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2018 年度ウチナージュニアスタディー事業 

海外参加者募集要項 

  

１ 事業目的 

  世界の沖縄県系人子弟と沖縄県内の同世代の学生が生活を共にしながら沖縄の歴

史や文化、自然等を学ぶことで、強い絆を構築するとともに、県系人子弟については

ルーツである沖縄への理解を深め、県内学生については国際的な視野を広げることで

世界のウチナーネットワークを担う次世代を育成する。 

 

２ 実施内容 

（１）実施期間 

   プログラム：２０１８年７月２９日（日）～８月４日（土） 

   来沖日７月２５日（水）予定 来沖から７月２８日までは親戚宅でホームステイ 

   帰国日８月 ８日（水）予定 沖縄那覇空港発、プログラム最終日から帰国日ま

では親戚宅でのホームステイ 

   ※滞在期間の延長は認めない。 

（２）学習プログラム 

  ①自然学習 

沖縄の自然や動植物等に触れ、その大切さを学ぶ。 

  ②歴史学習 

沖縄の歴史的な史跡等を巡り、沖縄の歴史と琉球王朝時代のロマンに触れる。 

 ③文化学習（伝統工芸・芸能体験） 

   沖縄の歴史から生まれた工芸・芸能等の文化を知り体験する。 

  ④平和学習 

   沖縄の戦跡等を巡り、戦争の歴史を学ぶとともに、平和について考える。 

  ⑤社会学習 

   沖縄での生活を経験し、沖縄の現状を知る。 

  ⑥移民・移住学習 

   沖縄県の移民・移住の歴史やウチナーンチュ大会、世界のウチナーンチュの日に

ついて学び、ウチナーンチュのアイデンティティーを再認識する。 

（３）その他 

  ①初日のオリエンテーションにおいて、住んでいる地域及び家族の移住経緯を発表

する。 

  ②ソーシャルネットワークサービス（ＳＮＳ）へ参加し、他の参加者と交流する。 

  ③プログラム期間中にはアンケート、終了後には感想文を提出する。 

  ④８月７日（火）予定のアフタープログラムに参加する。 

   アフタープログラム：感想文の提出、事業を紹介するパネルを皆で作成。 
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３ 募集人数 

  海外参加者    １５名 

  海外青年リーダー  １名 

  沖縄県内参加者  １５名 

  沖縄県外参加者   １名 

  県内青年リーダー  １名    計３３名 予定 

 

４ 募集要件 

（１）対象 

  ①沖縄県系人子弟であること。 

  ②これまでに沖縄県が実施した以下の事業に参加していないこと。 

   ・ジュニアスタディーツアー（２００１年～２０１１年） 

   ・ウチナージュニアスタディー（２０１２年～２０１７年） 

  ③２０１８年４月２日時点で、中学校・高等学校相当在学中の者で、年齢満１３歳

以上１９歳以下の者。 

（２）資格 

  ①健康で、集団生活が可能であること。 

  ②ウチナーネットワークを担う人材として、県人会会長が推薦する者。 

  ③以下の期間、沖縄県内の親戚宅にてホームステイを行うことのできる者。 

・来沖日から７月２８日（プログラム開始前日）までの期間 

   ・８月４日（プログラム終了日）から帰国日までの期間 

   ※ホームステイ先の手配及び調整は、各県人会で責任を持って行うこと。 

  ④ホームステイ期間を含め、全日程参加できる者。 

  ⑤現地から那覇空港までの飛行機乗り継ぎが可能な者。 

   （乗り継ぎ空港では、沖縄県がミートアシストを手配する） 

  ⑥プログラム前、期間中及び帰国後、ＳＮＳ等を活用し、各国参加者と積極的に交

流ができる者。 

（３）言語能力 

   滞在中、沖縄県内参加者との交流を積極的に行えるよう、ある程度の日本語能力

を有する者。 

（４）沖縄県が負担する経費 

①参加者居住国の最寄国際空港から沖縄那覇空港までの往復航空賃（エコノミーク

ラス）。 

②プログラム期間中（７月２９日から８月４日）の宿泊料、食事代、旅行保険代、

各施設入場料等。 
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５ 応募に必要な書類等 

（１）必要書類 

  ①推薦書（様式１） 

  ②参加候補者申込書（様式２－１、２－２） 

  ③作文（様式３、８００字程度） 

課題「ウチナーンチュとしてのアイデンティティーについて」 

  ※参加候補者１名につき各様式１部を作成すること。 

  ※様式１は日本語で作成すること、また、様式２及び様式３は各県人会にて日本語

訳を添付すること。 

（２）提出期限 

   平成３０（２０１８）年４月１３日（金） 厳守 

（３）提出先 

   〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１－２－２ 

   沖縄県 文化観光スポーツ部 交流推進課 

   TEL：+81-98-866-2479 

   Email：aa082400@pref.okinawa.lg.jp 

※メールで提出する場合、必要書類は様式指定の「Microsoft office word」、

「Microsoft office excel」又は PDF 形式で送付すること。 

   ※メールでの提出を推奨する。 

 

６ その他留意事項 

（１）本応募は、あくまで参加候補者の推薦であり、申込者は必ずしも参加できるとは

限らない。 

（２）沖縄県は、参加候補者の書類を審査した上、参加者を決定し通知する。 

（３）応募からプログラム終了後の感想文提出まで、県人会が責任を持って参加者を指

導すること。また、県人会は、参加者の母国語による提出物は日本語訳の添付を徹

底すること。 

（４）来沖日、離沖日、ホームステイ期間等は現時点での予定であり、変更となる可能

性がある。 

（５）宿泊施設によっては、個別でのシャワー施設がなく、大浴場での入浴となる可能

性がある。 

（６）本募集により収集した個人情報は、ウチナージュニアスタディー事業に関する連

絡、案内及び選考のほか、本事業の実施のために使用する。また、これらの情報は、

本事業の円滑な実施のため委託業者及び他の参加者等の事業関係者に提供する。ウ

チナージュニアスタディー事業に参加した後、事業に対する調査（アンケート）や

沖縄県が主催する国際交流に関連した交流会・イベントの案内を参加者または保護

者のメールに送ることがある。なお、その場合においても、収集した情報は、使用

目的の範囲内で適切に取り扱う。 
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（７）沖縄県では、ウェブサイトやＳＮＳ、パンフレット等の広報媒体において事業に

関する広報活動を行っており、事業内容を県民や関係機関にできるだけ具体的にわ

かりやすく伝えるため、参加者の写真や動画などを広報媒体に掲載することがある。 

 

以上 



2018 Uchina Junior Study Program 
Overseas Participants Application Guidelines 

 
1. Program Objective 

Youth of Okinawan descent from around the world will learn about Okinawan history, 
culture, and nature while experiencing daily life with local Okinawan youths. They 
will build strong bonds, deepen their understanding of their Okinawan roots, the local 
Japanese students will broaden their international outlooks, and grow the generation 
that will shoulder the Uchina Network. 

 
2. Contents of Operation 

(1) Operation Time 
Program: July 29 (Sun) to August 4 (Sat), 2018 
Scheduled to arrive in Okinawa July 25  
Homestay at relatives’ house from day of arrival to July 28 
Scheduled to return to home country August 8 
Depart from Okinawa Naha Airport, homestay at relatives’ house from final day 
of program until return to home country 

*Elongating time of stay not permitted 
(2) Study Program 

① Nature Study 
Learn about the importance of Okinawa nature, flora, and fauna 

② History Study 
Visit historic Okinawan landmarks, experience history and the romance of 
the Ryukyu Dynasty 

③ Culture Study (Traditional crafts, performing activity) 
Hands-on experience to learn the culture of the traditional crafts and 
performing arts from Okinawan history 

④ Peace Study 
Visit battlefields from the war, learn about history and peace 

⑤ Society Study 
Experience daily life in Okinawa, understand Okinawa’s situation 

⑥ Immigrant and Immigration Studies 
Learn about history of Immigrant and immigration in Okinawa, 
Worldwide Uchinanchu Festival, and World Uchinanchu Day, revalidate 
Uchinanchu identity 

 
 
 
 



 
(3) Other 

① Announce homestay city/family’s immigration story on first day’s 
orientation 

② Participate in social media, exchange with other participants 
③ Submit survey during program, report afterwards 
④ Participate in the After Program (August 7) 

After Program: Submit report, create a panel that introduces the program 
 
3.  Number of Recruits: 

Overseas Participants  15 people 
Overseas Youth Leaders 1 person 
Local Okinawan Participants 15 people 
Non-Okinawan Participants 1 person 
Local Youth Leader  1 person 
    33 people total 

 
4.  Recruitment Requirements 

(1) Target 
① Okinawan ancestry 
② Have not participated in the following programs: 

 Junior Study Tour (2001-2011) 
 Uchina Junior Study (2012-2017) 

③ A middle/high school student between the ages of 13 to 19 as of  April 2, 
2018 

(2) Qualifications 
① In good health, able to handle group living 
② Recommended by president of kenjinkai as someone who can shoulder the 

Uchina Network 
③ Able to homestay at a relative’s house in Okinawa during the following 

periods: 
 From arriving in Okinawa until July 28 (program start-date) 
 August 4 (program end-date) until returning home 

*Each kenjinkai will take responsibility for arranging and coordinating 
homestays 

④ Can participate for the entire time, including homestay 
⑤ Able to transfer from home airport to Naha Airport 

(Okinawa Prefecture will arrange a meet & assist at transfer airport) 
⑥ Make use of social media before/during/after program and actively 

exchange with participants from each country 



 
(3) Language Proficiency 

Those with some level of Japanese proficiency in order to be able to facilitate 
active exchange with local Okinawan participants during stay 

(4) Costs covered by Okinawa Prefecture 
① Round trip tickets from participant’s closest international airport to Naha 

Airport (economy class) 
② Lodging, food, traveler’s insurance, entry fees during program (July 29 to 

August 4) 
 
5. Necessary Documents for Recruitment 

(1) Required Documents 
① Recommendation (Form 1) 
② Participant Application Form (Form 2-1, 2-2) 
③ Essay (Form 3, approx. 800 words) 

Topic: Identity as an Uchinanchu 
*1 form for each applicant 
*Form 1 to be filled out in Japanese; each kenjinkai will attach Japanese 
translations of forms 2 and 3 

(2) Application Deadline 
April 13, 2018 (Friday) strictly enforced 

(3) Address: 
International Exchange Division 
Department of Culture, Tourism, and Sports 
Okinawa Prefectural Office 
1-2-2 Izumizaki, Naha, Okinawa 900-8570 
JAPAN 
Tel: +81-98-866-2479 
Email: aa082400@pref.okinawa.lg.jp 
*When sending through email, forms to be send in Microsoft Word, Excel, or 
PDF format 
*Sending application through email is recommended 

 
6. Other Important Points 

(1) This application is a referral for participant applicants, not all that apply will 
be accepted 

(2) Okinawa Prefecture will notify of accepted participants after reviewing the 
applications 

(3) From the time of application to the submission of the report after the program, 
the kenjinkai will take responsibility and guide the participant. Also, the 



kenjinkai will attach Japanese translations of the applicant’s materials 
(4) Dates for arrival in Okinawa, return to home country, homestay period are 

presently scheduled as so, may be subject to change 
(5) May be large public bath rather than individual showers at housing situation 
(6) Individual’s information collected from this application will be used for contact, 

guidance, reference, and other initiatives relating to the Uchina Junior Study 
Program. In addition, in order to have a smooth program, the information may 
be shared with contractors, other participants, and those involved with the 
program. After participating in the Uchina Junior Study Program, a survey 
about the program as well as information about prefecture-sponsored 
international exchange events will be sent to the participant and guardians. 
The information gathered will be used appropriately within the scope of the 
objectives. 

(7) Okinawa Prefecture will make use of publicity mediums such as social media, 
pamphlets, etc. for program announcements. In order to make the contents 
easily understandable, participants’ pictures and videos may be published. 


