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Visit & Feel JAPAN Tour in 2018 Winter（招へいプログラム）の記録 

（対象国：韓国，テーマ：経済・文化） 

 

 

1．プログラム概要 

日本との交流に関心の高い韓国の大学生 20名が，1月 30日から 2月 4日の 5泊 6日

の日程で来日し，「日本の豊かな自然・伝統・歴史を五感で感じることで日本や日本人

に対する理解を深めて，広める」をテーマとしたプログラムに参加しました。 

一行は滞在中，北海道札幌市役所を訪れ，「オリンピック誘致と観光促進」に関する

講話を聴講し討論・発表会を行いました。駐札幌大韓民国総領事館では「2018 平昌五

輪と 2020東京五輪を通して，日韓両国が相互協力できることについて」の発表会と意

見交換会を行いました。この他，北海道大学の学生との交流会，1972 年札幌冬季五輪

の記憶を残す施設の視察，カーリング体験，ニッカウヰスキー北海道工場余市蒸溜所や

アイヌ民族博物館の訪問を行いました。 

青森県では立佞武多の館のなどで日本の歴史や文化，経済を見学・体験し,これらの

体験を SNSで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】 

北海道，青森県 

 

2．日程    

1月 30 日（火） 

新千歳空港より入国，オリエンテーション【表敬訪問・講義】札幌市役所を訪問 

 

1月 31 日（水） 

【視察】札幌大倉山展望台・札幌オリンピックミュージアム，【体験】カーリング 

【表敬訪問】駐札幌大韓民国総領事館，【交流】北海道大学生との交流会，「よさこい」

体験 

 

2月 1日（木） 

【視察】ニッカウヰスキー北海道工場余市蒸溜所，登別へ移動 

 

2月 2日（金） 

【視察・体験】アイヌ民族博物館・アイヌ伝統舞踊体験，【視察】洞爺湖体験学習館 

 

2月 3日（土） 

新幹線で青森県へ移動 
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【視察・体験】立佞武多の館，佞武多祭り体験，成果報告会 

 

2月 4日（日） 

青森空港より出国 

 

3．プログラム記録写真  

  

1月 30 日 札幌市役所訪問 

（札幌市中央区） 

1月 31日 札幌大倉山展望台視察 

（札幌市中央区） 

1월 30일 삿포로시청 방문 

(삿포로시 추오구) 

1월 31일 삿포로오쿠라야마전망대 시찰 

(삿포로시 추오구) 

  

1月 31 日 カーリング体験 

（札幌市豊平区） 

1月 31日 駐札幌大韓民国総領事館訪問 

（札幌市中央区） 

1월 30일 컬링 체험 

(삿포로시 토요히라구) 

1월 31일 주삿포로대한민국총영사관 방문 

(삿포로시 추오구) 
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1月 31 日 北海道大学生との交流会 

（札幌市北区） 

2月 1日ニッカウヰスキー北海道工場余市

蒸溜所視察（北海道余市郡） 

1월 31일 홋카이도대학교 학생들과 

교류회 (삿포로시 키타구) 

2월 1일 닛카위스키홋카이도공장 요이치

증류소 시찰 (홋카이도 요이치군) 

  

2月 2日 アイヌ民族博物館視察 

（北海道白老郡） 

2月 2日 洞爺湖サイロ展望台視察 

（北海道虻田郡） 

2월 2일 아이누민족박물관 시찰 

(홋카이도 시라오이군) 

2월 2일 토야호수 사이로전망대 시찰 

(홋카이도 아부타군) 

  

2月 3日 立佞武多の館視察 

（青森県五所川原市） 

2月 3日 立佞武多祭り体験-跳人踊り 

（青森県五所川原市） 

2월 3일 타치네푸타의집 시찰 

(아오모리현 고쇼가와라시) 

2월 3일 타치네푸타마츠리 체험 

-하네토춤 (아오모리현 고쇼가와라시) 
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4．参加者の感想（抜粋）  

◆ 韓国 大学生 

  ・Visit & Feel JAPAN は，日本の文化に疎い私に，多くのことを学ばせてくれた

プログラムだった。以前，大阪や京都など日本を旅した経験はあるが，ここまで‘日

本を勉強する’という心構えで旅に挑んだことはなかった。日本だけではなく，旅

に出る前に旅先について事前に調べて勉強してから行った方が断然楽しく充実し

た旅になるということに気付いた。このプログラムに参加して，特に良かったのは，

直接体験しながら文化を学べたということだった。アイヌの民族舞踊を教えてもら

いながら一緒に踊ったり，よさこいを日韓大学生が一緒になって体験したり，佞武

多祭りの体験まで，このプログラムでなければ体験できなかったこの全ての経験が

本当に楽しかった。また，この体験を通して日本文化に親しみを感じるようになっ

たと実感した。 

 

◆ 韓国 大学生 

  ・今回のプログラムを通して，おそらく二度とできないであろう多くの経験ができ

ました。駐札幌大韓民国総領事館を訪れ，領事と懇談会をしたり，オリンピックを

通して日韓両国が相互協力できることについて参加者同士で意見交換をしたりし

ました。また，今まで知らなかった北海道の先住民であるアイヌ民族についても学

ぶことができました。このプログラムに参加しなかったら，おそらく一生知ること

のなかった多くのことを学べたので，とても貴重な時間を過ごせたと思います。私

のアクションプランは， ‘日本語を勉強してまた日本に戻ってくる’でしたので，

プラン通りに一生懸命に日本語を勉強して，次に日本に来た時には，より多くの日

本人とたくさん交流がしたいと思います。 

 

◆ 韓国 大学生 

  ・日本は，韓国に比べて面積が広いため，広々とした風景がとても気持ち良く感じ

られた。また，日本を旅しながら，日本人は本当にマナー(おもてなし)を大事にし

ているんだなと感じた。街にはゴミひとつ落ちていなかったし，ホテルを出る時に

は，私たちの姿が見えなくなるまでホテルのスタッフさんたちがお辞儀をしていて，

少し戸惑いながらも，本当に私たちを配慮してくれているんだなと思うと嬉しくな

った。 

 

5．受入れ側の感想 

 札幌市役所関係者 

・札幌市では，2026年冬季五輪の招致を目指し，様々な取り組みを行っています。

例えば，学生アイディアコンテストやママフェス，市立大ワークショップなどがあ

りますが，若い世代(1972 年札幌冬季五輪を経験していない)との意見交換の場は

なかなか貴重な情報収集の機会となっています。本日は，韓国の若い世代から斬新

なアイディアやオリンピックを通しての日韓相互協力，観光促進などについての

様々なご意見をたくさんいただきまして，とても有意義な時間を過ごせました。ア

ジアで世界の祭典，オリンピック開催が続く中，特に日韓の協力はとても有効で大
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事なことだと改めて気付かされました。 

是非，札幌の美味しい食べ物，文化，自然などを満喫し，お帰り後は，広く宣伝し

ていただければと思います。 

 

 北海道大学 学生 

・韓国の同世代との交流は初めてだったので，緊張していましたが，とても楽しか

ったです。一緒によさこいを踊りながら盛り上がった事で，日本の伝統文化を知っ

てもらえて，また共有できて嬉しかったです。言葉の壁はありましたが，韓国の学

生たちは英語がとても上手で勉強熱心で，いろいろと刺激をうけました。今度は韓

国に遊びに行って，みんなとまた会いたいです。 

 

6．参加者の対外発信 

 

  

朝食の後，白老へ移動。アイヌ民族博物館

で短い公演を鑑賞してから，[熊送り](アイ

ヌ伝統)踊りを直接教えてもらった。熊狩り

の方法を聞いてみると，アイヌ民族は本当

に頭が良いんだなと思った。しかし，今は

昔ながらの伝統通りではなく，現代日本人

と同じような生活を送っているそうだ。昼

食は，アイヌ民族の伝統料理を味わった。 

立佞武多の館に行ったが，期待以上に素晴

らしく，全景がカメラに収まらなくて，本

当に残念だった。青森の佞武多祭りは，ま

た見に来たいと思った。私も一生をかけて

やる仕事を見付けたい。 

아침먹고 시라오이로 이동. 아이누민족박

물관에서 공연을 보고 <곰의 영혼 전송> 

춤을 직접 배워보는 시간을 가졌다. 곰을 

잡는 방법 등을 보고 아이누민족은 엄청 

타치네부타 박물관에 갔는데, 진짜 기대 

이상이었고 카메라에 안담겨서 통탄스러

웠다. 아오모리의 네부타 마쯔리는 다시

한번 오고싶을 정도였다. 나도 일평생을 
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똑똑한 것 같았다. 그래도 지금은 예전처

럼 전통적으로 사는 사람은 없고 현대일

본인 생활과 거의 같다는 듯하다. 또 아

이누민족 전통 식사도 점심으로 먹어볼 

수 있었다. 

바칠만한 일을 찾고 싶다. 

 

 

大倉山展望台のスキージャンプ台で，選手

たちが練習する様子が見られたが，空を飛

んでいる選手たちの姿が本当に格好良かっ

た!! 

次に，アイスリンクに行ってカーリングを

体験した。韓国では，簡単に体験できるも

のではないが，やってみると面白いスポー

ツなんだなと思った。また機会があれば是

非もう一度やってみたいと思った。 

北海道大学で出会った友達。私たちのため

に「よさこい」という踊りを見せてくれた。

また，楽しく‘鮭サンバ’という踊りを教

えてくれた。静かな踊りだと思っていた

が，とても動きの激しい踊りだった。みん

な，この時を一番忘れられない時間として

話したりする。 

오쿠라야마 전망대는 스키점프대가 있는 

곳인데, 선수들이 연습하는 모습을 볼 수 

있었고 하늘을 날아오르는 선수들의 모습

은 정말 멋있었다!! 

다음에는 컬링장에 가서 컬링을 체험했

다. 우리나라에서는 컬링을 쉽게 접하기 

어려운데, 생각보다 재미있는 스포츠라는 

것을 느꼈고 다음에 기회가 된다면 다시

한번 해 보고 싶은 마음이 생겼다. 

홋카이도 대학에서 만난 친구들. 우리를 

위해 요사코이 라는 춤을 준비해주었고 

유쾌하게 샤케쌈바 춤을 가르쳐주었다. 

정적인 춤일 거라고 생각했는데 매우 동

적이고 역동적인 춤이었다. 다들 잊을 

수 없는 순간으로 이 때를 꼽곤 한다. 
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7．報告会での帰国後のアクションプラン発表 

 

 

高校生の時に日本語を勉強して以来，二度

と勉強するつもりのなかった日本語だが，

今回のツアーを通して多くの刺激を受け

た。なので，日本語の勉強を再開するとい

うのが私の一番目のアクションプランだ。

高校の時に N4(日本語能力試験 4 級)を取

得しているので，N3 から N2 が取れるよう

にきちんと勉強し直したいと思う。 

二つ目のアクションプランは次の日本旅

行も今回同様 SNSを通して広報するつもり

だ。福岡と札幌がどのように違うのか，感

じたことを記録したい。 

一番印象深かった立佞武多の館で，伝統を

守りながら観光化した日本文化の底力を

感じた。次の世代が伝統を継ぐために一生

懸命努力する姿勢を韓国人も見習うべき

だと思った。8 月に青森で開かれる佞武多

祭りに直接参加したい。佞武多祭りについ

て詳しく調べてから，8 月に一人でも直接

お祭りに参加してそのエネルギーをもら

ってきたい。 

고등학교 때 일본어를 공부한 이후, 다

시 공부할 생각이 없었던 일본어였지만, 

이번 투어를 통해 많은 자극을 받았다. 

그래서 다시 일본어를 공부하겠다는 것

이 나의 첫 번째 액션 플랜이다. 고등학

교 시절 N4 를 취득했기 때문에 N3 부터 

N2까지 차근차근 다시 시작할 계획이다.  

두 번째 액션 플랜은 차후에 일본 여행

을 또 다시 다녀와서 이번 투어에서 그

랬던 것처럼 SNS 홍보를 할 생각이다. 

후쿠오카로 여행을 갈 생각인데, 후쿠오

카는 삿포로와 어떻게 다른 지도 느낀 

점으로 기록하고 싶다. 

가장 인상깊게 보았던 타치네부타 박물

관에서는 전통을 유지하며 관광화시킨 

일본문화의 저력을 느꼈습니다. 대를 이

어서 다음 세대가 전통을 잇기 위해 진

심으로 노력하는 자세는 한국인들도 본

받아야할 자세라는 것을 느꼈습니다. 8

월에 아오모리에서 열릴 네부타 마츠리

는 직접 참여해보고 싶습니다. 자세한 

조사를 통해 네부타 마츠리에 대해 더 

알아보고, 나아가 8 월 달엔 혼자서라도 

아오모리를 방문해 축제에 직접 참여해 

그 에너지를 얻어오고 싶습니다. 

 

 


