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社会貢献型インターンシップ  
第5回「クラダシチャレンジ」in 小豆島  

■活動内容：①香川県小豆島の農家にてオリーブの収穫

　　　　　  ②SNS等を利用した地方の魅力発信  

■開催期間：2020年10月30日(金)～2020年11月4日(水) 

■参加人数：大学生6名 

■実施企業：株式会社クラダシ  KURADASHI地方創生基金

#1. クラダシチャレンジとは



#1. クラダシチャレンジとは
　KURADASHI地方創生基金設立背景（クラダシチャレンジの狙い）
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#1. クラダシチャレンジとは
　社会貢献型インターシップ「クラダシチャレンジ」の概要

【クラダシチャレンジとは】
クラダシでは、地方創生や食品ロス問題に興味がある
学生が、人手不足に悩む地方農家での収穫支援を通し、
地域課題や食品ロス問題について考える、
社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」
を実施しています。参加学生の旅費は、
地域経済の活性化と社会発展に寄与するため設立した、
「KURADASHI地方創生基金」から支援しています。

国産オリーブの9割以上を生産している小豆島で
収穫作業を手伝い、大きな貢献を果たしました。
オリーブの収穫は、はしごを使いながら、1粒ずつ手作業で行います。人
出が必要であることに加え、はしごでの作業は怪我のリスクが高く、高齢
の方による作業は非常に大変です。

＃クラダシチャレンジ in 小豆島



①未収穫作物の収穫による新たな収益の獲得 
地方では、農業人口の高齢化・労働者人口の不足によって、未収穫作物の発生が増加しています。  
小豆島で生産されているオリーブの実の収穫は、一粒ずつ手作業で行われるため、時間と人手が必要です。
収穫作業の必要な時期に学生を派遣することで、未収穫による一次産品の食品ロスが解決されると同時に、農家さん
の新たな収益を獲得することができます。

②地方の関係人口の増加に貢献、若者を呼び地域振興に

地元の方から見たら当たり前の風景でも、
都心にいる学生から見ればとても価値のあるものに見え、
地元の商品や土地に誇りを持つことができます。
そして、SNS等を利用して地方の魅力を発信することで、
地方の関係人口の増加を図ることができます。

③地元の特産品の購買促進に

小豆島には、オリーブ、醤油、素麵など様々な特産品があります。
そのような素晴らしい特産品を、
活動を通してPRすることで、購買促進を図ることができます。

#1. クラダシチャレンジとは
　「 クラダシチャレンジ」による農家・自治体への効果

オリーブオイルの搾油工場見学の様子＃クラダシチャレンジ in 小豆島
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活動報告



#2.毎日の記録
1日目

初日は午前中が移動、午後は6日間お世話になる人たちへの挨拶回りに行きました。

これから始まる新たな取り組みが一層楽しみになりました。

<スケジュール>

6:15 全員集合（東京駅）
6:45 移動（新幹線）
10:20 移動（バス）
11:15 移動（フェリー）
13:30 ホテル到着
14:00 昼食（オリーブ素麺）
16:00 現地の方と打ち合わせ
17:00 農家さんにご挨拶
18:00 お風呂
19:00 夕食
20:00 各自自由時間
23:00 振り返り

フェリーで到着してすぐに、小豆島の自然に圧倒され、どこを見ても素晴らしい景色でした。
昼食には、オリーブ素麺、オリーブラーメン、オリーブオイルをふんだんにかけたソフトクリー
ムまで、小豆島のオリーブを活かした様々な料理を堪能しました。
道の駅の方からサービスでいただいたオリー ブの新漬けも、今まで食べてきたものより柔ら
かく、オリーブの風味が口いっぱいに広がり、非常においしかったです！
昼食後はミーティングをし、これからお世話になる方々に挨拶をしました。
皆さん、小豆島を心から愛していて、来訪者にその良さを知ってもらいたいという思いが伝
わってきました。心温まる歓迎を受け、オリーブをはじめ、美しい海や空、夕日など、早速小
豆島の魅力を味わうことができた1日となりました！
　

＃愛媛到着 ＃小豆島へのフェリー ＃着いた直後の夕焼け

＃クラダシチャレンジ in 小豆島



#2.毎日の記録
2日目

2日目は初めてオリーブの収穫作業を行いました。

慣れない収穫は、身体的に大変な作業でしたが、楽しみながら1日収穫に励むことができました。

<スケジュール>

7:30 起床
8:00 朝食
9:00 オリーブ採集
12:00 昼食
13:00 オリーブ収穫
16:20 作業終了
17:30 お風呂
19:00 夕食
20:00 お散歩
20:30 振り返り

いよいよ始まったオリーブの収穫作業は、手を伸ばしたり、肩にカゴをかけたりと、
体力的に大変でしたが、次第にオリーブを効率よく収穫できるようになり、農家さんとの会話を
楽しみながら取り組むことができました。選果の際は 1粒1粒、オリーブの実に病気や虫食いが
無いかを確認し、このように念入りに選別していくことで、質の高いオリーブが消費者の手元
に届けられていくのだなと実感しました。試しに生のオリーブの実を味見してみると、もの凄い
渋みを感じました。アクを全て抜ききるのに 10日もかかるそう。 しかし、社長さんは生のオリー
ブをかじって、種類やオリーブの健康状態、加工後の味を見極めるそうで、プロのレベルの高
さに驚きました。 小さめの品種は渋みが少ないかつ、より後味にオイルっぽさが強く、わずか
な違いですが、自分たちも違いを楽しむことができました！

＃採集前のオリーブ ＃採集後のオリーブ ＃収穫中のメンバー ＃収穫中のメンバー

＃クラダシチャレンジ in 小豆島



#2.毎日の記録
3日目

引き続きオリーブの採集を行い、徐々に要領よくできるようになりました。

お昼休みは無人島を探索したり、海に入ったりと小豆島の自然を満喫することができました！

<スケジュール>

7:30 起床
8:00 朝食
9:00 オリーブ採集
12:30 昼食準備のお手伝い
13:30 無人島探索
14:30 オリーブ採集
17:00 お風呂
18:30 夕食
19:30 振り返り 3日目もオリーブ採集から始まった1日でした。昨日とは場所を変えて、ふるさと村周辺のオ

リーブを採集しました。今日は種類も異なり、1粒1粒が大きい品種を収穫しました。お昼に
は地域のゲートボール大会に参加されている方々に牛丼を配るお手伝いをしました。作業
後は眺めのいい海辺で牛丼をいただきました！昼食後は、船で無人島へ連れて行っていた
だき、海遊びを満喫した。11月にも関わらず、海に入れるほど暖かく、 今年はコロナの影響
で夏らしい遊びができなかったので、この日はまるで遅れて夏休みが戻って来たような気持
ちになりました。 午後はオリーブ収穫を再開しました。作業中、観光中の方がオリーブにつ
いて尋ねてきた際、今までの学びを活かし、オリーブの魅力を人に伝えることができて嬉し
かった。

　

＃海辺での牛丼 ＃無人島へ上陸 ＃採集中のメンバー

＃クラダシチャレンジ in 小豆島



#2.毎日の記録
4日目

4日目は生憎の雨となってしまいましたが、小豆島のまた違った景色を見ることができました。

1日を通してゆっくりと過ごし、3日目までの疲れを取る1日となりました。

4日目は雨だったので、オリーブ収穫は実施できず、ゆっくりと過ごした1日でした。
午前中は各々の作業に集中して取り組み、お昼からはラーメンに連れていっていただきまし
た。小豆島ラーメンのお店は売り切れになるほどの大人気で、非常においしかったです！その
後は、オリーブ公園に連れて行っていただき、オリーブの花などを使ったハンドメイドのピアス
を購入しました。小豆島を観光する機会をいただけて、より小豆島の魅力を実感することので
きた1日でした。
そして、明日からはまた、たくさんオリーブを収穫し、現地の方々に貢献できるよう頑張りたいと
強く思いました。

＃小豆島ラーメン美味 ＃オリーブソフト美味 ＃オリーブ公園

＃クラダシチャレンジ in 小豆島

<スケジュール>

7:50 起床

8:00 朝食

9:00 睡眠

10:30 お風呂

11:00 作業

12:30 昼食&オリーブ公園

16:00 各自自由時間（授業など）

19:00 夕食

20:30 各自自由時間（談笑など）

22:00 振り返り



#2.毎日の記録
5日目

5日目は、自分たちが摘んだオリーブがどのように製品となって消費者に届くのかを目にするため、搾油工

場を見学させて頂きました。また、最終日ということでオリーブ収穫に精一杯励みました。

<スケジュール>

7:25 起床

7:30 朝食

8:30 搾油工場見学

10:30 醤工場見学

12:00 昼食（うどん）

13:00 オリーブ採集

17:00 買い物

18:00 BBQ
21:00 お風呂

22:00 振り返り

5日目はオリーブオイルの搾油工場を見学させて頂きました。いつも食べているオリー
ブオイルがどのようにできているかを知り、大変勉強になりました。また、出来立てのも
のを試食させて頂くと、非常にコクがあり、香りの強い普段とは一味違った味わいでし
た。その後は、現地の方のお家に連れていって頂いたり、寺院に連れて行って頂きま
した。現地の方のご協力に本当に感謝でいっぱいです。オリーブ収穫についてもたくさ
ん採集することができました。初日よりも早く集めることができるようになっていたの
で、成長も感じることができ、非常に楽しかったです！このメンバーだからこそ、心から
楽しむことができたし、本当に素晴らしい機会をいただけたことに感謝しています。
全員無事に帰れるように最後まで気持ちを引き締めていきたい。

＃お疲れBBQ＃搾油工場見学 ＃醤油ソフトも美味

＃クラダシチャレンジ in 小豆島



#2.毎日の記録
6日目

最終日は、エンジェルロードの観光のため早起きをしました。5日間の疲れがありつつも、最後まで無事に

帰ることを大事にし、全員で協力して楽しく帰ることができました。

<スケジュール>

6:50 起床

7:00 朝食

7:30 集合

8:00 観光（エンジェルロード）

9:00 移動（フェリー）

10:00 移動（バス）

10:30 観光（商店街）

11:30 観光（栗林公園）

13:00 昼食（うどん屋）

14:00 移動（バス）

15:30 移動（飛行機）

17:30 解散

6日目は帰る前に、エンジェルロードに行きたい！と朝早く出発しました。　エンジェル
ロードは非常に綺麗で、濡れることなく歩くことができるほど、思った以上に引き潮で道
がしっかりできていました。
その後は、滞在中お世話になった現地の方とお別れをし、フェリーで高松に向かいまし
た。
また、香川の高松市を観光することもでき、改めて地方の魅力について考えさせられる
1日になりました。これを機会に、日本のもっと多くの場所を訪れ、地方の魅力を伝えて
いきたいと改めて感じました。

＃樹齢数千年 ＃エンジェルロード ＃恋人の聖地

＃クラダシチャレンジ in 小豆島



今回のクラダシチャレンジの様子を四国新聞の記者の方にインタビューして頂き、

11月2日（月）の朝刊に掲載して頂きました！

#2.毎日の記録
特記事項（四国新聞）

『収穫作業を通じ、食べ物を大切

にしようという思いが強くなった。

消費者の顔を思い浮かべ、丁寧

に摘み取りたい』

＃クラダシチャレンジ in 小豆島

出典：2020年11月2日（月）四国新聞

（※記事より抜粋）



参加者の声



#3 参加者の声 ①

 
 体験を通じて生産者の「想い」を伝える
収穫作業では、「私たちが収穫したオリーブを美味しく食べてもらいたい」と、消費者の顔を思い浮か

べながら、丁寧にオリーブを摘み取りました。実際に自分が生産者の立場を擬似体験することで、普

段何気なく口にしている食べ者が、生産者の方の想いやこだわりに支えられて、自分の元まで届い

ているということに気がつくことができました。

6日間という短い時間でしたが、なんだか小豆島に対して、自分の故郷であるかのような愛着と誇り

を感じています。小豆島をはじめとする地方が抱える問題に対して、参加後は当事者意識を持って

生活していくことができる、改めて、クラダシチャレンジが学生・地方に対して与えることのできる、大

きな価値を再認識することができる機会となりました。

【早稲田大学3年 木村優衣】

生産者と消費者が繋がることの大切さ
いつでも食べ物が手に入ることを当たり前に思って生活していましたが、自分が農業に携わること

で、農家さんの想いや努力によって支えられているということを実感しました。この企画に参加したこ

とで、農家さんが一つの食材、一粒のオリーブに込める思いを感じ、食べ物を無駄にしたくないという

思いが強まりました。また、島の方々の心温まる歓迎や豊かな自然に、沢山の感動をもらいました。

しかし、そんな魅力溢れる小豆島には大学がなく、多くの若者が島の外に出て行ってしまうという現

状を聞きました。このような体験活動を通して、島の魅力を発信していくことの重要さを感じたと同時

に、地方を取り巻く日本の課題についても考えさせられました。

　【早稲田大学3年 南條佑佳】



#3 参加者の声 ②

 

【早稲田大学3年 山田裕太郎】

 農業を通じて学んだ食べ物の価値
全ての瞬間が非常に刺激的な時間でした。その中でも、採集したオリーブがどのように加工されて、

製品となり、消費者の元へ届いていくのかということを見学することのできた搾油工場は大変貴重な

機会でした。オリーブ農家の方々が大切に育てたオリーブが消費者の元へ届くことを考えると非常に

胸熱な気持ちとなりました。また、“小豆島”が自然に溢れ、天候にも優れ、そして島民の皆さんが温

かく素晴らしい島であること を体感しました。普段、都会の喧騒の中で過ごす私にとって、そのような

環境は全てが感動的で尊いもので、非常に貴重な経験となりました。小豆島が大好きになりました

し、来年以降もオリーブ採集に伺いたいと思います。   

   

 小豆島に魅了された感動の六日間
毎日の毎秒が刺激的で素晴らしい瞬間に溢れていました。その中でも、オリーブ農園で収穫作業を

していた2日目が特に印象に残っています。人生初のオリーブ収穫であり、シンプルに新たな挑戦が

楽しかったです。将来は、農業に従事するのもありだなと思うほど、すがすがしい経験でした。また、

休憩時間には植松社長にオリーブ公園に連れて行ってもらい、オリーブの歴史や魅了についてお話

してもらいました。オリーブに関する知識が増えたのはもちろんの事、植松社長の熱意が伝わった時

間でした。何事も全力で取り組み、やればやるだけ、見えるものも、できることも増えるのが、このプ

ロジェクトの魅力だと思います。小豆島という素晴らしい地で、かけがえのない思い出を作ることがで

きました！

【早稲田大学3年 秋永竜輝】



#3 参加者の声 ③

 

 改めて感じた食と自然のありがたさ
青い海、広い空、豊かな自然に囲まれている小豆島は本当に素敵な場所でした。

日々当たり前のように食べているオリーブオイルも、オリーブ漬けも1つ1つ大事に育てられ、手作業

で丁寧に摘まれている物だということを知りました。6日間を通じて、食の大切さについて学ぶことが

できました。初めてのオリーブ狩りはとても楽しかったです。

このプログラムを通じて、本当に素敵な方々と出会うことができ、素敵な環境で貴重な経験を沢山得

ることができました。このような素晴らしい経験を提供してくれた株式会社クラダシの皆さんや一緒に

参加してくれたメンバー、そしていつも温かく接してくれた小豆島の方々に本当に感謝したいです。ま

たこのような取り組みに挑戦したいと思います。

  

   

 農業の有り難みを学んだ6日間
全て手作業で行うオリーブの収穫作業が印象的でした。オリーブの実で重いカゴを肩にかけながら

腕を伸ばして摘みとる収穫から、長時間かがみながら行う選果まで、大学生の私たちでもきつい作

業がありました。収穫をしている方々はご年配の方が多いことも踏まえ、作業の厳しさを体感しまし

た。しかし、オリーブの収穫は初めての体験であったため、楽しみながら行うことができました。また、

滞在中に親切にしてくださる農家の方々に恩返しをしたいという気持ちが原動力になり、全力で活動

することができました。

農家さんにとっては助けになり、学生にとっては一般の観光客としてはできない体験や交流ができ、

かつフードロス削減や地域活性化などの社会問題に貢献できるという最高のプログラムでした。

【早稲田大学2年 高田夏子】

【早稲田大学2年 上野真琴】



総括



クラダシチャレンジ総括

KURADASHI 地方創生基金は、地域経済の活性化と社会発展に寄与するために建てられました。

クラダシチャレンジは、学生を地方自治体に派遣し、学生と地方農家を繋ぐエコシステムを

実現し、地域経済の活性化とフードロス削減を図ってまいります。

＃クラダシチャレンジ in 小豆島

● 未収穫品から新たな収益を生み出し、経済面で地方・農家を支えます。さらに、学生の派遣により町に活
気をもたらし、地域の魅力をSNS等で発信することでさらなる発展のパワーに繋げます。

● 学生が自治体や農家の方1人1人の温かみに触れ、地方・農業の魅力を体感することで、将来のキャリ
ア選択を通して地域に貢献しようという意識が芽生えます。

株式会社クラダシは、小豆島以外の自治体でも支援を引き続き行なってまいります。
ご質問・ご相談等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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