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三重県立相可高等学校 食物調理科

　相可高校食物調理科は、卒業と同時に調理
師免許がとれる調理師コースと製菓・製パン
を学ぶ製菓コースがあります。
　調理師コースのほとんどが入っている調理
クラブでは、研修レストラン「まごの店」の
運営や料理教室、企業との商品開発、コンクー
ルへの応募など、調理師になるために日々活

動しています。
　製菓コースでは、授業で販売菓子をつくり、
「まごの店スイーツ」として販売したり、製
菓教室、企業との商品開発などに取り組んで
います。
　調理クラブではこのフェアに参加する高校
のみなさんとコラボをしたり、弁当の販売を
行います。製菓コースは企業のみなさんと開
発したお菓子を販売します。

調理師やパティシエになるため、日々 活動しています！！調理師やパティシエになるため、日々 活動しています！！
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三重県立相可高等学校 生産経済科

　三重県立相可高等学校生産経済科では「幸福」を目標に園芸

福祉活動に取り組んでいます。多気町や三重県の農産物を使っ

たこすめ商品を開発することにより多くの皆様から笑顔をいた

だく活動となりました。そこで、今回は、まごころ乳液こまめ

（通称まごミル）を出展することにしました。

　多気町や三重県の恵みである、伊勢茶・お米発酵液を取り入

れています。多気町の雄大な自然に育まれた伊勢茶、このお茶

から抽出したエキスを配合しました。伊勢茶エキスには肌の引

き締め効果が期待されます。

　多気町内の蔵元で作られたお米発酵液にはアミノ酸やミネラ

ル、ビタミン類などの成分が多く含まれています。そのことか

ら、保湿効果が期待されます。

　その他にもナノ化ヒアルロン酸、ヒアロリベア、スクワラン

も配合することにより、しっとりとした使い心地で、お肌にす

ばやくなじみ、水分を補う乳液を完成させることができました。

多気町や三重県の農産物を使ったこすめ商品を開発しています

　さらに今回の商品には、あの“アズキバー”で有名な『井村

屋』さんとコラボしての減農薬で栽培した小豆をエキス化し配

合しました。アズキエキスに含まれる「アントシアニン」がお

肌にハリ・ツヤを与えてくれます。

　これまでしてきました、まごころ化粧品シリーズ同様、万協

製薬様ののアドバイスを受けて開発しました。開発までには、

苦労しましたが、とっても良い商品が完成したと思います。た

くさんのみなさんに使ってもらえれば、嬉しいです。また、三

重県の観光ＰＲにお役に立てないかと考えました。そこで、こ

まめ乳液のパッケージに観光キャンペーンのロゴマークを印刷

してもらいました。これで、少しでも三重県観光の PR ができ

ればと思っています。次の商品も県産の物を原料にした商品を

考えていきたいと思っています。
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三重県立南伊勢高等学校  南勢校舎 ＳＢＰ

　南伊勢高校南勢校舎では、平成２２年度に岸川政之さ

ん（多気町まちの宝創造監）の講演をきっかけに、「高

校生でも地元の活性化のために何かできるんじゃない

か」という思いが盛り上がってきました。平成２３年度

末に有志が集まってＳＢＰ（ソーシャルビジネスプロ

ジェクト）が発足しました。

　最初は何をすればいいのかさえも分かりませんでした

が、私たちは南伊勢町に住んでいながら実は南伊勢町の

ことを深く知らない、と言うことが分かり、まずは南伊

勢の事業所を訪問し「地域の宝もの」を探すことからは

じめました。南伊勢町は第１次産業の農産・水産加工品

が多く、事業所のみなさんは地元に対する熱い思いと愛

情を持って商品を生産していることが分かりました。

　「地元のすばらしいものを高校生の感性で発信してい

くことはできないか」ということで、高校生が選ぶ南伊

勢町のおすすめ品「セレクトギフト」を企画しました。

事業所を訪問して見つけた「地域の宝もの」を、試食や

南伊勢町の活性化をめざして頑張っていきます。

議論を繰り返しながら数品目を選び、自分たちで仕入れ

交渉をしました。また、ギフトの箱も自分たちでデザイ

ンし、商品の説明書き（特徴やおすすめの食べ方など）

も私たちが担当しました。県内・県外の方々に南伊勢町

を知ってもらうきっかけになればと思います。

　もう一つの企画は、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。オリジナル

金型を作るのに専門業者に依頼すると数十万円かかるこ

とが分かりました。活動資金が限られているため、実現

不可能かとあきらめかけていましたが、岸川さんが沖縄

での講演でＳＢＰの話をしたところ、美里工業高校の先

生から協力の申し出がありました。生徒の実習もかねて

「たいみー焼き」の焼き型製作の協力をしていただける

ことになりました。

　たくさんの方々のご協力でＳＢＰの活動がどんどん広

がっています。これからもＳＢＰの活動を通して南伊勢

町の活性化をめざして頑張っていきます。
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島根県立隠岐島前高等学校

　隠岐島前高等学校は、島根県の離島にある
学校で、全国各地から生徒が集まっています。
　私たちの学校は地域とのつながりが深く、
授業の中ではもちろん、学校外でも普段から
島の人たちに支えて頂きながら様々な学びを
しています。

地域に密着した活動を行っています。

　私たちの所属する地域国際交流部では、地
域行事でのボランティア、保育園や福祉施設
での交流、新聞作成などのチームごとに、地
域に密着した活動を行っています。そして今
年、料理チームが新たに発足しました。
　島にはコンビニもファストフード店もあり
ません。そこで、料理チームでは地域の食材
を使い、お菓子や手軽に食べられる料理など
を考えイベントでの販売を行っています。売
上金はこれまでの活動でつながりの出来たア
フリカのケニアへ寄付をしています。
　おいしい食べ物で地域を元気にすることを
目的に日々活動に取り組んでいます。
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山口県立山口農業高等学校

　私たちは、地域活性化を目指し、一年生の
頃から山口外郎をテーマとした活動をしてい
ます。きっかけは外郎製造業者や山口商工会
議所の方々から「山口県産のわらび粉を使用
した外郎作り」を依頼されたことです。わら
び栽培から始め、わらび粉を精製しました。
精製を繰り返し、改善を重ねることで、わら
び粉の純度を上げるとと
もに精製率を上げること
ができました。また、私
たちが試作した外郎を商
店街等で地域の方々に試
食していただき、たく
さんの意見をもらいまし
た。その他、山口宇部空

＼＼山口外郎！ぶち　広めちゃろう！／／

港でわらび根をたたくという体験型のイベン
トも実施しています。こうした地域の方々と
の交流を通して、山口外郎のＰＲをすること
ができました。
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沖縄県立美里工業高等学校

　タイミー焼き器は、南伊勢高校の生徒たちの
地域興しプロジェクトの一環としてたい焼き器
の製作依頼を受けてスタートしました。三重県
南伊勢町のゆるきゃら「たいみー」を活用した
まちづくりを行う南伊勢高校のＳＢＰをバック
アップさせていただきます。
　全国の工業高校でも実習の実施が珍しくなっ

ている鋳造実習について、本校は「ものづくり
教育の原点」として設備の更新などを手がけて
存続させています。
　学校の実習で学んだ知識や技術を駆使して、
アルミニウム合金で溶融・成型した「高校生に
よる自作たい焼き器」を紹介します。
　技術的に完璧とはいいにくいのですが、何と
か製作した力作で、南伊勢高校の生徒たちが試
食品をつくるものを楽しみにしてください。

「高校生による自作たい焼き器」を紹介します。
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宮古島「高校生仕事クラブ」
んまがぬ家

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　沖縄県宮古島市では、高校生が自らお店を経営し、自分たちの将来に役立てるための取り組み、
高校生仕事クラブを実施しています。そして昨年の7月、わたしたちは、高校生カフェ「んまがぬ家」
をオープンすることが出来ました。 
　今は、金曜日、学校が終わってから仕込みを始め、毎週土日・祝日の学校がお休みの時を使って、
元気に店を営業しています。 
　看板メニューは「んまがぬ家そば」。地元宮古島の宮古そばを
使用して、ラーメン風の豚骨ベースの温麺と、ゴマ風味のドレッ
シングを和えて食べる冷麺をセットにして販売しています。
もちろん、スープもドレッシングも、一から生徒たちが手作りし
ています。 
　そのほか、沖縄のむらさき芋を使ったスイーツやマンゴーの
シャーベットなど、地域の良さを活かしたメニューもご用意して、お客様にも好評を頂いています。 
　まだまだメニューの数は少ないですが、これからみんなで新商品の開発なども行っていきたい
と思います。

皆さん、宮古島にお立ち寄りの際には、ぜひ「んまがぬ家」に立ち寄ってくださいね！！



第１回  全国高校生“S”の交流フェアのようす第１回  全国高校生“S”の交流フェアのようす
　2013年開催の『第１回　全国高校生“S”の交流フェア』では、
「高校生国際料理コンクール2013」と「第１回 全国高校生スクール
“S”セレクション」が行われました

第１回  全国高校生“S”の交流フェアのようす

宇宙大豆プロジェクトってなぁ～に？宇宙大豆プロジェクトってなぁ～に？宇宙大豆プロジェクトってなぁ～に？

【発芽実験】
宇宙大豆と地球大豆を同時に
ポットに播種し発芽して間も
ないものです。

　なぜ私たちがこの宇宙大豆を研究するのか？それは、将来人類
が火星に移住した場合に宇宙光線を浴びた大豆を栽培することが
出来るのか、またスペースシャトルで飛び立つ際に受ける力が大
豆にどんな影響を及ぼすのか。これらの影響を調べるために宇宙
大豆と地球の大豆を同じ条件で育て比較調査をしています。さら
に生産経済科では独自の取り組みとして鶏頭大豆の復活と宇宙大
豆を利用した特産物の開発なども同時にスタートさせています。

【収穫】
ここでは収穫量や大豆の大き
さなどを調べます。

【圃場での比較実験】
この実験では葉の枚数などを
数えたりしています。

宇宙大豆プロジェクトの実験風景宇宙大豆プロジェクトの実験風景

研究目的研究目的

　この宇宙大豆プロジェクトでは、宇宙大豆を利用した商品開発
にも力を入れており食物調理科と共同でスイーツなどを開発して
います。昨年のSセレクションでは宇宙大豆で作った味噌で味噌
汁をつくり販売し大変好評を受けました。

【味噌汁販売の様子】

【昨年度の研究の様子】

商品開発商品開発

　宇宙大豆プロジェクトとは、ＪＡＸＡの有効利用実験として取
り組んでいるプロジェクトで全国１６都道府県から選ばれた２０
種類の地大豆をＮＡＳＡのスペースシャトルで国際宇宙ステーシ
ョンきぼうの実験棟で１０か月間保管した大豆を栽培して宇宙空
間の環境にどのように影響するかを調査します。このプロジェク
トに三重県の地大豆である「鶏頭大豆」が選ばれ、本校の総合農
場で栽培しています。

宇宙大豆プロジェクトとは？宇宙大豆プロジェクトとは？

相可高校 
生産経済科
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