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沖縄・東村研修会

実施報告書

開催日：2019年9月4日(水)～9月9日(月)
参加者：留学生・日本人学生 36名
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



研修会日程



参加者一覧

1.甄蒙蒙（中国 西武文理大学）
2.朱雅慶（中国 西武文理大学）
3.崔美玲（中国 西武文理大学）
4.李瑞鵬（中国 中央大学)
5.陳小冬（中国 武蔵野大学大学院）
6.兪添い（中国 国士舘大学）
7.蔡書寧（中国 国士舘大学）
8.李蕊君（中国 国士舘大学大学院）
9.潘紀儒（中国 国士舘大学）
10.JI JIA JUN（中国 武蔵野大学大学院）
11.HIM CHANRITH（カンボジア 聖学院大学）
12.DOAN THI MY LINH（ベトナム 聖学院大学）
13.渡辺健太郎（日本 聖学院大学）
14.馬夢澤（中国 国士舘大学）
15.劉暢（中国 国士舘大学）
16..王イ琳（中国 国士舘大学）
17.王肖（中国 国士舘大学）
18.郭瑋傑（マレーシア JET日本語学校）

19.陳羿親（台湾 日本大学）
20.宮川里彩（日本 国際医療福祉大学）
21.今井陽（日本 国際医療福祉大学）
22.徐軻（中国 新宿日本語学校）
23.邵晨亮（中国 新宿日本語学校）
24.DO NGOC KHANH（ベトナム 東京工業大学）
25.PHAM KHANH UYEN（ベトナム 共立日語学院）
26.車濬亨（韓国 共立日語学院）
27.HOSSAIN MD HANNAN（バングラデシュ 共立日語学院）
28.劉佳（中国 共立日語学院）
29.游蕓菖（台湾 共立日語学院）
30.楊楚（中国 共立日語学院）
31.SURAKAMHENG NATTARIKA（タイ 国士舘大学）
32.ISLAMBEK UULU BEKZAT（キリギス 国士舘大学）
33.劉芳銘（中国 国士舘大学）
34.張素素（中国 国士舘大学）
35.曲飛（中国 国士舘大学）
36.董哲寧（中国 国士舘大学）

留学生33名、日本人学生3名が参加してくださいました★



道の駅かでな

美ら海水族館

イルカショー「オキちゃん劇場」や、大水槽を泳ぐジンベイザメの観察。
さらには巨大水槽の上にあがり、餌やりの様子を見学するなど、

貴重な体験をすることができました♪



今帰仁城跡

国の史跡に指定されている今帰仁城跡を観察！

古宇利島では、ビーチで思い出に残る写真をたくさん撮りました📷！



ホストファミリー板崎家のマキコさんへ

3日お世話になったユウです。今も日本語がまだ話せないし、そして初めてのホームステイで緊張して
いますが、お二人（ホームステイのママとパパ）に出会えて、本当に楽しかったです。
たった三日間でしたが、とても仲良くなったので別れがとても寂しくて辛かったです。
今度僕が沖縄に行ったときは、また会いたいです。 游 蕓菖（台湾）共立日語学院

ホストファミリー高江州義吉家のおじ、おばさんへ

おじ、おば、はいさい。今回の二泊三日間、いろいろお世話になりました。正直に言うと、最初東村の
体育館でおじに合うとき、少し懸念しました。なぜかというと、おじとスムーズにコミュニケーション
を取れるかなと思いました。しかし、おじと話し合い、すみやかに仲が良くなり、いろんな話をしまし
た。おじならではの魅力的な所を感じました。おばも毎日超美味しい料理を作ってくださり、本当にあ
りがたいです。そして、おばがとても親切で、感動しました。こちらで言いたいことを一言で言い切れ
ないですが、とにかく、またお合いしましょう。 JI JIA JUN（中国）武蔵野大学大学院



ホストファミリー宮城家の尚志夫婦さんへ

僕は半年ぐらい一人暮らしをしていますので、久しぶりでした。この3日に宮城さんの家族と一緒に住
んで、気分が良くなりました。木当に記憶に残る時間でした。色々な東村の面白い所に連れて行って、
また魚を釣ることが非常に楽しいでした。おばあさん－様々な美味しい料理を作ってくれて本当にあり
がとうこざいました。沖縄のホストファミリーのおじいさん、おばあさんを決して忘すれません誠にあ
りがとうございました。 ISLAMBEK UULU BEKZAT（キリギス）国士舘大学

ホストファミリー池原憲勇家の池原さんへ

2日のホストファミリーは一番楽しかったです。いろいろな話すはお父さんとお母さんに伝えたいです
が、感謝の気持を私なりに表しました。私は日本語で話して、自分でも拙い日本語を使っていると、
もっと日本語を勉強すればよかったと思った。二日はとっても短かったけれど、とても珍しくて貴重な
時間でした。お父さん、お母さんありがとうございました。

楊 楚（中国）共立日語学院



新垣幸子さんのお宅

ホストファミリー新垣家の新垣幸子さんへ

最初新垣さんと会う時、おじさんがずっと笑って、やさしいなと思います。私たちを連れって家に帰り
ました。そして、新垣幸子（おじさんの奥さん）と会いました。おばさんが大好きです。料理が上手と
思って、沖縄料理をたくさん作ってくれました。おじさんは82歳ですが、すごく健康です。運転もでき
る、さまざまのところにドライブに連れて行きました。

董 哲寧（中国）国士舘大学

ホストファミリー比嘉家の悟、三恵さんへ

2泊3日お世話になりました。おいしい料理をたべてもらって、雨の中でもいろいろな場所を紹介して、
本当にありがとうございました。パークゴルフはすごく面白くて楽しいです。ゴーヤいためも、餅も非
常においしいです。また、美くしい貝がもらって感動です。これは人生に刻む思い出になります。

蔡 書寧（中国）国士舘大学



ホストファミリー港川家の港川久美子さんへ

短い間でしたが、とてもお世話になりました。ありがとうございます。とてもおいしい沖縄料理を食べ
させてくれて嬉しかったです。民泊に参加しなければ体験できないものばかりでとても刺激になりまし
た。特におかし作りは、普段することのできないことだったので、印象にのこっています。家に帰った
ら、味を真似して作ってみようと思います。楽しく、充実した民泊生活がおくれたのは港川さんのおか
げです。改めてお礼を言います。本当にありがとうございました。今井 陽（日本）国際医療福祉大学

ホストファミリーの具志堅弘子さんへ

弘子さん、リンリンのことはまだ覚えているかな。リンリンは弘子さんとおとうさんはすごく思い出し
ています。弘子さん、おとうさん、おにさんはとてもやさしくて、リンリンの家族みたいです。弘子さ
んの家を戻りたいです。弘子さん、短い時間で生活をしていたけど、お世話になりました。心から感謝
の言葉をこめて本当にありがとうございます。やさしい、かっこいいおとうさん、ありがとうございま
す。おかあさん♡
DOAN THI MY LINH（ベトナム）聖学院大学



ホストファミリー妹尾望家のムーさんへ

ムーさん、最後まであいさつできまして、本当によかったと思います。ムーさんはやさしい人ですから、
この短い間に非常に楽しかったです。お世話になりました。たまちゃんに、リン君に、花ちゃんにいろ
んな話しをしたいのですが、やはり東京でいっぱい話しましょう。せひ東京に行ってください。ありが
とうございます。また、おめでとうございます。西西より。
陳 小冬（中国）武蔵野大学大学院

ホストファミリー安仁屋家の幸子さんへ

ホストファミリーの幸子さんの家に来て、はじめて日本人の家に入ることになりました。自分が思った
感じが違いました。幸子さんのご飯を食べて、中国に帰った感じでした。味がとても良いで、中国に帰
りたくなりました。おきなわ県民のあたたかさ、親切で東京に帰っても、何年が過きても忘れないと思
います。東京に帰って日本人や中国の友達とホストファミリー幸子さんの2泊3日の内容が終らないと思
います。来年は新入社員になって忙しいと思っているけど、時間があれば東村にまた来たいです。
崔 美玲（中国）西武文理大学



ホストファミリー仲村家の仲村拓蔵さんへ

私にとって、日本での生活は1年間しかないですので、沖縄に来るのは東京から離れたところで初めて
の研修です。最初は台風で初めての沖縄はどうなるのかを心配しました。東村で2泊3日、みんなと楽し
く過しただけではなく、今まで感したことのないほどリラックスして、リフレッシュした日々でした。
強い雨のせいで外の活動は難しかったですが、色々なところへ連れてくれて本当にありがとうございま
す。家にいるときみんなとしゃべる機会があったので、一人の家族のような感じをしました。沖縄そば、
タコスライス、全て素晴らしかったんです。しかし、最も印象に残ったのは東村の人の暖かさ、出会い
のすばらしさを感じたことです。 SURAKAMHENG NATTARIKA（タイ）国士舘大学

離村式＆BBQ

ホストファミリーの皆さん、本当にありがとうございました！



マングローブカヌー体験



終日自由行動♪

シュノーケリングで
海の魚を観察したり…

美浜アメリカンビレッジで
美味しいごはんを食べたり、
ショッピングをしました♪

バナナボートに乗って
マリン体験をしたり…

一番思い出に残っていることは、終日自由行動だと思う。スノーケル体験やビーチの散策で実際に海に入り、
間近で見る機会があった。普段ガイドブックやテレビなどで沖縄の美しい海をよく目にしますが、自の目で
近くから見る海は、写真や映像で見る海を越える美しさでした。海面が太陽の光を受けてキラキラ星が輝い
ているようでした。スノーケル体験では自然を存分に楽しむことできた。スノーケルでは、海の底まで見え
る程、透明度が高い海で色鮮やかな魚たちを見ることができた。海の底は砂ではなく、すべてサンゴ礁でし
た。すこし雨となったが、自然の大切さや生態系のしくみなどを学ぶことができた。また、いつか遊びに行
きたいです。 HIM CHANRITH（カンボジア）聖学院大学



那覇空港



①代表的な違いは食文化です。ベトナムでは食べ物を一人一人の分には分けずに、作った食
べ物は共用のお皿に盛りつけて、食事中、各自は自分が食べる分だけを自分のお椀に取って
食べる。自分の国との違いではないが、沖縄に来て久しぶりにヘチマを見ました。

②ホストファミリー新垣家の守儀／幸子さんへ
2白3日のホームステイはとても楽しかったです。台風13号の激しい雨にもかかわらず車で文
化・スポーツ記念館、サクシマスオウノキや沖縄本島の北端の辺戸岬へ連れてくれた守儀じい
さんにお礼を申し上げます。幸子おばあさんは毎日ごちそうを振る舞ってくれて、三線のひきか
たも教てくれて、ありがとうございました。ご家族の健康、心よりお祈り申し上げます。

③一番思い出に残っていることはホストファミリーの三線で自分の好きな曲を練習してひくこと
でした。なぜならば、いつかなにかの楽器をひこうかずっと思っていましたが、なかなか機会が
なかったからでした。今回の研修会のおかげで、ホストファミリーのおばあさんに沖縄の伝統
的な楽器である三線のひき方を教わって、好きな曲がひけて、感動しました。

①私の国ではお年寄りはだいたい家族のみんなと一掃に住んでいます。 でもホ−厶ステイの
人たちは家族の他の人たちと離れてお年寄り二人だけ住んでいます。 それでも二人は家の仕
事はだれにも手伝ってもらわないで自分でやっています。 これは私の国と違う習慣だと思い
ます。

②ホストファミリー新垣家の新垣幸子さんへ
色々お世話になって、心から感謝します。 たくさん美味しい料理を作ってくれて、色々な所を案
内してくれて本当にありがとうございます。 機会あればあなたの家にお邪魔すると思います。
体に気を付けてください。

③沖縄ヘ行く前温泉に入ったことがありませんですた。 沖縄ヘ行って初めて温泉に入るのは素
晴らしい経験でした。 最初は少し恥ずかしいですが、時間を過ごして気分がとても楽しくなり
ました。

参加者感想(抜粋)

参加学生には、以下の質問に答えていただきました！

➀東村の民家でのホームステイで感じた、自分の国（地域）の生活の違いを教えてください。
➁ホストファミリーの方へのメッセージを書いて下さい。
➂研修会の日程の中で、一番思い出に残っていることは？理由も教えてください。

※この感想文は学生の文章をそのまま掲載しています。

DO NGOC KHANH（ベトナム）東京工業大学

HOSSAIN MD HANNAN（バングラデシュ）共立日語学院



①一応このホームステイは普通に経験しないの体験もいっぱいある。すごく面白いかったです。
やはり农業体験は一番特別です。自分の国－マレーシアもあるけど、一度もしたなかった。そ
れと、マレーシアは生活が全日本で違うよ。すこし似ているのことまなし。

②ホストファミリー高江洲家の高江洲義吉さんへ
このホームステイは本当に楽しかったです。でもホームステイの時は、あまり話さなかったの
は、さょっと謝りたいです。せかく皆もいっぱい喋るだから、自分の日本語のレベルが弱いで
すから。それと、家で食べたの食物は全部美味かったですよ。ありがとう。

③一番思い出に残っていることは多分今日のシュノーケリング。初めて海なかの活動をしまし
た。沖縄の海がすごく綺麗です。それで、海へ入る時、景色は見にくい。珊瑚と魚はすごく綺
麗です。それと、友達と一緒に游ぶですから、この活動はもっと楽しくなりました。

①沖縄の文化と台湾の文化は同じくらいです。沖縄の肉食は豚ですが、台湾の作り方は割か
し多いし、たくさんの変化です。沖縄は大自然や野生動物をもっと大切にします。僕は東村立
山と水の生活博物館に行った時、自然の保護の態度が非常に真面目で厳しいです。それ以
外、東村の居民達は親しみやすいし、朗らか性格し、僕の心に深く刻ざんでいます。最後の文
に最重要なことは沖縄の海は本当に綺麗です。

②ホストファミリー池原家の憲勇さんへ
お父さん、お母さん、まごさん、この間、大変ありがとうございました。パパとママのことからい
ろいろなことを勉強になりました。ホームステイを自発的にするのは本当に感謝して、感心し
ます。外国人をいきなり家に泊めるのはくつろげないでしょう。皆さまの生活に差し支えるか
もしれないです。いつも奢ってくれて、何も手伝ってあげないが、まるで上げ膳据え膳のよう
な人です。この三日間は懇ろなもてなしを受けて心から感動しました。ママさんは、今度、もう
一度歌いましょう。パパさんは今度、もう一度飲みましょう。😊

③皆さん、今回この研修会に参加して本当に楽しかったです。いろいろな体験をもらったこと
だけでなく、世界から人々と出会ったも面白かったです。この旅は日本語を勉強して、フレン
ドリーな友達も作るのができます。この経験は絶対教科書から習うことができないです。いつ
も僕のモットーは「魚心あれば水心」です。なので、今回の研修会の収穫は大自然を守るこ
とを大切にして、人々の関係は純粋な楽しいことをもらえます。最重要のはこの間の思い出は
いつも僕の心に残っています。将来はいつかどこかで会えるかもしれないです。僕は楽しみ
にしています。😊

郭 瑋傑（マレーシア）JET日本語学校



今回開催した2019年9月沖縄・東村研修会には、留学生・日本人学生計36名が参加し
ました。

東村ホームステイでは、各家庭で沖縄料理を食べたり、釣りや東村観光をしたりしていま
した。留学生たちは国を離れて一人で日本に来ている人が多いため、家族の温かみを感じら
れたのではないでしょうか。日本人学生も留学生とのコミュニケーションがたくさんとれて
いるようでした。

自然体験は台風の影響で中止になってしまいましたが、代わりにマングローブカヌーを行
いました。 中止が決まり最初はとても残念がっていましたが、自然体験を楽しみにしてい
た学生たちはカヌーに乗ってやんばるの自然を存分に満喫して楽しんでいたようで良かった
です。

今回は台風の影響が非常に多く残念なことが多かったのですが、皆さんの笑顔を見るとと
ても安心しました。この研修会が皆さんの素敵な日本の思い出として残ってくれれば幸いで
す。ありがとうございました。

（引率：柴田）

今回開催した2019年9月沖縄東村研修会には、33名の留学生と3名の日本人学生の総勢
36名が参加しました。今回も中国、韓国を始め、カンボジアやキリギスなど、様々な国か
らの留学生が集まりました。

今回の研修会は、台風の影響で連日大雨の中での遂行となりましたが、悪天候の中でも積
極的に活動する学生達の姿がとても印象的でした。

2泊3日の東村ホームステイでは、それぞれの家庭でパインの収穫や、三線の演奏、釣り
などの体験をしたり、工場や博物館に出向いて文化や歴史について学びました。また、ホー
ムステイを通して、村の方々の優しさや温かさに触れ、学生達は人を思いやることの大切さ
を改めて噛みしめているようでした。

この研修会に参加し、様々な国の留学生と生活を共にしたことで、沖縄の文化や歴史だけ
でなく、異なる国の文化や考え方も学ぶことができたかと思います。こうして有意義な時間
を共有・共感したこの6日間の経験が、学生達の将来をより良いものにすることを願ってい
ます。

（引率：小島）

引率後記
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