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韓国青年訪日団（第 4～5団）（招へいプログラム）の記録  

（対象国：韓国，テーマ：地域の伝統文化探究と魅力発信） 

 

1. プログラム概要 

 在釜山日本総領事館, 在済州日本総領事館にて選抜された大学生・高校生等が, 1月

16日から 25日までの 9泊 10日の日程で来日し,テーマ「地域の伝統文化探究と魅力発

信」の下,対日理解を深めました。 

 一行は長崎県，佐賀県，福岡県を中心に，自治体表敬訪問やフィールドワーク，ホー

ムステイ，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，訪問地域の歴史や伝統文化，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】 

長崎県，佐賀県，福岡県 

 

2. 日程    

1月 16 日（水）入国（福岡国際空港） 

 

1月 17 日（木） 

【表敬】長崎県庁,【講義】「長崎の歴史と魅力，国際交流について」 

【視察】長崎平和公園，長崎原爆資料館，稲佐山 

 

1月 18 日（金） 

【交流】「日韓未来塾」学生とのディスカッション，フィールドワーク（出島，「世界遺産」

大浦天主堂，グラバー園等），フィールドワーク報告会 

 

1月 19 日（土） 

【視察】陶山神社，有田内山（重要伝統的建造物保存地区），有田ポーセリンパークツヴィ

ンガー宮殿アートギャラリー,九十九島 

【交流】ホームステイ対面式（松浦市） 

 

1月 20 日（日） 

【交流・文化体験】ホームステイ 

【文化体験】長崎ちゃんぽん作り，いももち（郷土料理）作り 
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1月 21 日（月） 

第 4～5団共通：【視察】平戸城，平戸ザビエル記念教会，平戸オランダ商館等 

第 4団：【産業視察】三根製茶（嬉野茶），【文化体験】日本温泉体験（武雄） 

第 5団：【学校訪問】長崎県立松浦高等学校，【文化体験】日本温泉体験（平戸） 

 

1月 22 日（火） 

第 4団：【視察】嬉野市塩田津（重要伝統建造物保存地区） 

第 5団：【視察】天然記念物「七ツ釜」 

第 4～5団共通：【視察】佐賀県名護屋城博物館，特別史跡名護屋城跡 

【文化体験】茶道体験 

 

1月 23 日（水） 

第 4団：【学校訪問・交流】九州大学 

第 5団:【視察・文化体験】柳川，着物着付け 

 

1月 24 日（木） 

第 4～5団共通：【産業視察】やまやコミュニケーションズ 

第 4団:【視察・文化体験】柳川，着物着付け 

第 5団：【視察】福岡市内フィールドワーク 

第 4～5団共通：成果報告会 

 

1月 25 日（金）  

出国（福岡国際空港） 

 

 

3. プログラム記録写真  

（訪問地：長崎県，佐賀県，福岡県） 

  

1月 17日【表敬訪問・講義】長崎県庁「長

崎県の魅力と歴史，国際交流について」 

(長崎県長崎市) 

1月 17日【視察】長崎平和公園，長崎原爆

資料館(長崎県長崎市) 
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1月 18日【交流】「日韓未来塾」学生とのデ

ィスカッション・報告会(長崎県長崎市) 
1月 19日【視察】陶山神社(佐賀県西松浦郡) 

 

 

1月 20日【交流・体験】いももち作り（長

崎県松浦市） 

1月 21日【交流】ホームステイ離村式（長

崎県松浦市） 

 

 

1 月 21 日【学校訪問・交流】長崎県立松浦

高等学校（長崎県松浦市） 

1月 22日【視察】佐賀県立名護屋城博物館・

名護屋城跡（佐賀県唐津市） 
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1月 22日【文化体験】茶道体験 

 (佐賀県唐津市) 

1月 23日【学校訪問・交流】九州大学 デ

ィスカッション（福岡県福岡市） 

 
 

1月 24日【産業視察】やまやコミュニケー

ションズ（福岡県福岡市） 

10月 24【文化体験】着物着付け 

（福岡県柳川市） 

 

 

4. 参加者の感想（抜粋)  

◆ 韓国 大学生 

・一般的な観光では行けない場所や体験プログラムを通して，取り繕っていない日本の

姿や人々の生活を知ることができた。このような良い機会を経て，広い視野と日本に対

する豊富で深い知識を身に着けることができた。 

 

・このプログラムのハイライトはホームステイだった。受入家族にはお客さんを迎える

主人と客という関係を超えて家族という印象を受けた。2 泊 3 日の短い時間だったが，

本当のお母さんと感じるほど幸せな時間だった。同世代の日本人の友達はいたが，世代

を超えて交流ができ，とても有益だった。 

 

・これまで日本を訪れたことはあったが，大学を訪問したりホームステイをしたりする

機会は得られなかった。九州大学を訪問し学生と交流したことで，日本を訪れたら会え

る本当の「友達」ができた。日本と韓国は地理的にも近く，今は心理的にも近い国にな

った。 

 

・今回の訪問が人生のターニングポイントになったと言っている団員がいたが，自分も
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正にそうだった。昨今の日韓関係から日本に来ることを悩んでいる人がいたらぜひ背

中を押したい。 

 

・茶道はゆったりしているが繊細だった。客に出す茶碗までも一番貴重な茶碗の中から

その客に一番合う器を出すという。お茶を出し，立ち去るその瞬間まで慎重だった。

慣れない作法もなぜか心地良いと感じたのはなぜだろう。茶道のゆったりとした時間

の流れは，日本人の文化と相手に対する真心のようだ。私はそう感じた。 

 

◆ 韓国 高校生 

・長崎平和公園や有田の陶山神社，佐賀県立名護屋城博物館等を訪問し，全ての日本人

が歴史的事実を否定したり，捏造したりすることなく正しいことを伝えていることを悟

った。周りの友人等にも日本へ行くのなら東京や大阪等の華麗な大都市でもいいが，長

崎平和公園や美しい自然の中でのホームステイ等，日本の歴史や自然に触れられる地方

にこそ多くの魅力があると勧めたい。 

 

・過去に韓国と日本の関係が悪かったこともあり，訪日前は悪い先入観で日本を見てい

たが，プログラムを通じて日本文化や日本人のことを学び，ホームステイを通じて新た

な家族ができ，以前の日本への偏見を崩すことができた。このようなプログラムを通じ

て多くの韓国人学生が日本への否定的なイメージを取り除き，日本へ関心を持って学ぶ

のと同時に，正しい両国の歴史認識と夢を持って国際交流の中心に立っていくような学

生がもっと現れていけばと願っている。 

 

・松浦高校の訪問で，同世代の日本人学生たちと一緒に授業を聞くことを通じて，韓国

とは違う雰囲気を肌で感じることができ,また勉強に集中しなければならない韓国の学

校とは違い，活動的な部活にも共に参加できるようにしていただき，本当に良かった。 

ホームステイや日本人大学生とのフィールドワークも貴重だったし,今回出会った皆さ

んとの縁がずっと続くようにしていきたい。自分とは異なる社会で生きてきた人々と話

し合いながら,違いの認識を悟り，そこから共感が形成されていき，互いに友人となり

家族になっていく過程がとても嬉しかった。 

 

・原爆記念館に行って日本と世界との戦争構図について，そして 1940 年代初めの日本

の全般的なものについて知ることができてとても良かった。また，過去から今までの日

本と韓国の交流史を学ぶことができたことも良かった。日韓には辛い記憶もあるがその

ようなことが二度と起こらないようにと思った。 

 

・ホームステイで，日本に自分を温かく迎えてくれる家族が一つできたことがとても心

強いし胸がいっぱいだ。ホストファミリーはとても親切で，その方たちと色々話せてよ

かった。短い時間だったが幸せな日々を過ごし，今後も連絡を取り続け，必ずまた会い

に来たい。 

 

・学校訪問,ホームステイを一度もしたことがなく，日本の学校との交流がない小·中·
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高校に通った私の人生で，今回の訪日団は本当に貴重な体験となった。今回のプログラ

ムがなかったら，私は一生経験できなかったであろう様々な体験をすることができ，本

当に感謝している。また，様々な国と交流して多様な文化を発展させてきた長崎につい

て知ることができて良かった。 

 

 

5. 受入れ側の感想 

 訪問自治体（長崎県長崎市）関係者 

・長崎県について知っていただく良い機会になった。特に長崎県は，地理的にも韓国に

近く，歴史的にも韓国を含め海外との交流が盛んであったので，訪問先として選定して

いただき，非常にありがたかった。また，長崎県主催の事業である「日韓未来塾」の参

加者との交流の日程も組んでいただき，若い世代同士の交流が良い思い出になったので

はないか。さらに長崎の観光や，朝鮮通信使，原爆・平和という，長崎にゆかりのある

テーマで議論をしていただき，そのような内容についての業務を行っている県職員が気

付けないような視点からの意見もあり，大変参考になった。 

 

 フィールドワーク・グループディスカッション交流学生 

・私がこれまで参加した日韓未来塾と日韓文化交流基金の活動が一つになり，長崎で日

韓の学生の交流が実施できたこと，そして今まで点と点だった様々な活動が，今回のよ

うな一つの線になったのは非常に嬉しかった。中でもディスカッションでは，内容を提

案させていただいたこともあり，参加者の発表はそれぞれに個性があり充実したものに

なったことが，とても感動的だった。 

 

・韓国の高校生はみな積極的に，一生懸命日本語で話しかけてくれ，いかに日本文化に

興味があり，日本のことが大好きか伝わってきて，こちらも嬉しくなったし，良い思い

出ができた。中には，将来日本の大学に留学したい，日本で就職したいという高校生も

多く，もし本当に日本に来てくれるのであれば，再会を果たしたいのと共に，何かあれ

ば頼ってほしいし，何かできるようなことがあればいろいろ手伝ってあげたいと思える

ようなとても素晴らしい高校生たちであった。 

 

・グループディスカッションで私たちは日韓の関係についても話した際に，お互いの国

の立場や，自分自身の考えを正直に話した。現在もあまり良いとは言えない関係のため，

お互いの主張は対立することもあり，私自身も重たく感じることもあった。しかし，話

し合いの着地地点を見つけ，より相手のことを理解することができたように感じた。 

 

 訪問校関係者（高校） 

・田舎にある高校なので，国際交流をするような機会がなかなかなく，今回の韓国の高

校生受け入れは我が校にとっても貴重な機会となり，歓迎と共に感謝申し上げたい。い

つも静かで黙っているような生徒も，この日ばかりは韓国の高校生が我が校に入ってき

た途端にあちらこちらで韓国語で挨拶をする声をかけたり，歓声をあげて歓迎したりす

る，いつもとは違う様子を初めて目にすることもでき，やはり今の時代国際交流は必要
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だと改めて感じさせられた良い交流になった。また，韓国の高校生の日本語の実力には

驚かされ，我が校生徒にとっても良い刺激になったと思う。是非ともまた我が校にお越

しいただき，良い交流をしていただければと思う。 

 

 訪問校生徒（高校） 

・今回のような交流は，私たちは初めてだったのでとてもどきどきしていたが，みんな

日本語が上手で積極的に声をかけてくれ，色々韓国のお土産までいただいて，韓国の皆

さんの優しさと思いが伝わってきた。半日という短い時間だったが，一緒に授業を受け

たり部活を体験したりして，お互いに連絡先を交換したりもできたので，連絡を取り合

っていきたい。私自身韓国の文化や K-POP も大好きなので，機会があれば今度は韓国で

会いたい。 

 

 訪問校関係者（大学） 

・準備を中心になって進めてくれた学生たちと交流会後にやりとりしたところ，実際に

釜山やチェジュの学生たちと知り合い，交流できたこと自体をとても喜んでおり，夕食

の写真等を見せながら嬉しそうに語ってくれた。今後の日韓学生の主体的・持続的な交

流がこのようなきっかけを通じて発展していくことを私たちも願っている。 

 

 訪問校学生（大学） 

・訪日団が 1日を大学で過ごすというので，非常に責任感を持ってキャンパスツアーや

ディスカッションの計画をしてきた。完成して間もないキャンパスを案内すると数名ほ

ど留学に来たいと言ってくれ嬉しかった。長崎と九州大学での２回のディスカッション

では，自分の韓国語のレベルが低く，逆にグループで日本語ができる韓国の学生が一人

しかいなかったので，ボディランゲージで伝えたり，日韓特有の発音の類似性を活かし

て理解したり，日本人同士では決して感じることのできない喜びを感じた。この交流を

通し，国民レベルでは日韓関係はとても良い方向に向かっているのだと実感することが

できた。 

 

 ホームステイ受入家庭 

・韓国のお子さんを受け入れたのは初めてで不安だったが，出会ってすぐにそのような

不安を飛んで行った。みんな日本語も上手だし，意思疎通に全く問題もなく，私たちに

いろいろ質問してくれるので，日本や長崎や地元のことをたくさん教えてあげたし，私

たちも韓国のことを色々教わり，私たちにとっても本当に良い交流となった。中でも，

松浦地域の方言に興味を持ってくれたのが印象的だった。今後は韓国の皆さんも積極的

に受け入れたいと思う。 

 

・最初に驚いたことは，韓国の学生の日本語が上手な事だった。私も方言で話すのだが，

ほとんどの会話が成り立った。日本に興味を持ち日本語を勉強している事が本当に嬉し

かった。食事作りも皆手際よく作り，美味しい美味しいと言って食べてくれ，日本のお

米は本当に美味しいと言ってもらった。自分がどんな仕事に就きたいか，しっかりと夢

を持って勉強している韓国の若い人達をこれからも応援したい。 
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6. 参加者の対外発信 

  

大学訪問についての発信 

九州大学の学生達と釜山―福岡の経済発展に

ついて討論し，発表した。お互いに学んできた

歴史，文化は少しずつ違うが，地域経済の発展

という共通した目標のために討論した結果，同

じ考えであったことが不思議だった。このよう

に韓国と日本は歴史問題で関係が良くない時

も多いが，東アジアの一員として共通した目標

に向かい，これからも討論し，交流を続けるな

らば，同じ場所へ到達するのではないかと思っ

た。 

韓国青年訪日団についてまとめの発信 

長いと言えば長く，短いと言えば短い 10 日間

の日程。単純な旅行ではない日本の歴史を知る

ことができた期間。地理的にも近く韓国と絡み

合っている事も多かった。歴史的な事も知る事

ができたし，またそれぞれの地域を理解する時

間と討論の時間があり，より得る物が多かっ

た。近くて遠いと言う韓国と日本の関係。しか

し私が日本で感じたのは，近くて近く，心理的

にもとても親しい関係だということ。通りすが

りの人でさえ私たちに親切にしてくれ，一緒に

過ごした人達はより親切に対応してくれた。日

本で感じたこの感情をこれからもずっと持ち

続けられたらと願う。 
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長崎平和公園・原爆資料館に関する発信 

最初は市民ガイドの方の説明される長崎の痛

ましい歴史について理解できなかったが，長崎

が受けた痛ましい被害の痕跡，爆心地や慰霊

碑，防空壕，原子爆弾投下後に喉の渇きを訴え

ながら亡くなっていく方々の写真等，特に韓国

人慰霊碑等を共に見学しながら説明を聞いて

いくうちに，自分自身が戦争について何の考え

もなく避けようとする態度を持っていたこと

に気付いた。我が韓半島は今もなお戦争の中心

地にあるだけに，今後は多くの人々に戦争の危

険性と痛みを伝え，防いで行かなくてはと誓っ

た。 

ホームステイと松浦高校訪問に関する発信 

今朝，（ホストファミリーの）お爺ちゃんとお

婆ちゃんとお別れの挨拶をしたとき，お婆ちゃ

んが泣かれたので私も泣きそうになった。 

その後平戸に行き，オランダとの歴史的な繋が

り等を視察し，昼食後に松浦高校を訪問した。

到着すると窓からみんな顔を出して「アンニョ

ンハセヨ」と手を振って挨拶してくれた。みん

なと掃除もして，授業も一緒に受けて，部活体

験ではなぎなたも体験してみた。松浦高校のみ

んなはとても優しくて，可愛くて，時間が短す

ぎてとても残念なくらいだった。その後は温泉

旅館体験もして，幸せな一日だった。 

 

7. 報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

 
 

10 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。発表された内

容は次の通り。（大学生） 

・ホームステイの家族や今回友達になった人と

連絡を取り続け，写真や動画を SNS 等に発信

することにより，日本についての知識や文化

の違いを知らせ，周囲の人が日本に対して関

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。多くの団員が帰国後

の SNS発信，友人・知人へ経験を共有していき

たいと語り，他にも今後の日韓関係を背負って

いく韓国の若者の未来志向的で頼もしい，次の

ような内容が発表された。（高校生） 
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心や好奇心を持つように努力する。 

・自分は塾で日本語を教えているものの，これ

まで日本に来ようとしていなかったが，今回

180 度考えが変わったので，心境の変化の過

程を周囲に伝えたい。 

・訪日経験の動画やパワーポイントを作成して

SNSで拡散する（多数）。 

・これまで昨今の日韓関係のため日本への留学

を悩んでいたが，来ることに決めた。（多数） 

・日本を訪問し，様々な経験を通して感じたこ

とを契機に，以前はなんとなく考えていた，

日本でのワーキングホリデーや就職を，具体

的に計画を立てて準備しようと思う。それに

向け日本語の勉強も本腰を入れる予定だ。

（類似回答多数） 

・訪日中に SNSに投稿した内容を，帰国後に改

めて自分の感じたことを整理し，地域の情報

（歴史など）と共にブログに投稿する予定

だ。（多数） 

・訪日の経験を生かして，個人的に JENESYSの

ような日韓の交流プログラムを作りたい。 

・今までは日本のことが好きでも素直に好きと

言えなかったが，今回の訪日で更に日本のこ

とが大好きになったので，今後は堂々と日本

が大好きだと周りの友人に伝えながら，日本

に対する誤解や偏見を取り除いていき，誰で

も堂々と日本のことが好きだと言えるよう

な雰囲気作りをしていきたい。 

・今回の訪日で，自分の今後の進路をはっきり

定めることができた。是非とも大学も就職も

日本に行って，将来は通訳になって日韓相互

理解に貢献できる人物になりたい。 

・今回の訪日で日本語を積極的に使い，多少は

自信を持つことができた。今後も一生懸命日

本語を勉強して，放送作家になるという夢を

実現させ，日韓の距離を縮められるような番

組を作りたい。 

・報道で見る日本と実際の日本の姿はあまりに

も違い過ぎる。私は国際政治学を大学で専攻

し，外交部の日本担当になって日韓関係改善

に貢献したい。 

・国連職員を目指している私にとって，原爆資

料館見学は非常に貴重な体験となり，大きな

学びとなった。日韓関係をもっと客観的に，

より広い視点で見られるよう努めたいと思

うし，周りの友人にも視野をもっと広く持つ

よう勧めたい。 

・松浦高校を訪問して，こうも学校生活に差が

あるのかと衝撃を受けた。将来は日韓の教育

制度を比較する論文を書きたいと思う夢が

できた。 

・伝統文化を大事に守り，地方都市でも積極的

にホームステイを受け入れ，地域活性化を図

ろうとする日本の姿勢は韓国にとっても大

きな参考になると思うし，この様子を学校で

発表したり，動画を作ったりして SNSで積極

的に発信していきたい。 

（了) 


