
 

 

 

韓国大学生訪日団（外務省招へい）（招へいプログラム）  

（対象国：韓国，テーマ：日本の魅力発見） 

 

１．プログラム概要 

韓国外交部で選抜された,日本への関心と興味を持つ韓国大学生 30名が,9月 20日か

ら 29 日の 9泊 10日の日程で来日し, テーマ「日本の魅力発見」のもと,対日理解を深

めました。 

都内で講義「日本的人間について」を聴講し，江戸東京博物館視察，文化体験，学校

交流、日韓交流おまつり in Tokyoでのボランティアを行った後，和歌山県で地場産業・

特産品関連施設見学及びホームステイ，視察等を行いました。一行は和歌山県の訪問を

通じて特産品や農産品、自然に関心を示し，各々の体験や感想について SNS を通じて

対外発信を行いました。また，帰国前の報告会では，訪日経験を活かした帰国後のアク

ション・プラン（活動計画）について発表しました。 

 

【訪問地】 

東京都，埼玉県，和歌山県 

 

２．日程    

9月 20 日（火）   

入国（成田空港），江戸東京博物館 

 

9月 21 日（水）  

【講義聴講】「日本人的人間について」，歓迎昼食会，外務省訪問， 

在京大韓民国大使館訪問 

 

9月 22 日（木）   

【視察・文化体験】浴衣着付け・茶道、和太鼓，提灯絵付け 

             

9月 23 日（金）  

【学校訪問】文教大学 

 

9月 24 日（土）  

 日韓交流おまつり in Tokyoボランティア参加 

 

9月 25 日（日）   

和歌山県に移動，【視察】熊野那智大社，青岸渡寺，那智の滝 
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9月 26 日（月）  

【企業訪問】中田食品株式会社，【視察・文化体験】藍染め，【視察】三段壁 

 

9月 27 日（火）  

【表敬・交流】ホストの皆さんとの対面式，ホームステイ 

 

9月 28 日（水）  

【視察】和歌山黒潮市場、和歌山城，【表敬】和歌山県の観光の取り組みに関するブリ

ーフィング，成果報告会（訪日成果・帰国後の活動計画発表） 

 

9月 29 日（木）   

出国（関西空港） 
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３．プログラム記録写真  

  

9月 20日（講義聴講）「日本人的人間につい

て」（港区） 
9月 21日 外務省訪問（千代田区） 

9월 20일 (강의)  

일본적 인간에 대해서（미나토구） 

9월 21일  

외무성 방문（치요다구） 

  

9月 21日 在京大韓民国大使館訪問（港区） 
9月 22日 文化体験（浴衣着付け、茶道）（目

黒区） 

9월 21일 

주일본 대한민국대사관 방문（미나토구） 

9월 22일  

유카타 입기,다도 체험(메구로구） 

  

9月 22日 文化体験（和太鼓）（台東区） 9月 22日 文化体験（江戸文字）（墨田区） 

9월 22일 북 체험（다이토구） 9월 22일 에도글씨 체험(수미다구） 

3 



 

  

9月 23日 大学訪問（文教大学）（埼玉県越

谷市） 

9月 24日 日韓交流おまつり in TOKYO参加

（千代田区） 

9월 23 일 

대학방문（분쿄대학교）(사이타마현 고시가야시）  

9 월 24 일 한일축제한마당 in TOKYO 참가  

(치요다구） 

  

9 月 25 日 世界遺産見学（熊野那智大社、

那智の滝、青岸渡寺）（和歌山県東牟婁郡） 

9月 26日 企業訪問（中田食品株式会社）（和

歌山県田辺市） 

9월 25 일  

세계유산 견학(와카야마현 히가시무로군） 

9월 26일  

기업방문(나카타식품주식회사(와카야마현 

다나베시） 

 

 

9月 27日 ホームステイ（和歌山県日高郡） 9月 27日 ホームステイ（和歌山県日高郡） 

9월 27일 홈스테이(와카야마현 히다카군） 9월 27일 홈스테이(와카야마현 히다카군） 
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9 月 28 日 黒潮市場見学（和歌山県和歌山

市） 

9 月 28 日 和歌山県の観光に関するブリー

フィング（和歌山県和歌山市） 

9 월 28 일 구로시오시장 견학(와카야마현 

와카야마시） 

9 월 28 일 와카야마현의 관광에 관한 

강의(와카야마현 와카야마시） 

 

４．参加者の感想（抜粋） 

◆ 韓国 大学生 

 長い歴史と戦争によって，その時代を生きていたお年寄りの方々は保守的だと思って

いたが，むしろ，よりオープンマインドであり韓日関係がよくなることを望んでいる

人々が多く，関心も持っていた。今回のホームステイや大学訪問を通じて，私が持って

いた偏見やイメージは崩れ，新しい視点で見ることができる機会になった。 
 
◆ 韓国 大学生 

 日韓交流おまつりで思いのほか多くの日本人が会場を訪れていることに驚き，やはり 

隣国であるだけに関心が高いとわかった。 

 

◆ 韓国 大学生 

 訪日前は，日本人を無視し，偏見を持って見ている部分があった。歴史に対する認識

は韓国と違い，また，韓国に対する感情は文化による一時的な好意だと思っていた。し

かし，今回の訪日を通して日本人と交流して，日本政府は歴史に対して歪曲しているよ

り，強調していないだけで，関心のある日本人は十分に韓日の過去の歴史問題と現在の

外交の状況を正しく理解しているということがわかった。 

 

５．受入れ側の感想 

 ホームステイホストファミリー 

国同士の関係や政府とは別に，日本のこと，日本人のことを知ろうという気持ちが伝 

わってきて，草の根交流の大切さを実感した。 

 

 ホームステイホストファミリー 

 餅つきや食事時，自然に机を拭いてくれたり，食器を片づけてくれたり，とても気遣

いをしてくれた。人の交流によって，両国の友好を進めたいという強い思いを感じた。

こちらからの韓国の文化や言葉に関する質問にも答えてくれて，とても充実した楽しい
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時間を過ごすことができた。 

 

 ホームステイホストファミリー 

 国レベルの諸問題については，よくわからないが，個人の思いとして素直な意見を率

直に述べあうことができ，お隣の国として仲良くしていきたいと心から思った。 

 

 大学訪問先の学生 

 討論会で「歴史教育、さまざまな交流」について話し合いをした。内容は笑顔で話し

合える話題ばかりではなかったが，お互いの言葉をよく聞き，よく意見を言い合えた。

話は環境問題にまで発展し，「全人類に共通の話題であり，ともに解決していこうとす

れば，交流にもつながる」という意見には自分の環境問題に対する意識や知識を改めな

ければならないと思った。同時に私たちは国家間の問題，目先の問題だけにとらわれす

ぎているのではないかと思った。 

６．参加者の対外発信 

  

余韻 

日本人は大事な人と会ったあと，挨拶をしま

すが，お客さんが見えなくなるまで手を振って

くれる。これが日本で根付いている礼儀と配

慮だと思う。一度の出会いを大切にするだけ

でなく，最後の瞬間までも温かい余韻を残す

人々の心を感じることができた。 

韓日交流プログラムは 1 日 1 日全て楽しく

て意味のあるものだった。日韓交流おまつり

ボランティアや文教大学訪問，ホームステイ

などは直接，日本人に会う行事であり，この

ような機会ではなかったら出来ない経験だ。

本当に周囲の人々に伝えたいし，日本に対し

て偏見を持っている人も多分，このプログラ

ムに参加すれば少し考えが変わるかもしれ

ない。 

여운  

일본사람들은 귀한 만남이 있고나서 

인사를 하는데 손님이 눈에서 사라질 

때까지 손을 흔들어준다. 그것이 일본에 

자리잡은 예의와 배려라 생각한다. 한 

번의 만남을 소중히 여길뿐만 아니라 

한일교류프로그램은 정말 하루하루 다 

재밌었고, 의미 있었다. 한일축제 봉사나, 

분쿄대학 방문, 홈스테이 등은 실제로 

일본인을 만나는 행사여서 이런 기회가 

아니면 쉽게 접하기 어려운 경험이다. 

진짜 주변 모든 사람들한테 추천해주고 
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마지막순간까지도 따뜻한 여운을 남기는 

사람들의 마음을 느낄 수 있었다. 

싶고, 일본에 대해 편견을 가진 사람도 

아마 이 프로그램에 참여하면 조금 생각이 

달라질지 모르겠다. 

 

７．報告会での帰国後のアクション・プラン発表 

  

アクション・プランの発表 

日本訪問の期間中に撮影した動画を編集

して日本の魅力を広める映像を作成した

い。 

アクション・プランの発表 

今回，日本で体験したことをブログで日記

の形式でアップロードし,多くの人に広め

たい。 

액션 플랜 발표  

일본 방문 기간 동안 촬영한 영상을 

바탕으로 편집하여 일본의 매력을 

알리는 영상을 만들 예정이다. 

액션 플랜 발표  

이번에 일본에서 체험한것들을 블로그에 

일기형식으로 적어서 업로드하고 많은 

사람들에게 알릴 계획이다. 
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