
 

 

 

 

 

 
 
Ⅰ．第1期 虎渓山永保寺に学ぶ（5/21） 
１． 土曜学習に参加してどうでしたか？ 

A大変よかった ７０％ 
Bよかった    ３０％  計100％ 
 

２． 多治見が好きになりましたか？ 
A前よりも好きになった  ８４％ 
Bかわらない       １６％ 

（初めて参加 5/6人 4回以上1人） 
３． 参加して感じたこと 
① 永保寺の建造物について 
・岐阜県にある国宝3つのうち、２つも虎渓山永保
寺にあると知って約700年前の 
夢想国師
さんは、こ
んなに立派
な建物を造
ることがで
きて、すご
いと思いま
した。     
・六角堂は
知らない建
物で、参考
になりました。 
・いろんな人の位牌があってびっくりしました。 
・観音堂が国宝で、それが土岐川の流木だと初めて知
って、とてもびっくりしました。 
・観音堂は永保寺の中で一番古く、700年前にできた
ことを初めて知りました。無際橋という橋を観音堂が
ある方向から渡るとハッピー（幸せ）になると聞いた
ので、今度行ったら、ハッピーになる方向に行きたい
なと思いました。 
・普通の人が入れない所に入って国宝を見たので、行
ってよかったなと、思いました。 
・庭の池が上から見ると「心」という漢字みたいに見
えることを初め
て知りました。
大仏の裏へ行っ
たら絵が見えま
した。 
・（保護者：コ
ケを踏んではい
けない事、100
年以上かけてコ
ケができている
等々、目を輝か
せながら話して
くれました。） 

②坐禅について 
・足が痛くなってしまいました。ずっとやっていられ
る人は本当にすごいと思いました。 
・坐禅が正座ではないことを初めて知りました。 
・坐禅は手足がしびれたけど楽しかったよ。 
・初めて座禅をやったので、ちょっと怖かったです。 
一番びっくりしたことは、坐禅にも座り方や出入り、 
仕方がある事です。初めて知りました。 
・前日お父さん   
から坐禅につい
て教えてもらい
ました。いつ肩
を叩かれるかと
ドキドキしてい
ました。でも、
叩かれなくてゆ
っくり目を閉じ
て座れました。 
・坐禅がとても楽しくてまたやりたいなと思いました
（保護者:坐禅の体験ができ、やりきれたという自信を
もったようです。） 
・雲水さんたちは坐禅をやって「何も考えないよう
に」「無の世界を作る」と言っていましたが、何も考え
ずにやるのはとても大変でした。 
（保護者：坐禅の手の組み方や姿勢について実際に見
せてくれたり、「無」になることの奥深さを感じていた
ようでした。貴重な体験をありがとうございました。） 
 
③人とのふれあい 
・多治見市観光ボランティアガイドさんの説明がとて
もわかりやすかったです。ありがとうございました。 
・中学生の人や大人の人が優
しく声をかけてくれて、嬉し
かったです。たくさんの人が
いても、中学生の人や大人の
人が声をかけながらできたの
で楽しかったです。大人の人
が分かりやすく建物のことを
話してくれたので嬉しかった
です。 
・一番うれしいのは、いろん
な人と行ったことです。またみんなに会いたいです。 
・お姉さんたちがかわいかったよ。（保護者：異学年と
の交流もでき、とてもよい時間になったようです。あ
りがとうござい
ました。） 
・中学生のT君
とみんなのこと
が好きになった
よ。 
・（保護者：1年
生でも一人で参
加でき、中学生
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のお兄さんお姉さんに優しくしてもらったと喜んで帰
ってきました。ありがとうございました。） 
・（保護者:中学生スタッフのお姉さん、仲よく親切に
リードしてくれたと喜んでいました。ありがとう！） 
・（保護者：姫小は児童が少ないので、人との関わり、
一番は他校の子と仲よくなって帰ってこれるので、多
治見市を知ると同時にコミュニケーションも学べると
ても貴重な時間です。また応募させていただきます。） 
 
④清掃ボランティア  
・草取りがおもしろ
かった。ゴミ袋がパ
ンパンになってよか
った。 
・草をいっぱいとれ
たので、気持ちよか
った。 
 
⑤保護者より 
・Web配信もあり、様子を知ることができて、「Webで
見てたよ。」と伝えたら、とても嬉しそうでした。 
・オンラインで講座の様子が見れてよかったです。「ふ
だん見られない所に特別に入らせてもらえたんだよ。」
と、地図で説明してくれました。よっぽど嬉しかった
んだなあ～と、微笑ましかったです。パンフレットを
大事そうにとってあるのも可愛くて、参加させてよか
ったと思いました。 
・多治見の重要な文化に触れることができ、貴重な体
験ができました。ありがとうございました。 
・体験することでいろいろ感じられてよかったです。 
・以前にも永保寺を訪れたことはありますが、今度は
新たな知識を付け、再訪する楽しみがもて、とてもよ
かったと思います。 

・永保寺の魅力
についてたくさ
ん話してくれま
した。近いうち
に家族で永保寺
に行って説明し
てもらおうと思
います。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
⑥中学生ボランティアに参加して 
※この土曜学習講座実施事業は、子ども達の豊か
で有意義な土曜日の実現と、子ども達が「多治見
大好き」になり多治見を誇りに思い、新たな一歩
を出そうとする大人に成長することを目的として
います。 
その中でも、中学生ボランティアは、単なるお
手伝いではなく、将来の多治見市を創っていく担
い手になるべく、「一緒に土曜学習を創っていきま
しょう」というスタンスでお願いしています。し
たがって、終了後のアンケートには、以下のよう
な言葉が載せてあります。 
 
 
中学生ボランティアに参加してどうでしたか？ 

 
次はこうしたいな・・・とか、多治見のよさはこ
こにある！思ったこと感じたことを教えてください 
そして、あなたの意見で、土曜学習をもっと充実 
させてみませんか？ 

 
 
・僕は、多治見の国宝のすごさや文化の楽しさを学
びました。自分が住んでいる町としてもっと知識を
増やして町のよさを深めたいです。このボランテイ
アを通して、小さい子と話してふれあったり、チー
ムをまとめて動かせたりなどの経験が自分の将来に
つながって、よい力になったんじゃないかと思いま
す。とても楽しかったです。ありがとうございまし   
た。 

  ・初めてボランティアをして、上手くサポートでき
るか不安だったけど、他の中学校の人や大人の方に
支えてもらって楽しく学べたし、小学生の子をまと
めたり、並ばせたりして交流ができたので、よかっ
たです。次はもっとうまくサポートできるように積
極的に自分から声をかけて楽しい学習になるように
心がけたいです。今回を通して気づいた多治見のよ
さは、誇れる国宝が2つもあるというところやそれ
を大事に守り抜こうとする多治見の人々です。この
ような機会にたくさんのことを知れて多治見のよさ
が広まってとてもいい講座だと思いました。 

 
 

 

 

 

 



 

 

Ⅱ．第2期 美濃焼名人になろう２０２２（6/11） 
1. 土曜学習に参加してどうでしたか？ 

A大変よかった ９５％ 
Bよかった     ５％  計100％ 
 

2. 多治見が好きになりましたか？ 
A前よりも好きになった  ８７％ 
Bかわらない       １３％ 

（初めて参加４/５人 4回以上1人） 
 

3. 参加して感じたこと 
①美濃焼ミュージアム 
a. ワークショップ 
・「美濃焼13００年の歴
史」のコーナーで、美濃
焼のことをもっと知るこ
とができてよかったで
す。 
・昔からある陶器や有名
な人が作った陶器が見れ
て嬉しかったです。 
・美濃焼クイズも楽しか
ったです。美濃焼も綺麗
だったです。 

b. 抹茶体験 
・いつもは苦いお茶のはず
が、なぜかおいしくてびっく
りしました。 
・抹茶はちょっと苦かったけ
どおいしかったです。 
・お菓子がとてもおいしくて
また食べたいです。 
・お抹茶を飲んだらちょっと
苦かったです。お茶の葉っぱ
をつぶして粉で作っているこ
とを知ってびっくりしまし

た。お抹茶はどんな歴史があるんだろう？ 
 
②陶磁器意匠研究所 
a. 施設見学 
・「粉と粉を混ぜると
釉薬になる」という
話は不思議。 
・釉薬の話の時、私
の大好きな元素のこ
とも出てきたのでワ
クワクしました。 
・2年習うだけでとて
もすごい陶磁器の作
品を作っていること
がすごいと思いまし
た。・色々な作品がたくさんあって、きれいで面白かっ
たです。 

b. 作陶体験 

・一番楽しかったのは、手
びねりでペン立てを作ったことです。デザインを考え
るのが大変だったけど、無事完成したのでよかったで
す。早く完成したペン立てを見たいと思いました。 
・お兄さんもすごく優しかった。 
・分かりやすく教えてくれたからうれしかった。 
・お姉さんが「上手だね。」とほめていただいたので嬉
しかったです。 
・一緒に作ったＲさんが教えるのがうまかったのでい
い作品ができました。また行ってペン立てやお皿やお
茶碗を作りたいです。色が何色か早く見たいです。 
 
③移動のバス 
・バスに乗れてうきうきして、多治見はいい所だなと
思いました。 
・バスがすごく楽しかった。また行きたいなって思い
ました。 
 
④まとめ 
・世界的にも
有名な所だと
聞いて、多治
見市の陶磁器
の産業は本当
にすごいと思
いました。 
・多治見が一
番陶器を売っ
ていたとは思いませんでした。 ・陶磁器がまた好き
になりました。 
・今当たり前として使っているお茶碗やお皿が一つひ
とつ丁寧に作られていることがわかりました。 
・自分たちが使っている給食の食器などは、すべて色
まできれいに付いていたり、落としてしまっても割れ
にくいのは、陶器を作っている人たちががんばってつ
くっているからだと思いました。 
・上手に教えてくださったので、とても上手にできま
した。ありがとうございました。教えてくださったこ
とを忘れないで大人になっても美濃焼のいい所を教え
たいと思うし、多治見のことがもっと知りたい。 
・美濃焼を作る人になろうかと思うくらい楽しかった 
・また粘土で物を作る時があったら、絶対に行きたい
何回か土曜学習をやっているけど、今回のが一番楽し 
かった。 

 

 

 

 

 

 



 

 

③人とのふれあい 
・優しい人ばかりで嬉し
かったです。 
・多治見市の人も優しか
ったので面白かったで
す。 
中学校の人もすごく優し
かったです。 
・（保護者：1年世でも楽
しく参加できたようで
す。お姉さんたちがフォ

ローしてくれたおかげとも感じました。） 
・（保護者：「お友達が教えてくれたよ。」という言葉を
聞き、知らないお友達との交流ができたことを嬉しそ
うに話してくれたのが印象的でした。 
配信があって楽しく見させていただきました。コロ
ナ関係での配信という事でしたが、他の学校との交流
や異学年の交流が子どもたちでできるよう、今後もこ
のスタイルでいいのかな、と思いました。） 
 
④保護者より 
・多治見の産業を身近に感じ、さらにそれが世界規模
のものであることを知り、とても誇りに感じたようで
す。 
・第一声が「楽しかった！また行きたい！」でした。
自分が住んでいる街を知るきっかけになり、とても素
晴らしい講座だと思います。ありがとうございまし
た。 
・コロナ禍でなかなか交流できないなか、今回のよう
な機会があり、多治見市の伝統や文化だけでなく、い

ろいろな方と
関わることが
できてよかっ
たです。 
・普段ならで
きない体験を
させてもら
え、目をキラ
キラさせて話
してくれまし

た。 
・「作品作ったよ！お菓子もらったよ！」と笑顔で帰っ
てきてくれました。それだけで笑顔になり幸せです。 

⑤中学生ボランティアに参加して 
 
・私が今回の講座に参加してすごいなと思った多治見
のよさは、世界に誇れる文化があるということです。 
 例えば、今回の陶器やタイルなど日本から世界から
人々が引き寄せられるような文化があります。 
 ・多治見の魅力的なもののひとつである「美濃焼」
について知ることができた。美濃焼の歴史や作り方を
学ぶにあたって長い時間をかけて良いものを作ろうと
していることが分かり、これからも大切に似ていきた
いと思う。また、美濃焼でできた作品を近くで観るこ
とができたり、お話を聞くことができたことがよかっ
たと思う。これからもボランティアに参加して多治見
のよさを知り、発信していけるとよいと思う。 
・今回土曜学習のボランティアに参加したことで、多
治見が世界中からすごい注目をあびていることなどの
知らなかったことがたくさん知れてすごく楽しかった
です。 
 腕に貼る紙に名前を書くことで、私も気軽に「～ち
ゃん」「～くん」などと名指しで呼ぶことができたので
ありがたかったです。 
 
・私は初めて参加しました。はじめは緊張していたの
ですが、小学生の子や中学生からのボランティアの子
と話しているうちに仲よくなって楽しく活動すること
ができました。名前シールに「○○ちゃん。」「○○く
ん」と呼び名でかくのはとてもいい案だと感じまし
た。手伝ってくださる大人の方も楽しそうでした。 
 １つ改善点としてまだ小さい小学生の子は自分はど
の英語でどの番号か分からない子がいました。そうす
ると他のボランティアの子も困っている様子でした。
なので、参加している子を受け付けたら、チームの 
「A1」「B2」などの紙を渡してあげるのはどうでしょう
か？ 
 
・昨年はずっと同じ場所にいてそこの準備、片付けで
グループの子たちと関りがなかったけど、今回は私が
グループをまとめる係になって、いざやってみると恥
ずかしさが抜けなかったり、何を話せばいいのか分か
らずオドオドしてしまいました。 
改めて学校の先生はすごいなと、思いました。将来
子どもと関わる仕事をしようかなと思っているので、
今回で1つ学べてとてもよかったです。 
 
※最後は、心のつながり～つながりが人を救う～ 
土曜学習では、毎回、5人程度の縦割り小グループ
を作り、中学生ボランティアがそのリーダーとなり、
初めと終わりに交流会を行います。中学生ボランティ
アの運営によって市内の小中学生がつながることに
より、多治見市に対する愛着をより深め、自分たちの
手でコミュニティを創っていこうとする意欲と態度
を育成したいと願っています。 
 

 

 

 



 

 

Ⅲ．第3期 チャレンジスポーツ in多治見（7/2） 
１．土曜学習に参加してどうでしたか？ 

A大変よかった ８０％ 
Bよかった   ２０％  計100％ 

 
２.多治見が好きになりましたか？ 

A前よりも好きになった  ８４％ 
Bかわらない       １６％ 

（初めて参加５/９人 4回以上３人） 
 
３.参加して感じたこと 
①田中亮明選手とふれあう会 

・田中選手にい
ろいろ教えても
らえたし、サイ
ンももらえたの
で嬉しかったで
す。またこうい
う機会があった
ら参加してみた
いです。これか
ら田中選手を応

援していきたい。 
・亮明選手はボクシングであんなに痛いけど我慢して
相手と戦っているんだなと思いました。 
・田中選手のパンチがすごく早くてびっくりしたよ。 
・僕が質問したら、「優勝するには、いっぱい練習して
いっぱい負けて強くなる。」と答えてくれました。 
・これからも田中亮明選手の「感謝」という言葉を胸
に刻んで頑張っていきたいです。 
・（保護者：亮明先生のお人柄に触れ、益々ファンにな
りました！今回やっとお会いでき、娘も喜んでおりま
した。今後のご活躍も応援させていただきます。） 
・（保護者：田中さんにお会いできてテンションが上が
っていたのは母（私）の方です！メダルの実物を見る
貴重な機会もあり、とてもありがたい時間でした。田
中さんの生き方や活躍する姿に少しでも刺激を受けて
くれたら、こんな素晴らしいことはないです。） 
 
②体験 
 
・特にボク
シングは、
「上手い」
「すごい」
などと高校
生のお兄さ
んにほめら
れました。（保護者：自信につながったようです。） 
・ボクシングでは、バランスと力がいることがわかっ
たし、バスケットではパスが大事だということが分か
っていい思い出になりました。 
・バスケットでは、シュートが決めれなくて悲しかっ

たけど、エマ選手に持ち上げてもらってダンクシュー
トができたことが嬉しかった。 
・エマ選手が私と写真を撮ってくれてとっても嬉しく
て緊張しました。Thanｋ you♡ 

・トレーニング
講座でお友達に
なった子とたく
さん一緒にでき
てうれしかっ
た。高校生のお
兄さんと背中を
取られないよう
にするゲームが
できてうれしか
った。 

 
③ふれあい 
・リーダーのＫさんがとても優しくて困ったことがす
ぐ言えました。（保護者：初めて参加させました。末っ
子の為、不安だったのですが、中学生のボランティア
のお姉さんがずっとそばについてくださり、よく面倒
を見てもらえたおかげで、人見知りで引っ込み思案の
子がとても喜んで帰ってきました。） 
・（保護者：ボランティアの方や、周りの方にも手厚く
見てもらえて安心でした。） 

・中学生ボラン
ティアのお姉さ
んにお世話をし
てもらったのも
嬉しかったよう
で、「中学生に
なったらボラン
ティアをした
い。」と言って
いました。とて

もよい経験ができました。ありがとうございました。 
 
④保護者より 
・亮明選手というビッグスターに会えたことがすごく
嬉しかったようで、貴重な体験になりました。私自身
スポーツを教えることはできませんが、体を動かすこ
との重要性はすごく感じているので、このような機会
があることは本当に有難いです。素敵な企画、ありが
とうございまし
た。 
・土曜学習での貴
重な体験、出会い
について楽しそう
に話をしてくれる
息子の笑顔が印象
的でした。プロの
世界で活躍されて
いる人にふれ合

 

 

 

 

 



 

 

え、感性が磨かれたと思います。 
・とてもよい表情で帰ってきました。一流の選手から
学ぶことができてよい刺激になったみたいです。小学
生に対して優しく接していただき、感謝しておりま
す。 
・「どれが一番楽しかった？」と聞いたら、「どれも楽
しかった！」と返事が返ってきました。体を動かすこ
とが楽しかったそうです。運動は好きな方ですが、3
つとも興味がないだろうなと思っていましたので驚い 
ております。 
・多治見市の取組に感謝しております。 
・iPadで亮明選手と2ショットを撮ったりサインをも
らったりする姿を見て、時代を感じました。（笑） 
・半日間でとても楽しくなかなか体験できない事等が
体験できた事が、子どもにも心の成長が感じられまし
た。「親に感謝しましょう。」この言葉と夢を見て頑張
る大切さが子どもにとても響いているようです。「自分
の夢を叶えるために頑張りたい。」と言っています。夢
を見ること、叶える事、これからの子供の成長が、ま
た楽しみになりました。ありがとうございました。 

・私自身、子ども達には「地元にいて
も夢を叶えられる、成功できる」とい
うテーマで向き合っているので今回の
企画は非常にありがたかったです。企
画の皆様、選手の皆様ありがとうござ
いました。 
・初めて保護者も見学することがで
き、いつもこのように素晴らしい講座
に参加させていただいているのだと感
謝の気持ちでいっぱいになりました。

何より TVで観ていた銅メダルを見せてもらい、銅メダ
リストの田中選手と身近に会話や体験を楽しめ、自分
以外の子も皆の顔がキラキラ笑っていてすごくいい空
間でした。 
・オリンピックメダリストと触れ合う事はとても刺激
的でよいことだと思います。めったにできない体験が
でき、本人もやる気になっています。このような催し
に積極的に参加させたいです。 
 

 
 
 

⑤中学生ボランティアに参加して 
・半日でしたがとても充実していました。東京五輪
は、日本で開催されながらも、どこか遠いもののよ
うに感じていましたが、田中選手の話を聞き、メダ
ルや生の動きを見たことで、本当に多治見市からメ
ダリストが出たんだなと実感することができまし
た。 

 バスケ担当だったので、HEROESの選手を見ることが
楽しみでしたが、想像以上でした。自分がボランテ
ィアだということも忘れて没頭して試合を見てしま
いました。かっこよかったし、いい体験をさせても
らったなと思います。参加できて楽しかったです。 

 スポーツで生まれる力や絆がいかに協力で笑顔をも
らえるかということを学べました。ありがとうござ
いました。 

 
・今回のボランティアでは、私自身もすごく楽しか
ったし、勉強になりました。まず、田中亮明選手と
ふれあう会では、これからの人生に大切なことを学
ぶことが出来たし、バスケやボクシング体験で小学
生の子たちがすっごく楽しそうにしている様子を見
て、私まで、楽しい、嬉しい気持ちになりました。 

  多治見のいい所はそういう風に、世界で活躍され
ている方がものすごく身近にいらっしゃっていい刺
激を私達に与えてくださる所だと私は思います。 
・今日私は司会として参加させていただいて、ちょ
っと緊張で上手く話せなかった部分が所々あったり
したんですが、なんとか会は成功させることができ
たことをとてもうれしく思います。次にボランティ
アするときは、グループの中に入って活動したいな
と思いました。 
 多治見は暑いです。暑い多治見だからこそ燃える
ような熱い絆がいろんな場面で見えてきたと思いま
す。町が暑いだけではなくて友達同士や他校の人と
の関係まで熱くできるのが多治見のよさだと私は思
っています。本日は参加させていただき、ありがと
うございました。 

 
 ・時間がたつにつれて、小学生の子たちと仲よ
くなることが出来たので、とっても嬉しかった
です。みんなフレンドリーで、同じ 3年生のボ
ランティアの子と初めて会ったけれど、すぐに
仲よくなることができました。多治見のよさは
みんなフレンドリーで、やさしいところだと改
めて感じることが出来ました。みんなが一生懸
命取り組む姿を見て、心が洗われました。 
 
・他の学校の人たちと関われてよかったし、み
んなで協力して創り上げることができてとても
楽しかったです。まだ自分で考えて臨機応変に
動くことが出来なかったので、次回は臨機応変 
さを大切にできるようにしたいです。 

 

 

 


