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５ 保護者の感想 

 

【小５ 男子】 

 この度は、無人島体験事業に参加させて頂

き有難うございました。ダメで元々と応募し

たので、参加決定のはがきが届いた時は喜び

というより驚きでした。募集案内を見せなが

ら、「面白そう」と控えめに行きたい意思を

訴えてきた時、人見知りで新しい環境に入る

ことが苦手な息子が好奇心を見せたことが嬉

しく、応募に賛成しました。送り出してから

は、家族で日程表と天気予報をチェックする

日々が続き、楽しそうな様子が書かれた板は

がきが届いた時は、無事を知ることがこんな

に嬉しいものだと知りました。大洲で十日ぶ

りに会った息子は、後ろ姿からでも自信をつ

けた事がわかりました。普段は口数の少ない

息子が、家までの道中ずっと島での様子を話

してくれ、大学生になったら絶対このキャン

プに参加したいと言っていました。今回の体

験を終え、以前よりも新しい事に挑戦してみ

ようという意欲が出てきたようで、参加させ

て良かったと改めて思います。子どもたちの

為に、ご尽力してくださった関係者の方々に

深く感謝しています。有難うございました。 

 

【 ？ 男子】 

この度は、無人島体験事業に参加させてい

ただきありがとうございました。 

島では四回泣いたと聞きました。特に感動

して泣いたり自分の夢を語る時に涙が出たり

したようです。家では見せない顔があるんだ

と感じました。 

島から戻って十日程経過しますが、いろん

な生活の場面で自分が島で感じた事、体験し

た事が自然と口から出ているように思いま

す。 

私たちが感じる事といえば、本当に本当に

行った子供達でしか味わえない体験、感動、

苦痛を全身で感じてきたんだということで

す。 

最初に人生で最も短い子供時代だからこそ

無人島体験をさせてやりたいと応募ハガキに

書き添えました。実際、体験した息子を見て、

一回り大きく、また、たくましく見え、そし

てなによりも体験を誇らしく話してくれる事

に、かけがえのない心の財産を持って帰って

きたな！と確信しています。私達が老いても、

たまには思い出話として語ってほしいです。 

 

【小６ 男子】 

この度は大変お世話になりました。子供は

とても素直で、祖母の手伝いなどもよくする

とても心の優しい子なのですが、辛いことに

あきらめず立ち向かったり、小さなことでも

コツコツと毎日努力し続けるということが苦

手な子です。 

今回は、本人から参加を強く希望してきま

したが、親としても子供が自分を一回り成長

できるいい機会になると思いました。 

帰ってきて、不便な生活や、仲間と協力し

て問題を解決したり、目標に向かって一緒に

努力したりすることで、自分は少し成長でき

たかな！？と言っておりました。親から見る

と、目が違っています。以前よりも目に力が

あります。相変わらず、テレビを見たり、ゲ

ームをしたりしていますが、何かに取り組も

うとする時、以前よりも自信をもって臨める

のではないだろうか、と期待しています。素

晴らしい機会を与えてくださった皆様に心か

ら感謝申し上げます。 

 

【中１ 男子】 

子供は人と接する時はいつも遠慮がちで、

今回無人島に一人で参加すると決めた時は驚

きました。出発するまではあれこれ心配して

準備しましたが、大洲では親としては少しさ

みしく感じるほどあっさりと別れました。 

再会した時の子供はとても充実した様子
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で、今まで見たこともない顔で仲間とはしゃ

いでいました。楽しんできたことは聞かなく

てもわかります。無人島の話はどれも楽しい

体験ばかりでした。しっかり自信をつけてき

たようです。うれしかったのは、些細なこと

にも「ありがとう」と言えるようになってい

たことです。指摘すると、「仲間のがうつっ

たのかも」と言っていました。私の方も今ま

で「ありがとう」が言えてなかったのだと気

づかされました。仲間といい関係が築けたお

かげです。いつもはけんかばかりの弟にも優

しく接することが増えました。大好きな海で

仲間たちと過ごした日々は、子供の心を少し

温かくして、貴重な宝物になったと思います。 

 

【小５ 男子】 

「めっちゃ楽しかったー。」と息子。家族

と離れて寂しかった様子はなく、無人島生活

を語ってくれました。 

マッチを無くして大変だった事。限りある

水をこぼした事。海水で洗ったスパゲッティ

がしょっぱかった事。魚一匹をみんなで分け

て食べた事。テントサイト作りで工夫した事。

「ホーホーイェーイ！」の掛け声と共に楽し

そうに話してくれて、無人島の大変さは感じ

ませんでした。他に、体調不良で帰った友達

が焦げたご飯と薄い味噌汁しか食べれなかっ

たのがかわいそうで残念だったよ・・・と。 

念願の応募でしたが、息子が出発してから、

食事できてるかな、トイレ大丈夫かな、と私

が不安。木の便りが届いた時、息子の文面か

ら楽しさが伝わり思わず涙。息子の為と思い

ながら、実は私の子離れ体験だったようです。

帰ってからの息子は料理に目覚めて頼もしい

限り。共同生活での協力も身に付いたかも。

本当にいい体験をさせて頂きました。スタッ

フの皆様、ありがとうございました。無理と

は思いますが、リーダーの学年でも参加して

みたいです。 

 

【 ？ 】 

十日間の無人島体験を終えて、身の回りの

ことを以前より自分からするようになりまし

た。少しの時間でこんなにも変わるものだな

と感心しました。当たり前のことを少しでも

身に付けて中学校へと進学して欲しいと考え

ていたのでとても嬉しく思っています。 

初めて会う人ばかりの今回の無人島生活に

大丈夫かなと少し心配する気持ちがありまし

たが、帰って来るなり、「もっと居たかった」

と笑顔で言う我が子に、行かせてよかったと

とても思いました。友達もたくさんできたよ

うで楽しく話をしてくれました。 

無人島での生活は、普段の生活の中ではな

かなか体験することのできないことばかり

で、我が子にとっては貴重な体験になったと

思います。 

今回の体験を生かして、自立し自分のこと

は自分で取り組んで行けるようになってもら

いたいです。そして、これからも多くのこと

を体験して欲しいです。 

 

【中１ 女子】 

自分のことをあまり話さない子供ですが、

帰りの車の中では普段になく饒舌で、それだ

けに印象深い体験だったのだなと感じまし

た。 

班員を一人一人挙げ、その子たちのことを

表現する様子を聞いていると、班内における

本人のポジションがよく分かりました。そし

て、班員との体験を通した関わりの中で、自

分に対する自信、自己肯定感がはぐくまれて

いったことがよく分かりました。また、リー

ダーを含めた班員からの寄せ書きを読み、親

として涙が出るほどありがたく、感謝してい

ます。 

本人が最も繰り返した話は、トイレの不自

由さでした。また、食材を手に入れることや

火を燃やすことの大変さ、冷たい水のありが

たさを、心から感じたようです。 
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帰宅後、宿題の遅れを取り戻すために頑

張っています。これまでと変わりない日常の

ように見えますが、どこか肝が据わったよう

に感じられます。自立した個人への大きな一

歩を歩んだようです。ありがとうございまし

た。 

 

【小６ 女子】 

不安と楽しみの両方をもって参加させまし

た。終わって最初に言った言葉は「あーしん

どかった。」でした。無事に終わるか心配し

ていましたが、案ずるより産むが易しと言葉

の様になった事、ボランティアの方やスタッ

フの皆さんの力があっての事と感謝します。

一生に一回あるかないかの経験が出来、送り

出せた事、無事帰って来られた事、とても嬉

しい事でした。 

少し我慢する事、怒る事、すねる事が減っ

た感じがする日々です。時折、思い出した様

に楽しかった事や、大変だった事、失敗した

事、リーダーさん達の事など話してくれます。 

最初にけがをするアクシデントがあり、ご心

配をかけましたが、本当にいい経験をさせて

いただきました。 

 

【 ？ 男子】 

帰ってきた息子を見て、「あー、やっぱり

焼けたな、真っ黒！」と思いました。部活の

サッカーで十分日焼けしてましたが、より

いっそう黒くなり、たくましく見えました。 

念願の無人島生活に参加でき、今年の夏休

みは、特別な休みになりました。 

火起こしが、かなり大変だったみたいで、

腕が痛いと、ぶつぶつ言ってました。 

話の内容は、やはり食に関する事が一番多

かったです。塩水でといだ米はおいしいとか、

魚が生っぽいとか・・・。家ではなんとなく

食べているので、少し手伝いをして料理の方

法が分かっていくのが、いいですね。長ズボ

ンが足りないとか、釣り竿を持って行けばよ

かったなと言ってました。野菜のおいしさが

よく分かったみたいです。 

一人で応募して参加して、この経験は、こ

れから友達との助け合いや我慢する事など、

大切な事を学べてプラスになりますね。子供

の考え方が変わる事を期待したいと思いま

す。 

 

【 ？ 女子】 

本人の希望で参加した無人島チャレンジ。

考えると、１０日間も離れて過ごすのは、生

まれて初めてのこと。連絡が無いのは元気な

証拠と聞いてはいたものの、「ケガしていな

いかな？」「体調は大丈夫かな？」「友達は

できたかな？」と心配ばかりしていました。 

「すごく楽しかった。」と笑顔で帰ってき

て、とめどなく話してくれるのは、大変だっ

たことよりも、友達やスタッフとの楽しいや

りとりばかり。話を聞いていて、この事業に

参加させてよかったなと改めて思いました。 

帰ってからは、お手伝いをとてもよくして

くれるようになりました。 

普段当たり前に身近にある物が、実はとて

も有り難い物であることに気づくことができ

たこと、また、辛いことを共有し、それを一

緒に乗り越えた仲間との思い出は、娘にとっ

て一生の宝物になるでしょう。 

この１０日間、支えてくださったスタッフ

の皆様、本当にありがとうございました。 

 

【小６ 男子】 

小学６年生の息子が、学校からプリントを

持って帰ったその日に、「無人島に行きたい」

と言い出し、母としては、「１０日間も！？」

とまずは驚きました。ただ、何となく行きた

いだけでは、行ってから本人が嫌になってし

まうのではないかと心配でした。でも、本人

の絶対に無人島に行きたい！という強い気持

ちを確認することができたので、親子共々や

る気満々で応募しました。 
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案の定、帰って来るなり、彼の感想は、「楽

しかった！」の第一声。そして、帰ってきた

その日に、祖父にノコギリやナタを借りて、

竹を取りに行き、家族分の竹の食器を作って、

プレゼントしてくれました。家族一同、とて

も驚きました。そして、私が一番感動したの

は、無人島に行って、食事を作ることの大変

さを知り、毎日食事を作る私への感謝の言葉

でした。人間として、一番の基本となる食事

がいかに大切なことか、不便な生活を通して

理解を深めてくれて、本当に良かったと思い

ます。 

 

【小６ 男子】 

無人島体験に行くまでは、「初めてつりが

出来る」「初めてテントで寝れる」「知って

いる人いるかな」などと期待と不安でいっぱ

いだったので、「大丈夫かな」「みんなと仲

良く活動しているかな」と心配していました。

でも、島での生活を楽しそうに話してくれた

ので、行かせて良かったなと思いました。 

また、島で作ったパンやピザもすぐに作っ

てくれました。家にある材料で工夫しながら

作っている姿は、とても頼もしく見えたし、

パンやピザもとてもおいしかったです。 

無人島では「食べ物の大切さが分かった」

と言っていたので、その気持ちをいつまでも

忘れないでほしいと思います。 

 

【中２ 男子】 

今年、息子が小五からの夢だった「無人島

体験」をすることができました。親としては

心配でしたが、帰ってきた息子に成長を感じ

る場面が多々あり、本当に参加させて良かっ

たと思っています。 

参加前は朝起きるのに、とても時間がか

かっていたのですが、今は６時には起きて、

準備もさっとして部活に出かけます。 

また、食事の際も以前なら「お腹空いた。」

と文句を言うばかりでしたが、今は進んで自

分のできることをしてくれます。そんな息子

に、「すごいなあ。」とつぶやくと、「お腹

すいたって無人島でつぶやいても、ご飯は食

べれんきんなあ。」と笑っていました。そん

な風に感じ、行動できるようになったことこ

そが成長だなと思いました。 

普通に生活することでは決してできない体

験をさせていただき、関係者の皆様、本当に

ありがとうございました。数年後、娘（小二）

にも、ぜひ体験させたいです。 

 

【小５ 男子】 

「全然帰りたいと思わんかったよ。」帰っ

てきた息子の一言に、家族は驚きました。そ

れほど島での生活が充実していたんだろうと

思います。逆に私達家族の方が、今頃何して

るのかなと心配していて、早く子離れしなき

ゃと思いました。 

帰ってから、島で作ったみたらし団子や火

の扱い、ご飯の炊き方等、いろんな事を教え

てくれ、すごくたのもしくなったなあと感じ

ました。班のみんなとの様子も、楽しそうに

目をキラキラさせて話をしてくれました。自

分からはなかなか友達を作るのが苦手な子と

思っていたのですが、案外親の知らない面が

あるんだとビックリさせられました。 

息子の中で島での十日間は、やりきったと

いう充実感から自信になってます。何をやる

時も、何か工夫したり、誰かと助け合ったり

と、すぐ無理だと言う事が減った気がします。

私達家族も、すぐ手助けせず、息子の一歩後

ろで、見ていてあげようと思います。 

 

【小５ 男子】 

「お母さん、こんなことがあるんやけど、

オレ行きたい！」と始まり、親として、自分

達では経験させてやれない事だと思い、不安

ながらも「行きたいのなら行っておいで」と

応募しました。行くまではウキウキワクワク、

そんな子供の笑顔が親として「頑張っておい
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でよ、元気で帰ってきてよ。」と思いつつ９

泊１０日・・・。帰ってきた子供の顔は笑顔

でした。元気でした。とても安心しました。 

家に帰りながら、これでもかと島であったこ

とを話し続ける子供。話を聞いていると、本

当によく辛抱したなと、親でも体験したこと

が無い苦しい大変な９泊１０日だったと、そ

う思いました。帰ってからの子供は、一言目

に「冷えたコーラが飲みたい！」と言ってい

ました。けど、翌日くらいからは、ささいな

事でも人が困ると、さっと動ける、自分が出

来る事はすぐ動く、いちいちこっちから口う

るさく言わなくても自然と出来るようになっ

てました。文章で全てを書く事は難しく、子

供が経験したことは、言葉では言えないくら

いの事、感情があったことは間違いなく、け

れども、今の時代の今の生活には無いものを

たくさん経験、勉強できたと思います。９泊

１０日は、親には心配、不安がありましたが、

行かせて良かった事は間違いないです。 

 

【 ？ 男子】 

今回、息子が自ら参加したいという思いで

申し込みを致しました。いろいろなことがあ

りましたが、とても楽しかったとのことで、

よかったなと思っております。 

中でも、自給自足の生活で自分たちの班で

食材を準備したのが一番の思い出のようで、

とてもおいしかったようです。 

体調不良の時もあったようですが、本部で

ポカリ等をもらい治ったようです。 

班の友達や担当のリーダーにはよくしてい

ただき、ありがとうございました。天気にも

恵まれ良かったです。 

この活動がずっと続いていくことを願って

います。 

 

【中１ 男子】 

無人島体験事業に参加することにより、成

長して帰って来ることを期待していました

が、変わった様子は見られません。島で体験

したことも多くは語りませんでしたが、

「行った時には帰ることしか考えていなかっ

たけど、途中から、島で皆と生活を続けたく

なった」と教えてくれました。話もあまりせ

ず、以前と変わらない息子を見ていると、自

信をもって報告することが出来ないのが残念

ですが、しんどいこと、面倒なことが大嫌い

で逃げていた息子が「しんどかったけど、ま

た行きたいな」とつぶやいていた言葉に、御

五神島で皆と生活を共にした経験が、目に見

えない心の深いところに大切に刻み込まれて

いると思いました。しんどいと思うことに出

合った時にふと思い出し、力になるのではな

いかと息子を見て感じています。 

 

【小５ 男子】 

 良くも悪くもマイペースな息子なので、送

り出した後もただただ心配でしたが、数日後

届いた板はがきをみて、頑張っている様子が

想像でき、思わず顔が緩みました。 

 最終日、真っ黒に日焼けした顔で友達と談

笑している息子を見て安堵し、解散直前の記

念撮影で子どもたちの輝く目と笑顔を見たと

き、本当に参加させてよかったと思いました。

帰りの車の中ではずっとキャンプの話で盛り

上がってましたが、マッチを早々に使い果た

してしまい、火起こしと食事作りがいかに大

変だったか熱く語ってくれました。数々の失

敗談も今は笑い話になっています。時には友

達とケンカになっても、仲間とのテント生活

は楽しかったようです。帰りに寄ったお店で、

レジの方に「ありがとうございました！」と

大きな声でお礼を言っていたのには驚きまし

た。無人島生活で自然に身に付いたのでしょ

うね。嬉しく思います。 

 今回素晴らしい体験ができたのも、関係者

の方の熱い思い、ご支援のおかげと感謝いた

しております。本当にありがとうございまし

た。 
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【小５ 女子】 

 私の娘は、入島当日の夜体調を崩し、病院

へ運ばれたため、全ての活動に参加すること

ができませんでした。ですが、自宅へ戻り元

気になってくると、無人島の話や班の人たち

の話を笑顔でたくさんしてくれました。スタ

ッフのご提案で、再び合流できるとわかった

ときも、本当にうれしそうでした。 

 青少年交流の家で、同じ班の人たちと再会

し、一晩ともに過ごした後、お別れするとき

号泣していました。 

 自宅へ戻ってからの娘は、以前に比べて少

しだけ暗いところが大丈夫になったり、自分

より小さい子にやさしくできたり、ちょっと

お姉さんになれたような気がします。 

 最後になりましたが、この事業に関わって

くださった全ての方々にお礼を申し上げたい

と思います。娘にとって、この夏の思い出は

宝物です。本当にありがとうございました。 

 

【小６ 男子】 

 今回の応募は初めてでしたが、一年前から

無人島体験に参加したいと言い続けていまし

た。普段から野外活動的なことは好きだった

ので、参加通知が届いた時はとても喜んだ反

面、親子で不安にもなりました。 

 参加前と参加後で変わったことは、目で見

て分かるような事は特にはありません。ただ、

将来教師になってまたこの無人島体験事業に

参加して子供達に色々な事を伝えたい…とい

う目標ができたようです。決して楽しいこと

ばかりではなく、むしろ辛くて苦しいことの

ほうが多かったと思いますが、協調性があま

りなかった息子にとっては、人と協力して達

成する喜びを初めて心から味わったのではな

いでしょうか。 

 不便、不足だった生活はすぐに忘れてしま

いますが、心の奥底に一つの目標と自分自身

への自信が生まれたのは確かだと思います。

今回引率してくださった方々には心から感謝

申し上げます。ありがとうございました。 

 

【中１ 男子】 

「無人島行きたいけど無理よなあ。」おっ

とりタイプで、決してアウトドアタイプでは

ない息子が自分から無人島へ行くと言うとは

思わず、とても驚くとともに、家族みんなで

大賛成をしました。そして無事 10 日間の無人

島生活を終え、「疲れたけどすごく楽しかっ

たで。」とニコニコして帰ってくると、シュ

ノーケリングのこと、カレーライスのごはん

が固かったこと、初めの２日間帰りたいと泣

く子がいたことなどたくさん話してくれまし

た。その時食べたチョコレートに「チョコっ

てこんなに甘かったんじゃな、冷たい麦茶っ

ておいしいな。」としみじみと言っていまし

た。無人島の生活で、当たり前だと思ってい

た生活が本当はとてもありがたいことに気が

ついたようです。また、ほんの小さなことで

も「ありがとう。」と言うようになり、大き

な成長を感じ取ることができました。息子に

とって一生の宝となるような体験ができたよ

うです。協力、指導してくださった方々本当

にありがとうございました。 

 

【小５ 女子】 

「夏休み、この無人島に行きたい!!」学校

からプリントを持ち帰った娘の目は、久しぶ

りに生き生きとしていました。自然が大好き

な娘ですが、実はここ一年余り、学校・塾・

宿題・テストと毎日時間に追われて疲れてい

る様子で、親としてもこのままではいけない、

と思っていました。友達がどんどん塾に通い

始め、自分から塾に行くと言ったものの「勉

強も大事だけど…。」と口にしていた頃でし

た。そんな娘の無人島への強い思いがきっか

けとなり、親子、塾でよく話し合い、生活・

学習スタイルを改善して、出発に備えました。 

 そして待望の体験を終えて帰った娘は「楽
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しかった～。」と達成感に満たされた笑顔を

見せてくれました。自然への感謝の気持ち、

仲間や離れていた家族を思い、人と人とが支

え合うことの大切さを強く感じたようです。

私もこれこそが机上の学習では学べない、今

後の成長につながる生きた学習だと感動しま

した。最高の体験をさせて頂き、関わって下

さった皆様に心より感謝致します。 

 

【小５ 男子】 

今回、我が息子を、無人島に送って頂きま

して、本当にありがとうございました。無人

島へ送り出す前は、親子共々、島での生活を

想像してワクワクしておりましたが、送り出

した後は、毎晩のように心配しておりました。 

 スケジュール表を見直しては、息子は何を

しているのか考えておりましたが、彼は私の

想像をはるかに超える生活を無人島で過ご

し、たくましくなって帰って来ました。笑顔

で「ただいま」って言ってくれたときは、こ

らえていた涙が出てしまいました。無人島で

は、カンパンを食べたり、仲間とケンカして

涙が出たり、海に落ちたり、重なり合ってテ

ントの中で寝ていたり、どれも楽しい出来事

のように話してくれました。 

 島から帰ってから、以前より少しだけ我慢

ができるようになったように思います。年下

の子どもがいると、進んで面倒を見るように

なったのも驚きました。本当に、無人島での

経験は、息子の宝物になりました。そして、

無人島で履いていた靴下が、私の宝物になり

ました。あり得ないほど真っ黒な靴下ですが

・・・。 

 

【中１ 男子】 

九泊十日大変お世話になりました。「お母

さん無人島に行きたい。」と言われた時はビ

ックリしましたが、本人が決めた事なので、

不安と期待の中はがきを出しました。参加は

がきが届いた時は「やったー。」でした。十

日間私の方が心配で心配でたまりませんでし

た。迎えに行って顔を見た時は、ほっとしま

した。 

感想を聞くと「すっごく楽しかった。」「も

う一回行きたいくらい。」「行ってよかった

ー。」と本人はすごく満足していました。マ

ッチの話、友達が釣った魚の話、自分がもぐっ

てとった貝やウニの話、楽しそうに話す息子

は、たくましく見えました。「出会い、発見、

ゆめ体験ｉｎ御五神島！」その通り、いろん

な方と出会い発見し、夢のような普段できな

いような体験をし、不便を思いっきり楽しん

だようで、本当に参加できてよかったと思い

ます。暑い中、スタッフの方々みなさんお疲

れ様でした。ありがとうございました。食べ

物のありがたみがよく分かったようです。 

 

【小６ 女子】 

３年前に長女がこの事業に参加させていた

だき、今回は次女がまたお世話になりました。

姉の影響も多少あったとは思いますが、「自

分を変えたい！ポジティブになる！」という

強い思いを胸いっぱいに参加しました。どち

らかと言うと、控えめで一見おとなしい性格

に見える次女。家族の元を離れて、どこまで

「自分らしさを出していけるのか？」と心配

しておりました。しかし、帰宅後話を聞いて

みると、本人は何の心配もなく思いっきりこ

の無人島体験を満喫してきたようでした。も

ちろん、しんどく・辛く・耐え難いこともた

くさんあったようですが・・・。また、グル

ープの仲間全員で、最後まで一緒に乗り越え

られたことは、殊の外、うれしく、大変なこ

とだったようです。 

また、直接指導してくださったリーダーの

みなさんやスタッフのみなさんに心より感謝

申し上げます。しかし、今回私が一番驚いた

ことは、３年前にお世話になったＯＢの方々

がたくさんいらっしゃったことです。（決死

隊・クロちゃん・ばあば・プーさん・・・）
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名簿には載っていませんが、ＯＢとして支え

てくださっていることに衝撃を受けました。

玄関で温かく迎えてくださり、島にも足を運

びイノシシの番や子どもらの指導に関わって

くださった事を知りました。目に見える無人

島体験のみならず、このプロジェクトの内な

る大きさに驚きました。 

 スポンサーや指導者、スタッフ、ＯＢなど

たくさんの方々のお力の下、我が子らが無人

島体験させて頂いたことに、改めてお礼申し

上げます。ありがとうございました。 

 

【小５ 男子】 

「学校で無人島に 10 日位行く人の募集が

あるけん行きたいんやけど。」で始まった我

が子ひと夏のチャレンジ。７月上旬に参加決

定通知が届いてからというもの、お風呂でシ

ュノーケリングの練習をして、もはや気分は

無人島モード。７月 28 日、大洲へ向かう車中

ではＢＧＭで替え歌を作ってハイテンショ

ン。そんな我が子を預けてからの 10 日間、連

絡は御五神島から届いた一枚の板ハガキ「元

気です。」の一回のみ。親としては長くちょっ

と寂しくもある 10 日間でした。８月６日、久

々の再会に帰り道はお互い話題の尽きないド

ライブとなり、貴重な経験をして帰ってきた

我が子が輝いて見えました。８月７日、いつ

もと変わらぬ日常に戻ったのですが、出発前

より輪をかけてマイペースになっている我が

子。それだけ無人島生活はゆっくり時間が流

れ、我が子には合っていたのでしょう。42 名

の戦友、スタッフの皆様、素敵な夏をありが

とうございました。我が子 10 歳の夏物語でし

た。 

 

【中２ 男子】 

 今回、無人島キャンプに参加することに

なった理由は、「日頃の生活態度を見直して

もらう！」という母の思いからでした。 

 男三兄弟。年が近いこともあってか毎日喧

嘩です。次男の本人は気が強く、いつも自分

が一番で俺様タイプ。どうにかならないもの

かと思っていたところ、無人島キャンプ募集

のプリントを見て、本人には内緒でこっそり

応募。見事当選！なんとか本人を説得し参加

することになりました。 

 自分が一番じゃないと嫌。何をするにも一

番に自分。そんな息子が知らない子たちの仲

でうまくやっていけるか心配でした。その反

面、わがままは言えない！自分一人では何も

できないはず！息子よ！経験してこい！とい

う思いで送り出しました。 

 お迎えの日。息子の顔を見て涙が…楽し

かったこと辛かったこと話を聞きながらまた

涙。自分が一番の息子が仲間と助け合い、必

要とされ仲間を必要とした事。とても嬉しく

思います。今では、いつもの俺様に戻ってい

ますが…口にはしないけれど、今回の無人島

での経験は本人の心の中に強く残っているこ

とと思います。貴重な体験をありがとうござ

いました。 

 

【小５ 男子】 

今回の事業に参加できたことをとても嬉し

く思います。 

 学校の友達に誘われて応募し、校内でただ

一人参加できることになり、不安と期待のな

か、出発しました。知らない人たちに囲まれ、

班のみんなと上手くやっているか、怪我はし

ていないか、眠れているか･･･、そう思いなが

ら帰りを待っていました。 

 私の心配をよそに、息子はとても楽しく充

実したものだったようで、出発してからの様

子を、目を輝かせながら力説してくれました。

仲間と協力することの大切さ、命は尊く大切

なもの、物を大切に使う、誰かが支えてくれ

る喜びを実感したこと、途中、寂しくて帰り

たいと泣いたときも、リーダーに励まされて

頑張ろうと思ったそうです。辛いこともある

けど、楽しいことの方が多い。もしまた行け
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るとしたら、絶対に行きたい!!そんな息子の

笑顔を見て、「行かせて良かった。」「成長

したな。」「この体験を忘れないで欲しい。」

そう思いました。 

 本当に良い体験をさせていただき、ありが

とうございました。 

 

【小６ 男子】 

学校から参加募集のプリントを持って帰り

「行きたい」と言われた時、少し考えました。 

こんなに長く離れた事がない心配と病気やけ

がをしないかという心配。 

それよりも、家や学校では決して体験でき

ない事をさせてもらえて、子どものころから

の生活の中で、何かプラスになるだろうと考

えるようになりました。 

 帰ってくるなり、「友達がたくさんできた

よ。」と第一声。少しバテ気味ではあったけ

れど、いい笑顔でいろいろ話をしてくれまし

た。 

「身長伸びた？お母さんと目線が同じに

なっとるー。」と、びっくりするくらい体も

成長して帰り、本当にいい体験をさせてもら

いました。子どもにとっても、親にとっても、

すごい宝物ができました。ありがとうござい

ました。 

 

【小６ 男子】 

無人島体験事業に参加させていただき、そ

して無事に帰していただき、心より感謝して

います。 

 閉会式の様々な話や子どもの話を聞くと、

決して楽しい日々だけではなかったことが分

かりました。絶対いい経験になるはずと思っ

ていましたし、同世代の友達と過ごすことは

楽しいに違いないと思っていたからです。子

どもに、「帰りたかったか？」と聞けば、「正

直、海に入る頃まではやばかった。」と本音

を口にしました。「また行けるとしたらどう

する？」と聞くと、「行くよ。行きたい。」

と即答でした。これが十日間のすべてだと感

じました。 

 苦しい、辛い、しんどい思い、そして我慢。

指導者等を含む仲間がいて、日々、知恵を授

かり、便利さに幸せを感じたと言っています。

班員の人となりを互いに認め合い、協力でき

たと感じているようです。帰ってからも、小

さな幸せを見つけています。 

 大きな地震がこようとも、彼は授けても

らった知恵と、近くの知らない人とも協力し

助け合えると信じています。ありがとうござ

いました。 

 

【小５ 男子】 

 無人島体験事業に参加後、十日ぶりの息子

の顔は、自信ありげな堂々としている顔に見

えました。 

 島での生活ぶりを、帰宅する車の中でたく

さん話してくれました。息子の感想として、

「本当に、マジできついよ。でも、めっちゃ

楽しかった。まだ居られたら、後三日くらい

居たかった」そうです。星が綺麗、朝日、夕

日が綺麗、と、美しいものを見て綺麗と思え

る心。自分の思い通りにならない日々で我慢

できる心。相手の事を思いやる心。大金を払っ

ても手に入れることの出来ない大きな宝物を

息子は見つけられたなと思います。 

 「恋しくなかった」「辛くなかった」とい

う言葉に親としてちょっと切なく思います

が、これも成長ですね。息子の人生の中で、

この体験はずっとプラスになっていて、どん

な時も逃げ出さず立ち向かえる強い心で、最

高の人生つかんでくれることを願います。本

当によかったです。 

 

【中３ 女子】 

 最初娘から「無人島に行きたい。」と言わ

れたとき「いいよ。」と即答できませんでし

た。参加するにあたって精神面、体力面等心

配事が多々あったからです。でも、今では参
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対岸の日振島を望む 

加させていただき心より感謝しています。９

泊１０日という短いようで長かった無人島生

活、苦労したこともたくさんあったようです

が、たくさんの人たちと交流でき、いい思い

出もたくさんでき、得たものも大きかったと

思います。日常生活で当たり前のように使っ

ている電気・ガス・水道等の大切さを身にし

みてわかったと思います。この体験で学んだ

辛さは一生忘れることはないでしょう。 

 最後に無人島体験事業に携わっていただい

た皆様には大変お世話になりありがとうござ

いました。 

 

【小６ 男子】 

最初、子どもが参加したいと言った時に、

体力的に大丈夫かな、と心配しましたが、迎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えに行った時に元気な姿を見て安心しまし

た。 

 帰ってから、色々なことを話してくれまし

た。家に居る時は、何もしなかったのに、食

事の準備や身の回りのことを自分でしていた

と聞いて驚きました。特に魚をさばけるよう

になったことには驚きです。班のみんなとも

仲良くなり、とても楽しかったと話していま

した。 

 今のところ、すごく変わったところはまだ

分かりませんが、この十日間の体験は、これ

から先、きっと役に立つと思います。最後ま

で参加できたことは、きっと自信になったと

思います。また、たくさんの人たちのおかげ

で参加できたことに感謝してほしいと思いま

す。お世話になりました。 
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６ 指導者の感想  

 

「無人島生活から学んだこと」 

１班リーダー 西田 実里（みりぃ） 

 この体験事業に参加する前は、お風呂も電

気もきれいなトイレもない、何もない島暮ら

しに自分は耐えられるのかという不安でいっ

ぱいでした。しかし、終わってみればあっと

いう間の十日間。今は、無人島生活を体験し

た人にしか分からない充実感に溢れていま

す。このように楽しく元気に島での生活を終

えられたのも、苦しさも楽しさも分け合って

生活する仲間の存在があったからです。暑く

てだるくて気分が沈むときもありました。そ

んな気持ちはみんな同じで、ぶつかったり失

敗したりすることもたくさんありました。だ

けど、その困難を共有し乗り越えたからこそ

絆が生まれ、いつからかお互いを思いやる言

葉が飛び交い、自分にできることを考えて動

く姿がどんどんと増えてきて、とても嬉しい

気持ちになりました。十分な食べ物はなくて

も、班でケラケラ笑いながら食べるご飯の時

間が、何より幸せに感じました。たった十日

間で人ってこんなに変わるんだな、優しくた

くましくなるんだなということを学ばせてい

ただいたこの体験は人生の宝物となりまし

た。本当にありがとうございました。 

 

「御五神が教えてくれたもの」 

１班サブリーダー 髙橋 里奈（アボ） 

 大学生活最後の御五神島。「今年も島の季

節がきたなあ。」と、気付いたら申し込んで

いた。電気も水もガスも快適な寝床も、便利

なものは本当に何もない。それなのに、毎年

どうしてこんなにも御五神に行きたくなって

しまうのだろう。その答えは、この４年間の

経験の中で、はっきりと知ることができた。 

 私が４年間を通して、最も強く心に感じた

こと。それは、【人っていいなあ…。】とい

うことだった。大人も子どもも関係ない。御

五神では、全員が一人の「人」として、１つ

のことで思いっきり笑い合ったり、共に一生

懸命考えたり、ときにはぶつかり合ったりす

る。苦しいことや、つらいことだってある。

それでも、子どもたちは自分の力でそれらを

必ず乗り越える。それは、子どもたち一人ひ

とりが「本気」で自分と向き合い、友達と向

き合い、目の前の出来事と向き合っているか

らだと思う。「本気」だからこそ、困ってい

れば、周りのみんなが必ず助けてくれる。そ

のときは、心から「ありがとう」が言えて、

頼ることができる。これらの大切さを私に教

えてくれたのは、この４年間の御五神で出

会った子どもたちや、私を支えて下さった多

くの方々だった。 

 人生最後のサブリーダーとして出会えた１

班のみんな。みりぃ、あゆ、ひのしん、そう

くん、ゆきちゃん、はな、こうき、しゅん。

この８人に毎日元気に「おはよう」と「おや

すみ」が言えたことや、一緒にお箸を探した

こと、本気でぶつかり合えたこと、くだらな

いことで爆笑できたこと、すべてが私にとっ

て本当にしあわせいっぱいだった。みんなが

いたからこそ、今年もこんなに温かい気持ち

で 10 日間を過ごすことができた。ありがと

う。 

 最初に書いた、私がこの４年間で見つけた

「御五神に毎年来たくなる１番のわけ」。そ

れは、毎年温かい「人」たちが必ず御五神に

いてくれるからだった。眠れなくても、お腹

が空いても、体がしんどくても、必ず助けて
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くれる人がいる。自分も、他の人を少しでも

支えられることがある。当たり前のことのよ

うで、とても幸せなことだと思う。無人島生

活を通して、電気や水道やガスの大切さもも

ちろん強く感じた。しかし、それ以上に「み

んながいてくれるありがたみ」を知り、感謝

している。たくさん挑戦して、たくさん失敗

して、たくさん支えられて、その分必ず学び、

成長して、自分も人を支えて、また思いっき

り笑う。こんな島の生活での経験は、必ずこ

れから自分が生きていく上で、かけがえのな

いものとなるだろう。何歳になっても「本気」

で人や物事と向き合い、挑戦し続けられる自

分でありたいと思う。これらを教えてくれた、

子どもたちとたくさんの方々に心から感謝し

ている。４年間のサブリーダーとしての御五

神、本当に本当にありがとうございました！

（あ、でもまた必ず何としてでも教師になっ

て参加します。笑） 

 

 

「無人島体験事業について」 

２班リーダー 飯田 将史（ペレ） 

 巻き戻しができない人生だからこそ、得ら

れるものがあるということに気が付いた。こ

の事業の話を聞いたとき、なぜか今年は、参

加しようという気持ちになった。この気持ち

があったからこそ、忘れられない１０日間を

過ごすことが出来たのだと思う。当たり前に

過ごしている毎日の中で、当たり前に出来て

いることの素晴らしさに気が付けたこと、か

けがえのない仲間に出会えたことに感謝をし 

 

ている。大大、にっさん、てるじいじなどこ

の事業に携わった人から学んだ事も多い。教

師という立場を離れて、子ども達と同じ目線

で考えていくことは、実は教師にも時には必

要なことなのかもしれない。子ども達の本音

を引き出すためには、自分（教師）も本音で

向き合うことを学んだ。御五神に来てから、

食べることのありがたさ、涼しいことのあり

がたさ、仲間の大切さ、協力することの大切

さ、生きることの大切さを感じることができ

て本当に良かった。きょんちゃん、まさ、ゆ

うくん、るな、山岡くん、かっと、ピッコロ、

ケイ。普段の生活では、決して交わることの

なかった９人が交わることで、こんなに出会

うことが素敵なのだと感じた。みんなこれか

ら別々の人生を歩んでいくが、今回の経験を

生かして、これからの人生の壁を乗り越えて

いってほしい。みんなの成長を楽しみにしな

がら、自分ももっといろんなものを吸収して、

いろんな人達に還元できる人になりたい。 

無人島生活の途中から、腰の様子があやし

くなり、心配であったが、大大やそのほかい

ろんな人の励ましの言葉で、乗り切ることが

できた。今回集まったスタッフは、とても明

るくて、みんなのために動くことができる素

晴らしい人達ばかりだった。こんな人達に出

会えたこと、そして、自分もこんな人達に近

づけるように頑張って行きたいと思う。事前

の準備から、事後の反省会まで、大変お世話

になりました。みなさんに出会えて、いろん

な発見ができて、自分の夢を見つけられた１
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０日間でした。本当にありがとうございまし

た。 

 

「無人島体験事業について」 

２班サブリーダー秋山さやか（きょんちゃん） 

 「御五神島」、今年もこの島のたくさんの

自然に出逢い、子どもたちと一緒に生活する

中で、人に心動かし、自然に心動かし、一生

懸命に 10 日間を生き延びることができまし

た。今回は昨年に引き続き、サブリーダーと

して参加しました。サブリーダーという立場

は指導者という立場かもしれませんが、無人

島ではそのような立場は関係なく、子どもと

同じように一緒に生活する仲間として過ごし

ました。その中で、子どもたちとたくさんの

感動を共有してきました。 

感動体験を通して、人は絶対に一人では生

きていけない、仲間と支え合って生きている

ということを、改めて無人島で学ぶことがで

きました。仲間と共に生活するからこそ、当

然トラブルも起きるし、失敗もする。でも、

それ以上の感動のドラマが生まれるというこ

とを実感しました。火がなかなか起きず、マ

ッチがなくなったとき、火の当番の男の子の

表情が曇りました。そのとき、班長の中３の

男の子がすかさず「大丈夫よ！」と励まし、

周りの子どもたちからも次々に励ます声が出

てきました。そして、みんなでマッチをもら

うためのしんどいバイトをし、ピンチを乗り

越えてきました。次の日の朝、一発で火が起

きたときの喜びは今でも覚えています。しん

どいことを一緒に経験し、乗り越えたからこ

そ感じた喜びでした。また、途中で「帰りた

い」と弱音を吐いてしまった男の子がいまし

た。そのことを他のメンバーに伝えると、誰

からともなく「迎えに行く」と言って、みん

なで海岸までその子を迎えに行きました。迎

えに行った後、テーブルを囲んでみんなで話

合いました。お互いに思いを伝え合う中で、

「誰一人でも欠けてはいけない」「大切な仲

間」という言葉が、自然と子どもたちの中か

ら出てきました。たった数日しか一緒に過ご

していないけれど、子どもたちの心の中では、

確かに一人一人が２班の大切な存在になって

いったことを感じました。そして、忘れもし

ない、海岸で行ったミーティング。夕日が沈

む中で一日日の終わりのミーティングを行い

ました。この日のお題は「無人島生活の３日

間で見つけたお互いのいいなあと思うところ

について」というものでした。子どもたちは

突然のお題に戸惑いながらも、一人一人のこ

とについて自分の言葉で発表していました。

まだ五日しかみんなで過ごしていないにも関

わらず、一人一人がお互いのよいところを理

解し、口に出せることは素晴らしいなと感じ

ました。また、自然の美しさを感じながらの

ミーティングは私たちの心を動かし、なぜだ

か自然と涙が溢れました。無人島生活もまだ

半分というのに、私たちの班は最終日？と思

わせるような空気に包まれました。それもこ

の御五神島の自然の力だと思います。御五神

島での様々な経験を通して、一人について一

生懸命に心を動かし、行動に表し、最後まで

みんなで無人島生活を終えることができたこ

とを本当に嬉しく思いました。これは仲間が

いたからこそ味わえた感動体験だと思いま

す。 

子どもたちの小さな成長、大きな成長を間

近に感じ、私自身が子どもたちから感動させ

られたこと、喜びを感じさせてくれたことを

本当に感謝しています。自然と涙が出るよう

な経験をさせてくれたこの御五神島、楽しい
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こともしんどいことも一緒に共有した２班の

仲間、御五神島の仲間、そしてこの事業に携

わっていただいたすべての方へ感謝していま

す。素晴らしい体験を本当にありがとうござ

いました。 

 

「無人島体験を終えて」 

３班リーダー 吉田 一博（ふくちゃん） 

 島に行く人は「はまる」か「はまらない」

のどちらかという話を耳にした。夏休みのう

ちの１０日間、家族を置いて不自由・不便な

ところに進んでいくなんて・・・。自分は当

然後者、の予定だった。無人島体験を終えよ

うとする直前には、言葉では表すことのでき

ない不思議な感情や感覚を感じた。 

 ３班の第一印象はかなり明るかった。出

会って２日であったが、自分の学級の児童と

変わらないような雰囲気だった。しかし、無

人島初日にその印象はすべて崩壊することと

なった。炎天下の中の無人島上陸は肉体的に

も精神的にも本当に厳しいもので、自分にも

子どもにも笑って過ごせる余裕は全くなかっ

た。人の本性は極限状態の中で出ることを初

めて目の当たりにしたことは強く心に残って

いる。タープやテントが立ち、日陰で休み、

気温が少しずつ下がっていくうちに、だんだ

んと笑顔が戻っていった。２日目からはハプ

ニングの連続で、マッチ紛失時はリーダーと

してもさすがに不安をかくせなかった。絶望

から感動までの考えられるすべての感情が波

のように押し寄せ、めまぐるしく移っていく

体験は日常生活では考えられなかった。３班

の子どもたちが一つのことをやり遂げるとと

もに団結力や協力、協調性が少しずつ高まっ

ていることをそばで見ることができて本当に

よかった。 

 班つきリーダーとしてうまくできたかどう

かわからないけれど、自分自身も含め、本当

に楽しむことができた。無人島体験を通して

学んだことは数多くあるが、人は一人では生

きていけないこと、自分にはできることとで

きないことがあり、支え合うことで生きてい

くことができるという思いが一番強かった。

そして、体験した人にしかわからないことが

わかって本当によかった。この１０日間で学

んだことをこれからの教員生活に生かしてい

きたい。そして、また夏が近づくと思い出し

て、無人島行きについて悩み、決断していく

ことになるんだなと思う。やはりそんなこと

を考えるようになった時点で「はまる」に属

しているんだと思っている。本当に濃密な  

１０日間を過ごさせてくれたすべてに感謝し

たい。ありがとうございました。 

 

「ありがとう御五神島！」 

３班サブリーダー 井門加奈恵（ラン） 

 気がつけば今年で３度目の御五神島。サブ

リーダーとして参加することのできる最後の

御五神島でした。今年の事業が終わってから、

何度も御五神島での出来事が夢の中に出てき

ました。それほど私にとって忘れ難い 10 日間

になったのでしょう。 

どうしてここに何度も来たくなるのか、不

足・不便・不自由の島に自ら志願する理由は

たった一つ「人」です。そして、今年もたく

さんの「人」と出会い、「人」に支えられて

無事 10 日間を過ごすことができました。 

３班のみんなのことを振り返ってみると、

最初の大洲ではまだ頭角を現していませんで

した。しかし、入島した日、一生懸命立てた

タープは裏返し。やっとの思いで作ったご飯

はハエさえ寄ってこないほどのカピカピ。透
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き通ったお味噌汁。翌朝、マッチがまるごと

紛失事件。それでも焦らない３班。海水で２

回も洗ったパスタ。出がらしのお茶。みんな

美味しかった？そして、火起こしの日々。い

つの間にか、「火起こしなら３班！」になっ

ていましたね。土壇場での逆転劇を起こした

テントサイトコンテスト。いろんな意味で「最

強」の３班！こうやって客観的に見てみると、

普通に生活していれば、絶対に経験すること

のできない苦労や困難を味わった３班は、

きっと誰よりも多くのことを学び、強くなっ

ていると思います。他者に対する感謝や相手

を思いやる気持ち、我慢する気持ち、みんな

のために自分ができることを見つけ働くこ

と、人として必要なことを子どもたちは知ら

ず知らずのうちに学び、成長していました。

私自身、びっくり仰天が続く日々の中、この

ままで大丈夫なのだろうかという不安もあり

ました。しかし、誰かの失敗を責めることな

く、笑ってなんとかなるという子どもたちの

雰囲気に支えられたのだと感謝しています。

マッチが一本もないのに、そんなことを物と

もせず、くだらない話をしたりイントロドン

をしたり歌を歌ったり・・・。笑顔と笑い声

に溢れていた３班でした。みんなのおかげで

辛いことを辛いと感じず、困難こそ変われる

チャンスだと思えるようになりました。 

毎日リーダーと「今日は○○だったね。」

「○○と言っていたね。」と子どもたちの変

化や成長について話していると、ああ～、たっ

た 10 日間でも子どもってこんなに変わって

いくんだなとひしひしと感じることができま

した。サブリーダーという立場で指導者とし

て、まだまだ未熟な私ですが、迷ったときや

疲れたときにはリーダーや本部スタッフのみ

なさんがいてくれて、支えられて、「人」が

いたからこそ、子どもとともに成長できたな

と思います。 

ガスも電気も水道もお風呂もなく、日常の

生活の有難さを感じさせ、感謝しなければな

らないと思わせてくれる無人島。また、どん

なときも笑顔で支え、励まし、背中を押して

くれる人たちを大切にしたいと思わせてくれ

る無人島。やっぱり私は御五神島が大好きで

す。どんなに日焼けをしても、虫にさされて

も、汗でべとべとになっても御五神島が大好

きです。 

最後に３班のだいち、あゆみ、なあき、り

ゅう、あんこ、けんしん、はるみ、ふくちゃ

ん。１～６班のみんな。本部スタッフのみな

さん。ボランティアのみなさん。この事業に

協力してくださった全ての皆様に感謝の気持

ちでいっぱいです。本当に本当にありがとう

ございました！ 

 

 

「無人島体験に参加して」 

４班リーダー 中島 敦子（ＧＡＰ） 

 ７月 29 日、どんな子どもたちとこれからの

10 日間、ともに研修し、ともに無人島で生活

をするのだろうと、胸をドキドキさせながら

大洲青少年交流の家へ向かいました。テント

やテントタープの張り方を一緒に教わり、コ

ミュニケーションを取りながら楽しい時間を

過ごしました。また、その夜、個性豊かな子

供たちが一生懸命に協力しながら班旗を作る

姿を見て、明日からの無人島生活に胸おどる

思いがしました。 

そして、始まった無人島生活。毎日暑い中

で、みんな協力して本当によくがんばったと

思います。時にはしんどくて、「おまえがせ

えや！」「○○君が何もしない！」という声
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も聞こえました。その度に私が言う言葉は決

まって、「自分がしんどい時は、みんなしん

どい。」「思いやりを持ってお互いに協力し

なさい。」でした。 

無人島での二日目から、「おはようミーテ

ィング」と「おやすみーティング」を設け、

毎朝一人一人が目標を設定し、寝る前に一日

を振り返り反省しました。 

この無人島生活で一番に感じたことは、何

よりも「協力することの大切さ」です。電気

も水道もガスも無い生活は、一人だけでは

やっていけません。みんなで力を合わせない

と生活が成り立ちません。そのことは、子ど

もたちが誰よりも一番に感じたことと思いま

す。日に日に子どもたちは自分が何をすれば

いいのか、考えることができ始めました。 

ぶつかり合うこともありましたが、その結

果切磋琢磨し、互いに良い方向に成長できる

生活でした。そして「ＧＡＰ！これ、できた

けど、次は何をしたらいい？」という言葉が

聞こえたとき、私はとても嬉しくなりました。

次第に、「一週間では少ない、もう少しこの

子たちと一緒に共同生活がしたい！」と思う

ようになり、最後の二日は涙を隠しながら生

活したものです。班のみんなと夕食を食べな

がら、そして泣きながら見た夕日、そして一

緒に歌った「ふるさと」を私は一生忘れるこ

とができません。 

今回、無人島体験事業に参加させていただ

いた西条西中学校の校長先生をはじめ職員の

方々、無人島生活をともにした全ての仲間と

の出会いに心から感謝します。この経験を今

後の教育活動で活かすことができるよう、さ

らに努めていきたいと思います。 

本当にすばらしい経験をありがとうござい

ました。 

 

「無人島体験」 

４班サブリーダー 遠部 拓哉（とくちゃん） 

 最初の二日間は、28 日しか参加できません

でしたが、子ども同士の仲を深めるアイスブ

レーキングやテント・ロープワーク等があっ

たので、子どもも楽しく活動することができ

たと思いました。29 日に帰ると班旗も完成し

ており仲も深まっていたのではないかと思い

ます。 

７月 30 日の入島時は天気もちょうど良く、

動いてくれる子供も多くいました。大人だけ

でなく子供も自ら仕事を見つけて、動ける子

がいたと思います。島に入る前に、一度テン

トやタープの立て方の復習をしておくとより

スムーズに活動が進むのではないかと思いま

す。１度タープを立ててしまうと動かすのが

難しく、また４班のかまどはタープの外に

あったので雨が降るとダメになってしまうと

思いました。リーダーによって経験が違うの

で、木を湿らせないために、バケツに木と新

聞紙、マッチを入れて置くと良いということ

も知りました。このようなことを含めて、最

初にすべてやり方を見せた上で次の時からは

子どもだけでやらせていく方法が良いと思い

ました。私は子供にヒントを与えるだけで

あったので、より積極的に子供に問いかける、

やり方を見せてみることも行って行く必要が

あったと思いました。同時に子どもの自主性

を伸ばしていくために待つということの大切

さも学びました。子どもの得意なこともあり

ますが、全員火がつけられて、料理ができる

ように役割を交代しながらやっていっても良

いと思いました。子どもたちはやりたいこと

がたくさんありますが、やらなければならな

いこともたくさんあります。子どもが自ら気

づいていけるようにするために待つというこ

とを意識していましたが、「問いかける」「行

動を見せる」ということも選択肢として示し

ていきたいと思います。他の班との合同の交

流会も、様々なところと行えばよかったと思

います。８月５・６日の大洲での活動は、ま

だ無人島にいたいという子どももいて頼もし

く思えました。 
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子どもたちは、最初、自分から動くことが

少なかったのですが、徐々に自分から動くこ

とができる子が増えていったと思います。ま

た、途中で家族に会いたいと言って泣く子も

いて、家族の大切さに気づくことができる子

もいます。また、普段冷たい飲み物や便利な

ものを使っていることに気づき、当たり前の

もののありがたさを感じる子どももいまし

た。この無人島の中で子どもたちは聞く力、

感じる力、我慢する力、協力する力が身につ

いたと思います。厳しい環境の中で、子ども

たちは少しずつ周りを見られるようになって

いきました。まだ、５年生は自己中心の世界

で生きている子が多かったので、自分を客観

的に見ることができる子は少なかったと思い

ます。人との関わりが普段の生活の中で減っ

ているので、自分を見つけることができない

のだと思います。便利な生活ができる今では、

人と関わらなくでも生活ができます。しかし、

人の成長を支えているのは人との関わりであ

ると改めて感じました。子どもの一人が「人

と一緒に生活するのってこんなに大変なんや

な。」と言っていました。このような気づき

を通して自分の集団での役割を見つけていく

のだと思います。また、その子は「家に帰り

たいけど、もっとみんなと生活したい、帰り

たくない。」と言っていました。同世代の子

供とこれほど長く一緒に生活したことはない

と思いますし、友達ともっと一緒にいたいと

思えたことは素晴らしいと感じました。私自

身も子どもと関わる中で、どこまで子どもに

伝えていくべきなのか、どんな工夫があるの

かを考えるのが大変でした。まず最初にやり

方を見せて、その後に子どもだけでやらせて

みるという方法を次の機会にはやってみたい

と思います。子どもたちはこの無人島生活で

生きるすべ、考えること、協力することなど

を学んでいきます。その学びのためにも、伝

えるべき部分は伝えておき、子どもの工夫が

できる部分、遊びの部分を考えていく必要が

あると感じました。 

今回初めて参加させていただいて学ぶこと

ばかりでとても勉強になりました。この無人

島のためだけに愛媛県にも就職したいと思っ

たほどです。おそらく広島に帰ることになり

ますが、１日だけでもいいのでこの無人島体

験プログラムに関わりたいと思いますので、

またよろしくお願いします。ありがとうござ

いました。 

 

 

「御五神島ツアー」 

５班リーダー 橋本 渉平（こぶん） 

 ９泊１０日御五神ツアー。先輩に誘われ「行

きます！」と言ったことがきっかけで、詳細

を何も知らないまま参加することになった。

ふたを開けてみれば、想像以上のサバイバル

生活で、本当にやれるのだろうかという不安

の中、本番を迎えた。 

しかし、そんな不安を感じる暇もなく島で

の生活は過ぎていった。ごはん一つ作るにも

ハプニングの連続で、火起しから後片付けま

でに何時間もかかる始末だった。そんな生活

だったが、感動する出来事もあった。無人島

生活四日目、過酷な生活に耐え切れなくなり、

帰りたいと弱音を吐く子が出てきた。そのと

きに、他のメンバーが「全員でゴールしよう。」

と後押しをしたり、さりげない声掛けをした

りして、その子を全力でサポートしていた。

私は、友達のことを大切に思えるやさしい気

持ちや、苦しいときにみんなで支え合おうと

する姿勢に心を打たれ、この体験をしなけれ
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ば味わえない感動や喜びに初めて気付かされ

た。一週間という長くて、過酷な生活だった

からこそ味わえるのだと思った。苦しみ以上

におもしろい御五神島無人島生活。この事業

に参加でき、心からよかったと思う。事業に

関係するすべての人に感謝の気持ちを伝えた

い。 

 

 

「おやぶん（=グループ名）は 

 みんなでつくった たからもの」 

５班サブリーダー 栗原みなみ（ろって） 

 昨年初めてこの無人島体験事業にサブリー

ダーとして参加しました。その時の経験がた

まらなく面白かったため、今年も気付けば必

死で申し込みをしている自分がいました。私

事ではありますが、今年私は４回生で、この

時期は教員採用試験真っ最中の時期でもあり

ました。しかし、この無人島体験事業もサブ

リーダーとして参加できるのは今年で最後。

「人生の中で何に価値を置くか。いつ行く

か。」と考えた時、「今しかできないことも

ある…今でしょ‼‼‼‼‼」と強く思い、迷わず

無人島体験事業に申し込みました。 

今年も「人との出会い・つながりに感謝！」

でいっぱいの無人島体験となりました。特に

今年強く考えさせられた事として、２点あり

ます。 

１点目は子どもたちの秘めた可能性です。

「無人島」という、制約された環境の中で共

に過ごすことで、子どもたちが日々確実に成

長していく姿を目の当たりにすることができ

ました。無人島生活の中では、子どもたちは

仲間への思いやりや互いの個性を認め合える

ようになり、共に生活する喜びを感じていま

した。途中で帰りたくなったメンバーもいま

したが、みんなで時間をかけて話し合い、話

し合う過程で子どもたちの絆はどんどん深

まっていきました。また、料理やシュノーケ

リング、火起こし、水切り、魚のさばき方な

ど、子どもそれぞれが初めて挑戦することが

多くありましたが、子どもたちは果敢に新し

いことに挑戦し、みるみるうちに上達してい

きました。中には、中学生が小学生に教えた

り、子ども同士で教え合ってできるように

なったこともたくさんあります。この島には、

子どもの「できるようになりたい！」「やっ

てみたい！」「面白そう！」と思う学びがた

くさん詰まっています。そして、子どものチ

ャレンジ精神は予想を上回るものでした。子

どもの成長の速さ、吸収力、上達の速さには

大変驚き、感心しました。同時に、「子ども

の可能性はすごい!!!」と心から強く思いまし

た。子どもの変化していく姿を間近で見るこ

とができ、本当に私は幸せでした。子どもの

姿を見ていて、自分が日頃忘れていたものに

気付かされたり、子どもたちから学んだこと

は数えきれないほど多かったです。 

２点目は、日々の生活に感謝することにつ

いてです。島から戻ると、今までの当たり前

のような生活が当たり前のものではなく、ク

ーラー、冷たいジュースに感動！人類の文明

に感動！島から家に戻って一週間経ちます

が、みなさんは何をして過ごしているでしょ

うか。今の私たちの生活は、ボタン１つ押せ

ばすぐに火がつき、ご飯が食べられます。暑

い中でもクーラー１つあれば涼しく過ごせま

す。そして、家族や周りの人に支えられなが

ら生きています。早くもこの生活のありがた

みを忘れつつある今日この頃。今まで当たり

前のように思っていたことに感謝の気持ちを

忘れず、生活を送っていきたいと改めて思い
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ました。そういえば、５班のメンバーの中に

「火の大切さを学んだ。帰ってからも火起こ

しをしたい。」と言っていた子がいたけど、

やっているかな。 

この無人島生活には、ピンチを Chance(チ

ャンス)に変え、そのチャンスにしっかりと

Challenge(チャレンジ)し、自分や周りを

Change(チェンジ)していく場面がたくさん詰

まっています。この３つのＣは今後の人生の

中でも、必要なものとなってきます。この御

五神島で培った力、経験を今後の人生に生か

し、教壇に立ったら子どもたちに伝えていき

たいと強く思います。 

最後に、この事業に携わって下さった運営

委員の皆さま、小中学校の先生方、ボランテ

ィアの方々、本当にありがとうございました。

事前・事後の準備・片付け、当日の皆さまの

支えがあったからこそ、この事業を終えるこ

とができました。１０日間一緒に生活した５

班のメンバー、そしてこの無人島でのメンバ

ーと「出会えたこと」に感謝です。１０日間

も共に暮らした仲間との別れは辛いもので

す。実は、帰って写真を見返しながら涙して

いました。「出会い」があれば必ず「別れ」

はやってきます。これからもたくさんの出会

いはありますが、私にとって、この御五神島

での「出会い」は特別です。一生の宝物です。

この思い出を胸に、今後も人との出会いに感

謝しながら生きたいと思います。 

ありがとう、御五神島!!!! ありがとう、み

なさん!!! また会いましょう!!!  

 

 

「御五神島でしか得られないもの」 

６班リーダー 幸島 恭輔（ＭＯＬＯ） 

 大学生のときに初めて参加したこの無人島

体験事業、今回で４回目の参加であった。今

年はリーダーを務めさせていただいた。とも、

こなっちゃん、まおと、ゆってぃ、ハードラ

ー・こうき、ひろ、れいなちゃん、そしてサ

ブリーダーのハッチ。８人の仲間と共に、チ

ーム・ＯＣＥＡＮ ＮＩＮＥは御五神島で一週

間を過ごした。 

 毎年感じることではあるが、御五神島には

不思議な力がある。朝日が昇り、昼間は暑く、

夕日が沈み、夜になる。同じ一日なのは間違

いないが、御五神島での一日は普段より短く

感じる。それでいて、一日の中での子どもの

成長ぶりは普段の何倍、何十倍となる。自分

で火を起こせるようになった。釣りのコツを

つかんだ。おいしい料理を作れるようになっ

た。サランラップを使えるようになった。日

を重ねるごとに、ぐんぐん成長していく仲間

たちは本当に輝いていた。もちろんいいこと

ばかりではない。一週間の中で、いろいろな

トラブルが起こる。みんな疲れて動かなくな

ることもあったし、ケンカをしたこともあっ

た。それでもなんとか全員で乗り切り、寝食

を共にしていく中で、班のメンバーが本当の

家族のような温かい集団になっていくのを感

じた。 

 電気がない。水道がない。お風呂がない。

いろんなものが不足している中で、不便、不

自由な生活を強いられる。何のためにそこま
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で追い込まれた状況で生活するのか。行って

みないと分からない世界がそこには広がって

いる。普段当たり前のように使っているもの

がなくなる。だからこそ、まだ残っているも

のに目がいき、意識がいく。御五神島でしか

得られないものが、そこにある。 

 

 
「御五神島・無人島体験事業をおえて」 

６班サブリーダー 作道 若菜（ハッチ） 

 年齢も、住んでいる地域もバラバラな子ど

もたちが集まって、無人島で一緒に生活する

という事業があるということを聞いて、まず

単純に「面白そう」という感想をもった。無

人島という不便な生活の中でどんなことが起

こるのかを楽しみに参加したが、実際の体験

は「面白い」だけではなかった。 

わたしたちの６班は、海から一番遠い山ぎ

わにタープを構えている班で、食事のあとの

海での食器洗い、流木拾い、荷物運びがとに

かく大変な班だった。ただその中で、楽しく

元気に過ごすことができたのは、火を管理し

ながらみんなに笑いも提供してくれるトモ、

みんなが運べない重い荷物も運んでくれる班

長の玲奈、玲奈やみんなと協力して毎回おい

しい料理を作ってくれるゆってぃ、レディー

・ファーストでおいしい魚をたくさん釣って

きてくれるハードラー・こうき、シュノーケ

リングでみんなのために貝をとってきてくれ

るまおと、みんなが上りやすいように階段を

作ったり食べられる草を拾ってきてくれたり

したこなっちゃん、みんなが嫌がる仕事も自

分から行いツッコミ役としてみんなを盛り上

げてくれたヒロ、そして掛け声で班を盛り上

げながらしっかりとみんなを支えてくれてい

たＭＯＬＯのおかげだと、この事業を振り

返って改めて感じている。 

日の出と同じ起床時間、水で流れないトイ

レ、フナムシやカマじいが侵入する寝床、気

づけばアリのすみかになっている食器、どろ

どろに溶けたチョコレート。電気もガスも満

足な水もない御五神島での６泊７日は、普段

の自分の生活と比べると不便で苦しい生活

だった。しかし、すれ違えば誰とでも挨拶し

合い、ときに意見の違いでぶつかり合い、自

然の風景に感動し、ホームシックで涙を流し、

スイカの皮でおなかがよじれるくらい笑え

る、そんな幸せで温かな生活だった。不便は

不幸ではないと、心から感じることができる

経験になった。 

この無人島体験事業は、「面白い」だけで

ない忘れられない思い出と、これからの自分

の課題とを強く感じることができる貴重な体

験になった。そして、その事業を支えてくれ

ている人たちがいることを、今回身をもって

知ることができた。一緒に活動してきた子ど

もたち、快くこの事業に子どもたちを送り出

してくださった保護者の皆様、何十年間も事

業全体を継続し、支えてくださっているスタ

ッフの方々に、心から感謝している。今後も

この無人島体験事業を一人でも多くの子ども

たち、大人たちが参加できるように、私自身

もこの輪をつなぐ一人になっていきたい。 
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「４年目の御五神島」 

指導班長 清水 大輔（大大） 

 班のリーダーとして１年。本部として３年。

今年も、たくさんの子どもたちやスタッフに

出会い、感動を与えてもらった夏休み。毎年、

御五神島では、貴重な体験を味わうことがで

きている。 

開会式の不安と期待が半々で、初めてのメ

ンバーとの出会いに緊張して座っている子ど

もたちの様子が、１０日間の日程を終了し、

日に焼け、たくましく、何か自信に満ちた姿。

わずか１０日の間で本当の家族や兄弟のよう

に深まっている絆。この変容ぶりが、御五神

島の成果だと感じる。 

また、不便・不足・不自由な島での生活を

送ることで、普段の生活に対してのありがた

みを改めて感じる機会となっている。便利な

生活の中で、当たり前となってしまっている

ことが多く、「ありがとう」が言えないまま

生活を送っていたことに気が付き、反省させ

られる。 

さらに、今年は、続けてきてうれしいこと

があった。３年前にリーダーとして参加した

時の班のメンバーに再会できたことである。

開会式終了後、声を掛けてくれた「チャンブ

ー」のお姉ちゃんの「野菜ちゃん」。閉会式

で再会し、今でも御五神島でのつながった仲

間と交流していることを教えてくれた「ケイ」

のお兄ちゃん「テル」。思ってもいなかった

ことで、個人的に非常にうれしいことであっ

た。 

最後に、４年目となり、様々な面で、たく

さんの人の協力で、この事業が成り立ってい

ることが分かってきた。運営資金のために、

たくさんの団体、企業、島のＯＢからのご支

援で支えられていること。島の環境づくりに、

現地調査、井戸の清掃、草刈り、猪対策の防

護ネット張りなど、わたしたちの島での安全

を確保するために、たくさんの人が島に上陸

し、汗を流してくれていたということ。一番

大変な入島、猪対策の寝ずの番など、わたし

たちの島での生活を支えてくださったボラン

ティアの皆さん。たくさんの人の関わりが

あったからこそ、無事に１０日間が過ごせ、

わたしたちに感動を与えてくれていたのだ。 

御五神島に、たくさんの人の関わりに、出会

えた子どもたち、スタッフに感謝したい。 

『ありがとうございました』 

 

 

「心地よい空気」 

運営班長 高田 容弘（ヤンマー） 

 ２年前、御五神島スイートルーム（最上階

６班）での生活を経験し、１年のブランクを

経て帰島させていただきました。今年は本部

スタッフとしての無人島だと思っていたもの

の、まさかの運営班リーダー。そんな名前を

いただいての参加となりました。この２年間、

御五神島のことを忘れたことはありませんで

したが、人間の記憶は薄れていく・・・。ど

んな風に歴代のリーダーは動いていたのだろ

うか・・・。私がリーダーでやっていけるの

だろうか。入島前はそんなことばかり考えて

いました。 

 実際、事業が始まって私が運営班リーダー

として考えて動けたことはほんのわずかで、

本部スタッフのみなさんに頼ってばかりでし

た。それでも島の時間は順調に流れていく。

なぜか？そうでした。この御五神島を愛する

人々の集まりほど、人のことを思い、考え、

実行していく集団はなかったのです。本当に

本部スタッフ、ボランティアで来てくださっ
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たみなさんありがとうございます。リーダー、

サブリーダー、お疲れさまでした。ありがと

うございます。 

私がやったことといえば、御五神村内放送

で天気予報をしたことくらいです。いつも取

り留めのない放送にも関わらず、ご静聴あり

がとうございました。その他はというと、ま

ずは記憶をたどり動いてみて、分からないこ

とはとにかくニッサン、大大、きっしーに尋

ね、相談し、行動しました。そうするしかな

かったし、それでよかったと今では思います。

日程はあってないようなもの。何かが起きた

ら臨機応変に対応する。生き抜いていくため

に行動する。これがこの無人島体験事業の醍

醐味であり、大切なことなのかもしれません。

そんなこんなで、心配は徐々に薄れていきま

した。 

心配が薄れていった理由はもう一つありま

す。それは島に入る前は、どうやっていたか

なあと、すっかり忘れているように思ってい

たことも、目の前にすると体が自然と動くと

いうことです。これには我ながら感心しまし

た。私と同じように、参加した子どもたちの

中には、今回頑張った記憶もだんだん薄れて

いく子もいるのではないかと思います。でも、

肝心な時にはこの無人島で過ごした日々とと

もに体が勝手に動き出すのではないかと思い

ます。やっぱり身をもって経験することが大

切であると改めて感じることができました。 

また、各班の様子を見て、どのリーダー、

サブリーダーも子どもたちの成長を願って関

わっていることがとても伝わってきました。

関わり方はいろいろあるものの、まずは離れ

て子どもたちに考えさせる。その中で、子ど

もたちに自らを振り返らせて、適切なアドバ

イスをする。そういったことを繰り返して身

に付けたものは、単に教え込んだものとは似

て非なるものであると感じました。そうやっ

て成長していった４２名のみなさんにも感謝

です。本当にありがとう。 

本当にこの無人島体験事業の１０日間は、

私にとってとても心地の良い１０日間でした 

早く、またあの前向きであったかい、心地よ

い空気を思いっきり吸いたいです。 

 

 

「御五神島・無人島体験事業感想文」 

運営班係 廣藤 武未（ひゃっクン） 

 事前研修のときから、指導者の先生方、ボ

ランティアの大学生とアットホームな雰囲気

を感じました。そして話を聞いていると、こ

の事業に対して意識が高い人が多いと感じま

した。そのような人の中で、自分がしっかり

できるのかどうか、不安に感じることもあり

ました。 

 事業が始まると、資材係と広報係を任せて

いただきましたが、要領を得ず、右往左往し

てしまいました。そのとき、他の本部スタッ

フの方々に教えていただき、また、手伝って

いただいたおかげで、何とか 10 日間を乗り越

えることができました。 

 この無人島事業を通して、自分自身、大き

く変わることができたと思います。まず、い

ろいろな人に出会うことができました。なか

なか関わりのない東予・南予の先生方、また、

ボランティアの大学生と話すことが、とても

貴重な経験になりました。そして、無人島体

験事業に参加した子どもたちからも勉強する

ことができました。この 10 日間で、子どもた

ちが自分で考え、自分から行動し、人の役に

立っていく様子をみて、「子どもはこんなこ

ともできるのか！」と驚くことが多かったで



- 67 - 

 

す。自分は中学校の教員なので、小学生に接

する場面はないですが、小学生が我が事から

他人事へ考えを変容していく様子、また、中

学生がリーダーシップをとって班をまとめて

いく様子が見られて、とても勉強になりまし

た。そして、そんな子どもたちをまとめてい

ろいろなことを学ばせようとする指導者の先

生方・ボランティアの大学生のやり方は、と

ても勉強になりました。 

 せっかく参加できたこの無人島体験事業

で、自分自身が学んだことを自分だけで終わ

らせることなく、今後の学校現場で生かして

いきたいと思います。生徒に語ったり、視覚

で掲示したりと、生徒に分かりやすい形で、

この御五神島での出来事を伝えたいです。 

 いろいろな人に出会い、子どもよりも自分

が大きく成長できたと思います。本当に楽し

い 10 日間でした。また来年も行けたら嬉しい

なと思っています。本当にありがとうござい

ました。 

 

 

「大自然と子どもたちの成長」 

資材係 岸田 大作（きっしー） 

 ７月３０日（火）、嵐港で大量の荷物を積

み込み、いよいよ御五神島へ入島。船が桟橋

に着岸し、バケツリレーのように荷揚げをす

る。そして、資材係として最初にやらなけれ

ばならない仕事は、国旗掲揚台を作ること。

同じ資材係のガンマーと協力して頑丈な竹を

選び、石を積み上げて土台を作った。後は離

島の日まで持ちこたえてくれるよう祈るばか

りである。  

資材係として感謝していることは、良き相

棒に恵まれたことである。今回で２度目の御

五神島となるが、前回のトミーや今回のガン

マーとひゃっクンという『できる男たち』に

助けられて、なんとか役割を果たすことがで

きた。 

 仕事に少し余裕ができ、子どもたちの様子

を見ていると、子どもたちは御五神島の豊か

な自然の中で、日常生活とは違う体験を楽し

んでいる様子であった。しかし、自然の厳し

さに直面し、苦労している姿も見られた。幸

い雨もほとんど降ることはなく、風も強くは

なかった。そういった面では、大自然の中で

『雨』や『風』、『波』の力強さを感じるこ

とはなかったように思う。しかし、今回の最

大の敵は『暑さ』であった。とにかく暑い。

特に入島の日は、荷揚げの後タープを建てな

ければ日陰もない状態である。子どもたちは

苦戦しながらも、リーダーとサブリーダーの

もとで、大洲で習ったロープの結び方などを

参考にして、立派なタープやテントを立てる

ことができていた。後で聞いた話によると、

その日は愛南町で観測史上最高の３７．８℃

を記録したらしい。高知県四万十市で４１．

０℃というこれまでの全国最高気温を記録し

た年に、エアコンも扇風機も使わず無人島で

一週間生活したという記憶は、決して子ども

たちの記憶から消えることはないと感じる。

（私自身がそうである。これまでの人生で一

番暑かった。大人の自分が辛かったのだから、

子どもたちは本当によく頑張ったと思う。） 

 今回の御五神島での無人島体験は、様々な

ことを学ばせ、体験させ、感じさせてくれた。

食事作りやキャンプファイヤーから、『火』

の大切さと美しさを。麦茶作り、洗濯、シュ

ノーケリングやつりから『水』のありがたさ

を。その他、太陽のすばらしさ、月や星、木

々の神秘的な美しさ、土の重さなど挙げれば

きりがない。しかし、今回の体験で一番学ん
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だことは、人の心の温かさである。子どもと

子ども、子どもと大人、大人と大人。みんな

が協力して、知恵を出し合い、しんどい時に

こそ笑顔で頑張れば、電気も水道もガスもな

い無人島でも、楽しく生活ができると心から

感じることができ感動した。 

今回、体験事業に参加させていただいて多

くの人との出会いがありました。元気をくれ

た子どもたち、助けてくださった実行委員会

の方々や先生方、学生の皆さんやボランティ

アの方々。全ての人々との出会いに感謝し、

心からお礼を言いたいです。本当にありがと

うございました。 

 

 

「御五神島・無人島体験事業に参加して」 

資材係 酒井 済（ガンマー） 

 御五神島・無人島体験事業に参加するのは

今回が初めてということもあり、多くの不安

を抱えていた。また、正直なところ積極的に

参加を望んだわけではなかった。しかし、や

るからにはその責任を果たすとともに、充実

した活動にしようと強く思って活動に参加し

た。 

役割としては資材係ということで、活動に

必要な資材を管理し、活動全体を支えていく

立場であった。活動が滞りなく行われるよう

に、初の参加で分からないなりに先々を考え

て行動するように心掛けた。他のスタッフと

も意見を交換しながら仕事をこなすことがで

きたと思っている。普段計画的に動くことが

苦手な自分にとっては、とてもいい体験と

なった。 

また、本部スタッフということで、活動全

体を見ることができ、六班それぞれの特長、

各参加児童・生徒の様子を見ることができた。

リーダー、サブリーダーが班に所属する児童

・生徒に対しての関わりの持ち方は、非常に

勉強になった。しっかりとした信頼関係を構

築しながら、ときには変容を待ち、ときには

働きかける姿勢。それによって少しずつ変容

していく児童・生徒の様子は、今後の学級経

営に生かしていくことができるものだった。 

このように、今後の自分にとって大きな財

産となる活動を重ねることができるチャンス

だったにも関わらず、腰痛によって事業の途

中でリタイアすることになってしまい、とて

もくやしく思っている。離脱後一日も早い復

帰を目指し、あらゆる手を尽くしたが復帰は

かなわなかった。治療、療養をしながらも、

離島時には迎えに行こうと考えており、島か

ら戻ってきたスタッフを迎えた。そのときの

スタッフの顔は、今でも心に焼き付いている。

そこには、充実感と達成感に満ちあふれた顔

が並んでいた。このような表情になるにはど

んなすばらしい経験をしてきたのだろうと、

うらやましく感じるとともに、もし機会があ

れば再挑戦し、失われた時間を取り戻したい

とも思った。 

しかし、今回は自分の任された仕事を最後

まで全うすることができずに、非常に大きな

迷惑をかけてしまった。このような結果に

なってしまったことをとても反省している。

最後まで仕事を全うすることが重要であり、

そのためのペース配分や動き方というものも

勉強になった。 

今回の御五神島・無人島体験事業への参加

は、数多くのことを学ぶ場になったとともに、

取り返したいという後悔ともモチベーション

ともなるものが残るものとなった。今後の教

師生活の中で今回の経験を生かしていこうと

思う。 
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「無人島体験ありがとう」 

食事係 山本 理穂（リンダ） 

 10 日間の御五神島・無人島体験を終えて思

うことは、今年、このスタッフの方々と一緒

に参加することができて本当によかったとい

うことです。私は本部の食事係として参加し

ました。食事作りや無人島での生活を通して、

普段の生活が、いかに便利で快適なものであ

るかを実感しました。しかし、不足・不便・

不自由という厳しい環境の中で、なぜこんな

に楽しく過ごすことができたのか・・・それ

はもちろん、共に生活し支えてくれたスタッ

フや子ども達がいたからです。 

アイディアとユーモアあふれるスタッフに

囲まれて、いつも明るい雰囲気の居心地のよ

い本部テント。そこへ、今日はどんなハプニ

ングがあったのか子どもたちの様子を報告し

に来てくれる班付きリーダー。子どもたちと

直接関わることの少なかった私にとって、そ

こで聞く子どもたちの頑張りは、いつも楽し

みで驚かされることも多くありました。 

不安な気持ちでいっぱいだった無人島生活

でしたが、御五神島の美しい自然、いつも笑

いの絶えない明るく楽しいスタッフ、そして

班で協力し合い生き生きと活動している子ど

もたちから、たくさんの元気をもらいました。

決して一人ではできない、このような素晴ら

しい経験をさせていただいたことに、心から

感謝しています。 

本当にありがとうございました。 

 

 

 

「御五神島・無人島体験事業に参加して」 

食事係 吉田香奈子（よっしー） 

 １０日間の無人島体験事業を終えた今、充

実感でいっぱいだ。それはきっと、生活面で

初めての体験をしたこと、教師として、子ど

もたちと関わっていく上での学びがたくさん

あったこと、そして何よりとても明るいスタ

ッフと毎日笑って生活できたからだと思う。 

無人島に行く前に、体験者からある程度の

話を聞き、なんとなく島での生活を予想して

はいたものの、実際に行ってみると、想像を

超えるものだった。食べることに関しては、

教えていただいたり自分たちで試行錯誤した

りしながら、あまり不自由さを感じなかった。

ただ、猛暑によって脱水症状になり、冷たい

水のありがたさを感じた。不自由さを感じた

のは、トイレに行くときと寝るときである。

最初は、トイレに行くことすら抵抗があった

が、「慣れる」ということは、こういうこと

なのかと思うほど、離島の際はトイレに行く

ことが普通になっていた。テントで寝る際に

は、下にダンボールを敷いているものの、石

が体に当たって最初の２日は寝られる状態で

はなかった。また、フナ虫の侵入により、な

かなか寝付けなかった。しかし、これも何日

かすると慣れ、最終日は短時間でも熟睡して

いた。 

わたしの仕事は本部の食事係だったという

こともあり、グループの子どもたちと一日中

関わるということはなかったが、時々子ども

たちの様子を見にいくと、日に日に子どもた
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ちの成長が感じられた。最初は自分の思いを

優先してしまっていた子が、みんなに片付け

をするよう呼びかけていたり、ホームシック

にかかった子を何とか説得しようとみんなで

励まし合ったりしている姿を目にした。普段、

学校生活では、時間に追われ、なかなか「待

つ」ということができにくいことがあるが、

場合によってはもっと子どもたちに任せなけ

ればならないこともあるような気がして、自

分の子どもとの関わり方を改めて考える機会

となった。最終日には、子どもたちの満足そ

うな顔を見て、この事業の成功を感じた。 

この事業を通して、教師としての在り方、

人間として自分がどう在りたいかということ

を考えさせられた。一緒に指導に当たったス

タッフはみんな、明るく楽しい人たちばかり

で、たくさんの元気をもらった。寝不足や脱

水症状など、体にとってつらいこともあった

が、一緒に笑える人たちに囲まれていたから

頑張れた。みんな、「子どもが好き」「この

仕事が好き」という思いに満ち溢れていたよ

うに思う。ここで、みんなから学んだことを

これからの教育活動に生かしたいと思う。 

最後に、このようなすばらしい事業が行わ

れたのは、それを企画・運営してくださった

方、ボランティアの方、明るいスタッフ、そ

れから子どもたちの頑張りがあったからこそ

だと思う。すべての方の支えがあってわたし

の「夏の最高の思い出」ができたことに感謝

したい。 

 

 

 

「出会い 発見 ゆめ体験 in 御五神島！」 

食事係 中井佐衣子（すっぴん） 

 出会ったばかりの仲間と共に、「不足・不

便・不自由」という御五神島での生活。大の

大人であっても不安な気持ちで参加した体験

事業。子どもたちも、期待に胸ふくらませな

がらも、不安と緊張でいっぱいだったことで

しょう。 

私は、今回、本部の食事係として参加しま

した。入島した日はさすがに体にこたえ、やっ

ていけるだろうかと不安に思いながらの食事

作りでした。しかし、不便さや不自由さにも

少しずつ慣れ、余裕が出てくると、普段の生

活がどれだけ快適なものであるかを感じるこ

とができるようになりました。そして、気が

つけば、島生活を楽しむことができるように

なっていました。 

本部にいると、各班の様子がよく見えまし

た。ハプニングやトラブルなどが次々に起こ

る中、明るく笑い飛ばす前向きな姿、知恵を

ふり絞りながら頑張る姿、互いに助け合った

り励まし合ったりする姿・・・そんな姿をた

くさん見ながら、だんだんと仲間意識が高

まってくるのが感じられました。そして、班

の子どもたちのことを一生懸命に思い、見守

るリーダー達の姿勢にはとても感動しまし

た。「不足・不便・不自由」な島での生活だ

からこそ、豊かな人間性やたくましい精神力

が大切になってくるなと思うような出来事

が、本当に本当にたくさんありました。 

 食事中、本部スタッフが、「おいしい！店

に出せる！」と言ってくれた時には、心の中

でガッツポーズ！少しでも役に立てたかな、

という満足感を感じました。「パンの作り方

を教えて！」と言われ、班の食事作りに出張、

「すっぴんのおかげでパンが上手にやけた

よ！」その一言がなぜかとても心に染みまし

た。直接子どもたちと関わることの少なかっ

た私にとって、子どもから元気をもらった瞬

間でした。必要とされることが次への活力へ
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とつながる。みんなもきっと、このような出

来事の繰り返しで、少しずつ充実感が高まっ

ていったのではないでしょうか。 

 朝日や夕日の美しさ、自然の恵み、文明の

ありがたさ、感動する心、協力することの大

切さ、人とのつながりの素晴らしさ・・・頭

では分かっていたつもりでした。しかし、今

回、実体験から学び、肌で感じることができ

たことは、今後の教師生活で、いえ、生きて

いく上での実生活において、大きな財産とな

るはずです。 

すてきな出会い、素晴らしい発見のあった

10 日間、そして実生活を離れての島での生活

は、夢のような不思議な空間でした。まさに、

「出会い 発見 ゆめ体験 in 御五神島！」 

この事業に、多くの方が、様々な形で支援

してくださっていることも知りました。事前

の草刈りやネット張り、下準備やイノシシ当

番・・・たくさんの方々の協力がありました。

貴重な時間を共に過ごしたみなさん、様々な

場面で支えてくださったみなさんには、感謝

の気持ちでいっぱいです。ありがとうござい

ました。 

 子どもたちも、私たちも、これから先、困

難なことに直面することが必ずあるでしょ

う。でも、この御五神島で育んだ強い精神力

で立ち向かえば克服できると信じて、これか

らも明るく前向きに頑張っていきましょう！ 

 

 

「無人島体験事業について」 

カウンセラー 曽根 春菜（はるばあ） 

 何もない島での生活は、普段の生活とは

違って、「しんどい・寂しい」という気持ち

を増幅させます。大洲青少年交流の家では楽

しく過ごしていた子どもたちも、何もない島

での生活に不安になったり、しばらく会うこ

とのできない家族への思いを深くしたりして

いたようでした。日中は朝昼夕の食事作り、

食料の調達、シュノーケリングやつり等の作

業に熱中して忘れていても、夕方に日が沈み

始めるとなんとなくしんみりしてきて、さら

に夜の暗さが家族に会えない悲しさを増す手

伝いをしていたように感じます。島で６泊７

日を生活するためには「しんどい・寂しい」

→「仲間と共に笑顔で楽しく乗り切る！」へ

の気持ちの切り替えが一つのポイントだった

ように思います。それは子どもたちだけでな

く、私も一緒です。そして、この体験活動を

通じて感じたのは「ありがとう」という感謝

の気持ちです。 

 夜になり救護テントを使用しなかった日

は、無人島生活６泊７日のうちわずか２日間。

体調不良というよりは、精神面でのしんどさ

による休養のほうが多かったように感じまし

た。「想像していた楽しい島ではない」といっ

てずっと泣きべそをかいていた子、夜に鳥の

鳴き声が聞こえてきて怖くて不安で眠れない

子、夜になるとなんとなく体がしんどくなっ

て休みたいと言う子。理由は様々ですが、そ

れでも朝になると、「大丈夫、やれます」と

言って班のみんなのところへ戻っていきま

す。大人でも正直、体が慣れず島での生活が

しんどいと感じたほどです。疲れてしんどく

なれば、考え方がネガティブになるのは子ど

もたちにとって自然なことだと思います。し

かし、仲間と一緒に活動できることの楽しさ

が笑顔を生み、「仲間と一緒ならなんとかな

る、やってやろう！」というポジティブな気

持ちへ変わっていったのだと思います。子ど

もたちの間で「ありがとう」の言葉が最初よ

りもたくさん飛び交うようになったのは、仲
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間への感謝の気持ちが彼ら自身にしっかり生

まれたからだと思います。最初から比べると、

本当に子どもたちは班の仲間と一緒に成長で

きたんだとうれしくなりました。 

 「不便・不自由・不足」の中での生活は、

今まで周りの人からどれだけ大事にされ、支

えてもらっていたかを痛感させられるものと

なりました。それは子どもたちも感じたと思

いますが、なにより私自身がそのことについ

て深く考えさせられました。感謝の気持ちを

持つことを忘れず、思いやりを持って協力し

ていけば、これからもたくさんのことがうま

くやれるのでないかと、心に少し光が差した

ように思います。こんな気持ちにさせてくれ

た子どもたちやスタッフの皆様に本当に感謝

します。ありがとうございました。 

 

「８回目の御五神島」 

事務局 西坂 淳（にっさん） 

 今年で通算８回目の参加になりました。今

年は、これまで以上に暑かったです。入島し

て二日間は、体調を崩す子どもが例年より多

くて心配しましたが、だんだんと元気になり

ました。 

さて、子どもたちの感想文を見ると、「あ

と３日間ぐらい島にいたい」「もう一回行き

たい」と書いた子がいます。以前の指導者も、

何らかの形でこの事業に関わり、イノシシ不

寝番に来てくれる人もいます。電気も水道も

ガスもない不便な御五神島に、なぜ心惹かれ

るのでしょうか。 

何もない無人島という厳しい環境の中で

は、一人では何もできません。テントやター

プを立てるときも、食事作りや片付けも、班

で協力せざるを得ないのです。その中で、一

人一人が得意なことを見つけ、役割分担がな

され、徐々に協力することが出来てきます。

そして、「人の役に立つうれしさ」「自分が

必要とされる喜び」を感じます。感想文にも

“「ありがとう」と言ってくれるのがうれし

かった”とあります。こうして自己肯定感、

自己有用感が高まったのでしょう。 

心理学の一つ「選択理論」によると、人間

の欲求には「愛・所属の欲求」「力の欲求」

「楽しみの欲求」「自由の欲求」「生存の欲

求」の五つがあります。御五神島には、テレ

ビやゲームはありませんが、つりやシュノー

ケリングをする楽しみがあり、一日を自由に

使えます。つりやシュノーケル、料理作りに

挑戦し、魚や貝がとれたことや「おいしい」

と言ってくれることに喜び、「力の欲求」が

満たされます。とても暑く、穴を掘って作っ

たトイレやシャワーもない生活では「生存の

欲求」を満たすことは難しいのですが、井戸

水はとても冷たく、工夫次第で快適に過ごせ

ます。何よりも、集団生活を通して人の役に

立つうれしさや必要とされる喜びを感じ、

「愛・所属の欲求」が満たされるのです。こ

れこそが無人島体験事業の魅力ではないでし

ょうか。 

熱中症やケガで病院に運ばれた子どもがい

ましたが、最終日を全員元気で迎えることが

でき、大変うれしく思います。多くの方々の

ご支援に感謝するとともに、来年度もよりよ

い事業になるよう努力してまいります。 

 


