
 

 

2011 年 7月 8 日(金) 

今回の遠足は、埼玉県さいたま市にある

「鉄道博物館」です。 

鉄道という少しマニアックな香りプンプ

ンなジャンルにドキドキしながら行って

きました。館内の見学を始めると、今まで

の不安が一蹴されました。実物車両の大迫

力に圧倒され、テンションをグググッと引

き上げられた学生とスタッフ達。鉄道博物

館の強烈なカウンターパンチを受け、おぼ

つかない足取りのまま２グループに分か

れて見学をしましたが、鉄道技術やシステ

ムの歴史、体験コーナーなど盛りだくさん

の内容に、まわりきることが出来ず、少し

後ろ髪を惹かれる思いで鉄道博物館を後

にしました。 

＜ 学生の感想より ＞ 

* 鉄道博物館にいってとても楽しかった。 

* 電車が好きなので、いろいろな電車が見られて楽しかった。 

* ミニ電車がとても楽しかった。 

* 昭和の古い木材でできた電車が一番こころに残った。 

* いろんな電車があり、感動した。 

* 昔の電車があって、すごくレトロだなと思った。 

* 遠足は楽しく、いい一日になった。 

* 今回は準備時間が少なかったが、みんなで考えて外へでかけるのは、とても有意義な体験だった。 

館内見学中館内見学中館内見学中館内見学中    

蒸気機関車に目を奪われています。この後、大迫

力の汽笛の音にみんなびっくりしていました。 

集合写真集合写真集合写真集合写真    

帰りに、出入り口のすぐそばにあるプロムナー

ドで写真を撮りました。 

 とちぎユースワークカレッジ第 4 期遠足  鉄道博物館 



 

クラス運営 

クラス運営は、カレッジ生が全員参加し、お互いの

理解や関係性を深めていく時間です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会教養 

社会への一歩を踏み出す前に、基礎的な知識とルー

ルを学ぶ授業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境 

環境教育を通して様々な考え方・生き方・働き方に

ふれ、前に進むためのきっかけを見つける授業で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業 

自分たちの手足を使って農作物を育てながら暮ら

しに密接する「食」について改めて考えを学ぶ授業

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 年 6月 3 日(金) 

講師の池田正光さんのご自宅で、お茶碗を作ってき

ました。みんなで田植えしたお米を、自分たちで作

ったお茶碗とお箸でいただく予定です。 

粘土でお茶碗の形を作るのは、池田さんの作業を見

ていると簡単にできそうな気になりますが、いざや

ってみるとなかなか難しいものです。池田さんに教

えていただき、何とか形になりました。無事に焼き

あがり、今までの池田さんの作品の色を見比べなが

らそれぞれ好みの色を選び釉薬をぬりました。どん

なお茶碗ができるか楽しみです！ 

2011 年 7月 4 日(月) 

履歴書・職務経歴書を書く授業です。 

そもそも履歴書で私たちは何を見られているので

しょうか。履歴書を見る人の側に立って考えます。 

まずは素材を整える。履歴書や職務経歴書にいきな

り書き出してしまう人もいますが、まず自分の素材

をそろえて、どこをどんなふうに伝えるか、整理し

ます。そのための自分暦作りです。履歴書には書か

ないけれど、小学校のときからの自分を振り返って

みます。結構いろいろなことをやってきた自分に気

付いた時間となりました。 

2011 年 7月 12 日(火) 

NPO 法人国際自然大学校日光霧降校に行き、8 月に

行われるサマーキャンプ準備のお手伝いをしてき

ました。サマーキャンプのときに野外炊飯場になる

場所のペンキ塗りやタープ張りと、子供達に大人気

のそうめん流しを NAT のメンバーと共に体験しま

した。活動中は自然と声を掛け合い、役割を交代し

ながらの作業となりました。普段見ることの出来な

い笑顔、聞くことの出来ない声、今日のプログラム

でたくさん引き出してもらえたような気がします。 

2011 年 6月 15 日(水) 

那須町のハーブ園 HERB’s さんに出掛けしました。 

暖かいハーブティーをいただき、現在も大きくなり

続けているハーブ園を案内してもらいました。ハー

ブといってもその種類は何百種類もあり、見た目も

香りも様々です。効用もそれぞれ違い、一つひとつ

丁寧に説明していただきました。案内してもらった

後はハーブの虫除けスプレー作り体験です。それぞ

れ好みの香りを混ぜて、オリジナルのスプレーを作

りました。この夏はこれを持ってカレッジ畑に行き

作業をしたいと思います！ 



地域活性 

まちづくりは人づくり。「こんな風だったらおもし

ろい」を、少しずつカタチにする授業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉 

第 4期は 7月と 9月に全員参加で授業をおこないま

す。福祉プログラムは、「人とのふれあい」を大切

にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別授業 トチギ環境未来基地さんと竹林整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 年 7月 17 日(日) 

宇都宮市西原地区のお祭りに参加し、ソイヤソイヤ

の掛け声とともにお神輿を担ぎました。 

地域ではお神輿の若い担ぎ手が減ってきているよ

うです。地域がひとつになり、日々の活力となる素

晴らしい伝統を受け継いでいくには、若い世代の力

が必要です。初めてお神輿を担いだメンバーも多い

中、皆楽しみながら参加させていただきました。今

回の祭りへの参加をきっかけに、自分の住む地域を

改めて見直すきっかけになればと思います。 

2011 年 6月 23 日(木) 

自分にも何かできることがあるのではないか。 

身近にできるボランティアを学ぶために、宇都宮市

社会福祉協議会ボランティアセンターの職員、八木 

茂さんから、活動について基本的なことを学び、そ

こで、身近にできる活動がたくさんあることを知る

ことができました。このような活動で大切なこと

は、細く長く続けること。そして一人ひとりでは小

さな力でも、みんなで力をあわせれば大きな力にな

ること。そんな気づきがありました。 

 

2011 年 6月 16 日(木) 

以前、環境の授業でお世話になったトチギ環境未来基地

さん（以下、未来基地さん）に声をかけていただき、竹

林整備に参加してきました。 

未来基地さんでは普段、長期間、若者がチームとなって

地域活動、環境保全活動に取り組むプログラムを行われ

ています。未来基地さんのメインフィールドの一つが、

竹林整備の活動です。日本の竹林は高齢化や国内産竹製

品の需要の減少により被害が拡大しています。 

「高齢化による人手不足」「他の木に比べて竹の伐採の簡

単さ」という特徴をいかし、我々ワカモノができること

があるのではないかと始まったのが、今回の特別プログ

ラムです。 

竹の成長はとても早く、のびた竹を放置しておくと、電線がき

れたり、車が通っている時に倒れたり等の事故になります。 

初めてノコギリやカマを持った学生もいましたが、未来基地さ

んのスタッフの方に教えていただき、竹を切ったり下草を刈っ

たり、それぞれ自分たちのできることに取り組みました。雨も

降りましたが、きれいになった竹林に、学生も達成感を覚えた

ようでした。 

未来基地さんは、現在は竹林伐採だけでなく、竹の活用方法に

ついてもアイディアを出し、持続可能な竹林整備活動を目指し

て、活動されています。 

ホームページ： http://conservation-corps.jp/tochigi/ 

作業後作業後作業後作業後    

作業前作業前作業前作業前    



 

これからの予定 

 ★ 第 4期第 2回目の保護者会 

 2011 年 8 月 18 日(木) 13：30 より 

 

★ 卒業旅行 

 2011 年 9 月 16 日(金)～9 月 17 日(土) 

みんなで一つの目標に向かってチャレンジします。 

 

★ 第 4期修了式 

 2011 年 9 月 22 日(木) 13：30 より 

 とちぎボランティア NPO センター「ぽ・ぽ・ら」研修室 A 

宇都宮市昭和 2-2-7 栃木県庁 西側 

第 5 期入学生募集のお知らせ 

 10 月から開始する第 5期生の募集・説明会を、8 月下旬より県

内各地で開催いたします。 

現在 19 歳から 38 歳までの学生がカレッジに通っています。 

昨年度の第 3 期までに 42 名の若者が卒業し、約 70％が次のス

テップに歩みだし、社会につながっています。社会的に孤立し

てしまった若者の支援は、家族だけでは解決しません。皆様の

お知り合いの方で、子どもの自立にお悩みの方がいらっしゃい

ましたらぜひお声かけください。 

※ 説明会の日程は別紙参照。事務所では随時ご相談を受け付

けています。お気軽にお問い合わせ下さい。 

とちぎとちぎとちぎとちぎユースワークカレッジユースワークカレッジユースワークカレッジユースワークカレッジ    ニュースレターニュースレターニュースレターニュースレターVOL.8VOL.8VOL.8VOL.8    2011201120112011 年年年年 8888 月月月月 8888 日日日日    

栃木県委託・若年無業者支援事業 

とちぎとちぎとちぎとちぎユースワークカレッジユースワークカレッジユースワークカレッジユースワークカレッジ    

栃木県宇都宮市宮園町 8-2 松島ビル 4F TEL・FAX：028-638-5502 

  HP： http://www.youthworkcollege.jp/ 

  過去発行分はホームページでご覧になれます [担当: 羽生] 

実施団体実施団体実施団体実施団体    特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人とちぎとちぎとちぎとちぎユースサポーターズネットワークユースサポーターズネットワークユースサポーターズネットワークユースサポーターズネットワーク 

入学説明会対象者入学説明会対象者入学説明会対象者入学説明会対象者： 15 歳以上 39 歳未満の無業者(※)およびその保護者 

※通信制高校に通っている方、アルバイトしている方でも OK です。 

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先： とちぎユースワークカレッジ（028-638-5502 担当：清野）まで 

インターンシップを実施しました 

 

2011 年 7 月 26 日(火)～8 月 5 日(金)の約 2 週間、8 人の学生が 7 つの

協力者・協力団体の現場でインターンを行いました。 

実際の「仕事」に触れ、働き方を体験し、たくさんのことを学ばせてい

ただきました。この体験は学生にとって実りあるものとなります。 

ご協力ありがとうございました。 

<<<<協力者協力者協力者協力者・・・・協力団体協力団体協力団体協力団体>>>>    

AKI 農園、(有)倉谷製帽所、konomi、サトーカメラ(株)、曲師の産直屋 

とちぎユースワークカレッジでは、学生が職業体験できる場を求めています。社会に出ようとする学生

にとって、働く体験は必須と感じております。「働く体験」をさせていただける場をご提供ください。 

★ とちぎユースワークカレッジ主催 

若者自立支援シンポジウム 2011 

 

2011 年 10 月 22 日(土) 13：30～16：50 

会場:とちぎ青少年センター(アミークス) 

内容: 

* 記念講演[講師：斉藤環 氏(精神科医)] 

* 合同相談会 ほか 

 

詳細は決まり次第ホームページにてお

知らせします。 


