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韓国・南旨高等学校訪問韓国・南旨高等学校訪問
2007.2007.８／８／25(25(土土))～～2828（火）（火）

プサンプサン クァンアンデギョクァンアンデギョ

釜山釜山 廣安廣安大橋大橋
1日目日目 ８／８／2525 土 釜山釜山プサンプサン

２日目２日目 ８／８／2626 日 慶州慶州キョンヂュキョンヂュ

３日目３日目 ８／８／2727 月 南旨南旨ナムヂ

４日目４日目 ８／８／2828 火 ソウルソウル

11日目日目 ８／８／25(25(土土)8:33)8:33
ＪＲ尼崎駅ＪＲ尼崎駅

いまから韓国にいってきます。いまから韓国にいってきます。

11日目日目 ８／８／25(25(土土) 9:54) 9:54
韓国に出発！韓国に出発！
（（11:5011:50の飛行機の飛行機に乗ります）に乗ります）

出発前からＨＩＧＨテンション出発前からＨＩＧＨテンション↑↑↑↑↑↑

11日目日目 ８／８／25(25(土土)13:00)13:00
韓国上空韓国上空

韓国ちかっ！！韓国ちかっ！！
飛行時間みじかすぎ・・・飛行時間みじかすぎ・・・
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11日目日目 ８／８／25(25(土土)13:31)13:31
釜山釜山プサンプサン金海金海キメキメ空港空港

空港に出迎え★空港に出迎え★
既にハイテンション既にハイテンション↑↑↑↑

南
旨

校
長

11日目日目 ８／８／25(25(土土)13:39)13:39
釜山釜山プサンプサン金海金海キメキメ空港空港

韓国上陸韓国上陸!!!!!!!! いざ釜山観光へいざ釜山観光へ!!!!!!!!
LetLet’’s Go!!!!s Go!!!!

11日目日目 ８／８／25(25(土土)14:29)14:29
釜山釜山プサンプサンタワータワー

展☆望☆台展☆望☆台

11日目日目 ８／８／25(25(土土))
釜山釜山プサンプサンタワータワー

イスンシンイスンシン
鳩も集うよ鳩も集うよ 李舜臣李舜臣
秀吉にガン飛ばす・・・秀吉にガン飛ばす・・・
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11日目日目 ８／８／25(25(土土)14:36)14:36
釜山釜山プサンプサンタワーからタワーから

釜山の街並み釜山の街並み
でっかい港町でしたでっかい港町でした!!!!

11日目日目 ８／８／25(25(土土)16:05)16:05
釜山釜山プサンプサン海雲台海雲台ヘウンデヘウンデ

ヌリマルＡＰＥＣハウスヌリマルＡＰＥＣハウス

ＡＰＥＣ会場ＡＰＥＣ会場

11日目日目 ８／８／25(25(土土)16:15)16:15
釜山釜山プサンプサン海雲台海雲台ヘウンデヘウンデ

ヌリマルＡＰＥＣハウスヌリマルＡＰＥＣハウス

ＡＰＥＣの会場周辺☆ＡＰＥＣの会場周辺☆
かなり暑い・・・かなり暑い・・・

11日目日目 ８／８／25(25(土土))
釜山釜山プサンプサン海雲台海雲台ヘウンデヘウンデ

釜山の釜山のNEW TOWNNEW TOWN
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11日目日目 ８／８／25(25(土土)18:42)18:42
慶州慶州キョ ンヂュキョ ンヂュ市で夕食市で夕食

激辛激辛唐辛子唐辛子

１日目１日目 ８／８／25(25(土土)18:46)18:46
慶州慶州キョ ンヂュキョ ンヂュ市で夕食市で夕食

初日の晩ご飯初日の晩ご飯
量はんぱない量はんぱない

１日目１日目 ８／８／25(25(土土))
((慶州慶州キョ ンヂュキョ ンヂュ市市))夕食の後で夕食の後で

カラオケ熱唱カラオケ熱唱!!!!
ハニ～フラッシュハニ～フラッシュ!!!!

２日目２日目 ８／８／26(26(土土) 8:19) 8:19
((慶州慶州キョ ンヂュキョ ンヂュ市市)) 朝食朝食

朝からこれかよっ朝からこれかよっ!!!! 笑笑
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２日目２日目 ８／８／26(26(日日)9:41)9:41
プルグッサプルグッサ キョ ンヂュキョ ンヂュ

世界遺産世界遺産 仏国寺（慶州市）仏国寺（慶州市）

世界遺産に登録されている仏国寺見学に！世界遺産に登録されている仏国寺見学に！

２日目２日目 ８／８／26(26(日日)9:51)9:51
プルグッサプルグッサ

世界遺産世界遺産 仏国寺仏国寺

新羅の時代新羅の時代 仏国寺の多宝塔仏国寺の多宝塔
教科書にものってる教科書にものってる

２日目２日目 ８／８／26(26(日日)10:05)10:05
プルグッサプルグッサ

世界遺産世界遺産 仏国寺仏国寺

２日目２日目 ８／８／26(26(日日)10:11)10:11
プルグッサプルグッサ

世界遺産世界遺産 仏国寺仏国寺

カラフルな傘カラフルな傘
めっちゃかわいいめっちゃかわいい
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２日目２日目 ８／８／26(26(日日)12:01)12:01
テヌンウォンテヌンウォン チョ ンマチョンチョ ンマチョン

大陵園（古墳公園）大陵園（古墳公園） 天馬塚天馬塚

新羅の古墳新羅の古墳
南旨生徒の解説南旨生徒の解説““King sleepKing sleep””

２日目２日目 ８／８／26(26(日日)12:31)12:31
古墳公園の近くで昼食古墳公園の近くで昼食

本場の冷麺本場の冷麺
ゴムっぽい・・・ゴムっぽい・・・

不思議とうまい不思議とうまい

２日目２日目 ８／８／26(26(日日)13:15)13:15
プルグッサプルグッサ

昼食後昼食後 お土産屋でお土産屋で

２日目２日目 ８／８／26(26(日日)15:17)15:17
南旨高校到着南旨高校到着

今からホームステイに行きます。今からホームステイに行きます。
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２日目２日目 ８／８／26(26(日日)20:26)20:26
ホームステイの生徒とホームステイの生徒と

直径約30cm

２日目２日目 ８／８／26(26(日日))
ホームステイホームステイ

日本マンガ発見日本マンガ発見!!!!
＊テニプリ韓国上陸＊＊テニプリ韓国上陸＊

２日目２日目 ８／８／26(26(日日))
ホームステイの生徒とホームステイの生徒と

一緒にご飯作った一緒にご飯作った!!!!
トッポッギ（餅入り）トッポッギ（餅入り）

２日目２日目 ８／８／26(26(日日))
ホームステイホームステイ

韓国の家庭料理韓国の家庭料理満満喫喫！！
めっちゃおいしかっためっちゃおいしかった

カルビ

豆
腐

チ
ゲ

チ
ヂ

ミ
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２日目２日目 ８／８／26(26(日日)20:12)20:12
ホームステイホームステイ

22日目の夜に花火した☆日目の夜に花火した☆
韓国の花火韓国の花火
日本とちょっと違った。日本とちょっと違った。

２日目２日目 ８／８／26(26(日日))
洛東江洛東江ナクトンガンナクトンガン河川敷河川敷

河原で花火河原で花火
サイコーサイコー!!!!!!!!

３日目３日目 ８／８／27(27(月月)9:32)9:32
歓迎行事歓迎行事

★★歓迎会★歓迎会★

南旨南旨 世界に一つだけの花世界に一つだけの花
市尼市尼 좋아좋아좋아좋아チョアチョアチョアチョア

南旨南旨 翼をください翼をください
市尼市尼 RUN TO YOURUN TO YOU

（アゲ♂アゲ♂（アゲ♂アゲ♂EVERYEVERY☆☆騎士）騎士）

３日目３日目 ８／８／27(27(月月)10:42)10:42
体育体育 フットベースボールフットベースボール

キックベースキックベース
日本代表日本代表 VSVS 韓国代表韓国代表
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３日目３日目 ８／８／27(27(月月)11:06)11:06
日本語授業日本語授業

日本語授業日本語授業

ＴＶ

（モニター）

日曜日には

何を

しますか

ＰＣ

３日目３日目 ８／８／27(27(月月)11:45)11:45
施設見学施設見学 音楽室音楽室

３日目３日目 ８／８／27(27(月月)12:14)12:14
美術美術

韓国の浮世絵を写して描きます韓国の浮世絵を写して描きます

３日目３日目 ８／８／27(27(月月)12:40)12:40
南旨高校食堂で昼食南旨高校食堂で昼食

南旨の学食南旨の学食
米ジュース激甘米ジュース激甘!!!!
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３日目３日目 ８／８／27(27(月月)14:28)14:28
昌寧昌寧チャンニョンチャンニョン博物館博物館

歴史博物館歴史博物館
韓国と日本の歴史を勉強韓国と日本の歴史を勉強

３日目３日目 ８／８／27(27(月月)15:09)15:09
昌寧昌寧チャンニョンチャンニョン博物館博物館

３日目３日目 ８／８／27(27(月月)15:44)15:44
石氷庫石氷庫ソクビンゴソクビンゴ

昔の冷蔵庫昔の冷蔵庫
外は汗だく外は汗だく
中ひんやぁ～り中ひんやぁ～り

３日目３日目 ８／８／27(27(月月)16:54)16:54
ウポ沼ウポ沼

沼に行きました沼に行きました!!!!
ガイドのおじさんシブイガイドのおじさんシブイ!!!!

ガ
イ

ド

さ

ん
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３日目３日目 ８／８／27(27(月月)17:54)17:54
南旨高等学校南旨高等学校

涙の別れ涙の別れ

３日目３日目 ８／８／27(27(月月)18:04)18:04
南旨高等学校南旨高等学校

南旨学生会長南旨学生会長

南旨はめがねっ子多し南旨はめがねっ子多し!!!!
コンタクトないのか・・・？コンタクトないのか・・・？

３日目３日目 ８／８／27(27(月月)21:02)21:02
釜谷釜谷プゴックプゴックレークヒルスレークヒルス

豪華ホテルにて・・・豪華ホテルにて・・・
韓国最後の夜は長いぜ韓国最後の夜は長いぜ!!!!

４日目４日目 ８／８／28(28(火火)9:02)9:02
東大邱東大邱テグテグ駅駅

ＫＴＸＫＴＸ
世界最速世界最速!!!!
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４日目４日目 ８／８／28(28(火火)11:54)11:54
ソウルソウル 景福宮景福宮キョ ンボックンキョ ンボックン

閉まってますやン閉まってますやン!!!!
注：大河ドラマの注：大河ドラマの
ロケしてましたロケしてました

４日目４日目 ８／８／28(28(火火)12:24)12:24
ソウルソウル 徳寿宮徳寿宮トクスグントクスグン

宮殿宮殿!!!!常に駆け足常に駆け足
はやくはやく!!!!はやくはやく!!!!

九品中正九品中正 の仕組みがまるわかりの仕組みがまるわかり!!!!

役人の立ち位置
（位に応じて）

４日目４日目 ８／８／28(28(火火)13:27)13:27
ソウルソウル 昼食昼食

ナムルナムル
これをごはんと混ぜるとこれをごはんと混ぜると

ピビンバピビンバになる！になる！

４日目４日目 ８／８／28(28(火火)21:09)21:09
帰国帰国


