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JENESYS2017 招へいプログラム第 9陣の記録  

対象国：ベトナム，ラオス，フィリピン 

テーマ： (文化) 日本語コミュニケーション・日本文化交流 

 

 

１．プログラム概要 

対日理解促進交流プログラム「JENESYS2017」の一環として，ベトナムより高校生お

よび引率者 22名，ラオスより高校生，大学生および引率者 18名，フィリピンより高校

生および引率者 21 名が 2017 年 11 月 14 日～11 月 21 日の日程で来日し，「日本語コミ

ュニケーション・日本文化交流」をテーマとしたプログラムに参加しました。 

一行は，都内で日本の歴史や文化についての講義を受けた後，それぞれの地方にて，

ホームステイを体験し，実際に家族と日本語でコミュニケーションを取り，地元の人々

とも交流し，各県の歴史や文化も学びました。 

また，日本滞在中に得た，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。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】 

ベトナム 22名，ラオス 18名，フィリピン 21名  

【訪問地】 

東京都（61名），千葉県（22名），石川県（18名），福島県（21名） 

 

２．日程    

ベトナム 

11月 14日(火) 来日 

 【歴史的建造物等視察】皇居 

 【オリエンテーション】 

11月 15日(水) 【日本理解講義／基調講演】 

 【文化体験】江戸深川資料館 

 【歴史的建造物等視察】浅草（浅草寺・仲見世） 

11月 16日(木) 【学校訪問】明治大学 駿河台キャンパス 

 都内から千葉県へ移動 

 【歴史的建造物等視察】赤城神社・光明院 

 【文化体験】一茶双樹記念館 (和菓子・ほうじ茶） 

 【地方自治体表敬訪問】流山市役所 

11月 17日(金) 【地域産業・企業視察】商店街視察 （布団屋 / 畳屋） 

 【歴史的建造物等視察】街中ミュージアム 

 【地域産業・企業視察】流山キッコーマン株式会社・みりん工場 
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 【歴史的建造物等視察】浅間神社 

 【ホームステイ対面式】 

11月 18日(土) 【ホームステイ】 

 【昼食交流会】 

11月 19日(日) 【ホームステイ】 

 【ワークショップ】 

11月 20日(月) 地方から都内へ移動 

 【最先端技術視察】日本科学未来館 

 【商業施設訪問】お台場 

 【報告会】 

11月 21日(火) 離日 

 

ラオス 

11月 14日(火) 来日 

 【歴史的建造物等視察】皇居 

 【オリエンテーション】 

11月 15日(水) 【日本理解講義／基調講演】 

 【歴史的建造物等視察】浅草（浅草寺・仲見世） 

 【都内視察】東京タワー 

11月 16日(木) 都内から石川県へ移動 

 【地方自治体表敬訪問】金沢市役所 

11月 17日(金) 【歴史的建造物等視察】兼六園・金沢城公園 

 【学校交流】金沢大学 

 【ホームステイ対面式】 

11月 18日(土) 【ホームステイ】 

11月 19日(日) 【地域の人々との交流会】 

 【ワークショップ】 

11月 20日(月) 地方から東京都へ移動 

 【商業施設訪問】お台場 

 【報告会】 

11月 21日(火) 離日 

 

フィリピン 

11月 14日(火) 来日 

 【オリエンテーション】 

11月 15日(水) 【日本理解講義／基調講演】 

 【文化体験】江戸深川資料館 

 【歴史的建造物等視察】浅草（浅草寺・仲見世） 

11月 16日(木) 都内から福島県へ移動 

 【地方自治体表敬訪問】南会津町役場 
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11月 17日(金) 【文化体験】雪室見学，前沢集落見学 

 【学校交流】福島県立南会津高等学校 

 【ホームステイ対面式】 

11月 18日(土) 【ホームステイ】 

11月 19日(日) 【地域の人々との交流会】 

 【ワークショップ】 

11月 20日(月) 地方から都内へ移動 

 【商業施設訪問】お台場 

 【報告会】 

11月 21日(火) 離日 

 

３．プログラム記録写真  

（全グループ：東京都訪問） 

  

11/15【日本理解講義／基調講演】 11/20【報告会】 
 

 

（ベトナム：千葉県訪問） 

  

11/16 【歴史的建造物等視察】赤城神社 11/16【地方自治体表敬訪問】流山市役所 

  

11/17【地域産業・企業視察】流山キッコー

マン株式会社 
11/19【地域の人々との交流会】 
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（ラオス：石川県訪問） 

  

11/16【地方自治体表敬訪問】金沢市役所 11/17 【歴史的建造物等視察】金沢城公園 

  

11/17【学校交流】金沢大学 11/19【地域の人々との交流会】 

 

（フィリピン：福島県訪問） 

 

 

11/16【地方自治体表敬訪問】南会津町役場 11/17 【文化体験】前沢集落見学 

 
 

11/17【学校交流】福島県立南会津高等学校 11/18【ホームステイ】 
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４．参加者の感想（抜粋） 

ベトナム 

◆ ベトナム 学生 

 日本を訪れる機会を頂きとても嬉しかったです。今回の訪日で多くの知識や体験を得ることが出

来ました。日本理解講義は日本という国，日本人，日本の現状，良い面と悪い面ついて理解を深

めることができました。これらの情報は今後日本へ留学する際にとても役に立つと思いました。プ

ログラムの中で一番楽しかったのはホームステイです。ホームステイを通じて，日本の伝統的な

料理や家庭でのマナー，着物の着方について知ることができました。日本人は丁寧で，穏やかで，

いつも親切にしてくれ，日本人のことが大好きになりました。別れる時はとても寂しかったです。 

 

◆ ベトナム 学生 

 畳屋や布団屋を見学し，日本の伝統や日本人についての理解を深めることができました。畳や

布団の作り方はとても興味深かったです。見学後は職人が心を込めて作った物をもっと大事にし

ようという気持ちになりました。ホームステイ先では温かく迎えられ，とても丁寧に世話をしていた

だきました。ホストファミリーはとても親切でした。お母さんの料理はとてもおいしく，お父さんは子

供の世話が上手でした。知らない人の家なのに，こんなに心が温かく感じたのは初めてです。とて

も感動したので，日本人の良い性格を見習いたいと思いました。 

 

ラオス 

◆ ラオス 学生 

 今回の訪日を通じて，日本からたくさんのことを学び，自分自身の世界観が広がったことを嬉しく

思っています。初日には皇居を訪れ，日本の歴史と文化に触れることができて感動しました。また，

ベトナムやカンボジアの学生にも出会うことできて嬉しかったです。金沢大学では，日本の大学生

と友達になれて本当に良かったです。金沢市役所では，市の観光客誘致政策や，文化保護，日

本人の昔の生活を金沢の人々が守っていることを知りました。ホームステイでは，温かいおもてな

しを受け，食事もとても美味しかったです。優しいホストファミリーのお陰で，日本人の生活を知る

ことが出来ました。 

 

◆ ラオス 学生 

 日本理解講義では，商品開発の際，実際にその商品を使う人の気持ちになり，消費者のニ

ーズをよく理解することによってより良い商品を生み出すことができることを知りました。金沢

市役所では，地域の人々の生活を守りながら開発も行わなければいけないという，開発と保

全の両立についての政策を学ぶことができました。このプログラムを通して，日本人だけでな

くたくさんの人々と出会い，自分はもっと頑張らなければいけない，という気持ちになりました。

日本で得た知識や経験を活用し，もっと成長していきたいと思います。 

 

フィリピン 

◆ フィリピン 学生 

 高校生との交流は，とても良い思い出になりました。どのようにお茶を飲むのか，書道をす

るのかを学ぶことができました。時間は短かったですが，苦い抹茶がとても気に入りました。 
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南会津町舎は，殆どすべてが地元の木材で作られていてとても驚きました。日本の技術者た

ちは資源をなんと上手に利用するのでしょう！驚かずにはいられませんでした。ホームステイ

は，最初少しぎこちなく感じましたが，ホストファミリーが歓迎してくれ，徐々に慣れて居心地

がよくなりました。ホストファミリーにお別れを言うのがとても辛かったです。日本へ留学するプ

ログラムがあると知ってとても驚きました。是非，応募してみたいと思います。 

 

◆ フィリピン 学生 

 成田空港に降り立って，あまりの寒さに驚きました。一番の思い出は，高校での交流会でし

た。生徒は皆とても親切でした。言葉の壁があって最初は中々慣れませんでしたが，楽しむこ

とができ，別れるのがとても辛く思わず泣いてしまいました。彼らと離れたくなかったです。ホ

ームステイは，知らない日本人の家に泊まることは初めてだったので，最初はとても緊張しま

した。ホストファミリーのお母さんは，美味しい料理をたくさん作ってくれたので，私たちはいつ

もお腹がいっぱいでした。必ず日本に戻ってきて，ホストファミリーをまた訪ねたいと思いま

す。 

 

５．受入れ側の感想 

ベトナム 

◆ ホストファミリー 

 初めての受入れ，また，普段交流することが少ない世代の高校生ということで，戸惑

いがあるかと思っていましたが，家でたこ焼きを作ったり，一緒に出掛けたり，日常の

生活を一緒に楽しめたことが何より良かったです。 

 

◆ホストファミリー 

 一緒にご飯を作り，ベトナム料理も振舞ってくれて感激でした。今回の経験を基にまた次回

も機会があれば受け入れたいと思っています！貴重な機会をありがとうございました。 

 

ラオス 

◆ホストファミリー 

 一緒に出かけたり，食事をすることで，家族のように過ごすことが出来ました。朝食を一緒

に作り，こたつに入って折り紙をしながら会話して楽しい時間を過ごすことが出来ました。日本

語がとても上手でフレンドリーな学生だったので，こちらもとても楽しめました。 

 

◆ホストファミリー 

 日本語が大変堪能でコミュニケーションが取れて良かった。なんでも喜び感謝の心を表し

てくれたので気持ちが良かった。  

 

フィリピン 

◆ ホストファミリー 

 何度もホームステイの受入れを行っていますが，毎回思うことは，とても素直だということで

す。言葉は少しくらい通じなくても，２～３日一緒にいれば何を言いたいのか分かってきます。
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今回の学生たちも元気が良く楽しかったです。 

◆ ホストファミリー 

 言葉の通じない不自由さを感じさせない交流が出来ました。季節感を喜んでくれました。と

ても礼儀正しい学生でした。 

 

６．参加者の対外発信 

  

(ベトナム)みりんについての発信

(Facebook) 

日本料理に欠かせないみりんの生産工場で

はみりんの生産プロセスを学び，工場の三

つの特徴的な調味料，「つゆ，醤油，みりん」

のティスティングも出来ました。そして毎

日の食事では，みりんを使った数々の料理

を堪能できました。 

(ベトナム)ホームステイについての発信

(Facebook) 

今回の日本訪問では沢山の思い出が出来ま

した。その中でも，ホームステイは忘れら

れない思い出となりました。これらの美し

い思い出を作ってくれたホストファミリー

に大変感謝しています。 

  

(ラオス)景色についての発信(Facebook) 

とても良い雰囲気！雨の感じもちょうどよ

く，ロマンチック。 

(ラオス)ホームステイについての発信

(Facebook) 

私のホストファミリーはとても親切です。

楽しかった，嬉しかったです。どうもあり

がとうございました。 
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(フィリピン)南会津町についての発信

(Facebook) 

町の 85％は森林に覆われている。森林の

20％は植林された木である。南会津庁舎建

設にはすべて地元の木材が使われている。 

( フ ィ リ ピ ン ) 日 本 に つ い て の 発 信

(Facebook) 

ついに日本に到着。 

 

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①(ベトナム） 

「ベトナムにおけるゴミ分別に対する意識

の改善」をテーマに参加者の在籍する学校

でセミナーの開催や，プログラムのビデオ

作成，また，ゴミの分別について学生に伝

えていくことを行う。 

アクション・プランの発表②(ラオス) 

ラオス語と日本語で作成した日本に関する

記事を Facebookに掲載し，日本に関する問

い合わせにも対応する。 

 

アクション・プランの発表③（フィリピン） 

ウェブサイトを立ち上げ，プログラムでの経験内容を動画配信する。サイトには，視聴

者が関心のある地域を地図上でクイックすると写真や簡単な解説が表示されるようにす

る。また，経験したこと，発見したことを写真も利用し SNSで発信する。 

 


