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日韓学術文化交流事業訪日団（第１～４団）（招へいプログラム）の記録  

（対象国：韓国，テーマ：日本の教育現場視察と地方の魅力発見） 

 

 

1. プログラム概要 

 韓国全土から選抜された若手の小学校・中学校・高等学校の教育関係者 80名が，6

月 5 日から 6月 14日までの 9泊 10日の日程で来日し，テーマ「日本の教育現場視察

と地方の魅力発見」の下，対日理解を深めました。 

 一行は東京都で日本の教育に関する講義を受けるとともに，文化体験や視察，学校訪

問を行いました。その後，山梨県・長野県に移動し，1～2団は長野県，3～4団は愛知

県・岐阜県で，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，日本の教育，訪問地域の地域活性化の取組みや特産物，

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，山梨県，長野県，富山県，愛知県，岐阜県，滋賀県，京都府，大阪府 

 

2. 日程    

6月 5日（火曜日）成田国際空港より入国 

【視察】そなエリア東京（東京臨海広域防災公園） 

 

6月 6日（水曜日）【学校交流】第１～２団:調布市立深大寺小学校， 

第３～４団:神田女学園中学校高等学校 

【視察】第３～４団:東京ソラマチ 

【講義聴講】日本の初等中等教育について 

 

6月 7日（木曜日）【文化体験】着物着付け，浅草視察，歌舞伎鑑賞 

【視察】伝統芸能情報館 

 

6月 8日（金曜日）【視察】山梨県立リニア見学センター，白百合醸造株式会社， 

浅川伯教・巧兄弟資料館 

 

6月 9日（土曜日）～6月 14日（木曜日） 

2つに分かれ，第１～２団は長野県，富山県，愛知県， 

第３～４団 は愛知県，滋賀県，京都府，大阪府を訪問 
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地方プログラム終了後，各地から出国 

 

（１）第１～２団：長野県，富山県，愛知県 

【文化体験】今田人形特別講演，茶道 

【体験】天竜川下り 

【交流】ホームステイ（飯田市） 

【学校訪問・交流】飯田市立座光寺小学校 

【視察】松本城，立山黒部アルペンルート，白川郷，飛騨高山 

 

（２）第３～４団：愛知県，滋賀県，京都府，大阪府 

【視察】トヨタ産業技術記念館，彦根城，平等院，大阪企業家ミュージアム 

【文化体験】華道，抹茶作り，たこ焼き・お好み焼き作り 

【交流】ホームステイ 

【学校交流】瑞穂市立穂積北中学校 

【視察・体験】カップヌードルミュージアム大阪池田 

 

6月 13 日（水曜日）成果報告会（訪日成果・帰国後の活動計画発表） 

 

6月 14 日（木曜日）第１～２団：中部国際空港より出国 

第３～４団：関西国際空港より出国 

 

 

3. プログラム記録写真  

1～2団 

  

6月 6日【学校訪問】（第 1～2団）調布市立

深大寺小学校(東京都調布市) 

6月 6日【講義】日本の初等中等教育につい

て 

 6월 6일【학교방문】(제 1~2단)조후시립 

진다이지초등학교 (도쿄도 쵸후시) 

6월 6일【강의】 일본의 초등중등교육에 

대해 
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6月 8日【視察】山梨県立リニア見学センタ

ー（山梨県都留市） 

6月 9日【文化体験】（第 1～2団）今田人形

浄瑠璃特別講演（長野県飯田市） 

6월 8일【시찰】야마나시현립 리니어견학

센터（야마나시현 쓰루시） 

6월 9일【문화체험】（제 1~2단）이마다

인형죠루리특별공연（나가노현 이이다시） 

  

6月 9日【文化体験】（第 1～2団）茶道（長

野県飯田市） 

6月 9日【交流】（第 1～2団）ホームステイ

離村式（長野県飯田市） 

6월 9일【문화체험】(제 1~2단)다도 (나가

노현 이이다시) 

6월 9일【교류】(제 1~2단) 홈스테이 이촌

식（나가노현 이이다시） 

3～4団 

  

6月 5日【視察】そなエリア東京（東京臨海

広域防災公園）(東京都江東区) 

6月 6日【学校訪問】(第 3～4団)神田女学

園中学校高等学校(東京都千代田区) 

6월 5일【시찰】소나에리어 도쿄(재해방지 

체험학습시설) (도쿄도 고토구) 

6월 6일【학교방문】(제 3~4단)간다죠가

쿠엔중학교고등학교(도쿄도 치요다구) 
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6月 7日【文化体験】着物着付け，浅草視察

(東京都台東区) 

6月 9日【視察】（第 3～4団）トヨタ産業技

術記念館（愛知県名古屋市） 

6월 7일【문화체험】기모노 입기,아사쿠사 

시찰 (도쿄도 다이토구) 

6월 9일【시찰】（제 3~4단）도요타 산업기

술 기념관（아이치현 나고야시) 

  

6月 9日【文化体験】（第 3～4団）華道（愛

知県稲沢市） 

6月 11日【学校訪問】(第 3～4団)瑞穂市立

穂積北中学校（岐阜県瑞穂市) 

6월 9일【문화체험】(제 3~4단)일본 전통 

꽃꽂이（아이치현 이나자와시） 

6월 11일【학교방문】（제 3~4단）미즈호

시립호즈미키타중학교（기후현 미즈호시） 

 

4. 参加者の感想（抜粋) 

◆ 韓国 高等学校教師 

 ・ホームステイを通して，日本人は心温かく情が深いと感じた。また学校訪問を通して，

秩序正しく基本を重視する日本の教育方針について詳しく知ることが出来た。そして

様々な文化施設の視察や文化体験を通して，伝統を重視し継承する日本の精神について

学ぶことができた。 

・外国の文化を理解するために必要なことは，直接経験すること，違いを尊重すること

だと思う。この 2つが重要であることを改めて感じた。そのため、周りの多くの先生た

ちにこのプログラムを広報し，日韓関係の発展に少しでも寄与できるよう努力したい。 

 

◆ 韓国 小学校教師 

・学校訪問で，教師と小グループでの質疑応答の時間を持つことができたことが大変有

意義であった。給食体験や，清掃時間（床の水拭き、トイレ掃除）の見学など，普段の

学校生活の様子を視察することができた。生徒たちの授業態度や自らルールを遵守しよ
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うとする姿勢、地域の人々と協力して伝統を受け継ごうとする姿が印象深かった。さら

に文部科学省の特別講義により、日本の教育の概要をより深く理解することができた。 

・地方視察では，日本の壮大な自然環境に触れ，自然景観保護のための取組みを知ると

共に、日本の伝統文化が美しく息づいていることを感じることができた。 

 

5. 受入れ側の感想 

 訪問校関係者（校長） 

・本校の一部の生徒及び私は昨年，JENESYSプログラムの青少年訪韓団として韓国を訪

問した。韓国で受けた温かい歓迎とおもてなしの心を少しでもお返しできればと訪問を

受入れたが，生徒たちにもとても良い刺激となったようだ。地方の公立学校で生徒たち

はなかなか英語を実際に使う機会がないため，このような機会は生徒たちにとって，と

ても貴重な経験となった。今後もこのような機会が有れば積極的に交流を行っていきた

いと思う。 

 

 訪問校学生（小学生） 

・今回一番印象に残ったことは，「赤とんぼ」と「アリラン」の同時合唱だった。異な

る国の全く違う歌が重なることに感動した。深大寺小学校の伝統の御神楽を韓国の方に

見てもらうことができてとても嬉しかった。これからもっと交流を深めていきたいと思

う。そのためにも英語や韓国語をもっと話せるようになりたいと思った。 

 

 訪問校学生（高校生韓国語履修者） 

・今まで勉強してきた韓国語を実際に使うことができ，とても貴重な経験となった。韓

国語が上手だと褒めてもらい，とてもうれしく感じると同時に，これからの励みにもな

った。表現や単語が分からなくても，他の言い回しをすることで相手に通じることが分

かり，このように実際に交流し，たくさん話すことが重要だと感じた。またこのような

機会が有れば是非参加したい。今後も韓国語の勉強を一生懸命頑張りたい。 

 

 ホームステイ受入れ団体関係者 

・韓国からの訪日団は，1996年から 22年にわたり受入れを続けているが，毎回，新た

な発見・出会いがあり，地域の受入家庭の方々にはとても喜んでいただいている。地方

の小さな団体であるが，このように長きに渡り国際交流事業に携わることができて大変

嬉しい。今後も多くの方々を受け入れ，日本の地方の魅力を世界の方々に感じていただ

ければと思う。 

 

 ホームステイ受入家庭 

・今までにも何回かホームステイを受入れてきたが，今回も新しい出会い・出来事があ

り，とても楽しく充実した 2泊 3日となった。先生方は，今後もメール等で連絡を続け

ながら次は家族と訪問したい，韓国に戻ったら自分が教えるクラスの生徒たちにも今回

のホームステイで体験した日本の家庭の様子や日本人の優しさについて伝えたいと言

ってくれた。ほんのわずかではあるが「草の根国際交流」の一端を担うことが出来たの

ではとうれしく思った。これからも，このような交流事業に積極的に参加したい。 
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◆ 自治体関係者 

・訪日団の飯田市への訪問を感謝したい。飯田市概要についてのブリーフィングでは，

団員の皆さんはヤクルトが飯田市の発祥と聞いて驚いている様子だった。今後も韓国の

方が興味を示す内容を伝えていきたい。また訪日団が訪れてくれることを期待している。 

 

6. 参加者の対外発信 

  

学校訪問に関する発信 

深大寺小学校訪問。1873 年開校。 

御神楽という舞踊を 6 年生の生徒が訪日

団のために公演。 

感動したのは，この踊りを 30年間にもわ

たり 6 年生が 5 年生に一対一で教え，伝

承してきたという事実。昔，運動会の準

備をしたときのことを思い出した… 

そなエリア東京に関する発信 

防災体験学習施設。韓国の地震避難訓練と

は全く異なる。実際に起こりうる状況を余

すところなく再現した体験学習施設。 

학교 방문에 대한 발신 

진다이지 초등학교 방문. 1873년 개교.

미카구라라는 춤을 6 학년 학생들이 방

문단을 위해 공연. 

감동이었단 것은 이 춤을 30 년째 6 학

년 학생들이 5 학년 학생들이게 일대일

로 가르처주며 전수하고 있다는 사실. 

옛날 운동회 준비하던 시절이 생각났습

니다… 

소나에리어 도쿄에 대한 발신 

재해 방지 체험 학습장. 우리나라의 지진 

대피 훈련과는 사뭇 다르다. 실제 일어날 

상황을 전제로 만든 체험 장소. 
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ホームステイに関する発信 

日韓学術文化交流事業訪日団 5～7日(3) 

阿南町うどんマスター挑戦記 

昼食後，夕食の準備のため，うどん作り

に挑戦した。計 2 キロもの生地をこねた

が，小掠さんのお蔭でうどん作りを体験

することができた。生地をこねた後，3

時間以上寝かせ，自分で切って作ったう

どんは弾力があり本当においしかった。 

トヨタ産業技術記念館に関する発信 

トヨタ産業技術記念館を訪問 

自動車の製造工程を実際に見学することが

できる。 

ロボットを利用した製造工程 

技術教育の輸送技術の単元で活用可能な資

料 

이이다시의 홈스테이에 대한 발신 

한일문화교류 방일연수 5~7일(3) 

아난초 우동마스터 도전기 

점심식사후 저녁준비를 위해 우동 반죽

에 도전하였다. 

무려 반죽을 2킬로나 했는데 오구라상 

던분에 우동 만들기 체험도 해볼수 있

었다. 반죽후 3시간이상 숙성후 직접 

썰어만든 우동면발이 정말 탱글하고 맛

있었다. 

도요타 산업기술기념관에 대한 발신 

도요타 산업기술기념관을 방문. 

자동차 제조공정을 실제 볼 수 있음. 

로봇을 이용한 제조공정. 

기술교육 수송기술 단원에서 활용 가능한 

자료. 
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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 1～2 団のアクションプランの具体

的な内容としては， 所属学校で学生を対

象に日本に対する誤解や偏見を変える時

間を持つ，周辺の学校で要請があれば，

教師および学生対象に研修を行う，日本

の学校とオンライン交流を始める，多文

化教育・世界市民教育事業に積極的に参

加し，訪日の経験を共有する，日本の教

育における優れた点（安全教育，清掃時

間，書道）を韓国の教育現場でも実践し

ていきたい等の意見が出た。 

第 3～4 団の成果報告会では,学校訪問を

通じて視察した日本の教育現場の現状や，

ホームステイを通じて学んだ日本の家庭文

化や日本人のおもてなし精神などについて

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，日本語・漢字の学習により一層邁進し，

生徒たちと共にまた日本を訪問したいとの

意見も出た。 

제 1~2 단 액션플랜의 구체적인 내용

으로서는 소속 학교에서 학생들을 대상

으로 일본에 대한 오해와 편견을 바꿔 

보는 시간을 가지고 싶다,주변 학교에

서 요청이 있으면 교사 혹은 학생 대상

으로 연수를 실시하겠다, 일본학교와 

온라인 교류를 시작하겠다,다문화교

육・세계시민교육 사업에 적극적으로 참

여하여 방일 경험을 공유하겠다,일본 

교육의 좋은 점(안전교육,청소시간 모

습,서예교육)을 한국의 교육 현장에서

도 실천하고 싶다 등의 의견이 나왔다.  

제 3~4 단 성과보고회에서는 학교방문을 

통해 시찰한 일본의 교육 현장의 현황,또

한 홈스테이를 통해 알게 된 일본의 가정 

문화,일본인의 서비스정신 등에 대해 SNS 

과 소속학교에서의 수업 등으로 통해 발

신하겠다는 발표가 있었다. 

또한 학교 방문 및 홈스테이에서 만난 

많은 일본인들과 지속적으로 교류하여 일

본어・한자 학습에 더욱 매진하고 학생들

과 함께 다시 일본을 방문하겠다는 의견

도 있었다 . 

（了) 


