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ＪＥＮＥＳＹＳ２．０ 

日・ASEAN・オセアニア青少年交流第２陣 

訪問日程 平成２６年５月２６日（月）～６月３日（火） 

 

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高校生・大学生

等の青少年 364 名が来日し、東京で歴史的建造物や最先端技術の見学をした後、山形県・

福島県・茨城県・千葉県・静岡県・長野県・島根県・高知県・鹿児島県を、9班に分かれて

訪れました。 

来日した青少年は、各自治体の表敬訪問や学校交流、企業訪問、伝統文化・生活文化・農

漁村文化の体験をし、各地域特有の魅力を体験しました。 

各地から東京に戻り、主要テーマである「日・アセアン・オセアニアン フェスティバル」

が開催され、日本を含む 14か国の青少年が、各国の伝統舞踊の披露や日本の歌を合唱、日

本文化体験を通じ交流を深めました。 

 

【参加国・人数】 

ASEAN諸国他 13か国 計 365名 

ブルネイ（22名）・カンボジア（23名）・インドネシア（24名：団長 1名を含む。）・ラ

オス（23名）・マレーシア（23名）・ミャンマー（23名）・フィリピン（23名）・シンガ

ポール（16名）・タイ（23名）・ベトナム（23名）・東ティモール（23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）・山形県（40名）・福島県（40名）・茨城県（40名）・千葉県（42名）・

静岡県（41名）・長野県（41名）・島根県（41名）・高知県（40名）・鹿児島県（39名） 

 

 

２ 日程 

 

5月 26日（月曜日）又は 27日（火曜日） 

成田国際空港／羽田空港から入国 

 

5月 27日（火曜日） 

来日オリエンテーション、フェスティバルに向けた練習、政府関係者への表敬（一部代表

学生） 

 

5月 28日（水曜日） 

【見学】都内（浅草，原宿等）、日本科学未来館 
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5月 29日（木曜日）～5月 31日（土曜日） 

9班に分かれ（山形県・福島県・茨城県・千葉県・静岡県・長野県・島根県・高知県・鹿児

島県）、それぞれの県を訪問 

地方プログラム後、31 日（土曜日）に東京へ移動 

 

＜山形県＞ 

【表敬】飯豊町役場，【学校交流】県立置賜農業高校，【企業訪問】大岸製作所,【見学】散

居集落展望台,【文化体験】獅子頭、笛、太鼓、ファームステイ、農業 

 

＜福島県＞ 

【表敬】喜多方市役所，【企業訪問】環境センター山都清掃工場、雪室，【見学】喜多方蔵

の町並み,【学校交流】会津大学，【文化体験】喜多方の祭り、ファームステイ、農業 

 

＜茨城県＞ 

【表敬】石岡市，【見学】石岡市街（看板建築），茨城県フラワーパーク、筑波宇宙センタ

ー，【企業訪問】ナショナル製缶，【学校交流】県立竹園高校,【文化体験】常陸國總社宮と

伝統的な祭り、朝日里山学校（餅つき）、ファームステイ 

 

＜千葉県＞ 

【表敬】館山市役所，【見学】城山公園,【研究機関訪問】東京海洋大学,【学校交流】県立

安房高校,【文化・自然体験】館山の祭礼、農業、沖ノ島ビーチコーミング、民泊 

 

＜静岡県＞ 

【表敬】沼津市,【見学】富士山五合目,【企業訪問】イズラシ工場見学（ナット製造），【学

校交流】私立暁秀高校，【文化体験】富士市立博物館（紙すき体験）、はんぺんづくり、富

士山本宮浅間大社と曼荼羅図、民泊 

 

＜長野県＞ 

【表敬】原村役場，【企業訪問】カゴメ富士見工場，【学校交流】諏訪東京理科大学，【文化

体験】諏訪大社、ＳＵＷＡガラスの里（キャンドルづくり）、カナディアンファーム（食育

プログラム）、民泊 

 

＜島根県＞ 

【表敬】吉賀町，【学校交流】県立吉賀高校，【企業訪問】ヨシワ工業（自動車部品鋳物工

場）,【文化体験】田植え、温泉、石見神楽、ホームステイ 
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＜高知県＞ 

【表敬】大豊町役場，【学校交流】県立嶺北高校，【見学】お宝屋敶・おおとよ、杉の大杉,

【企業訪問】土佐酒造，【文化体験】伝統の祭り、ファームステイ、農山村暮らし、高知県

立歴史民俗資料館 

 

＜鹿児島県＞ 

【表敬】鹿屋市，【企業訪問】肝属地区清掃センター,【見学】桜島，【学校交流】市立鹿屋

女子高校，【文化体験】日本文化（茶道、華道）、足湯、ファームステイ、農業 

 

6月 1日（日曜日） 

日・アセアン・オセアニアン フェスティバル 

 

6月 2日（月曜日） 

ワークショップ，報告会（訪日成果・帰国後活動計画発表） 

 

6月 3日（火曜日） 

成田国際空港／羽田空港から出国 

 

 

 

３ 写真 

 

  

羽田空港到着 オリエンテーション 

Arrival at Haneda Airport Orientation 
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都内見学（お台場） 日本の学生ボランティアと昼食 

Tokyo Sight-Visit (Odaiba) Lunch with Japanese student volunteer  

  

都内見学（東京駅にて） 日本科学未来館見学 

Tokyo Sight-Visit (at Tokyo station) Visit National Museum of Emerging Science 

and Innovation 

  

華道体験 学校交流（市立鹿屋女子高校） 

Experience Flower arrangement School Exchange (Kanoya girls’ high school) 
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ホームステイ・ファームステイ 桜島見学 

Home stay・Farm stay Visit Sakurajima mountain 

  

表敬訪問（沼津市） はんぺんづくり体験 

Courtesy Call(Numazu city) Experience Fish cake making 

  

富士山五合目見学 紙すき体験 

Visit Mt. Fuji 5th station Experience Washi paper making 
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田植え体験 館山の祭礼見学 

Experience Rice planting Experience Festivals in Tateyama 

  

学校交流（県立安房高校） 東京海洋大学訪問 

School Exchange (Awa high school) Visit Tokyo University of Marine 

Science and Technology 

  

表敬訪問（喜多方市） 環境センター山都清掃工場訪問 

Courtesy Call (Kitakata city) Visit Environmental center 

Yamato Incineration Plant 
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雪室見学 農業体験 

Visit Yukimuro (Refrigerator using snow ) Agriculture Experience 

  

獅子頭体験 大岸製作所訪問 

Experience Lion dance Visit Ohgishi Industry Co., Ltd. 

  

茶道体験 ホームステイ ・ファームステイ 

Experience Tea ceremony Home stay・Farm stay 
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佐原の町並み見学 フェアウェルパーティー 

Visit Sawara historical town Farewell Party 

  

日・アセアン・オセアニアン フェスティバル 

（フィナーレ） 

日・アセアン・オセアニアン フェスティバル 

（着物体験） 

Japan-ASEAN-Oceanian Festival 

(Finale) 

Japan-ASEAN-Oceanian Festival 

 (Experience Wearing Kimono) 

   

日・アセアン・オセアニアン フェスティバル 

（日本の学生太鼓サークルと交流） 

日・アセアン・オセアニアン フェスティバル 

（折り紙体験） 

Japan-ASEAN-Oceanian Festival 

 (with Japanese student drum club) 

Japan-ASEAN-Oceanian Festival 

 (Experience Traditional paper craft) 



 

9 

 

  

日・アセアン・オセアニアン フェスティバル 

（日本） 

日・アセアン・オセアニアン フェスティバル 

（オーストラリア） 

Japan-ASEAN-Oceanian Festival(Japan) Japan-ASEAN-Oceanian Festival(Australia) 

  

日・アセアン・オセアニアン フェスティバル 

（ニュージーランド） 

日・アセアン・オセアニアン 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) 

 

  

日・アセアン・オセアニアン フェスティバル 

（タイ） 

日・アセアン・オセアニアン 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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日・アセアン・オセアニアン フェスティバル 

（カンボジア） 

日・アセアン・オセアニアン フェスティバル 

（インドネシア） 

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

  

日・アセアン・オセアニアン フェスティバル 

（ラオス） 

日・アセアン・オセアニアン フェスティバル 

（マレーシア） 

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

 

  

日・アセアン・オセアニアン フェスティバル 

（ミャンマー） 

日・アセアン・オセアニアン 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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日・アセアン・オセアニアン フェスティバル 

（シンガポール） 

日・アセアン・オセアニアン フェスティバル 

（ベトナム） 

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

  

ワークショップ、報告会（山形） ワークショップ、報告会（福島） 

Workshop, Reporting session (Yamagata) Workshop, Reporting session (Fukushima) 

 

  

ワークショップ、報告会（茨城） ワークショップ、報告会（千葉） 

Workshop, Reporting session (Ibaraki) Workshop, Reporting session (Chiba) 
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ワークショップ、報告会（長野） ワークショップ､報告会（島根） 

Workshop, Reporting session (Nagano) Workshop, Reporting session (Shimane) 

  

ワークショップ、報告会（静岡） ワークショップ、報告会（高知） 

Workshop, Reporting session (Shizuoka) Workshop, Reporting session (Kochi) 

  

ワークショップ、報告会（鹿児島） 全体写真 

Workshop, Reporting session (Kagoshima) Picture of participants 
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７ 参加者の感想（抜粋） 

 

日本の文化、そして建物、今現在日本で使用されているテクノロジーについて伝えたいで

す。実際、日本滞在中の写真、特に茨城での写真を見せたいと思っています。なぜなら茨

城は私の地方滞在先であり、そこでホームステイを体験したからです。ひとつのコミュニ

ティーの中で良いリーダーとなるにはどのようにしたらよいか等多くのことを教えてくれ

たこのプログラムにより、モチベーションが湧きました。（東ティモール/男性） 

 

信じられないほど素晴らしい経験でした。そして、このプログラムに参加でき私はとても

ラッキーだと思っています。日本は本当に素敵なところです。人々や食べ物も素晴らしい

と思います。多くの新しいものに出会い、楽しい時間を過ごしました。各国のパフォーマ

ンスも感動的でした。（ニュージーランド/女性） 
 

 

帰国後、日本人について、またこの機会がどれだけ貴重であったかについて説明したいと

思います。日本の人々は、生活する上での規則とともに整然と暮らしています。他国と比

べ、日本の先進技術には本当にびっくりです。日本人がどのように温かくフレンドリーで

あるか、また日本滞在時の生活スタイルについても話そうと思っています。（ミャンマー/

女性） 

 

悲しいです、本当に悲しい。なぜならこの冒険に満ちた旅が終わってしまうから。本当に

素晴らしく驚嘆の旅でした。13 か国の素晴らしい仲間たちと一緒にもっと多くの友達を作

ることができたなら…とても優しかったホストファミリーとの日々、概して言えば日本滞

在の日々がもっとたくさんあったなら…。私は間違いなく日本へ戻ってくるでしょう。（ベ

トナム/男性） 

 

日本の文化、生活スタイル、特に東京の景色や日本で訪問した多くの場所の写真を共有し

たいです。それら全てを自国の人々に伝えたいと思っています。日本がいかに素晴らしい

か知ることができると思うから！（カンボジア/女性） 

 

日本文化を伝えたいと思います。なぜなら日本の文化はとても美しいからです。私たちも

そのように文化を保つべきだと思います。日本はとても高度なテクノロジーをもった国な

ので、テクノロジーについても多く話したいと思います。自国の人々にそれらの情報を広

く伝え、それにより彼らも、今“ラオスへ帰りたくない”と感じている私のように日本へ

行きたいと思うようになればいいなと思います。（ラオス/女性） 

 

共有すべき最も重要なこと、それはテクノロジー、セキュリティー、人々のマナー、そし

て文化です。日本やその他 ASEAN、オセアニア諸国の人々と友達になれた素敵な旅でした。

（マレーシア/男性） 
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迫力があって興味深い剣の舞や剣道について共有したいと思います。ホストファミリーと

過ごした体験についても伝えたいです。（ブルネイ/女性） 

 

限られたものであっても与えたり分かち合ったりする惜しみない気持ち。日本人の慈悲深

さには本当に感銘を受けました。そして日本の人々はとても親切！助けを求めたり道を尋

ねたりした際はいつもいとわず助けてくれます。（シンガポール/女性） 

 

日本は人生で少なくとも一度は訪れるべき場所です。とても素晴らしく発展した国です。

他の先進国と比べると、日本は人口の観点からかなり異なると思います。日本では多様な

人々と出会うでしょう。日本の文化や伝統もまた美しく、調和に富んでいて、敬意、幸福

さを感じます。機会があればぜひ日本を訪れてください。最後に伝えたいことと言えば“日

本は買い物客や買い手にとっての楽園でもある”ということです。（タイ/男性） 

 

 


