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ＪＥＮＥＳＹＳ２．０ 

日 ASEANオセアニア青少年交流(第１陣) 

 

１ プログラム概要 

ASEAN10か国及び東ティモール・オーストラリア・ニュージーランドから，「お祭り」を 

テーマに 12月 2日（月）～12月 10日（火）の日程で，高校生・大学生の 359名が来日

しました。一行は，東京で歴史的建造物や最先端技術の見学をした後，9班に分かれ，そ

れぞれ山口県，長崎県，広島県，島根県，高知県，和歌山県，静岡県，千葉県，茨城県を

訪問し，自治体の表敬，学校交流，企業訪問，テーマに基づく文化視察や文化体験を行い，

各地域特有の魅力を感じる機会を持ちました。その後，東京に戻り日本を含めた 14か国の

若者と「JAPAN-ASEAN-OCEANIAN Festival」に参加し，伝統舞踊の披露や日本の歌を合唱し，

交流を深めました。 

 

【参加国・人数】 

ASEAN諸国他 13か国 計 359名 

ブルネイ（22名），カンボジア（22名），インドネシア（23名※団長 1名含む）， 

ラオス（22名），マレーシア（22名），ミャンマー（22名），フィリピン（22名）， 

シンガポール（19名），タイ（22名），ベトナム（22名），東ティモール（22名）， 

オーストラリア（79名），ニュージーランド（40名） 

 

【訪問地】 

東京都（全員），山口県（40名），長崎県（39名），広島県（40名），島根県（40名），

高知県（40名），和歌山県（39名），静岡県（40名），千葉県（40名），茨城県（40名） 

 

 

２ 日程 

１２月２日（月）又は３日（火）  

成田国際空港，羽田空港より入国 

 

１２月３日（火） 

来日オリエンテーション 

 

１２月４日（水） 

都内見学（浅草・秋葉原・日本科学未来館），Festivalに向けた練習 

 

１２月５日（木）～１２月７日（土） 

９つのグループに分かれ，山口県，長崎県，広島県，島根県，高知県，和歌山県， 

静岡県，千葉県，茨城県を訪問し，７ 日（土）に東京へ移動 
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＜山口県訪問＞ 

【見学】海峡ゆめタワー，下関酒造株式会社，下関市立しものせき水族館「海響館」， 

下関消防防災学習館，豊田ホタルの里ミュージアム，【表敬】下関市長，【学校交流】 

公立大学法人下関市立大学，【文化体験】そば打ち，豆腐作り，農業，餅つき，故郷温座堂

太鼓，温泉等，ファームステイ 

 

＜長崎県訪問＞ 

【見学】田中鎌工業有限会社，くらわん館（波佐見焼工場），大村オフスパーク内企業， 

長崎平和公園，長崎原爆資料館，【表敬・交流】大村市，地域の方々との交流会， 

【学校交流】学校法人 向陽学園 長崎リハビリテーション学院，【文化体験】鍛冶屋の刃物

制作，絵付け，いちご狩り・いちご大福作り，ファームステイ 

 

＜広島県訪問＞ 

【見学】賀茂泉酒造株式会社，株式会社サタケ，原爆ドーム，平和記念資料館，【講義】 

東広島市の観光，西条の酒まつりについて，【表敬】東広島市，【学校交流】広島大学(東広

島キャンパス)，【文化体験】そば打ち，搾乳，ファームステイ 

 

＜島根県訪問＞ 

【見学】ヨシワ工業株式会社六日市工場，神社，大井谷棚田，【表敬】吉賀町役場，【講義】

吉賀町の紹介・祭りについて，【交流】地域の方々との交流，【学校交流】島根県立吉賀 

高等学校，【文化体験】茶道，温泉，石見神楽の鑑賞，折り紙，ファームステイ 

 

＜高知県訪問＞ 

【見学】国宝豊楽寺薬師堂，梶ヶ森天文台天体観測，本山さくら市，高知おおとよ製材 

株式会社，ＪＡ土佐れいほく（柚子搾汁施設），【表敬・交流】大豊町役場，地域の方々と

の交流，【学校交流】高知県立高知追手前高等学校，【文化体験】庵谷星神社百手（弓打ち），

永渕神楽・獅子舞，ファームステイ(豆腐・うどん作り，炭焼き，野菜収穫) 

 

＜和歌山県訪問＞ 

【見学】花王株式会社和歌山工場，花王エコラボミュージアム，道成寺宝物殿，【表敬・ 

交流】日高川町，地域の方々との交流，【学校交流】和歌山県立海南高等学校，【文化体験】

道成寺絵解き説法，ファームステイ 

 

＜静岡県＞ 

【見学】富士山本宮浅間大社，富士高砂酒造，プラネタリウム，丸富製紙株式会社富士根

工場，土肥金山，富士宮祭り山車，【講義】富士宮まつりについて，【表敬・交流】三島市，

【学校交流】日本大学 国際関係学部，【文化体験】ところてん作り，みかん狩り，砂金 

採り，民泊(あじ開き・魔除け作り) 
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＜千葉県＞ 

【見学】富津市消防防災センター，高家神社，円蔵院，石堂寺，道の駅とみうら枇杷倶楽

部，館山市博物館（館山城），野島埼灯台，川口蓄養場，【表敬】南房総市，【学校交流】 

城西国際大学 安房キャンパス，【文化体験】祭囃子，あじの３枚おろし，みかん狩り， 

太巻き寿司作り 

 

＜茨城県＞ 

【見学】茨城県天心記念五浦美術館，野口雨情記念館，漁業歴史資料館よう・そろー， 

六角堂(重要文化財)，根本酒造株式会社，【講義】御船祭について，震災学習，【表敬・ 

交流】北茨城市，茨城大学ボランティア学生との交流，【文化体験】水墨画模写，古民家で

の田舎料理作り，餅つき，すき絵 

 

１２月８日（日） 

日-ASEAN-Oceanian フェスティバル 

 

１２月９日（月曜日） 

報告会（訪日成果・帰国後活動計画発表） 

 

１２月１０日（火曜日）  

成田国際空港，羽田空港より出国  

 

 

３ 写真 

都内プログラム（前半） 

  

成田空港到着 
オリエンテーション・ミーティング： 

柳アジア大洋州局審議官のご挨拶 

Arrival at Narita Airport Welcome speech by Mr. Yanagi, Deputy 

Director-General, Asian and Oceanian 

Affairs Bureau, MOFA at the orientation 
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meeting 

 

 

お台場視察 東京駅視察 

Sight-Visit： Daiba Sight-Visit： Tokyo Station 

  

浅草・浅草寺視察 日本科学未来館見学 

Cultural Sight-Visit: Asakusa Visit National Museum of Emerging Science 

and Innovation 

地方プログラム 

  

海響館（下関水族館）見学 餅つき体験 

Tour Shimonoseki Marine Science Museum 

Kaikyokan 

Pounding rice cake experience 
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故郷温座堂太鼓講習と体験 波佐見焼絵付体験 

Lecture of Kokyo Onzado drum  Experience Hasami porcelain painting 

  

大村市民との交流会 いちごでお菓子作り体験 

Citizen fellowship meeting Experience Japanese sweets making 

  

賀茂泉(酒蔵)見学 サタケ（精米機メーカー）見学 

Kamoizumi sake brewery tour Factory tour at Satake(rice polishing 

machine maker) 
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田舎暮らし体験 石見神楽見学 

Experiencing farming Attending  Iwami kagura ( shinto music and 

dance performance) 

  

県立吉賀高校訪問 吉賀町民との交流会 

School Exchange: Shimane prefectural Yoshika 

high school 

Citizen fellowship meeting 

  

庵谷星神社参拝 高知県立高知追手前高校訪問 

Visit Ionotani hoshi shrine Visit Kochi prefectural Kochi-Otemachi high 

school 
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うどん作り 花王株式会社和歌山工場見学 

Udon (Japanese noodle) making Tour Kao corporation Wakayama plant 

 

 

日本茶体験 和歌山県立海南高校訪問 

Green tea experience Visit Wakayama prefectural Kainan high 

school 

 

 

富士宮やきそばとお好み焼き 丸富製紙富士根工場見学 

Fujinomiya fried noodle and Okonomiyaki(meat 

and vegetable pancakes) 

Marutomi Paper Fujine factory tour 
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ところ天作り体験 富津市消防防災センター庁舎見学 

Tokoroten making Visit Futtsu city Fire and Disaster 

Prevention Center 

 

 

高家神社で庖丁式の見学 太巻き寿司作り体験 

Observe Takabe shrine knife cutting ceremony Making Sushi roll 

   

御船祭のレクチャー すき絵体験 

Lecture of Mifune Matsuri Sukie (Traditional paper craft) making 
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根本酒造にて酒蔵見学 

Tour of Nemoto sake brewery 

都内プログラム（後半） 

 

 

フェスティバル(ニュージーランド) フェスティバル（東ティモール） 

Japan-ASEAN-Oceanian Festival(New Zealand) Japan-ASEAN-Oceanian Festival(Timor Leste) 

 

 

フェスティバル（タイ） フェスティバル（ブルネイ） 

Japan-ASEAN-Oceanian Festival(Thailand) Japan-ASEAN-Oceanian Festival(Brunei 

Darussalam) 
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フェスティバル（カンボジア） フェスティバル（インドネシア） 

Japan-ASEAN-Oceanian Festival(Cambodia) Japan-ASEAN-Oceanian Festival(Indonesia) 

 

 

フェスティバル（ラオス） フェスティバル（マレーシア） 

Japan-ASEAN-Oceanian Festival(Lao PDR) Japan-ASEAN-Oceanian Festival(Malaysia) 

 

 

フェスティバル（ミャンマー） フェスティバル（フィリピン） 

Japan-ASEAN-Oceanian Festival(Myanmar) Japan-ASEAN-Oceanian Festival(Philippines) 
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フェスティバル（シンガポール） フェスティバル（ベトナム） 

Japan-ASEAN-Oceanian Festival(Singapore) Japan-ASEAN-Oceanian Festival(Viet Nam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェスティバル（オーストラリア） グループセッション、報告会（茨城） 

Japan-ASEAN-Oceanian Festival(Australia) Group session, reporting meeting(Ibaraki) 

 

 

グループセッション、報告会（山口） グループセッション、報告会（長崎） 

Group session, reporting 

meeting(Yamaguchi) 

Group session, reporting meeting(Nagasaki) 
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グループセッション、報告会（広島） グループセッション、報告会（島根） 

Group session, reporting 

meeting(Hiroshima) 

Group session, reporting meeting(Shimane) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループセッション、報告会（高知） グループセッション､報告会(和歌山) 

Group session, reporting meeting(Kochi) Group session, reporting meeting(Wakayama) 

 

 

グループセッション、報告会（静岡） グループセッション、報告会（千葉） 

Group session, reporting meeting(Shizuoka) Group session, reporting meeting(Chiba) 
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４ 参加者の感想（抜粋） 

・今回の体験では、日本の文化だけでなく、プログラムに参加をしていた様々な国の人々

から他国の文化を学び、異文化の良さを理解することが出来ました。国と国との間の友好

関係を維持するためには、異なる文化を認め、互いに尊重する事が大切であることを実感

しました。また、世界に対する自分の理解が深まったと感じています。そして、今回この

プログラムに参加した人たちとの出会いや、日本滞在中の貴重な経験、忘れられない思い

出を、是非友人・知人等と共有したいと思っています。    （オーストラリア／女性） 

 
 

・第一に、日本がいかに美しいかということ、また日本文化、そして日本人の自分自身に

対する義務、他人に対する義務といった私が知り得たこと全てを友達に話したいです。第

二に、食べ物について、日本でハラルフードを探すのがいかに大変であるかを友達に話し

たいです。しかし、それが日本なのです、美しい都市、清潔さ、高層ビル、そして人のい

い人々。                          （インドネシア／男性） 

 
 

・プログラムで最も印象に残ったことは、ファームステイと私が味わった様々な日本料理

です。私たちの文化とは本当に違いました。もうひとつ、大都市生活の中での高層ビルで

す。日本人がどのように地方と都会でその伝統を保護しているのかということにも感銘を

受けました。ファームステイから得た経験、様々な観光地訪問、おいしい健康的な食べ物、

伝統と文化、日本人の生活水準、高度な経済発展、特に日本人の他人へ対するホスピタリ

ティと純粋さについて、自国で共有したいと思います。アリガトウ日本！私の人生におけ

る素晴らしい 8 日間をありがとう。今後私の行くところにはどこにでも確実にこの経験を

携えることでしょう。                     （フィリピン／女性） 

 
 

・日本の生活様式や日本人のアイデンティティについて共有したいと思います。また、国

際関係や地球規模の関係を開拓することへの興味を促すと同時に、文化や日本語の知識・

経験を共有したいと思います。素晴らしい思い出や写真、経験（特に海外の友達ができた

こと、高校を訪問したこと、素敵なホストファミリーと過ごしたこと）すべてを共有する

ことが楽しみです。                    （オーストラリア／女性） 


