
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏の短期留学 2021 in 徳之島 

5泊 6日活動の記録 

『夏の短期留学 2021 in 徳之島』 

（ 活 動 日 ） 令和 3年８月 4日（水）～８月 9日（月） 

（活動場所） 鹿児島県大島郡 徳之島町・天城町 

（参加人数） 小学生 9名 ・ 中学生２名 ・ スタッフ 10名 ・ 講師 5名 

（参加地域） 徳之島町 ・ 伊仙町 ・ 鹿児島市 ・ 静岡県 

（ 後    援 ） 徳之島町・天城町・伊仙町 各教育委員会 

（ 協    力 ） (株)モスク･クリエイション ・（一社）徳之島観光連盟 

・手々区 青年部 ・徳之島町手々地区ふるさと留学センター 

（ 主  催 ） 徳之島 遊学 PROJECT （活動助成） 子どもゆめ基金  
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徳之島 遊学 PROJECT 

 

参加してくれたみんなと関係者の皆様へのお礼 

 

始まる前は、長いと思っていた 6 日間の活動も、スタートしてみれば、きっと参加していた皆さんに

とってはあっという間だったのではないでしょうか？ 

 

改めまして、『夏の短期留学 2021  in 徳之島』参加してくれた 11名の参加者の皆さん。本当に参加

してくれて、ありがとうございました。 

また、コロナ禍という不安の中 5泊 6日という長期間の活動に快く送り出していただきました保護者の

皆様にも心から感謝申し上げます。そして、6 日間の活動を共に過ごしていただいたスタッフの皆様、

特別授業や体験活動で指導をしていただきました皆様、様々なご支援をいただきました企業・団体・地

域の皆様、活動を支えていただきました徳之島 3 ヵ町の関係者の皆様。この活動に携わっていただきま

した皆様に心より感謝申し上げます。皆様のご支援のもと、活動を終了することができました。 

 

6日間の活動の中では、「真剣に遊び、楽しく学ぶ」のコンセプトのもと、様々な取り組みを実施いた

しました。中には、島に住んでいる人でも見たり体験したりすることがほとんどできないようなことも

あり、企画した私自身にとっても本当に忘れられない活動となりました。 

 

この 6 日間の活動を簡単にではありますが、活動の記録としてまとめました。参加してくれたみんな

の思い出に。そして活動を振り返り、ご家庭での会話の一助となりましたら幸いです。 

それではまた、徳之島で皆さんの笑顔に再会できる日を楽しみにしております。 

 

徳之島 遊学 PROJECT 

代表 川口 明 

 

1日目：徳之島に集合／ハブの安全教室／海の安全教室

2日目：特別授業①「徳之島を知る」／イニシアティブゲーム

3日目：シュノーケリング／特別授業②「徳之島と世界自然遺産」／アマミノクロウサギナイトハイク

4日目：SUP体験／漁師体験（刺し網漁・魚裁き体験）／交流タイム

5日目：特別授業③「海のゴミ問題」／UVレジン作品作り／クッキングコンテスト

6日目：闘牛稽古見学／特別授業④「徳之島と闘牛」／与名間漁港で記念撮影／徳之島空港で解散
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活動初日。いよいよ始まった、『夏の短期留学 2021 in 徳之島』。天城町役場でハブの安全講習を

島内からの参加者にしてもらった後は、最初の宿泊地である、与名間海浜公園バンガローへ。 

安全に海での活動を行うために、ライフじゃケットの正しい着用の仕方やシュノーケルの使用方

法の練習を行ったあとは、お待ちかねのフリータイム。小さな魚や、貝を発見しては歓声が沸き起

こっていました。 

夕食は、もちろん自分たちで調理です。火起こしや包丁で材料を切ったりとかかり毎に作業に取

りかかります。中には初めて自分のご飯を作ったという参加者もおり、包丁さばきにヒヤヒヤしま

したが、おいしくできあがりました♪ 
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 活動二日目は、「鳥がぶつかった～！」の声が朝から響き渡った二日目。ラジオ体操・朝食の後

は、この活動の特徴の一つ特別授業です。第一弾は「徳之島を知る」というテーマで、徳之島観光

連盟の浅野さんから徳之島の自然や観光・歴史・文化の他、島口・島唄の講座や実演もあり、盛り

だくさんの内容です。島口・島唄の講話では、軽妙な語り口に、大いに盛り上がっていました♪ 

午後からは、海に行く予定だったのですが、あいにくの強風のため室内での交流活動。カードを

使ったゲームや、ペーパータワーという、お互いに協力しないとクリアできないゲームを通して、

お互いの交流を深めました。 

初日ちょこっとぎこちなかったコミュニケーションも、二日目はすっかり打ち解けていました。 
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 活動三日目は、与名間から手々へ宿泊先を移動です。予定ではテント泊だったのですが、天候を

考慮して宿泊先を手々へき地福祉館に変更です。 

到着したら、早速着替えと準備をして海へ直行。この日は天気も良く、特に島外からの参加者か

らすると素晴らしい透明度と絶景に大興奮。最初はおっかなびっくりだった堤防からの飛び込み

も、皆の声援に背中を押されみんなチャレンジ。慣れてくると次から次にダイブです。 

午後からは、環境省徳之島管理官事務所の中澤さんから特別授業の第２弾『徳之島と世界自然遺

産』です。アマミノクロウサギをはじめ、島の自然を学んだ後は、クロウサギを見に当部集落へ。

ライトに照らし出されたクロウサギに、押し殺しつつも歓声が沸き起こっていました☆ 
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 活動四日目は、潮位の関係でなんと５時起き６時半スタートで SUP 体験です♪子どもたちはめっ

ちゃ早起きにもかかわらず、朝からハイテンション。初めて SUP にチャレンジした人も多かったよ

うですが、子どもたちの上達ぶりにはびっくりでした。朝の爽やかな海を満喫していました。 

 一休憩を挟んで、前日仕掛けた網を見にいくと、思いもかけない大漁です。おいこみ漁を行う予

定だったのですが、なんと１５０cm オーバーのサメが網にかかっていたため、追込みはせず網の引

き上げや魚を捌く体験を行いました。捌いたサメは、その場で刺身にしたり、煮付けや唐揚げにし

たりと、おいしくいただきました^０^ 初めて食べたサメの味は、きっと忘れないのでは？ 

 午後からは、早起きをした分、まったりと過ごしました♪ 
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  活動五日目は朝から天気が荒れ模様。予定していたビーチコーミング（海岸清掃）は残念ながら

中止となりましたが、海のゴミ問題に関する講話の後は、UVレジンを使ったお土産物作りです。 

それぞれ、思い思い色とりどりの作品作りに取り組みました。中には、兄弟やお母さんの為にとい

う思いを込めた作品もあり、いずれも力作が完成しました。 

 午後からは、グループに分かれてクッキングコンテストです。メニュー決め・材料の書き出し・

食材の分量決め・手順の確認と、真剣な表情で話し合いが行われました。ただ、食べるのに夢中

で、完成した料理の写真を全然獲っていなかったのは痛恨のミスです T＾T 

（メニュー）・鶏飯 & 燻製 ・卵おにぎり & 唐揚げ & フルーツポンチ ・ブイヤベース 
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 活動最終日は風が強い物の爽やかな朝を迎えました。４日間お世話になった会場を清掃した後

は、徳之島の文化の代表格「闘牛」の稽古を見学です。多くの参加者・スタッフが稽古を見るのは

初めてと言うことで、迫力の光景に息をのんでいました。稽古の見学の後は漁師体験でもお世話に

なったやっさんこと稲村さんから、徳之島の闘牛に関する特別授業です。徳之島の闘牛の歴史や特

徴、どんな思いで闘牛を飼っているのかなど、様々なお話を伺うことができました。 

 ６日間の活動の感想発表では、楽しかったこと、びっくりしたこと、初めて経験したことなど、

様々な思いでが、みんなの口から出てきました。最後の集合写真に写ったみんなのステキな笑顔

が、楽しかったこの６日間の思い出が集約されているようで、本当にうれしかったです♪ 
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活動日記より（原文より抜粋しています） 

 

 

 

一日目 

・みんなとなかよくできるか心配だったけど、なかよくできてよ

かったです。バンガローについてら海に行きました。シュノーケ

ルをつけてみんなでおにごっこをしたり、魚さがしなどとても楽

しかったです。ごはん作りもみんなでギョーザとやきそばを作っ

てみんなで食べました。おいしかったです。（ななこ） 

・最初は、鹿児島や静岡から来ると聞いてとてもきんちょうしま

した。だけど、海に行って知らない人としゃべって、遊んだの

で、もう家にいるみたいにふつうにみんなとしゃべれたことが楽

しかったです。今日いっしょにご飯を食べたのは、かめつの野球

部のゆいとくんでした。（りき） 

二日目 

・今日は６:２０に起きました。まだねむかったです。昼ぐらい

に、徳之島のことやほうげん（島口）のことや、いろいろやりま

した。紙を積むゲームは、１度もくずれることなく３位になりま

した。カードゲームでも、いみふめいなことばでとってもおもし

ろかったです。夜ごはんはハンバーグとコンソメスープとっても

おいしかったです。（あいみ） 

・二日目は体そうして、そのあとは自分で朝ごはんをはじめて作

りました。そのあと、よなまビーチの公民かんにいきました。歌

でいんしょうにのこったのは、「けんむん」という歌です。「くえ

ぇ～」というのがおもしろかったです。（ゆいと） 

三日目 

・いろいろなことをし、温泉に行ったとき、とてもリラックスを

できました。その後、山へ行ってとくの島の生き物を見にいきま

した。その時まぼろしのアマミノクロウサギを見ました。久しぶ

りに見たからすごかったです。（ちさと） 

・昨日（三日目）はいそがしかったです。朝は、バンガローから

移動して、昼には海に入りました。夜は、当部の「あがりまた」

というところでごはんを食べて、アマミノクロウサギを見まし

た。海ではたっくさんの魚を見ることができました。とてもきれ

いだったし、ちいさかったです。ひすみちゃんが何かにさされた

のが、残念だったけど楽しかったです。（ゆうき） 
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四日目 

・海にいってカヌーみたいなやつ（SUP）をやりました。さいし

ょはあまりできなかったけど、なれてくるとけっこうふつうにで

きるようになりました。きのうしかけたおいこみ漁に行くと、サ

メがあらしていました。それで「プロ」がきてサメをさばいても

らいしました。（ゆら） 

・四日目は朝５:００におきました。そっから海にいってさっぷ

（SUP）をしました。SUPはとてもこわかったけど、のってみる

と楽しくて、みんなと楽しくできました。そっから、おいこみ漁

に行きました。でも、大きなサメがかかっていて漁ができません

でしたが、いろんな魚がひっかかっていたので、内ぞうをとった

り、うろこをとったりしてとてもすごかったです。（ヒスミ） 

五日目 

・料理コンテストをしました。ぼくはハウルの動く城ちーむでし

た。ハウルチームは、けいはん（鶏飯）と、くんせい（燻製）を

しました。燻製は、時間がかかったけどおいしかったです。けい

はんは、つくるのがたいへんだったけど、だしがでていておいし

かったです。（あおと） 

・ユーブイレジン（UV レジン）をしました。姉ちゃんにも１個

作ったので、気に入ってくれるといいです。自分にも作ったの

で、バッグにもつけたいです。ばんご飯は料理コンテストをしま

した。けい飯とくんせいを作りました。けい飯の汁がとりから丸

ごととったので、味がこくて、においもすごくおいしそうでし

た。（しゅんたろう） 

六日目 

・とう牛のれん習をみました。はくりょくがあり、とてもすごか

ったです。とう牛は、「ぎゅうなくさみ」といって、とくの島でひ

ろがっていったらしいです。とう牛のれきしなどをしってとても

たのしかったです。（みずき） 

・初めて闘牛を見た。すごいものだったがかわいいと思った。闘

牛の歴史やなぜやるのか来る前までは全く分からなかったが知る

ことができて良かった。そして、今日はラストデー。出発前はと

ても不安だったが、皆とさらに徳之島の高校生と会うことができ

て刺激を受けた。とても楽しかったです。ありがとうございまし

た。（きんちゃん） 
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《 活動を終えて 》 

 夏の短期留学が終わった翌日、徳之島で

は新型コロナの感染者が確認されました。

その後、この活動記録を作成している 8月

末の時点においても、未だに収束を迎えてお

りません。 

 一日も早い収束を迎える日が来ることを願

うのはもちろんですが、主催者としまして

は、イベント期間中ではなかったことが本当

に良かったというのが、なによりも偽らざる

気持ちです。 

 

 

 本来、子どもたちにとっては、一年で一

番楽しいはずの夏休み。 

でも、新型コロナの影響で、なかなか思う

ように夏休みを楽しむというわけには行か

ない。そんなジレンマを抱えながら過ごす

夏休み。 

 その中で、皆でいっしょに過ごしたこの

6日間は、2021年の夏休みの大きな思い

出になったのではないでしょうか？ 

 

今回、この企画を実施するに

当たり、一つの大きな出逢いが

ありました。 

 静岡県にある、日大三島高校

の皆さんとの出逢いです。 

 日大三島高校は、世界文化遺

産に登録されている富士山の麓

にあり、世界遺産つながりで徳

之島についていろいろ調べる

PROJECTが進んでいます。 

 その活動を通し、メンバーの

高校生・先生方が島を訪れてく

ださり出会えたことは、本当に

感謝の気持ちでいっぱいです。 
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 また、島の高校生たちも、本当に頑張って

くれました。活動全般で関わってくれた二人

の樟南第二高校のボランティアスタッフはも

ちろんですが、活動実施前からスタッフ集め

に協力してくれたり、途中で他の高校生たち

をつれて応援に来てくれたり、最終日の闘牛

見学のセッティングをしてくれたりと、手々

の闘牛女子はるちゃんには本当にお世話にな

りました。 島の女子の底地からを垣間見る

ことができ本当にうれしく思います。 

 

 活動の中では、刺し網漁にサメがかかった

り、予定していなかった闘牛の稽古の見学がで

きたりといった、本当にびっくりでうれしいハ

プニングだけではなく、天候不良でテント泊が

中止になったり、海での活動中に、何かに（た

ぶんゴンズイだと思いますが）足を指されてし

まった参加者がいたりと、残念な出来事もあり

ました。 

 自然の中で活動を行う上では、このようなア

クシデントもあるので、改めて申し訳ない気持

ちと、それでも自然をもっともっと好きになっ

てほしいという気持ちでいっぱいです。 

 

 最後に、『夏の短期留学 2021 in 徳之

島』に参加してくれた 11名＋αのみん

な。この 6日の活動はいかがでしたか？ 

きっと、この活動を通して体験したこ

と・感じたこと・学んだこと、たくさん

の思い出ができたと思います。 

これからも、島の自然をもっと体験し、

もっと学び、もっともっと色々なことに

チャレンジしてください。 

 

また皆の笑顔に会える日を楽しみにし

ています♪ 

 

徳之島 遊学 PROJECT  川口 明 


