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ＪＥＮＥＳＹＳ２０１６ 大洋州第５陣（招へいプログラム）  

（対象国：クック諸島，サモア，ソロモン諸島，ツバル, トンガ, ナウル, 

 バヌアツ，バラオ, フィジー，マーシャル，ミクロネシア連邦） 

（テーマ：貿易・投資・観光）の記録 

 

 

１．プログラム概要 

クック諸島，サモア，ソロモン諸島，ツバル, トンガ, ナウル,バヌアツ，バラオ, フ

ィジー，マーシャル，ミクロネシア連邦より貿易・投資・観光に関心を有す参加者 38

名が，2月 15日～2月 23日の 8泊 9日の日程で来日し，貿易・投資・観光をテーマと

したプログラムに参加しました。一行は，都内で国際機関太平洋諸島センターからの説

明を受け，その後，沖縄県を訪問し，スポーツイベントやキャンプ地誘致の取組を進め

る沖縄県体育協会を訪問したほか，日本の学生との交流やホームステイを実施しました。

一行は，プログラム中，貿易・投資促進の取組及び観光誘致促進に関する知見を深める

とともに，訪問地の魅力を多角的に感じる機会を持ったほか，日本の生活への理解と関

心を深め，各々の関心事項や体験について 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

ついてグループ毎に発表しました。  

 

【参加国・人数】 

38 名(クック諸島 2名，サモア 1名，ソロモン諸島 2名，ツバル 1名, トンガ 2名, ナ

ウル 1名,バヌアツ 1名，バラオ 2名, フィジー11名，マーシャル 5名，ミクロネシア

連邦 10名 ※50 音順） 

【訪問地】 

東京都，沖縄県 

 

 

２．日程    

2月 15日（水） 成田国際空港より入国 

2月 16日（木） 来日時オリエンテーション 

【訪問】国際機関 太平洋諸島センター 

2月 17日（金） 沖縄県へ移動 

             【貿易】那覇市沿岸漁業協同組合 

         【投資・観光】沖縄県体育協会（スポーツコミッション）訪問 

2月 18日（土）   

【講義】コープ沖縄  

【交流】農家民泊 
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2月 19日（日）  

【交流】農家民泊 

         【歴史・観光】 嘉手納基地 

2月 20日（月）  

【観光】首里城 

             【学校交流】学校法人興南高等学校 

2月 21日（火）  東京都へ移動 

【視察】都内視察 

2月 22日（水）  

【企業訪問】株式会社日本旅行 

報告会（訪日成果・帰国後の活動計画発表） 

交流会 

2月 23日（木） 成田国際空港より出国 

 

 

３．プログラム記録写真  

  

2月 16日 オリエンテーション 2月 16日 国際機関 太平洋諸島センター 

February 16th Orientation February 16th Pacific Islands Centre 
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2月 17日 那覇市沿岸漁業協同組合 2月 17日 沖縄県体育協会 

February 17th Fisheries Cooperative 

Association in Okinawa 

February 17th Janpan Sports Association in 

Okinawa 

  

2月 18日 コープ沖縄  2月 18日 農家民泊 

February 18th Co-op Okinawa February 18th Farm stay 

  

2月 19日 農家民泊 離島式 2月 20日 首里城 

February 19th Farm stay  February 20th Shurijo Castle 

  

2月 21日 学校法人興南高等学校 2月 22日 株式会社日本旅行 

February 21st Kohnan High school February 22nd Nipon Travel Agency  
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2月 22日 報告会 

February 22nd Reporting Session 

 

 

４．参加者の感想（抜粋） 

◆ クック諸島 学生 

このプラグラムは，私にとって一生に一度の貴重な経験となりました。それは言葉

では表すことができないほどです。また，同じ大洋州の島嶼国から来た仲間と訪日す

ることができたことは，とても素晴らしいことだと思います。この機会を通して異国

の友人と，友情・愛・文化のきずなを構築できました。 

◆ フィジー 学生 

JENESYS2016 をアレンジいただいたことに，外務省及び実施団体に感謝します。日

本は「美」「文化」「伝統」「温かい人々」によって世界から愛される国です。また日

本に戻ってきたいです。 

 

 

５．受入れ側の感想 

 ホームステイ受入者 

今回初めて外国人の民泊を引き受けましたが，みなさんとても明るく，短い時間で

したがとても有意義な時間を過ごすことが出来ました。今後は積極的に海外の方を受

け入れていきたいと思います。 

 自治体関係者 

講演中もメモを取ったり，終了後も個人的に職員に質問をしたりなど興味を抱いて

くれていた様子が見受けられ安心しました。また，自動販売機をもの珍しそうに笑顔

で写真撮影を行っていたのも印象的でした。 
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６．参加者の対外発信 

 
 

民泊についての発信 

伊平屋島のホストファミリーは私を家族

のように迎えてくれました。彼らはまるで

今日が最後の日のように毎日を楽しんで

いる姿が印象的でした。 

交流会についての発信 

帰国前の最後のディナーです。 

The parents that adopted me and my 

traveller sisters was vverryyy generous 

and kind and you name it just like what 

real parents will do. Iheyan people, 

they live and enjoy there day as if there 

is no tomorrow. 

Final dinner at Js café, Tokyo before 

departure the day after.  
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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 

・JENESYS同窓会に参加 

・家族や友人にプレゼンテーションを行う 

・ソーシャルメディアを使って発信 

・USPのサイトに記事を投稿する 

・家族や友人に伝えるために講義を行う 

・地元新聞や USP のサイトに記事を投稿 

・ソーシャルメディアを通して家族や友人と

プログラム経験を共有する 

アクション・プランの発表２ 

USP フィジーキャンパスの学生 

・JENESYS同窓会に参加 

・USP のオープンディに JENESYS のブー

スを作る 

クック諸島の学生 

・ビデオやニュースといった現地メディ

アを使って JENESYS事業や自身の経験

を発信 

・USPへ記事を提出 

マーシャル諸島の学生 

・学校でワークショップの催し 

ACTION PLAN 

・Christina T 

-Join The JENESYS Alumini 

-Present a PPT Presentation (Friends & 

Families) 

-Social Media 

・John L 

-Article on the USP Website. 

-Guest Lecture to share the experience to 

family and friends. 

・Kaelyn D 

-Feature piece for Wansolwara newspaper, 

the newspaper at the University of the 

South Pacific. 

-Inform family and friends through social 

media about the program. 

ACTION PLAN 

Participants from USP Fiji campus 

-Joining the JENESYS alumni. 

-Planing to make the JENESYS booth at 

the USP open day. 

 

Participant from Cook Islands 

-using local media such as video and 

news to promote JENESYS and her 

personal experiences.  

-Writing an article for the USP. 

 

Participants from Marshall Islands 

-Holding a small workshop in our local 

college for my classmates and other 

students.  

 


