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　「留学生情報発信ツアー＆インターンシップ in 兵庫」は、兵庫県内に在住する様々な国籍の留学生達
が観光資源の体験や地域住民との交流を深め、各地域の魅力をSNSなどを通じて各々の母国語で情報
発信し地域創生を支援する事業です。

　5回目となる今回は兵庫県立大学等の7ヶ国・地域（ベトナム、台湾など）11名の留学生が参加しました。

　10月22日に予定していたオリエンテーションは台風のため中止になりましたが、後日個別に説明し、各
自での事前学習に変更となりました。
　10月29～30日にかけては生野町をメインに、朝来市や神崎郡を訪れ様々な体験を行いました。29日は
神子畑選鉱所跡を見学後、生野銀山坑道内を歩いたり銀細工体験をしたりしました。30日には兵庫県立
生野高校の1年生と交流し、学生たちからの質問についてそれぞれの母国の状況はどんなものか説明し
ました。
　11月3日の報告会では、2つのグループに分かれて朝来市からの課題解決に取り組み、生野銀山のア
イドル「銀山BOYZ」と俳優「志村 喬」の生家を記念した「志村喬記念館（甲社宅）」について外国人の視点
で見た新たな魅力や外国人の誘客策の提案を行いました。

　留学生たちは、「生野銀山で坑道を歩くのは初めての体験だった。」「高校生ともっと交流したかった。」
と生野町を満喫。様々な体験の魅力は、それぞれの母国語で投稿され、HIAのブログ「The Best of
Hyogo」等で魅力を発信し、さらにその情報を個人のFacebookなどのソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス（SNS）を通じて拡散しています。

ブログURL [http://www.discovery-hyogo.com]
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留学生を活用した地域創生（地方創生）の支援
「留学生情報発信ツアー＆インターンシップ in 兵庫」

平成29年10月22日～11月3日（合計4日間）

朝来市（生野町）、神崎郡、JICA関西、（公財）兵庫県国際交流協会

参加者数
外国人留学生 その他外国人 日本人学生 地域住民 スタッフ 大学関係者 来場者等

団体名 公益財団法人　兵庫県国際交流協会
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事業名

実施期間

場　　　所

83184

合計

生野銀山坑道内体験 

学校交流（生野高校） 成果報告会 



＜参加者からのコメント＞
エリックさん（カメルーン）/ Eric（Cameroon） グエンさん（ベトナム）/ Nguyen（Vietnam）

Discover Japan deep! Far from the noise of big
cities and the hyperactivity that rages there. To
believe that the locality of ASAGO made a stop in
the time in order to preserve its natural treasures.
It is in the prefecture of HYOGO and has unique
picturesque landscape; made of mountains
supporting a vast fir forest. The five main touristic
sites here are: Takeda Castle Ruins known as the
“ Castle in the Sky ” ; KOSHATAKU where the
famous Japanese actor, Takashi SHIMURA, was
born; the two different structural types of mines:
the Ikuno-chou silver mine which has been one of
the most important mine over centuries during the
Japanese imperial administration. You can enjoy
the souvenir shop, the museum, and long tunnel of
caves and galleries, like a labyrinth, inside the
mountains. They are full of wax dolls called "Ginzan
Boys" showing the activities of the miners during
that period. Far from it there is another bronze
mine, just as important, named Mikobata senkosho
mine which has different configuration of structure
made on stair-like floors. And finally, the
TONOMINE Plateau, where several film scenes
from here and Hollywood have been filmed, with its
lush greenery made of susuki, its mini-mountain
ranges and its steep slopes. It overlooks the city
and its access is on a titanic road lined with cliffs.
It's simply breathtaking!

It is absolutely a territory to visit and to register
in its guide of the Japanese traveller!

　
　　今回私は"The Best of Hyogo"というプログラム
に参加させていただきました。とても楽しくいい体験
ができたと思います。
　　朝来市へ行くのは初めてだったので、楽しみにし
ていることが沢山ありました、とくに私が兵庫県には
神戸や姫路以外何があるんだろうかと楽しみにしま
した。やはり兵庫県はきれいだなあと感じました。生
野銀山や砥峰高原、神子畑選鉱場跡などに行って
自然と触れあえてリフレッシュできました。海外から
来た友達が会えて色んなことについて聞かせても
らったから勉強になりました。二日間だけですが楽
しい時間を過ごすことができました。
　　また機会があれば参加したいと思います。
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