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韓国青年訪日団（第 1団）（招へいプログラム）の記録  

（対象国：韓国，テーマ：関西の魅力発掘） 

 

1. プログラム概要 

 韓国全土から選抜された大学生等 36名が，7月 10日から 7月 19日までの 9泊 10 日

の日程で来日し，テーマ「関西の魅力発掘」の下，対日理解を深めました。 

 一行は大阪市内で，学校訪問及びフィールドワーク，文化体験や視察を，兵庫県神戸

市内では地震学習を行いました。その後， 和歌山県へ移動し，ホームステイ，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，地震災

害への取り組みと復興までの状況，各訪問地域の伝統文化・伝統芸能を守る姿勢，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】 

大阪府，兵庫県，和歌山県，奈良県 

 

2. 日程    

7月 10 日（火） 

入国（関西国際空港） 

7月 11 日（水） 

【視察】大阪天満宮 

【文化体験・講義】日本伝統芸能・落語について（解説・実演：笑福亭銀瓶氏）， 

【学校訪問】帝塚山学院大学 

7月 12 日（木） 

【視察】御幸森天神宮（権禰宜の解説，地元商店街会長による解説と共に） 

【交流】帝塚山学院大学の学生と生野コリアタウン地域をフィールドワーク，及びディ

スカッション 

7月 13 日（金） 

【視察】大阪市立東洋陶磁美術館，【文化体験】お好み焼き作り， 

【視察】阪神・淡路大震災記念「人と防災未来センター」で地震学習， 

【講義】阪神・淡路大震災からの教訓～体験談と共に 

7月 14 日（土） 

和歌山へ移動 

【視察】和歌山城，紀州東照宮，沙也可顕彰碑，【文化体験】紀州備長炭風鈴作り，【講

義】白浜町の魅力と地域活性化に関するブリーフィング， 

【交流】ホームステイ対面式 
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7月 15 日（日） 

終日ホームステイ 

7月 16 日（月） 

【文化体験】竹細工（そうめん食器とお箸）・おにぎり作り体験と流しそうめん，日置

川アウトドア体験，南紀白浜で日本温泉旅館体験 

7月 17 日（火） 

奈良へ移動、【文化体験】寿司職人体験 

7月 18 日（水） 

【文化体験】浴衣着付け体験，【視察】奈良公園、世界文化遺産・東大寺， 

【視察】日本の伝統工芸技術「菊一文珠四郎包永」，成果報告会 

7月 19 日（木） 

出国（関西国際空港） 

 

3. プログラム記録写真  

  

7月 11日【文化体験・講義】日本伝統芸能・

落語について (大阪市北区) 

7月 11日【学校訪問】帝塚山学院大学 (大

阪府大阪狭山市) 

7월 11일【문화체험・강의】일본전통예능

라쿠고에 대해 (오사카시 기타구) 

7 월 11 일【학교방문】데즈카야마가쿠인대

학 (오사카부 오사카사야마시) 

  

7月 12日【視察】御幸森天神宮（権禰宜の

解説，地元商店街会長による解説と共に）（大

阪市生野区） 

7月 12日【交流】帝塚山学院大学の学生と

生野コリアタウン地域をフィールドワーク 

7월 12일【시찰】미유키모리텐진구 (곤네 

기(제관)와 지역상점가회장의 해설과 함 

께) (오사카시 이쿠노구) 

7 월 12 일【교류】데즈카야마가쿠인대학 

학생들과 이쿠노 코리아타운 지역을 필드 

워크 (오사카시 이쿠노구) 
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7月 13日【講義】阪神・淡路大震災からの

教訓～体験談と共に（兵庫県神戸市） 

7月 14日【視察】紀州東照宮内にある沙也

可顕彰碑（和歌山県和歌山市） 

7월 13일【강의】한신 아와지대지진의 

교훈 ~ 체험담과 함께（효고현 고베시） 

7월 14일【시찰】기슈도쇼구 내에 있는 

사야카현창비（와카야마현 와카야마시） 

 

 

7月 14日【文化体験】紀州備長炭風鈴作り 

（和歌山県西牟婁郡白浜町） 

7月 16日【交流】ホームステイ解散式 

（和歌山県西牟婁郡白浜町） 

7 월 14 일【문화체험】기슈빈초탄풍경만들

기（와카야마현 니시무로군 시라하마쵸） 

7월 16일【교류】홈스테이 해산식 

（와카야마현 니시무로군 시라하마쵸） 

 
 

7月 17日【文化体験】寿司職人体験 

（奈良県奈良市） 

7月 18日【文化体験】浴衣着付け 

（奈良県奈良市） 

7월 17일【문화체험】스시쇼쿠닌체험 

(나라현 나라시) 

7월 18일【문화체험】유카타 입기 

(나라현 나라시) 
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4. 参加者の感想（抜粋)  

◆ 韓国 大学生 

 ・帝塚山学院大学の学生との交流が最高だった。学校訪問の 1回のみならず，翌日には

共にフィールドワークを行い，その後もずっと関西にいたので滞在期間に何度か会うこ

とができ，会えば会うほど距離が近づき，心から再会しようと思えるほど濃密な交流と

関係を築くことができたのが良かった。長く一緒にいることにより，日本人の人間性や

習慣・考え方などと共に情や優しさが伝わり，とても幸せな時間を共有することができ

た。生涯の友人関係になれるよう付き合っていきたい。 

 

 ・日本人は個人主義というイメージが強かったが，神戸の「人と防災未来センター」を

訪問して，災害を克服していこうとする日本人の国民性や復興までの過程を学び，その

偏見がなくなった。その後神戸の街並みを歩いたが，大地震の大災害があっても，団結

して克服し，本当にわずかな期間で復興した様子を直に見て，日本は本当の先進国だと

強く感じた。 

 

 ・正直，関西の魅力は十二分に知っていると思っていたが，和歌山を初めて訪問し，日

本の本当の魅力は地方にこそあると悟った。特にホームステイで出会った日本の家族は，

みな親切で情も深く，年配の方々は韓国への否定的なイメージがあるのではないかと心

配したが，むしろ逆で韓国のことを大事な隣国，大好きな国と言ってくれ，感動した。

また，孫のように幼い自分に対して，あれこれと気を遣ってくださり，交流した日本の

大学生も本当に親切で，最近の韓国が忘れているのではないかと思うような深い情を日

本で久しぶりに感じたような気がした。 

 

・私の両親，特に母は日本が大嫌いだった。けれども，私は日本が大好きで，子供の頃

から母とケンカしては日本の文化に接し，いつかは日本に行きたいと思っていた。今回

の訪日も母は大反対していた。けれども，絶対に行くと決心し，今回の日程についてあ

れこれ勉強しながら準備を進めていると，母の様子も次第に変わっていき，諦めではな

く日本への関心を少しずつ見せるようになってきた。そして，今回の訪問が良かったら

いつかは自分も日本に連れていってほしいとまで言ってくれるようになった。このよう

に，自分の意志と力で周りの人々の考えや思いを変えることができることを悟った。今

回の訪日はもちろん何もかも最高だった。母にはもちろん，みんなに今回の訪日がどれ

だけ素晴らしかったかを伝えていくと共に，母のように日本への偏見を持っている人々

の誤った考えや思いを，周囲にいる身近の人から少しずつかもしれないが，今後も変え

ていきたい。 

 

・私は正直，マスコミの情報に流されていて日韓の政治的関係が良好でないため，日本

の国民も韓国のことを嫌っているのではないかと思い込んでいたが，事実は全然異なっ

ていた。日本の繁華街には韓国の歌が溢れ，大学生の友人も和歌山のホームステイ家族

も，みんなが韓国に好感を持ってくれていた。このような日本の姿を SNSで積極的に発

信していき，多くの韓国の人に知ってもらいたい。 
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5. 受入れ側の感想 

 訪問校教授 

・韓国との学生との交流は大切だが，せっかくの貴重な機会なのに一過性のものが多い

と感じていたので，今回は共に日本の夏祭りを味わったり，フィールドワークをしたり，

じっくりと時間をかけた交流をすることができ，本校の学生もみな充実した交流ができ

たと喜んでいた。本学は韓国及び韓国語教育に力を入れていることもあり，今後も充実

した交流を目指して取り組んでいきたいと思っているので，また是非お越しいただきた

い。 

 

 阪神・淡路大震災記念「人と防災未来センター」関係者 

・ここ最近は，韓国でも地震が起こっているせいか，韓国からのお客さんが増えている。

今回は若い皆さんに地震の恐ろしさ，どのように備えればいいのか，復興までの道筋等

について学んでいただけたかと思う。地震の体験再現等で，涙を流すような学生も見ら

れたのが印象的だった。今後も是非韓国の方々により多くご訪問いただき，日本の地震

をはじめとする防災について学んでいただき，帰国後に大いにご参考いただければと願

っている。 

 

 訪問自治体関係者 

・関西に数多くの韓国人観光客にお越しいただいているとのことだが，関西空港から入

ってもほとんど北上していき，南側の和歌山方面まではなかなかお越しいただけていな

い中，今回のように和歌山や白浜の魅力を SNSで発信していただける若者にお越しいた

だけたのはありがたい。是非とも，この地域の魅力をどんどん発信していただき，韓国

との交流が活発になることを願っている。また，是非お越しいただきたい。 

 

 ホームステイ受入家庭 

・我が家に海外の方を受け入れるのは初めてだったが，「日韓の相互理解と信頼関係の

増進に寄与できる」という信念でお引き受けした。本当に有意義な活動となった。韓国

の若者との交流は，心地よい風が吹き抜けたような爽やかな印象が残った。日韓におけ

る文化の違いや共通点など，様々なことについて語り合い，韓国の若者からは「日本の

田舎の長閑な風景に心が癒された。山も川も海も素晴らしい。」という感想をいただい

たが，これは私たちにとっては私たちが暮らす田舎の価値の再発見でもあった。このよ

うな民間レベルでの事業は，互いに理解し合い，相手を知るための最高の手段だと思う。 

 

◆ 「菊一文珠四郎包永」関係者 

・750年以上の歴史を誇る我がルーツが，実は新羅からの渡来人だってことを伝えた際

の学生の反応が印象的だった。一挙に関心を寄せてくれたようだった。また，当社製の

爪切りの切れの良さに随分感心していただけたようで，日本の刃物の技術を少しでも味

わっていただけたのではないかと思う。今後も奈良にお越しの際には是非お立ち寄りい

ただきたい。 
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6. 参加者の対外発信 

 

 

 

阪神・淡路大震災記念「人と防災未来センタ

ー」に関する発信 

1.地震災害体験コーナーで見た画像が今で

も鮮明だ。阪神淡路大震災の凄い破壊力を大

きなスクリーンの映像で体験した。 

2.人間は自然の前では限りなく無気力な存

在だが，莫大な被害を受けたにもかかわらず

互いを理解尊重し，助け合う姿を見て人間は

弱いだけの存在ではないと感じた。 

3.小学生の頃から実際の状況に合わせて（地

震の）実用的な知識を定期的に教える日本の

緻密さに驚いた。 

ホームステイに関する発信 

朝から様々なことをやった。朝食・農作業・

日置川見学・西瓜食べながら休憩・昼食・竹

でコップを作り・消防署も見学・海を見に行

き・お寺では鐘を突き，ホストファミリーの

おじいさんとおばあさんが私たちに様々な

体験をさせようと多くの準備をしてくださ

った。おじいさんは私たちの写真が入った額

と，私たちの名前をご自身の手で刻んだ工芸

品もくださった。本当に真心のこもったプレ

ゼントで感動した。短い時間で言葉の限界も

あってより深い交流を交わせず残念だった

が、真心だけでも伝わったかと思う。いつも

健康でいらしてほしい。 

한신 • 아와지대지진 재해기념「인간과 방

재 미래센터」에 관한 발신 

1. 지진재해 체험공간에서 보았던 이미지

가 아직까지도 선명하다. 한신 아와지대지

진 재해의 엄청난 파괴력을 큰 스크린과 

영상으로 체험할 수 있었다. 

2. 인간은 자연 앞에서 한없이 무기력한 

존재였지만 막대한 피해에도 불구하고 서

로 이해하고 존중하며 도움을 나누는 모습

을 통해 인간이 약하기만 한 존재는 아니

라는 것을 느꼈다 

3. 초등학생부터 실제 상황에 대처하기 위

한 실용적인 지식을 정기적으로 가르치는 

일본의 치밀함에 놀랐다. 

홈스테이에 대한 발신 

아침부터 다양한 일을 했다. 아침 식사,  

농사, 히키가와 구경, 수박 먹으며 휴식, 

점심식사, 대나무 컵 만들기, 히키가와 소

방서 구경, 바다 구경, 절에서 종 쳐보

기.. 할머니 할아버지께서 우리에게 다양

한 경험을 하게 해주시려고 많이 준비하셨

다. 할아버지는 우리 사진이 들어간 액자

와 우리 이름을 직접 새긴 목공예품도 선

물해주셨다. 진짜 정성이 담긴 선물들이라 

감동이었다. 짧은 시간이기도 했고, 언어의 

한계 때문에 더 깊은 교류를 못나누어 아

쉽지만 진심 만큼은 전해졌을 것이라 생각

한다. 항상 건강하셨으면 좋겠다. 
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7. 報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

 

 帰国前夜，一行は成果報告会を行い，今回の日程における各種視察や交流，ホーム

ステイを通じて得た成果の共有と帰国後のアクション・プランについて発表した。 

 多くの団員は，帰国後も SNSで発信する，今回出会った日本人との絆を末永く続け

ることができるよう連絡を取り合っていきたいと発表した。 

 アクション・プランの一部を紹介すると，「日本の田舎は韓国ではまだまだ知られ

ていない新たな魅力であり積極的に紹介していきたい」「神戸での地震学習，田舎の

消防署でも先進技術が備わっている様子を見て，これぞ先進国における防災システム

であり日本は本当に自然災害に強い国だと悟った。我が国の防災について警鐘を鳴ら

していきたい」「韓国では日本はもう発展の終わった国だと見る人が多いが、それは

大間違いであることを伝えていきたい」「日本人は職業意識が高く，自分の仕事への

プライドのみならず，各地域への愛着やプライドも強い。結局はそれらが地域経済を

支え，地域の活性化につながっていると感じた。我が国の地方もこれをモデルにして

いけるよう日本の各地域の特性を伝えていきたい」「私は日本関連雑誌社の学生記者

をしているが，今回強く感じた日本の防災意識や社会的・身体的弱者に優しい社会シ

ステムについてエッセイ連載を通して伝えていきたいし，新聞寄稿もしていきたい」

等の意欲的な計画を多く聞くことができた。 

귀국 전날 밤, 일행은 성과보고회를 실시해서 이번 일정에 있었던 각종 시찰이

나 교류, 홈스테이를 통하여 얻은 성과를 공유, 그리고 귀국 후의 액션플랜에 대

해 발표했다. 

많은 단원들은 귀국 후에도 SNS 로 발신하겠다, 이번에 만난 일본인들과 오랜 

관계가 지속될 수 있도록 연락을 취하겠다고 발표했다. 

액션플랜의 일부를 소개하면 「일본의 시골은 한국에서는 아직 잘 알려지지 않

은 새로운 매력이고 적극적으로 소개하고 싶다」「고베에서의 지진학습, 시골 소방

서에도 선진 기술이 준비되어 있는 점을 보면서 이것이 바로 선진국에서의 방재 

시스템이고, 일본은 정말로 자연 재해에 강한 나라인 것을 깨닫다. 우리나라 방

재에 대해 경종을 울리고 싶다」「한국에서는 일본은 이미 발전이 끝난 나라라고 

보는 사람이 많은데 그것은 큰 잘못이라는 것을 전하고 싶다」「일본인은 직업 의

식이 강하고 본인의 일에 대한 자존심 뿐만 아니라 각 지역에 대한 애착이나 자

존심도 강하다. 결국은 이것들이 지역 경제를 발전시켜 지역활성화에 연결되고 

있다는 것을 느꼈다. 우리나라 지방도 이것을 모델로 할 수 있도록 일본의 각 지

역의 특성을 전하고 싶다」「저는 일본 관련 잡지사의 학생기자를 맡고 있는데 이

번에 강하게 느낀 일본의 방재 의식이나 사회적・신체적 약자에 친절한 사회 시수

템에 대해 에세이 연재를 통해 전하고 싶고 신문 기고도 하고 싶다」등 의욕적인 

계획을 많이 들을 수가 있었다. 

（了) 


