
主催：一般財団法人 共立国際交流奨学財団
協力：ＮＰＯ法人東村観光推進協議会



 

月 日 時 間 日 程 食 事 宿泊先 

9/5 

（水） 

バス 

07：00 

08：30 

11：10 

12：00 

15：00 

18：30 

羽田空港集合 

羽田空港発（ＡＮＡ467） 

那覇空港着 

道の駅かでな 

美ら海水族館 

ホテル着 

 

 

 

昼：× 

 

夜：○ 

マハイナウェルネスリゾート 

〒905-0205 

沖縄県国頭郡本部町山川

1456 

0120-081-715 

0980-51-7700 

9/6 

（木） 

バス 

9：00 

9：20 

11：00 

12：00 

 

14：00 

 

ホテル発 

今帰仁城跡見学 

古宇利島 

美らテラス 

 

 

 

朝：○ 

 

 

 

昼：× 

 

夜：○ 

民家ホームステイ 

9/7 

（金） 

  朝：○ 

昼：○ 

夜：○ 

9/8 

（土） 

バス 

11：00 

 

12：30 

13：00 

～16：00 

 

 

18：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル着 

美浜アメリカンビレッジなどで自由行動 

朝：○ 

昼：○ 

 

 

 

夜：× 

ザ・ビーチタワー沖縄 

〒904-0115  

沖縄県中頭郡北谷町美浜 8-6 

098-921-7711 

9/9 

（日） 

  

 
朝：○ 

昼：× 

夜：× 

9/10 

（月） 

バス 

8：30 

9：00 

 

13：00 

15：05 

17：40 

ホテル発 

首里城見学 

那覇市内自由行動 

集合 

那覇空港発(ＡＮＡ470) 

羽田空港着 解散 

朝：○ 

 

昼：× 

 
なし 

沖縄生活・文化体験 

東村 入村式 

 
あ生活体験  
 パイナップル・野菜・観葉植物・花農家 など 
あ文化体験  
 次の３つから選べます！ 
① 沖縄料理 ② 三線 ③ クラフト作り 

 

ホストファミリーと交流会 

ビーチでバーベキュー！ 

東村 離村式 

☜世界遺産 

マリンスポーツ体験 

・ＳＵＰ（スタンドアップパドル） 
・バナナボート 
砂浜でビーチバレーやビーチフラッグも！ 

終日自由行動 

（例）  
・ホテルで申し込めるマリンスポーツを満喫 
・チャータータクシーで観光地巡り 
・ホテルのビーチやプールでのんびり 

☜世界遺産 

巨大水槽を上から覗ける夕方以

降限定コースも楽しめます。 

嘉手納空軍基地を 

一望できます！ 

透明な海の間を渡る橋を通って

行く小島。ビーチが美しい。 

牧志市場での昼食が

おすすめ！ 

ショップやカフェが立ち並ぶシ

ーサイドリゾートタウン 



1.LIN PEN（中国 武蔵野大学院）

2.苑 克厳（中国 千葉県立市川工業高等学校

3.王 連浴（中国 東海大学）

4.劉 文婷（中国 城西大学）

5.LE MINH KHOA（ベトナム 東京工業大学）

6.于 茜（台湾 新宿日本語学校）

7.周 洲（中国 武蔵野大学）

8.温 秀鏈（中国 武蔵野大学）

9.謝 希希（中国 武蔵野大学）

10.NGUYEN THI THU THAO

（ベトナム 共立日語学院）

11.孔 震（中国 共立日語学院）

12.LE THI THAO（ベトナム 共立日語学院）

13.KYI PHYU THET

（ミャンマー 共立日語学院）

14.HOANG THI PHUONG THAO

（ベトナム 共立日語学院）

15.刁 晓文（中国 共立日語学院）

16.THINN THINN AUNG（ミャンマー 共立日語学院）

17.HENG SEAKTEANG（カンボジア 共立日語学院）

18.TRAN HOAN（ベトナム 共立日語学院）

19.TRINH TRAN MINH HOANG

（ベトナム 共立日語学院）

20.何 曼儀（香港 新宿日本語学校）

21.劉 爽（中国 東京女子大学）

22.AIDAI PAISOVA

（キルギス 国士舘大学）

23.武藤 陸（日本 江戸川大学）

24.黄 進文（台湾 早稲田大学）

25.花 宇寛（台湾 武蔵野大学）

26.王 詩淼（中国 早稲田大学）



嘉手納基地で昼食♪

美ら海水族館へ♪



今帰仁城見学♪

古宇利大橋を渡って
古宇利島へ♪

東村入村式！
ホストファミリーとご対面♪



津嘉山隆さんのお宅

宮城要子さんのお宅

各ホームステイ先で農作業や
様々な文化体験をしました♪



宮城三枝子さんのお宅

玉村東子さんのお宅



安仁屋幸子さんのお宅

宮城尚志さんのお宅



松永基業さんのお宅

比嘉勝正さんのお宅



ホストファミリーのみなさんとBBQ♪

離村式 ホストファミリーのみなさん
ありがとうございました！！



リバートレッキング体験♪



パラセーリングやシュノーケリングをしたり、万座毛や琉球
村など観光地を巡ったり、ショッピングを楽しんだり、皆そ
れぞれ素敵な沖縄の１日を過ごしました♪



世界遺産
首里城見学♪

那覇市内
国際通り散策♪

5泊6日の研修会
お疲れ様でした！

羽田空港へ♪



① 東村の民家にホームステイをしてみて、自分の国や普段の生活との違いを感じたことを教えてください。

② ホストファミリーの方へメッセージを書いてください。

③ ホームステイ中の活動以外で、一番印象に残っていることは何ですか？理由も教えてください。

※感想文は学生の書いた文章をそのまま掲載しています。

参加学生には、以下の質問に答えていただきました！

LIN PEN さん（中国・武蔵野大学院）
①毎日決まった時間に寝て、翌日また早く起きて、一日の作業を始めるという習慣

は自分の国にはあまりなかったです。朝食をたっぷりとって、一日中元気で過ごして
いけます。自然が豊富なので、自然に応対する知識もたくさん得ました。普段都市で
暮らしている自分には新鮮です。
②ホストファミリーつかやま家のたかしさんへ

２泊３日お世話になりました。車で迎えに来てくれて、はたけまで連れてくれて、いい
体験になりました。そして、いろんな果物を食べて、お母さんから毎日おいしい料理
出されて、本当に大満足３日間でした。今度は彼女連れて、また東村に来ますので、
よろしくお願いします。

③川遊びが一番印象に残っています。最初はマリンスポーツができなくなって、
ちょっとへこんだんですが、みんなと高地から川に沿って降りてくる体験ができて、本
当に楽しかったです。途中みんなで助け合って、叫び出して、いい思い出になりまし
た。水に浸かると気分がよくなります。

LE MINH KHOA さん（ベトナム・東京工業大学）
①私の実家はベトナムの南部の田舎にあって、祖父と祖母が農民であったので、ホ

ストファミリーの生活とよく似ていると感じた。ただ、高校生時代から家族と離れて都
会での一人暮らししているため、今回のホームステイを通じて田舎の生活を思い出
した。植物、建物、農作業などの場面で沖縄がベトナムに近いと実感したの一方、唯
一の違いがあると思った。それは家族中のコミュニケーションである。ベトナム人は
日本人より親と子間のコミュニケーションが多いと思う。
②ホストファミリー宮城家のみなさんへ

記念ノートにも書いてましたが、おじいさん、おばあさん、よしおにいさんとみつおに
いさんに大変お世話になりました。みなさんのおかげで、人生初めての民泊ホーム
ステイがとても楽しくて、色々なことを体験して、勉強できました。ぜひチャンスがあれ
ばまたみなさんと会いに行きたいと思います。家族のみなさん、ますますお元気でい
つまでも明るく楽しい日々を送られますよう、お祈りいたします。
③5日目のシュノーケルとパラセールの体験が一番印象に残っている。なぜかという

と私の初めてのパラセールであるからだ。その上、たった５日間で知り合いになった
男性の５人と一緒に遊んだり、話したりしてとても楽しかったのであった。



パイソワ アイダイ さん（キルギス・国士舘大学）
①沖縄の料理は非常に健康によい食事で、とても美味しいことが判明しました。キル
ギスでは多くの料理では肉を多くて、油気のあります。東京より沖縄の生活が似てい
るだと思います。どこも、山と森です。また木がたくさんあります。
②ホストファミリーの安仁屋幸子さんへ

日本の家庭料理を食べて嬉しいかったでした。謝る、ゴーヤの苦みのために食べる
ことができませんでしたが、他のもの、特に餅が好きでした。まけるを気に入りました。
とてもかわいくて、まったく吠えない、フレンドリーな犬です。どうもありがとうございま
した。心配してくれるのね。

③一番印象に残っていることはリバートラッキングでした。マリンスポーツは中止に
なったので、ちょっと怒られました。でも、マリンスポーツの代わりにリバートラッキン
グでした。非常に興味深い貴重なかつどうでした。そして、終日自由行動、私はソウ
さんとパラセールとボートシュノーケルで遊んだ。ボートシュノーケルでたくさん魚を
見て、うれしかったでした。パラセールで５メートルぐらいでしたので、心配しました。
でも、とてもきれいな景色でした。

于茜 さん（台湾・新宿日本語学校）
①東京とは全然違います、みんな親切で、ホストファミリーの家を着いた時、まるで
台湾の実家に戻った感じでした。普段東京ではいつも外食を食べていました、久々
に家でご飯を食べて、家の暖かさを思い出しました。沖縄料理は台湾料理と似てい
ますから、ふるさとのことを思い出しまして、夜はよく眠れました。
②ホストファミリー玉村家のみなさんへ

この二日間ありがとうございました。おいしい料理を食べてもらって、美しい景色も見
ました。本当に楽しかったです。色々のことも勉強しました。東村はとても素晴らしい
場所です。必ずまた沖縄に来ます。玉村家のみんなも台湾に遊びに来てくださいね、
案外してあげますよ。

③一番印象に残っていることはさわくだりです。初めての体験ですから、とても新鮮、
楽しかったです。深いところもありますから、みんな助け合って、一緒に困難を乗り越
えました。疲れましたけど、汗をかいて、気持ちよかったです。もし機会があったら、
もう一度やってみたいです。



王詩淼 さん（中国・早稲田大学）
①ごはんをするときに、かならず人が、揃ってから一緒に食べ始めることが印象的で
した。これは日本の集団意識が中国より強いかなと思います。また、中国ではみん
な同じお皿からお菜を取るのと違って、日本ではみんなそれぞれ自分のトレーの中
のものを食べます。同じ家に住んでいるにもかかわらず、ごはんするときは自分のも
のだけ食べるのが、中国人より日本人のほうがもっと自立している原因ではないか
なと思います。小さな食卓の上に両国の食文化の違いから国民の性格の違いまで
表れているのが不思議だと思います。
②ホストファミリー比嘉家の比嘉勝正さんへ

２泊３日のホームステイ本当にありがとうございました！中国では絶対体験すること
ができない三線を教えてくださって本当にありがたく思います。また、最初に局を覚え
たときに何度も忘れてしまいましたが、比嘉さんにすごく丁寧に何度も教えてもらって、
最終はようやく全曲を覚えられて、バーベキューの最後にも発表会を無事に行いま
した。これは人生に刻む思い出になれると思います。また沖縄に来るときに、比嘉さ
んの家にまた邪魔して遊びに行きたいと思います。

③最後に行ったバーベキューは一番印象に残りました。これは私が最初にみんなに
会ったのが理由だと思います。また、みんなが協力して肉を焼いたり、おしゃべりす
るのが本当に楽しかったです。最後に、私ともう二人のホームステイの友だちと比嘉
さんは三線の発表会を行って、みんな一緒に三線を弾きながら、中国語と日本語の
「キラキラ星」を歌いました。最後にみんなが私たち演奏してた曲で盛り上がったこと
がとても嬉しくて、自慢なことだと思います。

今回開催した2018年9月沖縄・東村研修会には、留学生・日本人学生計26名が参
加しました。
研修会の２日目から４日目にかけては日本一のパイナップル生産地である東村にて
ホームステイを行い、それぞれの家庭でパイン収穫などの農作業や、三線や沖縄料理
作り・クラフト作りなどを体験しました。学生たちは東村での生活や村民の方々とのふれあ
いを通して、忙しい都会の生活とは違うゆっくりとした時間の流れや自然の豊かさを感じら
れたようです。その一方で、出身国の地元の生活を思い出し、実家に帰ったような懐か
しさを感じた者もいたようです。また地域の活性化のために村が一体となって観光業を推
進している姿に感銘を受け、地元の活性化に貢献したいという思いを強めた学生もいま
した。学生たちにとってこのホームステイは、沖縄ならではの生活を経験するだけでなく、
非常に多くのことを考えるきっかけとなり、学びの深い３日間となったようです。
マリンスポーツ体験は生憎の強風で中止になってしまいましたが、代わりにリバートレッ
キングを行いました。マリンスポーツを楽しみにしていた学生も、岩に囲まれた沢を下り、
足が届かないほど深い川をロープを手繰りながら進んだり、岩から飛び込んだり、やんば
るの自然を思い切り満喫して楽しんだようでした。
その他にも、世界遺産の今帰仁城や首里城を見学したり、美ら海水族館で世界一の
水槽を眺めたりと、沖縄らしい６日間を過ごすことができました。この研修会が参加者の
皆さんの中に素敵な日本の思い出として残ってくれれば幸いです。 （引率：齋藤）



当財団では、冬にも沖縄・北海道にてホームステイ
研修会を下記日程で実施する予定です。夏とは違った
魅力を体験しに行きませんか？

当財団ホームページの他、Facebook、Instagramで
も情報を更新しています。ご興味のある方は是非当財
団アカウントをご登録下さい♪

共立 財団
https://www.facebook.com/KyoritsuZaidan

kif_ trip

◆2019年2月北海道・標津研修会
2月14日（木）～2月19日（火）5泊6日

◆2019年2月沖縄・伊江島研修会
2月23日（土）～2月28日（木）5泊6日

一般財団法人 共立国際交流奨学財団
〒101-0021 東京都千代田区外神田2-18-8
TEL：03-5295-0205 FAX：03-5295-0206

E-mail：kif-info@dormy.co.jp
URL：http://www.kif-org.com/



一般財団法人 共立国際交流奨学財団


