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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：防災ツーリズムと被災地復興状況の視察） 

 

1. プログラム概要 

韓国全土から選抜された発信力のある大学生等 36 名が，テーマ「防災ツーリズムと被

災地復興状況の視察」の下，東日本大震災及び北海道胆振東部地震の被災地を中心に大

学訪問，講義聴講，ホームステイ，各被災地域視察等を通じて対日理解を深めました。

一行はプログラム中，東日本大震災被災地各地の視察や防災へ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）

についてグループ毎に発表しました。 

  

【訪問地】 

東京都，宮城県，岩手県，北海道 

 

2. 日程    

7月 10 日（水） 

入国（東京国際空港），【企業訪問・視察】日本航空株式会社（機体工場見学・ 

安全啓発センター），歓迎夕食会 

 

7月 11 日（木） 

【視察】東京消防庁本所防災館視察及び地震をはじめ自然災害体験 

【講義】「最近の日韓関係について」，仙台へ移動 

 

7月 12 日（金） 

【学校訪問】東北大学 災害科学国際研究所訪問 

【講義】「東北復興と防災ツーリズム，食の安全について」 

【交流】被災地域の大学生と学食体験，キャンパスツアー，ディスカッション・意見交換 

 

7月 13 日（土） 

【視察】日本三景「松島」・五大堂，女川：防潮堤の無い街づくり（語り部と共に），震災

遺構：石巻市立大川小学校（語り部と共に） 

【講義】南三陸ホテル観洋・阿部女将の講話 

 

7月 14 日（日） 

【視察】南三陸：震災遺構「高野会館」ほか（語り部と共に），陸前高田「奇跡の一本

松」，ラグビーワールドカップ 2019開催地「釜石鵜住居復興スタジアム」と震災伝承館

「いのちをつなぐ未来館」視察（語り部と共に）， 

【講義】宝来館・岩崎女将の講話 
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7月 15 日（月） 

遠野へ移動，【視察】遠野ふるさと村，札幌へ移動 

 

7月 16 日（火） 

【表敬】北海道庁 

【講義】北海道の魅力と概要及び北海道胆振東部地震の概要と復興状況について 

【視察】北海道庁旧本庁舎，野外博物館「北海道開拓の村」 

【交流】ホームステイ対面式 

 

7月 17 日（水） 

終日ホームステイ 

 

7月 18 日（木） 

ホームステイ先から再集合，グループ毎にテーマ別フィールドワーク，成果発表会準備及び

成果報告会 

 

7月 19 日（金）  

出国（新千歳空港より羽田国際空港経由） 

 

 

 

3. プログラム記録写真  

（訪問地：東京都，宮城県，岩手県，北海道） 

  

7月 11日【視察】東京消防庁本所防災館にて

防災学習を実施 

(東京都墨田区) 

7月 12日【学校訪問・講義】東北大学 災

害科学国際研究所にて「東北復興と防災ツ

ーリズム，食の安全について」の講義を聴

講（宮城県仙台市） 
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7月 13日【被災地視察】防潮堤の無い街づ

くり（語り部と共に） （宮城県女川町） 

7月 13日【被災地視察】震災遺構：石巻市

立大川小学校（語り部と共に） 

（宮城県石巻市） 

  

7月 14日【被災地視察】震災遺構「高野会

館」（語り部と共に） （宮城県南三陸町） 

7月 14日【被災地視察】震災伝承館「いの

ちをつなぐ未来館」（語り部と共に） 

（岩手県釜石市） 

 

 

7月 16日【表敬・講義】北海道庁表敬及び講

義「北海道の魅力と概要及び北海道胆振東部

地震の概要と復興状況について」聴講 

（北海道札幌市） 

7月 18日【交流】ホームステイを終え，ホス

トファミリーとの別れ 

（北海道札幌市） 
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4. 参加者の感想（抜粋)  

◆ 韓国 大学生 

・今回の訪日前までは，東日本大震災について関心もなかったが，被災地を巡り被災者

の方々のお話をうかがうと共に，あの日の痛みや悲しみが胸深く私にも届き，特に大川

小学校での小 6の娘さんを失くした語り部の方のお話は，涙をこらえることができなか

った。韓国にはどうせ地震や津波は来ないだろうと思いながら生きてきたが，今回の訪

日を通じて地震や津波の災害，防災ついて深く考えるきっかけになり，これらによる被

災の痛い記憶を持つ地域に住みながらも，その地域の発展のために尽くし，変わってい

こうと努力する，そして明るく生きていこうとする地域住民の姿に感動した。被災地の

方々の前向きなエネルギーが私にも届いて，心も温まり，これからの自分の人生にも大

きな糧となった。最近の日韓関係が良くないため，今回の訪日プログラムに参加するの

も，SNSで発信するのも躊躇われたが，自分の発信する内容を見てくれた周囲のみんな

が，思いの外良い反応を示してくれ，参加して良かったと心から思っている。 

 

・日韓関係の悪化と共に両国間の交流が途絶えていくのではなく，互いに理解し合えな

いのなら，理解するよう押し付けるのではなく，まずは自分から理解しようとする姿勢

が大切であることを学ぶことができた。そう思えたのは，今回の訪日で出会った数多く

の東日本大震災の被災者の方々のお陰である。彼らとの出会いを通して，彼らの悲しみ

や痛みを理解することができ，心を共にすることができた。そう思った時に，ふと日韓

関係も同じではないかと思った。彼らの痛みを先に理解して心を共にすることにより，

今度は彼らが私たちの痛みを理解し，助けてくれるのではないだろうか。今後も是非多

くの日韓の若者が，互いに配慮し，理解し合えるような交流が増えることを願っている。 

 

・東日本大震災と言えば，幼かった頃にニュースで見た，津波で家や車が流されていく

衝撃的な場面が全てであったが，今回の訪日を通じて，被災地現地で被災者の方々から

当時の状況を詳しく聞くことにより，東日本大震災とその後の復興，防災についての理

解が深まった。また，日本が抱える大きな痛みを分かち合うことができ，私自身更に日

本との距離が縮まったように思えた。決して忘れることのないような貴重な体験をする

ことができ，大きな感銘を受けたと共に，SNS を通して多くの方々に伝えていきたい。 

 

・東日本大震災被災地の食について否定的なイメージがあったが，宮城県と岩手県の被

災地を訪問することにより，考えが大きく変わった。各地域によって様々な方法で復旧

している様子が印象的だった。また，日本の災害への備えが徹底していることに驚くと

共に，防災の重要性を悟ることができた。 

 

・最近の日韓関係に関する講義を受けたが，最近の一連の問題から領土問題に至るまで，

日本の立場を詳しく聞く機会を得ることができ，自分が疑問に思っていたことや誤解等

も解くことができた。今，日韓関係は急速に悪化しているが，今回の訪日ではどこに行

っても，韓国語で挨拶してくれたり，韓国への関心を持っている日本人が多く，みな好

意的に接してくれ，感動した。政治や歴史的な問題があろうと，個人同士の出会いや交

流には関係なく，マスコミで流れる情報と知識と現実は大きく違うことを改めて知った。 
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5. 受入れ側の感想 

 東北大学 災害科学国際研究所 関係者 

・東日本大震災被災地視察のために来られた韓国の皆さんを歓迎する。今回の韓国の皆

さんの訪問を機に，防災ツーリズムと被災地視察関連，福島の食の安全に関する韓国語

版の資料もできたので，いつでも韓国の皆さんのために講義をできる環境となった。今

後も是非訪問していただき，韓国の皆さんに被災地のことについて色々と学んでいただ

くと共に，是非一人でも多くの方々に被災地現地に足を運んでいただきたい。 

 

 交流した日本側学生 

・今回の内容が防災ツーリズムと被災地訪問ということもあり，自然災害大国の日本に

ついて知ってもらう等，訪日団のみなさんにはとても良い経験になったと思う。そして，

韓国のメディアで散々偏見を持たれていた東北地方の現状と復興への取り組みや魅力

を知ってもらえたと思うと，とても嬉しい。また，訪日団のみなさんの Facebook や

Instagramの投稿を見ると，あの震災を経験した者として胸がいっぱいになり，改めて

薄れていってしまっていたあの日のことを考えるきっかけにもなった。韓国の学生とフ

ィールドワークや意見交換等をしながら，日韓関係が深刻な中，民間レベルの交流は本

当に大切だと改めて感じた。 

 

 被災地の語り部の方 

・韓国からわざわざ訪問していただき，とてもありがたい。韓国からお越しの方と話す

のは初めてで嬉しい。被災地にいる私たちが皆さんに願うことは，共に心を痛めたり悲

しんでくださることではなく，東日本大震災から学んだ教訓こそ是非とも共に分かち合

い，もし心を共にしてくださるのであれば，被災地からの復旧で頑張っている被災者の

皆さんを応援していただき，共に被災地の明るい未来へ目を向けてほしい。震災で若い

人材が外に出てしまって，なかなか戻ってこれない状況にあるのも事実で，被災地には

若者の力が必要である。もし，韓国の若者の中から被災地で起業や創業をしたいと思う

人がいれば是非来てほしい。全力で応援する。そうでなくても，いつかは，今度はお友

達や家族，或いは恋人や新婚旅行で是非またこの地にお越しいただきたい。お越しいた

だくだけでも，私たちにとっては大きな応援となり，励みとなる。 

 

 北海道庁 関係者 

・この度の北海道訪問及び札幌地域でのホームステイを実施していただき感謝申し上

げる。韓国の大学生の皆さんが，学生がホームステイで忘れられない時間を過ごされた

ようで，嬉しく思っている。 

 今，韓国で不買運動などがマスコミを賑わせているが，ご存じの通り自治体間交流に

も影響がでており，北海道も例外ではない。そうした中でも，訪問団全員に来日してい

ただけたことは，大きな成果だと思うし，改めて感謝申し上げたい。日韓両国の国同士

の関係が難しい時こそ，地方の交流，人と人の交流などの草の根交流を通して，関係改

善に寄与していくことが重要かと思う。是非とも，貴基金において数多くの日韓草の根

交流を実現していただくことを願っている。北海道には韓国の皆さんに紹介したい学び

の場所が，まだまだ沢山あるので，次回は是非北海道でゆっくり滞在していただきたい。 
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6. 参加者の対外発信 

 
 

 

 

 

震災遺構：大川小学校視察についての発信 

二番目に訪問したのは大川小学校，東日本大

震災で全校生 108 名中 74 名と教師 10 名が死

亡・行方不明となった。語り部の方は犠牲とな

った生徒の親御さんのおひとりである鈴木さ

ん。今なおも何名かは行方不明で，現在最後

の行方不明者捜査の作業をしていると言う。震

災当時，災害避難について詳しく知る教員はほ

とんどいなかった故に，親の立場からすると「ち

ゃんと避難していれば」という思いがあるのも事

実である。当時の状況をお話してくださった鈴

木さんは，最後にこのようなお願い事をされた。

「もし，この中に将来教師になりたい方がいらっ

しゃれば，単に子供が好きだから，子供と一緒

に遊びたいからという理由ではなく，子供たち

の命を守る責任がある立場であることを忘れな

いでほしい。防災や安全についてしっかりと学

び良い教師になってほしい」。 

保育教師を目指す私にとって鈴木さんのこのひ

と言は大きく突き刺さった。私にとっては決して

関係ない話ではなく，将来同じような経験をす

ることになるかもしれない。同じような状況で，

果たして自分に子供たちを守れるだろうか。2

学期から学ぶ児童の安全について一生懸命学

ばなくてはと改めて決意するきっかけにもなっ

た。全ての犠牲者の方々のご冥福を祈る。 

南三陸被災地についての発信 

ホテル観洋の職員・伊藤さんと共に南三陸地域

の被災地を視察した。ホテル側のご配慮もあ

り，震災遺構である高野会館の内部まで入るこ

とができた。ここは津波が屋上まできたと言

う。地震後のマニュアル通りであれば，避難所

まで行かなくては行けなかったが，当時の職員

が津波に備えて会館屋上へ避難すること判断

し，命を守ることができたそうである。 

津波で家を失った伊藤さんが，私たちにずっと

訴えていたのは「命を守ること」。伊藤さんが

語り部の活動を続けるのも，みんなのだいじな

人を守って欲しいという思いからだという。私

たちにもリーダーとなってだいじな人の命を

守って欲しいと話されたのが記憶に残る。 

戸倉小学校では，先生の判断により高台へ避難

し，子供たちの命を守ることができた。マニュ

アルもだいじだが，いざという時には人の判断

が重要であるともおっしゃった。大川小学校や

セウォル号の惨事が思い起こされた。何よりも

だいじなものは命であることを改めて感じた。 

2 日間にわたって被災地を視察し，語り部の

方々のお話をうかがいながら多くのことを考

えた。心も痛んだが，復興の様子を拝見し，共

同体性に感嘆した。災害後に，これらを忘れず

に記憶し，後世の人々がより過ごしやすい世の

中にしていこうと努力する姿が記憶に残る。そ

して，語り部の方々がずっと訴えていた「命を

守る」という言葉が胸に残る。 
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7. 報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

  

成果報告会では, 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・プランをグループ毎に模造紙に表現し，各々発表

した。 

「東北は大変魅力溢れる素晴らしい地域であるのに，誤った情報により韓国人の足

が遠のいているのは大変残念である。そのような誤解が解けるよう，まずは私たちが

今回の経験を活かし，東日本大震災被災地に関する冊子を作成したり，SNS等で発信

する等，オン・オフラインで真実を幅広く発信していきながら被災地を応援していき

たい。」，「今回出会った被災地の学生と語り部の方々，ホームステイでお世話になっ

た方々との絆を大切にし，生涯続く友人関係を築いていきたい。」，「日韓関係が悪い

と言っても，いざ訪日してみると誰もが好意的に迎えてくれたことに感動した。帰国

後は是非この事実を SNS等で広く伝え，このような時だからこそ，日韓交流おまつり

のボランティアに参加したり，在韓日本公報文化院のイベントに友人を誘ってみた

り，日韓草の根交流に率先して参加していきたい。」，「今回の訪日で予定している日

本への留学は安全であると安心できたし，周囲で日本への留学や就職をためらってい

る友人等の背中を押してあげたい。」，「日韓の相互理解が必要だということをよく耳

にするが，その具体的な方法までは教えてくれない。ただ，今回被災地視察を通して

悟ったことは，相手が理解してくれるのを待つのではなく，自らどんどん相手を知ろ

うとし，先に理解を示すことが何よりもだいじなのではないかということ。日韓関係

も同じだと思う。」，「被災地訪問やホームステイ，日本の大学生との交流を通じて，

より深く日本と共感を持てるようになったし，大好きになったので，より深く交流で

きるよう日本語の学習や日本への留学等も検討していきたい。」等の意欲的な意見が

たくさん聞かれた。 

（了) 


