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になりましたか。それはどうしてですか。

●どこ？

氷川丸

●どうして？

●どこ？

船の模型ではなく、前に使われていたものの中が見れたから。

ビデオとかでよく分りました。中の見学もへやのようすが分かりよかったと思います。

動画や実際に船内を見てまわって８０年もの歴史にあっとうされたから。

実際に場所を見ることができたし、ビデオなどを見てよく理解することができたから。

最初にＤＶＤを見て、その後に中を見学できたのでなっとくできたから。

わかりやすいＤＶＤを見たり、見学では氷川丸に乗っている実際の写真が見れたから。

戦争を知らない私たちが戦争のことを知るきっかけとなることのできる場所だと思ったから。

今年は２回目でしたが、昨年とちがいＤＶＤがあったので勉強になりました。氷川丸が歩んできた歴史が
よく分かりました。

氷川丸の船の中をはじからはじまでとても良く見ることができたから。

日本郵船歴史博物館

●どうして？

船の作りをよく学べたし、昔のことまで知れたからよかった。

●どこ？

日本丸パーク（横浜みなと博物館・日本丸）

●どうして？

氷川丸が戦争の時に病院船になってはたらいていたり、ばくだんがきてもたおれなかったり、こわれな
かった理由がよくわかったから。

いろいろな時代の船のこと、模型でわかりやすかった。

いろいろな歴史のことを聞いたり見たりできてとても勉強になりました。

どんな物がどんな船で輸入されているかや、船で運ばれることになった背景、ルーツなどをよく知ることが
できたから。

日本丸の歴史や横浜の港ができた理由などが学べた。説明してくれる方もいて分りやすかった。

横浜の港はもともとなかったなど、いままで知らなかったさまざまなことを知ることができたからです。

船の模型ではなく、前に使われていたものの中が見れたから。

船やそれに関する幕末から現在までの歴史が学べてとても勉強になったから。



自分で体験しながら学べたから。（多数）

いろいろな種類の技術について体験しながら学べたからです。（多数）

いつもの生活でも工夫するだけで地球にやさしい暮らしができることが分った。クイズ形式のものもあり・小
さい子でもよく分りやすいように出来ていたと思う。

地球温暖化のことやエネルギーついていろいろなものがあって勉強になった。

めったに知れない宇宙のコトなどを学べた。

街づくりとか、タッチパネルがついていて楽しく勉強ができた。

ゲームで学べてたのしかった。環境についてゲームなどで楽しく学べた。いろいろな体験ができた。

宇宙のことや歴史のことがよく分かって勉強になった。

●どこ？　

三菱みなとみらい技術館

●どうして？
日本ではないものも展示していたので、外国のものに触れあえたと思ったからです。

最新テクノロジーや世界、宇宙のことについて体験して学べたことが勉強になりました。

体験できたので楽しみながらさまざまなことのしくみを理解することができた。（多数）

●どこ？

ジャパンマリンユナイテッド㈱　造船所

●どうして？
海上じえい隊の船や客船などがどうやって作られているかよく分かったから。

ヘルメットをかぶって、いろいろなところをまわって、いろいろなことをおしえてくれたから。

てつとてつをくっつけるところがすごかった。ふねの土台を作っていてすごいと思った。

ふだん、ぜったいに見られないとこが見れてよかった。船をつくるこうていも学べてとてもうれしくたのしく勉
強になった。

いろいろな人が支えあって船を作っていることがわかった。チームワークが大切だと知った。

ふねのこと、ぶひんのことがよくわかった。ふねのしくみもわかりやすく話してくれたから。

いろいろなものがあって、いろいろなことを教えてくれたから。

初めて見る造船所は広大な場所でした。海上自衛隊の船、修繕や遊覧船を組み立てる過程、造船所内
にあるさまざまな機械をもう少しゆっくり見学して説明を聞きたいと思った。



●どこ？

横浜海上防災基地

●どうして？
こんなにたくさんのプールがあるとは知らなかった。相葉君が来たと知ってびっくりしたし、なんかうれし
かった。

水中ボンベを持つことができて学習できたし、それに訓練の内容がとても分りやすくて、１番勉強になりま
した。

もしものことがあれば、１１８番に電話をすることや、そこの人たちがどのような仕事をしているかなどが知
れたから。

海で災害がおきたときに備え、日々、練習にとりくんでいて、とてもそんけいできる仕事だと思いました。

すごくしずかで、くわしく教えてくれたので、とてもよいたいおうだったから。船のマークがわからなかった
けど教えてくれたことも。

くんれん場所を見たりできたから。

ぜんぜん知らないことがたくさんあったから。海を予そくしてやっていたなんて知らなかったから。

海のけいさつかんが、どういうことをするのか、どんなくんれんをするのかがよく分ったから。

プールの深さを利用したり・カーテンを利用し実際の海に似せようとしてたから。

どのような訓練をしているのかがよく分り、訓練からも本気を出してがんばっているということがよく分った
から。

どんなところで、なにをしているかがとても分りやすかったから。実際に着ている服やボンベなどが着れた
り、できたから。ひものキーホルダーも楽しかった。

私は船のことについて少し知りたいなって思うことがあって、それを今日学べてすごく興味をもちました。

今までも海の平和が守られているのは海上保安庁のみなさまのおかげだと思います。めったに見れること
のない海猿の訓練施設が見れて非常に良かったです。ここで学んだ知識をより多くの人に知ってもらい、
使える時がくれば良いと思いました。

海で事故がおきたらたすけにいけるように訓練するところがすごかった。お話もよくきけた。

私は船のことについて少し知りたいなって思うことがあって、それを今日学べてすごく興味をもちました。
また船を見た時、家族と着た時に教えてあげたいです。

海で事故などがおきたときに、たすけ方の訓練をするところなどが見れてよかったです。

訓練用のプールのいろんなところを見学できたから。

訓練の仕方がとてもきびしそうだったけど、そのきびしい訓練が私たちをたすけてくれているというのが、と
てもありがたく思いました。

海にも通報番号があったり、キーホールダー作りを教えてくれたり、知らないことをたくさん学べたと思う。

海や水の怖さがとてもよく分かったし、「１１８」の意味が分かったから。

海猿のことや訓練のことがよく分かってとても勉強になりました。

海上保安庁の皆さんの訓練場を見学できたり叶結びを作ったりなど、様々な体験ができたからです。一
般公開されていないところに入れたのでラッキーでした。

海上保安庁の人間になるにはたくさんの訓練をすると思ってたけど、思った以上にすごく大変そうでし
た。たくさん訓練をしているからこそ海でおぼれたとしても安心できると感じました。

海でおこる事故などのきけんなどについて学べたからです。



●どこ？

４県合同交流集会

●どうして？
実際に船に乗っていた人がお話をしたり、ＤＶＤを見て、海・船のことをたくさん知れたから良かったです。

女の人が実際の話をして勉強になったから。またクイズなどもあって楽しく学べた。

海の仕事や海の事がよく分ったからです。特におどろいた事ふたつは地球の７０％が海という事と、南極
の氷の方がしおからいという事です。

実際に自分で経験したり、感じた人の話が聞けたのでよかった。

海について初めて知ったこともあるし、女の人がどういう仕事をしているか初めて知ったので良かった。

いろいろな写真などをつかいながら説明してくれてわかりやすかったから。

女性の人の話を聞くことができてよかった。クイズ形式にしておぼえやすかった。

海の事や海の仕事などの話がとてもくわしく説明してくれて理解しやすかったからです。

船でするお仕事や、旅のことが聞けて勉強になったからです、特に角さんの話が分かりやすくて興味が湧
きました。

他の県のスカウトと一緒にふねのことについて学べてよかった。

海のことも知れたし、４県のガールスカウトと顔合わせもできたからです。海のことは私が一番興味のあっ
た船員さんのことが知ることができてうれしかったし、学習としてもおもしろくて勉強になりました。

４名の方から話を聞くことができ、実際にどんな仕事をしているのか、海の仕事にはどんなものがあるのか４名の方から話を聞くことができ、実際にどんな仕事をしているのか、海の仕事にはどんなものがあるのか
知ることができました。

女性が輝いて就職できる場があること、職場に対する熱意ほこりを感じました。

海や船のはなしだけでなく、海に関することを仕事にしている女性にたくさんの話を聞けて、女性でも機
関士のような「男」ってイメージのあることもできるのが分かったから。

さまざまな分野の人が飛鳥Ⅱのことや資格の話、旅行の話などいろいろな人の話を聞き、クイズで残りの
１０人に残り本をもらったからです。

海に関する人の話を聞いて、陸にある仕事じゃなくて、海で仕事をするのもいいかなと思ったからです。

海のいろいろなことを学べたり、船がどのようにして成り立っているのかなどがよく分かったから。

実際にその仕事をしている人の話などを聞いて、初めて知ったことなどが多かったから。

たくさんの船の中での仕事を説明と図でわかりやすく説明してくれたから。

仕事の話を聞いて、日本にはまだこんな仕事があったんだと思ったから。海のことについて少しくわしく知
れたから。

海についてたくさんのことを知れたから。

実際に働いている人の話を聞けたし、海についてたくさん知れたからです。特に「海の日について」が良
かったです。

実際に仕事をしている人の話を聞くことができて海の誕生や海の日などについての話を聞いたり南極の
氷をさわったりすることができたからです。３人の方々の話が１度に聞けたからです。

船のことや女性船員さんの話が聞けたから。



ふねにのれてうれしかったからです。

マリンシャトルに乗って、すぐそこに海があって海をよくみるとこができたから。

●どこ？

マリンシャトル

●どうして？
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しかったですか。それはどうしてですか。

第一印象は機雷に３度もあたったのにちんぼつしないで生き残ったのがすごいと思いました。

船の構造を分かったり、昔の船の中など知れてとても良かったです。

私は見たことがなくて、あんなに大きいなんて思いもしませんでした。初めて船の中を見られてとてもよく
学べました。

もう動かないが昔の船の中が、今の船の中とちがうのが自分の目でちゃんと見れたから。

ふだん見られない船の中をたくさん説明してもらいながらまわることができていろいろ学べました。

自分でいろいろ見て、自分でよんだり、やってみたりしてたのしくまなべたから。

●どうして？

船の中のことが知れて良かったです。

船の中を見学でき、外から見ても大きく見えるけど、中に入ってみると、おもってたよりもっと広くて迷路み
たいでおもしろかったから。

中に入る前からとてもワクワクしていました。氷川丸の中は思っていたよりもっとすごくて、とてもおどろきま
した。

氷川丸のことについて学べてよかった。船から見た海はすごくこわかったけど、いろいろな部屋が見れて
楽しかった。

中がよくわかって勉強になった。

●どこ？

氷川丸

日本郵船歴史博物館

●どうして？
氷川丸と日本郵船の歴史が知れて楽しかった。

自分でいろいろ見て、自分でよんだり、やってみたりしてたのしくまなべたから。

戦時中から残っている船の中で昔の技術とごうかな内装が見れたから。

きらびやかでキレイな客船の内部までみられたから。

1930年にシアトル航路用に建造された氷川丸の今までのさまざまな歴史にふれられたこと。実際に乗っ
てみてすごく感激しました。とても良い体験ができてうれしかったです。

●どこ？



●どこ？

勉強しながら楽しく学べて、学んだことを生かしたゲームなどもできて楽しかったです。

「ペリー来航」「神奈川」など、さまざまなことの歴史に興味がわき、もっと知りたいと思ったからです。

船に乗ることなどあまりないことですし、しかも普段では見ることのできない船長室やエンジンなどを見るこ
とができ、それとどうじに船の歴史も知ることができました。

おじさんが説明してくれて、たとえとかもあったので分かりやすく勉強になりました。（多数）

日本丸のことを教えてくれる人が、説明の板を見てもわからないことをたくさんしゃべってくれた。こまかい
ところの説明もしてくれたから。

むかしの船とかが見れた。へやのせつめいもしてくれた。

●どこ？

日本丸パーク（横浜みなと博物館・日本丸）

●どうして？

船の歴史などがよく分かり、夏休みの宿題にこれを生かそうと思ったから。

ふだん見られない船の中をたくさん説明してもらいながらまわることができていろいろ学べました。

案内してくれた人が熱しんで、いろいろな自分が体験したことを教えてくれたから。（多数）

私たちの生活の工夫など、それがえいぞうでながれていて、わかりやすくたいけんできたのでよかったで
す。

うちゅうや深海などふだん見られない物やできないこともたいけんできたから。

ちきゅうやうちゅうのことをたいけんしたこと。

いろんな体験のコーナーがあったから。

体験をしながら勉強ができたから。（多数）

深海の生き物のゲームが楽しかったから。

●どこ？

三菱みなとみらい技術館

●どうして？
体験できるブースがあってハトロールのみんなと楽しめた。模型もとても美しかった。

科学に関する本やゲームのようなかんじでとても楽しかったから。

ゲームなどわかりやすいもので、さまざまなことを知ることができました。

体験などがたくさんあったから。（多数）

いろいろな物にさわったり、動かしたりして楽しかった。いろいろなことが勉強になったり一番の思い出に
なったから。



大きな船を間近で見られたし、工場内を見学したりできて初めて知れたことがたくさんあったからです。

近くで船をみることができ、作っている過程を知ることができとても楽しかったです。

●どこ？

横浜海上防災基地

●どうして？

●どこ？

ジャパンマリンユナイテッド㈱　造船所

●どうして？
モノづくりってスゴイ興味を引かれます。しかも実際に使われている（自衛隊）ものだときいておどろきまし
た。

話を聞いたり、とても大きく迫力のあるカッコイイ船を見れたから。船に興味を持ちました。船についてさら
にたくさんのことを知りたいです。

船の作り方を見ながら学べて楽しかったです。

教えてくれたことと将来のなりたい仕事が決まったから。船がきれいで、すごくプールがきれいで良かっ
た。

仕事の様子を見たり、ストラップを作ったりできたから。

私たちが海での事故をおこした時のためにプールなどで練習して事故を防ごうとしていたから。自分も気
をつけられるところは気をつけようと思った。

普段見ることができない訓練の施設や本物の船舶が見れたから。

海を守っている海上保安庁のことをたくさん知ることができたから。海猿が好きで実際の訓練所を見学で
きたから。

どこも良かったが、実際に持ったりできたし、ゆっくり説明をしてくれたから。

見学するところがたくさんあって、すごく分かりやすかったから。

いろんな場所でいろんな訓練のやり方が分かって、その訓練で人の命が救えるのがすごかった。

海で人を助ける仕事の話が聞けて、実際に訓練をするところを見て、きびしい訓練のようすを聞けたか
ら。

海猿の撮えいやさまざまなＴＶで取り上げられている所で災害に備えての訓練をする場所が見れてとって
も貴重な体験ができたし、たのしかったです。

実際に使っている訓練場や間近で防災服が見れたし一番大きい巡視船も見れて本当に楽しかった。海
保にすごく興味もわいて海保の大切さがわかった場所でもあったから。

体育会系で怖い雰囲気かと思っていたけれど優しい人たちで楽しかった。

叶結びやプールを見てびっくりし楽しかったです。

実際に網猿のモデルになったところを見れたし、元海猿の人に会えたり、かっこいい制服のみなさんや海
にもぐる隊員さんをみれたから。

普段見ることができない訓練の施設や本物の船舶が見れたから。

海猿のモデルになった所で実際に見れてなにより、制服がかっこよくてたくさんの厳しい訓練をしている
んだなと感じた。

普段入れない場所に入れることがワクワクしたし、ドラマで見るような所で実際に働く人と話せてとても良
かったです。

叶結びを教えてもらい、これからのロープワークに生かしたいです。



初めて船に乗ってみて、あまりよわなかったけど、とっても楽しかったです。（多数）

●どうして？
実際の体験、経験、海に対する夢を頂きました。私はこれからという訳にはいきませんが、機会を作って
「海の日」には子供たちにビデオを見せながら伝えて行きたい内容でした。（付添）

●どこ？

４県合同交流集会

風がとーっても気持ち良かったから。（多数）

船にのったことがあまりなかったから。そこで他の団の人と話して友達になったことがあったから。

横浜の港をよく見れたから。

海は一年ぶりくらいに来て、船もあまり乗った事がなかったので、本当にテンションも上がり楽しかったで
す。

デッキとかに出たりできたから。

船に乗るのが初めてだったからです。（多数）

●どこ？

マリンシャトル

●どうして？

海のにおい、風がとても気持ちよかった。

初めて船に乗って楽しかったから。海が間近に見えて楽しかったから。少しゆれたりしてドキドキしたか
ら。

船に乗る機会がめったにないので良かったです。波にゆられながらのんびりと過ごすことができて楽し
かったです。

船からのながめや船の速さを実感できた。

たくさんの船について学んだあとに実際に動いている船に乗って自分で体感できたのが楽しかった。

●どこ？（番外）
ホテル・・・テレビがみれてうれしかったです。

中華街・・・行ったことのないようなおみやげを見たり、中華ならではの食べ物を見れたからです。

中華街・・・みんなでたのしく食事をしたり、買い物ができたから。

赤レンガ倉庫・・・ショッピング、ごはんがおいしかった。

ぜんぶ・・・ぜんぶおもしろかったから。

長い乗船だったけど酔わなかったし、ダイヤモンドプリンセスも見れて楽しかった。

船からくらげや魚が見えたから。



７，今回
こんかい

の体験
たいけん

で感
かん

じたことを教
お し

えてください。

横浜の歴史を知れて良かったです。横浜は中華といういんしょうがあったけど、すこし変わりました。

海の仕事はとても大変なんだなあと思いました。

海のことをたくさん知れたから。

海では海のけいさつかんがいて、いろんなことをしてたいへんだなあとおもった。

最初は「いくら海なし県に住んでいる私だって海のことくらい知ってるし」と思っていたが参加してみると新
しく学ぶことたくさんあった。体験型のものもあって楽しく感じた。

いろいろな体験をして海の事や、海の仕事などがどれほど大変なのか改めて分りました。

横浜市の文化を知れたり、氷川丸の名前の由来を知れたり、海がある神奈川県をいろいろ知れて良かっ
た。

海の仕事で女性が活やくできるようになるといいと思った。

海への興味もわき、実際に船に乗ったりしてとても楽しかった。

前までは、海はあまり近くにないから関係ないと思ってましたが、海っ娘じゅくに参加して海について学べ
たので少し身近に感じられるようになりました。

いろいろなことが分かり海のことがもっと大好きになったし、夢を持つことができたので良かった。来年もあ
るなら参加したいなと思いました。

今回は海についてとてもよく知ることができました。ふだん海とふれあうことがなかったのでよかったです。

自分が体験したことがないことができてよかったです。

前回より海についての話が聞けたので、海について少しだけ詳しくなれたと思う。

今回、全然海の事や船など知らなかったけど海っ娘塾に来て、海に興味を持った。

楽しくさまざのなことを学べたので海にも興味を持てました。

全然知らないことが知れたのでよかったです。

海のことが知れてよかったです。

海の大切さや歴史がよく分かりました。

いろんな人たちが私たちに海のすばらしさや楽しさを教えてくださったので、いろいろな事を知ることがで
きたのでとてもうれしかったです。世界の海をめぐる船乗りの仕事はとても楽しそうでした。

埼玉県は海なし県で、ふつうでは海のことを知ることができないですが、今回の海っ娘塾ではいろんなと
ころを見学しながら分かりやすく船のことや海のこと、海の平和を守っている人のことを知ることができまし
た。

初めてこのプロジェクトに参加していろくな友達ができたり海に関すること、仕事が知れてよかったです。

社会科の勉強で船が輸出入に多く使われているのは知っていたけれど、そのことが体験を通して現実味
がました。とても楽しかったので、ぜひまたやってほしい。

今までは海はあまりきょう味がなかったけど、この海っ娘じゅくに参加してとてもきょう味がわきました。埼玉
県は海がないけど旅行などして海で泳いだりしたいです。

女性の船乗りさんがいるなんておどろきました。

海と人とのつながりがわかったと思う。



海が地球の全体の７０％をしめていることにおどろいたけど、海は大切ということに改めて気付きました。

今回も海っ娘塾に来ることができて良かった。海をみることが少ないのでうれいしです。この２日間で勉強
したこと、起こったことを家の人に話したいです。

海がない山梨県に住んでいる私たちはめったに海を見ることはありません。この旅行で少しは海にくわし
くなれたと思います。

私たちの県には海はありません。なので山とふれあうことはあるけれど海とふれあうことはなかなかありませ
ん。なので今回はとてもいい経験をさせてもらったと感じました。本当に今回のイベントをきかくしてもらっ
たみなさん、私たちのために協力してくれたみなさん、ありがとうございました。

ふだんなかなか見れない海について船についてたくさん聞いたり見たりできて楽しくて、びっくりしたことも
たくさんあって、たくさんのことが学べました。

ＪＭＵは進路の考え直しをしようとしたくらい楽しかったです。来年も来れたらぜひ来たいです。また去年
に劣らない楽しいプログラムで初めてのスカウトも２回目のスカウトも素晴らしい経験になったと思います。
ありがとうございました。

去年に比べ、人の話を聞く時間が長く、郵船博物館は少し分かりずらかったです。去年は観覧車に乗っ
たりシーカヤックに乗ったりして体験することが多かったですが、今年はそのようなことが少なくて残念でし
た。

今回は前回と違い見学や講話が多かった印象を強く受けました。海がない山梨県に住んでいるので海
や船のことが知れて良かったです。とても勉強になる２日間でした。もっとうみについて知りたいと興味が
湧きました。

海は深かったり広かったり分からないこともあったけど、海が深かったり陸地と海はどっちが広いのか分
かってすごく勉強になったと感じた。

海なし県に住んでいる私たちが海っ娘塾に参加して、昨年よりいろいろなう物ことについてくわしく教えて

海の大切さ、大変さ、自然などが今回の体験で感じられました。また船のしくみもすごいなと感じました。

海や船のしくみがわかった。説明してくれる一人一人、わかりやすくはなしてくれた。説明されたいがいに
も、もっとまなびたいと思うキッカケになった。

海のことがいろいろ知れてよかったです。

山梨県では見たくても見れない海や大きな船が見られてとても興味が湧いてもっと知りたいことができまし
た。学校でも学習できないことを勉強出来ました。このことを生かして、また横浜などに行った時、船のこと
を友達に話したり、家でも家族に話したいです。

海なし県に住んでいる私たちが海っ娘塾に参加して、昨年よりいろいろなう物ことについてくわしく教えて
もらい、海の仕事などいろいろなことに興味が湧きました。

今回の海っ娘塾では船に関することが知れました。この２日間の経験を生かしてこれからのガールスカウ
ト活動を頑張り海などとふれあいたいです。

今回は見学を楽しみながらたくさんのことを学べたなと思います。一人一人しっかりと吸収できた２日間に
なったと思います。

たくさんの海の話を聞いて海を身近に感じることができた。

ふだん海を見ないので、とてもテンションが上がりました。

船の中を初めて見た。

とても日本には海が関係していることがわかった。私は海なし県だから関係ないと思ったけど、地球ができ
るまでに海が関係しているから海がなかったら私は生きていないし、だから海があって本当によい。

海・船はこれまで身近ではなかったので、この体験で少し身近になりました。

また海に行って船に乗りたいなと思った。

海のことがとてもわかりました。海はこわいものだとおもっていたので、海の仕事や海のうつくしさを知った
ので、今日の勉強で海が好きになりました。ありがとうございました。

実際の船を見て回って、自分の目で見られたのも多いし、博物館で歴史や体験コーナーなどで今まで
まったく知らなかったことが分かりました。良い経験ににりました。

いま現役で働いている女性の船員の仕事のお話や体験談を聞けて、日本の産業を動かしている現場で
女性がかつやくされていてすごいと思った。南極の氷もさわれて良かった。



船で知らなかったこと、海の仕事で知らなかったことなど、様々なことが学べてためになった。海で仕事を
している女性の話などもあり「こんな仕事もあるんだな」と思った。

船はとても活やくしていたんだなと思いました。海で働く人はたくさんいて、わたしたちはその人たちに支
えられていると感じました。

海のためにはたらいている人たちはいのちがけでたいへんだなとかんじました。

クルーザーの仕事に興味がわいた。クルーザーで働くというのも考えていきたいです。また、こういうイベ
ントがあったらぜひ参加したいです。

海とはこわいものであるけれど、楽しくてすてきなところだと思った。そしてたくさんの人が海で事故がおき
ないよう、またおきても大丈夫なようにしてるんだなと思った。

今回は学校でも入れないすばらしいプランでとても充実した二日間でした。学べることがたくさんあり、す
ごく楽しかった。自分の考えや選択が変わりました。またあったら参加したいです。

今まで知らなかったことや知らなかった場所を知れて良かった。今回知ったことや、知った場所について
調べてみたいと思った。これからもこのことを忘れずにがんばりたい。

海なし県なので海に関する知識があまりなかったけど、この体験を通してたくさんの海に関する知識が身
についてとてもいい経験ができました。海は楽しいこともあれば、大変なこともたくさんあるんだなと思いま
した。

船の安全や、楽しくメリハリのある仕事ということや、いろいろな仕事があることがわかり、船はとてもあぶな
く危けんなイメージだったけど、これでそんなイメージがきえてとても安全なことがわかりました。また海に
行きたいです。

海での仕事をたくさん知り、海についての仕事をしてみたいと思った。

栃木県は海なし県であまり「海」について知ることができないので、今回、海や船について知れてよかった
です。

普段なかなか縁のない海に関して話を聞いて、とても身近に感じられた。女性で働く人の話は進路を決
める上でも参考になった。全体を通して最高の二日間でした。

二日間というみじかい間でしたがすごく楽しかったです。普段、地元にいたら学ぶことのできないことを学
べました。ありがしうございました。

知らなかったことがたくさん知れた。

たくさんの人が働いている中で男性の方が多いが、女性でもなれるということが分かりました。男女では力
や身長の差で、女性の方が大変だが、物を使ったりして男性と同じくらい働けていると思いました。男性
だけが海の仕事をしているのではなく、女性もできるので女性も増えていってほしいと思いました。

です。

海関係の仕事や船の中の仕事などにとても興味を持って、将来は海の仕事につこうと思ったりもしまし
た。とても楽しかったです。また来年も「関東海っ娘塾」をやってもらいたいです。

見学先のほとんどがなかなか体験できないことだったので、とても楽しかったです。船の中で昔の部屋が
そのまま残っていて、すごいなと思いました。

海っ娘塾で横浜に行くという知らせがあったときから、私は行きたい！と思っていました。すごく疲れたけ
ど楽しい時間や学ぶ所が盛りだくさんででよかったと思います。


