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長谷部亜季、長谷部千紘
タイトルタイトルタイトルタイトル つばさ 〜みんなに届け私たちの想い〜 

応募者氏名応募者氏名応募者氏名応募者氏名 長谷部 千紘 

作品作品作品作品をををを通通通通してしてしてして

伝伝伝伝えたいことえたいことえたいことえたいこと 

・私たち中高生にも日本にいながら出来る国際協力があるということ。 

・やりたいことに向かって一生懸命に取り組めばたくさんの人の応援や協力で一見 

不可能に思えることも実現できるということ。 

・失敗を恐れず挑戦する、一歩踏み出す勇気を持つことの大切さ。 

実践者氏名実践者氏名実践者氏名実践者氏名／／／／団体団体団体団体

名名名名 

長谷部 亜季 長谷部 千紘／新潟県立村上中等教育学校 つばさ 

実施日実施日実施日実施日・・・・期間期間期間期間 2015 年 2 月〜現在まで プロジェクト 4回新潟県立村上中等教育学校 

主主主主なななな実施場所実施場所実施場所実施場所 新潟県立村上中等教育学校 

取取取取りりりり組組組組みへのみへのみへのみへの参加参加参加参加

者及者及者及者及びびびび人数人数人数人数 

全校生徒・先生・保護者 およそ 500 人 

目標目標目標目標・・・・ねらいねらいねらいねらい

・私たちが使わなくなった衣類や文房具などを集めることによって、発展途上国で 

生活する貧しい人々を支援すること。

・資源の再利用、3R 運動にも繋げること。 
・実際に国際協力の場に立ち、国際協力のあるべき姿を学ぶこと。

・この活動に関わることで、世界の現状に目を向ける人、国際理解に関心を持つ人を

増やすこと。

具体的具体的具体的具体的なななな

取取取取りりりり組組組組みみみみ内容及内容及内容及内容及びびびび

工夫工夫工夫工夫・・・・配慮配慮配慮配慮したしたしたした点点点点

等等等等

【【【【1.プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト内容内容内容内容】】】】

使わなくなった文房具や衣類、玩具などを回収、集計し、発展途上国に送る『つば

さプロジェクト』を「つばさ」メンバー4 人で実施しています。２週間ほどの回収期間

を設け、学年毎につばさ box を設置し、そこに回収対象の不用品を入れてもらいま

す。プロジェクト前には、便りやポスターを作成し、各教室を回って協力を呼び掛け

るなどの広報活動を行います。終了後にはメンバーと快く手伝ってくれるクラスメイ

トや後輩で集計し、また便りを作って成果を報告します。

【【【【2.つばさのつばさのつばさのつばさの成成成成りりりり立立立立ちちちち】】】】

つばさは、私と友達の何気ない会話の中で誕生したグループです。社会や英語の授

業で国際問題について学び「私たちに出来ることはなんだろう」と考えたことがきっ

かけでした。「つばさ」という名前には、私たちの想いが多くの人々に届きますよう

にという願いが込められています。

【【【【3.つばさつばさつばさつばさプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトができるまでができるまでができるまでができるまで】】】】

まず初めに、発展途上国の人々が何を必要としているのかインターネットや本を使

って調べました。孤児院や NGO のホームページでは、「money」という答えが多く見

られました。しかし、私たちの学校ではアルバイトが出来ないので、多額の資金を集

めることは現実的に不可能でした。

そこで、「私たち学生でも出来る国際ボランティアはないのか」を考えたところ、

使わなくなったものを必要としている人々に届けることではないか、という結論に辿

り着きました。

この考えを先生に話すと、「そもそも物資は集まるのか」「どのくらいの人が参加

してくれるのか」「物資を送るにあたって送料はどうするのか」という厳しい言葉が

返ってきました。確かに私たちはやりたいという気持ちだけで、実施するための詳し

いプランを考えていなかったので、実現可能なプロジェクトにするために内容を詰め

ていきました。また、私たちは委員会や部活動で活動するわけではなく、前例がない

ため、学校から金銭面での援助はありません。

「そもそも物資は集まるのか」「どのくらいの人が参加してくれるのか」という課

題点は、やってみないと分かりません。私たちの学年である 5 学年で、試しに『つば

さプロジェクト第一弾』を実施することにしました。「送料はどうするのか」という

問題点では、生徒会のお金を使うとどうしても学校側の意見を取り入れなければいけ

なくなり、自由に活動できないので、自己負担することに決めました。

長谷部 亜季 
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【【【【4.つばさつばさつばさつばさプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト始動始動始動始動】】】】

このような困難を乗り越え、『つばさプロジェクト第一弾』を実施することが出来

ました。集めたモノは、みんなが使わなくなった文房具でした。プロジェクトを実施

するにあたり、「みんなにプロジェクトに参加してもらうためにはどんな工夫をした

らよいか」を考えました。まず、つばさプロジェクトを 5 学年全員に知ってもらうた

めに、チラシを作り、配りました。もしそのチラシを無くした人がいても、内容を確

認できるように黒板にも張り出しました。私たちの気持ちが届くようにとの気持ちを

込めて、文房具を回収する「つばさ box」を作成しました。 
次に、この box をどこに設置したらみんなが文房具を入れやすいのかを考えまし

た。よく目に付く、廊下のクラスとクラスの間に配置して、2 クラスのどちらからも文

房具を入れやすいようにしました。また、誰もが使う廊下に置くことで、つばさプロ

ジェクトを宣伝できるし、他学年がつばさプロジェクトに興味を持つことが出来ると

考えました。狙いは的中で、私たちが思っていた以上の文房具（内容は成果の欄に記

入）が集まり、6 年生が「これ何？」と尋ねてくれるなど大成功でした。また、box が

空になっているよりは少し入っている方が入れやすいと思い、最初から少し文房具を

入れておきました。

【【【【５５５５.発展途上国発展途上国発展途上国発展途上国にににに届届届届けるまでけるまでけるまでけるまで】】】】

この物資を送る発展途上国の孤児院を見つけるのが非常に大変でした。ホームペー

ジを見ても更新されていないところや、メールを出しても返ってこないところがたく

さんあったからです。やっとの思いで見つけたのは、カンボジアにある孤児院でし

た。http://www.sokschoolvilla.org/ 
院長さんと何度かメールをしました。「文房具を送ってもいいですか？」と尋ねる

と、「あなたが送ってくれるものなら何でも嬉しい」との答えが返ってきました。と

ころが、カンボジアに物資を送ったという報告のメールをしてから、院長さんから返

信が来ることはありませんでした。多額のお金を費やしたのに、私たちの思いはカン

ボジアの孤児院にいる子どもたちには届かなかったのでしょうか…。

【【【【６６６６.失敗失敗失敗失敗をををを乗乗乗乗りりりり越越越越ええええ】】】】

この失敗を活かし、ワールドギフトという団体の力を借りて、発展途上国に物資を

届けることにしました。http://world--gift.com/ex--ok/ex--259.html 
物資を受け取った人たちの反応を知ることは出来ませんが、たくさんの笑顔が花開

いていることを願っています。『つばさプロジェクト第二弾』では 5、6 年生を対象

に、着なくなった春秋物・夏物の衣類を集めました。http://world--gift.com/ex--ok/ex--
289.html 初めて衣類を集めたので、どのくらい集まるのか不安でしたが、『つばさプ

ロジェクト第一弾』の成果もあり、たくさんの衣類が集まりました。ここでは、私た

ち 5 年生よりも 6 年生の方が多く集まり、改めて様々な人の協力があって私達の活動

が成り立っていることを実感しました。『つばさプロジェクト第三弾』では、1〜3 年

生の前期生を対象に文房具を集め、成功に終わりました。http://world--gift.com/ex--
ok/ex--327.html 
【【【【7.活動活動活動活動のののの広広広広がりがりがりがり】】】】

第 3 弾終了後に、新潟日報という新聞社から取材してもらえることになりました。

取材を依頼したのは、高校生にもやろうと思えば出来ることがあって、社会に貢献出

来るということを同世代の人たちに知ってもらいたいからです。もっとたくさんの人

に私たちの活動を通してこれらのことを知ってもらいたいです。この記事を見て、ぜ

ひ協力したいと言ってくださる方が現れました。私たちの記事を見て「happy」になっ

たそうです。物資の送料が自己負担なことを知り、長年集めてきた大切な切手を私た

ちに譲ってくださりました。このつばさプロジェクトは、私たちの想いだけではな

く、たくさんの人の想いが詰まっていることを改めて実感する機会となりました。ま

た、金銭面での負担が大きいこともあり、一度は直接発展途上国に届けることを諦め

ましたが、再び直接届けることが出来るようになりました。

東日本大震災の被災地では、不要な物が送られてきて余ってしまうなどの問題が発

生しました。一方的な支援は迷惑にもなり兼ねません。相手と連絡を取ることが出来

れば、喜ぶ様子を見ることができ、更にやりがいが生まれるでしょう。

つばさプロジェクト第 4 弾では、ついに 1〜6 年生の全校生徒と保護者を対象に、文

化祭にて文房具、衣類、玩具を集めました。ポスターやチラシを書き掲示して、『つ

ばさプロジェクト』を宣伝しました。

『つばさプロジェクト』で私たちが使わなくなったものが少しでも発展途上国の人々

の役に立てることを祈っています。
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教材教材教材教材・・・・資料資料資料資料 
下記に写真を添付

成果成果成果成果

集計結果集計結果集計結果集計結果

・第一弾 鉛筆２０４本 ペン１１９本 消しゴム９４個 

メモ帳３０冊など 計６７１点

・第二弾 トップス７１着 ズボン・スカート２６着 その他９点 計１０６点

・第三弾 ペン３３８本 鉛筆３１７本 消しゴム９３個 キャップ６５個など 

計１５６２点

・第四弾 鉛筆５４７本 ペン１２４本 消しゴム４９個 定規２７本など 

文房具計８５６点

トップス３３６着 ズボン・スカート１４４着 靴下２２足など 

衣類計７５３点

玩具１８点 本４冊 

総計１６３１点

そのそのそのその他集他集他集他集まったものまったものまったものまったもの・文房具

クレヨン クーピー 色鉛筆 絵の具 算数セット 

筆入れ ポーチ 

コンパス はさみ のり 書道道具 下敷き ファイル 

付箋 クリップ

修正ペン 印鑑 シャープペンシルの芯 便箋 シール 

・衣類

ワンピース 帽子 腹巻 髪ゴム 手袋 ハンカチ タオル 

パジャマ スキーウェア カバン ランドセル 肌着

アンケートアンケートアンケートアンケートのののの結果結果結果結果

・つばさプロジェクトを知っていますか。 YES ９５％ NO ５％

・プロジェクトに協力したことはありますか。 YES ２４％ NO ７６％

・プロジェクトを通して国際協力に対する意識や関心は高まりましたか。 

YES ７２％ NO ２８％

感想感想感想感想

＜つばさメンバー＞

・集計をしてみて、こんなにたくさん物を寄付してくれている人が私たちの学校にい

ると知り感動した。

・中学生や高校生にもできる事があるので、つばさプロジェクトに参加して良かっ

た。

・集計が楽しかった。

・募金など金銭的な面以外でも困っている国の人に対してサポートできる活動を初め

て知った。

・活動は大変だが、やりがいがある。

＜つばさメンバー以外＞

・自分たちが使わなくなった物を必要としている人たちに寄付することは、とても良 

い事だと思う。 

・国際協力に少しでも協力できたら嬉しい。

・活動頑張って。 

・引き続き活動をして欲しい。

今後今後今後今後のののの展開展開展開展開、、、、発展発展発展発展

（（（（このこのこのこの取取取取りりりり組組組組みみみみ

のののの生生生生かしかしかしかし方方方方））））

つばさプロジェクト第一弾の時に断念した発展途上国に直接物資を送る活動に再挑

戦したいです。現在、カンボジアの孤児院関係者の方と連絡を取り、前回よりも入念

に話し合って準備を進めています。カンボジアだけではなく、他の発展途上国にも寄

付していきたいです。

これから更に活動を拡大していこうと考えています。具体的には、学校の近くの小

中学校・高校と連携してプロジェクトを行ったり、駅や市役所などの公共機関につば

さ box を設置したりしたいと思っています。 
私たちも来年は受験生です。ですが、せっかくここまで大きくなった活動を終わらせてしまう

のはもったいないと思います。２０人近くも一緒に活動したいと言ってくれた後輩がいるので、

私たちの想いを受け継いでいってほしいです。 

広報活動にも力を入れていきたいです。第四弾終了後には新潟のテレビで活動の写真を

紹介してもらいました。他の局の取材も受けることになっています。県内で行われる国際理解

教育プレゼンテーションコンテストにも出場予定です。私たちの活動を知って、このような活動

をする若者が増えることを望んでいます。
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資料資料資料資料

カンボジアの孤児院へ 院長さんからの返信 文房具を送った報告

つばさプロジェクト第一弾 便り つばさプロジェクト第一弾 集計

箱詰めしカンボジアへ 文房具を送ったカンボジアの孤児院
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つばさプロジェクト第二弾 回収中 つばさ box を運ぶメンバー 箱作り

つばさプロジェクト第二弾 つばさプロジェクト第三弾 回収中

つばさプロジェクト第三弾 切手をくださった方と

文化祭用ポスター作成 つばさプロジェクト第四弾 ポスター作成 文化祭用ポスター掲示
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つばさプロジェクト第四弾 文化祭 つばさプロジェクト第四弾 実施中

つばさに関するアンケート 後輩につばさの説明会

後輩と活動 つばさプロジェクト第四弾 集計

つばさに関するアンケート 集計 つばさプロジェクト第四弾


