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ＪＥＮＥＳＹＳ２．０ 

第 21 回日韓高校生交流キャンプ 

訪問日程 平成 26 年 7 月 27 日（日）～7月 31 日（木） 

 

1．プログラム概要 

「JENESYS2.0」の一環として、韓国の高校生ら 62名が 7月 27日から 7月 31日までの 4泊 5日

の日程で日本側高校生との交流プログラムを行いました。 

本件は、日韓の高校生を対象に、「ビジネス企画の創出」という共同作業を通じた、日韓両国学

生の相互理解」を目標に、10名の日韓混成チームごとに事業企画を立案、それらを発表するまで

の過程を通じて、密度の濃い交流体験を行います。その他、各種文化体験プログラムも行なわれま

した。 

 

2．日程 

7 月 27 日（日）  

入国（羽田空港着）、日本側学生と合流、オリエンテーション、プログラム開始（グループごとの会議） 

7 月 28 日（月）  

現場体験（午前・午後）、グループごとの会議、交流プログラム 

7 月 29 日（火）  

グループごとの発表準備 

7 月 30 日（水）  

模擬投資プログラム、修了式、ファイナルフェスティバル（歓送交流会）、伝統文化体験 

7 月 31 日（木）  

文化体験、帰国（羽田空港発） 
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3．写真 

招へい 

  

（日本語）7 月 27 日 友達作りプログラム 

-自己紹介 

（日本語）7 月 27 日 友達作りプログラム 

-チーム・マガジンの作成 

（韓国語）7월 27일 친해지기 프로그램 

-자기 소개 

（韓国語）7월 27일 친해지기 프로그램 

-팀매거진 작성 

  

（日本語）7 月 28 日 日本経済現場体験 

- 「交通・鉄道」カテゴリー 

（日本語）7 月 28 日 日本経済現場体験 

- 「ホテル・観光」カテゴリー 

（韓国語）7월 28일 일본경제현장체험 

- 「교통・철도」카테고리 

（韓国語）7월 28일 일본경제현장체험 

- 「호텔・관광」카테고리 
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（日本語）7 月 28 日 日本経済現場体験 

- 「ホテル・観光」カテゴリー 

（日本語）7 月 28 日 日本経済現場体験 

- 「複合エンターテインメント」カテゴリー 

（韓国語）7월 28일 일본경제현장체험 

- 「호텔・관광」카테고리 

（韓国語）7월 28일 일본경제현장체험 

- 「복합엔터테인먼트」카테고리 

  

（日本語）7 月 28 日 懇談会 

-駐日韓国企業について 

（日本語）7 月 28 日 ゴールデンベル 

-サバイバル形式のクイズ大会 

（韓国語）7월 28일 간담회 

-주일한국기업에 대해 

（韓国語）7월 28일 도전!골든벨! 

-서바이벌형식 퀴즈대회 

  

（日本語）7 月 29 日 事業ブース作り 

-宣伝物作成/CM 動画編集/ブース飾りなど 

（日本語）7 月 29 日 事業ブース作り 

-宣伝物作成/CM 動画編集/ブース飾りなど 

（韓国語）7월 29일 사업부스만들기 

-선전물작성/CM 동영상편집/부스꾸미기 

등 

（韓国語）7월 29일 사업부스만들기 

-선전물작성/CM 동영상편집/부스꾸미기 

등 
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（日本語）7 月 30 日 事業ブース体験＆模擬投資 

-事業アイテム紹介と模擬投資の実施 

（日本語）7 月 30 日 事業ブース体験＆模擬投資 

-事業アイテム紹介と模擬投資の実施 

（韓国語）7월 30일 사업부스체험&모의투자 

-사업아이템 소개와 모의투자 실시 

（韓国語）7월 30일 사업부스체험&모의투자 

-사업아이템 소개와 모의투자 실시 

  

（日本語）7 月 30 日 事業ブース体験＆模擬投資 

-事業アイテム紹介と模擬投資の実施 

（日本語）7 月 30 日 事業ブース体験＆模擬投資 

-事業アイテム紹介と模擬投資の実施 

（韓国語）7월 30일 사업부스체험&모의투자 

-사업아이템 소개와 모의투자 실시 

（韓国語）7월 30일 사업부스체험&모의투자 

-사업아이템 소개와 모의투자 실시 

  

（日本語）7 月 30 日 表彰式及び修了式 （日本語）7 月 30 日 表彰式及び修了式 
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-最優秀賞受賞(チーム 2 ： 交通・鉄道) -修了証授賞 

（韓国語）7월 30일 사업발표회 

-최우수상수상(2반 ：교통・철도) 

（韓国語）7월 30일 사업발표회 

-수료증수여 

  

（日本語）7 月 30 日 友達に一言 

-寄せ書き 

（日本語）7 月 30 日 Finale Festival 

 -両国伝統衣装ファッションショー 

（韓国語）7월 30일 친구에게 한마디 

-롤링페이퍼 

（韓国語）7월 30일 Finale Festival 

-양국전통의상 패션쇼 

  

（日本語）7 月 30 日 両国伝統遊び 

 -コンギノリ(韓国) 

（日本語）7 月 30 日 両国伝統遊び 

 -羽根突き(日本) 

（韓国語）7월 30일 양국전통놀이한마당 

-공기놀이(한국) 

（韓国語）7월 30일 양국전통놀이한마당 

-하네츠키(일본) 
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（日本語）7 月 31 日 日本文化体験 

 -川越の蔵造りの街並み 

（日本語）7 月 31 日 日本文化体験 

 -川越の蔵造りの街並み 

（韓国語）7월 31일일본문화체험 

-카와고에 쿠라즈쿠리 거리  

(옛 건물 보존지역) 견학 

（韓国語）7월 31일일본문화체험 

-카와고에 쿠라즈쿠리 거리  

(옛 건물 보존지역) 견학 
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4．参加者の感想 

 

◆印象的だったこと 

〇キャンプに関して 

・一般的なキャンプではなく日本人と一緒に行う経済キャンプということがとても意味深かった。 

・キャンプを通して互いの国の文化を理解することができた点が良かったし、日本に対する偏見が

なくなった。 

・日本と韓国は敵対的な関係だと思っていたが、この交流で親しい関係だという考えに変わった。 

・歴史や慰安婦問題で誤解していた部分を解消することができたし、日本人に対し否定的にとらえ

ていた固定観念をすてることができたので良い経験だった。 

 

〇人間性について 

・日本人は細かい事によく気を使うと思った。 

・韓国人と日本人の性格の違いを知ることができた 

・日本人は大人しいというイメージがあったが、意外と明るくユーモアがある人が多かった。 

・日本人は言葉ひとつひとつに礼儀正しさが感じられた。 

・日本の学生と韓国の学生はさほど違いがないことを感じた。 

 

〇その他 

・道がきれい 

・言葉が違うため、互いが理解できるよう配慮する姿が印象的だった。 

・日本の照明は暗いと思ったが、一方で韓国も必要ない照明は減らしてはどうかと思った。 

 

◆自国の人に伝えたいこと 

・日本人は韓国人に比べ消極的だという偏見に対して、日本人の積極性を伝えたい 

・友達に一度は必ず日本に行くことを勧めたい。 

・日本をあまり悪くとらえず、ポジティブに見ることが出来ればと思ったし、歴史的な問題も早く

解決できたらよいと思った。 

・韓国の友達に全ての日本人が右傾化しているわけではないと伝えたい。 


