
 

1 

 

 

水原市大学生訪日事業（招へいプログラム）の記録  

（対象国：韓国，テーマ：地域住民による伝統文化と環境を守る取り組みを学ぶ） 

 

1．プログラム概要 

水原市在学・在住の大学生ら 20名が，１月 9日から 18日までの 10日間の日程で来日し，

テーマ「地域住民による伝統文化と環境を守る取り組みを学ぶ」の下，地域づくり等に関す

る視察や講義，地元住民らとの交流を通じて，対日理解を深めました。 

一行は，まず富士宮市を訪問し，地域の人材や資源を活用したエコツーリズム開発現場視

察として，特産品である日本酒の酒蔵見学やそば打ち，竹細工体験を行い，続けて世界文化

遺産である富士山の構成資産である富士宮本宮浅間大社と静岡県富士山世界遺産センター

を訪問しました。また静岡市内では，久能山東照宮や清見寺など徳川家康ゆかりの寺社を訪

問しました。このほかホームステイ，高校生・大学生との意見交換・交流会を実施し，市民

との交流を深めました。 

参加した学生達は静岡の伝統文化や環境保護活動に強い関心を示し，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。また，帰国前日に実施した研修報告会では，

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）について一人一人発表し，互

いに評価を行いました。 

 

【訪問地】 

静岡県 

 

2．日程    

1月 9日（火） 

富士山静岡空港より入国，オリエンテーション 

 

1月 10 日（水） 

【視察】静岡県富士宮市柚野地区内にて里山散策 

【文化体験・視察】竹細工，そば打ち，富士錦酒造株式会社 

【講義・意見交換】地元エコツーリズム推進団体訪問（地域住民と共に環境伝統文化を守る

エコツーリズム） 

 

1月 11 日（木） 

【視察】静岡県富士山世界遺産センター及び富士宮本宮浅間大社見学，ほか富士宮市内 

【文化体験】和菓子作り（練り切り作り） 

【講義・意見交換】地元エコツーリズム推進団体訪問（地域の課題とコミュニティーに根差

したエコツーリズムについて），【視察・意見交換】文具の蔵 Rihei 
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1月 12 日（金） 

【視察・体験】久能山東照宮，清水港クルーズ船乗車，清見寺 

【講義・意見交換】テーマ「徳川家康のまちづくりと朝鮮通信使」，【交流】ホームステイ 

 

1月 13 日（土） 

【交流】ホームステイ 

 

1月 14 日（日） 

【交流】ホームステイ，ホストファミリー親睦会 

 

1月 15 日（月） 

【意見交換・活動見学】丸子まちづくり協議会（静岡市丸子・宇津ノ谷地区）活動概要と環

境を守る取り組みについて（耕作放棄地での竹チップ加工見学）， 

【交流・体験】静岡県立駿河総合高校（和太鼓部活動見学・演奏体験） 

 

1月 16 日（火） 

【交流】静岡市立清水飯田小学校，静岡大学人文社会科学部経済学科（アジア経済学ゼミ） 

 

1月 17 日（水） 

【表敬】静岡市役所（副市長），報告会（訪日成果・帰国後の活動計画発表） 

 

1月 18 日（木） 

富士山静岡国際空港より出国 

 

3．プログラム記録写真  

  

1月 10 日 【文化体験】そば打ち 

（静岡県富士宮市） 

1月 11日 【講義・意見交換】地域の課題と

コミュニティーに根差したエコツーリズム

について意見交換（静岡県富士宮市） 

1월 10일 【문화체험】소바(메밀국수) 

만들기 체험(시즈오카현 후지노미야시) 

1월 11일 【강의・의견교환】지역의 과제와 

커뮤니티에 입각한 에코투어리즘 

(친환경형 관광)에 대한 의견교환 

(시즈오카현 후지노미야시) 



 

3 

  

 

1月 15 日 【交流・体験】静岡県立駿河総

合高校和太鼓部生徒と交流・演奏体験） 

（静岡県静岡市） 

1月 15日 【意見交換・活動見学】 

丸子まちづくり協議会活動見学 

（竹チップ作り）（静岡県静岡市） 

1월 15일 【교류・체험】 

시즈오카현립스루가종합고등학교 

와다이코부(전통타악기 연주 동아리) 

학생들과의 교류(시즈오카현 시즈오카시) 

1월 15일 【의견교환・활동견학】 

마리코 마을만들기협의회 활동견학 

(대나무 칩(대나무의 줄기를 분쇄 한 것) 

만들기)(시즈오카현 시즈오카시) 

 

 

1月 16 日 【交流】静岡大学人文社会科学

部経済学科（アジア経済学ゼミ）学生とディ

スカッション（静岡県静岡市） 

1月 17日 【表敬】 

静岡市役所（静岡県静岡市） 

1월 16일 【교류・체험】 

시즈오카대학교인문사회과학부 경제학과 

 (아세아경제세미나)전공학생과 디스커션 

 (시즈오카현 시즈오카시) 

1월 16일 【예방】 

시즈오카시청  (시즈오카현 시즈오카시) 

 

4．参加者の感想（抜粋） 

◆ 韓国 学生など 

・そば打ち体験，酒蔵見学，和菓子作りなど多様なプログラムを通じて，静岡の多くの人々

が伝統文化を守るために努力していることや，その努力が重なることで衰退していく地域を

復興させることが可能だということが分かった。特に，会社員という肩書を捨て故郷に戻り，

約 300 年の歴史ある酒蔵を継いだ社長のお話が印象深かった。伝えたいことを日本語で完全

に表現することはできなかったが，皆私の拙い日本語でも理解しようとしたり，自信を持つ

よう励ましてくれたりしてありがたかった。人々もとても暖かく，ホストファミリーのリオ
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ンちゃんからもらった手紙と訪問した清水飯田小学校の 1年生とけん玉で遊んだことが特

に記憶に残っている。また，朝鮮通信使に関する講義では壬辰倭乱(文禄の役)以降，当

時の朝鮮では日本に対し否定的な感情があったが，通信使派遣を通じて富士山と

金剛山の景色を比較したり，通信使として清見寺を訪れた息子が父親が残した詩

文を読んだ感想をまた詩文で残したり等，国家間そして世代間の交流が活発だっ

たと聞いた。現在，日韓両国にはいろいろな問題が散在しているが，継続的な交

流を通じて，相手を理解しようと努力し合えば，その問題についても解決の糸口

を探ることができるのではないかと思った。 

 

・あまりなじみがなかった「エコツーリズム」について詳しく学ぶことができてよかった。

エコツーリズムとは単に環境を守るために努力することだと思っていたが，エコツーリズム

は自然を守るだけでなく，私達の目に見える景色一つ一つを守るために努力し，人間が住む

空間と時間，伝統を守るために力を合わせていくことだということが分かった。静岡の名画

のような風景，自負心溢れる表情で自分の町を一所懸命説明してくれた人々と過ごした日々

は掛け替えのない貴重な経験となった。静岡は自分にとってとても馴染み深い居心地の良い

所。いつかまた「富士山の都市」に戻れることを願っている。  

 

・丸子，宇津ノ谷での地域活動見学で新しいことを学び，人々と接することができた。地域

住民自ら町の文化を守るために様々な方法を工夫して実行し，その取り組みを発展させるた

めに住民が一丸となって努力し続けていることに驚いた。富士宮の柚野で町の見学をした時

も感じたように，自分の地域を発展させ，共同の利益を得るために個人個人が主体的に取り

組む姿を見て，日本の国民性の素晴らしさに気付くことができた。今回の JENESYS2017 訪日

研修は，普通の旅行では見たり聞いたりすることができない日本人の生活や文化を比較的に

近いところで感じることができた良い機会だった。ホームステイでは日本の家庭文化を，小

学校・高校・大学での交流では日本の社会を窺うことができた。将来，私の大きな資産とな

る貴重な経験を今回の研修を通じてたくさん得ることができた。静岡での良い記憶を韓国の

人々と分かち合い，それが日韓関係が改善するのに役立つなら嬉しい。 

 

5．受入れ側の感想 

<ホストファミリー> 

・過去に自分達夫婦が海外でホームステイをした時にとてもよい経験をしたため，その恩返

しのつもりでホストファミリーに応募した。自宅に外国人を受け入れるのは初めてだったの

で最初は不安だったが，「自分だったらこうしてもらえたら嬉しい」という視点で考え，何

とかおもてなしできたのではないかと思う。一緒にほうれん草の胡麻和えや餃子を作ったり，

韓国の様々な話を聞いたりして，楽しく盛り上がった。昨年度のホームステイは 1泊だけだ

ったと聞いたが，ちょうど慣れてくる頃にお別れしないといけないので，今回のように 2

泊以上の方が良いと思った。今後も様々な国の学生を受け入れたい。 

 

<一般社団法人エコロジック代表理事 新谷雅徳> 

・韓国の学生達が目をキラキラさせながら，私達の講義に聞き入ってくれていた様子が忘れ
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られない。エコツーリズムもそうだが，地域での活動は簡単ではない。熱い想いを持つこと

は大切だが，学生である自分ができることは何かを深く考え，JENESYS で出会った仲間とと

もに韓国に帰国後も地域の活動に参加してほしいと思う。今まで以上に自分の祖父母や地域

の高齢者から話しを聞くようにするだけでも大きな一歩かもしれない。継続の鍵は楽しむこ

と。それを忘れずにいてほしい。 

 

6．参加者の対外発信 

 

 

「旅を通して見聞を広げる」という言葉を実感。

また，日本政府の支援を受ける特別な活動だっ

たのでさらに貴重な経験だった。  

エコツーリズムを通じて「伝統文化や環境への

取り組み」を学んだ。地域経済とコミュニティが住

民の自主参加により，どのように活性化されるか

が分かった。各自の立場で文化を守り，発展しよ

うとする姿を直接見て，人々の話を聞けたことは

非常に有意義だった。  

交流会で会った小学生やホストファミリー，駿

河総合高校和太鼓部，ディスカッションした静岡

大学の学生達，皆，積極的に取り組む姿が印象

深かった。 

日本語をはじめ，ホームステイで直接感じ体験し

た日本の生活習慣や文化，そしてさまざまな講演

や見学を通じて地域社会の活性化プランなどたくさ

んのことを学ぶことができた。 

普段から日本に興味があり，学びたい気持ちが

大きかったので，充実したプログラムの内容に満足

感が得られた。 

出発前は静岡についてよく知らなかったが，10日

間過ごしてみると本当に良いところだと思った。韓

国人にもぜひ静岡のことを知ってもらいたい。 

日程がぎっしり詰まっていて少し疲れたが，その

分やり甲斐も感じ，意義のある研修だった。特に自

分の仕事に熱心に取り組む職人の姿は，自分自身

にも大きな動機付けになった。2018年1月は私の人

生において大きなターニングポイントになると思う。 

“여행을 통해 견문을 넓힌다”라는 말을 

실감. 그리고, 일본정부 지원을 받는 

특별한 활동으로 소중한 경험이 되었다.  

 

 에코투어리즘을 통한“전통문화와 

일본어, 그리고 홈스테이에서 직접 느끼고 체험한 

일본문화 그리고 다양한 강연과 견학을 통한 일본 

지역사회의 활성화 방안등, 많은 것들을 배울 수 

있었다. 
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환경보존 방안”을 배웠다. 지역경제와 

지역 커뮤니티가 지역주민의 자발적인 

참여에 의해 어떻게 활성화되고 있는지 

볼 수 있었다. 각자의 입장에서 문화를 

지키고 공동체를 이루며 발전하려는 모습을 

직접 보고, 그들의 노력과 스토리를 들을 

수 있었던 것은 매우 유익한 경험이 됐다. 

 

 교류회에서 만난 초등학생과 호스트 

패밀리, 스루가종합고등학교 와다이코부, 

토론을 함께한 시즈오카대학교 학생들 모두 

적극적이고 열정적인 모습이 인상 깊었다. 

 평소부터 일본에 흥미가 있으며, 배우고자 하는 

마음이 컸기에 연수 내용들이 더 알차고 뿌듯했던 

것 같다.  

 

 솔직히 말해서 이번 연수 전까지 시즈오카에 대해 

잘 알지도 못했는데, 정말정말 좋은 곳이라는 것을 

깨달았다. 우리나라 사람들이 시즈오카를 더 많이 

알았으면 좋겠다.   

 

 연수일정이 많아서 쉽지 않았지만 그 대신 더욱 

보람차고 의미 있었음. 특히 자신의 일에 흔들림 

없이 몰두하시는 장인들의 모습은 큰 동기부여가 

되었음. 이번 2018 년 1 월이 내 인생에 있어서 큰 

변곡점이 되지 않을까 싶음. 

 

7．報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

 

 

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクション・プランの発表 1 

静岡での伝統文化と環境を守る取り組みの

視察体験を活かし，帰国後，環境保護団体や

ボランティア，サークルなど実質的な活動に

参加する。 

アクション・プランの発表 2 

地域住民自らが旅行先を紹介したり，住民自身

ができる地域活動を登録してコミュニティー作

りを助けたりすることができるアプリを作成す

る。 

액션플랜 발표 1 

시즈오카의 전통문화와 환경보전 실천에 

대한 시찰경험을 활용하여, 귀국 후, 

환경보호단체 및 자원봉사, 동아리 등의 

실질적인 활동에 참가한다. 

액션플랜 발표 2 

지역주민 스스로가 여행한 곳을 소개하거나, 

주민들이 자체적으로 할 수 있는 지역활동을 

등록하여 커뮤니티 형성을 도와주는 

어플리케이션을 제작한다. 

 

 


