
全国高校生スクール“S”セレクション 2015.11.6（金）～7（土）
■三重県多気町民文化会館全国高校生調理交流会

Ⅲ  
第３回

The way to our dream 
we walk with our friends

【問合せ先】全国高校生“Ｓ”の交流フェア実行委員会事務局（多気町役場環境商工課内）
電話　０５９８－３８－１１１８　〈ホームページ〉http://s-kouryu.net/top



開会へ向けて～主催者メッセージ～

11/６(金)
　◇14：00～　第３回Ｓの交流フェア開会式
                          （進行　相可高生徒：ホール）
　◇14：30～　Sセレクション審査開始
　◇18：00　   Ｓフェア参加者全員夕食会
                          （進行　相可高生徒：ホール）

11/７(土)

　

　◇おいないまつり会場にてブース出店
　◆10：00～15：00
　 　ブース販売＆ステージ発表
　◇15：30～16：30
　　Sセレクション表彰式
        Sの交流フェア閉会式（進行　相可高生徒：ホール）
　◇17：30～　
　　 Sの交流フェア参加者大交流会

● 全国高校生スクール “Ｓ”セレクション ●

会場：多気町民文化会館

11/6(金)
　◇14：30～

　

　
会場：三重県立相可高校

● 全国高校生調理交流会 ●

 

【交流フェアスケジュール】※一般の方がご入場できるのは 緑字 記載の部分のみです

久保　行央全国高校生 “S”の交流フェア実行委員会：委員長 
三重県多気郡多気町長

　皆様、ようこそ、多気町へ！
　また、私たちの若者を応援する取り組みにいつもご指導、ご協力を賜り、
ありがとうございます。皆様のおかげで、本年も第3回『全国高校生“S”の交
流フェア』を開催させていただくことができ、本当にうれしく思います。
　第1回目、第2回目と、全国の高校生の皆様をはじめ、先生方や関係者の
方々、ご協賛企業の皆様、その姿を応援してくださったご来場の方々に勇気
をいただき、本当に素晴らしいフェアに成長させていただくことができまし
た。あらためて感謝の意を表したいと思います。
　今回も全国から多くの高校生がこのフェアに参加していただきました。

　これからの日本を背負っていただく若者達の、その真剣な眼差しと熱い思い、斬新なアイデアを今
年も心から楽しみにしています。
　このフェアが、全国の高校生の交流、成長の場となり、今後の地域の活性化に寄与することにつな
がるよう、さらに未来へと羽ばたく若者達の、それぞれの場での今後より一層のご活躍を祈っていま
す。

役職等 氏　名 備　考

委員長 久保　行央 多気町長

副委員長 藤田　曜久  相可高等学校　校長

委　員 濱田　典保 株式会社　赤福　会長

委　員 松浦　信男 多気町商工会・観光協会・工業会 会長

委　員 北川　清生 多気町まちづくり仕掛人塾

委　員 長谷川耕一  松阪地域防災総合事務所　所長
委　員 長谷川敦子 三重県教育委員会　高校教育課課長

委　員 大西　宏弥 三重県地域連携部　地域支援課課長

委　員 奥田　清子 相可高等学校　食物調理科　主任

委　員 堀内　洋二 相可高等学校　生産経済科　主任

● 実行委員会委員名簿 ●

交流事業です。このフェアは、以下の2つの部門で構成されています。

❶

２０１５．１１．６（金）～７（土）
全国高校生調理交流会
２０１５．１１．６（金）

～学生の学生による学生のための祭典～

　この取り組みは、全国の食や職に関わる高校生を中心に、Ｓをテーマにして、“取り組みを発表
したり”、“開発した商品を紹介・販売したり”しながら交流し、互いを評価しながら進化していくこ
とを目的に行うセレクションです。（ただし、評価については地域貢献の観点からも評価をし、順
位を重視するのではなく、モンドセレクションのように商品や取り組みの完成度を評価します）。
　そして、このセレクションを開催することにより、いろいろな取り組みを進める高校生同士が集
まり、交流を深めて視野を広げてもらえればと考えています。
　また、このフェアは毎年継続的に開催していく予定です。

三重県多気町には、高校生レストラン「まごの店」を運営する相可高校食物調理科や企業との
協働でハンドジェルなどのコスメ商品を開発し高い評価を得ている生産経済科があります。
その「食物調理科」「生産経済科」あるいは関連キーワードの「食」「生」「職」をローマ
字にした時の頭文字は“Ｓ”となります。
また、英語では「Ｓｃｈｏｏｌ」「Ｓｔｕｄｅｎｔ」「Ｓｏｃｉａｌ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ」
「Ｓｍｉｌｅ」「Ｓｕｎ」「Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ」「Ｓｋｉｎｃａｒｅ」「Ｓｏｕｌ」
「Ｓｅｅｄ」「Ｓｕｐｅｒ」「Ｓｗｅｅｔｓ」「Ｓｐｅｃｉａｌ」「Ｓｕｒｐｒｉｓｅ」な
ど、未来に続く素晴らしいことばもあることから、“Ｓ”をキーワードにしたセレクション
としています。

❷全国高校生調理交流会
 三重県の食文化をテーマとしたメニューを参加校の生徒達が一緒に作り、試食することで交流を深
めます。

“Ｓ”の交流フェア≪組織体制≫“Ｓ”の交流フェア≪組織体制≫“Ｓ”の交流フェア≪組織体制≫

企業・事業者の皆様 国、三重県、多気町、各種団体
協賛金等 後援等
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　全国の食や職に関わる高校生を中心に、S( 食・生・職 )をテーマに『取り組みの発表』、『開
発した商品の紹介・販売』を行い、取り組み内容や商品の完成度、地域への貢献などの観
点から、お互いの評価をしながら交流を深め、視野を広げていくことを目的に行います。

【審査対象】
　高校生が地域の農家や企業などと協力して研究、開発した『商品』あるいは地域連携
した『取り組み』で、応募の時点で継続中または事業終了後1年以内のものであること。

【審査方法】

○事業性（計画性、持続性、協働性）
○市場性（ニーズ、社会貢献）
○独自性（先駆性、モデル性、地域性）

【11月６日】
・14：30～16：30　プレゼンテーション

【11月７日】　
・15：30～16：30　審査結果発表・表彰式

▲

セレクション審査員 ▲ 

① 委 員 長 荒木　康行 株式会社百五経済研究所　代表取締役社長

三重県立相可高校　農業クラブ会長　② 副委員長 東　　昇汰

③

④

江崎　貴久委　員 旅館「海月」女将 兼「海島遊民くらぶ」代表

⑥

⑦

　参加校は公開プレゼンテーションを行います。（１校あたり持ち時間10分で、発表後、
審査員による質問時間を設けます）。
　審査基準表に基づき、審査シートを用いて、各商品や取り組みを点数化し、各賞を決
定していただきます。

委　員 藤田　志穂 全国食の甲子園協会 会長

委　員 中川　静香 株式会社フーズクリエーション　商品企画室

⑤ 委　員 田畑　由美「いずみ楽農会」 会長

委　員 川崎　真希 株式会社シャープ　元NPO法人植える美Ｉｎｇ理事長

セレクション審査方法

【各賞の種類】
『匠』  最優秀高校
『極』  ９０点以上
『輝』  ７５点以上、８９点以下
『雅』  ６０点以上、７４点以下
※評点により、１位から３位までを別途表彰する。

 

全国高校生調理交流会全国高校生調理交流会

第２回　全国高校生“S”の交流フェアのようす 
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　三重県は海や山に囲まれた自然豊かな地域であり、海の幸、山の幸などのおいしい食材
が豊富にそろっています。昔、この地域は伊勢の国、紀伊の国、志摩の国、伊賀の国の 4
つの国からなり、地域色豊かな食文化が形成されていました。この４つの地域・食文化を
テーマに「全国ご当地絶品うまいもん甲子園」出場のため、相可高校生産経済科の生徒た
ちが考案し、食物調理科の生徒達がつくりました。農林水産省食料産業局長賞を受賞した
“伊な勢丼”をはじめ、４つの地域のそれぞれの食と文化を表現したメニューを、今回全国
高校生調理交流会に参加する生徒達で調理し、学び、交流を深めます。また作った料理は
参加生徒全員で行う大試食会で食し、交流を深めます。

食材
　伊勢のコシヒカリ
　伊勢赤鶏
　伊勢茶
　伊勢海苔
　伊勢いも
伊勢と名のつく、伊勢地方の食材を使った丼です。

食材
　伊賀のコシヒカリ
　伊賀越え漬け
　忍者たまご
　忍者きゅうり
　赤こんにゃく（滋賀産）
伊賀地方の特産品を使ったメニュー
巻物をイメージした寿司を開発した。

食材
　熊野地鶏
　熊野たまご
　新姫
　高菜漬け
紀州の食材を利用したメニュー
酢の代わりに新姫果汁を利用した新しい形のめはりず
しを完成させた。

食材
　真鯛
　あおさ
　鰹節
　玉ねぎ（淡路産）
　昆布（若狭産）
御食国といわれる若狭の国、淡路の国、志摩の国の食
材を利用したお茶漬けを完成させた。

伊な勢丼

免許皆伝

忍法“伊賀巻”

世界標準
ニュー姫はりＳＵＳＨＩ

御食国からの贈り物

「美し鯛茶漬け」

Ｓセレクションメニュー



 2015『第3回 全国高校生“S”の交流フェア』 参加高校一覧 

②

③③

⑦

④
⑩ ④⑥

⑤⑤

①

③
④

⑤②

⑦

⑤
⑥

区分 ブロック 高等学校名 参加するイベント

1 北海道 北海道 
三笠市

北海道 
三笠高等学校 調理交流会

2 中部 岐阜県 
北方町

岐阜県立 
岐阜農林高等学校 S セレクション

3 近畿 三重県 
多気町

三重県立 
相可高等学校

S セレクション
調理交流会

4 近畿 三重県 
南伊勢町

三重県立 
南伊勢高等学校　南勢校舎 S セレクション

5 九州
沖縄

沖縄県 
沖縄市

「沖縄市内高校生プロジェクト委員会」
コザ・美里・美来工科・美里工業高等学校 S セレクション

6 九州
沖縄

沖縄県 
西原町 ＮＳ２ＢＰ S セレクション

調理交流会

7 九州
沖縄

沖縄県 
宮古島市

宮古島「高校生仕事クラブ」 
んまがぬ家 ※ブース販売
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北海道三
み

笠
か さ

高等学校

　三笠高校は、調理師を目指す調理師コース、
製菓衛生師を目指す製菓コースの２つのコー
スからなる食物調理科を持ち、食のスペシャ
リストを目指す学校として、平成 24 年度よ
り市立高校として開校しました。地域との関
わりを大切にし、地域と共に学びながら、「食
のスペシャリスト」を目指しています。
　開校４年目、これまで、地域内外のイベン
トに積極的に参加し、地域に根付いた学校と
して活動を行っています。また、料理・お菓

子コンクールにも積極的に応募しており、北
海道や三笠市の食材を活用した作品で優秀な
成績を収めています。今年度より、地域の食
堂をお借りして高校生が食事を提供する取り
組みが始まるなど、北の高校生レストラン実
現に向けて頑張っています。
　過疎化が進む三笠市を若い力で盛り上げる
ため、「食」を通じて、これからも地域に貢
献していきます。
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三重県立相可高等学校 生産経済科

　三重県は全国３位のお茶の産地でありながら、他の産地に比べ
認知度が低いことや面積が減少している事がとても残念です。
　そこで、私たちは伊勢茶の普及を目的に地元企業と協働して商
品開発プロジェクトをスタートしました。規格の要望から容器、
デザイン、販売時期、価格等の仕様の決定を話し合いや試飲、ア
ンケート調査等を通し、取り組みました。特に、中に入れる農産
物や割合、商品の形状に多くの時間を費やし、健康茶を完成させ
ることができました。
　特にこだわった点が箱のデザインとブレンドした農産物です。
かわいいデザインがとても印象的です。また、健康茶であっても
おいしいという条件を外さないために地元産の農産物をバランス
よく入れ、ガブガブ飲める健康茶に仕上げることができました。
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三重県立南伊勢高等学校  南勢校舎 ＳＢＰ

　南伊勢町の人口減少は全国から見ても著しく進んで
います。南伊勢高校南勢校舎では、岸川政之さんの講
演をきっかけにまちづくりへの気持ちが高まり、平成
23 年度末にＳＢＰ（ソーシャルビジネスプロジェク
ト）が発足しました。ＳＢＰとは地域資源を生かした
ビジネスを立ちあげ、自ら働く場を確保することで地
域に残れる仕組みをつくっていくものです。私たちが
本気でまちづくりに取り組んでいくことで、地域の大
人たちを巻き込み、協力を得ながら地域の活性化を実
現していきます。
　私たちは、大きく４つの活動をしています。
　１つ目は、企業訪問です。町内の事業所を訪問する
ことで、私たちはまちの「宝」を知ることができます。
　２つ目は、私たち高校生が選ぶ南伊勢町のおすすめ
品「セレクトギフト」を企画しています。これまでに

第１弾、第２弾のギフトを販売し、すべて完売しました。
　３つ目は、南伊勢町のゆるキャラ「たいみー」の形
をしたたい焼き「たいみー焼き」です。沖縄県立美里
工業高校が 2 枚焼き金型を製作してくれはじまった

「たいみー焼き」。今回は、15 枚焼きの大きな金型で、
みなさまに届けたいと思います。
　４つ目は、私たちの活動紹介です。これまで私たち
は多くの場所で私たちの活動を紹介させて頂く機会を
いただきました。活動の紹介とともに、たくさんの方
たちと交流し、今では沖縄県や福島県でＳＢＰが発足
しました。
　全国で 50 年かけて経験する人口減の未来を、南伊
勢町はたった 20 年で経験していきます。だからこそ、
私たちの本気の取組が、全国の地域課題を解決する手
本になると信じて、これからも活動を続けていきます。

「沖縄市内高校生プロジェクト委員会」
～コザ・美里・美来工科・美里工業高等学校～

　私たちは、沖縄市内のコザ・美里・美来工科・
美里工業、4 つの高等学校の生徒からなる委員
会を今年発足させ、沖縄市の魅力を PR する商
品開発や就業意識向上のためのイベントを行っ
ています。
　商品開発を行うにあたって、沖縄市の歴史や
文化について学び、また、専門家によるマーケ
ティング等の講義を受けました。3 つのグルー
プに分かれ、地域の農家が丹精込めて作った農
産物や畜産農家が育てた山羊肉を使った商品、
そして、中心市街地の活性化を目指したアプリ
の開発を目指し取組んでいます。今回、紹介す

るのは、沖縄のソウルフードであるタコライス
をアレンジした、ヒージャータコライスです。
ヒージャーとは沖縄の方言で山羊のことで、国
内において山羊を食する文化が残っているのは
沖縄県のみとなっています。そのタコライスと
ヒージャー肉をコラボレーションさせた、ヒー
ジャータコライスを開発し、レトルト食品とし
て県内、県外そして海外に販売するビジネスの
展開を目指しています。金城涼花会長は「ヒー
ジャータコライスで全国に『沖縄市はすごい』
と知らしめたい」と意気込みを語っています。
沖縄市の高校生はすごいぞ！

沖縄のソウルフード「タコライス」

ブレストでアイディア出しています！
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　私たちＮＳ２ＢＰは沖縄県西原町に在住する高校生 25 名と琉球大学農学部地域農業工学科に在学
する大学生 15 名、計 40 名で活動しているソーシャルビジネスプロジェクトです。
　ＮＳ２ＢＰは Nishihara Students Social Business Project の略で、高校生・大学生が教育機関
や地元の企業様、西原町役場の連携協力をいただきながら、地域の「宝物」を探し出し、西原町の良
さを全国のみなさまにお伝えするために活動しております。
　高校生メンバーは９つの高校から集まっていて、月２回の活動日のほか、ＬＩＮＥなどを活用して
活動しております。
　去年の 11 月に結成後、１月には地元で開催された「西原町産業まつり」に初めて出店し、皇學館
大学教授である岸川政之先生や三重県南伊勢高校ＳＢＰメンバーの応援を受けて、無事完売すること
ができました。３月には銀座わしたショップ様、日本橋高島屋様でも販売させていただきました。
　今年度は第３回全国高校生「Ｓ」の交流フェアでＳセレクション出場を目標に、８月には沖縄県宮
古島「高校生仕事クラブ」を訪ね「んまがぬ家」で販売研修、９月には北海道三笠高校生を訪ね商品
開発実習と販売研修、９月には「琉球大学まつり」での出店、10 月には「西原まつり」での出店と
販売経験を積んで参りました。
　西原町版セレクトギフトはまだまだ未熟ではありますが、西原町の自慢の品々をお持ちしましたの
で、どうぞ応援よろしくお願いいたします。

ＮＳ２ＢＰ 沖縄県宮古島市「高校生仕事クラブ」
高校生カフェ「んまがぬ家」

　わたしたち高校生仕事クラブは、沖縄県宮古島市で高校生カフェ「んまがぬ家」を運営しています。
2013 年の 7 月のオープン以来、自分たちの将来に役立てるために、仕事クラブを通して調理や接客、
そしてお店の経営や商品開発に関する知識など、たくさんの事を学んでいます。
　今年の 6 月には、地元の方や観光客で賑わう「あたらす市場」に拠点を移し、活動の幅を広げて
います。
　お店のメニューは名物の「んまがぬ家そば」。宮古そばを使ったラーメン風の温麺と、ゴマドレを
添えた冷麺のセットは、週末限定の高校生スペシャルメニューです。
　その他にも、ジューシーおにぎりや、天ぷら、そしてマンゴーシャーベッ
トやアイスクリームなどのスイーツなど、様々なメニューを提供しています。
更に今年の 9 月、「ばんだが宮古（みゃーく）プロジェクト」も始動！始まっ
たばかりですが、自分たちから宮古島を発信していきます。
　週末、高校生スタッフが店頭で元気に活動しています！

※ブース販売のみ
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万協製薬株式会社 〒519-2179三重県多気郡多気町仁田725 -1
TEL. 0598-30-5266　FAX. 0598-30-5285
URL. http://www.bankyo.com

県立
相可高

等学校 生産経済科県立
相可高

等学校 生産経済科県立
相可高

等学校 生産経済科共同開発商品共同開発商品共同開発商品

万協ネットショップ　ht tp ://bankyo.ocnk .net/

まごころteaハンドジェル
県立相可高等学校、三重県多気町　万協製薬㈱　共同開発商品

まごころteaリップ
万協製薬㈱監修、㈱近江兄弟社　製造・販売

県立相可高等学校、三重県多気町　万協製薬㈱　共同開発商品

まごころSPミルク
万協製薬㈱監修、㈱近江兄弟社製造・販売

まごころBBミルク
万協製薬㈱監修、㈱近江兄弟社製造・販売

まごころ化粧水　希
県立相可高等学校、三重県多気町　万協製薬㈱　共同開発商品

第1弾

第2弾

第3弾

第4弾

第5弾

第6弾

600円（税込）

600円（税込）

600円（税込）

430円（税込）

1,030円（税込）

まごころ乳液こまめ
県立相可高等学校、三重県多気町  万協製薬㈱  井村屋グループ㈱  みえフードイノベーション

1,030円（税込）

1,030円（税込）ゆず香るまごころhoneyクリーム

まごころボディジェル姫 
県立相可高等学校、三重県多気町 万協製薬㈱、みえフードイノベーション、みえライフイノベーション

1,500円（税込）第8弾

第1弾

第2弾

第3弾

第4弾

第5弾

第6弾

第7弾

ⅢⅢ ⅢⅢ
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三重県の
ご当地ＷＡＯＮ販売中！！

三重県の
ご当地ＷＡＯＮ販売中！！

三重県の
ご当地ＷＡＯＮ販売中！！

＜熊野古道伊勢路ＷＡＯＮ＞

＜伊勢志摩ＷＡＯＮ＞

全国どこでご利用
いただいても、ご利
用金額の一部が、
三重県の杜の文
化・海の文化の情
報発信に役立てら

れます。

全国どこでご利用
いただいても、ご利
用金額の一部が、
「世界遺産 熊野古
道」の保存継承活動
に活用されます。

発行手数料  各 ￥300（税込み）
●ご登録不要　●年会費無料　●チャージ上限額5万円
　※1回のチャージ限度額は￥29,000までになります。

ⅢⅢ
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ぎゅーとらは、かがやくみんなを応援します！
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農産物直売所　スマイル多気
多気町五佐奈1147-12　☎0598-38-7070

自然の味処　すまいる(食堂)
多気町五佐奈1147-12　☎0598-38-7800

　育てたい夢　応援します 多気郡

〒519-2181  三重県多気郡多気町相可 1687-8
TEL 0598-38-2117　FAX 0598-38-2296

多気町商工会

…行きます　聞きます　提案します…
地域の明日を考える！  私たちの街の商工会

おいない
多気町へ

〒519-2181　三重県多気郡多気町相可 1687
TEL  0598-38-2117 0598-38-2296FAX

この醤油は、相可高校食物調理科仕様で、「調理クラブ」
「まごの店」「せんぱいの店」で使用されています。

　

かわ　ぶ

河武醸造株式会社
〒519-2174 多気郡多気町五桂234
TEL 0598-37-2037  FAX 0598-39-3077
http://www.hokosugi.com/

り
参
國
勢
伊

酒
米
純

伊勢神宮
式年遷宮記念酒

新発売

う
す
く
ち
の
本
醸
造

こ
い
く
ち
の
本
醸
造

た
ま
り
本
醸
造

相可高校食物調理科仕様

■ビジネスダイニング
 社員食堂の運営
 社員寮、研修所等での食事提供

■スクールダイニング
 学生食堂の運営
 学校給食の運営

■メディカル＆ウェルフェア
　 病院食、老人福祉食の提供
　 介護施設等での食事提供

■レストラン＆カフェ
　 料亭大乃や、IL PIATTO、
　 Caffe Lucaの展開

事業内容

魚国総本社中四国支社
〒700-0936　岡山市北区富田76-3
TEL.086(801)0707

本　社
〒555-0011　大阪市西淀川区竹島4-1-28
TEL.06（6478）5700

魚国総本社三重支社
〒510-0885　三重県四日市市日永1-2-20
TEL.059(346)1112

〒515-2114 三重県松阪市小津町 800 番地 
電話 0598(56)8001　　FAX 0598(56)8008

　　URL http://www.unitemie.jp

  

～一歩先をみつめる～

三重県地方卸売市場 仲卸１号

楽しみましょう！

薮　亜佳音 北　ひなの

東　昇汰 林　利子谷口　夏鈴 福永　真吾

岡田久里香 大野　成美

最後まで
全力で！

全力で
頑張りたいと
思います！

Let’s dancing

いい思い出を
作りましょう！

We’are 
best friend

楽しく仲良く
元気良く

We will be happy

あかねさん ひなの

東さん りこちゃんかりんちゃん しんごさん

くりかさん なるみ

第３回 全国高校生“S”の交流フェア 企画運営メンバー紹介第３回 全国高校生“S”の交流フェア 企画運営メンバー紹介第３回 全国高校生“S”の交流フェア 企画運営メンバー紹介
～　相可高等学校 生産経済科のみなさん　～
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ご後援いただき
ありがとうございます

厚生労働省、農林水産省（東海農政局）、三重県、三重県教育委員会
三重県商工会連合会、三重県民生委員児童委員協議会、多気町、多気町商工会
多気町観光協会、多気工業会

ご協賛企業様

株式会社赤福、瀬古食品有限会社、万協製薬株式会社、株式会社ダイム
イオンリテール株式会社東海長野カンパニー、クラギ株式会社、株式会社ぎゅ―とら
株式会社川原製茶、株式会社マスヤ、株式会社マスヤグループ本社、株式会社百五銀行
株式会社松和産業、有限会社丸伸西口商店、株式会社アクアイグニス、多気郡農業協同組合
株式会社魚国総本社三重支社、ユナイト三重株式会社、九重味淋株式会社
河武醸造株式会社、株式会社ミエライス、三重信用金庫相可支店、株式会社エオネックス
有限会社山春商店、多気町商工会、多気町観光協会、エイチ・エス・アシスト株式会社


