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ということで、当然、卒論は実験論文。中学校の時、

強制的にやらされた科学研究の意味をよく理解し

たのは、その時です。 

実験論文は、①何のために調査や実験、テストを

実施したのか、目的を明確に書く。②これまで同様

の観点で、どのような研究や調査・実験がなされて

いるのかについて、関連の文献、資料、情報を検索

して、内容を整理する。③方法（調査、実験、テス

トなどの手続き）を順序よく説明する。④結果は、

必要であればデータを図表にまとめて示し、誰が見

てもわかるように書く。⑤目的にそった結果が得ら

れたか、または得られなかったのか、得られなかっ

たとしたらどのような理由が考えられるかなどを

考察し論ずる。つまり、 

目的 → 方法 → 結果 → 考察（まとめ） 

→ 参考文献・参考 Web サイト 

の手順で書きすすめます。最も重要なのは、テーマ

を決めるにあたって、なぜ、そのことを研究しよう

と思ったのか？という研究動機。それが、卒論の肝

となります。科学研究も同じですよね。そう考える

と、小学生・中学生は科学研究を通して、大学生の

研究者と同様のプロセスを体験しているってこと

です。スゴイし、なんかカッコいいじゃん。中学の

時、そんな風に思えていたら、今ごろ、違う人生を

歩んでいたかもしれない…などと変なことを妄想

しながら、ゆく夏を惜しんでいる今日この頃。小中

学生のみなさん、自由研究頑張れ～ 

やっと熱帯夜から解放され、気持ちよく眠れるよ

うになってきました。間もなく夏休みも終了。みな

さんは宿題、ラストスパートってところでしょう

か？よく耳にするのは「終わってないのは自由研究

だけ！」というフレーズ。そうだよね。かく言う私

も中学生時代、最後まで手付かずだったのは科学研

究。めっちゃ、だる～って思っていましたよ。結局、

中1の時は、クラブの先輩にあれこれ教えてもらい、

適当に書いて出すだけは出した！って感じです。 

その教えてもらった内容ってのが、割といいかげ

ん。記憶違いでなければ、「折り紙の色は、どんな液

体で落ちるか？」みたいなテーマだったと思いま

す。その当時、既に折り紙は、製造技術が進んでい

て、簡単には色落ちしなかったらしい。困った先輩

は「折り紙の色が落ちる洗剤下さい！」って薬局に

行って買ってきたのだとか。なんだ、その程度でい

いのか、楽勝じゃん！と思っていたら、みんな結構

立派なのを出していてビックリ！中でも、染み抜き

をテーマにしていた友達は、ソース、しょうゆ、紅

茶、泥…などの汚れに対して、中性洗剤、酢、ベン

ジン…などさまざまな溶媒で染み抜きを試みた布

切れをたくさん貼り付けたレポートを提出してい

て、めっちゃ頑張っとる！と感心したのを今もはっ

きり覚えています。その友達もやっぱり先輩に聞い

てから取りかかったそうなのですが、バレー部とソ

フト部では、先輩からの情報が全然違ったようでし

た(笑) 後で、よくよく考えてみると、そんなのあ

り？って話ですよね。もしかして、先輩に騙されて

いたのかもしれません。追及しなかったので、真実

はわかりませんけれど。 

話はとんで、大学時代。私が専攻したのは食物栄

養でした。文系で受験したはずなのに、入ってみる

と授業の 6 割は化学、全然文系じゃないじゃん（泣）

【日 時】未定 
【場 所】生涯学習センター 
【参加費】1200円 
 ※事前にお申込みください。 

× Harbor Salon 

講 師：沖田亨さん 

(呉市保健年金課 主査) 

これからもらう世代のための年金講座 
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まっつんよりお祝いメッセージ 

おめでとう！20周年！ 

YYY20 周年おめでとうございます！！ 

初めて YYY に参加したのが高学年キャンプで、

こんな世代の幅でこんな人数おるんじゃ！とびっ

くりしたこと覚えてます。私は緊張しいで人見知り

だったのですが、YUNTAKU や高キャンで一緒に

考えて遊ぶことですぐに仲良くなりました。 

高キャンの実行委員長になったときは、自分たち

で考えたことがこんな大きい規模でできるのかと

ワクワクしていました。実際キャンプはすごく楽し

NPO 法人設立 20 周

年おめでとうございま

す。早いものですね。設

立にあたって団体名を

決めた時のことを今で

も思い出します。会員

に団体名を公募して、

応募者たちのプレゼン

テーションの後、チロ

ルチョコで投票しまし

た。決まった“YYY”は

おめでとう！20周年！ 
飯川さんよりお祝いメッセージ 

く、何年後かに

会った参加者に

も 1 番楽しかっ

たと言ってもら

えてこんな嬉し

いことはないな

と思いました。 

たくさん遊ば

せてもらいまし

たが、今思い返

すと人前で話し

たりやんちき通

信を書いたり

と、たくさん経

験させていただ

いて感謝の気持

ちでいっぱいで

す！仕事で話すときにアドリブや企画発表で苦に

ならないのは、YYY のおかげだと勝手に思ってま

す！今は行けたら行くのスタイルですが、また呼ん

でくれたら嬉しいです(笑) 

 子どもたちにとっていろんな地域の人と触れ合

えて一緒に遊べる機会はなかなか無いと思います

ので、楽しい場をたくさん作っていただけたらと思

います。これからも末永く続くよう応援してます

ー！！！ 

高校生の案でした。大人も子どもも参加して、楽し

くも、新鮮な高揚感を感じたものです。 

会員制度も変わりました。会員の種類は正会員、

子ども会員、賛助会員、参加会員、の 4 種です。自

分の意志があれば会員になれるよう、子ども会員の

年会費が 1200 円（月額でいえば 100 円です）に設

定されました。毎年の協賛事業も含めて、大人が子

どもを支えるという団体ということが、外部から見

ても分かり易くなりました。 

子育ち支援と子育て支援の当事者が自ら面白が

りながら活動をし、自分の周囲を巻き込んでいくこ

とで、少しでも生きやすい、ものが言いやすい場所

を増やしていく拠点となる団体となったいうのが、

私の認識です。（もともと、そういう団体ですが） 

この 20 年子どもは常に活動の中にいました。そ

の間、当時の幼児は成人に、中学生・高校生は親に

なり、YYY で活動している子もいます。活動を作っ

ていく中で、子どもも大人も成長していきます。

YYY で育った、あるいは関わった私たちの子どもた

ちが現在、社会の中に存在しているということは希

望です。「こんな場所がほしい」「こんな楽しいこと

したい」「もっと知りたい」という種は蒔かれた。そ

れぞれの場所で、芽は出る。 

そして、これからも YYY は続く。 
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  ―子ども活動部 自然体験活動 2022 トワイライトキャンプ― 

 ファイヤーしたい！花火もしたい！夜、星も見たい！泊まりたい！っていうのが数年前子どもたちから

出たやりたいことだった。じゃあ、お泊りのキャンプをすれば全部叶うじゃん！と言っていたのに、グズ

グズしているうちにコロナでできなくなった。高学年キャンプも 3 年やっていない。このままだとできな

くなるという危機感と、20 周年ということで、今年はなんとしても泊りのキャンプを実現したい！「家族

でテントに泊まれば大丈夫よね」「ファイヤーまでやって日帰りも可能ってことにすれば、たくさんの人に

気軽に体験してもらえる」と、いいとこ取りのトワイライトキャンプを企画した。 

 

夕立に阻まれレクはできなかったけど、シートをかけて

雨から守ったファイヤーは歴代の高キャンメンバーが大

いに盛り上げてくれた。わが子と一緒に踊ったメンバーも

4 組！同窓会でもあり、新しい仲間がいっぱいのキャンプ

でもあった。野呂山の大いなる自然を感じながら、一緒に

野菜を切ったり薪割りしたり。かまどに向かう真剣な顔、

カレーを頬張る美味しい顔も。ファイヤーの丸太を組んだ

り弘法寺まで散策するうちに仲良くなる様子…いっぱい

出会えて感無量。全てに感謝！な 2 日間だった。(くぼ) 

初の野呂山楽しめまし

た。サインしてもらうゲ

ームで子ども同士勇気

をだして声かけができ

ていてよかったです。 

野呂山 1 泊は初。やっぱ

り YYY のキャンプはメ

チャ楽しいです。聞いた

時から家族ですぐに予

定を立てて奈良から民

族大移動計画実行。来て

良かった～  初めて野呂キャンプに

参加しましたが、大変楽

しかった‼‼キャンプフ

ァイヤーで躍るダンス

が激しい事に驚きまし

た(笑) 

たんけんややさいを切

ったりカレーたべたり

するのが心があふれま

した。 

突然の雨、夏とはおもえ

ない涼しさ、雲の中にい

るような感じが良かっ

た。イベントはスケジュ

ールどおりにいかなか

ったけどキャンプらし

くて楽しかったです。フ

ァイヤーは、ダンスがブ

ートキャンプでした。足

がついていかないけど

またやりたいです。 

4 才の息子と来ました。

ほとんど母の側におら

ず、お友達やお兄さんお

姉さんと楽しそうにし

ており嬉しかったです。 

野菜を切ったり、火の番

をするのが楽しかった

です。サインゲームはい

ろいろな人のサインを

もらって、仲良くなった

のでうれしかったです。 

8月 13日(土)14日(日)野呂山キャンプ場 

参加者のべ 65名 

トワイライト キャンプ 

参加者より 
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青年や大人が見守る中、かまどでマッチを恐る恐

る擦る子。火はすぐ消え、消えたマッチをもう一度

擦ろうする。「1 回しか使えんのよ」と伝えると、燃

えかすをどうしたら良いんかウロウロ。3 回 4 回と

繰り返すと馴れてきて、得意気な顔に。見守る側も

嬉しそう。火起こしから始めて自分たちで作ったご

飯とカレーは格別だった。 

片付けた後、レクをしようと勇んでファイヤー場

へ！スタッフがめっちゃ準備してきたレク！始め

ようとしたその時「雨が来る！戻るよ！」の声。ザ

ーッと来た。雨宿りのあずまやでしたジェスチャー

しりとり。みんなひとつの動きも見逃さないように

食い入るように見て、分かった人が思わず口に出し

そうになって慌てて口をふさいであわあわしてい

る。スカイツリーをジェスチャーした動きにはそう

表したか！！と感心。 

しばらくして雨は通り過ぎた。レクが中止になっ

たかわりに、弘法寺まで探検に行くことに。「野呂山

は今まで何回も来たけど、こんな所は知らなかった

～」との声。デッキからの雨上がりの眺めは綺麗～。

自由叫びしてスッキリ気持ちいい～！ 

いよいよメインのファイヤー！みんなでメラメ

ラ燃える火のまわりをグルグルグルグル踊った。そ

の時に初めて話したお母さんと、「普段火を見るこ

とってなくなりましたいねぇ、すごいね火って。踊

りも息が切れるねぇ」と 2 人でゼーゼー言いながら

笑った。最後に花火をして日帰りの人とはお別れ。

来年はみんな泊まれるといいね～。 

夜、テントで寝てたら、風が常時ドーッって吹い

て木が揺れる音がかなり怖い。ウツラウツラしてる

とトイレに行きたくなり時計を見るとまだ丑三つ

時。時間の流れが遅いのを恨みながらガマンしよう

としたけど無理だった。起きて外へ出ると深い闇。

同じテントの人に付いてきてもらったが戻るテン

トも分からない暗さ。ランタンの灯を頼りになんと

か戻れたが、トイレ行くことすら一人ではままなら

ず、テントメンバーへの感謝であふれた。 

初体験のトワイライトキャンプ。日常とは違う時

間の流れ、音やにおいを感じながらみんなのやりた

いを集めて、いっぱいの協力のおかげで実行するこ

とができた。ありがとう！     (キャサリン) 

みんなで Yポーズ！ 
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  ―キャリアスタートウィーク― 

今回私はキャリアスタートウィークに3日間行っ

てきました！（キャリアスタートウィークとは職場

体験のことです)お世話になったのは、皆さんご存知

エディオンさんです。 

1 日目、まずは担当の O さんに班の全員であいさ

つ。一人一人簡単な自己紹介を終わらせ、Oさんか

らエディオンのお店の中の説明を受けました。店内

には様々なコーナーがあり、頭がこんがらがってし

まいそうになったり、おススメの商品は広い通路の

目立つところに置くようにしているという話しを

聞いて「へ～！」となったりしながら店内を見て回

りました。 

次に体験です。ここからは男女に分かれて作業を

行いました。私たちは事務室でハサミをもって、割

引券をチョキチョキチョキチョキ…思っていたよ

り綺麗に切れず。自分の不器用さを恨みながら、休

憩時間まで切り続けました。  

午後からはごちゃ混ぜになっているプリンター

のインク札を整頓して棚に戻す作業。それぞれの札

のバーコードを見て棚に戻していきます。沢山似た

ようなものが並んでいるので、その札を戻す場所を

見つけるのはとても大変でした。 

2 日目は、店内の掃除から。雑巾をもって棚を拭

いていきます。普通に見ているだけだとわかりませ

んが、拭いてみるとまあまあ汚れていることがわか

りびっくりしました。 

次に、掃除が終わったら休憩をはさんで品出しで

す。これも商品のバーコードを見て棚に戻していき

ます。特にスマートフォンの保護フィルムの品出し

が、似たようなものが多くとても難しかったです。

さっさと品出しをしてしまう店員さんは凄いと思

いました。途中からは事務所でまたまた切り取り作

業を行いました。 

3 日目、最終日です。朝はお客さんに「いらっし

ゃいませ」とあいさつ。緊張で手汗をかきながらし

ました。そして事務所で紙をホッチキスで留める作

業。1 日目、2 日目にした切り取り作業より早く終

わり、午前中には終わらせることができました。休

憩をはさみ午後からは接客の体験！元々「コロナで

接客はできないと思う」と伝えられており、少し残

念だなと思っていたのでとても嬉しかったです。し

かしやってみると緊張で上手くいかず…もっと頑

張りたいと思いました。その後、商品棚に挟んであ

る紙を変え、職場体験は終わりました。 

今回の職場体験では、仕事の内容やお店のお客さ

んに商品を買ってもらうための工夫等、沢山のこと

がわかりました。今後に活かせそうなところは、ど

んどん活かしていきたいです！    (伊藤芽衣) 

キャリアスタートウィーク 

 コロナ禍でのキャリアスタートウィーク。実施されたところもあれば、中

止になったところも…。過去最大の感染者数を更新するなか、受け入れ先の

事業所では感染症対策に心を砕いていただいたことと思います。 

それぞれの体験について、寄せてもらいました！ 
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職場体験はすき家に行きました。カウンター体験

やバックフォロー体験、仕込みなどを体験しまし

た。そこでは、大きい声を出すことの大切さを改め

て学べました。そして、「ありがとう」を言わないお

客様も多いことを知れました。でも、そんなお客様

がいるからこそ「ありがとう」と言われたとき嬉し

いんだなと感じました。忙しいけど、やりがいもあ

るので、すき家でバイトしてもいいかなと思えるく

らい楽しかったです。 

こんなに楽しく思えたのは、親切に教えてくださ

った従業員の皆様のおかげだと思います。本当にあ

りがとうございました。 

まかないの牛丼も美味しかったです。(いとぅー) 

私はこの日初めて職場体験に行きました。はじめ

はホテル希望でしたが銀の鈴こども園に行くこと

になりました。知らないとこへ行くので不安もあり

ましたが園児たちと遊んだりしてとても楽しかっ

たです。何をしてあそんだかと言うとレゴのおもち

ゃでお花の形をしたものをつくったりもらったり

しました。時間を忘れるくらい楽しかったです。も

う行くことはないだろうけどまた会いたいな〜と

思いました。             (みるの) 

私は 3 日間の職場体験、第 1 希望の保育園に行く

予定でした。でも、職場体験の 2 日前、受け入れ先

でクラスターが発生したことにより行けなくなっ

てしまいました。体験に行くはずの 3 日間は、学校

で 3 時間ずつ作業をすることになったんです。 

1 日目は花壇の草むしりで、夏の暑い中するにし

てはとても大変で辛い作業でした。楽しみにしてい

た事がコロナによってなくなってしまったこと、そ

れの代わりとしていやな作業をしないといいけな

いこと。私はそれが悲しくて悔しくて 2 日目以降は

行きませんでした。 

でも後で思い返してみれば、先生たちが楽しそう

に会話していたり、自分も意外と楽しんでやってい

たりで、そこまで悪くもなかったと感じました。3 時

間の短い作業であっても人とのつながりを築くこ

とができる、と考えれば、それも立派な職場体験に

なっていたのだと感じました。   (かっぱまき) 
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す笑 でも、広島弁抑えてた時期があったし、看護学

科もバイト先も沖縄出身の人ばかりなので、うちな

ーぐちに訛ってきてます      帰省してる間にゴッ

テゴテの広島弁吸収します       

突然ですが、8 月 9 日に広島グリーンアリーナで

行われたなにわ男子のライブに行ってきまし

た！！今回の帰省の1番の目的と言っても過言では

ない！この日は、私の推しである大橋和也くん、通

称はっすんの 25 歳の誕生日  夜公演のため、大

橋担(グループの中で大橋君を一番好きなファンのこと) 4

人で誕生日会と称した集まりを開催！！誕生日会

前にカフェで推し活も  

ライブ開始直前、会場はほとんど緑のペンライ

ト。それはもう、草原にちらほら花が咲いたよう笑 

大橋担はコンサート出現率が高めという噂があっ

たんですが嘘じゃなかった       推しのはっすんは

幼少期からダンススクールに通っており、体も柔ら
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はいたい！沖縄から広島に帰

省中の miku です！バイト先や

友達に広島出身って言うと、「“じ

ゃけん”」ってめっちゃ言われま

す      お客さんの中には、「BAD-

BOYS」や「仁義なき戦い」で広

島を知っている方が多くて、「広

島弁で喋って！」って要求されま

 plus ティーンズ ＋

かいため、メンバーの中で 1 番踊ることで有名なん

ですが、やっぱり人一倍踊る！肩で息してるなと思

った次の瞬間、キレッキレでダイナミックなダンス

を披露 さすが！優勝            

ライブ中には誕生日ケーキも登場✨ 進行はメ

ンバー内でも長く付き合いのある藤原丈一郎く

ん！通称丈くん！！わたしこの 2人の絡みが 1番大

好きで、団扇まで作りました！ただケーキが登場す

るのではなく、3 箱の中からケーキが入っている物

を当てるスタイル！さすが丈くん！ケーキ以外の

箱には、メンバーのコメント付きオフショット T シ

ャツに、丈くんがはっすんから借りてたパンツが！

誕生日のくだりから最後まで丈くんを筆頭にメン

バーの大橋愛が止まらない！！アンコールでは、野

球好きの丈くんがカープの帽子を被って登場  

初心 LOVE の 2 番パートの替え歌で「このカープ

の帽子を和也に渡すよ」とはっすんに渡してまし

た！生で見れて感無量     本当に行けて良かった、

幸せ     最高な一日をありがとう              また、ライブ

に行けるように、徳を積んでおこうと思います！次

回は、私の所属している 5 つのサークルや名桜大学

の魅力について書いていきたいな〜～ 

 

P.S.沖縄では、「旧盆(8/10〜8/12)は、海に入ると霊

に足を引かれ溺れてしまう」という言い伝えがあり

ます。その期間、様々な地域で道ジュネー(エイサー

をしながら道を練り歩く)をしているので、楽しいです

よ      今回は見れませんでしたが、飛行機に乗る前

に「一万人のエイサー踊り隊」を見れました     来

年は実習があるので、道ジュネーを楽しみに頑張ろ

うと思います  

推し活を満喫！ 

💚 
💚 


