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ハタチの一歩 Instagramへの投稿 （マカオ）

【コメント】
ハタチの一歩、という海外体験のプロジェクトで#マカオ に行ってきま
した！！！ ハタチの一歩とは、これまで海外渡航経験がない20歳の
若者200名に対し、 代金0円で東アジア、東南アジアなど10カ所の
方面での 海外体験を提供するプロジェクトです。詳細はこちらのURL
をご覧ください。https://mottokaigai.jp/event/hatachi/ 来年
からは、もしかしたらヨッローパ方面も追加されるみたいです！僕と同じ
世代の人は申し込みが厳しいですが、弟や妹、友達に当てはまりそう
な子がいると思った方は、ぜひこのプロジェクトを教えてあげてください！

5日間、とにかくマカオを楽しみ尽くしました。マカオの街並みは西洋の
影響が残り彩色豊かでめちゃ映えました。また、至るところに教会があっ
て、歴史を感じました。食事もマカオ・ボルトガル料理をたらふく堪能で
きて嬉しかったです。そして、マカオと言えば、カジノと統合型リゾート
（IR）。カジノは明るい場所で自由に行われており意外でした。IRは
建物の壮大さに、ただ圧倒されました。出口が見つからず迷子になって
大変でした笑。

今日はここまで！また、気が向いたら1日ごとのハイライトを、この垢か
hiro_hataichで挙げるかもです。

最後になりますが、こんな素敵な海外体験を提供してくださった、協力
団体の皆様には感謝しきれません。また、旅行の準備をサポートしてく
ださった阿部さん、マカオの魅力を惜しみなくレクチャーしてくださり最後
まで支えてくださった市村さん、小林さん。その他現地でお世話になった
方々、本当にありがとうございました。そしてそして、一緒にマカオ旅をし
た僕を含めた16名のみんな本当にありがとう！！！みんな面白くて本
当に5日間楽しかったです。また、海外一緒に行けたら僕は嬉しいで
す！！！ありがとうございました。

＃ハタチの一歩#マカオ #旅終了#若者のアウトバウンド活性化#
楽しい旅でした#毎日ワクワクが止まらなかった#連続投稿に付き合っ
ていただいた皆さん#ご協力ありがとうございました。



ハタチの一歩 Instagramへの投稿（コタキナバル）

【コメント】

2泊4日でまわるにはもったいないほど魅力に溢れ
たボルネオ島
食事、民族舞踊、山、動植物、海…
何者にも変え難い体験がたくさんできました

そして自分たち以外の日本人にほとんど会わな
かったことから、まだこの魅力が日本人にあまり知ら
れていないよう…
どうかこのボルネオ島の魅力が多くの人に伝わりま
すように
まずは、一歩踏み出してみなければ何も分からな
い…この旅行を通して、何事にも挑戦する勇気を
学びました

最後に、この旅行を企画してくださった観光庁や
日本旅行業協会の方々をはじめ、協賛してくだ
さったマレーシア航空や成田空港、日本旅行の
方々、並びにマレーシア政府観光局やサバ州政
府観光局の方々、そして添乗員さんやガイドさん、
一緒に参加した8人など、携わってくださった全て
の方々に心から感謝いたします。
Terima Kasih ！



ハタチの一歩 Instagramへの投稿（コタキナバル）

【コメント】
ルスン族の村で魚の餌付け体験をしていたと
きに、魚に手を吸われる楽しい餌付け方法を
教えてくれたおばあちゃん。
・
私はマレー語も英語もほとんど喋れず、村の
人とはほぼジェスチャーと笑顔での会話でした
（笑）だけど言葉が通じないと分かっていて
も、村の皆さんがマレー語で "話しかけてくれ
る" という姿は不思議と温かった☺�
・
お互い言語を超えて、交流ができたことにとて
も感動しました まずは「心が大事」と、この
経験から自信をもっていうことができるな！
・
Terima kasih Nenek!
・
#マレーシア政府観光局
#サバ州政府観光局
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ハタチの一歩 Instagramへの投稿（コタキナバル）

【コメント】

サバ大学の学生さんと交流！
とっても優しくて、速攻で日本語覚えて
話してくれたりほんとに温かった。
英語で交流すること、高校時代を思い
出しながら精一杯取り組めた！とっても
楽しかったけど、もっともっと話したかった
な。
でも、そう思える気持ちがきっと大切、
まさに一歩なんだと思う！
またどこかで会えますように！
・
Thank you for students of 
sabah university!! I was glad 
to meet to guys! See you 
again
・
Terima kasih~



ハタチの一歩 Instagramへの投稿（ペナン）

【コメント】
ハタチの一歩、本当にいい経験でした。
初めての海外は新鮮そのもので、ネットやテレビで
見るだけでは感じられないことが沢山。
現地の人々とのコミュニケーション、日本と違った景
色や匂い、食文化等々、本当に新鮮なものばか
りでした。

熱帯の農場や、現地の大学、日本領事館、ホー
ムステイと普通の旅行では経験できないことも沢
山ありました。
必ず自分の将来に繋がると思うし、このプロジェク
トで今後の自分の将来の指針も少し固まりました。

このハタチの一歩で、このペナンをこのメンバーで回
れて本当によかったです。関わってくださったすべて
の方々、プロジェクトを影で支えてくださった方々、
本当にありがとうございました。

#ハタチの一歩 #マレーシア #ペナン



ハタチの一歩 Instagramへの投稿（ペナン）

【コメント】
いろんな文化が融合するペナン。
モスクと教会が1つの通りで見れたり、
マレー料理のほかに違う国の料理があったり。
1週間では足りひん盛りだくさんなところやっ
た。
.
メンバーもガイドさんもホームステイのお母さ
んも、個性的でいい人たちばっか。
ずっと笑いっぱなしやったし楽しかったな。
.
ほんまに参加できてよかった。
はじめての海外おしまい
.
#ハタチの一歩 # #マレーシア #ペナン
島 #ジョージタウン
#また8人で紅園行きたい #もう踊りませ
ん #やっぱり言っとこ
#えぐみちゃん



ハタチの一歩 Instagramへの投稿（グアム）

太平洋戦争博物館
．
グアムの歴史について学びました。
初めてグアム(アメリカ)視点で戦争のお話を聞
きました。今までは日本の視点しか聞いてこな
かったけど、また少し戦争について見方が変わり
ました。上手くは言えないけど、今日初めて抱い
たこの気持ちを後世に伝えていきたいなと率直
に思います。
．
恋人岬
．
海がきれくて素晴らしかったーーーー！最初は
鬼畜ゲーやと思ってたけど、意外と楽しかったし、
展望台へ無料で入らせていただいて本当に感
謝  ♀ 幸せになれますように！
．
ハタチの一歩のみんなでハタチの一歩ポーズ

(ちなみに本日初めて知ったポーズでした)

【コメント】



ハタチの一歩 Instagramへの投稿（グアム）

今回 #ハタチの一歩 というプロジェクトで5日間グアム に行ってきました。
.
大学の先生からこの話を聞いた時に、絶対応募する！！！って直感で思って、じっくり志望理
由考えて応募しました。
.
でも正直 はじめましての人たちと旅行に行くってなかなか厳しいし 仲良くなれるか不安だし 初め
ての海外だし…って応募したあと不安しかなかったです(笑)
.
出発までに2回研修あったんだけど、プログラムの内容がとてもわくわくしたし そして 可愛い子が
いっぱい！！！おじさんなあたしにとってめちゃ幸せでした(笑)ほんまにみんな可愛い！！！2回
目の研修のあとはご飯行けて仲良くなれて少し安心☺�
この時からバイバイするのさみしかったなあ。
.
5日間通して。
こんなにも楽しくて笑って幸せで初めてを沢山経験するなんて出発前は思ってもいなかったです。
睡眠時間がどれだけ短くても 朝の集合時間が早くても 全然余裕なくらい楽しかった。普通の旅
行では体験できないことを沢山体験しました。日本総領事館の方のお話を聞くとか一生体験で
きない。
このプロジェクトだからこその出会いが沢山ありました。36人みんないろんな生き方をしていて 考
え方を持っていて 刺激をたくさん受けました。このプロジェクトのグアムコースじゃなかったら みんな
に出会えてないって考えたら 運命的な出会いなんだなあって思います。
この繋がりは一生続けていきたいし みんなと繋がっていたいです。てか繋がります！(笑)
.
今回このような機会をいただいて 本当に感謝しかないです。
これからの日本を担う若者の為にプロジェクトを発足させた ということに本当に感動しました。あた
しも社会人になって 下の世代の子たちのことを考えて行動できる大人になりたいなって思いまし
た。
.
今回の経験はこれからの人生で1番の思い出であり忘れません。
.
次年度もこのプロジェクトは続けていくようなので、まだ海外旅行したことのない下の子たちで興味
のある子は応募してみてほしい！！！留学したり旅行で行く海外とは感じ方が違うと思います。
本当にオススメです。
.
何回「ありがとうございます」って言っても伝わりきらないくらい 感謝しかないです。JATAの薦田さ
ん、JTBの桂さん(先生)、グアム政府観光局の金子さん、t'wayの伊藤さん、他にもさまざまな
方にお世話になりました。本当にありがとうございました。
そして グアム組のみんな。
5日間 本当にありがとう！！！！

【コメント】



ハタチの一歩 Instagramへの投稿（グアム）

Guam 大余韻 ひたひた ！！
．
出発する前までは正直ファン感や従感の方が行きたくて本当にGuamに
行く価値があるのかな？なんて思ってました。でもGuam行って本当によ
かった！Guamのことについて多方面のことを知れたし勉強も出来た。そ
して私自身がなにが足りてないのかというのもしっかりと分かった。幼稚園
教諭になりたくてグアムの絵画や日常に触れて教材に使えそう！って思っ
たことが山ほどあって、、結論たくさん吸収できた！本当に行ってよかった。
視野が広がった感じがする。
．
でもやっぱ1番は偶然集められた36人のみんなが一生の宝物になりまし
た。400名グアムに行きたいという人がいる中で36名です。倍率でいうと
約10倍かな？すごい確率で私たちは出会ったのね。私は絶対仲良くな
れん思ってたのに最後の方は離れたくなくて寂しかった～（ ; ; ）20歳
になってそんな仲間と出会えるのがすごく幸せものです。
こんな何も無いただの私をグアム方面に選んで下さってありがとうございま
す。感謝してもしきれません。一歩、一歩、一歩ずつ、これからの人生を
歩んで行きたいです。そしてこれからの子どもたちに繋げていきたい！！
何が起こるかわからないけど、少し自信が持てるようになったかな？何が
あっても今なら乗り越えられそう( ¨ )̮
．
様々な大人の方がたくさん考えて発案してくださった#ハタチの一歩 来年
再来年も続きます。この企画に該当する方、行って損することなんてこ
れっぽっちもありません！私たちが保証します！だから安心して海外へと
羽ばたいてください。まじでこれは参加して欲しい！！！
．
この写真は #favoritepicture でございます

【コメント】



ハタチの一歩 Instagramへの投稿（グアム）

グアム大学でお勉強の日
.
1日だけ大学生してきた！！
大学の規模がでかすぎる。自然が多く広がって
て、すごく勉強しやすい環境やな～っていうのが
感想
.
英語の授業は不安でしかなかったけど、みんな
で歌歌ったり、マシュマロチャレンジしたり、楽しい
プログラムばっかり！！
.
そして、日本領事館の方からお話を伺いました。
私達は絶対に戦争のことを忘れてはいけない。
そう強く思いました。
ほんとに貴重な経験やったなぁぁ

【コメント】



ハタチの一歩 Instagramへの投稿（ベトナム）

【コメント】

大学や目標も違うからこそ、お互いに刺激となって良い影響を
与え合っていたと思います。考え方が面白かったから、またみんな
で話し合って飲みに行ってお話ししたいです。ビールが飲めるのが
ハタチの良いいところですね。

とりあえず、まずは行動してみて良かったなという感じです。
ベトナムのハタチも、「人生一度きり！」といって勉強していました。
やりたいことはやるべきです。行動すれば得られるものがあります。
若いうちだからという理由をつければ何でもできます。なんなら、
人生は一度きりという理由をつければ本当に何でもできます。
躊躇せずにやって良いと思います。
自分で作った枠組みに、囚われず、飛び出して行って良いと思
います。

私もやりたいことが少しずつ、何となく見えてきたので、たくさん迷
いながらも、社会全体の向上への貢献と自己実現をしていけた
らいいなと思います。

5日間、本当に楽しかったです！
ありがとうございました！



ハタチの一歩 Instagramへの投稿（ベトナム）

【コメント】

3日目の午後に訪れたのは、ダナンの南方に位
置する世界文化遺産、ホイアン。16世紀末か
ら日本、中国、オランダ、ポルトガルとの交易が
あり、これらの国々の後が混在しています。中
国建築の寺院等、多くの歴史建造物の見学
は非常に刺激になりました。様々な国の特色が
織り交ざった異国情緒あふれる街並みは、日
本では見られない独特な景観でした。

日が暮れると、まち全体がライトアップされて幻
想的な雰囲気に！色彩豊かなランタンが観光
客を魅了し、非日常感が漂います。数多くのお
店が並んでおり、種類豊富なベトナム雑貨は
見ていて飽きません。
ホイアンでの体験は忘れられないものになりまし
た。



#虹の村 #老兵
引率者無しでは1日にこんなに廻ること出来なかっただろうな

ハタチの一歩 Instagramへの投稿 （釜山・ソウル）

【コメント】
仏国寺・石窟庵
世界文化遺産なんて見られる機会なかなかないから
貴重な経験。
建物は色鮮やか
#ハタチの一歩 #仏国寺 #石窟庵

弘大の行きたかったとこに連れて行って貰えてめっ
ちゃ嬉しすぎた！！！映えだった！！！ 
 
結局最後まで体調悪くて皆に迷惑かけまくってて本
当ごめんなさいありがとう(；8；) 
 
私達のために色々してくれた大人の方々も本当にあ
りがとうございました！！！！とっても良い経験に
なりました！！！！ 
 
皆で行けて良かった！！楽しかった～～！！！ 
 
정말로감사합니다  �
 
#ソウル #弘大 #스타티스뮤지엄 #勤政門 #益善洞 #ハ
タチの一歩





 
 

資料 3-2 

若者のアウトバウンド推進実行会議用資料 

2020 年 2 月 3 日 
一般社団法人日本旅行業協会 

ハタチの一歩 2019 年度実績 及び 2020 年度概要に関して 

2019 年度実績 

 
※「香港」は昨今の情勢を踏まえて、2 月への延期を決定。 
※公式 HP の PV は Landing Page のみ訪問が 76,336PV あり、総計 PV は 119,598PV。 
 
実施スケジュール 
2019 年 4 月～5 月  応募受付（公式 HP） 
2019 年 6 月    選考会（協賛団体+JATA 事務局） 
2019 年 7 月    当選通知 
2019 年 7 月～10 月  事前研修・説明会開催（協賛団体+JATA 事務局） 
2019 年 11 月～12 月 ツアー実施 
 
広報・PR 活動 
(1)新聞広告   朝日新聞全面カラー広告、同ポスター作成・学校配付（約 200 校） 
(2)JAFSA 会員 DM A4 チラシ作成・学校配付（約 200 校） 
(3)デジタル広告  インスタグラム、フェイスブックでのバナー広告、グーグルでのリスティング広告 
(4)協賛団体による告知 各団体の公式 HP での告知 
(5)その他  「公募ガイド ON LINE」、「マジ部（リクルートライフスタイル）」での告知 
 
参加者の声 

 このプロジェクトを実行してくださった方々を見ても、とてもお仕事の関係性もいきいきとして楽しそうで、だからこんな素敵な
プロジェクトが成功したのだろうなと思いました。私もあんな風な関係性の中働けたらいいなと思いました。 

 日本領事館の方からグアムの歴史や戦争のことを教わった。私達は絶対に戦争のことを忘れてはいけない。そう強く思い
ました。今までは日本の視点しか聞いてこなかったけど、また少し戦争について見方が変わりました。上手くは言えないけど、
今日初めて抱いたこの気持ちを後世に伝えていきたいなと率直に思います。 

No 出発日 実施エリア 国際線空港 参加人数 当選者数 募集定員 応募者数 公式HP PV数 旅行会社 観光局 航空会社
1 11月4日 マカオ 成田 16名 18名 20名 239名 4,381pv HIS マカオ政府観光局 キャセイパシフィック航空
2 11月4日 韓国（釜山・ソウル） 成田 16名 18名 20名 118名 2,230pv 東武トップツアーズ 韓国観光公社 大韓航空
3 11月4日 韓国（ソウル） 成田 15名 18名 20名 112名 3,059pv 阪急交通社 韓国観光公社 アシアナ航空
4 11月8日 中国（杭州・上海） 成田 17名 18名 20名 82名 2,688pv ANAセールス 中国駐東京観光代表処 全日本空輸
5 11月11日 マレーシア（コタキナバル） 成田 9名 10名 10名 169名 3,067pv 日本旅行 マレーシア政府観光局 マレーシア航空
6 11月14日 マレーシア（ペナン） 関空 8名 10名 10名 159名 2,918pv 日本旅行 マレーシア政府観光局 エアアジア
7 11月20日 グアム 関空 36名 40名 40名 449名 5,554pv JTB グアム政府観光局 ティーウェイ航空
8 11月25日 ベトナム（ダナン・ホイアン） 成田 8名 10名 10名 133名 3,486pv 近畿日本ツーリスト ダナン市 ベトナム航空
9 11月25日 タイ（バンコク） 成田 19名 20名 20名 233名 3,184pv HIS タイ国政府観光庁 タイ国際航空
10 12月3日 フィリピン（セブ） 成田 10名 10名 10名 370名 3,932pv 農協観光 フィリピン観光省 フィリピン航空
11 12月12日 台湾（高雄・台北） 成田 18名 20名 20名 175名 3,145pv ジャルパック 台湾観光局 日本航空
12 2月13日 香港 中部 20名 20名 20名 188名 5,618pv 名鉄観光 香港政府観光局 キャセイパシフィック航空

192名 212名 220名 2,427名 43,262pv合計



 
 

 
 

 今回このような機会をいただいて 本当に感謝しかないです。これからの日本を担う若者の為にプロジェクトを発足させた 
ということに本当に感動しました。社会人になって下の世代の子たちのことを考えて行動できる大人になりたいと思いました。 

 
添乗員の声 

 参加者となぜ今まで海外に行かなかったのか話していると、「海外へ行く一歩が踏み出せなかった」と言う参加者が非常に
多く感じました。若者の海外旅行離れが懸念されている昨今、海外に行く勇気のない若者の後押しとなるとても良いプロ
グラムであると感じました。 

 参加者より話を聞いていると、特に現地大学生と触れ合えたのが良かった、英語に興味がなかったが学びたくなった、との
感想が多数ございました。異文化交流が心に響いたのではないかと感じました。 

 
帰国後報告会 
日時： 2020 年 3 月 19 日（木）16:00～19:00 
場所： 羽田空港国際線ターミナル TIAT SKYHALL 
内容： ツアー参加者によるプレゼンをメインとしたカクテル・レセプションパーティー。 

各協賛団体、観光庁、メディアを招待、総勢 250 名程度を想定。 
 
調査報告書 
公式 HP でのエントリーシート、出発前アンケート及び帰国後アンケートを基にした調査報告書を作成中。2 月下旬を目途に 
完成予定、協賛団体へ納品予定。 
 
 
2020 年度実施概要 
2019 年度実施方面の継続を軸に、サイパン、ミャンマー、欧米方面の協賛を得るべく調整中。 
前述、3/19 の帰国後報告会の場で、正式に発表を予定。実施規模は 250 名程度を想定。 
 
実施スケジュール 
2020 年 4 月～5 月  応募受付（公式 HP） 
2020 年 6 月    選考会（協賛団体+JATA 事務局） 
2020 年 7 月    当選通知 
2020 年 8 月～9 月  事前研修・説明会開催（協賛団体+JATA 事務局） 
2020 年 10 月～12 月 ツアー実施 
 
広報・PR 活動 
2019 年度参加者アンケートから、デジタル広告に特化して実施予定。 
インスタグラム、フェイスブック、ツイッターでのバナー広告、グーグルでのリスティング広告、PR 動画（観光庁作成）を予定。 

 
以上 
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グアム「ハタチの一歩」同行リポート

6割の若者に
海外旅行の働きかけを
　「ハタチの一歩〜20歳　初めての海外
体験プロジェクト〜」は、これまで海外
旅行に縁のなかった20歳の若者約200名
を無料で海外旅行に招待し、その魅力を
体感してもらおうというもの。コースは、
グアムや東南アジア、東アジアの全12
コース。延期となった香港以外の11コー
スが11月〜12月に催行され、香港に参加
予定だった20名を除く合計172名の若者
が人生初の海外旅行を体験した。
　「ハタチの一歩」プロジェクトの狙いに
ついて、JATAの権田昌一海外旅行推進
部長は、「若者のうち旅行好きで放ってお
いても海外に行く者が２割、何があって
も行かない者が２割。残りは海外旅行に
関心はあるが、きっかけをつかめない者
たちだ。この６割の若者を海外旅行に連
れ出すきっかけを作っていくことが大切
だと考えている」と説明する。果たして
狙い通りの効果が得られるのだろうか。

期待に応える
若者たちの能力
　12コース中で希望者数が最多だったグ
アムコースに同行取材し、旅行業界の期
待に十分応えられる印象を受けた。理由
の第一は、参加した若者たちの海外旅行
体験に対する吸収力や理解力の高さだ。
また現在のハタチの若者たちは、参加者
同士で楽しく時間を共有し、なおかつそ
の結果を発信する能力が高いことも理由
だ。参加者は「単に無料の海外旅行目当
ての若者たち」ではなく、海外旅行の意
味や楽しさを伝える、いわば「海外旅行
のPR大使」としてふさわしい参加者たち
だった。

　楽しむ能力と発信力の高さという点で
例を挙げれば、象徴的なのは体験をビ
ジュアルに楽しみ伝える能力だ。グアム
は「♯インスタグアム」プロモーション
を展開しており、複数のインスタスポッ
トを訪問した。参加者はどのスポットで
も仲間同士ですぐに写真映えするポーズ
と構図を決めて撮影し、十分楽しむと同
時に、グアムが持つビジュアルな魅力を
SNS経由でダイレクトに発信する能力の
高さはスマホ世代ならではのものだ。

海外旅行が持つ
国際交流の力も再認識
　海外旅行という体験を自分の中に取り
込み、消化する点においても、能力の高
さを認識させられた。「ハタチの一歩」で
は、各コースとも観光庁及び外務省の協
力を得て大使館や領事館を訪れたり、在
外公館の職員の話を聞く機会を設けてい
る。グアムでは副領事が講演を行い、日
本とグアムのかかわりについて、戦争中
の出来事を含めて真正面から語った。「綺
麗なビーチを歩いていると信じられない
が、ここで実際に75年前までは激戦が繰
り広げられ多くの犠牲者が出た。祖父母
世代の尊い犠牲の上に今のグアムがあ
り、悲惨な過去にもかかわらずこれだけ
親日の島になっている事実から何を学ぶ

若者の海外旅行離れが課題視されるなか、有効な具体策を打ち出せずに来た旅行業界
だったが、光明を見出せるプロジェクトが始まった。JATAと観光庁がタッグを組んで 
今年からスタートした「ハタチの一歩」がそれだ。この取り組みが、課題解消へ向けた 
初めの一歩となることが期待される。

若者の海旅離れ対策に旅行業界が“初めの一歩”
「ハタチの一歩」プロジェクトが示した可能性

べきか考えてほしかった」という思いを、
若者に語り掛けた長谷川一城副領事の話
は参加者に理解された。ビーチリゾート
を期待して参加した若者たちに、真意が
伝わるのだろうかという心配は杞憂だっ
た。
　質疑応答では若者から質問が相次ぎ、
長谷川副領事が「米国がグアムを統治し
ていることに対する地元住民の感情につ
いての質問など積極的な問題意識に感心
した」と驚くほどだった。ある女性参加
者は「一般の旅行者が、戦争時の体験を
グアムの人たちから直接聞ける機会はあ
りますか」と尋ね、副領事は「旅行者が
戦争体験世代の高齢者に会える機会は少
ないが、お年寄を見かけたら思い切って
声をかけみてもいいのでは。迷惑がられ
ることはないと断言する。むしろ思いを
寄せてくれたことを嬉しく思ってくれる
はずだ」と答えた。

　かなり大胆な回答だが長谷川副領事は
その真意について「グアムの人々の寛容
さに日本人が応えるとすれば、それは思
いを寄せて話を聞き、それを語り継いで
いくことではないか。机上の空論でなく
私も多くの生存者や遺族と直接言葉を交
わして、そのような気持ちに至っている。
そういう背景からある程度の確信をもっ
て回答した」と説明する。
　参加者と副領事のこうしたやり取り自
体が、若者の吸収力や理解力の高さを示
している。前日に訪れた「太平洋戦争記
念館」でも、戦争当時のグアムに関する
ビデオを全員で視聴。

　同行したJATAの薦田祥司海外旅行推
進部副部長は「参加者の３分の１ほどが
メモを取りながら熱心に視聴していたの
が印象的だった」と振り返る。また「よ
り多くの若者に海外旅行をしてもらうの
がプロジェクトの第一義的な目的だが、
国際交流の意義や価値に触れる機会とし
ても有効だと改めて認識できた。素晴ら
しい講演をしてくれた長谷川副領事と、
それを受け止めた参加者に感謝したい」
とも言う。

幅広い影響力につながる
参加者の多様さ
　グアムコースの場合、449名の応募者の
中から36名を選んだ。選考は、エントリー
シートに記入された海外旅行への思いを
重視したという。学生応募者が多かった
ため、結果的に参加者構成も大学生中心
だったが、選考は学歴や肩書には関係な
く行われ、さまざまな二十歳が海外旅行
を初体験。グアムの場合も、８割は大学
生・専門学校生だったが、会社員や公務

員、就活中の者など多様な若者が参加し
た。多様なバックグラウンドを持つ若者
に海外旅行初体験の機会を提供できるの
は、海外旅行業界にとって貴重なチャン
スだ。
　それでも当初、業界内からは否定的な
意見も聞こえてきた。「若者はタダで海
外旅行に行けてラッキーと感じてそれで
終わり」という懸念もあった。しかし第
１回目の実施を間近に見た多くの関係者
がプロジェクトの成果に期待できたので
はないか。「一般の若者を連れて行くく
らいなら、パワーブロガーやインフルエ
ンサーの方が効果的」という声も上がっ
ていたが、そうだろうか。インフルエン
サーが海外旅行促進に欠かせぬ存在であ
ることを疑わないが、それとこれとは別
物だ。デジタルネイティブ世代は、経済
的なインセンティブが前提となる情報発
信と、たとえば「ハタチの一歩」の参加
者が掛け値なしの感動や喜びを基に行う
情報発信を混同しないはずで、両方の情
報の価値を認めつつ、冷静に分別するは
ずだ。

グアム政観の
全面的バックアップで実施
　日本側の求めに応じた現地観光局や観
光産業関係者、本邦の出先機関は、それ
ぞれ次代を担う若者を十分にリスペクト
して汗をかいた。たとえばグアムコー
スはグアム政府観光局（GVB）の全面的
バックアップで実施された。現地行程・
プログラムはすべてGVBが考案し、前出
のグアム副領事のレクチャーやグアム大
学体験入学など通常のツアーでは体験で
きないプログラムが用意された。到着日
のウェルカムレセプションでは日本政府
の関泉総領事が「大変よく練られたプロ
グラムで、私は参加者が羨ましいくらい」
と挨拶したほどだ。

　そのウェルカムレセプションはGVB
がグアムミュージアムを貸し切って主催
したもので、GVB局長が挨拶するなど多
くの幹部が出席。会場ではチャモロダン
スも披露され、若者たちが一緒に踊るな
ど、楽しい雰囲気を盛り上げた。グアム
は日本人にとって、もっとも身近なアメ
リカであり、若者やファミリー層と中心
に高い人気を誇る。海外旅行の目的地と
して長年トップ10をキープし19年も前年
を大きく上回る来島者があり、今後の日
本人旅行者の増加に期待できる。日本の
海外旅行業界にとっても、「ハタチの一
歩」のような将来を見つめたプロジェク

トにGVBの全面協力が得られたことは
心強い限りだ。
　参加した若者たちは海外旅行業や国際
交流に係る大人たちの思いをきちんと受
け止めていた。GVBは「人生初の海外旅
行にグアムを訪れた」事実を示すGVB
プレジデント及びバイスプレジデントの
署名入り認定証も用意したが、認定証を
フェアウェルパーティーの場で渡すか否
かGVB側が迷う場面があった。立派な
額縁入りで重くかさばる認定証をパー
ティーの場で渡しても、お荷物使いされ
てしまい２次会の間に紛失してしまわな
いか心配したからだ。ホテル帰着後に配
るという案も出た。結局、パーティー会
場で渡すことになったが、参加者たちは
認定証を大喜びで受け取り、皆が関係者
への感謝の言葉を口にし、宝物のように
大切にホテルまで持ち帰っている。

次年度以降は
対象方面も拡大へ
　少なくともグアムでの実施状況を見る
限り「ハタチの一歩」プロジェクトは大成
功だが、課題もある。全体の応募者が最終
的に2427名にとどまり、当初目標の１万
名を大きく割り込んでしまったこともそ
の一つだ。それほど若者に訴える海外旅
行の魅力が衰えてしまったことの方が問
題と思えるが、JATAの薦田副部長は「そ
れにしても応募が5000名に届かなかった
のは残念。次年度はプロモーションの設
計から考え直し、デジタル広告を強化す
るなど対策を施したい」としている。
　「ハタチの一歩」プロジェクトは3年度
目までの実施が決まっており、次年度以
降はアメリカやヨーロッパなどにも対象
方面を広げる計画だ。関係者全員が初回
の熱意を持って同等の旅行実施を継続し
ていくのは至難と思われるが、3回といわ
ずできるだけ長く継続して実施してほし
いものだ。その積み重ねが結局は、海外
旅行への関心を取り戻すための、遠くて
近い道なのではないか。

グアムコースには36名が参加

太平洋戦争記念館で真剣にビデオを視聴する参加者たち

日本とグアムの歴史を語った長谷川副領事

認定証に大喜びの参加者とJATA権田昌一海外旅行推進部長

認定証の説明をするGVB金子宗司日本代表

グアム大学では英語の授業を体験

グアムのインスタスポットは大好評
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