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名前： 加藤 千加子（出身：千葉県）

ニュージーランドに1年間、語学留学の後、外資系グローバル会社の国際人事に従事。

印刷会社・イベント系会社で、グラフィックデザイナーとしても働く。

アメリカの聖地シャスタ山に惚れ込み、3か月の森キャンプとガイドをしてサバイバル。

久米島在住3年目。地域おこし協力隊で、久米島町役場商工観光課インバウンド担当。

Introduction-

言語： 日本語と英語

（TOEIC830点・TOEFL530点・英検準一級・

ケンブリッジ検定The first Certificate）

趣味・特技：グラフィックデザイン・聖地巡りとハイキング

アメリカでキャンプ生活

アメリカでのガイド

ひとりスイカ消費量更新中

トライアスロンで沖縄に通う



インバウンドとは？

外国人が日本を訪れる旅行

INBOUND → 外から中へ向かう

→ 国内へ向かう旅行者
IN → 内へ

BOUND → ～行きの（ BOUND FOR Airportで、空港行き）



外国人観光客の
久米島来島調査

2020年1月～2021年12月まで2020～21年



2020年の久米島の外国人来島者調査

2020年1月～12月の平日のみ

12：30着フェリーの調査結果
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11%日本在住の外国人が
ほとんどでしたが、
年間約100人の外国人
がお昼着のフェリー
を利用し来島してい
ます。（平日のみ）

平日のお昼便フェリーを利用する外国人来島者の調査・インタビューを行っています。

飛行機利用や、
週末を含めたら、
人数は、もっと
多いはずね～！

2020年1月～12月の平日のみ

12：30着フェリーの調査結果



2021年1月～12月の平日のみ

12：30着フェリーの調査結果2021年の久米島の外国人来島者調査

カップルや家族連
れで来島するアメ
リカ人が多く、
久米島滞在日数は、
2日～5日間ほど。
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不明 2021年は、入国制限や、緊
急事態宣言などの影響もあり、
沖縄本島在住のアメリカ人の

来島が主。
昨年よりも船を利用した来島
者数は、増加。（アメリカ人

だけで107人）

アメリカ
83％



2021年の外国人来島者コメント

奥武島のキャンプ場は綺麗だし、焚
き火用の木が無料なのは、ありがた
い。島の人が歓迎してくれて嬉し
かったし、素晴らしい時間を過ごせ
たので、久米島マラソン事務局の方

にも感謝したい。
（自転車を持ち込み、8人で来島した
アメリカ人グループ。うち、3名が久

米島マラソンにエントリー）

自転車を本島より持込し、島を一周し、
ホテルでゆっくりした。ハテの浜へは時
間がなかったので行かなかった。ヤ

ジャーガマを案内してもらったが、あん
なに大きい洞窟だとは思わなかった。ユ
ナミのGWバーガー祭が美味しそうだっ

た。
（北谷在住 アメリカ人カップル）

イーフビーチホテルに２泊、サイ
プレスに２泊して、レンタサイク
ルで島内観光とシュノーケルをす
る予定。沖縄本島・石垣・宮古と
いったので、来たことのない久米

島に来てみた。
（横浜在住の中国人カップル）

琉球古武道をしているの
で、平信賢先生ゆかりの
久米島に。スクーターを
借りて島を回って、お墓
参りもしたい。奥武島の
キャンプイベントでサウ
ナ体験もできた。（アメ

リカ人グループ）



ダニエルさんからのお礼メッセージ

サイクリング中に、子供が転倒しケガをしてし
まった時に、近くにいた人が、車で病院に連れ
て行ってくれ、軽トラで自転車をホテルまで
持ってきてくれた。
大変よくしてくれたので、御礼を言いたい。島
の人たちは、とても親切で誠実だ。日本は安全
で安心な素晴らしい所だ。ありがとう。
（本島在住 アメリカ人のダニエルさん）

ウミガメ館も、
閉まっていて、
ホテルのプール
もまだ入れな
かったので、ま
た来たいです。

島内でアクシデントがあった際、よくしてくれた島の人たちに御礼を言いたいとダニエルさん。
SNSで呼びかけて、その島人がみつかり、お礼をお伝えしたことを、ダニエルさんにもメッセージしました！



インバウンド活動

2020年4月～2021年3月まで令和3年度

今、できることは、何か？

島で必要なことは何か？



くめじまんちゅのための英会話講座
コミュニケーションツールとして実践的な英語を現場ですぐに使えるように
島内の事業者や、島民向けに無料翻訳アプリを使った英会話講座を開催。

それぞれの状況・現場に応じた英語での対話を
一緒に学べると好評です。

フェリーを運航する久米商船さんでは、外国人
の方への乗船や、貨物の問合せ、欠航の場合の
案内など、現場の対応シーンに合わせての英会
話対話集を作る講座を行っています！

琉球新報さんにも掲載（8月4日付）



アドベンチャーツーリズムにおけるコーディネーター人材育成事業
旅行商品に付加価値を加え、環境を守りながら、地域経済も循環し、地球にも、
地域にも優しいこれからのインバウンド観光を！

「久米島ボタル再生と島暮らし体験ツアー」と、
「久米島天ぷらサバイバルツアー」の２つツアーを
個人課題で造成し、久米島の知名度向上効果にも。



アドベンチャーツーリズム
Sustainable Development Goals

（持続可能な開発目標）

「北緯27度の奇跡」沖縄北部アドベンチャーツアー（チーム課題）で、英語プレゼンを担当

チーム課題では、「北緯２７度の奇
跡」ヤンバルクイナに出会う５泊６日
やんばるツアーをチームで造成し、ア
メリカのアドベンチャーツーリズム協
会ダイレクター向けに、英語での資料
作成と、プレゼンを担当しました。



アドベンチャーツーリズム
Sustainable Development Goals

（持続可能な開発目標）

沖縄のやんばるの森が「奇跡」である理由とは？「北緯27度の奇跡」

ユネスコ世界遺産に
も登録された沖縄の
北部にある“やんば
る”は、北緯２７度
に位置する亜熱帯の
森。

世界をみてみると、
リビアやインドなど
の同じ緯度の場所は、
砂漠や、草原地帯で
す。

「北緯27度の亜熱帯
の森」は世界でもや
んばるだけの珍しい
貴重な森なのです。



英語翻訳

特産品の
英語表記と

説明

英語表記付き
の町内バス
マップの作成

海皇
さん

飲食店
メニューの

英訳

奥武キャンプ場
案内など
（日・英）

力作の泡盛メニューをお店でぜひ見てね！

松乃屋
さん



３言語にてパンフレット作成中！
泡盛、久米島紬、海洋深層水を使った車エビと海ブドウの養殖、
島の学校と、ホームビジットなどの記事を作成し、英語・フランス語・日本語で作成中！

久米島紬の歴史など 高品質な車エビと海ブドウ
の秘密は、海洋深層水！

島の暮らしを体験で
きるプログラム！

©写真素材は、主に観光協会さんから拝借

泡盛

４月から、無料配布予定です！



通訳アテンド

自転車を持込して久米島マ
ラソン参加のアメリカ人

ツーリズムEXPO2020沖縄
在住海外メディア商談会

海洋深層水視察グループ
（中国・上海）

島の学校体験時の通訳

（今年度3月には、DMO主
催豪州モニター久米島ツ
アーのアテンド予定） 琉球古武道国際セミナー

200名の外国人が来島



フェイスブックページ
Kumejima Explore

イイね！
してね！

英語で久米島をSNS発信中



観光教育の講師など…

中学生の職場体験

高校修学旅行
「島の学校」講師

考え方が私的に素
晴らしいです！聞
けて良かった。

丁寧に説明して下
さり、色々な問題
やこれからの島の
あり方についてよ
くわかりました。

参加した
高校生の感想

高校魅力化事業 久米島高校

「まちづくりプロジェクト」講師

久米島町内の中高生や、インターン生向けに、
「観光とインバウンドについて」のレクチャーを行っています。 興味があることをやっ

て、それを仕事につな
げていきたいと思って
いたので、実際にそれ
をやられていて、すご
いと思いました。



その他の活動

ター滝での救助訓練

ウィルダネスメディカルアソシ
エイツジャパン主催の野外災害
救急法WFAベーシック取得

久米島町内地域おこし協力隊の
ヴィジョンワークショップ企画

小学生自然体験プログラム

（久米島ホタル館）

【参加した協力隊の感想】
皆と共有することで、迷い
や悩みが少し晴れ、自分で
は分からない自分の強みを
知る事が出来た。人前で話
す事が苦手なのだが、人前
で話す練習にもなりました。

活動目標や、コミュニケーション活性化！



これからの観光とインバウンド

自然環境を守りながら、その自然をシェアし循環させる。

Sustainable Development Goals

（持続可能な開発目標）

「地球環境や、みんなに優しい」を目指した観光を

「自然」という環境が、一番の宝。

異文化交流で、島の活性化に！
当たり前の島の日常が、誰かにとっては特別なものに。

外の視点から島を見ることで、島を活性化するきっかけに！



今後、こんな活動をしていきます。
◆久米島んちゅのための初心者向け英会話講座の継続

◆英語の久米島情報WEBサイトの構築

◆英語の久米島観光パンフレットの制作の更新・継続

◆久米島ホタル館のSDGS取り組みを取材し、英語にて発信。

久米島町役場商工観光課インバウンド

久米島のユニークな自
然環境と、クメジマボ
タルを再生させたホタ
ル館の取り組みは、海
外の環境意識の高い外
国人には、反響がある

はず！

インバウンド報告の場をいただ
き、ありがとうございました。
今後もよろしくお願いします！


