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教育だより ながさき （保護者向け情報誌）

長与町立高田中学校
　高田中の生徒が設立した株式会社「高献」。商品として地元の方に教
わりながら生産した梅干は、その名も「うめぇ梅」。11月の株主総会で
は、販売の利益で公園にベンチを設置することの承認が得られました。

東彼杵町立東彼杵中学校
　地元商工会議所の協力により、ふる
さとで働く魅力を学びました。また、
町を活性化するアイデアを地域に向
けて発表しました。さらに、模擬会社
を設立し、抹茶塩やお茶を使った脱臭
パック等の商品開発を行いました。

　昨年度から本年度にかけて、県内8つの中学校が、ふるさとの活性化を目指した学習活動に取り組んでいます。ふるさとの課題を捉え、解決に
向けて中学生ができることを考え、具体的に実践すること。この取組の過程で、中学生の奮闘を支え、多くのアドバイスをくださったのは、地元企
業や地域の方々です。大きな協力を得た中学生の取組は、地域の人たちに笑顔や元気をもたらすものとなりました。地元食材を活用した商品開
発、商店街の活性化、模擬会社の設立等、8校の取組を紹介します。

問い合わせ：県教育庁義務教育課義務教育班　TEL095-894-3373

長崎市立野母崎中学校
　「のもんアジ」を使った「のもざきハトシ」を商品として出店予定だっ
た「伊勢エビまつり」が、新型コロナウイルスの影響で中止に。そこで、
地元をアピールするTシャツのデザインを考案して商品化しました。

五島市立福江中学校
　五島うどんをベトナム料理風にアレンジした
「五フォーうどん」の開発・販売や商店街を明るい
雰囲気にするためのシャッターペイント、椿油を製
造する模擬会社の設立など、多様な方法で地域活
性化に取り組みました。

対馬市立大船越中学校
　ふるさとの豊かな海を守るため
に、磯焼けの原因魚として駆除して
いた魚（イスズミ）をメンチカツにし
て販売しました。購入した人からは、
とてもおいしいと好評でした。

松浦市立調川中学校
　松浦市の給食ではおなじみの、焼
きソバをヒントに、商品「つきソバ」
を考案。地元の新たな名物に育てる
ため、地元企業や関係機関と協議を
行いました。

佐世保市立世知原中学校
　グランドコンフィアンスの社名に恥じ
ないよう、大きな信頼を集めることを
目指しています。商品化した世知原を
紹介するクリアファイルやカレンダーも
好評でした。

雲仙市立小浜中学校
　地元の特産品や名物を用いてふるさ
とをアピールしようと、1年生が新たな
商品を構想中。2・3年生の先輩や地元
の人に対してプレゼンを行い、実際に
商品化を目指す企画を選びました。

ふるさとを「げんき」に！！ 県内8中学校の挑戦

ふるさとを活性化するキャリア教育充実事業（義務教育課）



　本県では、今年度、長崎県産の農水産物を学校給食において利用してもらう学校給食活用推進事業が
実施され、普段の給食ではなかなか使用することができない長崎和牛や対馬地鶏、真鯛等、様々な食材が提供
されています。この中から、長崎和牛を活用した献立を実施した長崎市立戸町小学校の学校給食の様子を
紹介します。 (取材日　令和2年11月26日)

おいしいおいしい
給食でいただきました給食でいただきました♪

長崎県産農水産物長崎県産農水産物をを

完 成！ おいしそう！
早く食べたいなぁ

「ご飯が進みます。とてもおいしかったです。」
「これまで食べたお肉の中で、1番おいしかったです。」
「お肉のサイズがよかったです。食べやすかった！」
「長崎県産の魚の天ぷらを給食で食べてみたいです。」
「こんな給食が食べることができて、感謝したいです。」

おいし
い笑顔がいっぱい！

～子どもたちの食後の感想～

新鮮な長崎和牛が

届きました！

調理員さんが

心を込めて調理します。

新鮮な長崎和牛が

届きました！

調理員さんが

心を込めて調理します。

麦ごはん、牛乳、味噌汁、
長崎和牛のサイコロステーキ
おろしソース、ゆでブロッコリー

献 立

　普段の給食では高価なため使用することができない長崎和牛や
対馬地鶏、真鯛など、様々な食材を提供していただき、大変感謝し
ています。１年生の子どもたちが「対馬地鶏おいしかったね！」「今度
は長崎和牛だよ！」と話題にするほど大好評でした。
　サイコロステーキを調理するのは初めてでしたが、素材の良さを
生かし、柔らかくおいしく仕上げるために調理員と手順を検討して
調理しました。子どもたちは肉の旨味を味わって、おいしく残さずに
食べていました。今回の給食を通して子どもたちの食経験の幅が
大きく広がりました。これを機に食への関心や地場産物等への理解
が深まることを願っています。

県産農水産物の給食への活用について
長崎市立戸町小学校　栄養教諭　喜多　由紀子　先生

　「おいしい！」とサイコロステーキを頬張る子どもたちの笑顔が、とても印象的でし
た。本事業は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた本県の農水産物の販売促
進が目的ですが、子どもたちが長崎県の農水産業に関心をもち、長崎の豊かな食文化に

親しむ貴重な食育の機会ともなっています。この他にも、長崎和牛は「すき焼き」「牛丼」「プルコギ」
「海軍さんのシチュー」「ハンバーグ」「肉じゃが」等、様々な給食献立として提供されています。
　この事業が子どもたちにとって、ふるさと長崎のよさの『再発見』につながることを願っています。
皆さんのご家庭でも、おいしい長崎県産の農水産物を食卓に取り入れてみませんか？

 ※本事業は、今年度３月まで各学校にて実施される予定です。

県内の各ご家庭（小中高）には、パンフ
レット「長崎和牛　知っていますか？」
が配布されています。こちらもどうぞ
ご覧ください。（パンフレット全3種類、
左写真は小学１～３年生向けです。）

問い合わせ：長崎県教育庁体育保健課　TEL095-894-3395　　長崎県教育庁総務課　TEL095-894-3314　　

　新制度では、所得が低
い世帯（住民税非課税世
帯とそれに準じる世帯）
においても、しっかりと
した進路への意識や進学
意欲があれば、ご家庭の

経済状況にかかわらず、大学、短期大学、
高等専門学校、専門学校に進学できるチャ
ンスを確保できることを目的
として、入学金・授業料の免
除や、返済不要の給付型奨学
金（生活費）の支援を受ける
ことができます。

　支援制度は、毎年、見直しが行われており、
特に、教育については、ここ数年で、大幅
に拡充されています。
　まず、幼児期では、幼稚園や保育所などの利
用料の負担軽減を目的として、令和元年10月
から「幼児教育・保育の無償化」が開始されま
した。
　また、高校期では、これまでの公立高校での
授業料無償化に加え、令和２年４月からは、
年収590万未満世帯を対象に「私立高校の授
業料の実質無償化」が開始されました。
 さらに、大学などの高等教育期への支援とし
て、令和２年４月から「高等教育の修学支援新
制度（無償化）」が開始されました。

　そのほかにも、子育て中には、生活を支
えてくれる各種手当や貸付金をはじめ、
さまざまな支援制度があります。
　子どもたちが、こうした制度を知ること
なく、将来の選択肢を狭めてしまうことが
ないよう、しっかりと支援していきたいと
考えています。
　みなさまには、このガイドブックをご活
用いただき、多くの選択肢のなかで、大切
な進路を決めていただきたいと願ってい
ます。

　長崎県では、すべての子どもたちが、夢と希望を持って、すこやかに成長できる社会の実現を目指し、子どもの現在及び
将来が、その生まれ育った環境によって左右されることがないよう、子育てや貧困をご家庭のみの責任とするのではなく、地域
や社会全体で課題を解決するという意識を強く持ち、さまざまな支援を行っています。

子育て中の保護者や児童生徒のみなさまに、広く支援制度を知っていただく
ために、「ＮＡＧＡＳＡＫＩこどもの夢応援ガイドブック」を発行しました。
学校等を通して、皆様の手元にお届けします。

ＮＡＧＡＳＡＫＩこどもの夢 応援ガイドブック の発行について

ガイドブックでは、
こどもの成長を支える「４つの柱」

こどもの成長段階に応じた
主な支援制度や相談窓口をご紹介しています

詳しくはこちら

問い合わせ：長崎県福祉保健部
 こども政策局こども家庭課
 TEL.095-895-2443

教育の支援教育の支援 生活の支援生活の支援
1 2

経済的支援経済的支援保護者の
就労支援
保護者の
就労支援

3 4

感染症対策を十分に施し、取材を実施しています。

ごちそうさ
までした！

長崎市立戸町小学校６年生のみなさん、
取材のご協力ありがとうございました！

に沿って、 取材を
終えて
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問い合わせ：県教育庁生涯学習課　TEL095-894-3363

❶ 障害者ふれあい
ブックメールサービス ❷ 視覚障害者等サービス

問い合わせ：ミライon図書館　奉仕課　TEL0957-48-7700

ミライon図書館の

障害者向けサービス
　ミライon図書館では、身体等に障害がある方や、
活字による読書に困難を感じている方を対象とした
様々なサービスを実施しております。

　身体的障害等のため図書館に直接来館するこ
とが難しい方に、郵送による図書館資料の貸出
を行います。
　送料については往復
ともミライon図書館
（県立長崎図書館）が
負担をします。

　視覚に障害のある方や本のページをめくること
が難しい方など、活字による読書に困難を感じて
いる方を対象としたサービスです。
　音声デイジー図書（活字を読み上げた音声デー
タ）が多く収められている「サピエ」などを利用し
て、ご自宅から直接ダウンロードして視聴したり、
音声デイジー図書のデータをコピーしたCDを借
りたりすることができます。

県教育委員会では、長崎県高等学校文化連盟図書専門部と連携して、
「高校生が選ぶ友だちにすすめる本」のアンケートを実施しました。
協力いただいた高校生の皆様、先生方、ありがとうございました。

「おすすめの本」の紹介は、『いつでも、どこでも、だれとでも』できます。
小・中学生のお子さんをおもちのご家庭でも、ぜひ、家族で「おすすめの本」
を紹介し合ってはいかがですか？ きっと、すてきなひとときになりますよ！

検索長崎県　子ども読書

順位
第1位
第 2 位
第 3位
第 4 位
第 5位
第 6 位
第 7位
第 8位
第 9 位
第10位

君の膵臓をたべたい
かがみの孤城
桜のような僕の恋人
君の名は。
ハリー・ポッターシリーズ
また、同じ夢を見ていた
告白
君は月夜に光り輝く
天気の子
図書館戦争

住野よる
辻村深月
宇山佳佑
新海誠
J.K.ローリング
住野よる
湊かなえ
佐野徹夜
新海誠
有川浩

書名等
双葉社
ポプラ社
集英社
KADOKAWA
静山社
双葉社
双葉社
KADOKAWA
KADOKAWA
KADOKAWA

出版社名作者名

サービス利用を希望する場合や詳しい内容を知りたい
場合は、ミライon図書館までご相談ください。


