
 

  みんなのチャレンジ みんなでチャレンジ 

「物質的な豊かさ、少子化などの社会経済情勢のなかで、青少年の食生活の乱れ、ニートやフ

リーターに代表される職業観や勤労観の未熟さ、対人関係能力や公共意識の低下が顕著になって

きている。「えひめ子どもチャレンジ支援機構」は３つの「ショク」、つまり、青少年の職業観や

勤労観の育成（「職」）、健全な食生活に向けての意識・態度形成（「食」）、さらには対人関係やボ

ランティア活動（「触」）の推進を図ることを目的としている。 

子どもたちの育ちの背景には、様々な体験活動の不足があると考え、「子どもが主役となる」

チャレンジ活動に取り組んだ。 

中・高・大学生が一緒になって「何をしたいか」考え、企画し、実施する。「ゼロ」からのス

タートである。活動を終えた後、その成果を発表する。 

２６年度 活動報告一覧 

7 月 12 日～13 日 始まりの会  えひめ青少年ふれあいセンター 

          中学生 13 名 大学生５名 リーダー１名 大人９名 

海人 

7/25 キャンプ準備打ち合わせ 青少年センター 

８/ 2  御五神島キャンプ 台風のため中止    

8/24 打ち合わせ       久米公民館 

9/20 魚料理実施       青少年センター 

10/5 八幡浜釣り 台風のため中止 

愛映スタジオＲ 

 8/ 8 くまもと・福岡さんを招いて打ち合わせ 

 ９/23  ９/28 撮影      各地  

10/25 10/26  素材チェック  久米公民館 

 11/ 3   11/ 9   12/20   1/5   1/18   編集・追加撮影 

愛映スタジオＬ 

 8/ 8 くまもと・福岡さんを招いて打ち合わせ 

  8/12   8/27   打ち合わせ・撮影 

secret7 

 9/27  ガラス工芸・パティシェ打ち合わせ  松野町 

10/4   現地視察  久米里山 

10/11  調理研修   久米公民館 

10/12  雨天のため活動中止 

10/18  活動（バーベキュー・天体観測）  久米里山 

発表会 

平成２７年 １/24  1/25   えひめ青少年センター 



 みんなのチャレンジみんなでチャレンジ 松山 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主事業             主催事業 

海人 
海へ釣りに行く。 

捕れた魚をさばいてみんなで食べる 

 

台風により 8/2、3 の無人島は中止 

台風により 10/5 八幡浜海釣り中止 

 

調理実習 青少年センター             鱗とりは水を流し

ながらしなくてはいけない。頭と内臓を取り除くこと。 

出来上がった料理：なめろう・日向飯・卵焼き 

 

感想 

道後中学校 ひーちゃん  １年 

 私たちは最初、乗馬、スキー、釣りなど、色々な理由で集

まりました。そして、釣りや魚をさばいたり、海でキャンプ

をしようと決まりました。 

 計画をしている時は、とても楽しかったのですが、本番は

どの日も雨、台風になり４つ計画した中で１つしかできませ

んでした。しかも、男子が１時間遅れてじたばたして魚をさ

ばく実習でした。けれど、とても楽しかったです。まとめの

日も、最初はお菓子や筆記体コンテストをして遊んでいて、

最初から最後までばたばたしていたけれど、とても楽しい日

を過ごせてよかったです。 

鴨川中学校 つばさ  １年 

 天候にめぐまれなかったため、１回しか活動することがで

きませんでした。一番楽しみにしていた無人島の御五神島で

の活動は台風のため中止になったけど、この完ぺきすぎるレ

ポートを作れてほんとうによかったです。 

 ありがとうございました。 

 もしも、チームの一人が一人でもかけていたらこれはでき

なかったので、みなさんにかんしゃしています。 

鴨川中学校 おかたく  ２年 

 ７月、これに参加すると決まった時は、なかば強制であま

りのり気ではありませんでした。しかし、集まってから、全

く知らない大学生２人、中学生３人と話し合い、うちとけてい

きました。すると、２日目にはどんどん楽しくなり、集まるた

びにわくわくして楽しかったです。 

 今日、残念ながら計画通りにはいきませんでしたが、それだ

けでも楽しく、できていればもっと楽しかったんだろうなと思

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

く知らない大学生２人、中学生３人と話し合い、うちとけていきました。すると、２日目

にはどんどん楽しくなり、集まるたびにわくわくして楽しかったです。 

 今日、残念ながら計画通りにはいきませんでしたが、それだけでも楽しく、できていれ

ばもっと楽しかったんだろうなと思います。ぐだぐだ感はあったものの楽しく話せる仲間

が増えました。これで終わるのが、とても、とても、とても寂しいです。 

 これが機会となり、このような他の企画にも参加するようになり、自己を高めていけた

ので本当に良かったです。短い時間でしたが、本当に、本当に、本当に、ありがとうござ

いました。また、参加するときはよろしくお願いします。 

海人 最高！！ 

久米中学校 みよし 

 みなチャレでは好きなことに挑戦することができたし、楽しい思い出をつくることがで

きました。また、社会勉強にもなりました。自分たちでできることはなにか、また、どこ

に連絡したりすればいいのかなどを知ることができました。みなチャレでは普段話すこと

のない他校の人とも仲良くなれました。大学生もいて話しあいが深まって楽しかったです。

みなチャレを企画してくださった方、活動を手伝ってくれた方に感謝しています。参加さ

せていただいてありがとうございました。 

愛媛大学 みぞさん 

 今回「海人」のメンバーとしてこの活動に参加できたこと、すごく良かったです。活動

自体は天候に左右されるものが多く、実際に行うことが出来たのは１つだけでした。しか

しその活動までに行った準備などは自分にとっても勉強になりました。 

 これだけは書かせてください。「みんなの成長を感じられたこと」すごくいいものでした。 

 また参加できたらいいなと思います。「みなちゃれ」のみなさん、ありがとうございまし

た。これからもがんばってください。 

 

愛映スタジオ 

愛映スタジオＲ 

映画をつくりたいと思い、脚本をつくった。しかし、いざすすめようとする

と写真が足りない。1 日では撮れない。結局、半年かかった。つい、数日前

に撮り終えた。発表会では、音声の不都合で生声での発表となった。きちん

と計画してするべきだった。リベンジしたいと思う。 

※人とコミュニケーションを取りづらい子が神社できつねの妖精と出逢う。2 人は仲のいい

友だちとなり、楽しいひとときを過ごすが、ある日突然、その子は妖精の前に現れなくなる。

学校で友だちができたのだ。 

愛映スタジオＬ 

～はとさんのラッキーな一日～ 

アジアフィルムネットワークの福岡さんからヒントをもらい、映像で「ばか

カッコいい」動きを撮ることにした。メンバーの日程が合わないことと、編

集作業に苦労した。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
感想  

鴨川中学校  はるちゃん ３年 

 家で寝ずにつくったデーターだったのにお見せすることができなくて非常に残念です。

また、今回の活動でやるならとことんまでやるべきということを学びました。中途半端な

努力は全てを無駄にします。編集・主演・監督という大役を一人でこなしてこの結果とい

うのは悔しいです。努力に見合うだけの結果を残すことができませんでした。家で父に「受

験生なのに…」といわれながらも作り上げた作品だったので、今だにもやもやが心から消

えません。皆で均等に役割分担をしていたのならば、「努力を大切さを学びました」だと

か言えたのにと思います。この失敗を教訓に、無駄にしないようにしていきたいです。 

鴨川中学校 あきら １年 

 発表するとき、すごい緊張したりハプニングが起こったり。いろいろありましたが、無

事に終わって本当によかったです。他の２班の発表も非常に楽しませてもらいました。 

 撮影するとき、時間に遅れたり忘れ物をしたりとものすごい迷惑をかけたことと思いま

す。時は金なりの言葉が身にしみて分かりました。これらの経験はこれからにつながると

思いました。いろんな人との交流もでき、本当にありがとうございました。 

道後中学校 ひろくん 2 年 

 今日の発表会では、思っていたほど うまく 成功させることが出来ませんでした。僕

自身、コンピューターの作成で安心しきってしまい、コンピューターが思うように動いて

くれなかったことの対策もしていませんでした。それが、今回の反省点です。 

 これからは、あらゆる状況でも臨機応変に対応ができるように計画をたてておきたいと

思いました。それ以外については、自分のしたかった撮影などができて、打ち合わせの時

は、パソコンでの作成では、役には立てませんでしたが、撮影に行くときは、本当にカメ

ラマンになった気分ではりきっていました。今回の体験学習で学べることは多かったと思

います。学んだことを生かして、これからの生活で役立てていこうとおもいます。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久米中学校 そうくん ２年 

 生徒会担当の先生からこの企画を教えていただき、興味をもち、今回参加することにし

ました。発表会でみんなが言っていたように、久米中一人というチームに入り、友達は一

人も居ないまま一日目を迎えて心配でしたが、だんだんと話し合うごとにみんなの心が意

気投合し、普段の友達のような存在となりました。 

 動画を撮ること、様々な中学校・大学生と集まっていろんなことをするなど、あらゆる

ことが初めての経験で良い経験となりました。この経験をこれからの生活に役立てる機会

があることを願っています。 

 来年受験生となりますが、『逃走中』をするのであれば、必ず参加します！！ 

 ありがとうございました。 

鴨川中学校 あーちゃん  ３年 

 今回の活動を通して、年齢や学校の違う人と協力し、１つの作品をつくることができ、

本当によかったです。始め、私は、アウトドアスポーツのようなものがしたいと思ってい

たのに、映画を作ることになっておどろいていましたが、どんな企画でもたのしく活動で

きる自信があったので、とにかくよい作品を作れるように努力できました。 

 来年も友だちと参加したいと思います。今度こそ、外で体を動かす企画をたてたいです。

今まで私たちを支えて下さったみなさんありがとうございました。 

愛媛大学 はとさん 

 今回「人生初」で中学生のリーダーとなりながら活動を行ってきましたが、良かった点

と反省すべき点がいくつかあります。 

 良かった点 

何もかもが新鮮だった。 

今回のように、中学生と近い距離でコミュニケーションを取りながら活動するのは初め

てでした。また、動画作成も初めてだったので、この活動も新鮮で良い経験になりました。 

ばかかっこいい動画を撮れた。 

 なかなか案が決まらない中で決まったテーマでしたが、とても楽しかったです。 

 反省点 

 もっと中学生に中心となって、作業してもらうべきだった。自分がやりすぎて、仕事の

分担が上手くいかなかったのが反省点です。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secret７ 

「楽しければそれでよし」という気持ちで秘密基地をつくり、自分のや

りたいことをやるというコンセプトで活動した。 

 松野町まで行ってガラス細工をしたり、パテシェの指導のもとサツマ

イモジャムやクッキーを作ったり、久米の里山でバーベキューを食べ、

日が暮れるのを待って、気象予報士の先生からお話を伺いながら星空観

測をした。 

 

  
 

感想 

久米中学校 ゆうか 

 最初はどんなことをするのかも、何を持っていけばいいのか、どんな人たちが参加する

とか、全く知らない状況で、すごく不安で嫌だなあとドキドキしていました。昨年、参加

していた先輩方に聞いたりして、初日、体操服で行ったのに、誰ひとり体操服を着ていな

い！とわかり後悔しました。 

 チームも３つにわかれた、久米中が班に一人ということもあり、顔も知らない、名前も

知らない人たちとうちとけられるだろうかとまた不安でしたが、約一日話していると、だ

んだんとうちとけていき、今では楽しく話したり、手をふったりと仲良くなれたなと思い

ました。 

 わたしたちの活動には、“これだ”という大きなテーマはありませんが、ガラス細工・

クッキー・ジャム・ＢＢＱ・けいどろ・ふえお・天体観測・花火・きもだめしなどなど、

他の班の人たちよりも、たくさんの初体験やきちょうな体験をすることが出来ました。 

 コミュニケーション力を身について、たくさんの色々なことを学びました。 

 半年間ありがとうございました。 

 

  

 私たちは Secret７として、ガラス細工、お菓子作り、ＢＢＱ、星空観察と、全く統一性の

ないものをして、目標の～楽しければすべてよし～とおり、４チームの中で一番楽しんだチー

ムだと思います。 

 ただでさえ仲が良くて騒がしい、さくちゃん、ひーくんに加え、のんちゃん、くーさん、村

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鴨川中学校 きお ２年 

 私はこの活動を通して、本当にたくさんのことを学び、とても楽しみました。 

 私たちは Secret７として、ガラス細工、お菓子作り、ＢＢＱ、星空観察と、全く統一性

のないものをして、目標の～楽しければすべてよし～とおり、４チームの中で一番楽しん

だチームだと思います。 

 ただでさえ仲が良くて騒がしい、さくちゃん、ひーくんに加え、のんちゃん、くーさん、

村ちゃん、ゆうかちゃん、話し合いで、どんどん脱線して、無駄だけど、とっても大切な

ことを知ることができました。 

 知らない人から友達へ、そして手伝ってくれた大人のみなさん、本当にありがとうござ

いました。 

鴨川中学校 さく  ２年 

 最初この活動に参加するとき、不安と期待で胸がいっぱいでした。どんな人がいるのか、

どんなことをするのか、自分はどう動けばいいのか。迷うこと困ることばかりで、大変で

した。 

 でも Secret７に入り、みんなと話していくうちに、楽しいなと思えるようになった。活

動も本当に楽しかったです。 

 あと班の仲間の中だけで話す、じゃなくて、他のメンバーと話すことによって、新しい

発見や楽しさを見つけることができる！と学びました。 

 半年間、本当に楽しかったです。ありがとうございました。 

道後中学校 村ちゃん 

 私は中学校一年生で、少々きんちょうがありました。この活動に入ったきっかけは配ら

れたプリントにやってみたいことをやってみる！との言葉がふと目に入り参加しました。

他の学校とあまりかかわったことにない私はこの企画はイイ！そう思いチャレンジしてみ

ました。私のグループ Secret７は中１は私一人ですこしきまずかったですが、みんなとっ

ても明るくてびっくりしました。 

 自分たちでやるこの活動は、今後の社会生活でかならず生かしたいです。こんな体験は

初めてでした。また、私は生徒会副会長をしているため、すこしでもけいけんを増やし、

自立性をみにつけるためがんばりました。少ししか活動はなかったけど、サイコーにおも

しろくてたのしかったです。 

 そして、大学生と中学生だけでれんらくをとったりするのははじめてで、すごく貴重な

体験になりました。また、今年も同じ活動をしにきたいです。このグループ、プロジェク

トで学んだことは、一生忘れません。しかも、こんなにもけいけんし、他の中学校とせっ

するというこの企画はさいこーでした。 

 次はもう２年になっているので、しっかりとリーダーシップをはっきし、みんなみたい

にあかるくたのしくしっかりまとめられるよう努力したいです。ここで私は大きく成長し

たなと実感しています。 

 本当に貴重な体験をさせてくださりありがとございました。 

 

鴨川中学校 安永 光  ２年 

 僕は、説明のプリントを見て、何をするのかまったく分からないまま参加することになりま

した。 

 だから、初めてグループで話合うときにも、何を話していいのか分からずとてもこれからの



 

 

鴨川中学校 ひかり ２年 

 僕は、説明のプリントを見て、何をするのかまったく分からないまま参加することに

なりました。 

 だから、初めてグループで話合うときにも、何を話していいのか分からずとてもこれ

からの活動が心配でした。でも活動をしていくうちに、心配することがだんだんなくな

っていき、それが楽しさに変わっていきました。 

 僕は部活動などで、中々参加することができない時もありましたが、活動が始まった

時よりは、全然話しやすくなり、良かったと思います。 

 人と人との関係も良い経験になりました。 

愛媛大学 のんちゃん  １回生 

 私が、今回の活動を通して一番に思うことは、半年間このグループで、このみなちゃ

れで活動することができて、本当によかったなということです。 

 はじめ、私は、大学生の中で女子一人、他の男の子のこともよく知らない、今後どの

ようなことをしていくのかも、よく分からない中での参加でした。けっこうな不安を持

ち合わせていた私でしたが、活動を行う中で、その思いはうすれていきました。 

 他の班には他の班の良いところがあったとは思いますが、この班にはこの班だけの楽

しさがありました。発表会の中で、みぞさんが「大学生は見守る立場、親のような感覚」

のようなことを言っていましたが、私は全くそんなことがなく、むしろ中学生と一緒に

楽しいことをやりたいだけやっているという感覚でした。 

 しかし、その中でも学ぶことは多くあり、この活動を通して、成長することが出来ま

した。みなちゃれには失敗はつきものでしたが、それ以上に大きな楽しさがいつもつい

てきていました。楽しかったです。ありがとうございました。 

 

 

最後に、６年間参加した現在２１歳の男性から、今回の発表を見て 

 今回の活動をみせていただいて、毎回ハプニングは起こるものだなと思いました。 

 自分も、６年間子チャレをしてハプニングが毎回起こり、そのハプニングをいかにネ

タにするかを考えたりしてました。 

 他の人の今回を見て、山で何かやる、海で何かやる、動画をつくる。山のチームは「楽

しければすべて良い」なのですが、大人の人は「何か目標を！」遊んでおわりでは、大

人は「うーん」という感じで、計画のときいろいろありました。 

 楽しければそれでよい！は、まさに参加者の最大の目的をやりきったのだとおもいま

すよ。 

 

 



みんなのチャレンジみんなでチャレンジ 八幡浜 

 

   

今年で８回目となる子どもチャレンジ支援機構八幡浜支部の活動を、八幡浜市沖約１

０キロにある離島大島で、８月１6 日(土)・１7 日 (日)の２日間「自然体験 in 大島」

と題して実施しました。 

初めて大島に来た子、あまり海で泳いだ事のない子等自然の中で、地元の方との交流

や異年齢の友達との触れ合いを通して、今まで体験したことのない経験ができ、新しい

仲間づくりができたのではないかと思います。 

第 1 回アクションプラン(計画) 

日時：平成２５年７月１2 日(土)・１3日(日) 

場所：大洲青少年交流の家 

 今回は小・中・高校生３８名の応募があり、内３７名が大洲青少年交流の家でのアク

ションプラン計画作成に参加しました。今回は、活動場所を大島に絞って行ったこと、

また、リピーターも多かったため、スムーズに活動計画が決まりました。 

 今回は、遊びの時間が少なく仲間づくりの時間があまり取れなかったのが、残念でし

た。 

(スケジュール) 

７月１２日(土) 

 9:00 集合 開会式 オリエンテーション 

 9:30 グループミーティングⅠ(自分がやりたい事の書き出し) 

12:00 昼食 

13:00 グループミーティングⅡ(チャレンジ内容の検討) 

17:00 夕食 

19:00 グループミーティングⅢ(チャレンジ活動のまとめ) 

20:30 入浴 

22:30 就寝 

７月１３日(日) 

 6:30 起床 朝の集い 

 7:30  朝食 

 9:00  活動計画準備(チャレンジ活動のまとめ) 

12:00 昼食 

13:00 アクションプラン発表 



 15:00 閉会式 解散 

 

  

第 2 回アクションプラン(実施)   自然体験 in 大島 

日時：平成２６年８月１６日(土)・１７日(日) 

場所：八幡浜市大島 

 ７月３１日 事前打ち合わせ ３名 

色々な行事が重なったため、３８名中、２８名が参加 

 離島で、魚釣り、海水浴、花火、肝試し、地元の方との交流会、立て網漁等、普段な

かなか体験できない経験を通して、仲間づくりをしました。 

(スケジュール) 

８月１6 日(土) 

 6:50 大島へ出航 

 7:30 魚釣り、海水浴、スイカ割り 

12:00 昼食(弁当持参) 

13:00 交流会準備(唐揚げ・BBQ・ピザ・ 

       竹パン・そうめん・おにぎり等) 

18:00 地元大島の人との交流会 

21:00 花火大会・肝試し 

 

８月１７日(日) 

 6:30 起床  

 7:00  立て網体験 

 8:00  朝食 

 9:00  海・島の散策 

12:00 昼食(カレー) 

13:00 片付け・掃除 

13:30 八幡浜港へ出航 

14:00 解散 

第 3 回アクションプラン(報告会)  

報告会＆クリスマス会 

日時：平成２６年１２月２７日(土) 

場所：みなと交流館 

 年末のあわただしい時期で、１６名しか参加できませんでしたが、大島での活動をパ

ワーポイントによる報告を見ながら、大島での体験を振り返って、活動の反省や、来年

の要望等話し合いを行いました。 



 報告会終了後、みんなでお菓子やケーキを食べながら大人と一緒にゲームをして楽し

いひと時を過ごしました。最後に陰で支えてもらった大人の方々にお礼のハガキを書い

て報告会を終えました。 

(スケジュール) 

13:00 活動を振り返って(感想発表) 

14:00 クリスマス会(ゲーム、プレゼント交換等) 

17:00 解散 

 

 

 

 

 

 

 

【感 想】 

自分たちで決めたことを、協力しながらできた。外での活動の時は分からないことを

教え合ったりしながら出来た。そのおかげで大島の人達も楽しく参加出来た。自分たち

の達成感も高かった。（ゆうか） 

 

7 月の活動で知り合った友達などと楽しく過ごすことができました。私は大島には何

度かいったことがあったけど、みんなと行っていろいろなアクションプランをして、と

ても楽しかったです。来年も参加したいです。 （みさき） 

 

私は何回か大島にきたことはありましたが、子どもチャレンジで来たのは初めてでし

た。釣りや海遊び、夜の会食、花火、朝の散歩、とても楽しかったです。（かな） 

 

大島では自分たちで魚を釣ったり、 採ったりすることで、自然について色々知れた

ので良かったです。協力することで友情を深めることができた。海で遊んで楽しいこと

もいろいろあって良かった。自然体験について知れたのでこれからに活かしたい。（ゆ

う） 

大島に泊まりがけで、交流の家で考えたことをしたり、海で遊んだり、竹パン作りは

熱かったけど、おいしい竹パンが作れてよかったです。ダンボールピザでは生地から作

ったりして、グループの人と協力してできました。（あい） 

 

自然体験ｉｎ大島を通じて、自分に学べるものをたくさん持ち帰ることが出来ました。

海水浴、山の探険をすることで、あまり興味がなかった自然に対する意識が変わったこ



と、そして、地域や友達との会話の中で、コミュニケーションをとることで、お互いの

意思を尊重し合うことで、より場が穏やかな雰囲気になることを知りました。これらを

ふまえ「これから先、自分にできる限りのことは自分でやり、目標を目指して日々前進

しよう」という決意を持ち、頑張っていきたいです。佐島に行きたい。（まさしげ） 

大島の人とふれあえました。魚釣りでは竿を貸してもらって、イシダイを釣ることが

できました。うれしかったです。夜は大島の人と、ご馳走を食べました。スタッフさん

と協力してフルーツポンチ、大根サラダを作ることができました。とても楽しかったで

す。（ふうか） 

 

大島では花火、肝試し、フルーツやお魚、お肉を食べてとても楽しかったです。私は

フルーツ作りの担当で、二人でしゃべりながらゼリーを切ったり、りんごの皮をむいた

り、すごく楽しかったです。（ちか） 

 

自然体験 In 大島では、魚釣りや海にもぐったりできたのでまた行きたいです。次は

キャンプをしてみたいです。(かな) 

 

海で遊んだり、花火を打ち上げたのが楽しかった。今年の夏は家で花火をすることが

なかったので特にそう感じた。海に飛び込んで遊んだりみんなでご飯をつくったり、家

でできないようなことができた。(けいと) 

 

 

 

 


	

