
【観光部門】 

 

今日は、私のたん当は、「観光」でした。パンフレットをくばったりする時は、

最初どうわたしたらいいのか、分からなかったけどいっぱいわたしていたら、

なれてきました。パンフレットをわたしたら、お客さんが、「淡路は、いろんな

のがいいねぇ。」って言われました。すごくうれしかったです。他の部のお手伝

いをした時、たまねぎをくばったりして、お客さんが、「淡路のたまねぎはあま

くておいしいね。」と言ってくれたのが、すごくうれしかったです。「ありがと

う。」って言ってくれたりすると、すごく、うれしかったです。インタビューを

聞くと、「むずかしかった。」とか、「喜んでもらえた。」とか言っていた。と言

っていました。今回、すごく楽しかったです。 

 

今日は、淡路を好きになってもらうために来ました。準備は淡路島テレビジョ

ンにたのみにいった。声が小さかったけど来てくれてよかった。本番は大人か

子どもいっぱい来てくれてました。淡路のパンフレットをわたすのが楽しかっ

た。淡路をお客さんにおしえたりもした。たまねぎをわたすとお客さんは「淡

路のたまねぎあまくておいしいよね。」ていわれてうれしかったです。かんこう

のむずかしかった所はインタビューです。インタビュー楽しかった。またあれ

ば来たいです。淡路がいちばん！ 

 

淡路が一番で大阪に来て、よかったです。初めは、友だちができるかとか上手

に文章をまとめるとかきにしていました。でも、まだ友だちにはなってないけ

ど、話ができるようになってうれしかったです。同じはんの子といっしょに文

章をまとめて思い出に残るいい子供新聞にしたいと思っています。ごとうさん

にいろいろ、お世話になりました。大阪の人たちは、みんな、ニコニコしてく

れたり、「がんばってネ」と言ってくれて、すごくうれしかったです。もし、こ

のきかいがあれば、弟にもさせてあげたいです。テレビきょくのおじさんもあ

ついなか、重いカメラをしょってたいへんそうでした。もっとみんなに淡路の

ことしってほしいです。 

 

ぼくはいっぱいチラシをくばれたと思う。小さい子にはふきもどしをあげた。

しゅざいにいったときほかのとこが人気なのがいがいだった。小さい子がよろ

こんでよかった。 

 

 

 



ぼくは、今日大阪の豊中市でたくさんの子らと淡路のＰＲした。ぼくは観光ブ

ースで岩屋のしっている子といっしょだった。はじめは、チラシをくばりにい

ってすぐチラシがなくなった。弁当をくいおわったら、ふきもどしをいっぱい

くばった。そのあといろんな人に取材してそのあとまたチラシをくばりました。

たのしかったです。 

 

ぼくは、今日大阪でたくさん淡路にかんするちらしとパンフレットをくばりま

した。長いこと立ったままだったから足がいたくなったり、のどがかわいたり

してつかれた。そのほかにみんなにむずかしかったことを聞くやつでもつかれ

た。 

 

ぼくは、今日たくさんのちらしとパンフレットをくばりました。初めは、なか

なかくばれなかったけどあとになるとくばれました。 

 

ぼくは、大阪の人に今日たくさんのちらしとパンフレットをわたしました。初

めにわたす時ちょっとわたしにくかったけどあとからどんどんわたしていって

なれました。とってくれる人が「ありがとう。」っていってくれたらちょっとう

れしかった。取材をしていろいろな人に「むずかしいこと何かある？」ときい

たりしたら、いろいろ答えてくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【玉葱部門】 

 

今日、たまねぎを大阪に人にくばっていると、大阪の人たちがみんなよろこん

でくれました。とてもうれしかったです。あと、たまねぎを使って作った料理

も大阪の人たちはおいしそうにたべてくれていました。ぼくは、とてもおいし

い料理をつくることができたとおもいます。ぼくも、少し料理を食べましたが

とてもおいしかったです。また、こんな企画があれば来たいです。 

 

今日、大阪で玉ねぎを配った。むしされた。さい悪だった。たまねぎとおにく

を食べた。うまかった。そうめんも食べた。ぬくくなっていた。皮をむいたり

切ったりした。お客さんが「ありがとう」や「おいしかったよ」といってくれ

た。うれしかった。 

 

今日、大阪で、たまねぎを、２つずつくばりました。ほとんど、むし、されま

した。たまねぎの、かわを、むいたり、して、コンソメスープも、つくりまし

た。さいごに、しゅうごうしゃしんを、とりました。すごく、たのしかったで

す。コンソメスープがおいしかったです。 

 

一日大さかでＰＲして楽しかったです。はじめ紙をくばってとってくれる人が

あまりいませんでした。スーツをきている人はとってくれませんでした。二回

目は、たまねぎをふくろに入れてくばるしごとでした。そのしごとは、とって

くれる人が多かったです。三回目のしごとは、火をとおしたおにくとたまねぎ

をくばりました。みんな「ありがとう」と言ってくれました。さいごのしごと

は、かたづけです。たまねぎグループみんなでかたづけをしました。ぼくは、

ごみをあつめるしごとをしました。また大さかにきていいけいけんをしたいな、

と思いました。とてもくばるのと火をとおすのとたまねぎをきるのが楽しかっ

たです。 

 

大阪に玉葱をくばりに、いきました。木下くんと山さきくんとさかいくんと横

山くんと鯉もりくんと玉葱りょうりを、した。オニオンスープと玉ねぎステー

キを、つくった。ぼくは、玉ねぎを切ったり人にわたしたりした。ししょくし

たらオニオンスープがまえつくったときよりおいしかった。大阪は、おもしろ

かった。ほかのところへいったよ。そうめんやいろいろなのを、たべた。さい

ごに、オニオンスープを、いっぱいたべた。玉葱ステーキを５こたべたよ。玉

ねぎを、はこぶのがいち番つかれました。みんなぜんぶで２０さらか２５さら

たべました。ぼくは、１０さらぐらいたべました。玉ねぎはおいしかったです。 



今日は淡路島のよさを大阪に発表しました。ぼくは「玉ねぎ」はんです。玉ね

ぎのむくときすごく目にしみました。玉ねぎを大人の人と切ってオニオンスー

プの中に玉ねぎを入れて水を入れたりしながら玉ねぎとベーコンをにこみまし

た。つぎは玉ねぎをふくろに２つずつつめこんで大阪に人にくばりました。中

に大阪に人に「わたし淡路の玉ねぎしか食べへんわ」と言ってくれてうれしか

ったです。このことをみんなに言うと「うれしいなぁ」と言ってくれました。

次は玉ねぎステーキをみんなにくばりました。最初にすごいぎょうれつができ

ていました。食べてくれたほとんどの人がおいしいと言ってくれました。玉ね

ぎはやっぱり淡路の玉ねぎが一番と思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【牛乳部門】 

 

今日、一日は、とても楽しかったです。ちらしは、いっぱいくばれてよかった

です。お客さんたちも、小さい子どもも「おいしい、おいしいっ」ていってく

れて、とてもうれしかったです。やっぱり、あわじは一ばんだと思います。た

まねぎも、あわじがいちばんおいしくて、すごくあまいです。１８日、牛のち

ちしぼりをして、さいしょは牛にゅうが出なかったけれど、なれてきたら、い

ーっぱいでてきました。牛のおちちは、人げんより多いから、牛のちちしぼり

は、二人でできました。でも、牛のちちしぼりは、四人でもいけそうです。牛

の牛にゅうは、パックで言ったら、１時間で４００本か６００本出るようです。

今日一日は、楽しい一日でよかったです。 

 

私は最初、だれも牛乳を飲んでくれなくて困りました。でも、「淡路島のおいし

い牛乳やヨーグルトを飲んで下さい。」といっているとだんだん飲んでくれて、

とてもうれしくなりました。これからも淡路の牛乳をみんなに飲んで欲しいと

思います。 

 

最初は、みんなどんな風に声を出していけばいいのか分からなくて私も声が小

さかった。でもだんだん慣れてくると、みんなも声が出てきました。でもなか

なか牛乳を飲んでくれませんでした。でも１人がとると、だんだんとみんなと

ってくれるようになりました。小さい子もプリンを食べてくれたりヨーグルト

を飲んでくれたりしました。でも急いでいて、とってくれない人もいました。

でもみんながとって飲んで「おいしい」「甘い」など言ってくれるととてもうれ

しかったです。家でも淡路の牛乳を飲んでいる人もいました。牛乳が全部なく

なると、とてもうれしかったです。家に帰ったら牛乳を飲みたいです。 

今日、正直言ってすごく疲れました。でも楽しかったです。最初牛乳を配る時、

はずかしかったけど、だんだんなれてきて、おもしろかった。配っている時、

無視された時は、悲しかったけど、やさしくしてくれた人もいたので、やって

て楽しかったデス！牛乳部門は駅前でやってたので人がたくさん通っていてＰ

Ｒしやすかったです。でもつかれたからもういいかなぁ・・・。 

 

今日、大阪の人に淡路の牛乳を飲んでもらって「おいしい！」や「あまい」な

ど、いろんな感想を言ってくれた人がいて、すごくうれしかったです。でも、

はじめの方は全然飲んでもらえなくて残念でした。それから、近くにきた人に

「牛乳どうぞ」と話しかけていくと、どんどん牛乳を飲んでくれる人が増えて

とてもうれしかったです。今日は一日とてもいい経験ができました。 



 

今日は、大阪の人に淡路の牛乳をのんでもらって、すごくうれしいです。私は、

牛乳やちらし配りをがんばりました。淡路島の牛乳は、とてもおいしいし、栄

養がある。淡路さいこー！ 

 

８月２日に文化体育館でどのグループになるかなどが決まりました。私は牛乳

グループになりました。牛乳グループは８月１８日牛乳工場と淡路島牧場に行

きました。工場でとれたての淡路島牛乳を飲みました。やっぱり家で飲む牛乳

と一味ちがいます。そして淡路島牧場では、バター作りとちちしぼりをしまし

た。どちらもした事があるのでかん単でした。バター作りではクラッカーの上

にのせて食べたら、とてもおいしかったです。そして今、大阪に来て牛乳を配

ると、すごい早いいきおいでなくなりました。焼きプリンは午前中に全部なく

なりました。ヨーグルトも早くなくなりました。牛乳も予定以上に早くなくな

りました。とてもいいきかいになりました。 

 

今日、牛乳部門で色々な人に会ってパンフレット？やプリン・ヨーグルト・牛

乳を配ったら、昼すぎに配り終わってしまいました。小さい子からおばあさん・

おじいさんに飲んでもらったり食べてもらったりして「淡路の牛乳やプリン、

ヨーグルトはおいしいなぁ」と言ってくれてうれしかったです。８月１８日に

行った牛乳工場や淡路島牧場に行って牛乳のことを色々知りました。大さかに

きたら、駅前にきて牛乳をわたしたら、「甘いなぁー」や「おいしいなぁ」や「淡

路島はいいなぁ」と言ってくれました。私は、この大さかにきて、淡路の牛乳

やヨーグルト・プリンを食べたり飲んでもらってよかったです。「淡路島、サイ

コー！」 

 

くばるのが、とってもたのしかったです。でも「牛にゅうはまずいから、とっ

てもきらいやねん。」といったのがはらたちました。牛にゅうは白いです。 

 

牛乳は、おいしいです。たのしかったです。 

 

今日の、「淡路が一番」で来た大阪でのＰＲは、チラシ配りや、牛乳を配ったり

するさぎょうをしました。中には「どうぞ」と言って、牛乳をわたしても、受

けとってもらえない人もいたけど、受けとってくれる人は、牛乳を飲んでから

「ニコニコ」して、「どこの牛乳なの？」や「おいしいよ。」と、言ってくれて、

うれしかったです。きぐるみを着ていた子が、小さい子とあくしゅをしていた

ので、みんなと笑ったりして、楽しかったです。牛乳と、のむヨーグルトと、



プリンを配りましたが、一番にプリンがなくなりました。牛乳を配っていると、

近よってきた女の人がいました。その人が「プリンありますか？」と聞いてき

たので「プリンは、もう、なくなっちゃいました。」と言うと「え～」と言って

いたので、うれしかったです。(プリンがほしかったようなので。) 

 

私は、牛乳部門でした。２日に、部門をきめて、１８日は牧場と工場に行きま

した。そして、２２日大阪に来て大阪の人達に牛乳やヨーグルトやプリンを、

食べてもらいました。牛乳やヨーグルトをのんでもらって「おいしい」と言っ

てくれる人がたくさんいてよかったです。パンフレットをくばる時は、とって

もたいへんでした。いそいでいる人が多く、なかなかくばれませんでした。ヨ

ーグルトをくばっていると、ヨーグルトをのんでくれて「がんばりよ」と言っ

てくれた人がいました。「あわじがいちばん」に来て牛乳からいろいろな物が作

れる事が分かってよかったです。また、来年も来たいです。 

 

今日は、楽しかったです。ぼくは、牛乳部門です。さいしょは、バスにのって、

ビデオを見ました。トイレきゅうけいのときにちがうふくにきがえました。そ

してついてから、牛乳くばりをしました。さいしょは、うまくくばれなかった

けど、あとからうまくできました。たのしかったです。 

 

今日は、「淡路が一番」で大阪に来ました。牛乳やプリンやチラシをくばりまし

た。それをたくさんのんでくれました。さいしょはなかなかなれなくて、なに

をしていいか、分かりませんでした。でも五分ぐらいでなれてきて、チラシも

くばれるようになりました。子どもづれのお客さんは、のむヨーグルトや、牛

乳やプリンもたべたりのんだりしてくれました。「おいしい」といってくれたり、

「これはどこの牛乳」などいってくれました。それが一番うれしかったです。

たくさんのんでくれたので一番はやくおわりました。わたしは、のむヨーグル

トをいれているとき、すぐになくなるので、はやくいれるのがたいへんでした。

でも今日は、とっても楽しかったです。 

 

たくさんの人の前で、きぐるみを着るのは、少しはずかしかったけど、せんで

んのために着てみたら、楽しかった。でもみんなに、きぐるみごしになぐられ

てちょーむかついた。いつかやりかえすぞー。牛乳はうまいぞー。 

 

私は２２日に牛乳部門で大阪の人たちにＰＲしてきました。１８日は淡路島牧

場と工場にいきました。工場で牛乳のことをおしえてもらって、牧場でちちし

ぼりやチーズ作りバター作りを体験しました。大阪では、牛乳やのむヨーグル



トをのんでもらったりパンフレットをくばったりしました。牛乳、のむヨーグ

ルトをのんだ人は、「すごくおいしい！！」と言ってくれました。私は声をだす

のがにがてです。だから、くばるのをずっといやがっていたけどなれて大きな

声をだすことができました。「あわじが一番」の行事に参加してよかったです。

また来年もこの行事があれば参加したいです。 

 

大阪の人が、牛にゅうをのんでくれてうれしかったです。牛にゅうをそそいだ

り、くばったりしました。けどたのしかったです。こえを出してくばることを

したときは、ありませんでした。そのけっか、いっぱいくばれました。よかっ

たです。また、大阪にいきたいです。 

 

大阪の人たちが、あわじ島の牛にゅうを、おいしいといってくれました。うれ

しかったです。あつかったけど、楽しかったです。ヨーグルトもおいしいとい

ってくれました。プリンもおいしかったと言っていました。今日は、とっても、

楽しかったです。 

 

わたしは、あわじしまの体験をとうして、あわじしまは、いいところだと思い

ました。大阪の人が「おいしかったよ。」といってくれてうれしかったです。わ

たしは、ちらしをくばっていると「ありがとう。」といってくれて、うれしかっ

たです。わたしは、今日は、いい勉強になったです。足がいたくなってしまっ

たり、ジュースをくれたりして、今日はいい一日だったと思います。わたしは、

みほとゆかとあぐりとでいっしょにいきました。わたしは、あぐりやみほと、

バスにのります。わたしは、しゃ真をとって、インタビューは男の子で、いろ

んなことをしておもしろかったです。 

 

わたしは、あわじ島のじまんを、大阪の人達にじまんをしに大阪にいって、わ

たしは、牛にゅうをいろいろ大阪の人においしいっていってくれるように大阪

にいって、初めは、なにをしていいか分からなかったけどだんだんと楽しくな

って、いろいろな人がおいしいと言ってくれてうれしかったです。すぐにやき

プリンがなくなりました。あっと言うまになくなってしまいました。ちょっと

つかれました。今日はすごく暑かったので牛にゅうとか早くお客さんにあげな

いと、おいしい牛にゅうがおいしくなくなるのでたいへんでした。今日は、お

客さんにおいしいと言ってくれてとてもうれしかったです。さいごに写真もと

ってもらえてうれしかったです。今日は楽しかったです。 

 

わたしは、８月２日と１８日に行けなかったので、今日初めてでした。笑顔で



受けとってくれる人もいれば、ムシする人もいました。わたしは、ぎゅうにゅ

うがキライだったけど少しこの体験を通して、好きになった気がします。わた

しは、たくさんのことをしました。牛乳をコップに入れる係と、大きな声でぎ

ゅうにゅうをせんでんする係と、チラシをわたす係です。わたしは、せんでん

をして、飲んでもらう係が一番楽しかったです。ムシをされたり、「いいです。」

などをいわれた時、すごくショックで、笑って「おいしい」と言われた時は、

泣きそうに、うれしかったです。すごくイイ体験になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【手延べ素麺部門】 

 

今日は、みんなで大阪にあわじの名産物をＰＲしに来ました。ちらしや、そう

めんのゆでたのを配っていたら、むしをされました。それで、スーツをきてい

る、足の早い人は急いでそうなので、声をかけないようにしました。とちゅう

で、せんこうを配るのを手伝いました。せんこうは、おとしよりをねらって配

りました。今年は、あわじが一番に参加してよかったです。また来年もするん

だったらまた参加したいです。 

 

今日おおさかでそうめんをくばりました。そうめんは、だいにんきでした。ぼ

くは、とてもくばるのがはやいといわれました。お客さんがありがとうといっ

てくれました。またこういうことがあったらおおさかへきたいです。 

 

今日大阪に行ってきました。あつかったです。そうめんを、くばりました。そ

うめんは一ばんさきになくなりました。よかったです。自分でたべてもおいし

かったです。おいしいと言ってくれてよかったです。 

 

わたしは、さいしょどきどきしたけど昼をすぎてみんなちょうしにのってきた

し、ぶたいで、ほうそうする人もいましたし、お客さんも「おいしい。どこで

うってるの。」とかきかれました。とてもおもしろかったです。 

 

わたしは、あわじが一番で最初そうめんを食べたりうどんを作ったときにすご

くおもしろかった。今日、大阪にきてあわじのそうめんをわたしたり、ちらし

をわたしたりしました。そうめんのゆでている人は、すごくあつそうでした。 

 

今日、わたしたちは大阪に行ってあわじのことを話したり、淡路の物をただで

くばったりしました。大阪のひとに、おいしいと言ってくれたので、とてもう

れしかったです。人のきもちもよくわかりました。そうめんは、大阪の人にと

ても、人気がありました。とってもうれしかったです。とくに、おじいさんや、

おばあさんには、とくに人気がありました。自分から、くださいと言っている

人がいてとてもうれしかったです。けれど、少しの人が、「これってお金がいる

の？」とかきいていました。また、今日みたいにアピールをしたいです。いい

けいけんになりました！！ 

 

今日は、とってもつかれた！大阪まで行った。私はそうめんです。そうめんと

ちらしをくばったり、ゆでたそうめんをくばったりしました。とっても暑かっ



たです。大阪の人にくばりました。そうめんは、けっこう人気でした。おばさ

んや、おじさんとかにわたしたら「あ、これくれんの？」と聞いてきました！

たまにムシしてくる人もいました。ちらしは、全部なくなりました！うれしか

ったです。いっぱい人がきて、そうめんは早く終わりました！今日は、とって

もつかれました！ 

 

今日は、大阪にあわじのことをせんでんしにきてよかったです。私は、手延素

麺をせんでんしました。ゆでるのは、熱くてむずかしかったです。ちらしを配

る時は、うれしい言葉をいっぱい言ってくれました。素麺を配っている時は、

おいしいとかいってくれました。 

 

今日大阪の人たちによろこんでもらってよかったです。またきかいがあったら

行きたいです。たいへんだったけど楽しかったです。ぼくはそうめんを配る係

でした。そうめんはすごく人気でよかったです。ぼくもそうめんを食べておい

しかったので行列になったんだなと思いました。あわじ島にはいい食べ物があ

ったときづいたのであわじ島がもっとすきになりました。人がいっぱいいまし

た。もっとよろこんでもらいたいです。 

 

はやく、そうめんがくばれて、うれしかったです。 

 

今、わたしは、あわじがいちばんで大阪に行きました。わたしは、手延べ素麺

ぶもんでした。おじいちゃん、おばあちゃん、ほかいろいろな人が素麺を食べ

てくれました。わたしは、そうめんをゆでて、ザルで水をきっておわんの中に

入れました。それを入れるとき熱風がきてすごく暑かったです。せんこうの手

つだいもしました。さいごのとき少なくなったからみなさんに２たばずつあげ

ました。みんなよろこんでくれてすごくうれしかったです。もう全部くばれて

すごくうれしかったです。来年もこのあわじがいちばんがあったらいきたいな

と思いました。今日一日たのしかったです。 

 

わたしは、この「あわじがいちばん」にさんかして、いろいろな事を学びまし

た。大阪の人に、私は、「手延べ素麺」を配りました。「ありがとう。」ともらっ

てくれる人や、「いりません。」ともらってくれない人もいました。ワークショ

ップもとっても楽しかったです。この、「あわじがいちばん」は、とてもいいけ

いけんになりました。まえよりも淡路島を大好きになりました。 

 

今日は、とてもつかれました。でも、大阪の人に淡路島のめい物や、楽しい物



をあげたり、食べてもらって楽しんでもらうあの笑顔をいっしょうわすれない

ように、したいと思っています。手延べ素麺をえらんでよかったと思っていま

す。暑い中だったけど、がんばって大阪の人にＰＲしてたくさんの人に食べて

もらいました。大阪の人に暑い中温かい物を食べてもらってうれしく思ってい

ます。だから、大阪の人にもっともっと淡路島のいろんないい所をまなんで、

知ってもらいたいです。淡路島には、必ず、いろんな観光客に来てもらって、

とてもにぎやかでにんきがある笑顔の淡路島にしたいと思っています。だから、

いろんな人が協力しあって幸せなくらしをしていきたいと思います。 

 

あわじが一番で、大阪に行ってＰＲをしに行きました。それでそうめんを配っ

たりちらしを配ったりしました。大阪の人たちの笑顔を見て、「ありがとうござ

います！」って言ったら「えらいねえ。がんばってね。」って言ってくれました。

うれしかったです。それに私が「そうめん食べてください。」ってゆったら「も

う食べました。」言われて人をさがしていたらその人は「こまってるやろ？おい

しかったからもう１こちょうだい。」って言ってくれました。うれしかったで

す！私は大阪に住んでいたけどここにはきたことがありませんでした。でもこ

のきかくがあってまた大阪にこれてうれしかったです！やっぱりあわじが一番。

あわじ。サイコー。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【海苔部門】 

 

今日は、おにぎりを作って、大阪の人に食べてもらいました。みんな、「おいし

い」と言ってくれました。一生けん命ＰＲしました。大きな声を出して、「おい

しいですよー」といいました。すごくうれしかったです。あわじの米とのりを

つかって、自分たちでたくさんのおにぎりをつくりました。たきたてのご飯で

とてもあつかったけど、一生けん命つくりました。あとで手をみたら、まっ赤

になっていました。１人の人で３コも食べてくれた人もいました。のりを２枚

つけて、たべる人もいました。そして、「おいしい」といってくれました。うれ

しかったです。小学校の最後の夏休み、とってもいい思い出ができました。 

 

私は、淡路の、のりをアピールしました。初めは、はずかしかってあんまり声

がだせなかったけど、どんどんなれてきて、最後には、とおくの人にも声がと

どいたぐらい大きい声がだせて、よかったです。初めてこんな事をしたので、

とてもべんきょうになりました。そして、おにぎりを食べてくれたひとが、淡

路の、のりとお米は、おいしいなあっていってくれたので、うれしかったです。

また、こんなきかくがあったら、また、きたいです。それと、じかんがまにあ

ったのでよかったです。 

 

今日は、大阪へ行ってたくさんの人達に、淡路島の、海苔やお米を使っておに

ぎりを作り、大阪の人がとても笑顔で「淡路島のお米や海苔はおいしいね。」と

言ってくれて、わたしはもっともっとたくさんの人に食べてもらいたかったの

で、紙をくばったり、大きな声でよびかけたりしました。中には、急いでいて

食べてくれなかった人や「ごめんね。」などとあやまってくれるひともいました。

だけどそんな人達にも淡路島のいい所がよく伝わったとおもいます。それに２

こも食べてくれるひともいました。みんなでがんばってつくったおにぎりなの

でぜったいに大阪の人達に伝わったと思います。これからもたくさんの所で淡

路島のことをもっと知ってほしいです。 

 

いろいろたいけんできてたのしかった。 

 

大さかで淡路ののりをアピールして、大さかの人はよろこんで「おいしい」と

言ってくれてうれしかったです。１回食べたひともどんどんおかわりしてくれ

ました。おにぎりのできたてをにぎってとても熱かったです。どんどん食べに

来てくれて、とてもうれしかったです。とても大変でした。全部おにぎりがな

くなってよかったです。マイクで｢淡路ののりと、お米たべに来てください。｣



と言って「聞こえたかな。」と思いました。歩いて、「おにぎりどうですか。」と

言うとたべに来てくれてよかったし、うれしかったです。インタビューしてく

れて言うのがきんちょうしました。いちばん最後にほかのちがうグループのを

聞きました。とてもよかったとおもいます。とても楽しかったです。 

 

ぼくは、たのしかったとおもうのはごはんをつくったときです。くばったとき

になんぼとかお金いるのとか言われていりませんと言いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【瓦部門】 

 

今日、ぼくたちは、大阪にＰＲしに行きました。ぼくは、かわらぶもんでした。

つかれたけど楽しかったです。 

 

じつは、わしらはせんこうをやりたかったです。でもなぜかかわらになりまし

た。でもかわらは、とてもおもしろかった。 

 

かわらをよくもってかえってくれる人がすごくいました、とてもうれしかった

です。またこんなきかいがあったらやりたいです。 

 

かわらをくばったのがたのしかった。 

 

今日は淡路島の特さん物を大阪の千里中央で、わたしました。始めの用意だけ

で暑いのにＰＲなんか出来ないと思ってました。でもやり始めると、少し楽に

思えました。しかし、初めには受けとってくれる人がすごく少なくてこまって

いました。でもすぐになれ始めて、いっぱいもらってくれました。帰る前には

写真をとってくれて、うれしいです。 

 

おおさかの人にＰＲむずかしかったけど、ずっとしている間にとくいになって

きました。とゆうよりわたしは、せつめいするのがにがてで、へただからちょ

っといやでした。でも瓦を作る人が２０人来てくれてうれしかったです。家に

帰ったら「自由べん強ノート」に作文を書きたいです。そして学校でみんなに

話したいです。来年もあったら、友だちといっしょに行きたいです。 

 

今日、ぼくたちは、大さかにＰＲしにきて、せんこうたてを大さかの人にあげ

ました。よろこんでくれてうれしかったです。大さかの人がせんこうたてをつ

くっていて、とってもじょうずでした。お宮さんが「じょうずにつくっている

なぁ」といってくれてとってもうれしかったです。 

 

 

 

 

 

 

 



【吹き戻し部門】 

 

今日は、「あわじがいちばん」で、大阪府の千里中央駅に来ました。駅に着くと、

まず、大人の人の話を聞き、お店を開きました。おじさんが吹き戻しの作り方

を教えてました。最初は、あまり上手に作れなかったけど、だんだん上手に作

れるようになりました。フッカーゲームは、吹き戻しを吹いて、ゴールに入れ

ると１点、５回中、２点入ればけい品をもらえました。いろんな人が来て、楽

しくしてくれたので、うれしかったです。いとことおじいちゃんが来てくれて、

色々していました。４００本中、ほぼ全部わたせました。最後に、みんなが感

想を言いました。そして、おかしとジュースを食べたり、飲んだりしました。

また来たいです。 

 

今日、淡路一番がありました。大さか千里でやりました。ふきもどしの、作る

場所で、ふきもどしの、作り方を、おしえてもらいました。フッカーゲームが

あって、大さかの人が来てフッカーゲームを、楽しんでいました。けい品はじ

ゃんけんふきもどしでした。もう二つありました。おやじのふきもどしと、い

ろいろあったふきもどしです。けい品をもらった人は、１２人ぐらいでした。

ふきもどしを作るのは、なれてきました。えいくんがいっぱい作っていました。

えいくんは、ぜんぶふきもどしを、ぜんぶわたしていました。先生も作ってい

ました。みんなも作っていました。さいごにみんなでジュースをかんぱいしま

した。金さきの、おっさんがかんぱいと言っていました。そしてぼくは、ぶど

うのぐみをたべました。 

 

今日、淡路が一番で大阪の千里中央までバスでＰＲしてきました。ぼくはふき

戻しの部門でした。ふき戻しでは、作った物をわたしたり、とおりすがりの人

が作ったりします。たんとう者は金﨑のおっさんです。午後からはフッカーゲ

ームが始まりました。三回ゴールを入れるとふき戻しのちょっとかわったのを

プレゼントします。あまりプレゼントをもらえた人はいませんでした。プレゼ

ントであまったのはぼくたちがもらいました。ぼくは四つもらいました。最後

はおかしとジュース、せいか発表でした。１チームずつせいかを発表していき

ました。ふき戻しは最後の方でした。せいかを発表したのは中田君でした。い

いことを言っていました。そして金﨑のおっさんの話でふき戻しは発表をおわ

りました。 

 

今日、あわじのいちばんの物や食べ物をおおさかの千里にくばりに行きました。

ついたらじゅんびをしてふきもどしのつくり方を教えてもらいました。さいし



ょは、うまくいかなかったけどこつをつかんだらかんたんにできました。ちい

さい子どもがいたらくばってあげました。ありがとうといってもらったらとっ

てもうれしかったです。お昼ごはんを食べてからフッカーゲームがはじまりま

した。いろいろな人がさんかしてくれたのでうれしかったです。ｈいまなとき

は、せんこうのてつだいをしました。フッカーゲームでけいひんがもらえると

うれしそうにしていたのでうれしかったです。いろんな人にふきもどしをくば

りました。ふきもどしはぜんぶくばれたのでとってもうれしかったです。 

 

今日は、淡路が一番のやつで大阪に行きました。それでぼくは、ふきもどしの

部門でした。最初は、ふきもどしをつくるのがすごくむずかしかったけどずっ

とつくっていたらなれてきてすごく楽しくなりました。ふきもどしをつくりお

わると通りかかるおじさんやおばさんや小さい子に、ふきもどしをあげるとす

ごくよろこんでくれたのでいっぱいつくろうと思いました。次は、フッカーゲ

ームを大阪の人にやってもらいました。ほとんどの人がむずかしいけど楽しい

といってくれました。すごくうれしかったです。最後らへんには、いっぱいく

ばれて最後のあと５分ぐらいのところでぜんぶくばれました。うれしかったの

でまたしたいなあとおもいました。ぜんぶおわると最後には、みんなでおかし

をたべました。すごく楽しかったです。また大阪にきたいです。 

 

今日、淡路が一ばんで大阪に来ました。それでふきもどしをしました。ふきも

どしは、作ったことがあるけどわすれて、またおしえてもらいました。道を歩

いている人にふきもどしをわたしました。作ってみたいって言う人もいました。

ふきもどしでフッカーゲームがありました。五こボールを入れたら商品がもら

えます。ぼくたちは、できなかったけどお客さんがしてくれたのでよかったで

す。 

 

おのころにふきもどしを作りに行った時は、あまり、じょうずに作れなかった

けど、大さかに、くると、すごくじょうずに作れるようになりました。そして、

ふきもどしをあげた、大さかのみなさんが、おかえしに、えがおで、「ありがと

う。」と言ってくれました。わたしは、すごくうれしかったです。わたしは、あ

わじしまがもっともっともっと大すきになりました。やっぱり、「あわじがいち

ばん」です。 

 

大阪に行って、ふきもどしをくばって作りました。それで大阪でふきもどしを

４００本も作って４００本全部大阪の人がもらってうれしかったです。いちば

んうれしかったのは、ふきもどしをもらってくれた、小さい子どもや大人が、「あ



りがとう。」「子どもがよろこぶわ。ありがとう。」と言ってくれて、すっごくう

れしかったです。としよりの人は、「あついのにがんばってるね。」っていって

くれてうれしかったです。それを言われて、もっともっとやる気がでてきまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【線香部門】 

 

ぼくは、線香くばりました。はじめはできるかなぁと思ったけどできました。

くばるのはやってみたらけっこう楽しかったです。はじめはもらってくれてう

れしかったです。えきの近くでやったら、よくもらってくれました。くばるの

は、たいへんでした。立っているだけで足がいたくなったりしました。線香が

終わったらかわらをてつだいました。外国人の人にもあげました。きょうは、

楽しい一日でした。 

 

大さかでＰＲむずかしかったけど楽しかった。大さかにいって人に物を配るの

はむずかしいんだなーと思ったけどむずかしいほど楽しかった。そして線香を

配った人に、「ありがとう。」と言ってくれるのがうれしかった。そして、あわ

じ島の線香は、すごいと思った。なぜだと言うと手作りで作るのが早いからで

す。線香を人にわたすときに手作りと言うと、「すごいなー。」と言ってくれて

うれしかった。 

 

今日は、一日たってばっかりだったからつかれた。でも、線香もらえたりいい

こともあった。 

 

今日、一日しんどかった。けど「ありがとう」といってくれたらうれしかった。

かわらといっしょにくばったら、たくさんの人がもらってくれた。 

 

今日一日せんこうのぶもんでくばり歩いたのでつかれました。でもたのしかっ

たです。淡路島大大大大大大大大大大大大大大好き。 

 

今日は、ぼくたちがまっていた大さかに、アピールしにきました。さいしょは

どこかわからなかったけど、かなりおとながおおかったです。男の人に線香わ

たしても、とってくれなくて、女の人にわたしたらとってくれました。今日、

一日たのしかったです。 

 

私は、せんこう部もんです。せんこうのことを勉強して、今日大阪の千里中央

に来て、ＰＲしました。せんこうをもらってくれる人もいるけど、もらってく

れない人もいました。私は、もっともらってほしかったなと、思いました。大

阪の人は、「このせんこうは、みんなが作ったの？」とか「じょうずに作ったね。」

とか、言ってくれました。ちょっとうれしかったです。元気がでてきた気がし

ました。せんこうのにおいをかいで、みんな「いいにおい。」とか、いろいろな



事を言ってくれました。今日は、千里中央に来てよかったと思ったし、せんこ

うのことについてよくわかりました。作るの楽しかった。また作ってみたいと

思った。 

 

私は、せんこう部門です。勉強する時、私は、「めんどくさいなー。」と思った

りしました。そのとおりとっても、めんどくさかった。２回目の勉強会は、せ

んこうの箱づめでした。私は、算数がとってもにが手です。だから、２０ｇと

いっても、１６ｇだったり、はかるのがめんどくさいのでテキトーにしたりし

ていました。それに、最後に、下にしくしろいスポンジが、３まいも、あまっ

てしまいました。そして、当日、服をわたされて私は、いきなり「なにこれ？

チョーださい。」と思いました。せんこうをくばる時にも、暑いなー！しんどい

なーなど、思った。でも、とってもたのしかったです。また、こんなきかいが

あったら参加したいとおもいますが、次は、中でやりたいな。 


