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ＪＥＮＥＳＹＳ２０１５ 韓国青年訪問団（大学生団、高校生１、２団） 

 

１．プログラム概要 

「JENESYS2015」の一環として、在釜山日本国総領事館、在済州日本国総領事館から選

抜された大学生及び高校生約 106 名が、テーマ「日本の魅力発見」のもと、東京都内を

はじめ、日本各地（大学生：鹿児島・熊本・福岡、高校生：高知）を訪れ、ホームステ

イ、学校訪問、文化体験などのプログラムを通して日本に対する理解を深めるとともに、

滞在中、帰国後とＳＮＳ等を通して日本の魅力を発信しました。（1月 13 日～22 日） 

 

２．日程    

大学生団 

1/13（水）  到着（成田国際空港） 

 

1/14（木） 【講義】クールジャパン機構の投資戦略、歓迎昼食会 

【視察】森美術館、東京シティービュー 

 

1/15（金） 【視察】浅草、江戸東京博物館、 

【文化体験】着物体験 

 

1/16（土） 【視察】鹿児島県へ移動、仙巌園・尚古集成館 

【交流】霧島市へ移動、ホームステイ 

 

1/17（日） 【交流】ホームステイ 

 

1/18（月） 【視察】霧島市長表敬訪問、京セラ(株)鹿児島国分工場、坂元醸造(株) 

【文化体験】和風旅館体験 

 

1/19（火） 【学校交流】熊本県へ移動、熊本学園大学訪問 

 

1/20（水） 【視察】熊本城、福岡へ移動、柳川堀めぐり、立花氏庭園、太宰府天満宮 

 

1/21（木） 【視察】大濠公園、福岡タワー、博多町家ふるさと館 

【文化体験】博多人形絵付け体験、 

成果報告会 

 

1/22（金） 帰国（福岡空港） 
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高校生１，２団 

1/13（水）  到着（成田国際空港） 

 

1/14（木） 【講義】クールジャパン機構の投資戦略、歓迎昼食会、 

【視察】東京タワー、お台場地区 

 

1/15（金） 【視察】浅草、江戸東京博物館、高知県へ移動 

 

1/16（土） 【視察】高知城、 

【交流】四万十市へ移動、ホームステイ 

 

1/17（日） 【交流】ホームステイ 

 

1/18（月） 【学校交流】高知県立中村高等学校訪問 

【視察】高知県立足摺海洋館、土佐清水市立貝類展示館海のギャラリー、

大阪海遊館海洋生物研究所以布利センター 

 

1/19（火） 【視察】  

1 団：アロインス製薬(株)四万十工場、2団：(有)四万十みはら菜園、 

【文化体験】四万十川遊覧船乗船、砂浜美術館ビーチコーミング体験 

 

1/20（水） 【視察】 

高知市へ移動、高知県立坂本龍馬記念館、桂浜公園、ショッピングモール 

 

1/21（木） 【視察】木曜市 

【文化体験】高知よさこい情報交流館よさこい踊り・鳴子作り体験 

大阪へ移動、成果報告会 

 

1/22（金）  帰国（関西国際空港） 
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３．ＪＥＮＥＳＹＳ２０１５ 韓国青年訪問団（大学生団） プログラム記録写真  

韓国 テーマ：日本の魅力発見 訪問団の記録 

  
1 月 14 日 講義・クールジャパン機構の投

資戦略～日本の魅力のビジネス化（港区） 

1 月 14 日 森美術館（村上隆の五百羅漢図

展見学）（港区） 

1월 14일쿨자팬기구의 투자 전략 - 일본 

매력의 비지니스화(미나토구) 

1월 14일 모리미술관((무라카미 다카시의 

오백라한도)견학 (미나토구) 

 
 

1 月 15 日 浅草散策及び着物体験（台東区） 
1 月 16 日 ホームステイ対面式（鹿児島県

霧島市） 

1월15일 아사쿠사 지역 견학 및 

기모노시착 체험(다이토구) 

1월 16일 홈스테이 대면식(가고시마현 

기라시마시) 

  
1 月 18 日 ホームステイホストファミリー

宅から再集合（鹿児島県霧島市） 

1 月 18 日 京セラ鹿児島国分工場見学（鹿

児島県霧島市） 
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1월 18일 홈스테이 호스트패밀리 댁에서  

재집합(가고시마현 기라시마시) 

1월 18일 교세라 가고시마 고쿠부 

공장견학(가고시마현 기라시마시) 

  
1 月 19 日熊本学園大学訪問（熊本県熊本市） 1 月 20 日柳川水辺下り（福岡県柳川市） 

1월 19일 구마모토학원대학 

방문(구마모토현 구마모토시) 

1월 20일 야나가와 

뱃놀이체험(후쿠오카현 야나가와시) 

  

1 月 20 日 太宰府天満宮見学（福岡県太宰

府市） 

1 月 21 日 大濠公園内鴻臚館見学（福岡県

福岡市） 

1월 20일 다자이후텐만구 

견학(후쿠오카현 다자이후시) 

1월 21일 오호리공원 (고우로칸 터 

전시관) (후쿠오카현 후쿠오카시) 

  
1 月 21 日博多人形絵付け体験 

（福岡県福岡市） 
1 月 21 日成果報告会（福岡県福岡市） 

1월 21일 하카타 인형 색칠 체험 

(후쿠오카현 후쿠오카시) 

1월 21일 성과보고회 

(후쿠오카현 후쿠오카시) 
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ＪＥＮＥＳＹＳ２０１５ 韓国青年訪問団（高校生１，２団） プログラム記録写真  

韓国 テーマ：日本の魅力発見 訪問団の記録 

  
1 月 16 日 かつおタタキ作り体験 

（高知県幡多郡黒潮町） 

1 月 16 日 かつおタタキ作り体験 

（高知県幡多郡黒潮町） 

1월 16일 가다랭이 다다키 만들기 체험 

(고치현 하타군 쿠로시오쵸) 

1월 16일 가다랭이 다다키 만들기 체험 

(고치현 하타군 쿠로시오쵸) 

  
1 月 16 日～18日 ホームステイ 

（高知県四万十市） 

1 月 16 日～18日 ホームステイ 

（高知県四万十市） 

1월16~18일 홈스테이 

(고치현 시만토시) 

1월16~18일 홈스테이 

(고치현 시만토시) 

  
1 月 16 日～18日 ホームステイ 

（高知県四万十市） 

1 月 18 日 高知県立中村高等学校 訪問 

（高知県四万十市） 

1월16~18일 홈스테이 

(고치현 시만토시) 

1월18일 고치현립 나카무라고등학교 방문 

(고치현 시만토시) 
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1 月 18 日 高知県立中村高等学校 訪問 

（高知県四万十市） 

1 月 19 日 アロインス製薬訪問（1団） 

（高知県四万十市） 

1월18일 고치현립 나카무라고등학교 방문 

(고치현 시만토시) 

1월 19일 알로인스 제약 방문(1단) 

(고치현 시만토시) 

  
1 月 19 日 四万十みはら菜園訪問（2団） 

（高知県幡多郡三原村） 

1 月 19 日 ビーチコーミング 

（高知県幡多郡黒潮町） 

1월 19일 시만토 미하라 채원 방문(2단) 

(고치현 하타군 미하라무라) 

1월 19일 비치코밍 

(고치현 하타군 쿠로시오쵸) 

  
1 月 20 日 高知県立坂本龍馬記念館 講義 

（高知県高知市） 

1 月 20 日 桂浜公園見学 

（高知県高知市） 

1월 20일 고치현립 사카모토 료마 기념관 강의 

(고치현 고치시)  

1월 20일 카츠라하마 견학 

(고치현 고치시) 
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４．参加者の感想   

◆ 韓国 大学生 

個人旅行では行けない企業訪問や地方訪問があって本当に有意義だった。日本での生活

経験があっても知らない部分が本当に多いと感じた。観光が主要産業の済州出身として、霧

島市長の町へ対する愛情を感じた市役所訪問では多くの事を考えさせられた。 

 

◆ 韓国 大学生 

短い時間だったがたくさんの場所と食べ物など、様々な文化に接することができてよかったと

思う。またホームステイを通じて歴史を超えた交流ができてとても意味深い経験ができた。日

本に対しさらに興味を持つきっかけをくれた研修だったと思う。 

 

◆ 韓国 大学生 

このような素晴らしいプログラムに参加できて本当にうれしかった。本や授業では学べないそ

のままの日本を知ることができる貴重な時間だった。周りの友人にも機会があればこのよう

な研修に積極的に参加するよう勧めたい。 

 

◆ 韓国 大学生 

今回、日本の新しい魅力を感じる事ができた。個人の個性を尊重しているところや、ホストフ

ァミリーが家族の一員として接してくれていろいろな場所へ連れて行ってくれたり、たくさん話

をしてくれたことがよかった。 

 

◆ 韓国 大学生 

日本の本当の姿を実際に経験できてよかった。普段持っていた日本や日本人に対する偏見

を解消できたのと、たくさんの素敵な人たちと出会えたので良かった。日本の友達と連絡先を

交換したので、もっと日本語を一生懸命勉強し、いつかまた日本に来たい。日本人とこれから

も交流し続け、日本について知らない友達に良さを伝えたい。 

 

◆ 韓国 大学生 

本当に期待以上に良い経験ができたし、大切な思い出をたくさん作ることができた。また、日

本についてもたくさん知ることができた。学校訪問では同世代の学生と話し、関心ごとに共通

点が多いことを感じた。また日本の魅力をとてもたくさん感じる事ができた。自分が見て感じ

たことをたくさんの人たちと共有したい。また、後輩たちにもこのプログラムへの参加を薦めた

い。 

 

◆ 韓国 高校生 

日本語もわからず、日本を訪問しても良いものかどうか悩んだが、訪日プログラムを通して、

高知では人情を感じ、ホームステイでは人に配慮する心を学んだ。四万十市でみた星空の

美しさからは、日本の田舎でしか感じることのできない貴重な体験をした。 

日本について、とても親しみがわいてくるようになり、訪日前と後では、私の中で日本に対す

る認識の大きな変化が起きた。 

 

◆ 韓国 高校生 

高知県に長く滞在して、坂本竜馬など歴史に関する活動が多かった。個人的には日本の歴

史が好きで、坂本竜馬を尊敬しているので面白かった。 

 

◆ 韓国 高校生 

個人的にも社会的にも意味のある活動だと思う。長い間の宿題のような「日韓関係」、私たち

の時代に解決しなければならない問題だ。今後お互いの疎通が重要になり、個人の力量、

個人の意識が重要になる時にこのようなプログラムは大きな効果を生むと思う。 

 

◆ 韓国 高校生 

今回のプログラムに参加する前はとても心配したが、そのような心配がいらないほどとても楽
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しかった。９泊１０日の間とても充実し、今日が最後だと思うと残念なほどこのプログラムに多

くの面白みを感じ日本を理解した。日本文化と街並み、食べ物とまたプログラムのひとつであ

るホームステイを通し、普段日本にあまり関心がなく、むしろひねくれた考えをしていたが、ち

ょっと変化した。また機会があればぜひ訪問したいと思った。 

 

◆ 韓国 高校生 

色々な地域を訪れ、ホームステイ、学校訪問など体験できて良かった。日本の文化や日本で

の礼儀を学び、詳しく理解できるより良い機会になった。ホームステイでは日本の家庭の食

事や礼儀作法などを学んだことが意味深く、やさしい家族に出会うことができた。学校訪問で

は意外にも日本人の学生が歓迎してくれ親切に対応してくれて嬉しかった。 

 

◆ 韓国 高校生 

９泊１０日を今考えると、短い時間だったが訪日の間、多くの日本人と韓国人と交流できる機

会があり嬉しかった。ホームステイの間は、「あ！これはまさに日本だ！」と感じることが多か

った。ホームステイの日程はとても強烈で、また訪日する機会があれば、ぜひまたホストファ

ミリーに会いたい。高知県四万十市のホームステイ先だけでなく東京、高知、大阪もまた訪問

したい。
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５．参加者の発信内容 大学生団及び高校生１，２団  

  

 

 

  

ほか多数あり。 


