『（財）中島記念国際交流財団助成』
（独）日本学生支援機構実施事業

第三の故郷を見つける農家民泊 2019
実 施 報 告 書

かたくり館にて（仙北市西木町）
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11月９日（土）
・10日（日）

農業体験ツアー
１班
星雪館

２班
泰山堂

３班
ふる里

４班
里の灯

５班

門脇砂絵美さん宅

６班
一の重

７班
西の家

12月21日（土）

収穫感謝祭ツアー
もちつき

笹の葉もち作り

アルバムをプレゼント

みんなで記念撮影

農家の歴史と人生を聞く
秋田大学 高等教育グローバルセンター

市嶋

典子

今年は，11 月 9 日～10 日，12 月 21 日に「第三の故郷を見つける農家民泊」を実施する
ことができました。台風の影響により，例年より遅い実施となりました。予定変更を余儀な
くされ，日程や参加者の人数，グループ編成の変更等を行いました。受入れ農家の方々には
ご迷惑をおかけしましたが，柔軟に対応していただき，無事に活動を実施することができま
した。
今年は，６つのグループに分かれて，農家民泊を実施しました。私は星雪館にお世話にな
りました。星雪館では，800 本の大根を収穫しました。翌日は，薪割りをしました。学生達
は，体を動かし，汗を流しながら，黙々と農作業に勤しんでいました。また，収穫した大根
や割った薪の数にも達成感を覚えたようです。最初は要領を得なかった農作業も，活動を終
えるころには，しっかりとこなせるようになっていました。
私にとって印象深かったことは，門脇さんご一家から農作業の合間にうかがうことがで
きた，農業を始めてから現在にいたるまでのご家族の歴史でした。学生達も，農業について，
農作物について，農家の生活について，人生について語る門脇さんのお話に熱心に耳を傾け
ていました。農地を開拓し，農家民泊を始めるまでの経緯はとても興味深かったです。また，
農家民泊への思いや今後のあり方についてもうかがうことができました。星雪館に限らず，
どの農家にも歴史があり，その歴史はどこにも記されていません。また，各農家の歴史は一
つとして同じものはありません。農家の方達からとても貴重な農業のお話しをうかがうこ
とができることは，本事業の醍醐味の一つであると言えます。
12 月 21 日に行われた収穫感謝祭では，皆で再会を喜び合いました。農家のみなさんは，
学生達との再会をとても楽しみにしてくれていたようでした。地域の方達にとっても，留学
生との交流は刺激になり，生きがいになるという言葉もいただくことができました。多くの
地域交流事業の問題点として，継続性が挙げられます。本活動は，長年にわたり，続けられ
ています。それは，受入れ側の農家の方達にとっても，受け入れてもらう私たちにとっても，
交流が意義深いものであるからだと考えます。今後も，末永く，双方にとって意味のある交
流事業を継続していけたらと考えています。
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第三の故郷を見つける農家民泊2019参加者 Find Your Third Hometown Farmstay2019 Participants
農家さん
Host family
リーダー

Group Leader

Kadowaki Syoko
1.門脇 昭子さん
Seisetsukan
（星雪館）
７名まで（３部屋）

Kadowaki Saemi
5.門脇 砂絵美さん
３名（２部屋）
※女子のみ

Sato Ikuko
6.佐藤 郁子さん
（一の重）Ichinoe
５名まで（２部屋）

フウ メイシカン

FENG MINGZIHAN

ジン シュエン クエク

Jing Xuan QUEK

KANKANOKJIRASIN PANYAPOL ガンガノッグジラシン パンヤポン

KANKANOKJIRASIN PANYAPOL

BATSAIKHAN ISH

BATSAIKHAN ISH

バトサイハン イシ

出身地
Country
中国
China
シンガポール
Singapore
タイ
Thailand
モンゴル
Mongolia
アルゼンチン
Argentina
日本
Japan

Nov.only

石川 宇治原 ケビン

イシカワ ウジハラ ケビン

Ishikawa Ujihara Kevin

Faculty

市嶋 典子

イチシマ ノリコ

Ichisima Noriko

MABUTO BENEDICT TINASHE

マブト ベネディクト ティナシェ

MABUTO BENEDICT TINASHE

秋田大学
Akita University

ジンバブエ
Zimbabwe

MUHAMAD FAEZ BIN ADNAN

ムハマド ファイズ ビン アドナン

MUHAMAD FAEZ BIN ADNAN

秋田工業高等専門学校 National
Institute of Technology, Akita College

マレーシア
Malaysia

Yi Jiun WU

イー ジュン ウー

Yi Jiun WU

国際教養大学
Akita International University

台湾
Taiwan

CENDI DIAR PERMATA DANA

センディディアル ペルマタダナ

CENDI DIAR PERMATA DANA

秋田大学
Akita University
秋田大学
Akita University
国際教養大学
Akita International University
秋田大学
Akita University
国際教養大学
Akita International University
秋田大学
Akita University
秋田大学
Akita University
秋田県立大学
Akita Prefectural University
秋田県国際交流協会
Akita International Association
秋田県立大学
Akita Prefectural University
ノースアジア大学
North Asia University
国際教養大学
Akita International University
秋田大学
Akita University
秋田大学
Akita University
秋田大学
Akita University
秋田工業高等専門学校 National
Institute of Technology, Akita College
ノースアジア大学
North Asia University
秋田大学
Akita University
秋田工業高等専門学校 National
Institute of Technology, Akita College
秋田大学
Akita University
秋田県立大学
Akita Prefectural University
秋田大学
Akita University
秋田大学
Akita University
国際教養大学
Akita International University
ノースアジア大学
North Asia University
秋田大学
Akita University
秋田大学
Akita University
秋田工業高等専門学校 National
Institute of Technology, Akita College
秋田工業高等専門学校 National
Institute of Technology, Akita College

インドネシア
Indonesia
ドイツ
Germany
日本
Japan
台湾
Taiwan
カナダ
Canada
フィンランド
Finland
ベトナム
Vietnam
日本
Japan
ブラジル
Brasil
アメリカ
U.S.A
日本
Japan
フランス
France
中国
China
ベトナム
Vietnam
ミャンマー
Myanmar
日本
Japan
韓国
Korea
中国
China
カンボジア
Cambodia
中国
China
日本
Japan
ボツワナ
Botswana
日本
Japan
日本
Japan
韓国
Korea
モンゴル
Mongolia
フィンランド
Finland
メキシコ
Mexico
日本
Japan

Group Leader

リーダー

Group Leader

11月のみ参加

Nov.only

教員

Faculty

リーダー

リーダー

Group Leader

Group Leader

リーダー

Group Leader

11月のみ参加

Nov.only

職員

Nomi Noriko
7.能美 紀子さん
(西の家)Nishinoie
５名まで（２部屋）

馮 明子涵
Jing Xuan QUEK

所属
Institution
秋田大学
Akita University
国際教養大学
Akita International University
秋田大学
Akita University
秋田大学
Akita University
秋田県国際交流協会
Akita International Association
秋田大学
Akita University

教員

リーダー

Sato Yui
4.佐藤 由井さん
Satonoakari
（里の灯）
５名まで

名前（英語）
Name in English

11月のみ参加

Fujii Keiko
2.藤井 けい子さん
Taizando
（泰山堂）
５～６名（３部屋）

Kawai Kikou
3.川井 喜幸さん
Furusato
（ふる里）
７名

氏名（カタカナ）
Name in Katakana

氏名 Name

Staff

リーダー

Group Leader

教員
（11月のみ参加）
教員
（12月のみ参加）

Faculty
(Nov.only)
Faculty
(Dec.only)

RASULI SISTAN

シスタン ラサリー

SISTAN RASULI

オリバー サミュエル 健太郎

オリバー サミュエル ケンタロウ

Oliver Samuel Kentaro

江 明峰

ジャン ミンホン

JIANG MING FENG

Gabriel Connor MANEK

ガブリエル コナー マネク

Gabriel Connor MANEK

ANNE JOKELAINEN

アンネ ヨケライネン

ANNE JOKELAINEN

MAI SON OANH

マイ ソン オアン

MAI SON OANH

田口 三貴

タグチ ミツキ

Taguchi Mitsuki

佐々木 ルアン 達也

ササキ ルアン タツヤ

Sasaki Luan Tatsuya

Jason Edward Tacker

タッカー,ジェイソンエドワード

Jason Edward Tacker

佐々木 そら

ササキ ソラ

Sasaki Sora

Louis Gabriel Jean CANALES

ルイ ガブリエル ジョン カナレス

Louis Gabriel Jean CANALES

劉 孟磊

リュウ モウライ

LIU MENGLEI

TRAN CONG SON

チャン コン ソン

TRAN CONG SON

ZUN HNIN PHYU

ズン ニン ピュウ

ZUN HNIN PHYU

佐藤 琉華

サトウ ルカ

SATO Ruka

劉 政熙

ユ ジョンヒ

You Jeonghee

馬 茗

バ メイ

Ma Ming

HENG CHIKHOUEUNG

ヘーン チークーン

HENG CHIKHOUEUNG

徐 天豪

ジョ テンゴウ

XU TIANHAO

橋本 真澄

ハシモト マスミ

Hashimoto Masumi

SENJOBA LESEGO

センジョバ レセゴ

SENJOBA LESEGO

佐藤 茜

サトウ アカネ

Sato Akane

蔦田 武児

ツタダ タケル

Tsutada Takeru
Gwon Haneul

權 ハヌル

クウォン ハヌル

BATBAATARKANNENBERG
PUREVKHISHIG

バットバートルカネンベルグ プレブヒ BATBAATARKANNENBERG
シグ
PUREVKHISHIG

MARIA RITTER

マリア リテリ

MARIA RITTER

CARABEZ ANDRADE EDUARDO カラベス アンドラデ エドアルド

CARABEZ ANDRADE EDUARDO

山添 誠隆

Yamazoe Nobutaka

ヤマゾエ ノブタカ
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昭子
けい子
レイ子
由井
砂絵美
郁子
紀子

ヨミガナ／英語表記
English

秋田工業高等専門学校

2
1
1
4

2
1
3

参加者区分
留学生
日本人学生
研修員
教員
職員
計
秋田工業高等専門学校

2
1
1
4

秋田県立大

2
1
3

2
2
4

国際教養大学

4
2
6

国際教養大学

カドワキ ショウコ／KADOWAKI Shoko
フジイ ケイコ／FUJII Keiko
カワイ レイコ／KAWAI Reiko
サトウ ユイ／SATO Yui
カドワキ サエミ／KADOWAKI Saemi
サトウ イクコ／SATO Ikuko
ノミ ノリコ／NOMI Noriko

秋田県立大

収穫感謝祭ツアー参加者数

参加者区分
留学生
日本人学生
研修員
教員
職員
計

農業体験ツアー参加者数

1
2
3
4
5
6
7

名前
Name
門脇
藤井
川井
佐藤
門脇
佐藤
能美

協力農家等

1
1
2

ノースアジア大学

2
1
3

ノースアジア大学

13
1
1
15

秋田大学

17
1
1
19

秋田大学

宿泊受け入れ
Group
1班
2班
3班
4班
5班
6班
7班

-

秋田県国際交流協会

2
2

秋田県国際交流協会

計
18
6
0
3
1
28

計
25
6
2
3
1
37

（財）中島記念国際交流財団助成事業

第三の故郷を見つける農家民泊 2019

実施要項

１．目
的
本事業は，秋田県内で学ぶ留学生が農業体験を通じ，1)随一の地場産業である農業と農
家の暮らしを体験的に理解するとともに，2)農家の方のお話から，仙北市西木町の魅力を
認識し，本事業後も再び同地を訪れるような継続的な関係づくりを目指す。
留学生の出身地，秋田県内での勉学・生活の地に加え，仙北市西木町を第三の故郷とし
て見つけ出してもらうことを最終目標とする。

２．実施内容
二回の農業体験プログラムを通じ，仙北市西木町の生活を理解し交流を深める。
第一回目の「農業体験ツアー」では，農作業・農家民泊を体験したのち，各農家が協働
で作った料理を持ち寄るとともに，ツアーの内容を振り返り全員で共有する。
第二回目の「収穫感謝祭ツアー」では，再度同じ顔ぶれで集まり，餅つき大会を開催す
るとともに，「農業体験ツアー」での思い出をアルバムにまとめ農家の方に贈呈する。ま
た，農家の方と西木町での生活の魅力を語り合う時間を設け，留学生の再訪へとつなげる。

(1) 第一回目 「農業体験ツアー」
1 グループごとに各農家に分かれ農作業を体験
2 農家に宿泊し，グループメンバー同士や農家の方々とさらなる交流
3 参加者全員で，各農家で留学生と協働で作った料理を持ち寄り，かたくり館にて
昼食会と農作業体験の振り返りを行う

(2) 第二回目 「収穫感謝祭ツアー」
1 第一回目と同じ顔触れで集まり，餅つき大会を開催
その後，地元農作物やお餅を用いて調理
2 各グループで農業体験ツアーを振り返ってのアルバム作成
3 料理を食べながら，交流会とアルバム贈呈を実施
(3)最終成果を留学生交流推進協議会のウェブサイト上に報告書として公開
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３．参加予定

４．実施日

県内在住の外国人留学生人２４人，日本人学生７人，
協力教員・引率４人，西木町の地域住民７人
計４２人
「農業体験ツアー」
２０１９年１０月１２日（土）～１３日（日）
（台風に伴い延期）→２０１９年１１月９日（土）～１０日（日）
「収穫感謝祭ツアー」
２０１９年１１月９日（土）
（台風に伴い延期）→２０１９年１２月２１日（土）

５．実施日程

別紙のとおり

６．募集期間

２０１９年６月～９月

７．主

秋田地域留学生等交流推進会議

催

８．協賛・協力

グリーン・ツーリズム西木研究会，NPO 法人秋田花まるっグリーン・
ツーリズム推進協議会，公益財団法人秋田県国際交流協会，秋田モン
ゴル友好協会，秋田地区日本中国友好協会，仙北市

９．参 加 料

無料

10．問合せ先

〒010-8502 秋田市手形学園町１－１
秋田地域留学生等交流推進会議事務局
秋田大学国際課内 佐藤
TEL 018-889-2856
FAX 018-889-3012
E-mail kokusai@jimu.akita-u.ac.jp
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12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00

各農家にて夕食・交流会

就寝

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

22:00

11:30

11:00

12:00

11:30

各受入農家へ移動（バス移動）
・昼食，農業体験
かたくり館へ移動（各農家から）

秋田駅着
秋田大学着
国際教養大学着・解散

（途中、安藤醸造元北浦本館にて休憩）

解散，秋田大学に移動（バス）
バスにて，アンケート記入・回収

自由時間（散策）

記念撮影

・料理を持ち寄り昼食会，農作業体験の振り返り

農業体験終了

17:00

16:30

16:00

15:30

15:00

14:20

14:00

13:30

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

9:30

7:50
8:00
8:20
8:30

時刻

9:30

10:30

11:00

備 考

9:00

10:30

（途中、安藤醸造元北浦本館にて休憩）

各農家にて農業体験，調理

起床
朝食

２日目
2019年11月10日（日）

9:00

8:30

6:00
6:30
7:00
7:30
8:00

時刻

10:00

国際教養大学バス停前集合
国際教養大学発（借上バス）
秋田大学(手形ｷｬﾝﾊﾟｽ)正門前集合
秋田大学(手形ｷｬﾝﾊﾟｽ)発
仙北市西木町へ移動

１日目
2019年１1月9日（土）

10:00

8:30
8:50
9:00
9:20
9:30

8:00

時刻

農業体験ツアー

実施スケジュール

秋田駅着
秋田大学着
国際教養大学着・解散

（途中、安藤醸造元北浦本館にて休憩）

解散，秋田大学に移動（バス）
バスにてアンケート記入・回収

記念撮影，自由時間（散策）

西木かたくり館へ到着
収穫感謝祭
・地元で収穫した農作物で料理作り
・もちつき大会
・料理をいただきながら交流会
・アルバム作成

（途中、安藤醸造元北浦本館にて休憩）

国際教養大学バス停前集合
国際教養大学発（借上バス）
秋田大学(手形ｷｬﾝﾊﾟｽ)正門前集合
秋田大学(手形ｷｬﾝﾊﾟｽ)発
仙北市西木町へ移動

2019年１2月21日（土）

収穫感謝祭ツアー

感謝祭終了

備 考

Find Your Third Hometown Farmstay in Nishiki
2019 Schedule
FarmStay Tour

Day1

November 9th(Sat.)

8:50

Meet in front of the AIU bus stop (AIU participants)

9:00

Leave AIU (by chartered bus)

9:20

Meet in front of the Akita University main gate (All other participants)

9:30

Leave Akita University

11:00

brief stop at “Andou Miso and soy sauce brewer”

Arrive in Nishiki-machi, meet your hosts and have lunch, participate in farming

activities.
17:00

Have dinner and stay at farmer’s house.

FarmStay Tour

Day2

6:30

Wake up

7:00

Breakfast

8:30

Farming activities

12:00

November 10(Sun.)

Arrive at Nishiki Katakuri Public Hall, have lunch with host farmers.

13:00 Take a group photo
14:00

Free time

15:00

Leave Nishiki Katakuri Public Hall (Please fill out a Questionnaire in the bus)
Brief stop at “Andou Miso and soy sauce brewer”

16:30

Arrive at Akita Station

16:40

Arrive at Akita University

17:10

Arrive at AIU

Harvest Festival Tour

December 21(Sat.)

7:50

Meet in front of the AIU bus stop (AIU participants)

8:00

Leave AIU (by chartered bus)

8:20

Meet in front of the Akita University main gate (All other participants)

8:30

Leave Akita University

10:00

Arrive at Nishiki Katakuri Public Hall, enjoy Harvest Festival-Cooking, eating,

and making photo albums
14:20

Take a group photo, free time

15:00

Leave Nishiki Katakuri Public Hall

16:30

Arrive at Akita Station

16:40

Arrive at Akita University

17:10

Arrive at AIU

(Pleas fill out a questionnaire in the bus)
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１班活動報告（門脇昭子さん宅：星雪館）


秋田大学

馮

明子涵

今回の交流事業では、星雪館の皆様にお世話になり、楽しい２日間を送れた。一班の皆
はそれぞれ中国、シンガポール、タイ、モンゴル、アルゼンチンから訪れた。出身地が違
うにもかかわらず、皆日本語が上手いし、気が合うため、仲良く順調に交流を進められた。
初めの日に、一班が着いたら、星雪館の皆様はすでに食事を用意してくれていた。食事
するうちに、元々知らない皆は、自己紹介をしたり、互に質問したりすることにより、す
ぐ仲良くできた。ふじえさんは名前が「富士山」と似ているので、みんな「お富士さん」
と読んでいた。そして、星雪館の家庭の中で一人の可愛
い赤ちゃんもいて、その寝顔を見ると、いつも姉の娘を
思い出す。食事の後、
「お富士さん」と「じじ」について、
山を登り、大根掘りに行った。一班の皆はほとんどの人
が初体験だから、興味深く、最初から全力で作業を始め
た。でも、大根の葉っぱを切る際に、どの部分にナイフ
を下ろすのかはっきりしていなくて、結局できるだけ葉っ
ぱ以外の部分を壊さないようにした。困ることがあれば、
作業の途中で突然カエルが目の前に飛んできたような面白いこともあり、皆、非常に楽し
んでいた。この中の大根はいくつか晩ご飯に使うのを知り、とても楽しみだった。大根掘
りの作業が終わった後、
「お富士さん」が私たちを連れて、温泉に向かった。農作業の後の
入湯は、疲労回復にとても良く、心身共に癒された。温泉の後でアイスを食べると、
「これ
は正に日本式の生活法だ」と思っていた。
帰宅後、
「お富士さん」は「きりたんぽ」の作り方を教えてくれた。皆「お富士さん」の
指示どおりに、潰したご飯を丸めて、箸を使い「きりたんぽ」の形を作り、最後にストー
ブのところで少し焼いたら完成した。自分の手作りの「きりたんぼ」を食べると、いつも
のよりずっと美味しいと皆そう感じていた。食事のうちに、みんな一緒にテレビで天皇即
位の音楽会や、秋田の観光地などの番組を見て、楽しかった。
翌日に、食事の後、みんな薪切りの作業に参加した。
大量木材の中に、切りやすい木材もあるし、雫で湿って
いて、なかなか切れない木材もある。その時、切れない
のを全部「じじ」のチェーンソーに任せる。斧で木材を
一気に切るのはとても気持ちよく、ストレス解消にいい。
後で切られた薪を特定の場所に重ねて完成した。その後、
みんな少し自由に散歩しながら、豊かな自然を楽しん
だ。紅葉が半分咲き半分散っていたが目の前の景色は全
て真っ赤に染まっていた。雫で湿っているなめこがチカチカと太陽の光線を反射している。
巨大な樹木が日差しを遮り、かすかな木陰を作る。これらは全部秋田に来てからこその自
然風景だ。
12月21日に、やっとふじさんと再会した。相変わらず元気そうで、今回もニコニコ微笑
みながらみんなと話した。グループメンバーのみんなも久しぶりに揃って、
チームワークで、
前回のことについて話しながら、アルバムを作った。最後の最後、美しい思い出を含めて
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いるアルバムをふじさんに渡してから、みんなバスに乗って、自分の学校に帰った。
帰る前に、星雪館のみんなからプレゼントをもらい、１班のみんなも感謝の気持ちを表
した。たったの二日間でも、
「お富士さん」も「じじ」も色々なことを教えてくれて、短い
期間で深い絆を結べた。別れは悲しいことなので、今でも山の奥に住んでいるふじさん一
家に未練を持っている。いつか、きっとまた会えるだろう。

―9―

２班活動報告（藤井けい子さん宅：泰山堂）


国際教養大学

オリバー

サミュエル

健太郎

今回初めて農家民泊に応募させて頂き肌で感じられるものがいくつもありました。まず
は「食」についてです。僕のグループは鹿児島、台湾、ドイツ、インドネシア、マレーシ
アというすでに個性的なメンバーで結成されていましたが、さらに面白かったのがそれぞ
れが持っていた食文化です。ベジタリアンがいたり、アルコールが飲めなかったり、チキ
ンは食べられるけど豚は食べれないなどの食習慣でした。嫌いな食べ物がたくさんある私
が一番注文が少ないということに自分が一番びっくりしました。そんな中、藤井さんはみ
んなの口に合うような料理を作ってくれました。グループメンバーみんながこんな料理は
初めて見たというくらいグローバルに富み、かつ日本食の食卓を作っていただきました。
食卓での会話も自分の国地域の文化や自慢できるものを紹介しあうグローバルな食卓でし
た。それができたのも藤井さん夫婦が僕たちを受け入れてくれたからでした。宿泊したと
ころも、一階に囲炉裏があり、本当に暖かったです。６人の男たちで夜の12時までお風呂
に入る順番を待ちながら将来の夢や日本のいいところ、日本の改善されるべき点などにつ
いて語ることもできました。12時になりみんな二階に上がって寝ましたが僕は囲炉裏の周
りが好きすぎてその夜は一階の囲炉裏の側で寝ました～。昼間はみんなでお父さんの手伝
いをしました。冬の雪の準備をしました。電動ノコギリの使い方をお父さんとドイツ出身
のシスタンに教えてもらいながら、みんなで少しずつ上手になりました。後半はみんなで
チームのような素晴らしい動きを見せていました。今回の農家民泊を通して長い縁になり
そうな仲間たちと出会うことができました。また彼らに日本の文化の力を教えてもらった
気がします。また藤井さん夫婦という本当に温かい人たちにも出会うことができて素晴ら
しい出会いになりました。また１ヶ月後に会いに行くという計画ができて楽しみです～～
～～～～～。
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３班活動報告（川井喜幸さん宅：ふる里）


秋田県立大学

田口

三貴

今回のこのイベントは台風の影響により、延期となり予定日より１ヶ月ほど後の開催と
なった。その影響で参加予定だった人がキャンセルをしたため、僕に参加するチャンスが
巡ってきた。事前にしおりをもらっていた為、参加者の大凡が留学生であるとわかりワク
ワクした。その反面、グループのリーダー役を務めて欲しいという事だったので、イベン
ト当日までは少しばかり緊張をしていた。延期には影響されず、農業体験ツアーと収穫感
謝祭ツアーは行われた。
参加者のメンバーは班ごとに分けられ、僕は３班に配属されていた。この３班は、メン
バーが７人の、全員が違う国の人たちで構成されていた。そして、僕たちの面倒を見てく
ださったのが、川井さん一家であった。担当農家ごとにバスを降ろされたメンバーは、緊
張した面持ちで川井さん宅へ向かった。車中では、緊張からか、みんな言葉を発すること
なく、その後も静まり返っていた。
川井さんは、このイベントを通して出会えたメンバー同士のつながりを大切にしてもら
いたいという思いがあり、農業体験の前に、たくさんのレクリエーション時間を作ってく
れた。そのおかげもあり、農業体験中には、みんなの面持ちも柔らかくなり、会話も少し
ずつ増えていった。
作業が終わってから、疲れを癒しに現地の温泉に向かった。親睦が深まりつつあり、こ
れで裸の付き合いまで行くのかと思いきや、入りたがらないメンバーが３人ほどいた。当
たり前のように入っている温泉も、日本独自の文化なのかなと考えさせられた。湯に浸か
りながら、農家の面白みなどを川井さんからお話しして頂いた。
夕食には、秋田の郷土料理である、きりたんぽを教わりながら自分たちで作り、味付け
には川井さん自家製の枝豆味噌で頂いた。３班のみんなは、川井さん家の料理に胃袋を掴
まれていただろう。夕食後には、
お酒を嗜みながらトランプゲームを行った。国も違えばルー
ルも違うが、自分たちでルールを決めて楽しむことができた。最年長のBOSSは一人で先
に寝てしまったが、僕らは12時を回るまでカードゲームに没頭していた。
次の日の農作業では、初めの緊張感などが嘘のように、自分たちで役割分担を決めて、
柿の収穫作業に取り組んだ。まだ会って２日目というのが本当に嘘のようであった。
そんな仲になれたにも関わらず、既に帰国していたメンバーもいたため、収穫感謝祭ツ
アーでまた全員で揃うことができなかったのは本当に残念だった。それでも、再会したメ
ンバー同士で、また時間を共有できて楽しかった。
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４班活動報告（佐藤由井さん宅：里の灯）


秋田大学

チャン・コン・ソン

私はベトナムから来た留学生で、農業と民泊体験のことに興味があり、今回農家民泊に
参加させていただきました。お世話になったのは、
“里の灯”の佐藤さんのお宅です。私た
ち５人グループは日本、フランス、中国、ミャンマー、ベトナムという別の出身から来ま
した。チームメイトのみんなと一緒に民芸品の作り方をお父さんから教わりました。今年
どんなお米がどれだけ採れたのかご先祖様に報告するための飾りだといいます。結び目の
強さによって、紐の太さが違くなり、不格好になってしまうので結ぶときの力加減が難し
かったです。お母さんから新米の秋田こまちを使ったきりたんぽの作り方を教えてもらっ
て、お父さんが手作りの囲炉裏を囲んで焼きました。寒空の中頬張るみそたんぽはとても
温かく美味しかったです。焼きながら、それぞれの一人ひとりが、自分の国の特徴につい
て楽しくおしゃべりしました。
そして、夜ご飯を食べる前に、私たちは温泉に行きました。初めて温泉に入った私は、
最初とても恥ずかしくて、びっくりしました。終わった後、私たちの手作りきりたんぽを
お母さんがきりたんぽ鍋にしてくれました。大勢で食卓を囲むのは久々で幸せでした。そ
の後、お父さんの三味線を聴きました。ドンパン節はこの周辺で発祥したそうです。お父
さんの歌声と三味線の音色にみんな酔いしれました。
朝にはトラクターに乗せてもらいました。みんなトラクターを操縦するのは初めてなの
で、緊張したらしいです。乗ったことがある私は、そんなに緊張しなくて、子供時代のこ
とを思い出しました。帰った後、
トラクターに乗ることの写真とビデオを家族に送りました。
母はもう一度、私の子供時代について楽しく話してくれました。本当に思い出すのは嬉し
かった、懐かしい気持ちになりました。
そのほかにもチームメイトと自由時間にはトランプや手遊び、けん玉、折り紙をして遊
びました。最初はみんな緊張して、会話があまり弾まなかったのですが、仲良くなるのに
そう時間はかかりませんでした。楽しい時間はあっという間に過ぎるもので帰るときには
寂しかったです。
最近の生活はバイトと学校の往復でそれはそれで楽しいのですが、色味がなく疲れが出
てきたところでした。この２日間は久しぶりに自然に囲まれ、新しい友人もできました。
とても充実した２日間だったと思います。この経験を私の人生の糧にしてこれからもたく
さんのことを学びたいです。
最後に、面倒を見てくれた里の灯のお父さん、お母さんありがとうございました。
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５班活動報告（門脇砂絵美さん宅）


ノースアジア大学

ユ・ジョンヒ

最初は先生からファームステイっていうプログラムがあるよと言われて農業の体験は珍
しいから楽しそうで、参加することになりました。
しかし、思ったより留学生は多かったし、友達とは離れ、突然グループのリーダーだっ
て言われてすごく不安でしたが、グループの人たちとお母さんが優しくしてくれて不安だっ
た気持ちがなくなりました。ご飯食べて、着物の体験をしたり一緒に写真を撮ったりしな
がら仲良くなりました。畑に行った時は農業が初めてで楽しかったですが、皆んなと一緒
にしたからこそもっと楽しかったです。
そして、夜はきりたんぽを作って食べましたが、実はきりたんぽあまり好きじゃないで
すけど、この日に食べたきりたんぽは今まで食べたきりたんぽの中で一番美味しかったで
す。
次の日、もう一回会う時まで別れる時、二日の縁なのに心残りがしました。リーダーの
役割がちゃんとできていなかったのに、グループのみんなが手伝ってくれたし、外国にい
るから両親に会えなくて懐かしくなりましたが、お母さんが両親みたいに感じられました。
そして、12月の餅作りの時は日本のお餅はすごく美味しかったので、農業の時よりもっ
と楽しみにしていました。直接作ってみるのも久しぶりだったし、自分で作ってみるのが
意味があると思ってもっと楽しかったです。
お昼ご飯を食べて、アルバムを作る時、11月のことをまた思い出してもう一度あの日を
思い出しながらアルバムを作ることができて楽しかったです。アルバムを作ってアルバム
をお母さんに渡す時、口にするのが恥ずかしながらももう最後だっていう感情に少し悲し
くなりました。
このプログラムで秋田に住んでいても簡単にできない貴重な体験と大切な縁を作った気
がします。また今度秋田に来る機会があれば、今度はプログラムではなく、一緒だった思
い出を思い出しながら来たいくらいに良い経験になりました。また、このプログラムがあ
れば参加したいです。
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６班活動報告（佐藤郁子さん宅：一の重）


秋田工業高等専門学校

ヘーン

チークーン

私はカンボジアから、2018年に秋田高専に編入しました。ホームステイに参加するのは
初めてであり、どのような経験を得られ、どこの国の人達と交流できるのかを楽しみして
いました。台風の影響でイベントが延長にはなりましたが、後日にイベントが開催できる
ことになり、嬉しかったです。
私の班は６班であり、中国、日本、ボツワナ、カンボジア出身の人達で構成されており、
一の重さんの家に泊まらせて頂くことになりました。一の重さんの家に着いた時、周りを
見ると見渡す限りの田園風景が広がっており、家に上がってみるととても広い家でびっく
りしました。一の重さんに家の紹介をしていただきました。家の設計がすごく良く、まさ
に「和風」という雰囲気に囲まれていた気がします。特に和室はきれいで、私の目をひと
きわ惹きつけました。その後、
自己紹介を行いました。日本語が話せない学生がいましたが、
茜さんと私が通訳し、滞りなく自己紹介を行うことができました。昼ごはんでは、一の重
さんが用意してくださった、うどんと皆で作った餡子を食べた本当に皆で作った餡子も美
味しかったのですが、一の重さんが作ってくださったうどんには勝てなかったように思い
ます。食後に、それぞれの国の文化など、色々なことを話せてとても楽しかったです。
次は、豆の殻を剥く作業をしました。たくさんあったように思えた豆も、５人でやると
作業はあっという間に終わりました。それから、一の重さんにきりたんぽを作り方を教わっ
た。きりたんぽを食べたことは何回もありますが、作るのは初めてであり、上手く作れる
のか不安でした。しかし、想像より自分の手は器用であり、本当に苦しまずにきりたんぽ
を整形しました。きりたんぽの焼き上がりを待つ中、簡易的な囲炉裏を囲んで座り、
「ぬぎ
だまり」ながらコーヒーを飲み皆と話したりしてとても楽しかったです。
その後は、温泉に行く人と留守番の人に分かれました。私は家に残り、一の重さんの孫
と漢字の話をしたり、遊んだりしました。温泉組が帰ってくると、晩ご飯の支度が始まり
ました。晩ご飯に、皆で作ったきりたんぽを含め、秋田の和食に満たされたような気がし
ました。皆が夜ご飯に舌鼓を打ちつつ、秋田の夜の異文化交流、世界には文化がたくさん
あるなと改めて、文化の多様性を感じました。国によっていろいろな話を聞くことができ
て貴重な経験になりました。
２日目、最終日になりました。朝起きたら一の重さんが朝食を用意してくださいました。
大人数の料理を毎度用意してくださり心から感謝致します。その後は、お弁当を作り果物
の皮をむいた際に、日本の剥き方とカンボジアの剥き方の違いに皆さんが驚きました。僕
も驚きました。次に、柿採作業を行いました。寒くなった次にかたくり館に向かい、各班
と合流してお弁当を食べました。最後に皆で集合写真を撮り二日間の民泊が終わりました。
12月21日にまた皆と会うことができて嬉しかったです。特に、一の重さんが元気そうで、
なにより嬉しかったです。久しぶりの再会であったため、前回に取った写真を見て、その
時についての話をして時が経つことの早さ感じつつ、懐かしいなと思いました。昼ごはん
を食べた後、アルバムを作成し、一の重さんにプレゼントをしました。一の重さんのおか
げで他の外国人や、日本人の皆様と交流することができ、大変貴重な機会になりました。
本当にありがとうございました。機会があればまたこのイベントに参加して、一の重さん
に会いたいです。最後に、一の重さんが健康で多幸に恵まれることを祈っております。
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７班活動報告（能美 紀子さん宅：西の家）


秋田大学

バットバートルカネンベルグ

プレブヒシグ

There has been a set of two trips in this semester at Akita University, with the intention
to make the students meet in different settings with students from other universities.
Groups were formed in a way that each group contained students from every
participating university. As both trips were organized by all universities together, the
same groups were together in both trips again.
I.Trip 1: Weekend stay at the old Japanese House
The first trip was very well organized. Leaving in the mornings on Saturday by bus, it
was clear that we would return back to Akita University on Sunday afternoon, having a
one night stay during our weekend trip. Everything was prepared in advance, including
the admission fee for the museum we were visiting, so there were no additional costs for
us students. It was a nice possibility to visit a museum a little bit far away from Akita
city, because it would be difficult to visit that place oneself at a later point.
In the afternoon we arrived at an old Japanese house, which was great. The host family
was very friendly and created a nice and relaxing atmosphere. The food the host family
prepared was mostly based on fruits and vegetable from their own garden. In general
the meals were organized that most students could follow their individual diet, which
was unexpected but created a good feeling of being respected as visitors. There was
a wooden bathing tub in the house and we were allowed to use it. We participated in
some activities during our stay and created lunch boxes for the second day as well as
Kiritanpo. Learning how to prepare such things, which are special for Akita prefecture,
was a great experience.
The house itself was very nice for sleeping inside. Usually it is prepared to serve tourists
as a place to sleep, to make them experience the traditional lifestyle of Japan. In the
garden where was a small pond with koi living inside. There was also an old tree nearby,
which was said to be the oldest one in the area and hugging it could provide you with
new energy.
We also went to an old samurai town, which was near our location. Seeing the old houses
being used for different purposes and being kept in a nice shape was great. The colors
of autumn with the falling leaves made the area look like a scene out of a movie. We got
there some nice souvenirs and had the possibility to watch a wedding ceremony held
there on that day. It was great to see all the people wearing the traditional kimono and
performing traditional rituals related to the ceremony. It was a great fit to the overall
atmosphere of that place.
Overall it was a great experience and good for understanding more about the culture of
Japan.
II.Trip 2: Mochitsuki ceremony
The second trip was equally well organized like the first one. Again we used the bus
to travel and went through the mountains. It was interesting to see how much the
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landscape had changed during the few weeks because of the late autumn. Like on the
first trip, we made a break in the middle and could get there a special soft ice, which
was made with soy sauce. It was really tasty.
Meeting the group members from the other universities again was nice and we enjoyed
the day together with participating the mochitsuki ceremony, as well as with sitting,
talking and eating together. We also decorated the mochi, once they were finished, with
individual patterns, which was a really creative piece of work. We enjoyed making these
new experiences.
Finally, we sat together in groups to create a photo album as a memory of the good
times we have spent together on the two trips. Our photo album we developed as a
small story, putting some decoration around the different photos. In general we all
in our group had the same idea about how to make the style of the photo album, but
sadly there was no one in our group with special skills for drawing. This means that
some of our painted decorations might not look very professional. But as a piece of good
memories and feelings the special look and everything came deep from our hearts.
In general it can be said that the set of two trips was a great experience to meet new
people in a relaxed atmosphere.
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地域交流事業アンケート 集計表
農業体験ツアー 留学生・日本人学生アンケート 結果
Result of Questionnaire of the Farming Tour for International Student and Japanese Student
回収数：33枚 単位：人
問1. あなたは
留学生

25

日本人学生

6

秋田県研修員

2
計

33

問2. 「第三の故郷を見つける農家民泊」
をどのように知りましたか
How did you get to know this program？
掲示（ポスター・チラシなど）Flyer,Poster

問3. 「第三の故郷を見つける農家民泊：農業体験ツアー」
で一番印象に残ったイベントは何ですか
Which event was the most impressive for you in this program？
農業体験
Farming practice
農家民泊
Farm stay
昼食会
Lunch event on 14th
農家さんとの語り合い
Talk with farmers
その他(複数回答を含む)
Others（all）

3

ホームページ Homepage
友人・知人の紹介 Introduced by friends
教員・職員の紹介

1
25

SNS(Facebook etc.)
その他（複数回答を含む）
Others

4
計

問4. 農家の方たちと交流できましたか
How did you interact with farmers?
大変よく交流できた
Very well
交流できた
Well
普通
Somewhat
あまり交流できなかった
Not very well
全く交流できなかった
Not at all

13

6
7
計

問5. 他の学生及び教職員と交流できましたか
How did you interact with other students, staff and faculty?
大変よく交流できた
23
Very well
交流できた
9
Well
普通
1
Somewhat
あまり交流できなかった
Not very well
全く交流できなかった
Not at all

9
5

33

計

問6. 農業体験に参加して満足しましたか

問7. 農家民泊に参加して満足しましたか

Were you satisfied with the farming activities?
大変満足した
25
Extremely satisfied
満足した
8
Very Satisfied
普通
Moderately satisfied
やや不満だ
Slightly satisfied
不満だ
Not at all satisfied

Were you satisfied with the farm stay?
大変満足した
Extremely satisfied
満足した
Very Satisfied
普通
Moderately satisfied
やや不満だ
Slightly satisfied
不満だ
Not at all satisfied

計

33

33

28
5

計

問8. 14日の昼食会に参加して満足しましたか
Were you satisfied with the lunch event
on 14th?
大変満足した
24
Extremely satisfied
満足した
5
Very Satisfied
普通
3
Moderately satisfied
やや不満だ
Slightly satisfied
不満だ
Not at all satisfied
計

33

33

19

計

7

33

問.9 「農業体験ツアー」に参加して満足しましたか？
Were you satisfied with the "Farming Tour" as a whole?
大変満足した
Extremely satisfied
満足した
Very Satisfied
普通
Moderately satisfied
やや不満だ
Slightly satisfied
不満だ
Not at all satisfied

32

27
6

計
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33

問10．「第三の故郷を見つける農家民泊：農業体験ツアー」について，自由に感想・意見をお書きください。
Please give us your comments and opinions about the Farming Tour.
（原文ママ記載）
・ 楽かった。いろいろな人を会えることがよかった。
・ 秋田の農業について前より大分詳しくなった。そして、農家と話し合ううちにいろんなおもしろい秋田県民の
日常生活が分かって、大変勉強になったと思う。
・ いろいろ勉強になりました。
・ すごく楽しかったです。おかげさまで友だちもできました。農家の人たちのこともよく分かりました。おいしい
料理も食べました。（また食べたいな）そしておんせんも初めて入りました。みそたんぽもおいしかったです。
私はやさいきらいだけど、おいしくて、なにものこずに食べました。農業はやらなかったけどトラクターのった
のは一番楽しいです。
・ Overall a very positive experience. The activities were engaging and the hosts were very welcoming. Even
if this might not be an accurate representation of the everyday life of farmers(we didn't see much of the
sons of the family), it is still very interesting. The meals were delicious and the whole thing felt well
thought out. I am excited about the follow up.
・ インタナショナルな環境で、お互いに教えたり、教えられたりする中、仲はますます深まっていき、おじさんお
ばさんの熱い接待とあいまって帰りたくなくなるほどいい時間でした。まだ機会がありましたら、ぜひもう一度
参加したいと思います。
・ It was an ??? and unique experience and I really appreciate the efforts of the host families. I really hope
that we could actually help them because for personally, I could work more. Thank you very much.
・ Very warm & fun atmosphere. Farm Host were really nice and warm peoples. Group was really fun and
even though we didn’t have one language that all could speak, everyone tried their best and we had so
much fun!
・ 秋田県内で外国の方たちと交流を持てる機会として、すごく良い物だと思いました。また、農家の方たちと一
緒に生活を共にできる機会としても、いいと思いました。たったの2日間は、大変きちょうな体験になったと思
います。
・ It was great.
・ VERY GOOD AND FUN!
FARMERS WERE FUN, GENTLE, ALWAYS HELPING US ON THE ACTIVITIES AND INSIDE THE HOUSE!
・ It was very enfortable ??? Japanese taraditions and culture.
・ It's very fun.
・ 秋田に5年いますが、今回の農家民泊を通してまだ知らない秋田の良さに気づくことができました。12月21
日に行われる収穫ツアーもたのしみにしています。
・ お世話をしてくれた皆さんがとても温かく大変にすてきな時間をすごさせていただきました。他の学生や職
員の方との交流も大変楽しく、1泊ととても短い時間ではありましたが、こい時間をすごせました。食事、経験
などなど、大変満足できました。
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・ 台風の影響で収穫の時期が過ぎてしまいましたが、この時期にはこの時期なりの楽しさがありました。
きりたんぽ（みそたんぽ）を作るのは初めてで、日本人として、東北人としての知識がもてたことに嬉しさが
あります。
英語が苦手でしたので、（日本語でも言葉不足でよく注意されるけど）チームのみなさんが日本語上手で、
伝えたいことを伝えられたのでよかったです（安心・ｖ・）
温泉の入り方なども教えることができて日本人の仲間が増えるんだなぁ、と感動しました。
・ It was very nice to stay at farmer's house. Specially which one I stayed. About 130 year's history is there.
And everything was new and exciting. I'm really happy to participated this nice tour. Thank you very much.
・ また今度ね！たのしかった！ありがとう！
・ 大きく考えていなかったのに意外と面白かった。実子のように親切にしてくださり、食べ物もおいしくいただ
き、家に帰った感じだった。１２月にまた会えることを期待されます。（韓国語で記載されていたため和訳）
・ We should have more of these programmes as they introduce us to Japanese culture.
・ I really want to thank to the all organizing committee. I really enjoy this farm stay tour program and can't
wait for the next tour on December. Arigato Gozaimashita.
・ 大変満足した。こう言うexperienceは学徒だけではなく、普通の観光客もできたらいいな、だと思います。（難
しいだけどね）
・ 今回のツアーを参加させてくれてとっても楽しかったです。新しいとまだちもできるし、日本の母と父もできる
しうれしかったです。こいう体験は何回でも参加したいです。
・ いろいろなおいしい科理を作ってくれて、ほんとうにうれしかった。トラッケターに乗って、運転することやきり
たんぽを作ることや三味線を紹介してくれることなどを体験できた。ほんとうにたのしかった。
・ 楽しかった！ふじさんへありがとう！
・ It was very nice experience and the host family were really nice and friendly. This was deffinetly one of
the best ways to me to experience Japanese traditional thing.
・ 事前の情報が少なすぎてちょっと心配したが農家の人のおもてなしの招待に大変助かりました。でも、やは
りもっと情報があれば心薄くならないから、できれば来年は改善していただけたらと思いました。かけがえの
ない経験ありがとうございます。
・ やばい！たのしい！また今度ね！
・ It was very amazing. Ilike all of the food. おいしかったです。
・ 藤井さんという本当に優しい方に出会えて、それだけで参加したかいがありました。また、良き仲間とも出会
えて感謝です。農家民泊サイコー
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地域交流事業アンケート 集計表
農業体験ツアー受け入れ農家アンケート 結果
Result of Questionnaire of the Farming Tour for Host Family
回収数：7枚 単位：人
問1. 「第三の故郷を見つける農家民泊：農業体験ツアー」
で一番印象に残ったイベントは何ですか
Which event was the most impressive for you in this program？
農業体験
Farming practice
農家民泊
Farm stay
昼食会
Lunch event on 14th
学生との語り合い
Talk with students
その他(複数回答を含む)
Others（all）

Were you satisfied with the farming experience?
大変満足した
Extremely satisfied
満足した
Very Satisfied
普通
Moderately satisfied
やや不満だ
Slightly satisfied
不満だ
Not at all satisfied

6
1
計

問2．農業体験を実施して満足しましたか

7

4
3

計

問3. 農家民泊を実施して満足しましたか

問4. 昼食会に参加して満足しましたか

Were you satisfied with the farm stay?
大変満足した
Extremely satisfied
満足した
Very Satisfied
普通
Moderately satisfied
やや不満だ
Slightly satisfied
不満だ
Not at all satisfied

Were you satisfied with the picnic?
大変満足した
Extremely satisfied
満足した
Very Satisfied
普通
Moderately satisfied
やや不満だ
Slightly satisfied
不満だ
Not at all satisfied

計

5
2

7

5
2

計

問5. 留学生と交流できましたか

7

7

問6. 日本人学生および引率教職員と交流できましたか
How did you interact with Japanese students,
staff and faculty?
大変よく交流できた
3
Very well
交流できた
4
Well
普通
Somewhat
あまり交流できなかった
Not very well
全く交流できなかった
Not at all

How did you interact with International students?
大変よく交流できた
Very well
交流できた
Well
普通
Somewhat
あまり交流できなかった
Not very well
全く交流できなかった
Not at all

6
1

計

7

計

問.7 「農業体験ツアー」に参加して満足しましたか
Were you satisfied with the "Farming Tour" as a whole?
大変満足した
Extremely satisfied
満足した
Very Satisfied
普通
Moderately satisfied
やや不満だ
Slightly satisfied
不満だ
Not at all satisfied

3
4

計

7
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7

問8．「第三の故郷を見つける農家民泊：農業体験ツアー」について，自由に感想・意見をお書きください。
Please give us your comments and opinions about the Farming Tour.
・ いつも元気をもらっています。
・ 今回も楽しいツアーでした。毎年優秀な学生とお話しできて、自分の住んでる地域や農作業の見方が変わ
るので、来年も続けていただきたいです。
・ 学生方の交流はすごいものでした。友人たちもおどろいていた。今年は夫がけがをしていたので、力仕事し
て頂いて助けていただいた。今回の出逢いは世界の神様からのプレゼントだねと、感謝ばかりです。料理の
件では食べられない人が集まって楽でした。リーダーの気配りがすごかった。おかげ様で私達も他国の話を
いっぱい知ることだ出来た。
・ 初対面の皆さんが一晩だけでとても仲良くなって会話も盛り上り私達もとても幸せな気持ちになれます。や
れるだけ参加させて頂きたいと思います。
・ 畑作業はタイミングが悪く、片付けくらいになってしまいました。根張りの良い野菜の片付けは力がいりまし
たが、頑張ってくれました、初対面の３人が仲良くなってくれてよかったです。
・ 今年も色々な国の学生さん達と交流出来、楽しく過ごさせていただきました。又、皆さん日本語の出来る方
達で良かったです。
・ 秋田に来てまだ1ヶ月なのに良く農家になじんでくれました。来年もお待ちしております。
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地域交流事業アンケート 集計表
収穫感謝祭ツアー 留学生・日本人学生アンケート 結果
Result of Questionnaire of the Harvest Tour for International Student and Japanese Student
回収数：21枚 単位：人
問2．「第三の故郷を見つける農家民泊：収穫感謝祭ツ
アー」で一番印象に残ったイベントは何ですか。
Which event was the most impressive for you
in this program?
もちづくり
3
Making rice cakes
食事をしながらの交流会
6
Party and eating meals
アルバムの作成
9
Making albums
その他（複数回答も含む）
3
Others

問1. あなたは
留学生

18

日本人学生

3

秋田県研修員

0
計

21

計

問3. 農家の方たちと交流できましたか
How did you interact with farmers?
大変よく交流できた
Very well
交流できた
Well
普通
Somewhat
あまり交流できなかった
Not very well
全く交流できなかった
Not at all
計

21

問4. 他の学生及び教職員と交流できましたか
How did you interact with other students, staff and faculty?
大変よく交流できた
13
Very well
交流できた
5
Well
普通
3
Somewhat
あまり交流できなかった
0
Not very well
全く交流できなかった
0
Not at all

11
7
3
0
0
21

計

21

問.5 「収穫感謝祭ツアー」に参加して満足しましたか？
Were you satisfied with the Harvest festival?
大変満足した
16
Extremely satisfied
満足した
2
Very Satisfied

問.6 「第三の故郷を見つける農家民泊」に参加
して全体的に満足しましたか？
Were you satisfied with the "Farmstay" as a whole?
大変満足した
17
Extremely satisfied
満足した
3
Very Satisfied

普通
Moderately satisfied

3

普通
Moderately satisfied

1

やや不満だ
Slightly satisfied

0

やや不満だ
Slightly satisfied

0

不満だ
Not at all satisfied

0

不満だ
Not at all satisfied

0

計

21

計
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21

問7. 「第三の故郷を見つける農家民泊：農業体験ツアー」について，自由に感想・意見をお書きください。
Please give us your comments and opinions about the Farming Tour.
（原文ママ掲載）
･ 楽しかったです。もちもおいしかったです。もち作るのがおもしろいし食べるのもおいしいです。お母さんとお
父さんまた会いたいです。来年もさんかしたいと思います。
・ I think for Harvest Tour it could be more fun if we stay overnight again with the Farmer family, because
for today we don’t have more chances to interact with the farmer. But over all, Farm Stay is such a nice
activities to join in!
・ It’s a good experience to spend time with other foreign students and farm stay. I hope I can join again
next year.
・ すばらしいごえんに会えたことに感謝したいです。農家の方々はもちろん、良い仲間にも会うことができて
ハッピーです。
・ また会えたらいいなって考えるくらいおもしろかったし、すごくやさしくしてくれて本当にお母さんって感じまし
た。楽しかったです～。
・ すごくいいprogarmでもう11年やってたのがすごいとおもう。またこういうprogramにさんかしたいです！
・ 本当にたのしかったです。農家の方たちと話して、自分の子ども時代のことを思い出しました。お母さんは熱
心で、いろいろなことも教えてもらって、うれしかった。そして、こんどの体験について、とても満足です。あり
がとうございました。
・ It was a good program lets continue doing it.
・ It was very nice expierence for me. So enjoyable. During the farm stay I couldn’t stop to laugh. We are
very happy to we were one team. Preparing album there is nobody who can draw. But we could create
great one. Mochi was delicious. Thank you very much for this complete event.
・ みんなとまた会えるからとっても楽しかったです。おもちとか料理がとってもおいしいですから本当にありが
とうございます。
・ I had really nice time and made many new friends. It was exciting to stay a night in farm/Japanese home.
More info about that what we are going to do there would had been nice to have beforehand. But over all
really nice experiences.
・ とても楽しかった！農家を体験できるし、新しい友達も出会えるし。
・ また参加したい！
・ ありがとうございます。
・ とてもいいイベントでした。
・ I really appreciated this opportunity participating in this farm stay. My deepest gratitude goes to our host
family for their generous hospitality.
・ ホストさんのみに関らず様々な方々と交流ができ、大変きちょうな時間をすごすことができました。皆さんの
あたたかさが(不明)身にしみました。
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地域交流事業アンケート 集計表
収穫感謝祭ツアー 受け入れ農家の方々アンケート 結果
Result of Questionnaire of the Harvest Tour for farmers
回収数：7枚 単位：人
問1．「第三の故郷を見つける農家民泊：収穫感謝祭ツアー」で一番
印象に残ったイベントは何ですか。

問2．学生と一緒にもち作りをして満足しましたか。

Which event was the most impressive for you in this program?

Were you satisfied with cooking meals with students?

もちづくり
Making rice cakes
食事をしながらの交流会
Party and eating meals
アルバムのプレゼント
Receiving albums
その他（複数回答も含む）
Others

大変満足した
Extremely satisfied
満足した
Very Satisfied
普通
Moderately satisfied
やや不満だ
Slightly satisfied
不満だ
Not at all satisfied

1
4
1
1
計

7

6
1
0
0
0
計

7

問3．食事をしながらの交流会に満足しましたか。

問4．アルバムのプレセントには満足しましたか。

Were you satisfied with the party and eating meals?
大変満足した
7
Extremely satisfied
満足した
0
Very Satisfied
普通
0
Moderately satisfied
やや不満だ
0
Slightly satisfied
不満だ
0
Not at all satisfied
計
7

Were you satisfied with present of albums?
大変満足した
Extremely satisfied
満足した
Very Satisfied
普通
Moderately satisfied
やや不満だ
Slightly satisfied
不満だ
Not at all satisfied
計

問5．留学生と交流できましたか。
How did you interact with International Students?

問6．日本人学生及び引率教職員と交流できましたか。
How did you interact with Japanese students, staff and
faculty?
大変よく交流できた
5
Very well
交流できた
2
Well
普通
0
Somewhat
あまり交流できなかった
0
Not very well
全く交流できなかった
0
Not at all
計
7

大変よく交流できた
Very well
交流できた
Well
普通
Somewhat
あまり交流できなかった
Not very well
全く交流できなかった
Not at all

6
1
0
0
0
計

7

Were you satisfied with the Harvest festival?

大変満足した
Extremely satisfied
満足した
Very Satisfied
普通
Moderately satisfied
やや不満だ
Slightly satisfied
不満だ
Not at all satisfied

6
1
0
0
0
計

0
0
0
0
7

問8. 「第三の故郷を見つける農家民泊」に参加
して全体的に満足しましたか？
Were you satisfied with the "Farmstay" as a whole?

問7. 「収穫感謝祭ツアー」に参加して満足しましたか？

大変満足した
Extremely satisfied
満足した
Very Satisfied
普通
Moderately satisfied
やや不満だ
Slightly satisfied
不満だ
Not at all satisfied

7

7

7
0
0
0
0
計
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7

問7. 「第三の故郷を見つける農家民泊：農業体験ツアー」について，自由に感想・意見をお書きください。
Please give us your comments and opinions about the Farming Tour.
・ 春も来て頂けたらうれしいな（個人的に）。冬囲いをとりはずしてかたづけていただきたいなぁ！！ありがとう
ございます。
・ 台風の影響などで事務局の方々にはご難儀かけました。時期的に遅かったので畑の片付けになってしまい
ましたが、よく頑張ってくれました。素直でかわいらしい子どもたちで、ホームステイ後もLINEでよく連絡を
取っています。この交流以降、何年も連絡を取っている子どもたちや遊びに来てくれる子どもたちもいます。
受け手側も楽しみな事業なのでぜひ継続してください。
・ 農家で育てた食材で一緒に作ったり、作って召し上って頂いたりと目で見て楽しみながら出来る喜びを嬉し
く思って受けています。
・ 農作業を沢山やってもらってとても助かりました。来年もツアーが企画されることを望みます。何をするにし
ても大変熱心な学生でした。学生さん達のツアーに対する姿勢が素晴らしいと思いました。
・ 元気いっぱいの学生さん達と交流出来、元気をもらい楽しかったです。機会あったら仙北市に来て下さい。
・ 10月の方が農業体験できると思います。
・ 毎年新しい発見があり、また、世界の話が聞けて、とても良い経験です。来年も宜しくお願いします。
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11 年目の第３の故郷を見つける農家民泊 2019
農家の宿
門

脇

星雪館
富

士

美

気候の変化を強く実感する年でした。雪の少ない冬が影響した春の水不足、夏の酷暑、
台風、大雨。幸い秋田は大きな自然災害はありませんでしたが、農家にとってはまさに自
然との闘い、自然の力に圧倒された１年でした。
思いがけず台風の影響を受けた今年のツアーでしたが、参加者の皆さんはどのような感
想をお持ちになったでしょう？大学のキャンパスで感じている秋田とはまた違う秋田が感
じられたのであれば良かったと思っています。
我が家の様子をご報告します。これまでこのツアーの時は薪を割り、薪を運び、薪を積
むということをしてきました。作業は至って簡単です。春に山から切り出し、夏の間外に
積み乾燥させた薪を、皆でストーブに入れやすいサイズに割って、それを薪小屋に運んで
積み上げていくだけです。でも、この単純な作業にも幾つかコツがあり、それを話しなが
ら作業を進めてきました。というのがこれまで数年やってきた作業でした。しかし、今年
は 11 月のツアー実施となったため、到着して昼食後、秋田の名物のイブリ大根漬にする大
根を抜く作業になりました。約 800 本をひたすら抜いて、葉を切り落とし、軽トラに積ん
で洗い場へ運ぶという作業になりました。今年の我が家の大根は出来がとても悪く、タコ
の足のような大根ばかりで手間がいつもよりも掛かりました。幸運だったのは寒かったけ
ど晴天だったことです。青空の下ひたすら黙々と作業をしました。全部抜いて運び終えた
ときの達成感は爽快だったのではないかと思います。皆さんと 3 時間くらいで終えたこの
作業を、家族だけでやったら 1 日かかりだったのでとても助かりました。燻し小屋をのぞ
いたり、ビニールハウスの中の野菜を見たりもしました。働いた後は、皆で温泉に行って
疲れをとりました。翌日は集合時間まで薪割りと集落散策をしました。
様々な理由があって秋田を選んできてくれた学生の皆さんとの交流はとても楽しく、発
見も多いです。毎年このように沢山作業をしてもらって良いものかと思っていましたが、
学生の皆さんのお話を聞いたり、撮った写真などを見せてもらうと、我が家はこれで良い
のだと思えました。自分が反対の立場だったらと考えると、留学先でのこの様なツアーは
その国、地域、人を理解する良い体験だと思います。
11 回目の第三の故郷を見つける農家民泊ツアーでしたが、受け入れ側も１０年を超えて
続いてきた事が嬉しいし、驚きです。一泊二日の宿泊体験と日帰りの餅つき収穫体験と参
加者の皆さんと会うのはたった 3 日です。受け入れ側は秋田弁しか話せないのに交流をと
ても楽しんでいます。留学を終えて、あるいは卒業して秋田を離れたときにこのツアーを
思い出し、フラッと訪ねてくれるのを受け入れ農家は待っています。
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