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日韓学術文化交流事業訪韓団（第 1～2 団）（派遣プログラム）の記録  

（対象国：韓国，テーマ：韓国の教育現場視察と日本の魅力発信） 

 

1. プログラム概要 

日本全国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 39 名が，8

月 28 日～9月 6日の 9泊 10日の日程で韓国を訪問し，テーマ「韓国の教育現場視察と

日本の魅力発信」の下，日韓の相互理解と信頼関係の増進に寄与することを目的として

活動しました。 

一行はソウル近郊において南北分断に関する講義を聴講し，教育現場視察，ホーム

ステイを通して，関係者との意見交換・交流会を実施しました。慶尚北道慶州市・釜山

市では，文化体験や視察を行い，韓国への理解を深めました。一行は，プログラム中，

日韓の教育事情の違いや訪問地域の伝統文化に強い関心を示し，各々の関心事とともに，

日本の魅力（文化・国民性等）や教育事情について SNS を通し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，訪韓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】 

韓国ソウル特別市，京畿道（城南市，水原市，楊州市，坡州市，富川市，龍仁市，華城

市，始興市），慶尚北道（慶州市），釜山広域市 

 

2. 日程    

8月 28 日（火）金浦国際空港から入国 

第 1団：【視察】Ｎソウルタワー 

第 2団：【学校訪問】水原大学訪問（オリエンテーション等） 

 

8月 29 日（水） 

【表敬訪問】国立国際教育院訪問，【講義】南北分断の終わらない戦争 

第 1団：【学校訪問・交流】養英デジタル高等学校，【視察】サムスンイノベーションミ

ュージアム 

第 2団：【学校訪問・交流】朝楊中学校 

 

8月 30 日（木） 

第 1団：【学校訪問・交流】孔硯小学校，【文化体験】韓国茶礼（茶道），韓服試着，「ナ

ンタ」鑑賞 

第 2団：【学校訪問・交流】松内高等学校，【視察】ＤＭＺ視察プログラム，Ｎソウルタ

ワー 
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8月 31 日（金） 

第 1団：【学校訪問・交流】朝楊中学校，【視察】景福宮，国立民俗博物館，三清洞，北

村 

第 2団：【学校訪問・交流】君子小学校，水原大学，【講義】「韓国文化について」，【交

流】ホームステイ対面式 

 

9月 1日（土） 

第 1団：【視察】ＤＭＺ視察プログラム，【交流】ホームステイ対面式 

第 2団：【交流】終日ホームステイ 

 

9月 2日（日） 

第 1団：【交流】終日ホームステイ 

第 2団：【視察】景福宮，【文化体験】韓服試着，伝統工芸作り 

 

9月 3日（月） 

第 1団：【視察】韓国民俗村，【文化体験】タンソ（笛）作り 

第 2団：【視察】サムスンイノベーションミュージアム，【視察】韓国国立ハングル博物

館，【文化体験】「ナンタ」鑑賞 

 

9月 4日（火） 

第 1団：【視察】仏国寺，石窟庵，瞻星台，国立慶州博物館 

第 2団：【視察】瞻星台，国立慶州博物館，仏国寺，慶州東宮・月池 

 

9月 5日（水） 

第 1団：【視察】海雲台，ヌリマル APECハウス，南浦洞，国際市場，成果報告会 

第 2団：【視察】朝鮮通信使歴史博物館，松島ケーブルカー，成果報告会 

 

9月 6日（木） 

出国（金海国際空港） 
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3. プログラム記録写真  

第 1 団（訪問地：ソウル特別市，京畿道，慶尚北道慶州市，釜山広域市） 

  

8月 29 日【講義】南北分断の終わらない戦

争（京畿道城南市) 

8月 29日【学校訪問・交流】養英デジタル

高等学校（京畿道城南市) 

  

8月 30日【学校訪問・交流】孔硯小学校，

（ソウル特別市） 

8月 30日【文化体験】韓国茶礼（茶道） 

（ソウル特別市）） 

  

9月 1日【視察】ＤＭＺ視察プログラム 

（京畿道坡州市） 

9月 1日【交流】ホームステイ対面式 

（ソウル特別市） 
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9月 3日【文化体験】タンソ（笛）作り 

（京畿道龍仁市） 

9月 4日【視察】仏国寺（慶尚北道慶州市） 

 

第 2 団（訪問地：ソウル特別市，京畿道，慶尚北道慶州市，釜山広域市） 

 
 

8月 29日【学校訪問・交流】朝楊中学校（京

畿道楊州市） 

8月 30日【学校訪問・交流】松内高等学校

（京畿道富川市） 

  

8月 31日【交流】【学校訪問・交流】君子

小学校（京畿道始興市） 

8月 31日【交流】ホームステイ離村式（京

畿道華城市） 
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9月 2日【視察】景福宮（ソウル特別市） 
9 月 3 日【視察】韓国国立ハングル博物館

（ソウル特別市） 

  

9月 4日【視察】瞻星台（慶尚北道慶州市） 
9月 5日【視察】朝鮮通信使歴史博物館（釜

山広域市） 

 

4. 参加者の感想（抜粋) 

◆ 日本 社会人 

・各学校訪問で韓国の教育現場の実態を知り，大学受験に向けて小さい頃から勉強に勤

しんでいるイメージから，韓国の先生も日本と同じような事に悩み，子ども達も同じよ

うな姿で，とても親近感が湧いた。訪韓プログラムに携わってくださった韓国の方々の

温かさ，親切さを通じて韓国という国が好きになった。 

 

・メディアの影響からか，コンプレックスの強い国なのかと想像していたが，エネルギ

ッシュで温かい国なのだと印象が変わった。特に実地研修や学校訪問，広報センターを

訪れて現地の方からお話を聞くなかで，共に歩んでいきたい国だと思うようになった。 

 

・やはり自分の目で，耳でこの国を知ることができたことは，今後子供たちに教育する

上で大きな意義のある研修となった。是非，今後もたくさんの教育関係者に経験してほ

しいと思うプログラムである。私のように韓国にそれほど興味のなかった方にこそ参加

してほしい。 

 

・貴重な体験をさせていただけたことに感謝の気持ちでいっぱいだ。また，日本につい

て深く学んでいる方々が多くいることに感銘を受けた。自分自身がより日本の良さや文
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化を理解し，海外に発信していく必要性を感じた。 

 

・異文化を理解する機会が，日本では遺憾ながら少ない。だからこそ，今回のような事業に

積極的に参加すべきだ。韓国との地道な相互交流は非常に重要な意味を持っているため，国

際教育に興味を持っている人には積極的に関与してほしい。参加した人たちの追跡調査も実

施してもいいのではと感じた。 

 

5. 受入れ側の感想 

 受入れ事務局 

・韓国側が準備した日程はどうだっただろうか。各自の目標があったと思うが，その目

標は達成できただろうか。団員の全員の名前を覚えたのに，別れるのが残念であった。

今回の体験を通して得た韓国のイメージを日本の未来を担う子供達に伝えて行って欲

しい。これが最後ではなく出会いの始まりにしたい。各自のアクションプランを頑張っ

て実行してほしい。 

 

 訪問校関係者 

・６月に訪日団に参加して感じた日本人の親切さや温かさに応えるために誠心誠意，受

入れの準備をした。歓迎のロボット公演に驚嘆してくださったり，児童と給食を取った

後の別れを惜しんでくださったり，団員のやさしさとおもいやりの気持ちを感じた。今

回の受入れを通して，児童は学校に誇りを持ち，教員は日本の教育に興味を示し，理解

しようとし始めた。また率直な質問が飛び交った質疑応答の時間は，学校の教育ビジョ

ンをもう一度考える契機になった。今回の交流により両国の教育が共に成長するきっか

けになれば嬉しく思う。ぜひまた訪問してほしい。 

 

 ホームステイホストファミリー 

・兄（高校生）が日本に興味があり，家で日本語を勉強している姿をみて，すごいなと

思っていた。団員の方は背が高く，優しく，面白くて，日本と日本人に対する印象が大

変よくなり，よい経験になった。最初はぎこちなかったが色々な場所に行き，すぐに仲

良くなれた。今度は僕(中学生)も日本語を勉強してまた受入れをしたいと思う。 

 

・受入れた団員はとても頭が良く，素晴らしい方達だった。言葉の不自由はあったが，

とても良い経験をさせてもらった。 

 

・２年続けて受入れをしたが，昨年の団員ふたりが今年の冬に遊びにくる予定だ。私が

夏に仕事で東京へ行った時にもそのうちのひとりがわざわざ地方から会いに来てくれ

た。ホームステイは２泊３日では足らないくらい互いの文化を理解するのに，とてもよ

いプログラムだ。このような草の根交流が大事だと考えるため，これからも交流を続け

て行きたい。 
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6. 参加者の対外発信 

 

 

 

 

日本製品・企業に関する発信 

国の信用を官民で築き上げる。韓国には至

る所に日本語があります。コンビニやドラ

ッグストアに行くと，食品から化粧品ま

で，私たちが見慣れたものがたくさんあり

ます。日本の商品をハングルにしているも

のもあるけれど，中には日本の商品そのま

まのものもあります。日本語を書いてある

と日本の商品だということが分かるので，

それだけで信用してくれているんだろう

な。そう思うと嬉しいし，そういう信用を

築き上げてきてくれている日本企業に感

謝したいです。 

ホームステイに関する発信 

ホストファミリーへのお土産に，浅草小桜

のかりんとうやお菓子類，ふりかけ，カレ

ールウを持参しました。お母さんは桜模様

の包装紙を気に入ってくださったようで，

「開けるのがもったいない」とおっしゃい

ました。小学生の女の子は蒟蒻ゼリーが大

好きだそうで，とても喜んでくれました。

日本の小学校の紹介をしたら，靴箱やプー

ルがあることに驚いていました。 

  
学校訪問に関する発信 

韓国の君子小学校での ICT実践事例（社会

科）。協働を通して地域別の産業の特徴に

気づくことが目標。デジタルコンテンツの

良さを利用してインプットを行い，紙ベー

スでアウトプットを行うことでデジタル

の欠点を補っていた。まとめは全員タブレ

ットで写真を撮り，共有するクラウドに保

管。宿題は，そのクラウドにアクセスして，

相互批評。社会科教育としても ICT教育と

しても模範的な ICT実践事例に，感動。デ

ジタル教科書は韓国では１０年に及ぶ実

績があるそうだ。まさにこれからデジタル

教科書を採用しようとしている日本にとっ

て，韓国の教育実践から学ぶことは非常に多

い。 

ホームステイに関する発信 

バーベキューからの日韓戦。 

楽しかった。一緒に喜び合えるのが楽し

い。もちろん日本が負けたのは残念だけ

ど、韓国の勝利をお祝いして，盛り上がる

のも大切。７年前，ハン研のみんなと韓国

へ行き，弘益大学の学生と交流した後の飲

み会のときにも，韓国人と日韓戦を見まし

た。 

香川のナイスゴールで日本勝利でしたが，

弘益大学の学生たちは香川の凄さ，日本の

チームの良さを褒めてくれました。 

あの時の学生を見習って，こうやって認め

合っていく先に，友好関係を築いて行く知

恵をみんなで出していきたい。 

心こそ大切なれ！ 
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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，今回出会った韓国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。 

具体的なアクション・プランの例は，下記の通りである。 

・沖縄と韓国の文化に共通する点がたくさんあったので，ホストファミリーを沖縄に招

待したい。また，授業を通して，日本や沖縄の良さをアピールできる人材育成をしてい

きたい。 

・今回の訪韓で韓国人の知り合いが増えた。SNSやメールを通して，日本にもっと興味

を持ってもらい，訪日の際にはぜひ案内したいと思う。また、学校教育で子どもたちが

自分の国の魅力を発信できる力を身につけることができる授業作りをしたい。 

・ホームステイで出会った家族のために韓国語を習得したい。 

・校内研修以外にも地域や県の研修会で今回の事業での経験をまとめパワーポイントを

用いて発表する。（複数） 

・授業において実地で得た知見を生かした改善をおこない，韓国の歴史について興味の

喚起をおこないたい。また，今後勤務校において受け入れる韓国学生に対して積極的に

関わり，校内の中心的な存在となりたい。 

（了) 


