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韓国大学生招へい・交流プログラム「つなぐ」（招へいプログラム）の記録  

（対象国：韓国，テーマ：つなぐ～守る・育む・伝える・届ける） 

 

1．プログラム概要 

韓国全土から集まった，SNS での発信力のある大学生 18 名が 11 月 2 日～11 月 11 日

の 9泊 10 日の日程で来訪し，テーマ「つなぐ～守る・育む・伝える・届ける」のも

と，対日理解を深めました。 

一行は，大阪で「能」や「十二単衣・ゆかた着付け」等日本の伝統文化を体験し，

堺伝産業会館等で日本の伝統産業の紹介を受け，NHK 大阪放送局，安藤百福発明記念

館カップヌードルミュージアムで日本の食文化をテーマに視察を行いました。 

兵庫県では北淡震災記念公園野島断層保存館及び人と防災未来センターでの視察を

通して，大規模自然災害からの地域再生について学びました。日本の伝統や災害の教

訓がどのように守り，伝えられているのかを学ぶことができました。 

また，大阪市役所への表敬訪問をはじめ，外務省大阪分室，国際協力機構（JICA）

を訪問し日本の外交政策・ODA 等について聴講する機会があり，各所で意見交換を行

いました。 

 交流プログラムでは，ホームステイや学生ボランティアの協力による日本文化体

験，大阪大学や近畿大学の学生達との意見交換・交流会等を実施しました。また，学

生企画プログラムと日韓学生共同プログラムでは，インターン大学生と一緒に積極的

にコミュニケーションを取りながら，「水都大阪の魅力をめぐる」「文化遺産・伝統産

業をめぐる」をテーマに大阪市内，奈良県，京都府，和歌山県を巡り，文化遺産の視

察や伝統産業の体験を行いました。その結果，日韓の学生間に強い絆が芽生え，今後

も継続的な交流が期待されます。 

一行はプログラム中，日本文化の独自性や創造性の高さに強い関心を示し，各々の

関心事項や体験について SNS を通じて積極的な対外発信を行い，帰国後も動画作成や

写真や文章の投稿など持続的に SNS 活動を行っています。 

帰国前の成果発表会では，SNS コンテストの発表や帰国後のアクションプラン(活動

計画)についての発表も行いました。 

 

【訪問地】 

大阪府，奈良県，京都府，和歌山県，兵庫県 

 

2．日程 

11 月 2 日（金） 

入国（関西国際空港），来日時オリエンテーション 

【視察】堺伝統産業会館，なんばスカイオ「伝統・文化の体験工房 ほんまもん」 
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11 月 3 日（土） 

【交流・視察】日韓学生共同企画プログラム（テーマ：「水都大阪の魅力をめぐる」） 

（愛染堂～慶沢園～道頓堀～心斎橋～大阪城～天満橋～梅田） 

11 月 4 日（日） 

【交流・視察・体験】日韓学生共同企画プログラム（テーマ：「文化遺産・伝統産業を

めぐる」／訪問地－京都・奈良・和歌山） 

 京都チーム  京友禅体験～伏見稲荷大社～清水寺 

 奈良チーム  奈良公園・東大寺～ならまち～お香作り体験 

 和歌山チーム 黒潮市場～黒江（漆器まつり）～漆器絵付け体験 

（終了後，両国学生による報告会） 

11 月 5 日（月） 

【視察・体験】安藤百福発明記念館「カップヌードルミュージアム」，吹き戻しの里，

「淡路夢舞台」 

11 月 6 日（火） 

【視察】北淡震災記念公園野島断層保存館，神戸市内(北野工房・北野エリア)， 

【視察・聴講】ＪＩＣＡ関西プラザ，人と防災未来センター 

11 月 7 日（水） 

【交流】大阪大学外国語学部，【視察】万博覧会記念公園，【文化体験】能体験（国登録

有形文化財「山本能楽堂」） 

11 月 8 日（木） 

【視察・体験】ＮＨＫ大阪放送局，阿倍野（あべのハルカス周辺），【日本文化体験・聴

講】着物体験（登録有形文化財『練』視察含む） 

11 月 9 日（金） 

【表敬】大阪市役所，外務省大阪分室，【交流】近畿大学国際学部，ホームステイ 

11 月 10 日（土） 

【交流】ホームステイ，報告会（アクション・プランの発表・歓送レセプション） 

11 月 11 日（日） 

出国（関西国際空港） 

 

3．プログラム記録写真  

  

11 月 2 日【視察】堺伝統産業会館 

（大阪府堺市） 

11 月 2 日【視察】なんばスカイオ「伝統・文

化の体験工房ほんまもん」（大阪市） 
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11 月 3 日【交流・視察】大阪城（日韓学生

共同企画プログラム／テーマ：「水都大阪の

魅力をめぐる」）（大阪市） 

11 月 4 日【交流・視察・体験】黒潮市場・黒

江（漆器まつり）（日韓学生共同企画プログ

ラム／テーマ：「文化遺産・伝統産業をめぐ

る」（和歌山県海南市） 

  

11 月 4 日【交流・視察・体験】京友禅体

験，伏見稲荷神社，清水寺（日韓学生共同

企画プログラム／テーマ：「文化遺産・伝統

産業をめぐる」）（京都府京都市） 

11 月 4 日【交流・視察・体験】奈良公園・東

大寺・ならまち（日韓学生共同企画プログラ

ム／テーマ：「文化遺産・伝統産業をめぐ

る」）（奈良県奈良市） 

 

 

11 月 5 日【視察・体験】安藤百福発明記念

館「カップヌードルミュージアム」 

（大阪府池田市） 

11 月 5 日【視察・体験】吹き戻しの里（日本

の伝統遊び）（兵庫県淡路市） 
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11 月 6 日【視察】北淡震災記念公園野島断

層保存館（兵庫県淡路市） 

11 月 6 日【視察・聴講】人と防災未来センタ

ー（兵庫県神戸市） 

 

 

11 月 7 日【交流】大阪大学外国語学部 

（大阪府箕面市） 

11 月 7 日【文化体験】能体験（国登録有形文

化財「山本能楽堂」）（大阪市） 

  

11 月 8 日【視察・体験】ＮＨＫ大阪放送局 

（大阪市） 

11 月 8 日【体験・聴講】着物体験（登録有形

文化財『練』）（大阪市） 
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11 月 8 日【視察】阿倍野（あべのハルカス

周辺）（大阪市） 

11 月 9 日【表敬】大阪市役所 

（大阪市） 

 

 

11 月 9 日【表敬】外務省大阪分室（大阪市） 11 月 9 日【交流】近畿大学（大阪府東大阪市） 

  
11 月 9 日【交流】ホームステイ 

（大阪府内） 

11 月 10 日【交流】報告会・歓送レセプション 

（大阪市） 

 

4．参加者の感想 

◆ 韓国 学生  

・9 泊 10 日間の様々な文化体験が外国人にも気軽に参加できるようになっていて，と

てもよかったです。また，能楽や京友禅染め体験，堺の伝統産業会館など伝統産業を保

存，発展させていく姿が印象深かったです。JENESYS 2018 のテーマである「つなぐ」の

ように日本の大学生とお互いの文化について話しながらすぐ友達になりました。また行
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く先々で心のこもった「おもてなし」に感動しました。日本の魅力を感じる機会を与え

ていただきありがとうございます。 

 

・JENESYS2018 は，旅行では経験のできない日本を見ることができる，たいへんありが

たいプログラムです。JENESYS を通して，普段は経験できない隠れた日本文化とその魅

力について知ることができました。何より JENESYS が私にくれた一番のプレゼントは

「縁」だと思います。今回の活動は，日本の大学生の友達が一緒にいてくれたからこそ，

特別な 10 日間でした。昔，何気なく通り過ぎた京都の建築物は，近畿大学の学生たち

と一緒に歩き，見て，話を聞くことで，数千年の歴史を感じました。京都や難波，梅田

をホストファミリーの子ども（同年代）と一緒に歩いた時は，気付かなった数々の日本

の魅力が見えてきました。 

プログラムは終わりましたが，日本の友達との大切な縁，そして互いに学んだ日本と

韓国の文化はこれからも続き，発展することと思います。私にとってこのような大切な

出会いと広い日本を見る機会を作ってくださった関係者の方々，また，プログラムを共

にした日本の友達に，「ありがとう」ともう一度伝えたいです！ 

 

・大阪は前にも 1 人で旅行したことのある街です。その旅行を終え韓国に戻った時は，

自分は思ったより日本と合わないかもしれないと思っていました。しかしながら，今回

の JENESYS を通して得た一番大きなことは，日本という国に対する恐怖心を無くしたこ

とです。JENESYS のプログラム内容や行く先々で出会った「本当の日本」は，これから

日本と関わりのある仕事に就きたいという私の思いを確固たるものにした大切な経験

でした。 

 

5．受入れ側の感想 

◆ 視察先関係者 

・（公財）大阪国際交流センターからの依頼を受け，JICA 関西として韓国大学生招へい

（JENESYS）事業に協力しました。11/6（火）に韓国からの大学生 18 名（及び引率者・

通訳）の訪問を受け入れ，①西本総務課長による日本（特に JICA）による国際協力及び

SDGs の概要・取組み等に関する講義聴講，②JICA 関西館内（JICA プラザ関西・ロビー

展示等）の見学，③JICA 関西食堂でのエスニック料理ランチ（ボリビア料理）の体験を

してもらいました。参加者の皆様は，熱心に講義聴講や施設見学に取組まれ，JICA によ

る国際協力の特長，韓国の ODA（KOICA 他）との比較，SDGs の 新動向等に関する活発

な質問が出されました。本訪問受け入れが本事業の目的とする国際理解促進に少しでも

貢献できたのであれば幸いです。 

 

◆ 文化体験関係者 

・韓国人大学生 18 人と日本人大学生のボランティア 3 人をお迎えして，日本の衣文化

の体験をしていただきました。 

当協会の建物は元公家の別邸を 100 年ほど前にこの地に移築し近年，登録有形文化財

に指定されたものです。どこか日本の懐かしさを残した木造日本家屋です。ご紹介した

衣服は，1300 年ほど前，飛鳥奈良時代に大陸から朝鮮半島などを経由し日本に伝えら
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れ，時を経て日本の風土と日本人の好みに変化し十二単として完成，雅な宮廷衣服とし

て女性貴族を彩りました。 

現在も皇室の行事や結婚式，神社の祭礼などで千年以上着用されている事や，着付け

の行程などを，日本人学生により韓国語に通訳して伝えました。理解が出来たのでしょ

うか，とても良い雰囲気で会場の空気は一つになりました。 

日本語が理解出来る団員達もいて，日本人でも理解出来にくい専門的な用語などを学

生同士でやりとりする様子に学生のスキルの高さも感じました。 

その後，浴衣の着方のレッスンでは，日本人大学生の素晴らしい指導で男性は格好良

く，女性は可愛く出来上がるとハイテンションで盛り上がり，和室や庭で思い思いに撮

影会が始まり笑い声が一段と賑やかになりました。 

団員のマナーが大変良く，理解度も高いものでした。浴衣が自分で着られてはしゃぐ

姿が可愛いく，TPO に合った ON と OFF の切り替えが出来る素晴らしい若者達でした。 

 

◆ 訪問校関係者 

・昨年度の訪問団との交流は本学への半日訪問のみでしたが，今回は一部の学生がイ

ンターンやボランティアとして事前準備からまち歩き等のプログラムに関わる機会も

いただき，学生がより積極的に関わることのできるプログラムとなったと思います。 

韓国留学を終えた学生は，アルバイト等にて韓国語を使用する様々な活動を模索し

ますが，今回のように韓国の大学生と共にプログラムを共に作り上げる活動を通じ，

言語を学ぶ段階から言語を駆使することの意義を考え，同時に日本の再発見にも繋が

る機会となったようです。 

様々な形の交流がありますが，今回のような共同作業が伴うプログラムは相互にと

って貴重な時間となり，今後の持続的な交流に繋がる大変充実した機会であったと感

じております。 

 

◆ 交流した大学生 

・今回ホームステイのプログラムを通して韓国の大学生と交流し，お互いの国の文化や

生活についてたくさん語り合い，同じ空間で過ごしたことは，私にとってもたいへん良

い経験になりました。日本と韓国のより良い将来について深く考えるきっかけにもなり，

これから自分に出来ることは何かを考えさせられる良い機会でした。 

 

・今回の青少年交流事業(JENESYS)にインターンシップとして参加し，奈良の案内とホ

ームステイの受け入れをさせて頂き，有意義な時間を過ごすことができました。1年間

の韓国留学を通して韓国語力を向上させたものの，韓国人と交流する機会があまりなか

った為，今回のプログラムがたくさん話をする機会となってよかったです。また，ホー

ムステイを受け入れるのは初めてで，どんな体験を一緒にするか，楽しんでもらえるの

か等，心配していたのですが，ただ話をしているだけでも楽しくて，本当にいい経験が

できました。忘れられない楽しい時間を過ごすことができ，今回のプログラムに参加し

て良かったと思います。 

 

・今回，私は山本能楽堂での能体験のボランティアとして参加させて頂きました。能体
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験の準備をしながら，自分自身が想像以上に能について，そして日本文化について知ら

ないことに驚き，反省しました。この機会に海外の友達に紹介できる程度に日本文化を

勉強していこうと思います。また，韓国の学生と交流をしながらその日限りの友情に終

わらせないためにも双方の努力が必要だと強く感じました。この縁を大事にしてこれか

らも日本と韓国，離れてはいますが“つながって”いきたいと思います。貴重な経験を

させて頂きありがとうございました。 

 

6．参加者の対外発信 

  

日韓学生共同プログラム「文化遺産・伝統産

業をめぐる」奈良チームについて発信 

能楽と茶道について発信 

（コメント部分訳） 

今日は，日本のインターン学生と一緒に奈良

というところに行ってきた。インターン学生

が直接企画したプログラムに感謝。 初は東

大寺！世界で一番大きい木造建築物と仏像が

あった。とても不思議だった。次に，奈良の鹿

公園！餌に対する戦闘力が凄まじく，「鹿に餌

やりは注意」の理由が分かった。結局私は勝っ

た。 後にお香作り体験！私が知っているお

香ではなく，様々な型のお香が作れ，その色と

香りも選ぶことができ，お香をたくとその香

りを楽しむことができると言う。家で使って

みよう。ならまちを歩くのも町が綺麗でとて

も楽しかった。食べ物もおいしくいただいた。 

（コメント部分訳） 

能楽堂-日本の伝統劇である能のための舞

台があるところ！能は神様に捧げる劇で，

武将達が熱心な能の愛好家だったそうで

す！一つのお面で，喜びと悲しみを表現し

ます。直接舞台に上がって体験してみる新

鮮な経験もできました^_^  

茶道の作法：先にお菓子を食べてからお茶

を飲む！お茶碗を渡すときは相手に柄が見

えるように！お茶を出してくれた方への感

謝の気持ちを見せること！お茶を飲むとき

はお茶碗を 2 回回して，柄がないところか

ら飲み，飲み終わったら，口を付けたところ

を軽く拭くこと！ 
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7．報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

  

アクション・プランの発表 1 アクション・プランの発表 2 

まず，9 泊 10 日間，見て学んだ日本文化をブ

ログに投稿する予定です。私の周りには中国

や韓国で大学生活を送っている人が多く，日

本の文化に触れたこともなく日本の大学生と

交流をしたこともないという人が多いです。

その為，プログラム通して経験した日本文化

を重点的に細かく説明(投稿)していきます。 

次に，日本で感じた事を踏まえて，韓国・中

国・日本の東アジア 3国の類似点，相違点を

まとめるのが 2つ目のアクション・プランで

す。 後に，インスタグラムとブログでクイ

ズイベントを開き，フォロワーの参加を促し

日本に対するポジティブな見方を共有する時

間を設けようと思います。 

私は動画をつくることが趣味であり，目標

です。私のアクション・プランは今回の経

験を踏まえて日本に関する 5分程度のショ

ートムービーを作成し，SNS で発信するこ

とです。この発信を通して日本と韓国の間

に暗黙的に存在する敵対感を緩和させ，日

本に対する印象を良くすることに寄与した

いと考えています。 

その他アクション・プラン 

共通点として，今回のプログラムを通して学んだ事，感じた事，カメラに映した事を普段

から使用している SNS アカウントにアップロードし，たくさんの人に情報を届けたいとい

う声が多くありました。 

その他にも，韓国の大学に留学中の日本人学生の学校生活のサポート，日本語能力試験へ

の再挑戦，Youtube チャンネルを開設し，日韓に関する情報発信など，様々なアクション・

プランがあげられました。 

 


