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◆［秋田県］大仙市立大曲中学校 入江 帆美

大仙市の伝統的な民謡「ドンパン節」の普及を行う「ドンパン娘」に所属し、イ

ベントなどで踊りを披露している。個人の活動としては、リンゴ農家や子ども

食堂の手伝いや保育園でのボランティア活動、中学校の「生徒会執行部」と

いう地域貢献活動を行う部活に所属し、高齢者のゴミ捨て支援や地域を活性

化する活動（企業発展アイデアや商品開発など）も行っている。今後は大人

が主導する子ども食堂から、子どもたちが自分たちで育てた野菜などを使っ

て自分たちで調理し、自分たちで食べる、そんな子ども食堂を運営してみたい

と考えている。

◆［栃木県］学生ボランティア団体 Rainbow

2021年の１１月に、同じ志を持った市町村の違う中学生５人でボランティア団

体を立ち上げた。地域の障がい者施設のお手伝い・ゴミ拾い・SDGｓのワーク

ショップ・地域食堂・食品ロス問題への取り組み・チャリティーバザーなどさま

ざまな活動を行っている。「本当に必要な物」を児童施設にプレゼントするた

めのチャリティーバザーや、地域の人のためのボランティアなど、活動の幅を

広げるために行動している。目標はNPOを立ち上げることで、そのための募

金活動も行っている。また、食品ロス問題の活動を通してたくさんの施設との

繋がりを築いていきたい。

◆［茨城県］茗溪学園中学校高等学校 JRC同好会

畑を通して地域や世界と「繋がる」活動を行っている。学校の食堂から出た野

菜くずを堆肥化し、その堆肥を活用して学校の畑で農作物や花を育てている。

これまでに、学校の畑で育てた野菜をウクライナからの避難民の方々や地域

の子ども食堂に寄付した。海外の学校と学校菜園を通して交流したり国際的

な会議に参加したりし、「Think Globally, Act Locally 」を心がけて活動してい

る。今後は畑活動を持続可能なものとし、地域社会との繋がりを強化しなが

ら、国際交流や研究者との学問的交流の機会にも積極的に参加していきた

い。

◆［東京都］サレジアン国際学園中学校高等学校 松尾 栞奈

小さい頃から路上で生活しているホームレスの方を見てきて、母と何かできる

事はないかと考え始め、お弁当活動ならできると思って2年前から自分で作っ

たお弁当を生活に困っている方やホームレスの方に配る活動をしている。

ホームレスの方にお弁当を持って行った際にはなるべく話をして、少しでも多

くコミュニケーションを取るようにしている。声をかけ話をすることで体調確認

にも繋がるからだ。また小学３年生の時から保護犬、保護猫のお世話や譲渡

会などのお手伝いもしている。自分ができることをこれからも考えていこうと

思っている。

いりえ ほのみ

まつお かんな



◆［富山県］富山市立八尾中学校

自分たちが行った活動は主に2つ。1つ目はYCP（八尾クリーンプロジェクト）で、

八尾町のゴミ拾いを行う活動だ。今までに2回行っており、1回目は学校周辺、

2回目は八尾の伝統行事である「おわら風の盆」の開催地となる旧町で実施

した。2つ目はYCPを広める活動で、「ピリカ」というゴミ拾いの様子を投稿する

SNSアプリや学校のホームページを活用して活動を拡散した。今後は八尾町

の魅力を再発見するフォトコンテストの実施、YCPの活動や八尾町の魅力を

文化祭などで発表し、地域そして社会に影響を与えられる活動に取り組んで

いきたい。

◆［石川県］かほく市立高松中学校 ジュニアボランティアサークル絆

石川県で修理・クリーニングをした中古ランドセルを安価で販売し、売上げの

一部を子ども食堂に寄付するRSnextの活動を新聞で知り、代表者の方から

直接話を聞き、その思いに感銘を受け、この活動を一人でも多くの方に知っ

てもらい自分たちにできることで力になりたいと「絆ランドセルプロジェクト」を

立ち上げた。全校生徒に使わなくなったランドセルの寄付を呼びかけた結果、

48個のランドセルが集まり、RSnextへお渡しすることができた。このプロジェク

トでできたご縁を大切に、来年度に第2弾が実施できるよう、この取組みを後

輩に繋げたい。

◆［岐阜県］大垣市・安八郡安八町組合立東安中学校 生徒会執行部

コロナ禍で地域とどのように関わっていくかをテーマに、「花を育成し愛と笑顔

を地域の方々へ届けるプロジェクト」を発足させた。孤独・孤立問題が深刻化

しており、解決する一つの方法として、町の社会福祉協議会に企画書を提出。

生徒自ら育てた花を独居老人の方に直接手渡しをした。その際「生きる活力

や希望をもらった」と涙を流してくださり、プロジェクトの重要さを改めて感じ、

楽しみに待つ方々への関わりをこれからも続けていこうと思う。そしてこのコ

ロナ禍で孤独・孤立しない・させないよう、これからも社会福祉協議会と対話し、

考えていきたい。

◆［岐阜県］下呂市立下呂中学校 生徒会執行部

社会福祉協議会の方の講演で、コロナの影響で交流できない独居老人が約

400人もいることは、下呂市が抱える深刻な問題であることを知った。そこで

中学生の自分たちが地域を温かくする、地域に貢献することを目的とし、独

居老人の方を直接訪問する活動を行っている。社会福祉協議会、民生委員

の方々に協力いただきながら、生徒会が中心となって取り組んでいる。コロナ

禍でも地域との絆を深め、学校行事や地域の防災訓練などへの参画も視野

に活動を行っている。今回の活動を通し、相手と直接対面し、会話することの

大切さを改めて感じた。



◆［愛知県］名古屋市立新郊中学校 宮原 りあ

ペットを埋葬したお寺にお供えされたペットフードを分けてもらい、それを名古

屋市の動物愛護センターへ持って行き、行き場を失った犬や猫たちのおやつ

や躾のフードとして命をつなぐ活動を行っている。昨年からその枠をさらに広

げ、名古屋市で殺処分寸前の猫たちをシェルターに引き取り、さらに家族を

探すボランティア活動をされている方々のところに届ける取り組みも行った。

今後は日本国内にとどまらず、世界規模で動物に限らず命を大切にしてほし

いというメッセージを発信したい。この活動を通じて得られる大きな可能性を

信じています。

◆［滋賀県］大津市立葛川小・中学校 KCLプロジェクト／ザ・ガワタロウズ

母校のある安曇川流域の魅力をPRし、児童生徒数減少による廃校の危機か

ら母校を守る活動を推進した。安曇川流域固有の水文化「シコブチ信仰」に

光を当て、河童のガワタロウや流域植物をデザインしたカプセルトイを開発。

支援者を募って得た資金をもとに製作したスタンプとストラップは、地元の道

の駅にて完売することができた。現在はさらなる品質の向上と販路の拡大を

願い、フィギュアメーカーをパートナーに迎え、カプセルトイの開発に継続して

取り組んでいる。活動の今後の展開は、先輩が開設したウェブサイトで発信

していく。

◆［大阪府］大阪市立新巽中学校 生徒会

給食の残食をコンポスト（堆肥をつくる容器）に入れて肥料化し、その肥料で

ヘチマの栽培を行い、できたヘチマからヘチマたわしを作っている。学校や家

で使用する合成スポンジをヘチマたわしに変え食品ロスとプラスチック削減に

つなげるための活動だ。また、エコキャップを回収して障害者施設に送って雇

用者の給与とその一部がワクチンとして寄付される活動にも参加している。さ

らにプルタブ回収を行い、その収入で障害者施設に車いすを寄付する取り組

みをしている。今後は地域全体で循環する資源の仕組みを作っていきたい。

◆［京都府］ジュニアリーダーズクラブ for Social Action

イベントやゲームなど一から何かを創り出すことが好きだったので、身近な問

題の解決に貢献できるようなアイデアを出し合って実現する活動を行ってい

る。昨年は目の見えない人とも一緒に楽しめる目隠しパズルを作って、地域

の人が遊びながら交流してもらえる会を開催した。また“互いの違いを理解し

合える遊び”をテーマに、カードゲームを制作。現在は10月29日に実施する

清掃活動「ハロウィンチャレンジ～ゴミ拾い名人は誰だ！？」の準備を進めて

いる。今後はイベントなどの時に受付や案内役を率先して行って、自分に足り

ない能力を身につけたい。

みやはら



◆［愛媛県］宇和島市立城南中学校 生徒会

福島県南相馬市のマーチングバンド「Seeds+」を宇和島に招待するコンサー

トの運営を行うことになった。近隣の中学校とのリモート会議を通して、イベン

トの内容を企画し、地元の夏祭りのダンス「ガイヤ」を披露することなどを提案

し、当日は自分たちで進行などの役割を担ってコンサートを盛り上げることが

できた。２日目には宇和島市の名所を案内するおもてなしツアーを実施。これ

は「えひめ南予きずな博」のプレイベントでもあり、本番に向けて大いに勢い

づけることができた。将来的には「ボランティアのまち宇和島」と言われるよう

になりたい。

◆［高知県］香美市立大栃中学校 3年生地域貢献プロジェクト

高知県香美市物部町には、高齢者が多く若者が少ないという現状がある。そ

こで自分たちが育っているこの物部を盛り上げていきたいという思いから、こ

の地で昔から受け継がれてきた「塩の道」に着目した。まずは「塩の道」を

知ってもらうために、物部に伝わっていた話をもとにアニメを制作。そして宣伝

のためのポスターを作成して掲出。さらに食で物部をPRするために、新「塩の

道弁当」の開発を進めている。若者に人気のおかずなどを模索し、地域の

方々と協力して共同開発をしている。物部町に新しくできる橋の開通式でお

弁当を売る予定だ。

◆［鹿児島県］与論町立与論中学校 生徒会

２０２１年８月、太平洋上の福徳岡ノ場で噴火が起こった影響で、自分たちが

住む与論町にも多くの軽石が漂着した。生徒全員で軽石拾いができないか、

先生方とも協議を重ね、土曜授業の一環として全校生徒及び学校の先生、

保護者、地域の方々も巻き込んで軽石拾いを実施。与論島で特に影響が

あった海岸を３箇所に分けて軽石拾いを行った。最終的に集めた軽石は１ト

ンの袋およそ２０袋になった。その後ボランティア意識が広がり、部活や個人

で軽石を拾う生徒が増えた。今後は海洋ゴミが世界中の海から減少していく

ことを願っている。



◆［青森県］青森県立五所川原農林高等学校 ６次産業研究室

自分たちは津軽地域の子どもの貧困問題を解決するため、青森リンゴをフル

活用した農業高校フードバンクを運営している。主な活動は３つあり、①授業

で必ず生まれる規格外リンゴを子ども食堂運営団体に寄贈、②子ども食堂と

コラボした子ども向け農業体験の実施、③農業の６次産業化（生産×加工×

販売）を実践して商品を開発・販売し、売上の一部で地域農家から規格外野

菜を購入して子ども食堂に寄贈。今後チャレンジしたいことは、青森リンゴを

活用した農業の６次産業化による第２弾商品の開発だ。そして農業高校フー

ドバンクの基盤を作っていきたい。

◆［宮城県］宮城県農業高等学校 農業経営者クラブ

地元の砂浜には5㎜程のプラスチック片が大量に散乱していた。これは稲作

で使われるプラスチック肥料の残骸で、これが一因となり海洋汚染を引き起こ

していたのだ。そこで自分たちはウレアホルム肥料を使うことで、稲を育てる

際にプラスチック肥料を使わない栽培法の構築に成功。これを商品化するこ

とで通常よりも安くお米を作ることができる。この実績が認められ、国会資料

として提出され、プラスチック肥料を使わないことがＪＡで決定。プラスチック肥

料をゼロにする活動に繋がった。現在は緑肥を地域の農業組織と連携して広

めるボランティアも始めた。

◆［埼玉県］Your English Classmate

2022年4月より、毎週金曜日の21時30分から30分間、1対1のオンライン英会

話を無料で提供している。講師は英検1級保持者の高校生に限定し、現在は

12人で活動している。全年齢対象だが主に小学生から高校生の申し込みが

多く、これまでに約120回の授業を行った。内容は英検の二次試験対策、

TOEFL対策、日常英会話など生徒の要望に応じている。夏にはゲームでの

交流やプレゼン練習を目的とした対面イベントも開催した。8月に開いた対面

イベントでは再度開催してほしいとの声が多かったため、より大規模なイベン

トの開催を準備している。

◆［東京都］Read by Anna リードbyアナ

地域の英語教育の平等性を目指し、三鷹武蔵野地区を中心に、地域の子ど

もたちと季節のイベント等に合わせて英語の絵本を一緒に読むイベントを開

催している。英語がはじめての子どもでも参加しやすいように、フォニックス

（発音とアルファベットの関係性やルールを学ぶ学習法）を取り入れて、月に1

回程度、クリスマスのイベントに合わせては、12月に3回開催している。現在

は日本ではじめての“子どもによる子どものための英語創作絵本コンテスト”

を開催するために、出版社やメディアのサポートを得られるように活動してい

る。



◆［千葉県］麗澤中学・高等学校 SDGs研究会「EARTH」

「SDGs研究会」という部活動を行っている。この部活動には中高生70名が所

属し、10個の企画があるが、そのうちのひとつに東ティモール産のコーヒーを

使用したフェアトレードコーヒーの活動がある。いちばんの特徴は、部活動で

ありながら学校からの資金援助は得ず、フェアトレードコーヒーの販売収益の

みを活動資金として、持続可能な循環を生み出していることだ。今後はSDGs

研究会が構築してきたビジネスモデルを日本全国の高校へ普及させ、誰もが

「やってみたい」と思った活動を行える体制を作っていくことを目指していきた

い。

◆［愛知県］中部大学春日丘高等学校 インターアクトクラブ （代表：寺西 明）

「みんなのひみつきち」という無料塾のボランティアをしている。これは自分た

ち高校生がゼロから立ち上げた活動で、勉強の得意不得意や障害の有無に

かかわらず、文字通り「みんな」を対象とした学習支援を行う活動だ。また、科

学教室や料理教室を開催することで、勉強以外から得られる学びを提供した

り、お寺での座禅体験や農家での田植え体験などの校外学習をすることで地

域の方との交流にも取り組んでいる。今後は地元のお店と提携して、そのお

店の売り上げの一部を無料塾の支援に充ててもらうシステムづくりにも取り

組むつもりだ。

◆［愛知県］トライ式高等学院千種キャンパス 課題研究講座ボランティアコース

1人でも多くの子どもが温かい家庭で生活できるよう、里親を増やす取り組み

を行っている。主な活動は、里親家庭の日常写真を展示する写真展の開催

や、普及啓発イベントの企画・運営だ。今年度は新たに不妊治療中の妻が里

親になり、子どもを迎えるまでを夫目線で描いた一人称動画の制作に挑戦。

複数の里親に当時のいきさつや心境を取材し、それをもとに構成を考え、後

日構成にそって撮影を行った。また、写真展に合わせて児童養護施設の子ど

もたちの夢を展示し、子どもたちの夢を応援してくれる新規里親を募る活動も

行っている。

◆［大阪府］大阪府立堺工科高等学校定時制の課程 コロナ禍において「社会を元気にするプロジェクト」

コロナ禍において、工科高校ならではの「ものづくり」を通じて「社会を元気に

するプロジェクト」を立ち上げた。コロナの影響で地域の方々が疲弊している

ので、地域の伝統工芸士の指導のもと、さまざまな「啓発キャンペーン」を企

画して、自分たちが授業や部活動で作った「啓発グッズ」（地域の伝統産業

品）の配布活動（感染者数が多いときは、手渡しではなく各人が持ち帰る）を

行い、地域社会を元気にしている。これからも地場産業が盛り上がり、宿泊・

飲食・物販・交通などあらゆる産業が元気になるような活動にチャレンジし続

ける。

てらにし めい



◆［大阪府］大阪府立堺工科高等学校定時制の課程 脱炭素！地球温暖化防止～防災・減災プロジェクト～

自然災害が多発している昨今、地球温暖化防止のために、私たちは「プラス

チックゴミ」から「燃料油」を作る装置を造り、その「燃料油」を入れると電気が

できる装置も造った。すなわち、地球温暖化の一因といわれている「海洋プラ

スチックゴミ」などから発電ができるという活動に取り組んでいる。さらに、海

水や河川やプールの水、風呂の残り湯などを飲料水にできる浄水装置（コロ

ナウイルスやセシウム・鉛・水銀なども除去可）の改良も行った。「美しい地球

を次世代に」や「捨てればゴミ、活かせば資源」キャンペーンを行い、自分たち

の活動の広報も行っている。

◆［大阪府］四天王寺高等学校 般若心経

自分たちが大切だと考えたのは、海外の方々が、「能動的に」検索しなけれ

ば日本での自然災害の情報を得ることができない現状を改善し、「受動的に」

自然災害の情報が得られる環境作りだ。そこで日本に入国された海外の

方々に、日本の自然災害についての情報を提供するため、「大雨について」

や「地震及び津波について」、「避難グッズについて」の3種類の英語のポス

ターを製作。関西近郊の航空会社や空港税関、入国管理局、区役所などに

連絡を入れてポスター掲出をお願いした。今後は日本全国の空港に掲出範

囲を拡大していきたい。

◆［兵庫県］学生団体Get CHANCE

主な活動の一つ目は「オンライン塾GET」の運営だ。これは経済的な理由で

塾に通えない学生、学ぶ意欲のある学生を対象にした無料塾で、授業内容

はボランティアの先生方と私たちで作成している。二つ目は「人生の授業

CHANCE」という講演会の運営。自分たちは将来の自分のあり方を考える時

間が何よりも大切だと考えており、各部門の専門家や職業人による講演会を

無料開催している。意識していることは、生徒が受け身になって授業を受ける

のではなく、より積極的に授業に参加しやすくするために、生徒と先生の対話

を重視した授業だ。

◆［岡山県］山陽学園高等学校 地歴部

瀬戸内海の海洋ごみ問題の解決に向けた取り組みを行っている。具体的に

は目視可能な街中ごみを市民が容易に調査・回収可能なスマホ対応アプリ

の開発だ。QRコードから無料でダウンロードできるアプリを利用し、市民が日

常生活を送るなかで見かけたごみの位置情報や写真などを送信することで、

まずは市民の美化貢献意識の醸成がなされる。また送信データからごみの

集積場所の地図化と清掃の効率化が可能になる。このように市民自らの手

で海洋ごみ問題を解決する「シビックテック」の考えを活用した、市民協働に

取り組んでいる。



◆［山口県］山口県立宇部商業高等学校 商業研究部調査研究班

宇部市は彫刻の街だ。設置された野外彫刻は２００点以上だが認知度はいま

ひとつ。そこで、夏休みの約１か月間、彫刻鑑賞とリアル謎解きゲームを融合

したイベント「目覚めし彫刻達の謎」を参加無料で開催した。宇部市の彫刻を

楽しみながら鑑賞でき、かつ、屋外で密になることなくコロナ禍でも安心と考

えたからだ。宇部市と防府市の全小学校へチラシ約１４，０００枚を配布し、合

計５６３人がイベントに参加。人気ゲーム機などの景品代金約５万円は、とき

わ公園内で射的とスーパーボールすくいを運営した自分たちの活動の売り上

げで捻出した。

◆［長崎県］長崎県立諫早農業高等学校 食品科学部

放置竹林の竹を有効活用する活動を、先輩方から受け継ぎながら取り組ん

で６年目になる。竹パウダー（粉末）をキノコの菌床栽培に活用するというも

のだ。昨年度から、オンラインを通して大学や学会、地域のイベント等で普及

活動を行ってきた。この取り組みが日本農業新聞で掲載された関係で、全国

の事業所や農園、農家、ＮＰＯ法人から「事業化を連携して取り組みたい」と

の問い合わせが多数あり、現在全国の１５道府県で試験栽培が開始され、自

分たちの目標を達成しつつあるが、今後もこの活動を全国へ積極的に発信し

続けていきたい。

◆［熊本県］熊本学園大学付属高等学校 野田 千尋

動物保護団体「きづなの丘」に訪問取材させていただき、現在の保健所の様

子や殺処分、動物虐待の現状を学んだ。主な活動は「きづなの丘」施設の清

掃、動物たちの世話、熊本県の動物愛護団体が販売している保護犬に関わ

る商品の宣伝などだ。また動物譲渡会へ出店し、売上を全額保護団体へ寄

付したり、地域の人気カフェに協力を依頼して募金箱を設置し、集まったお金

を保護団体に寄付した。SNSにおける動物愛護促進の動画や写真を投稿す

る取り組みも行っている。熊本県イングリッシュスピーチコンテストでこの活動

についてスピーチする。

のだ ちひろ


