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	 	 	 	 	 	 	        	 	 	  	 	 	 	   Yoshito Taira 

 
 
 

 



海外ショートステイ・プログラム（SAP）オンライン交流内容

日程：２０２２年３月

日 時 場所

15:00　集合 那覇高校　

15:30　出発 那覇高校

17:00　着 ザ・ブセナテラス

18:30　夕食 レストラン

7:00~8:00   　朝食 ラ・ティーダ

11:00～12:00 万国津梁館 イオラニ・スクールとのオンライン交流

13:00～14:00 昼食 カフエテラス

15:00 ブセナテラス 出発

17:00 那覇高校着

新垣　武輝 荻堂　祐介 平良　吉志登

米田　妃利 又吉　真音

引率教師 2 垣花　康夫 Nicholas Jolliffe

同窓会 2 宮里   博史 與儀　幸英

同窓会事務所

①リーダー 新垣　武輝

②交流内容について　 全　員

③交流内容を分担する 全　員

④ Iolani schoolとのメー交換者 平良　吉志登

交流内容

担当者

自己紹介 各　自

相互の学校について 歴史、在籍、制服、校時分け 米田　妃利

学校の様子について 授業の進め方、クラス編成、宿題、タブレットの活用 米田　妃利

両国について 新型コロナの感染状況、観光業の様子 新垣　武輝

首里城焼失 写真、首里城北殿で那覇高の前身である二中は開校した。 平良　吉志登

万国津梁館 G8サミット会場、会場図 平良　吉志登

マスク着用について 新型コロナ禍でのマスク着用率 新垣　武輝

ワクチン接種について ワクチンの接種率と接種に対する問題の有無 新垣　武輝

当日

担当者

ネット交流会場 ビジネスルーム

意見交換 COVID-19禍における観光業への影響

1 失った事　 又吉　真音

2 変化した事 荻堂　祐介

3 新たに生まれた事 又吉　真音

4 COVID-19禍で世の中がどの様に変化したか？ 荻堂　祐介

5 若い世代が今後どうあるべきか？ 全　員

１２月９日(木）

16:00～17:00

１２月４日(土）

10:00~12:15

第３回メール交換

３月上旬

相互の質問内容を

事前に交換する

第１回メール交換

１月中旬

第２回メール交換

２月中旬

内      容

内　　容

参加者

那覇高校生 5

オンライン交流の準備

食後：オンライン交流の準備

食後：オンライン交流の準備

解散

３月１１日(金）

３月１２日(土）

面接　 同窓会館 被面接者１０人から５人を決定

オンライン交流者５人

備考

オリエンテーション
年内で決める



Alternative plan of SAP
Schedule:March in 2022 (Japan Time)

date time place notes

15:00   assembly Naha High School

Mar.11(Fri.) 15:30  departure Naha High School

17:00  arrival Busena terrace preparation for online interaction

18:30  dinner Restaurant after dinner(preparation for online interaction)

7:00~8:00  Breakfast La tieda after breakfast(preparation for online interaction)

Mar.12(Sat.) 11:00 12:00 Bankoku Shinryoukan an online interaction with Iolani School

13:00 14:00 Lunch Caféterass

15:00 leave Busena

17:00 arrive at  School dismissal

Ibuki Arakaki Yusuke Ogidou Yoshito Taira

Kiri Yoneda Maron Matayoshi

teachers 2 Yasuo Kakihana Nicholas Jolliffe

jaogaku staffs 2 Hiroshi Miyazato Yukihide Yogi

Ibuki Arakaki male Leader

Yusuke Ogidou male Vice leader

Yoshito Taira male Interchanger

Kiri Yoneda femail Member

Maron Matayoshi femail Member

Contents
Presentation notes

self introduction 5 students 

each other's school history, school uniform, enrollment, school rules

school life syllabus and curriculum, class composition, use of tablet, homework

both countries state of COVID -19, tourism

burned down castle predecessor of Naha H.S. , Ni-chu, opened in the north shrine of Shuri Castle

Bankoku Shinryoukan site of  G8 summit in 2000, illustration of the site

wearing masks rate of mask-wearing under the COVID-19

vaccination rate of vaccination, any troubles with vaccination

On That day

Room Business Room

Exchange of views Impact of COVID-19 on tourism

1 things that have been lost

2 things that have been transformed

3 things that have been newly created

4 After COVID-19, how did our lifestyle change?

5 How should younger generations be in the future ?

participants

students 5

1st exchange
of e-mail
in mid-Jan.

2nd exchange
of e-mail
in mid-Feb.

3rd exchange
of e-mail
in biginning
of Mar.


