
14歳のパワーアッププログラム～キャリアデザインの第一歩～

世田谷区の中学校*道の駅とみうら枇杷倶楽部

「社会授業」実施報告

2021年10月



【概要】
・ 2021年9月28日、世田谷区立尾山台中学校第２学年生徒（１３１名） 、道の駅とみうら

枇杷倶楽部（鈴木駅⾧）、全国道の駅連絡会事務局（落合次⾧）と共同に「道の駅」に
関連するワークショップ型授業を実施（withコロナ下でのニューノーマル対応の実験）

・ 当日に「道の駅」と中学校をオンラインでつないで実施。
事前にオンラインでの取材収録も行い、同駅の紹介および課題の理解を深める。

・ 「道の駅」全体についての説明・解説および生徒たちグループワークへのサポート。

概要 P.2

＜ R3.9.28講演資料＞ ＜オンラインでの授業風景＞



【目的】
・ 「道の駅」について、運営会社の社員として仕事を疑似体験（課題について、グループ

でアイデアをまとめ発表）することにより、働くことを学ぶとともに、地域経済や地理、
国の政策等について理解を深める。

【課題内容】
・ 1日駅⾧企画:

「東京から家族連れにもっと来てもらいたい」
そのためにはどのようなサービスや魅力を今以上につくっていけばいいか?
（また、それをどう伝えるか?）

①キャッチフレーズ案
②オリジナル企画案
③ゆるキャラ案

についてグループワーク

実施内容 P.3

＜道の駅とみうら枇杷倶楽部 公式ホームページ＞＜グループワークの様子＞



カリキュラム P.4

時間 項目 講師・内容等

1 8:45～9:35
体育館

・全体オリエン
・「道の駅」とは?

大橋先生（5分）
講師:「全国道の駅連絡会」事務局次⾧ 落合 直樹氏（40分）
※地域経済や地理、国の政策含めた内容
・生徒たちとの質疑応答（5分）

2 9:45～10:35 ・「とみうら」はどんなところ?
・「とみうら」からの課題出し

・全体進行 大橋先生（5分）
・講師:道の駅とみうら枇杷倶楽部 駅⾧ 鈴木 洋一氏
①鈴木駅⾧の紹介（5分）
②取材映像の紹介（10分）
③鈴木駅⾧からのお話（10分）
④生徒たちとの質疑応答を含めたやりとり（15分）
⑤鈴木駅⾧から課題出し（5分）
「枇杷倶楽部」を拠点として千葉県南房総エリアを巡る「日帰りツ
アー」を企画してほしい。その際、南房総の観光地域づくり支援になる
ような視点も考慮。
ターゲットは世田谷区に住む家族。ネーミング、ツアーの概要・特徴・
魅力など

3.4 10:45～11:35
各教室
11:45～12:35
各教室

個人ワーク・グループワーク ・個人でワークシートに記入
・グループワーク

5 13:30～14:20 グループワーク 各グループ1つの企画案に仕上げる

6 14:30～15:20 ・クラス内発表
・まとめ（講評）
・最後に

・クラス内グループ発表（6グループ×6分＝36分）
・事務局よりまとめと講評



結果（内容）抜粋① P.5

キャッチフレーズ 意味
枇杷の王国 枇杷のオリジナル商品が沢山ある為枇杷の印象が強く残ったから
枇杷香る安らぎの道の駅~とみうら枇杷倶楽部~ ・道の駅の「休む」という本来の意味

・特産の枇杷の魅力
・地域の人にもっと身近に感じてもらう為

ビワくて便利枇杷倶楽部 枇杷倶楽部は枇杷が有名だからタピるのようにビワるを流行らせ
たいから

びわを愛し、びわに愛された場所 地元の人のびわへの感謝の気持ちとびわへの愛

【発表内容】
①キャッチフレーズ案

②オリジナル企画案
企画 内容
可愛い枇杷の断面博覧会 ・顔に見える枇杷の断面を集めて展示する

・枇杷の断面キーホルダーを作る
枇杷大食い大会 15分間で枇杷を食べた量の多い人の勝利
特産物のスタンプラリー 特産物を食べてスタンプを貰う。ゴールしたら一番気に入った特

産物をもらえる

びわマラソン ・『とみうら枇杷倶楽部』から『おおつの里花倶楽部』まで
・ 片道３.８km（往復マラソンのため､往復7.6km）
優勝商品 びわ、びわジュース、びわゼリー等

＜尾山台中学校 グループワーク資料より（抜粋） ＞



結果（内容）抜粋② P.6

【発表内容】
③ゆるキャラ案
枇杷をモチーフにしたキャラクターが目立つ

＜尾山台中学校 グループワーク資料より（抜粋） ＞



【考察】

学校（生徒）側:
・道の駅への理解を深める機会となった。

・職業や進路に関心を持たせ、これからのキャリア学習の第一歩となる学びであった。

・中学生の豊かな感性で、様々なアイディアが発表され、良いアイデアは採用も検討と、
社会貢献意識にもつながる授業であった。

道の駅側:
・道の駅への取り組みを若い世代から理解促進させる。

・生徒たちのアイディアを活用し道の駅運営の認知、集客に活用できる。

考察 P.7

こうした機会を通じて今後も道の駅と若い人たちとの交流を増やしていき、
道の駅の理解促進と広報啓発の取り組みを行っていきたい。



〈参考〉



概要資料（14歳のパワーアッププログラム） P.9

＜尾山台中学校作成:１４歳プロジェクト全体像シート＞



概要資料（コラボ企画第2弾！） P.10

＜尾山台中学校作成:道の駅特別授業のシート＞



結果（内容）一覧 P.11

【発表内容】
①キャッチフレーズ案
キャッチフレーズ 意味
枇杷領南房総市 枇杷に支配されている南房総市をイメージしました

（季節の花+枇杷）×（ドキドキ+ワクワク）
=道の駅とみうら枇杷倶楽部

道の駅とみうら枇杷倶楽部にあるものを全て詰め込みました

枇杷の王国 枇杷のオリジナル商品が沢山ある為枇杷の印象が強く残ったから

楽しいよ!自然あふれる琵琶倶楽部! ・楽しい
・自然が沢山ある
・子供から大人まで楽しめる

枇杷香る
心も体も癒されるとみうらへ

・枇杷がたくさんあるから
・富浦に来ると、開放感があり心も体も疲れが取れるから

香りまでもびわ空間～菜の花畑を添えて～
日本一の富浦市

・沢山の枇杷の香りと菜の花畑の景色から視覚と嗅覚の２感で楽
しめるから
・自然あふれる富浦枇杷クラブを想像してもらうため

枇杷だけじゃない! ・富浦町といえば「枇杷!」というイメージが多いですが、枇杷
だけではありません!!
・その事実を知ってほしい、そんな想いを込めて作りました

枇杷クラブと言ったら枇杷でしょ。 この道の駅は枇杷を盛んに作っているので、枇杷倶楽部＝枇杷と
いうイメージをつけたくて、このようなキャッチフレーズにしま
した

＜尾山台中学校 グループワーク資料より＞



結果（内容）一覧 P.12

【発表内容】
①キャッチフレーズ案
キャッチフレーズ 意味
枇杷香る安らぎの道の駅~とみうら枇杷倶楽部~ ・道の駅の「休む」という本来の意味

・特産の枇杷の魅力
・地域の人にもっと身近に感じてもらう為

美味しい枇杷のお城へようこそ 枇杷が有名で建物がお城のようだから

自然あふれる!幸せあふれる!
ドライブの休憩どうですか?
とみうらびわくらぶ!

・自然溢れていて、そして幸せが溢れているトミウラ枇杷倶楽部
でいいドライブの休憩をしませんかという意味

生命溢れる奇跡の街へ このキャッチフレーズは富浦町の枇杷やいちご、南房総の海産物
などの自然に溢れた街だということ

ビワくて便利枇杷倶楽部 枇杷倶楽部は枇杷が有名だからタピるのようにビワるを流行らせ
たいから

一息つこう!花紅柳緑の地へ 道の駅の大切な要素「休憩」の場所がたくさんあったため、忙し
い運転手さんが「一息つけるところ」ということで、一息つこう。
花紅柳緑は、多くの花が咲いていて、緑がたくさんある、生の自
然を四字熟語で表したものです。そのため、本当の自然を楽しみ
ながら、休憩ができる道の駅ということで、「一息つこう、花紅
柳緑の地で」というキャッチレーズにした

枇杷と花の楽園 枇杷と花がきれいだたから

ふ楽っ富浦 ふ楽っ富浦の楽は枇杷倶楽部の楽から取りました。
意味はふらっとこれるような富浦と言うことを表している。

＜尾山台中学校 グループワーク資料より＞



結果（内容）一覧 P.13

【発表内容】
①キャッチフレーズ案
キャッチフレーズ 意味
枇杷の恵みとともに、自然体な私で とみうら枇杷倶楽部のまわりは自然に囲まれており、枇杷が有名

です。
枇杷の香りを身に染みて感じることでリラックスし、自然体な自
分でいられます。
また、「枇杷の恵み」というフレーズには、枇杷を形作っている
太陽や水、人の愛という意味合いも含まれています

くつろぎの場おいしいびわソフト枇杷倶楽部 みんながくつろげる、人気商品のびわソフトがおいしいくて有名
だということを伝えるため

『枇杷しかないいや!枇杷だけでいい!!』
枇杷しか勝たん

枇杷だーいすき

南房総の旅は「とみうら枇杷倶楽部」にお任せ!! 南房総の観光場所などをわかりやすく教えてくれたという口コミ
を見たのでいろんな情報がたくさんあって旅には欠かせない存在
だということを伝えたい。

おいでませ!枇杷であふれた楽園へ 誰でも気軽に来てほしい意味と『とみうら枇杷倶楽部』で有名な
枇杷を全力で推していきたいという意味

自然と枇杷で溢れるステーション 自然がたくさんあって枇杷が有名だから

ようこそ!菜の花広がるびわの王国へ 菜の花が広がるところで枇杷などの特産物をいただくことができ
る場所

びわを愛し、びわに愛された場所 地元の人のびわへの感謝の気持ちとびわへの愛

＜尾山台中学校 グループワーク資料より＞



結果（内容）一覧 P.14

【発表内容】
②オリジナル企画案

＜尾山台中学校 グループワーク資料より＞

企画 内容
可愛い枇杷の断面博覧会 ・顔に見える枇杷の断面を集めて展示する

・枇杷の断面キーホルダーを作る
・必需品枇杷を置く机、枇杷

オリジナル商品が作れる、キッドを通販で販売する。 ・ 枇杷のオリジナル商品を手作りできる、キッドを通販で販売す
る
・枇杷の手作りデザートのキッドを通販で販売することでおうち
で手軽に枇杷を堪能することができる
例えば‥枇杷ジャム、枇杷ゼリー、枇杷カステラ等

枇杷の葉っぱを使った足湯 枇杷の葉っぱは肌にいいのでそれを利用して足湯を作ることで誰
でも気軽に立ち寄ることができる

アスレチック ・川を使う
・自然に、馴染むような見た目
・安全

枇杷スイーツバイキング&枇杷のフルコース&枇杷狩り ・枇杷をふんだんに使ったスイーツ
・菜の花を使ったスイーツ
・枇杷を使った料理のフルコースを考える
・自分で枇杷をもぎ、食べれる（季節限定）

枇杷スイーツコンテスト ・富浦町の枇杷を使ったスイーツを募集して何個かに絞る。絞ら
れたスイーツを実際に作り写真を撮る。撮った写真を枇杷倶楽部
で紹介して1位のものを商品化する。審査員は枇杷倶楽部に来たお
客さん!!



結果（内容）一覧 P.15

【発表内容】
②オリジナル企画案
企画 内容
全世代が楽しめるフェス
果物フェス・演奏ステージ

・果物(枇杷・苺・メロンなど)果物を使った料理、スイーツ
などが出ます
・その場で食べられる机を設けて新鮮なまま果物を食べれます。
場所:道の駅とみうら枇杷倶楽部駐車場
開催:それぞれの旬の季節
・果物フェスの時にバックで音楽を流します
・有名なアーティストもコラボ…?
フェス後次のアーティストアンケートを取る予定です

びわタクシーを作る ・車体は枇杷の色
・乗ってる間枇杷食べ放題（ジュースも）
・1km500円
・運転手は枇杷の被り物
・車体の行灯部分に枇杷マークをつける
・枇杷の種をもらう
・枇杷のおすすめスポットへ行く
・自動運転
・富浦市についても知ってもらう
・バイク、自転車もある

広い駐車場を生かして地元の特産品オークションをする。 普段売られない本日限定の特産物をオークションを通して地域の
交流を深める

びわフェア インスタ映えしそうなスイーツを1時間食べ放題
（ソフトクリーム、パフェなど、、、

＜尾山台中学校 グループワーク資料より＞



結果（内容）一覧 P.16

【発表内容】
②オリジナル企画案
企画 内容
枇杷ドッジボール ・枇杷でドッジボールを行う

・ルールはドッジボールと同じ
・用意する物
・使い捨てレインコート、枇杷、コート

枇杷投げ大会 ・枇杷を作ってくれる人、枇杷への感謝をするために枇杷を投げ
つける
・勝者も敗者も存在せずに、参加賞として一箱分の枇杷が贈られ
る
参加費:1500円

枇杷大食い大会 15分間で枇杷を食べた量の多い人の勝利
・勝者には商品券1500円分を贈呈
・参加費:子供1500円大人1800円

・フリーWi-Fi設置
・トミウラ枇杷倶楽部で2000円以上買うと4リットル無料でガソ
リンを入れれる
・季節のイベントを行う名所（パワースポット）を作る
・ 中学生以下のお子様+家族の3人以上でご来場のお客様に一本
アイスを提供する

・フリーWi-Fiの設置→とみうら枇杷倶楽部の写真をSNSに投稿す
るとWi-Fiのパスワードが貰える
・季節のイベント→春:お花見（ゴミは持ち帰ってね） 夏:手持
ち花火祭り
・ 秋:ハロウィンの仮装祭冬:餅つき大会
・イベントの写真を撮ってSNSに投稿するとおみくじが引ける

枇杷料理食べ放題 ・ビワを食べたことのない人たちに関心を持ってもらう
・ビワを使ったソフトクリーム、ビワを使ったカレー、ビワを
使ったドリンク等を提供する
・琵琶のつかみ取り

＜尾山台中学校 グループワーク資料より＞



結果（内容）一覧 P.17

【発表内容】
②オリジナル企画案
企画 内容
枇杷の食べ放題・掴み取り 枇杷の食べ放題は、焼肉の食べ放題と同じ方式で、枇杷なので

ジュースにもなるので色々な形で枇杷に触れ合うことができます。
枇杷の美味しさをたくさんの人に知ってほしいです。
枇杷の掴み取りは、枇杷を色んな人に食べてほしいので行います。
家でも様々な調理をして、枇杷の魅力を知ってほしいです。

人気YouTuberを呼ぶ YouTuberが実際に行って、楽しんでもらう動画を投稿する。
・説得力がある
・YouTuberが行っているなら、子供も行ってみたいとなる
・知名度が上がる
・商品が売れる

枇杷狩り（⿁ごっこ） 枇杷の帽子を被った枇杷人間が敷地内に潜んでいて、捕まえたら
賞品がもらえる

アイドルデビューさせる ・ご当地枇杷アイドルをデビューさせる
・ご当地アイドルを使って客を呼び込む

枇杷のジャム作り体験 枇杷を収穫していちからジャム作りをする

びわマラソン 『とみうら枇杷倶楽部』から『おおつの里花倶楽部』まで片道３.
８km（往復マラソンのため､往復7.6km）
優勝商品 びわ、びわジュース、びわゼリー等
年齢制限なし!参加料無料! 誰でも気軽に参加可能!
参加者全員に1人につき枇杷5個プレゼント!

＜尾山台中学校 グループワーク資料より＞



結果（内容）一覧 P.18

【発表内容】
②オリジナル企画案
企画 内容
・枇杷のしおり作り
・枇杷袋詰め
・菜の花摘み
・枇杷のしおり作り
・絵の具作り

ワークショップのような感じで老若男女誰でも参加可能なしおり
作りを開催する。
内容としては参加したい人たちが各自びわの絵を描いてしおりに
する。他にもびわだけでなくたくさん咲いている菜の花から必要
な分摘んで来て菜の花もしおりにすることができる

びわの掴み取り ・収穫したびわを制限時間（20秒）で袋の中に詰める
・制限時間内に手で袋の中に詰め込みます

びわの種飛ばし 場所:河原
道具:びわ大量、メジャー
ルール:1人二回ずつびわの種を飛ばす

びわの大食い 場所:テラス
道具:びわ大量
内容:びわを食べまくる

枇杷足湯 バスターミナルの横にある元気倶楽部の足湯に枇杷を入れ
る
枇杷を使うことでとみうらをアピールできる

流し枇杷 流しそうめんの枇杷版
・30秒間で何個枇杷を取れるか
・取った分の枇杷は持ち帰れる

＜尾山台中学校 グループワーク資料より＞



結果（内容）一覧 P.19

【発表内容】
②オリジナル企画案
企画 内容
謎解き宝探しスタンプラリー
略して『MTS』

謎解きをして宝のスタンプを見つける。宝は9個あり、全部集める
とゆるキャラができてクリアとなる。クリアすると商品の割引券
が入ってる福袋ゲットできる。
場所:とみうら枇杷倶楽部
魅力:色々歩けて自分の欲しい商品がみつかる
必要なもの:ゆるキャラのスタンプ福袋

採って・作って・食べて
家族でパフェ作り

施設の中にイチゴ農園がありました。
そこの農園でイチゴを収穫して、自分で収穫したイチゴでパフェ
を作ります。
魅力:家族でいちご狩りをしてからのパフェ作り。子供と親の両
方が楽しめる。世界に一つだけのパフェが作れます。

特産物のスタンプラリー 特産物を食べてスタンプを貰う。ゴールしたら一番気に入った特
産物をもらえる
魅力:色々な特産物が食べられ、食を楽しむことができる

枇杷チャンス ２０秒間にあずきを隣のお皿に移すと数に応じて枇杷がもらえる
という企画です!
あずきを７個移すごとに枇杷一つもらえます
もしも、あずきを７個移す事ができなくても一つ差し上げます!
一回６００円で参加できます

びわの葉船大会 ・枇杷の葉1枚で自由に船を作り川に流して1番速かった船の勝利
・優勝したらソフトクリーム1個無料＋枇杷1年分
・1番芸術的な船をつくった人は優秀賞で枇杷1ヶ月分
・参加賞として枇杷1つ食べれる

＜尾山台中学校 グループワーク資料より＞



結果（内容）一覧 P.20

【発表内容】
②オリジナル企画案
企画 内容
謎解き宝探しスタンプラリー
略して『MTS』

謎解きをして宝のスタンプを見つける。宝は9個あり、全部集める
とゆるキャラができてクリアとなる。クリアすると商品の割引券
が入ってる福袋ゲットできる。
場所:とみうら枇杷倶楽部
魅力:色々歩けて自分の欲しい商品がみつかる
必要なもの:ゆるキャラのスタンプ福袋

採って・作って・食べて
家族でパフェ作り

施設の中にイチゴ農園がありました。
そこの農園でイチゴを収穫して、自分で収穫したイチゴでパフェ
を作ります。
魅力:家族でいちご狩りをしてからのパフェ作り。子供と親の両
方が楽しめる。世界に一つだけのパフェが作れます。

特産物のスタンプラリー 特産物を食べてスタンプを貰う。ゴールしたら一番気に入った特
産物をもらえる
魅力:色々な特産物が食べられ、食を楽しむことができる

枇杷チャンス ２０秒間にあずきを隣のお皿に移すと数に応じて枇杷がもらえる
という企画です!
あずきを７個移すごとに枇杷一つもらえます
もしも、あずきを７個移す事ができなくても一つ差し上げます!
一回６００円で参加できます

枇杷大食い大会 制限時間は30分
枇杷を一番多く食べた人の勝ち
優勝した人はびわソフトクリーム無料券

＜尾山台中学校 グループワーク資料より＞



結果（内容）一覧 P.21

【発表内容】
②オリジナル企画案
企画 内容
南房総サイクリング満喫ツアー 観光拠点としての道の駅の特色を生かすため、すでに千葉県にお

いて人気となっているサイクリングを道の駅をさらに活用できる
ようにする。

暴走枇杷祭り! ・枇杷袋詰め。入るだけ詰める
・枇杷ソフト作り。好きな大きさまでできる体験ができる
・芸能人と握手会
・暴走!三輪車でレース!!!!!
決まったコースを三輪車で走り一位の人には枇杷1年分。大人も参
加できる!

スタンプラリー
フォトスポット

・スタンプラリー
スタンプをコンプリートすると景品をプレゼント（枇杷のお菓子
など）
・フォトスポット
写真はスタッフが撮ってくれる、スマホで撮影してデータとして
持ち帰ることも可能。
撮った写真はそのまま印刷して渡すこともできるしジグソーパズ
ル、キーホルダー、マグネットなどにして後日発送も可能。
（写真のカスタムオプションは別途料金）

＜尾山台中学校 グループワーク資料より＞


