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鳩間島への道 
 

１．竹富町の交通 
 

やってみよう 『港と空港を書く』 

次の港と空港を、「交通地図」に書きいれよう 

 

網取港・船浮港・白浜港・船浦港・上原港・鳩間港・仲間港（大原地区）・ 

波照間港・黒島港・小浜港・竹富港・石垣港・波照間空港・石垣空港 

 

考えてみよう 

竹富町を上の港・空港から 1日に何便（1便とは出発して目的地につくまでをい

います）船や飛行機が 8 月の観光シーズンには出発していると思いますか。次の

中からえらんでみてください。 

① 約 60 便   ② 約 130 便   ③ 約 210 便 

 

えらびましたか。では次のページをみてください。竹富町では現在、全部で１

２種類の航路があります。その航路を１日あたりの便数を数えて、便数が多い順

に順位をつけましょう。 

 

航 路        便数        順位 

竹富港 ― 石垣港   （     ）便  （     ）位 

仲間港 ― 石垣港   （     ）便  （     ）位 

船浦港 ― 石垣港   （     ）便  （     ）位 

上原港 ― 石垣港   （     ）便  （     ）位 

黒島港 ― 石垣港   （     ）便  （     ）位 

小浜港 ― 石垣港   （     ）便  （     ）位 

波照間港 ― 石垣港   （     ）便  （     ）位 

鳩間港 ― 石垣港   （     ）便  （     ）位 

上原港 ― 鳩間港   （     ）便  （     ）位 

白浜港 ― 船浮港   （     ）便  （     ）位 

船浮港 ― 網取港   （     ）便  （     ）位 

波照間空港 ― 石垣空港  （     ）便  （     ）位 
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(1) 時刻表 

 

出発時間 出発地点 到着地点 所要時間 その他 

6:40 石垣 船浦 40分  

7:00 石垣 小浜 25分  

7:20 石垣 上原 40分  

7:30 船浦 石垣 40分  

 石垣 船浦 40分  

 石垣 竹富 10分  

7:35 小浜 石垣 25分  

7:45 竹富 石垣 10分  

7:50 石垣 黒島 25分  

7:55 石垣 小浜 25分  

8:00 石垣 大原 35分  

 石垣 黒島 25分  

 石垣 竹富 10分  

8:10 石垣 大原 35分  

 上原 石垣 40分  

8:15 船浮 白浜 10分  

 竹富 石垣 10分  

8:20 船浦 石垣 40分  

8:25 黒島 石垣 25分  

8:30 石垣 竹富 10分  

 石垣 大原 35分  

 石垣 船浦 40分  

 石垣 波照間 60分  
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出発時間 出発地点 到着地点 所要時間 その他 

 石垣 竹富 10分  

 石垣 上原 40分  

 小浜 石垣 25分  

8:35 白浜 船浮 10分  

 黒島 石垣 25分  

8:40 石垣 大原 35分  

8:45 竹富 石垣 10分  

 大原 石垣 35分  

 竹富 石垣 10分  

8:50 石垣 大原 45分 ジェット船 

8:55 大原 石垣 35分  

9:00 石垣 竹富 10分  

 石垣 船浦 40分  

 石垣 黒島 25分  

 石垣 竹富 10分  

 石垣 上原 40分  

9:10 石垣空港 波照間空港 25分 航空機 

 石垣 小浜 25分  

9:15 竹富 石垣 10分  

 大原 石垣 35分  

 竹富 石垣 10分  

9:20 船浦 石垣 40分  

 上原 石垣 40分  

9:25 大原 石垣 35分  

9:30 石垣 竹富 10分  
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出発時間 出発地点 到着地点 所要時間 その他 

 石垣 大原 35分  

 石垣 小浜 75分 火・木・土のみ運航

 石垣 大原 110分 月・水・金のみ運航

 石垣 鳩間 125分 火・木・土のみ運航

 石垣 竹富 10分  

9:40 黒島 石垣 25分  

 波照間 石垣 60分  

9:45 竹富 石垣 10分  

 竹富 石垣 10分  

 小浜 石垣 25分  

9:50 上原 石垣 40分  

9:55 波照間空港 石垣空港 20分 航空機 

10:00 石垣 竹富 10分  

 船浦 石垣 40分  

 石垣 船浦 40分  

 石垣 竹富 10分  

 石垣 大原 35分  

 石垣 黒島 25分  

10:15 竹富 石垣 10分  

 竹富 石垣 10分  

10:20 大原 石垣 35分  

10:30 石垣 竹富 10分  

 石垣 竹富 10分  

 石垣 上原 40分  

 石垣 小浜 25分  
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出発時間 出発地点 到着地点 所要時間 その他 

10:35 船浮 白浜 10分  

 黒島 石垣 25分  

10:45 竹富 石垣 10分  

 竹富 石垣 10分  

10:50 大原 石垣 35分  

10:55 白浜 船浮 10分  

11:00 石垣 竹富 10分  

 石垣 大原 35分  

 船浦 石垣 40分  

 石垣 船浦 40分  

 石垣 波照間 60分  

 石垣 竹富 10分  

11:10 小浜 石垣 25分  

11:15 竹富 石垣 10分  

 竹富 石垣 10分  

11:20 上原 石垣 40分  

11:30 石垣 竹富 10分  

 石垣 竹富 10分  

11:45 竹富 石垣 10分  

 小浜 石垣 75分 火・木・土のみ運航

 竹富 石垣 10分  

11:55 鳩間 上原 30分 火・木・土のみ運航

12:00 大原 石垣 35分 船浦便欠航時運航 

 船浦 石垣 40分  

 石垣 黒島 25分  
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出発時間 出発地点 到着地点 所要時間 その他 

 石垣 大原 35分  

12:20 石垣 小浜 25分  

12:30 石垣 竹富 10分  

 石垣 黒島 25分  

12:40 黒島 石垣 25分 不定期で竹富経由 

 石垣 上原 40分  

12:45 竹富 石垣 10分  

12:50 船浮 白浜 10分  

 波照間 石垣 60分  

 大原 石垣 35分  

13:00 石垣 竹富 10分  

 石垣 大原 35分  

 石垣 竹富 10分  

 小浜 石垣 25分  

13:05 黒島 石垣 25分  

13:15 竹富 石垣 10分  

 竹富 石垣 10分  

13:20 白浜 船浮 10分  

13:30 石垣 竹富 10分  

 石垣 船浦 40分  

 大原 石垣 110分 月・水・金のみ運航

 石垣 竹富 10分  

 石垣 大原 35分  

 上原 石垣 40分  

13:45 竹富 石垣 10分  
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出発時間 出発地点 到着地点 所要時間 その他 

 竹富 石垣 10分  

14:00 石垣 竹富 10分  

 大原 石垣 35分 不定期で竹富経由 

 上原 石垣 130分 火・木・土のみ運航

 石垣 竹富 10分  

 石垣 小浜 25分  

14:10 石垣 竹富 30分 月・木のみ運航 

 石垣 黒島 80分 火・土のみ運航 

14:15 竹富 石垣 10分  

14:15 竹富 石垣 10分  

14:20 大原 石垣 35分  

14:30 石垣 竹富 10分  

 石垣 大原 35分  

 船浦 石垣 40分  

 石垣 船浦 40分  

 石垣 竹富 10分  

 大原 石垣 60分 ジェット船、竹富経由

 石垣 黒島 25分  

14:35 小浜 石垣 25分  

14:40 石垣 大原 35分  

 石垣 上原 40分  

14:45 竹富 石垣 10分  

 竹富 石垣 10分  

15:00 石垣 竹富 10分  

 石垣 黒島 25分  
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出発時間 出発地点 到着地点 所要時間 その他 

 石垣 竹富 10分  

 石垣 小浜 25分  

15:05 黒島 石垣 25分  

15:10 竹富 石垣 30分 月・木のみ運航 

15:15 竹富 石垣 10分  

 竹富 石垣 10分  

15:20 大原 石垣 35分  

 船浦 石垣 40分  

15:30 船浮 白浜 10分  

 石垣 竹富 10分  

 石垣 大原 35分  

 石垣 波照間 60分  

 石垣 竹富 10分  

 大原 石垣 35分  

 上原 石垣 40分  

15:35 小浜 石垣 25分  

15:40 黒島 石垣 25分  

15:40 石垣 大原 45分 ジェット船 

15:45 竹富 石垣 10分  

 竹富 石垣 10分  

15:50 白浜 船浮 10分  

16:00 石垣 竹富 10分  

 黒島 石垣 80分 火・土のみ運航 

 石垣 竹富 10分  

16:10 石垣 大原 35分  
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出発時間 出発地点 到着地点 所要時間 その他 

 石垣 船浦 40分  

 石垣 上原 40分  

16:15 竹富 石垣 10分  

 竹富 石垣 10分  

16:20 石垣 小浜 25分  

16:30 石垣 竹富 10分  

 大原 石垣 35分  

 石垣 竹富 10分  

16:40 波照間 石垣 60分  

 大原 石垣 45分 ジェット船 

16:45 竹富 石垣 10分  

 竹富 石垣 10分  

16:50 石垣 大原 35分  

16:55 石垣 黒島 25分  

17:00 石垣 竹富 10分  

 大原 石垣 35分  

 船浦 石垣 40分  

 石垣 黒島 25分  

 石垣 竹富 10分  

 石垣 大原 35分  

 上原 石垣 40分  

 石垣 上原 40分  

 小浜 石垣 25分  

17:10 船浮 白浜 10分  

17:15 竹富 石垣 10分  
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出発時間 出発地点 到着地点 所要時間 その他 

17:15 竹富 石垣 10分  

17:20 石垣 船浦 40分  

17:30 石垣 竹富 10分  

 石垣 竹富 10分  

 黒島 石垣 25分  

 石垣 小浜 25分  

17:40 大原 石垣 35分  

 黒島 石垣 25分  

17:45 竹富 石垣 10分  

 竹富 石垣 10分  

17:50 白浜 船浮 10分  

 大原 石垣 35分  

 上原 石垣 40分  

18:10 船浮 網取 20分 火・木のみ運航 

 船浦 石垣 40分  

 小浜 石垣 25分  

18:40 網取 船浮 20分  
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 (2) 交通地図 
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やってみよう 

前ページの交通地図に時こく表をみながら、線で航路と航空路を書きこみまし

ょう。航空路は赤線、航路は黒線、毎日出ない船は点線で書きましょう。 

 

 

考えてみよう 

『航路と航空路をひく』をやって、わかったことを書いてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

竹富町で、二日に一度しか船がかよわない島がありますね。 

鳩間島です。これから、その鳩間島のお店について勉強していきます。 
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２．鳩間島での買い物 
  

やってみよう 『買い物しらべ』  

家庭での 1週間の買い物をしらべてみましょう。 

 

  

買ったもの 

 

月 

 

 

 

火 

 

 

 

水 

 

 

 

木 

 

 

 

金 

 

 

 

土 

 

 

 

日 

 

 

 

 

 

鳩間島のたけし君の 1週間の買い物をしらべると 次のようになりました。 
たけし君の１週間の買い物 

・サラダ油   ・小麦粉   ・かつお節   ・パスタ 
・お菓子    ・缶詰    ・じょうゆ   ・ラップ 
・はみがき粉  ・洗剤    ・トイレットペーパー 
・だいこん   ・にんじん  ・キャベツ 
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考えてみよう 

みなさんの家の買い物と、どこかちがうところがあるでしょうか。   

(                ) 
 
そうです。たけし君の家の買い物は、ほとんどほぞんのきくような物やざっか

品だけで、野菜などの日もちのしないものはほんの少しだけです。 
 では、鳩間島のお店では、野菜などの日もちのしないものはあまり売っていな

いのでしょうか。さっそく調べてみることにしましょう。 
 

その前に、みなさんに鳩間島のことを少ししょうかいしたいと思います。 

鳩間島は竹富町の一番北のはしにあります。歩いて１時間で一周できるくらい

の小さな島です。そこに家が29けん、人が51名住んでいます（2001年げんざい）。

そして小中学校とゆうびん局があり、お店は、たった 1 けんしかありません。こ

のお店は、このお店は、2001 年にできました。 
 

 
 

新しいお店ができた理由を島の人たちにきいてみました。 

 

 

  ・店がないとこまる 

  ・店がないと不便なので、観光客がへる 

  ・しょうゆ、さとうなどの調味料がなくなったとき、すぐに買えるように 
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鳩間島のお店で売っているもの 
 

・お米     ・サラダ油   ・そうめん   ・缶詰     ・小麦粉    
・かつお節   ・昆布     ・しいたけ   ・パスタ    ・お菓子 
・お酒     ・水      ・コーヒー   ・ジュース   ・みそ 
・しょう油   ・ケチャップ  ・マヨネーズ  ・塩      ・さとう 
・こしょう   ・レトルト食品 ・蚊取り線香  ・ろうそく   ・ラップ 
・紙コップ   ・カメラ    ・ガムテープ  ・虫除けスプレー・ぞうり 
・シャンプー  ・歯ブラシ   ・はみがき粉  ・洗剤     ・わりばし 
・めんぼう   ・ティッシュ  ・トイレットペーパー 
 
  ◇週１回のみ仕入れ…野菜・卵 

  ◇週２回のみ仕入れ…とうふ 

  ◇たまに仕入れる…牛乳 

 

お店には、これだけの物が売られていました。 

では、前のページのたけし君の家の買い物と、鳩間島のお店で売られている物

をくらべてみましょう。 

 

 

考えてみよう 

たけし君の買い物しらべの表の中で、鳩間島のお店で買ったと思うものを◯でか

こんでみましょう。何かへんだな…と思いませんか。  

 

 

考えてみよう 

たけし君の家の買い物と、鳩間島のお店で売られている物をくらべて、気づいた

こと、感じたことを書いてください。 

(                ) 
 

たけし君の家では、お店では売っていない物も、この１週間に買っています。じ

つは、鳩間島での買い物は、全部を、鳩間島のお店で買ったというわけではないの

です。   
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考えてみよう 

お店で売っていない品物はどうやって手に入れたのでしょう。 

(                ) 
 

 
 
鳩間島のお店には、パンや肉、アイスクリームなどは置いてありません。どう

してでしょうか。そのわけを、お店のおばさんにたずねてみました。 

 

 
お店のおばさんの話 
 
鳩間島は人が少ないために、店で買い物をする人も少ないのよ。また、島民の中

には石垣島の業者やスーパー、親戚の人に必要なものをフェリーで鳩間島まで送っ

てもらったりしている人もいるので、お店の商品がいつ売れるのか分からないの。

だから、あまり日持ちのしないものは、お店においてこくことができないのよ。 
また、冷凍庫がないから、アイスクリームなども取り扱うことができないわね。 
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鳩間島の人たちは、お店で売っていない野菜や肉などは、電話で石垣島のスー

パーにたのんで、船にのせて送ってもらいます。自分の船をもっている人は、自

分で買いに行くこともあります。 

ところが、鳩間島と石垣島とをむすぶ定期船は、２日に１便しかありません。

そのため注文するのもなかなか大変です。 

船の関係で、必要なものがほしい時にすぐ手に入るわけではないのです。 

たとえば冬の天気が悪い時や台風が来た時などは、予定通りに船がかよわない

こともあります。 

 

 
 

みなさんの住んでいるところでは必要なものをどのように手に入れていますか。

またそれは、どこからくるのでしょう。 

もう一度調べて、みんなで考えてみるのも、とても大切なことだと思います。 

 

3.お店の工夫 
 

観光客のおじさんの不思議 

わたしは東京から来ました。東京では、ジュースが１２０円なのに、鳩間島では

１１０円でした。鳩間島には船で運ばれてくるのにどうして東京よりも安いんだろ

う? 

 

品物の運ばれ方 

 

沖縄本島 → 石垣島 → 鳩間島 

 

品物は島から島へ船で運ばれ、船賃がかかります。そのため、本島よりは離島の

方が品物の値段が高くなってしまいます。 
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考えてみよう 

ジュースも上の図のように運ばれるのにどうして 110 円のままなんだろう。  

(                ) 
 

お店のおじさんの話 

 

お店の品物は週に３回、鳩間島に来るフェリーで運んできているんだよ。商品は

お店においてあるものが足りなくなったときに注文して、取り寄せているんだよ。

時には住民の人から注文を受けて、商品を仕入れるときもあるんだ。観光客が多い

ときは、旅館からも注文をうけるよ。 

仕入れの時には商品の輸送料がかかるから、どうしても商品の値段を安くするの

が難しいんだ。だけど、がんばって商品の値段が他の場所よりも高くならないよう

にしているんだよ。 

観光客が鳩間島に来たときのために、記念になるようなお土産をお店に置けたら

いいんじゃないかと、今考えているんだ。 

 

 

やってみよう   

鳩間島でのたけし君の買い物しらべと、みなさんの買い物しらべとをくらべて、

気づいたことや感じたことをまとめてみましょう。 

 

 


