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韓国青少年訪日団（第 1～2 団）（招へいプログラム）の記録  

（対象国：韓国，テーマ：地域の魅力を発信） 

 

1. プログラム概要 

 韓国全土から選抜された高校生 98 名が，10 月 18 日から 10 月 24 日までの 6 泊 7 日

の日程で来日し，テーマ「地域の魅力を発信」の下，対日理解を深めました。 

 本年が「日韓パートナーシップ宣言」20 周年であることを踏まえて，一行は都内で

「日韓パートナーシップ宣言」に関する説明を受け，文化体験や視察を行いました。 

 その後，第 1 団は新潟県・群馬県・埼玉県を中心に，第 2 団は秋田県を中心に，自治

体表敬訪問やホームステイ，学校訪問，文化体験，フィールドワークを行い，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

産業，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，新潟県，秋田県，宮城県，群馬県，埼玉県，千葉県， 

 

2. 日程    

10 月 18 日（木） 

入国（成田国際空港），オリエンテーション，【視察】東京タワー 

 

10 月 19 日（金） 

第 1団【文化体験】着物着付け，【視察】神田明神，秋葉原周辺,新潟県へ移動 

   【防災学習】おぢや震災ミュージアム そなえ館 

第 2団【防災学習】本所防災館，【講義】秋田県の魅力，【フィールドワーク】「伝えた

い日本の魅力」：浅草 

 

10 月 20 日（土） 

第 1団【視察】越後妻有里山現代美術館キナーレ，農舞台，【環境自然学習】美人林，

【交流】ホームステイ対面式 

第 2団 秋田県へ移動，【産業視察・文化体験】樺細工コースター作り，【表敬訪問】仙

北市，【交流】ホームステイ対面式 

 

10 月 21 日（日） 

第 1団 ホームステイ，【産業視察・文化体験】株式会社桐屋翠山工房，友禅染タペスト

リー作り 
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第 2団 ホームステイ，【文化体験】着物着付け，【フィールドワーク】「伝えたい日本の

魅力」：角館 

 

10 月 22 日（月） 

第 1団【学校訪問】新潟県立十日町総合高等学校 

第 2団【学校訪問】秋田県立角館高等学校，【視察・文化体験】男鹿真山伝承館，なま

はげ体験 

 

10 月 23 日（火） 

第 1団【産業視察・体験】こんにゃくパーク，こんにゃくフルーツゼリー作り，【フィ

ールドワーク】「伝えたい日本の魅力」：川越 

第 2団【文化体験】なまはげ太鼓 

第 1～2団共通 成果報告会 

 

10 月 24 日（水） 

出国（第 1団：成田国際空港，第 2 団：仙台国際空港） 

 

3. プログラム記録写真  

第 1 団（訪問地：東京都，新潟県，群馬県，埼玉県，千葉県） 

10 月 19 日【文化体験】着物着付け体験 

(東京都千代田区) 

10 月 19 日【視察・講話】おぢや震災ミュー

ジアムそなえ館(新潟県小千谷市) 

10 月 20 日【視察・概要説明】越後妻有里山

現代美術館キナーレ(新潟県十日町市) 

10 月 20 日【視察・環境自然学習】美人林(新

潟県十日町市) 
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10 月 21 日【交流】ホームステイ離村式（新

潟県十日町市） 

10 月 21 日【産業視察・文化体験】株式会社

桐屋翠山工房（新潟県十日町市） 

10 月 22 日【学校訪問】新潟県立十日町総合

高等学校（新潟県十日町市） 

10 月 23 日【産業視察・体験】こんにゃくパ

ーク，こんにゃくフルーツゼリー作り（群

馬県甘楽郡甘楽町） 

 

 第 2 団（訪問地：千葉県，東京都，秋田県，宮城県） 

 
10 月 19 日【フィールドワーク】伝えたい日

本の魅力・浅草（訪韓団参加者とともに）

 (東京都台東区) 

10 月 20 日【文化体験】樺細工コースター作

り(秋田都仙北市) 
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10 月 20 日【表敬訪問】仙北市長(秋田県仙

北市) 

10 月 21 日【交流】ホームステイ(秋田県仙

北市) 

10 月 21 日【文化体験】着物着付け（秋田県

仙北市） 

10 月 22 日【学校訪問】秋田県立角館高等学

校（秋田県仙北市） 

10 月 22 日【文化体験】なまはげ（秋田県男

鹿市） 

10 月 23 日【文化体験】なまはげ太鼓（秋田

県男鹿市） 

 

4. 参加者の感想（抜粋)  

◆ 韓国 高校生 

・今回学んだ日本の国民性，マナー，災害への対応能力等を周りの人たちに伝えたい。 

学校訪問を通して交流した日本の友達，ホームステイ家族の皆さんと今後も連絡を取り

続けていきたい。 

 

・新潟県十日町市での地域の魅力を活かした国際芸術祭関連施設や，美しい自然の美人 
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林，手作業で伝統を守る着物工房，地産地消の料理が印象に残った。ぜひ家族や友人を 

連れて再訪したい。また，十日町市についてＳＮＳ等を活用して韓国内で広報したい。 

 

・今回の訪日プログラムを通じて本当に多くのことを学んだ。日本で学んだこと，よく

知られていない，秋田県のなまはげや食べ物，文化等を周りの人に伝えたい。そして日

本に関心を持つようにしてあげたい。 

 

・これまで個人的な観光で来日しただけで，ホームステイや学校訪問で実際の日本人の

暮らしぶりを知る機会がなかった。今回のプログラムで日本人はいつも本音と建て前が

あるのではなく，韓国人と同じであることを知り，日本人に対する認識が変わった。 

 

・私の認識の全てを変えるプログラムであった。これまで東京や大阪でのショッピング

しかしたことがなかったが，今回，一般的な観光では経験できない学校訪問に加え，初

めて秋田を訪問し，日本をより深く理解でき，再認識することができた。韓国と日本の

関係改善に自分が先頭に立って積極的に行動しなければという気持ちになった。 

 

・訪日プログラムを通じて日本という国を間接的でなく，直接くまなく知ることができ

た。特に，日本の大学生と一緒に行ったフィールドワークやホームステイ等の経験は日

本と日本人を知る貴重な機会となった。 

 

5. 受入れ側の感想 

 訪問自治体（新潟県十日町市）関係者 

・短くも濃い時間を共有することができたと思います。すべての国際理解は，人と人と

の交流を通して双方の国を身近に感じるところから始まると確信しました。これを機に，

この町でもより一層日韓交流の縁が深まることを願います。民間レベルですが日本と韓

国の友好交流の一役になれたのであればうれしく思います。 

 

 訪問校関係者 

・当初は，しっかりと交流ができるかどうか不安もありましたが，生徒たちはすぐに溶

け込み，ジェスチャーや覚え立ての韓国語を交えながら交流を深めていました。全体交

流会での盛り上がりやクラス交流での生き生きとした表情，またお別れ会での名残惜し

そうな表情を見ると，本校の生徒たちにとって，本当に貴重な経験をさせていただいた

と感謝しています。感想文には，「この交流を通してお互いを尊重し合い，さらに両国

がより良い関係を築いていければ嬉しい。」との声が多く，お互いを理解する上で大変

貴重な交流であったと思います。 

 

・本校は，１年次から第二外国語として「韓国語」,「中国語」,「ロシア語」を学んで

います。しかし，なかなかそれらの言語で交流する機会がなく，今回の訪問をお引き受

けしました。生徒たちは，ワクワクしながらその日に向けた準備をし，当日は，訪日団

の皆さんの日本語の上手さに助けられながら，時間を惜しんで交流を楽しんでいました。

是非，またの訪問をお待ちしております。 
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 訪問校生徒 

・今回のような交流は，私たちの学校では初めて行うものだったので少し不安でしたが，

外国の方と交流できる良い機会だと思いわくわくしていました。当日の交流会では韓国

の皆さんの発表で韓国の文化を知ることができましたし，私たちの発表で日本の文化を

韓国の皆さんに知っていただけたと思います。実際に韓国の方々と会話をしてみて，国

は関係なく 1 人の人間としてその人のことを知ることもできました。1 日という短い時

間でしたが仲良くなれたのでお別れのときは寂しい気持ちでいっぱいでした。とても有

意義な時間を過ごせたと思います。 

 

・韓国人の方々との交流は初めてで少し緊張しましたが，とても優しくフレンドリーで

すぐに打ち解けることができました。日本語が本当に上手でびっくりし，私ももっと韓

国語を勉強しておけばよかったと少し後悔しました。また，日本の大学に入学したいと

考えている人もいてすごいなと思いました。これからの日韓関係は今よりさらに交流を

増やし，深い絆を結んでほしいと思います。SNS で通じ合うこともできているので，日

韓の関係も私たちの関係も崩れることはないでしょう。 

 

 防災館関係者 

・生徒の皆さんに日本の防災の現状を知ってもらえたと思う。応急手当は国によってや

り方が異なるため，共通したやり方ではないが参考にしてもらいたい。かつて韓国には

地震がないと言われていたのが最近起こっていることもあり，国に関係なく，避難・対

処法を学んでもらえたのがうれしかった。是非，今後自身の生活に活かしてもらい，ま

たお越しいただきたい。 

 

 フィールドワーク交流学生 

・フィールドワークという素晴らしい機会を得られてうれしかった。短い時間ではあっ

たが，かわいらしい韓国の高校生と交流し，良い思い出ができた。みんな日本の文化に

興味を持ち，一生懸命に日本語を話してくれ感動した。日本の大学に留学することを目

標にしている生徒もいたので再会を約束した。韓国の高校生たちにとって，新しい発見

となる一助となったなら幸いである。 

 

 ホームステイ受入家庭 

・今回，一番に感じたことは子どもたちの語学力の高さでした。まるで近所の子どもた

ちと話している感覚で韓国の様々なことを聞いたり，こちらのことを教えられたり，い

つも以上の交流ができたと思います。将来の話をした時，大学卒業後に日本に来て働き

たいとの希望でした。今回のホームステイで少しでも良い思い出を作ってもらえたなら

幸いです。 

 

 

 

 



7 

6. 参加者の対外発信 

 

地震防災に関する視察・講話に関する発信

おぢや震災ミュージアムそなえ館を訪問

した。日本は地震が頻発する国だというこ

とは学校の世界地理や地球科学の授業で

習っていたので知っていたが，地震災害の

講義を聞いて，思った以上に深刻な被害を

受けているということがわかった。しか

し，日本が災害に備え，大々的な訓練や防

災を行っていることは学ぶべき点ではな

いかと思う。韓国も，今年大きな地震が起

きたように，今や地震安全地帯であるとは

言えない。他人事だと考えずに，災害を警

戒し，防災法を理解し，備えなければなら

ないと気づいた。講師の方々からも防災意

識を持ってほしいとお話があった。 

浅草フィールドワーク（食）に関する発信

今日は日本の浅草を訪問した。私たちの班

と日本の大学生2人が一緒のチームになっ

て浅草を回り，お好み焼きと焼きそば，も

んじゃ焼きを食べた。韓国で食べたものよ

りはるかにおいしかった。夜景も素敵で外

国人が多かった。私が習った日本語も少し

ずつ使っているので勉強したかいがあっ

た。 
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学校訪問に関する発信 

韓国青少年訪日団 5 日目 

学校に着くや日本の生徒たちが（韓国の国

旗）太極旗を持って手を振ってくれた。 

すぐに講堂に移動し，歓迎会となった。日

本の生徒たちと一緒に日本の食べ物をテ

ーマに話をしたが，日本の生徒たちが韓国

語で話をしてくれた。うまくないながらも

熱心に準備してカタカナで発音一つ一つ

をメモしていたのが感動的だった。 

なまはげ体験に関する発信 

早速なまはげ体験をした。なまはげは家に

入ってきて怠け者の子供をつかまえたり，

働き者の家庭に福をもたらす神だった。家

の中では大人たちがなまはげを酒でもて

なし，福を願う秋田にのみある伝統であっ

た。なまはげが私にしっかり勉強している

かと尋ねてきた瞬間，痛いところを突かれ

たと思った（でも，忙しいながらも一生懸

命に勉強していると言ったから大丈夫で

しょう??）。 

 

7. 報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

 

7 日間の日程での各種視察や体験，交流，

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。発

表された計画は次の通り。 

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。帰
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・おぢや震災ミュージアムそなえ館で学ん

だ地震についての知識，命を守ることや

助け合うことの大切さを韓国で伝えた

い。 

・訪問した十日町市の魅力を，SNS 等を活

用して韓国内で積極的に広報したい。家

族や友人を連れて必ず再訪したい。 

・学校の文化祭等で，今回学んだ日本の文

化を紹介する等の活動を行い，日韓交流

の役割を果たしていきたい。 

・日本への留学，日本に関する仕事に就く

ことを決意した。日本語の勉強を始めた

い。 

国後のＳＮＳ発信，友人・知人への経験の

共有のほか，発表された計画は次の通り。

・日本に良くない感情を持つ友人に日本人の

やさしさと親切さを伝え，高校訪問で知り

合った生徒と今後も続けて連絡を取り合

うことで，韓国と日本の関係改善に少しで

も努力したい。 

・学校で新聞部に所属しているので，学校新

聞に訪日プログラムの内容を掲載したい。

・既に始めているインスタグラムでの発信を

継続し，2020 年には東京オリンピック見

学後に秋田に行き再会するつもりだ。 

（了) 


