
一人ひとりの想いが
未来のふくしまを創る！

平成30年度は福島県内の23団体に受入れていただきました。

受入れNPO団体

特定非営利活動法人

がんばろう福島、農業者等の会

福島県内52の農家で構成するNPOです。
農業体験、販売、スタディファーム等様々な
活動を行っています。

県北 二本松市

特定非営利活動法人

ビーンズふくしま

様々な背景から困難な状況に置かれている
子ども・若者が自分らしく生きるための支
援を行っています。

県北 福島市
特定非営利活動法人

いいざかサポーターズクラブ

住んで歩いて楽しいまちを目指し飯坂町を
盛り上げたいと考えている地元住民が集ま
る共通の場として活動中です。

県北 福島市

特定非営利活動法人

ホールアース研究所

36年目を迎える自然学校の老舗。キャンプ
や自然ガイドなど、様々な自然体験の提供
を行っています。

県中 郡山市

特定非営利活動法人

寺子屋方丈舎

私たちは、子どもの社会参画を目指し、その
子が必要としている学びを一緒に作ってい
く活動をしています。

会津 会津若松市

特定非営利活動法人

いわき緊急サポートセンター

子育ての不安や困り事を共有し、安心笑顔
で暮らせるよう家族まるごとサポートしま
す。すくのび広場も運営中です。

いわき いわき市

特定非営利活動法人

育ちの会 輝

0歳から18歳までの障がい者の障がい状
態の改善を専門とする通所支援施設です。
知的あそびや訓練を行っています。

県北 二本松市

特定非営利活動法人

福島就労支援センター

求職活動者に対して職業能力の開発や雇
用機会拡充の支援、子どもの学習支援活動
を行っています。

県北 福島市

認定NPO法人

キャリア・デザイナーズ

企業での就労体験やコミュニケーション講
座などを開催し、就労自立を目指す若者の
就労支援を行っています。

県中 郡山市

特定非営利活動法人

子育て支援コミュニティ プチママン

郡山地域を中心に子育て支援をしている法
人で、常設ひろばでの親子活動の他、出張
での各種活動を行っています。

県中 郡山市

特定非営利活動法人

市民活動支援組織NIVO

住民主体のまちづくりをめざし、各種事業
を展開する他、公益活動団体を支援・繋ぐ
中間支援団体です。

会津 会津坂下町
特定非営利活動法人

青陽

地域の経済復興に携わるお父さん・お母さ
んの支援を主に、子どもたちとのふれあい
を大切に明るい未来を目指しています。

いわき いわき市

NPO法人

DASH

小学生放課後活動と子育て支援の充実に
向け活動している団体です。

県北 伊達市

特定非営利活動法人

福島ユナイテッドスポーツクラブ

私達は、サッカーを通じて、福島の子ども達
の心身育成のサポートを実施しています。

県北 福島市

特定非営利活動法人

ぴぃかぁぶぅ

障がいの有無に関わらず、子ども達の社会
参加や居場所づくり、安心して暮らせる街
づくりを目指しています。

県中 郡山市

特定非営利活動法人

コースター

民間の公民館「福島コトひらく」の運営、福
島県の次世代を担う人材育成の場や機会
づくりを行っています。

県中 郡山市

特定非営利活動法人

Global Mission Japan

バラエティーに富んだプログラムを通し
て、国際性豊かに心の復興活動を行なって
います。

いわき いわき市

特定非営利活動法人

チームふくしま

観光、雇用、教育活動を柱として、ひまわり
の種を通じて思いやりや福島の魅力を知っ
てもらうプロジェクトを行っています。

県北 福島市

特定非営利活動法人

元気になろう福島

双葉郡・浜通りを中心に、地域の人々と連携
して、震災からの復興・まちづくりに取り組
んでいます。

県北 福島市
特定非営利活動法人

ふよう土2100

障害児通所支援事業の運営や児童、障がい
者に対する相談支援業務、東日本大震災の
被災者への復興支援を行っています。

県中 郡山市

特定非営利活動法人

あんだんて

障がいを持つ子ども達の社会参加や安心し
て楽しく過ごせる場所・仲間作り、保護者支
援を行っています。

県中 郡山市

特定非営利活動法人

いわき自立生活センター

障がい者・難病者の福祉介護事業を行って
います。また原発事故避難者の支援にも取
り組んでおります。

いわき いわき市

N＝Non…非　
P＝Profit…営利　
O＝Organization…団体・組織

利益を目的とせず、
社会の為に活動する団体

直訳で「非営利団体」

『NPO』って何？？

当事業は、「若者の学び・体験支援」をテーマとし、県内で
復興支援活動をしているNPOでユース（高校生・大学生・
専門学生）が自発的かつ意欲的に、一週間から10日程度
のインターン活動を行うことを通して、福島県の復興・創
生に若者が貢献することを応援します。また、インターン
活動を通して、参加した若者自身が成長する機会となる
ことも期待しています。

チャレンジ
インターンシップ事業

平成30年度 

　チャレンジインターンシップに参加されました生徒・学生の皆さんがNPO法人
の活動を通して有意義な時間を過ごされ、無事修了することができたことを心
より嬉しく思います。これも、NPO法人の皆様の丁寧かつ熱心なご指導の賜物
だと大変感謝しております。
　また、コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社には企画の立案や報告書等の
作成、活動報告会における学生に向けて心のこもった動画の作成など事業全般を
通して、厚いご支援をいただきました。
　県では、今後も民間企業等と連携しながら、ふくしまの輝く未来を担う若者や、
地域に寄り添い様々な活動を展開されているNPO法人の支援などを通して、復
興の加速化や地域の活性化に取り組んでまいります。

▼

閉講式での記念撮影　

【福島県】

「協働」で明るい未来創り
福島県×コカ･コーラ ボトラーズジャパン

　コカ･コーラ ボトラーズジャパンは、地域が抱える社会課題に対して、地域のみ
なさまとの協働による課題解決に向けた活動を展開しています。福島県では、社
会で活躍する若者の育成と地域の活性化を主な目的とした本事業への協力を、 
2016年より県のご理解をいただき開始しました。
　福島県の復興、そして地域の活性化を進めるうえで最も大切なことは、地元を
支えたいと願う一人ひとりの想いです。
　私たちコカ･コーラ ボトラーズジャパンは「地域密着」と「顧客起点」を経営の原
理として、より豊かでうるおいに満ちた明るい未来創りのサポートをしてまいりま
す。そしてこれからも飲料を通じて、人々の一生と日々の生活に寄り添い、人生
のあらゆる場面においてハッピーな瞬間とさわやかさを提供する総合飲料企業を
目指してまいります。

▼

福島県文化振興課根本課長より
　修了証書授与

▼

コカ·コーラ ボトラーズジャパン
　渡邊課長より記念品贈呈

NPO強化による
復興創生事業

特定非営利活動法人

よつくらぶ

道の駅よつくら港やチャイルドハウスふく
まるを運営しながら、活力ある町づくりに貢
献することを目的としています。

いわき いわき市

未来の
福島を

創るぞ
オーッ！

活動の
ようすは
こちら

チャレンジインターンシップ動画



たずさわっていただいた全てのひとに伝えたい

今野 玲奈さん　
郡山健康科学専門学校２年／福島市出身
　インターンシップを通して「自分が
思っていた当たり前は、子どもたちに
とって当たり前ではない」ということを
学びました。この体験を保育士になる
ために活かしていきたいです。

窪木 咲笑さん　
福島大学３年／古殿町出身
　居場所づくりや子育て支援に参加し、
距離感の難しさや「普通」とは何かを深
く考えることができました。今後、より
多角的な見方を意識し、自己決定を行動
へ移すことを大切にしたいと思います。

遠藤 悠華さん　
福島学院大学３年／宮城県石巻市出身
　学習支援を行うなかで、継続的に関
わることの大切さを学びました。徐々
に関係性が構築される過程が嬉しく、
この気持ちをこれからに活かしたいと
思います。

新岡 蒼さん　
郡山健康科学専門学校４年／郡山市出身
　今回、子どもたちとの接し方を活動中に
得ることができました。 将来作業療法士に
なった際にまた子どもたちと関わる際、全
部大人が手伝うのではなく子どもたちで考
えて行動させるようにしたいと思いました。

岩崎 琳美さん　
郡山健康科学専門学校２年／郡山市出身
　「障がいは個性」という言葉を改めて
実感した貴重な10日間でした。教科書
では学べない多くの経験をさせていた
だきました。今回得られたことを、これ
からに繋げていこうと思います。

齋藤 達広さん　
郡山健康科学専門学校３年／須賀川市出身
　活動中、児童発達の現状と自立支援
の在り方を学びました。また、積極的に
話し掛けることで信頼関係の大切さを
学びました。自身の積極的姿勢などの
心身の成長を感じることができました。

神田 雄哉さん　
郡山健康科学専門学校３年／喜多方市出身
　将来職についた際や今後の実習でコ
ミュニケーション能力はとても重要に
なってくるので、今回の活動での経験
を活かせるように頑張りたいです。

阿部 ひまりさん　
国際ビジネス公務員大学校１年／福島市出身
　インターンシップを通して、子どもと
接する上で大切なことは何かをたくさ
ん知ることができました。この経験を
将来の夢につなげることができるよう
これからも頑張っていきます。

齊藤 のぞみさん　
福島大学３年／静岡県静岡市出身
　今回の活動を通して、人に自分の大好
きなものを伝えることの難しさと楽しさ
を学びました。サッカーをしたい子ども
たちに良い環境を提供できるように、自
分にできることを探していきたいです。

戸川 翔一朗さん　
聖光学院高等学校

｠3年／浪江町出身

　福祉という幅の広
い分野の一つであ

る障がいについて学
ぶことができて、

奥が深いことを知りま
した。このことを

もとに福祉の勉強に
役立てていきたい

です。

加藤 彩果さん　保原高等学校２年／伊達市出身　自分で遊びのルールをアレンジして今までにない大人数の子ども達に教えるということは苦戦しましたが、子ども達が楽しんでいるのを見て、とてもいい経験になり、自分に自信が持てました。

渡辺 諒雅さん　
城西大学１年／浪江町出身
　７日間という短い期間でしたが、普段接し
たことのない方々との交流もでき、とても濃
密なインターンシップでした。必要と感じた
コミュニケーション能力を養うため今後も
様々なことにチャレンジしていきたいです。

松澤 康太さん　
本宮高等学校３年／本宮市出身
　今回のインターンシップに参加し、福島県
の農業について、現場の取り組みや苦労を
知り体験することができました。風評被害な
どを実感しながらも、払拭に取り組む前向き
な姿勢を見習い、大切にしていきたいです。

押山 英生さん　
本宮高等学校３年／大玉村出身
　今まで先入観や勝手なイメージが先
行していましたが、現実を見ることに
よって、県内の農業のイメージだけでな
く自分自身のコミュニケーション力を変
えていくことができました。

佐藤 藍さん　
国際ビジネス公務員大学校１年／福島市出身
　主な活動として、摺上川ダムの麓にあ
る広場で子ども達の遊びのサポートを
しました。福島に住む人と豊かな自然
に触れ合えるとても良い機会だったと
思います。地元がより好きになりました。

橘内 愛未さん　
福島成蹊高等学校１年／福島市出身
　子ども達やお年寄りの方々と接して
いくうちに、コミュニケーションの取り
方を見直すことができました。今回の
活動を活かしてこれからに役立ててい
きたいです。

阿久津 奏音さん　
福島成蹊高等学校１年／福島市出身
　このチャレンジインターンシップで、
沢山の年齢層の方々とお会いしまし
た。なかなか無い機会だったのでとて
も貴重な経験をさせていただけたと
思っています。

金澤 弥和さん　
福島学院大学１年／鏡石町出身
　短い時間でしたが、ニートやひきこも
りの方と実際に会話や活動を共にして、
新しい視点を得ることができたように
思います。この活動で得たものを将来、
福島の復興に役立てていきたいです。

橋本 胡桃さん　
福島学院大学１年／郡山市出身
　職業訓練を通し、学校や職場にとどまら
ず、多様な人材育成の場があることによっ
て、 社会の担い手が増え、復興に役立つ
ことを学びました。この体験を社会福祉
士という目標につなげていきたいです。

根本 夏稀さん　
本宮高等学校３年／大玉村出身
　今回のインターンシップではさまざま
な個性の子どもたちと触れ合い、学ぶ
ことで自分を成長させることができま
した。この活動の経験を大切にし、活
かしていきたいです。

鈴木 美羽さん　
国際ビジネス公務員大学校１年／郡山市出身
　今回、インターンシップに参加し、子ど
も達と触れ合う中で、コミュニケーション
の大切さに改めて気づきました。相手の
特性を理解し共に気持ち良く生活してい
けるよう、知識を深めたいと思いました。

小椋 芽依さん　
郡山健康科学専門学校２年／会津若松市出身
　子どもや職員とのかかわりから発達障
害がどういうものなのか知ることができ
ました。身近に子どもと触れ合えたため
学べることも多く、この経験を将来の仕
事につなげていきたいと思いました。

兼田 戒さん　
福島大学１年／山

形県山形市出身

　インターンシップを
やるとは正直思っ

ていませんでしたが
、思い立って行動

した結果が、巡りめぐ
っていろんな方と

の出会いや質の高い
経験ができたの

で、あの時の自分を誉
めたいです。

大澤 由香里さん　
郡山東高等学校１年／郡山市出身
　短い期間の中で、素晴らしいスタッフ
の方達と活動しながら、子育ての大変
さや素晴らしさを知ることができまし
た。この経験をボランティア活動など
に活かしたいと思います。

佐久間 結萌さん　
田村高等学校２年／三春町出身
　今回の活動で親や子どもたちの現状や悩み
を知りました。学びや気づきを今後に活かし
たいです。また、福島の復興が完全に終わっ
たわけではないことも改めて感じ、福島の復
興に貢献していけたらなと強く感じました。

豊田 郁実さん　福島大学１年／郡山市出身　川内村の現場の空気に触れて活動することは良い経験になったと思うと同時に、まだ地域には難しい課題があることを実感しました。今後は自分自身をより成長させたいと強く思いました。

獅戸 亜耶さん　安積黎明高等学校３年／郡山市出身　７日間の活動では事前準備や振返りの重要性を学びました。この活動を通して、沢山の人との出会があり、その方々から感じたことを自分の糧とし、今後も自分の幅を広げていきたいと思います。

庄司 あぐりさん　
会津若松ザベリオ学園高等学校２年／会津若松市出身
　インターンシップをして今まで経験し
たことがない体験をさせていただきと
ても良かったです。 この体験を忘れず
にこれからもがんばろうと思えました。

阿部 珠佳さん　
会津若松ザベリオ学園高等学校２年／大熊町出身
　寺子屋方丈舎では、主に子ども達と活
動を共にしました。彼らは行動力があり、
何事にも一生懸命で私自身、彼らから多
くの物を得る事ができました。今回の様
な経験を積み重ね夢に向かっていきます。

田中 晴久さん　
東洋大学３年／会

津美里町出身

　アンケート調査な
どを通して町民の

方々の熱い想いや地域
の新たな魅力に触

れることができました
。今回感じた復興

及び活性化における地
域活動の大切さを、

就職活動でも大事にし
ていきたいです。

植田 浩紀さん　
福島大学４年／大

阪府大阪市出身

　普段できない貴重
な体験をたくさん

させていただきまし
た。うまくいかな

いこともありましたが
、活動先の方々の

暖かいサポートやアド
バイスもあって、

楽しく活動することが
できました。

渡辺 巧さん　
福島大学２年／宮城県岩沼市出身　NPOでの事務作業の体験と、被災地で復興支援活動をする諸団体の見学をしました。人を助けようとしている人々を助けることや、人との繋がりを活かしていくことの大切さを教わりました。

物江 こころさん　
あさか開成高等学校１年／郡山市出身
　最初は戸惑いがありましたが子育てや
障がい者支援をしている方の苦労が分か
り、今後は、相手の気持ちに寄り添ってい
きます。ボランティアや地域活動に積極的
に参加してさらに成長していきたいです。

國分 ひかりさん　
福島学院大学３年／福島市出身
　子どもたちとのふれあいや職員さん
との関わりを通して、たくさんのことを
学ばせていただきました。インターン
前よりも視野が広がり必ず将来に活か
せるものだと思いました。

1

2

3

1．かならず貢献した
い・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・51
.4％

2．できれば貢献し
たい・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・4
8.6％

3．あまり貢献したく
ない・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・
0％

4．貢献したくない・
・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・
0％

今後、福島県の復興
に貢献していきたい

と思いますか。

1．かなり成長でき
たと思う・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・6
5.7％

2．ある程度成長で
きたと思う・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・2
8.6％

3．あまり成長できな
かった・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・5
.7％

4．まったく成長でき
なかった・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・
0％

今回チャレンジイン
ターンシップで活動

したことで、

あなた自身は成長で
きましたか。

1．よく理解した・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・4
2.9％

2．理解した・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・5
1.4％

3．まだよくわからな
い・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・5
.7％

NPOへの理解が深
まりましたか。

福留 千暁さん　
神奈川大学２年／いわき市出身
　体験から子ども達と接することで命
の尊さを感じ、これから生きて行くとい
う事を実感しました。普段なれない純
粋で清らかな気持ちになる事もできま
した。

芳賀 龍生さん　
磐城高等芸術商科総合学園３年／いわき市出身
　このインターンシップに参加した動機は、
たくさんの子どもたちと出会い様々な考え
に触れ、自分の視野を広げたいと思ったか
らです。この体験を活かして色々な人達と
のかかわりを増やせればいいと思います。

宍倉 寅泰さん　
磐城高等芸術商科総合学園　専門課程２年／いわき市出身
　僕は子どもたちと触れ合っていい経
験を残したいため参加しました。僕は
時間を守る事の大切さを学び得ました。
これからは、働く時には時間を守って働
くようにしていきたいと思います。

武藤 悠平さん　
磐城高等芸術商科総合学園３年／いわき市出身
　子どもの面倒を見るのが好きで参加し
ましたが、子ども達が本当に楽しそうに
笑ってくれていたので良かったです。私が
目指す将来は人を笑顔にできる仕事なの
で今回の経験は必ず活かせると思います。

植田 知里さん　
磐城高等芸術商科総合学園　専門課程２年／いわき市出身
　インターンシップを通して実際に児童
とふれあうことで、一人一人と向き合う
ことの大切さ、積極的に行動する重要
さを感じることができました。今回経験
したことを次に活かしていきたいです。

武藤 航洋さん　
磐城高等芸術商科総合学園３年／いわき市出身
　多くの子ども達と触れ合い子どもとの接
し方や支援の仕方を学ぶことができまし
た。自分も楽しみながら活動ができ、将来
は障がい児教育に携わりたいと思っている
のでこの経験を活かしていきたいです。

大平 智也さん　
札幌学院大学１年／いわき市出身
　インターンシップで学童保育のお手
伝いをさせてもらい、自分の目指して
いる進路と違った、新鮮な体験でした。
今回の体験を、これからの進路にも活
かせるよう頑張りたいです。

安藤 玲香さん　
磐城緑蔭高等学校１年／いわき市出身
　道の駅での販売やよつくら港の記念イベ
ントの補助をしました。学校ではできない
社会体験で災害からの道のりを知る事がで
きました。これから私たちの手で賑やかな
町を作っていけたらいいなと思いました。

新妻 彩羽さん　
磐城緑蔭高等学校1年／いわき市出身
　道の駅の記念イベント補助や販売のお
手伝いをしてみて、復興への取り組みや
地域のことをよく知れるいい機会でした。
これを機に地域貢献を頑張りたいです。
ぜひ、次の機会があれば参加したいです。

計良 まこさん　
磐城桜が丘高等学校３年／いわき市出身
　沢山の子ども達と触れ合った事で、自
主性の大切さや子どもとの関わり方だけ
でなく、地元での子どもが育つ環境など
についても学ぶことができました。この
ような経験を活かしていきたいです。

吉田 光穂さん　
いわき明星大学１

年／いわき市出身

　インターンの活動
を通して人との繋

がりや利用者さんとの
コミュニケーショ

ンを深く学ぶことがで
きました。これか

らも活動を自身の将
来に活かせるよう

大学で学んでいきたい
です。

江上 歩李さん　福島工業高等専門学校　専攻科２年／いわき市出身　地域交流イベントや交流カフェの運営補助等を通じて、「交流の場」を継続させることの重要性と難しさを学びました。地域が抱える課題に目を向け、問題意識を持つことを忘れずに生活したいです。

平成30年度に参加
した学生・生徒の

アンケート結果

増川 穂奈美さん　
福島学院大学３年／福島市出身
　インターンシップに参加した期間は
短かったですが、大きな経験になりまし
た。地元の実際の現場で経験させてい
ただいた貴重な体験は将来に活かして
いきたいと思います。

平成30年度 

NPO強化による
復興創生事業 こころからありがとう
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