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日本ミツバチのハチミツ 急斜面で草刈り機を使って作業中

【写真提供：東陽支所さま】 【写真提供：泉支所さま】

青森県十和田市蔦沼の紅葉は、息を呑むほ
どの美しさでしたよ！byインターンOB

京都府長岡京市の柳谷観音（楊谷寺）では、
恒例の紅葉ウィーク11/1～12/6が開催。知人
は、紫陽花のご朱印に加え、紅葉のご朱印を
Getしたかったとのこと。屋外ではみかんやサツマイモを販売

NHKのエールで話題の福島市。まち歩き好きの知人は、マンホールの蓋が印象的だった♫

売り方を工夫、接客も上手くなった？
～月夜の農業クラブ、ミニ収穫祭～
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東陽山村振興協議会ニホンミツバ

チ部会では、今年度より河俣地区を

中心にニホンミツバチの飼育を正式

にスタートした。

ニホンミツバチの採密は１回で、１０

月に１回目の瓶詰を行い、熊本市の

びぷれす広場などで試験的に販売。

濃厚で熟成されたような味が特徴で、

希少価値の高さから、用意した約８０

本（100ｍｌ入り）は１週間で完売した。

今月下旬には２回目の瓶詰が行わ

れ、１１月３０日と１２月１日にびぷれ

す広場での販売が予定されている。

◆㈱氷川のぎろっちょ出演（11/29ライブ配信シンポジウム）
政府は、Withコロナ時代の各種政策の一環として、全国各地でライブ配信シンポジウム

を開催しています。熊本では内閣官房まち・ひと・しごと創成本部事務局の主催で、「ワ

カモノによる地方創生」をテーマに下記の日程で開催され、九州の３組の高校生が出演。

その中の１つが、㈱氷川のぎろっちょです。ぜひ、ご覧下さい。

・日 時：１１月２９日（日）１３時～２時間程度

下記のURｌ、または熊本県：ワカモノによる地方創生で検索して下さい。

https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/COVID-19/symposium/202011/03.html

１１月１日、月夜の農業クラブが熊

日宮原販売センターにて、「ミニ収穫

祭」を開催した。同クラブは、(株)氷川

のぎろっちょが暑い昼間を避けて満

月の夜に農作業をやろう！と呼びか

け、本年３月に発足。氷川町や八代

市など４市２町の親子など２９人で構

成されている。

当日は、同クラブが栽培したサツマ

イモやサトイモのほか、同社が連携し

ている農家のみかんや長野県小布

施町のリンゴを販売。町内外から多く

の買い物客が訪れ、２時間で約２０万

円を売り上げた。

クラブ員の四宮裕恒くん（宮原小６

年）は、「サツマイモの絵を画いて

貼ったら、少し売れるようになってうれ

しかった」と話していた。

９月２６日、泉町の国道４４３号沿線

と氷川コミュニティの森（栗木）におい

て、氷川流域清掃活動が行われた。

清流氷川流水対策協議会が主催。

氷川流域の環境を整え、氷川に親

しんでもらうことを目的とし、同協議会

が毎年１回開催している。当日は、国

道４４３号沿線で空き缶などのごみ拾

い、コミュニティの森では東屋周辺と

遊歩道の除草作業が行われた。

R443沿線等を清掃
清流氷川流水対策協議会

◆リンゴ販売は楽し、難し

ミニ収穫祭前日のサツマイモの収

穫ではスコップを使ったが、いつ出て

来るかわからず、傷つけてしまいそう

で難しかった。

販売ではシナノゴールドを担当し、

少し売れ残ったが、シナノホッペとシ

ナノスイートは完売した。小学生の時

からわらしべ市で販売しているので、

接客が上手くなった思う。お客様とい

ろいろと話すのが楽しく、元気をも

らった。

【氷川中２年：山本遥介】・・

リンゴを販売するために、その商品

の説明を覚えて、お客様に伝えられ

たのは良かったと思う。また、顔見知

りの地域の方々から「頑張っている

ね！」などの声をかけていただき、う

れしかった。

驚いたのは、昨年の小布施町復興

支援でリンゴを販売した時、一番売

れたのはシナノゴールドだったが、今

回は少し売れ残ったこと。商品の配

置にも関係するかもしれないが、年に

よって売れるものが全然違ってくるこ

とを学んだ。

【氷川中２年：稲本美聖】

瓶詰ハチミツ、好評
東陽山村振興協議会

◆旅行に行った気分に？～旬の風景～
「Go To トラベルキャンペーン」の販売は来年１月末までですが、もしものこと

を考えると出かける勇気がなく、知り合いがSNSで紹介している画像を見て満足

するようにしています。みなさまにも、おすそ分け？(^-^; （岩本）



ていねいに草を取る山本遥介くん（氷川中２年）学習会では15分のおやつタイムで気分転換

　

タブレットとキーボードの接続をアドバイス中

子どもたちに分かりやすく話す西  泰弘氏

写真左：活動の振り返りの発表を行う赤星美羽さん（氷川中３年）、写真右：みんなで乾杯♪

ファーストペンギンになる⑳
考える、書く、話すが一番の成長
まちの課題解決コース～４期生保護者報告会

９月２６日、まちの課題解決・探究

コース４期生の保護者報告会を居酒

屋「一心」で行い、９人が参加した。

☆原稿無しでスピーチ

報告会のテーマは、「１年間の活動

で印象に残っていることや、成長した

と思う点について１・２点に絞り、原稿

無しで２分程度で話す」。

スピーチが始まると、小学生４人が２

分半～３分。氷川中３生の赤星美羽さ

んは、全体総括も含め４分で話してく

れ、保護者も感心しきりといった雰囲

気だった。

１年経って進化した事については、

①個人やグループで、考える力が付

いた

②作文を書く事に抵抗が無くなった

③国語が好きになった

④人前で話すことに抵抗が無くなった

などの声が聞かれた。

その後、大田郷小５年の三好爽心く

んの発声で乾杯。保護者からは、「国

語が一番苦手だったのに、今は国語

が一番好きになってびっくりしている」

「貴重な経験をさせてもらい、少しず

つ成長している姿を見れてよかった」

などのコメントが寄せられた。

【課題解決コース主宰：岩本 剛】

やっていく力が求められています。

★2020年入試から、eポートフォリオ

の提出が求められる見込み

eポートフォリオは、自分が高校時代

にどんなことに取り組み、どんな成果

があったかを大学に提出するもので

す。参考程度に見る大学から、合否に

大きく影響する大学まで様々となりそ

うですが、まだ不透明な部分もありま

す。

多くの高校生は勉強しかしていませ

んので、ほとんど書けないでしょう。そ

の点、氷川のぎろっちょの子どもたち

は、書き切れない活動や成果がありま

す。

大学入試も変わって来ています。未

来の社会、未来の職業、変わりゆく大

学入試を見据えて、よりよい進路選択

を！

【西 泰弘氏】

1965年、熊本生まれ。教育研究家、

元文部科学省中央教育審議会専門

部会委員、元県教育センター・元県教

委高校教育課指導主事 。「総合的な

学習の時間」の学習指導要領ほか、

多数執筆。

いわっちょの面白写真
桜井早苗さん（東京都）の

牛グッズコレクター展｢もーも

ーの#牛は逃さない｣展へ～

行った知人。想像を絶する

コレクションで、一番の驚き

は枯山水ならぬ牛水⁉

大学入試で求められる、社会人基礎力！！
子どもの進路選択、子ども任せにしないで（その２）

１０月に募集した 「探究 to表現力

コース」は、年度途中ということもあり

応募が少なかったため、実験的に課

題解決コース３期生が取り組むことと

なった。

今回、タブレットでは入力に時間が

かかるため、ブルートゥースキーボー

ドを使い、入力作業を行う。

オンラインでの接続テストを終え、学

習会は毎週月曜日の２０時から実施

することが決定し、今月２３日からス

タート。課題は３つの記事を全部読み、

１つの記事について200字の作文を

書き、全員で議論を行う。

【主任講師：岩本 剛】

１０月１７日、「探究to表現力コース」

の説明会の折、教育研究家の西泰

弘氏を招いて、大学入試と高校の普

通科再編についての学習会を開催し

た。

前回に続き、子どもの進路に対する

質問の回答の続編を紹介する。

Q 進路をどのように決めたらいいの

か？

A 子どもの世界を広げてやるのも 、

親の役目

様々な場面をとらえて、「こんな仕事

もあるんだね」と呟く。仕事の価値や

意味を呟く。B to C（企業と消費者と

の取引）の仕事ばかりではなく、B to

B（企業対企業の取引）の仕事も知ら

せる。

進路選択の機会をなんとなくやり過

ごすのではなく、子どもと職業につい

て話す良い機会ととらえてはいかが

でしょうか。

「子どもに任せています」と仰る方

も確かにいますが、素敵な職業は子

どもは知らないもの。職業の前に素敵

な生き方をしている人について話して

みるのもいいですね。

自分はどう在りたいかがなんとなく定

まってくると、自分がどう生きるのかが

見えてくる気がします。

現在の職業の多くが、未来では消

滅しているかもしれません。我々が想

像もしていない職業が誕生している

でしょう。変化の激しい時代を生きて

いく力を育むのが大切です。考える

力、判断する力、伝える力、価値観が

違う人と折り合いを付けつつ、上手く

くなると思う。

◆自ら考え、行動する！

次に、課題解決コースコースに入っ

て自分が成長したなぁ～と思うところ

は、少し自信を持って話せるように

なったことだ。

コースに入ったばかりのころは、はず

かしくて話せなかった。おっちゃんや１

期生の支えのおかげで、ここまで成長

することができたと思う。

もう１つは、少し自分たちだけで行動

できるようになったことだ。最初は、

おっちゃんから「何々しなさい」と指示

されたり、言われたりして行動していた。

だけど今は、自分たちで考えて、少し

先のことや先輩たちのことも意識でき

るようになったと思っている。

今、私たちが作っているまち歩きマッ

プを見て、どこが問題なのかを考え、

どうすればその問題を解決できるのか

を考えている。私たちだけでできること

は少ないと思うけど、これからも４期生

が団結し、１・３期生からも応援しても

らいながら、がんばりたい。

【宮原小６年：四宮咲弥】

◆記録をしっかりまとめる！

水路調査を２回やって、もっとこうし

た方がいいと思ったことは、しっかりと

川の様子などを記録することだ。

２回目の調査の後でまち歩きマップ

にまとめる時、各地点の記録をあまり

書いていなかったところがあり苦労し

たからだ。

２つ目は、１回目も２回目も写真のピ

ントが合っていなかった。どこの場所

か分からなくて、マップにまとめる時に

写真と記録を貼り付けるのが、すごく

むずかしかった。

だから、次回からはカメラのスイッチ

を半押ししてピントを合わせ、周りの風

景と一緒に撮ると、場所が分かりやす

オンラインのテストも完了
探究to表現力コース始動

合宿を行い、国道３号歩道を清掃中

◆作戦の成果有り！

１１月１４日、ヒライ前からウエスト前

の区間の作業を行った。手が空いたメ

ンバーには指示を出し、安全にも心

掛けた。

下り線は、特にウエスト前の泥がとて

も多く、みかんのコンテナ２個では全く

足りず、４回ほど捨てに行った。逆に、

上り線は昨年泥を取っていたので全く

無く、１・２回ほどで済んた。

また、稲本と作戦を練って、「草や泥

を取ったらすぐにコンテナに入れ、ホ

ウキで集める時間を減らす」ことにした。

結果は予定時刻に間に合わなかった

が、効率良くできたと思う。

【八代中３年：寺岡拓海】

◆ケースバイケースで動く

「秋だから、夏よりはやりやすいよ！」

という言葉で、みんな頑張ろうと思って

いたが、下り線には思っていた以上に

泥があって大変だった。重量があるし、

一人でコンテナを抱えるのはさすがに

きびしいからだ。しかし、ホウキや草取

り、運搬と手分けしてできたのは良

かったと思う。

今回は３・４人での作業がほとんど

だったが、５人での作業の時と同じ動

きがあったので、その時に応じた動き

を考える必要があると思った。

また、１５日の作業では、１期生の四

宮裕恒くんが手伝ってくれて助かった。

【氷川中２年：稲本美聖】

10～11月の清掃作業
・10/17午後

歩道橋～ジョイフル（上り）

・10/18午前

セイムス～桜屋（下り）

・11/14午前

ヒライ～ウエスト（下り）

・11/14午後

ヒライ～ウエスト（上り）

・11/15午前


