
　任期終了で卒業した協力隊の後任や、新規のミッションに取り組むために、新任
協力隊が就任しました。久米島町内では現在、18人の協力隊が活動しています！
　また、集落支援員も今年度から発足しました。
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※新しい学習センタースタッフの紹介は、「学習センター通信」に掲載しております。

地産地消-システムを活用した流通の構築 - 地産地消 -島の特産の島外PR-

田場勝治（たばかつじ）
　昭和51年生久米島出身久米島
育ちです！積極的に皆様と交流
しながら久米島の産業を元気に
するため頑張っていきたいと
思います。

池原久美子（いけはらくみこ）
　関西、東京を経て母の地元久
米島に来て丸１年。
　久米島の“食”を島外に PR
するお手伝いをさせていただき
ます。島の魅力など、いろいろ
教えてください！

長井紗莉菜（ながいさりな）
　はじめまして。球美中学校
にて学習支援を担当していま
す。前職では東京の IT ベン
チャー企業でライターや編集
のお仕事をしていました。 見
かけた際はお気軽にお声がけ
ください！

戸ヶ里順子（とがりじゅんこ）
　英会話講師として名古屋で
働いておりました。久米島西
中学校で、生徒たちの学習サ
ポートと、グローバル人材の
育成に取り組んでいきたいで
す。猫が大好きで猫2匹と一
緒に移住しました。　

黒木恭子（くろききょうこ）
　愛知県名古屋市出身です。
久米島の海でサンゴが元気に
生育できるよう全力を尽くし
たいと思います。

上山亜紗実（かみやまあさみ）
　神奈川県の川崎市出身です。
神奈川県外に住むのが初めてな
ので、久米島での生活をとても
楽しみにしています。
　島の行事やイベントに積極的
に参加していきたいです。

大竹太平（おおたけたいへい）
　前年は島外留学生の寮の
ハウスマスターをしており、
4月より新しく、島ぐらしコ
ンシェルジュとなりました！
　埼玉県北本市という所から
やってきました。趣味はsup
です。

矢島守人（やじまもりと）
　大阪から久米島に移住して
参りました。
　皆様のお力をお借りしなが
ら、住まいのコンシェルジュ
として力を発揮できたらと考
えています。
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　島に来てはや3年目、塾長になって2年目を
迎えます。 本年度も地域の皆様のお力添え、
ご意見を賜り、 一人でも多くの生徒の夢が実
現するよう努力していきたいと思います。

　丁寧に英語文法の個別指導を
行っていきます。仕事の先輩方が
卒業してしまったので、脱ぬるま
湯をして、成長する姿を生徒に見
せていきたいと思います。 

　2 年目を迎え、令和を
久米島で迎えられること
に感謝し、久米島高校の
生徒と共に、成長・飛躍
して参りたいと思いま
す。今後ともご指導のほ
ど宜しくお願いします。 

　海と島とフィリピンが大好き
な穐場です。生徒と進路や人生
について話すのが楽しみです。
言語が好きなので、うちなーぐ
ちを覚えたいです。 

　学習センターのスタッフとして働くことになりま
した森山絵美子です。愛知県出身です。日々の勉強、
進路相談など精一杯サポートしていきます。 

新任

離島留学入寮式 
　4月7日、久米島町地域支援交流学習センター

「じんぶん館」にて、4月から久米島高校に入学
する離島留学6期生の入寮式を行いました。まだ
まだ緊張した面持ちの留学生たちに、現寮長の丸
山和馬さんは『地域のボランティアなどにも積極
的に参加してみて、自分が楽しいと思えることを
探してみてください』とエールを送りました。今
年度の離島留学生は全部で13名。寮で生活する
生徒以外に、里親家庭から通学をする生徒が3名
在籍しています。 （自己紹介を20ページに掲載）

塾長 新井 直樹 

☎ 070-3802-2739　　E-Mail：kumejuku@gmail.com
フェイスブックも更新中　「久米島学習センター」で検索！
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久米島学習センター通信
全国有数の高校生向け町営塾が久米島高校生と共に成長していく様子をお伝えする記事です。 
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勉強に関するご質問など、お気軽にお問い合わせください！
スタッフが丁寧にお答えします！

お問い合わせ
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