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第１６回わんぱくキャンプ記録集
だ い

ネイチャーストーリー

森の中で、何かが始まろうとしていた。森の精霊たちが、動物たちが、そして木々たち
もがざわめき始めている。すばらしいことが起こるのか？あるいはとんでもないことが
起こるのか？今、自然の物語『 』の幕が開き、わんぱくたちの冒ネイチャーストーリー
険が始まる。
さて、ここはナチュレの森。今日も狐のゴンとその仲間たちが楽しく遊んでいます。

森で出会ったゴンとわんぱくたち、たちまち友達になりました。一緒に遊んだり、生活
したり、冒険したり、秘密の基地を作ったり……。ところが大事件が発生しました。ゴ
ンとわんぱくたちは解決できるのでしょうか？
これは、狐のゴンとわんぱくたちが森の冒険を通して成長していくお話です。

福山市キャンプ協会主催
しゅさい ふくやまし き ょ う か い

２００３年、８月１日(金)１４０ ～８月３日（日) 解散日 時 : 0 16:00
に ち じ ね ん に ち きん に ち にち かいさん

広島県立福山少 年自然の家場 所
ば し ょ ひろしまけんりつふくやましょうねんし ぜ ん いえ

ド ラ マ キ ャ ン プ わ ん ぱ く キ ャ ン プ の ホ ー ム ペ ー ジ内 容
http://www30.tok2.com/home/wcw/
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活動報告

８月１日（金）

１３：３０｛受付｝体育館前の藤棚
うけつけ たいいくかんまえ ふじだな

わんぱくたちがやってきました。今年も低学年が多いね。高学年の参加が少なくなっ
てきているのは少し寂しいね。それに中学生の参加がなかったので、カウンセラーは大
変です。でもどうしたんだろう？子どもたちも忙しくなってきているのかな？
１４：００｛ ｝ 体育館前の藤棚出会い

で あ たいいくかんまえ ふじだな

開会式が始まりました。初参加のわんぱくたちもいて、リピーターのわんぱくたちも
緊張のためか、少し顔が堅いね。歌声も少し小さいしね。この三日間で、わんぱくたち
の目を輝かせてみましょう。声を大きく出させてみましょう。
といっているうちに和尚の出番です、その両手には、サメ君とお猿君。掛け合いで、

自己紹介が始まりました。子どもたちの緊張も少しほぐれてきたようです。
おや、ゴンが現れました。意地悪ウルフも登場です。さあ、物語の始まり始まり。

１４：３０｛僕たちは友達だよね｝玄関前
ぼく ともだち

場所を玄関前に移動して、友達作りです。二人組で、一人が目隠しをして、もう一人
。 、が誘導してのお散歩です パートナーを信じることができましたか？全員での鬼ごっこ

全員が鬼で全員が逃げて。誰かに右手でタッチされたら、その場に座ります。でも、左
手でタッチして助けてあげることもできます。相手をやっつけるだけでなく、助けるこ
とも必要だよね。
班に分かれたの積み木式自己紹介。全員の名前が覚えられたかなあ？フラフープを人

差し指に乗せ、指が離れないように、地面におろしていきます。あれ、どうして上に上
げていくの？おろすんですよ、おろすの。みんなで心を一つにして協力するって難しい
よね。
１５：３０｛ ｝おなかがすいたからご飯を作るのです。

ごはん つく

最初の食事作りです。アーク様から５つの約束を教わりました。と、そこへ意地悪ウ
ルフが現れて、薪にバケツの水をぶっかけて逃げていってしまいました。わんぱくたち
は本気で怒っていましたね。怖い、怖い。
山から薪を探してきたり、のこぎりやなたを使って薪作りをがんばってやっていまし

た。さすがにホモのを使うときは、みんな目が本気です。ジャガイモ、にんじん、タマ
ネギ、肉といった材料を使って反語とのオリジナル料理に挑戦です。カレーを作る班、
シチューにする班、ハヤシライスを作る班とみんな上手だったし、おいしかったね。
１９：３０｛ ｝ファイヤー場夜はちょっぴり怖いけど

よる こわ じょう

やっぱり夜は怖いよね。今にも泣き出しそうな低学年のわんぱくも……。でも勇気を
振り絞って、夜の森に出かけます。アーク様から 「月夜のミミズク」というお話を聞、
いて、森の中に出かけました。虫たちに出会った班もありました、夜景の美しい場所を
見つけた班もあります。そしてタヌキに出会った班もありました。
２２：００｛今日はお休みなさい｝ 各テント

き ょ う お やす かく
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夜は寝るときです。ですよね。でも、なかなか夜は寝られないようですね。夜遅くま
で起きて、話したり、騒いだり（こら、こら！）していた班もあったようです。

８月２日（土）

６：３０｛ ｝ 駐車場ダンゴムシ競 争
きょうそう

朝がきました。眠たそうな顔をしたわんぱくたちがいます。眠たそうな顔をしたスタ
ッフもいます（それは私です 。ダンゴムシ競争をしました。明亜ダンゴムシをたくさ）
ん集めてきました。簡単な遊びだけど、わんぱくたちは結構はまっていたようです。
７：００｛朝飯｝ 炊事場

あさめし す い じ ば

私にとって、朝は、ご飯とみそ汁です。ということで、今日の朝食は、ご飯とみそ汁
を作りました。昨日、自分たちで料理を作っているので、なれてきたようです。
９：３０｛ ｝体育館横の炊事場森を守るのです

もり まも

暑くなってきたので、屋根のある体育館横の炊事場で活動を行いました。動物カード
を１枚選びます。そして、その動物のジェスチャーをして、ほかの班の人たちは、動物
のなまえを当てていきます。名前がわかったところで、その動物についての質問をして

。 、 。 、 、いきます でも すごい子がいましたね 動物博士 動物のことなら何でも知っている
みたいです。てっちゃん、君だよ、君。
下のレク広場に移動して、野生動物と環境問題について考えるゲームをしました。自

然を守っていくことの大切さ、わかってもらえたかなあ。
１２：００｛昼飯｝ 炊事場

ひるめし す い じ ば

帰ってくると、スタッフが作ったお昼ご飯が待っていました。いなり寿司とフルーツ
パフェです。それからおそうめんです。自分で作る食事もおいしいけど、作ってもらっ
た食事もおいしいよね。ちなみに、すべてに、子狐ゴンの大好物の油揚げが食材の中に
入っていたことに気がつきましたか？
１４：００｛ ｝倉庫前僕たちの秘密

ぼく ひ み つ そ う こまえ

実はこの活動、大人向けの活動です。企画をしながら低学年が多い中で成立するのだ
ろうか？という不安が少しありました。でもさすがにゴンの力は偉大です。うまく子ど
もたちに、やる気を起こさせてくれました。子どもたちは、自分たちの秘密基地（サイ
ト／ いこうに い ころ）を見つけ、詩を作ったり、動物の気持ちになっていまさ い と
した。ちなみに私がつい低いたところは、蚊が多かったですね。
１６：００｛ ｝ 炊事場パーティーだ、パーティーだ。

す い じ ば

２日目の夕食は、お子様ランチです。お子様ランチといえば、お約束のハンバーグ。
わんぱくたち一生懸命にハンバーグを握っていましたね。
１８：３０｛ファイヤーの準備｝ファイヤー場下の広場

じゅんび じょう か ひ ろ ば

ファイヤーの準備です。薄暗くなりかけた頃わんぱくたちは集まって、ファイヤーの
説明を聞いたり、歌の練習をしました。このころには、歌もしっかり覚えていました。
１９：３０｛ ｝ ファイヤー場やっぱり夜は、キャンプファイヤーだよ

よる じょう

ナチュレの森の一大イベントといえば、やっぱりキャンプファイヤーです。マジック
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ファイヤーで、井桁に火がつき、ゴンの進行の元にファイヤーを楽しみました。わんぱ
くたちも自分たちが考えたｽﾀﾝﾂを披露しました。でも、今回は、クイズ、ゲームが結構
ありましたね （最近小学校のファイヤーに指導にいっても、クイズ、ゲームが多くっ。
て、……）替え歌は、楽屋落ちのところもありますが、おもしろかったです。
スタッフの指導するゲームや踊りでは、わんぱくたちはノリノリでした。
最後は女性スタッフのトーチに火がつきました。情熱の赤い炎、空の青い炎、大地の

緑の炎、きれいでしたね。
２２：００ ｛お休みなさい｝

お やす

さすがに、二日目の夜です。わんぱくたちも疲れたのでしょうか。キャンプ場は静か
です。おとなしく寝たようですね。ですね？

８月３日（日）

６：３０｛ ２｝ファイヤー場朝を遊ぼう
あさ あそ じょう

若手スタッフによって、朝を遊びました。といいつつ、毎年この時間、私は次の準備
のために山に入っていますので、子どもたちの様子は詳しくわかりません。
７：００｛朝 食｝ 炊事場、各テント

ちょうしょく す い じ ば かく

、 。 、 、モーニングは やっぱりパンとコーヒー牛乳ですよね ということで 三日目の朝は
ホットドックに決めています。といいつつ、私は、モーニングが食べれるだろうかと心
配しつつ、やっぱり山の中で、準備をしていました。
９：３０｛ ｝ファイヤー場大事件発生

だいじ け んはっせい じょう

ゴンが約束の時間になっても現れません。スタッフもなんだかそわそわしています。
そこへ、意地悪ウルフが現れて 「ゴンは、おいらだけの友達にするから悔しかったら、
助けにきてみな！」とわんぱくたちを挑発しました 「たすけにいこう！！」と、わん。
ぱくたちは大張り切り。ところが、森の動物たちを驚かさないように静かに森の中に入
っていかなくてはいけません。最初は静かに歩く練習をしました。静かに歩けるように
なって、アーク様から「合格」をもらった班から、ゴンを助けに森の中へ入っていきま
す。ところが最初の試練が待ち受けていました。道に大きな蜘蛛の巣がかかっているの
です。蜘蛛の巣にさわらないように網の目の間を抜けていかなければならないのです。
でもさすがわんぱく、みんなで考え、協力して、無事このトラップを乗り越えました。
森の動物からもらった地図を元に、ゴンが捕まっている場所まで行きます。しかし、そ
の途中で、動物に必要な「水 「食べ物 「すみか 「生活空間 （カード）を見つけなけ」 」 」 」
ればなりませんでした。
やっとわんぱくたちは、ゴンが捕まっている場所までやってきました。ところがどこ

にもゴンの姿が見えません。あたりを探してみましたが、見つかりません。大きな声で
ゴンの名前を呼んでみました。やっと、ウルフがゴンを捕まえて現れました。なんと、
そのうしろには、真っ黒な姿をした邪神がいるではありませんか。ウルフは、邪神に魔
法でゴンをウルフだけの友達にしてくれるように頼みましたが、邪神に利用されただけ
だと知りました。わんぱくたちは、ウルフから邪神が人間が捨てたゴミをパワーにして
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いることを知りました。そこで、わんぱくたちは、邪神のパワーをなくすために、山に
捨てられたゴミをきれいに集めました。さすがに邪神もパワーがなくなって弱ってきま
した。最後のとどめに、みんなで大きな声で 「ぼくらわんぱく」を歌うと、邪神は逃げ
ていきました。
こうして、わんぱくたちはゴンを助け出し、ウルフとも友達になりました。
キャンプ場まで帰る途中わんぱくたちは、山に捨てられたゴミを拾って帰っていまし

た。
１２：００｛ ｝こうして僕たちのお話ができたのです

ぼく おはなし

山から帰ってくると、おにぎりが待っていました。毎年、このときのお弁当は、食べ
残しが山のようにでます。そこで今回は、お弁当から、おにぎりにしてみたのですが、
ちょっと量が少なかったわんぱくたちもいたようですね。ごめんなさい。次回はもう少
し増やしてみましょう。
食事が終わったら、今回の冒険の作文を書きました。でも考えてみたら、やっとひら

がなを覚えたばかりの１年生、がんばって書いているよね。
１５：００｛ ｝玄関前さよなら、きっとまたあおうね。

げんかんまえ

別れの時がやってきました。と、その前に例年のごとくバンダナへのサイン会があり
ました。お目当てのサインはもらえましたか？
いよいよ閉校式です。今年から写真販売をやめたので、保護者の方の集まりが少し遅

いようです。でも、閉校式を始めましょう。子どもたちの蚊をは真っ黒。目は輝いてい
ます。
いろいろなことがありました。料理も作ったし、野生動物や環境問題のことも考えた

し、ゲームや踊りを楽しんだし、ゴンを助けウルフとも友達になりました。熱の出たわ
んぱくもいます。料理の時にちょっとけがをしたわんぱくもいます。おうちが恋しくて
泣いたときもありました。帰るときに、もっとキャンプをしていたくて目が潤んでいた
子もいました。
ゴンはこれから山の中で、森の動物たちと一緒に

暮らしていきます。そしてわんぱくキャンプは、ま
た来年新しい物語の幕を開きます。

またあいましょう。See You Agein
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１班

杉原 そう名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

思い出作文

ゴンとウルフとわんぱくが友だちになった。

１班

しにやま しんいちろう名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

ご飯を残さないこと
思い出作文

キャンプがたのしかったです。

１班

半田 寛人名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

がんばる
思い出作文

三日間のキャンプは楽しかった。楽しいこともあったし、つらい
こともあったが、すごく楽しかった。楽しい思い出ができた。

１班

ふじいゆうた名前

ゆうたキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

じぶんでごはんをつくるのは、ごはんです。
思い出作文

ぼくは、もう一回きたいとおもいました。
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１班

佐々木貴也名前

たかやキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

病気になるな
とても楽しかったから、来年も来たいです。

１班

平田倫子名前

りんちゃんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

ゴミを捨てたり、人を傷つけない
思い出作文

一番楽しかったのは、キャンプファイヤーです。スタンツは７班さんと２班さんがじ
ょうずでした。ごはんも自分たちで作ったのだから、とてもおいしかったです。友だち
もいっぱいできました。

１班

大渡 典名前

つーちゃんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

思い出作文

一番楽しかったことは、キャンプファイヤーです。おもしろかっ
た班は７班でした。
今年で２年目だったから、何となく分かりました。来年も来たいです。

１班

おんべ たくま名前

たくまキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

ごはんを残さないこと。
思い出作文

キャンプのときの、よるのがはんはおいしかったです。このキ
ャンプはすごくたのしかったです。みんなとあえてよかったとおもいます。キャンプフ
ァイヤーが楽しかったです。ゴンを見つけれてよかったです。
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２班

神原 もえか名前

もえちゃんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

人に親切にする。ゴミを拾う。注意する。
思い出作文

キャンプファイヤーをして楽しかったです。初めてだったからちょっと泣いたけど、
楽しかったです。ごはんを作っていいことを知りました。テントで寝るときよく寝れま
した。うるさかったけど、よかったです。ゴンと友だちになって、みんなが優しくって
うれしいです。

２班

城本 芳裕名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

思い出作文

一年ぶりのわんぱくキャンプでした。藤棚に一時半に集合しました。体育館前で歌を
歌ったり、紹介をしました。夜食を作るとき、まきをたくさん持ってきました。のこぎ
りで十 くらいのまきを切りました。ハヤシライスでした。cm
夜に動物を見つけるために、静かに探しました。でも、全然見つかりませんでした。

キャンプファイヤーをしました。出し物が緊張しました。来年が楽しみです。

２班

村上 龍意名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

思い出作文

キャンプファイヤーが楽しかった。

２班

こやま けいすけ名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

思い出作文
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また来たい。もう一度来たいです。歌を歌いたいです。

２班

岡田 晃典名前

晃典キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

思い出作文

今年は去年よりつかれた。
ホットドックがおいしかった。
二日目の晩のごはんがおいしかった。
ハヤシライスもおいしかった。
友だちがたくさんできた。

２班

森川 つばさ名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

思い出作文

楽しかったです。

２班

ただのさとみ名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

弟をたたかないこと
思い出作文

キャンプに来て、よかったです。

２班

長光 満帆名前

まほちゃんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

班の人に優しく。友達をいっぱい作る。
思い出作文

今日は、キツネのゴンがウルフにさらわれて大パニ
ック。みんながゴンを探し出しました。まず聞こえな
いように、足音をたてないように、訓練をしました。
そして、無事ゴンを見つけることができました。ウル

フも新しい仲間になりました。めでたし、めでたし。
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２班

あおやまゆうか名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

思い出作文

まいごにならない。

２班

きったかさいこ名前

さいこキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

友だちをふやす

思い出作文

キャンプファイヤーがとても楽しかったです。特に７班がおもしろくて、８班は、よ
く調べたなー、と思いました。テントで寝るとき全然こわくなくて、三日目、まじゅう
かなんかでてきて、歌うたったら前みたいに逃げていって、弱いなーと思ったし、カマ
もってても意味がないと思いました。
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３班

高山 友希名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

家族の一員
思い出作文

お茶を冷やして。変なおどりをしてほしくない。男がうる
さい。でも、とても楽しい。みどりの火がとてもきれいだっ

。 。 。 。 。たよ 友ができたよ 一日だけ眠れなかったよ 二日目眠かった 予想以外の年だった
男子がわがままなのよ。４班のユミちゃんのとなりにおまえを食ってやると書いてあっ
た。印刷紙にオカモトユウキと書いてあった。とても笑えた。
またこよう。

３班

半田てつや名前

てっちゃんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

思い出作文

キャンプファイヤーが一番楽しかった。

３班

きったかまい名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

やくそくをまもるこどもになりたい
思い出作文

おちゃが熱くて、べろがやけた。たのしかったことは、ダンゴムシきょうそう。ごは
んをつくるのがたのしかった。いちばんこまったことは、おとこのこがうるさかった。
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３班

矢野 貴裕名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

人をころさん。ゴミをすてん。５時には家にかえ
る
思い出作文

キャンプで、ゴンとウルフが仲良くなったけど、
あんなにゴミがたくさんあったのがやだったよ。で
も、見つけたからよかったと思う。ぼくは、たくさ
んビービー玉を見つけたよ。だからきれいにすこし
なったよ。

これからはゴミを捨てないことを誓います。だから、これからは森を大切にしたいで
す。今回は、虫がテントにいなかったからすみました。
今回は、一人でねるのがなかったよ。今度は絶対一人で寝てみたいです。

３班

齋藤 美羽名前

みうちゃんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

ゴミを捨ててはいけないところに捨てない。ゴミを捨てるな。
思い出作文

お茶が熱くて、やけどうしそうになったので冷たくして。今回キャン
プにはじめてきて知らなかったので、みんなにいろいろ教えてもらいま
した。口内炎ができていたので、ごはんも残したり、食べるのが遅かっ

たです。夜寝るとき、みんながうるさくて眠れませんでした。ごはんがとてもおいしか
ったです。となりのテントがうるさくて寝れなかった。

３班

神原 陽子名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

森にゴミを捨てないようにする
思い出作文

、 。班の人たちと仲良くなれたし 班の人やわんぱくキャンプのスタッフ達と協力できた
昼間はとっても暑かったけど、おもしろかった。スタッフの人たちに動物のことや森

の大切さを教えてもらった。ほかにもおもしろいゲームをたくさんしてくれた楽しかっ
た。夜のキャンプファイヤーの時は、スタンツで 「紫ずきん」をやって、練習してい、
なかったので難しかった。

。 、 。 、 。お茶が熱かった 最初の夜は なかなか眠れなかった だけど また来たいと思った
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岡田 泰裕４班

やっさん名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

ゴミを捨てないようにする
思い出作文

、 、 、キャンプファイヤーで １班～８班まで 何か演技を考えて
ぼくたちは４班でこわい話をすることになった。夕方にはごはんを作って食べた。話を
しているうちに上に行くときが来た。その前に集まって、約束の話をした。それで会場
に入って、ダンス、歌、自分の班の特技をした。特技では、６班の特技が一番おもしろ
かった。とちゅうのみんなのゲームもおもしろかった。最後の、森の火、海と空の火、
太陽の火を見つめ合った。いろんなことを思い出した。それから明日のことを話し合っ
てテントにかえった。

４班

橋本 有美名前

はっしーキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

ゴミを捨てない
思い出作文

今回のわんぱくキャンプで一番楽しかったのは 「大事件発生」です。山の中でカー、
ドを探し、ゴンやウルフが出てくるのを待っているのが楽しかったです。山の中でカー
ドを探すのがつかれたです。

４班

大渡 瑞姫名前

ｃキャンプネーム mit
未来の自分に残したい言葉や約束

たばこを吸うな
思い出作文

男子がうるさかった。私は６年なので、今年でワンパクが終わりかもしれません。今
年の夜は、暑かったり、涼しかったりした。
火起こしが大変だったけど、飯ごうでやけどをして、あとがひりひりした。冒険にい

って１番についたけど足跡が見つけにくかった。名簿の名前が違った。橋本ユミちゃん
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の寝るところに「おまえを食ってやる」という紙がきれいに切っておいてあった。すご
くおもしろかった。一番最後の日が楽しかった。

４班

落合 浩名前

ひろっさんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

ゴミを捨てない
思い出作文

ウルフが仲良しになってよかったです。昨日、キャンプファ
イヤーをしました。６班のがすごく楽しかったです。

４班

えのもとりゅうじ名前

りゅうじキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

ごみをすてないでください
思い出作文

ウルフが仲間になってよかった。キャンプファイヤーが楽し
かった。８班が、キャンプ問題で、引っかけ問題をした。

４班

井田 たかよ名前

たかちゃんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

もっとまじめになってね。たまにいきぬきしてね。
思い出作文

キャンプ１日目
みんなやカウンセラーの人や、ゴンやウルフに初めてあった。最初は緊張していたけ

ど、だんだんうち解けてきた。夜は、男の子がうるさかったけど、やっと静かになった
よ。それからおしゃべりできて楽しかったよ。
キャンプ２日目
キャンプファイヤーで、何でだろうとクイズがおもしろかったよ。こわい話で、その

大家さんはとても家賃のことが気になったみたいです。私はこわい話がいっぱいありま
す。
キャンプ３日目
今日でキャンプは終わります。せっかく友だちになれたのに、友だちの女の子が６年

生なので、もう来ません。だから悲しいです。来年もいこうと思います今回のわんぱく
キャンプは、とてもおもしろかったです。
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４班

三藤 悠名前

みっちゃんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

ごみをすてるな
思い出作文

今回のわんぱくキャンプは、いくのが難しくて私をあわせて四人で出したら、２人し
かいけませんでした。去年が楽しかったので、いこういこうと思っている人がいけなく
なるのはかわいそうなので、来年は全員いけるようにしてあげてください。
今回は、ゴンがかわいかったです。キャンプファイヤーも楽しかったです。邪神の奥

、 。 。さんが今回現れなかったのが 謎でした 今度は１ヶ月泊１ヶ月１日にしてほしいです
（長く泊まりたいということ）
ゴミを捨てないようにしたいとこのキャンプを通して分かりました。目的は 「邪神、

の力を奪う」ことです。
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５班

国延 優人名前

優人キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

悪いことはしない
思い出作文

キャンプファイヤーが最高だった。特に和尚が、ゴンに対し
て「とってもとってもはじけてる」という言葉が楽しかった。あと、友だちもできた。
友だちとも協力できたと思う。テントの中に扇風機があったらよかった。山を歩くのは
とってもつかれたから、山を歩くのを減らしてほしい。班の大人の人はずっと同じ人が
よかった。しょっちゅう変わったらなじめないからいやだった。

５班

西江 大気名前

西江キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

絶対ゴミをゴミ箱に捨てる
思い出作文

がんばったことは、まきの番です。やっててあついけど、楽しいからです。まきの作
りもマッチもできませんでした。もう一つは、最後のゴンを助けるのでした。いろいろ
なことを力を合わせてやることがよかったです。ゴンも助けたし、ゴミを捨てちゃあい
けないことも分かりました。それに新しい友だちのウルフもできたし、このキャンプか
ら自然のことやいろんなことが分かってよかったです。

５班

榎本 翔大名前

えのキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

メジャーリーグにいけるようになる
思い出作文

女子のテントにセミが入ったし、まき集めが大変だった。まきわりが少しつかれた。
ジャガイモに皮があった。ハンバーグに野菜が多くて食べれなかった。
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５班

いまおかとしのり名前

今岡キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

楽しくしたい
思い出作文

楽しかったことは、キャンプファイヤーです。
楽しかったことは、森を探検したこと。
おいしかったのは、カレーとバナナとフルーツです。
ゴンと遊んだのが楽しかったです。
おいしかったのはそうめんとすしです。
夜寝たのが気持ちよかったです。

５班

えだひろゆたか名前

えだヒーローキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

カレーを残さない
思い出作文

油揚げを上手にみじん切りに切って、ぼくが食べ
るのだけ塩こしょうをつけてばれないように食べま
した。とっても上手に切ったので、ニックネームを
付けました 「切り切りアブラ」ときめました。。
とっても油揚げはまずかったです。でも、油揚げは

人気です。油揚げに水を吸わせて、水を「チュー」とすいました。

５班

小谷 真子名前

まさこちゃんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

私の未来は、たぶんテントで泊まることが好きになると思い
ます。
思い出作文

家では、あまりお母さんと料理をしません。でも、わんぱく
キャンプで朝、昼、ばんと料理をするのがとても楽しかったで

す。私はジャガイモの皮をむいたり、ジャガイモ、キュウリ、タマネギをよく切りまし
た。
タマネギは、となりの人が切っていたり、私が切ったりすると、私はとっても目が痛

くなって、目が真っ赤になりました。タマネギはみじん切りが難しかったです。できあ
がったお子様ランチ、ごはん、みそ汁、ホットドックはとてもおいしかったです。
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一番大変だったのは、お皿などを運ぶことでした。とっても重かったけど、とっても
楽しいキャンプでした。

５班

吉井 香奈子名前

かなこキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

やくそくをまもる
思い出作文

りょうりをするとき、みじんぎりをするときむずかしかったけど、がんばったよ。と
てもたのしかったよ。キャンプファイヤーで、よる、ちょっぴりこわかったよ。

５班

岡本 真穂名前

まほキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

元気
思い出作文

料理が好きだったけど、もっと好きになりました。タマネギのみじん切りがつらかっ
たけど、一生懸命がんばったので、いいと思いました。友だちがいっぱいできてうれし
かった。キャンプファイヤーで、出し物をするときちょっぴり恥ずかしかったけど、と
っても楽しかったのでよかったです。わんぱくキャンプで、ものすごく楽しい思い出に
なったし、来年もわんぱくキャンプに行けたらいいなと思っています。とっても楽しか
った。



- 20 -

６班

井上 功貴名前

えみしキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

長生きしろよ。悪さばっかりするな。自然は大切にしろよ。
思い出作文

一生懸命火をつけて、友だちと助け合って、一生懸命に火をつけた。
自然の中で寝るのはとっても涼しいし、とっても気持ちよかった。

、 、 、キャンプファイヤーは おもしろいことばかりあったけど つまらないときもあって
あまりおもしろくなかった。そんなにはおもしろくないという意味ではなく、少し楽し
いときもいい。

６班

北出 ひろひさ名前

ひろキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

ゴミをそこら辺に捨てない
思い出作文

森に入ったときに少し眠たかったけど、楽しかった。カレーを作るのが楽しかった。
野菜を切るのをがんばった。キャンプファイヤーで、スタンツでバンダナ探しをやるの
が楽しかった。カードを探したり、ゴンのところまでいくのが楽しかった。
最初にみんなで「ぼくらワンパク」という歌を歌うのが楽しかった。

６班

きったかかえで名前

かえでキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

かれーがおいしかった。
思い出作文

１日目は料理を作りました。あとはたきびをしました。くらいときに森にはいるのが
こわかったけど、えみしくんがたすけてくれたからよかったです。
２日目は、キャンプファイヤーがたのしかったです。スタンツが楽しかった。
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６班

杉原 貴仁名前

たかくんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

思い出作文

いろんなことをして遊んだのが楽しかった。二泊三
日で１万円だからとってもやすくてお得だった。知っ
ている人がいたのでよかった。テントで寝て楽しかっ
た。

６班

長光ちほ名前

ちほキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

地球にゴミを捨てない。
思い出作文

、 。がんばってやったことは お料理のニンジンとかキュウリとか切ってがんばりました
薪も手伝いました。まほちゃんとゆーちゃんとテントでいっしょの五人でがんばりまし
た。とっても楽しかったのはお料理です。

６班

大町 太一名前

太一キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

自然を守ること、あばらあげをやるようになる
思い出作文

、 。 、楽しかったことは 夜の寝るところです あと
夜に山登りが楽しかった。料理で炎をちゃんとや
った。カレーを食べておいしかった。キャンプフ
ァイヤーが楽しかった。友達ができてうれしい。
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６班

こたにゆうこ名前

ゆーちゃんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

ゴミをすてない
思い出作文

一ねんだから、はじめてわんぱくキャンプにいきました。はじめ
はこわかったけど、だんだんなれてきました。

いちにちめは、ゲームをしました。なんのゲームかというと、じこしょうかいです。
わたしは 「どうぶつだいすきのゆーちゃんです 」といいました。ふたつめは、右手で、 。
タッチされた人はすわって、左手ですわっている人にタッチしたらたてます。二日目の
夜は、キャンプファイヤーがありました。三日目は、キツネのゴンがいじわるウルフに
捕まりました。いたところは、じんじゃのちかくにいました。ウルフは、じゃしんにじ
ぶんだけのともだちをつくろうとおもいました。じゃしんは、わたしたち人のゴミを食
べて力をつけているそうです。アーク様がゴミをひろいなさいといいました。わたしは
ガラスを見つけました。つぎに、ここにどうぶつとかむしとかがいるしょうこをとって
きてくださいといいました。わたしはセミのぬけがらを見つけました。おもしろかった
です。

６班

小林なおき名前

なおくんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

自然を守ること（約束）未来でスターになる（し
たいこと）絶対いい男になる（残したい言葉）
思い出作文

カレーを作るときに炎をちゃんと燃やせたのでよ
かったです。食べたらすごくおいしかったです。だ
けど、あつくて手部にくかったです。すごくおいし

いご飯やカレーのルーがすごくおいしかったです。
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７班

白附 明音名前

あっちゃんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

仲良く元気にゴミは持ち帰り、邪神を倒したい。
思い出作文

最初は仲良くできるかと手も不安だった。だけどキャンプファ
イヤーでスタンツが成功したと思う。
きつい言葉にはなったけど、料理で火の番を男子とさやかちゃんたちはがんばってく

れたからよかったです。
最期二言がさらわれ、ウルフはだまされてしまった。それにゴミは捨てたりせず仲良

くしていくことは大切だということでした。
これからも自然を大切にしていきます。

７班

しろもと たけみ名前

たけみくんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

思い出作文

ぼくは、キャンプファイヤーがおもしろかったです。はん
で、なんでだろうのおどりをしました。

７班

三藤 清香名前

さやかキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

邪神をぜったいたおす
思い出作文

大きくなるまでわんぱくキャンプには行きたい。中学くらいになったら
スタッフもやってみたい。だからそれまでくじに落ちずに行きたい。いけ

なかったら残念だから減らすのをやめた方が強いと思う。今年お姉ちゃんの友達のはる
かちゃんがいけなかったからです。
わたしは料理が楽しかったです。できるだけまきを集めました。
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７班

平田桃子名前

ももこキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

最期までやりきる
思い出作文

今年で五回目のキャンプとなり、分からないことが数えられるほどになりました。
最初は緊張感があり、うまくいくか心配でした。けれども一日もたたないうちに緊張

感がすかっとなくなり、かえる頃には緊張感があったのを忘れるほどでした。
キャンプファイヤーでスタンツをやったとき、実は宿泊学習でやったのをまねしたん

だけど………、でもあのことは後悔なんかしていません。歌は変えたんだもん。
、 。これからはこのキャンプを生かして 学校生活や家での生活に生かしていきたいです

、 。 。スタッフの皆さん 来年も妹と共によろしくお願いします ありがとうございました

７班

おかもりよしひろ名前

よしくんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

ぜったいしたいことは、チャレンジしたいです。
思い出作文

、 。 。ぼくは ハイキングゲームがたのしかったです それはぜんぶみつけられたからです
それに、班のみんなとたのしくできたからです。こんどはちがうひととやりたいです。

７班

西川 ゆうのすけ名前

ゆうくんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

ゴミをすてない、生き物たちを大事にする
思い出作文

ゴンちゃんが、ひみつきちをおしえてくれたのが心にのこった。夜におもしろい話を
しておもしろかった。
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７班

小林 つかさ名前

つうくんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

ゴミが落ちていたら、すぐひろう
思い出作文

ぼくは、夜こわい話をしました。そしたら、みんなこ
わくなかったそうです。そしてキャンプファイヤーの時
もなんでだろうゴンちゃん版にしました。みんな笑いま
した。ぼくたちはうれしかったです。キャンプファイヤ

ーでもこわい話もしました。
ゴンとウルフがでました。たのしかったです。
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班８

柿本 真司名前

ライチュウキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

自然を大切に
思い出作文

おとつい、昨日、今日とわんぱくキャンプをして本当にたのしか
った。キャンプファイヤーやオリエンテーリング？っていったらいいのかな？まあ、い
ろいろたのしかった。
今回も火をたく係だったけど、まあいいか。
今回は特に自然のことで、毎年テーマがちょっと違うからたのしい。

班８

岡本航輝名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

自然を大切に
思い出作文

わんぱくキャンプでいろんなことを学んだ。たとえば、生き物が多いと食べ物がなく
なるとかを学んだ。わんぱくキャンプにきてよかった。また来たいな。

班８

大浜愛弓名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

自然を大切に
思い出作文

このわんぱくキャンプを通していろんなことが分かりました。ご飯を作ったときは、
お母さんはこんなに大変なことをやっているのかーお、思いました。
次は自然のことです。タヌキの話で、野生の生き物にはえさをあげたらいけないこと

が分かりました。夜に、動物を探しに行って見つからなかったけど、虫の声とかいろい
ろ聞けてよかったです。
その次に秘密基地を探すとき、ゴンみたいにいい基地が見つかるか心配だったけど、

いいところを見つけました 最後 ゴン探しで ゴールに着いたとき いろんなゴミ タ。 、 、 、 （



- 27 -

バコも）があったけど、全部人間の仕業だと思ったら、自然にいる動物のすみかやえさ
がなくなると思いました。わたしもゴミを見つけたらひろったりしようと思いました。

班８

古川 泰誠名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

ゴミをすてない
思い出作文

ウルフがゴンをつかまえるとは思いませんで
した。ウルフだけの友達にすると、大悪だと思
った。でも最後友達になれてうれしかった。

班８
本村しゅんや名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

思い出作文

まだ動物にやるふりをあまり覚えていないけど 「一番がいい人」というとかってに、
手を挙げました。じゃんけんでは勝ったけど、けっきょく勝手に手を挙げます。今度か
らはそんなんじゃないといいです。

班８

高橋 香奈名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

キャンプにいって楽しかったよ。自分のことは自分でや
るよ。自然を大切に。
思い出作文

８月１日にキャンプにいたよ。さいしょにぼくらわんぱ
くを歌ったよ。そうして、ゲームをしたよ。みんなでテントに荷物を置いて、ばんごは
んを作ったよ。８班は、ビーフシチューを作って食べたよ。
夜になって、ナチュレの森の動物に会いに行ったよ。ちょっとこわかったよ。でも、

動物にはあえなかったよ。テントでそれから寝たよ。
二日目、朝、ダンゴムシ競争をしたよ。朝ご飯を食べて、動物の遊びをして、ごんの

秘密基地に行って、自分たちの秘密基地も見つけたよ。夜になって、キャンプファイヤ
ーをしたよ。
三日目の朝、ウルフさんは言いましたゲームをしたよ。ゴンがウルフにさらわれたの

で、みんなで助けに行ったよ。ウルフと仲良くなれたよ。
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班８

小林 まなみ名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

みんなともだち
思い出作文

、 。 、テントでみんなと寝たから お話に夢中になってなかなか寝られなかったです でも
朝は元気に歌や、いろんな歌や、いろんな踊りをしました。一番おもしろかったのは鶴
亀和尚です。

班８

高田つよし名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

ゴミをゴミ箱の外にすてない
思い出作文

、キャンプファイヤーの歌や踊ったり班の出し物をやったりして
楽しかった。前にそうめんとすしとフルーツポンチを食べた。とてもおいしかった。キ
ャンプのお茶はわかしたてだから、あつかった。秘密基地作りは、作ったけどかがいっ
ぱいいた。薬を塗ったら、ひりひりしていたかった。
ホットドックとコーヒー牛乳を食べたり呑んだりした。おいしかった。そうめんを食

べたとき、おいしい物は久しぶりだなあと思った。最後の日におにぎりを食べた。でき
たことは、のこぎりで木を切れるようになったことです。

班８

藤井友美名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

自然を大切にして、ゴミなどをすてないこと
思い出作文

わんぱくキャンプにさいしょに来たときは、ちょっと心配でした。だけど目隠しをす
るときに二人グループになって、その子と友達になりました。それからだんだん８班の
みんなと仲良くなりました。ご飯も班のみんなといっしょに作り、班のみんながだんだ
ん好きになりました。それからわんぱくキャンプの物語はゴンでした。ゴンがウルフに
さらわれて、ゴンを助けに行くときにもクモの巣の時、みんなが応援してくれたような
気がしました。そしてゴールを探してもなくて、ずーっとゴンたちを待っていたら、ゴ

、 。 、 。ンとウルフたちが来て ゴンは捕まっていました なので かわいそうだと思いました
だけど、楽しかったです。なので、またわんぱくキャンプに行きたいと思います。
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こぎつねのゴン名前

未来の自分に残したい言葉や約束

おいしいたべものには気をつけよう！！（たべものをあげるといわ
れても ついていかないでね）
思い出作文

ずっとたのしみにしていたわんぱくたちとなかよくなれてうれしか
ったよ。

アークさまやおしょうのおはなしからいろいろなことをべんきょうしたよね。ナチュ
レのもりだけでなく、みんなのおうちのまわりや、がっこうや、おとなになってもしぜ
んおたいせつさやどうぶつたちのことをわすれないでね。ゴンとウルフは、いつまでも
みんなのことをおもっているよ。またあそびにきてね。
ひみつきちであえたらいいな。

アーク様名前

未来の自分に残したい言葉や約束

人と自然の豊かな関わりを助けたい
思い出作文

野生動物のシンボルとして、ゴンに登場してもらいました。子どもたち
がゴンという存在に対して親しみを感じ、敵役であったはずのウルフに対

してすら見せた思いやりの言葉、態度を示せていたのには驚かされもし、うれしくもあ
りました。

Camp自分中心（自己中）の子どもが多くなったといわれるこのごろです。わんぱく
に参加する子どもたちも毎年その傾向が強まっているように思われます。それでも子ど

、 。 、もたちが自然に示す思いやりをみるとほっとし 勇気と希望が出てきます 来年もまた
子どもたちに自然の姿、心を届けてゆきたいと思います。

意地悪ウルフ名前

未来の自分に残したい言葉や約束

意地悪をしてごめんね。仲良くしてくれたありがとう。
思い出作文

ワンパクたちが、こぎつねゴンと仲良くして、おれと遊ばなくなると思
っていろんな意地悪をしたけど、邪神がおれをだまして、いたずらさせたり、ゴンをさ
らわせたりしたけど、みんなが許してくれた、遊んでくれてありがとう。
今は、みんな森の中で楽しく遊んでいるよ。またあえるといいね。
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１班
多木 弥生名前

やよいちゃんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

みんなに優しく、自分に厳しく、前を向いて歩いていこう！
思い出作文

イヤー、今年も暑かった！
１班は本当におしゃべりの止まることのない、とんでもない班だった。自称リーダーの
トロを先頭に、たっくん、タカヤ、ユータ、シンチャン、ソウ、サッチャン、リンチャ
ン、ツカサ、９人全員笑顔のかわいい”ワンパク”でした。来年もみんなの最高の笑顔
と笑い声にあいたいな。
ワンパク最高！自然最高！
来年は、もっとパワーアップして参加するぞ。

班２
中山 幸徳名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

来年のワンパクにも参加しましょう！！
思い出作文

参加１２年目で、初めてカウンセラーをさせていただきました。二日目からの参加だ
ったこともあって、なかなか子どもの名前を覚えられずに苦労しましたが、もやさんや

、 。 、多木さんの協力もあって 無事に役割を果たせたかなって思っています ユウカちゃん
モエカちゃん、マホちゃん、ツバサ君、ケイスケ君、タツイ君、ヨシヒロ君、アキノリ
君、頼りないお兄さん（決しておじさんではなく）でしたが、それでも頼りにしてくれ
たありがとう。来年もくるので、またあいましょう。

班３
宮本オキオ名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

いくつになっても私はチャレンジを楽しむぞ
思い出作文

初めてカウンセラーをさせてもらいました。カウンセラーにカウンセラーが必要だと
いわれそうな気がしましたが、何とか無事に終えられたことを感謝します。やよいちゃ
ん達に多くのことを教えてもらってよかったです。キャンプにのぞむ前の事前の会議に
も参加せず、山の中もぶっつけ本番で、悪かったり、よかったり、……。ご迷惑をかけ
てしまったことを申し訳ございません。
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子育てがほとんど終わったところですが、よその小学生に接してみて、これからの子
育てだったら、やり直してワンパクっ子が育てられたかもしれないとも思いました。ま
た、子どもの生活を見ながら、大人も自分中心の生活をしていては、だめだー、社会全
体が悪くなるんだとくそまじめに思ったことです。
子ども同士のトラブルで、とっくみあいになるとやはり止めてしまった。けがの責任

を問われる自分のことを考えてしまっていた。けんかで子どもは育つものだと口では言
いながら、……。子どもを教育する現場の大変さを思った。

班４
井田 直子名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

思い出作文

思いっきり山の中を歩いたり、自分たちのサイト（最高にいい
ところ）をさがしたり、自然の中で過ごした時間は、日常からか
け離れた、子どもの頃がよみがえってくるようでした。

それにしても、子ども達の体力とたくましさには驚かされました。さすがワンパクに
やってきた子ども達。真っ黒に日焼けして、汗だくになって、泥まみれ。でも元気いっ
ぱい。ナチュレの森での出来事にみんな夢中。班で時々けんかもしながら、でも団結し
てがんばったり。とてもかわいいワンパク達でした。

班４
長光 敬子名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

思い出作文

４班のみんな、ご飯を作ってくれたありがとう。いつもは自分で
作っているから、作っていただいたご飯のおいしいこと。ありがたいこと。うれしいこ
と。
来年もまたあおうね。

班５
井尻 知沙名前

いっちゃんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

子どもの心を忘れずに、毎日楽しく本当の自分を
思い出作文

今年も三日目からの参加となりました。小学生の頃からここへ着続けて早十年。ワン
パクこなけりゃ、夏終わらない。ということで、卒業後もスタッフとして、参加させて
いただいています。
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今年は五班のカウンセラーで、子どもたちとハイキングをしました。子どもの着眼点
の鋭さとおもしろさにびっくりしました。
来年もこれることを祈って、ワンパクたち！！来年もあおうね。

班８
鶏内 成子名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

いつも心に愛を
思い出作文

三日間とってもあつかったけど、みんなよく頑張りました。まなちゃんはいつも元気
いっぱいでした。かなちゃんはお皿洗いをいっぱいしました。ゆみちゃんは笑顔がとっ
てもよかったよ。あゆちゃんは、リーダーとして、まとめ役を務めてくれました。たい
せいは、班のムードメーカーでした。しゅんやは、木を切るのをがんばりました。つよ
しは、とっても物知りで、いろんな話を聞かせてくれました。こうきは、なべややかん
をピカピカにしてくれました。しんくんは、ファイヤースタンツで、活躍しました。
みんなからいっぱい元気をもらってうれしかったよ。また来年もあおうね。

白附 直樹名前

ギターのおっさんキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

元気があれば何とかやれる
思い出作文

今年もわんぱくキャンプが終わりました。
低学年が多いせいか、自分がでかいのか、子ども達が小さく感

じてましたが、元気いっぱいでとても大きいワンパク達でした。
なにやら「キツネのゴンでしょう」と子ども達に聞かれっぱな

し、そんなにキツネに似ているのかな？
元気な子ども達と一緒にいると、こちらも元気になってがんばってしまいます。とい

うことで今年は 「元気があれば何とかやれる」ことに気づかされました。、
さあ、ワンパク達、君たちの未来はこの元気さで乗り越えていけるよ。でも、人の話

は聞いてね。
みんなが安心して暮らせる社会や自然を作るのはワンパク達が導いてくれると信じて

います。
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宮本雅行名前

もやキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

。何才になっても子どもと自然のつながりを大切にする人でありたい
思い出作文

野生動物との関わりについて考える でした。大切にするといCamp
うことはどういうことだろうか？捕まえて、えさを与えて、なでてやることだろうか？
人間からえさを与えられて、自ら生きる力を奪われてしまった動物は、もう野生では生
きられない。人の善意が善意にならないことがある。
人の子どもに関わる場合も、善意が善意にならない、つきあい方をしてしまうことが

ある。わんぱく がこれからも子どもたちの生きる力を強める、善意が善意としてCamp
生かされる であり続けたいものです。Camp

小西清名前

コニタンキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

いまをたいせつに。
思い出作文

今年もきました。わんぱくキャンプ、三日間あつそうである。ワンパクたちの元気を
もらって帰れそうである。
ストーリーの中にいろいろと配役があって、いそがしそうであった。坂を久しぶりに

上るとさすがに途中で休憩が必要で 「年をとったのかなあ」と思いました。、
でも、三日はすぐに終わってしまい、ワンパクたちとの別れとなった。また来年も元

気で、あいたいと思った。元気に、来年またあえるのを楽しみにしています。

伊達 裕名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

思い出作文

今年もあつい三日間よくやった。わんぱくたちもよく頑張ったね。みんな楽しく過ご
せましたか？この三日間のことを忘れないで、これからも楽しく生きていってね。ぼく
も明日からもがんばって、楽しく生きようと思う。
また来年あおうね。それまで元気でね。

加藤 豊名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

体調管理
思い出作文

今回もカメラマンとして参加させてもらいました。初のデジカメ撮影は思うようにい
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かないこともありました。が、それも一つの経験として次回またがんばりたいです。数
え切れない写真を撮った中で、自分の気に入った写真があればカメラマンはうれしいで
す。ではまた来年。

岡田 朋子名前

とこキャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

Dreams come True!!
思い出作文

２年ぶりの参加は、残念ながら１日の参加でしたが、念願の裏方
スタッフをすることができました。一つのイベントが動くために、

どんな人がどういう役割で動いているのか、本当にその一部だけど見ることができたと
思います。
今回は、お茶たき、昼食調達……と、バタバタ走りまわった（？）ような気がします

が、次回はもう少し、しっかりとキャンプに関わりたいなーと、元気なワンパクたちを
見て思いました。

塩崎 仁美名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

いつまでも純粋な心で
思い出作文

私が一番驚いたことは、子どもたちの純粋さです。今の私にはないような素直さがあ
るような気がして、見ていて自分も素直になれるような気がしました。
今日のこの暑さにもびっくりしました。もっと涼しいかと思っていたけど、これもキ

ャンプらしくていいです。
またキャンプを楽しみたいです。

吉村 千春名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

とにかくがんばれ
思い出作文

今日、キャンプに参加してすごく楽しかったです。私たちは、こんな暑さの中で、暑
い、暑いといっていたけど子どもたちは、暑さをものともせず、自然とふれあって、虫
を探したり、走ったりしていました。そのパワーには驚きました。ゴンを必死になって
助ける姿には、なぜか少し感動しました。自分にもそういう年齢があったんだなあと思
うと、取り戻したい気分です。
後、キャンプとか自然とふれあう機会があれば、自然の大切さや尊さが分かるので、

とてもよいと思います。
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田頭 尚美名前

キャンプネーム

未来の自分に残したい言葉や約束

思い出作文

キャンプに参加して、子どもたちの元気さにふれたり、山道を歩いたりして、すごく
楽しかったです。とても暑いのにゴンを助けるために一生懸命な子どもたちを見て感動
しました。
私が子どもたちに忘れていた何かを教えてもらったような気がしました。またキャン

プに来たいです。



- 36 -

★夏休み最大の行事"わんぱくキャンプ”が終わって、親子共々気が抜けたような毎日で

すが、皆様お変わりありませんか。初めてのキャンプで、知らないお友達の中でわがまま

頑固な子がうまくやっていけるかとても心配しましたが、迎えに行っての第一声が、「６年

生までしかいかれんのだって、残念」だそうです。夜は大丈夫かな？と、親の心配はいら

ないようでした。もやさんはものすごく物知り、動物の名前難でも知っている。歌も上手

で、夜探検したり、……と、キャンプに行けなかった弟に、ダンゴムシ競争をしてあげた

り、みんなで作ったご飯は、とてもおいしかったんでー。ご飯も軟らかくて、おいしいの。で

も、スイッチで多感のよ。と、ずーっと話をしてくれました。スタッフの皆さんが子どもと目を

合わせて話をしてくださったんだなと思います。また行く！と張り切っています。一皮む

け、大きく成長した我が子をうれしく思います。歌で見送られ、ちょっぴり涙です。本当に

感謝です。お世話になりました。今度は、少し甘えん坊の弟と二人お願いします。本当に

ありがとうございました。また会える日を待ちわびて。

★毎日山ばかりだから、海などに生きたい。川でもいい。

★少し疲れたようですが、楽しそうにキャンプのことを教えてくれました。貴重な体験をさ

せていただいてありがとうございます。シャワーだけでもあればよかったよかったようで

す。子どもの話からだけでなく、どのように過ごしていたのか話してもらいたいです。

★三日間服も着替えず、とても楽しく過ごせたようです。帰ったときはとてもくさかったです

が（笑）。かえってくるなり３０分以上もキャンプでのことをしゃべり続け、どんなにすばらし

い経験をしたかをジェスチャーを交えながら、目をきらきらさせながら伝えてくれる我が子

に、とても充実した時間を過ごさせてもらったのだなあと親も感動しました。特に、夜鼻血

が出たとき、周りの友達が助けてくれたことがびっくりの反面うれしかったようです。「ぼく

らわんぱく」の歌もしっかり覚え、歌って聞かせてくれました。初めてのことだらけで、なに

もかもが我が子にとって印象深い物になったようです。病気も大きなけがもせず、三日間

楽しめたこと、よかったと思います。スタッフの方々には、本当にお世話になりました。あ

りがとうございました。一回り大きくたくましくなったわが子を前に感謝の気持ちでいっぱ

いです。

★お世話になりました。初めてのキャンプ、それもシャワーもないキャンプ。大丈夫かしら

と心配をしていましたが、とてもとても楽しくて、来年もぜったい行くと今からいうぐらいう

れしくて充実した三日間だったようです。班ではリーダーをさせてもらい、それがまたたま

らなくうれしかったみたいです。来年は中学生、女の子の参加が少なくなっていくのでしょ

うが、来年も楽しく参加できればいいですね。本当にありがとうございました。
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★うちの子は１０泊くらいしたいといっております。ああいう体験を普段させてやれないの

で、本当にありがたいと思っています。家で、暑い暑いと言っているより、思い切って外に

出て、思いっきり汗をかく、それさえままならない生活を送っていてはだめですね。「わん

ぱく」という言葉が死語にならないように、こういう企画、運営をがんばってください。こうい

う機会があれば、どんどん参加させたいと思っています。

★子どもがよい顔をして帰ってくるので、充実していたんだなと思います。たまには海で

するとか、買わんお遊び方を教えてくれるテーマがあるといいかなと思います。

★子どもがとてもよい顔をして帰ってきます。充実したんだなと思うと、いってよかったなと

思います。

★今年で三回目の参加となりました。友達もたくさんできて、とても楽しかったようです。

暑い中、カウンセラーやスタッフの皆様にお世話になり、ありがとうございました。特によ

るにトイレに行くときは、トイレに大きな虫や蚊が大変多くて、気持ち悪かったと言ってい

ました。

★三日間いろんな体験をさせていただきありがとうございました。カウンセラーの方やス

タッフの皆様にいろいろお世話になり、楽しいキャンプだったようです。迎えに行って、車

に乗ったとたん「おなかがすいたー」との一言。聞いてみると三日目のお昼は、おにぎり１

個とのこと。量が少ないかと思います。

★キャンプが始まるまでは、とても楽しみにしていたのですが、親元を離れてのご飯作り

など初めてのことばかりで、少し不安になり、涙が出てきてしまったようです。「料理を作っ

ていたら、自然に涙がでる」と本人が言っていました。

でも、ゲームやキャンプファイヤーなど、家では味わえないことが楽しかったようです。

スタッフの皆様には、とてもご心配をおかけしました。ありがとうございました。

また、来年も行きたいと言ってくれることを願い、１年の成長を楽しみにしています。

★今回が初めてだったので、本人も緊張していたようで、はいたり泣いたこともあったよう

です。スタッフの方がよくしてくださったので、ありがとうございました。年齢的に三日間は

少し長かったようです。二日間くらいのプログラムも考えていただけたらと思います。

★二度目の参加になりますが、迎えに行ったとき、今年は顔が生き生きしていました。聞

くと昨年よりも楽しかったと言っています。

★スタッフの皆様、大変お世話になりました。新しい友達もたくさんでき、自信あふれた顔

で帰ってきました。来年も参加すると即答でした。すごく楽しかったのでしょう。また来年も

よろしくお願いします。

★スタッフの皆様、大変お世話になりました。夜が少し不安で、本人も怖がっていたので

すが、全然平気で楽しかったようです。また来年もよろしくお願いします。必ず参加させて

いただきます。

★一年生の時に参加したくない！というのが嘘のように毎年喜んで帰り、楽しかった！来

年も必ず参加したい！と言っています。今年は三日目のお迎えの日にスタッフの皆様が

とてもつかれてみえました。弥生ちゃんも言っていました「たくさん起こった」と、今年のわ

んぱくたちはそんなにもスタッフの皆様をてこずらせたのでしょうか？一年生の時にたくさ
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んお世話していただいたいっちゃんが、とても美しい娘さんになられて分かりませんでし

た。子どももいっちゃんに話しかけられたと言っていました。本人は分からなかったらし

い。あれほどお世話になったいっちゃん、親は忘れません。ありがとうございます。

★毎年お姉ちゃんからわんぱくキャンプの楽しさを聞き続け、今年、やっと待ちに待って

の参加でした。恐がりで、ｙほるトイレに行かず寝るとおねしょするかも、と親はとても心配

しました。優しいスタッフのお兄ちゃんがいっしょによる二トイレに行ってくれたそうです。

誰でしょう。心優しいお兄ちゃん、名前も分かりませんが、とても感謝しています。ありがと

うございます。三日の日にスタッフの皆さん、とても疲れていました。わたしはなぜか昨年

以来、スタッフの皆さんの話を聞くと涙がウルウルです。ありがとうございます。心優しい

スタッフの皆様に支えられて、子どもたちはみなわんぱくキャンプをずっと楽しみにしてい

ます。感謝、感謝。

★子どもは元気いっぱいで帰ってきました。とても楽しかったと言って、友達といっしょに

参加して、「来年も行くよ」と言っていました。腹痛のためキャンプファイヤーに参加でき

ず、残念に思いました。いろいろな友達といろいろな経験ができてよかったです。

★今回は大変お世話になり、ありがとうございました。親の方が心配ばかりしていたよう

に思います。かえって子どもに寂しくなかったかと聞くと、全然大丈夫だったと、ご飯作り

がとても楽しかったと、喜んでいました。知らない子たちとうまくやっていけるのかと不安

でいっぱいでしたが、子どもって大丈夫なのですね。大変よい経験をさせてもらったと思

っています。来年もぜひ参加させたいと思っています。本当にありがとうございました。

★初参加でしたが、満足のいく三日間だったようです。また来年も参加させたいと思いま

す。ありがとうございました。

★暑い中、三日間大変お世話になりました。いっしょに行った友達が、初日に体調を崩し

て帰ったそうで、残念でした。あまり話をしてくれないのでよく分からないけど、また行きた

いと言っていたので、本人は十分楽しんだんだと思います。ただあついのにお風呂に入

らなかったことには、びっくりしました。女の子だとかわいそうですよね。また今度は、弟も

一緒に参加して、いろんな体験をさせてやりたいと思います。すばらしいスタッフの皆さん

に本当に感謝です。

★しんどかったようですが、とてもいい経験ができたと思います。テレビゲームもない生活

がたまにはあってもよいと思いました。ありがとうございました。

★子どもが喜んでくれたのが一番でした。友達もできてよかったです。いろいろな経験や

体験をして学んだことが一番よかったと思います。

★２か締めの参加なので、親子ともに安心した気持ちで参加できました。とても楽しみな

キャンプのようです。

★一年生で、いろいろ聞いてもよかったとしか言いません。きっと楽しい三日間だったと

思います。今後もご案内ください。

★お世話になりました。とても楽しかったです。スタッフの数が例年にもなく少ないという

状況にもかかわらず、カウンセラーの自信がないというわがままを受け入れてくださり、

大変感謝しています。来年も都合のつく限り参加協力したいと考えておりますのでどうぞ
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よろしくお願いします。

★楽しかったです。今年で４回目の参加になります。親も子も最初はなにをしたらいいの

か分からず、とまどいの連続でしたが、キャンプを終えた今、改めて感じます。過酷な暑

さを乗り越え、我慢強くなったなあ、と。人に接するには自分はどうあらねばならないかを

見直すきっかけになったすばらしいキャンプでした。

★一人で外泊が初めてで、知らない人に囲まれてどうなることかと思っていましたが、あ

えて一人だけで申し込んでみました。大人に甘えるのが下手なので、クールにしていた

かと思いますが、寂しかったの問いに、「お母さんのご飯が食べたくなった」と、目を覆い

ました。でもその一瞬以外は、バンダナにもらったサインの自慢と三日間お風呂に入らな

かったことと、みんなでゴンを助けたことと火の番をしたこととエンドレスで何べんも行って

いました。とにかく彼の中では、かなりセンセーショナルな出来事だったようで、この経験

が自信となり今後に生かされていくのだと楽しみにしています。「来年も行きたい」と開口

一番行っていたので、一年後の大気を楽しみです。大変お世話になりました。ありがとう

ございました。

★見知らぬ人たちの中で、キャンプを楽しめるかどうか不安でしたが、彼女なりに充実し

た時間を過ごせたようで、ありがとうございました。何度かの経験をして、キャンプの企画

立案に参加できるようになればよいなと思ったのですが、中高生の時間は小学生よりも

もっとゆとりがないのか、中高生のキャンプリーダーがいなかったという子どもの言葉は、

少し残念でした。多くの大人たちで運営されているように感じました。様々な心使いをあり

がとうございました。

★小一から今回で五回目となるわんぱくキャンプ。子どもはこのキャンプが一番楽しいと

いう。今年は最年長だったようで、とまどいも多かったのかなあと思います。なんだか私

の実感としては、以前より低学年の子がすごく多くなって、上級生が少なくなっているよう

に思う。もう少しバランスよく学年を参加させるのは、やはり塾や習い事などで無理なの

かなあ。

★今回３時半に到着したのですが、解散後でした。閉会式をみたかったのですが、残念

です。（いつも閉会式をみることによって子どもたちの成長を感じていたので……。）おに

ぎりがお昼に１っこしかなくて、なんだかふらふらするといっていました。せめて２個はもら

えたらよかったのにねと話していました。あと３回は参加できたらいいなと思っています。

★少し疲れて帰宅しましたが、楽しかったといっておりました。夏で汗やほこりまみれにな

り、お風呂がなかったと聞き、汗くさいと思いました。ぬれタオルで体を拭くくらいはしてほ

しかったと思います。家では全部親にしてもらって当たり前だったのですが、自分でしな

いといけないと思うようになり、かなり成長して帰ったと思います。

★昨年から楽しみにしていました。小学校に上がったら、”わんぱくキャンプ”に参加でき

ると。だからすべてが楽しかったようです。（ご飯作り、薪割り…といい自分たちで全部や

るということが）夜の森の冒険やキャンプファイヤー、さまざまな出来事を思い出しては、

「楽しかったなー、キャンプ」としみじみ話してくれます。本当にいい経験をたくさんしてき

たんだろうな、っておもいます。どきどきの出発の日、「大きくなって帰ってくるよ」といっ
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て、初めて一人でのお泊まりでしたが、本当に大きくなった気がしました。スタッフの皆さ

ん、また同じ班のお兄さん、お姉さんには特にお世話になりました。どうもありがとうござ

いました。わたしも子どもになって参加したいなーっておもったほどです。すてきな思い出

になるでしょう。

★三日間、大変お世話になりました。二人とも二回目の参加なので、昨年よりも余裕があ

ったようで、その分キャンプが楽しめたようです。帰宅してキャンプの話をしている内に、

「もっといたかった。」「カウンセラーのお兄さんに会いたい。」「家よりキャンプの方がい

い」と、涙声で言い出し、べそべそと泣き出してしまいました。親としてはうれしいような、

少しむかつくような……。わんぱくキャンプの魅力の大きさにびっくりです。すばらしい経

験をさせていただいたスタッフの皆様に改めてお礼申し上げます。ありがとうございまし

た。

★去年と違って、余裕があったようで、思いっきり楽しんで帰ってきました。暑い中、スタッ

フの皆様には本当にお世話になりました。来年も参加を楽しみにしていますので、よろし

くお願いします。下の子も来年は小学生、参加できるのを楽しみにしています。

★帰ってくるなり、どんなことをしたのかたくさんおしゃべりをしてくれました。ゴンやウルフ

がおもしろかったみたいです。親は子どもの話を断片的につなげて、あー、こんなことをし

たのかあとおもしろがっています。家庭ではなかなか体験させてやれないことをたくさん

体験させていただいたように思います。普段からたくましい子なのですが、そのパワーを

十分発揮して楽しかった二泊三日だったようです。スタッフの皆様、お疲れ様でした。あり

がとうございました。来年も更にパワーアップしたたついで参加できるといいな。

★楽しんで元気に帰ってきました。「食事の準備も全部自分たちでやったんだよー。ぼく

はなたで木を切ったんだ」とうれしそうに話してくれました。慎重性にかけているので、家

では、刃物を持たせる勇気が親になくて、体験させてやれてなかったのですが、本人は

すごくうれしかったようです。帰ってからもいろいろな話をしてくれましたが、中でも、夜の

探検？ですか、「タヌキをみたんだ！シーあそこにタヌキがいるよっていわれてみたら、電

気の光で目がぴかっと光ったんだよ」といいながら、絵日記につけるんだーと、鉛筆を持

っていました。楽しい体験をありがとうございました。

★体調が十分でなかった昨年に比べ、今年は調子もよくて、元気いっぱいで参加するこ

とができて、とてもよかったです。昨年のことを思い浮かべて、楽しみやら目標を決めてい

たようですが、重いがはずれ、でもそれはまたそれで、とても楽しかったようでした。「班の

男の子たちで、ひみつ基地を作った」ととても得意げに話してくれました。このたびの出会

いや経験で、また少したくましくなったように思います。スタッフの皆様には大変お世話に

なり、本当にありがとうございました。家族だけでは決してできないキャンプです。心より

感謝申し上げます。

★三日間とも同じ服を着てかえるぐらい楽しいことがありすぎて、毎日が刺激的だったよ

うです。帰ってからも、また行きたい、楽しかったと来年の参加を希望しています。お世話

してくださった方、ありがとうございました。P.s.当たり前に親がしていたことを「ありがとう」

って言っていました。おかげかな？
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★迎えに行って、久しぶりに顔を見たらすごくいい顔をしていたと思いました。子どもだけ

で一人で参加というので、いろいろな経験をさせたいという気持ちと、自分から進んで積

極的に話ができるようになってほしいと思って参加させたけど、帰ってきたときに、目が輝

いてがんばってきたという顔に見えました。参加させて本当によかったと思いました。楽し

かったみたいだけど、トイレに虫がいて怖かったみたいで、来年は参加したくないといって

います。

キャンプファイヤー３１、

ゴンがさらわれたところ２ ゴン探し３、 大事件発生、ハイキングゲーム２、最後の方の、
プログラム

ホットドック作り、薪割り、料理を作る４

ダンゴムシ競争１０

全部

それぞれ動物になってする物

サイト２、

ゲーム

夜の散歩、ナイトアクティビティ

キャンプファイヤーに腹痛で参加できなかったこと

ダンゴムシ競争２

ひみつ基地作り

動物を当てるゲーム

遊びがなかった
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今日で、夏休みも終わります。といっても、毎日お仕事に行っていたわけですし、何
かが変わるわけではないのだけれど、それでもわんぱくキャンプの記録集を書き終わる
と 「あー、今年も夏が終わったなー」と感じてしまいます。、
それにしても、世の中毎年毎年忙しくなっていくような気がします。子どもたちも、

高学年の参加が少なくなりました。学校では土曜日が休みになって、本当は子どもたち
はもっと参加できると思うのですが、塾にお稽古ごと、地域のスポーツ活動と時間に追
われているような気がします 「ゆとりと体験活動を」といわれていますが、実際には。
どうなのでしょうか 「子どもたちに学力がついてない」といわれて、子どもたちは、。
学力、学力と勉強に追われているような気がします。ことにしなって「体力がない」と
報道されました。来年度は、スポーツ、スポーツと追われていくのでしょうか。つい最
近、文部科学省が全国的に学校を開放して地域で「○○教室」のようなものを開く取り
組みを始める、というようなニュースを見ました。子どもたちはいったいどこへ向かっ
ていくのでしょうか。子どもたちに関わって、悲しいニュースがたくさん報道されまし
た。子どもたちが被害者になるだけでなく、加害者になってしまう。本当に今はつらい
世の中だと思います。今年のアンケートをみて 「参加費が高い」と感じられている方、
が今までより少し増えました。十数年間同じ参加費ですが、物価は確実二十数年前より
上がってきています。しかし、景気も相変わらずよくないために、わんぱくキャンプの
参加費を出すことが大変になってきているのかもしれません。子どもたちの社会ではな
く、私たち大人の社会がおかしくなってきているのかもしれませんね。
しかし、子どもたちの姿をみていると、明るい明日も見えてきます。子どもたちは優

しかったです。友達が包丁で指先を切ったりすると心配でお見舞いに来ていました。家
が恋しくなって泣いている子がいると声をかけていました。何たって、あんなに意地悪
したウルフを許し、友達になったのですから。
自然や環境のことについても本気で考えてくれました。ゴミを捨てることについても

本気で取り組んでくれました。この子たちなら地球を守ってくれるだろうと感じること
ができました。
今回のドラマは、新美南吉をテーマにして物語を組み立ててみましたが、お母さんと

一緒の世界になってしまいましたね 新美南吉の代表作には 主に狐を主人公とした ご。 、 「
んぎつね 「手袋を買いに」などがあります。是非機会がありましたら読んでみてくだ」
さい。
最後に最終日のおにぎりは少し少なかった方もおられるようです。ごめんなさい。

また来年あえることを楽しみにして。

２００３年８月３１日 まろ


