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「日韓青少年による文化・自然・観光資源探訪と 

SNS 広報ネットワークの共同構築」（招へい/派遣プログラム） 

 

 

１．プログラム概要 

「JENESYS2015」の一環として、日本と韓国の大学で日韓の言語、教育、観光、交流の

分野に関心が高く、SNS 発信力のある人を選抜し、相互の国を訪問して交流を行うプロ

グラムを実施しました。このプログラムを通じて、魅力ある日韓の文化観光資源を探

訪・発信する、日韓青少年による SNS 広報ネットワーク構築を目指すものです。 

 

（主催・実施団体／公益財団法人日韓文化交流基金、一般社団法人国際交流振興協会） 

 

２．日程 

【派遣】 

11 月 22 日（日）  成田国際空港より仁川国際空港へ 

          仁川広域市 

【視察】仁川松島国際都市、仁川中華街 

         オリエンテーション 

 

11 月 23 日（月）  ソウル特別市 

【学校交流】ソウル教育大学（日韓学生フォーラム） 

         【観光文化取材】江南、明洞、その他チーム毎の取材 

 

11 月 24 日（火）  ソウル特別市 

【視察】ソウル KBS 放送局、国会議事堂（国会議員会館） 

【学会セミナー】（社）国際観光産業学会（発表・交流） 

 

11 月 25 日（水）  江原道 

【視察・応援取材】平昌 

平昌 2018 冬季オリンピック・パラリンピック組織委員会 

         【視察】烏竹軒、チャムソリ蓄音機エジソン博物館、鏡浦台 

 

11 月 26 日（木）  忠清南道 

【学校交流】国立ハンバッ大学日本語科 

         【視察】ロッテ扶余リゾート 

 

11 月 27 日（金）  忠清南道 
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【視察】世宗特別自治市、国立中央科学館 

                   

仁川広域市 

11 月 28 日（土） 【学校交流】京仁教育大学、日韓学生フォーラム 

仁川空港取材、成田国際空港解団式 

 

 

【招へい】 

12 月 20 日（日） 羽田国際空港より入国、浅草文化観光取材 

来日時オリエンテーション 

12 月 21 日（月） 【学校交流】東京学芸大学（講義／日本伝統文化） 

          【視察】鹿島技術研究所 

12 月 22 日（火） 山梨県 

【視察】山梨県立リニア見学センター、モンデ酒造山梨工場、 

舞鶴城公園 

長野県 

【視察】松本城 

         群馬県 

         【探訪】万座温泉（日進館） 

12 月 23 日（水） 群馬県 

        【視察】草津温泉、浅間酒造観光センター 

        【体験】水上温泉（松乃井） 

         長野県 

        【視察】旧軽井沢、旧軽井沢森ノ博物館 

12 月 24 日（木） 群馬県 

        【視察】富岡製糸場 

12 月 25 日（金） 横浜市 

【学校交流】横浜国立大学、（講義／日韓関係・相互認識） 

         【視察】横浜開港資料館、横浜中華街、山下公園、桜木町 

12 月 26 日（土） 【日本文化観光取材】東京・横浜・鎌倉 

12 月 27 日（日） 羽田空港取材・解団式、出国 
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３．JENESYS2015「日韓青少年による文化・自然・観光資源探訪と SNS 広報ネットワー

クの共同構築」（派遣/招へい）の記録写真 

 

【 派遣 】11 月 22 日～11 月 28 日 

 

11 月 23 日ソウル教育大学 

（日韓学生フォーラム・交流） 

11 月 23 日ソウル教育大学 

（日韓学生フォーラム・交流） 

11월 23일 서울교육대학 

(한일학생포럼・교류) 
11월 23일 서울교육대학 

(한일학생포럼・교류) 

 

11 月 24 日 KBS 放送局見学 11 月 24 日 KBS 放送局見学 

11월 24일 KBS방송국 견학 11월 24일 KBS방송국 견학 

 

11 月 24 日（社）国際観光産業学会セミナ

ー（第 2部日韓学生文化観光フォーラム） 

11 月 24 日（社）国際観光産業学会セミナー 

（第 2部日韓学生文化観光フォーラム） 
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11 월 24 일 (사)국제관광산업학회 세미나 

(제 2부:한일학생 문화관광 포럼) 

11 월 24 일 (사)국제관광산업학회 세미나 

(제 2부:한일학생 문화관광 포럼) 

  

11 月 25 日 平昌 2018 冬季オリンピック応

援取材 

11月 25日 平昌 2018冬季オリンピック応援取

材 

11 월 25 일 평창 2018 동계 올림픽 응원 

취재 

11월 25일 평창 2018동계 올림픽 응원 취재 

  

11月 25日 平昌 2018冬季オリンピック組

織委員会からの SNS 広報委嘱式 

11 月 26 日 国立ハンバッ大学 

（日韓学生フォーラム・交流） 

11 월 25 일 평창 2018 동계 

올림픽조직위원회 SNS홍보 위촉식 

11 월 26 일 국립한밭대학교(한일학생포럼・

교류) 

 

11 月 26 日 国立ハンバッ大学 

（日韓学生フォーラム・交流） 

11 月 26 日 国立ハンバッ大学 

（日韓学生フォーラム・交流） 
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11월 26일국립한밭대학교(한일학생포럼・

교류) 

11 월 26 일 국립한밭대학교(한일학생포럼・

교류) 

 

11 月 27 日 世宗特別自治行政都市 11 月 27 日 国立中央科学館 

11월 27일 세종특별자치 행정도시 11월 27일 국립중앙과학관 

 

11 月 28 日 京仁教育大学 

（日韓学生フォーラム・交流） 

11 月 28 日 京仁教育大学 

（日韓学生フォーラム・交流） 

11월 28일 경인교육대학교 

(한일학생포럼・교류) 

11월 28 일 경인교육대학교 (한일학생포럼・

교류) 

【 招へい 】12 月 20 日～12 月 27 日 

 

12 月 20 日 韓国招聘団入国（羽田空港） 12 月 20 日 浅草歴史文化探訪・取材 

12월 20일 한국초청단 입국(하네다공항) 12월 20일 아사쿠사 역사문화 탐방 취재 
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12 月 20 日 浅草歴史文化探訪・取材 12 月 21 日 東京学芸大学訪問 

12월 20일 아사쿠사 역사문화 탐방 취재 12월 21일 동경학예대학 방문 

 

12 月 21 日 東京学芸大学講義（日本伝統文

化） 
12 月 21 日 東京学芸大学講義（日本伝統文化） 

12월 21일 동경학예대학 

강의(일본전통문화) 
12월 21일 동경학예대학강의(일본문화) 

 

12 月 21 日 鹿島技術研究所視察  12 月 21 日 鹿島技術研究所視察 

12월 21일 가지마 기술연구소 시찰 12월 21일 가지마 기술연구소 시찰 
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12 月 22 日 山梨県文化観光探訪（山梨県

立リニア見学センター） 

12 月 22 日 山梨県文化観光探訪（山梨県立リ

ニア見学センター） 

12 월 22 일 야마나시현 문화관광 탐방 

(리니어 견학센터) 

12월22일 야마나시현 문화관광 탐방 (리니어 

견학센터) 

 

12 月 22 日 山梨県産業探訪（モンデ酒造

山梨工場） 

12 月 22 日 山梨県産業探訪（モンデ酒造山梨

工場） 

12월 22일 야마나시현 산업 탐방(몬데 

주조 야마나시 공장) 
12월 22일 야마나시현 산업 탐방(몬데 주조 

야마나시 공장) 

 

12 月 22 日 山梨県文化観光探訪 12 月 22 日 山梨県文化観光探訪（響きの里） 

12월 22일 야마나시현 문화관광 탐방 
12월 22일 야마나시현 문화관광 

탐방(히비키노 사토) 
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12 月 22 日 長野県文化観光探訪（松本城） 12 月 22 日 長野県文化観光探訪（松本城） 

12월 22일 나가노현 문화관광 

탐방（마쓰모토성） 
12월 22일 나가노현 문화관광 

탐방（마쓰모토성） 

 

12 月 22 日 群馬県文化観光探訪（万座温

泉） 
12 月 23 日 群馬県文化観光探訪（草津温泉） 

12월 22일 군마현 문화관광 

탐방（만자온천） 
12월 23일 군마현 문화관광 

탐방（구사쓰온천） 

 

12 月 23日 長野県文化観光探訪（旧軽井沢） 
12 月 23 日 群馬県文化観光探訪（浅間酒造観

光センター） 

12 월 23 일나가노현문화관광탐방（구,가

루이자와） 
12월 23일 

나가노현문화관광탐방（아사마주조관광센터） 
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12 月 23日 群馬県文化観光探訪（水上温泉） 12 月 24 日 群馬県文化観光探訪（富岡製糸場） 

12월 23일 군마현 문화관광 

탐방（미나카미 온천） 

12월 24일 군마현 문화관광 탐방（미나카미 

온천） 

 

12 月 24 日 群馬県文化観光探訪（富岡製

糸場） 
12 月 24 日 群馬県文化観光探訪（富岡製糸場） 

12월 24일 군마현 문화관광 

탐방（미나카미 온천） 

12월 24일 군마현 문화관광 탐방（미나카미 

온천） 

 

12 月 25 日 横浜国立大学 日本文化講義 12 月 25 日 横浜国立大学 日韓関係史講義 

12 월 25 일 요코하마국립대학 일본문화 

강의 

12월 25일 요코하마국립대학 한일관계사 

강의 
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12 月 25 日 横浜文化観光探訪（横浜開港

資料館） 

12 月 26 日 文化観光チーム取材（新横浜ラーメ

ン博物館） 

12 월 25 일 요코하마 문화관광 탐방 

（요코하마 개항자료관） 

12 월 26 일 문화관광 팀별취재（신요코하마 

라멘박물관） 

 

12 月 27 日 羽田空港取材 12 月 27 日 招聘団解団式（羽田空港） 

12월 27일하네다공항 취재 12월 27일 초청단 해단식（하네다공항） 
 

４．参加者の感想   

◎派遣事業（日本大学生） 

◆ 日本 大学生 

日本人学生の発表と韓国人学生の発表という形で準備をして、紹介するという形をとったことにより、

ただの会話ではし得ない会話をすることができた。日本で言えば、地方都市の魅力（茨城など）や東日

本大震災について話すことができた。これまでにも韓国に足を運んだことがあり、大きく印象が変わっ

たわけではない。しかし、メディアを通じて形成される韓国に対するイメージとはまったく違うと思う。ど

の大学を訪問しても、私達日本人の訪問に対して歓迎してもらった上に、多くの時間をさいてプレゼン

の準備をし、素晴らしいプレゼンをしてくれた。その後の交流会でも積極的に話してくれて、日本の地方

都市についても興味をもってもらえた。日本人が出向かえば、日本に興味をもってくれるし、韓国人が

日本に来てくれればやはり韓国にも関心を持つはずである。そのように相互に訪問しあうことが大切な

のだと思った。 

◆ 日本 大学生 

韓国人学生の日本語能力の高さに驚いた。日本にとても興味をもってくれて、親しみを感じた。韓国の

魅力を日本に発信し、また日本の魅力を韓国の方に発信することで、微力であるかもしれないが、日
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韓関係の発展につながると思う。以前までの旅行や短期留学ではソウルを中心に行動していたが、今

回の訪韓でそれ以外のところも行くことができ、韓国の魅力をたくさん発見することができた。その魅力

を他の人にも知ってもらえれば、もっと関係が良くなるのではないかと思った。 

◆ 日本 大学生 

三つの大学を訪問し、日韓ともに自国の魅力を発表しました。実際に学校に通っている大学生の目線

で語られる魅力や異文化は、なかなか経験できない貴重なものとなりました。そこでできた友人は唯一

無二の親友になりました。日本で待っているだけではできない交友関係を持ったことがとても嬉しく思

います。普段から韓国へ行く機会はありますが、地方へ行くことはなかなか難しいです。今回行けたの

はとても貴重で、平昌オリンピックの広報を受け持てるという役割まで与えていただき、大変光栄です。

今回、私が感じたような思いは、一般観光客が感じられることではありません。JENESYS2015 のプログ

ラムに参加して、日本の代表として韓国を訪れたからこそ受けることができた対応や視線や注目です。

日韓関係は冷え込んだもののように、これまでは感じていました。これまで日本では友好的、外交的な

部分を見せられないように思い込まされていたのかもと感じました。好転する余地は多いにあり、きっと

私たち若い人達が私たちなりのやり方でやっていけば良いのだと思います。そういった意味で、SNS 広

報は大変意味があったと思います。 

◆ 日本 大学生 

今回訪問して都市部だけでなく地方の方々も日本に対して反日感情をもっている人はおらず、どこに

行っても優しく心をかけてくださり、親切にしていただきました。日本のメディアで報道されているような

反日感情は今の韓国には無いということを、まずは SNS を通じて継続して発信していきたいです。今回

参加しながら SNS 発信を行いながら、気づいたことがありました。日本には外国からも認めてもらえる

程の素晴らしい文化が多くあります。それにも関わらず、私たち日本人はほとんど外部に発信すること

がありません。私はこの感覚から、SNS を通じて多くの人々に日本を伝えて、少しでも多くの人々に本

当の日本を感じてほしいと思うようになりました。 

◆ 日本 大学生 

「学会での日韓観光広報」に参加した際に、韓国の方々が私たち日本人の発表を真剣に聞いてくださ

っていた姿や、日本観光に対する思いや要望を親身に受けとめてくださったのをみて、ありがたかった

し、隣国同士は協力していくべきだと改めて実感しました。 

政治的な日韓関係が厳しいものであるなら、国民同士の交流を盛んにして両国の国民意識に訴えて

いくべきだと思います。だから、例えば今回のように学生同士の交流、また企業同士の交流などをもっ

と活発化させて、日韓関係が良くないといわれるのは政治的なものであって、国民同士は今後距離を

縮めていくということをアピールする必要があると思うので、私はこれからも日韓の交流行事や今回の

企画など積極的に参加して、そこでの事実を日韓はもちろん世界中に発信していきたいと考えていま

す。 

◆ 日本 大学生 

今回 JENESYS２０１５という素晴らしいプログラムに派遣者として選んでいただき、このような良い機会

を頂けたことに感謝の思いで一杯です。今後、互いに相互理解をしようと努力し続けていけば、日韓の

関係は良いものになると感じております。韓国の方々は私達にとても親切にしてくださり、政治的な関

係の悪さを感じませんでした。 

 学校訪問したり、現地の韓国人学生と交流した際、日本に対して好感を持っている姿を見て嬉しく思

い、自分も韓国により親しみを感じるようになりました。近郊を視察した際、「日本から来たの？」と声を
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かけてくださる方々に出会い、とても気さくで親しみを感じました。また飲食店に行けば、食べ方を教え

てくださる親切な方が多かったです。 

 想像していたよりも、日本に好感を持っている学生が多いと感じ、また親切な方々が多く嬉しいと思い

親しみが湧きました。このように、逆に韓国に興味を持ち好感を持っているということが伝われば、同じ

ように韓国の方々も嬉しいはずです。そのためにも SNS やブログで現地の情報を発信することが大切

だと感じています。また、日本に興味を持っていただけるように今後、日本の魅力を発信していきたいと

思います。多くのことを経験し、感じることができたプログラムでした。このような機会がもっと増えると

よいなと思います。ありがとうございました。好感を持っている学生も多いと分かったので、日本をもっと

アピールしていきたいと思います！ 

◆日本大学生 

政治的な側面から見ると、冷え切って、日韓交流はシャットアウトされているように思えたが、私たちの

この活動を通じて、日韓交流はとても良くなろうとあろう、そして交流が深まるであろうと思った。 

今回のこのような活動を重ねていく事が大切だと思う。また、学生という、この先の将来を担う人材達、

若者が、このような国を代表して良いものを作り上げるという事にとても重要な意義を感じる事ができ

た。日韓交流をこの先もずっと続けていってほしいと思います。そして、日本の文化観光・魅力を東京

オリンピック 2020 に向けての広報活動にさらに力を入れたいと思います。外務省や日韓文化交流基金

の方々に感謝申し上げます。감사합니다. 

 

◎招へい事業（韓国大学生） 

◆ 韓国 大学生 

町がとても綺麗で人々が優しく、観光システムがよく構築されていた。東京学芸大学と横浜国立大学を

訪問し、先生方のよい講義を聴いたのとキャンパスをみて韓国との違いを発見し多くのことを感じた。

日本人への偏見がなくなり、肯定的な見方に変わったことは大きい。 

◆ 韓国 大学生 

日本が地震の多い国であることは知っていたが、実験を重ねながら建物を建てることに大変驚いた。

「千里の道も一歩ずつ」、「石橋も叩いてから進めていく考え方」や、「技術」より「技術力」に重点を置い

て財政を惜しまないところが大変羨ましく、そのような点は学ばなければならないと思った。 

これからは固定観念や偏見を持たないように気を付け、日本のよきところを積極的に受け入れて生活

したい。このような経験のチャンスをくださったすべての方に感謝する。 

◆ 韓国 大学生 

伝統と現代が調和する素敵な国である。同じ年頃の友人らと話ができ、とても嬉しかった。自由取材で

は、鎌倉、横浜、ラーメン博物館、明治神宮など、いろんなところを回って、誰が、どのように、いつ、な

ぜ作ったのかを勉強できてよかった。食べ物も美味しかった。 

訪日前には、（日本は）「反韓・嫌韓」のイメージが強く、韓国人には不親切であるだろうと思ったが、訪

日後、実際に経験してみると、みんな笑顔で親切だった。今、韓日間は、外交・政治的にはよくないが、

学生・民間レベルの交流を通じて改善の方向へ進むことを心より望む。 

◆ 韓国 大学生 

日本に対する自分の考え方が肯定的に、また好意的に変わったと思う。あまりにも優れている個々人

の市民意識やサービスは、わたしたちに日本に対するよいイメージを持たせてくれた。政治的な問題を
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離れ、わたしたちは日本から多くのことを学ぶ必要がある。初めて日本を旅行した自分にとって、韓国

と日本の違いは大きな衝撃であり、（韓国社会を）振り返る契機となった。 

◆ 韓国 大学生 

日本と韓国は本当に似ているところが多いと思う。日本の友人と話していると、同質感を感じることが

多い。また、日本の大企業、中小企業のパワーを改めて体験し、基本を守るのを第一とするその姿勢

が本当に立派だと考える。これから日本の友人と楽しく連絡を取り合い、さらに（日本の）大学院進学を

真剣に考えたい。 

 

５．参加者の SNS 発信（日本文化・観光広報） 
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ほか、数百件、多数あり。 

（韓国文化・観光広報） 
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ほか、数百件、多数あり。 

（韓国のメディア報道【派遣・招聘】） 
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ほか、多数あり。 


