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あ ま み ぐんとう

与論島は奄美 群 島 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。
りゅうきゅう

与論島は 琉 球 （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
さつまはん

あっせい

ていきました。しかし、17 世紀の薩摩藩（鹿児島）の圧 政 （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。
えいきょう

大きな港ができたり、マスコミの 影 響 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
こんれい

そうそう

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 、葬 送 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 21K ㎡、
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には適していす。

せいばつ

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 （戦争）を行い、この
いなさく

時から与論島の稲 作（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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《 ～参加したみんなへ～ 》

第３９回ちびっこ探険学校ヨロン島
校 長

関 隆 嗣

みなさん、お元気ですか。早いものでちびっこ探険学校ヨロン島からもう４ヶ月近くが経ちました。
今年のちびっこ探険学校ヨロン島は、楽しかったでしょうか。ちびっこ探険学校ヨロン島では新しい友達がたくさんでき
ましたか？
まもなく４０年を迎える「ちびっこ探険学校ヨロン島」
。今年は、日本全国から１０９名の日本人小学生、５名のインドネ
シア小学生、1３２名のアメリカン小学生、そして１５名のジュニア中・高校生が参加し、サンゴ礁に囲まれた南の島でさ
まざまな活動を実施いたしました。今年も、ヨロン島の自然、子どもとリーダー、ヨロン島の人たちとの交流によって、多
くの出会いと感動が今年も生まれました。
ヨロン島の美しい海での活動では、いかだ作りにいかだこぎ、海水浴そしてハーレー船大会をした浜辺での活動、昔なが
らの方法でサトウキビをしぼった民俗村や、懐中電灯を片手に歩いた真っ暗な鍾乳洞、大金久海岸で思い思いの貝殻や砂を
拾った島内ハイキング、民宿で食べた美味しい食事。みんな楽しい思い出になりましたね。ヨロン島での活動は、あっとい
う間で、浜活動や島内ハイク、民宿での共同生活を通して、みんなが元気な声を出して、仲間と一緒に力を合わせて活動し
ている姿や、どんなことにも一生懸命、挑戦している様子を見てとても感動しました。
ヨロン島について、初めて会う人と一緒に生活をする事は、様々な不安があったと思います。参加する子どもたちの 6 割
は、初めての参加です。友達ができるかな？と不安に思って参加してくる子がほとんどです。船酔いでつらかった時、ホー
ムシックになった時など、友達がいたらどんなに心強いと感じたことでしょうか。自分から積極的に声をかけて友達を作る
ことは大変なことですが、活動を通して一人一人が関係をつないでいく姿はとても心強い物でした。一つ一つ出来る事から
始めればどんなことも乗り越えられるでしょう。1 週間という長い間、家族から離れて生活する事だけでも、大変な事なの
です。でも、みんなの顔は初めて会った時と最後に別れる時では、全然違っていました。困った事や苦しかった事を乗り越
えた後の、成長した姿がそこにはあったような気がします。
最後に、この事業は子どもたちの成長だけでなく、リーダー達の成長の場でもあります。様々な子どもたちと接する中で、
予期せぬ出来事や子どもたちの反応に戸惑い、思案にくれるリーダー達。色々な場面に遭遇し乗り越えた時に、感極まって
涙を流すこともあります。リーダーにとっても人生の勉強の場と言えるかもしれません。子どもたちもリーダーも一緒に成
長していく事が本事業のねらいです。
来年も「また参加しよう！」と思っている人たちと、「もう中学生だから行けないのが残念、他の事業に参加しよう」と
考えてる人たち、それぞれ思いは違うかもしれないけれど、みんなさんが、ちびっこ探険学校ヨロン島で学んだ色々なこと
（仲間作り、チャレンジ精神、チームワーク、人のあたたかさ、そして相手を思いやる心など）が、ひと回りもふた回りも
大きく成長する糧となることを、期待しています。ちびっこのみんな、本当に素晴らしい感動をありがとう。

《 ～保護者の皆様へ～ 》
私たちのこの事業も今回で３９回を数えました。実施回数を重ねてきていますが、毎回参加する子ども達から新しい発見
があり、どんなに時を重ねていても、一から組立て安全を意識して活動を行って参りました。プログラムを立てる時には、
去年以上に楽しい思い出と経験を参加してくれる子どもたちに持ち帰ってもらいたいと知恵を絞っています。今年のテーマ
は『民宿での交流時間を持つこと』として実施いたしました。ゆったりと時間の流れる南の島で、時間に追われるプログラ
ムにならないように考えて実施しました。結果として、時間にゆとりをもって遊ぶことができたと思います。各家庭に帰っ
て、子どもたちから色々な体験話をお聞きになったと思います。その中には、きっと辛かった思い出もあったと思います。
楽しさと､厳しさ（辛さ）がほどよく混在するプログラムがより深い感動を与えることができると私たちは考えています。
今後も私たちは子どもたちにより大きな感動を与えるべく努力して参ります。保護者の皆様からいただきましたご意見・
ご提案に関しましては、本会でも精査をして改善すべく、体勢を整えて参る所存です。貴重なご意見をいただきありがとう
ございました。
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《 ス ケ ジ ュ ー ル 》
月 日

活

動

宿 泊

女満別、旭川、帯広、函館：各空港から飛行機で羽田空港へ
《羽田空港乗換えで沖縄へ》
秋田、新青森、盛岡、福島、山形、宇都宮、水戸、長野、高崎、長岡
松本、甲府：各駅から東京駅へ 《東京駅⇒羽田空港から沖縄へ》
１

3/27(金)

新千歳、仙台、東京(羽田)、新潟、静岡、名古屋(中部国際)、金沢(小松)、
大阪(伊丹・関西)、神戸、岡山、高松、松山、広島、福岡、長崎、
熊本、宮崎、鹿児島、宮古島、石垣島：各空港から飛行機で沖縄へ

船内泊

沖縄：那覇港集合
午後～夕方 那覇空港着 バスにて研修会場へ
全員集合 民宿別班活動 夕食後 徒歩にて『クイーンコーラルプラス』へ

奄美大島、徳之島、沖永良部島：各港集合
『フェリーなみのうえ』にてヨロン島へ
沖縄集合班

７：００ 『クイーンコーラルプラス』那覇港出発

沖縄アメリカ班：本部港集合 ９：１０ 本部港出航 アメリカン合流
１２：１０ ヨロン島到着 《バスにて各民宿へ》昼食
１４：００
《バスにて活動場所のウドノス海岸へ》
●入島式（浜辺にて）
◎みんなでイカダ作り
●ヨロン献奉（歓迎会・各民宿にて）

ヨロン島
民 宿

3/29(日)

●海の活動 いかだこぎ、海遊び、クラフトに挑戦
●夜：民宿にて活動（例：外国人との交流会、日本文化紹介など）

ヨロン島
民 宿

４

3/30(月)

●島内の活動 島内ハイク：鍾乳洞探険、サトウキビしぼり、史跡探険
●夜：民宿にて沖縄アメリカ班とお別れ会

ヨロン島
民 宿

５

3/31(火)

●朝：民宿にて沖縄アメリカ班とお別れ
●ハーレー船大会・海の運動会（民宿対抗戦）
●さよならパーティ

ヨロン島
民 宿

６

4/ 1(水)

◎荷物整理・そうじ
沖永良部島、徳之島、奄美大島へ帰るなかま：船にて各島へ
１１：４０ ヨロン港集合
１２：１０ ヨロン港発『クイーンコーラルプラス』
沖縄へ行くなかま：船にて那覇港へ
１２：３０ ヨロン港に集合
１４：１０ ヨロン港発『フェリーなみのうえ』
１９：００ 那覇港到着 沖縄班とお別れ
《帰着地別に分かれ、バスにて各ホテルへ》
ホテル到着後、夕食

那覇市内
ホテル

７

4/ 2(木)

２

3/28(土)

３

朝
午前～午後

起床、朝食後各ホテルよりバスにて那覇空港へ
那覇空港到着 帰着地別に搭乗手続き
那覇空港発：飛行機にて各地へ帰着
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《 み ん な へ の ア ン ケ ー ト 》
（有効回答数：６４）
Ｑ１．ヨロン島の参加回数に関して
初めて

・・・・・・・・・・・ ９０％

２回目

・・・・・・・・・・・

４％

３回以上

・・・・・・・・・・・

４％

無回答

・・・・・・・・・・・

２％

Ｑ２．今回ヨロン島に参加したのはどうしてかな？（複数選択）
① 友だちを作りたかった

選択者数

・・・・・・・・・・・ ６０人

② お母さん・お父さんにすすめられて・・・・・・・・・・・ ３７人
③ 外国人の友だちを作りたかった

・・・・・・・・・・・ ２６人

④ 友だちに誘われたから

・・・・・・・・・・・

７人

⑤ 海で活動したかったから

・・・・・・・・・・・・ ３９人

⑥ 学校ですすめられたから

・・・・・・・・・・・・

２人

⑦ 以前にも参加して楽しかったから・・・・・・・・・・・・ １０人
⑧ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを見て楽しそうだったから・・・・・・・・・・・

５人

⑨ 面白そうな事、やってみたい事があったから・・・・・・・ ５９人
それは何？：●海水浴

●イカダこぎ

●さとうきびしぼり

●兄弟が楽しかったといっていた

●ハーレー船

●洞窟探険

●前に参加したリーダーに会いたかった

Q３．何が楽しかったかな？（複数選択）

選択者数

〈生活・移動〉
① 友だちができたこと

・・・・・・・・・・・・ ５７人

② ジャパンナイト

・・・・・・・・・・・・ ２２人

③ アメリカンナイト

・・・・・・・・・・・・ ５０人

④ 飛行機に乗れた事

・・・・・・・・・・・・ １９人

⑤ ヨロンけんぽう（歓迎の儀式） ・・・・・・・・・・・・ １９人
⑥ 民宿での食事

・・・・・・・・・・・・ ４６人

その他： ●アメリカンと活動できた事

●夜の怪談話

〈海での活動〉
① ハーレー船大会

・・・・・・・・・・・・ ５１人

② いかだこぎ

・・・・・・・・・・・・ ４９人

③ 海水浴

・・・・・・・・・・・・ ２０人

④ クラフト

・・・・・・・・・・・・ １８人
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●お友だちと遊んだ事
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〈島内での活動〉
① さとうきびしぼり

・・・・・・・・・・・・ ４１人

② 鍾乳洞探険

・・・・・・・・・・・・ ５４人

③ 琴平神社

・・・・・・・・・・・・ ２２人

④ 買い物

・・・・・・・・・・・・ ６０人

⑤ いかだ作り

・・・・・・・・・・・・ ４４人

⑥ メモリーボックスの宝物さがし ・・・・・・・・ ３９人
⑦ さよならパーティ

・・・・・・・・・・・・

３７人

その他： ●民宿に泊まったこと

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

・・・・・・・・・・・・ ４２人

② 乗り物酔い（船・飛行機）

・・・・・・・・・・・・ ２５人

③ 友だちができなかった事

・・・・・・・・・・・・

０人

④ 家に帰りたくなった事

・・・・・・・・・・・・

７人

⑤ いかだ作りといかだこぎ

・・・・・・・・・・・・ １８人

⑥ 外国の言葉がわからなかった事 ・・・・・・・・・・・・ １８人
⑦ 海水浴

・・・・・・・・・・・・

⑧ 島内ハイク

・・・・・・・・・・・・ １７人

⑨ 友だちとケンカした事

・・・・・・・・・・・・

⑩ 自分の荷物の整理

・・・・・・・・・・・・ ３０人

その他： ●変なキャンプネームを付けられそうになった
●頭が痛くなった事

●荷物が重かった

２人

６人

●帰りたくなかった
●つらいことはなかった

Q５．友だちになれたきっかけは？日本人の友人・外国人の友人（自由回答）
●船内の寝る場所が近かった
●あいさつと自己紹介

●お喋り

●自然と仲良くなっていた

●話をした（自分から話した、相手から話しかけられた）

●わからない

●失くした物を見つけてくれた

●同じ班だった

●名前を聞いた

●イカダ作り

●一緒に活動した

●一緒に遊んだ

Ｑ６．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

・・・・・・・・・・・・ ２１人

② USS（野宿体験）

・・・・・・・・・・・・ ５０人

③ もっと海で泳ぎたい

・・・・・・・・・・・・ ６０人

④ 陶芸体験

・・・・・・・・・・・・ １６人

⑤ 海の中を見てみたい

・・・・・・・・・・・・ ４３人

⑥ 英会話レッスン

・・・・・・・・・・・・

⑦ 料理にチャレンジ

・・・・・・・・・・・・ ２７人

⑧ その他：●お笑い

●まくら投げ

７人

●夜にもっとしゃべりたい

●きもだめし ●お祭りに参加したい ●基地作り
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《 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。また、ホームページ掲載にあたり、氏名などは削除しております。

思いでいっぱいヨロンとう
２年
わたしが、楽しかったことは、いっぱいあります。１番目に、楽しかったことは、ハーレー船大会をしたことです。わた
しは、１班でした。わたしは、１班で２位になりました。２班は、１位でした。はじめてでしたが、みんなで楽しくこげた
ので、「よかったな。」とおもいました。 ２番目に楽しかったことは、いかだこぎです。みんなで、竹と竹を糸でむすび
あいました。とうじつに、はじめて、いかだに、のったときに、海の水は、つめたくて、よそうしていたときより、海の水
はつめたかったです。３番目に楽しかったことは、さとうきびしぼりです。まわすと、だんだん、つかれてきました。あと、
ハイキングをしました。海でみんなでしゃしんをとりました。ヨロンとうにはじめて、「ちびっこたんけん学校」にさんか
して、いろんな、友だちがたくさんできたことと、いっしょにあそんだこと。

とっても楽しかったヨロン島
３年 長沼 有咲
私がくる前、二つ楽しみにしていたことがあります。一つ目は、アメリカンに会うことです。アメリカンとなかよくして、
少しでもいいから、英語を言えるようにするためです。二つ目は、ヨロン島でおもいっきり、海で泳いだり、おもいっきり
あそぶことです。ふだん学校で、おもいっきりあそばなくて、読書などをして、あまり、外ではあそばないためです。いよ
いよおきなわ行きのひこうきがきました。わたしの心の中では、「まだかなぁ」という気持ちです。ひこうきのなかはけっ
こうひまです。「ひまだなぁ」と思っていたら、かんたんな日本語やヨロン語、英語、インドネシア語などが書いてあるか
みをわすれたことにこがつきました。じゆう帳と、ふでばこをもっていたので、となりにすわっていたゆみさんに紙をかり
て、じゆう帳にかきうつしました。そのあとはずーーーーとひまで、じゆう帳にらくがきしていました。しばらくしておき
なわにつきました。でも、もう、その時間は夜だったので、もうその場でごはんを食べました。おわったところでふねに乗
りにいくじゅんびをしました。リュックの中のものをふくろにいれました。リュックをそのまま、ふくろにいれるのがはや
いんですが、ふくろに入らなかったのでそうしました。二日目、ふねが、朝しゅっぱつしました。しゅっぱつして、しばら
くすると、ふなよいしてよろよろになりました。はきそうなところで、ヨロン島にとうちゃくしました。ならんでから、ふ
ねがいくところをみたらけっこうゆっくりでした。「そりゃふなよいするな」って思いました。かきわすれましたが、くる
とちゅうで、むすび方をならってから、アメリカンがきました。そして、ならったむすびをおしえました。ついてからは、
いかだをつくりました。アメリカンにおしえる時日本語がしゃべれる人とバディになったのでおしえやすかったです。三日
目、いかだにのるよていでしたが、風がつよいので、はいきんぐになりました。さとうきびしぼり→かいがんでメモリーボ
ックスづくり→サザンクロスセンター（ことひら神社）→しょうにゅうどう→かいもののじゅんばんでいきました。さとう
きびしぼりは、しぼるのはたのしかったけど、のんだときは、さいごはスイカのあじがしたけど、さいしょは、あまり、お
いしくなかったです。メモリーボックスづくりはずっと、星砂を集めていました。星砂は海の砂の中にありました。しょう
にゅうどうでは、いくまでに、時間があったので近くの公園でまってからいきました。しょうにゅうどうでは、電気を消し
ました。電気を消すと、とってもくらくて、こわかったです。みたことのないいわなどがたくさんありました。四日目、二
日目につくったいかだにのって、海をおよぎました。そのあと、海でかいすいよくをしました。五日目、朝、アメリカンの
こがかえるので、へやのそうじをしました。ふろのそうじをしたら、ありがたくさんいました。きもちわるかったです。そ
のあと、アメリカンをみおくってから、きがえて、バスで海へいきました。海でハーレー船大会をしました。しょうはもら
えませんでした。このちびっこたんけんたいで、アメリカンもはしをもつのがいがいとうまいことがわかりました。
楽しかったヨロン島
４年
ぼくがヨロン島で一週間すごして、たのしかったことは、いろいろあります。一つ目は、いかだにのったことがたのしか
ったです。二つ目は、ハイキングでさとうきびしぼりで自分でしぼったりした。さとうきびは、おいしかったです。三つ目
は、福岡空港から沖なわくうこうまで、ひこう機をのったことです。初めてのったのでちょっときつかったです。四つ目は、
船からおりると、ヨロン島の人が暖かくでむかえてくれました。そして、ぼくは、とてもいい気持ちになりました。五つ目
は、竹丸のご飯がおいしく、みんなえがおで、げんきをもらいました。むっつめは、アメリカのリーダーの人からゴムをも
らって、いっぱいつくったことです。七つ目は、すなはまでメモリーボックスをつくったことです。八つ目は、アメリカン
ナイトで、ウノをもらったことです。で、みんなでやると楽しかったです。九つ目は、山口より、沖なわのほうは、ものす
ごくあつかったです。十こ目はハーレーせんにのったことです。そのわけは、パドルをいっぱい、こげたので、うれしかっ
たです。十一こ目は、かい水よくでそうしと、海でキャッチボールをしたことです。十二こ目は、しょうにゅうどうに入っ
たことです。しょうにゅうどうに入ったことです。しょうにゅうどうの中の、石は、１cm のびるにのに１００年かかると
しってすごいと思いました。しょうにゅうどうの中に、とりいがあって、きれいでした。十三こ目は、ひるに、ドーナツと
カレーがでて、おいしかったです。十四こ目は、かいがんのちかくのひろばで、あそんだことです。十五こ目は、はーれー
せんで、しょうじょうはもらえなかったけどみんなでがんばっていたし協力できたのでうれしかったです。

-7-

第３９回ちびっこ探険学校ヨロン島

色々な思い出ができたヨロン島
５年
僕はヨロン島でたくさん思い出ができました。それらをしょうかいします。一つ目は自分の町からバスで友だちといっし
ょに空港に行ったことです。みんなで色々なことを話してとてももりあがりました。飛行機の中で一人の友だちができまし
た。違う町からきている子でとってもおもしろい子です。羽田空港につくと友だちと別れて新しい子といっしょに行くこと
になりました。その後に船に乗りました。初めての船なのできんちょうしました。班付きリーダーに船に乗るとようよとい
われました。船の中はすごくゆれていて最後にはよって吐きそうになりました。二つ目はイカダ作りでなわを本結びや引き
とけ結びなどでしばりました。その時にこっそりサンゴや貝をたくさんとりました。初めて間近に海を見たのでとてもきれ
いだなあーと感動しました。三つ目は海にサンゴをとりに行った時に、海にカメラを落としたことです。海に行くとほかの
荘の友だちも来ていてとても楽しくなりました。それで男の友だちが海に向かって石投げをしていたので僕も石投げをして
石を投げたしゅんかん首にかけていたカメラのかな具が切れてカメラが海に落ちてしまってカメラがこわれてしまいまし
た。それからだんだん家族やカメラがこわれてしまったことを考えるとむねが痛くなって泣きそうになりました。それから
早く家に帰りたいと思い始めました。四つ目はイカダに乗ったことです。イカダに乗ろうと海に入ったらとてもつめたくて、
氷水につかったような感じがしました。その後にかけ声にあわせてパドルをこぎました。「たーけまる、たーけまる」とこ
のような声に合わせてこぎました。そしたら後ろのおじさんがみずをかけてきてとても冷たかったです。その後にみんなで
海で泳ぎました。海に走ってだいぶすると口の中に水がとても入ってきてめちゃくちゃしょっぱかったです。五つ目はハー
レー船大会です。ハーレー船に乗るのは一発勝負でかけ声に合わせて本気でこぎました。僕は１班なので一番最初にこぎま
した。こぎ終わった後に大声でおうえんしました。そしてひょうしょうしきの時がきました。ひょうしょう賞をもらえると
おもったら、もらえなかったのでショックでした。でもとてもたのしかったのでいいけいけんになりました。来年もこれた
らもっとたくさんの友だちをつくってハーレー船でしょう賞をとれるようにがんばります。
やっぱり、ヨロン最高！！
６年
私はヨロン島が三年目でした。竹丸は、二回目で、去年が南海でした。それに、去年一緒だった、班付きリーダーのまっ
つんが民宿長でした。とてもうれしかったです！！一日目は、新幹線とモノレール・飛行機に乗って那覇に行きました。羽
田空港で四人の友だちができて、班付きリーダーのみわとみきおに会いました。毎年、いいリーダーに会えるのですが、今
年は特に良かったです。那覇のショッピングセンターでご飯を食べました。その前にひきとけ結びと、本結びを教えてもら
ってイカダを作るときの結び方をやりました。途中竹を使ったデモンストレーションをみて練習しました。少し難しかった
けど、楽しかったです。夜は船でねましたが、にもつのつめこみの音であまりねれませんでした。二日目は、フェリーに乗
り、ヨロン島にむかいました。那覇→本部→ヨロンの順で出発しました。本部では、アメリカンの子どもが合流しました。
部屋に来て、自己紹介ゲームのようなことをして、楽しく名前を覚えました。その後、バディを組みました。となりが、エ
ドウィンとナタニエルでした。ナタニエルはかっこよくやさしいアメリカンで、エドウィンは面白く楽しい人でした。イカ
ダの作り方を教えるとき、英語でうまく説明できなくて、大変でしたが、きちんと理解してくれて、イカダの作り方を教え
られました。ヨロンに到着したときに、とても「ただいま！！ヨロン！！」と思い、ワクワクしました。ついて、竹丸に行
って、お昼を食べ、午後から、イカダを作りに海へ行った時、とてもキレイで、また来たよ！！という思いでした。イカダ
を作る時まちがえてしまい、二回ぐらいやり直し、つかれました。竹丸に帰り、部屋の番号が二〇五だとわかり、ルームメ
イトと楽しもうと思いました。夜は、アメリカンリーダーのスーザンから、ゴムでブレスレットが作れるキッドをくれて、
アメリカンにもらってヘイリーとモーガンとこはと自分でブレスレットを作り、キレイに作れました。三日目は、本当は、
イカダこぎだったけど、島内ハイクになりました。最初は、民俗村に行き、さとうきびしぼりをしました。前よりはおいし
かったけど、まずかったです。次に大金久海岸に行きました。シーグラスをあつめて、メモリーボックスをシーグラスだけ
にしてしまい、すかすかでした。その後サザンクロスセンターと神社に行きご飯を食べました。豚汁とおにぎりを食べまし
た。歩いて、前浜に行きしょうにゅうどうではエイリアンの卵や、幸運の門などがあり、どうくつの中で電気を消したら、
とても、暗かったです。最後に買い物をしました。四日目はいかだこぎと BBQ と JAPAN NIGHT を行い、旗を作り、色
紙を書きました。BBQ の時に焼きそばをおかわりしました。とてもおいしかったです。旗を作った時に、絵の具で手がよ
ごれました。五日目に朝から部屋のそうじをして、散歩しました。散歩をしたときに、海でシーグラスを集め、石を投げて
あそびました。そして今日は、アメリカンと別れる日でした。アメリカンと散歩した時に遊んだことやナタニエルとか、ヘ
イリーとかと、話したのがとっても楽しくて別れる日数がもう少し長かったな〜と思ってしまうほどでした。外に出て、写
真をとったとき、とっても悲しくなりました。そして別れました。午後からハーレー船に乗りました。とても大変で、ぬれ
ないと思っていたら、完ぺき、ぬれました。でも、二位になったので良かったです。今年は、まっつんに会えたことが一番
うれしかったです。来年は中学生なので、ジュニアリーダーになり、また、ヨロンに帰って、
「帰ってきたぞー！！ヨロン！！」
とさけびたいです。今年会えた友だち、リーダーは、一生、忘れません。

5年
I was really excited for this trip! It was 4 day after my birthday, so my parents decided it would be my b-day gift.
I made new amazing friends. My favorite part wad when we mafe the rafts. I was excited when I went in the
water, but it was FREEZING COLD!! The food was diving! My favorite time was having the barbecue party! I
just wish it wasn't that windy~ or not that ###. Just warm would have been just fine so the water would be
warm. Everyone was so nice. Caring to me , moby except for 2,3 boys. Well at least I had a great time.
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5年
This trip was AWESOME! I'm so glad I came! Everyone was nice, I made new friends. The leaders were cool! We
had THE BEST leaders than any other group! I hope next year all of them can come back! The best thing was
the bamboo rafts! It was AWESOME! I hope as I did! The best Minshuku is Takemaru because the food was
AWESOME! The island is AMAZING! I wish I could come back again! Sincerely
5年
The Yoron trip was so fun. My favorite part was the water activities. The food was really great, I loved all the
meals. It was really cool seing the gold' at the cave. I really want to come next year but sadly I will be in sixth
grade. My group Takemaru is the BEST. Next year's group is going to be lucky living in Takemaru's house. The
bamboo rafts were so cool, they were so fun racing! Mattsun really helped make this trip fun.
５年
Yoron island is so AWESOME! The food wad so yummy! I had breakfasts that were some of the best. I loved
racing and building the bamboo rafts. I wish I could do this next year. The games and activities were so much
fun! All of the leaders were super nice. My favorite was barbecue night. I also liked all the things I bought and
looked at in the gift shop. The cave was super cool. All of the food was gorgeous and delicious! The Minshuku
was AWESOME! I want to live here! Overall Yoron island is AMAZING!

とってもきれいだった海
３年
私が、ヨロンに来る前、うきうきしていて、海はたぶんきれいだな。と思っていました。そして、３月２７日に、ひこう
きで、沖縄に着きました。外は、雨がふっていました。雨でざんねんだったけれど、夜、船に乗れるから、気をとりなおし
ました。そして、船に乗りました。朝に、出発して、めちゃくちゃゆれて、きもちわるくなりました。よいどめを飲んでも、
きもちわるかったです。そのと中、アメリカンが船に乗ってきました。はじめて、バディを組みました。ヨロン島に、着き
ました。暑くて、沖縄と同じくらい暑かったです。ヨロン島の友だちも一人きました。竹丸荘へバスで行って、それから、
海へ、バスで行きました。海はとってもきれいでした。きれいな青いろでした。そして、イカダ作りは、少しまちがえたけ
ど、もう一回やり直して、ひもを竹にまきつけていきました。ゆうがたになって。竹丸そうで夜ごはんを食べて、なかなか
ねれなかったです。二十九日、まず、さとうきびをしぼりに行くために、民族村へ、行きました。まわすのがたいへんでし
た。あじは、いまいちだったけど、楽しかったです。次は、貝がらを、拾うために、おうがねくかいがんへ行きました。８
こぐらい貝がらを拾いました。その次は、サザンクロスセンターでいろいろな物を見ました。昼ごはんが、終わった後、鍾
乳洞へ行きました。でも、こんで、少しの間まっていました。鍾乳洞の中へはいると、エーリアンのたまごとかがありまし
た。三十日は、いかだこぎをしました。かけ声は、「竹丸」と「まっつん」でした。 三十一日は、ハーレー船にのって大
けつみたいなことをしました。一番目は、竹丸一斑で二位でした。その時は、星砂が一位でした。二番目は、竹丸二班で１
位でした。ひょうしょうは、されませんでしたが、楽しくて、うれしかったです。ヨロン島楽しかったので、また来たいで
す。
楽しかったヨロン島
４年
私は人生初めてヨロン島へ行きました。ヨロン島に行く前は、「ヨロン島ってどんなかんじなんだろう。」や、「友達た
くさんできるかなぁ」と思っていました。そして行く当日。まず、その日うれしかったことは、羽田空港で友達ができたこ
とです。そして沖なわにつくと、夕ご飯を食べ、船に乗りました。二日目。初めて船に乗って、やっと船が動き出しました。
私はとてもドキドキしました。そして４〜５時間くらいたってヨロン島につきました。私は最初に「やっとついたー」と言
いました。そして私たちがとまる民宿「竹丸」にバスで行きました。私たち女子は二階の少しきたないところだったので、
女子みんなで、「えぇー。」と言いました。そしてそのあとすぐにいかだ作りでした。そしてバスでビーチに行くと、習っ
たロープの結び方をいかして、みんなでいかだを作りました。特にロープをきつくしばるのがたいへんでした。そして良か
ったことは、みんなが協力できたことです。そして夜ご飯を食べ、おふろに入ってねました。三日目。朝は、アメリカ人の
リリアナに起こされておきました。そしていきなりアメリカ人に英語で話されたのですとても頭の中がパニックになりまし
た。そして朝ごはんを食べたら、いきなりいかだに乗るから風のせいでハイキングに変わると言われました。なのでまたじ
ゅんびをやり直しハイキングに行きました。とても暑くてしんどかったです。最初にやったことは民族村でさとうきびしぼ
りです。さとうきびしぼり機の上の回すところを回したのが一番楽しかったです。そして終わったあと、さとうきびジュー
スを飲みました。正直スイカっぽい。黒とうっぽいあじでおいしいとは言えませんでした。そしてまたけっこう歩いて次に
神社に行きました。そこから見た景色はとてもきれいでびっくりしました。そして大きな穴を見ました。とても深くてこれ
もびっくりしました。そして見終わってから次にしょうにゅうどうに行きました。しょうにゅうどうまできょりがとても長
く、そこまで行くのにとてもつかれました。そしてついてからも、ちゅうしゃじょうらしい所で長時間待っていました。そ
して２０分後くらいにやっと中に入れました。中に入るととても暗く、ライトをつけないと真っ暗で何も見えませんでした。
それから下には、白くてピカピカ光るエイリアンのたまごを見ました。その後、ショップセンターでおみあげをたくさん買
いました。意外に買い物が楽しかったです。そして夜はアメリカの遊びを教えてもらいました。うれしかったです。四日目。
今日は、昨日できなかったいかだに乗ったりするとリーダーが言いました。そして海に行ったら、竹丸はクラフトをしまし

-9-

第３９回ちびっこ探険学校ヨロン島
た。遊びはぼうし落としでした。私は予想外にアメリカンにたくさん落とされました。落とされた回数は４回です。その次
に人間知恵の輪をしました。予想通り大きい輪ができるまで時間がかかりました。その後、お待ちかねのいかだに乗りまし
た。意外にがんじょうでした。最初はあまり息が合わなかったけど、最後は息も合い、進みました。それから下を見るとサ
ンゴがたくさんありビックリしました。そしていかだこぎが終わってきゅうけいをはさんで海水浴をしました。とてもつめ
たくて「きゃー」と言いました。でもけっきょくロープまで泳ぎました。楽しかったです。そして夜は色紙にメッセージを
書いて、ねました。五日目。朝起きてかべのはしを見たら３〜５センチのくもがいました。そしてまた朝からさわいでいま
した。けっきょくこはが足でけってへやからだしました。そしてへやのかたずけをして、アメリカ人にバイバイをしました。
そしてビーチに行ってハーレーセンに乗りました。私は、見事、１位になることができましたが、表章されたのは星砂でし
た。そしてすぐに帰りました。そして夕飯を食べました。明日は、お世話になった竹丸をはなれて船で帰ります。来年は、
またくるこかわからないけど、この１週間をわすれないようにしたいです。
5年
Today was awesome and the other days! It was an awesome experience, I could hope to come here again. The
leaders were good and fun to hare with me! The food was delicious. I would hope for other people to have the
leaders. I made so much friends. I learned to tie ropes. BBQ night was good. This was so much fun. Thank you!
5年
Yoron Island was sooo fun. In the beginning while on the bus (March 28) going to the dock I had already made
5 friends. We learned how to tie knots. Later during that day I had fun tieing the raft together. Suddenly March
29 we went hiking. It was a long way but it was fun and the sugar cane was also kind of fun. Monday March
30 was the funest day. We went in beautiful ocean and ate an awesome barbecue.
5年
I woke up early and pack my bags and cleaned my room. We had bread, eggs, frosted flakes, milk and bananas.
A traditional breakfast. We then played Marco Polo to celebrate the last day, but our fun was ended because
the teacher made us come downstairs. We then wrote a postcard and wrote these. We had a wonderful
experience of Yoron island. I'm glad I came to this place.
5年
The trip was an experience that I won’t experience in everyday life. I had fun rafting and hanging out with my
friends . I made lots of new friends including the Japanese. Everybody had stories about their cluture that was
so interesting . The Indonesian kids dida dance. The dance was so amazing that everybody wanted them to do
it twice. They did it twice. The beach was fun too. We got to build rafts and when we rode them the water
was sooo cold. I wish though that we got to swim in the water longer. I wish I could come back here again.
ヨロン島での思い出
５年
私は、ヨロン島に来るのがとても不安でした。でも、知らない人と会うと相手はニコっと笑ってくれてすこし不安がなく
なりました。私がヨロン島で 1 番楽しかったことは、海でイカダこぎや海の中で遊んだことです。イカダこぎでは、みんな
と協力してこぐことができました。海の中で遊んだ時は、海がすごくつめたくて、しょっぱかったけどすごく楽しかったで
す。私は、ヨロン島での思い出が２つあります。１つ目は、いっぱい友達ができたことです。友達がいっぱいできたときは、
すごくうれしかったです。２つ目は、ハーレー船で 3 回とも１位をとれたことです。１位をとれたときは、すごくうれしく
て、みんなと協力したかいがありました。ヨロン島での思い出や友達はぜったいわすれません。
５年
この 6 日間は、友達や思い出がいっぱいできました。特に、１日目は、友達ができるか心配だったけど、たくさん友達が
できたのでよかったです。2 日目にアメリカンが来たとき、すごくきんちょうしました。けれど数人仲良くなれて良かった
です。２～５日目の活動で、1 番印象に残ったのは、3 日目の島内ハイクと５日目のハーレー船大会です。3 日目のしょう
にゅうどうは、ひんやりしててきもち良かったです。サトウキビジュースを飲んだときも想像以上に甘くてびっくりしまし
た。５日目のハーレー船大会は、最初 2 位だったけど最後は１位になれたので嬉しかったです。けっか発表で、星砂がぶっ
ちぎりのトップといわれうれしかったです。この 6 日間は、すごく短く感じました。つかれがたまっているので帰ってぐっ
すりねむりたいです。5 年なので来年もいってたくさん友達をつくりたいです。
６年
ヨロン島にきて楽しかったことは、いろいろあります。１つ目は友達がたくさんできたことです。最初はなかなかうまく
話せず、すごい不安でした。だけどいっしょにいるうちに声をかけあってなかよくなっていきました。２つ目はハーレーせ
んで全部１位をとったことです。去年もそうだったのでうれしかったです。３つ目はすごい、いい民宿だったことです。ご
はんもおいしかったし「しんちゃん」もやさしくいい人だったのでよかったです。そのほかにもたくさん楽しかったことは
ありました。でもざんねんなことは 1 週間しかみんなといられないことです。1 週間の最後のほうになって仲良くなってき
た人もいるのですごいかなしいです。だけどよろんとうにきてよかったです。
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5年
Yoron is awesome! I’m so lucky to be here in Yoron. I learned how to build bamboo rafts. It was cool when we
learned how to make sugar cane juice. I made a lot of new friends, I will miss them when they leave. Swimming
was nice. The water was cold, but I got used to it. The island is very peaceful, and full of nature . I really enjoyed
this wonderful trip.
5年
It was go fun being in Yoron.
My favorite things we did was the caue. The food was amaging. ALL OF IT!! I didn’t much the hiking. Because
I thought we were going to forest, but I did like the stops we made though. When we went to the beach the
water was really COLD. When we went to the canue . it was soooo fun and the guy made us turn off our flash
light. We didn’t do tye-age , So that was a bommer. When our group had American night, we taught the
Japanese how to play red light green light and sharks and minors. I had so much fun. Thank you for picking
me to come to yoron.
5年
This is my first time going on a trip without my parents. It was pretty cool and awesome. My experiences were
really fun. I decided to go on this trio because I wanted to try new Japanese foods and meet new friends. I was
really happy when I met new people, I also got to eat new foods I never tried before, I built rafts and played
games. I liked it when we got to do a boat race, What I did not like it when we had to walk everywhere. I still had
fun though. I got to learn how to speak a little Japanese. It was weird when I had to shower with other people.
When we went shopping we bought a lot of cool staff . Their was food, toys, and souveniers. This was a really
cool trip and I had a lot of fun.

たくさんの思い出が出来たヨロン島
５年
私は、学校の外国語の授業以外では、アメリカ人と生活したことが無かったし、今回はアメリカ人と同じ民宿の同じ部屋
で生活したので、きんちょうして、話せるはずだった英語も話せませんでした。でも、日本語が話せるアメリカ人やハーフ
の子もいたので、すごく心強かったです。ムトウ民宿では、男の子も女の子も関係無く仲良くしてくれたので、すごく楽し
い四日間でした。アメリカンと別れるのは、すごくさみしかったけど、アメリカンがわすれ物をしたので、また会うことが
出来ました。アメリカンのいない夜は、すごく静かでなぜかおちつきませんでした。でも、同じ部屋のお友達とたくさん話
をしました。アメリカンとすごした四日間、何をやっても楽しかったです。イカダ作り、島内ハイク、どれも良い思い出で
した。これからもこのけいけんをわすれないようにしたいです。
ヨロン島
６年
私は、ヨロン島で色々知らない事もたのしい事もリーダーたちと協力をとって色々なことをのりこえました。例えばいか
だこぎとハーレー船のレースの時には、リーダーたちとリズムをととのえて、いかだは楽しくハーレー船では二位をとるこ
とができました。砂糖きびしぼりでは、暑い外で砂糖きびを一生けんめいみんなでしぼって最後には、しぼりたてのジュー
スをのむことができました。そういう色々なことをつみかさねる中で、私は自分の中で成長することができたと思います。
Once in a Lifetime
5年
Yoron is a once in a lifetime experience. Building rafts, riding them. I just wish this would be a week longer! It
was boiling hot, but when you get in the water, you are frozen. The first day was awesome , but I was only with
the people I know. The next day I knew everyone. The kids, Japanese and American, are all really nice. The
Japanese kids are very shy, and I don’t really know all of them. If I could go more times, I would. It makes me
feel like I want to be a minsyuku leader.
Yoron experience
5年
The most thing I liked the most was the rafting, swimming, and meeting the Japanese friends. The Japanese
friends were so nice and fun to play with. The most one to play with was Kanato. When we were on the boat,
I felt nervous and motion sick. The rafting was the most scary thing on this trip. I most fell off and into the
water, and we also had a water war. The swimming was fun, but the water was as cold as an ice burg.
That is what I did for this letter.
Fun AT YORON
5年
Yoron was one of the most fun I ever had. The beaches were so beautiful and the sand was as warm as an
oven. On the first day, I thought I wouldn’t make any friends. Then I made some new friends and I was happy.
The first day we bamboo rafts will large bamboo. It was so much fun. On the second day we went on a long
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hike. After the hike we went to the beach and I found tons of seaglass. The colors of the seaglass were 5 or
6 browns, 1 whitish clear, and 10~14 blues. Last we went to the store. The third day we rode on the bamboo
rafts and swam in the cold water. After that I was cold as the winter season. After that, there was a fire and
I sat down with my towel near the fire. This is one of the most fun I ever had.
Fun Memories In Yoron
5年
I loved riding the buses and seeing all kinds of amazing things like the beautiful oceans and other cool things.
The boat was huge and it kind of looked like a Cruise Ship. I loved laying down and meeting new friends. I was
very anxious and I only wanted to stay with my friends. I loved the minsyuku that muto was assigned and I
couldn’t wait to see my room. I had three other girls my room and we got along very well. My second day was
great muto went hiking and we made sugar cane. The cave I went into was awesome, it felt like I was in a
jungle finding in a cave. I also liked making sugar cane because it felt like I was doing it all by myself. I felt like I
concored the world because I drank the delicious sugar cane juice that I made with the help of my friends. I
loved going shopping after the long walk and I loved buying beautiful things. Leaving will the hardest thing
I’ve done in Yoron.

《 ジュニアリーダー 》
中２
自分は、今回初めてヨロン島にきました。最初は正直、体力的にきつそうとか知らない人たちが Jr リーダーとしてくる
ので、どんな感じの人がくるのかな～という、不安半分、期待半分という感じでした。羽田空港に行って、知っている人は
いるかとか、どういった人がいるんだろーとか思いながらいったら、なんと知っていた人はコイちゃん以外いなくて、リー
ダーも知らない人だかりでびっくりしました。だけど、こうちゃんやあゆねぇ、関さんなどなど（ほんとうはもっといるよ
～）ともだんだん仲良くなっていきました。それから Heko と合ってうまが合って、すぐ仲良くなって普通に話などもして
いました。次に知り合ったのはくっぱとスコッチとメガネと会って、この 3 人もフレンドリーですぐ友だちになれました。
そのあともロープのデモンストレーション、イカダ作り、イカダ乗り、解体して、島内ハイク、ハーレー船、レース、BBQ、
アンダースタースリーピング、たき火などなどたくさんの経験をして、ものすごく充実した 5 日間でした。来年は、正直分
からないけど、今回できた友だちや経験を大切にしていきたいです。
中２
私は、今回このちびっこ探険学校ヨロン島にジュニアリーダーとして参加しました。2 回目だったので、1 回目の反省を
改善していこうという目標を立てていました。1 回目の反省は、たくさんある中で小学生の子どもたちとよく話す事、てき
ぱき動いてスキルリーダーの助けをする事、この２つが一番に改善しなければならないところでした。1，2 日目は、おも
に船内活動でした。子どもたちに竹のイカダ作りに必要なロープワークをジュニアリーダーの 5 人でデモンストレーション
することになりました。前回は、8 人と多く各民宿毎に教えなければならなかったので知恵を出し合ってどのようにするか
話し合いました。ヨロン島についてイカダ作りをする時に、子ども達話して楽しくできました。3 日目は、風が強く予定が
変わったので島内ハイクになりました。これは、スキルリーダーの手伝いをとてもよくでき、子ども達ともアメリカンとも
話せました。今回は、ヨロンジュニアリーダーともよく話せて仲良くなれたし色んな体験ができてよかったです。来年はこ
れるか分からないけれど、この体験は大人になっても役に立つと思うので活かしていきたいと思います。
高１
私は、子どもの頃に 1 回、Jｒリーダーとしては 4 回の計５回、この活動に参加しました。毎年、参加するのが楽しみで、
ここでしか出会えない人とたくさん話したり、つながりがもてたりするので本当に好きです。今年は本土からの Jr の人数
が少なく、女子も 1 人だったので、とても不安でした。でも、去年も参加していた人とか、みんな明るく接してくれたので、
1 日 1 日があっという間でした。ヨロン Jr の子も積極的に動いてくれたり、個人的にヨロンの子とは少し接しにくいと思
っていましたが、みんな「くっぱ～！」と呼んでくれたり、いっしょにゲームしたりして本当に充実した 4 日間でした。私
は、人と話したり、人の話を聞いたりするのが好きなので、USS の夜にみんなとしゃべったり、ヨロンの子と方言の話を
したりと楽しかったです。今年は、スキルリーダーと近いようなお手伝いをして、正直、力仕事とかあってきつかったです
が、みんながそれぞれ気遣ってくれて助かりました。特に民俗村がきつかったです。でも最後に民俗村の方が、お茶を出し
てくださって、ヨロンの方々のあたたかいおもてなしに感動しました。この活動を通して、友だちが幅広く増えたり、でき
るようになったりしたことがたくさんあります。私にとって、この活動は宝であり、これからもぜひ参加し続けたいです。
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《 宿 泊 先 一 覧 》
船内

３月２７日（金）～３月２８日（土）
✜
クイーンコーラル８：那覇港（船内泊）

与論島 ３月２８日（土）～４月１日（水）
✜竹 丸 荘
鹿児島県大島郡与論町東区
✜星 砂 荘
鹿児島県大島郡与論町東区
✜ム ト ウ
鹿児島県大島郡与論町立長
✜青 海 荘
鹿児島県大島郡与論町茶花
✜南 海 荘
鹿児島県大島郡与論町茶花
✜汐 見 荘
鹿児島県大島郡与論町茶花
✜松
園
鹿児島県大島郡与論町茶花
✜与論ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ：本部 鹿児島県大島郡与論町茶花
沖 縄 ４月１日（水）～４月２日（木）
✜チュラ琉球
沖縄県那覇市松尾 1-18-24
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