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屋我地エコツーネット



 

月 日 時 間 日程 食 事 宿泊先 

2/23 

（土） 

バス 

07：30 

08：40 

11：10 

12：30 

15：30 

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 

住所：〒905-0205 

国頭郡本部町山川 1456 

TEL：0980-51-7700 

2/24 

（日） 

バス 

09：30 

11：00 

11：30 

11：45 

ホテル発 

本部港発（フェリー） 

伊江島着 

 

朝：○ 

 

昼：○ 

夜：○ 

民家ホームステイ 

2/25 

（月） 
終日 

 

 

 

 

 

朝：○ 

 

昼：○ 

 

夜：○ 

2/26 

（火） 

バス 

09：30 

10：00 

10：30 

11：20 

 

13：50 

 

 

16：00 

18：00 

 

伊江島発（フェリー） 

本部港着 

ひるぎ学園到着  

 

済井出ビーチ 

 

 

万座毛見学 

ホテル着 美浜アメリカンビレッジなどで自由夕食 

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 

2/27 

(水) 
終日 

 

 

朝：○ 

昼：× 

夜：× 

2/28 

（木） 

バス 

08：30 

09：00 

 

13：00 

15：20 

17：40 

ホテル発 

首里城見学 

那覇市内自由行動 

県庁前集合 

那覇空港発 (ＡＮＡ470) 

羽田空港着 解散 

朝：○ 

 

昼：× 

 
なし 

屋我地ひるぎ学園生徒とビーチクリーン活動 

① ビーチクリーン ②感想発表会・閉会式 

伊江島 入村式 

 

＜ホームステイ先での活動を選べます＞ 

・農業…さとうきび、島らっきょう、紅芋 など 

  ・畜産業…伊江島牛飼育、ヤギ・ポニーの世話 など 

  ・漁業…オキナワスギ・ヤイトハタ養殖 など 
            （内容は変わる可能性があります。） 

 

伊江島 離村式 

屋我地ひるぎ学園 交流会 一緒に給食を食べよう 

嘉手納空軍基地を 

一望できます！ 

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。 

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 etc. 

☜世界遺産 

牧志市場での昼食が

おすすめ！ 

韓国ドラマの撮影にも使われた絶景♪ 



1. 呂 宜雅（台湾 横浜市立大学）

2. 石川 早紀（日本 武蔵野大学）

3. 岩崎 真夕（日本 横浜市立大学）

4. PEIQI LYU（中国 中央大学）

5. 高橋 花奈（日本 武蔵野大学）

6. 高 爽（中国 中央大学）

7. HO MAN HEI（香港 筑波大学）

8. 王 彪（中国 千葉大学）

9. STELLA HENRIETTA（インドネシア 一橋大学）

10. 江 蕾蕾（中国 横浜国立大学）

11. 佐藤 晴（日本 東京外国語大学）

12. MARTINEZ MANCIA ANDRES ENRIQUE

（グアテマラ 筑波大学）

13. 呉 冕（中国 新宿日本語学校）

14. ALICE TESTUT（フランス 新宿日本語学校）

15. 曾 天驕（中国 筑波大学）

16. FANG HANXI（中国 東京工業大学大学院）

17. 胡 曉南（中国 東京工業大学大学院）

18. 黄 千（台湾 横浜国立大学）

19. CAI LINGZI（中国 東京工業大学大学院）

20. IBARROLA KARENZA RAELENE 

MANONGSONG

（フィリピン 東京国際大学付属日本語学校）

21. 李 喬智（中国 東京工業大学）

22. YANG YUYI（中国 筑波大学）

23. 汪 洋（中国 共立日語学院）

24. 曹 伊莎（中国 共立日語学院）

25. MAY MI HLAING 

（ミャンマー 共立日語学院）

26. 頼 衍達（台湾 共立日語学院）

27. LUO HUAN HUAN

（中国 共立日語学院）

28. 何 倩（中国 共立日語学院）

29. NOE NOE LIN HAN NAING

（ミャンマー 一橋大学）

30. 農 一鑫（中国 東京大学）



嘉手納基地で昼食♪

美ら海水族館へ♪



伊江島入村式！
ホストファミリーとご対面♪

フェリーで伊江島へ♪

留学生代表スピーチ
農 一鑫さん

（中国・東京大学）



各ホームステイ先で様々な
家業体験や文化体験をしました♪

金城博三さんのお宅

・岩崎 真夕（日本）
・江 蕾蕾（中国）
・呉 冕（中国）
・IBARROLA KARENZA 

RAELENE MANONGSONG
（フィリピン）

・STELLA HENRIETTA
（インドネシア）

・曾 天驕（中国）
・LUO HUAN HUAN

（中国）

小濱豊光さんのお宅



島袋美江子さんのお宅

・高 爽（中国）
・FANG HANXI（中国）
・黄 千（台湾）
・曹 伊莎（中国）

玉城賀律美さんのお宅

・呂 宜雅（台湾）
・高橋 花奈（日本）
・YANG YUYI（中国）
・何 倩（中国）



知念治夫さんのお宅

・ALICE TESTUT
（フランス）

・汪 洋（中国）
・NOE NOE LIN HAN 

NAING（ミャンマー）
・農 一鑫（中国）

古堅武守さんのお宅

・石川 早紀（日本）
・PEIQI LYU（中国）
・CAI LINGZI（中国）
・MAY MI HLAING

（ミャンマー）



宮城義勝さんのお宅

・王 彪（中国）
・MARTINEZ MANCIA
ANDRES ENRIQUE

（グアテマラ）

・李 喬智（中国）

並里盛雄さんのお宅

・HO MAN HEI（香港）
・佐藤 晴（日本）
・胡 曉南（中国）
・頼 衍達（台湾）



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！！

留学生代表スピーチ
王 彪さん

（中国・千葉大学）



屋我地ひるぎ学園の
子どもたちと
給食＆交流会♪

ゲームをしながら
自己紹介♪

だんだん緊張も
とけてきました♪

お待ちかねの給食♪

生徒が自分たちで配膳・
片付けをする姿に驚きました！



万座毛に寄って
からホテルへ♪

ゴミの島が日本の
面積の2倍だと

初めて知りました。

グループ毎に
感想をシェア
しました。
沢山の学びが
ありましたね。

屋我地ひるぎ学園の子どもたちと
ビーチクリーニング活動＠済井出ビーチ



ダイビングやシュノーケリングをしたり、琉球村や博物館な
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♪

沖縄FMラジオ生収録も体験♪

・MARTINEZ MANCIA ANDRES 
ENRIQUE（グアテマラ）

・黄 千（台湾）
・NOE NOE LIN HAN NAING（ミャンマー）



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♪

世界遺産 首里城見学♪



① 伊江島の民家で体験したことで、何が一番印象に残りましたか？その理由も教えてください。

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 ひるぎ学園の小学生との交流やビーチクリーン活動を通して、学んだことを書いて下さい。

※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！

呂 宜雅 さん（中国・横浜市立大学）
①伊江島の城山（ぐすくやま）を登るのが一番印象に残りました。独特な形に突き出

た山です。最初、火山だと思ったが、お母ちゃんに聞いたら、元々こういう形でした。
山頂まで登ってから、360度の眺めはとても綺麗でした。すごく開放感があって、気持
ちはよくなりました。目の前の風景は感動しました。

②お母ちゃん・玉城さんへ 二日間で、大変お世話になりました。ありがとうございま
す。いろいろなことを体験して、充実に過ごしました。お母ちゃんに沖縄の歴史、歌、
踊りなどの話をしてくれて、沖縄の文化を分かるようになりました。そして、星に関す
る知識も教えてくれて、とても勉強になりました。今回、天候がよくないので、星空を
見えなかったです。残念でしたが、また今度伊江島へ行って、お母ちゃんと一緒に星
空を見ましょう！！

③ひるぎ学園の生徒さんたちとの交流を通して、沖縄の小・中学校の様子を見て、
給食を食べて、一緒に遊びました。とても楽しかったです。校長先生から聞いて、少
子高齢化で、３年前に小学校と中学校を合併しました。学校の設備と資源を共有し
て、新たな校庭を作りました。廃校しないように、良い対策だと思っています。また、
ビーチクリーン活動を通して、自然の環境を守らないといけないと感じます。しかし、
ゴミ拾いよりゴミ減らしの方が大事だと思っています。エコ袋と水筒などを使うように
なります。

MARTINEZ MANCIA ANDRES ENRIQUE さん
（グアテマラ・筑波大学）

①晩ご飯の後の雑談。お出掛で、色々な名所を回って、外で何かをやりながらしゃべ
るのも楽しいけど、それよりむしろ腹いっぱいに食べた後で、くつろぎながらしゃべっ
た方が、色んなテーマが自然に出て来るし、話しに集中出来るから、より楽しく話せ
たと思う。そして、現地の人を深いレベルで知ることが出来たな～、とも思った。

②おかあ、おばあ、おじいさんへ 三日間、ありがとおございました。ノートにも書い
たんですけど、小さな異世界である伊江島を案内してくれて、ありがとおございました。
おかあ達のおかげで、筑波での日常生活から離れて、頭を休めることが出来ました。

③世界中の国はゴミの問題を抱えているのは知っているけど、ビーチクリーン活動を
体験することで、世界が抱えている問題の規模を実感出来ました。自分はゴミ袋２個
分のゴミを拾って、それでも中々重かったから、世界中のビーチにこれだけのゴミが
流れてくるなら、世界中のゴミの重さ（量）は、想像を超えるほどあるでしょうね。



STELLA HENRIETTA さん（インドネシア・一橋大学）
①今回は私の初めてのホームステイ経験です。行くの前にどんなホストファミリーの
家に泊まるのを心配していました。でも今はホームステイをしたのが本当に良かった
です。一番残る印象は伊江島の住民の優しさです。私はインドネシアの小さい町から
来ましたが、長い時間シンガポールに似てる大都市に住んでいるから、久しぶりの
人々の間の簡単で、暖かく関係も一度感じるのがとても嬉しいです。きれいな海岸に
歩いて、すてきなホストファミリーと一緒に食事しながら家族のように冗談するのは私
が一生に忘られないの思い出です。機会があったら、絶対に伊江島へもう一度行っ
て、優しいホストファミリーに会いたいです。

②お爺さんとお婆さんへ 毎日私たちのために、台所に忙しく美味しい料理を作るお
婆さんといつも私と冗談して、かわいいお爺さんと「ありがとうございます」と言いたい
です。そして、私の下手な日本語で自分の考えこととお爺さんとお婆さん言いたいこ
とをはっきり伝えられないことは本当にごめんなさい。短い時間だけお爺さんとお婆さ
んの家泊まっていたんですけど、この２泊は私にとってはとても意義深い経験と思い
出です。伊江島でお爺さんとお婆さんに会うことが本当に嬉しいです。もう一度伊江
島へ行ったら、もう一度お爺さんとお婆さんに会いたいです。これから、私は伊江島
に家族がいると思います。

③ひるぎ学園の小学生と交流の後で、もう一度夢を持つの大切が感じます。ビーチク
リーン活動の後でひるぎ学園の小学生と中学生達と自分の夢を相談するの時、学生
達の希望に満ちた目を見て、もう一度私が自分でやりたいものとか、夢とか探したく
なりました。子供の時私も夢がありますが、成長につれて私はだんだんに悲観的に
なりました。でも、学生達との交流の後で将来に楽観に向かるの重要を感じます。

IBARROLA KARENZA RAELENE MANONGSONG さん
（フィリピン・東京国際大学付属日本語学校）

①お父さんとお母さんの家は素敵な民家です。未来、このタイプの民家に住みたいで
す。お父さんとお母さんの娘さんたちは名古屋で働きます。そのため、お母さんはよく
さびしいです。また、お母さんは中国人です。伊江島ではほかの中国人はいないです。
はじめはお父さん以外、親しい人はいないです。遠いでも、娘さんたちのことをいつも
考えています。自分の母を思いついた。国で母は仕事をするなので、いつも忙しそう
です。寂しくないと思います。でも、母とお母さんは同じかもしれないので、母によく連
絡します。
②金城さんへ おとうとおかあ、2日間はお世話になりました。たくさんの話があります

ので、今、私の日本語が下手です。ちょっと悔しいと思いました。自信があれば、おと
うとおかあと、たくさんの話をしました。でも今から日本語の勉強を頑張ります。いろ
いろなありがとうございます。

③国でビーチクリーンしたことがあります。日本のビーチはもっときれいと思います。
日本ではごみ処理のルールがあるので、ビーチでごみが多いです。ほかの国から日
本のビーチでごみを来ます。これは大きい問題と思います。ごみをちゃんと捨てなけ
ればなりません。



今回開催した2019年2月沖縄・伊江島研修会には、留学生・日本人学生計30名が
参加しました。
研修会の２日目から４日目にかけて行った伊江島の民家ホームステイでは、地元の生
活や島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。天候にあまり恵まれず農作業などを十分に
行うことはできませんでしたが、その分ホストファミリーの方々とじっくり話し合う時間が持
て、伊江島や沖縄の歴史、文化、互いの国の話などに花を咲かせ、多くの学びを得たよ
うです。
ひるぎ学園の小・中学生との交流会では、日本の子どもと遊ぶのは初めてという留学
生も多く、皆とても楽しんでいました。特に日本の給食制度に感動する留学生が多く、子
ども達が自分たちで準備し配膳する姿に、自分の国では見られない、と感銘を受けてい
る様子が印象的でした。また子どもたちと一緒に行ったビーチクリーンでは、綺麗な海か
らは想像できないゴミの多さに驚くとともに、ゴミを拾うだけでなくゴミの量を減らす努力が
必要だという意見が多く聞かれ、環境問題について再考する良いきっかけとなったようで
した。
その他にも、美ら海水族館で世界一の水槽を眺めたり、首里城を見学したり国際通りを
散策したりと、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）

今回開催した2019年2月沖縄伊江島研修会には、総勢30名の学生が参加しまし
た。参加学生の出身国は中国、台湾、グアテマラやフランスなど、様々な国の学生
が集まりました。
研修会の2日目から4日目には、伊江島にてホームステイを行いました。各家庭で
は、農作業・畜産業などの家業や、フォトフレーム作り・沖縄料理作りなどを体験し、
島の生活や、歴史を学びました。2泊3日のホームステイを終え、島を離れる時には、
ホストファミリーのおじい・おばあ、おかあさん・おとうさんとの別れを惜しみ、涙を流す
学生たちの姿がとても微笑ましく、印象的でした。学生たちにとってこのホームステイ
は、沖縄の生活や歴史だけでなく、人の温かさに改めて触れる大変貴重な経験に
なったと思います。
充実したホームステイを終え、島を出発した後は、屋我地ひるぎ学園の小中学生と
交流会・ビーチクリーン活動を行いました。沖縄の綺麗な海・砂浜とは裏腹に、多くの
ごみが捨てられている事実に驚いたようでした。ビーチクリーン活動を終えた学生は、
「母国の海でもビーチクリーン活動を行いたい」と話すなど、学生たちの環境保護に対
する意識が高まったように思います。
その他にも、5日目の自由行動ではそれぞれダイビングやシュノーケリングに挑戦し
たり、琉球村に出向いたりと、沖縄の自然を肌で感じることが出来ました。
研修会最終日は、生憎の天気ではありましたが、世界遺産である首里城を訪れ、
沖縄を取り巻く歴史を学んだり、母国の歴史を思い返してみたりと意味深い時間を過
ごしました。
こうして普段の生活を離れ、研修会に参加したことで、沖縄の大自然や人の温かさ
に触れ、違う国籍の者同士で共有・共感したこの6日間の経験が、学生たちの将来を
より良いものにすることを願っています。 （撮影：小島）



当財団では、夏にも沖縄・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。冬とは違った
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9月沖縄・東村研修会
9月4日（水）～9月9日（月）5泊6日（予定）

◆2019年9月北海道・標津研修会
9月5日（木）～9月10日（火）5泊6日（予定）

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


