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宿泊研修に向けて 

１年生最初の「探究」の時間に、架空の「宮崎大宮SGH

株式会社」社長役の植田教頭先生から、「我が社は経営

不振であるため、業績回復を狙い、宮崎県の地域資源を

活かした企画立案コンテストを行う」と新入社員（１年文

情科生）に指示がありました。その後、12のグループに分

かれて、まずは対象とする地域資源の抽選会を行いまし

た。「京いも」や「どぶろく」など地元である宮崎の人にとっ

ても「そんなものもあるのか。」と思わせるような地域資源

ばかり。想像すらできないグループもありました。 

■今回抽選で選ばれた「地域資源」 

Ｉ１チーム：ＳＰＧ   Ｉ２チーム：のぼりざる 

Ｉ３チーム：かんしょ   Ｉ４チーム：オオニベ 

Ｉ５チーム：小清水栽培米 Ｉ６チーム：どぶろく 

Ｊ１チーム：クエ  Ｊ２チーム：ホヤ 

Ｊ３チーム：小松原焼 Ｊ４チーム：京いも 

Ｊ５チーム：フクロフノリ Ｊ６チーム：しいら 

宿泊研修において新企画を立案するために必要な地

域資源の情報を、誰がどのように調べていくのかを各グ

ループで話し合い、打ち合わせをしました。入学してまだ

１週間。最初は緊張した面持ちでしたが、この打ち合わせ

では話が盛り上がるケースも。最後に部長役の先生方か

ら、社長からのプレゼントとしてアイディアを生み出せると

いう質問集（オズボーンの73の質問）が配られました。宿

泊研修まであと２日。ここでの情報収集が企画立案を左

右するため、どのグループも真剣そのものでした。 
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Preparation for the Intensive Training 

During the first class of Tankyu (Research Pro-
ject), the president of the imaginary company, 
Mr. Ueda, delivered a speech to new staff mem-
bers of his company (freshmen). The name of 
the company is Omiya SGH Company. “Our com-
pany is on the edge of going bankrupt, so I need 
your help. You have to make plans to readjust 
our company. Your plans have to be based on 
the resources of Miyazaki.”  1st year students 
were divided into 12 groups to make plans and 
the resources for each group were provided.  
Some groups looked at a loss of what to do be-
cause they were unfamiliar with resources. 

Class 1I 

group 1 (SPG), group 2 (Noborizaru), group 3 
(Kansho), group 4 (Oonibe), group 5 (Koshimizu-
Saibai-mai), group 6 (Doburoku) 

Class 1J 

group  1  (Kue),  group  2  (Hoya),  group  3 
(Komatsubara-yaki), group 4 (Kyo-imo), group 5 
(Fukurofunori), group 6 (Shiira) 

It had been only a week since they got into 
Omiya Senior High School. However, they seri-
ously discussed how they should gather infor-
mation. Then, President Ueda gave a special 
present to each group: 73 questions by Osborn. 
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1nd Graders’ SGH Research Project started  
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宿泊研修１日目 

■情報の共有・アイディアの創出 

 会場である高鍋町の県立農業大学校・農業研修セン

ターに到着し、さっそく活動が始まりました。前回の探究の

時間にくじ引きした「地域資源」について、インターネット上

の情報だけではなく、「米屋にいって聞いてきました」「お

父さんにどぶろくを飲んでもらいました」など、生の情報

（一次情報）を短期間で集めてきているグループもありま

した。この情報をもとに、グループ内でアイディアを創出

し、午後に行われる「オールみやざきインタビュー」に向け

て準備しました。 

■「オールみやざきインタビュー」「アイディアの精緻化」 

 午後からは、グループで手分けして産官学それぞれの

方々の前で自分達のアイディアを発表し、意見をいただ

く、「オールみやざきインタビュー」を行いました。宮崎県

庁総合政策部の森さん・岡部さん、宮崎銀行の星原さ

ん・長濱さん・田中さん・日高さん、宮崎大学の國武先生

からは、現場最前線で取り組まれている生の話を織り交

ぜながら、アドバイスをいただきました。 

  このインタビューの結果をもとに、各グループにもどりア

イディアを練り直していきました。しかし、このころになると

行き詰まりが出るグループもあります。そこで、議論が停

滞したグループには「ミーティング」が開かれ、議論の流

れを社員役の生徒が説明した後に、社長役と秘書から質

問が投げかけられ、不足していることは何か、気づかされ

ました。そして、最後には停滞した議論を再び活性化させ

る秘密のカードが渡され、また議論を始め、明日の発表

に向けてポスターを作成しました。 

1st Day of the Intensive Training  

The 1st day of the intensive training at ‘Takanabe 
Nogyo Daigakkou’. 

First, they talked about how they tried to 
gather information other than the Internet. It 
seemed that they tried their best. After that, 
they discussed the ideas in each group. 

In the afternoon, ‘All Miyazaki Interview’ was 
conducted. The students were divided into three 
groups and each group had lecturers from Miya-
zaki Prefectural Government, Miyazaki Bank and 
Miyazaki University. The lecturers gave some 
advice from their point of view concerning the 
plans given by each group. This event was a very 
valuable experience to each student. 
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 2nd day of the Intensive Training 

In the morning, students had an agriculture ex-
perience. Under the direction of the staff, they 
planted baby potatoes. After that, they ate to-
matoes and strawberries, which were much 
more delicious than they had expected. 

 

Poster Session 

At last, the time came for each group to deliver 
their presentations. Their presentations were 
conducted in the form of poster sessions. They 
tried their best until the very end. 

 

The Results (voted by students) 

1st prize:  group 4, class 1J, “Kyoimo-Nidai-
Kakumei” 

2nd prize: group 6, class 1I, “Miyazaki-doburoku-
de-kaishawo-sukuu” 

3rd prize: group 6, class 1J, “Low karorie-de-oishii
-siira-hinata-burger” 

The Results (voted by teachers) 

1st prize:  group 5, class 1J, “Fukuro-funori” 

2nd prize: group 6, class 1I, “Miyazaki-doburoku-
de-kaishawo-sukuu” 
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宿泊研修２日目 

■農業体験「芋の植え付け」 

 今回は「地域資源」を活用したプロジェクトを行っていま

す。すがすがしい朝に、宮崎の強みともいうべき「食」を支

える農業を体験しました。サツマイモの苗を切り取った

後、係の方のアドバイスをいただきながら、芋の苗を植え

付けたり、イチゴ・トマトの収穫体験もさせていただき、食べ

たことのないおいしさに、食の奥深さを感じました。 

■ポスターセッション 

 いよいよ、この数日考えてきた「地域資源を活用したア

イディア」の発表の時がやってきました。どの班も直前まで

準備に最善を尽くしていました。そして本番。グループのメ

ンバーで協力してポスターにまとめたアイディアを相手に

伝えようと一所懸命にプレゼンしていました。 

 

■ポスターセッションの結果 

【社員(生徒)投票の部】 

最優秀賞 Ｊ４チーム「京いも二大革命」 

優秀賞 I６チーム「宮崎どぶろくで会社を救う！」 

優秀賞 J６チーム「Ｌｏｗカロリーでおいしいら ひなたバーガー」 

 

【役員（職員）投票の部】 

最優秀賞 J５チーム「内側からも外側からもキレイになるっちゃが」 

  （フクロフノリ） 

優秀賞 I６チーム「宮崎どぶろくで会社を救う！」 

優秀賞 Ｊ４チーム「京いも二大革命」 
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J６チーム「Ｌｏｗカロリーでおいしいら ひなたバーガー」 

高タンパクでビタミンDが他の食品より多い、シ

イラを使った、健康志向の人々向けのハン

バーガーの提案 

Ｉ３チーム「かんしょ～かんしょのこれからの道」 

かんしょのビタミン・食物繊維と、ヨーグルトの

カルシウム・乳酸菌を組み合わせ、美容や大

腸がんに効果のある「かんグルト」の提案 

Ｉ２チーム「知られざるのぼりざるのひみつ」 

延岡の「のぼり猿」をより身近に感じてもらうた

め、安価な子供向け玩具としてご当地のぼり

猿を提案 

Ｉ１チーム「ＳＰＧの水革命」 

 南九州に堆積するＳＰＧ（シラス多孔質ガラ

ス）を使用したキャップ（ペットボトルにつけて

使用する簡易浄水器）の提案 

I６チーム「宮崎どぶろくで会社を救う！」 

どぶろくに宮崎の神話を組み込み、神楽のス

トーリーを組み込んだどぶろくツアー、神楽面

を施したどぶろくフェイスパックなどの提案 

I５チーム「一石二鳥でもうかるお米発見!!」 

小清水栽培米に皇室献上ストーリーを組み

込み、小清水栽培米を使用した天皇のおに

ぎり、お米の魔法（化粧水）など提案 

Ｊ４チーム「京いも二大革命」 

市場に出せない京いもを使用した、安価でヘ

ルシー食品の提案（京いもプリン・たけのこ芋

の里・おつまみなど） 

J３チーム「陶器産業開発計画」 

小松原焼をその紋様から魚料理を扱う店を

ターゲットにする提案、クラウドファンディング

の返礼品として贈るプランなどを提案。 

J５チーム「内側からも外側からもキレイになるっちゃが」

栄養価の高いフクロフノリに日向夏など県産

品をコラボさせたドレッシングとシャンプーの

提案｡ 

Ｊ１チーム「ギャップに萌えろ!!」 

外国人向けのクエを食す観光ツアー提案、

貴重な食材の価値を知ってもらうための国内

の都市部の高級料理店向けの出品の提案。 

Ｉ４チーム「銀ノ幻魚」 

オオニベのブランド化を行い、「冬を食す会」

を行い、地域から少しずつ全国へ認知度を

広げていくアップのための提案。 

J２チーム「動くホヤで会社を救う!!」 

ホヤの養殖を行い、弁当にホヤ料理、店頭

でのホヤ販売、県物産館でのホヤブース設

置、ホヤを使用した美容商品の提案 


