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ＪＥＮＥＳＹＳ２．０ 

静岡のものづくりの歴史と人々の暮らしに触れる旅 

訪問日程 平成 26 年 1 月 7 日（火）～1月 16 日（木） 

 

1．プログラム概要 

「JENESYS2.0」の一環として、水原市の大学生ら 26 名が 1月 7日から 16 日までの 9泊 10 日の

日程で静岡を訪問しました（団長：金羞該（キム・スヘ）水原市国際交流センター・アシスタント

マネージャー）。 

一行は、静岡の企業訪問を通じてものづくりの歴史や精神について触れ、文化遺産見学や大学訪

問等を通して日本の魅力を知るとともに、相互理解を深めました。 

 

2．日程 

1 月 7 日（火） 

入国（静岡空港着）、オリエンテーション 

1 月 8 日（水） 

静岡市長表敬、静岡市役所表敬訪問、静岡県地震防災センター見学、「浜佐園」会社説明及び日本茶き

き茶体験、着物着付け体験、駿府城公園巽櫓・東御門見学 

1 月 9 日（木） 

ガンダム・プラモデル製作工程見学、登呂遺跡・登呂博物館見学、静岡市芹沢銈介美術館見学、竹千筋

細工「小物入れ虹」製作体験 

1 月 10 日（金） 

うなぎパイ製造工場見学、スズキ歴史館見学、和紙タオル工場見学・和紙タオル製造体験、ホストファミリ

ー対面式 

1 月 11 日（土） 

ホームステイ 

1 月 12 日（日） 

ホストファミリー歓送会 

1 月 13 日（月） 

富士山本宮浅間大社参拝、富士山の伏流水をつかった日本酒蔵元「富士高砂酒造」見学、富岳風穴・鳴

沢氷穴・青木ヶ原樹海ガイドツアー 

1 月 14 日（火） 

静岡県知事表敬訪問、静岡県立大学学生とディスカッション・交流会 

1 月 15 日（水） 

総括レポート発表準備、総括レポート発表 

1 月 16 日（木） 

帰国（静岡空港発） 
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３．写真 

  

（日本語）オリエンテーション① （日本語）オリエンテーション② 

（韓国語）오리엔테이션① （韓国語）오리엔테이션② 

  

（日本語）オリエンテーション③ （日本語）静岡市長表敬訪問① 

（韓国語）오리엔테이션③ （韓国語）시즈오카시장 예방① 

  

（日本語）静岡市長表敬訪問② （日本語）静岡市長表敬訪問③ 

（韓国語）시즈오카시장 예방② （韓国語）시즈오카시장 예방③ 
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（日本語）静岡市議会議場見学① （日本語）静岡市議会議場見学② 

（韓国語）시즈오카시의회 회장 견학① （韓国語）시즈오카시의회 회장 견학② 

  

（日本語）静岡市議会議場見学③ （日本語）静岡県地震防災センター見学① 

（韓国語）시즈오카시의회 회장 견학③ （韓国語）시즈오카현 방재센터 견학① 

  

（日本語）静岡県地震防災センター見学② （日本語）静岡県地震防災センター見学③ 

（韓国語）시즈오카현 방재센터 견학②  （韓国語）시즈오카현 방재센터 견학③ 
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（日本語）日本茶きき茶体験① （日本語）日本茶きき茶体験② 

（韓国語）일본차 시음 체험① （韓国語）일본차 시음 체험② 

  

（日本語）着物着付け体験 （日本語）駿府城公園巽櫓・東御門見学 

（韓国語）기모노 체험 （韓国語）슨푸성공원,타츠미야구라,   

히가시고몬 견학 

 

 

（日本語）バンダイホビーセンター見学① （日本語）バンダイホビーセンター見学② 

（韓国語）반다이 호비센터 견학① （韓国語）반다이 호비센터 견학② 
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（日本語）バンダイホビーセンター見学③ （日本語）登呂遺跡・登呂博物館見学① 

（韓国語）반다이 호비센터 견학③ （韓国語）도로유적, 도로박물관 견학① 

  

（日本語）登呂遺跡・登呂博物館見学② （日本語）登呂遺跡・登呂博物館見学③ 

（韓国語）도로유적, 도로박물관 견학② （韓国語）도로유적, 도로박물관 견학③ 

  

（日本語）駿府匠宿伝統工芸品製作体験① （日本語）駿府匠宿伝統工芸品製作体験② 

（韓国語）슨푸타쿠미슈쿠 전통공예품 제작 

체험① 
（韓国語）슨푸타쿠미슈쿠 전통공예품 제작 

체험② 
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（日本語）駿府匠宿伝統工芸品製作体験③ 
（日本語）春華堂うなぎパイファクトリー見学

① 

（韓国語）슨푸타쿠미슈쿠 전통공예품 제작 

체험③ 
（韓国語）슌카도 우나기파이 공장 견학① 

  

（日本語）春華堂うなぎパイファクトリー見学

② 

（日本語）春華堂うなぎパイファクトリー見学

③ 

（韓国語）슌카도 우나기파이 공장 견학② （韓国語）슌카도 우나기파이 공장 견학③ 

  

（日本語）スズキ自動車歴史館見学① （日本語）スズキ自動車歴史館見学② 

（韓国語）스즈키 자동차 역사박물관 견학① （韓国語）스즈키 자동차 역사박물관 견학② 
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（日本語）スズキ自動車歴史館見学③ （日本語）和紙タオル製作体験① 

（韓国語）스즈키 자동차 역사박물관 견학③ （韓国語）와시 타올 제작 체험① 

  

（日本語）和紙タオル製作体験② （日本語）和紙タオル製作体験③ 

（韓国語）와시 타올 제작 체험② （韓国語）와시 타올 제작 체험③ 

  

（日本語）ホストファミリーとの対面① （日本語）ホストファミリーとの対面② 

（韓国語）호스트패밀리와 대면① （韓国語）호스트패밀리와 대면② 
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（日本語）ホストファミリーとの歓送会① （日本語）ホストファミリーとの歓送会② 

（韓国語）호스트패밀리와의 송별회① （韓国語）호스트패밀리와의 송별회② 

  

（日本語）ホストファミリーとの歓送会③ （日本語）富士山本宮浅間大社見学① 

（韓国語）호스트패밀리와의 송별회③ （韓国語）후지노미야 본궁 센겐대사 

견학① 

  

（日本語）富士山本宮浅間大社見学② （日本語）富士山本宮浅間大社見学③ 

（韓国語）후지노미야 본궁 센겐대사 

견학② 
（韓国語）후지노미야 본궁 센겐대사 

견학③ 
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（日本語）日本酒蔵元見学① （日本語）日本酒蔵元見学② 

（韓国語）일본주 쿠라모토 견학① （韓国語）일본주 쿠라모토 견학② 

  

（日本語）日本酒蔵元見学③ （日本語）青木ケ原樹海ガイドツアー① 

（韓国語）일본주 쿠라모토 견학③ （韓国語）아오키가하라 수해 가이드 

투어① 

  

（日本語）青木ケ原樹海ガイドツアー② （日本語）青木ケ原樹海ガイドツアー③ 

（韓国語）아오키가하라 수해 가이드 

투어② 
（韓国語）아오키가하라 수해 가이드 

투어③ 
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（日本語）静岡県知事表敬訪問① （日本語）静岡県知事表敬訪問② 

（韓国語）시즈오카현지사 예방① （韓国語）시즈오카현지사 예방② 

  

（日本語）静岡県知事表敬訪問③ 
（日本語）静岡県立大学学生とのディスカッ

ションと交流① 

（韓国語）시즈오카현지사 예방③ （韓国語）시즈오카 현립대학교 학생과의 

토론 및 교류① 

  

（日本語）静岡県立大学学生とのディスカッ

ションと交流② 

（日本語）静岡県立大学学生とのディスカッ

ションと交流③ 

（韓国語）시즈오카 현립대학교 학생과의 （韓国語）시즈오카 현립대학교 학생과의 
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토론 및 교류② 토론 및 교류③ 

  

（日本語）静岡県立大学学生とのディスカッ

ションと交流④ 

（日本語）静岡県立大学学生とのディスカッ

ションと交流⑤ 

（韓国語）시즈오카 현립대학교 학생과의 

토론 및 교류④ 
（韓国語）시즈오카 현립대학교 학생과의 

토론 및 교류⑤ 

 

 

（日本語）静岡県立大学学生とのディスカッ

ションと交流⑥ 

（日本語）静岡県立大学学生とのディスカッ

ションと交流⑦ 

（韓国語）시즈오카 현립대학교 학생과의 

토론 및 교류⑥ 
（韓国語）시즈오카 현립대학교 학생과의 

토론 및 교류⑦ 
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（日本語）総括レポート発表① （日本語）総括レポート発表② 

（韓国語）총괄 레포트 발표① （韓国語）총괄 레포트 발표② 
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4．参加者の感想 

 

◆印象的だったこと 

〇プログラムについて 

・様々なプログラムを通して、日本に対する沢山の発見があった。 

・東京や大阪の大都市でなく、静岡という小都市への訪問に大変魅力を感じた。 

・10 日間の研修で、一つでも多くの事を体験させようとしてくれる日本側の心に感銘を受けた。 

 

〇企業見学に関して 

・築何百年もの家屋がきれいに保存されていたこと、家業を継いでいることが素晴らしいと感じた。 

 

○文化・歴史について 

・思いやりの精神に感動した。 

・遺産を後世にきれいなままの状態で譲り渡そうという考え方が印象的だった。 

 

○日本・日本人について 

・相手を思いやり、譲る美徳を持つ日本人に、学ぶ点が多いと感じた。 

・親切で優しく、秩序をきちんと守る日本人の姿が印象的だった。 

・道にゴミが落ちていない、道で煙草を吸ったり唾を吐いたりする人がいない、違法駐車・信号無

視など、マナー違反をする人がほとんどいなかったことに驚いた。 

・時と場所を選ばず、他人に了解を得てから行動をする、小さなことでもとても丁寧に謝罪と感謝

の意を表すなど、韓国ではなかなか見つけることのできない日本人の温かい心を感じた。 

・日本人の市民意識の高さに驚いた。 

 

〇その他 

・富士山一帯を見まわしながら綺麗な空気と美しい自然環境に魅了された。 

・企業訪問で、歴史と個性、こだわりを持ちながら家業を守っていこうとする日本人のすがたに感

銘を受けた。 

 

◆自国の人に伝えたいこと  

・親切な日本人、ゴミのないキレイな街、信号をきちんと守る風景など。 

・メディアを通じて触れた間接的な日本ではなく、実際に見て経験した日本の本当の姿を共有した

い。 

・他の文化、経済、社会を経験したいのなら、インターネットや文章で学ぶのではなく直接その地

に足を運ぶことが必要だということ。 

・日本人が韓国人に対してどのように接してくれたか伝えたい。 


