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日本大学生訪問団（韓国外交部招へい）プログラム  

韓国：テーマ「文化コンテンツ」の記録 

 

１．プログラム概要 

日本全国から選抜された大学生 28 名が韓国を訪問し、「文化コンテンツ」というテーマのもと、文

化体験や大学訪問での同世代との交流、ホームステイや「日韓交流おまつり 2015 in SEOUL」へ

の参加を通し、韓国の文化・社会に対する理解を増進させるとともに、日本の文化発信を行い、

日韓の相互理解と信頼関係を一層深めました。 

 

２．日程    

9 月 14 日（月曜日）事前説明会 

9 月 15 日（火曜日）金浦空港より入国、オリエンテーション、韓国国際交流財団主催 

歓迎晩餐会 

9 月 16 日（水曜日）在韓日本国大使館 公報文化院訪問、韓国外交部主催歓迎昼食会、

韓国政府外交部訪問、お餅博物館見学、伝統料理作り体験、国立中央博物館観覧 

9 月 17 日（木曜日）青瓦台サランチェ見学、済州写真（写真作家キム・ヨンガプ作品）

展観覧、韓国外国語大学訪問（日本語大学学生との交流・韓国食文化に関するチーム別

調査及び発表準備） 

9 月 18 日（金曜日）南山韓屋村見学、文化体験(韓服体験、韓紙工芸）、ホームステイ・

オリエンテーション＆対面式、ホームステイ 

9 月 19 日（土曜日）ホームステイ先から再集合、昌徳宮見学、Nソウルタワー見学、特

別野外公演＜韓国伝統公演「別々演戯」：仮面劇＞鑑賞 

9 月 20 日（日曜日）日韓交流おまつり 2015 in SEOUL 参加（ブースでの日本文化紹介）、

日韓交流おまつり 2015 in Seoul 開催記念交流レセプション参加 

9 月 21 日（月曜日）済州島へ移動、城邑民俗村見学、ソプチコジ・城山日出峰散策 

9 月 22 日（火曜日）Genius Loci 美術館、Hanwha アクアプラネット Jeju、o`sulloc ミ

ュージアム見学、済州オルレ視察 

9 月 23 日（水曜日）釜山へ移動、海雲台見学（ヌリマル APEC ハウス）視察、感想報告

会、送別夕食会 

9 月 24 日（木曜日）金海空港より出国、成田空港到着入国 
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３．日本大学生訪問団（韓国外交部招へい）プログラム記録写真  

韓国：テーマ「文化コンテンツ」の記録 

  
（日本語）9月 15日 （ソウル市） 

韓国国際交流財団訪問・歓迎晩餐会 

（日本語）9月 16日 （ソウル市） 

在韓国日本大使館広報文化院訪問 

（韓国語）9월 15일 (서울시) 

한국국제교류재단 방문・환영만찬회 

（韓国語）9월 16일 (서울시) 

주한 일본대사관 홍보문화원 방문  

  
（日本語）9月 16日 （ソウル市） 

韓国外交部訪問 

（日本語）9月 16日 （ソウル市） 

韓国料理作り（韓国伝統飲食研究所） 

（韓国語）9월 11일 (서울시) 

한국 외교부 방문  
（韓国語）9월 16일(서울시) 

한국요리 만들기 (한국전통음식연구소)  

  

（日本語）9月 17日 （ソウル市） 

学生との懇談会（韓国外国語大学） 

（日本語）9月 18日 （ソウル市） 

韓服体験（南山韓屋村） 

（韓国語）9월 17일 (서울시) 

학생과의 간담회 (한국외국어대학교)  

（韓国語）9월 18일 (서울시) 

한복체험 (남산한옥촌) 
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（日本語）9月 18日 （ソウル市） 

韓紙工芸（南山韓屋村） 

（日本語）9月 18日 （ソウル市） 

ホームステイ家族との対面式 

（韓国語）9월 18일 (서울시) 

한지공예 (남산한옥촌) 
（韓国語）9월 18일 (서울시) 

홈스테이 가족들과의 대면식 

  

（日本語）9月 19日 （ソウル市） 

昌徳宮見学 

（日本語）9月 19日 （ソウル市） 

韓国伝統公演 仮面劇観覧 

（韓国語）9월 19일 (서울시) 

창덕궁 견학  

（韓国語）9월 19일 (서울시) 

한국전통공연 탈춤관람 

  

（日本語）9月 20 日 （ソウル市） 

日韓交流おまつり in Seoul 2015 参加 

（日本語）9月 20 日 （ソウル市） 

日韓交流おまつり in Seoul 2015 参加 

（韓国語）9월 19일 (서울시) 

한일축제 한마단 in Seoul 2015참가  

（韓国語）9월 19일 (서울시) 

한일축제 한마단 in Seoul 2015참가  
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（日本語）9月 21日 （済州市） 

城邑民俗村見学 

（日本語）9月 21日 （済州市） 

城山日出峰見学 

（韓国語）9월 21일 (제주시) 

성읍민속마을 견학 
（韓国語）9월 21일 (제주시) 

성산일출봉  견학 

  

（日本語）9月 22日 （済州市） 

ソプチコジ・Genius Loci 美術館見学 

（日本語）9月 22日 （済州市） 

済州オルレ視察 

（韓国語）9월 22일 (제주시) 

섭지코지・Genius Loci미술관 견학 
（韓国語）9월 22일 (제주시) 

제주올레 시찰 

  
（日本語）9月 23日 （釜山市） 

APEC ヌリマル見学 

（日本語）9月 23日 （釜山市） 

感想報告会 

（韓国語）9월 23일 (부산시) 

APEC누리마루 견학  

（韓国語）9월 23일 (부산시) 

감상보고회  
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４．参加者の感想   

◆ 日本国 大学生 

  日韓関係に向き合ったり、文化や建物を体験したり目にすることで、より考えが深

まりました。そして自分への大きな刺激となり、今後の活動へ生かすことができれば良

いと思います。様々な人の意見を聞くことができたこともとても良い経験になりました。 

◆ 日本国 大学生 

  日韓交流おまつりファイナルのよさこいアリランでは、日本のよさこいと韓国のア

リランとの融合を見ることができて涙が出そうになりました。２つの文化が一緒にそこ

にあることをよしとして、周りの人々と楽しめるという世界はいいなと思いました。 

◆ 日本国 大学生 

  日本人よりも日本を知っている韓国の方もおり、とても興味深い観点から日本を見

ているなと感じた。また、今まではとても気性が荒く怖いなと感じていたのだが、大学

生との交流やホームステイ等の家庭を通じて、そのような考えがなくなったと考える。 

◆ 日本国 大学生 

  日本と韓国を比較することが多かったが、世界とこの二カ国を比較すると非常に類

似していると感じた。また、多くの学生がメディアの伝える韓国に疑問を抱いていた。

発信者、受信者ともにメディアリテラシーを身に着ける必要があると感じた。 

５．参加者の帰国後の発信内容 
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