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韓国大学生訪日団（第 1～4団）（招へいプログラム）の記録  

（対象国：韓国，テーマ：地域の伝統文化探求と魅力発信） 

 

1. プログラム概要 

 韓国全土から選抜された大学生 80名が，6月 26日から 7 月 5日までの 9泊 10日の

日程で来日し，テーマ「地域の伝統文化探求と魅力発信」の下，対日理解を深めました。 

 一行は都内で日韓の文化交流に関する講義を聴講し，文化体験や視察，学校訪問を行

いました。その後，第 1～2団は高知県・京都府・大阪府で，第 3～4団は広島県・山

口県・福岡県で，自治体表敬訪問やホームステイ，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。一行は，プログラム中，訪問地域の伝統文化，伝

統料理，地域活性化の取組み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，高知県，京都府，大阪府，広島県，山口県，福岡県 

 

2. 日程    

6月 26 日（火） 

入国（羽田国際空港，成田国際空港），【視察】江戸東京博物館 

6月 27 日（水） 

【講義】「日韓文化交流の歴史と意義」， 

【文化体験】第 1～2団:風鈴絵付け，第 3～4団:江戸文字提灯作り 

6月 28 日（木） 

【学校訪問】第 1～2団:神田外語大学，第 3～4団:明治大学 

【視察】秋葉原でフィールドワーク 

 

第 1～2団は高知県，第 3～4団は広島県を訪問 

地方プログラム終了後，第 1～2団は京都府，大阪府で学校訪問，文化体験等を実施 

第 3～4団は山口県，福岡県で視察，企業訪問等を実施 

 

第 1～2団：高知県，京都府，大阪府 

6月 29 日（金） 

【表敬・講義】高知県庁，地域の魅力に関する講義，【視察】高知城歴史博物館 

6月 30 日（土） 

【視察】桂浜，【文化体験】かつおのたたき作り，【交流】ホームステイ対面式（四万十

市） 
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7月 1日（日）終日ホームステイ 

7月 2日（月） 

【企業訪問】株式会社けんかま（水産練製品製造販売，惣菜製造販売） 

【学校訪問・文化体験】高知県立大学，よさこい踊り 

7月 3日（火） 

【学校訪問】立命館大学 

7月 4日（水） 

【視察】伏見稲荷大社，【文化体験】石臼抹茶作り，浴衣着付け，成果報告会 

7月 5日（木） 

出国（関西国際空港） 

 

第 3～4 団：広島県，山口県，福岡県 

6月 29 日（金） 

【産業視察】豊平どんぐり農園，いちご狩り体験，【表敬・講義】北広島町役場，地域

の魅力に関する講義，【交流】ホームステイ対面式（北広島町） 

6月 30 日（土） 

終日ホームステイ，【郷土芸能体験】芸北神楽鑑賞 

7月 1日（日） 

【文化体験】浴衣着付け，【視察】厳島神社 

7月 2日（月） 

【視察】広島平和記念公園・広島平和記念資料館，被爆者による講話，【視察】錦帯橋，

岩国城，門司港レトロクルーズ 

7月 3日（火）成果報告会  

7月 4日（水） 

【企業訪問】株式会社やまやコミュニケーションズ本社工場（辛子明太子製造販売）， 

【視察】九州国立博物館，太宰府天満宮 

7月 5日（木） 

出国（福岡国際空港） 

3. プログラム記録写真  

第 1～2 団（訪問地：東京都，高知県，京都府，大阪府） 

  

6月 27日【講義】「日韓文化交流の歴 

史と意義」 (東京都港区) 

6月 27日【文化体験】風鈴絵付け(東京都江

戸川区) 
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6월 27일【강의】「일한 문화교류의 

역사와 의의」(도쿄도 미나토구) 

6월 27일【문화체험】풍경 만들기 (도쿄도 

에도가와구) 

  

6月 28日【学校訪問】神田外語大学(千葉県

千葉市) 

6月 29日【表敬・講義】高知県庁 (高知県

高知市) 

6월 28일【학교방문】간다외어대학(치바현 

치바시) 

6월 29일【예방･강의】고치현청(고치현 

고치시) 

  

6月 30日【文化体験】かつおのたたき作り

（高知県幡多郡黒潮町） 

7月 2日【企業訪問】株式会社けんかま 

（高知県須崎市） 

6월 30일【문화체험】가쓰오타타키 

만들기（고치현 하타군 구로시오쵸） 

7월 2일【기업방문】주식회사 켄카마 

（고치현 수사키시） 

  

7月 2日【学校訪問・文化体験】高知県立大

学（高知県高知市） 

7月 3日【学校訪問】立命館大学 

（京都府京都市） 

7 월 2 일【학교방문･문화체험】고치현립대

학（고치현 고치시） 

7월 3일【학교방문】리쯔메이칸대학（교토

부 교토시） 
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7月 4日【文化体験】茶道（京都府宇治市） 
7月 4日【文化体験】浴衣着付け（京都府宇

治市） 

7월 4일【문화체험】다도(교토부 우지시) 
7월 4일【문화체험】유카타 입기（교토부 우

지시） 

 

 第 3～4 団（訪問地：東京都，広島県，山口県，福岡県） 

  

6月 27日【文化体験】江戸文字提灯作り 

 (東京都墨田区) 

6月 28日【学校訪問】明治大学 

(東京都千代田区) 

6월 27일【문화체험】에도글자 제등（提灯）

만들기(도쿄도 스미다구) 

6월 28일【학교방문】메이지대학 

(도쿄도 치요다구) 

  

6月 29日【表敬・講義】北広島町 

(広島県山県郡北広島町) 

6月 30日【文化体験】芸北神楽 

(広島県山県郡北広島町) 

6월 29일【예방・강의】기타히로시마초 

(히로시마현 야마가타군 기타히로시마초) 

6월 30일【문화체험】게이호쿠 카구라 

(히로시마현 야마가타군 기타히로시마초) 
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7月 1日【交流】ホームステイ出発式 

（広島県山県郡北広島町） 

7月 1日【文化体験】浴衣着付け 

（広島県廿日市市） 

7월 1일【교류】홈스테이 출발식 

(히로시마현 야마가타군 기타히로시마초) 

7월 1일【문화체험】유카타 입기 

（히로시마현 하쓰카이치시） 

  

7月 2日【視察・平和講話】広島平和記念公

園（広島県広島市） 

7月 4日【企業訪問】株式会社やまやコミュ

ニケーションズ本社工場（福岡県福岡市） 

7 월 2 일【시찰·평화강의】히로시마 평화

기념 공원(히로시마현 히로시마시) 

7 월 4 일【기업방문】야마야 커뮤니케이션

즈 본사공장(후쿠오카현 후쿠오카시) 

 

4. 参加者の感想（抜粋)  

◆ 韓国 大学生 

 ・ホームステイの家庭で日本人家族と一緒に暮らし,日本の生活や韓国との違いについ

て知ることができてよかったです。日本の家族ができたようで幸せでした。 

 

 ・日本人の友達と出会ったことによって，日本への愛着が深まりました。これからもこ

の縁をずっと続けられるようにしたいです。また，帰国後に今回の経験を祖父母に話し

たいと思います。 

 

 ・カツオのタタキ，抹茶など日本の食べ物を直に味わい，体験できた点が良かったです。 

韓国では接する機会がなく，インターネットでも知ることができませんでしたが，実際

に食べてみることで,日本特有の味を感じることができました。 

 

・いつも報道だけで触れていた日本の社会を実際に自分の目で見，その現場で働く人た
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ちの話を聞くことができて良かったです。 特に，韓日両国の若い世代の大学生らとの

交流はとても記憶に残っています。これからもこのような交流が増えてほしいと思いま

す。 

 

・日本三景の一つである宮島，厳島神社を訪問し，日本の建築物と自然の調和と美しさ

を感じることができました。広島平和記念資料館視察や原爆被爆者による講義を通じて，

韓国人がよく知らない原子力の影響力や深刻さを知る事ができて良かったです。 明治

大学での交流会を通じて日本人の友達と付き合うことができ，討論で両国がさらに近く

なれたこと，ホームステイを通じて日本文化を直接体験して日本人の生活を知ることが

できたことが何より良かったです。 

 

・大学生との交流やホームステイなど，日本人との交流が一番印象に残りました。日本，

日本人を深く知ることができました。今回出会った人たちと引き続き連絡を取りあい，

交流をつなげていきたいと思います。また，日本語を学び，日韓交流イベントに参加す

るなど，今後も日韓の交流に積極的に関わっていきたいと思っています。 

 

5. 受入れ側の感想 

 訪問校関係者 

・日韓の学生同士が関心のあるテーマを選び，語り合いながら交流することができまし

た。このような機会から学生交流，また長期的には日韓関係に関する専門家の育成につ

ながり，研究交流にも結び付いていくことを願っています。 

 

 訪問校学生 

・日本と韓国が，距離的にも経済や文化的にも深く関わっている状況で，実際に韓国の

大学生と話す機会ができ，双方の学生にとって大変有意義な時間を過ごすことができま

した。日本に関心の高い学生を目の前にして，私たちも韓国についてもっと理解を深め

なければいけないと感じました。どうしても旅行やポップカルチャーだけを見てしまい

がちですが，言語だけではなく文化や価値観についても学ぶ必要があります。一朝一夕

に，日本と韓国の関係を強固なものとするのは難しいと思いますが，この機会を無駄に

せず，まだ行ったことがなかった韓国にいってみようと思います。そして実際に肌に触

れ，自分の経験としていきたいです。また，今回韓国の大学生たちと友達になれたので，

関係性を大切にしていきたいです。 

 

 訪問自治体関係者 

・初めての韓国からの大学生を受け入れるにあたり，受入家庭と打ち解けられるか心配

していましたが，ホームステイを終え出発する際に，どの家庭も名残惜しそうにしてい

たのが印象的でした。北広島町が誇る伝統芸能・芸北神楽の体験では，口上が難しいの

でどれだけ話の筋が伝わっているのか不安でしたが，舞い終わった際には大きな拍手を

いただき，上演した地元の上石神楽団も大変喜んでいました。 

 広島の過疎地に，確かに韓国との交流の輪が広がったことを大変うれしく思います。

再び北広島町へお越しいただける日をお待ちしております。 
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 ホームステイ受入家庭 

・帰る時にお礼の手紙をいただきましたが，一人の学生の手紙の中に「私の日本に対す

る良くない感情や誤解が全て消えました」と書かれていて，私たちを「第二のお父さん，

お母さんだと思っています。また会いに来ます。韓国に来られた時は私が案内します。

連絡下さい」とも書いてありました。韓国の皆さんとの交流を通じて，良くない感情や

誤解を解けるよう，もっともっと多くの若い方々との交流をしなければいけないと思い

ました。 

6. 参加者の対外発信 

  

学校訪問に関する発信 

今日，神田外語大学の皆さんのおかげで本

当に楽しい一日を過ごしました!!ソウル

でまた会いましょうね！ 

かつおのたたき体験に関する発信 

高知県でかつおのたたき体験。さばくとこ

ろから刺身にするところまで。１つ不思議

だったことはかつおのたたきの意味。かつ

おは魚の名前，たたきはさばいてお皿に盛

り付けた刺身を手でたたくのでたたき！

味は塩と醤油！おすすめは醤油味！！ 

학교 방문에 대한 발신 

오늘 간다외어대학 여러분들 덕분에 정

말 즐거운 하루를 보냈습니다.서울에서 

또 만나요!  

가쓰오노타타키체험에 대한 발신 

고치현에서 가쓰오노타타키체험, 해부에

서 사시미뜨기까지.한가지 신기했던 점

은 가쓰오노타타키의 뜻 가쓰오는 생선

이름, 타타키는 사시미를 뜨고 그릇에 

옮긴 사시미를 손으로 두드려준다고 해

서 타타키! 맛은 소금맛과 간장맛! 추천

은 간장맛!! 
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北広島町に関する発信 

北広島町は広島県山県郡に所在する町だ。

中国山地の標高 1000ｍほどの山々が島根

県境に連なり，太田川と江の川などの原流

域という。主要産業は農業，林業，スキー

場を中心とする観光業だという。 

神楽体験に関する発信 

神楽公演は伝統的な公演だから堅苦しい

ものだという予想と異なり，1 時間ずっと

目を離せないぐらい面白かった。今度，ま

た訪問してもう一度見てみたい。スバラシ

イ・・・・ 

기타히로시마초에 대한 발신 

기타(북)히로시마는 히로시마현 야마가

타군에 있는 정이다. 주고쿠산지의 해발

고도 1000m 정도의 산들이 시마네현과의 

경계에 이어지며, 오타강과 고노강 등의 

발원지라고 한다. 주요 산업은 농업, 임

업, 스키장을 중심으로 한 관광업 등이

라 한다. 

카구라 공연은 전통적인 공연이다보니 

지루할 것이라는 예상과는 달리 1 시간동

안 눈을 뗄 수 없을 정도로 재미있었다. 

다음에 또 방문해서 한번 더 보고싶다. 

스바라시이.... 
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7. 報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

  

10 日間の日程での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。 

日本語の学習を始めるという団員や所

属校の新聞に今回の経験を記事にして掲

載するといった内容であった。 

 また，初等教育学科に所属する団員は将

来，教師になったときに，日本での経験を

生徒に伝えたいと発表した。 

学校訪問やホームステイを通じて学ん

だ日本人の国民性や日本の家庭文化，訪問

地域の魅力などについてSNSや所属校での

授業等で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

けていくこと，日韓交流行事などに積極的

に関与していきたいという意見も出た。 

열흘간의 일정에서의 각종 시찰과 홈

스테이를 통한 성과 및 귀국 후에 액션

플랜에 대해 발표하였다. 

구체적인 액션플랜 내용으로서는 일본

어 공부를 시작하겠다,소속하는 학교 신

문에 이번 경험을 올린다는 내용이었다. 

 또한 초등교육학과에 소속하는 단원은 

앞으로 교사가 되면 일본에서의 경험을 

학생들에게 알리고 싶다고 발표하였다. 

학교방문이과 홈스테이를 통해 알게 

된 일본인의 국민성,일본의 가정 문화,

방문 지역의 매력 등에 대해 SNS과 소속 

학교에서의 수업 등으로 통해 발신하겠

다는 발표가 있었다. 

또한 학교 방문 및 홈스테이에서 만난 

많은 일본인들과 지속적으로 교류하여  

일한교류행사 등에 적극적으로 참여하겠

다는 의견도 있었다 . 

（了) 


