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与論島は奄美
あま み

群島
ぐんとう

の南のはずれ沖縄（おきなわ）のとなりにあります。ここは古くから“道の島々”とよばれ、沖縄や、

遠く中国と日本を結ぶ船の交通の仲立ちをしてきました。 

与論島は琉 球
りゅうきゅう

（沖縄の古い呼び名）文化圏に入りますが、中国や南方の文化の行き交う中で、与論島独特のものが作ら

れていきました。しかし、17世紀の薩摩藩
さつまはん

（鹿児島）の圧政
あっせい

（きびしい政治）によってその発達も止まってしまいまし

た。大きな港ができたり、マスコミの影響
えいきょう

を受けたりして古くから伝わった文化も次第に失われつつありますが、島の

老人の語り伝えや民謡などによって昔の人々の生活を聞き、婚礼
こんれい

、葬送
そうそう

などからその名残を目でみることができます。 

 

 

 

与論島は九州のはずれの鹿児島県から 563ｋm にあり、海中から盛り上がったサンゴ礁の島で周囲 22ｋm、面積 21

ｋ㎡、山も川もなく、最高地で標高 97.2ｍの小さくて平らな島です。与論島らしい植物、ガジュマルの大木やタコの木、

キズタなど空中気根（土の上に根をはります）を持ったものや、ハイビスカス、海江豆、ブ－ゲンビリアなど熱帯性の花々

が見られます。またユウコウチョウと言う古代の小さな生物の化石が星砂とよばれ珍しいものもあります。ヨロン島には

ハブなどの毒ヘビはいません。そのため、野外活動をする場所として適しています。 

 

 

 

死んだサンゴでできた島ですから、農業をするのも大変です。17世紀の初め、薩摩藩は琉球征伐
せいばつ

（戦争）を行い、この

時から与論島の稲作
いなさく

（お米を作ること）が禁止され、サトウキビだけを作るように命ぜられました。サトウキビからとれ

る砂糖を作らせて取り上げるためです。そのため島の人々の生活は苦しくなり、毒を含んだソテツの実や幹までも食べた

ということです。 

サトウキビ栽培は今でも島の重要な産業です。 

また、四方を海で囲まれているので漁業が盛ん 

のように思われますが、専業の漁師はほとんど 

いません。島の多くの人々が、農業やその他の 

仕事をしながら自分が食べるための魚をとって 

いるだけです。 

海中に網をはって魚を捕える“追い込み漁”の 

ような原始的方法が今でも行われています。 

 
ヨロン島全景 
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第４６回ちびっこ探険学校ヨロン島 

校 長   豊田 洋一  

《 ～参加者の皆さんへ～ 》 

 

みなさん、元気ですか！村長のヨシです。 

ヨロン島は、みなさんにとって、どんな思い出が残っていますか。 

自分たちでイカダを作って、そのイカダで海にこぎだしましたね。ハーレー船でのレースはみんな真剣な顔でがんばって 

いましたね。また、島をハイキングしながら、いろいろな体験をしましたね。サトウキビしぼり、洞窟探検、そして、 

海岸での貝ひろい・・・さて、宝物はみつかりましたか？ 

ヨロン島での活動は、楽しいことだけでなく、ちょっとつらいこともあったと思います。でも、そんなとき、班や民宿の 

みんなといっしょにがんばってきたことを思い出してください。 

最終日には、きっとたくさんの友達ができていたことでしょう。実は、それがみなさんが手に入れたほんとうの宝物です。 

ヨロン島での経験は、いつかみなさんの役にたつことでしょう。また、ヨロン島で会いましょう！ 

 

《 ～保護者の皆様へ～ 》 

  

ちびっこ探険学校ヨロン島も今回で４６回を数えました。新型コロナウイルスの影響が続く中、昨年は日本人小学生の

みでしたが、今年は３年ぶりに沖縄のアメリカ人小学生も参加し、約１３０名の人数にて実施しました。 

外国人小学生の参加により本来の国際交流・野外活動事業として再開することが出来ました。 

これもひとえに、コロナ感染防止にご協力を頂きました保護者の皆様のお陰です。本当にありがとうございました。 

また、これだけの大人数を受け入れて頂きました与論島の民宿の皆様、与論町教育委員会、観光協会の皆様に感謝申し上

げます。感染のリスクのある中、これだけの規模の事業を１週間の長期日程で行う事に正直、不安もありました。 

どのような形であればリスクを抑えることができるか？など何度も協議しながら実施の日を迎え、活動中も毎日各民宿

を訪問し、子ども達の様子などチェックしながらの毎日でしたが、1 人の感染者を出すことなく無事に終了出来ました。 

そして、体験を終え、ご自宅へ帰っていく子ども達の楽しかった笑顔を見ると、安堵の気持ちと共に一つの大きな事業を

やり遂げた達成感を感じ、また今後の新たな事業展開への大きな自信となりました。 

あの体験からもう３か月が経ち、保護者の皆様へ事業報告書の送付が遅くなりました事、深くお詫び申し上げます。 

新型コロナウイルスの収束までには、もう暫く時間がかかりますが、今回の経験を踏まえ、安心安全な事業を今後も企

画してまいります。 

改めて、本事業実施にご許力頂きました皆様に感謝申し上げますと同時に、今後ともご支援・ご協力賜ります様心から

お願い申し上げます。 
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《 ス ケ ジ ュ ー ル 》 
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《 み ん な へ の ア ン ケ ー ト 》 

                （有効回答数：日本人 69名） 

Ｑ１．ヨロン島は初めてだった？ 

初めて   ・・・・・・・・・・・ ８８％ 

初めてじゃないよ・・・・・・・・・ １２％ 

 

Ｑ２．今回ヨロン島に参加したのはどうしてかな？（複数選択） 選択者数 

① 友だちを作りたかった      ・・・・・・・・・・・ ５１人 

② お母さん・お父さんにすすめられて ・・・・・・・・・・ ３５人 

③ 外国人の友達を作りたかった  ・・・・・・・・・・・・  ４２人 

④ 友だちに誘われたから      ・・・・・・・・・・・ １６人 

⑤ 海で活動したかったから     ・・・・・・・・・・・ ５８人 

⑥ 学校ですすめられたから     ・・・・・・・・・・・ ６人 

⑦ 前にも参加して、楽しかったから ・・・・・・・・・・・ ９人 

⑧ ホームページを見て楽しそうだったから ・・・・・・・・ ８人 

⑨ 面白そうな事、やってみたい事があったから ・・・・・・ １６人 

それは何？：●すべて ●イカダ作り ●さとうきび絞り ●海あそび    

 

Q３．何が楽しかったかな？（複数選択） 選択者数 

〈民宿での生活・活動・移動〉 

① 友達（日本人・アメリカ人）ができたこと ・・・・・・・ ５８人 

② 民宿での夜の活動        ・・・・・・・・・・・  ３６人 

③ お友達とのおしゃべり      ・・・・・・・・・・・  ５６人 

④ ヨロンけんぽう（歓迎の儀式）  ・・・・・・・・・・・  ４０人 

⑤ 民宿での食事          ・・・・・・・・・・・  ５５人 

⑥ 飛行機に乗れたこと       ・・・・・・・・・・・  ４８人 

⑦ サヨナラパーティ        ・・・・・・・・・・・ ２４人 

⑧ その他   ●リーダーのゲーム    

 

〈海での活動〉 

① 浜遊び            ・・・・・・・・・・・・ ６０人 

② いかだこぎ          ・・・・・・・・・・・・ ５１人 

③ 海遊び（海水浴）       ・・・・・・・・・・・・ ６５人 

④ いかだ作り          ・・・・・・・・・・・・ １９人 

⑤ メモリーボックス（貝殻拾い） ・・・・・・・・・・・・ ２１人 

⑥ ハーレー船          ・・・・・・・・・・・・ ５３人 

⑦ グラスボートで百合が浜上陸  ・・・・・・・・・・・・  ５７人 
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〈島内での活動〉 

① さとうきびしぼり         ・・・・・・・・・・・・ ２６人 

② 鍾乳洞探険               ・・・・・・・・・・・・ ４０人 

③ 買い物             ・・・・・・・・・・・・ ５５人 

④ その他 

 

Q４．大変だったこと、つらかったことは何かな？ （複数選択） 

① 早起き            ・・・・・・・・・・・・  １０人 

② 乗り物酔い（船・飛行機）   ・・・・・・・・・・・・  ２６人 

③ 友だちができなかったこと   ・・・・・・・・・・・・ 0人 

④ 家に帰りたくなったこと    ・・・・・・・・・・・・ ９人 

⑤ いかだ作りといかだこぎ    ・・・・・・・・・・・・ ５人 

⑥ 外国の言葉がわからなかったこと・・・・・・・・・・・・  １２人  

⑦ 海遊び（海水浴）       ・・・・・・・・・・・・ ６人 

⑧ 友だちとケンカした事     ・・・・・・・・・・・・ ６人 

⑨ 自分の荷物の整理       ・・・・・・・・・・・・ １２人 

その他：●シャワーの温度調節 

 

Q５．友だちになれたきっかけは？（自由回答） 

●民宿が同じだった   ●船内での活動   ●お喋り       ●積極的に行動した   

●自然と仲良くなった  ●同じ班だった   ●民宿での食事    ●同じ部屋だった    

●気が合った      ●海水浴      ●英語＆ジェスチャー  ●趣味が同じ 

●たくさん話す       ●共通点がたくさんあった     ●ロープワークを教えたとき 

●あいさつと自己紹介    ●名前を聞いて      ●困っていそうなときに手伝った  

●一緒に遊んだ・ゲームをした                ●ハーレー船大会やいかだこぎをしたから 

●空港でリーダーが質問してくれたから     ●浜の貝殻拾い     

●相談したり悩み聞いたりして              ●寝ながら話す      ●話しかけられて 

●話をした（自分から話した、相手から話しかけられた）               ●空港が一緒  

●気が付いたら友達    ●遊んだから 

●最初に沖縄で、ご飯を食べる前にリーダーたちとみんなでゲームをしたから。 

 

Ｑ６．友達と何をして遊んだかな（日本人、外国人のお友達） 

●絵しりとり        ●トランプやウノ     ●写真でおしゃべり    ●内緒で枕投げ  

●浜で砂遊び        ●踊り              ●かくれんぼ         ●なまこさがし  

●サッカー           ●海で泳いで遊んだ  ●水のかけあい        ●クラフト 

●鬼ごっこ        ●探検              ●部屋でおしゃべり    ●砂遊び 
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Ｑ７．またヨロン島に行くとしたら何をしてみたい? （複数選択） 

① 釣り                        ・・・・・・・・・・・・ ２５人 

② 浜辺での野宿体験            ・・・・・・・・・・・・   １８人 

③ もっと海で泳ぎたい          ・・・・・・・・・・・・ ６０人 

④ 海の中を見てみたい       ・・・・・・・・・・・・ ５４人 

⑤ 英会話レッスン       ・・・・・・・・・・・・ １７人 

⑥ 料理にチャレンジ       ・・・・・・・・・・・・ １8人 

その他：  ●星の砂探し   ●星空観察 

 

 

  



第４６回ちびっこ探険学校ヨロン島 

- 8 - 

《 みんなの感じた事（感想文） 》  
ご本人が書かれたものをそのまま掲載しております。誤字・脱字などは、意味が判読できる限りにおいて、そのままの掲載をして

おりますので、ご了承ください。 

 

青海荘 
 ヨロン島での一週間                                         ２年 鈴木 千尋 

 まずははねだのひこうじょうにいきました。はねだの人たちと会いました。はねだから来る人がたくさんいました。ひこうきに乗っ

たらいろいろのアニメを見ました。私は、まどから 2番めの席にいたので、そとを見るととてもきれいでした。おきなわについたら、

やっとついたなとおもいました。おきなわの、ホテルについたら、おふろのじゅんびをしました。まえにヨロン島じゃなくて、おきな

わにまえに行ったホテルだったので、おなじおふろにはいりました。つぎのひは、ふねにのってヨロン島にいきました。ヨロン島につ

いたらヨロン島のホテルにいってにもつをおきました。おふろにはいりました。ふとんをひいてねました。つぎの日はあさごはんをた

べたら、いかだづくりとうみあそびとくらふとをやりました。ごはんをたべてから、クラフトをやってねました。つぎの日はあさごは

んをたべて、しまないはいくとどうくつにいってからしょうにゅうどう、あしあとたんけんをしてさとうきびを、じぶんたちの手でう

ごかしてつぶしました。ひるごはんをたべておふろに入って夜ごはんをたべてふとんをひいてねました。次の日ハーレーせんとうみあ

そびをしました。昼ごはんをたべてちょっとたったらおふろに入って夜ごはんをたべてさよならパーティーをしました。つぎの日はご

はんをたべてそうじをしてふねにのっておきなわに行きました。 

 

ヨロン島であったこと                                        3年 吉田 小春 

私は、ヨロン島でいろいろなことをしました。およいだり、たんけんをしたり、いろいろなことをしました。でも、中でも私がいち

ばん楽しかったのは、みんしゅくたいこうせんの、ハーレー船です。私は青海そうなので青海そうチームです。一つのみんしゅくで、

4つのチームになります。Aチーム、Ｂチーム、ｃチーム、Ðチームに分かれました。他のみんしゅくは、星砂、竹丸、松園です。私

のチーム（Aチーム）はかちました。4回たたかって、３しょう１ぱいです。Ðチームがさいごにまけちゃいました。でも、竹丸とど

うじゆうしょうです。でも、できれば全勝したかったです。でも、３れんしょうはすごいことだと思います。なので３れんしょうした

ことをはなしたいです。ほかにもあってヨロン島は楽しかったです。 

 

ヨロン島の思い出                                         3年 都築 照令沙 

 私のヨロン島の一番の思い出はいかだ作りをしていかだにのったことです。いかだがかなりしずんで寒かったです。でも、いいけい

けんになったと思います。また、ハーレー船できょうそうもしました。ハーレー船はかなり早く進んで、星砂や竹丸などがとても強か

ったです。それから、ヨロンけんぽうをしました。ヨロンけんぽうは、じこしょうかいをして、お酒をのむぎょうじです。もちろん、

私たちはお酒が飲めないのでジュースやお茶、水などをのみます。そして、お酒をのんだ後に、「トートゥガナシ」といいます。これ

はヨロンでのありがとうと同じいみです。また、うみにいってゴミや貝などから物をつくったりしました。私はネックレスやブレスレ

ットなどをつくりました。 

 

ヨロン島の思い出                                          4年 鈴木 小夏 

 わたしは、初めて船に乗って少しよったけど、小春さんとりくさんたちと会えてよかったです。 

1 日目はイカダを作って、2 日目にイカダに乗りました。ちゃんとできたのでよかったです。3 日目は、どうくつたんけんにいって、

そのあとに、サトウキビをしぼって、ジュースみたいにしました。どうくつたんけんは、少し暗くてこわかったけど、楽しかったです。 

4日目は、ハーレー船で、青海そうと竹丸そうが同点だったけど、楽しかったし、負けなかったのでよかったです。 

5日目は、そうじをして、部屋をきれいにして、そのあとに、一番いやな船に乗りました。でも、部屋をきれいにできたし、おみやげ

も買えたのでよかったです。早く家族に会っていろんなことを話したいです。 

 

ヨロン島の思い出                                          6年 加藤 理久 

私は三月二十七日～四月二日の一週間 KSKKのイベントに参加しました。最初は友達ができるか不安だったけど、みんなが気楽に

話しかけてくれたので楽しく過ごすことができました。一週間がとても楽しくその中でも特別楽しかったことは、二つあります。 

一つ目はサトウキビしぼりです。さとうきびを機械でしぼるのではなく、自分たちで回してしぼりました。しぼったサトウキビの味は

甘酒のような甘さでとてもおいしかったです。二つ目は、ハーレー船大会です。最初に青海のAチーム（私）と、○○チームで戦って

勝ちました。ハーレー船大会は、三角形の旗が海の上にあって、それを回って陸に戻ってくる競技です。優勝は青海と竹丸でした。最

後に民宿長とジュニアリーダーで戦いました。また、ハーレー船大会が終わって海遊びをした後、お弁当を食べました。疲れていたの

でとてもおいしかったです。このヨロン島に来て自主性、協調性、社会性が少しは身に付いたと思います。 

 

 2年 土屋 日々士 

 ぼくは、ヨロン島で 1週間すごしました。ヨロン島で楽しかったことは、ハーレー船大会です。せいかいそうがれんぞくで３かいか

ちました。竹丸そうと、どうてんで 1位でした。そして大人のしあいも見てとてもおもしろかったです。せいかいそうは一回まけまし

た。一番の思い出になりました。一番前の先生がこいでたら、後ろがぼくだったので顔にかかりました。だけどかちました。たけ丸そ

うとしょうぶしました。そして、カーブするところがありました。だけどちゃんとまがれました。ほかにもイカダづくりとかさとうき

びしぼりをしたけど、一番の思い出になりました。ハーレーせん大会で、あといろいろなともだちとはなしたりあそんだりしてとても

たのしかったです。ヨロンとうは海がとてもきれいで、とてもいいしまだとおもいました。こんどは、かぞくとヨロンとうに 10回は

行ってとてもいい思い出を作って、ほかのともだちともヨロンとうにいきたいです。 
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ヨロン島のおもいで                                         3年 高橋 侑生 

 ぼくは、ヨロン島で一番の思い出は、ハーレー船で3回連ぞくでかったんですけど 4回せんで一ぱいしました。 

2つ目は、しょうにゅうどうたんけんをしました。暗くてこわかったです。3つ目は、イカダを作ってのりました。先生とゆうきしか

声を出してなかったです。海水がいたかったです。4つ目、さとうきびしぼりは、体で棒をみんなでまわしました。さとうきびの味は、

あますぎました。5つ目は、買い物に行きました。弟には、イルカとかめのぬいぐるみを買いました。お父さんとお母さんには、食べ

物とコップをかいました。自分には、ほうせきを買いました。早くお父さんとお母さんに会いたいです。 

 

ヨロン島の感想文                                         4年 秋山 岳志 

 ヨロン島に、今回はじめてきました。楽しかったことがたくさんあります。 

一つ目はしょうにゅうどうです。暗かったけど、神社などがありました。二つ目は民俗村です。ヨロン島のれきしや、昔の人はヨロン

ではどのようなことをしているのかなどが分かりました。三つ目はゆりがはまです。星の形の砂を、うまく見つけられなかったけど、

ほかの人はすぐに見つけれる人もいて、すごいなあと思いました。他にもグラスボートやハーレー船なども楽しかったです。 

最後に思ったことも一つだけあります。それはヨロン島の生活もわるくはないと思いました。 

 

5年 齋藤 嶺 

 僕は、海遊びで魚やウニを見つけられたことが楽しかったです。もっと海のごみを捨てる活動を増やしたほうがいいと思いました。

次やるときは無人島でのだっしゅつをやってみたいです。（はみがきはできて３～４日間で）船に乗る時間をへらして、オニごっこを

したいです。寝る時間をふやしてください。さいごにおみやげのことです。五千円だと買えないものもあるのでじょうげんをなくして

ほしいです。あったとしても一万五千円ぐらいにしてもらいたいです。ほかに買える場所をふやしてほしいです。 

 

ヨロン島での生活                                           5年 湯又 梛 

 ぼくは青海荘で一番楽しかったことが三つあります。一つ目はハーレー船大会です。おしくも無敗になれなかったってことが悔しか

ったです。二つ目は、青海荘でのごちそうでした。コーンフレークや味噌汁などアメリカ風たまに和食風などにすごく良かったです。

三つ目は外国人にふれあうことができたことです。外国人などに友達などができたことです。与論島にまた来て泊まりたいです。四つ

目はいかだの結び方です。二種類の結び方があり、ゆるくても練習していかだに乗ることができました。五つ目は那覇空港で最初に出

会ったのは関西の人です。すごくおとなしくてしゃべったりして、すごく楽しい時間がすごくありました。ぼくは、友達は少なくとも

十人くらいはできました。また来るとき、友達もたくさん作りたいです。すごく楽しかったです。 

 

 6年 前田 晴空 

 ぼくがこの 1週間で、協力してがんばったことは、ウドノスビーチでハーレー船をがんばってこいだことです。ぶっつけ本番できん

ちょうしていたけど、こぎはじめたらとても楽しくなりました。そして相手チームに勝つこともできたのでよかったです。他にもイカ

ダづくりの時にひものしばりかたをしっかり練習してとてもいいイカダをつくることができてよかったです。ぼくは、いままであまり

友達作りも苦手だったけどみんなとなかよくなったのでよかったです。そして今回の旅で楽しかったことは、海水浴です。ひさしぶり

に海で泳げたのでとても気持ちよくなりました。ぼくは今回の旅でよかったことや楽しかったことをみんなに伝えて、これからの生活

にいかしていけるようにがんばりたいです。 

 

おきなわ・ヨロン島の思い出                                     ２年 湯又 千紘 

 私は、おきなわとヨロン島の思い出がいっぱいあります。1日目は、おきなわのホテルですごしました。外でイカダのひものむすび

方や、ひもを使うゲームをしました。でも、その時は、草がぬれていたのですべる人が多かったです。 

2日目は、ヨロン島の青海荘というほてるにとまりました。その日の昼から夕方までイカダ作りをしました。1日目に教えてもらった

むすび方をみんなで協力して、がんじょうなイカダを作りました。 

3日目、昨日作ったイカダをグループずつ乗りました。私はしずみそうだなと思いました。イカダに乗った時にラッキーなことがあり

ました。私だけ一番前に乗せてもらいました。それで、ゆっぴーといっしょにこぎました。その時、私は、「なんかさいきん青海の子

たちしかいないなあ。時間をずらしているのかなあ」とふしぎをもっていました。夜ごはんの時に、かんちゃんに聞きました。そした

ら、「なに言ってるの～（笑）ここは、青海荘の人たちしかいないよ～」と言って笑ってました。私はやっとその理由が分かりました。

かんちゃんは「今きづいたの？」といいました。私は他の人に、「ここは青海の人しかいないのまえから知ってた？」と 2人に聞きま

した。そしたら、どちらも「うん」「うん」と答えてはずかしくなりました。 

4日目、まず、どうくつたんけんにいきました。入るときは楽しみだったけど、入ったら足元がぺちゃぺちゃしてたのでこわかったで

す。次は、さとうきびしぼりをしました。Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄグループにわかれてしぼりました。飲んでみたらあますぎたから流しました。

でもゆっぴはたくさん飲んでいました。私はびっくりしました。 

5日目、ハーレー船をしました、ハーレー船は 8人グループでＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄグループに分かれました。レースは、Ａグループが 1レ

ース、Ｂグループが2レース、Ｃグループが 4レースです。私のグループ、Ｄグループがファイナルレースでした。 

 

ヨロン島での思い出                                        2年 玉那覇 結華 

 わたしは、はじめて船にのったとき、あことちいちゃんに会いました。先生がゆっぴーでいろいろあそびました。 

2日目にみんなでイカダを作りました。ゆっぴーが明日イカダにのるよと言っていたのでのるのがたのしみになりました。 

3日目にどうくつたんけんとサトウキビしぼりをしました。どうくつの中にじんじゃがありました。サトウキビのジュースは、わたし

にはちょっとあわないあじでした。 

4日目にハーレー船大会をしました。けっかはっぴょうで青海と竹丸がどうてんで青海と竹丸が 1位になりました。 

5日目にへやのそうじをしました。自分のへやがきたなすぎてびっくりしました。自分たちがこんなにきたなくしてたとわかりました。

さいごにしゃしんをとって 2人ずつにくばりました。わたしはまたヨロンにきたいと思いました。 
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ヨロン島での生活                                          3年 森枝 阿子 

 私はヨロン島に行けることになりました。 

―三月二十七日― 朝 8 時に家を出ました。熊本でおにぎりを買って熊本空港へむかい一時間半くらい飛行機に乗りました。そして

ついに沖縄の那覇空港に着きました。そしてラッキーというリーダーに会いました。そして福岡の人たちを待っているとちゅうに買っ

たおにぎりを食べました。羽田の人はおくれるのでさきにホテルへ行き次の日のいかだづくりにむけて竹と竹のむすび方をさきに学び

ました。 

―三月二十八日― 朝5時半に起きてじゅんびをして、船に乗りました。 5時間も乗ったので、とってもきもちわるかったです。（そ

の時にアメリカの子も来てます。）ヨロン島に着いたらみんしゅくに行きました。私は青海というみんしゅくにとまりまりました。青

海ににもつを置いた後、いかだ作りをしました。そしてわくわくの部屋の発表。私は和歌ちゃんとまゆちゃん、ちひろちゃんとゆいか

ちゃんという四人と一緒のへやになりました。 

―三月二十九日― 二十八日に作ったイカダに乗りました。そして、海水よくをしました。 

―三月三十日―  島内ハイク。その日は、しょうにゅうどうたんけん。サトウキビしぼりではサトウキビをしぼったしるをのみまし

た。あますぎてたおれそうでした。 

―三月三十一日― ハーレー船大会 あんがいとてもはやくすすみました。 

―四月一日―心のかんそう あーもうすぐかえるのかーさびしいなー・・・ 

 

 ヨロンでの事                                           5年 渡辺 和歌 

 私は羽田が家の近くにあるので、はねだから飛行機で那覇までみんなと一緒に行きました。私は、Ｂ席で 3席あるうちの真ん中の席

に座っていて、そのあと、Ａ席にりくがきました。私はシートベルトが外せなくなり、けっきょくりくは私の上を通りました。そのこ

とを部屋のみんなに話したら笑われてしまいました。その次の日にヨロン島に船で行きました。5時間も乗ってよったので、看護ルー

ムでねました。たいへんでした。青海荘の 1日目にヨロン献奉をしました。本当はお酒をのむけれど、私たちはジュースを一気飲みし

ます。名前、出身、がんばりたいことを言いました。私は、渡辺和歌、千葉県、友達をたくさん作りたいといいました。ヨロンについ

てから 4 日目、ハーレー船をやりました。ハーレー船大会は私たちの民宿の青海荘と竹丸が同点 1 位で星砂と松園に勝つことができ

ました。子供同士の試合が終わったら、アメリカの男の人とおじさん対、日本のおじさんで戦いました。結果はアメリカの人がかちま

した。次の試合はジュニアの人と民宿リーダーで戦いました。2つのぼうが海にあり、それを回って戻ってくるのに、とても変な風に

いどうしたり、別のチームのぼうをまわろうと民宿リーダーチームはしていたけれど、民宿リーダーチームが勝つことができました。

そのあと、海でみんなで一緒に遊びました。ゆっぴーと一緒に遊びました。ちーちゃん、あこ、りくりく、れい、小春ちゃん、といっ

しょに遊びました。りくりくとゆっぴーがマイカさんになげとばしてもらってびっくりしました。そのあとお弁当を海岸で食べて、み

んなは海で遊んでいたけれどわたしは 3 人と一緒にねました。1 日目はりくりくと部屋のみんなしか友だちがいなかったけど、いま

は 23人も友だちができました。アメリカの友だちが７人もできました。アリア、エレノア、ニック、オーティス、キア―、グレイソ

ン、小夏ちゃん、たいし、たいら、ゆうきなどとなかよくなりました。 

 

 ヨロン島                                              5年 田村 真結 

１日目 羽田空港で飛行機に乗ってなはまで行きました。なはでは、ホテルにとまって寝ました。 

２日目 朝早くに起きて船にのりました。船の中ではとちゅうまでは元気よく遊んでいたけど、よってねました。そして、調子がよく

なったので、みんなといっしょにイカダづくりの練習をしました。そのあとはみんなでじゃんけん列車やハンカチ落としのようなあそ

びをしました。ヨロンについたら、バスでホテルまで行って大きい荷物と小さい荷物を整理しました。ホテルに行ったあとは、海で入

島式をして、イカダを作りました。イカダはけっこうでかかったです。ホテルに帰って、ヨロンけんぽうをしました。ヨロンけんぽう

では、本当はお酒を飲んでそのあとに「とうとがなし」というけど、わたしたちはお酒が飲めないから、ジュースを飲んでやりました。 

３日目 3日目は、海で昨日作ったイカダをこぎました。くもっていたのでめっちゃさむかったです。イカダはこいだ後に解体しまし

た。そのあとは海遊びだったけど、私はさむかったのでたき火の近くであったまっていました。 

４日目 島内ハイクをしました。ヨロンの昔の人たちのくらしや、沖縄の昔の家が見れるところにいきました。昔のくらしをみたあと

は、さとうきびしぼりをしました。サトウキビがつぶれてサトウキビじるがでてきます。そのあとでさとうきびをのみました。あます

ぎてすべてはのめませんでした。しょうにゅうどうたんけんにもいきました。しょうにゅうどうはごつごつしていて、ヘルメットをぶ

つけてる人がいました。かいちゅうでんとうをけしたら真っ暗で何も見えませんでした。 

5日目 民宿対抗戦でハーレー船をしました。青海そうと竹丸そうが同点 1位でした。ハーレー船のあとは海で泳ぎまくりました。は

がガチガチなりました。またたき火であたたまりました。 

6日目 6日目は船に乗って沖縄まで行きました。この船ではよいませんでした。ホテルでは仲のいい子と同じ部屋になれてよかった

です。寝る前に友だちとめっちゃしゃべりました。 

7日目 今は 6日目なので明日はわかりません。家に帰りたくなってきました。 

 

 ヨロン島の思い出                                        3年 藤久保 大志 

 ぼくはさいしょに友だちができるかしんぱいしていきました。でも、福岡空港でであった、たいらくんという子となかよくなりまし

た。ヨロン島では、キア・タッカーくんとコナー・スワンソンくんとなかよくなりました。 

1日目は、じょうぶないかだができました。 

2日目は、そのイカダでヨロン島の海でイカダをこぎました。 

3日目は、どうくつへいきました。そのあとにさとうきびしぼりたいけんをしました。 

4日目に、ハーレー船でちがうチームと勝負をしました。竹丸そうと星砂そうと同点でした。 

5日目に、一番さいあくな船にのります。ぼくは、3日目になきました。家族とあいたいです。 
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 ヨロン島での思い出                                         3年 東 太生楽 

まず楽しかったのが、ひこうきでえいがをみたことです。  

ハーレーせんです。こぐのがちょっとむずかしかったけどたのしかったです。つぎは、外国人の友だちをつくるというもくひょうで

す。そのもくひょうをたっせいして友だちが 6人もつくれました。つぎは、うみでもぐったことです。さいしょの日ははれてなくてさ

むかったけど 2 日目ははれててきもちよかったし水の中にはいれたからものすごくきもちよかったです。一回目のあのてんきはなん

でというぎもんがのこりました。でもほんとうにはれてよかったなーとおもいました。ことしは、ほんとよかったなーとおもいました。

こういうたいけんはほんとうにないのでやってよかったとおもいました。 

 

ヨロン島の思い出                                         4年 久保木 亮敬 

ヨロン島にいたこの1週間はとても楽しかったです。1日目は、「沖縄国際ユースホステル」にとまりました。とても友達ができて

うれしかったです。2日目は、フェリーにのってヨロン島に行きました。フェリーにのっている時に外国人の子たちと仲良くなりまし

た。3日目は、ホテル青海そうにとまりにいきました。食事がとてもおいしかったです。4日目は、ハーレー船の練習をしました。5

日目は海水浴をしましたが水がとても冷たくて気持ちよかったです。6日目はハーレー船大会本番です青海そうが優勝してうれしかっ

たです。ヨロン島にいる 1週間は、いろいろあったけどとても楽しかったです。また参加したいです。 

 

    6年 八重川 輝 

 僕が一番楽しかったことは、ハーレー船競争です。他にも、初めて水切りをした時の感覚がすごくよかったです。ハーレー船競争で

は、竹丸そうの方々と 3 対 3 で、接戦になりかけたと思ったら、なんかよくわからん競争を始めたりしていました。でも、とてもど

きどきはらはらして楽しかったです。水切りは 10回することができて、自己新記録を更新することができまし T。友達ともできたの

で、とても楽しかったです。お別れパーティーの時は、フルーツバスケットをやったり、ジュースを飲んだり、おかしを食べたりして、

とても楽しかったです。帰りの船もようかと思ったけど、意外によわなくて、友達と話したりできて、とても楽しかったです。もっと

旅を続けていたかったけど、もう終わりでさびしいです。また、家族旅行でヨロン島に来たいです。 

 

                                                   6年 渡邊 竣斗 

 僕がこの 1週間で一番楽しかったのは、ウドノスビーチでの海水浴です。その中でも一番楽しかったのは、ハーレー船です。おしく

も全勝はできなかったけどとても楽しかったです。海で遊んだ事もとても楽しかったです。海では海にもぐって、いろんなサンゴの死

がいやもずくみたいなやつをひろったりしました。次に楽しかった所は、鍾乳洞洞窟体験です。鍾乳洞はマインクラフトっていうゲー

ムでしか見た事がなかったのでとても面白かったです。中に「鍾乳洞ができるまで」というところがあったけど読めませんでした。そ

の次に楽しかったのはイカダづくりです。初めてだったので楽しかったです。結び方がしっかりしないとこわれてしまうのでホモサピ

といっしょにがっちりしばりました。またこの与論に来るきかいがあったらまた行きたいです。この旅はとても楽しかったです。 

 

4年 Chizuru Moses 

 わたしは、一番おいしいごはんと楽しかったことは、ハンバーグといろいろおいしかったですけど、わたしはここにいておせわにな

りました。おかしはすきだけど、食べもののほうがおいしいです。作り方をおしえてください。わたしもたぶんめっちゃおいしいごは

んを子どもたちにたべさせたいですね。このヨロン島は、わたしめっちゃすきですけど、とうとがなししかわからないからもっと教え

てください。わたしは、ヨロン島が楽しいけど、このまえ行った店はめっちゃすきです。またここにきたいです。 ちずるより 

 

                                                    5年 Aalia Fisk 

 I was worried. I would be homesick, so I didn’t want to leave. I gave my last hug nd kiss to my mom, and we went to get on the 

boat. On the boat, we got our bandana. I wasn’t in any of my friensa group and I was sad. I took naxin pill before the boat so I was 

line got a little bit. The pill only acted only two hours so I startedto feel sea sick so I got a bag to pube in them. We started to learn 

how to tie the not but I sat out because I didn’t feel good. Next, the people from Motobu came and they got bought on the not.  The 

next of the time we played games. When we got there, the Japanese felt and we got ready to get off the boat. When we got off the 

boat we got port and we got on bus to take me to the Minshuku / hotel. When we got there we ate lunch, then we got on the bus to 

the beach. At the beach, we built a raft. While we were on a beach, Otis was guiding a puggy beach ride to bye and… his pants fell 

off!   

5年 Eleanor Weaver 

 We had just got off the boat when we got to the bed and breakfast thenk we weren’t going to see our room yet! So we dropped off 

our bags and we were of to the beach! We got to the beach and we were going to make a raft out of bamboo and rope! We made the 

raft and we got to play on the beach! I met a friend, Aalia! She gave me a piggy back ride and this other boy named Otis paul gave 

a pigpy back ride to a nutler kid and Otis paul’s pants fell down. After that we went back, and got our room.  Aalia was in my 

room! Another girl was in my room. Her name is something in Japanese but we just called her Chizu.  After that wewent to eat 

dinner and went to bed.  We had to sleep on titony mats. Our blankets was very hard to sleep on. 

                                                                                          4年 Grayson Garcia 

 I loved the cave.  I got to see alein eggs. We when we got to the hotel we played a game.  Then we brushed our teeth and went 

bed.  The next day I had breakfast. The went to the beach and swam for an hour then had lunch at the beach.  When we got back 

we took showers and changed my clothes, and then we went dragon boathing and won every single time. Then we saw turtles on 

a glass bottom boat, and went to an island that only had sand and I found a sea isopod in the sand.  When I let it go it duge under 

sand then we got back on the boat and left.  Then we got to drink sugar cane juice.  It was amazing then we went back to the 

hotel to go to sleep.  I loved coming here to yoron. I hope I can come toyoron next year. I love it, and the gift shop is amazing. 
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   4年 Kyle Stout 

  When I came here, I made many friends.  Their names are Grayson, Carter, connor, Ellie, Aalia, and Otis paul on the boat.  

My group that I sleep with.  Their names are connor, carter, and Otis paul.  We made a bamboo raft.  Then we took it out to 

ocean we saild the seven seas.  Then we went to the souvenir shop, I got a beautiful little puffer fish. His name is puffy.  Otis 

broke a hole in Puffy. I am very angry at him.  We went on a glass bottom boat. We saw two turtles!!  Then I found three sand 

dollars star fish on to some dry sand.  We did dragon boat races.  I won then we wore a lot to swim but the woldn’t let us so we 

had to dig in sand then the let us swim then we ate lunch one of the leaders had to leave. 

5年 Connor Swanson 

Day 1 We had just got of the boat when we got to the bed and breakfast when we weren’t going see our room. 

Day 2 We went to the beach to ride the raft.  We got wet!  The other team won but it was fun!  We had to padil back to shour. 

Day 3 We went to a cave went we came out of the cave and we went to make sugar cane juice and we went to a glass boat and we 

saw a turtle.  Day 4 We went to the beach and we did dragon boat races. 

ヨロンで楽しかったことをやったこと                                4年 タッカー キア 

 まずぼくがたのしかったことは、ハーレーせんです。キアたちのチームは、まけたけどたのしかったし、いっしょうけんめいやった

ので、ちょっとだけ、はずかしかったけどたのしかったです。つぎにぼくがやったことは、さんぽ。海に行った。海でべんとうをたべ

ました。ぼくは、はじめてきてちょうたのしかったです。さいごに、ぼくが今思っていることは、またつぎもききたいし、きっと、次

きたときは、もっとたのしいとぼくは、いま考えています。みんしゅくへのメッセージは、つぎきたらよろしくおねがいしますと、5

日間みんしゅくにいさせてくれて、ほんとにありがとう。次も来れたらよろしくおねがいします。 

                                                                                      5年 Carter Casperson 

  I loved the trip my favorite things on the trip was the raft.   We built the raft.  We had a wave runer to pull us around. The 

water was cold but I got used to it.  Then we went swimming. Went back to the hotel and we went new rooms. We sat our stut up 

and showed and ate dinner, it was good we did a welcoming celemony and said what we are looking forward to and then drank the 

juice we got. And went to bed.  We wake up early ate breakfast and did a care. It was nice. Not a hard cave it was cool. Then we 

went back and ate and hike to a beach and correct some trash and shells for a craft.  We did at craft night .  I painted a shell. I 

got a copie things from a shop I went and got things for my family with the group.  We went back ate dinner and went to bed.  

We wake up early and did sugar cane and then went to a grass boat and then ate lunch then went to the beach and play in water 

then we went to eat dinner then did games.  Wake up early and did a dragon boat race. We won. Seikai which is the black, we 

won 3 races which was the best out of every one.  We went swimming then had lunch on the beach. It rained so we went to the 

hotel, shawerd, played games until it was dinner time. Ate dinner, did Japanese games. Went to bed, wake up, had very good 

breakfast and then started writing this paper then will have lunch and then will leave the island.  I am not ready to leave. I want 

to stay but I want to see my family so I am kind a ready to leave and give them their gifts. 

 

Yoron Trip Times!!                                      5年 Nickolas MacDonald 

 I have had a wonderful trip here on Yoron Island!!  I have made some new friends and had lots of fun times with them too! I did 

the raft making and raft riding, we did the beach cleaning.  We also did the dragon boat racing, that was a lot of fun.  We went 

to the beach and ate a bento for lunch.  Their food at the minshuku was very tasty.  We also went swimming in the ocean and 

walked to some of the beaches near the minshuku.  We also went to the souvenir shop and got some things there too.  Our 

minshuku leader had to leave earlier on Thursday afternoon to go up to Tokyo for her family.  That was very sad, but if I were to 

have the chance to come back, I would for sure be coming back.  I loved my trip and I would like to the wonderful island og Yoron 

Jima.  Thank you so much for all that you guys have done for us on this great trip!!  You made this trip so much fun for me and 

I would love to thank all of the people that gave me help on this trip!! Thank you so much and may god bless you all!! 

 

                                                                                         5年 Otis Paul Wray 

 In this week, I have made friends called Aalia, Kyle staut, mac weave, Connor, Carter and Grayson.  My friend and I shared 

room.  We stayed up late and played monster. It was fun so much that we did it over night and day.  We went in to a cave, for 

food I eat Japanese food. My group went hiking and made sugar cane drink. On day 3, we made a bamboo raft I saild.  I torold 

okros America and Africa but a donate on the 2 day we achley made a rest but we did not use it on the 4 day all of the group reast 

using raft.  We win by 3 wins.  I hope the most fun over thank you for having me came. 
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松 園 
  

楽しかった事                                            3年 船越 愛琉 

松園で楽しかった事やたってうれしかった事はごはんがとてもおいしかった事や、部屋がとてもきれいだった事です。 

部屋やきれいかが一番不安でした。でも部屋は、とてもきれいで、窓から友だちと、話せるからうれしかったです。楽しかった事は、

ふとんをみんなでたたんだ事です。私はふとんをたたむのはむずかしいと思っていました。でもみんなといっしょにたたむと、楽しか

ったです。ヨロン島全体で楽しかった事は、友だちと海に入った事です。私は友だちの家から遠いから、学校の友だちと海であそんだ

ことがないからです。友だちとうみにいくとこんなに楽しいんだと思いました。海でおよごうと思ったら、およげなくなっていて、お

ぼれそうになりました。だけどとっても楽しかったです。イカダ作りはかんたんと思っていましたが、とても、むずかしかったです。 

友だちができるか心配でしたけど、友だちがたくさんできました。外国人の友だちができるかが、心配だったけど、外国人の友だちも

たくさんできました。さとうきびジュースはさいしょはおいしかったけど、２杯目からは、すきじゃありませんでした。なぜかという

と、２杯目からは、草の味がしたからです。どうくつはうすぐらくてちょっとこわかったです。ハーレー船は、楽しかったです。ハー

レー船は、負けちゃったけど、楽しかったかたうれしかったです。またヨロン島にいきたいです。 

 

ヨロン島に行って                                         ４年 西田 悠理 

私はヨロン島に行く前、友達はできるかとか心配していました。でも実際に行ってみるとけっこういっぱい楽しいことがありました。 

一つ目は、すぐに友達ができたことです。一日目、なはのホテルに泊まったとき、部屋が同じだったこと友達になりました。 

二つ目は、民宿の「松園」（二日目～六日目まで泊まった）のご飯がおいしかったことです。手作りだからめっちゃおいしかったです。 

三つ目は、外でさとうきびしぼりとか、イカダこぎをしたことです。さとうきびしぼりでは、さとうきびジュースを飲みました。あま

かったけど草の味がしました。その後友達（外国人もいっしょに）おにごっこをしました。一回もタッチされませんでした。イカダこ

ぎでは、自分たちで竹で作ったイカダに乗りました。海がめっちゃ冷たかったけど最後の方では、なれました。あと、三十一日に、海

に入っておよぎました。楽しかったです。ハーレー船では０勝だったので最悪でした。こんな感じで、ヨロン島ではふだんできないこ

とができました。私は明日、家に帰ります。「もうちょっとヨロン島にいたい。」と思いました。また来年もできたらヨロン島に行きた

いです！！ 

＜主に仲良くなった日本人＞ 

阿礼、愛琉、桜海ちゃん、染谷ようすけ、純、かつひと、ろく、拓人、うぃる、りか、いろはちゃん、近藤ようすけ、なおと 以上 

 

ヨロン島での「楽しい」                                      5年 松永 阿礼 

私がこの合宿のイベントで心に残っていることはいっぱいあります。一つ目は船に乗ったことです。私は船に初めて乗ったので船は、

ようというこは知っていてもそんなによわないだろうと思っていました。けれど想像以上によったので本当にびっくりしました。私は

もともとよいやすいので本当に船に乗るのがこわくなってしまいました。船はできる限り乗りたくないです。 

二つ目に心に残ったことはロープウェイとイカダです。まず、ロープウェイではかんたんなのにはずれにくい結び方なのですごいなと

思っていました。イカダではバイクみたいな乗り物でひっぱてくれていたので私がパドルでこがなくても進んでいました。海水はもの

すごく冷たかったけれど慣れたらあまり冷たいと感じませんでした。 

三つ目は、さとうきびしぼりです。さとうきびしぼりでは、電気を使わないのですごく古い感じがしました。さとうきびを歯車でかみ

あわせてつぶしていくと中の汁が出てきてそれが流れていくというその機械の仕組みがとてもおもしろかったです。五つ目は、外国人

との交流です。特にプレイルームでバルーンゲームをしてあそんだ 3 月 31 日です。私がふくらませたバルーンをブルックリンが足

でけって「パンッ」とわったのがとてもおもしろかったです。これが私のヨロン島での「楽しい」でした。 

 

ヨロン島で学んだこと                                       6年 村上 桜海 

私は、ヨロン島で３つのことを学びました。 

一つ目は、ごはんをおいしくいただくことです。この五日間朝昼晩、松園の方々がおいしいごはんを作ってくださりました。私は、に

がてなものがほぼないので、毎日完食しました。でも家では、ごはんが多い時は、残したり、食欲のない時は、少ししか食べなかった

りしました。でも松園で、ごはんを完食した時、「ごはんは大事なんだ。」と思いました。これからは、「多いな。」「食欲ないな。」と思

っても、がんばって食べようと思いました。 

二つ目は、海をきれいにすることです。三十一日海に遊びに行った時ゴミがたくさんおちていました。「二日前に行った海沿いは、と

てもきれいだったのにどうしてだろう。」と思いました。ヨロン島には、毎年４トンものゴミが流れつくそうです。でも、海をそうじ

（ゴミ拾い）する人たちのおかげできれいな海をたもっています。なので私たちも、ゴミ拾いをしました。特に多かったのは、ペット

ボトルのふたでした。小さかったり草にひっかかってとりにくかったです。でもみんなでしたので速くすすんで、きれいになりました。

私の地元の天草もとてもきれいだけど、ゴミが多いので自分からすすんでゴミ拾いしたいです。 

三つ目は、友達をたくさんつることです。最初はきんちょうして話しかけにくかったけど、空港で友達になった百花ちゃん、沖縄でい

っしょの部屋にとまった愛琉ちゃん、阿礼ちゃん、悠理ちゃんと友達になり、松園でいっしょにとまったみんなとアメリカンで特に、

仲良くなったエリザとブルックリン英語で伝わりにくいところは、友達にきいたり、ジェスチャーしたりしました。私は、友達をつく

るのはたいへんだけどとても楽しいことを知りました。学校でも、仲良い友達の他にも、なかなか話さない子とお話ししようと思いま

した。この３つのことを私の地域や学校で実せんして、ふだんの生活をもっと楽しくしようと思います。ヨロン島最高！ 

 

たのしかった松園                                            ２年 河野 奈生登 

 ぼくは、松園で楽しかったことが三つあります。一つ目は、しょくじです。みんなでおいししょくじを食べれたことがうれしかった

です。二つ目は、ベットです。とてもベットがやわらかかったからゆっくりねむれました。うれしかったです。三つ目はにもつです。

みんなのにもつを車にのせてはこんでくれたことです。おもたいなと思ったとき、やさしくにもつを車ではこんでくれたことがすごく
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心にのこりました。海や外でこと、楽しかったこと、少しこわかったことは四つあります。一つ目は、イカダです。イカダで、海に入

った時は、とてもさむかったです。しぬ日がくると思いました。二つ目はハーレーセンでレースをしました。さんざんともだちに 

「あい手がゴールに近づいてもぜんりょくでこぐんだよ。」と言ったのに、自分があい手がゴールしそうだからもうハーレーセンをこ

がないで止めていいやと思いました。さんざん人に言っといて、それは、自分がわるいと思いました。三つ目はしょうにゅうどうです。

とてもこわそうだったのでリーダーと手をつなぎました。でもゴールについたしゅんかんすごく楽しかったと思いました。四つ目は、

さとうきびしぼりです。さとうきびをしぼるのが楽しかったです。のんでみたら、言いずらいけどあまりおいしくなかったです。 

また、ちびっこたんけん学校ヨロントウにきて、びじんなおねえさん（２人）に会いたいです。 

 

松園にとめてもたったよ                                        2年 伊藤 禄 

今週の月曜日から金曜日まで松園ですごしました。 

一日目は、はじめて松園に来て、ヨロンけんぽうというものをしました。二日目は、はじめての朝食を食べました。いかだこぎもしま

した。むずかしいけれどたのしかったです。三日目は、グラスボートにのりました。サトウキビをしぼりました。すごく草のあじがし

たのでのこしました。しょうにゅうどうにも行きました。道がしっかりできていたのでものすごくびっくりしました。この日はプレイ

ルームで家ぞくにてがみを書きました。四日目は、海でハーレー船グランプリでは、ざんねんながら４いでしたが楽しかったのでよか

ったです。その後広い野原でおいしいおべんとうをたくさんおかわりして食べました。そのばんやきそばやソーセージ、ほねのついた

肉などをたくさんおいしく食べました。その後かっぷのアイスを食べました。じゃんけんでかったからアイスがたべられたのでよりお

いしくかんじました。五日目はとうとうおわかれの時でした。すごくさびしかったけれど楽しい五日間になりました。またヨロン島の

松園に来たいです。 

 

松園ありがとう                                            ４年 竹下 拓人 

 松園のみなさん、二十八日～四月一日までとめてくださりありがとうございました。いつもごはんまでつくっていただきとてもたす

かりました。いつもおいしいごはんだけど、特に夜ごはんがおいしかったです。さしみはすごくおいしくて、しあわせでした。たくさ

んの友達もできてすごく楽しかったです。海に行ってぬれて帰ってきたときもお風呂に入れてくれてありがとうございました。松園に

とまれて、すごく良かったです。プレイルームもかたずけてくださり、雨の時などでも楽しく遊べました。よろん島に来て一日目は、

イカダ作りをしたときは、外国人が思っていたより多くいて、すごくきんちょうしました。だけど、ぶじにイカダを作れました。二日

目は、イカダをこぎました。みんなの心を一つにしてこぐことはできなかったけど、全力でこいですごく楽しかったです。その後は、

海で自由に遊びました。三日目は、しょうにゅうどうを見に行きました。中はすごく暗くて、暑かったです。初めて見た時は、すごい

形をしているなと思いました。次に、サトウキビジュースをのみに行きました。サトウキビジュースをつくるのはむずかしかったけど、

すごくおいしかったです。その次に、ゆりが浜に行きました。ゆりが浜は、砂しかなかったのですごくふしぎでした。ゆりが浜に行く

と中では、カメも見れたのでよかったです。四日目は、ハーレー船にのりました。イカダをこいでいた時よりかは、協力できたので良

かったです。ぼくは、ここに一週間おり、いいなと感じたことは、海です。海がすごくきれいで、奄美とはちがう美しさが見れました。

こんどは、家族で来るので、まっていてください。 

 

ヨロンの日常                                           ５年 染谷 洋介 

 ヨロンに来てからの最初のイベントは、イカダ作りです。イカダ作りはテレビで見たことがあるけど実際やってみたことはありませ

んでした。だけど、今回もイカダを作ることはできませんでした。なぜかというとうみに入ってしまったからです。うみに入りたいと

いう欲に負けてしまって海に入ってしまったからです。 フェリーあけぼのは、すごいよいました。フェリーあけぼののイベントは参

加しませんでした。民宿の松園はごはんはおいしかったです。だけどシャワーはちょっといやだったけどごはんはおいしかったです。 

次の日はいかだこぎをしました。きのうつくったいかだです。けっこう遠くまでいきました。ヨロンの海の水はとうめいでした。かい

もいっぱいひろいました。よる貝でクラフトをしました。クラフトといってもただボンドや色をぬっただけだったのです。 

 

ヨロン島の日常                                          6年 權藤 裕喜 

一日目は船で気分が悪くなりました。そして外国人と話せなかったです。そしてヨロン島についてからいかだを作りました。思った

より竹が大きくてびっくりしました。なわをがんばってきつくしめました。かなり手が痛くなりました。二日目はいかだに乗りました。

足が冷たくてその次に全身が冷たくなってぬれないのをあきらめました。その後海でおよぎました。そして着がえるときに体がベタベ

タになってしまいました。その後おみやげをかいました。貝が売っていたのでたくさん買いました。そして海で拾った貝に色をぬりま

した。三日目は最初にしょうにゅうどうに行きました。そこはとても神秘的で自然と向き合うことができる場所でした。その次にさと

うきびしぼりに行きました。ぼくはそこでえいせい面が大丈夫か心配しましたがなにごともちょう戦だと思い思いきってのんでみまし

た。最初は甘くておいしかったが、だんだんと草の風味がのこってあまりおいしくなかったです。その次に海に行ってグラスボートに

のりました。そして百合ヶ浜に行って星の砂を拾いました。四日目はハーレー船にのりました。水圧でオールが動かしずらかったです。

それでもいいけいけんだと思いました。松園は部屋は古いけどごはんはおいしくて、まるで家族のようでした。そしてぼくは外国人と

とても仲良くなりました。この 4泊5日の旅はぼくのなかのなにかをうごかした気がする日々でした。 

 

ヨロン島に来てできたこと、たのしかったこと                            2年 宮川 暖乃 

わたしがヨロン島にきてたのしかったことは、２つあります。一つ目は、夜にみんなとあそべたことです。ヨロン島にいく前、あそ

ぶ時間はあまりないんじゅないかなぁと思っていたけれど、たくさんあそべてうれしかったです。その中で、いちばんたのしかったの

は、しっぽとりゲームです。一回せん目ではまけてしまいました。だけど二回せん目では、上手な人のまねをしたら、かってうれしか

ったです。二つ目は、ハーレー船大会です。松園はなにもかたなくてくやしかったけど、みんなまがったりしてとてもたのしかったで

す。家に帰ったらなんでまけたのか考えたいです。ヨロン島に行って、できるようになったのは、きれいにせいりせいとんができまし

た。ヨロン島に行く前はかたずけがにが手でした。けれどモットーに自分のことは自分でやるとかかれていました。がんばってやって

みたら、ほかの子に、「このへや、とってもきれいだね。」といわれました。うれしかったです。友だちもたくさんできました。りかち
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ゃんは明るいせいかくではなしやすかったです。同じカメラをもっていてびっくりしました。なのはちゃんはたまにキャラがかわるの

で、おもしろいです。いろはちゃんは、いつもかわいいかみがたができてうらやましいです。はじめはともだちができるかふあんだっ

たけれど、いまはいっぱいともだちができて、「ヨロン島にきてよかったな。」と思っています。 

 

やったことの感想                                          3年 工藤 璃佳 

わたしが、ヨロン島にきて、一番心にのこったのは、いかだのりです。のった時、海の水かつめたかったけど、なれるとへいきにな

りました。おわったら火にあたろうとほかの人がじゃまであたりにくかったです。二番目に、心にのこったのは、さとうきびしぼりで

す。まわすのはたいへんできたが、しぼったジュースはそんなにおいしくありませんでした。外国人が、いっぱいのんでいたのでおい

しいのかなと思いました。とちゅうで雨がふってきたので、やねがあるところで、あまやどりをしました。お店だったので、みてみた

ら、ほしいものが、いっぱいありました。昔のまくらもありました。三番目は、松園というやどのごはんです。毎日メニューがちがく

て、おいしかったです。おさしみなどがありました。四番目は、ショッピングです。ほしいものはいっぱいあったけど、お金が少ない

のでほしいものは全部はかえませんでした。わたしのはんは、四はんで、リーダーはなおちゃんでした。三はんのリーダーはにっしん

です。にっしんは、みんなによく話しかけられていますが、せっして、いいはしじゃありませんでした。わたしがいちばんうれしかっ

たのは、友だちがいっぱいできたことです。できた友だちは、女の子は、なのはちゃん、いろはちゃん、はるのちゃん、おーちゃん、

こはくちゃん、じゅえるちゃん、あれいちゃん、ゆりちゃんです。男子は、おなじはんの人です。わたしはヨロン島にきて、いろいろ

なことをしました。これをどこかでいかしたいです。 

 

やさしいヨロン島の人                                      4年 伊藤 いろは 

私はヨロン島でいっぱいたのしいことを体験しました。 

一番楽しかったことは海で泳いだことです。海で泳ぐときにヨロン島に住んでいる中学生と高校生のお手伝いの人とあそびました。そ

の中でもほのかさんという中学生の子に遊んでもらいました。ほのかさんはとってもおもしろい人でとっても泳ぎがうまくて泳ぎをお

しえてもらいました。まずひら泳ぎから教えてもらいました。ためしにおよいだらしょっぱかったのでさきになのはちゃんに泳いでも

らいました。なのはちゃんのほのかさんもとってもおよぎがうまくてびっくりしました。そのあともほのかさんにいろいろなおよぎを

おしえてもらいました。そしてなのはちゃんとわたしにほのかさんがあだなをつけてくれました。そのあだながわたしはみそからネギ

でなのはちゃんはおぼれるからおぼれそうというへんなあだなを付けられました。あので、ほのかさんにもへんなあだなを２人で付け

ました。そのあだなはほのおです。それをほのかさんにいったら「もやすぞ」と言われました。２番目にたのしかったこと（よかった

こと）はとまっているみんしゅく松園のごはんがおいしかったことです。特にとんじるが美味しかったです。中につぶしたかぼちゃの

しらたまがはいっていておいしかったです。またヨロン島にいきたいと思ってヨロン島の楽しさを学校のみんなに教えたいです。 

 

楽しい「ちびっ子たんけん学校」                                 5年 田中 心羽空 

私は、今回の「ちびっ子たんけん学校」に来て分かったこと、うれしかったことなどがたくさんあります。「ちびっ子たんけん学校」

に来て、しょうにゅうどう体験、サトウキビしぼり、ハイキング、イカダ作りなどをしました。でも、私が一番楽しかったのはレクリ

エーションです。みんなとの仲を深めることができました。きょ年は来ていなかった、アメリカの子ともとても楽しく活動できました。

アメリカで遊べるトランプの方法も教えてもらいました。他の人にも教えてあげたいと思いました。私は、松園という民宿にとまりま

した。松園というところはご飯がすごくおいしかったです。私は家ではご飯を残すことが多いけれど松園のご飯はだいたい完食できま

した。また、家ではあまり早く起きれないことが少し多いけど、松園ではきんちょうして六時前に起きれるようになりました。家でも

しっかりときそく正しく生活したいです。そして、民宿の方々、はんのリーダー、与論の人々にも感謝したいです。次に楽しかったの

は、ハーレー船です。ハーレー船大会ではあまり勝てなかったけどおうえんするのが楽しかったです。友達とみんなで作ったはたを使

っておうえんしました。リズムに合わせてかけ声を作ったりして本当に楽しかったです。その次に楽しかったことは、与論の「サンゴ

センター」でおみやげを買ったことです。家族みんなの同じキーホルダーを買いました。喜んでもらえるとうれしいです。来年を「ち

びっ子たんけんヨロン学校」に来てみたいなと思いました。そして、与論の良さを広げていきたいです。 

 

ちびっ子たんけんヨロン学校で学んだこと                             6年 河野 奈乃羽 

私はこのキャンプを通して、個性の大切さをあらためて知りました。このキャンプではたくさんの方々と交流することができました。

とくに外国人の方々と一緒に過ごした時間は、私にとってとても貴重な時間でした。外国人の方々は英語が苦手な私に一生懸命話しか

けてくれました。私は、はじめ外国の方々にこわいイメージがありましたが、実際に話してみると、とても明るく、優しい人達ばかり

でした。やはり、人を見た目ではんだんするのはよくないことなのでこれからは、人の個性を今まで以上に尊重していきたいです。 

ここで話を区切って、楽しかったことや難しかったことをしょうかいしていきます。イカダ作り、ハーレー船大会、友達と話したこと、

いろいろな人と交流をした･･･など楽しかったことがたくさんありすぎますが、その中でも一番楽しかったことは、海遊びです。海で

は友達と競争したり、水をかけあったり、泳ぎ方を教えてもらったりして、とても楽しい思い出がたくさんできました。中学生のお姉

さんに遊んでもらったのが一番印象に残っています。 

難しかったことは、部屋の片付けです。そうじきをかけたり、かばんの整理をしたり･･･いつも両親にやってもらっていたので、両親

のいだいさに気づかされました。 

難しかったことや、できないこともありましたが、友達と協力しキャンプを思いっきり楽しめました。 

最後に１つだけ、私たちのためにおいしいご飯を作ってくれた松園の方々、キャンプを楽しめるように、楽しいゲームや、優しく接し

てくれたリーダーや先生方本当にありがとうございました。本当に楽しかったです。 

 

松園の民宿さんありがとう                                     2年 西田 景悟 

松園のみなさん３月２８日から４月１日の間までこの松園に泊めてくれてありがとうございました。３泊４日のご飯を作ってくれて

ありがとうございました。とてもおいしかったです。松園の民宿さんのおかげでさとうきびしぼりやイカダ作りやイカダこぎがハーレ

ー船対決やおさんぽやグラスボードにのって百合ヶ浜まで行けたし海でもおよげたし貝やイカやクラゲやいろいろな生物がいたりし
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海上で水切りをしたりできました。百合ヶ浜まで行くと中に魚や海がめに会えてうれしかったです。あとしょうにゅうどうでつららみ

たいなものとかも見れたのは松園さんのおかげです。ありがとうございます。おへやも広くて電気がオレンジ色になってねやすかった

です。最後のバーベキューはウィンナーや、やきそばみたいなのがおいしかったです。夜食の後のアイス（パピコ）はとてもおいしか

ったです。次の日の朝食のパンとぎゅうにゅうとおんせんたまごとしおとバナナとコーンフレークとジャムはおいしかったです。おふ

ろの水はなにかわかんないけどシャワーがあつくなったりつめたくなってちょっとやっかいだったけど上手にいくとちょうどいいゆ

かげんでした。でもゆぶねが前めちゃくちゃあつかったです。だけどおふろにはいれるのはうれしかったです。あと、おふろのあろに

だるまさんがころんだをするのが楽しかったです。庭があるのがまずうれしかったです。本当にありがとうございました。また来年も

これたら来たいと思います。ありがとうございました。 

 

ヨロン島                                               ２年 近藤 陽介 

 はじめて来た時、海がキレイだなと思いました。１日めの時、いかだづくりをしてうまくできてうれしかったです。２日めの時、い

かだにのりました。さいしょはこわかったです。でもたのしくなりました。３日めの時、しょうにゅうどうに行きました。いきものが

いました。かに、さかな、えびがいました。あと、さとうきびをしぼりました。のんでみました。けれどあまかったけど、ちょっと草

がはいっていました。でもおいしかったです。グラスボートにのりました。海がめを３回見ました。いがいと大きかったです。４日め

の時、ハーレー船にのってれーすをしました。まけてくやしかったです。５日めさいごの日に、みんしゅくの人にありがとうございま

したっていいました。しゅうごうしゃしんをとりました。 

 

 ありがとうヨロン島                                       ４年 中田 凜太朗 

 最初に来たときは、本当に一人なんだなと思って、悲しかったけど、だんだんと皆とも仲良くなって、悲しみが少しずつ無くなって

いきました。 三日目ぐらいから、楽しくなってきました。羽衣琉兄という友達ができたので良かったです。羽衣琉兄が「奄美に行き

たい」と言っていたので夏休みには、僕の大親友にも会わせたいです。次に、出来るようになったことです。一人で布団をたためるよ

うになったことです。また、友達も大勢できたので、よかったです。一番むずかしかったのは、イカダ作りとハーレー船こぎです。 

また、楽しかったことランキングです。一位は、羽衣琉兄とお城づくりをしたことです。二位は、泳いだことです。おぼれかかったけ

ど、羽衣琉兄に助けてもらいました。三位は、羽衣琉兄と話したことです。すごく話がはずんだので、楽しかったです。 

奄美に帰ったら、この思い出を胸に、学校生活を楽しみたいです。最後に松園の方々への感謝のメッセージです。僕が泣いたときに、

すごく優しく接してくれて、ありがとうございました。一番おいしかったご飯は、豚汁と、サーモンのお刺身、フライドチキンです。

また、とまれる機会があればお願いします。後、しょうにゅうどうは水がポタッと落ちてきて、冷たかったし、怖かったです。 

 

ヨロン島                                           5年 マキロイ 羽衣琉 

ヨロン島で一番楽しかったのは、ハーレーせん大会です。なぜかというと勝てなかったけれど思ったよりも速く進んだからです。一

番楽しくなかったことは、５時間も船にのったことです。すごくひまできもちわるかったです。だからついたときは、「よっしゃー」

といいました。そしたらはきました。そのあとで海に行きました。そのときに大きなあなをほりました。ほってるときにあたらしくで

きた凜太郎とほりました。あしがはいるくらい大きくほれました。松園で一番たのしかったのは、夜にふとんをしいてはなしたことで

す。学校のことを話していまいした。もう一つは、ごはんがおいしかったです。とくにばんごはんにたべたとんじるがおいしかったで

す。いえでたべたのよりおいしかったです。そのあとにどうくつに行きました。ライトをけすとすごく暗くなりました。すごく水びた

しでした。いろいろなかたちのしょうにゅうどうがあっておもしろかったです。とくにうちゅうじんのたまごがなんでそんなかたちに

なるのかふしぎでした。アメリカンの人たちとしたおにごっこもたのしかったです。アメリカンの人たちはすごくはやかったです。 

 

今回のけんしゅう                                           ６年 桑原 純 

今回、僕はヨロン島でけんしゅうに行きました。そこでの日常を書きます。 

一日目、まずぼくはみんなでイカダ作りしました。けっこう楽しかったけどつかれた。そして二日目、みんなで水着を着て海に行って

イカダをこいでそのあとおよぎました。めっちゃつめたかったけど楽しかった。さらにそのあと水着がおわりました。三日目、しょう

にゅうどう探検に行きました。説明がすごい上手だった。さらにくらくてこわかった。その後サトウキビしぼりに行った。飲んだらは

きかけた。そして史跡探検に行ったよ。夜民宿で活動した。やっぱり松園のごはんおいしかった。しょうにゅうどうきれいすぎた。し

ょうにゅうどうの後、ゆりが浜に行った。めっちゃ海きれいだった。ズボンぬれたけど。四日目はウドノスビーチに行ってごみ拾いを

して、ハーレー船に乗ってレースをした。松園ボロ負け。竹丸ゆう勝だって。でもその後海で泳いだよ。ウドノスビーチ深いねん！お

ぼれかけたで！きゅうめいどうい着たらうけた。そのあとお昼ごはんたべた。それから雨ふってきたから松園にもどってプレイルーム

でずっと遊んだ。アメリカンと友達になった。おふろ入ってバーベキューした。そのあと遊んだ。たのしかった。いやあまじで五日目

はもうなんもない。フェリーのっただけだよ。ここで松園についてちょっと書く。松園はいいところ。ちょっとふるいけど対応神。ご

はんめちゃくちゃおいしい。シャワーいまいちやけど。なんだかんだあったけどヨロン島さいこうです。まじでヨロン好き。楽しすぎ

る。海きれい。すごいおもろい。ヨロン本当に本当に本当にさいこう。ヨロンと松園本当にありがとうございまいした。 

 

Brooklyn Hill 

I didn`n want to go at first, but I had fun! My favorite memoriye was thersday night, when we were playing games in the room 

next door. I also made Japaneses friends! Their names are Omi, Arei and Jewel. I had a lot of fun making sugarcane and going in 

the cave. We also made a raft for the beach. The water was sooo cold but I still enjoyed it! The food was really good too! My roomates 

were Jai`anna and Delilah. Delilah is half American and half Japanese! We did a lot od fun games like tag, rock paper scisors, 

puzzelse, and card games! I would love to do thisbtrip again. 

Delilah Keirn 

Swimming was fun because the day was hot and the water was cool. The boat ride was good but my team lost. 
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Eliza Perez 

In this camp on the first day we waited for a while problebly for 1 hour ( I`m not kidding) and at first did not know what I was 

waiting for. Then the thing I was waiting for came, a bus. I was waiting for a bus. Then I got on the bus. I got to a house that looked 

like a small hotel, with a kitchen and everything. There was also a lot of rooms, we also had roomates. My roomates names were 

pepper and AJ ( I don`t know how to spel her name) They were ok roomates they had a lot of  her once and almost got a bloody 

eye (that is why I wanted to change roomates.) But the other fight I won and she backed away. (She started the fight not me.) And 

Pepper is a crybaby. But I made a lot of friends loke Brooklyn Delilah, Omi, Jewel, Yuri and Arei. Omi, Jewel, Yuri, and Arei are 

Japanese, and I had a lot of fun with them! The pictures are what I did. 

Pepper Furman 

In Yoron, we did a lot of things, such as going to the beach, hiking, and etc. I made friends with my fellow roommates, Eliza and 

Alana. I also made friends that were not my roommates. The food they cooked was so good. My favorite food they cooked was the 

chiken on Tuesday night dinner, it was like the Okuma chieken strips. (so good!) I also loved the bento boxes, (we ate one yesterday 

or Thursday, the grass we were in was VERYSHARP!) Today (Friday), I was putting on my shoes, and then is why I have a bandage 

on the back of my heel. Yoron is a great place to stay! You can make lot of favourite part was when we went on the glass bottom 

boat on wendnesday because we saw a sea turtle! It was so cute, and really big! We also went to small iland that had the star 

sandt… but I forgot to get some. But that is fine, because I bought some at the survinier shop! (it felt like the sand at cookie dough 

beach in Okinawa.) My group is Shoen 3, our colour is Murasaki (purple). When I had to go to the hospital (My chest hurt… it`s a 

long story) I met an Austrailian guy named Matt Pride, he is very nice, he is not part of Shoen 3 Murasaki (purple), but he is part 

of the group Aka (red). I had so much fun here, I hope next years group also has a lot of fun. 

Jai`ana Dixon 

The yoron adventure trip was ok, The boat ride there was fine until there were ten minutes left and when I got up from laying 

down. I almost through up, but got over it. When we got off the boat ferry, we took a bus to the rooms we would be in. The rooms 

were bretty nice and we had nice chefs who cooked amazing food.We went to the beach to make rafts later that day, and it wae 

actually really fun. We had to pull knots to tighten the rafts. My hands where hurting and burning but I hoped a lot and the rafts 

were super strong. That is what I did for day one. 

 Alana Smith 

This past week I`ve had a great time. I`ve met new friends like Brodie, Pepper, Brooklyn, Omi, Mr Fred, Ms Nao-san, Elisa, and 

Davis. I liked the sticky rice and teriyaki. I hope I can visir again soon. I also learnd some Japanese culture trip like saying “Go, 

yon, san, ni, I-ta-ta-ki-masu” or “ich, ni, san, shi, Go-so-sosamadeshita”. I had fun I the rooms as well. We had a pretty big and cold 

room. When we went dragon bout rucing we almosr won. The Baths we warm and the wather was hot or cold. 

 

コウイチロウ モーゼス 

しょうえんのみなさん、ぼくたちのへやをそうじしてくれてありがとうございます！！あとぼくたちをてつだってくれてありがとう

ございます。ぼくたちをたのしんでくれてありがとうございます。 

 Brodie Hernandez 

My favorite art about yoron is going to the beach. At the beach we got to build carts and then go on them in the ocean. I eat a lot of 

Japanese food like fish and rice. I made a lot of new friends at Yoron Americans and Japanese friends. I think that Yoron was really 

fun and I hope to be able to come back! 

Dvis Gaston 

I remember when we did the bragun boat race but we lost them all but we had a lot of fun. Also my favoret time was swimming in 

the ocen, it was a lot of fun. The food was grate, my favorite food here was the food in the breakfast. I did nit like the boat ride here 

it was a litile rought. Evwn thoug I did not wnderstan yhe Japainese. I sitil got the billding the boat, then rideing on the boat was 

even funer. When we whent on the hike we played tag, tag meings touch and go that is the premis of whate we did on the hike. 
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              竹丸荘 
  

  2年  黒川 愛莉 

私が、与論島で一番楽しかったことは砂浜で貝がらを拾ったことです。理由は貝がらをたくさん拾ってたくさん集められたからで

す。他にうれしかったことは、鍾乳洞探検で鍾乳石はやく二百年でたったの一 cmしかのびないと知ったことです。私は鍾乳石につ

いてはよく知らなかったのでうれしい気持ちになりました。 

 

2年  川崎 千愛 
 私が一番楽しかったのは、5日目のうみで、およぐことが楽しかったです。 

二番目に、楽しかったのは、うみでイカダをつくったことです。なぜかというと、はじめてイカダをつくったからです。 

三番目は、鍾乳洞たんけんをしたことです。なぜかというと、鍾乳洞たんけんをしてみたかったから、できてうれしかったです。 

そして、四番目は、貝がらひろいです。なぜかというと、きれいな貝を、みつけれたからです。 

つぎの五番目は、夜に日本のあそびをやったことです。 

そして、六番目は、夜にえいごのあそびをやったことです。なぜかというと、えいごのあそびはあんまりしらなかったから、えいご

のあそびを、まなべてよかったからです。 

七番目に、楽しかったことは自分たちでつくったイカダにのってこいだことです。なぜかというと、つくったイカダだから、しずむ

か、しんぱいだったけれど、しずまなかったから楽しかったです。 

八番目に、楽しかったことは、ハーレー船大会が楽しかったです。なぜかというと、一位をとれたからです。 

 

3年  渡邉 愛心 

私が与論島で楽しかったことは、砂浜で貝殻を集めたことです。なぜかというと、いろいろな貝殻があったからです。くるくるとし

た貝や、二枚貝もありました。色々な違いがあって、面白いなと思いました。他には、洞窟に入ったことです。理由は、初めて入った

からです。初めて入ったので、どんな感じだろう、とドキドキしました。入ると、テレビで見たのと同じく、頭の上がとんがっていま

した。怖かったけれど、ワクワク感をあたえてくれた洞窟でした。 

 

4年  武田 百加 

私は、ヨロン島に来て楽しい思い出がたくさん出きました。海での活動やさとうきびしぼりなども思い出の中でいんしょうが強く残

りました。まず、いかだを作って乗った事です。前日にいかだを作る練習をしていたけれど、たけの太さと長さがちがうのと、ロープ

の長さがちがうのがおどろきでした。練習でやった時とちがって、力がかけにくくてやりにくかったです。そして人生初のさとうきび

しぼりをした事です。昔は機械を牛たちがまわしていたことにおどろきました。子供八人でもすごく重たいのにすごいなと思いました。

初めて飲んだジュースがめっちゃあまくて、口に合いませんでした。ヨロン島でのことがいい体験になったと思いました。 

 

5年  山野 瑠華 

私は、この 1週間友達をたくさん作ることができました。最初は話すことができなかったけど、だんだん友達ができてきたのはと

てもうれしかったです。海で遊んだり、民俗村に行ったりしました。みんなでいかだをしてみんなでたのしみました。与論に住んで

て楽しくないところもあったけど、でもみんなで楽しくできてうれしかったです。ちびっこたんけんたいとても楽しかったです。 

また、いっしょにみんなで遊びたいです。 

2年  植原 旭 

ぼくは、かいすいよくがたのしかったです。りゆうはみんなとたのしくあそべたからです。さいしょはともだちじゃなかったとも

だちともあそべてたのしかったです。 

 

ヨロン島                                              4年  新里 琉唯 

僕は友だちがたくはんできて外国人となかよくなれたし海でリーダーといっしょに遊んで面白かった 1 日めは海でいかだ作りは船で

ならったロープ結びをいかしていかだを作って。2日ちめはいかだにのってしずんでねようにみえたけどちゃんとうかんだ。3日めは

さとうきびでしょうにゅうどうとをやってめっちゃ面白かった 4日めはハーレー船をやって 5日ちめは船でおきなわにいった。 

 

5年 嶋岡 琉空 

ぼくは与論島で 5日間生活しました。 

最初は 7日間も子供たちだけ（一人だけ）で生活するのはいやだったけれど、説明会を聞いてヨロン島で生活するのがたのしみにな

ってきました。1日目のイカダ作りは大変だったけど2日目イカダに乗れたときはとてもうれしかったです。 

4日目のハーレー船競争は負けてしまったけれど（自分の○チームが）たのしかったです。 

しょうにゅうどうは暗くてよく見えないところもあったけど（足もとが）色々な形のしょうにゅう石を見れてきれいでした。おみや

げを買う時間が一番楽しかったですいろいろな物がたくさんありました。また来年か大きくなったらまたヨロン島に行きたいです。 

 

与論島での五日間                                         ６年  上田 唯翔 

僕は５日間、与論島で過ごしました。与論島の自然にたくさん触れられてとても楽しかったです。福岡では見ることができない大自

然を感じられ、素晴らしい体験ができました。ありがとうございました。竹丸荘の皆様、5日間、僕たちを温かい目で見守ってくれ

てありがとうございました。ご飯がとってもおいしかったです。5日間、本当にお世話になりました。KSKKの皆様、そしてリーダ

ーたちのおかげで楽しく 7日間を過ごせました。本当にありがとうございました。全員の協力があってこそ、今回の与論島での 5日

間は最高の冒険になりました。本当にありがとうございました。 
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Grade4   Naomi Bailes 

Today is the last day on Yoron island, so I'm writing ah essay about all the stuff I did, post I said my goodbyes to my family then 

went on my adventure to yoron the boat ride was horrible, but I'm still here. Then we lined up to go on the bus and went to the 

beach to build are rafts.  It was fun but we had to go back to where are we were staing, to eat dinner and go to sleep. Rewire 

sleeping alone them I met my roommate Hayley. She is really nice. The next day we got up did our rotini and went out the door 

to go to the beach and go on our rafts. After We went to the beach and went on our left we left to go to the hotel place to eat lunch 

and dinner and then went to the park. We then Took a shower and me and my Yoron bffs hangout, in my room then went to By 

do on the third day we did some routine. Then we went on a hike went on a boat to a starsand island then came back ate lunch 

and went to cave it was really fan. Next we called for a while,took a shower,ate dinner and the beach . We then ate lunch in a 

Nice field,went to the park , eat dinner and sleep.Today is the rost day so I cleaned ,made my bed ,ate breakfast,then chilled then 

I’m currently writing an essay. 

Grade5   Hayley Stout 

The trip to Yoron was very annoying.When I got on the boat I thought that it would be nice and pelaying.No.It was the toatal 

opposite.about 2 hours in to the trip on the I thought I  was gonna die.I was.. seasick.I did not throw on though.We tied nots for 

about an hour,and then I went to sleep on my mat.But I work up soon after because someone stepped on my Head!When we got 

off the boat all I wanted to do was sleep We waited 20 minutes for the bus.When We got to the place We were staying at we were 

greeted with a delicious meal of lice and soup and meat.When it was time to sleep we looked at our rooms.They were little magic 

rooms and I was pairs with a 4 th grades name Naomi. The next day .We built a caft on the beach and it was made our of 

bamboo.After we were done we swan in the water.I also met a girl named Lucia.After we got back we had Japanese 

hamburgers.We also sauessed.The next day.Today we caced the cafts that we also swam in the water.The next day.Today we  

cleaned up trash on the beach and went to the gift shop and the park.I got..sunburn.That was my Yoron adventure. 

 

Grade5   Lilian Burgess 

This spring break, I went to Yoron adventure school. To get there, we had to ride a boat from Naha or Motobu. When we arrived, 

we had to take a bus to get to our Minshuku. After lunch, we went to the beach to make a raft out of bamboo and rope, and the 

next day, we rode them. On the third day, we went hiking to go squeze sugarcane, and then drank it’s juice, which was really 

sweet. After that, we continued hiking to a beach, where we rode on a boat to a sand bar. After the sand bar, we went to eat 

lunch at the Minshuku, then went to a cave, which was my favorite part. On the fourth day, we went to a different beach to clean 

it. Next, we rid dragon boats. After that, we were allowed to swim in the water. After lunch, we went to souvenir shopping. Then, 

after staying at the Minshuku for a little while, we went to the park, which we had also gone to on the second day. 

Every night, we did an activity. On the first night, we introduced ourselves. On the second night, we were able to color and glue 

shells together. On the third, we did Japan night, were we did origami tried to arrange paper faces blindfolded, and tried to help 

same body eat when we couldn’t see and on the fourth night, we taught everyone how to play Heads up, seven up. 

 

Grade5   Lucia Mendoza 

I went to your Yoron Island and it was really fun!  First I went on boat that took about 5 hours. We went to the beach to do the 

opening ceremony and then we me and my rommates(Lilian and Liah)went to bed and we missed the event that was going on. 

Second we went to the beach and made rafts and swam. The Wednesday we went to on hike, drank sugarcane, went to a cave, 

and went to the park. Thursday we went swiming and raced dragon boats. And lastly, today (Friday) we packed up, wrote this, 

and were leaving to go on the boat today! I will get home at around 6:00. 

Grade5   Dominic Bias 

I went to Yoron and it was really fun because the food was good and we did a lot of fun activities. One of the fun activities was 

building a raft and it was really fun because while I rolled to make it tight with some of the friends.  I made while some other 

people were tieing it on the raft. The next day a jet ski pulled the raft in the water while people were on it and they paddled to 

make it go faster. After that we were allowed to swim in the beach and me Brady, Cage and davis had a war in the water and it 

was really fun. Next we did a hike to a sugar cane place and everyone got to squeeze the sugar and we got the juice to drink and 

it was so good then we went to a cave and it was really fun. Next we did dragon racing and when I was on the board with my 

team we won by an inch. After that were allowed in the water and I just played with my friends. Then we went to a store and I 

bought something for everyone in my family. For dinner we had a barbecue and it was so good and that is basically. 

 

２年  嶋岡 妃菜 

私は、春休みに与論島に行きました。そこでは、貝殻拾いやサトウキビ、公園の他にも、色々遊びました。 

一番楽しかったのは、海に入ったことです。最初に入ったときは、思っていたよりも冷たかったです。二番目は、みんなで公園に行っ

たことです。鬼ごっこを一番最初にやりました。自分はその時、ブランコに乗って靴を遠くに投げていました。シーソーがあったので、

やったら、ドンっとなって、自分が浮かんでいる感じがしました。次また公園に行くことになって、歩いて公園に行きました。そした

ら、ヤギが鳴いていました。公園に行ったら、四つ葉のクローバーを探しました。探しても探しても見つからなかったので、諦めて、

違う遊びをしました。今度の春休みも行きたいです。 

 

3年  檜田 ちひろ 

私はヨロン島に行きました。1日目は羽田空港からひこうきでおきなわにいきました。次の日におきなわから船でヨロン島にいっ

たのですが、わたしは船でとてもよってしまいました。また次の日、きのう作ったいかだをこいでから、海を泳ぎました。そしてそ
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の次の日わたしは公園に行きドロケイをしてあそびました。そしてまた次の日、ハーレーせんたいかいを開きました。そして、ヨロ

ン島さいごの日、、船にのるしたｋをおわらせてわたしはこのさくぶんをかきました。だからわたしはこの後どのようなことが起こる

かわかりません。さいごの 1日になっても楽しませてくれるのでいつまでもあきません。本当にたのしかったです。ゆめのように早

くおわってしまいました。もういちどヨロン島に来てみたいです。 

 

 5年 裾分 咲耶 

私は、この一週間、友達を作ることを目標に、頑張ろうという思いでこの活動に参加しました。最初は、話しかけることができなく

て不安だったけど、話しかけやすそうな子がいたので、その子に声をかけて仲良くなることができました。世論に住んでいるから行っ

たことがあるところばかりで少し気持ちが沈むことがありました。でも、仲がいい子と行くとなると、楽しみな気持ちに変わりました。

民宿ではトランプをしたり、みんなでゲームしたりして楽しかったです。また一緒にみんなで遊びたいです。 

 

6年 古宇田 有砂 

私が与論島に来て楽しかったことは、島内ハイクです。島内ハイクでは、色んなところに行きました。途中、公園で、アメリカンの

友達と遊んだときに、アメリカンの子たちの足の速さにびっくりしました。次に楽しかったことは、ウドノス海岸でのハーレー船大会

です。ハーレー船大会は、海に旗があるので、ボートに乗って、旗を回って、最初に陸についたほうが勝ちというゲームです。楽しか

ったです。私は、今日、与論島に来れてすごく嬉しいです。 

 

２年 竹中 彬浩 
僕は海で泳いだことと、貝殻をいっぱい拾ってクラフトをしたことが一番楽しかったです。理由は海では 1回も泳いだことがない

からです。始めは、初めてだったので、大丈夫かな。ちゃんと溺れないように泳げるかな。と思いました。でも勇気を出して海を泳

いでみると、ちゃんと泳げて気持ちよかったです。もう一つの理由は、もともと僕は工作や、探すのがすごく楽しいからです。しか

しあまり貝殻がくっつきませんでした。でも失敗したぶん、絶対やってやると気持ちが出てきました。これを体験したおかげで、失

敗は強い気持ちにつながる。ということが分かりました。またこのキャンプに行きたいです。 

 

３年 田村 海晴 

僕は世論島に行けて良かったなと思いました。なぜなら、筏作りの作り方を覚えたり、綺麗な海で泳げたりしていいキャンプだな

と思ったからです。次に、僕は、今まで体験していないことがたくさんあったので、びっくりしました。あと、なにより、おみやげ

が買えることにびっくりして、マンゴーのハイチュウと３Dノートを買いました。欲しいものは変えたけど、他に欲しい物があった

ので、それも欲しかったのですが、売り切れていて買えなかったけど、ある程度買えたから良かったです。 

最後に一番楽しかったのは、海水浴で泳いだり水かけごっこをしたりしたことです。二番目は、グラスボートに乗って百合ヶ浜に

行って、友達と一緒に波をせき止める砂のダムを作ったことです。 

 

4年 石崎 遥斗 

ぼくは、ヨロン島で七日間すごすこの旅にとうぼしてしんぱいごとがたくさんありました。じゃべれるかな友だちができるかなな

ど。でもそのイベントに来てみるとすこしばなしができたのでよかったです。へやでトランプなどをして遊んだりたくさんしゃべっ

たりもできたのでよかったです。それに、いかだずくりやハーレーせんできょうそうをしたりみんぞく村に行ったりしてとてもたの

しかったです。とてもいいけいけんになったのではないかなと思いました。いつかおとなになったらいかしたいです。 

 

すべてが楽しかった                                          4年 島袋 晟 

ぼくは、このよろんとうの竹丸そうでたのしい日をとてもすごせました。海でおよいだりイカダを作ったり、ハーレ船戦をしてそ

れもたのしかったです。最初は、お母さんがいなくなってとってもさびしかったけどしょうにゅうどうを見たりして友だちもふえ

て、とてもいいたいけんになったのでよかったです。上田というとてもやさしい人やたきざわという面白い人がいたりうちこしとい

う気があう人にあったりしてすぐ友だちができました。こばんも毎日とてもうまいしおばさんやおじさんが 

 

5年 滝沢 流心 

僕は、KSKKの旅は前から何回も行っていましたが、毎回、旅の三日前になると、友達やいろいろなことが不安になり、時には眠

れない日もありました。今回もそのようなことが起きました。だから、3月 27日、出発の日になってもまだ不安でした。しかし、

那覇のホテルに着いたときには、いつのまにか、リーダーや友達もできていて、2日目のロープワークを使ったいかだつくりや、3

日目に自分たちの努力の結晶であるいかだを漕いだ時に、海のきれいさや、、海の冷たさにびっくりしました。4日目、民俗村で行っ

たサトウキビしぼりは、本来はサトウキビがとても嫌いなのに、飲んだら、甘すぎたけど、少しおいしく感じました。5日目は最後

の海水浴、カメラで写真を撮りまくったり、ハーレー船をこいで、勝った時にはとてもうれしかったです。コロナかなのにコロナを

忘れてとても遊ぶことができました。たくさんの思い出をありがとうございました。 

 

6年 打越 庵吏 

僕は与論島で過ごした五日間はとても勉強になったと思いました。例えば、早起きしたり、人に気を使うことです。これは大事だと

気づかさせてくれたグループの人、とても感謝しています。次に、友達ができたことがうれしかったです。今まで友達は 3人くらいし

かいなかったけど、350 人になりました。与論島の人たちありがとうございました。友達の中でも特に気が合う人は滝沢りゅうしん

と島袋じょう君でした。一緒にいると楽しくて面白かったです。そして与論島の風景や雰囲気はとても良くて田舎！って感じがしまし

た。そして意外に広くて五日間ではいききれないものでした。いつか僕もこのような島に住んでみたいと実感しました。最後に、与論

島のみなさん五日間ありがとうございました。これからも楽しい人生を送れるようおいのりいたします。 
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Grade5   Leah Guillen 

Over these past five days, I have made four new friends and two of them are my roommates. I had to share a room with. Their 

names are Lilian and Lucia. Our other friend’s names are Hayley and Naomi. On our first date of the trip, we land know how to 

tie knots for a raft. On the second day we actually rose arrived and the water was freezing cold. On the third day, we squeezed 

sugar cane, took a boat to a sand bar, and then we went to a cave. On the first day, we did a dragon boat racing and went to a 

shop to buy some cool things. That’s all we did this past week and it was tons of fun!! 

Grade4   Cage Austin 

Roommate My roommates are: Dominic Bias, Dajaun, JJ, Nicholas and me. 

Events Forest we got on the ferry, then ate lunch, next we went to the beach to build rafts, after, we can go back to that 

Mishuku(Hotel) and ate dinner 

The next day, we got up and ate breakfast, then went to the same a beach and rode the same rafts that we built. 

Next day, we got up and ate breakfast, then went to a place where we made sugar cane juice. Then we went to the beach and 

rode a boat to a sandbar. We ate lunch at the minshuku. Then we went to Cave exhibit. It was short but fun. 

We ate dinner at the minshuku. 

Next day, we ate breakfast, then, we went to the different beach and raced Dragon boats. After we ate lunch at the beach, then, 

we went to a shop, a antiques shop, any way, I got some earrings and a necklace for Cadence cristal , a mug for my mom, and 

chip sticks for my dad, and nothing for meyay, we returned Minshuku, and ate dinner. Next day, we woke up, and ate breakfast, I 

backed the night prier, so I was ready to go, anyway, I am currently on the last day and am happy, cause all that is left the dinner 

and ride hopefully. Dad gets me some Taco Bell. 

I did cry of missing Dad and Cadence, it was a tough time. My roommate tried comfort me, but it wasn’t helping a lot. 

 

Grade5   Jayden Punzalan 

This trip was kind of fun  The boat ride was my most hated part of the trip  I almost threw up on the boat 

Japanese leaders turn out how to tie knots  It took us from 5 am to 10 am  That’s five hour long trip!  Can you believe that.  

I got a good at making raft knots   

Day two  We rode the rafts into the water  We paddled the rafts  This day was really fun  My guess how far was 20 to 200 

It was hard being in the front  All because of my shortness 

Day three  My group went on a long hike  First we got sticks to hike  Second we went to drink sugarcane juice 

Thought they said a cow would squeeze sugarcane juice but instead we had to do it 

Day four   I really wanted to go home  they said I had to pay $600 on the spot  I only had $50  So I could not go home 

I was really sad  My friends were home sick too 

Day five   At 12 am we are going on a boat to go home  I was having memories  The food was mostly good 

Over this week we went to the park twice  I was a bird on the seesaw 

 

Grade5   Nicholas Alexander Schindler 

I was really homesick and I felt like I was gonna throw up but I didn’t we got of the boat and we ate lunch.  

Then we went to the beach too make boats out of bamboo and we couldn’t sail them cause it was too cold but we rid sail them the 

next day it was really cold.  

Wednesday  the next days we did a hike we made sugar cane juice it was really sweet  

Thursday   We went to a sandbar then we went to a cave it was pretty and short then we went dragon boat racing. 

My favorite part was the food  My least favorite part was the boat 
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星砂荘 
 与論島の思い出                                        2年 関 薫 

 （与論島に行って思ったこと）  

私は一日だけ泊まったことがあります。でも一週間は泊まったことがありません。それでたまにさみしくなって泣いてしまったと

きもあったけれど楽しかったです。ハーレー船では逆転をして勝ちました。すごくうれしかったです。 

 （星砂荘） 

星砂荘ではおいしいご飯をいっぱい食べました。船酔いでいっぱい食べられなかったときもありました。それでもここで食べた食

べ物はすごくおいしかったです。また、ここに来るとしたら船に乗らなくてよくなったらまた来ます。 

 

   ヨロン島でのある日                                      3年 渡部 陽向 

 私は今、この企画に参加してとてもよかったと思いますので、ある一日を紹介します。朝は、裏庭に出て体操をしました。その次

に朝ご飯を食べてハイキングに出かけて、自分たちでしぼったサトウキビを飲んだりして、村の中を探検しながら鬼ごっこやだるま

さんが転んだをしたりしました。昼はお弁当を裏庭でたべました。とてもいろんなおかずが入っていたのでうれしかったです。夜は

ルームメイトと一緒にお風呂に入って、晩御飯を食べて、歯を磨いて、着替えて、布団を四つとも全部ひいて、シーツもひいて、枕

を置いて寝るという普通のくらし？のようなことが与論島でもできるので私はいま、「与論島さいこー――――――――――――

―！」と思います。私は与論島に来れてとてもうれしいです。 

 

 ヨロン島の思い出                                             ５年 石黒 慧 

 三月二十八にヨロン島に船で来て降りたときになぜかびっくりして、自分が今どこにいて、どういう体制でいうのかがあいまいに

なりました。 次に体験のことです。一番印象に残っているのは三月三十一日に海で泳いだことです。その日は日差しが強かったの

で遊びやすかったです。また、海の温度も冷たくなくてとても楽しかったです。 その日はさよならパーティーもしました。みんな

が考えた遊びはとても楽しかったです。特に印象に残っている遊びは椅子取りゲームです。みんながハラハラしながら遊んでいると

ころが面白かったです。ずるをしている人もいましたが楽しかったです。 

ヨロン島でいろんな体験をして悔しかったり、悲しかったりしたけれど楽しかったです。また来たいです。 

   

 ヨロン島での思い出                                            ６年 石田 萌衣 

 ヨロン島にきて、最初にいかだを作りました。船で結び方を練習していたから、あまり苦戦はしなかったけれど、大きな竹を結ぶ

のははじめてだったので大変なところもありました。次の日に作ったいかだに乗りました。その日はとても海が冷たくてびっくりし

たけれどみんなで協力していかだをこげたので楽しかったです。その日に少しアメリカンの子とお話しをして少し仲良くなれてうれ

しかったです。次の日には、日本のお祭りをやってヨーヨーをやりました。同じ部屋の子ともたくさん話しました。次の日には、サ

トウキビしぼり、洞窟探検など、と初めての体験をたくさんしました。その次の日にはいろいろしました。ハーレー船に乗ってボー

トレースをしたり、仲良くなったお友達と海で遊んだりしました。その日は暑いくらい晴れていて、きれいな海には入れてとても楽

しかったです。 次にヨロン島で学んだことです。私は思いやりをもって行動することがヨロン島で改めて大切だと思いました。な

ぜなら、ヨロン島に来て全く知らないことあってどんな子かもわからない子と一緒に荘で過ごして相手が自分が言ったことを、どう

受け止めるか、とても考えて行動することが大切だと思ったからです。他にも相手を思いやることで大切だと思うことを、ヨロン島

でたくさん学びました。 

私は、ヨロン島で楽しい体験をたくさんできたし、相手のことを考えることもできたのでヨロン島に来てよかったと思いました。 

 

楽しかったヨロン島                                          3年 大熊 璃仁 

 一日目は、いかだ結びの練習を船でし、そのあといかだの竹を持ってくるのが大変だったし、いかだづくりの結ぶのが大変だった

けれど船で結んだから思ったよりも簡単だったけれどすごく疲れた。 

 二日目はいかだをこぐのがとってもとってもつかれた。けれどすごく楽しかったしそのあと海水浴ができたしすごく楽しかった。

水切りをしていっぱいできてうれしかった。 

 三日目は鍾乳洞で暗くてわくわく、ドキドキして楽しかった。あと、サトウキビしぼりの時すごく大変で、ジュースを 

あとちょっとのところで飲めなかった。ジュースは甘すぎた。 

 四日目はハーレー船で競争では負けたけれど漕ぐのがすごく大変だった。 

 

ちびっこたんけんで楽しかったこと                                    3年 本畑 蒼太 

 一日目、海岸で、いかだづくりをしました。大きな竹をみんなでかついで船をつくるところまでもっていきました。ロープを結ん

で船の完成！！ 

 二日目、作ったいかだで海に出発して、寒かったけれど楽しかったです。その後に海で泳ぎました。 

 三日目、ハイキングをしました。まず、サトウキビしぼりをしました。自分たちが作ったサトウキビの汁は、甘すぎたけれど、お

いしかったです。その次に、鍾乳洞探検をしました。真っ黒でライトをつけながらしました。とても楽しかったです。 

 四日目、ハーレー船で競争しました。一勝二敗で最後に勝てば優勝でした。ぎりぎりで星砂荘が勝ってうれしかったです。 

 最終日、いつもどおり外で遊んで、日記を書きました。ちびっこ探検はとても楽しかったです。 

 

ヨロン島の思い出                                                ４年 櫻井 健 

 一日目は船でヨロン島について降りて、いかだを作りました。紐の結び方をそうすけという人がおしえてくれました。 

二日目は一日目で作ったいかだをこぐ日です。何人かサボっていたけれどぼくはちゃんとやりました。 

三日目はグラスボードに乗りましたが魚は見当たらなかったです。ヨロン島にはまだまだ体験したことのないやつばっかでとても楽
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しかったです。あと、友達もたくさんできました。ヨロン献奉というヨロンの儀式をやりました。お酒を注いでもらい「と。」という

と注ぐのをやめ、そのお酒を全部飲みます。飲み終わったあとに「とうとがたし」といいます。けれど僕たちはまだ子供なのでお酒

が飲めないので「スペシャルジュース」を飲みました。その味は「カルピス」でした。 

 

楽しかったヨロン島                                             ５年 鈴木 颯馬 

 一日目は、いかだを作った。ロープを結ぶのがむずかしかった。 

二日目は、作ったいかだをこいだ。こぎすぎて、うでがいたかった。 いかだこぎが、終わったら海水浴をした。たくさんサンゴや

貝がたくさんとれた。 

三日目は、ハイキングで百合が浜で、グラスボードでいった。 

四日目は、ハーレーボート船で二位になってうれしかったです。 そのあとは、海水浴をしてお土産屋さんでお土産を買って楽しか

ったです。与論島のすごいところや知らないところまで知れて楽しかった。 

今度、来るときは家族みんなでいって海水浴したり洞窟行ったりしたいです。あと、学校の先生や友達に与論島にいって「こんなこ

としたんだよ」ってじまんしたいです。 

 

ヨロン島                                                5年 杉本 海成 

 一日目、フェリーでヨロンに来た。フェリーでは少し酔って気持ち悪くなった。そのあといかだづくりをしました。 

二日目、いかだにのりました。あいにく天気はくもりだった。とても寒かった。たき火がとても暖かくて気持ちよかった。そのあと

海で遊ぶこともできたけれど寒くて遊ばなかった。 

三日目、ハイキングをしました。まず、サトウキビしぼりにいったけれどラッキーが方向を間違えて引き返すことになった。サトウ

キビジュースはとてもおいしかった。次に、グラスボードに乗りました。そして、百合が浜にいって遊びました。楽しかったです。 

四日目、ハーレー船のボートレースをしました。星砂が同立優勝できたのでうれしかったです。 

五日目、作文を書くのが難しかったです。 

 

与論島の思い出                                              ６年 隅倉 爽介 

 与論での一週間めっちゃ楽しかった！！ 沖縄から与論に行くときのフェリーが一番つらかった。そして一番楽しかったのは、

海、海、海！！いかだ作りは、ロープワークを使ってみんなで協力して完成させたことが一番楽しかったし、きちんと動いてくれて

めっちゃ安心した。ハイキングでは、民俗村でサトウキビをいっぱいしぼれて、飲んだら・・・甘！！鍾乳洞では、めちゃくちゃ頭

ぶつけたけれど、本物を見たら、すごいきれいだった。百合が浜では、裸足で海に入った！！気持ちいい！！与論サイコー――！！ 

 最後に、与論に行ってたくさんの友達ができて、いろんな体験ができて、これに関係するすべての人に感謝！！もう中学生になる

けれど、中学校でもこのことを役立てて、が・ん・ば・り・まーす！！ぽん、まる、ラッキー、友達ありがとう！！ 

 

ヨロンでの思い出                                               ２年 大熊 桜 

 一日目、貝ひろいと、いかだこぎをしました。海はとてもつめたくて、いかだこぎをするときとても海の水が冷たくてしょっぱか

ったです。でもとても楽しかったのでまた今度いかだをこぎたいです。 

二日目、今日は船にのって、たんけんをして、とても楽しかったです。 

三日目、今日はボートレースをして、私がやった時は負けてしまったけれど、最後は、勝って同点だったけれど、優勝しました。と

ても楽しかったので今度もしたいです。 

四日目、今日は、掃除で、お風呂掃除とトイレ掃除をしました。友達が掃除機ですごく面白いことをしたのでその友達と一緒に笑い

ました。今日は、エープリルフールなので、たくさんうそをつきたいです。 

 

ヨロン島での思い出                                                ２年 沖 優 

 わたしが与論島の活動で心に残ったことは、赤崎鍾乳洞にいったことです。わたしは、むかし、泣いた覚えがあります。でも、行

ったときは、泣きませんでした。これも成長の一歩だと思います。また、やりたくなりました。二十秒間懐中電灯の電気を消すとき

がありました。「とても仲は暗いんだなぁ。」と思いました。少し怖かったけれど、泣かないで我慢しました。途中で、水たまりがあ

りました。さくらちゃんが「水たまりがあるから気を付けて。」と言ってくれました。わたしには、赤崎鍾乳洞に行ってよかったこと

が一つあります。それは、少し成長したことです。最初は、こわくて、なくとわたしは思っていました。しかし、どうくつは、やっ

ぱり楽しいところだなと思いました。ヘルメットをかぶるときに、かぶり方がわからなかったので、他の班に教えてもらいました。

もう一回やりたいなと思いました。楽しかったです。 

 

ヨロンの思い出                                             ５年 原田 るり 

 三月二十八日の思い出（つらかったこと） 

 一、船   最初は、すごく乗るのを楽しみにしていたけれど、いざ乗って一時間後・・・ちょっとずつよってきてしまった！！なの

で、おりるのが、待ち遠しかった。 

 二、ロープワーク  船の中でロープワークをした。ロープワークとは、現地についてから（ヨロン島）いかだ漕ぎをするときに使

うテクニックのこと。それで、みんなで力を合わせてマスターすることができて、うれしかった。 

 三、ヨロン献奉  まず、星砂荘についたら、ヨロン献奉というものをした。それは、昔の言い伝えで、親に感謝するという儀式だ

った。そこで飲んだのが、な、ん、と、「カルピス」だったから、びっくりした！！ 

 三月二十九日の思い出 

 四、いかだこぎ  いかだ漕ぎをする前に、朝の集いでみんなでかけ声を決めた！！それは・・・「ハッピーラッキー!!!」朝集いの時

には、みんな（むりやりかも？！）元気にやっていたけれど・・・いざとなると、みんな静かな空間に！？そ、し、て、いよいよこ

ぐゾ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～！水がすき通っていてキラキラしていたけれど、すっごく冷たかった～。 
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 三月三十日の思い出 

 五、洞窟   ものすご～く暗くて、びっくり、さらに一センチのびるのは百年もかかるということにも、びっくりした。かなりひん

やりしていて、気持ちよかった。   六、買い物  お土産がいっぱい買えてよかったよ。 

 

ヨロン島での思い出                                            ６年 河野 日和 

 私はヨロン島に来て、大切だと思ったことが二つありました。 

一つ目は、人と協力をすることの大切さです。いかだ作りやサトウキビ作りをしてみると、一人では、とても無理ですが、人と力を

合わせることで、上手にできることがわかりました。 

二つ目は、工夫することが大切だということです。赤崎鍾乳洞に行ったとき、泥のついた靴でバックが踏まれていて水で洗ったもの

の、どろはのきませんでした。しかしウエットティッシュでふいてみると、汚れが少しのいたので、ものに合わせてモノを使ったり

するといいことがわかりました。仲間と協力したりすることは、普段でもいろいろありますが、合宿することはそうそうないため、

機会があればまた来ようと思いました。ヨロン島、とても楽しかったです。 

 

楽しかったよ。よろんとう                                         ２年 嶋田 真大 

 一日目は、船に乗って与論島に行きました。最初は全然酔わなかった。でも最後の最後に酔いました。 次は二日目です。いかだ

つくりをしました。いっぱい結びました。（本結びとか） 次は三日目です。昨日作ったいかだをこぎました。 

次は四日目です。サトウキビしぼりをやりました。ABCDとわかれてしました。その後誰か知らないけれどサトウキビをしぼったと

ころに石をいれました。そしてグラスボートにのって百合が浜に行きました。そして遊びました。そして、鍾乳洞に行きました。（ぽ

たぽた聞こえました。） 次は五日目です。ゴミ拾いをしてそしてハーレー船競争をして同点優勝しました。その後、お土産屋さんに

行きました。 

 

与論島で過ごした一週間                                            ３年 豊島 玄 

 ぼくは、ちびっこ探検ヨロン学校で、一週間あそびました。 

一日目には、沖縄へ飛行機で、生き、沖縄の、ホテルで、一回泊まりました。二日目は、フェリー船でヨロン島につきました。その

後自分たちで、いかだを作りました。三日目は、二日目で作ったいかだをこぎました。その後、海水浴をして、遊びました。四日目

は、サトウキビしぼりと、ガラスボートに乗りました。サトウキビしぼりでは、みんなで協力して、サトウキビをしぼりました。五

日目は、ハーレー船で競争したり、おみやげ屋さんでおみやげを買いました。六日目は、作文を書いてフェリー船にのって、沖縄へ

行ってホテルで泊まりました。七日目は、家に帰りました。一週間少し大変だったけれど、すごく楽しかったです。また、再来年も

来たいです。 

 

ヨロン島に来て楽しかったこと                                        ４年 渡邊 頼斗 

 この一週間最初は、みんな知らない人だったけれど後から、仲良くなって時間って大切なんだなと思いました。 

一日目は沖縄に一泊して後から公園に行ってロープワークを学びました。ロープワークは、本結びと引きとけ結びを学びました。二

つとも難しかったけれど、特に引きとけ結びが覚えにくかったです。二日目フェリーに乗っていよいよ与論島へフェリーの中はみん

な、ねたり、よってたいちょうが悪くなったりして騒がしかったです。三日目に、いかだにのってみんなで協力してこいでいまし

た。四日目がグラスボートにのって百合が浜についてあそびました。五日目ハーレー船で同点だけど優勝できました。六日目与論島

から沖縄にフェリーに乗っていきました。 

 

ヨロン島でのこと                                             ５年 上田 礼桜 

 まず、いかだをみんなで作りました。いかだのつなぎ目をロープでしばりました。みんなで協力して縛るのが楽しかったです。 

サトウキビしぼりでは、自分でサトウキビの汁を絞りました。サトウキビを絞る機械を動かすのが大変でした。でも楽しかったで

す。鍾乳洞探検では暗かったけれど鍾乳洞や剣の間がおもしろかったです。ボートレースではみんなと協力してがんばりました。楽

しかったです。最後にお土産を買いました。おみやげはおもしろそうなどをかいました。ヨロン島では、海もきれいで鍾乳洞探検や

ボートレース、いかだつくりなど楽しいことや地元の北海道と全然違う文化などがあって面白かったのでまた来たいなと思います。 

 

ヨロン島で楽しかったこと                                         ５年 前田 凛空 

 いかだをみんなと協力して作りました。みんなと協力する大切さに気付きました。作ったいかだで、海を探検しました。楽しかっ

たです。サトウキビしぼりでは、係を分担してサトウキビをしぼりました。しぼって出てきた液体をのみました。だけどくちにあわ

なかったけれど楽しかったです。鍾乳洞探検では、暗くて怖かったけれどおもしろかったです。百合が浜は、潮が引いたときにでき

る浜ということがわかりました。残りの二日間、いい思い出にしたいです。百合ヶ浜がきれいだったからまた、家族といってみたい

です。次来たときは、もっと海を楽しみたいです。早くお母さんに思い出話をしたいです。 

 

楽しかった与論島                                              ６年 田中 一徳 

 三月二十七日～四月二日に六泊なのかでヨロン島に行きました。（一日目省略） 

二日目、船に乗って沖縄から与論島へ行きました。船酔いする人が続出しました。与論島についた後は、いかだを作りました。意外

とあっさり完成しました。 

三日目は海でいかだに乗りました。いかだの竹部分がほぼしずんでいました。その後のいかだの解体がたいへんでした。 

四日目はまずサトウキビしぼりをしました。しぼった後の汁はあまいけれどまずかったです。その後、グラスボートに乗って百合が

浜に行きました。百合が浜はととてもきれいでした。そして鍾乳洞に行きました。鍾乳石がすごかったです。 

五日目はまず、ハーレー船競争をしました。星砂荘は同点優勝だったのでよかったです。その後お土産を買いに行きました。ヨロン

島の特産物や、沖縄限定のものがありました。見たことがないものもあってすごかったです。 
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Yoron                                              ４年 Madalynn Barnes 

 This week at yoron I hada the time of my life. I did things that I have never done before I have also tried new foods. I am so glad 

that I was able to come to yoron. The food has tought me to try new things and to be more open mindeo. The activities taught me 

To stop being on electronics and go outside. The group leaders taught me that there is always a leader in you. Day 1: We went to 

the beach, there was an opening cerimony. Then we got the bamboo and started t:e:ny the Knots. Day 2: We raced the raftsl My 

raft won7. Day 3: We squeezed the sugar cane went out to the sand bar and wentto the cave. Day 4: We went dragon boat racing 

and went shopping. My favorite thing at yoron was getting to dragon boat race. And getting ton make new friends and 

communicating with Japanese. I hope everyone had fun, Bye-Bye. 

 

Yoron                                                                                       5年 Eva Tamayo 

 My expierence at yoron eas fantastic！ For the first day I knew no one but todays the last and im leaving with Japanese 

friends and Amerivan friends! On the day I arrived on yoron I was scared it would be hardnto communicate with different 

language but I have suddenly realized it was not not so hard, then after we got settled in we went to go bulit and tie a bamboo 

raft. Once it was the next I was told we sould ride the raft thatwe made but sadly we have lost and we had a Japanese festival. 

Yhe next we had the hike we hiked to pick up the sugar cane and then sueezz the sugar cane after we went on the glassboat to a 

sandbar it was very sunny and windy once we left on the glassboat we went on the bus to eat lunch at Hoshizuna Minshuku then 

we went to the cave were there was a mysterios creature noise. On Thursday we have done dragon boat racing with all the teams 

and we went back and packed. I’m very greatful. For this expierence I would like to come back and some time’s it can be tough to 

make friends but akk you have to do is speak up and communicate with others. I love ther personalities and I also got a award 

and my leader miss cassie is Mr,sieber ot Fred so I recommend coming to yoron for spring break to make more Friends and learn 

a new language and I made a named Francesca she dives next door to my room. 

 

 Yoron                                                                                  ４年 Bennett Andreasen 

Day 1 28/3/22 

First it was the long boat ride. Then we built rafts out of bamboo. Lastly we came back to the Minshuku went to bed.  

 Day 2 29/3/22 

 I woke up at 6:30 and went out side for the morning activity. After eating breakfast wentto the beach and rode the rafts we 

built. Then we came haome and had a Japanese festival. 

 Day 3 30/3/22 

 We do the usall: wake up, morning activity and eat breakfast. After that we went to a sugar mill and grinded sugar cane. Then 

we went on a glass, bottom boat to the sandbar. We them went to a cave and it was dark. We came back to the house and had a 

Ameican festival. 

 Day 4 3/31/22 

 We went to the beach to boat race and mxteam mon then we went to a shop and bought stuff. 

   

 Yoron                                                                                       ５年 Amare Watts 

 The raft building was amazing because I got to help people. On the second day we rode the raft which was fun. The water was 

cold and waves. Also we did a Japanesenfeas tive. It was about a sugar cane drink from the god. On the third day we made a 

sugar cane drink with this huge machine. After lunch we went to this huge cave! After dinner we didi arts and crafts on the 

second day. On the forth day we race in dragon boats and went shopping. After dinner we did games and saw magic. Also on the 

third day we did a glass bottom boat ride. My favorite thing was the glass bottom boat ride. 

 The raft building was amazing. The raft riding was fine because at the water. I loved the sugarcane drink. Making the sugar 

cane drink was better thought. The cave was very fun. The arts and crafts was a great experience. The dragon boat race was 

supper fun. The shopping was just shopping. 

 

   Yoron                                         4年 Francesca Becker 

 My expierence at yoron was amazing. When I got here, I thought it would be hard to make friends but it turns out I was 

wrong.  I met 1 other girls 2 of them were my roommates the other 2 were girls from the next room. We hanged out, talked and 

sat next to each other. I also met some Japanese girls that I commuted with. On the first day we made rafts. At night we ate 

dinner and had a opening ceremony. The next day Tuesday we rode the rafts we made on Monday I was scared that a hard would 

come or jellyfish or the raft will tup over but none of that happened. After rafts we could swim or change(I chose to change.) when 

we got back we had some free time then we showered. After that we ate dinner. When we got back from rafting we hard a 

Japanese festival. On Wednesday we had breakfast then left for sugrcan  Sqereezing (We nalted there.) Then we walked to a 

beach were we took a glass bottom boat to a sand Island (were I found sooo much star sand.) When we got back we had lunch 

them walked to a cave(I got scated when we turned off our lights.) Then we showerd ate then had a American festival that my 

friend and I came up with. On Thursday we ate the rode a bus to do dragon boat racing (My team won.) We ate lunch there and 

my friend I collected hermant crabs. ( We got 15 of them.) We came back to Hoshizuna Minshuku and showerd and ate. Now here 

we are today the day we are leaving all the fun comes end cor does it … 

 

  Yoron                                                                                    ４年 Kaiya Eastman 

 From March 28th to April 1st I went to Yoron adventure school. 
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  The firstday, in the fery, we practiced tiying knots for raft making. After the boat, lunch and unpacking, we went to the beach 

and made big two rafts. 

 The second day, we did morning stretching and went to the beach again. We went rafting on the rafts we made the day before in 

the freezing water. Luckily, thre was a big bamboo fire that wormed us up. Are afternoon activity was a Japanese stile festival. 

 The third day was a big day. First, we had a walk to a small village were you could experience squizing sugar cane and old stuf.  

After sugar cane squizing we went to a display of old things. There, the onner made a toy grasshopper out of one leaf. Then we 

walked to a new beach and went on a glass bottom boat. The glass botton boat brought my group to an island with only sand, 

that apperantly only showed upat low tide. That beach had a lot of star sand. We took a bus back to are minshuku and had lunch 

outside. Afterwards, we went to a cave. Thatday’s afternoon activity was an American stile festival. 

 The fourth day was my favorite day. We went boat racing and beach cleaning at a far beach. Afterwards, we went shoping at an 

suvineer shop. I got a present for my hole family exept for my cat. We had a byebye party in the afternoon that each group 

thought of. 

 The last day, which is today, we packed cleaned and basicly tidyed up. Also every one had to write a paragraph about what we 

did. I hope I can come back next year. 

 

   Yoron                                                                                      4年 Tesla Hayes 

 This week in yoron we did many fun thing. On day 1: We had to wake up so early! The boat left at 7:00 a.m. so we woke up 

4:15 a.m. Once we were finished with our 5 hours boat ride we jumped off the boat got on a bus drove to our house. We un-packed 

our staff and then went to a beach bulit 2 huge rafts out of bamboo. Day 2: Every one woke up at 6:30 a.m. Before breakfast we 

did exercise. We went to the beach and rode the craft we bulit yesterday. The water was so cold after that we went to our house 

and played Japanese games. Day 3: Today we sqeesed sugar cane with a maching that was pushed by humans. When it was 

sqeeesed it was a super sweet drink. Then we rode a glass bottom boat. The boat took us to a super small sand island were me 

and my friends found lots of star sand. After that we went caving, and at the end of the day we planed American games. Day 4: 

today we raced dragon boats and our team won! Next we went to a gift shop and I got presents for my family and my friends. At 

the end of the day we did a fairwell party. Day 5: I am sad to leave but I’m exited to see my family. 

 

   Yoron                                                                                  ５年 Ephrain Nomiyama 

 This trip was so amazing. On the first day even on the boat we did fur stuff like ovacticing tieing bamboo poles together or 

palying duck,duck, gouse and when we got to Hoshizuna we had a amazing lunch and droped off our baggage and headed to the 

beach to collect seashells or other things. We collected things we tried together a raft and then played on the beach. After that we 

came back to shower and eat dinner. Sleeping in the minshuku was a little weird at first but sonn it was pretty easy. Over the 

next few days we squeezed sugar cane, rode the rafts that we made, shared games we knew, raced boats, and did a little cave 

exploring, all of the meals were amazing. 
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《 保護者の皆様からのご意見 》  

  みんなのアンケートにて、ご意見をいただきありがとうございました。ここでは、いただきましたご意見の一部を掲載させていた

だきます。いただきましたご意見につきましては、プログラムの改善につなげられるよう努めて参ります。 

 

帰って来てすぐ「楽しかった。今度は小笠原に行きたい」と笑顔で話し、与論島でも貴重な経験が出来、楽しく活動できた様子が伝わ

りました。コロナ禍で学校行事やならいごとのイベントも中止になり、外出制限もあるなかで、何は本人一人で関われるものを検討し

ていました。その中でＫＳＫＫのＨＰで与論島ちびっこ探険学校を知りました。本員もＨＰで「楽しそう。行きたい」と参加するのを

楽しみにしていました。海外の友達と英語でのリアルなコミュニケーションも楽しみにしており、本人も英語の辞典を見たりして準備

して活動に参加しました。親元を離れて過ごす事は、今までに１日もなかったので大丈夫かなと心配していましたが「友達と一緒に寝

られた。夜、トイレも一人で行けた。」と話していたので本人も自信が持てたようです。コロナ禍で管理面でも大変だったと思います

が、健康チェックシート、抗原検査キットもあり、安心して参加させることができました。ありがとうございました。研修期間中は日々

ＦＡＣＥＢＯＯＫで共有いただき、安心できました。 

 

自身が子どもの頃、こういったプログラムに参加した経験があり、とても思い出深かったこともあり、また経験が少ない子どもに様々

な体験をしてほしかったので参加させて頂きました。参加はとても楽しい思い出となった様でまた、少し自信もついたようで良かった

と思っています。 

 

小笠原アドベンチャースクールに続き、大変お世話になりました。小笠原から帰って来てから息子の様子、終わりの見えてこないコロ

ナ禍で子供の貴重な体験をする機会は失いたくないという想いがあり参加を決めました。出発前は親子で「飛行機で耳が痛くなったら

どうしよう」「荷物の整理が出来るのか」とあれやこれやと心配を口にしていました。しかし心配は全く無用だったようで日焼けした

顔でニコニコと帰ってきました。帰って来てからは自ら荷物を片づけ始め、貝殻やお土産を手にいろいろな説明をしてくれました。荷

物を率先して片づける様子は成長が感じられました。このコロナ禍にもかかわらず出発前より対策を講じてくださり無事に全行程を終

えて下さったＫＳＫＫの皆さん、滞在中、息子を見守りお手紙を下さったリーダー、お世話になった与論島の皆さん、お友達…皆さん

に感謝の気持ちでいっぱいです。また参加させたいと思います。ありがとうございました。 

 

遠く離れた地で親のいない環境での生活をさせてみたかった。自分の事は自分で、周りの子等の状況次第で臨機応変に行動できるよう

になってほしいと参加させました。住んでいる地区から遠く離れた地に友だちになった子がいる事でニュースの出来事を身近に感じる

ようになり視野が広がった気がします。 

 

とても貴重な体験ができ、子どもの人生において大変有意義だと思い参加を勧めました。参加後は今までより自己主張するようになり、

逞しくなったと感じます。大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 

先日は、大変お世話になりました。最初に弟がこの記事を見つけ、参加したいと言い出しました、本人は「いやだ。行かない」と言っ

ておりましたが、小学校最後の思い出作りにと２日間説得し、しかたなく行く事にしたようでした。しかし行くと決めたその日から毎

日のように“ヨロン”の話をするようになり日に日に楽しみが増していったようでした。何事も積極的に参加するタイプではないので

すが、このヨロンの旅は本人が興味を持っている事が多く、きっと多くの事を記憶して多くの事を良い思い出として残せたと思います。

車酔いしない彼が、船酔いしたのも良い思い出です。（笑）本当にありがとうございました。 

 

お天気が気になっていましたが、海の活動も予定通り実施できたようで子供たちに様々な体験をさせてあげられて満足です。外国人の

子供達も一緒だったことで刺激になっていｍした。（帰宅早々、英語やりたい！と言ってきたり、覚えた英語を口にしたり！） 

また今回、臨機応変にビーチコーミングを実施されたとの事。環境の事も考えるきっかけになり。大変ありがたいと思いました。流れ

着いているゴミが中国や韓国からのものが多かったと教えてくれました。子供が自分だけで荷物を片づけたり、パッキングしたり、大

変だったと思いますが、それ以上に素晴らしい体験をさせて頂き、感謝しております。 

 

参加を勧めた理由は、今までも数回、国立青少年自然の家である「キッズたんけんたい」（１泊２日）に参加していてこういう活動は

本人たちも好きだったから。「キッズたんけんたい」は毎年あるのですが、毎回抽選なので参加できない年もありました。（抽選にはず

れると泣くほど悲しんでいました。）参加後はこれまで以上に自分の行動に積極的そして自信がある様に思えます。今回のヨロン島は

子どもも親も初めての経験が多く親子共々成長させて頂いたと思っております。ありがとうございました。 

 

ヨロン島へは夏に小笠綿の活動に参加させていただき、２度目の長期活動でした。小笠原の時よりも子も親も少し落ち着いて参加でき

たかと思います。参加を希望したのは、もちろん子どもの希望があったからではありますが、海外の小学生との交流で少しでも世界を

広げてくれたらと思ったためです。子どもの言動は、夏の小笠原の参加後から大きく変化したということなないのですが、例えば、テ

レビや本でヨロン島の話が出た時、またお友達との会話の中で「遠い所にひとりで参加して楽しめた」とう経験が非常に自信につなが

っていると感じます。これができた（参加して無事に帰ってきた事）、できたからこれもできるよね？と話すと納得感があるようです。

自尊心を育てる事のできる活動にしていただき、ありがとうございます。 

 

行く前から楽しみにしているようでした。小さい時に富士山キャンプに行ったのが初めてだったと思いますが、その後、子どもキャン

プなどに参加するたびに頼もしく逞しくなり、その成長にただただ驚いてます。このよな貴重な企画を継続的にやっていただいて本当

に感謝しています。 
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私が小学校の頃にも３泊４日の親から離れて生活する体験をしたので、娘にもそういった体験をさせたいなぁと思い、参加を勧めまし

た。オンライン説明会に親子で参加し、話を聞くと「行きたい！」と娘が即答だったのですぐに参加を決めました。本部港からの参加

で４泊 5 日の集団生活で新しい友達が出来、笑顔で帰ってきてくれたので安心しました。少し残念だったことは一緒に参加した友達

の班は皆から寄せ書き色紙を嬉しそうに見せてくれたのですが、娘はそんな色紙はっもらっていないと言ってガッカリしていました。

班のリーダーからは小さなタオルをもらったようですが、寄せ書き色紙のような一生の思い出に残るプレゼントが良かったなと言って

いました。 

 

以前より息子にはその時期に会った様々な経験を積みながら将来の道の選択に役立ててほしいと願っておりました。７年ほど横浜に住

み東北やら関東地方を旅する事がありましたが、ベビーカーに乗る赤ちゃん時代で、本人の記憶に残っておらず、愛媛に住んでも町中

のマンションの中。様々な地域の様々な自然の中で過ごすチャンスがあればと探していたところ、お友達に誘われ即決しました。参加

後は自宅でのきままな生活や食事に対しての意識の変化はあったように思います。今は初めての日焼けに対応中です。民宿のおばちゃ

んの手料理がおいしかったと喜んでいました。愛媛県で春から中学１年生です。今後、全国規模で参加資格がある事業があれば積極的

に参加させたいと思います。資料がありましたらお願いします。スキー体験、カヌー体験、世界遺産めぐりは特に興味があり参加した

いです。お世話になりありがとうございました。 

 

リーダーの皆様、運営に携わった皆様、まずは一週間大変お世話になりました。迎えに行った時は「やっぱり家が一番だわ～」と疲れ

切った表情をしていましたが、お友達と遊んだこと、お話ししたこと、体験したことを思い出す度にどんどん話してくれました。お天

気も心配していましたが、無事に雨で活動できないことがなかったようで安心しました。親も友達も知っている人が１人もいない環境

に行くことが初めてでしたので、不安も大きかったようですが、とても楽しい思い出ができた、参加させてくれてありがとうと言って

いました。お財布の一件では、ご迷惑をおかけいたしました。ショックだったようですが、お金のお取り扱いについては家庭内で伝え

ていきたいと思っています。 

 

あまり自分に自信が持てないでいましたが、ちっびこ探検学校ヨロン島に参加して、少しずつ自信が持ててきたのか、「やってみよう

かな？！」が増えました。それと、本人はヨロン島での体験が楽しかったようで、また、来年も行きたい!!とはりきっています。 

 

与論島での楽しい活動をたくさん話していました。新しい友達やリーダーの名前を呼び合い、姉弟で盛り上がっていました。地域に子

どもが少なく、いつも同じ子供と接していますが、新しい友達と、いつもと違う環境で過ごしてほしいと思い、参加しました。美しい

自然のなか、貴重な経験ができましたことを皆様に感謝申し上げます。洗濯が落ち着いたころに届いた葉書は新鮮でした。夏の小笠原

へぜひ行きたいと話しています。 

 

長期休みはいつも暇そうにしているため、新しい友達と貴重な経験ができたら嬉しいと思い参加を決めました。参加前はお風呂が心配

と言っていましたが、難なく入浴できたようです。お土産を自分なりに考えて買ってきており、興味深く見せてもらいました。きれい

な海で遊んで、年上のお子さんと過ごせた話をたくさんしていました。色々とお世話になり、楽しい思い出ができました。感謝申し上

げます。 

 

一週間たいへんお世話になりました。これまで、何かに夢中になれることがなく、人との関わりも苦手だったので、ふだんとちがう自

然の中で仲間と活動することで得られるものがあるだろうと思い参加を勧めました。行くまで、行っている間と何かと心配でしたが、

帰ってきたときのキラキラした表情を見て、涙が出そうなほど嬉しかったです。にっしんさんにも「チームを盛り上げてくれた」と教

えていただき、ご迷惑も多くおかけしたと思いますが、良いところを引き出してくださり、引率してくださった方々や、小学生の仲間

たち、与論島、良い出会いをたくさんさせていただきました。今まで時間や約束にルーズでしたが、ヨロンから帰ってきてからは守ろ

うと頑張る姿があります。コロナで学校行事も色々と中止になってしまいましが、今回ヨロンに行けて本当に良かったです。どうもあ

りがとうございました。 

 

「ちびっこ探検学校ヨロン島」への参加を勧めた理由は３つあります。 

① 浦安という小さな世界を飛び出していろいろな場所を見せてあげたかったから 

② 人との関わりです。家族や学校以外の仲間との協力を学んでほしかったから。 

③ 自立心を育てたいから。少学２年になり、自分で出来ることが増えました。親に指示されるのではなく、自分で考え自分で行動で

きるようにしたい。 

○参加後の息子は少し大きく逞しく見えました。 

 

後援が国だったこと、長く続けている活動だったこと、子どもの興味のある活動内容だったから勧めました。 

参加後の様子は、よく活動のことをたくさん話してくれました。親の感想としては、薬について声かけをしてくださると思っていまし

たが、そのチェックがなく本人も忘れていたので、悪化しなくて結果としては良かったのですが、フォローは必要かと思いました。そ

の他、男女の部屋が同じ階だったり、両脇の部屋が男子だったと聞き、年齢的にはもう少し階を分けるなど配置を考えてほしいです。 

 

もともと外遊び（海･山）が好きな子だったので、すすめてみたら目をキラキラさせながら「行きたい」と言いました。空港へ迎えに

行って、あった一言目が「楽しかったー！！」だったのでとてもよかったです。帰りの車の中で寝ることなくずっとしゃべりっぱなし

でした。そして「ヨロン島へ行かせてくれてありがとう」と言ってくれました。はじめて心のこもった“ありがとう”を聞いたと思い

ます。英会話スクールにもかよっていましたが、思っていたより話せなかった･･･。もっと勉強したいと思ったと意欲を見せてくれま

した。一週間お世話をしてくださったスタッフの皆様、本当にありがとうございました。子供にとって貴重な体験となりました。この

体験が将来への選択や栄養のようなものになればと思います。 
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コロナの影響で、学校行事の宿泊学習がなくなり、親と離れての生活をさせてみたかったのと、普段はできない体験をしてほしかった

参加させました。参加後は今まで以上に明るくなり、積極的に物事に取り組むようになりました。自分に自信を持てたような、そんな

雰囲気が感じられるようになり、参加させて良かったと思います。英語で話しかけられた時に理解できコミュニケーションがとれたこ

とも嬉しかったようで、英語の勉強もやる気になっています。素晴らしい体験をさせていただき感謝しています。ありがとうございま

した。 

 

参加をすすめた理由は、共働きのため、春休みの間一緒に出かける時間をつくれないため。小さな妹（２才）がいるのと、コロナ禍で

思いっきり遊べる機会がなかったため。子どもだけで外泊をさせたことがなかったので良い経験になると思ったため。全国の子どもた

ち、外国の子どもたちと活動することは良い機会だと思ったため。 

参加後の子どもの様子 

･もともとしっかりしている子だと親ながらに思っていたが、家に戻ってからは以前よりもさらに頼もしい存在になりました。（すすん

で家の手伝いやきょうだいのお世話をする。）親も初めての子どもだけでの外泊で少々不安でしたが、元気に帰ってきた姿を見て安心

しました。大変な状況の中で開催していただきありがとうございました。（添乗してくださったスタッフの皆さま、ヨロン島の皆さま

もありがとうございました！） 

 

さみしがりやで泣き虫な子なので、どうなることかと心配でしたがとても楽しかったようで安心しました。特にリーダーのお兄さんや

班のお友達が大好きになってようで最終日はお別れするのがつらかったようで帰りの車の中や、家でも大泣きしていました。（海の映

像がテレビでうつるだけでも思い出して泣いていました）そういう状態が何日も続いたので、２才の妹にも「また泣いているの？」と

言われるほどでした。そのくらい楽しい思い出ができたのも、大変な状況の中開催してくださった主催者さま、添乗してくださったス

タッフの皆さま、ヨロン島のみなさまのおかげです。本当にありがとうございました。 

 

春から中学生で何かと忙しくなるため、これが最後のチャンスだと思って参加を勧めました。 

ヨロン島での毎日はとても充実していたようで、かえって方も思い出話が尽きません。早速友だちに手紙を出しています。ネットや勉

強から離れた一週間、たくさん良い経験をさせていただきました。 

毎日、Facebookで写真を載せてくれて、見るのが楽しみでした。海での活動（イカダ漕ぎ）は同じような写メが多いので、朝食や買

い物、民宿での様子も見たかったです。希望者有料で良いのですが、現地クリーニング（３日分）できたら持ち物が少し減って助かり

そうです。毎日ペットボトル５００ml×２本の水の支給をしてくれたらいいです。水筒に水道水は衛生的に不安でした。 

 

お調子者でやんちゃな息子をお世話していただきありがとうございました。生まれてから今も「姉頼み」なところがあり、少し自立し

てほしく、この旅を勧めました。当日まで行きたい気持ちが微妙な感じでしたが、帰ってくなり「また行きたい」と言っています。相

変わらず「姉依存」していますが、日焼けと共に北海道ではできない体験をたくさんさせてもらったと思っています。 

アレルギーが色々あってご迷惑をおかけしました。緊急用の薬を飲んだと聞いたので、その時は電話がほしかったです。たくさんのお

子さんが参加する中、服薬の声かけや、体調不良以降早めに寝かせてくれるなどご配慮ありがとうございました。 

 

美しいヨロン島の探検が全日晴天がなかったことはとても残念ですが、とても楽しかったようです。日焼けした顔もたくましく感じま

した。今までやったことがない活動も多くあり友人もでき、英語も通じて嬉しかったようでした。帰ってくるなり次はリーダーとして

行きたいなー!!とはりきっていました。たいへんお世話なりありがとうございました。 

 

転校したばかりで近所に友人がおらず、家にこもりがちでしたので春休みを有意義に過ごしてほしいと思い参加を勧めました。説明会

で話を伺って、本人もとても楽しみにしておりましたが、期待以上に楽しかったようで、次々と活動や友達の話が止まらず、普段はお

となしい子ですので、とても驚きました。連絡先を交換した子とはメールや手紙のやり取りが続いており、本当に良い体験ができたと

感謝しております。来年一緒にまたさんかしようといった話も出てきているようですので、また貴協会の活動を通して再会できること

を心より楽しみにしております。 

 

海で泳ぐことがはじめてで、海の塩辛さを知るなど、自然を満喫してきました。 

小さいころから英語を勉強しているのでアメリカの子供たちと会うことも楽しみにしていました。また、他県の子供たちとも友人に

なり、とてもうれしそうでした。毎年、山方面に連れて行ったことや、本人が「海は怖い」という先入観があったので、与論島のこ

のツアーなら大丈夫だろうと思い参加させてみました。結果、大変満足で帰宅しました。いろいろとありがとうございました。 

 

子供たちには、いろいろな体験絵押してもらいたい、外国人の子どもたちと生活し活動することで言語の壁を越えた友情をはぐくん

でもらいたい思いから参加を勧めました。 参加後、二週間ほどたちましたが思い出すたびに楽しい体験だったといっており、同じ

班で交流したお友達と手紙を交わし与論島が終わった後も交流が続いております。外国人のお友達と住所交換が叶わなくて残念そう

にはしておりました。 

 

与論島参加後は、自分に自信を持って行動するようになったと思います。あと、友達とのコミュニケーション能力も上がったように

思います。与論島での活動を通じて色々な地域や国の子たちと交流していく中で、そういった社会性が見についたのだと感じており

ます。コロナ禍の中、制限が多く、感染リスクもある中、今回の体験プログラムに携わり尽力してくださったすべてのスタッフに心

から感謝いたします。 

 

新しい場所で、一人でもできることを知って、自信をつけてほしかった。 

今までは「一人ならやだ」だったが楽しかったらしく、他のイベントにも参加したいといっていました。 
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ヨロン島キャンプではお世話になりました。毎日与論島の天気予報を見ては雨マークがついているので、子供たちは楽しめているの

かなぁと不安な気持ちでした。けれど、帰ってきてキャンプのことを聞いてみると予定にあったことは体験することができたようで

安心しました！ うちは熊本弁なのですがよほどキャンプが楽しかったようで、帰りの車の中では標準語でずっとキャンプの話をし

てくれました。５年生の時にコロナで集団宿泊が中止になり、貴重な体験ができなかったのでキャンプに参加させようと思いまし

た。与論島ではリーダーのお兄さんやお姉さんに刺激をうけ、自分も将来はリーダーになりたいといっています。幅広い年齢層で、

そうすけも下の子たちのお世話をしてとてもいい経験になりました。誰もコロナにかかることなく無事に終われたことを感謝してお

ります。ありがとうございました。 

 

普段体験することができないようなことを体験できることが魅力的だった。普段自分から進んで行動することが少なく、今回の体験

で積極性やお友達と協力し一つのことを成し遂げること、など学んでほしいと思った。また、いろいろなことに興味をもってほしい

と思い、参加を勧めました。お友達もでき、楽しい体験ができたらようで思い出話をしてくれました。一週間お世話になりました。 

   

初めての参加で親子でドキドキしながら、当日を迎え送りだし、返ってくるのを楽しみに待っていました。 

少し日焼けをした息子、大きな荷物を泣きごと言わず自分で持って歩いているのをみて、ちょっとたくましくなったかな！？と思っ

ていたら、いつも脱ぎっぱなしの靴が、なにもいわなくてもちゃんとそろって玄関にありました。小さいことですが、母は感動しま

した。一週間、お世話になりました！！ 

 

多くは語らないのでよくわかりませんが、本人曰く、「２．３年生がいくものじゃないね。来年は行かないよ。行くとしたら 4年生

以降かな。」というのが感想らしいです。おそらく、私のイメージでは、年功序列の学年度のヒエラルキーで何かあったのかな？とい

うことと、本人も、できること活躍できることは、学年が上がった方がたくさんある。もっといろいろな面で優位に立てる立場にな

ってから参加した方が楽しいね、とのことでした。（何があったの！？） 

そうは言いつつも、特別困ったことはなく、つらかったこともなかったとも述べております。活動の感想は、いかだつくりが大変だ

ったけど楽しかったそうです。宿で一緒だったベネットが面白い子だったとしきりに言っていて、でも言葉の壁もあり全く話せなか

ったそうです。アメリカンとの交流のブリッジになっていただけたらよかったです。 

またもう少し大きくなったら参加させたいですね。 

 

初めて親から離れて生活しました。『ちびっこ探検学校』の参加申し込みの記事を見つけたのも本人で、すぐに「行きたい！！」とい

ってきました。少しは不安もよぎりましたが、小さいことから好奇心旺盛ですぐに行動する、すぐにお友達を作ることができる彼に

は、とても良い経験になると思い申し込みました。参加して、とてもよかったと思います。今まで以上に家族の大切さ、お友達との

協力心が芽生えたのではないかと感じることができます。また来年も参加したいと、真っ先に伝えに来ました。すごく楽しみにして

いるようです。その際はまたよろしくお願いいたします。 

 

普段、体験できないことをいろいろと経験してほしいと思い、参加を勧めました。初めてのことに対しては慎重に行動し、拒否する

ことも多いい子ですから、与論島にもなかなかいくとはいいませんでした。でも、オンライン説明会に参加して少し具体的なイメー

ジができて安心したのでしょう。与論島に行くためにと、急に体を鍛えるといってマラソンを始めました。いつの間にか、行く気

満々となりました。その成果が出たかどうかはわかりませんが、日焼けをして帰ってきた姿はとても頼もしく見えました。与論島で

の出来事を次から次と教えてくれました。普段口数が少なく自分の気持ちを話すのが苦手ですが、このようなイベントがあればまた

参加したいといってくれました。 また、「六年生になるから、こうしようと思う」と、自ら考え行動しようとする発言が聞かれたと

きは大変驚きました。ちょっぴり成長したなと思った瞬間でした。 
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《 リーダーメッセージ 》 

青海荘 
                                             青海民宿長  大筆 栞奈 

青海荘のみなさん。お元気ですか？わたしは元気です！ 

与論島で過ごした日々は、忙しくも楽しく充実した時間でした。みなさんは、あの数日で普段学校ではできない経験をしたのではな

いでしょうか？そして、自分では気づかないかもしれませんが、成長して力を身につけているでしょう。ぜひ、あの与論島での経験

を普段の生活にも生かしてください。みなさんは、後日CDで送られてきた写真を見ましたか？わたしは何度も見返しています。 

ぜひ、お友達を誘ってまたKSKKの事業に参加してくださいね！また会いましょう！ 

 

                                                １班班付きリーダー 石塚 美保子 

ヨロン島では 1週間ありがとう！みんなで作ったいかだに乗って見た海はとてもきれいで気持ちが良かったです。 

さとうきび絞りで初めて飲んださとうきびジュースはとっても甘かったけど、みんなで力をあわせて作ったものだからおいしく感じま

した。ハーレー船では一生懸命声を出しながら船をこぎましたね。お友だちの応援も頑張りました。竹丸荘と一緒に青海荘が優勝でき

てよかった！おめでとう！海遊びでは水をかけあったり、きれいな貝やシーグラスを見つけて見せに来てくれたり、とっても楽しい時

間でした。時にはケンカしたり、寂しさから辛い思いをしたかもしれません。でも日に日にたくましくなって、のびのびとお友だちと

遊ぶみんなを見て、辛いこと楽しかったこと全てが、一人ひとりの大きな成長につながっているんだなと思いました。この経験を忘れ

ずに、これからも優しさと思いやり、ガマン強さ、色々なことにワクワクする気持ちを持ったみんなでいてください。また一緒に遊べ

る日を楽しみにしています。ありがとうございました！ 

 

                                         ２班班付リーダー 舘 祐奈（ゆっぴー） 

青海荘で一緒に過ごしたみんなへ！ 

みんな久しぶり〜、ゆっぴーです！みんなと一週間青海荘で過ごして、美味しいご飯を一緒に食べたり、クラフトしたり、折り紙し

たり、沢山の楽しいことをこのメンバーでできてとっても嬉しいです。みんなは一番何が楽しかったかな？一番が決められないくら

い、みんなにとって楽しい思い出になっていたらいいな！最初は天気が悪くて、船もものすごく揺れて大変だったと思う。けど、ロ

ープワークを頑張って覚えてくれてほかのお友達に教えてくれたり、イカダ作り、島内ハイクも暑かったり雨が降ってびしょびしょ

になっちゃったけど、みんなはとっても頑張ってたね。一週間頑張ってくれてありがとう！みんなが頑張っている姿を見ることがで

きて、ゆっぴーはとっても幸せで、みんなと離れるのがとってもさみしかったよ。おうちに帰ってほっとしたと思ったらみんな学校

が始まって、中学生になった子もいるね。学校でたくさん勉強したりしないといけないから大変だと思うけど、ヨロンで頑張れたみ

んなならきっと大丈夫！またヨロンや、別のキャンプ、どこかでみんなに会えるのを楽しみにしてます！みんな一週間ありがとう！ 

For friends of Seikai 

Hello everybody. This is Yuppi. How are you doing now? I feel a little sad now because I miss Yoron and you. I was glad that 

everybody did great with all activities. Which was the most exciting activity? I enjoyed all the activities, so I cannot decide which 

one is the best. I really loved that so many friends in group 2 helped me, and gathered other friends. Thank you for giving me a 

hand. I’d like to do “buddy” with you again!! I hope you could make nice memories with friends from Seikai. I wish I could meet 

you someday again!! Thank you so much for joining this.  Best wishes, Yuppi 

  

松園 
                                                  松園民宿長 河野 鈴菜(すずな） 

 ちびっ子探検学校ヨロン島お疲れ様でした！松園民宿長のすずなです。ヨロン島で過ごした日々はどうだったかな？私はみんなと

いろんな経験ができてとっても楽しかったです。あと、みんながヨロン島で過ごしている時間の中で成長してることを感じられたこ

とがとっても嬉しかったです。雨の日もあったけど全部の活動が予定通りできて、普段の生活ではできないことたくさんできたね。

初めての経験で大変なこともたくさんあったと思うけど、ヨロン島で過ごした日々がみんなの思い出に残り続けてくれて、少しでも

なにか成長できたなと思えたら嬉しいです。またどっかでみんなの会えることを楽しみにしてます。1週間ありがとう！ 

 

                                      ３班班付リーダー  西田 昌人（にっしん） 

 みんなヨロン探検学校おつかれさま！一週間も共同生活するのは、これが初めてだった人がほとんどだと思います。初めは仲良くな

れるかきんちょうしてたみんなが、じょじょにうちとけて、仲良くなっていくすがたを見れたことが、リーダーは一番うれしかったで

す。これから新しい学年になって、クラスメイトが変わったり、中学生になって、新しいどうきゅうせいたちと出会うきかいがあると

思います。そんな時はこのヨロン探検学校での経験を思い出してください。最初はきんちょうしてうまくいかなくても大丈夫！最後に

は仲良くなれるから、自信を持って、安心して、気長に、新生活を楽しんでください。この一週間で、イカダを作ったり、しょうにゅ

うどうを探検したり、サトウキビをしぼったり、初めての体験をたくさんしたよね。その中で、忘れ物をしちゃったり、ご飯を残しち

ゃったり、ケンカしちゃったり、かんぺきに出来たっていう人はほとんどいないと思います。でもかんぺきに出来ることよりも、もっ

と大切なことがあります。人生で一番のしっぱいは何だと思う？テストで答えをまちがえること？自分のミスでチームが負けちゃうこ

と？自分がのぞんだ結果がえられないこと？正解はないけどリーダーはこう思う。何にもちょうせんしないで人生を終える事。終わっ

てからああしとけば良かった、これをやっとけば良かったとこうかいしないよう、一回きりの学校生活。一回きりの人生。何事も勉強！

勉強！と思って、今、このしゅんかんから、やりたい事にどんどんちょうせんしてください。人生楽しんだもん勝ち！ 

じこしょうかいの時に教えてくれた自分が好きなこと、好きなもの、好きな人を大切に、世界で一番楽しんだと思えるような人生を送

ってください。3ぱんの、そして、このヨロン探検学校に参加したみんなの活やくをおうえんしています。 
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                                         ４班班付リーダー 齋藤 奈央（ナオ） 

ちびっ子探検学校ヨロン島に参加した皆さん元気にしていますか?? 
長いようであっという間に終わってしまったあの 1 週間はとても楽しくて毎日毎日戻りたいと考えてます！初めてのことにもチャレ

ンジしているみんなを見て私もたくさんの勇気をもらいました。私は毎日が幸せな時間でしたがハーレー戦の後にみんなで入った海が

すごく楽しくて印象に残っています！みんなは何が 1 番印象に残っていますか??初めて会ったお友達や日本語が通じないアメリカン

の子供たちと共に生活をして一生懸命に意思疎通している姿を見て私自身感慨深い気持ちになりました。これからも学校や習い事など

たくさんみんなが活躍できることを願っています！またいつか会えることを心から楽しみにしています！ありがとうございました！ 

 

竹丸荘 
竹丸荘民宿長 松賀 彩佳（あやか） 

久しぶり！！みんな元気ですか？あやかです。ヨロン島での1週間はとても楽しかったね！！  
イカダこぎ、鍾乳洞探険、サトウキビしぼり、ハーレー船、百合が浜上陸、公園、ジャパンナイト、アメリカンナイト… 
何が 1番記憶に残っているかな？今回みんなはイカダ作り、イカダこぎ、サトウキビしぼりなど初めての体験がたくさんあったよね！ 
初めてのことは大変だったりすることもあるかもしれないけれど、思い出になればきっと楽しいことばかりなはず。 
これからもいろいろなことに挑戦して、楽しく元気に過ごして欲しいです。みんなが今回のヨロン島での体験を一生の思い出にしてく
れたら、あやかはとても嬉しいよ！！そしてまたどこかで会えるといいな〜。1週間ありがとう、とーとぅがなし^^ 

 

５班班付リーダー 長谷川 穣史（ジョージ） 

みんな久しぶり！あだ名がたくさんあったジョージだよ！元気にしてるかな？与論島では大人も体験したことないようなことがた

くさんあってとても楽しかったね！！正直初めは不安から始まっただろうけど最後にはみんな仲良くアメリカンと日本人が一緒に遊

んでいるところを見てホッとした！めっちゃ楽しかったよね！みんなこれから中学に上がる子や学年が上がる子居ると思うけどこの

経験を忘れずに、人生に活かしてください！きっと役に立つ！！またリーダーになれる機会が生まれるかもしれないから是非やってみ

てね！後悔のない人生を＾＾ 

 

6班班付リーダー 志田 温音（ハル） 

久しぶり！リーダーのはるです。みんな毎日元気に過ごしてますか？ 

与論での 1週間、とーっても楽しかったね！それぞれ色んな思い出があると思うけど、何がいちばん楽しかったかな？はるは、みんな

との活動全部が楽しくて、新鮮で、この一週間が終わったあとは、とても寂しかったです。（笑） 

家族と離れて、知らない場所で、知らない人と活動して、生活して、最初はすごく不安だったと思うけど、みんなよく頑張りました！

この不安を乗りこえて、めいいっぱい楽しめたみんなは、1ステップ、2ステップ、成長出来たんじゃないかな？ 

与論でできたように、不安なことがあっても、怖がらず、これからも、色んなことに挑戦してみてください！ 

はるはリーダーを続けるので、成長したみんなとまた会えることを楽しみにしてます。それまで元気でね☆ 本当にありがとう！！ 

 

星砂荘 
                         星砂荘民宿長 池田 哲也（ハッピーラッキー） 

星砂荘（ほしずなそう）のみんなー、元気ー？もう1学年大きくなったかな？ 

自分より大きいにもつ重かったねぇ～！お母さんに会いたくなってちょっぴりさびしくなったり、ふなよいでつらかったねぇ～！9メ

ートルもあるいかだを40かしょもロープワークでむすぶの大変だった？ひきとけ結び、ほん結びは、まだ目をつぶってできる？はい

ったしゅんかん、海はつめたくてひめいをあげてたね！でもとってもキレイだったでしょ？気持ち良さそにういてたね？バディーは覚

えてる？「星砂そ～バディーよ～い！おー！バディー！おー！バディー！おー！バディー！おー！ばんご～！わん！ツー！さん！し

ぃ！…」すばやくしっかりできたね！さとうきびしぼりは、しんけんなまなざし！「プッシュ、プ～ッシュ！」でかいてんバーをうし

のかわりにおし、ミシミシッ…ミシミシッ…。しぼりきにさしこんださとうきびから、手にしぼったときのしんどうがつたわった？生

しぼりじるの味はどうだった？おかわりした？あれをにつめると美味しい黒砂糖（くろざとう）になるんだ。引き潮になった時だけう

みの上にあらわれる「百合が浜」にもグラスボートで上陸。とってもキレイだったね！星砂はいくつみつかった？しょうにゅうどうで

はゴーストにあえた？ハーレーボートレースはかけごえあわせ「ハッピ～！ラッキ～！ハッピ～！ラッキ～！…」いっしょうけんめい

こいで星砂荘 2 勝 2 敗がんばったァ～！！民宿（みんしゅく）でもいろいろやったね！ヨロン献奉（けんぽう）はよわなかった？ゆ

うがたにやったジャパンナイトはたのしめた？（ペットボトルボーリング、ふくわらい、おりがみきんぎょつり、はねつき、ヨーヨー

つりなど、リーダーのぽんとまる、キャシーさんとじゅんびがんばった！）アメリカンのばくだんゲーム、カードゲームおもしろかっ

たね。せいかつとあそびはことばがわからなくてもなんとかなるもの。ゆうきをだしてゲームにさんかできたね。みんなにけいかくし

てもらった、さいごのよるのフェアウェルパーティーもいきいきもりあがってたね！（いすとりゲーム、ジェスチャーゲーム、はんか

ちおとし、カードマジック、おえかき、ばくだんゲームなど）いけんのちがうときにどうやってまとめていくか、たいへんなけいけん

もしたね！ごはんのまえのひとりスピーチも、ゆうきをだし、てれながらがんばった！きらいなたべものにもひとかじりからチャレン

ジできたかな？いただきます＆ごちそーさまソングや、日本ごとえいごのおなじきょくのうたもみんなでうたった！あさのつどいのジ

ャンケンれっしゃやドロケーもたのしそうだったね！おもいでいっぱい！ 

みんなのおみやげは、おみやげやさんでかったものだけじゃない。ヨロンのたくさんのおもいでが、みんなのたからものの 1 つに

なればラッキーはラッキーです！これからも、ちいさなゆうきでじぶんにチャレンジ！なかまをたいせつにきょうりょくし、じぶんの

せかいをひろげていってください。ヨロンはきっかけ！みんなはまだまだしんかする！！では、また！星砂荘のみんなにあえて、いっ

しょにすごせて、ハッピーラッキーでした！！（だからなまえがしんかちゅう） 
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                                         7 班班付きリーダー 関口 夕貴（ぽん） 

ヨロンのほしすなごはんだよ～ みんなそろってごあいさつ いただきます！この歌を覚えているかな？ご飯を食べる時に、一緒に

歌ったね！ぽんちゃんは、この歌を歌うたびに、星砂のみんなのことを思い出すよ。今回のちびっこ探検学校ヨロン島で、たくさんの

初めてを経験したよね。楽しかったことも大変だったことも、すべてみんなの大切な財産となるよ！ またいつか会おう！ 

 

                                        ８班班付きリーダー  岡田 聖奈（まる） 

まずは、6 泊 7 日一緒にたくさん楽しんでくれてありがとうございました。よろんとうでたくさんの出会いや新たな発見たくさん

楽しいことがありました！私自身最初はどうなるか不安だらけで右も左も分からない状態でしたがみんながいてくれたおかげでとっ

ても楽しんで終えることができました。みんなの笑顔が私たちにとっての元気な源で準備や活動を頑張ってよかったなと思えます。み

んなは、これから成長してたくさんのことを経験すると思うけれど一つの楽しかった思い出としてこのヨロンとうでの過ごした日々が

残ってくれていたら嬉しいです。絶対にこれからの人生、ヨロンで見つけた新たな発見や知識は役立つと思うので胸に刻んでおいてく

ださい。また、普段なかなかできないことやりたいと思っていたけどやらなかったことなど勇気を出せば自分はできるんだとヨロンで

の生活でかんじたはずです。今こそ、一歩踏み出して新たなことに挑戦していってください。私からのお願いはその一つです。とにか

く勇気を出してたくさんのことに挑戦すること、勉強でもいいし運動でも趣味のことでもいいし何か一つでも多く自分の中で得意な分

野を増やしてください。それがいつか大人になった時にあーこんなことやっててよかったなと思えることができるはずです。これから

の皆さんのご活躍を期待しています。また会いましょう！ 
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青海荘 SEIKAI 
       

班 

Group 
名前・Name 

学年 

Grade 

性別 

Gender 

出発 

Meet 

帰着 

Leave 

1 鈴木  千尋 すずき ちひろ 2 F 羽田空港 羽田空港 

1 吉田 小春 よしだ こはる 3 F 羽田空港 羽田空港 

1 都築 照令沙 つづき てれさ 3 F 福岡空港 福岡空港 

1 鈴木 小夏 すずき こなつ 4 F 本部港 本部港 

1 加藤 理久 かとう りく 6 F 羽田空港 羽田空港 

1 土屋 日々士 つちや ひびと 2 M 羽田空港 羽田空港 

1 高橋 侑生 たかはし ゆうき 3 M 羽田空港 羽田空港 

1 秋山 岳志 あきやま たけし 4 M 水戸駅/羽田空港 羽田空港/水戸駅 

1 齋藤 嶺 さいとう れい 5 M 釧路空港/羽田空港 羽田空港/釧路空港 

1 湯又 梛 ゆまた なぎ 5 M 鹿児島空港 鹿児島空港 

1 前田 晴空 まえだ  はるく 6 M 熊本空港 熊本空港 

1 Chizuru Moses チズル・モーゼス 4 F Motobu Motobu 

1 Aalia Fisk アリア・フィスク 5 F Naha Naha 

1 Eleanor Weaver エレノア・ウィーバー 5 F Motobu Motobu 

1 Grayson Garcia グレイソン・ガルシア 4 M Naha Naha 

1 Kyle Stout カイル・スタウト 4 M Naha Naha 

2 湯又 千紘 ゆまた ちひろ 2 F 鹿児島空港 鹿児島空港 

2 玉那覇 結華 たまなは ゆいか 2 F 本部港 本部港 

2 森枝 阿子 もりえだ あこ 3 F 熊本空港 熊本空港 

2 渡辺 和歌 わたなべ わか 5 F 羽田空港 羽田空港 

2 田村 真結 たむら まゆ 5 F 羽田空港 羽田空港 

2 藤久保 大志 ふじくぼ たいし 3 M 福岡空港 福岡空港 

2 東 太生楽 ひがし たいら 3 M 福岡空港 福岡空港 

2 久保木 亮敬 くぼき あきのり 4 M 勝田駅/羽田空港 羽田空港/勝田駅 

2 鈴木 晴仁 すずき はるひと 5 M 羽田空港 羽田空港 

2 八重川 輝 やえかわ てる 6 M 松山空港 松山空港 

2 渡邊 竣斗 わたなべ しゅんと 6 M 熊本空港 熊本空港 

2 Connor Swanson コナー・スワンソン 5 F Naha Naha 

2 Keir Tucker キアー・タッカー 4 M Motobu Motobu 

2 Carter Casperson カーター・キャスパーソン 5 M Motobu Yoron 

2 Nickolas MacDonald ニコラス・マクドナルド 5 M Motobu Motobu 

2 Otis Paul Wray オーティス・ポール・レイ 5 M Motobu Motobu 

       

青海荘 リーダー 

民宿長 大筆 栞菜 おおふで かんな   F 羽田空港 羽田空港 

１班 石塚 美保子 いしづか みほこ   F 羽田空港 羽田空港 

２班 舘 祐奈 たち ゆうな   F 羽田空港 羽田空港 

USA Terry Johnson テリー・ジョンソン   M Motobu Motobu 

USA Micah Nomiyama  マイカ ノミヤマ     Motobu Motobu 
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松園 SHOEN 
       

班 

Group 
名前・Name 

学年 

Grade 

性別 

Gender 

出発 

Meet 

帰着 

Leave 

3 船越 愛琉 ふなこし じゅえる 3 F 福岡空港 福岡空港 

3 西田 悠理 にしだ ゆり 4 F 羽田空港 羽田空港 

3 松永 阿礼 まつなが あれい 5 F 関西空港 関西空港 

3 村上 桜海 むらかみ おうみ 6 F 熊本空港 熊本空港 

3 河野 奈生登 こうの なおと 2 M 旭川空港/羽田空港 羽田空港/旭川空港 

3 伊藤 禄 いとう ろく 2 M 羽田空港 羽田空港 

3 大塚 勝仁 おおつか かつひと 2 M 羽田空港 羽田空港 

3 竹下 拓人 たけした たくと 4 M 名瀬港 名瀬港 

3 染谷 洋介 そめや ようすけ 5 M 羽田空港 羽田空港 

3 權藤 裕喜 ごんどう ひろき 6 M 福岡空港 福岡空港 

3 Brooklyn Hill ブルックリン・ヒル 5 F Naha Naha 

3 Delilah Keirn デリラー・カーン 5 F Motobu Motobu 

3 Eliza Perez エリザ・ペレッツ 5 F Motobu Motobu 

3 Pepper Furman ペッパー・フォアマン 5 F Naha Naha 

4 宮川 暖乃 みやがわ はるの 2 F 羽田空港 羽田空港 

4 工藤 璃佳 くどう りか 3 F 羽田空港 羽田空港 

4 伊藤 いろは いとう いろは 4 F 羽田空港 羽田空港 

4 田中 心羽空 たなか こはく 5 F 与論港 与論港 

4 河野 奈乃羽 こうの なのは 6 F 旭川空港/羽田空港 羽田空港/旭川空港 

4 西田 景悟 にしだ けいご 2 M 羽田空港 羽田空港 

4 近藤 陽介 こんどう ようすけ 2 M 羽田空港 羽田空港 

4 中田 凛太朗 なかだ りんたろう 4 M 名瀬港 名瀬港 

4 マキロイ 羽衣琉 マキロイ ういる 5 M 羽田空港 羽田空港 

4 桑原 純 くわはら じゅん 6 M 福岡空港 福岡空港 

4 Jai'ana Dixon ジェイアナ・ディクソン 4 F Naha Naha 

4 Alana Smith エレーナ・スミス 5 F Naha Naha 

4 Kouichiro Moses コウイチロー・モーゼス 3 M Motobu Motobu 

4 
Brodie 

Hernandez 
ブロディ・ヘルナンデス 5 M Naha Naha 

4 Davis Gaston デイビス・ガストン 5 M Naha Naha 

 

    

  

松園 リーダー 

民宿長 河野 鈴菜 こうの すずな   F 羽田空港 羽田空港 

３班 西田 昌人 にしだ まさと   M 羽田空港 羽田空港 

４班 齋藤 奈央 さいとう なお   F 羽田空港 羽田空港 

USA Fred Seiber フレッド・セイバー   M Naha Naha 
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竹丸荘 TAKEMARU 
       

班 

Group 
名前・Name 

学年 

Grade 

性別 

Gender 

出発 

Meet 

帰着 

Leave 

5 黒川 愛莉 くろかわ あいり 2 F 羽田空港 羽田空港 

5 川﨑 千愛 かわさき ちな 2 F 羽田空港 羽田空港 

5 渡邊 愛心 わたなべ あいみ 3 F 羽田空港 羽田空港 

5 武田 百加 たけだ ももか 4 F 熊本空港 熊本空港 

5 山野 瑠華 やまの りゅうか 5 F 与論港 与論港 

5 植原 旭 うえはら あさひ 2 M 帯広空港/羽田空港 羽田空港/帯広空港 

5 新里 琉唯 しんざと るい 4 M 本部港 本部港 

5 嶋岡 琉空 しまおか りく 5 M 羽田空港 羽田空港 

5 上田 唯翔 うえだ ゆいと 6 M 福岡空港 福岡空港 

5 Naomi Bailes ナオミ・ベイルズ 4 F Naha Naha 

5 Hayley Stout ヘイレイ・スタウト 5 F Naha Naha 

5 Lilian Burgess リリアン・バーゲス 5 F Motobu Motobu 

5 Lucia Mendoza ルシア・メンドーサ 5 F Naha Naha 

5 Dominic Bias ドミニク・ビアス 5 M Naha Naha 

6 嶋岡 妃那 しまおか ひな 2 F 羽田空港 羽田空港 

6 檜田 ちひろ ひわだ ちひろ 3 F 羽田空港 羽田空港 

6 裾分 咲耶 すそわけ さや 5 F 与論港 与論港 

6 古宇田 有砂 ふるうた ありさ 6 F 福島駅/羽田空港 羽田空港/福島駅 

6 竹中 彬浩 たけなか あきひろ 2 M 羽田空港 羽田空港 

6 田村 海晴 たむら かいせい 3 M 羽田空港 羽田空港 

6 石崎 遥斗 いしざき はると 4 M 旭川空港/羽田空港 羽田空港/旭川空港 

6 島袋 晟 しまぶくろ じょう 4 M 本部港 本部港 

6 滝沢 琉心 たきざわ りゅうしん 5 M 羽田空港 羽田空港 

6 打越 庵吏 うちこし いおり 6 M 福岡空港 福岡空港 

6 Leah Guillen リー・ガーレン 5 F Motobu Motobu 

6 Cage Austin ケイジ・オースティン 4 M Motobu Motobu 

6 Dejaun Muckelroy ディアン・マッケロイ 4 M Motobu Motobu 

6 Jayden Punzalan ジェイデン・パンザラン 5 M Naha Naha 

6 
Nicholas Alexander 

Schindler 

ニコラス アレキサン

ダー 
5 M Motobu Motobu 

 

    

  

竹丸荘 リーダー 

民宿長 松賀 彩佳 まつが あやか   F 羽田空港 羽田空港 

５班 長谷川 穣史 はせがわ じょうじ   M 羽田空港 羽田空港 

６班 志田 温音 しだ はつね   F 羽田空港 羽田空港 

USA Audrey Weaver オードリー・ウィーバー   F Motobu Motobu 
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星砂荘 HOSHIZUNA 
       

班 

Group 
名前・Name 

学年 

Grade 

性別 

Gender 

出発 

Meet 

帰着 

Leave 

7 関 薫 せき かおる 2 F 神戸空港 神戸空港 

7 渡部 陽向 わたなべ ひなた 3 F 羽田空港 羽田空港 

7 石黒 慧 いしぐろ けい 5 F 中部国際空港 新千歳空港 

7 石田 萌衣 いしだ もえ 6 F 旭川空港/羽田空港 羽田空港/旭川空港 

7 大熊 璃仁 おおくま りひと 3 M 羽田空港 羽田空港 

7 本畑 蒼太 もとはた そうた 3 M 与論港 与論港 

7 櫻井 健 さくらい たける 4 M 宇都宮駅/羽田空港 羽田空港/宇都宮駅 

7 鈴木 颯馬 すずき そうま 5 M 帯広空港/羽田空港 羽田空港/帯広空港 

7 杉本 海成 すぎもと かいせい 5 M 伊丹空港 伊丹空港 

7 隅倉 爽介 すみくら そうすけ 6 M 熊本空港 熊本空港 

7 Madalynn Barnes マデリン・バーンズ 4 F Motobu Motobu 

7 Eva Tamayo エバ・タマヨ 5 F Motobu Motobu 

7 
Bennett 

Andreasen 
ベネット・アンダーセン 4 M Naha Yoron 

7 Amare Watts アマレ・ワッツ 5 M Naha Naha 

8 大熊 桜 おおくま さくら 2 F 羽田空港 羽田空港 

8 沖 優 おき ゆう 2 F 与論港 与論港 

8 原田 るり はらだ るり 5 F 羽田空港 羽田空港 

8 河野 日和 こうの ひより 6 F 松山空港 松山空港 

8 嶋田 真大 しまだ まひろ 2 M 羽田空港 羽田空港 

8 豊島 玄 とよしま げん 3 M 宇都宮駅/羽田空港 羽田空港/宇都宮駅 

8 渡邊 頼斗 わたなべ らいと 4 M 熊本空港 熊本空港 

8 上田 礼桜 うえだ れお 5 M 羽田空港 根室中標津空港 

8 前田 凛空 まえだ  りく 5 M 熊本空港 熊本空港 

8 田中 一徳 たなか かずのり 6 M 熊本空港 福岡空港 

8 
Francesca 

Becker 

フランシスカ・ベッカ

ー 
4 F Motobu Motobu 

8 Kaiya Eastman カイヤ・イーストマン 4 F Motobu Motobu 

8 Tesla Hayes テスラ・ヘイズ 4 F Naha Naha 

8 
Ephrain 

Nomiyama 

エファレイン・ノミヤ

マ 
5 M Motobu Motobu 

       

星砂荘 リーダー 

民宿長 池田 哲也 いけだ てつや   M 羽田空港 羽田空港 

７班 関口 夕貴 せきぐち ゆうき   F 羽田空港 羽田空港 

８班 岡田 聖奈 おかだ せな   F 羽田空港 羽田空港 

USA 
Cassie 

Hernandez 
キャシー・ヘルナンデス   F Naha Naha 
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ジュニアサポーター Jr Supporter 
       

  名前・Name 
学年 

Grade 

性別 

Gender 

出発 

Meet 

帰着 

Leave 

ジュニア 池畑 裕萌 いけばた ゆめ 中 1 F 与論港 与論港 

ジュニア 本 帆乃夏 もと ほのか 中 1 F 与論港 与論港 

ジュニア 三浦 未來 みうら みらい 高１ F 与論港 与論港 

ジュニア 有村 一花 ありむら いちか 高１ F 与論港 与論港 

ジュニア 大里 碧 おおさと あおい 高１ F 与論港 与論港 

ジュニア 渉 遙香 わたり はるか 高１ F 与論港 与論港 

       

本部 
       

  名前・Name   
性別 

Gender 

出発 

Meet 

帰着 

Leave 

校長 豊田 洋一 とよだ よういち   M 羽田空港 羽田空港 

スキル 
Pride Matthew 

Simon 
プライド・マシュー・サイモン   M 名瀬港 名瀬港 

スキル 高田 裕之 たかだ ひろゆき   M 羽田空港 羽田空港 

看護師 澤木 和子 さわき かずこ   F 中部国際空港 中部国際空港 

旅行社 内堀 信幸 うちぼり のぶゆき   M 羽田空港 羽田空港 

旅行社 清水 修 しみず おさむ   M 羽田空港 羽田空港 

 

 

《 宿 泊 先 一 覧 》 
船内  ３月２７日（日）～３月２８日（月） 

✜那覇市   沖縄国際ユースホステル 

 

与論島 ３月２８日（月）～４月１日（金） 

※青海荘  鹿児島県大島郡与論町茶花（０９９７－９７－２０４６） 

※松園  鹿児島県大島郡与論町茶花（０９９７－９７－３１０２） 

※竹丸荘  鹿児島県大島郡与論町東区（０９９７－９７－４７５２） 

※星砂荘  鹿児島県大島郡与論町東区（０９９７－９７－３７１０） 

 

沖 縄 ４月１日（金）夜～４月２日（土）朝 

※沖縄国際ユースホステル 
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