校の授業を受けて知識を得たり，難しい問題を日本

の生徒と悩みながら解いたりすることは，めったにない素晴らしい経験で，日本の生

徒と韓国の生徒が一つになれた気がしました。 

・ホームステイでは優しく私を受け入れてくださったので，別れが悲しくてたくさん泣
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きました。ホストシスターは私が好きな韓国のアイドルグループのファンでした。国

境を越えて，言語を越えて，同じアイドルを応援していて好きだということが，不思

議だったし嬉しかったです。 

・テレビでソウルと東京の大学生の共同キャンプの様子を見ました。ソウルの大学生が

「片方の立場ですべてを見ようとせず，中立の立場でものを見て聞くことが重要だ。

このような共同で行う研修があると，互いの国についてより深く理解することができ

る」と述べていました。私は今回の訪日研修に参加して，この言葉に心から共感しま

す。お互いの国を知って理解するためには，中立の立場で見るほうがよく理解できま

すし，公平に互いの国の文化が分かると思いました。 

・韓国で人気がある日本の作家と韓国の作家がラジオで「国から日本と韓国は親しくな

るべきだ，といくら言われても変化は起きない。だけど，我々が互いに親しくすると，

それを通じて変化がおきる」と言っていました。今回の研修で，この話が正しいと思

いました。韓国人と日本人が互いの国に直接行って，顔を合わせて話をして親しくな

ると，国全体が丸ごと親しくなれると。 

 

5．受入れ側の感想 

 ホームステイ受け入れ家庭 

・日本語も上手で礼儀正しい青年でした。秋葉原や書店で彼に自由に動いてもらい，そ

れを見守りました。彼が日本のアニメや小説に詳しく，日本のこういった文化が海外

にこれほど広まっているということを改めて認識した次第です。 

・日本語を積極的に話そうとする姿勢に本当に感心しました。近所の普通のスーパーや

コンビニ，ドラッグストア，地元の神社等に行っただけですが，陳列商品や様々なこ

とを興味深く見ていて，質問もしてくる素晴らしい生徒でした。 

・受け入れ中も慰安婦問題で，日韓の関係においてネガティブなニュースが流れていま

したが，こうした民間レベルで交流を通して少しでも両国の信頼関係の回復につなが

るお手伝いになれば嬉しいです。 

 

6．参加者の対外発信 

  

都内視察から箱根初日のプログラム内容

を紹介。東京の交通網を実感。東京と地方

箱根の旅館にて体験した浴衣，和食会席

膳，温泉，和室などについて写真で紹介。 
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のコントラスト，富士山の美しさに感動。 

도쿄 시찰로부터 하코네 첫날까지의 

프로그램 내용을 소개. 도쿄의 교통망을 

실감. 도쿄와 지방의 풍경 차이와, 

후지산의 아름다움에 감동. 

하코네 여관에서 체험한 유카타, 일본식 

회석요리, 온천, 일본식 방 등을 

사진으로 소개. 

 

 
 

紐を引っ張ると加熱されるお弁当に驚き，

写真で紹介。 

プログラムを日毎に記録し，情報発信。 

줄을 당기면 가열되는 도시락에 

감동해서 사진으로 소개. 

프로그램을 날마다 기록하여, 정보발신. 

  

 

日本で活躍する韓国語ユーザー（韓国語を

駆使する日本人含む）の話を熱心に聞く生

徒の様子を紹介。 

帰国後の学校での情報発信。 

各クラスでの発表（筏矯女子高等学校） 

일본에서 활약하는 한국어 사용자 

(한국어를 구사하는 일본인 포함함)의 

얘기를 열심히 듣는 학생들의 모습을 

소개. 

귀국 후, 학교에서의 정보발신 

각 반에서 발표(벌교여자고등학교) 

 

 

 

 

 



 

8 

7．報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

 
 

  

  

団員はラップアップセッションで，滞在中に感じ取った「私の発見した日本」をプレゼ

ンテーション資料として作成。完成させた作品を韓国に持ち帰り，学校や地域で発表し

ながら，日本での経験を発信していく計画である。 

단원들은 총괄 세션에서 체재중에 느낀 ‘내가 발견한 일본’을 프레젠테이션 

자료를 사용해서 작품으로 정리했다. 완성한 작품을 한국에 가져가서 학교와 

지역에서 발표하면서 일본에서의 경험을 발신해 나갈 계획이다. 

 


