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未来って、仕事って一体なんだろう。

5 年後？ 10 年後？生きるってどういうこと？価値ってなんだ？
ただでさえよく分からないのに、時代の流れはきっと指数関数的に速く
なっていて、漠然とした不安と焦りが心の中にある。
でも、リアルな能登の今を知り体験してみたら、
もっと力を抜いて好きなことして生きていきたいと思った。

のと里山里海×高校生『未来の仕事プロジェクト』。
能登で学ぶ高校生が、地元で働く人々と出会い、
仕事を知り、体験するプログラム。
不安と緊張の中、私たちは、珠洲市三崎町小泊の
金沢大学能登学舎に集まった。
能登で活躍する様々な、少し年上の大人たちの話
を聞き、仕事を体験することは、生き方を学ぶこ
とだった。

大切なのは素直に今を楽しむことなのかもしれない。
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故郷・能登の現状を知り、
未来の自分に活かそう！
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本冊子は、世界農業遺産活用実行委員会（事務局：石川県農林水産部里山振興室内）が能登里山里海マイスターネッ
トワーク（26 頁参照）に委託し、それぞれがこれまでに培ったネットワークを最大限に活用し、能登の高校生と
一緒に能登の生業や自然について学び未来の仕事について考える体験型コンテンツプログラム「のと里山里海×
高校生　未来の仕事プロジェクト」( 令和元年 8月 1日から 2日にかけて実施 ) の活動報告書です。
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金沢大学
能登学舎

珠洲市

石川県農林水産部里山振興室

北川 雅 さん
きたがわ まさし

能登は人口減少と少子高齢化によっ

て、里山里海に根ざした仕事＝生業

の担い手が減ってきています。しか

し GIAHS に認定されたことや、今私

たちがいるこの珠洲市が「SDGs 未

来都市」に認定されたことなどもフ

ルに活用して、環境・経済・社会に

好循環をもたらす良い変化が生まれ

つつあります。能登にはたくさんの

チャンスがある。

このプログラムで、様々な人に出会

い、地域の暮らしと資源に光を当て、

能登の素晴らしさを再認識してほし

いと考えています。

み な さ ん の 住 む こ の 能 登 地 域 は、

2011 年に「世界農業遺産 (GIAHS)」

に登録されました。「能登の里山里

海」。山や海っていうと、自然の話

のようだけれど、実は、“ 自然と人

とが共生する関係性そのもの ” が高

く評価されているんです。人が適切

に自然に手を入れる。それが自然の

ためにもなる、という素敵な関係性

です。そしてそれは、常に変化し続

けて時代に合わせてアップデートさ

れていかなければなりません。

故郷・能登の現状を知り、
未来の自分に活かそう！

まずは、石川県農林水産部里山振興
室の北川雅さんの講義だ。
まだ普段の通学時のように制服を着
ている私たちは、幾分緊張していた
のだと思う。
北川さんの柔らかな笑顔と声で「僕
らは、能登の生業を皆に伝える仕事
をしています。」と講義が始まった。

里山里海と人とが共生するために、
現在進行形で変化し続け、お互いに
価値を生んでいる状態が、世界的に
評価されている能登。今私たちが
立っているこの場所だ。
GIAHS だとか SDGs だとか、少し
は聞いたことがあったけれど、正直
すぐ忘れてしまう。でも、この講義
を受けて「現在進行形で、人と自然
とが共生するために変化を続けてい
るシステム」が大事ということを知
る。まさに私たちが今ここでこうし
て学んでいることも、それを守る営
みなのかもしれないと思う。

4

調べよう考えよう

・GIAHSとは？SDGsとは？里
山里海とは？
・なぜ石川県の能登地域が世
界農業遺産に登録されたのだ
ろう。

！

界農業遺産「能登の里山里海」

登はチャンスがたくさん！

世

能

ジ ア ス

なりわい



金沢大学
能登学舎

珠洲市

共存の森ネットワーク

吉野 奈保子 さん

次は、NPO法人共存の森ネットワー
クの吉野さんのお話。とってもフ
ランクで優しそうな方でお話も楽
しみだ。紙と鉛筆が用意されてい
て、どうやらグループワークもあ
るようだ。

ここ 50 年で日本の暮らしがガラッと

変わったな、と感じます。昔は体を動

かし、世の中の役に立つために働い

たけれども、今はお金のために働い

ていないでしょうか。さらに AI や IoT

の誕生によって今ある仕事も大きく変

わるといわれています。

皆さんに伝えたいことは、暮らしはお

金で買うものじゃなく、作るものだと

いうことです。水、食糧、エネルギー

を自分たちで作り出すことができたら

日本の可能性はもっと広がると思って

います。これからの新しい時代に向け

て皆で力を合わせて地域を作る喜び

を感じることがこれからの幸せの一つ

なのではないでしょうか。そうすれば

きっと素晴らしい世の中が待っている

と思っています。これから一緒に考え

ていきたいですね。

なるほど、大人の話を聞くのって、
なんだか楽しい。思えば私たちは、
普段は家と学校での勉強と部活と
で、毎日がいっぱいだ。関わる人と
いえば、親と先生と少しの友達と。
地域の人ともそういえば、あまり関
わりが無くなってきているなあと思
う。だから、新しい大人の話、とて
も新鮮な気持ちで聞くことができ
た。それに、このプログラムは能登
の仕事を知ることなのに、日本全体
のことを考えたり、自分の良いとこ
ろを言葉にして、ちょっと恥ずかし
くなったり。頭と心が動かされた気
分だ。

例えば、聞き書き甲子園という活動

をしています。この活動は先人の知

恵を未来に継承するために、高校生

が日本全国の名人を訪ね、一対一の

対話を通して、その知恵や技、生き

方を記録するものです。こんなふう

に、「人と自然」「人と人」「世代と

世代」をつなぐ、をテーマに様々な

活動に取り組んでいる団体です。

働くこと 生きること

5

調べよう考えよう

・AI、IoTとは？

・周りの人から「すごいね！」っ

て言われる自分の良いところっ

てなんだろう。

！

存の森ネットワークって？

本の暮らしを考えるという視座

共

日

よしの なほこ



珠洲市が SDGs 未来都市に認定され

て今皆さんがいる能登学舎の中に能

登 SDGs ラボがあります。

GIAHS は SDGs ととても相性が良い

です。今までは農業など限られた人

のみが GIAHS に関わっていたけれど

SDGs の考え方が加わることによっ

て GIAHS をより身近に感じる人が多

くなります。GIAHS に貢献すること

で SDGs も一緒に達成できるんだよ、

というのをもっと広めていくべきだ

と考えています。

SDGs は持続可能な開発目標＝環境、

経済、社会が循環して良い未来を作

るための創発的なアクションが生ま

れることを目指しています。2018 年に

コレクティブインパクトとは個人や

会社の枠を超えて社会的問題を解決

するためのコラボレーションの動き

です。能登里山里海 SDGs マイスター

プログラム修了生の生業は様々です。

職は違うけれど志を同じくした修了

生たちが里山里海の保全や雇用など

の地域課題に力を合わせて取り組ん

でいるところです。

金沢大学特任准教授

伊藤 浩二 さん

金沢大学が行政と連携して行っていま

す。社会人が地域に関わっていくこと

をサポートするプログラムです。

奥能登の学びと生業

6

伊藤先生は、金沢大学の先生で、こ
こ金沢大学能登学舎で仕事をしてい
る。ここで研究をしながら、「能登
里山里海SDGsマイスタープログラ
ム」という、主に社会人向けの学び
の場を提供している。ここでは、ど
んな話が聞けるんだろう。 能登里山里海 SDGs マイスタープロ

グラムで自然やビジネスを学び、一
緒に学んだ人と連携して仕事をして
いる人が増えているという話が印象
的だ。能登で学んで遊んで、能登で
できた地域を想う仲間と一緒に仕事
をする。
能登で活躍する方の紹介を聞いて、
最初の北川さんのお話で出てきた
「能登の生業」とは、まさに里山里
海と共生することなんだな、自分も
里山里海システムに組み込まれるっ
てことなんだ、とちょっと腹落ちし
た気がした。

イスターって？

DGs のこと
レクティブインパクトを起こすこと

マ

S
コ 調べよう考えよう

・コレクティブインパクトって何だ

ろう。

・私にとって里山里海と共存す

るってどういうことだろう。

！

金沢大学
能登学舎

珠洲市

いとう こうじ



里山里海食堂「へんざいもん」

さて、待ちに待ったお昼ごはんの時間がやってきた。
この金沢大学能登学舎の中に厨房があって、そこで珠洲市のおかあさんたちが中心になって作ったお料理が食べられる。
「へんざいもん」という名前のこの食事処。珠洲の方言で「そこらへんのもの」という意味らしい。

ところで、さっきの吉野さんのグループワークの中で、自分の将来のことを想
像する時間があった。私は「とにかく安定した人になりたい、公務員になりた
い。地元にも残れそうだし」と答えた。驚いたのは、私と同じように “安定し
たい ”と答えた人が多かったこと。
だから、安定ってなんだろう。安定した仕事ってなんだろう。漠然とそんなこ
とを考える。
とにかくこの 2日間で、ここ能登で仕事をして活躍している様々な人に会って
お話を聞いて、仕事を体験させてもらう。まずは腹ごしらえ。能登の里山里海
の恵みを味わおう。

能登の食材

7

里山里海食堂
「へんざいもん」

（金沢大学能登学舎内）

珠洲市
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10 年間かけてやっと見つけた田舎

が珠洲でした。私はパーフェクト

ヒューマンになりたくて田舎を探し

ていました。東京でずっと働いてい

た私は都会で使う脳みそを大体使っ

たと感じていました。今度は田舎の 瀬法司さん

万行さん

宗玄酒造株式会社 niji hana oto奥能登さいはて活性化協議会

万行 一也 さん 古畑 峰花 さん瀬法司 公和 さん

と U ターンを決めました。現在は実

家の家業であった農業を生業にして

います。今年で農業を始めて 11 年目。

真剣に農業に取り組むと、育てた野

菜が美味しいと言ってもらえる機会

が増えてきました。今の夢は世界中

の言葉で美味しいを聞けるような農

家になることです。

珠洲市出身の私は高校卒業後、故郷

を出て、飲食業の世界に飛び込みま

した。そこで「美味しい」という感

情の素晴らしさを感じ、地元の珠洲

でも美味しいに携わる仕事がしたい、

プロジェクトスズ

脳みそを埋めていきたい、そう思って

移住を決めました。珠洲は本物の田

舎。なんもない珠洲を本当に尊敬し

ています。ここで暮らして、田舎の

脳を埋めることが今の私の夢です。

宗玄酒造で働きながら、お酒を通し

て世界中の人にお酒の魅力を伝えた

り、珠洲の知恵に触れたりしています。

私はずっと大阪に住んでいました。

田舎が好きではない方でしたが、知

人からのお誘いで能登に移住しまし

た。今は石鹸ブランドを立ち上げて

います。能登に住んで、ここにはま

だないもの＝可能性がたくさん眠っ

ていることを知りました。この可能

性の隙間を将来、皆さんに埋めてほ

しいと思っています。今あるものは

次の世代に伝承し、これから新しく

ふるはた　   みねかせほうじ　             きみかずまんぎょう   かずや

味しいを仕事に
じわじわ魅力に取り憑かれている

登が嫌いだった私が今

んにもない」が
これ以上ない武器

美 能
「な

さて、お昼休みに動きやすい服装に
着替えたところで、ここからは実習
が始まるみたいだ。
能登の素材を生かした石鹸作りをさ
せてもらえる。
…プロジェクトスズってなんだろ
う。会社の名前？いったいどんな取
り組みなんだろう。

▼ 万行 一也さん

▼ 瀬法司 公和さん ▼ 古畑 峰花さん
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古畑さん

私たちは古畑さんの指導の下、石鹸

づくりを体験する。大野製炭工場の

炭、能登燃焼器工業の珪藻土、狼煙

町の米ぬか、上戸町のゆずの 5 種類。

能登の恵みを享受した素材を組み合

わせてオリジナルの石鹸を作る。私

はピンク色の珪藻土を担当する。自

然そのままの色と土の香りは自然の

あたたかみを感じる。驚いたことは、

その素材の全てに機能があるという

ことだ。珪藻土は油分をとるし、炭

は吸着力があり、消臭効果もある。

ゆずはキュッとした仕上がりになる

そうだ。思うままに小さく丸まった

石鹸をカップに詰めていくとその中

は能登の恵みで満たされていた。

取り組むことはどんどん挑戦して

もらいたい。挑戦できる素材がたく

さんある能登で皆さんのことを応援

していきたいと思っています。

珠洲市の地域ブランドづくりを行

なっています。地域の様々な仕事と

連携して、珠洲市で採れるものにこ

だわった商品作り・販売・商品を通

して珠洲市の良いところを PR する

という仕事です。去年から始まった

事業ですが、今も新しい商品づくり

を展開しています。この事業を通し

てやりたいことや夢を仕事に変えて

いくこともできるんだよ、というこ

とを皆さんにお伝えしたいです。

・能登の恵みを享受した素材っ

て何があるだろう。

調べよう考えよう！

鹸づくり体験

発的な仕事作り。
プロジェクトスズ。

石

創

金沢大学
能登学舎

珠洲市

それぞれの生業を持っている人が能
登で出会って新しい価値をつくるこ
と。これが、伊藤先生の話にあった、
「コレクティブインパクト」ってこ
となのかもしれない。
「能登にはなんにもない。」確かにそ
ういうふうに話す大人もいる。でも、
その “なんにもない ”ことを武器に
世界を股にかけて仕事をしている人
がいる。能登で「美味しいを作る仕
事」がしたくて働いている人もいる。
私の中の “仕事 ” の定義がちょっと
揺らいだ気がした。少なくとも、一
つの組織に入って、お給料をもらう
ことだけが仕事じゃないんだ。仕事っ
て、「まずは価値観を磨くこと」くら
いに考えても良いのかもしれない。



みんなでバスに乗り込んで、何やら
峠道を進んでいる。今から行くのは、
珠洲市で全国に向けて、炭を作って
いる工場だ。
炭といえば、珠洲市の名産品の七輪
に入れて使う、あの炭なんだろうけ
ど、そういえば日常生活の中に炭っ
てほとんど出てこないな、なんて思
いながらバスに揺られていた。
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料革命後にあえて炭やきの道へ

やきと里山保全

洲で生きる」

燃

炭

「珠

大野製炭工場
珠洲市

良材を仕立てるためには下草刈りや枝

打ちなどの育林が必要になります。そ

うすると里山が健全な状態に保たれま

す。耕作放棄地で植林した所と放置さ

れたままの所の植物の種類を比較する

と、植林したほうが、2.4 倍種類が多

いことが分かっています。

大野製炭工場

大野 長一郎 さん

いましたから、継いでほしいという周

りからのプレッシャーも感じていまし

た。ですが、炭やきの可能性も信じて

いました。燃料革命が起き、炭がいら

なくなってきた一方で、燃料以外への

用途が注目を浴びてきた頃でした。

炭やきという職は、自分で仕事をつく

ることができます。自然のものを使っ

て自分の技術によって加工してお客様

に買ってもらい、対価としてお金をい

ただく。これは仕事として、とてもや

りがいがあります。また、ものづくり

は商品自体に自分の生き様や性格が

そのまま反映されますから、自分らし

さを活かすことができると思っていま

す。商品を通じて、自分を評価されて

いるような感覚になるのです。だから

こそ自分らしさを売りにし、活かして

いかなければなりません。

昔は就職がゴールでしたがその時代は

終わり、自分がどう生きるかが問われ

ています。生きていく力は、自分らし

さを磨くことでつくられると思っていま

す。だからどんどん新しい価値を生み

出してほしい。そうするといろんな人と

出会います。それが自分の価値観を

炭やきの家業を引き継いだ一番の理

由は両親の体力の衰えです。体力仕

事ですから、それを如実に感じていま

した。また、創業当時はここの集落

の人たちはこの工場を働き口にして

新しい働き方 
里山とともに

▼ 大野 長一郎さん

おおの　       ちょういちろう



体験させていただいたのは、焼けた
ばかりのまだ熱い炭を窯から切り場
へと運ぶ仕事だった。
今は県内で数カ所ここでしかできな
い仕事で、しかも、“ 炭やき ” とい
う存在自体がそのまま、まるごと里
山保全の仕事だった。
多就業スタイルというのも面白い。
そして、それがやりやすいのが田舎
の良さ。というのが今までの自分に
はない視点だった。
自分を知ること。いろんな情報に触
れて、価値観を磨くこと。午前中の
吉野さんの講義で、自分の良いとこ
ろを言葉にして発表して恥ずかし
かったけれど、あなた自身がまず、
自分のことを知りなさいというメッ
セージだったんだと感じた。

調べよう考えよう！
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就業スタイル
分のことをどれだけ知っているか

多

12

自

・私にとって里山里海と共存す

ることってどんなことだろう。

磨くということです。今の価値観でま

ずはチャレンジしてみてください。今は

価値観は変わってもいいけれどいつか

自分が確固たる価値観をもって、生き

るチカラを身に付けていってもらえた

らなと思います。 「12」という数字。私が珠洲で６〜７

年の間に経験した仕事の数です。農

業や林業など。周りの人は仕事が全然

ないと言うかもしれないけれど、田舎

にも仕事はたくさんあります。田舎で

しかできない仕事だってある。地元と

いう選択肢は外さないでほしいです。

今考えてほしいことは自分のことをど

れだけ自分で知っているか、というこ

と。好き嫌い、得意不得意を知ってい

るかが大切だと思います。最初からや

りたいことがなくてもいい。いろんな

人と話したり、本を読んだりしていれ

ば決まっていくことです。

▼ 納谷 春佳さん

大野製炭工場

納谷 春佳 さん

気付いたら多就業スタイルになってい

ました。最初はよくわからなかったけ

れど働いているうちにいろいろな仕

事、上司・同僚・後輩に出会って、い

ろいろな話を聞いて、自分が求める

働き方が分かってきました。それは、

自分の能力を発揮できること、それが

人や地域に求められること、楽しさを

見つけられる仕事につくことでした。

なや　           はるか



木ノ浦ビレッジ

珠洲市

木ノ浦ビレッジ と
能登里山里海マイスターネットワーク

文化をつなぐ
世代でつなぐ
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私たちは、今夜宿泊でお世話になる木ノ浦ビレッジに到着した。夕食の時間は、私の大好きな能登の食材を使った
BBQだ。あっという間に感じた1日目。普段は知ることができない情報が頭を駆け巡って、とにかくお腹が空いている。

ここでは私たちの他、金沢大学の先生や講師の方々、この企画
をしてくれた能登里山里海マイスターネットワークの方々、地
元の方も参加し、一緒に食事をした。私たちの未来のこと、何
気ない日常生活のことをたくさん話した。最近になって能登が
気に入って移住して起業した方もいて、なんだか刺激的な時間だ。
思えば、こんなに世代が違う人たちが集まって、交流する機会
はとても貴重なのかもしれない。普段会わない人と話すのって
楽しい。またこんな時間を過ごしたいな。



「収入」とか「安定」とか、そうい

うことを考えがちだけれど、まだそ

んなことを考えなくてもよくて、今

はとにかくいろいろ学んで自分の価

値観を磨くことが大切なんだ。じゃ

あ自分の価値観ってなんだろう。何

が良くて何が悪い、みたいな道徳的

なことだろうか。私には、まず「○

○にはこんな価値があると思う、そ

の自分を信じること」が必要だと思

う。だから、そのためにいろんなこ

とを体験して、学んで、自分をアッ

プデートし続けていくことが大事な

んだろう。今日と明日は、そのため

の時間なんだと思う。

私が１日目で特に大事だと思ったこ

とは、大野さんが話していた「今

はとにかく価値観を磨け」この一言

だった。仕事っていうと、どうしても

難しいと思う。でも、誰かのために

レクチャーするほうが実は自分の記

憶に残りやすく、自分のためになっ

てるって、能登里山里海マイスター

の方が教えてくれた。そういえば学

校の授業でも、わざわざ隣の人とペ

アを組んでお互いに教え合うことが

多いな。とても良い学びになってる

んだ。

「プロジェクトスズさんは、新しい

仕事の仕方についての話があった。

石鹸作り体験もさせてもらった」

学んだことを改めて言葉にして、誰か

にレクチャーするのって思った以上に

1日目 まとめの時間
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美味しいご飯をたくさん食べて、正
直言ってすぐにでも部屋で寝たいく
らい疲れてる。でも、引率の方も同
じくらい疲れてるんだろうな、なん
て思いながら始まったまとめの時間。
ここでは、今日経験したことを、普
段は話さない他校のみんなに紹介し
合う形で振り返りが始まった。

互いに

値観を磨くことって

お

価
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べジュール合同会社

珠洲市

べジュール合同会社

足袋抜 豪 さん

美しい野菜と能登の農業戦略

たびぬき　             ごう
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2日目の朝。日の出の前に起きてバ
スに乗り、珠洲市の市街地に向かう。
べジュール合同会社の農園でケール
の収穫。ケールってなんだろう？知ら
ない食べ物だ。このあたりのスーパー
や八百屋さんでは見かけない気がする。
田んぼと町を縫うように走ると、あっ
という間にあたり一面緑のケール畑に
到着だ。それにしても、朝陽がとても
気持ちいい。

まず、ケールの収穫が思った以上に
とても楽しいこと。そして夏の朝は
7時頃を過ぎるともう暑くて作業が
辛くなることに気がついた。だから
農業は朝早く仕事をするんだ。
足袋抜さんの会社べジュールは、社
長を一人決める株式会社ではなく、
メンバー全員で意思決定をする合同
会社という形態を採っていることも
後から聞いた。農業って聞くと、な
んだか田舎のおじいちゃんおばあ
ちゃんの仕事のようなイメージが湧
きがちだったけれど、そんなことは
ないみたいだ。めっちゃクールでク
リエイティブな仕事だと思った。
さてまたバスに乗って木ノ浦ビレッ
ジに戻り、朝ごはんだ。ケールのパ
ワーサラダがとっても楽しみ。

・私が独立して仕事をつくる立

場になるとしたら何ができるだ

ろう。

調べよう考えよう！

収穫

会社と、キユーピー（株）と、それ

から全国の農 家と一 緒にカリーノ

ケールを作っています。カリーノは、

可愛いという意味。ちょっとカールし

てるんですよね。

人生で初めてケールを収穫する。香りはブロッ
コリーに似ている。ケールの収穫に道具はいら
ないのだそう。手で収穫できるんだ。

がんばりの対価がわかりやすく返っ

てくるのは自分で独立して営む、と

いうことになるんです。

油との相性がとてもいいので炒め

てもいいです。サラダでも炒める

にしても 20 秒くらいさっと沸かし

たお湯にいれるといいです。そう

すると緑がもっときれいになりま

すよ。食べ方はいろいろあって炒

めものや中華料理、お好み焼きの

キャベツ代わりにもなります。

パワーサラダを朝ごはんで用意し

てるので食べてみてください。ケー

ルって苦味があります。今日のサ

ラダにはレモンドレッシングやフ

ルーツが入っているんですけど、

フルーツの酸味とケールの苦味が

合わさると旨味に変わる、という

レシピです。パワーサラダは思っ

たより食べやすいですよ。

べジュール合同会社は、農業をやり

たい若い人を従業員として引き受

けて、農業の勉強・経験をしなが

ら、独立を促進している会社です。

ずっと雇うというよりは、一緒に勉

強して独立をすすめてネットワー

クを作るというスタンスです。会社

としては長く働いてほしいけれど、

働く＝お金を稼ぐこと。会社に入っ

て給料をもらうのは大事なことで

すが、がんばった分たくさんもら

えたら嬉しいと思いませんか？

洲へ就農 U ターン、起業

ょっと苦いケールの食べ方

社のあり方

リーノケールってどんな野菜？

珠

ち

会

カ

私は珠洲出身です。以前は故郷から

離れ、スキューバダイビングのインス

トラクターをしていましたが、珠洲に

帰ってきました。

農業は大量につくるやり方と、少量で

もいろんな種類をつくるというやり方

があります。私たちは農薬や化学肥料

を抑えて環境に配慮しながら、20 〜

30 代の若い人たちと一緒に野菜を育

てています。

皆さん青汁を知ってますか？日本では

青汁がすごく有名で粉にしてジュース

にして飲むんだけど、青汁の元はケー

ルなんです。私たちが作ってるのはサ

ラダ用のケールということです。

ケールというと馴染みがありませんが、

実はキャベツやブロッコリーの親戚

で、原種は同じです。発祥はギリシャ

とか、地中海の辺りです。スーパーフー

ドって聞いたことありますか？栄養価

がすごく高くてすごく人気なんです

よ。なので青 汁みたいな健 康 食品

になって、それを日本でも普及させよ

うということで、カリーノケールを栽

培し始めました。種 子を作っている
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木ノ浦ビレッジ

美味しいということ

再び木ノ浦ビレッジに戻り、朝ごはん
をいただく。こんなに朝早く起きて農
作業をしてからいただくご飯は格別だ。

味しいを作る仕事

味しいということ

美

美
1 日目のプロジェクトスズの瀬法司さ

んが、「美味しいという感情の素晴ら

しさに感動して、美味しいを仕事に

「身土不二」という言葉があるらしい。

身体と土、つまりその地域の土で育っ

た食材は切り離せない、という意味

で使われる言葉だ。私は、美味しいっ

てそういうことなんだと思った。例え

その地で食べなくても、生産者さん

の姿が思い浮かんで、その土地に思

いを馳せながら感謝の気持ちを持っ

て食材をいただくこと。そう考えると

能登って、恵まれた土地なんだと思う。

私たちの食生活もまた、能登の変化

を続ける生態系の中にある。なんと

も GIAHS 的な、SDGs な朝食だった。

したいと思い就農した」と言っていた

が、べジュール合同会社の足袋抜さ

んもやはり美味しいを仕事にしている

方だ。食材が美味しいと、私が食べ

て感じているように、とても幸せな気

持ちになる。美味しいを作る仕事は、

その幸せに貢献をするってことだ。仕

事は、誰かに貢献すること、って言

い換えられると思う。
し ん ど ふ じ



朝ごはんの献立

調べよう考えよう

・能登の美味しいって他に何が

あるだろう。

！
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木ノ浦ビレッジ

珠洲市

見出し入ります

見出し入ります

テキスト入ります。テキスト入りま

す。テキスト入ります。テキスト入

ります。テキスト入ります。テキス

ト入ります。テキスト入ります。テ

キスト入ります。テキスト入ります。

テキスト入ります。テキスト入りま

す。テキスト入ります。テキスト入

ります。テキスト入ります。
・朝採れカリーノケールのパワーサラダ
・とうもろこしご飯
・焼き鮭
・自家製の胡麻豆腐
・金平人参
・金平ゴボウ
・かぼちゃの煮物
・目玉焼き
・自家製の梅干し
・きゅうりの浅漬け
・たくあん
・お味噌汁カリーノケールのパワーサラダはカリーノケールの苦味とオレンジの酸味、ナッ

ツの食感、胡椒がピリリとアクセントになっていて、朝ごはんにぴったりの栄養

満点サラダだった。梅干しは、ここ木ノ浦に住むおばあちゃんのお手製。能登

の塩をたっぷりと使っていて旨味をとても感じる。この強い酸味がご飯によく合

う。仲間とおしゃべりしながら食事をすると目も覚めてきた。今日も１日、いろ

いろな場所でたくさんの人に会えるみたい。さて、気合を入れて出発だ。
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能登町
小木公民館

イカす会を復活させたいという思いで、

平成２５年８月に能登小木港スマイル

プロジェクトを発足しました。思いを

つなぐワクワク感が大切だよね、と、

映像を作ることになりました。恋する

フォーチュンクッキーにのせてみんな

で踊りました。反発は多かったけれど、

メディアに載るとやっぱり反響が大きく

て、「なんで声かけてくれんかったん」

というおばちゃんもいたほどでした。

能登町 ふるさと振興課 地域戦略推進室
かなり " イカ " れた公務員

灰谷 貴光 さん

昭和６３年から小木を盛り上げようと、

イカす会をやっていましたが平成 20

年になくなってしまいました。同時に

地域に対する誇りやアイデンティティ

が失われていきました。このまま傍観

してていいのか？じゃあ草刈りから始

めよう、草刈りが終わったら打ち上げ。

仲間と話す機会になります。集まって

いる人たちは、失われた地域の誇り

を取り戻したい、と思っていました。

イカ！イカ！イカ！
攻めの選択と集中

私たちがやっていることは一つ一つな

くなっているものを誇りを持って取り戻

すということです。この取り組みはま

だ始まったばかりです。子供たちが小

木を自慢している姿を想像をしながら

活動しています。

私たちは昨日からずっと珠洲市にいた
のだけれど、ここからは能登町。小
木の公民館に向かっている。小木と
いえばイカが有名だってことはなんと
なく知ってるんだけど、他の話題はあ
るのかな。話を聞いて、もっと自分の
ことを知ることができたらな、と思う。

木ってどんな町？

カす会復活、恋チュン

どもたちの自慢の町にするために

カす会がなくなって
誇りがなくなったように感じた

小

イ

子

イ

小木を知っていますか？小木は小さく

まとまっている町です。イカの漁獲量

は全国で６〜７万トンと言われていま

すが。その１割は小木の漁師が獲って

います。小木は、イカのまちです。

▼ 灰谷 貴光さん

はいや　      たかみつ　



衝撃的な時間だった。イカを被った
最高にイカしてる公務員の灰谷さん
と、「今から安直に公務員になりた
いなんて言うな。」と話す生物学者
の浦田さん。
確かに能登は少子高齢化問題やその
手の話題が尽きないし、私たちも地
域課題を自分ごととして考える機会
がある。でも言われてみれば私たち
には関係の無い話だ。でも私は能登
のことが大好きだし、これからも元
気な町であってほしいと思う。
郷土愛はあって良いと思うけれど、
とにかく「今この瞬間の高校生活に
集中して、たくさん勉強して価値観
を磨け！」と言われている気がして、
昨日の大野さんの話を思い出す。

調べよう考えよう

・私たちが住む町の自慢って何

だろう。

・クリエイティブな仕事には何

があるだろう。

！
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能登町
小木公民館

ギボシムシって知っていますか？国立

科学博物館の展示室の端っこに展示し

てある、とってもマイナーな生き物です。

魚の祖先であり、人の祖先でもあると

言われています。まず、海の中で見つ

けることが大変で、見つけたとしても

すぐに切れてしまって研究が進みませ

ん。私はどう育つか解明されていない

ギボシムシの生態を明らかにしよう、

と研究を始めました。

研究を始めて５年目にはギボシムシの

受精に成功し、幼生を育てることがで

きました。世界初の快挙。私の論文

は雑誌の表紙になりました。

私が撮ったギボシムシの写真は小学館

の図鑑にも載っています。

こんなふうに、身の回りのすぐそこに

世界にインパクトを与える仕事がある

ということです。ということは皆さんが

日々行っている勉強にもヒントが隠さ

れているということなのです。

公務員志望が多くてびっくりしました。

今はもっとクリエイティブな仕事を

目指してほしいと思います。今の皆さ

んは、能力をつけて将来や世界を見

据えることが大事です。

能登里海教育研究所

浦田 慎 さん

「君たちが責任を負う
必要なんてない」

皆さんにまずお伝えしたいことはこの

土地で起きていることは皆さんの責任

ではないということです。なんとかし

なくちゃ、なんて思わないでください。

高校時代は生物クラブに所属していま

した。能登の生き物を捕まえてはスケッ

チをして、調べて、ノートにまとめて観

察していました。珍しい生き物ではあり

ませんでしたが、図鑑に載っている生

物がいっぱいいてびっくりしました。能

登は素晴らしい場所だと思いました。こ

こから私の生物学研究が始まりました。

たちの責任じゃない。

己紹介

ボシムシの研究をしている

究 5 年目、ついに学会誌の表紙に

から公務員を目指さなくていい

君

自

ギ

研

今

▼ 浦田 慎さん

うらた　      まこと
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能登町
小木公民館

釣ったイカを船内で１本ずつ急速凍結

しているから鮮度は抜群ですよ。

イカをさばいて考える
能登の未来

（株）和平商店

浅井 英輝 さん

地元の和平商店の浅井さんから船凍
イカについて教わった後、瀬川さんと
小木のお母さんたちに教えていただき
ながら、イカをさばいてみる。瀬川さ
んは能登でセガワレシピを主宰され、
地元のお母さんから料理を教わりな
がら郷土料理のレシピなどを研究さ
れている方。ところでイカって、どう
さばくのだろう。

凍イカって？

カをさばく

船

イ

私が勤めている和平商店は、船凍イカ

を使った加工品を製造しています。船

凍イカとは、日本有数のイカの水揚げ

基地である能登小木港の特産品です。

半解凍のイカを使います。まずは裏返

して、刃をすべらせるように切っていき

ます。中のワタと軟骨を取り除きます。

一回水洗いしてヌメリをとり、次に皮

を剥きます。お刺身は２、３mm が食

べやすい大きさです。

皮は捨てないでね。お味噌汁に使う

から。

▼ 浅井 英輝さん

▼ 瀬川 しのぶさん

あさい　      ひでき
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セガワレシピ

瀬川 しのぶ さん

小木のお母さんたち

宮下 順子 さん  竹川 政枝 さん 東山 たかこ さん

少し解凍したイカを手にとると吸盤が私の手に吸い付いてくる！「これは鮮

度がいい証拠」と、小木のお母さんが教えてくれた。

小木のお母さんたちの手際の良さに驚いた。家で一度さばいたことはあった

けれどイカはツルツル滑るし、さばく工程も多くてちょっと大変だった。

ギボシムシの浦田先生が、危なっか
しくイカをさばいている私を見守り
ながら、イカの神経の話をしてくだ
さった。学者の先生って面白い。
お昼ご飯の献立は、自分でさばいた
イカのお刺身、小木のお母さんが
作ってくれたイカ玉、イカの油炒め、
イカの皮のお味噌汁。イカを余すと
ころなくいただく。そしてお米は珠
洲の棚田で作られた能登ひかり。海
の恵みと太陽の恵み、能登って豊か
な土地なのだなと再認識する。

調べよう考えよう

・小木の船凍イカについて調べ

てみよう。

！

みやした　  じゅんこ たけかわ　 まさえ ひがしやま

せがわ



やはり面白い。私たちは能登にいる

から、船に乗ることも、魚を見るこ

ともそんなに特別なことではないけ

れど、都会からきた観光客がこの船

に乗って上野さんの案内で九十九湾

を楽しんだらきっと、ただならぬ思

い出になるのだと思う。私たちでさ

え楽しいのだから。

22

海中公園九十九湾観光船上野

上野 一郎 さん　上野 初子 さん

ワクワクしながら船に乗り込むと、

「出しますよー！」上野さんの大き

な声とともに、船は動いた。上野さ

んの軽快な船さばき、刻々と変化す

る九十九湾の景色の美しいこと。こ

んな「美しい」が、私たちが住んで

いる能登にはある。

やがて船は湾内に作られたちょっと

した小屋に着いた。ここは、九十九

湾に浮かぶ大きなイケスになってい

て、中には様々な魚が生きている。

餌やり体験をさせてもらった。間近

で海の中に生きている魚を見るのは

メディアのコンテンツって
こういうこと！

練の船さばきと
　　　　　九十九湾の美しさ

熟

さあ、このプログラムの最後の体験
は、遊覧船に乗って九十九湾を楽し
むことだ。他校のみんなともすっかり
打ち解けて友達になって。ここ2日
間の心地よい疲労感を感じている私
たちを乗せて、上野さんご夫婦の船
は出航した。

然のイケスの水族館自

うえの　     いちろう うえの　       はつこ



調べよう考えよう

・私だったらどんな能登のコン

テンツを人に伝えられるだろう。

！
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能登町

海中公園
九十九湾観光船

この船は、九十九湾のいろんな “ コン

テンツ ” を人に伝える “ メディア ” に

なっている。そして、上野さんご夫

婦じゃなきゃできない独自の面白い

伝え方というのが良いコンテンツの

一つの条件で、そういう意味で上野

さんご夫婦の生業が能登を世の中に

伝える貴重なメディアの一つと言える。

ディアとコンテンツの関係メ

メディアとコンテンツの関係性で能
登を考える、新しい世の中の見方を
教えてもらった。私にはこういう見
方が無かったからとても新鮮だ。仕
事は、誰かにとって新しい価値を作
ることなのかな、と昨日から思い始
めたけれど、その価値を伝えるとい
うことも、仕事になるんだと気づい
た瞬間だった。
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私は、能登、特に奥能登と聞くと、

自然が豊かなただの田舎という印象

しかなかった。少なくとも、「こん

な何もないところで生きるよりは、

都会に出よう」とネガティブなモチ

ベーションで進学先として都会の大

学を目指していた。

だけど、能登はただの田舎じゃな

かった。人が少なく、大きな産業が

無いかわりに、一人ひとりがとても

クリエイティブに生きている。そん

な場所だと思えるようになった。５

年後に能登にいるかはわからない。

だけど、これからはもっとポジティ

ブな気持ちで能登を新しく出会う人

たちに紹介できそうだ。

から」と何も考えずに答えた。だけ

ど、本当は、実はやりたいことがあ

る。私はそのためにまずは勉強した

い。そして、将来どこで仕事をする

かわからないけれど、何らかの形で

故郷の能登に貢献したい。

その気持ちに自信が無くて正直にな

れていなかっただけだと思う。でも

今は、少し自信が湧いた。それは、

この２日間でいろんな考え方に触れ

たからだと思う。

このプログラムで最初に将来の夢を

聞かれたとき、「将来は地元で公務員

になりたい。なぜなら安定している

まとめの時間

だの田舎から
　　クリエイティブな場所に

分に素直になれる自信

た

自

まとめの時間では、それぞれの講義・
体験の感想やそこで得た気づきを発
表する。この講座を受ける前と後と
で、能登の印象がどう変わったのか考
えたり、生きるということを考えたり、
5年後自分たちは何をしているだろう、
とちょっと先の未来を考える時間も用
意されていた。
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能登町

のと海洋ふれあいセンター

今回私たちは、未来の仕事がどう

なってるか、その答えをそのまま

教わる時間ではなく、自分たちで

答えを探す（＝生きていくために

必要な世の中の見方をたくさん体

験する）時間を過ごしたのだと思う。

この２日間で得た能登の生業に関

する気づきをまとめると、「現在

進行系で変化し続けるこの能登

の生態系の中で生き、仲間や自

然と協働しながら新しい価値を

作り出し、それを伝えることで

誰かに貢献すること。」多分こん

な感じになるんだと思う。

でも今はそんなことを真面目ぶっ

て考えるのではなく、ふるさとの

自然と人々に感謝しながら自分を

磨き続けたい。

今の私たちにできることは、ただ

ひたすら、目の前の自分と身近な

誰かに貢献すること。そのために

学ぶこと。きっと私たちの良い未

来は、そして巡り巡って能登の良い

未来は、この瞬間をポジティブに生

きている、今の自分の連続なんだ。
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Surely, the Future is
Series of my Precious moments.


