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（2）外国人研修生の受け入れ 

 

 

 

海外からの訪問団を受け入れ、日本や鹿児島を体験していただくことによって鹿児島の魅力を

世界に伝えるとともに、交流会やホームステイを通して相互理解を深める事業です。鹿児島を訪

問した海外の青少年を対象に、日本文化体験や交流の機会を提供しました。 

 

実施日 団体名（国名、テーマなど） 人数 内容・訪問先 

7月 3日（水） 台湾国立体育大学（台湾） 6 日本文化体験（茶道） 

7月 11日(木) 

～ 7月 25日(木) 
逢甲大学（台湾） 19 日本語・日本文化研修（P.13）  

9月 15日(日) 

～10月 23日(水) 
在住外国人（フィリピン） 1 

日本語授業、日本文化体験 

（※鹿児島県技術研修員と合同） 

2 月 4日（火）

～2月 18 日（火） 
輔仁大学（台湾） 4 サービスラーニング研修(P.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語・日本文化研修 

着物着付（在住フィリピン人） 

台湾国立体育大学（台湾） 台湾国立体育大学（台湾） 

茶道（在住フィリピン人） 
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逢甲大学（台湾） 日本語・日本文化研修         

 

研修期間：7月 11日（木）～ 7月 25日（木） 

研修者数：19名 

研修スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程 主な活動 

7/11(木) 到着、開講式、研修オリエンテーション 

7/12(金) 高隈保育園ボランティア活動 

7/13(土) 日本語講座、民族館見学 

7/14(日) 
ふれあい実践会話 

(県内大学生と鹿児島市内グループ活動) 

7/15(月) 
日本語講座 

茶道体験（茶道裏千家鹿屋同好会指導） 

7/16(火) 日本語講座、ホームステイの日本語 

7/17(水) 
鹿屋市立東原小学校交流会 

鹿屋視察（ブルーベリー農園・荒平天神） 

7/18(木) 
日本文化体験（そば打ち） 

七宝焼き体験、スポーツクライミング 

7/19(金) ホームステイ対面式、ホームステイ  

7/20(土) ホームステイ 

7/21(日) 
ホームステイ 

ホストファミリーとの懇親会 

7/22(月) 
ホームステイお礼状作成 

着物着付体験（橘きもの学院指導） 

7/23(火) 
鹿児島大学法文学部交流会 

鹿児島市内視察（黎明館、ﾄﾞﾙﾌｨﾝﾎﾟｰﾄ） 

7/24(水) 振り返りプレゼンテーション、閉講式 

7/25(木) 出発 

県内学生と鹿児島市内散策 

東原小学校交流会 

高隈保育園ボランティア活動 

参加学生の感想 

・自分たちと同じ大学生とたくさん話す機会があっ

て、楽しくて、友だちもできてうれしいです。 

・保育園や小学校で、台湾と日本の違いを学びまし

た。子どもたちはかわいいです。 

・日本人と話していて、言いたいことがうまく言え

なくて、自分の日本語の力がまだまだだとわかり

ました。もっと熱心に勉強しようと思います。 

 

黎明館鎧兜体験 
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輔仁大学（台湾） サービスラーニング研修         

 

大学で学んだことで社会に貢献する「サービスラーニング」研修として、高隈地区の地域振興

の活動に取り組み、300年以上の歴史を持つ『鉤引き祭』のお手伝いなども体験しました。 

 

研修期間：2月 4日（火）～ 2月 18日（火） 

研修者数：4名 

研修スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程 主な活動 

2/4(火) 到着、開講式、研修オリエンテーション 

2/5(水) 鉤引き祭記録映像鑑賞 

ドライブサロン（高齢者買い物支援） 

ホームステイの日本語 

2/6(木) 高隈地区鉤引き祭レクチャー 

レンタサイクルで高隈地域視察 

2/7(金) 対面式、ホームステイ  

2/8(土) ホームステイ  

2/9(日) 《上高隈、下高隈に分かれて活動》 

ご神木お祓い、竹とっくり作りなど 

2/10(月) 鹿屋市立高隈小・中学校見学 

着物着付体験（橘きもの学院指導） 

2/11(火) 自主研修 

2/12(水) たかくま旬菜館にて野菜販売補助 

高隈保育園手伝い 

2/13(木) 鹿屋市立大黒小学校交流会 

ホームステイお礼状作成 

2/14(金) 中津神社にて餅つき 

寺子屋（子ども学習支援）手伝い 

2/15(土) 鹿屋視察、民族館見学、炊き出し準備 

2/16(日) 鉤引き祭 

2/17(月) 振り返りプレゼンテーション、閉講式 

2/18(火) 出発 
餅まきの準備 

鹿屋市立大黒小学校交流会 

レンタサイクルで高隈巡り 

参加学生の感想 

・高隈の人々はみんなあたたかくて、自分のおじい

ちゃん、おばあちゃんのように感じました。 

・高隈は自然があって、空気がきれいで、よいとこ

ろですが、若い人が少ないので心配です。もっと

観光など、高隈のよいところを見せて、人を呼び

込んだらいいと思います。 

・鉤引き祭に準備から参加して、一層楽しめました。 

鉤引き祭 
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JICA（独立行政法人国際協力機構）や民間の国際交流・協力団体が招聘するアジア、アフリカ、

中南米などの開発途上国の研修員を受け入れ、それぞれの国で必要とされている分野における日

本の経験、技術の基礎的理解をするための研修を実施しました。 

将来の国づくりを担う人材の育成を支援する国際協力の事業です。 

 

JICA研修（シリア平和への架け橋 人材育成プログラム） 
JICA が受け入れたシリアからの研修員を対象に、日本語・日本文化研修を実施しました。 

期 間：5月 24日（金）～ 6月 12日（水） 

研修者：Al Ahmad Ibrahem （シリア出身） 

内 容：日本語、日本文化、鹿児島視察、学校交流、ホームステイ 

（プログラムの一部は香港大学と合同で実施） 

研修スケジュール 

日程 研修場所／団体名 内容 

      5/24（金） カピックセンター 宿泊オリエンテーション 

5/25（土） カピックセンター 研修オリエンテーション、交流会準備 

5/26（日） カピックセンター 交流会準備、民族館見学 

5/27（月） 鹿屋市内 かのやばら園視察、自主研修 

5/28（火） カピックセンター 串良中学校宿泊学習視察、交流会準備 

5/29（水） FM鹿屋、カピックセンター ラジオ出演（シリア紹介）、交流会準備 

5/30（木） カピックセンター 鹿屋市立細山田中学校交流 

5/31（金） カピックセンター 錦江町立田代小学校交流 

6/ 1（土） カピックセンター 自主研修 

6/ 2（日） 鹿児島市内 鹿児島水族館、桜島恐竜公園 

6/ 3（月） カピックセンター 自主研修、日本文化体験（着付け） 

6/ 4（火） 鹿児島国際大学 鹿児島国際大学交流、黎明館、桜島 

6/ 5（水） カピックセンター 
鹿児島市内調査学習準備 

ホームステイオリエンテーション 

6/ 6（木） 鹿児島市内 鹿児島市内調査学習 

6/ 7（金） 鹿屋女子高校 鹿屋視察、鹿屋市立鹿屋女子高校交流 

6/ 8（土）～6/ 9（日） 志布志市 ホームステイ 

6/10（月） カピックセンター ホームステイお礼状作成、自主研修 

6/11（火） カピックセンター 研修報告会、閉講式、壮行会 

6/12（水） カピックセンター 出発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JICA研修員等の受け入れ 

ホームステイ 鹿屋女子高校との交流（華道体験） 
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JICA研修（ラテンアメリカ地域 持続可能な環境保全型農業普及手法） 
※株式会社アールディーアイが受託した研修コースの一部をカピックセンターで実施しました。 

期 間：7月 29日（月）～ 8月 2日（金） 

研修者：中南米の農業関係者 8名（エクアドル、グアテマラ、キューバ、コスタリカ、ペルー、

ホンジュラス、ボリビア） 

内 容：環境保全型農業関連の講義、施設見学、関係者との意見交換、農家ホームステイ 

研修スケジュール 

日程 研修場所／団体名 内容 

7月 29日（月） 
鹿児島有機生産組合 鹿児島有機生産組合について 

坂元醸造株式会社 農産物加工、有機黒酢 

7月 30日（火） 
ダマスクの風 バラの有機栽培、マーケティング 

吾平山陵加工グループ 農村女性の活動 

7月 31日（水） 農家ホームステイ 
農家の生活体験、意見交換会 

8月  1日（木） 農家ホームステイ 

8月  2日（金） そおリサイクルセンター有機工場 生ごみからの堆肥生産、循環型農業 

 

    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

鹿児島有機生産組合 ダマスクの風 

そおリサイクルセンター有機工場 吾平山陵加工グループ 
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JICA課題別研修（農民参加による農業農村開発） 
＊株式会社アールディーアイが受託した研修コースの一部をカピックセンターで実施しました。 

期 間：11月 4日（月）～ 11月 9日（土） 

研修者：農業、農村振興関係者 11名  

(アフガニスタン、カンボジア、コソボ、フィジー、ベトナム、南スーダン） 

内 容：農業、農村関連の講義、施設見学、農家インタビュー、関係者との意見交換 

研修スケジュール 

日程 研修場所／団体名 内容 

11月  4日（月） 高隈地区コミュニティ協議会 高隈地域の概要、地域コミュニティについて 

11月  5日（火） 高隈地区コミュニティ協議会 
高隈視察（旬菜館、中津神社、観音淵など） 

住民による水管理（簡易水道、農業用水） 

11月  6日（水） 高隈地区コミュニティ協議会 
農家インタビュー（3軒） 

高隈地域住民とのワークショップ 

11月  7日（木） 
大隅地域振興局 大隅地域の農業、農村開発 

鹿屋市役所 鹿屋市の農産物加工、6次産業化、加工所視察 

11月  8日（金） 
道の駅錦江にしきの里 道の駅の機能と役割 

鶴峰地区生活改善センター 農村女性の活動、生活改善、収入創出など 

11月  9日（土） 高千穂牧場 畜産の 6次産業化 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

高千穂牧場 

6次産業視察（南橋商事） 

元気印の菜園畑 

高隈地域住民とのワークショップ 
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JICA青年研修（ネパール／初中等教育行政） 
期 間：12月 3日（火）～ 12月 17日（火） 

研修者：9名（ネパールの教育関係者） 

内 容：講義、教育関連機関の訪問、関係者との意見交換、ホームステイ 

研修スケジュール 

日程 研修場所／団体 内容 

12月  3日（火） カピックセンター 宿泊オリエンテーション 

12月  4日（水） カピックセンター 研修オリエンテーション、課題整理ワークショップ 

12月  5日（木） 
鹿児島県市町村自治会館 講義：日本の教育行政（鹿児島大学教育学部 前田教授） 

鹿児島県教育委員会 教育次長表敬、鹿児島県の教育、教育行政 

12月  6日（金） 
鹿屋市教育委員会 教育長表敬、鹿屋市の教育、教育行政 

鹿屋市立田崎小学校 学校概要説明、授業参観、施設見学 

12月  7日（土） 各家庭 ホームステイ 

12月  8日（日） 各家庭 ホームステイ、意見交換会 

12月  9日（月） 鹿屋市立高隈小学校 学校概要説明、授業参観、施設見学、給食、教員との意見交換 

12月 10日（火） 鹿屋市立高隈中学校 学校概要説明、授業参観、施設見学、給食、教員との意見交換 

12月 11日（水） 
鹿屋市立鹿屋女子高校 学校概要説明、授業参観、施設見学 

鹿児島県立鹿屋農業高校 学校概要説明、授業参観、施設見学、部活動見学 

12月 12日（木） 
鹿児島県立牧之原養護学校 学校概要説明、授業参観、施設見学 

NPO法人くすの木自然館 学校と地域、NPOと連携した教育活動 

12月 13日（金） 
鹿児島県総合教育センター 教員の資質向上のための取り組み、教員研修 

鹿児島大学付属中学校 学校概要説明、授業参観、施設見学 

12月 14日（土） 
鹿児島市内 自主研修 

かごしま水族館 水族館見学 

12月 15日（日） カピックセンター アクションプラン作成 

12月 16日（月） カピックセンター アクションプラン発表会、評価会、閉講式 

12月 17日（火） 出発 
 

 

     

 

   

鹿児島県教育委員会 鹿屋農業高校 

閉講式記念撮影 鹿児島大学付属中学校 
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ミャンマー農業研修 

公益財団法人 友愛が受け入れた研修員を対象として農業研修を実施しました。 

期 間：10月 3日（木）～ 11月 4日（月） 

研修者：ミャンマー 3名 

内 容：農業全般、サツマイモ栽培、農産物加工、マーケティング 

研修スケジュール 

日 程 研修場所／団体名 内容 

      10/ 3（木） カピックセンター 宿泊オリエンテーション 

10/ 4（金） カピックセンター 
研修オリエンテーション 

サツマイモ概要説明 

10/ 5（土） 
オレンジパーク串良 

アネット有限会社 
ミカン狩り、サツマイモ育苗、生産、加工 

10/ 6（日）～10/ 7（月） カピックセンター 自主研修 

10/ 8（火） 
中山信商店、東串良道の駅 

坂口製茶 
サツマイモ収穫、道の駅、製茶 

10/ 9（水） 
坂元醸造、道の駅たるみず 

フェスティバロ、おいも deカフェ 
黒酢、道の駅、サツマイモ加工 

10/10（木） 鶴田製茶、株式会社有田製茶 日本茶の生産と加工 

10/11（金） 株式会社ひとのわ 野菜栽培（実習） 

10/12（土） カピックセンター 日本文化体験（着付け、茶道） 

10/13（日）～10/14（月） カピックセンター 自主研修 

10/15（火） 有限会社神川酒造 サツマイモ加工（焼酎） 

10/16（水） 澁谷食品株式会社 サツマイモ加工（お菓子） 

10/17（木） 澁谷食品株式会社 サツマイモ加工（お菓子） 

10/18（金） NPO法人森んちゅクラブ サツマイモを活用した農村振興 

10/19（土） カピックセンター 大隅湖レイクサイドフェスティバル 

10/20（日） リナシティ鹿屋 世界ワクワクまるごとフェスタ 

10/21（月） カピックセンター 自主研修 

10/22（火） ミンガラーバー地湧の会 ミャンマー教育支援団体との意見交換 

10/23（水）～10/24（木） 前園農園 有機農業、土着菌作り（実習） 

10/25（金） 大隅加工技術研究センター 農産物加工（講義、実習） 

10/26（土） カピックセンター 水棲昆虫採集（自然体験、交流イベント） 

10/27（日）～10/28（月） カピックセンター 自主研修 

10/29（火） かのやばら園、東農園 バラ園視察、サツマイモ収穫（実習） 

10/30（水）～10/31（木） 元気印の菜園畑 農家ホームステイ、グリーンツーリズム 

11/ 1（金） 南九州農園、サテライツ株式会社 サツマイモ収穫（実習）、農産物加工 

11/ 2（土） カピックセンター ふりかえり、アクションプラン作成 

11/ 3（日） カピックセンター 研修報告会、閉講式 

11/ 4（月） カピックセンター 出発 

 

    

 
澁谷食品株式会社 大隅加工技術研究センター 


