


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

平成２６年１月６日から９日までの日程で、福岡県

立修猷館（しゅうゆうかん）高校の２年生３６５名が

宮城県と福島県で東北研修旅行を行いました。

福島県には８日から９日にかけて１泊２日の日程で

会津若松市やいわき市を訪れました。震災後、本県で

教育旅行を実施する福岡県の学校は同校が初めて。

８日は、会津地区といわき地区に分かれて歴史学習

や被災地視察などが行われましたが、今回は、いわき

地区のコースに同行して取材をさせていただきまし

た。

この日、生徒たちは、いわき市の久ノ浜海岸の被害

状況を視察し、津波の爪痕を信じられない様子で見入

っていました。その後、生徒たちは、耕作放棄地を活

用し栽培されているオーガニックコットンの収穫体験

を行い、復興へ向けた地域の取組を学びました。

翌日の９日は、宿舎となったスパリゾートハワイ

アンズにおいて、警察官、消防士、フラガールなど

６０名とのグループ討議が行われ、地元の人たちが

語る震災当時の状況や今後の課題についての話に

生徒たちは真剣な表情で聴き入り、自分たちが震災

復興や震災を風化させないためには何ができるか

などの意見交換を行いました。

同校の奥山校長に本県での研修旅行の感想を伺

ったところ、「テレビや新聞で情報は入ってくるが、

実際に見て、聞いて、感じることが大切だ。生徒た

ちには、震災そのものを謙虚に学び、教訓にすると

ともに、福島県が抱える現状と課題について当事者

意識を持って考え、将来に繋げていってもらいた

い」と話してくれました。 
 

福岡県立修猷館（しゅうゆうかん）

高校が福島県で 
研修旅行を行いました！ 
 

旅行 
行程 

学校＝＝福岡空港→→→羽田空港 東京駅 仙台駅 仙台市近郊被災地研修＝＝宮城県泊
ホテル＝＝＝スキー研修、被災地研修＝＝＝＝＝＝＝＝＝宮城県泊

ホテル＝＝＝スキー研修、福島県内各地被災地研修＝＝いわき市泊
ホテル＝＝＝いわき地区研修＝＝羽田空港→→→福岡空港＝＝学校

修学旅行 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

平成２６年１月６日から９日までの日程で、福岡県

立修猷館（しゅうゆうかん）高校の２年生３６５名が

宮城県と福島県で東北研修旅行を行いました。

福島県には８日から９日にかけて１泊２日の日程で

会津若松市やいわき市を訪れました。震災後、本県で

教育旅行を実施する福岡県の学校は同校が初めて。

８日は、会津地区といわき地区に分かれて歴史学習

や被災地視察などが行われましたが、今回は、いわき

地区のコースに同行して取材をさせていただきまし

た。

この日、生徒たちは、いわき市の久ノ浜海岸の被害

状況を視察し、津波の爪痕を信じられない様子で見入

っていました。その後、生徒たちは、耕作放棄地を活

用し栽培されているオーガニックコットンの収穫体験

を行い、復興へ向けた地域の取組を学びました。

翌日の９日は、宿舎となったスパリゾートハワイ

アンズにおいて、警察官、消防士、フラガールなど

６０名とのグループ討議が行われ、地元の人たちが

語る震災当時の状況や今後の課題についての話に

生徒たちは真剣な表情で聴き入り、自分たちが震災

復興や震災を風化させないためには何ができるか

などの意見交換を行いました。

同校の奥山校長に本県での研修旅行の感想を伺

ったところ、「テレビや新聞で情報は入ってくるが、

実際に見て、聞いて、感じることが大切だ。生徒た

ちには、震災そのものを謙虚に学び、教訓にすると

ともに、福島県が抱える現状と課題について当事者

意識を持って考え、将来に繋げていってもらいた

い」と話してくれました。 
 

福岡県立修猷館（しゅうゆうかん）

高校が福島県で 
研修旅行を行いました！ 
 

旅行 
行程 

学校＝＝福岡空港→→→羽田空港 東京駅 仙台駅 仙台市近郊被災地研修＝＝宮城県泊
ホテル＝＝＝スキー研修、被災地研修＝＝＝＝＝＝＝＝＝宮城県泊

ホテル＝＝＝スキー研修、福島県内各地被災地研修＝＝いわき市泊
ホテル＝＝＝いわき地区研修＝＝羽田空港→→→福岡空港＝＝学校

修学旅行 
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平成２６年７月１日から４日までの日程で、岡山

県立岡山南高校の２年生１８８名が修学旅行でい

わき市を訪れました。

同校は、関東と北海道方面の２コースに分かれて

修学旅行を実施し、そのうち関東コースを選択した

生徒たちが、２日いわき市で社会貢献活動を行いま

した。

いわき市に到着した一行は、いわき市社会福祉セ

ンターで、市の基本情報や震災時の状況、震災後に

行われたボランティア活動の様子などの震災講話

を聴きました。地震や津波被害に加え、風評被害の

影響を受けたいわき市においてどのような活動が

行われてきたか、生徒たちはメモをとりながら真剣

な表情で聴き入っていました。

講話の後、生徒たちは事前に選択した復興支援見

学・農業・水産・高校訪問・コットンプロジェクト

の５コースに分かれました。取材のため同行させ

ていただいた水産コースでは、魚市場でのモニタ

リング検査の様子を見学したほか、県水産試験場

が行っている水産物の安全性確保のための調査

などについて学びました。

生徒の皆さんに感想を伺ったところ、木村有佐

さんは「福島は食品の検査をしっかり行っていて

安全だと思った。テレビのニュースでは見ること

ができないことを知ることができた」と語ってい

ました。また、吉田和史さんは「いわき市は潮風

が気持ちよくて良い場所だと思った。水産業の話

を聴いて、自分も漁に参加してみたくなった」と

初めて訪れた福島県の感想を笑顔で話してくれ

ました。 

岡山県立岡山南高校がいわき市で

修学旅行を実施！ 

旅行 
行程 

岡山駅 東京駅・・・・・東京都内班別行動・・・・東京都泊
ホテル＝＝＝＝＝いわき市内（ボランティア活動）＝＝＝＝＝東京都泊

ホテル＝＝＝＝＝東京ディズニーリゾート＝＝＝＝＝＝＝＝＝東京都泊
ホテル・・・・・都内学科別研修・・・・・・東京駅 岡山駅

修学旅行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年６月４日から６日までの日程で、千葉県

船橋市立御滝中学校の３年生２０８名が会津若松市と

北塩原村で修学旅行を実施しました。

同校は昭和５４年から会津地方を修学旅行の地とし

毎年訪れていました。震災後の３年間は他県での実施

でしたが、今年度から再開し今回で３３回目の来訪と

なるということです。

修学旅行初日の４日は、生徒たちがそれぞれの班に

分かれて会津若松市内を散策し、史跡の見学や絵ろう

そくの絵付けを体験するなど、会津の歴史や伝統文化

について学びました。

会津若松市内の東山温泉に宿泊した一行は、翌５日、

「会津ふれあい体験学習」として、市内約５０か所の

事業所に分かれて職場体験を実施しました。職場体験

先の民芸品店に取材に伺ったところ、生徒たちは店主

の指導を受けながら、商品のラッピング作業や、会津

漆が施されたビーズでのアクセサリー製作に励んでい

ました。完成したアクセサリーは商品として実際に店

頭に並べられるため、生徒たちは一つ一つ心を込め

て丁寧に作り上げていました。生徒の小圷（こあく

つ）優佳さんは、「携帯ストラップを作ったが、ひ

もやビーズの色の組み合わせにこだわって楽しく

作業ができた」と色鮮やかな携帯ストラップを掲げ

ながら話してくれました。

鶴ヶ城での職場体験では、庭園の芝生の手入れの

ほか、入場者の接客を体験しましたが、生徒たちは

笑顔で観光客に接していました。入場案内のスタッ

フの仕事を体験した古川開都さんは、「体験を通じ

て地元の方との絆が深まった。震災後の福島にまだ

不安を持つ人もいるかもしれないが、自然や歴史が

豊富で良いところなので、もっとたくさんの人に訪

れてほしい」と話していました。

その後生徒たちは次の宿泊地となる北塩原村の

ペンション１２軒に分宿し、翌６日には五色沼の散

策やキャンプ場でバーベキューを行い、福島の自然

を満喫しました。 

千葉県船橋市立御滝中学校が 
会津若松市と北塩原村で 
修学旅行を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝＝＝会津若松市内班別行動＝＝＝＝＝会津若松市泊
ホテル＝＝＝＝＝＝会津若松市内ふれあい体験学習＝＝北塩原村泊（ペンション）
ペンション＝＝＝＝五色沼ハイキング、ボート体験＝＝＝＝＝学校 

修学旅行 
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平成２６年７月１日から４日までの日程で、岡山

県立岡山南高校の２年生１８８名が修学旅行でい

わき市を訪れました。

同校は、関東と北海道方面の２コースに分かれて

修学旅行を実施し、そのうち関東コースを選択した

生徒たちが、２日いわき市で社会貢献活動を行いま

した。

いわき市に到着した一行は、いわき市社会福祉セ

ンターで、市の基本情報や震災時の状況、震災後に

行われたボランティア活動の様子などの震災講話

を聴きました。地震や津波被害に加え、風評被害の

影響を受けたいわき市においてどのような活動が

行われてきたか、生徒たちはメモをとりながら真剣

な表情で聴き入っていました。

講話の後、生徒たちは事前に選択した復興支援見

学・農業・水産・高校訪問・コットンプロジェクト

の５コースに分かれました。取材のため同行させ

ていただいた水産コースでは、魚市場でのモニタ

リング検査の様子を見学したほか、県水産試験場

が行っている水産物の安全性確保のための調査

などについて学びました。

生徒の皆さんに感想を伺ったところ、木村有佐

さんは「福島は食品の検査をしっかり行っていて

安全だと思った。テレビのニュースでは見ること

ができないことを知ることができた」と語ってい

ました。また、吉田和史さんは「いわき市は潮風

が気持ちよくて良い場所だと思った。水産業の話

を聴いて、自分も漁に参加してみたくなった」と

初めて訪れた福島県の感想を笑顔で話してくれ

ました。 

岡山県立岡山南高校がいわき市で

修学旅行を実施！ 

旅行 
行程 

岡山駅 東京駅・・・・・東京都内班別行動・・・・東京都泊
ホテル＝＝＝＝＝いわき市内（ボランティア活動）＝＝＝＝＝東京都泊

ホテル＝＝＝＝＝東京ディズニーリゾート＝＝＝＝＝＝＝＝＝東京都泊
ホテル・・・・・都内学科別研修・・・・・・東京駅 岡山駅

修学旅行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年６月４日から６日までの日程で、千葉県

船橋市立御滝中学校の３年生２０８名が会津若松市と

北塩原村で修学旅行を実施しました。

同校は昭和５４年から会津地方を修学旅行の地とし

毎年訪れていました。震災後の３年間は他県での実施

でしたが、今年度から再開し今回で３３回目の来訪と

なるということです。

修学旅行初日の４日は、生徒たちがそれぞれの班に

分かれて会津若松市内を散策し、史跡の見学や絵ろう

そくの絵付けを体験するなど、会津の歴史や伝統文化

について学びました。

会津若松市内の東山温泉に宿泊した一行は、翌５日、

「会津ふれあい体験学習」として、市内約５０か所の

事業所に分かれて職場体験を実施しました。職場体験

先の民芸品店に取材に伺ったところ、生徒たちは店主

の指導を受けながら、商品のラッピング作業や、会津

漆が施されたビーズでのアクセサリー製作に励んでい

ました。完成したアクセサリーは商品として実際に店

頭に並べられるため、生徒たちは一つ一つ心を込め

て丁寧に作り上げていました。生徒の小圷（こあく

つ）優佳さんは、「携帯ストラップを作ったが、ひ

もやビーズの色の組み合わせにこだわって楽しく

作業ができた」と色鮮やかな携帯ストラップを掲げ

ながら話してくれました。

鶴ヶ城での職場体験では、庭園の芝生の手入れの

ほか、入場者の接客を体験しましたが、生徒たちは

笑顔で観光客に接していました。入場案内のスタッ

フの仕事を体験した古川開都さんは、「体験を通じ

て地元の方との絆が深まった。震災後の福島にまだ

不安を持つ人もいるかもしれないが、自然や歴史が

豊富で良いところなので、もっとたくさんの人に訪

れてほしい」と話していました。

その後生徒たちは次の宿泊地となる北塩原村の

ペンション１２軒に分宿し、翌６日には五色沼の散

策やキャンプ場でバーベキューを行い、福島の自然

を満喫しました。 

千葉県船橋市立御滝中学校が 
会津若松市と北塩原村で 
修学旅行を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝＝＝会津若松市内班別行動＝＝＝＝＝会津若松市泊
ホテル＝＝＝＝＝＝会津若松市内ふれあい体験学習＝＝北塩原村泊（ペンション）
ペンション＝＝＝＝五色沼ハイキング、ボート体験＝＝＝＝＝学校 

修学旅行 
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平成２６年９月２４日から２６日までの日程で、長

野県立更級農業高校の２年生１４５名が、川内村とい

わき市で修学旅行を実施しました。

同校はこれまで沖縄県で修学旅行を実施していまし

たが、被災地の復興を肌で感じ、そこに暮らす人々か

ら学びたいという思いから、本県など東日本大震災の

被災地を訪れることにしたということです。

川内村に修学旅行生が訪れるのは震災後同校が初め

てで、生徒たちから昨年の文化祭で川内村の野菜を販

売したときの売上金が義捐金として遠藤雄幸村長に手

渡されました。

取材に伺った２５日は、生徒たちは遠藤村長や地元

の農家の方からの震災当時の状況や復興に向けての取

組などの講話に熱心に耳を傾けていました。その後、

地元の水田やレタス等の完全人工光型水耕栽培工場

「ＫｉＭｉＤｏＲｉ」を訪れ、放射線の検査や最新式

の栽培方法について説明を受けました。

修学旅行実行委員長の荒井葵久恵（きくえ）さん

は、「事前に調べたことだけではなく、川内村に来

て初めて分かったことがあった。学んだことを帰っ

てからしっかりと伝えたい」と真剣な表情で語って

くれました。

修学旅行副実行委員長の酒井芽美（めいみ）さん

は「被災地の状況を知らない人たちに正しく情報を

発信していかなければならない。事前学習で震災に

ついて勉強してきたが、被災地の復興の姿を実際に

自分の目で確かめて学びたい」と話していました。

翌２６日は、生徒たちはいわき市を訪れ環境水族

館「アクアマリンふくしま」や「いわき・ら・ら・

ミュウ」を訪れました。 

長野県立更級農業高校が 
川内村といわき市で 
修学旅行を実施！ 

旅行 
行程 

長野駅 くりこま高原＝南三陸町（被災地視察、ボランティア活動、震災講話）＝宮城県泊
ホテル＝＝＝＝ 川内村内研修（植物工場視察や農業講演等）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝いわき市泊
ホテル＝＝＝＝ いわき市内研修（アクアマリンふくしま、いわき・ら・ら・ミュウ）＝＝＝＝学校 

修学旅行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年８月２６日から２９日までの日程で、

埼玉県草加市立高砂小学校の６年生１４１名が昭

和村で農村体験学習と会津若松市・猪苗代町での修

学旅行を実施しました。

一行は、行程前半の２６日から２７日までは昭和

村で農村体験学習を実施。からむし織りやかすみ草

の染色体験、そば打ち体験のほか、地元の昭和小学

校の児童と交流を図りました。

翌２８日からは会津若松市や猪苗代町を修学旅

行で訪れ、取材に伺った２８日は、それまで薄曇り

だった空が、ちょうど会津若松市内の鶴ヶ城へ到着

する頃には雲の隙間から青空が顔を出し始め、鶴ヶ

城を初めて見る児童たちも多く、青空の下に美しく

映えるインパクトあるお城に「すごい！大きい！」

といった歓声があがっていました。その後、市内の

工芸店で赤べこの絵付け体験を行い、最初は初めて

の絵付けに戸惑いがちだった児童たちも少しず

つイメージが沸いてきた様子で、思い思いの色で

絵付けを楽しんでいたのが印象的でした。

児童の井上佳奈さんにお話を伺うと「鶴ヶ城に

は初めて来た。昔の銃などに触ることもできて歴

史について勉強になった。赤べこの絵付けは、意

外と難しかったがとても楽しかった」と笑顔で話

してくれました。一行は、飯盛山も見学し、この

日は市内の東山温泉に宿泊。翌２９日には市内の

日新館や猪苗代町の野口英世記念館を訪れまし

た。

同校は、震災前から本県で教育旅行を行ってお

り、震災が起きた平成２３年以降も本県での農村

体験活動や歴史学習を継続して実施しています。 

埼玉県草加市立高砂小学校が 
会津地方で農村体験学習と 
修学旅行を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝小学校と学校交流＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝昭和村（農家民泊）
農家・・・・・体験活動（そば打ち、からむし織、ハイキング）・・・・ 昭和村（農家民泊）

農家＝＝＝＝＝会津若松市内班別行動（鶴ヶ城、飯盛山）＝＝＝＝＝＝＝＝会津若松市泊
ホテル＝＝＝＝会津藩校日新館＝＝＝猪苗代町（野口英世記念館）＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

修学旅行 
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平成２６年９月２４日から２６日までの日程で、長

野県立更級農業高校の２年生１４５名が、川内村とい

わき市で修学旅行を実施しました。

同校はこれまで沖縄県で修学旅行を実施していまし

たが、被災地の復興を肌で感じ、そこに暮らす人々か

ら学びたいという思いから、本県など東日本大震災の

被災地を訪れることにしたということです。

川内村に修学旅行生が訪れるのは震災後同校が初め

てで、生徒たちから昨年の文化祭で川内村の野菜を販

売したときの売上金が義捐金として遠藤雄幸村長に手

渡されました。

取材に伺った２５日は、生徒たちは遠藤村長や地元

の農家の方からの震災当時の状況や復興に向けての取

組などの講話に熱心に耳を傾けていました。その後、

地元の水田やレタス等の完全人工光型水耕栽培工場

「ＫｉＭｉＤｏＲｉ」を訪れ、放射線の検査や最新式

の栽培方法について説明を受けました。

修学旅行実行委員長の荒井葵久恵（きくえ）さん

は、「事前に調べたことだけではなく、川内村に来

て初めて分かったことがあった。学んだことを帰っ

てからしっかりと伝えたい」と真剣な表情で語って

くれました。

修学旅行副実行委員長の酒井芽美（めいみ）さん

は「被災地の状況を知らない人たちに正しく情報を

発信していかなければならない。事前学習で震災に

ついて勉強してきたが、被災地の復興の姿を実際に

自分の目で確かめて学びたい」と話していました。

翌２６日は、生徒たちはいわき市を訪れ環境水族

館「アクアマリンふくしま」や「いわき・ら・ら・

ミュウ」を訪れました。 

長野県立更級農業高校が 
川内村といわき市で 
修学旅行を実施！ 

旅行 
行程 

長野駅 くりこま高原＝南三陸町（被災地視察、ボランティア活動、震災講話）＝宮城県泊
ホテル＝＝＝＝ 川内村内研修（植物工場視察や農業講演等）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝いわき市泊
ホテル＝＝＝＝ いわき市内研修（アクアマリンふくしま、いわき・ら・ら・ミュウ）＝＝＝＝学校 

修学旅行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年８月２６日から２９日までの日程で、

埼玉県草加市立高砂小学校の６年生１４１名が昭

和村で農村体験学習と会津若松市・猪苗代町での修

学旅行を実施しました。

一行は、行程前半の２６日から２７日までは昭和

村で農村体験学習を実施。からむし織りやかすみ草

の染色体験、そば打ち体験のほか、地元の昭和小学

校の児童と交流を図りました。

翌２８日からは会津若松市や猪苗代町を修学旅

行で訪れ、取材に伺った２８日は、それまで薄曇り

だった空が、ちょうど会津若松市内の鶴ヶ城へ到着

する頃には雲の隙間から青空が顔を出し始め、鶴ヶ

城を初めて見る児童たちも多く、青空の下に美しく

映えるインパクトあるお城に「すごい！大きい！」

といった歓声があがっていました。その後、市内の

工芸店で赤べこの絵付け体験を行い、最初は初めて

の絵付けに戸惑いがちだった児童たちも少しず

つイメージが沸いてきた様子で、思い思いの色で

絵付けを楽しんでいたのが印象的でした。

児童の井上佳奈さんにお話を伺うと「鶴ヶ城に

は初めて来た。昔の銃などに触ることもできて歴

史について勉強になった。赤べこの絵付けは、意

外と難しかったがとても楽しかった」と笑顔で話

してくれました。一行は、飯盛山も見学し、この

日は市内の東山温泉に宿泊。翌２９日には市内の

日新館や猪苗代町の野口英世記念館を訪れまし

た。

同校は、震災前から本県で教育旅行を行ってお

り、震災が起きた平成２３年以降も本県での農村

体験活動や歴史学習を継続して実施しています。 

埼玉県草加市立高砂小学校が 
会津地方で農村体験学習と 
修学旅行を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝小学校と学校交流＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝昭和村（農家民泊）
農家・・・・・体験活動（そば打ち、からむし織、ハイキング）・・・・ 昭和村（農家民泊）

農家＝＝＝＝＝会津若松市内班別行動（鶴ヶ城、飯盛山）＝＝＝＝＝＝＝＝会津若松市泊
ホテル＝＝＝＝会津藩校日新館＝＝＝猪苗代町（野口英世記念館）＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

修学旅行 
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平成２６年１２月９日から１２日までの日程で、

鹿児島県立鹿児島南高校の２年生３０８名が北塩

原村といわき市などで修学旅行を実施しました。福

島県内での行程となった９日と１０日はスキー研

修、１１日は震災学習を行いました。

取材に伺った初日の９日はスキー研修を実施。生

徒たちはインストラクターの指導を受けて歩行や

停止の練習に取り組んでいました。初めてスキーを

経験する生徒が多く、最初はぎこちなさが見られま

したが少しずつ上達し、積極的に斜面の滑降に挑戦

するなど、鹿児島県では体験できないスキーを楽し

んでいるようでした。

生徒に修学旅行の感想を伺ったところ、吉満隆行

さんは「鹿児島では降らない雪が見れてとても新鮮

だった。被災地については報道でしか知ることがで

きなかったが、現地の人から聞いたこと、見て感じ

たことや、学んだことを周囲の人たちに伝えた

い」と語り、加治屋祐希さんは「初めて挑戦した

スキーだったが、うまく滑ることができて嬉しか

った。被災地を見学して１つでも多くのことを学

びたい」と真剣な表情で話していました。

一行は３日間の本県での行程を終え、次の目的

地である千葉県へ向かいました。 

鹿児島県立鹿児島南高校が 
北塩原村などで修学旅行を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝鹿児島空港→→羽田空港＝＝＝北塩原村スキー研修＝＝＝北塩原村泊
ホテル＝＝スキー研修＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝北塩原村泊

ホテル＝いわき市（被災地視察、アクアマリンふくしま）＝東京ディズニーリゾート＝千葉県泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝上野公園＝＝＝＝＝＝羽田空港→→鹿児島空港＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

修学旅行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年１２月３日から５日までの日程で、宮

崎県の聖心ウルスラ学園高校の２年生１７５名が

いわき市と北塩原村で修学旅行を実施しました。

同校が福島県で修学旅行を実施するのは初めて

で、震災を経験した福島から多くのことを学んでほ

しいという思いから震災学習を取り入れ、その他に

もスキー教室などを行いました。

初日は、いわき市にある「アクアマリンふくしま」

で震災当時の映像を見ながら、営業再開にこぎ着け

るまでの話などを聴き、館内を見学しました。その

後、宿泊先の北塩原村のホテルに到着すると、福島

県の観光マスコットキャラクター「八重たん」やス

タッフからの歓迎を受け、生徒たちは大喜びの様子

でした。

生徒会長の佐藤英紀さんに話を伺うと、「最近は

福島の報道に触れる機会が減ってきているので、震

災当時の貴重な話を聴くことができて良かった。

そして人々の絆を感じることができた。ぜひ宮崎

にも来てほしい」と語ってくれました。

また、生徒の黒木薫さんは、「水族館の語り部

さんが震災時の話をしていると今でも泣きそう

になると言っていたことが印象に残った。宮崎に

帰ってそのことを伝えたい。スキーは宮崎ではな

かなかできない体験なので楽しみ」と話していま

した。

翌４日は、たくさんの雪に囲まれるのが初めて

という生徒も多い中、オープンしたばかりのスキ

ー場で雪の感触を楽しみ、５日には千葉県に向か

いました。 

宮崎県の聖心ウルスラ学園高校が

北塩原村などで修学旅行を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝宮崎空港→→羽田空港＝いわき市（アクアマリンふくしま、震災学習）＝北塩原村泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝スキー研修＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝北塩原村泊

ホテル＝＝＝＝＝＝＝東京ディズニーリゾート＝＝＝＝＝＝千葉県泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝羽田空港→→宮崎空港＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

修学旅行 
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平成２６年１２月９日から１２日までの日程で、

鹿児島県立鹿児島南高校の２年生３０８名が北塩

原村といわき市などで修学旅行を実施しました。福

島県内での行程となった９日と１０日はスキー研

修、１１日は震災学習を行いました。

取材に伺った初日の９日はスキー研修を実施。生

徒たちはインストラクターの指導を受けて歩行や

停止の練習に取り組んでいました。初めてスキーを

経験する生徒が多く、最初はぎこちなさが見られま

したが少しずつ上達し、積極的に斜面の滑降に挑戦

するなど、鹿児島県では体験できないスキーを楽し

んでいるようでした。

生徒に修学旅行の感想を伺ったところ、吉満隆行

さんは「鹿児島では降らない雪が見れてとても新鮮

だった。被災地については報道でしか知ることがで

きなかったが、現地の人から聞いたこと、見て感じ

たことや、学んだことを周囲の人たちに伝えた

い」と語り、加治屋祐希さんは「初めて挑戦した

スキーだったが、うまく滑ることができて嬉しか

った。被災地を見学して１つでも多くのことを学

びたい」と真剣な表情で話していました。

一行は３日間の本県での行程を終え、次の目的

地である千葉県へ向かいました。 

鹿児島県立鹿児島南高校が 
北塩原村などで修学旅行を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝鹿児島空港→→羽田空港＝＝＝北塩原村スキー研修＝＝＝北塩原村泊
ホテル＝＝スキー研修＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝北塩原村泊

ホテル＝いわき市（被災地視察、アクアマリンふくしま）＝東京ディズニーリゾート＝千葉県泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝上野公園＝＝＝＝＝＝羽田空港→→鹿児島空港＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

修学旅行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年１２月３日から５日までの日程で、宮

崎県の聖心ウルスラ学園高校の２年生１７５名が

いわき市と北塩原村で修学旅行を実施しました。

同校が福島県で修学旅行を実施するのは初めて

で、震災を経験した福島から多くのことを学んでほ

しいという思いから震災学習を取り入れ、その他に

もスキー教室などを行いました。

初日は、いわき市にある「アクアマリンふくしま」

で震災当時の映像を見ながら、営業再開にこぎ着け

るまでの話などを聴き、館内を見学しました。その

後、宿泊先の北塩原村のホテルに到着すると、福島

県の観光マスコットキャラクター「八重たん」やス

タッフからの歓迎を受け、生徒たちは大喜びの様子

でした。

生徒会長の佐藤英紀さんに話を伺うと、「最近は

福島の報道に触れる機会が減ってきているので、震

災当時の貴重な話を聴くことができて良かった。

そして人々の絆を感じることができた。ぜひ宮崎

にも来てほしい」と語ってくれました。

また、生徒の黒木薫さんは、「水族館の語り部

さんが震災時の話をしていると今でも泣きそう

になると言っていたことが印象に残った。宮崎に

帰ってそのことを伝えたい。スキーは宮崎ではな

かなかできない体験なので楽しみ」と話していま

した。

翌４日は、たくさんの雪に囲まれるのが初めて

という生徒も多い中、オープンしたばかりのスキ

ー場で雪の感触を楽しみ、５日には千葉県に向か

いました。 

宮崎県の聖心ウルスラ学園高校が

北塩原村などで修学旅行を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝宮崎空港→→羽田空港＝いわき市（アクアマリンふくしま、震災学習）＝北塩原村泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝スキー研修＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝北塩原村泊

ホテル＝＝＝＝＝＝＝東京ディズニーリゾート＝＝＝＝＝＝千葉県泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝羽田空港→→宮崎空港＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

修学旅行 
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平成２７年１月１９日から２２日までの日程で、熊

本県立多良木（たらぎ）高校の２年生６４名がいわき

市と二本松市で修学旅行を実施しました。同校が福島

県で修学旅行を実施するのは初めて。被災地の復興支

援と震災を経験した福島県から、多くのことを学ぶと

いう理由で本県を修学旅行の地として選んだというこ

とです。

行程初日の１月１９日はいわき市の沿岸部を巡り、

被災地の現状を視察するなど震災学習に取り組みまし

た。

その後、スキー研修を行うため二本松市に移動し、

宿泊先となる岳温泉のホテルでは、九州地区から二本

松市に修学旅行生が訪れるのが震災後初めてというこ

ともあり、福島県のマスコットキャラクター「八重た

ん」、地元観光関係者、旅館スタッフなど多くの方か

ら盛大な歓迎を受け、生徒たちは大喜びの様子でした。

翌２０日朝からはあだたらスキー場でのスキー

研修に臨み、初めてスキーを体験する生徒が多い

中、インストラクターの丁寧な指導で、中には転ん

でしまう生徒もいましたが、午前中にはゲレンデを

滑り降りるまでに上達しスキーを満喫していまし

た。

生徒会長の西風歩季（にしふぶき）さんに話を伺

うと、「いわき市の海岸で黙祷を捧げた。復興はま

だこれからというガイドの言葉に心を打たれた。ス

キーではゲレンデがとても広く雪がサラサラでと

ても滑りやすかった。寒い中入った宿の雪見風呂も

最高だった」と感想を語ってくれました。

２２日までの４日間安達太良の大自然を満喫し

た生徒たちは、次の目的地・東京方面に元気な笑顔

で向かいました。 

熊本県立多良木（たらぎ）高校が

二本松市などで修学旅行を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝鹿児島空港→→羽田空港＝＝＝いわき市被災地視察＝＝＝＝＝二本松市泊
～ ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝スキー研修＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二本松市泊

ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝東京都内班別行動＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝東京都泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝東京都都内見学＝＝羽田空港→→鹿児島空港＝＝＝＝学校 

修学旅行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年１２月１０日から１３日の日程で、長崎

県立佐世保南高校の２年生２３５名がいわき市で修学

旅行を実施し、震災復興学習と学校交流を行いました。

同校は、昨年から福島県内で修学旅行を実施し、震災

後２度目の来県になります。

初日の１０日は、いわき市常磐地区の宿舎に到着後、

ホテルスタッフから震災当時の話や復興に向けた取組

について講話があり、生徒たちは熱心に耳を傾けてい

ました。

１１日は、同市沿岸部の薄磯地区などを視察し、震

災語り部から津波の大きさや被害について説明を受

け、生徒たちは、時折信じられないといった表情をし

ながらも真剣に聴き入っていました。「アクアマリン

ふくしま」では、震災当時の講話を聴いた後、復旧し

た館内を見学しました。その後、いわき総合高校を訪

れ、同校生徒たちとの交流会が行われました。いわき

総合高校の生徒がフラダンスを披露したほか、お互い

の学校紹介やワークショップなどを通して生徒た

ちは終始笑顔で親睦を深めていました。

佐世保南高校の大川教頭は「佐世保市はほとんど

地震もなく、港も深い入り江に囲まれているため過

去には大きな津波による被害もない。そのため生徒

たちの地震や津波に対する防災意識はあまり高く

ない。いわき市では、地震を含めた災害に対する危

機管理や防災のあり方について学び、共助や絆の大

切さを知り今後の生活に活かしてほしい」と話して

いました。また、生徒会長の宮良遥花（みやらはる

か）さんは「福島の人は、優しくてとても穏やか。

交流会をとても楽しみにしていた。震災復興学習で

は、今できることを頑張ってやってほしいという言

葉が心に残った。福島で体験したことを後輩にも伝

えていきたい」と感想を語っていました。

一行は２日間の本県での行程を終え、次の目的地

である東京都へ向かいました。 

長崎県立佐世保南高校が 
いわき市で修学旅行を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝福岡空港→→→羽田空港＝＝＝＝＝＝＝＝いわき市泊（ホテルにて震災学習・講話）
ホテル＝＝いわき市（被災地視察、アクアマリンふくしま、いわき・ら・ら・ミュウ）＝学校交流＝千葉県泊

ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝東京都内班別行動＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝千葉県泊
ホテル＝＝東京ディズニーリゾート＝＝羽田空港→→長崎空港＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

修学旅行 

－ 10 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２７年１月１９日から２２日までの日程で、熊

本県立多良木（たらぎ）高校の２年生６４名がいわき

市と二本松市で修学旅行を実施しました。同校が福島

県で修学旅行を実施するのは初めて。被災地の復興支

援と震災を経験した福島県から、多くのことを学ぶと

いう理由で本県を修学旅行の地として選んだというこ

とです。

行程初日の１月１９日はいわき市の沿岸部を巡り、

被災地の現状を視察するなど震災学習に取り組みまし

た。

その後、スキー研修を行うため二本松市に移動し、

宿泊先となる岳温泉のホテルでは、九州地区から二本

松市に修学旅行生が訪れるのが震災後初めてというこ

ともあり、福島県のマスコットキャラクター「八重た

ん」、地元観光関係者、旅館スタッフなど多くの方か

ら盛大な歓迎を受け、生徒たちは大喜びの様子でした。

翌２０日朝からはあだたらスキー場でのスキー

研修に臨み、初めてスキーを体験する生徒が多い

中、インストラクターの丁寧な指導で、中には転ん

でしまう生徒もいましたが、午前中にはゲレンデを

滑り降りるまでに上達しスキーを満喫していまし

た。

生徒会長の西風歩季（にしふぶき）さんに話を伺

うと、「いわき市の海岸で黙祷を捧げた。復興はま

だこれからというガイドの言葉に心を打たれた。ス

キーではゲレンデがとても広く雪がサラサラでと

ても滑りやすかった。寒い中入った宿の雪見風呂も

最高だった」と感想を語ってくれました。

２２日までの４日間安達太良の大自然を満喫し

た生徒たちは、次の目的地・東京方面に元気な笑顔

で向かいました。 

熊本県立多良木（たらぎ）高校が

二本松市などで修学旅行を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝鹿児島空港→→羽田空港＝＝＝いわき市被災地視察＝＝＝＝＝二本松市泊
～ ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝スキー研修＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二本松市泊

ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝東京都内班別行動＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝東京都泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝東京都都内見学＝＝羽田空港→→鹿児島空港＝＝＝＝学校 

修学旅行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年１２月１０日から１３日の日程で、長崎

県立佐世保南高校の２年生２３５名がいわき市で修学

旅行を実施し、震災復興学習と学校交流を行いました。

同校は、昨年から福島県内で修学旅行を実施し、震災

後２度目の来県になります。

初日の１０日は、いわき市常磐地区の宿舎に到着後、

ホテルスタッフから震災当時の話や復興に向けた取組

について講話があり、生徒たちは熱心に耳を傾けてい

ました。

１１日は、同市沿岸部の薄磯地区などを視察し、震

災語り部から津波の大きさや被害について説明を受

け、生徒たちは、時折信じられないといった表情をし

ながらも真剣に聴き入っていました。「アクアマリン

ふくしま」では、震災当時の講話を聴いた後、復旧し

た館内を見学しました。その後、いわき総合高校を訪

れ、同校生徒たちとの交流会が行われました。いわき

総合高校の生徒がフラダンスを披露したほか、お互い

の学校紹介やワークショップなどを通して生徒た

ちは終始笑顔で親睦を深めていました。

佐世保南高校の大川教頭は「佐世保市はほとんど

地震もなく、港も深い入り江に囲まれているため過

去には大きな津波による被害もない。そのため生徒

たちの地震や津波に対する防災意識はあまり高く

ない。いわき市では、地震を含めた災害に対する危

機管理や防災のあり方について学び、共助や絆の大

切さを知り今後の生活に活かしてほしい」と話して

いました。また、生徒会長の宮良遥花（みやらはる

か）さんは「福島の人は、優しくてとても穏やか。

交流会をとても楽しみにしていた。震災復興学習で

は、今できることを頑張ってやってほしいという言

葉が心に残った。福島で体験したことを後輩にも伝

えていきたい」と感想を語っていました。

一行は２日間の本県での行程を終え、次の目的地

である東京都へ向かいました。 

長崎県立佐世保南高校が 
いわき市で修学旅行を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝福岡空港→→→羽田空港＝＝＝＝＝＝＝＝いわき市泊（ホテルにて震災学習・講話）
ホテル＝＝いわき市（被災地視察、アクアマリンふくしま、いわき・ら・ら・ミュウ）＝学校交流＝千葉県泊

ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝東京都内班別行動＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝千葉県泊
ホテル＝＝東京ディズニーリゾート＝＝羽田空港→→長崎空港＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

修学旅行 

－ 11 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年５月８日から１０日までの日程で、東

京都杉並区立泉南中学校の１年生９７名が北塩原

村でフレンドシップスクールを実施しました。同校

は、昨年まで都内江東区夢の島で行っていました

が、復興支援の趣旨から行き先を福島県北塩原村に

変更し今回の来県が実現しました。

５月８日に本県入りした一行は、会津若松市内で

鶴ヶ城を見学した後、フレンドシップスクール実施

先の北塩原村に到着。林間学校初日の翌９日は、あ

いにくの小雨が時折降る中、休暇村裏磐梯のキャン

プ場で薪割りや飯ごう炊さんを体験しながら昼食

のカレーライスを作りました。

学級委員の稲垣直哉さんは「福島県の歴史を学べ

て、とても勉強になった。東京では味わえない環境

が沢山あり、今回の経験を家族や友だちに伝えた

い」と話してくれました。浅野留愛（るな）さんは

「みんなと協力してカレーを作るのは初めての

体験で楽しい。昨日はホテルで福島県産のエゴマ

豚を食べ、とても美味しかった」とにこやかな表

情で話していました。

生徒たちは、自然豊かな裏磐梯で自ら作ったカ

レーライスの昼食を満喫した後、大縄飛びの練習

などのレクリエーションを楽しみ、翌１０日は五

色沼を見学し、沼が五色になる秘密や自然の成り

立ちについて学びました。 

東京都杉並区立泉南中学校が 
北塩原村で 
フレンドシップスクールを実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝会津若松市（鶴ヶ城）＝＝＝＝＝北塩原村泊（ホテルにて震災講話）
ホテル＝＝＝＝飯ごう炊さん体験、レクリエーション等＝＝＝＝＝＝＝北塩原村泊
ホテル＝＝＝＝北塩原村（五色沼ハイキング）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校

林間学校 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２７年１月２８日から３０日までの日程で、

佐賀県の北陵高校の２年生２１４名が猪苗代町で

修学旅行を実施しました。同校は震災前、本県で修

学旅行を行っていましたが、震災後は今回が初めて

の本県での実施となりました。

修学旅行初日の２８日、生徒たちは飛行機で羽田

空港に到着した後、空港からバスで猪苗代町入りし

ました。宿泊先のホテルでは福島県の観光マスコッ

トキャラクター「八重たん」や関係者など多くの方

から盛大な歓迎を受け、生徒たちは大変喜んでいる

様子でした。

その後、ホテル前のゲレンデでは、スキー靴に慣

れるためにスキー板なしでの歩行訓練を行うスキ

ー教室が行われました。普段は目にすることのない

一面の銀世界に大きな歓声をあげていました。

生徒会長の田中大貴さんに感想を伺ったところ

「雪に触れることがほとんどないので雪の感触

が新鮮。スキーが一番楽しみだったので、滑れる

ようになって帰りたい」と笑顔で話してくれまし

た。副生徒会長の三位智浩さんは「今回の修学旅

行では予定されていないが、機会があれば被災地

を訪れて自分の目で見て現状を知りたい」と被災

地への思いを語ってくれました。

生徒たちは、翌２９日もスキー教室に臨み、３

０日には次の目的地である東京都へ向かいまし

た。 

佐賀県の北陵高校が 
猪苗代町で修学旅行を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝福岡空港→→羽田空港＝＝＝猪苗代町スキー研修＝＝＝＝＝猪苗代町泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝スキー研修＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町泊

ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝東京ディズニーリゾート＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝千葉県泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝東京都内見学＝＝＝＝羽田空港→→福岡空港＝＝＝＝学校 

修学旅行 

－ 12 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年５月８日から１０日までの日程で、東

京都杉並区立泉南中学校の１年生９７名が北塩原

村でフレンドシップスクールを実施しました。同校

は、昨年まで都内江東区夢の島で行っていました

が、復興支援の趣旨から行き先を福島県北塩原村に

変更し今回の来県が実現しました。

５月８日に本県入りした一行は、会津若松市内で

鶴ヶ城を見学した後、フレンドシップスクール実施

先の北塩原村に到着。林間学校初日の翌９日は、あ

いにくの小雨が時折降る中、休暇村裏磐梯のキャン

プ場で薪割りや飯ごう炊さんを体験しながら昼食

のカレーライスを作りました。

学級委員の稲垣直哉さんは「福島県の歴史を学べ

て、とても勉強になった。東京では味わえない環境

が沢山あり、今回の経験を家族や友だちに伝えた

い」と話してくれました。浅野留愛（るな）さんは

「みんなと協力してカレーを作るのは初めての

体験で楽しい。昨日はホテルで福島県産のエゴマ

豚を食べ、とても美味しかった」とにこやかな表

情で話していました。

生徒たちは、自然豊かな裏磐梯で自ら作ったカ

レーライスの昼食を満喫した後、大縄飛びの練習

などのレクリエーションを楽しみ、翌１０日は五

色沼を見学し、沼が五色になる秘密や自然の成り

立ちについて学びました。 

東京都杉並区立泉南中学校が 
北塩原村で 
フレンドシップスクールを実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝会津若松市（鶴ヶ城）＝＝＝＝＝北塩原村泊（ホテルにて震災講話）
ホテル＝＝＝＝飯ごう炊さん体験、レクリエーション等＝＝＝＝＝＝＝北塩原村泊
ホテル＝＝＝＝北塩原村（五色沼ハイキング）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校

林間学校 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２７年１月２８日から３０日までの日程で、

佐賀県の北陵高校の２年生２１４名が猪苗代町で

修学旅行を実施しました。同校は震災前、本県で修

学旅行を行っていましたが、震災後は今回が初めて

の本県での実施となりました。

修学旅行初日の２８日、生徒たちは飛行機で羽田

空港に到着した後、空港からバスで猪苗代町入りし

ました。宿泊先のホテルでは福島県の観光マスコッ

トキャラクター「八重たん」や関係者など多くの方

から盛大な歓迎を受け、生徒たちは大変喜んでいる

様子でした。

その後、ホテル前のゲレンデでは、スキー靴に慣

れるためにスキー板なしでの歩行訓練を行うスキ

ー教室が行われました。普段は目にすることのない

一面の銀世界に大きな歓声をあげていました。

生徒会長の田中大貴さんに感想を伺ったところ

「雪に触れることがほとんどないので雪の感触

が新鮮。スキーが一番楽しみだったので、滑れる

ようになって帰りたい」と笑顔で話してくれまし

た。副生徒会長の三位智浩さんは「今回の修学旅

行では予定されていないが、機会があれば被災地

を訪れて自分の目で見て現状を知りたい」と被災

地への思いを語ってくれました。

生徒たちは、翌２９日もスキー教室に臨み、３

０日には次の目的地である東京都へ向かいまし

た。 

佐賀県の北陵高校が 
猪苗代町で修学旅行を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝福岡空港→→羽田空港＝＝＝猪苗代町スキー研修＝＝＝＝＝猪苗代町泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝スキー研修＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町泊

ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝東京ディズニーリゾート＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝千葉県泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝東京都内見学＝＝＝＝羽田空港→→福岡空港＝＝＝＝学校 

修学旅行 

－ 13 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年５月２４日から２６日までの日程で、

千葉県松戸市立河原塚中学校の２年生１４９名が

喜多方市と会津若松市で林間学校を実施しました。

同校は震災前に本県で林間学校を実施しており、

震災後の今回も農業体験など様々な体験ができる

ことから、本県での林間学校を再開したということ

です。

取材に伺った２５日は、喜多方市内で農業体験を

実施していました。快晴の空の下、生徒たちは、農

家の方に白菜の植え付け方を教わり、畑の土の感触

を楽しみました。

その後生徒たちは、農家の方の案内で白虎隊唯一

の生存者として有名な「飯沼貞吉」ゆかりの地を訪

れ、歴史に思いを馳せました。

近くの湧水で手に付いた土を洗い流すと、その綺

麗な水と冷たさに歓声が挙がりました。昼食は喜多

方市で採れた新鮮な野菜などの食材をふんだん

に使ってまいたけご飯などに舌鼓を打ちました。

竹内秀太郎さんは「普段の生活では経験するこ

とのない貴重な農業体験ができて楽しかった。喜

多方市は沢山の自然があり、山の景色や川の水が

綺麗でとても癒される」と目を輝かせて話してい

ました。また、武智実咲さんは「実際に体を動か

し体験することで、農家の方々の苦労や食物を育

てるための工夫などが分かった。農業体験で学ん

だことを今後の生活に生かしていきたい」と話し

ていました。

翌日の２６日は会津若松市の鶴ヶ城などを見

学して会津の歴史について学びました。

千葉県松戸市立河原塚中学校が 
喜多方市などで林間学校を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝北塩原村（五色沼ハイキング）＝＝＝＝＝猪苗代町泊（キャンプファイヤー）
ホテル＝＝＝＝喜多方市（農業体験）＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町泊
ホテル＝＝＝＝会津若松市（鶴ヶ城、飯盛山、武家屋敷）＝＝＝学校 

林間学校 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年５月７日から９日までの日程で、東京

都の大智学園高校１年生１０８名が会津若松市、北

塩原村、猪苗代町で体験学習を実施しました。同校

は震災前にも本県で林間学校を行っており、自然や

歴史、体験学習などの学びの場が多く、首都圏から

交通の便が良いこともあり、昨年から本県での林間

学校を再開しました。

７日は、北塩原村の五色沼をハイキングし本県の

豊かな自然を満喫した後、猪苗代町内のホテルに宿

泊しました。

取材に伺った翌８日、生徒たちは会津若松市内の

日新館で座禅やラーメン打ちを行いました。初めて

座禅を体験する生徒も多く、住職の指導を受けなが

ら真剣に取り組んでいました。生徒の小出みなみさ

んは「住職のお話にあった、今を一生懸命生きるこ

とが大切という言葉が心に響いた」と目を輝かせて

語ってくれたのが印象的でした。

その後、一行は北会津町へ移動し、晴天の下、

田植え体験を行いました。初めに農家の方からお

米や野菜に関するクイズが出され、和んだ雰囲気

の中で田植えの方法を教わり、水田に足を踏み入

れた瞬間、生徒たちは一斉に声を上げ、最初は慣

れない泥に苦戦しながらも水田一面に苗を植え

ました。生徒の植村正憲さんは、「泥の感触が気

持ち良かった。都会では体験できない自然と触れ

合え、心が豊かになった」と笑顔で語ってくれま

した。

最終日は、会津若松市の飯盛山や鶴ヶ城を訪れ

歴史学習を行いました。 

東京都の大智学園高校が 
会津若松市などで 
体験学習を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝北塩原村（五色沼ハイキング）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町泊
ホテル＝＝＝＝会津若松市内体験学習（座禅、ラーメン打、田植）＝＝＝＝猪苗代町泊
ホテル＝＝＝＝会津若松市（飯盛山、鶴ヶ城）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

林間学校 

－ 14 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年５月２４日から２６日までの日程で、

千葉県松戸市立河原塚中学校の２年生１４９名が

喜多方市と会津若松市で林間学校を実施しました。

同校は震災前に本県で林間学校を実施しており、

震災後の今回も農業体験など様々な体験ができる

ことから、本県での林間学校を再開したということ

です。

取材に伺った２５日は、喜多方市内で農業体験を

実施していました。快晴の空の下、生徒たちは、農

家の方に白菜の植え付け方を教わり、畑の土の感触

を楽しみました。

その後生徒たちは、農家の方の案内で白虎隊唯一

の生存者として有名な「飯沼貞吉」ゆかりの地を訪

れ、歴史に思いを馳せました。

近くの湧水で手に付いた土を洗い流すと、その綺

麗な水と冷たさに歓声が挙がりました。昼食は喜多

方市で採れた新鮮な野菜などの食材をふんだん

に使ってまいたけご飯などに舌鼓を打ちました。

竹内秀太郎さんは「普段の生活では経験するこ

とのない貴重な農業体験ができて楽しかった。喜

多方市は沢山の自然があり、山の景色や川の水が

綺麗でとても癒される」と目を輝かせて話してい

ました。また、武智実咲さんは「実際に体を動か

し体験することで、農家の方々の苦労や食物を育

てるための工夫などが分かった。農業体験で学ん

だことを今後の生活に生かしていきたい」と話し

ていました。

翌日の２６日は会津若松市の鶴ヶ城などを見

学して会津の歴史について学びました。

千葉県松戸市立河原塚中学校が 
喜多方市などで林間学校を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝北塩原村（五色沼ハイキング）＝＝＝＝＝猪苗代町泊（キャンプファイヤー）
ホテル＝＝＝＝喜多方市（農業体験）＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町泊
ホテル＝＝＝＝会津若松市（鶴ヶ城、飯盛山、武家屋敷）＝＝＝学校 

林間学校 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年５月７日から９日までの日程で、東京

都の大智学園高校１年生１０８名が会津若松市、北

塩原村、猪苗代町で体験学習を実施しました。同校

は震災前にも本県で林間学校を行っており、自然や

歴史、体験学習などの学びの場が多く、首都圏から

交通の便が良いこともあり、昨年から本県での林間

学校を再開しました。

７日は、北塩原村の五色沼をハイキングし本県の

豊かな自然を満喫した後、猪苗代町内のホテルに宿

泊しました。

取材に伺った翌８日、生徒たちは会津若松市内の

日新館で座禅やラーメン打ちを行いました。初めて

座禅を体験する生徒も多く、住職の指導を受けなが

ら真剣に取り組んでいました。生徒の小出みなみさ

んは「住職のお話にあった、今を一生懸命生きるこ

とが大切という言葉が心に響いた」と目を輝かせて

語ってくれたのが印象的でした。

その後、一行は北会津町へ移動し、晴天の下、

田植え体験を行いました。初めに農家の方からお

米や野菜に関するクイズが出され、和んだ雰囲気

の中で田植えの方法を教わり、水田に足を踏み入

れた瞬間、生徒たちは一斉に声を上げ、最初は慣

れない泥に苦戦しながらも水田一面に苗を植え

ました。生徒の植村正憲さんは、「泥の感触が気

持ち良かった。都会では体験できない自然と触れ

合え、心が豊かになった」と笑顔で語ってくれま

した。

最終日は、会津若松市の飯盛山や鶴ヶ城を訪れ

歴史学習を行いました。 

東京都の大智学園高校が 
会津若松市などで 
体験学習を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝北塩原村（五色沼ハイキング）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町泊
ホテル＝＝＝＝会津若松市内体験学習（座禅、ラーメン打、田植）＝＝＝＝猪苗代町泊
ホテル＝＝＝＝会津若松市（飯盛山、鶴ヶ城）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

林間学校 

－ 15 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年７月１３日から１６日の日程で、東京

都市大学付属小学校の４年生８０名が天栄村のブ

リティッシュヒルズを訪れました。同施設は「パス

ポートのいらない英国」といわれ、日常と違った雰

囲気の中で英語やマナーを学べる研修施設となっ

ています。

例年は、他県で山登り体験などの林間学校を行な

っていましたが、同校では全学年で英語の時間を取

り入れるなど語学力の向上に力を入れているため、

今年は異文化体験学習を目的としてブリティッシ

ュヒルズがある本県を訪れることとしたそうです。

取材に伺った１３日は初日にもかかわらず、積極

的に英語を話す児童たちの姿が見られました。その

後、映画のシーンに出てくるような英国式のメイン

ダイニングルームに移動し、早速学んだばかりのマ

ナーを実践しながらビュッフェスタイルの美味し

い昼食に舌鼓を打ちました。

その後、自らチェックインを済ませた生徒たち

は、いよいよ本格的なレッスンを開始しました。

授業はすべて外国人スタッフによる英語で行わ

れるため、懸命に講師の言葉に耳を傾け、体を動

かしながら楽しく学んでいました。藤野英輝さん

は「先生がおもしろくて優しい人たちだった。（単

語を作る）すごろくゲームが特に楽しかった」と

話していました。野本笑理さんは「英語は元々好

きだったが、今回の体験でもっと好きになった」

と笑顔で答えていました。加藤汐理さんは「お城

のようで素敵な場所。滞在中はスコーン作りもす

るのでとても楽しみ」とこれから待っている楽し

い体験に目を輝かせていました。

２日目以降は、英国スポーツやキャンドル作

り、英語を使っての買い物など、福島県に居なが

ら本国並みの英国文化をたくさん学びました。 

東京都市大学付属小学校が 
天栄村のブリティッシュヒルズで

林間学校を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝＝天栄村英語レッスン研修（ブリティッシュヒルズ）・・・天栄村泊
～ ホテル・・・・・天栄村英語レッスン研修（ブリティッシュヒルズ）・・・天栄村泊

ホテル・・・・・天栄村英語レッスン研修（ブリティッシュヒルズ）＝＝＝＝ 学校 

林間学校 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年５月２９日から３０日までの日程で、埼

玉県松伏葛飾郡松伏町立松伏中学校の２年生１２８名

が南会津町で宿泊体験学習を実施しました。

同校は長年にわたり南会津町で教育旅行を行ってお

り、１年次にはスキー教室、２年次には宿泊体験学習、

３年次には南会津町の方を同校に招いてそば打ち体験

を行っています。震災後も「南会津町との絆を大切に

したい」という思いから地元の方との交流を続けてお

り、宿泊体験学習は今回で１３年目の実施となります。

２９日はそれぞれのグループに分かれ、林業体験や

農家交流体験などの自然体験活動が行われました。林

業体験では、町有林地で森林組合の方の指導の下、枝

打ちや植樹作業を行い、初めて枝打ちに挑戦した生徒

の星野さんは「のこぎりが上手く使えず大変だったが、

慣れてくるとスムーズに枝を切ることができた」と額

に汗を浮かべながら語っていました。復興応援のシン

ボルとして松やブナの苗木植樹も行われ、生徒たち

は福島県の復興の思いを苗木に託していました。

その後、生徒たちは分宿先のペンションに移動

し、オーナーと音楽演奏を楽しんだり、町の自然に

ついて語り合うなど交流を深めていました。生徒の

鹿野さんは「１年生の時にもスキー教室で南会津町

を訪れたが、その時とは違う景色を楽しめた。南会

津町は季節によっていろいろな体験ができる場所

だと感じた。ペンションの方も優しく迎えてくれて

嬉しかった」と今回の体験の感想を笑顔で話してく

れました。

３０日の郷土料理体験では、地元の方々とそば打

ちやすいとん作りをし、また、ハットとよばれる伝

統料理にもチャレンジし、南会津町の家庭料理を味

わいました。 

埼玉県葛飾郡松伏町立松伏中学校

が南会津町で宿泊体験学習を 
実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝南会津町体験学習（林業、炭焼き、わら細工、藍染）＝＝南会津町（農家民泊）

農家・・・・南会津町体験学習（そば打ち、草餅、笹巻、すいとん作等）＝＝＝＝＝＝学校 

林間学校 

－ 16 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年７月１３日から１６日の日程で、東京

都市大学付属小学校の４年生８０名が天栄村のブ

リティッシュヒルズを訪れました。同施設は「パス

ポートのいらない英国」といわれ、日常と違った雰

囲気の中で英語やマナーを学べる研修施設となっ

ています。

例年は、他県で山登り体験などの林間学校を行な

っていましたが、同校では全学年で英語の時間を取

り入れるなど語学力の向上に力を入れているため、

今年は異文化体験学習を目的としてブリティッシ

ュヒルズがある本県を訪れることとしたそうです。

取材に伺った１３日は初日にもかかわらず、積極

的に英語を話す児童たちの姿が見られました。その

後、映画のシーンに出てくるような英国式のメイン

ダイニングルームに移動し、早速学んだばかりのマ

ナーを実践しながらビュッフェスタイルの美味し

い昼食に舌鼓を打ちました。

その後、自らチェックインを済ませた生徒たち

は、いよいよ本格的なレッスンを開始しました。

授業はすべて外国人スタッフによる英語で行わ

れるため、懸命に講師の言葉に耳を傾け、体を動

かしながら楽しく学んでいました。藤野英輝さん

は「先生がおもしろくて優しい人たちだった。（単

語を作る）すごろくゲームが特に楽しかった」と

話していました。野本笑理さんは「英語は元々好

きだったが、今回の体験でもっと好きになった」

と笑顔で答えていました。加藤汐理さんは「お城

のようで素敵な場所。滞在中はスコーン作りもす

るのでとても楽しみ」とこれから待っている楽し

い体験に目を輝かせていました。

２日目以降は、英国スポーツやキャンドル作

り、英語を使っての買い物など、福島県に居なが

ら本国並みの英国文化をたくさん学びました。 

東京都市大学付属小学校が 
天栄村のブリティッシュヒルズで

林間学校を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝＝天栄村英語レッスン研修（ブリティッシュヒルズ）・・・天栄村泊
～ ホテル・・・・・天栄村英語レッスン研修（ブリティッシュヒルズ）・・・天栄村泊

ホテル・・・・・天栄村英語レッスン研修（ブリティッシュヒルズ）＝＝＝＝ 学校 

林間学校 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年５月２９日から３０日までの日程で、埼

玉県松伏葛飾郡松伏町立松伏中学校の２年生１２８名

が南会津町で宿泊体験学習を実施しました。

同校は長年にわたり南会津町で教育旅行を行ってお

り、１年次にはスキー教室、２年次には宿泊体験学習、

３年次には南会津町の方を同校に招いてそば打ち体験

を行っています。震災後も「南会津町との絆を大切に

したい」という思いから地元の方との交流を続けてお

り、宿泊体験学習は今回で１３年目の実施となります。

２９日はそれぞれのグループに分かれ、林業体験や

農家交流体験などの自然体験活動が行われました。林

業体験では、町有林地で森林組合の方の指導の下、枝

打ちや植樹作業を行い、初めて枝打ちに挑戦した生徒

の星野さんは「のこぎりが上手く使えず大変だったが、

慣れてくるとスムーズに枝を切ることができた」と額

に汗を浮かべながら語っていました。復興応援のシン

ボルとして松やブナの苗木植樹も行われ、生徒たち

は福島県の復興の思いを苗木に託していました。

その後、生徒たちは分宿先のペンションに移動

し、オーナーと音楽演奏を楽しんだり、町の自然に

ついて語り合うなど交流を深めていました。生徒の

鹿野さんは「１年生の時にもスキー教室で南会津町

を訪れたが、その時とは違う景色を楽しめた。南会

津町は季節によっていろいろな体験ができる場所

だと感じた。ペンションの方も優しく迎えてくれて

嬉しかった」と今回の体験の感想を笑顔で話してく

れました。

３０日の郷土料理体験では、地元の方々とそば打

ちやすいとん作りをし、また、ハットとよばれる伝

統料理にもチャレンジし、南会津町の家庭料理を味

わいました。 

埼玉県葛飾郡松伏町立松伏中学校

が南会津町で宿泊体験学習を 
実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝南会津町体験学習（林業、炭焼き、わら細工、藍染）＝＝南会津町（農家民泊）

農家・・・・南会津町体験学習（そば打ち、草餅、笹巻、すいとん作等）＝＝＝＝＝＝学校 

林間学校 

－ 17 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年７月２２日から２６日までの日程で、

東海大学付属浦安高校バドミントン部の４７名が

猪苗代町と喜多方市で合宿を実施しました。同校バ

ドミントン部は、約２０年にわたり本県で合宿を行

っています。

取材に伺った２４日は、喜多方市の押切川公園体

育館で練習が行われました。

体育館に入ると早速、元気な掛け声とともに陸上

部顔負けのインターバル走が目に飛び込んできま

した。部長の大竹さんに合宿の意気込みを聞くと、

「基礎練習を積み上げてレベルアップしていきた

い。目標は、地区大会で優勝し、県大会に出場する

こと」と語っていました。女子キャプテンの森さん

は、「部員のほとんどが初心者だが、協力して先輩

たちが築いてきた伝統を守りたい」と力強く話して

いました。また、二人は「福島は涼しくて練習には

最適。自然が多く、宿舎の食事もおいしい。喜多

方ラーメンも食べてみたい」と満面の笑みを見せ

てくれました。

昼は猪苗代町の宿舎から自家栽培のみずみず

しいトマトやキュウリの差し入れが届き、口いっ

ぱいにほおばっていました。夜は、宿舎近くの体

育館で練習をするなど、新人戦に向けて充実した

日程を過ごしました。 

東海大学付属浦安高校の 
バドミントン部が 
喜多方市と猪苗代町で合宿を実施！ 

旅行 
行程 

学校 ＝＝＝＝＝＝猪苗代町（バドミントン練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町泊
～ ホテル＝＝＝＝＝＝喜多方市（バドミントン練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町泊

ホテル＝＝＝＝＝＝猪苗代町（バドミントン練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

合 宿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年７月２４日から２７日までの日程で、

千葉県の和洋国府台女子中学校の２年生１１２名

が会津若松市、猪苗代町、北塩原村で林間学校を実

施しました。同校は、東日本大震災の翌年は来県を

断念したものの、約１０年にわたって本県で林間学

校を行なっています。また、秋の学園祭には福島県

のブースを設けるなど、本県との交流を深めてきま

した。

２４日午後、本県入りした一行は、会津若松市の

日新館を見学し、五色沼散策、磐梯山登山などを行

いました。猪苗代町でのブルーベリー収穫体験で

は、自分で摘み取ったブルーベリーを使ったジャム

作りや、採れたての野菜を使ったピザ作りを体験し

ました。

取材に伺った２６日の夜は、生徒たちが楽しみに

していたキャンプファイヤーが実施されました。点

火されると同時に、大きな歓声があがりました。「燃

えろよ燃えろ」の合唱やフォークダンス、クラスご

とのダンス発表など、炎の灯りを中心に最後の夜

を楽しく過ごしました。

代表委員の玉井さんは、「磐梯山登山は大変だ

ったが、山から見た景色が疲れを忘れさせてくれ

た。発表したダンスの練習で苦労したこともあっ

たが、成功して良かった」と答えてくれました。

同代表委員の市岡さんは、「ブルーベリーの収穫

など初めてのことばかり。真っ赤なトマトが甘く

ておいしかった。中学校最後の林間学校で良い思

い出が出来た」と語ってくれました。

学年主任の中川先生に福島県の感想をお聞き

したところ「受け入れてくれる方々の温かさと熱

意が嬉しい。体験学習の相談にも誠意をもって応

えてくれた。また、こづゆなど地元の食材を使っ

たメニューを丁寧に説明してくれるのも良かっ

た。福島県の良さを生徒はもちろん、多くの方に

感じてほしい」と話していました。 

千葉県の和洋国府台女子中学校が

北塩原村などで林間学校を実施！ 

旅行 
行程 

両国駅＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝会津藩校日新館＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝北塩原村泊
ホテル＝猪苗代町体験学習（ブルーベリー収穫、ジャム、ピザ作り等）＝北塩原村（五色沼ハイキング）＝北塩原村泊

ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝磐梯山登山＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝北塩原村泊（キャンプファイヤー）
ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝会津若松市（鶴ヶ城）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝市川駅

林間学校 

－ 18 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年７月２２日から２６日までの日程で、

東海大学付属浦安高校バドミントン部の４７名が

猪苗代町と喜多方市で合宿を実施しました。同校バ

ドミントン部は、約２０年にわたり本県で合宿を行

っています。

取材に伺った２４日は、喜多方市の押切川公園体

育館で練習が行われました。

体育館に入ると早速、元気な掛け声とともに陸上

部顔負けのインターバル走が目に飛び込んできま

した。部長の大竹さんに合宿の意気込みを聞くと、

「基礎練習を積み上げてレベルアップしていきた

い。目標は、地区大会で優勝し、県大会に出場する

こと」と語っていました。女子キャプテンの森さん

は、「部員のほとんどが初心者だが、協力して先輩

たちが築いてきた伝統を守りたい」と力強く話して

いました。また、二人は「福島は涼しくて練習には

最適。自然が多く、宿舎の食事もおいしい。喜多

方ラーメンも食べてみたい」と満面の笑みを見せ

てくれました。

昼は猪苗代町の宿舎から自家栽培のみずみず

しいトマトやキュウリの差し入れが届き、口いっ

ぱいにほおばっていました。夜は、宿舎近くの体

育館で練習をするなど、新人戦に向けて充実した

日程を過ごしました。 

東海大学付属浦安高校の 
バドミントン部が 
喜多方市と猪苗代町で合宿を実施！ 

旅行 
行程 

学校 ＝＝＝＝＝＝猪苗代町（バドミントン練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町泊
～ ホテル＝＝＝＝＝＝喜多方市（バドミントン練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町泊

ホテル＝＝＝＝＝＝猪苗代町（バドミントン練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

合 宿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年７月２４日から２７日までの日程で、

千葉県の和洋国府台女子中学校の２年生１１２名

が会津若松市、猪苗代町、北塩原村で林間学校を実

施しました。同校は、東日本大震災の翌年は来県を

断念したものの、約１０年にわたって本県で林間学

校を行なっています。また、秋の学園祭には福島県

のブースを設けるなど、本県との交流を深めてきま

した。

２４日午後、本県入りした一行は、会津若松市の

日新館を見学し、五色沼散策、磐梯山登山などを行

いました。猪苗代町でのブルーベリー収穫体験で

は、自分で摘み取ったブルーベリーを使ったジャム

作りや、採れたての野菜を使ったピザ作りを体験し

ました。

取材に伺った２６日の夜は、生徒たちが楽しみに

していたキャンプファイヤーが実施されました。点

火されると同時に、大きな歓声があがりました。「燃

えろよ燃えろ」の合唱やフォークダンス、クラスご

とのダンス発表など、炎の灯りを中心に最後の夜

を楽しく過ごしました。

代表委員の玉井さんは、「磐梯山登山は大変だ

ったが、山から見た景色が疲れを忘れさせてくれ

た。発表したダンスの練習で苦労したこともあっ

たが、成功して良かった」と答えてくれました。

同代表委員の市岡さんは、「ブルーベリーの収穫

など初めてのことばかり。真っ赤なトマトが甘く

ておいしかった。中学校最後の林間学校で良い思

い出が出来た」と語ってくれました。

学年主任の中川先生に福島県の感想をお聞き

したところ「受け入れてくれる方々の温かさと熱

意が嬉しい。体験学習の相談にも誠意をもって応

えてくれた。また、こづゆなど地元の食材を使っ

たメニューを丁寧に説明してくれるのも良かっ

た。福島県の良さを生徒はもちろん、多くの方に

感じてほしい」と話していました。 

千葉県の和洋国府台女子中学校が

北塩原村などで林間学校を実施！ 

旅行 
行程 

両国駅＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝会津藩校日新館＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝北塩原村泊
ホテル＝猪苗代町体験学習（ブルーベリー収穫、ジャム、ピザ作り等）＝北塩原村（五色沼ハイキング）＝北塩原村泊

ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝磐梯山登山＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝北塩原村泊（キャンプファイヤー）
ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝会津若松市（鶴ヶ城）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝市川駅

林間学校 

－ 19 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年８月４日から８日までの日程で、慶應

義塾大学女子ラクロス部の８６名が棚倉町で合宿

を実施しました。同大学は日本で初めてラクロス部

を創設し、平成２４年の第２３回ラクロス全日本選

手権大会では優勝を果たした強豪校です。

取材に伺った６日は、同町のスポーツ施設の天然

芝グラウンドで４チームに分れて先輩の指導の下、

練習を行っていました。

福島県での合宿について感想を伺ったところ、主

将の廣野マキさん（４年）は「棚倉町での合宿は今

年で３回目。グラウンドと宿舎が近いことや温泉な

どの施設が整っていてとても良い環境だ。今年は全

日本学生選手権３連覇、全日本選手権と関東学生リ

ーグ優勝の３冠を達成したい。試合に向けて実践的

な練習ができる良い機会なので、個々の能力を高め

るだけでなく全員で良いチームを作っていきたい」

と意気込みを語っていました。副将の飯豊文香さ

ん（４年）は「今回の合宿が終わると、リーグ戦

が始まるので、初戦の相手を想定しながら練習に

取組んでいる。開幕から勢いをつけて、勝ち上が

っていきたい」と力強く話してくれました。二人

とも猛暑の中での厳しい練習を物ともしない爽

やか笑顔がとても印象的でした。

グランドでは、８月１４日のリーグ戦初戦に向

け、選手達の大きな掛け声が響きわたり、紅白戦

では躍動感あふれる動きで、猛暑を吹き飛ばす練

習風景が繰り広げられていました。 

慶應義塾大学の女子ラクロス部

が棚倉町で合宿を実施！ 

旅行 
行程 

新宿駅＝＝＝＝＝＝棚倉町（ラクロス練習）・・・・・・・・・・・・・・・棚倉町泊
～ ホテル・・・・・・棚倉町（ラクロス練習、紅白戦）・・・・・・・・・・・棚倉町泊

ホテル・・・・・・棚倉町（ラクロス練習） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝新宿駅 

合 宿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年７月２９日から８月２日までの日程

で、東京都立江戸川高校女子バレー部の３４名が二

本松市で合宿を実施しました。 
取材に伺った８月１日は、同市の岳下体育館にお

いて首都圏と福島県内の女子高校バレー部との練

習試合が行われていました。練習試合で江戸川高校

の部員たちは、高いジャンプ力を生かした力強いア

タックやサーブを次々と放ち、得点が入ると大きな

歓声とともに笑顔でハイタッチをしていました。 
２年生の松岡杏果（りか）さんは「合宿で福島県

を訪れるのは今回で２回目。景色が良く、水もおい

しい。練習試合ではそれぞれの弱点が見えたので、

チームで協力して克服したい」と話していました。

また、２年生の田中美紗さんは「ビルやマンション

ばかりの東京とは異なる自然豊かな環境で練習に

励むことができた。チームの精神力や技術を向上さ

せ、これからの新人戦や夏季大会で成果を出した

い」と今後の目標を語っていました。 
その後、同市内のあだたら体育館に場所を移し

て練習試合を続行しました。部員たちは先生やコ

ーチから指導を受け、仲間同士で声を掛け合い、

士気を高めながら練習試合に臨んでいました。 

東京都立江戸川高校の 
女子バレー部が 
二本松市で合宿を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二本松市泊
～ ホテル＝＝＝＝＝＝二本松市（バレーボール練習、交流試合等）＝＝＝＝＝二本松市泊

ホテル＝＝＝＝＝＝二本松市（バレーボール練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

合 宿 

－ 20 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年８月４日から８日までの日程で、慶應

義塾大学女子ラクロス部の８６名が棚倉町で合宿

を実施しました。同大学は日本で初めてラクロス部

を創設し、平成２４年の第２３回ラクロス全日本選

手権大会では優勝を果たした強豪校です。

取材に伺った６日は、同町のスポーツ施設の天然

芝グラウンドで４チームに分れて先輩の指導の下、

練習を行っていました。

福島県での合宿について感想を伺ったところ、主

将の廣野マキさん（４年）は「棚倉町での合宿は今

年で３回目。グラウンドと宿舎が近いことや温泉な

どの施設が整っていてとても良い環境だ。今年は全

日本学生選手権３連覇、全日本選手権と関東学生リ

ーグ優勝の３冠を達成したい。試合に向けて実践的

な練習ができる良い機会なので、個々の能力を高め

るだけでなく全員で良いチームを作っていきたい」

と意気込みを語っていました。副将の飯豊文香さ

ん（４年）は「今回の合宿が終わると、リーグ戦

が始まるので、初戦の相手を想定しながら練習に

取組んでいる。開幕から勢いをつけて、勝ち上が

っていきたい」と力強く話してくれました。二人

とも猛暑の中での厳しい練習を物ともしない爽

やか笑顔がとても印象的でした。

グランドでは、８月１４日のリーグ戦初戦に向

け、選手達の大きな掛け声が響きわたり、紅白戦

では躍動感あふれる動きで、猛暑を吹き飛ばす練

習風景が繰り広げられていました。 

慶應義塾大学の女子ラクロス部

が棚倉町で合宿を実施！ 

旅行 
行程 

新宿駅＝＝＝＝＝＝棚倉町（ラクロス練習）・・・・・・・・・・・・・・・棚倉町泊
～ ホテル・・・・・・棚倉町（ラクロス練習、紅白戦）・・・・・・・・・・・棚倉町泊

ホテル・・・・・・棚倉町（ラクロス練習） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝新宿駅 

合 宿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年７月２９日から８月２日までの日程

で、東京都立江戸川高校女子バレー部の３４名が二

本松市で合宿を実施しました。 
取材に伺った８月１日は、同市の岳下体育館にお

いて首都圏と福島県内の女子高校バレー部との練

習試合が行われていました。練習試合で江戸川高校

の部員たちは、高いジャンプ力を生かした力強いア

タックやサーブを次々と放ち、得点が入ると大きな

歓声とともに笑顔でハイタッチをしていました。 
２年生の松岡杏果（りか）さんは「合宿で福島県

を訪れるのは今回で２回目。景色が良く、水もおい

しい。練習試合ではそれぞれの弱点が見えたので、

チームで協力して克服したい」と話していました。

また、２年生の田中美紗さんは「ビルやマンション

ばかりの東京とは異なる自然豊かな環境で練習に

励むことができた。チームの精神力や技術を向上さ

せ、これからの新人戦や夏季大会で成果を出した

い」と今後の目標を語っていました。 
その後、同市内のあだたら体育館に場所を移し

て練習試合を続行しました。部員たちは先生やコ

ーチから指導を受け、仲間同士で声を掛け合い、

士気を高めながら練習試合に臨んでいました。 

東京都立江戸川高校の 
女子バレー部が 
二本松市で合宿を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二本松市泊
～ ホテル＝＝＝＝＝＝二本松市（バレーボール練習、交流試合等）＝＝＝＝＝二本松市泊

ホテル＝＝＝＝＝＝二本松市（バレーボール練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

合 宿 

－ 21 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年８月４日から９日までの日程で、東京

都世田谷区立東深沢中学校野球部とサッカー部の

３５名が猪苗代町と郡山市で合宿を実施しました。

同校は震災前から夏合宿及び冬合宿を本県で行っ

ています。

取材に伺った８月６日は、野球部が猪苗代町の野

球場で、青空の磐梯山をバックに練習を行っていま

した。試合形式でコーチがノック打撃をし、守備や

走塁の練習を部員たちが声を出し合いながら元気

に取組んでいました。野球部の大野徹士主将は「東

京では大自然の中で練習できない。この素晴らしい

環境を生かしみんなで一致団結し練習したい」と話

してくれました。

サッカー部は、郡山市の磐梯熱海スポーツパーク

で、時折涼しい風が吹く中、コーチ指導の下、ボー

ル回しやパスの受け方など一生懸命練習に取組ん

でいました。サッカー部の山﨑光主将は「東京都

の大会で優勝することを目標に頑張る。達成感を

感じる合宿にしたい」と合宿の抱負を語ってくれ

ました。 

東京都世田谷区立東深沢中学校の

野球部・サッカー部が 
猪苗代町と郡山市で合宿を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町（野球／サッカー練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町泊
～ ホテル＝＝＝＝＝＝猪苗代町（野球／サッカー練習、交流試合）＝＝＝＝＝猪苗代町泊

ホテル＝＝＝＝＝＝猪苗代町（野球／サッカー練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

合 宿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年８月５日から９日までの日程で、千葉

県船橋市立船橋高校陸上部の５２名が北塩原村で

合宿を実施しました。同校は女子が平成２４年か

ら、男子は平成２５年から本県で合宿を行っていま

す。

取材に伺った８月６日は、高原特有の涼しく爽や

かな風が吹く中で練習に励んでいました。部長の掛

け声に部員たちが応え、真剣さとチームワークの良

さが感じられる練習風景でした。

男子副部長（３年）の伊勢翔吾さん（種目：長距

離５，０００メートル）は「福島県は朝と夕方の気

温が低く練習するのに適した環境。昨年よりもタイ

ムが速くなっているので、この合宿で良いイメージ

を掴み１２月に行われる全国高等学校駅伝競走大

会に出場したい」と抱負を熱く語ってくれました。

女子部長（３年）の相澤汐里さん（種目：長距離

３，０００メートル）は「練習メニューをやり遂

げるのはもちろんのこと、更なる要素を部員たち

には求めたい。そのためには自分が率先して行動

し、みんなの模範となれるよう頑張りたい」と力

強く話してくれました。

陸上部は県大会で優勝し、１２月の全国高等学

校駅伝競走大会に出場することを誓っていまし

た。 

千葉県船橋市立船橋高校の 
陸上部が北塩原村で合宿を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝＝＝北塩原村（陸上競技練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝北塩原村泊
～ ホテル＝＝＝＝＝＝北塩原村（陸上競技練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝北塩原村泊

ホテル＝＝＝＝＝＝北塩原村（陸上競技練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

合 宿 

－ 22 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年８月４日から９日までの日程で、東京

都世田谷区立東深沢中学校野球部とサッカー部の

３５名が猪苗代町と郡山市で合宿を実施しました。

同校は震災前から夏合宿及び冬合宿を本県で行っ

ています。

取材に伺った８月６日は、野球部が猪苗代町の野

球場で、青空の磐梯山をバックに練習を行っていま

した。試合形式でコーチがノック打撃をし、守備や

走塁の練習を部員たちが声を出し合いながら元気

に取組んでいました。野球部の大野徹士主将は「東

京では大自然の中で練習できない。この素晴らしい

環境を生かしみんなで一致団結し練習したい」と話

してくれました。

サッカー部は、郡山市の磐梯熱海スポーツパーク

で、時折涼しい風が吹く中、コーチ指導の下、ボー

ル回しやパスの受け方など一生懸命練習に取組ん

でいました。サッカー部の山﨑光主将は「東京都

の大会で優勝することを目標に頑張る。達成感を

感じる合宿にしたい」と合宿の抱負を語ってくれ

ました。 

東京都世田谷区立東深沢中学校の

野球部・サッカー部が 
猪苗代町と郡山市で合宿を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町（野球／サッカー練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町泊
～ ホテル＝＝＝＝＝＝猪苗代町（野球／サッカー練習、交流試合）＝＝＝＝＝猪苗代町泊

ホテル＝＝＝＝＝＝猪苗代町（野球／サッカー練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

合 宿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年８月５日から９日までの日程で、千葉

県船橋市立船橋高校陸上部の５２名が北塩原村で

合宿を実施しました。同校は女子が平成２４年か

ら、男子は平成２５年から本県で合宿を行っていま

す。

取材に伺った８月６日は、高原特有の涼しく爽や

かな風が吹く中で練習に励んでいました。部長の掛

け声に部員たちが応え、真剣さとチームワークの良

さが感じられる練習風景でした。

男子副部長（３年）の伊勢翔吾さん（種目：長距

離５，０００メートル）は「福島県は朝と夕方の気

温が低く練習するのに適した環境。昨年よりもタイ

ムが速くなっているので、この合宿で良いイメージ

を掴み１２月に行われる全国高等学校駅伝競走大

会に出場したい」と抱負を熱く語ってくれました。

女子部長（３年）の相澤汐里さん（種目：長距離

３，０００メートル）は「練習メニューをやり遂

げるのはもちろんのこと、更なる要素を部員たち

には求めたい。そのためには自分が率先して行動

し、みんなの模範となれるよう頑張りたい」と力

強く話してくれました。

陸上部は県大会で優勝し、１２月の全国高等学

校駅伝競走大会に出場することを誓っていまし

た。 

千葉県船橋市立船橋高校の 
陸上部が北塩原村で合宿を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝＝＝北塩原村（陸上競技練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝北塩原村泊
～ ホテル＝＝＝＝＝＝北塩原村（陸上競技練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝北塩原村泊
ホテル＝＝＝＝＝＝北塩原村（陸上競技練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

合 宿 

－ 23 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年８月１１日から１７日までの６泊７

日の日程で、白鷗大学ラグビー部の５９名が合宿の

ため南会津町を訪れました。同大学ラグビー部は練

習しやすい気候や施設が整っているなどの理由か

ら昨年より南会津町で合宿を行っています。

取材に伺った１５日は、晴天で時折涼しい風が吹

く爽やかな環境でスクラムやタックルなどの練習

を行っていました。グランドでは「ナイスオーバー」

の熱い掛け声が響き渡り、部員同士鼓舞しながら練

習に取組む姿勢が印象的でした。

女子マネージャーの上亟（かみじょう）千夏さん

（３年生）は「私がさいたま市民なので市の保養施

設がある南会津町には小・中学生の時に教育旅行で

訪れたことがある。当時も過ごしやすい場所という

印象を持っていたが、改めて涼しく練習しやすい環

境が整っていることを実感した。ホテルの食事もと

ても美味しいのでありがたい。選手たちが最大限

能力を発揮できるようサポートしたい」と語って

くれました。

監督の鴫原信之さんは「グランドの状態も良

く、気温も２５℃程度で合宿をするには最適な環

境。この合宿を実りあるものにし関東ラグビーフ

ットボール連盟２部の上位を目指したい」と話し

てくれました。 

白鷗大学のラグビー部が 
南会津町で合宿を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝＝南会津町（ラグビー練習）・・・・・・・・・・・・・南会津町泊
～ ホテル・・・・・南会津町（ラグビー練習）・・・・・・・・・・・・・南会津町泊

ホテル・・・・・南会津町（ラグビー練習） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

合 宿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年８月８日から８月１０日までの埼玉

県さいたま市の少年軟式野球チーム「大宮ベアー

ズ」の小学２年生から６年生までの団員３２名が猪

苗代町で合宿を実施しました。

大宮ベアーズは、震災前から本県で合宿を実施し

ており、震災の影響で一時中断していましたが、今

年から本県での合宿を再開し、今回で１０回目とな

ります。

取材に伺った８月９日は、猪苗代小学校のグラウ

ンドで守備練習などに励んでいました。

広沢瑠衣さん（６年生）は「福島での合宿再開を

楽しみにしていた。野球選手になるのが将来の夢。

福島にも同じ夢を持つ人たちがいると思うので一

緒にがんばりましょう」と福島の子どもたちにエー

ルを送ってくれました。また、井上あかりさん（６

年生）は「民宿の食事のメニューが豊富で、特にと

んかつやサラダがおいしかった。合宿では積極的

に練習に取り組み、全員で集中したプレーをでき

るようにしたい」と話していました。

合宿中は、五色沼ハイキングや檜原湖でモータ

ーボート乗船を楽しみ、福島での合宿を通して仲

間との絆を深め、良い思い出を作っていました。 

さいたま市の少年野球チームが

猪苗代町で合宿を実施！ 

旅行 
行程 

さいたま市＝＝＝＝＝＝猪苗代町（野球練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町民宿泊
民宿＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町（野球練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町民宿泊
民宿＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町（野球練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝さいたま市 

合 宿 

－ 24 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年８月１１日から１７日までの６泊７

日の日程で、白鷗大学ラグビー部の５９名が合宿の

ため南会津町を訪れました。同大学ラグビー部は練

習しやすい気候や施設が整っているなどの理由か

ら昨年より南会津町で合宿を行っています。

取材に伺った１５日は、晴天で時折涼しい風が吹

く爽やかな環境でスクラムやタックルなどの練習

を行っていました。グランドでは「ナイスオーバー」

の熱い掛け声が響き渡り、部員同士鼓舞しながら練

習に取組む姿勢が印象的でした。

女子マネージャーの上亟（かみじょう）千夏さん

（３年生）は「私がさいたま市民なので市の保養施

設がある南会津町には小・中学生の時に教育旅行で

訪れたことがある。当時も過ごしやすい場所という

印象を持っていたが、改めて涼しく練習しやすい環

境が整っていることを実感した。ホテルの食事もと

ても美味しいのでありがたい。選手たちが最大限

能力を発揮できるようサポートしたい」と語って

くれました。

監督の鴫原信之さんは「グランドの状態も良

く、気温も２５℃程度で合宿をするには最適な環

境。この合宿を実りあるものにし関東ラグビーフ

ットボール連盟２部の上位を目指したい」と話し

てくれました。 

白鷗大学のラグビー部が 
南会津町で合宿を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝＝南会津町（ラグビー練習）・・・・・・・・・・・・・南会津町泊
～ ホテル・・・・・南会津町（ラグビー練習）・・・・・・・・・・・・・南会津町泊

ホテル・・・・・南会津町（ラグビー練習） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

合 宿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年８月８日から８月１０日までの埼玉

県さいたま市の少年軟式野球チーム「大宮ベアー

ズ」の小学２年生から６年生までの団員３２名が猪

苗代町で合宿を実施しました。

大宮ベアーズは、震災前から本県で合宿を実施し

ており、震災の影響で一時中断していましたが、今

年から本県での合宿を再開し、今回で１０回目とな

ります。

取材に伺った８月９日は、猪苗代小学校のグラウ

ンドで守備練習などに励んでいました。

広沢瑠衣さん（６年生）は「福島での合宿再開を

楽しみにしていた。野球選手になるのが将来の夢。

福島にも同じ夢を持つ人たちがいると思うので一

緒にがんばりましょう」と福島の子どもたちにエー

ルを送ってくれました。また、井上あかりさん（６

年生）は「民宿の食事のメニューが豊富で、特にと

んかつやサラダがおいしかった。合宿では積極的

に練習に取り組み、全員で集中したプレーをでき

るようにしたい」と話していました。

合宿中は、五色沼ハイキングや檜原湖でモータ

ーボート乗船を楽しみ、福島での合宿を通して仲

間との絆を深め、良い思い出を作っていました。 

さいたま市の少年野球チームが

猪苗代町で合宿を実施！ 

旅行 
行程 

さいたま市＝＝＝＝＝＝猪苗代町（野球練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町民宿泊
民宿＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町（野球練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町民宿泊
民宿＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町（野球練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝さいたま市 

合 宿 

－ 25 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年８月１８日から２７日までの日程で、

法政大学応援団（リーダー部・吹奏楽部・チアリー

ディング部）の１２０名が南会津町で合宿を実施し

ました。

同応援団は、福島県の復興を少しでも後押しした

いという気持ちから、昨年の猪苗代町での合宿に引

き続き、今年も合宿地を本県に選定。本年は山々の

緑が美しい練習環境の整った南会津地区での合宿

となりました。

取材に伺った２６日は、体育館で吹奏楽部の迫力

ある演奏に合わせ、リーダー部とチアリーディング

部の学生たちが本番さながらの応援練習を行って

いました。

声をからしながら声援を送る姿や太鼓のバチが

折れるほどの熱演は、まさに東京六大学リーグ戦の

野球場の雰囲気そのものでした。

団長の隠岐龍一さん（４年生）は「合宿中に行

われた成果発表会では、福島の人に温かい声をか

けてもらえて嬉しかった。私たちも勇気をもらっ

ている。秋季リーグでは絶対に優勝したい」と熱

く語っていました。 

法政大学の応援団が 
南会津町で合宿を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝＝南会津町（応援団練習）・・・・・・・・・・・・南会津町泊
～ ホテル・・・・・南会津町（応援団練習）・・・・・・・・・・・・南会津町泊

ホテル・・・・・南会津町（応援団練習） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

合 宿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年８月１４日から１７日までの日程で、

東京大学軟式野球部の４５名が南会津町で合宿を

実施しました。同野球部は震災前から福島県内で合

宿を実施。震災後の２年間は他県へ変更していたも

のの、練習環境や宿泊施設に利点が多いことから昨

年より合宿地を本県に戻したということです。同部

は選手自身が監督を努め、学生たちが自主的に運営

するかたちで組織されています。

取材に伺った１５日は、最初は雨が降りそうな曇

り空でしたが次第に青空も顔を出し始め、選手たち

は気合いを入れて打撃や守備の練習などを行って

いました。

合宿責任者の瀬戸祥太さん（工学部３年生）は「風

が涼しく選手たちも伸び伸び練習できている。東京

ではこの時期、３０℃を超える気温のため屋外での

練習時間があまり取れない。こちらの涼しい環境で

効果的な練習ができる」と南会津町の合宿に適し

た環境について話してくれました。監督の藤田右

京さん（工学部３年生）は「この合宿ではチーム

の連携を確認しながら楽しく野球をしたい。２７

日から始まる東京六大学秋季リーグで優勝し、東

日本大学軟式野球選手権大会へ出場して良い成

績を残したい」と抱負を語ってくれました。 

東京大学の運動会軟式野球部が 
南会津町で合宿を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝＝＝南会津町（野球練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝南会津町泊
～ ホテル＝＝＝＝＝＝南会津町（野球練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝南会津町泊

ホテル＝＝＝＝＝＝南会津町（野球練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校

合 宿 

－ 26 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年８月１８日から２７日までの日程で、

法政大学応援団（リーダー部・吹奏楽部・チアリー

ディング部）の１２０名が南会津町で合宿を実施し

ました。

同応援団は、福島県の復興を少しでも後押しした

いという気持ちから、昨年の猪苗代町での合宿に引

き続き、今年も合宿地を本県に選定。本年は山々の

緑が美しい練習環境の整った南会津地区での合宿

となりました。

取材に伺った２６日は、体育館で吹奏楽部の迫力

ある演奏に合わせ、リーダー部とチアリーディング

部の学生たちが本番さながらの応援練習を行って

いました。

声をからしながら声援を送る姿や太鼓のバチが

折れるほどの熱演は、まさに東京六大学リーグ戦の

野球場の雰囲気そのものでした。

団長の隠岐龍一さん（４年生）は「合宿中に行

われた成果発表会では、福島の人に温かい声をか

けてもらえて嬉しかった。私たちも勇気をもらっ

ている。秋季リーグでは絶対に優勝したい」と熱

く語っていました。 

法政大学の応援団が 
南会津町で合宿を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝＝南会津町（応援団練習）・・・・・・・・・・・・南会津町泊
～ ホテル・・・・・南会津町（応援団練習）・・・・・・・・・・・・南会津町泊

ホテル・・・・・南会津町（応援団練習） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

学校＝＝＝＝＝＝南会津町（応援団練習）・・・・・・・・・・・・南会津町泊

合 宿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年８月１４日から１７日までの日程で、

東京大学軟式野球部の４５名が南会津町で合宿を

実施しました。同野球部は震災前から福島県内で合

宿を実施。震災後の２年間は他県へ変更していたも

のの、練習環境や宿泊施設に利点が多いことから昨

年より合宿地を本県に戻したということです。同部

は選手自身が監督を努め、学生たちが自主的に運営

するかたちで組織されています。

取材に伺った１５日は、最初は雨が降りそうな曇

り空でしたが次第に青空も顔を出し始め、選手たち

は気合いを入れて打撃や守備の練習などを行って

いました。

合宿責任者の瀬戸祥太さん（工学部３年生）は「風

が涼しく選手たちも伸び伸び練習できている。東京

ではこの時期、３０℃を超える気温のため屋外での

練習時間があまり取れない。こちらの涼しい環境で

効果的な練習ができる」と南会津町の合宿に適し

た環境について話してくれました。監督の藤田右

京さん（工学部３年生）は「この合宿ではチーム

の連携を確認しながら楽しく野球をしたい。２７

日から始まる東京六大学秋季リーグで優勝し、東

日本大学軟式野球選手権大会へ出場して良い成

績を残したい」と抱負を語ってくれました。 

東京大学の運動会軟式野球部が 
南会津町で合宿を実施！ 

旅行 
行程 

学校＝＝＝＝＝＝＝南会津町（野球練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝南会津町泊
～ ホテル＝＝＝＝＝＝南会津町（野球練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝南会津町泊

ホテル＝＝＝＝＝＝南会津町（野球練習）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校

合 宿 

－ 27 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年９月１９日から２３日までの日程で、

早稲田大学人間科学部松居研究室の３９名が猪苗

代町でゼミ合宿を実施しました。

同大学研究室は１０年前から本県を訪れており

ましたが、震災のあった年は来県を断念。しかし、

首都圏からのアクセスの良さや施設の利便性、更に

は復興への貢献の思いから、震災の翌年には猪苗代

町での合宿を再開しました。

取材に伺った９月２２日は、宿泊した民宿で研究

発表を行っていました。ゼミ合宿は研究室の学生や

ＯＢ、ＯＧが一堂に会する貴重な機会で、教授や先

輩などを交えて熱心な議論が行われていました。

内藤彗（はづき）さん（大学院１年生）は「福島

を訪れるのは３度目で、毎回磐梯山や猪苗代湖など

雄大な自然に癒される。研究発表を通して、後輩た

ちが人前で話すことの楽しさを学んでほしい」と

語っていました。

吉川花里（はなり）さん（３年生）は「初めて

福島を訪れたが、都会とは違った情緒ある風景に

囲まれていて、新鮮な気持ちで研究に励める。普

段あまり会えない先輩やＯＢ、ＯＧも参加してい

るので、研究や進路についてアドバイスを受けた

い」と話していました。

研究発表後は、町内の球技場に移動し、ＯＢ、

ＯＧも交えてソフトボールで交流を深めました。

また、前日の２１日には、ゼミ合宿の合間を縫

って野口英世記念館や五色沼など会津を代表す

る観光地も見学しました。 

早稲田大学の人間科学部が 
猪苗代町でゼミ合宿を実施！ 

学校 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町（研究発表）＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町（研究発表）＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町泊
ホテル＝会津若松市（鶴ヶ城・会津武家屋敷）＝猪苗代町（野口英世記念館）＝猪苗代町泊

ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町（研究発表、スポーツ活動）＝＝猪苗代町泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町（研究発表）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校

旅行 
行程 

合 宿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年９月１日から６日までの日程で、神奈

川大学管弦楽団の７７名が北塩原村で合宿を実施

しました。

同大学管弦楽団は以前から本県を訪れており、震

災直後は他の県に変更となったものの昨年から再

び北塩原村で合宿をおこなうようになりました。

合宿３日目の９月３日に取材に伺うと、ヴァイオ

リンなど様々な楽器の息の合った演奏で出迎えて

くれました。午前中のそれぞれのパート練習を終

え、午後からは全体での合奏です。弦楽器や管楽器、

打楽器の重なり合う音色が、耳だけではなく心にま

で響いてくるようでした。

団長の車（しゃ）瞳さん（３年生）は「１１月に

開催される、“湘南ひらつか第九のつどい”に向け

て全員で音を合わせる力をつけるのが目標。こんな

にも音に触れられる機会はないので福島での合宿

が楽しみだった。聞いてくれる方が少しでも笑顔

になってくれるように頑張りたい」と語ってくれ

ました。

渉外担当の岩崎有紀さん（３年生）は「自分自

身、昨年初めて福島で合宿を実施した。先輩に聞

いていた通り、空気も景色もきれいでごはんもお

いしいかった。昨年合宿を行っている時にはすで

に“来年も福島にしよう”という声が多かった」

と話していました。 

神奈川大学の管弦楽団が 
北塩原村で合宿を実施！ 

旅行 
行程 

学校 ＝＝＝＝＝＝北塩原村（ホテルにて管弦楽練習）・・・・・・・北塩原村泊
～ ホテル ・・・・・・北塩原村（ホテルにて管弦楽練習）・・・・・・・北塩原村泊

ホテル ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

合 宿 

－ 28 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年９月１９日から２３日までの日程で、

早稲田大学人間科学部松居研究室の３９名が猪苗

代町でゼミ合宿を実施しました。

同大学研究室は１０年前から本県を訪れており

ましたが、震災のあった年は来県を断念。しかし、

首都圏からのアクセスの良さや施設の利便性、更に

は復興への貢献の思いから、震災の翌年には猪苗代

町での合宿を再開しました。

取材に伺った９月２２日は、宿泊した民宿で研究

発表を行っていました。ゼミ合宿は研究室の学生や

ＯＢ、ＯＧが一堂に会する貴重な機会で、教授や先

輩などを交えて熱心な議論が行われていました。

内藤彗（はづき）さん（大学院１年生）は「福島

を訪れるのは３度目で、毎回磐梯山や猪苗代湖など

雄大な自然に癒される。研究発表を通して、後輩た

ちが人前で話すことの楽しさを学んでほしい」と

語っていました。

吉川花里（はなり）さん（３年生）は「初めて

福島を訪れたが、都会とは違った情緒ある風景に

囲まれていて、新鮮な気持ちで研究に励める。普

段あまり会えない先輩やＯＢ、ＯＧも参加してい

るので、研究や進路についてアドバイスを受けた

い」と話していました。

研究発表後は、町内の球技場に移動し、ＯＢ、

ＯＧも交えてソフトボールで交流を深めました。

また、前日の２１日には、ゼミ合宿の合間を縫

って野口英世記念館や五色沼など会津を代表す

る観光地も見学しました。 

早稲田大学の人間科学部が 
猪苗代町でゼミ合宿を実施！ 

学校 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町（研究発表）＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町（研究発表）＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町泊
ホテル＝会津若松市（鶴ヶ城・会津武家屋敷）＝猪苗代町（野口英世記念館）＝猪苗代町泊

ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町（研究発表、スポーツ活動）＝＝猪苗代町泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝猪苗代町（研究発表）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校

旅行 
行程 

合 宿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年９月１日から６日までの日程で、神奈

川大学管弦楽団の７７名が北塩原村で合宿を実施

しました。

同大学管弦楽団は以前から本県を訪れており、震

災直後は他の県に変更となったものの昨年から再

び北塩原村で合宿をおこなうようになりました。

合宿３日目の９月３日に取材に伺うと、ヴァイオ

リンなど様々な楽器の息の合った演奏で出迎えて

くれました。午前中のそれぞれのパート練習を終

え、午後からは全体での合奏です。弦楽器や管楽器、

打楽器の重なり合う音色が、耳だけではなく心にま

で響いてくるようでした。

団長の車（しゃ）瞳さん（３年生）は「１１月に

開催される、“湘南ひらつか第九のつどい”に向け

て全員で音を合わせる力をつけるのが目標。こんな

にも音に触れられる機会はないので福島での合宿

が楽しみだった。聞いてくれる方が少しでも笑顔

になってくれるように頑張りたい」と語ってくれ

ました。

渉外担当の岩崎有紀さん（３年生）は「自分自

身、昨年初めて福島で合宿を実施した。先輩に聞

いていた通り、空気も景色もきれいでごはんもお

いしいかった。昨年合宿を行っている時にはすで

に“来年も福島にしよう”という声が多かった」

と話していました。 

神奈川大学の管弦楽団が 
北塩原村で合宿を実施！ 

旅行 
行程 

学校 ＝＝＝＝＝＝北塩原村（ホテルにて管弦楽練習）・・・・・・・北塩原村泊
～ ホテル ・・・・・・北塩原村（ホテルにて管弦楽練習）・・・・・・・北塩原村泊

ホテル ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校 

合 宿 

－ 29 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

旅行 
行程 

平成２６年６月１９日から２０日までの日程で、静

岡県の桐陽高校の１年生１８６名がいわき市で被災地

研修旅行を実施しました。

１９日午後、福島県入りした生徒たちは、原発事故

の影響で震災当時のままの姿のＪＲ富岡駅を見学した

後、宿泊先のいわき市常磐地区のホテルに到着しまし

た。宿泊先のホテルでは、被災地体験講座として、震

災を経験した方から当時の状況などの話しを聴きまし

た。

取材に伺った２０日は、いわき市の豊間小学校にお

いて図書券の贈呈式が行われました。生徒たちから豊

間小学校に贈られた図書券の購入費用は、桐陽高校の

全校生徒が空き缶を集めリサイクル用に売却した収益

が充てられたということで、同校では東日本大震災以

降に、被災地でのボランティアなど多くの活動を行っ

ています。今回の訪問も福島復興への一助と、生徒に

多くのことを学んでほしいという思いから実現しまし

た。

その後、生徒たちは薄磯地区にある山六観光で震

災講話を聴きました。津波被害の大きかった同地区

の震災時の状況について、店内に展示された写真を

見ながら説明を受けました。震災後、防災について

の意識が高まっていることもあり、生徒たちは真剣

な眼差しで聴き入っていました。

生徒の方々に研修の感想を伺ったところ、土屋菊

美さんは「今回研修で巡った場所では、３年経って

も当時のままの所もあり驚いた。震災後しばらくは

自由な生活ができなかったとの話を伺い、想像以上

に大変だったことが分かった」と話してくれまし

た。また、磯部彰彦さんは「静岡では東海地震の不

安もあり、他人事には思えない。実際に来てみて、

テレビなどでは見ることができない様々なものを

見て感じることができたのでそれを周りの人に伝

えていきたい」と研修の成果と抱負を語ってくれま

した。 

震災学習 
・ 

ボランティア 
静岡県の桐陽高校が 
いわき市で被災地研修を実施！ 

学校＝＝＝＝＝＝富岡町被災地視察＝＝＝＝＝＝いわき市泊（ホテルにて被災地体験講座）

ホテル＝＝＝＝＝いわき市内（被災地視察、塩谷崎灯台、震災講話）＝＝＝＝＝＝＝学校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２７年２月８日から１１日までの日程で、中

央学院大学スキー・スノーボードサークルの１７名

が、技術向上を目指して南会津町で合宿を実施しま

した。

合宿初日の８日、南会津町舘岩地区に到着した一

行はホテルの目の前に広がるゲレンデで新雪の感

触を楽しみながら終日スノーボードを満喫しまし

た。

取材に伺った翌９日は、充実した練習を感じさせ

る爽やかな笑顔で出迎えてくれました。学生たち

は、良質なパウダースノーのゲレンデを縦横無尽に

華麗なシュプールを描き、ジャンプやターンなどの

練習を行いました。

３年生の大井貴史（たかふみ）さんは、「福島の

雪は踏み込む時にはしっかり食い込み、滑っている

時はなめらかでとても良い。プライベートで何度

も来ている」と満面の笑みで語ってくれました。

同じく３年生の齋藤優充（まさみつ）さんは、

「特にごはんがおいしく、学生にも好評」と話し

てくれました。 

中央学院大学 
スキー・スノーボードサークルが

南会津町で合宿を実施！ 

学校＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝南会津町泊

～ ホテル・・・・・・・・ 南会津町（スキー研修）・・・・・・・・南会津町泊
ホテル・・・・・・・・ 南会津町（スキー研修） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校

旅行 
行程 

合 宿 
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旅行 
行程 

平成２６年６月１９日から２０日までの日程で、静

岡県の桐陽高校の１年生１８６名がいわき市で被災地

研修旅行を実施しました。

１９日午後、福島県入りした生徒たちは、原発事故

の影響で震災当時のままの姿のＪＲ富岡駅を見学した

後、宿泊先のいわき市常磐地区のホテルに到着しまし

た。宿泊先のホテルでは、被災地体験講座として、震

災を経験した方から当時の状況などの話しを聴きまし

た。

取材に伺った２０日は、いわき市の豊間小学校にお

いて図書券の贈呈式が行われました。生徒たちから豊

間小学校に贈られた図書券の購入費用は、桐陽高校の

全校生徒が空き缶を集めリサイクル用に売却した収益

が充てられたということで、同校では東日本大震災以

降に、被災地でのボランティアなど多くの活動を行っ

ています。今回の訪問も福島復興への一助と、生徒に

多くのことを学んでほしいという思いから実現しまし

た。

その後、生徒たちは薄磯地区にある山六観光で震

災講話を聴きました。津波被害の大きかった同地区

の震災時の状況について、店内に展示された写真を

見ながら説明を受けました。震災後、防災について

の意識が高まっていることもあり、生徒たちは真剣

な眼差しで聴き入っていました。

生徒の方々に研修の感想を伺ったところ、土屋菊

美さんは「今回研修で巡った場所では、３年経って

も当時のままの所もあり驚いた。震災後しばらくは

自由な生活ができなかったとの話を伺い、想像以上

に大変だったことが分かった」と話してくれまし

た。また、磯部彰彦さんは「静岡では東海地震の不

安もあり、他人事には思えない。実際に来てみて、

テレビなどでは見ることができない様々なものを

見て感じることができたのでそれを周りの人に伝

えていきたい」と研修の成果と抱負を語ってくれま

した。 

震災学習 
・ 

ボランティア 
静岡県の桐陽高校が 
いわき市で被災地研修を実施！ 

学校＝＝＝＝＝＝富岡町被災地視察＝＝＝＝＝＝いわき市泊（ホテルにて被災地体験講座）

ホテル＝＝＝＝＝いわき市内（被災地視察、塩谷崎灯台、震災講話）＝＝＝＝＝＝＝学校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２７年２月８日から１１日までの日程で、中

央学院大学スキー・スノーボードサークルの１７名

が、技術向上を目指して南会津町で合宿を実施しま

した。

合宿初日の８日、南会津町舘岩地区に到着した一

行はホテルの目の前に広がるゲレンデで新雪の感

触を楽しみながら終日スノーボードを満喫しまし

た。

取材に伺った翌９日は、充実した練習を感じさせ

る爽やかな笑顔で出迎えてくれました。学生たち

は、良質なパウダースノーのゲレンデを縦横無尽に

華麗なシュプールを描き、ジャンプやターンなどの

練習を行いました。

３年生の大井貴史（たかふみ）さんは、「福島の

雪は踏み込む時にはしっかり食い込み、滑っている

時はなめらかでとても良い。プライベートで何度

も来ている」と満面の笑みで語ってくれました。

同じく３年生の齋藤優充（まさみつ）さんは、

「特にごはんがおいしく、学生にも好評」と話し

てくれました。 

中央学院大学 
スキー・スノーボードサークルが

南会津町で合宿を実施！ 

学校＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝南会津町泊

～ ホテル・・・・・・・・ 南会津町（スキー研修）・・・・・・・・南会津町泊
ホテル・・・・・・・・ 南会津町（スキー研修） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝学校

旅行 
行程 

合 宿 
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平成２６年３月１１日から１２日の日程で、

南アジア地域協力連合訪日団第６陣、青

少年交流の一環として、ブータンで初めて設立され

た日本語学校の学生２３名が相馬市を訪れました。

１１日は相馬市立桜丘小学校の４年生、５年生及

び６年生の児童との交流を楽しみました。児童はブ

ータンの学生たちと日本語で会話を楽しみ、給食が

終わると、じゃんけんをしたり、サインをもらった

り、集合写真を撮るなどして打ち解けた様子で交流

をしていました。

桜丘小学校４年の齋藤君は「ブータンの方とお友

達になりました。じゃんけんを教えてあげました」

と、とても楽しそうに話してくれました。

また、ブータン日本語学校のワンチュクさんにお

話を伺ったところ「福島の子どもたちはとても明る

くてかわいい。ブータンにも日本人の観光客が来

るので、日本語でブータンを案内したいと思い勉

強を頑張っている」と日本の印象と抱負を語って

いただきました。

その後一行は、和田観光苺園を訪れ、震災後に

水耕栽培を始めたハウスで大きな苺を頬張りま

した。ブータン日本語学校のキンレイさんは「３

年前の震災では皆悲しい思いをした。だが３年経

った今、こうして美味しい苺を食べることができ

るようになって私も幸せです」と、震災にあった

日本を思う気持ちを聞かせてくれました。

一行は、原釜・尾浜海水浴場にも出向き、震災

から３年が経過した思いを込めて献花、黙祷をし

ました。 

ブータンの日本語学校学生訪日団

が相馬市を訪れました。 

旅行 
行程 

ブータン→→→→→→→→→→羽田空港＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝東京都泊
東京駅 仙台駅 相馬市（小学校訪問・イチゴ狩り）＝＝相馬市泊
ホテル＝＝＝相馬市表敬＝相馬駅 仙台空港→→福岡空港＝＝熊本県泊

～ 熊本県や東京都等で活動
ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝羽田空港→→→→→→→→→→→ブータン

国際交流 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

旅行 
行程 

平成２６年１２月１６日、茨城県の水戸平成学園高

校の生徒１７名が楢葉町と南相馬市で復興体験学習を

実施しました。

今回の体験学習は、社会科のスクーリング・特別活

動として「南相馬ソーラー・アグリパーク」などを訪

れ、福島県の津波被害と復興への取組を考えるという

趣旨で実施されました。

同日午前、楢葉町の天神岬スポーツ公園に到着した

一行は、福島洋上風力天神岬展望台から世界最大級の

浮体式洋上風力発電を眺め、再生可能エネルギーの学

習をしました。

その後、生徒たちは９月に全線再開通となった国道

６号を北上し南相馬市を訪れ、地元の雇用を生み出す

ためにオープンしたばかりの食堂「おだかのひるごは

ん」で、地元野菜をふんだんに使った定食をおいしそ

うにほおばっていました。

「南相馬ソーラー・アグリパーク」では、生徒たち

は本物の太陽光発電所に入ってソーラーパネルの

巡視点検や、水力発電と人力で発電を比較する体験

学習を行い、その後同施設を運営する半谷代表から

「福島での人材育成と復興」と題した講演を聴きま

した。

大賀歩夢さん（３年生）は「被災地に足を運んだ

ことがなかったので、この機会に来てみようと思っ

た。災害当時のままの箇所もあり、テレビや映像で

見たものとは違い、多くのことを体感した」と語っ

ていました。また、作山友美さん（３年生）は「復

興に向けて前向きに進んでいく福島の人々の姿を

見てとても格好良いと思った。南相馬ソーラー・ア

グリパークでは将来の夢に繋がる話を聴くことが

でき参考になった。大切なのは自分からアイディア

を出すことだという言葉が胸に残った」と感想を話

してくれました。 

茨城県の水戸平成学園高校が 
南相馬市などで体験学習を実施！ 

学校＝＝＝広野町（天神岬スポーツ公園展望台）＝南相馬市ソーラー・アグリパーク研修＝＝＝学校 

震災学習 
・ 

ボランティア 

－ 32 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年３月１１日から１２日の日程で、

南アジア地域協力連合訪日団第６陣、青

少年交流の一環として、ブータンで初めて設立され

た日本語学校の学生２３名が相馬市を訪れました。

１１日は相馬市立桜丘小学校の４年生、５年生及

び６年生の児童との交流を楽しみました。児童はブ

ータンの学生たちと日本語で会話を楽しみ、給食が

終わると、じゃんけんをしたり、サインをもらった

り、集合写真を撮るなどして打ち解けた様子で交流

をしていました。

桜丘小学校４年の齋藤君は「ブータンの方とお友

達になりました。じゃんけんを教えてあげました」

と、とても楽しそうに話してくれました。

また、ブータン日本語学校のワンチュクさんにお

話を伺ったところ「福島の子どもたちはとても明る

くてかわいい。ブータンにも日本人の観光客が来

るので、日本語でブータンを案内したいと思い勉

強を頑張っている」と日本の印象と抱負を語って

いただきました。

その後一行は、和田観光苺園を訪れ、震災後に

水耕栽培を始めたハウスで大きな苺を頬張りま

した。ブータン日本語学校のキンレイさんは「３

年前の震災では皆悲しい思いをした。だが３年経

った今、こうして美味しい苺を食べることができ

るようになって私も幸せです」と、震災にあった

日本を思う気持ちを聞かせてくれました。

一行は、原釜・尾浜海水浴場にも出向き、震災

から３年が経過した思いを込めて献花、黙祷をし

ました。 

ブータンの日本語学校学生訪日団

が相馬市を訪れました。 

旅行 
行程 

ブータン→→→→→→→→→→羽田空港＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝東京都泊
東京駅 仙台駅 相馬市（小学校訪問・イチゴ狩り）＝＝相馬市泊
ホテル＝＝＝相馬市表敬＝相馬駅 仙台空港→→福岡空港＝＝熊本県泊

～ 熊本県や東京都等で活動
ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝羽田空港→→→→→→→→→→→ブータン

国際交流 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

旅行 
行程 

平成２６年１２月１６日、茨城県の水戸平成学園高

校の生徒１７名が楢葉町と南相馬市で復興体験学習を

実施しました。

今回の体験学習は、社会科のスクーリング・特別活

動として「南相馬ソーラー・アグリパーク」などを訪

れ、福島県の津波被害と復興への取組を考えるという

趣旨で実施されました。

同日午前、楢葉町の天神岬スポーツ公園に到着した

一行は、福島洋上風力天神岬展望台から世界最大級の

浮体式洋上風力発電を眺め、再生可能エネルギーの学

習をしました。

その後、生徒たちは９月に全線再開通となった国道

６号を北上し南相馬市を訪れ、地元の雇用を生み出す

ためにオープンしたばかりの食堂「おだかのひるごは

ん」で、地元野菜をふんだんに使った定食をおいしそ

うにほおばっていました。

「南相馬ソーラー・アグリパーク」では、生徒たち

は本物の太陽光発電所に入ってソーラーパネルの

巡視点検や、水力発電と人力で発電を比較する体験

学習を行い、その後同施設を運営する半谷代表から

「福島での人材育成と復興」と題した講演を聴きま

した。

大賀歩夢さん（３年生）は「被災地に足を運んだ

ことがなかったので、この機会に来てみようと思っ

た。災害当時のままの箇所もあり、テレビや映像で

見たものとは違い、多くのことを体感した」と語っ

ていました。また、作山友美さん（３年生）は「復

興に向けて前向きに進んでいく福島の人々の姿を

見てとても格好良いと思った。南相馬ソーラー・ア

グリパークでは将来の夢に繋がる話を聴くことが

でき参考になった。大切なのは自分からアイディア

を出すことだという言葉が胸に残った」と感想を話

してくれました。 

茨城県の水戸平成学園高校が 
南相馬市などで体験学習を実施！ 

学校＝＝＝広野町（天神岬スポーツ公園展望台）＝南相馬市ソーラー・アグリパーク研修＝＝＝学校 

震災学習 
・ 

ボランティア 
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平成２６年８月４日から６日までの日程で、富山

県立泊高校と同県立入善高校の生徒３３名が、国の

地熱開発理解促進関連事業の一環で、本県の再生可

能エネルギーの取組を視察するため、二本松市、北

塩原村、柳津町などを訪れました。

取材に伺った８月５日には、二本松市にある県立

安達高校において「再生可能エネルギー」をテーマ

に交流会が実施されました。交流会では地熱発電、

温度差発電、地元産業の現状と課題等について、各

校の研究内容が発表されました。化学反応を用いた

検証や大学の協力により行われた実験の発表は素

晴らしく、特に熱エネルギーから電気エネルギーを

作る実験では圧力鍋が使われるなど、生徒たちの工

夫が伝わってきました。

参加した富山県の高校生の一人（２年生）は、「温

泉地を廻って温泉を採取したり、実験では失敗が続

いたりと大変だった。実験結果を相手に伝える手

段・手法などが勉強になった。他の高校の実験も

参考になった」と話していました。

その後、裏磐梯ビジターセンターへ移動し、火

山活動が作り上げた美しい自然や保護の課題に

ついて学びました。同センター内のクーラーが、

雪室に貯蔵した雪の雪氷熱エネルギーを利用し

て作動していると説明があると、生徒たちからの

驚きの声が沸き上がりました。

最終日は、柳津西山地熱発電所を見学し、福島

県での充実したエネルギー学習を終えました。 

富山県の高校生が福島県の高校生

と再生可能エネルギーをテーマに 
交流！ 

旅行 
行程 

富山県＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝福島市泊
ホテル＝＝高校と学校交流＝＝北塩原村（裏磐梯ビジターセンター等の見学）＝会津若松市泊
ホテル＝＝柳津西山地熱発電所視察＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝富山県 

その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年６月２６日から３０日までの日程で、日

本政府が進める青少年交流事業「 」

の一環として、カリフォルニア大学アーバイン校の訪

日団２３名が福島市、喜多方市、会津若松市を訪れま

した。

２６日、本県に到着した一行は、福島市にある株式

会社ヤクルト本社福島工場を見学し、その後福島県庁

を表敬訪問しました。

取材に伺った翌２７日は、福島大学との学校交流を

実施していました。学校交流では、始めに福島大学学

長から歓迎の挨拶があり、その後実施された「英語コ

ミュニケーション」の授業での意見交換で親交を深め

ました。昼食の時間には福島大学の学生らによって歓

迎会が開かれ、英語を使ったゲームなどを通して一段

と距離が縮まった様子でした。

カリフォルニア大学アーバイン校のクリストフ

ァーさんは「福島県を実際に訪問してみると、震災

が起きたとは思えないほど、皆が普通の生活を送っ

ている。日本の建築物を見るのが楽しみだ。」と話

してくれました。また、同大学のテイラーさんは「福

島の人々のおもてなしが嬉しい。アメリカでは福島

の報道が少ないので、震災について細かい情報が聞

ける良い機会だ」と語っていました。

午後は、福島大学の学生がクイズを交えながら、

伝統工芸品のあかべこの由来や観光など福島の魅

力を紹介しました。また、柔道、剣道、書道を実際

に体験し、日本の文化に触れました。

２８日以降は、喜多方市で蔵の見学や農業体験な

どを行ったほか、会津若松市の鶴ヶ城などを訪れ、

本県の歴史、自然、産業等を学びました。 

カリフォルニア大学 
アーバイン校の訪日団が 
福島大学で学校交流を実施！ 

旅行 
行程 

カリフォルニア→羽田空港 東京駅 福島県庁表敬訪問・ヤクルト工場視察＝福島市泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 福島大学と学校交流＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝福島市泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 喜多方市内（蔵の歴史講義・見学）＝＝＝＝＝＝＝＝＝喜多方市泊

ホテル＝＝＝ 山都町芸能交流（民謡、踊り、着付け）＝＝喜多方市農業体験＝＝＝喜多方市泊
ホテル＝＝＝ 会津若松市内（鶴ヶ城）＝＝＝＝郡山駅 羽田空港→→ カリフォルニア 

国際交流 
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平成２６年８月４日から６日までの日程で、富山

県立泊高校と同県立入善高校の生徒３３名が、国の

地熱開発理解促進関連事業の一環で、本県の再生可

能エネルギーの取組を視察するため、二本松市、北

塩原村、柳津町などを訪れました。

取材に伺った８月５日には、二本松市にある県立

安達高校において「再生可能エネルギー」をテーマ

に交流会が実施されました。交流会では地熱発電、

温度差発電、地元産業の現状と課題等について、各

校の研究内容が発表されました。化学反応を用いた

検証や大学の協力により行われた実験の発表は素

晴らしく、特に熱エネルギーから電気エネルギーを

作る実験では圧力鍋が使われるなど、生徒たちの工

夫が伝わってきました。

参加した富山県の高校生の一人（２年生）は、「温

泉地を廻って温泉を採取したり、実験では失敗が続

いたりと大変だった。実験結果を相手に伝える手

段・手法などが勉強になった。他の高校の実験も

参考になった」と話していました。

その後、裏磐梯ビジターセンターへ移動し、火

山活動が作り上げた美しい自然や保護の課題に

ついて学びました。同センター内のクーラーが、

雪室に貯蔵した雪の雪氷熱エネルギーを利用し

て作動していると説明があると、生徒たちからの

驚きの声が沸き上がりました。

最終日は、柳津西山地熱発電所を見学し、福島

県での充実したエネルギー学習を終えました。 

富山県の高校生が福島県の高校生

と再生可能エネルギーをテーマに 
交流！ 

旅行 
行程 

富山県＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝福島市泊
ホテル＝＝高校と学校交流＝＝北塩原村（裏磐梯ビジターセンター等の見学）＝会津若松市泊
ホテル＝＝柳津西山地熱発電所視察＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝富山県 

その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年６月２６日から３０日までの日程で、日

本政府が進める青少年交流事業「 」

の一環として、カリフォルニア大学アーバイン校の訪

日団２３名が福島市、喜多方市、会津若松市を訪れま

した。

２６日、本県に到着した一行は、福島市にある株式

会社ヤクルト本社福島工場を見学し、その後福島県庁

を表敬訪問しました。

取材に伺った翌２７日は、福島大学との学校交流を

実施していました。学校交流では、始めに福島大学学

長から歓迎の挨拶があり、その後実施された「英語コ

ミュニケーション」の授業での意見交換で親交を深め

ました。昼食の時間には福島大学の学生らによって歓

迎会が開かれ、英語を使ったゲームなどを通して一段

と距離が縮まった様子でした。

カリフォルニア大学アーバイン校のクリストフ

ァーさんは「福島県を実際に訪問してみると、震災

が起きたとは思えないほど、皆が普通の生活を送っ

ている。日本の建築物を見るのが楽しみだ。」と話

してくれました。また、同大学のテイラーさんは「福

島の人々のおもてなしが嬉しい。アメリカでは福島

の報道が少ないので、震災について細かい情報が聞

ける良い機会だ」と語っていました。

午後は、福島大学の学生がクイズを交えながら、

伝統工芸品のあかべこの由来や観光など福島の魅

力を紹介しました。また、柔道、剣道、書道を実際

に体験し、日本の文化に触れました。

２８日以降は、喜多方市で蔵の見学や農業体験な

どを行ったほか、会津若松市の鶴ヶ城などを訪れ、

本県の歴史、自然、産業等を学びました。 

カリフォルニア大学 
アーバイン校の訪日団が 
福島大学で学校交流を実施！ 

旅行 
行程 

カリフォルニア→羽田空港 東京駅 福島県庁表敬訪問・ヤクルト工場視察＝福島市泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 福島大学と学校交流＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝福島市泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 喜多方市内（蔵の歴史講義・見学）＝＝＝＝＝＝＝＝＝喜多方市泊

ホテル＝＝＝ 山都町芸能交流（民謡、踊り、着付け）＝＝喜多方市農業体験＝＝＝喜多方市泊
ホテル＝＝＝ 会津若松市内（鶴ヶ城）＝＝＝＝郡山駅 羽田空港→→ カリフォルニア 

国際交流 
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平成２６年８月２１日から２６日までの日程で、

東京都町田市の玉川学園中等部・高等部ハンドベル

クワイアの部員１８名が復興支援のため東北各地

で公演を行い、８月２５日から２６日には本県を訪

れました。

取材に伺った２６日は、喜多方市内の関柴小学校

で同校の児童や幼稚園児のほか、農家民泊でお世話

になった農家の方々を招いて演奏会が行われまし

た。「となりのトトロ」や「アンパンマン」など馴

染みの深い曲が演奏され、被災地の復興を願う澄ん

だ音色が体育館内に鳴り響きました。アンコールで

演奏された「ふるさと」では、演奏を聞き涙ぐむ聴

衆もみられました。演奏終了後の交流会では、関柴

小学校の児童たちが部員に教わりながらハンドベ

ルを鳴らしていました。

副部長の三澤有莉亜さん（３年生）に感想を伺っ

たところ「幼稚園児や小学生が可愛らしく、とて

も楽しかった。被災地での公演では、勇気をもら

えたと言ってくださる方もいるが、演奏している

私たちのほうが勇気をもらっている」と満面の笑

顔で話してくれました。部員たちは関柴小学校で

の演奏会のほか、県内の仮設住宅など２か所で演

奏会を行いました。 

玉川学園ハンドベルクワイアが

喜多方市で演奏会を実施！ 

旅行 
行程 

東京駅 盛岡駅＝＝岩手県釜石市（被災地支援演奏会）＝＝＝ 岩手県泊
～ 岩手・宮城県内（被災支援地演奏会）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝岩手県泊・宮城県泊

ホテル＝＝南相馬市（被災地支援演奏会）＝＝除染情報プラザ視察＝＝喜多方市農家民泊
農家＝＝＝喜多方市（被災地支援演奏会）＝＝＝＝＝＝郡山駅 東京駅 

その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年８月２０日、福岡大学附属若葉高校ダ

ンス部の３３名が南相馬市を訪れ、ダンスを披露し

て被災者を激励しました。同校は創立１０５年の伝

統校で、ダンス部は全日本高校・ダンスフェスティ

バルで日本一、世界大会でもチャンピオンに輝いた

ことがある名門です。同ダンス部は、昨年８月にも

同市の小高区役所前でダンスを披露しており、今回

の訪問で震災後４回目となります。同ダンス部は、

平成２２年８月に仙台市で行われたダンス大会に

出場し、その後震災が起きたことを受け、部員たち

のダンスを通じて被災者の方々に元気を届けたい

との思いから支援が始まりました。

当日、会場には１００名を超える市民が駆けつ

け、部員たちは体育館内を縦横無尽に動き回わりな

がら「がんばろう日本」や「心はひとつ」といった

メッセージの横断幕を持ちながら創作ダンスを披

露しました。迫力のあるダンスに観客からも大きな

拍手と歓声が沸き上がっていました。

部長の坂成祐美さん（３年生）は「南相馬市を

訪れるのは今回で３回目となるが毎回多くの

方々からたくさんの拍手や声援をいただき、涙を

流して喜んでくれる方々を目の当たりにすると、

毎回訪れて本当に良かったと感じる。被災者の皆

さんから逆に私らがパワーをもらっている」と感

謝の気持ちを込めて語っていました。同じく３回

目の訪問となる副部長の山城友理恵さん（３年

生）は「震災当時は流された車も道路の脇に積ん

であり震災の爪痕があちこちで見られた。街中で

見かける人が少なかったが、今では再開している

店舗も多く復興が進んでいることを実感した」と

嬉しそうな表情で話してくれました。

部員たちは、翌日以降も宮城県や岩手県で被災

者支援のダンスを披露しました。 

福岡大学附属若葉高校ダンス部が

南相馬市でダンスを披露！ 

福岡空港→→仙台空港＝＝＝＝南相馬市小高区（被災地支援公演）＝＝＝＝＝＝＝＝宮城県泊

ホテル＝＝＝宮城県山元町・石巻市（被災地支援公演）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝宮城県泊
ホテル＝南三陸町被災地視察＝宮城県気仙沼市・岩手県一関市（被災地支援公演）＝岩手県泊
ホテル＝＝＝＝岩手県野田村（被災地支援公演）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝岩手県泊

ホテル＝＝＝仙台空港→→福岡空港 

旅行 
行程 

その他 
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平成２６年８月２１日から２６日までの日程で、

東京都町田市の玉川学園中等部・高等部ハンドベル

クワイアの部員１８名が復興支援のため東北各地

で公演を行い、８月２５日から２６日には本県を訪

れました。

取材に伺った２６日は、喜多方市内の関柴小学校

で同校の児童や幼稚園児のほか、農家民泊でお世話

になった農家の方々を招いて演奏会が行われまし

た。「となりのトトロ」や「アンパンマン」など馴

染みの深い曲が演奏され、被災地の復興を願う澄ん

だ音色が体育館内に鳴り響きました。アンコールで

演奏された「ふるさと」では、演奏を聞き涙ぐむ聴

衆もみられました。演奏終了後の交流会では、関柴

小学校の児童たちが部員に教わりながらハンドベ

ルを鳴らしていました。

副部長の三澤有莉亜さん（３年生）に感想を伺っ

たところ「幼稚園児や小学生が可愛らしく、とて

も楽しかった。被災地での公演では、勇気をもら

えたと言ってくださる方もいるが、演奏している

私たちのほうが勇気をもらっている」と満面の笑

顔で話してくれました。部員たちは関柴小学校で

の演奏会のほか、県内の仮設住宅など２か所で演

奏会を行いました。 

玉川学園ハンドベルクワイアが

喜多方市で演奏会を実施！ 

旅行 
行程 

東京駅 盛岡駅＝＝岩手県釜石市（被災地支援演奏会）＝＝＝ 岩手県泊
～ 岩手・宮城県内（被災支援地演奏会）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝岩手県泊・宮城県泊

ホテル＝＝南相馬市（被災地支援演奏会）＝＝除染情報プラザ視察＝＝喜多方市農家民泊
農家＝＝＝喜多方市（被災地支援演奏会）＝＝＝＝＝＝郡山駅 東京駅 

その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年８月２０日、福岡大学附属若葉高校ダ

ンス部の３３名が南相馬市を訪れ、ダンスを披露し

て被災者を激励しました。同校は創立１０５年の伝

統校で、ダンス部は全日本高校・ダンスフェスティ

バルで日本一、世界大会でもチャンピオンに輝いた

ことがある名門です。同ダンス部は、昨年８月にも

同市の小高区役所前でダンスを披露しており、今回

の訪問で震災後４回目となります。同ダンス部は、

平成２２年８月に仙台市で行われたダンス大会に

出場し、その後震災が起きたことを受け、部員たち

のダンスを通じて被災者の方々に元気を届けたい

との思いから支援が始まりました。

当日、会場には１００名を超える市民が駆けつ

け、部員たちは体育館内を縦横無尽に動き回わりな

がら「がんばろう日本」や「心はひとつ」といった

メッセージの横断幕を持ちながら創作ダンスを披

露しました。迫力のあるダンスに観客からも大きな

拍手と歓声が沸き上がっていました。

部長の坂成祐美さん（３年生）は「南相馬市を

訪れるのは今回で３回目となるが毎回多くの

方々からたくさんの拍手や声援をいただき、涙を

流して喜んでくれる方々を目の当たりにすると、

毎回訪れて本当に良かったと感じる。被災者の皆

さんから逆に私らがパワーをもらっている」と感

謝の気持ちを込めて語っていました。同じく３回

目の訪問となる副部長の山城友理恵さん（３年

生）は「震災当時は流された車も道路の脇に積ん

であり震災の爪痕があちこちで見られた。街中で

見かける人が少なかったが、今では再開している

店舗も多く復興が進んでいることを実感した」と

嬉しそうな表情で話してくれました。

部員たちは、翌日以降も宮城県や岩手県で被災

者支援のダンスを披露しました。 

福岡大学附属若葉高校ダンス部が

南相馬市でダンスを披露！ 

福岡空港→→仙台空港＝＝＝＝南相馬市小高区（被災地支援公演）＝＝＝＝＝＝＝＝宮城県泊

ホテル＝＝＝宮城県山元町・石巻市（被災地支援公演）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝宮城県泊
ホテル＝南三陸町被災地視察＝宮城県気仙沼市・岩手県一関市（被災地支援公演）＝岩手県泊
ホテル＝＝＝＝岩手県野田村（被災地支援公演）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝岩手県泊

ホテル＝＝＝仙台空港→→福岡空港 

旅行 
行程 

その他 
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平成２６年１０月３１日から１１月３日までの

日程で、熊本県水俣市の中学校４校の１、２年生２

４名が、福島市、いわき市及び広野町を訪れ、福島

県内の中学生３８名と交流をしました。

この事業は、本県の原発事故と熊本県の水俣病に

よって生じた風評被害や諸問題について理解を深

め、復興を担う人材を育成することが目的となって

います。福島県ＰＴＡ連合会の主催で昨年から実施

されており、今年も両県の中学生が参加しました。

取材に伺った１１月１日は、福島市にある福島県

青少年会館で福島県内の中学生は水俣病語り部の

杉本肇さんから水銀による環境破壊とその後の風

評被害の話を、水俣市の中学生は福島第一中学校の

菅野泰英教諭から放射線についての話をそれぞれ

聴いた後、自然界の放射線を見る実験を行いまし

た。その後、班ごとに復興に向けた取組みについて

グループ討議を行いました。

昼食を終えた一行はＪＡ新ふくしま矢野目モニ

タリングセンターを訪れ、福島市内の農産物の検査

体制などを学びました。

水俣第二中学校の池田憲亮さん（１年生）は「福

島の現状について知りたいことがたくさんある

のでしっかり学びたい。福島県の方には水俣病の

教訓を生かして完全な復興に向けて頑張ってほ

しい」と語っていました。 
緑東中学校の中山明香里さん（２年生）は「食

の安全に対する厳しい検査体制や、たくさんの検

査機器を見ることができ、福島の農産物は安全だ

と感じた。福島の人々に水俣のことを知ってもら

い、共に支え合っていきたい」と真剣な表情で話

していました。 
翌２日、生徒たちはいわき市の環境水族館「ア

クアマリンふくしま」、「いわき・ら・ら・ミュ

ウ」のほか、広野町ではサッカー日本代表の専属

シェフを務める西芳照氏を訪ね、震災当時の話な

どを聴きました。

宿舎で行われたお別れ会では仲間との再会を

誓い合い、最後の夜を楽しみました。

 

熊本県水俣市の中学生が 
福島県の中学生と交流！ 

旅行 
行程 

熊本空港→→→→羽田空港 東京駅 福島駅＝＝＝＝＝＝＝福島市泊
ホテル＝＝＝＝＝福島市内研修（震災講話・モニタリングセンター視察）＝＝福島市泊

ホテル＝いわき市内視察（アクアマリンふくしま、いわき・ら・ら・ミュウ）＝広野町被災地視察＝福島市泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝福島駅 東京駅 羽田空港→→→→熊本空港 

その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年８月２４日、高校生のフラダンス競技

大会「第４回フラガールズ甲子園」がいわき芸術文

化交流館アリオスで開催されました。

北は秋田県から南は鹿児島県までの１都９県か

らこれまでの最多となる２４チーム２０７名の高

校生フラガール・フラボーイが参加し、１，５００

人を超える観衆の前で練習の成果を披露しました。

審査の結果、最優秀賞の文部科学大臣賞には日本

芸術高等学園（東京都）が輝きました。また、優秀

賞に常盤木学園高校（宮城県）、福島県立勿来工業

高校の両校が選ばれたほか、常磐音楽舞踊学院賞に

福島県立あさか開成高校、初代フラガール賞に福島

県立湯本高校、新人賞に東日本国際大学付属昌平高

校（福島県）がそれぞれ選ばれ表彰されました。

福岡県から参加した筑紫女学園高校の井地綾花

さん（３年生）にお話を伺ったところ、「自由曲の

タヒチアンダンスは初めての経験で、一からの独

学で大変だったが、今までで一番楽しみながら笑

顔で踊れた。練習の成果を発揮することができ

た。また、慰問活動で仮設住宅や老人ホームで踊

らせてもらえたことが嬉しかった。福岡に帰った

ら家族や友人に福島の現状を伝え、少しでも福島

の復興に役立ちたいと考えている」と大会参加の

感想と本県への思いを語ってくれました。 

「第４回フラガールズ甲子園」が

いわき市で開催！ 

旅行 
行程 

※各参加校により集合・解散
いわき芸術文化交流館アリオス（リハーサル、準備）いわき市泊

いわき芸術文化交流館アリオス（フラガール甲子園 競技大会・表彰式）いわき市泊
スパリゾートハワイアンズ （入賞校によるエキシビジョンショー）  

その他 
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平成２６年１０月３１日から１１月３日までの

日程で、熊本県水俣市の中学校４校の１、２年生２

４名が、福島市、いわき市及び広野町を訪れ、福島

県内の中学生３８名と交流をしました。

この事業は、本県の原発事故と熊本県の水俣病に

よって生じた風評被害や諸問題について理解を深

め、復興を担う人材を育成することが目的となって

います。福島県ＰＴＡ連合会の主催で昨年から実施

されており、今年も両県の中学生が参加しました。

取材に伺った１１月１日は、福島市にある福島県

青少年会館で福島県内の中学生は水俣病語り部の

杉本肇さんから水銀による環境破壊とその後の風

評被害の話を、水俣市の中学生は福島第一中学校の

菅野泰英教諭から放射線についての話をそれぞれ

聴いた後、自然界の放射線を見る実験を行いまし

た。その後、班ごとに復興に向けた取組みについて

グループ討議を行いました。

昼食を終えた一行はＪＡ新ふくしま矢野目モニ

タリングセンターを訪れ、福島市内の農産物の検査

体制などを学びました。

水俣第二中学校の池田憲亮さん（１年生）は「福

島の現状について知りたいことがたくさんある

のでしっかり学びたい。福島県の方には水俣病の

教訓を生かして完全な復興に向けて頑張ってほ

しい」と語っていました。 
緑東中学校の中山明香里さん（２年生）は「食

の安全に対する厳しい検査体制や、たくさんの検

査機器を見ることができ、福島の農産物は安全だ

と感じた。福島の人々に水俣のことを知ってもら

い、共に支え合っていきたい」と真剣な表情で話

していました。 
翌２日、生徒たちはいわき市の環境水族館「ア

クアマリンふくしま」、「いわき・ら・ら・ミュ

ウ」のほか、広野町ではサッカー日本代表の専属

シェフを務める西芳照氏を訪ね、震災当時の話な

どを聴きました。

宿舎で行われたお別れ会では仲間との再会を

誓い合い、最後の夜を楽しみました。

 

熊本県水俣市の中学生が 
福島県の中学生と交流！ 

旅行 
行程 

熊本空港→→→→羽田空港 東京駅 福島駅＝＝＝＝＝＝＝福島市泊
ホテル＝＝＝＝＝福島市内研修（震災講話・モニタリングセンター視察）＝＝福島市泊

ホテル＝いわき市内視察（アクアマリンふくしま、いわき・ら・ら・ミュウ）＝広野町被災地視察＝福島市泊
ホテル＝＝＝＝＝＝＝福島駅 東京駅 羽田空港→→→→熊本空港 

その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２６年８月２４日、高校生のフラダンス競技

大会「第４回フラガールズ甲子園」がいわき芸術文

化交流館アリオスで開催されました。

北は秋田県から南は鹿児島県までの１都９県か

らこれまでの最多となる２４チーム２０７名の高

校生フラガール・フラボーイが参加し、１，５００

人を超える観衆の前で練習の成果を披露しました。

審査の結果、最優秀賞の文部科学大臣賞には日本

芸術高等学園（東京都）が輝きました。また、優秀

賞に常盤木学園高校（宮城県）、福島県立勿来工業

高校の両校が選ばれたほか、常磐音楽舞踊学院賞に

福島県立あさか開成高校、初代フラガール賞に福島

県立湯本高校、新人賞に東日本国際大学付属昌平高

校（福島県）がそれぞれ選ばれ表彰されました。

福岡県から参加した筑紫女学園高校の井地綾花

さん（３年生）にお話を伺ったところ、「自由曲の

タヒチアンダンスは初めての経験で、一からの独

学で大変だったが、今までで一番楽しみながら笑

顔で踊れた。練習の成果を発揮することができ

た。また、慰問活動で仮設住宅や老人ホームで踊

らせてもらえたことが嬉しかった。福岡に帰った

ら家族や友人に福島の現状を伝え、少しでも福島

の復興に役立ちたいと考えている」と大会参加の

感想と本県への思いを語ってくれました。 

「第４回フラガールズ甲子園」が

いわき市で開催！ 

旅行 
行程 

※各参加校により集合・解散
いわき芸術文化交流館アリオス（リハーサル、準備）いわき市泊

いわき芸術文化交流館アリオス（フラガール甲子園 競技大会・表彰式）いわき市泊
スパリゾートハワイアンズ （入賞校によるエキシビジョンショー）  

その他 
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