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韓国青年訪日団（第 10～11団）（招へいプログラム）の記録  

（対象国：韓国，テーマ：伝えたい日本の魅力発掘） 

 

 

1. プログラム概要 

 在大韓民国日本国大使館にて選抜された高校生等が，2月 20日から 3月 1日までの

9泊 10日の日程で来日し，テーマ「伝えたい日本の魅力発掘」の下，対日理解を深め

ました。 

 一行は東京都で日本の伝統文化に関する講義や体験，学校訪問を行いました。その後，

10 団は広島県，11 団は兵庫県へ移動し，ホームステイや学校訪問，文化体験を行い，

関係者との意見交換・交流を実施しました。プログラム中，訪問地域の地域活性化の取

組や特産物，伝統文化等に強い関心を示し，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，帰国前の成果報告の場では，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）について各人が発表しました。 

 

【訪問地】 

東京都，広島県，兵庫県，岡山県 

 

2. 日程    

2月 20 日（火）入国（成田国際空港） 

【視察】東京スカイツリー 

 

2月 21 日（水）  

【講義】落語の概要と実演（笑福亭銀瓶氏） 

【文化体験】着物着付け，浅草散策 

 

2月 22 日（木） 

【学校訪問・交流】第 10団:郁文館高等学校，第 11団:大東文化大学第一高等学校 

 

2月 23 日（金） 

【視察】三鷹の森ジブリ美術館，吉祥寺フィールドワーク，第 10団:そなエリア東京 

 

2月 24 日（土） 

第 10 団:【文化体験】お好み焼き作り，【交流】ホームステイ対面式（江田島市） 

第 11 団:【体験】うずしおクルーズ，【文化体験】淡路人形浄瑠璃鑑賞， 

【交流】ホームステイ対面式（南あわじ市） 
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2月 25 日（日） 

【交流・文化体験】終日ホームステイ 

 

2月 26 日（月） 

第 10 団:【学校訪問・交流】広島県立大柿高等学校， 

【視察】広島平和記念公園，広島平和記念資料館， 

【講義】原爆被害の実相と被爆体験を中心とした被爆者による講話 

第 11 団:【視察】北淡震災記念公園，神戸フィールドワーク， 

【講義】阪神・淡路大震災の被災者による被災体験等についての講話 

 

2月 27 日（火） 

第 10 団:【視察】厳島神社，千光寺，尾道フィールドワーク， 

【文化体験】もみじ饅頭作り 

第 11 団:【学校訪問・交流】兵庫大学，【講義】日本の祭りと観光について 

【視察】姫路城 

 

2月 28 日（水） 

【視察】倉敷美観地区，岡山後楽園，第 10団:【視察】岡山城 

成果報告会 

 

3月 1日 （木） 

帰国（岡山空港） 

 

3. プログラム記録写真  

  

2月 21日【講義】「落語の概要と実演（笑福

亭銀瓶氏）」(東京都中央区) 

2月 21日【文化体験】着物着付け(東京都台

東区) 

2월 21일【강의】「라쿠고 개요와 공연 

(쇼후쿠테이긴페이씨)」 (도쿄도 추오구) 

2월 21일【문화체험】기모노 입기 

 (도쿄도 다이토구) 
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2月 22日【学校訪問】(第 10団)郁文館高等

学校(東京都文京区) 

2月 22日【学校訪問】(第 11団)大東文化大

学第一高等学校(東京都板橋区) 

2월 22일【학교방문】(제 10단)이쿠분칸

고등학교(도쿄도 분쿄구) 

2월 22일【학교방문】(제 11단)다이토문

화대학 제일고등학교(도쿄도 이타바시구) 

  

2月 24日【文化体験】(第 10団)お好み焼き

作り（広島県広島市） 

2月 24日【文化体験】（第 11団）淡路人形

浄瑠璃鑑賞（兵庫県南あわじ市） 

2월 24일【문화체험】(제 10단)오코노미

야키 만들기（히로시마현 히로시마시） 

2월24일【문화체험】(제11단）아와지닌교 

죠루리감상（효고현 미나미아와지시） 

  

2 月 24 日【交流】(第 11 団) ホームステイ

対面式（兵庫県南あわじ市） 

2 月 26 日【交流】（第 10 団）ホームステイ

解散式（広島県江田島市） 

2 월 24 일【교류】(제 11 단) 홈스테이 

대면식（효고현 미나미아와지시） 

2 월 26 일【교류】（제 10 단）홈스테이 

해산식（히로시마현 에타지마시） 
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2月 26日【学校訪問】（第 10団）広島県立

大柿高等学校（広島県江田島市） 

2月 26日【講義】（第 11団）阪神・淡路大

震災の被災者による講話（兵庫県淡路市） 

2월 26일【학교방문】(제 10단)히로시마현

립 오가키고등학교(히로시마현 에타지마

시) 

2 월 26 일【강의】(제 11 단) 한신・아와지 

대지진 이재민 강의（효고현 아와지시） 

  

2 月 26 日【講義】（第 10 団）原爆被害者に

よる講話（広島県広島市) 

2月 27日【学校訪問】(第 11団)兵庫大学 

（兵庫県加古川市） 

2 월 26 일【강의】（제 10 단）원자 폭탄 

피해자 강의（히로시마현 히로시마시) 

2월 27일【학교방문】(제 11단)효고대학 

（효고현 가코가와시） 

  

2月 27日【視察】(第 10団)厳島神社（広島

県廿日市市) 

2月 27日【視察】（第 11団）姫路城（兵庫

県姫路市） 

2월 27일【시찰】(제 10단)이쓰쿠시마신사 

（히로시마현 하쓰카이치시) 

2월 27일【시찰】（제 11단）히메지성 

（효고현 히메지시） 
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2月 27日【文化体験】(第 10団)もみじ饅頭

作り（広島県廿日市市) 

2月 28日【視察】倉敷美観地区(岡山県倉敷

市) 

2월 27일【문화체험】(제 10단)모미지만쥬

굽기（히로시마현 하쓰카이치시） 

2월 28일【시찰】구라시키미관지구 

(오카야마현 구라시키시) 

 

4. 参加者の感想（抜粋) 

◆ 韓国 高等学校日本語教師（引率者） 

 ・伝統文化を継承し，さらに発展させようと努力する日本の姿に，韓国も学ぶ点が多い

と感じた。また，日韓共通の課題である少子高齢化についての日本の取組みを知り，今

後，その対策について研究してみたいと思った。 

 

 ・このようなプログラムを通じ，日韓の高校生交流がより拡大していくことを期待した

い。特にプログラム中のフィールドワークでは，生徒たちが自ら考え計画を立て，それ

ぞれの地域の生活を観察することが出来て良かったと思う。そして，そこで見たありの

ままの日本の姿を SNSで発信し，より多くの人々に伝える良い機会となった。 

  

◆ 韓国 高校生 

・今回の訪日を通じて，日本に対する誤解や偏見が無くなった。訪日前は，日本人は徹

底した個人主義であると思っていたが，訪日中に道を聞いた時，自分の用事は二の次に

して目的地まで連れて行ってくれた。また，韓国人を嫌いな日本人が多いと聞いていた

が，進んで挨拶をしてくれ，自分が韓国人であると分かると「アンニョンハセヨ」と近

付いてきてくれた。日本人のそのような姿を見て考えが変わった。 

 

・まず日本に到着するなり成田空港で働く高齢者の方々に出会い，少子高齢化に対する

日本社会の雰囲気や取組み等を感じることが出来た。その後も，観光名所の案内ボラン

ティアや震災被害の語り部の方などに出会い，高齢者のために雇用を創出し，彼らが社

会の一員として参加出来るよう取組む日本の姿勢は素晴らしいと感じた。 

 

・プログラム参加前は，高校卒業後の自身の進路について悩んでいたが，今回，兵庫大

学を訪問し，自分の知らなかった学問分野の存在及び可能性を知り，日本の大学への留

学を真剣に考えるようになった。 
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5. 受入れ側の感想 

 訪問校関係者 

・今まで英語圏の学校を中心に国際交流を行ってきたが，今回，韓国の生徒たちを受け

入れ，彼らの日本語能力の高さに驚いた。また，日本語が堪能で共通の関心事も多いこ

とから，生徒たちもより親近感を感じたようだ。今後もこのような機会が有れば積極的

に交流を行いたいと思う。 

 

 訪問校学生（大学生） 

・韓国の生徒たちがとてもフレンドリーで驚いた。名前やハングル文字が分からず質問

することが多かったが，優しく丁寧に日本語の意味などを教えてくれ，とても勉強にな

った。これを機会に今後，韓国語を学習してみようと思う。 

 

 訪問校学生（生涯学習講座受講生） 

・日本語が堪能な生徒が多く，話が進み，ワークショップも楽しく進めることが出来た。

今後も市民レベルでの交流を行うことで，遠くて近い国と言われる日韓関係も改善する

のではないだろうか。人と人との交流こそが未来の日韓関係を形成すると確信している。 

 

 訪問校学生（高校生） 

・近年，韓国人観光客が増えていることをとても嬉しく思っていたが，社会人が多く，

日本で同世代の韓国人と話すことは初めてであったため新鮮だった。今後、もっとこの

ような交流が国内で増え，日本と韓国の学生同士が新しい文化を築いていくことを願っ

ている。韓国の学生たちは皆，日本文化について熱心に話を聞いてくれ，質問を沢山し

てくれたので，私たちもとてもやりがいを感じた。 

 

・韓国の学生ということで，会う前は英語で話さなければと緊張していたが，実際は皆

日本語が堪能で，とても友好的であった。色々なことについて話をしたが，その中でも

日本の魅力について質問した時に，「ひらがなとカタカナがとても美しい」と言われ驚

いた。毎日，私たちが当たり前のように使っているこの文字も，韓国人からすると美し

く思えるのだなと温かい気持ちになった。日本人同士では気付かないことに気付くこと

ができて良かった。これからは日本語に誇りを持って，美しい字を書きたいと思う。 

 

 兵庫県南あわじ市関係者 

・ホームステイ受け入れ家庭は，言葉の問題や文化の違いなどを心配していたようだが，

特に問題もなく，それぞれ楽しい時間を過ごしたようだ。また，ちょうど地域の神社の

餅奉納があり，出掛けた家庭も多かったようで，神話の島，淡路島の伝統文化を体験し

てもらえて良かった。今後も多くの外国人の方に淡路島を訪れていただきたい。 

 

 ホームステイ受入家庭 

・日本語が堪能な団員や日本文化に関心の有る生徒たちだったので，話も弾み，楽しく

交流ができた。韓国の徴兵制や北朝鮮についての考えなどを直接，質問することができ

て良かった。これからも，礼儀正しい韓国の若者たちと積極的に交流を行っていきたい。 
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6. 参加者の対外発信 

  

学校訪問に関する発信 

短い時間でしたが，みんなが笑顔で迎え

て，積極的に交流することができて，とて

も幸せでした。 

みんなには「また明日」と言いました。 

本当に明日も会いたいです。 

みんなありがとう。きっとまた会えるか

ら！サランヘ 

フィールドワーク（吉祥寺）に関する発信 

日本の魅力を発掘するクールジャパンリ

ポーターの最初のフィールドワーク！ 

吉祥寺。 

やはり初めて訪れる場所の魅力を発見す

ることは容易ではなかった。美味しい料

理，親切なサービスは日本では当たり前

だ。ここで私が実感したのは「清潔さ」だ。

吉祥寺には多くのデパートや商店がある

にもかかわらず，道端にゴミひとつ落ちて

いなかった。韓国の明洞と思わず比較して

しまう… 

학교 방문에 대한 발신 

짧은 시간이었지만 모두가 미소를 지으

면서 환영해주었기 때문에 적극적으로 

교류할 수 있어서 아주 행복했습니다. 

친구들에게‘내일 보자’라고 인사했습

니다. 여러분 고마워요. 꼭 다시 만날 

수 있을 거예요! 사랑해 

필드워크(기치조지)에 대한 발신 

일본의 매력을 발견하는 쿨재팬리포터의 

첫 필드워크! 기치조지다. 

역시 처음 가본 곳의 매력을 발견하려고 

해서 어려웠다. 맛있는 음식.친절한 서

비스는 당연한 일본의 매력이였다.여기

서 내가 실감한 것은‘청결함’이었다. 

기치조지에는 많은 백화점 상가들과 상

점들이 있었는데 길거리에 쓰레기가 하

나도 없었다. 한국의 명동과 비교가 되

는구만… 
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広島の料理に関する発信 

広島で食べた有名な料理は 3つある。お好

み焼き，牡蠣，ラーメンだ。広島風お好み

焼きは材料を全て混ぜて食べる大阪と違

い，一層ずつ材料を重ねて作る。生地，キ

ャベツ，卵，豚肉，麺など，簡単な材料で

作ることができる。 

2 つ目は牡蠣フライ，私たちが訪問した江

田島や宮島をはじめ，広島は牡蠣祭がある

ほど牡蠣料理が有名だ。しかし旅館で食べ

た懐石料理で見た牡蠣料理は単純に酢醤

油をつけて食べるのではなく，多様な・・・ 

ホームステイに関する発信 

2泊 3日の間楽しかったです。 

お母さん，お父さん，おばあさん，お姉さ

ん，お兄さん 

本当にとってもとってもとっても感謝し

ています。大好きです。 

히로시마의 음식에 대한 발신 

히로시마에서 먹었던 유명한 요리에는 3

가지가 있다.오코노미야끼, 굴, 라멘이

다.히로시마풍 오코노미야끼는 재료를 

모두 섞어서 먹는 오사카와는 다르게 한 

층 한층 재료를 쌓아 만든다. 밀가루 

반죽,양배추,계란,되지고기,면 등 간단

한 재료로 만들 수 있다. 

두 번째는 굴튀김. 우리가 방문한 에타

지마나 미야지마를 비롯해 히로시마에서

는 굴축제가 있을 정도로 굴요리가 유명

하다.하지만 료칸에서 먹은 가이세키 요

리에서 본 굴요리는 단순히 초장에 찍어

먹는 것이 아니라 다양한… 

홈스테이에 대한 발신 

2박 3일동안 즐거웠습니다. 

오까상 오또상 오바상 오네상 아니상 

진짜 너무너무너무 감사합니다. 

사랑합니다. 
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7. 報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

  

第 10 団は，10 日間の日程を振り返ると

共に，各種視察やホームステイを通じての

成果及び帰国後のアクションプランにつ

いて発表した。 

アクションプランの具体的な内容とし

ては，個人のブログや SNSを通して活発な

発信を行う，パワーポイントを使って校内

で訪日体験を発表する，原稿を書いて放送

部で訪日体験を放送する，動画サイトに情

報を投稿する，などの発表が行われた。 

第 11団の成果報告会では,今回の訪日を

通じて学んだ日本人の親切さやおもてな

し精神,日本の地域活性化の現状や少子高

齢化への対策などを SNSや学校での報告会

を通して発信していきたいとの発表があ

った。 

また,学校訪問やホームステイで出会っ

た多くの日本人たちと継続して交流を続

け，日本語の学習により一層邁進するとと

もに，高校卒業後は日本の大学進学を目標

にしたいとの意見も出た。 

제 10 단은 10 일간의 일정을 돌이켜보

면서 각종 시찰과 홈스테이를 통한 성과 

및 귀국 후에 액션플랜에 대해 발표했

다. 

구체적인 액션플랜 내용으로서는 개인 

블로그과 SNS 를 통해 활발한 발신하기, 

ppt 를 사용해서 학교 내에서 방문 체험

을 발표하기, 원고를 써서 방송부에서 

방문 체험을 방송하기, 동영상 사이트에 

정보를 올리기 등의 발표가 나왔다. 

제 11 단 성과보고회에서는 이번 방일

연수을 통해 배운 일본인의 친절과 서비

스정신,그리고 일본의 지역 활성화의 현 

상황와 저출산 고령화에 대한 대책 등을 

SNS 과 학교 보고회를 통해 발신하겠다

는 발표가 있었다. 

또한 학교 방문 및 홈스테이에서 만난 

많은 일본인들과 지속적으로 교류하여  

일본어 학습에 더욱 매진하고 고등학교 

졸업 후에는 일본의 대학교 진학을 목표

로 삼고 싶다는 의견도 있었다 . 

（了) 


