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第 24 回日韓高校生交流キャンプ（派遣プログラム）の記録  

（対象国：韓国，テーマ：経済・文化） 

 

 

1．プログラム概要 

国際交流に関心の強い高校生・大学生等 44名が，7月 24日～7月 28日の 4泊 5日の

日程で訪韓し，韓国の高校生・大学生 51名と一緒に経済・文化をテーマとしたプログ

ラムに参加しました。 

一行は 2018年冬季五輪の舞台となる韓国平昌(ピョンチャン)に集合し，オリンピッ

ク競技場等の施設見学や，平昌冬季オリンピック組織委員会によるオリンピックの概要

についての講演を聞いた後，オリンピック広報館・ハーブ農園・風力発電所・ホテルな

どで韓国経済現場体験を行いました。その体験学習を基に，2018年平昌冬季五輪及び

2020 年東京夏季五輪で日韓両国が相互協力できる新たな五輪ビジネス案を企画・発表

しました。その他，「ミニ・オリンピック大会」等を通じて，両国参加者は親睦を深め

ました。 

参加者たちは活動の間，日本の紹介や活動の様子などの写真付きのメッセージを

Facebook，Instagramなどの SNSに多数投稿しました。プログラム終了後，日韓両国の

学生は，SNSやメールなどを通して交流を続け，OB/OG 団体にも参加し交流を継続して

います。また 9月に両国で行われた「日韓交流おまつり」/「韓日交流おまつり」にも

参加し，交流の成果を外部に発信しました。 

 

2．日程    

7月 24 日（月） 

金浦国際空港より入国，平昌へ移動，オリエンテーション 

 

7月 25 日（火） 

【講義】平昌オリンピックについて，平昌オリンピック施設見学 

【体験】韓国経済現場体験（4 コース：オリンピック期間中ボランティア，オリンピッ

ク関連エクスカーション，オリンピックを支える新再生エネルギー，訪問客へのサービ

ス） 

 

7月 26 日（水） 

【交流】「第 24回日韓高校生交流キャンプ 五輪ビジネス案発表」準備（両国青年によ

る共同作業），「2020東京オリンピック」へ向けた日本紹介タイム 

 

7月 27 日（木） 

【交流】「第 24回日韓高校生交流キャンプ 五輪ビジネス案発表」および表彰式・修了
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式（アクションプラン発表含む），ミニ・オリンピック大会 

 

7月 28 日（金） 

金浦国際空港から帰国 

 

3．プログラム記録写真  

  

7月 24日 オリエンテーション 

（江原道平昌郡） 

7月 25日 【視察】平昌オリンピック施設 

（江原道平昌郡） 

7월 24일 오리엔테이션 

(강원도 평창군) 

7월 25일 【시찰】평창올림픽 시설 

(강원도 평창군) 

 
 

7月 25日 【体験】ハーブ園での就業体験 

（江原道平昌郡） 

7 月 25 日 【体験】オリンピック広報体験

館（江原道平昌郡） 

7월 25일 【체험】허브원(관광시설)에서 

취업 체험(강원도 평창군) 

7월 25일 【체험】올림픽 홍보체험관 

(강원도 평창군) 
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7月 27日 【交流】「第 24回日韓高校生交

流キャンプ 五輪ビジネス案発表」 

（江原道平昌郡） 

7 月 27 日 【交流】ミニ・オリンピック大

会（江原道平昌郡） 

7월 27일 【교류】「제 24회 한일 고교생 

교류캠프 올림픽 비지니스안 발표」 

(강원도 평창군) 

7월 27일 【교류】미니 올림픽 

(리크리에이션) (강원도 평창군) 

 

4．参加者の感想（抜粋） 

◆ 日本の高校生 

 ・刺激的な毎日の中で，わたしが学んだことは何か。もちろん韓国語も覚えたし，英

語で会話するのにも慣れた。経済についての知識も増えた。しかし，この 5日間の

本当の財産はそういったことではない気がしている。もっと大切な，「心で伝える」

という事に気付けたからだ。 

・このキャンプに参加するまで，「言語の壁」なんて意識したことがなかった。しか

し，韓国の学生との初めての共同作業でチームボードを作った時，それを痛感させ

られた。日本語でなら何も不自由なく説明できることが，英語で説明するとなると

時間がかかる。また，どうしても英語にできないときは通訳してもらわなければな

らない。直球で伝えられないから生じる時間のロスや，生まれてしまう温度差が「言

語の壁」の正体なのかと思った。 

◆ 日本の高校生 

 ・キャンプは 5 日間という短い期間にも関わらず，私の人生に突き刺すように鋭く，

それでいて未来を自ら照らすような強さを持った光を与えてくれた。このキャンプ

で感じた参加者 1人 1人が持つ「情熱」を，掴み取る事ができた「情熱」を，私は

絶対に忘れたくない。そして，このキャンプを楽しかった思い出というありきたり

な言葉で片付けたくはない。それほどまでにこのキャンプは毎日が刺激に満ち，充

実したものだった。そこで，このキャンプを 2 つの点から振り返りたいと思う。1

つ目は，「人と向き合う姿勢」を学んだという点である。2つ目は，「自分の強みを

持つ」という点である。 

◆ 日本の高校生 

 ・たどり着いた平昌では，たくさんの魅力的な人に出会えた。普段暮らしているだけ
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では分からない，狭い世界に住んでいたことを実感させられた。 

1番最初の自己紹介の時，確かに感じた。コミュニケーションが全く取れない。果

たしてこれからの 5日間を有意義に過ごせるのだろうか。ましてやビジネス案など。

不安は募るばかりだった。しかし，その不安は数時間後にはほとんど消えていた。

それは，3班の個性豊かなメンバーのおかげだ。みんなのコミュニケーション能力

がとても高く，韓国語はおろか，英語すらもままならない僕に対してもあの手この

手で気持ちを伝えようとしてくれた。もし，あのメンバーがいてくれなかったとし

たら僕はきっと 5日間沈黙を貫き，何も得られぬまま帰路につくことになっていた

だろう。本当に 3班のメンバーには感謝の気持ちしかない。 

 

5．受入れ側の感想（抜粋） 

◆ 韓国の高校生 

 ・日韓高校生交流キャンプは私にとって，新たな始まりとなった。日本の文化に対す

る興味が今まで以上に大きくなってきたし，学校で日本語の授業を受けているわけ

でもないのに，日本語の表現をたくさん学ぶことができた。たくさんの友達ができ，

素敵な思い出を胸に家に帰ってきた。大人になったら必ずみんなと再会して，キャ

ンプでの思い出話ができればいいなと思った。最後に，このキャンプを企画し，私

たちを精一杯サポートしてくださった主催スタッフの方々，通訳もして下さり，チ

ームを引っ張ってくださったメンターの先生，キャンプ期間中に苦楽を共にしたチ

ームメイトのみんなに感謝の言葉を伝えたい。かけがえのない経験と大切な思い出

を，本当に有難うございました。 

◆ 韓国の高校生 

・以前から日本の文化やコンテンツビジネスに興味があり，日本という国についても

少しは知っているつもりでいた。しかし，本格的に日本という国に興味を持ち始め

たのは，高校 1年の終わり頃で，冬休みになってから，日本語の勉強を始め，日本

への留学も考えるようになった。より本格的に日本語の勉強ができるように外国語

高等学校へ編入した。他の学生より日本語勉強のスタートも遅れ，日本への留学準

備を始めてからたったの 3か月しか経っていなかったが，日本について，より多く

のことを学びたくて，このキャンプに申し込むことにした。  

私の拙い日本語をサポートしてくれたメンターさんや理解してくれた日本の友達，

とてもフレンドリーだった韓国の友達，皆のおかげで本当に素敵なキャンプになっ

たと思う。きっとよそよそしいだろうと思っていた日本の学生たちとも，人間対人

間として接すると仲良くなれる相手であることが分かった。 

これからもっともっと一生懸命に勉強して，大学に進学してから，みんなにまた会

いたいと願う。 
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6．参加者の対外発信 

 

 

The disc and sweet letter from japan 

Korea economic association just 

arrived today! those feedbacks, 

pictures, and videos in it brought back 

my precious memories and made me miss 

those days😢 im really grateful to be 

chosen for this program! 

様々なことが終わりました。色々な方達に

お世話になりました。ありがとうございま

した。僕は今，とても満ち足りた気分です。 

 足りないものは語学力と睡眠時間です。 

많은 일들이 모두 끝났습니다. 많은 

분들께 많은 도움을 받았습니다. 대단히 

감사한 마음입니다. 저는 지금 아주 

만족스러운 기분입니다. 단지, 모자라는 

것은 어학능력과 수면시간입니다.  
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今回，初めてたくさんの日本の友達と話

す機会があり，日本の言葉や文化につい

て気になっていたことを色々教えてもら

いました。そしてビジネス企画について

話し合ううちに，自然と建物産業や地域

経済について日韓の相違点，またいまま

で知らなかった様々なことについて学べ

る良い機会になりました。 

My absolute honor to have had dinner with 

Mr. Yoon Kim, the Chairman of Korean 

behemoth, Sam Yang Holdings Cooperation. 

As I was seated right next to him, I could 

have an honorable experience to chat with 

Mr.Kim in person. Although it was less 

than 2 hours, I was so impressed with his 

vision and his generous personality. 

Thanks, Mr. Kim for the great dinner and 

JK association for selecting me as the one 

to have dinner with him. 

이번에 처음으로 여러 일본 친구들과 

이야기할 수 있게 되어서 언어나 다른 

문화들에 대해서 궁금했던 것들을 알 

수 있었고 사업에 대해서 이야기하면서 

자연스럽게 산업적으로 건물이나 지역 

경제에 대해서도 이야기하면서 여러 

가지 한국과 일본의 다른 점, 몰랐던 

점들을 알 수 있었던 기회여서 많은 

것들을 알 수 있었습니다. 
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7．報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

 

 

日韓高校生交流キャンプ OB/OG団体 

「JKSFF」の新歓＆キャンプ開催報告会を

開催。その際，活動報告を実施。 

■日時: 8月 20日(日) 13:30〜17:00 

■場所: 神宮前穏田区民会館 

にて開催，「JKSFF West」(関西)は， 

■日時：9月 10日(日) 15:00〜17:00 

■場所：福島区民センター 

（日韓交流おまつり 2017inTOKYO 紹介記

事） 

日韓経済協会が主催する「日韓高校生交流

キャンプ」，また，日韓高校生交流キャン

プに参加した OB・OGにより結成された JK

SFF(Japan Korea Students Future Forum

 の略称)が主催する「日韓学生未来会議」

の活動について紹介します。また，ブース

では，JKSFFメンバーたちが「韓国伝統遊

び」をご紹介いたします。是非お立ち寄り

ください。 

일한고교생교류캠프 OB/OG단체인 

「JKSFF」의 환영회＆캠프개최보고회를 

개최하였음. 그 모임에서 이번 

활동보고를 실시. 

■일시: 8월 20일(일) 13:30〜17:00 

■장소: 神宮前隠田구민회관 

에서 개최,「JKSFF West」(관서지방)은 

■일시：9월 10일(일) 15:00〜17:00 

■장소：福島구민센터 

일한경제협회가 주최하는 「일한고교생 

교류캠프」, 그리고 일한고교생교류캠프 

에 참가한 OB隠OG 학생들이 결성한 

JKSFF(Japan Korea Students Future Forum 

의 약칭)가 주최하는 「일한학생미래 

회의」의 활동 내용을 소개합니다. 

또한, 부스에서는 JKSFF멤버들이 「한국 

전통놀이」를 소개해 드립니다.  

꼭 한 번 들러주시기 바랍니다. 

 


