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４ 参加者の感想 

１班 
リーダー   西田 実里（みりぃ） 
サブリーダー 髙橋 里奈（アボ） 

森井 駿吏（しゅん） 

坂嶋 花南（はな） 

櫛部 晃希（こうき） 

中西爽一郎（そうくん） 

吉永 有希（ゆきちゃん） 

日野晋太郎（ひのしん） 

大石  歩（あゆくん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いろいろ学んだ無人島」 

森井 駿吏（しゅん） 

 最初は友達ができるか心配だったけど、友

達ができ、不安な気持ちがなくなりました。

楽しみにしていたことは、釣りとシュノーケ

リングです。海がきれいだと聞いていたし、

釣りではどんな魚がつれるのかわくわくした

からです。不安に思っていたことは、ご飯が

食べられるかと、テントの中で寝られるかと

いうことです。ご飯は食べられたけど、テン

トの中は虫がいてあまり眠れなかったので、

少し眠たかったです。できるようになったこ

とは、火おこしやテントを立てることができ

るようになりました。得意になったことは、

火おこしです。火おこしは、ぼくとひのしん

くんとでやっていて、ひのしんくんは火をつ

けるのがとてもうまいのですごいなと思いま

した。この体験で、物の大切さがとてもよく

分かりました。ガスや水道や電気がない中で

もがんばれば生きていけることを学ぶことも

できました。これから普段の生活で生かした

いことは、キャンプに行って火がつかなかっ

たら手伝いたいということと、水やガス、電

気のありがたさを学んだので、水を出しっぱ

なしにしないことや節電をしていきたいと思

いました。また、お金の無駄づかいをやめて、

物を大切にしたいとも思いました。 

 また 11 月にみんなが集まるので、その時に

またいろいろなことを話せることを楽しみに

しています。人生一回だけの体験だったので、

貴重な体験ができてとても勉強になりまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「一生に一度の夏休み」 

坂嶋 花南（はな） 

 私がこの無人島生活に応募した理由は、普

段自然にふれあう機会がなかなかないからで

す。電気がない、家に帰るとすぐに出てくる

おいしいご飯もない、家族もいないという生

活に緊張もしたし、少しさみしくもなるだろ

うけどがんばってみようと思い、チャレンジ

することに決めました。 

 島に来てからは、仲間と協力してタープや

テントを立てたり、食事を作ったりと少し大

変でしたが、何より仲間との食事の時間が楽

しいので、大変でしんどかった気持ちもぶっ

飛びました。海ではシュノーケリングやつり

もしました。シュノーケリングは難しかった
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のであまりできなかったし、つりをしていて

も魚は一ぴきもつれず残念にも思いました

が、班の友達がたくさんの魚をつってくれて

いてうれしくなりました。とちゅうでおがち

ゃんが、「クモを食べたらおいしいよ。」と

言っていて、クモを油で揚げて私もみんなも

食べてみました。足はパリパリしていて味が

なかったので、塩をかけて食べました。クモ

のお腹は、チョコレートっぽい味がしていた

そうです。私はさすがに食べられませんでし

た。 

 テントサイトコンテストでは、私たちの班

は四位でした。デザイン賞で、リーダーと一

緒に入り口の道を太陽の柄にデザインしたの

がよかったのかなと思っています。一位は６

班で、階段を作っていました。他にも発泡ス

チロールを使って、背もたれのあるイスを

作ったりしていて工夫していたのですごいと

思いました。自給自足の日は、朝たくさんの

魚がつれたけれど、昼はえさを落としてしま

い、パンをたくさん作って過ごしました。夕

ご飯は、６班と一緒にカレーうどんやパンを

食べました。６班の作ったカレーうどんがお

いしくて、私たちの作ったパンもおいしかっ

たので、家でも作って食べたいと思いました。

最終日のキャンプファイヤーでは、替え歌を

しました。あゆくんが「キセキ」のラップの

ところを面白く歌っていたのが印象に残りま

した。他の班も工夫して自分たちの班にしか

できない出し物をしていました。 

 私は島から帰って来て、家族のありがたさ

や電気や家の大切さを学びました。家に帰っ

てからは、家族や電気を大切にしていきたい

です。このことを教えてくれたスタッフさん

や友達、特に島には感謝したいと思っていま

す。本当に一生に一度しかない大切な大切な

思い出です｡この生活でできた友達とも、これ

からもずっと仲良くしていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「楽しかった御五神島」 

櫛部 晃希（こうき） 

 ぼくが無人島へ行こうと思った理由は、プ

リントを見た時に、つりやシュノーケリング

をしている様子を見て面白そうだと思ったか

らです。全く知らない人たちとの生活も楽し

みでした。不安に思っていたことは、トイレ

のことと虫のことと上手く料理が作れるかど

うかです。 

 無人島に行ってできるようになったこと

は、クモを食べたり、進んで行動したり、周

りを見て行動したりすることです。得意に

なったことは、虫が苦手じゃなくなったり、

クモが触れるようになったりしたことです。

つらかったり苦しかったりしたことは、寝る

ところがとてもゴツゴツしていて寝にくかっ

たり、とてもしんどくて帰りたくなったり、

ちょっと家族と会いたくなったりしたことで

す。みんなで喜んだことは、自給自足の日に

魚を十三ひき釣ったことや、テントサイトコ

ンテストでデザイン賞を取ったことや、自給

自足の日を乗り切ったことです。 

 この体験で学んだことは、家族がぼくのこ

とをとても大切に育ててくれていたことと、

無人島で生活をするのは簡単ではないという

ことと、全く知らない人たちと仲良くなって

一緒に生活するということは、とてつもなく

すばらしいことだということです。この体験

でこれから生かしていきたいことは、おばあ

ちゃんがいつも米を洗ってしんどそうなので

ぼくが米を洗うことと、他にも家のほとんど
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の手伝いをして家族を休ませたりしていきた

いです。普段の生活についてありがたいと

思ったことは、トイレのことです。家では、

水も流れるしにおいもしないけど、無人島の

トイレはとてもくさいのでトイレがとてもあ

りがたく思えるようになりました。これから

は、この一班のみんなとなかなか会えないの

で、この思い出を大切にしたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「楽しかった御五神島」 

中西爽一郎（そうくん） 

 ぼくが、無人島に行きたいと思った理由は、

学校でもらった応募用紙につりなどができる

と書いてあったからです。でも、いざ交流の

家に着くと友達のことや天候のことなど、た

くさんの不安がでてきました。しかし、みん

な優しくて面白く、友達もすぐにできたので

ほっとしました。天候も全部晴れだったので

よかったと思いました。 

 無人島に着いてからは、テント張りやター

プ張りなどしんどいこともたくさんありまし

たが、つりでホゴがつれたり、友達と料理を

作ったりと、楽しいこともいっぱいでした。

その中でぼくが一番がんばったのはつりで

す。つりは生まれて初めての体験で、とても

楽しみにしていました。結局ぼくは、北枕と

ホゴを一ぴきずつゲットすることができまし

た。北枕をつった時にはびっくりしたけど、

ホゴをつった時は大きさもそこそこで色もき

れいだったのでとても驚いたし、うれしかっ

たです。二番目にがんばったことは料理です。

ぼくは、パンとスープと魚のからあげを作り

ました。パンは初めてだったけど、おいしく

作れました。スープはコンソメの素とみその

二つを入れたけど、おいしくできました。魚

のからあげは、焼くのは簡単だったけど、さ

ばくのがとても難しかったです。内臓を取る

時に血が出て気持ち悪かったけど、さばけた

時はとても達成感がありました。 

 ぼくはこの体験を通して、食材、道具、そ

して家族の大切さを改めて知ることができま

した。最初は不安でいっぱいだった無人島体

験も、日々過ごしているうちに、楽しくなっ

たり帰りたくなったりといろいろな気持ちに

なりました。これからも仲間と過ごした日々

を心に刻み、大人になってからも、明るく元

気にみんなから好かれる人になりたいし、何

事にも積極的に取り組める人になりたいと思

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大好きになった御五神」 

吉永 有希（ゆきちゃん） 

 私が無人島体験に参加しようと思った理由

は、双海にもいろいろな地域の活動があり、

いつも参加していたからです。だから学校に

御五神島のプリントが来たときに、絶対行き

たいと思いました。十日間も親の元を離れて

暮らすのでちょっと不安に思ったけれど、楽

しみに思う気持ちの方が大きかったので、心

配にはなりませんでした。 

 入島したときに、バケツリレーをして荷物

を運んだけれど、私は船に酔ってしまって少
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ししかできませんでした。だから、次からが

んばろうという気持ちになりました。テント

を立ててタープを立てて、村が完成したのだ

なと感じました。ご飯は飯ごうでたいて、全

部きれいにたけました。みそ汁もおいしくて

あったかくて、ありがたかったです。朝の集

いでのゲームも面白いものばかりでした。お

かげで、とても楽しむことができました。三

日目では、初めてシュノーケリングをしまし

た。堤防の内側だったので、魚なんていない

だろうと思っていたら、たくさんきれいな魚

がいてびっくりしました。つりも初めてしま

した。私は何もつれなかったけど、班のみん

なはとてもつれていました。できるように

なったのは、パン作りです。いつも家ではホ

ームベーカリーを使っていたので、こねると

ころから焼くところまでとても時間がかかっ

たけど、おいしくできたから家でもやってみ

ようと思いました。 

 ２班と６班との食事、テントサイトコンテ

スト、シュノーケリング、キャンプファイヤ

ーなど、いろいろな楽しい体験をしました。

時には泣きたくなるほどつらい気持ちになる

こともあった中で、親がいる、家族がいる、

電気がつくなど、当たり前のことが無人島で

はなかったから、家族のありがたみがとても

分かった十日間でした。無人島にチャレンジ

して本当によかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「無人島で学んだこと」 

日野晋太郎（ひのしん） 

 ぼくが無人島に行こうと思ったのは、学校

で紹介されていて、気になっていたからです。

昨年は応募しなかったけど、今年は母も行っ

たらいいと言ってくれたので参加しようと思

いました。楽しみにしていたことは、自給自

足の日で、どういうふうに過ごすのかとても

面白そうでした。 

 入島して一番しんどかったのは、荷物運び

です。とても疲れて、帰りたくなりました。

寝るとき石が当たって寝にくく、初日は疲れ

がとれませんでした。この時も帰りたくなり

ました。一番印象に残ったことは、自給自足

の日にクモを食べたことです。油であげた女

郎グモを食べました。ぼくとあゆとそうとア

ボはクモの腹を食べて、しゅん以外の人は足

を食べていました。クモの腹はチョコみたい

な味がして、結構おいしかったです。そうい

う楽しい日もありました。この日は朝昼夜パ

ンを食べました。朝のパンは塩を入れ過ぎて

いてとてもまずかったです。昼と夜はおいし

いパンが食べられました。この自給自足の日

が一番楽しかったです。他に楽しかったのは、

２班や６班と一緒にご飯を食べたことです。

他の班とも仲よくなれたし、普段の二倍おい

しく感じました。 

 この体験を通して、物の大切さ、食べ物の

大切さ、仲間の大切さがよく分かりました。

エアコンもない、テレビもない、ゲームもな

い、電話もない生活で、ここにこれがあった

らと考えるたびに物の大切さがよく分かりま

した。食べ物や水は、スーパーやコンビニに

行けばいつでもあるけど、無人島では量が決

まっていて、それを大切に使わなくてはいけ

ませんでした。ほとんどの日にはお腹が空い

ていて、いつも食べている食べ物の大切さが

分かりました。何もない生活の中で、あるも

のは仲間との友情でした。班の仲間と助け

合って生きていました。自分一人ではできな

いことも仲間とならできたし、帰りたいと

思っていても、仲間と話していると忘れられ
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たり、みんなしんどいのは同じだからもっと

がんばろうと思えたりできました。家に帰っ

てからも、無人島で学んだことを生かして生

活したいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「最高の夏休み」 

大石  歩（あゆくん） 

 ぼくが無人島に参加した理由は、小学校の

時に行きたかったけど行けなかったことと、

同じ中学校の先生でこの無人島体験に参加し

ているＭＯＬＯが誘ってくれたからです。 

 初日、１班の席に座って緊張しながら名札

を作りました。その時にとなりに座っていた

こうきが話しかけてくれて、緊張がほぐれま

した。 

 ぼくが無人島で一番楽しみにしていたこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、つりとシュノーケリングでした。つりは

普段からよくしているし、御五神島はつりで

有名なので特に楽しみにしていました。最初

の二日間は、無人島で便利な事を習ったり竹

食器を作ったりしました。三日目に、いよい

よ入島、とともに船酔いでダウン。荷物運び

は、回復してからの後半しか手伝えませんで

した。島では景色がとてもきれいでした。夕

日や朝日などもきれいでしたが、一番印象に

残っているのは夜の星空です。本当にたくさ

んの星が出ていて、星ってこんなにも見える

のかと感動しました。一番楽しかったのは、

楽しみにしていたつりでした。つりができる

ようになった最初の日に、三十センチメート

ルくらいのグレみたいな魚がつれて嬉しかっ

たし、その煮物もおいしくできました。 

 無人島では失敗もしたし、班でもめること

もあったけど、とても勉強になりました。こ

の夏は、今までで最高の夏になりました。食

べ物の大切さ、家族の大切さ、命の大切さが

とても身にしみました。この無人島生活で学

んだことを、これからの学校での集団生活や

家族とのつながりにも生かしていけると思い

ます。しんどかったけど、とても勉強になり

ました。 
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２班 
リーダー   飯田 将史（ペレ） 
サブリーダー 秋山さやか（きょんちゃん） 

矢野 雅大（まさ） 

桑原 裕宜（ゆうくん） 

河村 瑠菜（るな） 

内田 和人（かっと） 

山岡 宥斗（山岡くん） 

上田真名実（ピッコロ） 

石川  慧（ケイ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「無人島で生き抜いた１０日間」 

矢野 雅大（まさ） 

最初は、この無人島行きのチケットが当

たってほしくないと思っていました。でも当

たってしまい、最悪だと思いながら大洲へ向

かいました。ぼくは、自給自足の生活とシュ

ノーケリングが楽しみでした。学校以外の友

達もできることが楽しみでした。ぼくは、ち

ゃんと友達ができるか不安でした。でも、かっ

ととは出会った瞬間に友達になれて、不安が

一気に吹き飛びました。料理が少し得意に

なって、泳ぐのも得意になりました。マッチ

がすべてなくなってしまった時が一番つら

かったです。班長が火おこし器で３班の班長

と大変そうにしていました。おいしいご飯が

作れたことや自給自足の日に貝がいっぱいと

れたこと、魚がいっぱいつれたことを喜びま

した。入島の日に、うまくタープやテントを

立てられたこともうれしかったです。みんな

と協力しないと出来ないことがたくさんあ

り、道具も一つ一つ大切なんだなという事を

学びました。友達と海に遊びに行ったりした

ときや、家族でキャンプなどに行ったりした

ときに教えてあげたいです。洗たく物を洗っ

てくれたりご飯を作ってくれたりして、色々

家の人も大変なんだなと思いました。一番印

象に残っていることは、つりの時に熱帯魚が

一ぴきつれて、その魚をにものにしたらすご

くおいしかったことと、自給自足のため調味

料と小麦粉しかない日に、自分たちでつった

りとったりした魚、貝などを焼いて食べたこ

とです。この十日間で出会った友達も、これ

までの友達も大事にしていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「火の大切さが分かった御五神島」 

桑原 裕宜（ゆうくん） 

ぼくが、この無人島体験事業に申し込んだ

理由は、御五神島がどんな所なのか気になっ

たからです。最初に班の人と会ったときは、

あんまり話すことができませんでした。でも、

班のみんなといっしょにくらしていたら、だ

んだん話せるようになってきました。楽しみ

にしていたことは、班の人との料理作りです。

班のみんなとおいしいご飯が作れるのか楽し

みにしていました。もう一つ楽しみにしてい

たことは、シュノーケリングとつりです。魚

や貝がとれるのか楽しみにしていました。不

安に思っていたことは、寝ることです。テン

トでみんなと寝ることができるのか不安に

思っていました。あと、風呂に入れないこと
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でした。できるようになったことは、火おこ

しです。ぼくは、いつも火おこしをしていま

した。みんなには「火の神様」と言われてい

ました。得意になったことは、竹で食器を作っ

たことです。コップやお皿を作りました。は

しも作れました。上手に作ることができたと

思います。つらかったことは、家族と離れて

生活をしたことです。家族と離れてみて、家

族の大切さが分かりました。マッチがなくな

ることもつらかったです。マッチがなかった

ら、火おこし器でつけなければなりませんで

した。喜んだことは、アルバイトでマッチを

もらったことです。マッチをもらうときは、

みんなで喜びました。この体験で学んだ事は、

火の大切さ、仲間の大切さ、家族の大切さ、

道具の大切さです。これから生かしたいこと

は、食べ物を残さないようにすることです。

普段の生活でありがたいと思ったことは、冷

蔵庫があることです。冷蔵庫があったら、い

ろんな物を冷やすことができるからです。ぼ

くは今回の体験で、家族の人たちがいてくれ

ることがありがたいと改めて感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「命の大切さを学んだ無人島」 

河村 瑠菜（るな） 

私が参加した理由は、先生や親のすすめで

した。参加することがきまったとき、不安で

いっぱいで、正直無理矢理来たという感じで

した。大洲に来て、とても心臓がバクバクで

緊張しました。私の友達も参加したくて申し

込んだけれど、当たりませんでした。だから、

その友達の分も楽しもうと思っていました。

２班がそろったとき、どんな人たちなんだろ

う、どんな特技をもっているんだろうと人間

観察をしていました。しゃべらなきゃと思っ

ていても、緊張してなかなか言葉が出てきま

せんでした。でも、このまま話さなかったら

この十日間楽しんでいけないと思ったので、

となりにいたピッコロに話をしてみました。

「ワンピース好き？」この言葉しか今の私は

言えませんでした。でも、この言葉で会話が

できました。たったの七文字でも、会話がつ

ながったのです。お母さんが帰るときに、「も

う帰っても大丈夫？」と言ったけれど、その

ときはなぜか自信をもって、「うん。」と言

えました。でも、そこからは自信がなくなっ

てしまいました。ピッコロ以外にも友達が作

れるのか心配でした。でもそれは、私だけじ

ゃなく、みんな思っていたと思います。だか

ら、積極的に話をしていこうと考えました。

三日間で名前も覚えられました。三日目に入

島しました。ここからが想像以上にとてもし

んどかったです。まず心配だったのは、船よ

いです。波は強くゆれていたので、出発して

しばらくしてからよってしまいました。でも、

それをふきとばしてくれるやさしい２班の言

葉のおかげで、よいも吹き飛びました。そう

した優しい言葉をもらいながら、無人島に着

くことができました。一日目は、バケツ運び

でとってもしんどかったけれど、無事におい

しいご飯を作ることができました。二日目は、

テントサイトの準備をしました。食器だなを

作ったりして、二日目もしんどかったです。

三日目は、つりをしました。初めてではなかっ

たけれど、そのときはつれませんでした。だ

からリベンジという感じでやってみたら、魚

がつれて、リベンジ成功しました。四日目は、

テントサイトコンテストで、結果は五位でし

た。マッチ一本とマッチの箱をもらいました。

３班がマッチの箱を燃やしてしまったので、

３班とマッチ一本と箱を交換しました。うれ
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しかったです。五日目は、自給自足の生活で、

水がなく、食材もなく、調味料しかありませ

んでした。朝は、水とんだけを入れたみそ汁

でした。味は小麦粉の味でした。絶対にリベ

ンジするとちかいました。六日目は、キャン

プファイアで、「つばさをください」のかえ

歌をしました。うまく歌えたので良かったで

す。ヤンマーやスタッフの人からうんちの大

切さを教えてもらいました。最終日の七日目

には、大洲に帰って我慢していたお風呂に入

ることができました。一週間分のあかが全部

とれました。一週間過ごした村と離れるのは

とてもつらかったです。仲間達と一週間、つ

らいこともありました。でも、みんなで助け

合って過ごせました。みんな自分の役割を果

たせていたと思います。料理係のピッコロと

ケイ。竹割り係のかっと。火の神のゆう君。

洗い係のまさ。アイデア係の山岡君。みんな

一生けん命働きました。今後の生活に生かし

ていきたいことは、むだ使いをしないことと

命を大切にすることです。私は、ＦＢＯで本

当に良かったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「御五神サバイバル」 

内田 和人（かっと） 

この御五神島無人島体験事業に参加したの

は、自分でやってみたいと思ったことと、親

や先生がすすめてくれたことがきっかけでし

た。大洲で集合したときに、初めて出会った

のはまさでした。性格も似ていて、弟のよう

なまさとすぐに友達になりました。今回の体

験で、一番楽しみだったことはシュノーケリ

ングとつりで、まさと同じでした。ぼくは、

今回少し不安もありました。それは、生き残

ることができるかということでした。前半は

食事もあるので良かったけれど、自給自足の

日には自分たちでとらなければいけないので

不安になりました。そのような日々の中でで

きるようになったのは、竹を割ることや削る

ことシュノケーリングです。自給自足の日に、

山岡くんが急に「帰りたい」と言ったときは

つらかったし、心も苦しくなりました。でも、

山岡くんが考え直してくれて、みんなホッと

しました。キャンプファイアのときには、み

んな心から楽しんでいたと思います。この体

験で、命の重さや友達を引き留めるつらさ、

仲間の大切さ、食材への感謝の気持ち、御五

神の歴史を学ぶことができました。学んだ事

を、自分の夢をかなえるときに生かしていき

たいです。無人島に行けば、好きな物も食べ

られないし、ジュースも飲めない生活、つか

れがたまったりしたり、テントの中でぎゅう

ぎゅうにねたりして、色々がまんをしなけれ

ばなりません。しかし、普通の生活にもどれ

ば、おいしい物もあるし、トイレもきれいで、

虫もあまり家に入らない、獲物を捕らなくて

も食べ物がある、洗たく機で服が洗える、い

つでも友達に会えたり遊んだりできる、お風

呂にも入れるなど、本当にありがたく思いま

す。これからの生活は、この体験で学んだ事

を生かして生活し、みんなの顔を覚えておき

たいです。 

 

「無人島体験記」 

山岡 宥斗（山岡くん） 

ぼくがこの無人島体験事業に参加した理由

は、二つあります。一つは自分自身の思い出

作りで、もう一つは親のすすめでした。出発

の日が近づいてきて、行くかどうか迷ってい

たときに、母が「小学校最後の夏だし、参加

してみたら。」と言ってくれました。これが
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きっかけで参加することを決意しました。し

かし、決意してからも気になっていたことが

二つありました。一つ目は、みんなと仲良く

なれるかどうかということです。ぼくは、短

い時間の中で、友達ができるかどうかという

ことが心に残っていました。二つ目は、早寝

早起きができるかどうかということです。い

つも早く起きるけど、二度寝すると、ついつ

い寝過ごしてしまいます。この二つによって、

いつもみんなにおいていかれないかが心配で

した。「小学校最後の夏休みで、思い出を残

すためにも、ここであきらめるわけにはいか

ない。」そう自分に言い聞かせ、自分の苦手

を克服しようと思い、出発の日を迎えました。 

そして当日、参加者は大洲青少年交流の家

に集まりました。緊張した空気の中で、ぼく

はぽつんと座っていました。そのとき、班長

のケイくんが「すぐお腹痛くならん？」と言っ

てきました。その一言で、ぼくの緊張はスッ

とほぐれていきました。話しかけてくれたケ

イくんに対して、「ありがとう」と言いまし

た。その後、自己紹介をしました。自己紹介

が終わると、ぼくの緊張は完全にほぐれまし

た。次に、ひもの結び方やテントの立て方を

学び、竹食器を作りました。初めてのナイフ

に少々とまどいながらも無事コップと皿を作

りました。難しかったけれど、作れて良かっ

たです。早く竹食器で食べてみたくなりまし

た。いよいよ三日目の入島の日が来ました。

バケツリレーをして、全員分の荷物を降ろし

ました。そして、開村式でてるじいじが話を

している間、最初に思った二つの不安が浮か

んできました。「どうしよう。どうしよう。」

と思わず言ってしまいました。二つの不安を

なくすために、成功していることを想像して

いたら、自信に変わっていきました。午後の

夕食作りで、自分達で作った料理は、とても

とてもおいしかったです。四日目、テントサ

イトの準備をしました。竹で道具を作ったり、

場所の確認をしたりしました。とても疲れま

した。五日目、いよいよシュノーケリングを

しました。貝がどこにいるのかを確認しまし

た。やっぱり海は気持ちが良かったです。そ

の後、板はがきで家族に手紙を書きました。

家族がどんな反応をしてくれるのかが楽しみ

です。六日目、テントサイトコンテストです。

ぼくらは一生懸命道具を作りました。だけど、

五位だったので悔しかったです。七日目、自

給自足をしました。貝をたくさんとりました。

うれしかったです。つりでは、一匹つれたの

でうれしかったです。またしたいです。八日

目、キャンプファイヤーでは、かえ歌をして

盛り上がりました。すごく楽しかったです。

九日目、離島をして、大洲の臥龍の湯に行っ

て体を洗いました。ものすごく気持ち良かっ

たです。交流の家で、感想文を書きました。

この最高で奇跡の２班に出会えたことが光栄

です。２班のみんな、今までいっしょに生活

してくれて本当に本当にありがとう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「後悔のない人生なんて」 

上田真名実（ピッコロ） 

私がこの無人島体験事業に参加した理由

は、親のすすめでした。自分から行こうとい

う気にはどうしてもなれませんでした。なぜ

なら、中学生になって初めての夏休みの部活

があったし、学校が違ってしまった親友とも

遊びたかったからです。だから、通知が来た

ときには正直かなり心配しました。心配のう

ちの三分の二くらいはさっき述べたことです

が、残りの三分の一はみんなと打ち解けられ
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るかということでした。まず、わたしは人見

知りで、最初の方はなかなか本性を出さない

からです。また、この無人島体験事業は小学

校五年生から中学校三年生まで参加すること

ができますが、中学校三年生は受験があるの

で、間違いなく来ないと思い込んでいました。

だから、自分がリーダーになってしまうかも

しれないという不安もありました。私は、小

学校六年生の時、委員会で大失敗をしてしま

い、それ以来自信がなくなってしまっていた

からです。しかし、実際に来たら２班のみん

なはすごく良い人ばかりで、一番驚いたのは、

この班に中学校三年生の人がいたことです。

とてもほっとしてしまい、かなり浮かれてい

ました。この無人島は、私が思っていたより

もはるかにかこくなサバイバルだったからで

す。特に一番疲れたのは、入島初日の荷物運

びでした。本部の人達にも、荷物運びはかな

り疲れると言われていましたが、自分はいつ

も重たいスクールバッグを持っていっている

ので重い荷物を運ぶのには自信がありまし

た。そういう気持ちがあったからなのか、最

初の方は順調だったのに段々疲れてきて、お

茶を飲もうとしたら、そのお茶がとても温か

くなっていて泣きそうでした。こうして、不

安ばかりの無人島での生活は始まりました。

最初、一番辛かったことは、お茶です。最初

はまだ、海水で冷やすという考えはなかった

ので、夕方近くになったら湯気が出そうなく

らい熱いお茶になっていました。そして、よ

うやく冷やすという考えができてから一安心

した後、また新たな問題が起きてきました。

それは、コミュニケーションです。みんなだ

んだん慣れてきて、自分の気持ちを言い合う

ことが出来てきたので、よく口げんかが起き

るようになりました。特に、まさとかっと、

山岡くんとゆうくんの口げんかは私をかなり

悩ませました。私は、小学校六年生のときに

大失敗をしたせいか、怒られることが大嫌い

になっていたので、なるべく空気を読んでけ

んかをさせないようにしていました。実は、

この無人島体験の中で一番ストレスがたまる

のが、このけんかを止めるという行為です。

しかし、山岡くんの心が折れてしました。こ

れは、私の中で一番悔いに残ったことでした。

突然言われたのでみんな静まりかえってしま

い、なかなか意見が出せずじまいでした。で

も、相手の立場からみて、出来る限りを考え

て、出来る限りの行動に出ました。こうして

山岡君と仲直りして、班の言動が少し柔らか

くなりました。私には特に思い出に残った出

来事が二つあります。一つ目は、他の班との

交流です。気が付けば、自分たち以外の班と

も仲良くなりました。特に、３班ととても仲

良くなりました。３班が火を付けてくれたか

わりに、魚をさばきに行ったり貝などをあげ

に行ったりしました。これは、私の中での最

高の思い出の一つになりました。もう一つは、

キャンプファイアが終わった後の話し合いで

す。ライトを消して、星空を見ながら将来の

夢を語るという、まるでアニメや漫画の世界

にいるような素敵な話し合いでした。私はこ

の二つの事は絶対に忘れません。この無人島

で、学んだ事が三つあります。一つ目は、今

の生活は本当に恵まれているということで

す。私は、島から帰って来た後の工場のトイ

レに感動しました。普通なら汚いと思うけれ

ど、そのときの私は手を洗うことが出来る感

動でいっぱいでした。二つ目は、食料・水の

大切さです。いつもは落ちた物は食べないけ

れど、島では落ちても大切な食料になります。

また、この暑い夏に冷たい水が飲めることは

とても素晴らしいことなんだなと思いまし

た。三つ目は、後悔のある人生です。帰る前

日に、後悔はしない方が良いということを誰

かが言っていましたが、私は後悔のある人生

の方が、後から感じたときにとても懐かしく

思えるような気がします。戻りたいけれど戻

れなくて、どうしようもないけれど懐かしい

ということが一番切なくて素敵なんだと思い
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ます。逆に、後悔が一つもないと忘れてしま

います。私は、この無人島体験学習でたくさ

んの後悔と素敵な出会いをしました。この思

い出は、一生の宝物です。最後にこの無人島

をすすめてくれた私の親、困ったときにサポ

ートしてくれた本部の皆様、父親のように接

してくれたリーダーのペレ、みんなのムード

を冷めないように明るくふるまってくれたサ

ブリーダーのきょんちゃん、頼もしくみんな

をまとめてくれたケイ先輩、将来の夢に一生

懸命の山岡くん、みんなの出会いを心から喜

んでいるまき割り職人のかっと隊長、みんな

を明るくしてくれて妹のように可愛かったる

なちゃん、時にきびしく時に優しい、とても

真面目な火おこしの神ゆうくん、口が悪いけ

れど本当はとっても優しいまさに心から感謝

します。みんなに出会えて本当に良かったで

す。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「無人島体験事業について」 

石川  慧（ケイ） 

ぼくは、母のすすめで、兄と一緒にこれま

でにも御五神島・無人島体験事業に申し込ん

でいました。兄は参加することはできました

が、ぼくは参加することができませんでした。

だけど、行きたくて今回も申し込んだ結果、

三回目でやっと行くことができ、とてもうれ

しかったです。無人島での生活では、電気・

ガスなどがなく、不便なことは分かっている

けれど、その中で自分たちで火をおこしたり、

食べ物をとったりして生活していくのがとて

も楽しみでした。そして初日、大洲青少年交

流の家に来たとき、当たり前だけれど、知ら

ない人ばかりで最初は不安でした。でも、班

の人に声をかけたりかけられたりしていくう

ちに、不安な気持ちがふっとび、がんばろう

と思う気持ちになっていきました。班の人以

外も声をかけてくれたおかげで、気軽に無人

島に行くことができました。無人島に着いて、

初めに荷物を無人島に運ぶときがとてもつか

れました。手がちぎれそうにもなったけれど、

みんなといっしょにがんばって全部荷物を無

人島に入れることができました。荷物を無人

島に置くと、次はタープやテントを建立て始

めました。初日はあまり風は吹いていなくて、

立てやすかったです。タープやテントを立て

た後は、かまどをを作ったり、机を作ったり

して、すみやすくできるように頑張りました。

かまどで料理をするとき、一日目はマッチ一

本で火を付けることができましたが、マッチ

をだんだん多く使ってしまい、六日目にはと

うとうマッチがなくなってしまいました。火

おこし器で三班のリーダーと班長が助けに来

てくれて、とても助かりました。自給自足の

日には、魚や貝が思っていたよりも採れたの

で良かったです。シュノーケリングのときに

はウニやアワビ、サザエなどが採れなくて残

念だったけれど、おいしい貝を採れてとても

良かったです。キャンプファイヤーのとき、

二班のリーダーやサブリーダーが中心となっ

て出し物を考えてくれて、思い出に残る出し

物になりました。他の班の出し物では、面白

い出し物もあれば、無人島でのあるあるを歌

にしたものもあり、とても印象に残りました。

無人島でつらかったことは、やっぱりトイレ

です。みんながトイレに入り、御五神島マウ

ンテンができたので、とてもくさくハエがた

かっていてとてもつらかったです。無人島で

の生活でできるようになったことは、みんな

をまとめることができるようになったことで

す。みんながバラバラなときやテンションが
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低いとき、みんなを盛り上げることができた

と思います。この体験事業で学んだことは、

みんなが協力をして、けんかをせずに過ごす

ことの素晴らしさです。そして、普段生活を

していてありがたいと思ったことは、ガスで

す。料理のとき、ガスは火の強さを調節する

ことができるからです。ぼくは、２班でとて

も良かったと思っています。十日間いっしょ

に過ごして、色々なことが体験できて良かっ

たです。 
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３班 
リーダー   吉田 一博（ふくちゃん） 
サブリーダー 井門加奈恵（ラン） 

八木 健心（けんしん） 

増田 陽海（はるみ） 

小原  茜（あんこ） 

長井 晶利（なあき） 

宇都宮正龍（りゅう） 

山本 大地（だいち） 

後藤  歩（あゆみ） 

 

 

「無人島体験事業を終えて」 

八木 健心（けんしん） 

 ぼくが無人島体験に参加したいと思ったの

は、ぼくは友達が少ないのと、無人島で生活

していろいろなことを学びたいと思ったから

です。あと、不安なところはトイレのことや

お風呂のこともあったけど、それ以上に楽し

みだったことはありました。たとえばシュノ

ーケリングやキャンプファイヤー、自給自足

的生活です。 

 無人島に入って１日目で２度もトラブルが

ありました。１つ目はご飯が黒こげだったの

と、マッチがすべて燃えたことです。ぼくは、

火がつかなくなってとても大変だと思いまし

た。そして、２日目から火起こし器で火をつ

けることになってしまって、ぼくは「火がつ

かなかったらこの班死んでしまうかも」と、

とても心配でしたが、みんなで協力して火を

つけることができました。あと、この日は海

水浴もあって楽しかったです。いろいろな魚

を見たりして楽しみました。 

 ３日目の朝はスムーズに火がついたので、

みんな喜びました。その日はシュノーケリン

グがあって、２日目よりもっといろいろな魚

を見ることができました。でも、またトラブ

ルが発生して、パスタを２回も落とすという

事件が起こりました。けれど、心にゆとりが

あったのか、みんなそんなこと気にもせず洗

いに行きました。パスタは辛かったけど、み

んなの心は辛くないんだなあと思いました。

それからは大きな失敗もなく、スーパーワラ

９としてみんな大いに笑って過ごせてよかっ

たです。この体験で、協力することの大切さ

を知ってよかったです。 

 

 

 「楽しかった無人島」 

増田 陽海（はるみ） 

ぼくが参加しようとしたのは、お姉ちゃん

がいて、小学５年生、６年生、中学１，２，

３年生まで毎年これに応募していたけど、毎

年落ちて結局行けなかったので、ぼくもやろ

うとしたし、ぼく自身も行ってみたかったの

で応募したら当たりました。お姉ちゃんに、

絶対楽しんでと言われたのでがんばりまし

た。 

 １日目に初めて出会って誰も知らなくてわ

からなくて気まずかったけど、今は気軽に楽

しく話すことができるようになってきまし

た。ぼくは自給自足が楽しかったけど、昼ご

飯と夕ご飯の生焼けはちょっときつかったの
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と、１日目にマッチが全部燃えてしまったこ

とや、パスタを２回落として２回海水で洗っ

てしょっぱくなったけど、おいしかったこと

が心に残りました。 

 そして、どんなことでも笑って過ごすこと

ができるようになりました。でも、苦しかっ

たことがあって、２日目に火起こしをしてい

るだいちくんの姿を見たときに、みんなのた

めにしているのに、ぼくはそれを見ることし

かできなかったときです。 

 僕は決断力と団結力が身につきました。こ

れからは、学校でも食の大切さ、みんなとの

チームワークを大切にできるようになりたい

です。 

 

 

 「無人島体験で体験したこと」 

小原  茜（あんこ） 

 私が無人島体験に参加しようと思ったの

は、先生からすすめられたからです。先生は

一度無人島体験に参加したことがあって、と

ても楽しかったと言っていたし、電気やガス

がない生活をしたことがなかったので、その

生活はどれだけ大変なのか、自分で体験した

いと思いました。私は、自給自足的生活を楽

しみにしていました。自給自足的生活は、自

分たちで釣りやシュノーケリングなどで食べ

物をとって、それを調理して食べます。自分

で魚や貝をとるのが好きだから楽しみです。 

 無人島に行くと、マッチをすることや、虫

がたくさんいる中でも少し生活することがで

きるようになりました。私は今まで、マッチ

をすれたことがなかったので、うれしかった

です。虫がいるところで寝たことがあまりな

かったけど、今回寝て、虫がいるところでも

少し生活できるようになりました。私は、途

中で病院に行って、なかなか帰ってこられな

くて、無人島生活をみんなと送っていないの

がつらかったです。 

 でも、この体験で仲間の大切さと電気やガ

スのない生活の大変さを学びました。これか

らは、協力をして友達との絆を深めていきた

いです。電気やガスがない生活の大変さや仲

間の大切さを、友達や家族に伝えていきたい

です。 

 

 

「無人島体験で楽しかったこと学んだこと」 

長井 晶利（なあき） 

 ぼくが、はじめなぜ無人島チャレンジに参

加しようと思った理由は、担任の先生が無人

島チャレンジに行ったことがあって、授業の

間、時間があればその無人島であった楽しい

話をしてくれて楽しそうだなと思い、プリン

トを学校で見て応募しました。そして、初め

て会ったときは緊張していたけど、みんなが

話しているうちにみんなの緊張はとけてい

き、楽しくなりました。そして、無人島で楽

しみにしていたことは、シュノーケリングで

した。どんな魚がいるのかとても楽しみにし

ていました。そしてもう一つは、自給自足生

活を楽しみにしていました。自分たちの力で

どんな料理が作れるのか楽しみにしていまし

た。そして、楽しみにしていた無人島に上陸
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しました。 

 一日目の晩ご飯はとてもまずくて食べられ

たものじゃなかったけど、もったいないから

食べました。そして二日目の朝起きたら、あ

んこがいなくて、マッチがなくて、頭の中が

パニックになりました。だけど、ふくちゃん

とだいちが火起こし器でつけてくれてとても

助かりました。そして、８リットルの水をこ

ぼしてしまったけど、そこをみんなカバーし

てくれてとても助かりました。他にも、いろ

いろな班と交流を深められてとても楽しかっ

たです。僕たちが元気がないときは、ヤンマ

ーとふくちゃんがギャグで僕たちを元気づけ

てくれました。シュノーケリングでは時間が

なくてとれなかったけど、ウニを見つけられ

てとてもうれしかったです。つりは何もつれ

なくてあまり楽しくなかったです。寝るとき

はいびきがうるさくて３０分寝れませんでし

た。無人島で得意になったことは、火起こし、

火を持続させること、前よりチームプレイが

できるようになったことです。確かに３班は

事件が多くて大変だったけど、それだけとて

も思い出ができました。そして、スーパーに

も売っていない熱帯魚を食べておいしかった

ことも心に残っています。 

 ぼくは、この無人島チャレンジでいろんな

ことを学びました。この先、無人島よりつら

いことは１、２回しかないと思うけれど、何

事にもあきらめず必ず達成できると信じてが

んばり、無理な場合は人の力を借りるという

ことが必要だとわかりました。そして、改め

て家族の大切さや人のありがたさをかみしめ

ました。そして、人と同じように機械がある

のもあたりまえと思わずあたりまえじゃない

と考え、大切にしたいと思います。 

 

 「無人島体験学習を終えて」 

宇都宮正龍（りゅう） 

 ぼくが、この体験学習に参加してみようと

思った理由は２つあります。１つ目は、転校

する前の学校の友達と会えるかもしれないか

らです。ぼくは今西予市に住んでいるけど、

前は東温市に住んでいました。つまり、東温

市から引っ越ししてきたのです。だから会え

たらいいなあと思ったわけです。２つ目は、

無人島に興味があったからです。生物や植物

の宝庫、壮大なる大自然、開拓者の血と涙と

汗のしみついた開拓の跡。とてもすばらしい

と思います。ぼくは、こんな思いを胸に参加

を決めました。 

 島で苦しかったことは色々ありますが、特

に苦しかったことは火起こしです。なぜなら、

初日の夜にマッチがすべて焼けてしまったか

ら、その後の火起こしは原始的な方法でした。

でも、そんな出来事があって、みんなが協力

するようになったのでうれしかったです。今

回の体験を通してできるようになったこと

は、人ともっと協力して物事に取り組めるよ

うになったことです。 

 今回のことを経験してぼくは、ふだんの生

活がとても便利だなと思いました。理由は、

料理の時には火がすぐつくし、別に作らなく

ても、すぐになんでも食べられます。お風呂

も毎日入れるし、電気のおかげで夜も明るい。

だからぼくは、日々の何気ない生活にも感謝

して、これからも生きていこうと思います。 

 

 

 「無人島で３班に起きた事件簿」 

山本 大地（だいち） 

 僕がこの無人島体験学習に参加しようとし

た理由は、学校で先生がプリントを前にはっ
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ていて、僕がそのプリントを見ておもしろそ

うだなあと思ったからです。そして、楽しみ

にしていたものは、シュノーケリングとつり

と自給自足生活です。つりはたまに家族と行

くのと、シュノーケリングは泳ぐのが好きな

のと、自給自足生活は食料の調達を自分たち

だけでしてみたいと思ったからです。 

 僕のできるようになったことは、２日目か

らやっている火起こしのことです。２日目に

した火起こしは２時間以上かかったけど、そ

れは火起こし器を使わずにやっていた時間

で、火起こし器を使ってからは１０分から３

０分の間に火をつけることができました。つ

らかったことは、たまにあった生焼けの魚や

山菜、完全にこげているご飯、竹食器の底が

見えるほどうすいみそ汁、塩ゆでにしたパス

タをこぼして海水で洗って海でゆっくりとし

ていると、ふくちゃんが笑いながらまたやっ

たでと言われ、タープに行ってみるとまたこ

ぼしていて、さらに海水で洗うことになった

ことです。いざ実食ということになると、１

回目ゆでたときのパスタの２，５倍くらいの

大きさになっていて、塩の辛さが３倍くらい

になっていました。また、最初のタープ立て

では、タープが逆さまになっていることを気

づかずに立ててしまい、やり直すことになり

ました。タープを立てると穴だらけでした。

タープが倒れなかったのはその穴から風が抜

けていったおかげだなと思いました。 

 この体験で学んだことは、人と人とは支え

合っているんだなと思ったことと、他の人に

「ありがとう」と言われてうれしかったこと

です。人と人とが支え合っていると思ったの

は、僕たちが２班と４班に火起こしの手伝い

に行ったときに「ありがとう」とたくさん言

われてうれしかったことや、２班には熱帯魚

をもらったり４班には貝をもらったりしたと

きです。僕は、人と人とはつながり合ってい

るんだなあと思いました。３班を通して思っ

たことは、初日でマッチが燃えてからは、全

員で火起こししたりして団結して物事に取り

組むことができ、みんなの心には感謝の気持

ちがとてもたくさん生まれてきたと思いまし

た。 

 

 

 「夏の思い出」 

後藤  歩（あゆみ） 

 私がなぜこの無人島体験に参加しようと

思ったかというと、普段電気やガスや水道を

普通に使っているけど、そういったものがど

れだけ大切かということを知るために、友達

と一緒に応募しました。無人島で楽しみにし

ていたことは、シュノーケリングとつりでし

た。そういったことを考えながら無人島に入

島しました。最初は不安なこともたくさん

あったし、班の人たちの団結力も全くといっ

ていいぐらいありませんでした。ですが、初

日の夜にマッチを燃やして、次の日から火起

こしをするようになって、その後から団結力

や協力性が高まりました。私は、この体験で

「失敗は成功のもと」という言葉の意味がわ

かったような気がします。班で成長したこと

もありますが、自分自身が成長したところも

たくさんあります。私は、とてもめんどくさ

がりやなのですが、無人島に行ってからは、

自分から食器を洗ったりして少しでも班の人

たちの役に立ちたいなあと思えるようになり

ました。この無人島体験に参加して、考え方

や積極性などの大切さがとてもわかりまし

た。 

 この体験では体力、精神力、がまんという
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３つのことを考え行動していきました。この

体験で学んだことは、これからの学校生活に

生かしていきたいと思っています。今の学校

のクラスは、あまり団結力がないので、団結

力を高めていきたいです。これからつらいこ

と悲しいこと泣きたいこといろいろあると思

いますがそういうときは、この体験のことを

思い出して乗り越えていきたいです。この体

験に参加できて本当によかったです。 
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４班 
リーダー   中島 敦子（ＧＡＰ） 
サブリーダー 遠部 拓哉（とくちゃん） 

山下 悠宇（ゆう） 

渡辺 紀心（きっちゃん） 

影浦 祐光（みっちゃん） 

冨岡穂菜実（ほな） 

船山  翠（ミッキー） 

谷井 愛歩（まなくん） 

山之内恭介（きょうすけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「無人島生活」 

山下 悠宇（ゆう） 

僕は、無人島体験の抽選に当たって、４２

人の一人に選ばれました。友達に誘われて応

募したら、自分だけが当たってしまい、ショ

ックだったけど、選ばれてよかったと思いま

した。大変そうだけど、楽しそうだと思いま

した。 

初日は、周りの子たちを知らなかったので、

最初は話しにくかったけど、だんだん話せる

ようになりました。野外活動で大事なテント

設営とロープワークを教えてもらい、班活動

では、役割分担・班旗づくりをしました。ま

た、島での生活の説明をしてもらい、宿泊棟

へ移動して一日が終わりました。 

二日目の野外活動実習では、竹食器づくり

とタープをつくり、下灘公民館へ移動して入

島の説明を聞きました。少しワクワクしてき

ました。 

三日目は、嵐港を出発して御五神島に着き、

開村式をした後、タープとテントを設営して

班活動をしました。たくさんの荷物を船から

降ろし、みんなでバケツリレーで移動させた

のは楽しかったけど、暑い中疲れました。 

四日目は、テント整備をしたあと、海水浴

をしました。気持ちがよかったです。その後、

井戸水を浴びて、洗たくをして、班活動でご

飯の準備をして、あっという間に四日目が終

わりました。 

五日目は、シュノーケリングとつりをしま

した。テントとタープの整理をしました。 

六日目は、つりとシュノーケリングをして、

テントサイトコンテストをして三位になって

マッチを２本ゲットしました。 

七日目は、自給自足生活で釣りやシュノー

ケリングでとれた魚や貝を食べました。 

八日目は、風が強かったのでタープを片付

けました。タープが無くなると、なんだかさ

みしくなりました。 

九日目は、道具や荷物を片付け、テントを

片付けて閉村式をしました。船に乗って嵐港

へ着き、なんだかホッとしたような、少しさ

みしくなったような気持ちになりました。バ

スに乗って嵐港を出発した後、臥龍の湯に

入って大洲青少年交流の家に行き、夕食とお

風呂を済ませ、班のみんなでこの無人島体験

を振り返り、九日目が終わりました。 

この体験で学んだことは、節約をしてもの

を大切にすること、命を大切にすること、食

べ物を大切にすること、仲間を大切にするこ

とです。 

無人島で一生懸命生活したあとは、無人島

を離れることにさみしさを感じました。 

 

 

 「無人島」 

渡辺 紀心（きっちゃん） 

 ぼくは、この無人島体験の募集を見たとき、

最初は「えっ?!」と思ったけど、少し考えて、
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「まあ、一生に一度の経験になるか」と思っ

て応募しました。それから、抽選に当たって

とても楽しみにしていました。 

 そして、ぼくはこの無人島生活でたくさん

の思い出ができました。楽しかったことが７

つもできました。その中でも特に楽しかった

ことが２つあります。 

 一つ目は、魚釣りで魚が釣れたことです。

釣れた魚は「カサゴ」です。もう一匹 20 セン

チくらいのカニも釣れそうになりましたが、

逃げられてしまい残念でした。二つ目は、海

水浴です。僕は、貝は食べられないけど、み

んなが食べるので、一生懸命とりました。そ

れから、海の中にとても魚がいっぱいいて、

網があればつかまえられそうでした。 

 できるようになったことが五つあります

が、特にできるようになったことは、二つあ

ります。一つ目は、ナイフを使えるようになっ

たことです。いろいろなものを切ったり削っ

たりして、ケガをしないように竹のお箸や器

を作ることができるようになりました。二つ

目は、水もなく穴を掘っていただけのトイレ

でなんとか出して過ごしたことです。 

 この無人島体験は不便・不足・不自由な体

験だったけど、僕はとてもとてもいい体験に

なりました。災害が起きたとき、この体験の

おかげでうまく生活ができるかもしれませ

ん。だから、この十日間の体験はこれからの

一生にとても役立つ体験でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「無人島体験事業での出会い」 

影浦 祐光（みっちゃん） 

 ぼくは、抽選に当選した時、正直うれしさ

に混じって同時に不安も込み上げてきまし

た。無人島から生還できるか、班のみんなと

協力できるか不安でいっぱいでした。そんな

気持ちでやってきた大洲青少年交流の家、班

のみんながどんな人か早く知りたいという気

持ちで視聴覚室へ向かいました。 

 視聴覚室について、自分が４班でキャンプ

ネームが「みっちゃん」、班の人数が９人だ

ということが分かっていすにすわると、とな

りには恭介、ゆう、後ろにはまな、ほな、ミ

ッキー、きっちゃん、ＧＡＰ、とくちゃんが

すわっていました。きんちょうしていると、

となりのきょうすけが話しかけてきてくれて

ほっとしました。それからほかの人とも話す

ようになって、テント設営や竹食器など試練

を乗り越えて、ついに７月 30 日に御五神島、

無人島に入島しました。 

 ７月 30 日～８月５日の無人島生活が終わ

り、できるようになったことが２つあります。

１つ目はシュノーケリングでよく下にもぐる

ということです。ぼくは、２年生ぐらいの時、

高知の海ほたるという場所で何度か泳いだけ

ど、すぐシュノーケルに海水が入ってしまい

泳ぐことができなかったのに、６年になった

今では自由に泳ぐことができるようになった

ので、自分でも正直おどろいています。２つ

目はテントやタープを立てることができるよ
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うになりました。他にも御五神マウンテンの

ひどさは、大量のクラゲに囲まれるぐらいひ

どかったです。 

 最後にこの体験を通してこれからは節約、

命や道具を大切にするということを心から大

切にしていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「いよいよ待ちに待った日」 

冨岡穂菜実（ほな） 

 私はゆめの「無人島体験事業」に参加する

と決まった時はワクワクしていた。会場に

入ってみると、班の人は私以外全員来ていた。

班には女子が二人だった。久万の人もいて本

当によかった。無人島では釣りをすることが

一番楽しみだった。しかし、班名がキングオ

ブハンターなのに１匹もとれなかったらどう

しようと思っていた。 

 いよいよ無人島に入った。無人島でできる

ようになったのは、タープ・テントはり、あ

せらず行動できるようになった。私はつりが

得意になった。夕陽を見ながら防波堤で夕食

をしていると、会えない家族やペット、いと

こを思い出してつらかった。朝、カンパンを

６枚しか食べられなくてつらかった。火が付

かなかったけど、ついたときはみんなで大よ

ろこびしたこと、ドーナッツを作ったけど１

回目はこわれて、２回目の時は上手くできて

みんなで喜んだことがあった。 

 この体験で学んだことは、泣いていても良

いことはなどないこと、道具を大切にしなけ

れば困ること、家族を大切にしなければ家族

と笑い合えないこと、みんなであいさつすれ

ば笑い合えるということ、食べ物をそまつに

あつかうと食べることができないことを学ん

だ。この体験で学んだことをどういう風に活

かしていくかというと、命を大切にすること、

もし、震災になった時にあせらず思い出して

やること、節電、節水、ゴミをあまり出さな

いこと（リサイクル）、家族を大切にしてい

くことに活かしていきたい。無人島では電気

がないから電気がある生活ができること、食

べ物をみんなで分けることで量が決まってい

るけど、決まっていないことがありがたい。

最後に、この班で一週間いっしょに無人島生

活ができて感謝している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「無人島生活を体験して」 

船山  翠（ミッキー） 

今年の夏休みを充実させたくて地域の事業

「北海道の泊村体験」に申し込みましたが、

抽選で落ちてしまいました。落ち込んでいる

と、「無人島体験事業」のプリントをもらっ

たので、友達と応募しました。でも、友達は

落ちてしまい、私だけ参加することに決まり

ました。 

両親には、「無人島体験、受かったけど大

丈夫？一緒に応募した友達も落ちてしまった

し、先生もいないし、大丈夫？」と何度も言

われました。当日、家を出る時から開会式が

始まる間、私も「トイレのこととか、自給自

足の生活は大丈夫かな…」と不安になりまし

た。でも、開会式の席に着いて隣に座ってい
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るほなと仲良くなって、少し気持ちが和みま

した。ほかの女の子とも、青年の家での研修

や寝るときに仲良くなりました。みんな優し

くて話しやすかったです。 

無人島に行ってからできるようになったこ

とは、みんなと協力して料理を作ることです。

特に、野菜を色んな形に切ることができるよ

うになりました。テントを立てることもでき

るようになりました。家の手伝いや、今度キ

ャンプに行ってテントを立てる時は、自分か

ら率先してやりたいです。 

辛かったことは、御五神マウンテンのにお

いや、火が付かなかったこと、頭や身体が洗

えなかったことです。反対に楽しかったこと

は、キャンプファイアと自給自足生活です。 

辛いことがあったり何か問題が起こったりし

た時には、この無人島生活の体験を思い出し

て乗り越えていきたいし、一番には、普段の

生活でもっと家の手伝いや料理の手伝いをし

て生かしていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「楽しみだったが苦しんだ無人島」 

谷井 愛歩（まなくん） 

ぼくは、自給自足生活が一番楽しみな気持

ちでこの無人島体験に参加しました。ですが、

想像をはるかに超えていました。開会式に向

かう途中、家族とお昼ご飯を食べに入ったう

どん屋でよくしゃべる人がいるなと思ってい

た人が、開会式で席に着いた時、後ろに座っ

ていてびっくりしました。こんなところで会

うなんて、まさか！と思い、この無人島体験

が始まりました。その人は、とても仲良くなっ

た「マイペースなきっちゃん」です。班の人

ともすぐに仲良くなりました。 

楽しみにしていたことは、シュノーケリン

グや自給自足生活です。シュノーケリングで

は、思っていた以上に楽しむことができまし

た。自給自足生活の時は、ご飯が食べられな

いことがすごく苦しかったです。 

不安だったことは、トイレのことや火が使

えなかったことです。 

できるようになったことは、火の番とシュ

ノーケリングです。得意になったことも同じ

です。 

つらかったことは、炭酸飲料が飲みたくて

も飲めなかったことや、火が付かなくて朝食

でカンパン６枚だったこと、食後の皿を洗う

のに海まで行かなくてはいけないこと、御五

神マウンテン臭がすごかったことです。火が

付かなくて大変だったけど、火が付いた時に

はみんなで大喜びしたことがとてもいい思い

出になりました。 

この体験で学んだことは、無人島で自給自

足の生活をすることの「苦しみ」です。今の

生活は、とても「楽」だということがわかり

ました。これからの生活でこの体験を生かし

ていけそうなことは、友達と仲良く協力する

ことや食べ物を大切にすること、人と人との

コミュニケーションや命を大切にすることで

す。他にも、節約することも大事なことだと

思いました。 

そして、一番に思ったことは、命を大切に

すること、釣った魚を食べるときは「命をい

ただいているので残さない」ということです。

また、家があるありがたみや虫がいない生活

や楽な生活、普段の生活がありがたいことな

んだと実感しました。この無人島体験で学ん

だことを、これからの生活に生かしていきた

いです。 
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 「一週間の無人島生活」 

山之内恭介（きょうすけ） 

 僕は、兄が二人いるけど二人ともこの無人

島チャレンジに参加していて、楽しそうだっ

たので、小５の時から応募していました。小

５、小６とずっと外れていて、中学校からは、

無人島のことをずっと忘れていました。だけ

ど、今年教頭先生に、「無人島、あたった？」

と聞かれて思い出して、その夜に、父から当

たったことを聞きました。 

 開会式に行くまでは、４班のみんなと仲良

くやっていけるか不安でした。だけどみんな

親しみやすく、やっていける確信が持てまし

た。 

 無人島のしおりを見て、楽しそうと思った

ことは海での活動です。僕は山育ちなので、

海はあまり行ったことがなく、潜ることも無

人島で初めての体験でした。 

 不安だったのがトイレです。兄２人ともが

大変だったと言っていたからです。実際にに

おいが大変で、マウンテンに協力するのをこ

ばんでいました。小の方は、口にタオルを巻

いて、やっていました。 

 無人島に行ってできるようになったこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、テント・タープ立てやロープの結び方、 

海に潜って貝をとること、班長の仕事、火番

です。これはできるようになったし、得意に

もなりました。 

つらかったことは、マッチが湿って火がつ

かなくて、朝ごはんがカンパン６枚の時や、

御五神マウンテンのにおいや、せまいテント

の中なので男子のねぞうもつらかったです。

でも、マッチで火がついてみんなで喜んだり、

自給自足的生活で魚や貝がたくさんとれたこ

とがとてもうれしかったです。 

 この無人島での体験で、親のありがたみが

わかったし、電気・水道・ガスが無くなった

時の大変さがよくわかりました。これから命

・資源を大切にしながら生きていきたいです。 
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５班 
リーダー   橋本 渉平（こぶん） 
サブリーダー 栗原みなみ（ろって） 

尾﨑 壱都（いっと） 

山本 皐人（こうと） 

菊池 優人（ゆうと） 

石川 春緑（ちゃんブー） 

船田 弥里（みさと） 

高岡 弦矢（げんちゃん） 

長井 翔愛（かなくん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「ぼくの宝物」 

尾﨑 壱都（いっと） 

 ぼくは、無人島チャレンジ事業に自分で応

募しました。いっぱい友達できるかなという

気持ちで参加しました。当日集合場所に行く

と「５班ですよ。」と言って案内してくれま

した。部屋に行くと四十二人の参加者が集

まっていました。５班の席につくと、これか

らいっしょに生活する班のみんながいまし

た。初めて会ったのでしゃべりにくかったけ

ど、すぐ友達になれました。時間になると、

御五神島無人島生活の説明が始まりました。

楽しみにしていることはと聞かれると、ぼく

はつりとシュノーケリングに手を挙げまし

た。逆に、不安なことにはトイレに手を挙げ

ました。 

 そして、いよいよ入島の日。楽しみにして

いた無人島に着くと、大洲青少年交流の家と

は大違いで、何もないところでした。トイレ

も水道もベッドもない、そして家族に会えな

い苦しさで、入島二日目から泣いていました。

予想以上の苦しさに耐えきれなくなり、班の

みんなに「離島したい。」と相談することが

何度もありました。でも、班のみんなが全力

で引き止めてくれて、「いっとといっしょに

ゴールしたい。」と言ってくれました。おか

げで、「できるところまでがんばってみよ

う。」と思うことができました。このことを

みんなに話すと、大声で喜んでくれました。

途中であきらめず、無人島生活を乗りこえら

れて本当によかったし、みんなでゴールでき

たときは、最高でした。 

 今回の体験を通して、普段の生活がありが

たいことが分かりました。例えば、洗たく、

料理などです。帰ったら、家の生活に生かし

たり、お手伝いをしたりしたいです。楽しい

こともあれば、苦しいこともある、勉強にな

る体験でした。ぼくの宝物です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「思いあふれる無人島」 

山本 皐人（こうと） 

 ぼくは、初めてみんなの顔を見たときに、

これから友達になって無人島で楽しく暮らせ

るかなと心配でした。そんなとき、一番はじ

めに友達になってくれたのがゆうと君でし

た。最初はあまりしゃべれなかったけど、だ

んだんと話せるようになり、仲良くなりまし

た。他にも、運動神経のよいかな君や元気で
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おもしろいげんちゃん、みんなのためにがん

ばってくれるいっと、いつも仲良しな二人組

のみさと、ちゃんぶーと友達になれました。

他にも、班以外の人と友達になれました。 

 御五神島に入ってぼくには、心に残ったこ

とが二つあります。一つは話合いです。無人

島四日目の朝、突然いっとが離島したいとぼ

くたちに話しました。当然ぼくたちは反対

だったけど、いっとの家族に会いたい、家に

帰りたい気持ちを聞いているうちに、ぼくも

その気持ちが分かりました。でも、それ以上

にみんなで無人島生活をゴールしたいという

気持ちが強く、いっとを何度も説得しました。

そして、いっとが無人島に残ると決めたとき

は、とてもうれしかったです。もう一つは、

火起こしです。５班は、箱がしっけたり、毎

日マッチがなくなったりで、とうとうマッチ

が使えなくなりました。その時、助けてくれ

たのは３班のなあきくんとだいちくんです。

二人が火起こしの道具の使い方を教えてくれ

たおかげで、とても早く火をつけることがで

きました。この二つの思い出は忘れません。 

 普段の生活とガス、火、水道のない無人島

の生活を比べたとき、火のありがたさ、おふ

ろやベットのありがたさ、冷たいジュースの

ありがたさが分かりました。当たり前にある

ものへの感謝の気持ちを忘れず、これから生

活していきたいです。また、無人島生活で学

んだ仲やチームワークを忘れずに大切にして

いきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「夏の思い出」 

菊池 優人（ゆうと） 

 初めての無人島生活に挑戦したいと思った

理由は、学校でプリントを見ておもしろそう

だったからです。来てみると、みんな知らな

い人ばかりで、無人島生活ができるかと不安

でした。そのとき、同じ班のこうとくんが話

しかけてくれました。こうとくんは、おもし

ろく楽しい人だったので、すぐ仲良くなりま

した。おかげで緊張も解け、周りの人と話す

ことができ、たくさん友達ができました。と

てもうれしかったです。 

無人島で楽しみにしていたことは、自給自

足の日です。自分たちだけで、食材をとらな

ければならないので、わくわくしていました。

自給自足の日、班のみんなで貝や魚をとって、

自分たちの力で調理をして食べました。自分

たちでとった分、とてもおいしかったです。

また、魚をさばいたり、パンを作ったり、今

まで全然できなかった料理も少しはできるよ

うになりました。逆に、無人島で辛かった、

苦しかったことは、いっとが離島の話をして

きたことです。いっとが家族に会いたいと気

持ちを打ち明けたとき、ぼくは、しんどくて

も最後までみんなといっしょにゴールをした

いという気持ちを伝えました。何時間も話し

合った結果、最終日５班みんなでゴールする

ことができ、心の底から喜ぶことができまし

た。もしいっとが、途中で離島をしていたら、

ゴールしてもうれしくなかったと思います。

そんな気持ちになるほど、仲間の絆が深まっ

ていたと思います。 

無人島での生活は、みんなで協力して楽し

く過ごせたけど、水道や電気、ガスが無い不

便な生活だったので、普段当たり前にあるも

のにありがたさを感じました。中でも、一番

ありがたいと思ったのが家族です。家族のみ

んながぼくを支えてくれているし、いろんな

人が支えてくれているから、生活できている

ことが分かりました。この無人島事業へ行か
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せてくれたお母さん、お父さん、仲良くして

くれた５班のみんな、５班をまとめてくれた

リーダーやサブリーダーに感謝しています。

この無人島事業に参加したことは、この夏で

一番の思い出になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「思い出いっぱいの無人島生活」 

石川 春緑（ちゃんブー） 

 わたしが無人島チャレンジに参加した理由

は、お姉ちゃんが参加したことがあり、自分

も参加してみたいと思ったし、自分の力を試

してみたいと思ったからです。無人島に参加

できると分かったときは、興ふんして鼻血が

出てしまいました。それに、やってみたいこ

ともどんどん増えていきました。中でも料理

やキャンプファイヤー、自給自足の生活はと

ても楽しみにしていました。反対に、マッチ

の数が決まっていることや家族と離れてしま

うこと、初めて会う人と緊張したまま無人島

に行って仲良くやれるのかが不安でした。だ

けど、思った以上に班のみんなと仲良くでき

たし、他の班の子たちとも仲良くなれました。 

 そして無人島に行ってみると、楽しいこと

や苦しいこと、しんどいことや悲しいことな

どがいっぱいありました。途中でいっとが離

島を考えていたとき、みんなで意見を出し合

いいっとを引き止めました。最後みんなでゴ

ールできたときは、とてもうれしかったです。

無人島では、いつも忙しい毎日が続きました。

不安だったマッチも最初は上手くいっていた

けど、後からどんどん減っていき、火起こし

器を使っていました。でも、いろいろな場面

で他の班の人たちと助けてくれました。３班

の人が火起こしを手伝ってくれたり、６班の

人たちといっしょにごはんを食べたりして、

とても楽しい思い出いっぱいの無人島生活で

した。 

 無人島から帰ってくると、ごはんやおふろ

や電気など、今まで感じなかったいろいろな

ものの大切さや、ありがたみを感じることが

できました。一番思ったことは、家族のあり

がたさです。いつもイスに座るとごはんが出

てきて、食べて終わりだったけど、無人島で

は、自分で作って自分で洗って最後まで自分

でやりとげなければいけませんでした。これ

からは、家族のみんなの手伝いを進んでした

り、いろいろなものに感謝しながら使ったり

食べたりして、大切にしたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「無人島での生活」 

船田 弥里（みさと） 

 私は、この無人島チャレンジで自分をきた

えようと思い参加しました。不安だったこと

は、自給自足の生活です。調味料しかないの

で、ごはんをきちんと食べられるか心配でし

た。逆に楽しみだったことは、シュノーケリ

ングとキャンプファイヤーです。海に私の知

らない生き物がいるということを考えるだけ

でドキドキが止まらなかったり、キャンプフ

ァイヤーの出し物は何をするんだろうと考え

るだけで楽しい気持ちになったりしました。 

 無人島に来てできるようになったことは、
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自分たちでパンや団子などいろいろな料理を

作れるようになったことです。自分から進ん

でごはんを作るようになりました。辛かった

ことは、テントの中で寝ることです。クーラ

ーやせんぷうきがないので、汗だくで寝ると

きもありました。でも、料理を作ったり魚や

貝をとったり、みんなで喜んだことの方が多

かったのでよかったです。 

 この体験で三つのことを学びました。一つ

は、命を大切にすることです。今回私は、自

分たちが食べられるだけ魚や貝をとり、とっ

たものはすべて食べるように心がけました。

生き物には一つ一つ命があるからこそ、それ

を大切にし生かしていくことが大事だなと改

めて思いました。二つ目は、ものに感謝する

ことです。家では飲み物や食べ物は当たり前

のようにあり、当たり前に飲んだり食べたり

していました。でも、ここへ来てそれではい

けないないことに気が付きました。これから

も無駄使いせずに水を使ったり、残さずごは

んを食べたりして、ものに感謝しながら生活

しようと思います。三つ目は、親のありがた

さです。無人島で生活してみて、両親がして

いることは大変なことであると知りました。

だから、これからは親の手伝いを自分からし

ようと思いました。無人島チャレンジに参加

してよかったと思います。 

 

 「夏の宝物」 

高岡 弦矢（げんちゃん） 

 今回の無人島体験事業に参加して、たくさ

んの友達ができました。最初の頃は、まだ初

対面ではずかしがっていましたが、無人島に

行って仲間との絆が深まりました。協力をし

合って助け合って生きていきました。仲間っ

ていいもんだなと思いました。みんな個性を

もっていて面白い仲間だと思いました。 

 楽しみにしていたことは、自給自足の日と

シュノーケリングです。いっぱい貝があると

聞いて、おいしい貝をいっぱい食べたいなと

思いました。当日、うにや貝をとるためにいっ

ぱいもぐりました。次第に深いところまで、

もぐれるようになっていました。少しうれし

かったです。思っていた通りおいしい貝がと

れました。本当においしかったです。逆につ

らかったこと、後悔したことは、マッチのこ

とです。最初マッチを机の上に置いていて、

マッチがすべてしめったことです。まだ一日

目の夕食を食べ終わった時だったので残念で

した。その次の朝、奇跡的に乾いて使うこと

ができました。ほっとしたのはつかの間、一

日一日マッチがなくなっていってしまいまし

た。他の班よりまだ余裕があると思っていた

ので、恥ずかしかったです。 

 この体験で、食べ物があることのありがた

さを実感しました。普段、自分が食べたいと

思う量だけごはんを食べていましたが、無人

島ではあまり食糧がなく、少しでもあるだけ

でありがたいと感じることができました。今

後もその気持ちを忘れず、食べ物に感謝しな

がら生きていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「楽しかった夏の思い出」 

長井 翔愛（かなくん） 

 今回無人島体験事業に参加した理由は、普

段当たり前に使っている電気、水道、ガスの

ない生活をして、少しでも自分が成長したい

と思ったからです。実際に行ってみると誰が

自分の班か楽しみでした。だけど、班のみん
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なと友達になれるか少し不安でした。席に座

ると、さっそく横の席のげんちゃんが話しか

けてくれました。そのとき、友達になれそう

だなととても嬉しくなりました。そして、す

ぐに班のみんなと仲良くなれました。そんな

仲間と無人島の御五神島に行けるんだなと思

うだけでとても楽しみになりました。特に楽

しみだったのは、自給自足の日でした。その

中のつりやシュノーケリングが一番楽しみで

した。逆に不安だったのは、ちゃんとしたご

はんが食べられるかということでした。 

 御五神島に行って、できるようになったこ

とは食事づくりです。家で食事づくりをあま

りしないので少しでも上達できて嬉しかった

です。逆に辛かったことは、マッチで火がつ

かず朝ごはんがとても遅くなったり、食材が

少なくごはんが足りなくなったりしたことで

す。そんな中、班のみんなと喜べたこともた

くさんありました。マッチがなくなり三十分

くらい火起こし器を使って火をつけたこと

や、みんなでおいしい料理を作れたときなど、

たくさんありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回、この経験を通して学んだことは、み

んなで協力すれば辛くて苦しいことも乗り越

えられるということと、普段使っている電気、

水道、ガスはとても大切なんだなということ

です。これから、普段何気なく使っているも

のを大切に使いたいと思いました。また、今

回で得意になった料理を家でしたいし、家族

や友達と協力して苦しいことも乗り越えてい

きたいです。そして、電気、水道、ガス、家

族のありがたさを感じながら生活したいで

す。 
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６班 
リーダー   幸島 恭輔（ＭＯＬＯ） 
サブリーダー 作道 若菜（ハッチ） 

友 康士郎（トモ） 

近藤 呼夏（こなっちゃん） 

黒川 雄太（ゆってぃ） 

大北真皇斗（まおと） 

谷村 洸紀（ﾊｰﾄﾞﾗｰ・こうき） 

浅野 比呂（ひろ） 

宮﨑 玲奈（れいなちゃん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「無人島体験で学んだこと」 

友 康士郎（トモ） 

 僕が、この無人島体験に参加しようと思っ

たきっかけは二つある。一つ目は、無人島に

昔から何回も行ってみたいと思ったからだ。

二つ目は、辛いことや苦しいことを乗り越え

たかったからである。 

 楽しみにしていたことはつり、シュノ－ケ

リング、自給自足の日だ。他にも楽しみにし

ていたことは山ほどあるけど、一番楽しみ

だったのはこの三つだった。また、不安なこ

ともあった。一つは、友達ができるかどうか

だ。二つ目は、ガスも電気も水道もない無人

島生活でちゃんと生活できるかどうかだ。こ

の二つが不安だった。 

 でも、無人島に行くとちゃんと友達もでき

て、ちゃんと生活もできた。また、野菜も速

く切れるようになった。家ではキャベツを切

るのに七分ほどかかっていたけど、無人島で

は三分で切れるようになった。火種もつくれ

るようになった。また、マッチの使い方がう

まくなれた。家では苦手だったけど、すぐに

火をつけられるようになった。 

 辛かったこと、苦しかったことも二つある。

一つ目は、一番広場から遠いから水運びや資

材運びに時間がかかって、次のことが早くで

きなかった。二つ目は、荷物運びだ。荷物が

重く遠いから持ってくるのにとても疲れる。

この二つだ。逆に、喜んだこともある。これ

は一つしかない。その一つは、テントサイト

コンテストで優勝したことだ。階段を作った

り、発砲スチロールを加工してソファーを

作ったりしたことが、優勝を導いたと思う。

みんなで協力してこの成績を出した。みんな

にとても感謝している。 

 最後に、この体験で学んだことが三つある。

まず、水、ガス、水道の大切さだ。次に、仲

間の大切さ。最後に、協力の大切さだ。この

体験を生かして、家での手伝いや、集団行動

や、大人になっての生活に生かしていこうと

思っている。また水のありがたさ、電気のあ

りがたさを改めて感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「無人島での思い出」 

近藤 呼夏（こなっちゃん） 

 私が無人島に行こうと思った理由は、無人

島と聞いただけで自分たちの班で協力して、

生活するのが楽しそうだと思ったからです。

初めは、友達がたくさんできるかな、元気に
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生活できるかな、とたくさんの不安もありま

した。私が無人島生活の中で特に楽しみにし

ていたことは、海水浴やキャンプファイヤー

などです。 

 私は、一日目あまり話しませんでした。理

由は、知っている友達もいなくて緊張しすぎ

ていたからです。これでは最終日まで何も話

さずに終わってしまうと思って、夜から少し

ずつ話し始めました。それから友達も増える

ようになりました。二日目は、無人島に行っ

て苦労しないようなひもの結び方、タープや

テントの立て方などを学びました。それに、

お皿やコップ、おはしなどもないので、竹で

作りました。６班のタープは、海から一番遠

いので、食器洗いの帰りや、食事を運ぶとき

が大変でした。でも、６班のタープから見え

る景色がとてもきれいでした。私は、テント

サイトコンテストで一番がんばったことがあ

りました。それは階段作りです。初め来たと

きは、そこが坂になっていてあがるのが大変

だったので、階段を作ろうと思いました。初

めは、石をたくさん積み上げて階段を作って

いたけど、ぐらぐらしたので土を掘って階段

を作りました。土がたくさん上から落ちたけ

ど、上手にできました。そして、テントサイ

トコンテストの結果は優勝でした。とてもう

れしかったです。シュノ－ケリングのときは、

いろいろな種類の魚を見たり、大きな貝をた

くさんとったりしてとても楽しかったです。

海に落ちた思い出もありますが、とても心に

残っています。 

 私は、このような無人島生活を生かして、

人によって話し方を変えたり、何もなくても

生きていけるようにしたいです。 

 

 「無人島で学んだこと」 

黒川 雄太（ゆってぃ） 

 ぼくがこの体験に参加したのは、仲のよい

友達に誘われたからです。でも、ぼくだけが

参加となり、初めはとても不安でした。でも、

班のみんなが積極的に話しかけてくれて、早

く打ちとけることができました。 

 ぼくが無人島で思い出に残っていること

は、二つあります。一つ目は料理を作ったこ

とです。日を重ねるごとに、だんだん料理が

上手になっていって、とてもうれしかったで

す。二つ目はテントサイトコンテストです。

ぼくたちは、階段を作ったり、ソファーを作っ

たりしました。そのおかげで、一位を取るこ

とができました。そして、無人島を離れると

きは何かさみしくもあり、不思議な気持ちで

した。 

 そしてぼくは、この無人島で学んだことを、

生活に生かしていきたいと思います。そして、

ぼくもみんなに積極的に話しかけられるよう

になりたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「御五神島での生活」 

大北真皇斗（まおと） 

 ぼくは、七月二十八日に無人島体験という

事業に参加しました。無人島体験事業では、

最初に色々学ばなくてはいけないので、大洲

青少年交流の家に二日間泊まります。その後、

早朝に無人島に行きます。着いたら、まず荷

物運びをします。それが終わるとテントと、

タープを立てたりします。最初死んだらどう

しようと不安でした。でも、だんだん生活し

ていくうちに、そんな恐怖心は感じなくなり

ました。生活の中の食料は、もともと準備さ

れていて、自給自足の日だけ食料をとります。

このときは、つりで魚をとったり、シュノー
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ケリングで貝をとったりして食料を集めて生

活をします。そして、無事離島できました。

無人島での生活をこれからの生活に生かして

いきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「御五神島での七日間」 

谷村 洸紀（ﾊｰﾄﾞﾗｰ・こうき） 

 この七日間で、とても楽しかったことが三

つあります。一つ目は、つりで魚を六ぴきも

つったことです。二つ目は、シュノーケリン

グで貝をたくさんとったことです。三つ目は、

テントサイトコンテストでみんなと協力して

優勝できたことです。 

 大変だったことは、荷物運びとつかれてい

ても働かないといけないことでした。 

 得意になれたのは、火起こし、シュノーケ

リング、料理などです。 

 ぼくは、家族のためにつかれていてもお手

伝いをしたいなと思いました。そして、水や

電気、ガスのありがたみを忘れずに生活して

いきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「何もない島」 

浅野 比呂（ひろ） 

 ぼくは大きな船に乗り、野生丸出しの島に

ついた。下はゴツゴツの岩、草はぼうぼう、

見上げると緑が自分の視界をおおった。影一

つなく、ただギンギンと太陽が照りつけるだ

けだった。着いてすぐにテントをはった。初

めは何もなくてびっくりしたけど、テントや

タープを立てると一つの村ができあがった。

この一つの村で、仲間たちと協力して生きて

いくのである。 

 初めの日の料理は大変だった。マッチの火

をつけて、その火を保つのも大変だった。ま

きの節約をするために海で流木をひろったり

した。初めは何もかもわからないことが多く

て大変だった。 

 そして、ぼくがめずらしいと思ったのは朝

つゆだ。朝起きると、ひろった流木がぬれて

いて大変だった。 

 三日目は、ぼくの楽しみだったシュノーケ

リングがあった。海にもぐると、無人島とは

別の世界が広がっていた。魚が泳いでいて、

イカもいた。それらは、僕たちの貴重な食材

になる。でも、決して命をむだにしてはいけ

ない。無人島で改めて感じた。 

 ぼくは、ここで仲間の大切さなどをしっか

りと知ることができた。これからもこの経験

を生かしたいと思った。 
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 「無人島へ行って思ったこと」 

宮﨑 玲奈（れいなちゃん） 

 私が無人島に行こうと思った理由は、普段

普通に水や電気を使っていますが、それがも

し無いとすればどんな風になるのかが知りた

かったからです。そして、行ってみると女子

は班の中で自分を含めて二人しかいなかった

ので、うまく話せるかとても心配でした。そ

れに他にも心配なことがあったので、無人島

生活は大丈夫かなと思っていました。でも、

楽しみにしていることもあったので頑張って

いこうと思いました。 

 そして、班のみんなで過ごしていくうちに、

仲良くなって、誰とでも気軽に話すことがで

きるようになりました。班のみんなで協力し

てテントやタープを張ったり、ご飯を作った

り魚をつったりして、とても楽しむことがで

きました。その中で少し苦しかったりしたこ

ともありました。一つ目は、とても暑いとい

うことです。無人島はもちろん電気なんか

通っていません。クーラーなどありません。

だから、日中はとても暑くてやる気がなくな

るほどでした。二つ目は、虫がとても多かっ

たということです。歩いているとフナムシや 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マジイ、その他の虫などが出てきていました。

そのせいで食事中にハエが来たり、寝ている

時もフナムシが入ってきて顔に乗ったりもし

ました。でも、みんなと協力していたら暑さ

なんて飛んでいったし、テントの中の虫も追

い出したりすることもできました。もっと過

ごしやすいようにとイスを作ったりして、初

めより快適に過ごすこことができて良かった

です。 

 私はこの無人島生活を通していろんな物の

大切さを知りました。水や電気の大切さや、

親の苦労も分かりました。この経験を生かし

て、もう少し親に負担をかけないようにし、

水や電気などをもっと大切に使っていきたい

と思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


