
 

◇ 開催日時：平成３０年１月２７日（土） 

１０：１０～１５：４５ 

◇ 開催場所：とうほう・みんなの文化センター 

（福島県文化センター） 

小ホール･････ステージ発表 

２階会議室･･･新開発商品販売、 

       資料掲示 
 
 

 

9:30  10:10  10:15               12:00            13:15               15:40   15:45 

受 
 

付 

開 
 

会 
成果発表 

（ステージ発表） 

昼 食 成果発表 

（ステージ発表） 
閉 

 

会 

新開発商品販売 

資  料  掲  示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島の今を伝えたい！復興に貢献したい！！という子どもたちの想いを実現するため、福

島県教育委員会では、子どもたちが自ら考え、判断し、実行する、ふくしまの復興に役立つ

社会体験活動・社会貢献活動を応援してきました。 

このたび、その成果を発表し合い、互いのよさを学び合い、そして、次の新たな取組につ

ながる、そんな発表会を目指し、開催いたしました。 

県産食材を用い、子どもたちが

開発した商品を販売しました 

各団体の活動を掲示物

で紹介しました 

小名浜高校生による演劇「三人

家族2017」を上演しました 

 

代表団体が、活動の成

果を発表しました 
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【ステージ発表】 １０：００～１５：４５    会場：小ホール 

進行：福島県立橘高等学校放送部 

◇ 開会 

◇ 主催者あいさつ  福島県教育庁参事代読 

◇ 来賓紹介 

【午前の部発表】 １０：１５～１２：００ 

 

   

 

   

 

ステージ発表プログラム 

1 団体名：鬼ヶ城太鼓保存会 
事業名：鬼ヶ城太鼓 

2 団体名：福島県ＰＴＡ連合会 
事業名：水俣との交流事業 

講 評 ①地域の伝統行事を後世に伝えていこうとする取組がすばらしい。桶売中学校 11

名の生徒のうち１・２年生の演奏だったが、とても心にしみる演奏だった。福島の復興を

県内外に伝えていただいたことに感謝したい。 

②福島と水俣の５年間の交流を通して、偏見や風評被害に苦しんだ互いの様々な思いを

共有することができた。またそれらの原因を掘り起こし互いの復興を地域や県外に発信す

ることができた。福島の未来に向けた自分たちの思いをしっかりもって福島の復興をアピ

ールしてくださったことに感謝したい。 
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3 団体名：西郷村立川谷中学校 
事業名：川谷中学校総合的な学習の時間「Ｆ ＴＩＭＥ」 

4 団体名：飯舘村立飯舘中学校 
事業名：ふるさとで生きる人に学び、飯舘村のよさを発信しよう 

5 団体名：息吹公演事務局 
事業名：息吹福島の元気発信事業 2018 

講 評 ③小規模校ではありますが、一人一人が主役となり生き生きと活動されています。

自分たちの生まれ育った地域の良さ、特色をよくとらえており、具体的で行動力がある取組

でした。地域と密接につながっており、今後も継続してほしいです。 

④ふるさとの人々に焦点をあてた取組でした。発表者一人一人が自信と誇りに満ちてお

り、ユーモアを交えながら発表してくれました。明るく笑顔になれるビデオはすばらしかっ

たです。人と人との絆を大切にした取組を今後も大切にしてほしいです。 

⑤一人一人の生き生きとした演技を拝見し、震災からこれまでのことが思い出され、「忘

れてはいけない」「前に進もう」という様々な思いが巡りました。３月に行われる沖縄での

交流・発表においては、福島の現状を多くの方々に伝えてきてほしいです。 
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6 団体名：一般社団法人 Bridge for Fukushima 
事業名：福島・中国高校生社会課題解決企画「あいでみ」 

7 団体名：福島県立福島東高等学校 
事業名：ダンスで発信笑顔のふくしま～復興の町女川町～ 

講 評 ⑥⑦２組の発表とも、県外や海外での交流を通じて、たくさんの経験と学びが得ら

れました。２階の資料展示からも本事業を通した様々な経験と学びの成果が確認できます。

福島県は社会体験活動をとおして学ぶ、サービスラーニングの先進県といえます。学びを

深めるために１つお願いがあります。活動から何を得たのか振り返ること、リフレクショ

ンを大切にしてください。自分が学んだことを自分の活動にどの様に活かせるか、今後自

分は何を学びたいか振り返ってください。学ぶことと活動すること、この２つを通じてで

しか多くの人を幸せにすることはできません。子どもがふみだすふくしま復興体験応援事

業を通して、県内の子どもたちに多くの学びを経験してほしいです。 

○○ 新開発商品販売団体によるＰＲ  ○○ 

田村市立都路小学校    特定非営利活動法人チームふくしま 

ＥＭＡＮＯＮ準備室    ＮＰＯ法人はらまち交流サポートセンター 
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【午後の部発表】 １３：１５～１５：４０ 
 

 

   

 

   

 

   

 

 福島県立小名浜高等学校 
    演劇「三人家族２０１７」上演 

8 団体名：福島県立小名浜高等学校 
事業名：小名高シアター震災復興支援プロジェクト 

9 団体名：福島県立若松商業高等学校 
事業名：「一人ひとりが復興大使」～修学旅行を活用した福島県産品の PR 活動 

講 評 ⑧熱心で真摯な演技に感動しました。演劇という手法を通じて、我々に震災、風評

被害のことを強く訴えました。東京公演も見に行きましたが、大変すばらしかったです。プ

レゼンでは福島の今を伝えてくれました。活動を通じみなさんが大きく成長していること

を感じ、当事業の趣旨を全うしている取組だと実感しました。 

⑨修学旅行の目的の一つに震災からの風評払拭を取り入れていました。当事業がこうい

う使い方もあるという一つの方法を示してくれました。 

震災を教材とした課題解決学習は、福島県の我々にしかできないことだと思います。自

己肯定感や生きる力を育むことができる当事業に継続して参加してほしいと思います。 
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10 団体名：郷人 
事業名：踊りで繋げ！ 福島・九州 復興への想い 

11 団体名：福島県立船引高等学校 
事業名：地域復興～船高アクティブリーダー育成プロジェクト～ 

12 団体名：福島県立塙工業高等学校 
事業名：ふくしま復興 PR 演奏と被災者応援餅つきボランティア活動 

講 評 ⑩舞台一杯の大きな演舞が、大変感動を与えてくれました。できることなら、もっ

と大きなステージを用意してあげたかったです。 

⑪都路地区について丁寧に調べてくれました。住んでいても、近くにいても地元のことを

知らないことが多いです。地元のことを詳しく知ることにより地元愛が育まれ、一時期地元

を離れても将来地元に戻ろうという気持ち、帰巣本能が芽生えることも期待できます。 

⑫感動を与える勇壮な演奏でした。演奏をとおし多くの方を癒し、また頑張ろうという気

持ちにしてくれる取組です。 

（全体）本事業を実施するにあたり、何のための活動であるのか、その目的・趣旨を十分

に抑える必要があります。震災から７年となり、今後震災を直接経験していない子どもたち

が復興を継承していきます。活動がイベント化しないように、熟考を重ねてください。 

あああ 
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【新開発商品販売】 １２：００～１３：００    会場：２階会議室 

 
 

 
 

 
 

 

 

   

新 開 発 商 品 販 売 

団体名：田村市立都路小学校 
事業名：「都路キュウリマン」を使って 

地域活性化に取り組もう 
販売物：「都路キュウリマン」５００円 

（キュウリジャム） 

団体名：特定非営利活動法人チームふくしま 

事業名：福島ひまわりはちみつプロジェクト 

販売物：ひまわりハチミツ  １，０００円 

団体名：EMANON 準備室 
事業名：しらかわの高校生による 

６次化マルシェプロジェクト 

販売物：白河ひよっこプリン  ４００円 

3 個入り贈答用箱付きの場合は別途１００円 

団体名：特定非営利活動法人 
はらまち交流サポートセンター 

事業名：相馬農業高校×南相馬が育んだ 
ハマナス・クコ等新商品開発と 

県外での活動PR・チャレンジショップ 
販売物：ハマナスジャム  ５００円 

ハマナス染めハンカチ  ５００円 
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【資料掲示】 １０：１５～１５：４０    会場：２階会議室 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

資 料 掲 示 

上段（事業実施団体名）下段（実施事業名） 

福島県立会津学鳳中学校・高等学校美術部 
「思いでアートとヒロロの出会い」プロジェクト 

特定非営利活動法人アイカラー福島 
「あがらっしゃい！」ふくしまのおいしい発信 

郡山市立桃見台小学校 
花の力で地域を元気にしよう 

飯舘村立飯舘中学校 
ふるさとで生きる人に学び、飯舘村のよさを発信しよう 

AIZU 塾 
AIZU 塾交流交歓 

特定非営利活動法人福島就労支援センター 
わくわくグローバルフレンド 

国立大学法人 福島大学 
地方創生イノベーションスクール 2030～海外の生徒との協働プロジェクト実施～ 

福島県立平工業高等学校ラグビー部 
復興から、輝く未来へ 力強く、たくましく、夢をつかむ力をつかもう！ ☆僕たち、がんばってます！！
☆ 

農業高校経営マーケティングプログラム協議会 
高校生による実践的六次化商品開発事業 

奥会津かねやま「姫ます元気印」実行委員会 福島県立川口高等学校家庭クラブ 
奥会津かねやま特産品開発事業 

あいづっこ人材育成プロジェクト実行委員会 
会津ジュニア大使～会津の元気を全国に発信～ 

福島県立若松商業高等学校 
「一人ひとりが復興大使」～修学旅行を活用した福島県産品の PR 活動 

福島県立いわき総合高等学校 
復興応援コンサート 

特定非営利活動法人アースウォーカーズ 
福島を伝え、再生可能エネルギーを学ぶ 2017 福島・ドイツ高校生交流プロジェクト 

西郷村立川谷中学校 
川谷中学校総合的な学習の時間「F TIME」 

ひろの映像教育実行委員会 
ふるさと創造・映像教育プロジェクト 

会津若松市子ども会育成会連絡協議会 
あいづっこから広がる交流事業～会津から余市へ、次世代を担う子どもたちが繋ぐ～ 

福島県立安達東高等学校 
Bee Happy! ～安達東高から元気のプレゼント～ 

ガールスカウト福島県連盟 
ふくしま防災・減災プロジェクト 

国際アート＆デザイン大学校高等課程 
ふくしまデザインコンテスト２０１７ 

福島県立福島高等学校 
Radiation Protection Workshop in Fukushima 2017 

公益財団法人 日本 YWCA 活動スペース「カーロふくしま」 
ふくしまから考える新しいエネルギー Part3 

福島県立福島高等学校 
福島高校台湾研修旅行 

久之浜大久地区まちづくりサポートチーム 
「教育とまちづくり」社会体験活動 

福島県立福島高等学校ＳＳＨ部 
福島高校 SSH 復興プロジェクト陸上養殖・循環型農法 

EMANON 準備室 
しらかわの高校生による６次化マルシェプロジェクト 

福島県 PTA 連合会 
水俣との交流事業 

NPO 法人はらまち交流サポートセンター 
相馬農業高校×南相馬が育んだハマナス・クコ等新商品開発と県外での活動 PR・チャレンジショップ 

特定非営利活動法人チームふくしま 
震災があったから“こそ”生まれた物語を全国へ発信！ ひまわり甲子園２０１８ 
福島ひまわりはちみつプロジェクト 

ふくしまバトン 
うつくしま・ふくしまへようこそ！～未来へふみだす一歩～ 

鬼ヶ城太鼓保存会 
鬼ヶ城太鼓 

復活！高倉人形プロジェクト実行委員会 
高倉人形・人形浄瑠璃体験ワークショップ 



8 
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事業１･･･７団体 
上段（事業実施団体名） 

下段（実施事業名） 

 
13 

西郷村立川谷中学校 

川谷中学校総合的な学習の時間「F TIME」 

1 
福島県立会津学鳳中学校・高等学校美術部 

「思いでアートとヒロロの出会い」プロジェクト 

 
14 

会津若松市子ども会育成会連絡協議会 

あいづっこから広がる交流事業～会津から余市へ、次世代を担う子どもたちが繋ぐ～ 

2 
郡山市立桑野小学校 

避難者・地域との交流を通して、未来に向け大きくふみだせる子どもになろう 

 
15 

田村市立都路小学校 

「都路キュウリマン」を使って地域活性化に取り組もう 

3 
郡山市立桃見台小学校 

花の力で地域を元気にしよう 

 
16 

ベテランママの会 

学びあおう「ひろしま・ふくしま」 

4 
桜の聖母学院高等学校インターアクト部 

高校生による借り上げ住宅訪問 

 
17 

福島県立湯本高等学校家庭クラブ 

Heart to Heart Communication～湯高生からつなげる一輪の花～ 

5 
喜多方市立第一小学校父母と教師の会 

「音楽の力で絆づくり」事業 

 
18 

ガールスカウト福島県連盟 

ふくしま防災・減災プロジェクト 

6 
AIZU塾 

AIZU塾交流交歓 

 
19 

福島県立福島高等学校ＰＴＡ 

Radiation Protection Workshop in Fukushima 2017 

7 
福島県立光南高等学校 

チア・応援団～被災者・避難者応援プログラム～ 

 
20 

福島市教育委員会 

平成29年度世界に羽ばたくふくしまっ子育成事業 

事業２･･･５２団体 
上段（事業実施団体名） 

下段（実施事業名） 

 
21 

福島県PTA連合会 

水俣との交流事業 

1 
国立大学法人 福島大学 

地方創生イノベーションスクール2030～海外の生徒との協働プロジェクト実施～ 

 
22 

福島東高等学校ダンス部 

ダンスで発信笑顔のふくしま～復興の町女川町～ 

2 
須賀川市立長沼中学校 

熊本復興支援「奇跡のあじさい」交流事業 

 
23 

MJCアンサンブル 

音楽で結ぶ 世界の絆 

3 
田島祇園祭屋台歌舞伎保存会 

田島祇園祭屋台歌舞伎で福島の復興・元気を発信するプロジェクト 

 
24 

特定非営利活動法人チームふくしま 

震災があったから“こそ”生まれた物語を全国へ発信！ ひまわり甲子園２０１８ 

4 
Seeds＋ 

元気を音楽にのせて～福島からキックオフ！～ 

 
25 

いわき市 

いわき志塾 長崎派遣事業 

5 
小野町 

沖縄県立八重山農林高等学校との友好交流事業 

 
26 

只見町 

ジャズで体験交流事業 

6 
農業高校経営マーケティングプログラム協議会 

高校生による実践的六次化商品開発事業 

 
27 

福島県立小名浜高等学校後援会 

小名高シアター震災復興支援プロジェクト 

7 
あいづっこ人材育成プロジェクト実行委員会 

会津ジュニア大使～会津の元気を全国に発信～ 

 
28 

鬼ヶ城太鼓保存会 

鬼ヶ城太鼓 

8 
田島太鼓 龍巳会 

【ふくしま復興PR演奏】会津の心粋 響け尾張の空へ～名古屋城和太鼓合戦夏の陣～ 

 
29 

福島県立好間高等学校フラダンス部後援会 

愛知県刈谷市との復興交流事業（刈谷わんさか祭への参加） 

9 
郷人 

踊りで繋げ！ 福島・九州 復興への想い 

 
30 

棚倉町立棚倉中学校 

神奈川県（鎌倉）IN 棚倉町の頑張り、素晴らしさ発信事業 

10 
福島県立いわき総合高等学校生徒会 

復興応援コンサート 

 
31 

NPO法人いわき鳴き砂を守る会 

子どもたちの声が響き渡る砂浜を取り戻そう 

11 
いわき総合高等学校芸術・表現系列演劇 

福島復興！『いわき総合高等学校総合生が演劇とフラで福島の元気をおとどけします』 

 
32 

特定非営利活動法人アイカラー福島 

「あがらっしゃい！」ふくしまのおいしい発信 

12 
国見町 

国見ジュニア応援団 

 
33 

福島県立船引高等学校ＰＴＡ 

地域復興～船高アクティブリーダー育成プロジェクト～ 
 

採択団体一覧（８４団体） 
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34 
飯舘村立飯舘中学校 

ふるさとで生きる人に学び、飯舘村のよさを発信しよう 

 
4 

学校法人新潟総合学院国際アート＆デザイン大学校高等課程 

ふくしまデザインコンテスト２０１７ 

35 
福島県立福島高等学校ＰＴＡ 

福島高校台湾研修旅行 

 
5 

公益財団法人 日本YWCA YWCA活動スペース「カーロふくしま」 

ふくしまから考える新しいエネルギー Part3 

36 
福島大学附属小学校 

ふるさと福島大好き発信プロジェクト 

 
6 

福島県立塙工業高等学校和太鼓部保護者会 

ふくしま復興PR演奏と被災者応援餅つきボランティア活動 

37 
福島大学附属小学校 

世界に発信！わたしたちの福島プロジェクト 

 
7 

久之浜大久地区まちづくりサポートチーム 

「教育とまちづくり」社会体験活動 

38 
福島大学附属中学校 

ふくしま復興応援大使事業 

 
8 

福島県立郡山商業高等学校商業研究部 

郡商ブランド販売活動 

39 
特定非営利活動法人福島就労支援センター 

わくわくグローバルフレンド 

 
9 

福島県立福島高等学校ＳＳＨ部 

福島高校SSH復興プロジェクト 陸上養殖・循環型農法 

40 
会津高等学校父母と教師の会 

目指せ！一歩前に踏み出す“ＡＩＺＵ高生” 

 
10 

EMANON準備室 

しらかわの高校生による６次化マルシェプロジェクト 

41 
福島県立平工業高等学校ラグビー部 

復興から、輝く未来へ 力強く、たくましく、夢をつかむ力をつかもう！ ☆僕たち、がんばってます！！☆ 

 
11 

一般社団法人 Bridge for Fukushima 

BFFカレッジ 

42 
息吹公演事務局 

息吹福島の元気発信事業2018 

 
12 

福島県高等学校教育研究会農業部会 

ふくしまから美味しさと元気を発信！～ふくしま復興マルシェ～ 

43 
福島県立耶麻農業高等学校同窓会 

山都蕎麦で絆をつなぐ～高校生による手打ちそば実演・アピール事業 

 
13 

NPO法人はらまち交流サポートセンター 
相馬農業高校×南相馬が育んだハマナス・クコ等 
新商品開発と県外での活動PR・チャレンジショップ 

44 
ベテランママの会 

小・中・高校生向け放射能知識テスト 

 
14 

High School Pitch 実行委員会 

高校生によるプロジェクト応援事業「High School Pitch」 

45 
福島県立新地高等学校生徒会 

高校生の力で地域の復興を支えるプロジェクト 

 
15 

ふくしまバトン 

うつくしま・ふくしまへようこそ！～未来へふみだす一歩～ 

46 
特定非営利活動法人劇団スターキャスト 

被災地子供たちによるふくしま復興ミュージカル創作事業 

 
16 

特定非営利活動法人チームふくしま 

福島ひまわりはちみつプロジェクト 

47 
一般社団法人 Bridge for Fukushima 

福島・中国高校生社会課題解決企画「あいでみ」 

 
17 

特定非営利活動法人子育て支援 コミュニティプチママン 

ふくしまっこの元気と感謝を県内のひろばから発信しよう！プロジェクト 

48 
奥会津かねやま「姫ます元気印」実行委員会 

奥会津かねやま特産品開発事業 

 
18 

復活！高倉人形プロジェクト実行委員会 

高倉人形・人形浄瑠璃体験ワークショップ 

49 
福島県立若松商業高等学校父母と教師の会 

「一人ひとりが復興大使」～修学旅行を活用した福島県産品のPR活動 

 
19 

Blue Spica 

福島から感謝を込め、岡山の仲間へ元気を発信 

50 
福島市立北信中学校 

第１学年 校外学習 ～ふくしま・北信中の元気発信～ 

 
20 

福島県立小高産業技術高等学校吹奏楽部 
小高産業技術高校が演奏と販売会を通じて熊本を「笑顔」と「元気」にする。
～今までたくさんの支援をありがとう、今度は私たちが熊本で恩返し～ 

51 
特定非営利活動法人アースウォーカーズ 

福島を伝え、再生可能エネルギーを学ぶ 2017福島・ドイツ高校生交流プロジェクト 

 
21 

特定非営利活動法人ふくしま国際音楽祭 

音楽を通して子供たちと共につなぐ福島 

52 
一般社団法人葛力創造舎 

高校生による原発避難地域のふるさとの記憶発信のための冊子制作およびツアー造成事業 

 
22 

NPO法人福島青年管弦楽団 

福島青年管弦楽団「福島市・南相馬市・バンコク音楽研修2017」 

事業３･･･２５団体 
上段（事業実施団体名） 

下段（実施事業名） 

 
23 

ITを用いた高校生復興課題解決事業実施協議会 

ITを用いた高校生復興課題解決事業 

1 
ひろの映像教育実行委員会 

ふるさと創造・映像教育プロジェクト 

 
24 

会津若松市立一箕中学校 

復興応援コンサート 

2 
福島県立安達東高等学校生徒活動後援会 

Bee Happy!～安達東高から元気のプレゼント～ 

 
25 

福島県高等学校文化連盟 

福島県高等学校総合文化祭 活動優秀校公演 ～ふくしまをつなぐ2017～ 

3 
福島県立小高産業技術高等学校商業研究部 

相双６次化スマイルプロジェクト～２つのKiseki～ 
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