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※イタリア語で、「やあ、こんにちは、さようなら」の意味。 

 

ＭＪＡ（美浦村ジュニア・アカデミー）にようこそ！ 

 こんにちは。美浦村教育委員会 生涯学習課の佐藤です。昨年度に引き続き、みなさんと活

動していくことになりました。どうぞよろしくお願いします！ 

ＭＪＡとは？ 
 「ＭＪＡ」は、みなさんが学校生活とは違った環境の中で、自分で考えながら行動するこ

とにより、その自主性を育てようとすることを目的とした事業です。また、学校や年齢の異

なる仲間との交流を通じて、みなさんの社会力を培う（つちかう）ことを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この【ジュニアカのおきて】をいつも忘れずに、自分の行動に責任を持ち、他のメンバー

と協力しながら楽しい活動ができるように心掛けましょう。また、活動中の事故やけがを防

ぐためにも、活動時には引率の職員やユース・リーダーの指示を良く聞いて行動するように

しましょう。 

ＭＪＡの活動の案内方法・出欠の確認について 
 ＭＪＡでは、今年度７回の活動を予定しており、活動予定日は、開設要項に書いてある実

施計画のとおりです。 

 次回の活動については、活動予定日の２週間～１ヶ月前に、生涯学習課からＭＪＡメンバ

ーのみなさんに案内文を送付しますので、出欠確認書を公民館窓口まで提出してください。 

 また、出欠確認書につきましては、出席される方だけでなく、欠席される方も必ず提出す

るようにお願いいたします。期限までに出欠確認書の提出のない方は、活動に参加できない

場合があります。また、こちらからお電話して出欠の確認をすることもありますのであらか

じめご了承ください。 

 

開級式・第１回ＭＪＡ移動学習の活動予定 

さて、第１回ＭＪＡの活動は、5 月 1８日（土）に実施します。まずは中央公民館にて開

級式を行い、その後は筑波山に登ります！（雨天時：筑波宇宙センターほか） 

開級式では、一人ずつ簡単な自己紹介をしてもらった後、ＭＪＡの目的と１年間の活動計

画のお話をします。 

 当日は、生涯学習課の職員とユース・リーダ

ーも参加する予定になっていますが、活動中に

怪我をしたり、具合が悪くなった場合には、無

理をせずに近くの職員やユース・リーダーに伝

えてください。 

 それでは、当日、元気な皆さんとお会いでき

ることを楽しみにしています！ 
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創刊号 

【ジュニアカのおきて】 

ジ）時間を守ろう 

ユ）友人と助け合おう 

ニ）忍耐力(にんたいりょく)をつけよう 

ア）あいさつ・お礼を忘れずに 

カ）考えて行動しよう 
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※イタリア語で、「やあ、こんにちは、さようなら」の意味。 
 

第 1 回美浦村ジュニア・アカデミー（MJA） 移動学習～筑波山登山～ 活動報告 

令和元年 5 月 1８日（土）、ジュニア・アカデミー

23 名、ユース・リーダー5 名が参加し、今年度の美

浦村ジュニア・アカデミーが始動しました。第１回

目となったこの日は、まず中央公民館学習室で開級

式を執り行いました。式は糸賀教育長のあいさつか

ら始まり、職員とユース・リーダーの紹介後、みなさ

んの自己紹介では習い事や興味を持っていることな

どを一人一人発表してもらいました。その後、「ジュ

ニアカのおきて」など注意事項の説明を行い、開級

式が終わるとバスに乗って筑波山に向かいました。 

筑波山に着くと暑いくらいの良いお天気で、熱中症などの

心配もありましたが、各自水分補給をしっかり行い、ごつご

つした山道を足元に注意しながら一歩一歩登って全員元気に

登りきり、時間通りに全員が頂上に着くことができました。 

頂上では、コマ展望台でお昼ご飯を食べ、1 時間ほどの自

由時間をとりました。お土産を買ったり友達と写真を撮った

り、筑波山を楽しむには1時間では足りないくらいでしたね。 

下山は、ロープウェイに乗って筑波

山を見下ろしながら戻りました。登っ

ている時はなかなか頂上にたどり着

かず、皆さんからは「疲れたー」「あと

どれくらい登るの？」という声も聞こ

えましたが、終わってみるとあっとい

う間だったのではないでしょうか。 

 

今年度の MJA は、今回来られなか

った人も含めて 26 人が参加してくれ

ました。これから 1 年間、この 26 人

の仲間、そしてユース・リーダーの先

輩たちと一緒に楽しく活動していき

ましょう！ 

 

次回のＭＪＡの活動予定は… 

さて、次回は令和元年 6 月 22 日（土）に県立水郷県民の森（潮来市）で森林・林業体験を行います！ 

皆さんは、身の回りにどれだけの木が使われているか、その木がどこから来ているのかを考えたことはあり

ますか？次回はそんな私たちの生活に欠かせない木や森のことについて学びましょう！7 月 6 日（土）には、

親子参加（MJA のみの参加も可）の環境美化活動も予定しています。 

それでは、次回のＭＪＡでお待ちしています♪ 
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※イタリア語で、「やあ、こんにちは、さようなら」の意味。 
 

第２回美浦村ジュニア・アカデミー 森林・林業体験 

令和元年 6 月 22 日（土）、第２回ＭＪＡの活動として茨城県水

郷県民の森（潮来市）にて森林・林業体験を実施し、ジュニア・ア

カデミー19 名、ユース・リーダー4 名が参加しました。 

当日は美浦村中央公民館を午前 9 時 10 分に出発し、午前 10 時

から目的地での活動が始まりました。水郷県民の森は、総面積

51.5 ヘクタールにおよぶ広大な敷地の中にコナラやクヌギの雑木

林や野鳥のすむ大膳池があり、午前中は水郷県民の森の職員の案内

のもと 2 班にわかれて自然観察を行いました。園内を歩きながらた

くさんの植物の生態や食べられる木の実などを教えてもらい、実際

に木の実（クワの実）を食べてみた人からは「甘い！」との声を聞

くことができました。 

その他にも、案内の職員の方が用意してくれたセンブリという苦いことで有名な植物を乾燥させたものを

かじってみたり、普段の生活の中では体験できないような貴重な体験をすることができました。 

午後からは、丸太切り体験と

木工工作としてプランター作り

を行いました。丸太切り体験で

は直径 10cm ほどの細めの丸

太でしたが、子どもたちがのこ

ぎりを使って切るのはとても大

変で、ときどき休けいをはさみ

ながらも全員が 1 回以上自力で

切ることができました。 

プランター作りでは、クギを

まっすぐ打ち込むことが難しくクギが曲がってしまう人もいました

が、周りの人と協力しながらみなさんオリジナルのプランターを作る

ことができました。 

切った丸太はそのままコースターとして使うこともでき、プランタ

ーは小物入れなどにも使うことができますので、MJA の思い出の品

として大切に使ってくださいね。 

 

次回のＭＪＡの活動予定は… 

夏は MJA の活動がもりだくさん！まずは令和元年 7 月 6 日

（土）に「親子で環境美化活動」を行います。午前 7 時 30 分集

合と朝早くからの活動になりますので、参加する方は遅刻しない

よう注意してください。そして 8 月 2 日（金）から 8 月 3 日

（土）には宿泊学習を行います！今年は水戸市少年自然の家にて

テント設営や野外炊飯、ナイトハイキングなどを予定していま

す。その他にも茨城空港などの見学も予定しているので楽しみに

してくださいね。そして、8 月中には電車移動学習もあります！ 

それでは、夏も MJA でたくさんの思い出を作りましょう♪次

回もたくさんの参加をお待ちしております！ 
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※イタリア語で、「やあ、こんにちは、さようなら」の意味。 

第３回美浦村ジュニア・アカデミー 親子で環境美化活動 

令和元年 7 月 6 日（土）、第３回ＭＪＡの活動として環境美化活動を実施

し、ジュニア・アカデミー23 組 29 名、ユース・リーダー6 組 8 名が参加

しました。この事業は青少年育成美浦村民会議を中心として実施しており、

青少年育成関係者、ボランティア団体の方を含めると総勢 80 名を超える方

が参加しました。 

前日までの雨で路面や道端の雑草がぬれており、当日も雨こそ降らなかっ

たものの湿度が高くとても蒸し暑い中での活動でしたが、みなさん朝 7 時

30 分の集合時間にも遅刻することなく元気に参加してくれました。 

参加者のみなさんは 3 班に分かれ、それぞれ約 3km の区間を 1 時間半ほ

どかけてごみ拾いをしました。ごみ拾いを終えて中央公民館へ戻ってきたみ

なさんの手には、たくさんのごみが詰まった袋が…。こんなにごみを捨てる

人がいると思うと悲しいですね。ですが、みなさんのおかげできれいな美浦

村になりました。ありがとうございました。普段からみなさんのおうちや学

校もきれいにしましょう！ 

 

 

 

 

第 4 回美浦村ジュニア・アカデミー 宿泊学習 in 水戸市少年自然の家 

そして、令和元年 8 月 2 日（金）から 8 月 3 日（土）には 1 泊 2 日の

宿泊学習を行い、ジュニア・アカデミー25 名、ユース・リーダー4 名、生

涯学習課職員 5 名が参加しました。1 日目の 8 月 2 日は、8 時に中央公民

館に集合し、まずは茨城空港へ向かいました。空港に着くと、福岡行きの

飛行機がちょうど飛び立つ間際だったため、送迎デッキから間近で飛行機

の離陸の瞬間を見学しました。その後は空港の会議室をお借りして、茨城

空港のことについてお話をうかがいました。茨城空港の開港した年や特徴

など、みなさんはいくつ覚えていますか？機会があったら、茨城空港から

空の旅をしてみるのもいいですね。 

茨城空港を出発すると、今回の宿泊学習のメインとなる水戸市少年自然の家に

向かいました。到着して自然の家の方にあいさつをした後、まずは昼食をとりま

した。そして昼食後はテント設営をしました。初めてテントを立てるという人も

いましたが、どの班もメンバーと協力しながらしっかりとテントを立てることが

できました。テント設営後は、フォトラリーという野外活動を行いました。フォ

トラリーとは、決められたチェックポイントの写真を撮影し、その得点を競

い合うものです。どの班もなかなかの接戦でした。優勝したチームのみなさ

ん、おめでとうございました。フォトラリーの後は、野外炊飯でカレー作り

をしました。みなさんおうちでも料理のお手伝いをしているのでしょうか、

とても上手に包丁で野菜の皮むきをしたり、手際よくカレー作りができてい

たのでびっくりしました。みなさんのおかげで、どの班もおいしいカレーを

食べることができました。野外炊飯の後は、本当であればナイトハイキング

を予定していたのですが、1 日中炎天下での活動が続いたこと、またナイト

ハイキングコースにイノシシが出没したとの情報もあったため、みなさんの疲れ

と安全を考え急きょ中止としました。 

2 日目は、お世話になった自然の家の掃除をした後、プラバンキーホルダー作

りをしました。作ったキーホルダーは今回の宿泊学習の思い出の品になりました

ね。そしてプラバンキーホルダー作りが終了すると、お世話になった自然の家と

もお別れです。短い時間でしたが、水戸市少年自然の家のみなさん、お世話にな

りました。ありがとうございました！ 

自然の家退所後は、筑波実験植物園の見学をしました。私たちの身の周りでは

見られないような世界中の樹木や草花がたくさんあり、園内すべてを回るには少し時

間が足りなかったかもしれませんね。 

さて、1 泊 2 日という短い時間でしたが、みなさんにとってこの 2 日間はどんな

ものになったでしょうか。たくさんのことを学び、友だちとの友情を深め、夏休みの

楽しい思い出のひとつになっていたら私たちもうれしく思います。 

それではみなさん、2 日間本当にお疲れ様でした！ 
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（拡大号） 

こんなにたくさんのごみを集めることが 

できました。ありがとうございました。 

みなさんお疲れ様でした！ 

宿泊学習の 

思い出 

楽しかった！ 
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※イタリア語で、「やあ、こんにちは、さようなら」の意味。 

第５回美浦村ジュニア・アカデミー 電車移動学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 8 月 24 日（土）、第 5 回ＭＪＡの活動とし

て電車移動学習を実施し、ジュニア・アカデミー21

名、ユース・リーダー5 名が参加しました。 

今年度の電車移動学習では、「そなエリア東京（東京都江東区）」と「ソニー・エクスプローラサイエンス

（東京都港区）」に向かいました。当日は午前 7 時 15 分に土浦駅構内に集合し、まずはそなエリア東京に向

けて出発しました。そなエリア東京では、最大震度 7 の大地震の発生から避難までを体験できる「東京直下

72hTOUR」や大地震が起きた街を舞台としたアニメ映像を通して、地震の恐ろしさや地震が起きた時に自

分や家族を守るにはどうしたらいいかなどを学びました。みなさんが 2、3 歳の頃に、東日本大震災は発生

し、美浦村でもけが人が出たり、家屋の損壊（そんかい。道路や建物がこわれること。）などの被害がありま

した。いつ発生するかわからない恐ろしい地震…今回学んだことを、いざという時に活かすことができると

いいですね。 

そなエリア東京を出ると、次はソニー・エクスプローラサイエンスへ向

かいました。ソニー・エクスプローラサイエンスは、ゲームや音楽、映画

などにも活用される科学や原理のつながりを楽しく学べる体験型科学館で

す。自分の声を加工したりテレビなどの画像・映像がよりきれいに見える

仕組みを体感したりと、楽しく科学を学ぶことができました。 

さて、みなさんは今回の活動に参

加してみていかがでしたでしょう

か。往復とも約 2 時間の電車移動と

なり、班から離れて行動してしまっ

た人もいましたが、全員が無事に目

的地に到着し、また土浦駅まで帰っ

てくることができました。これから

も、電車だけでなくバスや飛行機など、公共交通機関を利用しておで

かけをする機会が訪れます。その時には今回の MJA の活動を思い出

し、マナーを守って利用しましょうね。 

次回のＭＪＡの活動予定は… 
さて、次回の MJA は少し期間が空いてしまいますが、11 月 30 日（土）に東洋建

設株式会社さんにご協力いただき、研究所探検を行います！学校やおうちの周りの塀な

ど、あちこちで使われているコンクリートの性質や、イルミネーションなどに使われて

いる LED の特徴など、身近にあるけれどあまり知らない建築や環境にやさしいエネル

ギーなどについて学んでみよう！コンクリートを使った人形作りなども予定しています

ので楽しみにしていてくださいね。 

それでは、また次回もよろしくお願いします♪ 

2019 年度 
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起震機（地震のゆれを再現する装

置）でゆれを体験する様子 

希望者は東日本大震災や関東大震災

（大正 12 年）、震度 1 から震度 7

までのゆれなどを体験しました。 
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第６回美浦村ジュニア・アカデミー 美浦村を知る体験学習 

令和元年 11 月 30 日（土）、第６回ＭＪＡの活動「美浦村を知る

体験学習」として、縄文食作りと東洋建設（株）研究所探検を行

い、ジュニア・アカデミー17 名が参加しました。 

午前中は、美浦村文化財センターにて縄文食作りを行いました。

実際に縄文時代に使われていた道具や食材を使って、どんぐりクッ

キーと縄文スープを作りました。みなさんはどんぐりが食べられる

ことを知っていましたか？はちみつが少なかったグループはちょっ

と物足りない味だったようですが、どのグループも上手にクッキー

を作ることができました。縄文スープ作りでは、貝がらをけずって

作られた「貝刃
か い じ ん

」や、黒曜石という石を鋭く加工

したものを使ってとり肉を切る体験をしました。

包丁がなかった縄文人は、こうした貝や石を使っ

て食材を切り、鍋の代わりに土器を使って調理を

していました。食材から調理方法まで縄文時代を

再現して作ったスープは、シンプルだけどやさし

い味で、みんなでおいしくいただきました。 

午後からは、東洋建設（株）美浦

研究所さんにお邪魔し、土木や建築

に関する様々な体験を行いました。

わたしたちの身の周りでたくさん使

われているコンクリートが作られる

様子を見学したり、コンクリートを

使った人形作りを行いました。ま

た、建物を地震などの災害に強くする工夫を学びました。おうちや

学校など、身の回りの建物にもどんな工夫がされているか探

してみるのも面白いかもしれませんね。その他にも、イルミ

ネーションなどに使われる LED ライトの特徴を学びました。

教えてもらった「色の三原色」と「光の三原色」、覚えていま

すか？同じ色でも、絵の具などを混ぜてできる色と光を混ぜ

てできる色が違うのは不思議ですね。 

 

 

 

 

次回のＭＪＡの活動予定は… 
次回は令和 2 年 3 月 7 日（土）に、みなさんお待ちかねの修

学旅行（ディズニーランド）の予定でしたが………。みなさんご

存知のとおり、新型コロナウイルス感染症が流行しているため、

泣く泣く中止としました。楽しみにしていたみなさん、ごめんな

さい。 

残念な結果となってしまいましたが、みなさんにとって今年度

の活動はどんなものになったでしょうか？みなさんと過ごした１

年間はとても楽しいものとなりました。またどこかでお会いしま

しょう！ありがとうございました。 

2019 年度 
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Q.「“光の”三原色」

の右図①②③④は

何色でしょう。 

①      . 

②      . 

③      . 

④      . 

① ② 

③ 

④ 

答え：① 黄色 ② マゼンダ(赤紫) ③ シアン(水色) ④ 白 


