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芳田 愛華（よしだ まなか） 岩手県葛巻町立吉ヶ沢小学校

久慈 秀夫様・トキ様

先日は、ホームステイをさせていただき、ありがとうございました。

私は、「命の大切さ」と「海の大切さ」について学ぶことができました。

魚をさばく時、魚はまだ生きていました。切られるのは、痛そうに見えま

した。かわいそうに思ったけれど、「私達のために命をくれたのだからしっ

かり食べなくちゃ」と思いました。

また、清掃活動をしている時に「ごみを捨てると、いつか風に飛ばされて、

海に落ち、それが海を汚すのか」と思いました。これからも、ごみ拾いを続

けたいと思いました。

久慈さんのおかげで、スローガンの、「安全・笑顔・挑戦・協力」を守る

ことができました。

またいつか久慈に行ってみたいと思います。本当にありがとうございまし

た。

吉ヶ沢小学校５年 芳田 愛華
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橘 生蕗（たちばな いぶき） 宮城県登米市立横山小学校

遠藤美恵子さんへ

美恵子さんお元気ですか。

横山小学校の橘生蕗です。民泊をさせていただき、いろいろなことを感じ

ることができました。

一つ目は、横山と志津川の違いです。私の家には畑があって、そこからと

れる野菜を食べたり、裏にある山から山菜やキノコなどを採って食べます。

でも、美恵子さんのお宅では、ホヤなど海でとれた物を食べていました。普

段の生活の中でも横山では農業や米作り、志津川では漁業など仕事も違って

くることが分かりました。

二つ目は山を大切にしなければならないということです。民泊でお世話に

なった遠藤せいきさんは、「山を大切にしないと海も汚くなっちゃうんだよ」

と言っていました。私はその言葉が気になって本やインターネットでいろい

ろ調べてみました。そうしたら、こんなことが分かりました。山にゴミなど

を捨てて汚くしたら、その汚い水が川へ行き、そして最後は海へ行って海が

汚くなるということでした。横山の山を大切にすることは、海のためにもな

っていることが分かりました。いくら横山と志津川の生活が違っていても、

大切にしなければならない自然は、一緒なんだと思いました。

美恵子さんの家族のみなさんと過ごし、とても親切にされて心に残ってい

ることもあります。それは、ホヤのパックづめの時、私だけ、ホヤの計り方

が、何回説明されても分からなかった時、美恵子さんが私のとなりに来て、

やさしく教えてくれたことと、せいきさんが、ホヤのおいしさを教えてくれ

たことです。私は美恵子さんの家族の皆さんが私の事を本当の家族のように

接してくれたことが、とってもうれしかったです。それに、民泊で初めての

お昼ごはんの時のカレーは、美恵子さんの気持ちがギュッとつまったカレー

で、いろいろ食べたご飯の中でも一番思い出に残っています。

志津川の家族の生活や温かみを教えていただき、ありがとうございました。

横山小学校５年 橘 生蕗
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黒沢 萌（くろさわ もえ） 福島県南相馬市立福浦小学校

やす子おばちゃん、お元気ですか。私はすごく元気です。

４泊５日まるまるお世話になりました。

寄宿舎では、毎日ごはんを作ってもらい、とてもおいしかったです。その

中でも「ハート型のごはんのカレー」が印象的です。

民宿では、やす子おばちゃんの所に泊まり、「チューリップ」を作ったり、

「山登り」をしたりしてすごく楽しいひとときでした。

山登りは自分が思っていた以上にすごくいい景色でした。

農業体験では、しそを１人１００枚も収穫し、みんなで競争したのを覚え

ています。モロヘイヤも収穫しましたね。その収穫した、しそを「しそみそ」

にして食べましたね。他のおかずも、とってもおいしかったです。

とれたての野菜をすぐに調理するとすごくおいしいということが分かりま

した。それに立派に育てるには、毎日水をやったり、枯れないようにしない

とだめだと思うので、その大変さが分かりました。私が大人になったら、で

きるだけ自分で野菜を育てたいなぁと思いました。

今度は、家族で、やす子おばちゃんの民宿に遊びにいきたいと思います。

お体を大切に元気に過ごして下さい。

福浦小学校５年 黒沢 萌
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中村 歩実（なかむら あゆみ） 埼玉県さいたま市立大宮小学校

舘岩の民泊で学んだこと

私が舘岩の民泊で学んだことは２つあります。

１つ目は「自然を大切にする」ということです。今では、自然破壊が大き

な問題となっています。民泊に行く前の私だったら「ふーんそうなんだ」と

思っただけで、すぐに違う番組にテレビのチャンネルを変えていたと思いま

す。しかし、民泊で出会ったおばさんに、敵だらけの環境で育った魚のこと

や、舘岩に生えている、選び抜かれた木のことをたくさん教えてもらったお

かげで、今では自然破壊のことに関心が持てるようになりました。そして、

私はこう思いました。なぜ舘岩にある川が透明で透き通ってきれいで魚だっ

ているのに、関東地方にある川は茶色く濁って汚くて魚もあまりいないのだ

ろう。どうしてだろう。関東地方にある川も透明で透き通ってきれいになっ

て、魚がもっと増えるにはどうしたらよいのだろう。私にはわかりません。

でも、私にできることがあれば進んでやりたいです。そしていつかきれいに

なるときがくればいいなぁと願っています。

２つ目は、みんなと仲良くする大切さです。公共の湯船に浸かったり、み

んなで焼き肉を食べたりしている時に学びました。公共の湯船はいろいろな

ところから、おばさんや、おじさんが来ていました。みんなの資金を集めて

作った湯船は心から温まるような気がしました。みんなでいろいろな話をし

ている時はものすごく楽しくて、いつまでも止まらなくなりそうでした。そ

して、帰ってきてから、みんなで焼き肉を食べました。鉄板でその場で食べ

た焼き肉は、心まで温かくなりました。よい体験をしたと思います。こうい

う機会は、そう何回もあるわけではありません。舘岩の民泊でおばさんに教

えてもらった一言一言を心に留めて毎日を過ごしたいです。

大宮小学校５年 中村 歩実
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小幡 航亮（おばた こうすけ） 千葉県成田市立東小学校

中澤さんへ

中澤さんお元気ですか。戸狩の冬は寒いでしょうね。成田も少し雪が降り

ました。宿泊体験学習から早くも３ヶ月が経ちました。とても楽しい宿泊体

験学習でした。

僕は、ハイキングがとても楽しかったです。紅葉のきれいさには、感動し

ました。それに、たくさん自然のキノコを見せてもらい驚きました。しかし、

僕が一番すごいと思ったことは、木の中の水の音を聞いたことです。聴診器

を木に当てて音を聞いてみると、「チロチロ」と音が聞こえて不思議な感じ

がしました。僕は実際に木の中を水が流れる音を聞いたことがなかったので、

すごいと思いました。それに木の寿命の説明をしてもらったことも覚えてい

ます。茶屋池周辺の木は八百年の寿命があり、僕の何倍も生きているので、

すごいと思いました。こんなに自然で感動することはありませんでした。こ

の茶屋池を、これからも大事にしていただいて、僕が感じた感動をこれから

もいろんな人に伝えていただけたらと思います。

またいつか長野に遊びに行きたいと思います。その時まで体に気をつけて、

元気でいてください。さようなら。

東小学校６年 小幡 航亮
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前川 鮎里（まえかわ あゆり） 千葉県柏市立柏第六小学校

自然にくわしいけんさんへ

林間学校に行って魚つかみをしました。どのような味がするのか楽しみで

した。魚を焼いている間、けんさんは、自然や生き物について、いろいろ教

えてくれました。私は、こういう虫がいたんだとか、こういう植物があるん

だなと感動しました。

その中でも、私が心に残っていることは、「森はお店」ということです。

昔は、トイレットペーパーがなかったため、森にある葉っぱをトイレットペ

ーパー代わりにしていました。その葉っぱは、とてもさわり心地が良かった

です。

今は、お腹がすけば、お店に行って、なんでも買えます。けれども、昔は

お腹がすいてもお店が近くにないので、森に行って木の実などを食べていま

した。私は、その話を聞いて昔の人はどれだけ大変だったか、どれだけ自然

をふれあっていたか知りたくなりました。

虫もいろいろな種類の虫がいました。クモやカエルや小さい虫や、ハチや

ハチの巣もありました。小さな虫は、いろいろなところにいて探してみたく

なりました。小さい虫を見たら、どのような虫になるんだろう。こんなに小

さいのにどうやって生きていくんだろう、大きくなるまでに食べるものはな

んだろうなど、考えてしまうほど小さい虫に興味を持ちました。

南会津には、小さい虫、大きい虫、いろいろな植物がありました。けんさ

んは、一つ一つわかりやすく、ていねいに教えてくれました。けんさんのお

かげで、「森はお店」、いろいろな虫の特徴など、たくさんのことを知ること

ができました。私は、これから、大変だなとか、いやだなと思うことがある

と思うけど、昔の人の苦労を思い出し、大変なこと、いやだと思うことを乗

り越えていき、自然もいろいろなことに役立つすばらしいものだと思うので

大切にしたいと思います。

柏第六小学校５年 前川 鮎里
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八子 晴輝（やこ はるき） 新潟県長岡市立越路西小学校

おじちゃんとおばちゃんへ

名前、覚えていますか？八子(はちこ)じゃなくて八子(やこ)です。二人と

もお世話になりました。阿賀町で、いい思い出がたくさん、たくさん、たく

さんできました。本当にありがとうございました。川で泳いだのは特にいい

思い出です。川の水は、とっても冷たいですね。びっくりしました。とても

自然の多い阿賀町なのに子供が外で遊ばないなんて驚きました。

おじちゃん、おばちゃん親切にしてくれてありがとうございました。おじ

ちゃんのご飯の度に毎回「ゆっくり食べなさい」や、来た時に「遠慮しなく

ていいよ」と言う言葉がとってもうれしかったです。

おばあちゃん、ご飯すっごく、おいしかったです。帰る前の塩おにぎり最

高でした。ありがとうございました。

越路西小学校６年 八子 晴輝
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弓場 摩優（ゆば まゆ） 和歌山県湯浅町立山田小学校

自然や食料

私は、夏休みに、田村小学校、田栖川小学校の同じ五年生と一緒に、和歌

山県の日高川町に、農山漁村での宿泊体験に行きました。

一日目は、バスで日高川町に行き、川原で遊び、その後竹細工で、コップ

やコースターを作りました。その時に、竹が簡単に切れたので、びっくりし

ました。その後、民泊する農家の家に行きました。田村や田栖川小学校の子

と友達になり、民泊する人の畑に行くと、キュウリ、ピーマン、ナスビ、ブ

ドウが植えてありました。

二日目は、朝早く起きて、朝ご飯を食べて、他の農家に泊まっていた子た

ちと、ヤッホーポイントに行きました。その後、椿山ダムに行きました。そ

して、ダムの地下に行きました。とても涼しかったです。その後、お弁当を

食べて、また民泊する所に行きました。それから、近くのきれいな川に行っ

て、たくさん魚を釣って、夜の夕食のおかずに出てきました。すごくおいし

かったです。

三日目は、朝から自分の荷物をカバンに入れて、また他の子たちと集まっ

て、今まで民泊させていただいた人たちとお別れして、アマゴのつかみどり

をしに行きました。アマゴは少しにゅるにゅるしていました。でも私は一匹

つかまえました。これは、昼食になりました。そして少し遊んで帰りました。

私が、この農山漁村で学んだことは、自然を大切にしたり、自分で食べる

物をできるだけ作ったりすることです。例えば、自給自足をすることです。

食べ物は、スーパーに買いに行きますが、スーパーに置いてある物の中で、

私は、よく外国産の物を見ます。これは、日本に平地や農業で働く人が少な

くなっているからだと思います。日本は、島国だから、土地がせまく、畑の

面積が小さいからです。それから、農業をする人が少なくなっているのは、

若い人が、会社とかの方に就職していくからだと思います。働き手を増やす

には、もし外国からの輸出がストップして、食べ物がなくなれば、困るのは

自分達ということや、虫が苦手な人が多いから、虫は、気持ち悪くなくて、

虫のことを気にしないことをアピールしていくと、私は、少し働く人が増え

ると思います。

また、自然を守ることは、リサイクルをしたり、これ以上木を切ったりし

ないことだと思います。リサイクルは、自分が気をつければできるし、リサ

イクルを前向きに取り入れて、一人ひとりが積極的に頑張れば、少しは、自
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然が豊かになると思います。それから、木を切るのは、むだな木まで切らず

に、どうしても必要な木だけ切って、また植えればいいと思います。私は、

このようなことを大切に、生きていきたいと思います。

山田小学校５年 弓場 摩優
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野中 雅之（のなか まさゆき） 愛媛県松山市立湯山小学校

農家民泊について

ぼくは、５年生の時に４泊５日の宿泊体験に行きました。その中で１泊２

日の農家の民泊をしました。農家の人と初めて会うので不安と期待がたくさ

んありました。集合場所に着いたら、「どの人が農家民泊のべじべじの人な

んだろう」や「気のいい人だったらいいなぁ」とたくさん不安がありました。

けれどその反面、「どんなことを体験させてくれるのかな」などいろんな期

待もありました。そしてべじべじのお智さんが来て、まず思ったことは、会

う前は農家の人っておじいさんかなと思っていたのでお智さんがとても若く

てビックリしました。意外と思った事がもう一つありました。それは、車で

す。農家の人といえばトラックのイメージしかなかったけれど普通の車も乗

ってるんだと知って驚きでした。向かっている途中に話していると、すぐ、

優しそうな人だなと思いました。そして話を聞いていると、「べじべじは近

いよ」と聞き安心しました。それはぼくが車酔いしやすいからです。

次は、べじべじに着いた後の話です。着いてまず、レモンをしぼり、シロ

ップを入れレモンスカッシュを飲みました。自家製のレモンで作ったものだ

ったので、店やカフェで売っているものとはちがいとてもすっぱかったです。

夕食では、自分達でとってきた野菜をいろりで焼いて食べました。食べると、

普段食べる野菜より新鮮で少し甘くておいしかったです。次は、体験した事

についてです。一つめは、しいたけの胞子埋めです。ドリルを使って木に穴

をあけ胞子の付いた木を埋める作業でした。とても重くて疲れたけれど、お

智さんに「なかなかうまいね」と言われて、とてもうれしくて一生けん命や

りました。ドリルは普段あまり使わない物なので楽しかったです。二つめは

卵とりです。卵をとる時、にわとりがとてもこわかったけれど、同じ班の人

達が追い払ってくれたのでとても楽にとれました。とった時は、少しあった

かいなど初めて知ったこともありました。その後、とった卵を洗い、家に戻

りとれたての卵で作った卵かけご飯はすごくおいしかったです。特に心に残

ったのはこの二つです。

次は農家に民泊して感じたことです。農家に泊まりわかったことがありま

す。それは、農家の人達が一つ一つの野菜をよく理解し、すごく工夫して野

菜を作っているということです。だからぼくは、食べる時にしっかり「いた

だきます」と「ごちそうさま」を今まで以上にきちんと言っていきたいと思

います。
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これは、べじべじだけかも知れないけれど、だんご虫などを使って肥料を

ほとんど使わず野菜を作っていて、虫のことをよく理解している所がすごい

と思いました。それにより、みかんを皮ごと食べることもできます。ぼくは

それを知ってとてもびっくりしました。

農家民泊を終えて、今でもお智さんとメールをして連絡をとりあっていま

す。民泊をして、新しいつながりができとてもうれしく思っています。今で

は、自分自身、ご飯を残さずきれいに食べるようになったと思います。将来

はたくさんの人の役に立つため農家になりたいと思います。

湯山小学校５年 野中 雅之
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松本 海空（まつもと みく） 熊本県山鹿市立山内小学校

御所浦のみなさんへ

三宅さん、野原さん、松岡さん、10月は、お世話になりました。

早いもので御所浦のみなさんに色々なことを教わった日から、約３ヶ月が

経ちました。

２泊３日の宿泊体験活動で、学び、得た事は、忘れる事の出来ない、すて

きな思い出になりました。

私が、日々生活している所は、山や田畑に囲まれた田舎ですが、自然豊か

で、とても良い環境です。御所浦は正反対の海に囲まれた島なので、私には

とても刺激的でした。

私のおじいちゃんが、畑から大根をとってくる様に、島の人が海から、魚

やタコを持って来ているのにびっくりしたり、釣ってすぐの魚を朝食で頂く

ことができたりとたくさんの体験ができて、海の生活にも少し慣れることが

できました。

そして、一番に驚いたことがあります。学校のみんなと解散し、グループ

のみんなと、釣りをしていると、野菜や果実を載せた車が来たことです。そ

の車は移動販売をしていました。島なので、移動販売の車は週３回ほど来て

いました。

私にとって、ごはんは野菜が必ずといっても良いほど入っていたので、海

に囲まれた島では、魚を毎日食べるのは当たり前なのだと感じました。

また、海があるということは、魚がいるということです。船釣りはもちろ

ん、養殖漁業も行われています。フグやカレイなど様々な魚がいて、えさや

り体験をさせてもらいましたが、いかだの上での作業は、海が荒れている時

は大変なんだろうなと思いました。私が行った時は、天気が悪くて波も高く

少しこわかったです。

おじいちゃんが魚釣りが好きなので私も時々一緒に行きます。

釣れたか丸で瀬渡しをしてもらっていかだで１日釣りをしてもなかなか釣

れません。でも、地元の人はすいすい釣っているので、やっぱりすごいなぁ

と思いました。

家で魚を食べるたびに御所浦のことを思い出します。さばき方も教えてい

ただいたので、家でお手伝いできればいいと思います。

生きた魚をさばいたことで、大切な命を頂いているんだなと実感しました。

魚も野菜も生きているので食べ物の大切さも学ぶことができました。



- 13 -

私は、好き嫌いが多いので、これからは、少しでも多くの物を食べられる

ように努力していきます。そして、感謝を込めた「いただきます」「ごちそ

うさまでした」の言葉を大切にしたいです。

たくさんのことを学び気づかせて頂いた御所浦のみなさん、ありがとうご

ざいました。

山内小学校５年 松本 海空
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注：作品は、公表のため、未修漢字を用いるなど、一部加筆修正を行っております。


