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日本青少年訪韓団（第 1～2団）（派遣プログラム）の記録  

（対象国：韓国） 

1. プログラム概要 

日本の高校生等 70名が韓国を訪問し，学校訪問等の機会を通じた同世代との交流や

ホームステイ，韓国文化体験などを通じ，韓国の文化・社会に対する理解を深めました。 

一行はプログラム中，日本の魅力を発信し，韓国における対日理解の促進，日韓間

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。 

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）について発表しました。 

 

【訪問地】 

ソウル特別市，京畿道（城南市，水原市，華城市, 坡州市） 

 

2. 日程    

11 月 10日（日）入国（仁川国際空港） 

第 1団：オリエンテーション 

第 2団：オリエンテーション，【講義】「滞在中に使える韓国語」 

 

11 月 11日（月） 

【表敬】韓国国立国際教育院 

第 1団：【講義】「日本人が体験した韓国，韓国文化」【文化体験】韓服試着【視察】景

福宮，北村韓屋村 

第 2団：【視察】水原華城，水原華城博物館 

 

11 月 12日（火） 

第 1団：【学校訪問・交流】培花女子高等学校（授業体験，日本の魅力紹介），ホームス

テイ 

第 2団：【学校訪問・交流】創意高等学校（授業体験，日本の魅力紹介），ホームステイ  

 

11 月 13日（水） 

【表敬】在大韓民国日本国大使館 公報文化院，【講義】「最近の日韓関係について」 

第 1 団：【視察】大韓民国歴史博物館，漢城大学校学生とグループ別ミッションプログラ

ム，【文化体験】「NANTA」公演 

第 2団：【文化体験】通仁市場で韓国風お弁当体験，韓服試着，【視察】景福宮 

 

11 月 14日（木） 

第 1団：【視察】臨津閣公園，烏頭山統一展望台，ヘイリ芸術村，【文化体験】判子作り 

第 2団：【交流・体験】徳成女子大学校学生とグループ別フィールドワーク（韓国の大衆交

通・地下鉄体験），【文化体験】「NANTA」公演，【視察】ソウルランタンフェスティバル 
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11 月 15日（金） 

第 1団：【視察】ピョルマダン図書館，成果報告会 

第 2団：【視察】臨津閣公園，烏頭山統一展望台，【表敬・視察】徳成女子大学校，キャン

パスツアー，【講義】「日韓異文化コミュニケーション」，成果報告会 

 

11 月 16日（土）出国（仁川国際空港）  

 

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） 

  

11月 11日【表敬訪問】韓国国立国際教育院

（京畿道城南市） 

11月 12日【学校訪問・交流】培花女子高等

学校 授業体験（ソウル特別市) 

  

11月 12日【学校訪問・交流】培花女子高等

学校にて日本の魅力紹介（ソウル特別市) 

11月 13日【視察】龍山戦争記念館 

（ソウル特別市） 

  

11月 13日【視察】烏頭山統一展望台 

（京畿道坡州市） 

11月 13日【文化体験】ハングル判子作り 

（京畿道坡州市） 
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第 2 団（訪問地：ソウル特別市，京畿道） 

  

11 月 10日【講義】「滞在中に使える韓国語」

（京畿道城南市） 

11月 11日【視察】水原華城（世界遺産）

博物館（京畿道水原市） 

 
 

11 月 12日【学校訪問・交流】創意高等学

校にて日本の魅力紹介（京畿道華城市） 

11月 12日【学校訪問・交流】創意高等学

校にて共同授業体験（京畿道華城市） 

 
 

11 月 13日【交流】ホームステイ終了後の

お別れ（京畿道華城市） 

 

11 月 13 日【表敬・講義】在大韓民国日本

国大使館 公報文化院にて「最近の日韓関

係について」聴講（ソウル特別市） 

 

4. 参加者の感想（抜粋) 

◆ 高校生 

・学校訪問とホームステイを通じて韓国に友人ができたことは，とても貴重な経験だった。

１泊２日の短い時間ではあったが，あのように別れるのが寂しくなるとは思わなかった。

韓国の人々は想像以上に優しく，困ったことがあるとすぐに『大丈夫？』と声をかけてく
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れた。自分によい影響を与えてくれた友人に感謝したい。日本の友人は K-POP などに興味

がある生徒は韓国のことが本当に好きだが，それ以外の人は韓国にあまり関心がない。今

後は韓国に関心のない人々に訪韓の様子について写真などを使って積極的に紹介し，韓国

に少しでも興味を持ってもらえるように行動していきたい。私たちの小さな行動の積み重

ねが，韓国と日本を結ぶきっかけになればと思う。 

 

・龍山戦争記念館に行った日の日程が一番心に残っている。日韓間の関係だけでなく，

朝鮮半島の現在の状況を知ることができた。南北の関係についても情報を発信していき

たい。烏頭山統一展望台から北朝鮮の人々が小さく動く様子を望遠鏡から確認すること

ができ，北朝鮮を肌で感じることができた。韓国とのギャップが衝撃的だった。 

 

・私自身，訪韓前は韓国にあまりよいイメージはなかったが，今回のプログラムを通じて，

韓国の方々との交流や，歴史的な場所を訪れる中で，今まで知らなかったことや誤解して

いたことに気づいた。実際に経験することはとても大切なことだと思った。互いのよい所

を，経験した私たちが発信することにより，両国の関係はよりよい方向に向かうと思う。

互いの歴史を理解した上で，「言語・文化が違っても分かりあえる」ことを認識し，広い世

界で，広い心を持つことが大切だと思った。 

 

・今回このようなプログラムを開催していだだき本当にありがたいし，参加できたことを

誇りに思う。実際に韓国の現地に足を運び，ホームステイでは 1 日現地の人と過ごすこと

で，韓国の人が日本に対して良いイメージを持っているということや日韓関係に対する現

地の人の考えを知ることができとても勉強になった。それと同時に韓国の学生たちの政治

に対する関心の強さにとても驚かされた。私も新潟のパンフレットを渡したりして日本と

地元の魅力を伝えた。日本に帰国してからは学生と連絡を取り合い，お互いの国の情報を

行き来させていきたいと思う。 

 

・日韓関係があまりよくない中での渡韓は不安であったが，在韓日本大使館での講義や，

学校で交流しホームステイでもお世話になったバディの話を聞いて韓国人は日本人に対し

てあまり悪い印象を持っていないということ，学校訪問の際の温かい歓迎を受け日韓関係

が悪いからと言って心配することはないと感じた。ホームステイ先で，バディはもちろん，

ご家族の方ともどうして反日感情があるのか，実際は日本についてどう思っているか等，

お互いに話し合うことができ韓国についての理解が深まり，とても有意義な経験になった。 

 

・韓国の教育制度について，私は訪韓前，韓国は受験大国として競争率が激しいというイ

メージを持っていたが，実際は自身の想像以上に競争は激化しており，甚だしいものだと

感じた。 ホームステイにて，パートナーや家族とともに話し合いで教育について聞いてみ

ると，驚きの連続で，中でも今回のホームステイですら受験のためだけに志願した人もい

たことを告白してくれた。それほど学校生活における特別活動と受験の関連性が強固なも

のだと話していた。これこそ私の韓国教育の知見が大きく変わった瞬間である。だから，

韓国の高校生は非常に積極的で，意欲的に勉強に励み，毎日夜遅くまで勉強している。こ

のような姿勢は私も学ばなくてはと思った。 
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5. 受入れ側の感想 

 受入れ事務局（漢城大学校） 

・団員たちは最初緊張していたが，全日程に積極的に参加し，徐々に緊張がほぐれ，表情

が明るくなっていった。DMZ(非武装地帯)の第三トンネルが規制中だったため，代替案とし

て龍山戦争記念館を訪問したが，むしろ専門ガイドから朝鮮戦争の説明を受けた上で，臨

津閣公園と烏頭山統一展望台を見学したので，より勉強になったようだ。成果報告会では

グループ毎に大学生のボランティアの助けを借りてパワーポイントを使って１週間の振り

返りを発表してもらった。当初は難しい課題を与えてしまったかとも思ったが，真剣に準

備し，韓国語ができる子もできない子までも大学生の力を借りて，韓国語で発表する姿が

見られ，嬉しかった。彼らをみて今後も本事業を受け入れたいと思った。 

 

◆ ボランティア大学生 

・私は今回のプログラムで日本と韓国の距離が近いと感じた。日本の生徒の皆さんは韓国

の生徒たちと全く一緒だった。だからこそ培花女子高校の生徒たちとすぐに友達になれた

のだと思う。これは実際の交流がなかったら，絶対に分からないことだ。私も高校生の時

にこんな素晴らしいプログラムがあることを知っていたら，絶対に参加しただろう。十代

の内に、こうような『視野が広がる』経験をしたのだから，彼らの未来にとてもいい影響

を及ぼすと信じている。 

 

 訪問校関係者 

・日韓関係が厳しい時期ではあったが，学校長はじめ学校をあげて「このような時だか

らこそ若者の交流が重要だ」という思いで準備に力を注いできた。ホームステイの受け

入れも含めた，日本の高校生との交流を希望する生徒が予想をはるかに超えるぐらい多

く，選抜をしなくてはいけない程であった。互いに報道のみを鵜呑みにしていると，相

手国への嫌悪感しか生まれないが，実際の国民は対立どころか更なる交流を願っている

人の方が多いのではないだろうか。日本側も今回の訪韓に定員を超える希望者がいたと

聞いているし，我が校もそうであったように。今回我が校を訪問した生徒の中には「韓

国に来るのが不安だった」と話す生徒もいたようだが，ホームステイを終えたみんなの

表情を見ていると，そのような不安もなくなったのではないだろうか。今後もこのよう

な交流事業には積極的に手を上げていきたいので，是非また本校にお越しいただきたい。 

 

 ホームステイホストファミリー（高校生） 

・私は日本語を勉強しており，両親も日本語ができるし，家族揃って日本へ親近感を抱

いている。だから，今のような日韓関係の時だからこそ，日本の高校生と交流して，日

本の同世代の人々は韓国のことをどう思っているか知りたかったし，もし，韓国への誤

解があるなら解きたいという思いもあった。実際に交流してみると，相手も同じような

ことを思っていたようで，両親も交えて日韓問題のことも含め，お互いの文化や受験等

様々なことを夜遅くまで話し合えてよかった。私たちは理解し合えると感じたし，交流

を続けながら，この輪を広げていきたいと思った。 
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6. 参加者の対外発信 

 

 

 

 

 

 

【ホームステイに関する発信】 

日本の文化を知ってもらうために，浴衣

を持っていきました。私は花火の時にしか

浴衣を着たことがなく，一人で着ることが

できませんでしたが，日本で練習して着付

けもできるようにしました。着付けをして

いる時に，文化が似ているとはいえ，韓服

と浴衣では全く違い，服の下のほう（チマ）

は体を締めつけないのに対し，浴衣はきつ

くするので驚いていました。喜んでくれて

よかったです。－中略－ 

朝はとても早く，ホストファミリーとの

お別れの時間もあまり取れませんでした

が，充実した二日間でした。 

【烏頭山統一展望台に関する発信】 

龍山戦争記念館，臨津閣公園，DMZ(非武

装地帯)，烏頭山展望台に行ってきました。 

北と南の古くからの関係に，私たち日本

人が足を踏み入れ，歴史を知るということ

は複雑で難しい問題もあるけれど，何より

も貴重な体験だと思いました。 

きっと今後，北朝鮮を肉眼で見て体験す

ることはないかもしれない。こんな目と鼻

の先にある北の世界はあまりにも閑散と

していて・・・ 

メディアでもなかなか北朝鮮国内を詳

しく知ることができません。そんな謎に包

まれた国を一望した時は，今までに感じた

ことのない衝撃が走りました。すぐ隣の韓

国という国であんなに楽しく充実した時

間を過ごしたので，なおさら当たり前にそ

の両国が隣り合わせになっていることが

奇妙とすら思えました。特に展望台はずっ

と行ってみたかったところなので，本当に

貴重な体験ができて心からよかったです。 



7 

 

 

 
【日程終えた感想についての発信】 

Jenesys2019 の 7 日間の活動で，僕は知

らない文化に触れ，新しい友達を作り，日

本のことを韓国の方に伝えることができ

ました。 

韓国の方は日本に対して強い関心を持

っていました。 

そして，国同士の立場は違っても，人々

が持っている，互いをもっと知り仲良くな

りたいという思いは共通していることを

知りました。 

そのことを実際に行って感じることが

でき，とてもよい体験になりました。 

団員，徳成女子大の皆さん，協力してくだ

さった日韓両国の皆さん，ありがとうござ

いました。 

【学校訪問についての発信】 

創意高等学校という高校に行ってきま

した。日本の高校と違うところが多々あり

ましたが，特に驚いたのは部活動です。こ

の学校では，ほとんどの学生が自分の進路

に関するものと自分の趣味に関するもの

の 2つの部活動に所属しているそうです。

その種類も様々で，伝統結婚式体験部や英

語演劇部など，珍しいものも多くありまし

た。 

ホームステイでは，自分の故郷や日本の

ことについてバディに話しました。韓国の

学生たちは日本についてとても興味を持

ってくれました。（創意）高校に行くまで

は最近の日韓関係の影響を心配していま

したが，そこには少し誤解があったと感じ

ます。ホストファミリーや学生たちはみん

なフレンドリーで優しく，日本語で話しか

けてくれたのがとても印象的でした。 
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7. 報告会にて帰国後のアクション・プラン発表 

 
 

 帰国前，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。主な内容

を抜粋すると次の通りである。 

 

・日韓問題や日韓の報道について韓国の友人と意見交換を続けていきたい。 

・今回できた韓国の友人とさらに親しくなり，学校や政治について話したい。 

・ホームステイ先や今回関わった韓国の方々と連絡を取り続け，日本について伝える。 

・今回の経験を SNSや言葉で周囲に伝える。 

・全校生徒の前で今回の経験を発表する。 

・学校のホームページに訪韓についての記事を掲載する。 

・韓国語の勉強を始める。 

・韓国の友人をもっと作る。 

 

等，意欲的なアクションプランが多く挙げられた。 

（了) 


