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西日本豪雨災害における南予地方の子どもたちへの支援 
 
 なんよきっずは、７月の豪雨災害で被災した南予地方の子ど 
もたちが受けたストレスや心の傷を少しでも癒せるようにと、 
常に被災した皆さんに寄り添った支援を考え実践してきた。 
 そこで、７月１８日の団体設立以来、大洲でのなつまつり、 
プールでの水遊び、国際 NGO 団体であるセーブ・ザ・チルドレ 
ン・ジャパンとの共催による「子どものこころのケア研修会」等の事業を実施してきた。 
 今後も被災地域のニーズをしっかり聴きながら、「顔の見える、子どもたちに寄り添った、心温かい支
援」を目指して被災地域の子どもたち、保護者の皆さんに本当に必要なことを実践していく。 
 
 
                     

子どもと地域をつなぐ～上島子ども教室～ 
 
 島おこし協力隊として活動を始めた当初から、スポーツを通 
して地域の子どもたちと接する機会が多くあった。それ以外に 
も、地域活動をしていく中でたくさんの方々との出会いとご縁に恵まれてきた。 
 そこで、「ゴールデンエイジの期間にもっと多くの経験をしてもらいたい。」と思い、地域内の様々な体験
や豊富な知識をもつ大人の皆さんに先生になってもらおうと「子ども教室」を開いた。絵画・創作、落
語、種まき、ピザ作り、等身大の自分、染色などの活動をした。まだ立ち上げて間もない教室だが、立
ち上げに至った経緯と、これまでの開催報告をさせていただいた。 
 
 
 

障害のある若者と地域をつなぐ仕組みつくり 
  

咲く屋はさをり織の体験や教室を運営している。一般のお客様 
に混じって地域で暮らす障害のある若者もスタッフとして通って 
いる。さをり織はアートとしての手織りなので、どんな風に織っても間違いがなく、 
その人らしい表現として尊重している。 
 これを活かして障害のある人も健常者もお互いに創作の上で刺激し 
合える場として交流している。この温かい場を地域の中に広げていくために、常に人が出入りできるよう
な様々な取組を行っている。その結果、縁ができ、活動が広がっていくようになった。 
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Ｑ短期間で実践していくことがなぜできたのか？ 

Ａ県内で起こった、人事ではなかった。何かしないといけないと思い、すぐに行動を起

こし、動ける人がついてきてくれたり、資金の支援、物資の支援をしたりしてくれた

人がいた。 

まいている種は育つ。善意の種をまき続けた結果、すぐに生えてきた。 

人の縁は大切 

Ｑ同級生からどういう風に広がっていったのか？ 

Ａ今までの付き合いから広がっていった。SNS からも広がった。 

 

 

Ｑ子どもたちは、上島町に対してどう思っているか？ 

Ａのびのびと素直な子どもたち。多い学校で２５０人くらい。 

自分たちで何かをしようとする子は少ない。島のいいところには気付けてはいない。

この島のよさに気付くようにしたい。 

Ｑ一人でしてきたのか。他にもいるのか。２、３人いると加速して活動が広がるのに。

やりやすいような環境になればいいと思う。 

Ａ同じような思いをもっている人がほしい。特別なケースはいらない。ちょっとでも得

意なことがあれば、気持ちがあれば。 

Ｑ文化協会とはどういったつながりで知り合ったのか？ 

Ａ人とのつながりで出会った。 

Ｑアクティブシニアはスタートしたのか？ 

Ａ最初は行政が。要介護にならないように。 

Ａささえ愛隊に行ったときにいろいろできることを知ったのがきっかけ。 

Ｑ中学生についての関わりはあるのか。 

Ａ中学生にまではいたっていない。 

中学生までに至れば、それがどんどん広がって島に帰ってきてくれる人も増えてく

るのではないか。 

Ｑ学校の先生は？ 

Ａ開催要項は教育委員会に提出し、学校から配布する。先生は活動に入っていない。 

アクティブシニアばっかりにたよってしまうと、次を担う人がいなくなる。自分たち

親世代がもっと子どもたちを見守る活動について考えていかなければならない。 

 

 

障害者の就労支援について、商品として売れるようにすることが大切なので、そのよ

うにしているのですばらしい。ビジネスとして形になればいい。 

妹が知的障害で肢体不自由である。彼女の幸せとは何だろうと考えたときに、施設で

居場所があり、人から必要とされることがそうなんだろうと思えるようになった。 

Ｑ最初のきっかけは？ 

質疑応答 



Ａママ友を誘った。料理教室などをして活動していた。そういうことを続けていって今

の形になっていた。 

人が居続ける場所が大事だということを改めて思った。これからそういう場所づく

りのために活動について考えていきたい。 

Ｑ心ない言葉や偏見があったと思うが、地域が変わったと思うことは？ 

Ａ言って分からない人に言っても仕方ない。分かってくれる人を増やしていった。応援

をしてくれる人はたくさんいることがよく分かった。 

織り子さんがプライドをもって商品を作っているのが伝わってきた。 

人とのコミュニケーションがとれる、居場所がある、商品を作る給料をもらう、それ

で自分のものが買えることで、変わっていった。 

フラット（障がいがあるないの境目のない）の居場所を作っていくのはとても大事。 

 

すべての発表が「縁」を使っていることにすごさを感じる。 

 

見える力よりも見えない力が大切。自分がほしいと思っていると手に入る。 

 

低学力の児童を教えているが、学力を上げるためにがんばっている。その子が幸せに

なるために生きがいを感じられるようにしていきたいと思う。 

名義後援の申請について。教育委員会の名前があると子どもたちにチラシ等が配り

やすい。子どもたちも参加しやすいのではないか。どんどん使うべき。 

 

活動をするときは、安全安心を心がけてするべきである。 

若い人ががんばっていたら支援していく。居場所を作って行くことは大切。 

 

アクティブシニアのお力を借りて相乗効果で高めていくようになってくる。 

 

学校が大変な状況だったときに地域に助けられ、学校が激変した。 

つながりを強く感じた。 

 



   
  
 

2015 年に神山町は、創成戦略「まちを将来世代につなぐプロジェクト」を
策定し、高校の魅力化を行っている。地域で学び、地域と育つ「神山創造
学」の授業を行っている。9 割町外からバスで通学しているので町のことを知
らない。そこで、1 年生では、地域に入っていけるように町へフィールドワークを行い、仕事体験をして
いる。2 年生では、文化祭に向けてのお弁当プロジェクト（１００％神山町産）、孫の手プロジェ
クト（剪定、草刈りなどをして高齢者の困りごとを解決する）、国際交流プロジェクト（中学生と共
に）3 つのプロジェクトのうち 2 つ選んで体験している。法人が学校とかかわりながら活動している。神
山ではこれからの町をともにつくる教育をやっていきたい。そのために地域との関係を作っている。 

 
 
 

「伊予の伝承文化を学び伝えるリーダー村」は、愛媛大学と国立大洲青少
年交流の家と共催の事業である。大学生は、２日間リーダーシップや子どもへ
の接し方、安全管理を学び、小学生が4日参加する「子どもむかし生活体験
村」 

の企画・運営を行う。大学生で村の掟をつくったり、リーダーズプログラムといった大学生が 1 からつ
くるプログラムをチームで担当したりしている。安全の確保を行うとともに子どもたちに楽しめるように考
えている。毎晩、個人やチームで振返りを行い、より翌日のプログラムに反映できるように課題をもつ
ようにしている。自然豊かで、歴史ある土居家を舞台に様々な活動が行われ、最終日には、子ども
たちからの歌と手紙のサプライズに涙した。小学生にとっても大学生にとってもか
けがえのないものとなった。 

 
 
 

松山市立清水小学校の学校の中にあり、地域福祉の拠点となっている。
出入り口が別とはなっているが、学校の中は閉ざしていない。利用者と児童
が給食を一緒に食べることもしたり、授業の中に、地域の人が入ったりしている。幅広い世代との交
流等を通して地域と関わることができる。サポートボランティアは交流授業、昼食交流等のサポートを
している。2005 年からの過去のメンバーは総勢 80 名、現在 7 名が活動し、振返り、今後の計画
等を行っている。活動や交流するまで不安があったが、活動していく中で、対象者に合わせた会話が
できるようになったり、月替わりに企画・進行役をすることによってチームワークが深まったりしている。積
極性がでて主体的になってきた。利用者にとっても、ボランティアにとっても自分らしくいられる居場所と
なっている。 
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一般社団法人 神山つなぐ公社 

・四国中央市新宮村では、学校がなくなると地域がさびれるので、小学校を自然学校と

して体験活動をしている。神山も地域を舞台にやっているのでこれからも頑張ってほ

しい。 

・三崎高校では、開いている教室を使って、高校の中に塾を作っている。塾の先生は伊

方町から先生を呼んでいる。学校がある日は夜 9 時ごろまで開き、1 か月に一回面談

をしている。伊方町のために何がしたいか。地域をよくするためにはどうしたらよい

か考えている。 

・大洲市教育委員会では故郷大洲を愛する街づくりを行っている。地域のことを好きに

なってほしい。地域の副読本を作成して、地域教育に力を入れている。 

・川之石総合学科ではみかんをとる授業など自分が授業を選べる。私も神山の高校生と

同じような体験をしていた。 

Ｑ今までの神山は？これからの神山町は？  

Ａ町を盛り上げようと現在 6、70 代の人 25 年前くらいから行い、前向きな文化があっ

た。それが移住者を受け入れられ続けている理由である。町内、移住者が協力してや

っている。若い世代は移住者が多い。今人口の全体的には半半である。 

・各地方に移住を進めているが、いまだによそ者という意識もある。 

Ｑ高校生へのアプローチは？ 

Ａ私たちがきっかけづくりを行っているイメージ。先生ではないので、「コーディネー

ター」と言っている。高校生からのプランを大切にし、黒子役として後ろから支えて

いる。先生にもできるだけ手を出さないように意識してもらっている。 

Ｑきっかけは？ 

Ａ学校からもアプローチがあり、地域の取組が一致した。タイミングが良かった。街づ

くりのために、高校へのアプローチはしているが、中学校へは厚い壁がある。小学校へ

は「食育」通して、地域とのかかわりを行っている。 

 

国立大洲青少年交流の家 
・おのみちの１００ｋｍと似ているところがある。趣旨も近いところがある。子どもの

成長の瞬間を感じることができた。 

Ｑ子どもの成長を感じている時は？ 

Ａ最初にどんな子供か情報共有を行い、活動を通して仲良くなっていく。子どもたちや

学生同士の絆が芽生えた。夜に振り返りをして子どものことや自分自身のことについて

話し合う機会がある。和ろうそくの光のみのナイトハイクで泣き出したり、熱が出て帰

意見・質疑応答 



宅する子どもがいたりするなどのハプニングもあった。また、企画の際には、活動でど

こに学生を配置するか。人数など詳しく話し合った。実際にやってみて時間の配分が違

って苦労することがあり、初めてのことでドキドキしたが今ではよい経験となっている。 

・大学の時にいろいろ経験ができることはいい。社会人になると時間など制約される。 

・大洲市でも理想としては高校生・大学生を引き込みたいが、地域的に難しい。小・中

学校とは引き込んでいろんな事業を行っている。しかし、高校生になって離れていっ

てしまう。 

Ｑ事業後の子どもたちの成長は？ 

Ａ保護者からのアンケートでは、「いろいろな人とコミュニケーションをとれるように

なった。」「自分で出来ることが増えた。」などの声があった。 

Ｑ何か得たことは。 

Ａ企画することに興味をもって、今年学生で自主企画の活動を行った。ボランティアの

配置を行ったり、自分たちの企画・運営を行ったりした。また、経験することによっ

て自信をもてるようになり、子どもへの声の掛け方などを学んだ。 

 

しみずサポートボランティア 

Ｑボランティア間の雰囲気がかわったきっかけは？ 
Ａ2015 年 2 人からスタート。そのあと、様々な体系であった。悩んでいた時期はリー

ダー格の責任が強い人がいて、その人が抜け話合いがうまくいかない、うまく回らな

い状態だった。振り返りの方法として、気楽に「会話の一環」として行っていこうと

した。 
Ｑ職員と学生との関わり方は？ 
Ａ「地域の役割としていることは役割をとらない」「言葉の使い方」「傷つけることはし

ない」この 3 つを守っていたらＯＫとしている。また、小さな目標をもたせるように

している。はじめは見守って、声掛けをして、悩みなどを聞くようにしている。 
・うまくＰＤＣＡサイクルをしている。仕事についてもいい社会人になれる。 
・私たちも学生で自主企画を行った際、活動にねらいをもたせ、計画、チラシ作りなど

を 3 か月前から行っていた。活動の中でも盛り上がるところ、しっかり聞かすことメ

リハリを付けてできた。学長にもお願いし、学校にも協力してもらった。 
Ｑ子どもと高齢者をつなげるのは難しいと思うが、どのように工夫しているか？ 
Ａ高齢者とサポーター、高齢者とサポーター話題など学生が自ら考えて交流している。

季節食べ物の話題を取り上げている。 
Ｑミーティング等でみんなから意見を引き出す方法は？ 



Ａメンバー同士のことを知ろうということで「さいころトーク」で話のきっかけづくり

を行った。その後、質問を行うことにより、雰囲気が良くなり、次からのミーティン

グがよくなった。新しい人が入りやすいような企画をしている。 

 

 

 

 
 
 

・たくさんの刺激を受けて楽しかった。交流に感謝している。 

・大学生のことをいろいろ聞けてうれしい。高校でもいろいろなことを企画していきた

い。 

・社会教育で求められている最先端をいっている各発表であった。 

感想 

 



 
 
 

東雲短期大学の栄養士を目指す食物栄養科の２年生は、「食は人をつなぐ」 
をキーワードに、久米児童クラブの子どもたちと共に松山の郷土料理「お 
もぶりごはん・みそ汁・みかんゼリー」を一緒に作った。１回目は小学４ 
～６年生２８名、２回目は小学３年生３４名の参加だった。料理教室を開 
催することで、食に興味をもち、自分や友人・家族の健康について考え、思いやりをもって正しく行動できる子ども
たちを増やすことを目標に行った。また、郷土料理を通して、自分たちが暮らしている松山のことを理解し、松山
で暮らし続けたいと思える子どもたちが増えてくれることも目指した。自分たちも参加することで、小学生の喜んだ
姿を見ることができ、改めて食の大切さを知ることができた。この活動を通して、栄養士という立場で将来地域コ
ミュニティの一員として活動したいと考えることができた。 

７月７日に被災した平成３０年７月豪雨（西日本豪雨）において、被災地 
の１つである吉田町奥南地区の中枢公民館の奥南公民館は、地域の避難所と 
して地域の方々に寄り添いながら１ヶ月半運営していた。現在も市民サービ 
スを積極的に行っている。地域の避難所は単に身を寄せる避難所だでなく、 
避難者の心を支える存在でもある。今回の７月豪雨で起きた出来事を検証し、その問題や課題をどのように解決し
たのかを考察することで今後起こりうる災害に備えて何が必要なのかを考える良い機会となった。可能な限り被災者
の身になって寄り添う態度が重要なスキルになる。また、一人一人の「声」や「顔」を見てサポートを行う必要がある。
「表面上の動き」を見るのではなく、被災者の深部を探る努力を重ねなければならない。 

 島根県益田発 ライフキャリア教育が学校を地域を変える！ 
 平成２７年度から、益田市では、ひとづくり施策の柱として、「益田市 
ひとづくり協働構想」を策定し、「未来の担い手育成」、「地域づくりの担 
い手育成」を一体的に推進している。特に、「未来の担い手育成」を「ライフキャリア教育」の旗印の下、デザイン思考的にそ
の活動の輪づくりを進めてきた。小学生×高校生、中学生×大人、高校生×大人、小学生×中学生、校長×大人の「益
田版カタリバ」の開発た発展、中学生へのロールモデルとの出会いと、リクルート機能をもった「新・職場体験」、総合的な学
習の時間×自治会活動など社会に開かれた教育課程の創造など、現場から、次々と新たな「ライフキャリア教育」の事例
が誕生している。対話を核に、人を繋ぐ。「どう生きるか」を考える。高校生になるまでに地元愛の積み上げが大事。地元愛
の種を蒔く。いつか益田市に帰ってきてもらいたい。世代を具体的につなげることが大切。そうすることで地域の活性化に繋
がっていく。 
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・学生と思えない堂々とした発表だった。 

・アレルギーについて 

 早い段階でレシピを送付することで早めに除去食を用意した。 

・子どもたちの好き嫌いについて 

 自分で作った物だったので結構食べた。結局、完食することができた。 

・今回の経験によって進路に変化があったのか 

 学校給食に携わっていきたい。 

・子どもたちの食に関する課題とは何か 

 家庭環境によって子どもの食生活が変わってしまうこと。 

 今後の生活にも影響を与えかねない 

・お皿の向こう側をイメージさせる 

 

 
 

・避難所の様子について 

 公民館では高齢者を５０名程度、比較的元気な人は小学校へ 

 避難所でのオーダーにはできる限り応えた 

 作っていた商品をチャリティーバザーに出すことでその利益を住民のために還元し

た 

 感染症に気をつけた。感染症が出ると避難所は閉鎖になる。 

 高齢者の脱水症状にも十分気をつけた。 

 当時、行政側は集会所の人数把握をしていない。公民館に避難している人数だけを把

握していた。対岸の火事。 

 
 
 

 ・カタリバではどんなことを話すのか 

  これまでの人生を振り返り、人生グラフを作る。そのグラフをもとに自分の人生を

紹介する。大人になるということを具体的に伝える。 

  事前に２時間の事前研修を受ける。対話するスキルを身に付けてカタリバに参加す

る。対話するにはテクニックがいる。 

・将来、自分が何をしたいか分からないという子に対しては 

  将来、自分が何になりたいかが決まっていない子どもは多い。Must will can が

大切。目の前にあることを精一杯やることが大事。そうすることで道は開けてくる。

◎質疑応答・感想① 

◎質疑応答・感想② 

◎質疑応答・感想③ 



子どもの可能性を潰さない。大人が勉強をし、変わっていく姿を子どもに見せるこ

とが大切。大人こそ勉強しなければならない。 

 

 

・大学を卒業すると県外に出てしまう。民間企業に話をしてもらいたいが、理解がな

かなか得られない。どうすれば、理解してもらえるか。 

  民間企業を動かすには、時間がかかる。地道な活動を続けた。しかし、民間企業を

動かさなければ地域の活性化に繋がらない。 

 

 
 

・７月豪雨の被害を受けた時の対応 

 天気予報を見たのと九州の被害状況を受けて、前日から対応をしていた。危機意識を

しっかりもっておく。危機管理マネジメントの重要性。緊急時には、背に腹は変えら

れないので、いろいろなところに支援を求める。災害時には柔軟な発想が必要。災害

時には、温度差が生じる。災害時は被害の大小は関係なく、災害を受けたという事実

が大切。起きた出来事は災害の歪みとして捉える。 

・みかんジュースのデザインについて 

 既存のものにとらわれない。自分で描いた・・・デザイナーに頼むと費用がかかる。

そこにもストーリーが発生する。それが商品価値にも繋がってくる。人は自分がやり

たいと思うことには力を注げるもの。 

・ふれあい食堂 高齢者の様子について 

 参加されている高齢者は孤食というわけではなく、参加することで小学生と交流する。 

 高齢者が食事を子どもに作ってあげるというのも面白いのではないか。 

 ふれあい食堂には、おばあちゃんが多い・・・おじいちゃんもいるはずなのに。今後、

おじいちゃん達をどのようにしてふれあい食堂に来てもらえるのかを考えたい。 

 

 

◎全体協議・質疑応答 



   
  

 第 16 回人間力育成塾 
 小学４年生から 6 年生までの 100 名が４泊５日を掛けて尾道市内 100 ㎞を歩き抜く事業（＝おのみち 100
㎞挑戦隊～感動創造の旅～）がメインとなる活動。「おのみち 100 ㎞挑戦隊」では自分自身の「挑戦」と「成長」
の機会を提供するために、事業としての軸を大切にしながら、参加者一人ひとりが挑戦＆成長し続けられる環境を
創っている。青少年の健全育成、生涯学習、市民参加の「ひとづくり」、地域コミュニティの活性化の四つの柱を中心
に行っている。参加小学生が成長し、中高生スタッフとして参加するなど、いい循環ができている。また地域との協働
もできてきた。尾道という舞台で、様々な人と人とのつながりが好循環を生んでいる。人間力育成塾の事業は、その
他に「おの 100 支援塾」「おの 100 リーダー養成」「おの 100 フィードフォワード研修」「ふるさと魅力発信隊」などが
ある。 

NPO おのみち寺子屋 

丸山 晃平 氏 

吉川 千砂子氏 

司 会 者 竹内 宏江 
記 録 者 入澤 勝利 
会場責任者 赤石 雅俊 

スリーラインズ株式会社  
片岡 英富 氏 

 パパイヤの生長から 
南山崎小学校の５年生の児童と一緒に総合的な学習の時間を使って、青パパイヤを育てている。ブル

ーベリーに続く作物を探していたところ、健康で栄養価の高い青パパイヤに出合った。当初は茨城で第一人
者がおられた。その当時、茨城が北限であった。2014 年に 10 本、苗をいただき愛媛で育てることにした。
化成肥料の選択肢もあったが、有機栽培にこだわり 2016 年には 50 本育てた。2017 年に生産者や広
報担当者を加え、４人で上記クラブを立ち上げた。今年は伊予市の給食センターでも採用された。栽培や
生長の様子、手入れの手間暇を通して、子どもたちにすべてをみてほしいと考える。生産者の喜びである収
穫をともに体験し、自分たちで育てた食材を調理し、完食し、笑顔になる姿から食育のよさを改めて感じた。
残念ながら、今年は悪天候のせいか結実していない。今年の失敗から来年の土の状態などを変えていきた
い。しかし失敗経験からも自然との共生を学ぶことができたと考える。挑戦し続ける姿を今後も見せていきた
い。 

青伊予パパイヤクラブ  

山内 満子 氏 

宇和海の魚を知ってお魚博士になろう 
 地元の魚が保育園で食べられていなかった事実をきっかけに、地元保育園へ給食用の魚を卸す事業からスター
トした。宇和海は自然豊かで天然の魚も豊富、養殖漁業も盛んな地域。依頼のあった保育園でのお魚教室を
開催（出前授業）したり、一般向けに「建て網体験の受入」をしたり、「真鯛養殖場の見学」を行ったりしてい
る。東京や海外から参加もあった。漁家レストラン三代目歌吉の店では、「真鯛のフルコース」などを用意してい
る。現在は過疎化の対応策として、スジアオノリの養殖を行っている。スジアオノリの養殖をきっかけに、県の６次
産業の補助事業を受けて「きぬ青のり」を開発。商標をとったこの「きぬ青のり」は栄養価が高く、また安定した収
穫が見込める。現在は学校給食にも採用されている。レシピ集を製作することで、和食に限らずバラエティに富ん
だメニューで周知することができている。えひめいやしの南予博 2016 から始まった事業を皮切りに、今春は地元
のお祭り「ふるさとだんだん祭り」で展示とブリの解体ショーも行った。漁業後継者減少や人口減少に悩む宇和島
市の問題解決のための新事業にも取り組んでいる。 
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青伊予パパイヤクラブ 

Q、青パパイヤの味は？ 

A、果物ではない。無味無臭に近い。逆を言えばサラダにもなんにでも調理できる。消

化三大酵素がある野菜はパパイヤだけである。熟すことで栄養素がなくなり体に取り

込めないため、熟す前の青いときが栄養価が高い。 

Q、学校に対してのアプローチの仕方は？ 

A、校長が同級生であったため、こちらから学校へ話し掛けた。 

Q、対象は何年生？ 

A、５年生が対象。昨年度は初年度ということもあって５・６年生実施。 

Q、今年は結実しなかったとあるが、５年生の子が来年は６年生としてまだ、学校にい

る。もう一回チャレンジすることも可能か？ 

A、学校の希望があれば。 

Q、食育で一番に感じてもらいたいことは？ 

A、魚にしても野菜にしても加工してあるもの（完成品）が現場に広がっている。実際

の現場を最初から見てほしいという思いがある。植え付けやその過程を見てもらうこ

とで、一貫した指導を行いたい。 

Q、種から育てているのか？ 

A、苗木から育てている。今年は西予市から購入した。 

（フロアから） 学校教育との結びつきについて、食育は単独に教育課程に位置付けら

れていないため、大変勉強になると思う。 

Q、学校側の意見は？ 

A、保護者にも調理実習に参加してもらった（昨年は全体の３分の１）学校現場からも

還元されたと考えている。 

Q、今後の展望は？ 

A、保育所でブルーベリー摘みの体験をしてもらっている。いろいろな形で子どもたち

と関わり続けていきたい。 

Q、パパイヤの栽培をはじめて、まわりに周知させていくためには多くの苦労がある。

また調理方法を確立させていく必要がある。パパイヤと食育をつなげた理由は？ 

A、半年という栽培期間であるため。学校現場の負担を考えて青パパイヤが適している

と感じた。 

Q、有機栽培を目指したきっかけは？ 

A、自然栽培で、地元で有名な方がおられる。そのお孫さんが活躍している。有機栽培

もいろいろあるが、無農薬にこだわりたかった。最近は、アレルギーの子も多い。鶏

糞も完全な無農薬ではない。安心で安全な食を目指したかった。 

Q、改めてのこの活動の魅力とは？ 

A、栽培経験をとおしての驚きや感動を間近で体験できること。 

Q、課題や今後の改善点についてあれば。 

A、毎回同じように生産できるわけではない。異常気象や自然災害を考えると、最悪の

ケースを考えていく必要がある。 

Q、子どもたちの一番の驚きは？ 

A、夏休み明けのパパイヤの生長を見たときが一番。 

Q、苦手な食材（トマトやキュウリ）がある子は育てることに抵抗がある。パパイヤの

場合はどのようにしたのか？ 

質疑応答 



A、学校での活動なのでみんなで参加している。収穫の喜びを体験させるとよい。 

Q、調理実習のメニューは？ 

A、カレー（じゃがいものかわり青パパイヤ）ソンタム（タイ料理のサラダ）天ぷら、

ピールなど 

Q、値段は？ 

A、１㎏ 800 円。500ｇで 300～400 円で産直市で売っている。 

Q、害獣対策は？連作障害は？ 

A、まったくない。柵も不要。土地のバランスが悪くなると連作障害になるが土の手入

れをしておけば大丈夫。 

Q、食育を通して変わったことは？ 

A、その時しか見ていないため、なんともいえないが、昨年栽培をした子たちに出会っ

たら、農業に興味をもった子が何人かいた。 

 

 
スリーラインズ株式会社 
Q、一番楽しかった事業は？ 
A、養殖の体験事業。キッチンカーを製作し、養殖の魚を販売していた際、天然ものを

つくっている人との考えの違いもあり討論もしたが、自信をもって養殖業を行ってい

る。 

Q、スリーラインズの由来は。 

A、屋号がスリーラインであるため、そこからとった。 

Q、どんな思いで取り組んでいるのか？ 

A、日々感謝。出会いに感謝。家族に感謝。いつも感謝の気持ちを思い続けていないと

いけない。この気持ちでお客様に接している。 

Q、タンクの仕組みは？値段は？ 

A、エアレーションを入れている。自己資金と補助事業で行っている。１基が６万円で、

50 基ある。さらに 100 基、計画している。 

Q、学校給食の依頼の経緯は？ 

A、学校給食を取り扱う事業者から依頼がきた。アレルギーフリーであるためか伊予市

などからも依頼がきている。今後はフランチャイズも考えている。 

Q、カネカなどの企業提携は現在も？ 

A、いまはない。ノウハウを教えていただいた。現在、大企業は一次産業に目がむいて

いる。そのため共同で研究を行った。 

Q、企業理念や大切にしていることは 

A、地域貢献やどうすれば地域の食材を PR できるのかを考えている。 

Q、地元産のものを使っていなかった地元の変化は？ 

A、少しずつ注文が増えてきた。（保育園など） 

Q、東京からの誘致はどのように？ 

A、東京で魚を探している友達がいた。その方に歌吉鯛を送った。東京のサロンのお客

さまの一人がぜひとのことで、こちらに来た。その出会いから身内にもすてきな出会

いがあった。 

Q、なぜ無理だと言われたら逆に燃えるのか？ 

A、キッチンカーを買う際も、反発もあったが、婦人部の方で協力して行った。様々な

経験や体験から地域に目が向いたり、感謝の思いをもったりするようになった。そう

いった経験も含めて、無理だと思わず挑戦し続けている。 

Q 、読み聞かせの際、絵本で切り身を紹介すると子どもたちは理解していなかった。こ



ういった体験も大切だなと思った。もし、こういった事業の出前事業があればぜひ聞

きたい。 

A、宇和島市にある人材登録をしている。市からの要請で動くことがある。市の宇和島

市サポートバンクにアクセスをしていただきたい。 

Q、これまでの失敗経験は 

A、たくさんある。スジアオノリも当時は板ノリを目指していなかった。お吸い物のパ

ッケージも考えたが実現できなかった。失敗の体験から、成功することができた。 

Q、 公民館事業で子どもに魚を食べさせる事業をするが、実際の子どもは食べられない。

嫌いな子が食べられる方法は？ 

A、天然は臭みがある。養殖は脂身も調整できる。養殖ならではの生育方法で臭みがな

くなるので、そういった方法もあるのでは。メニューの案として、みかん果汁をフリ

ッターの衣にいれて調理したり、みかんジュースを入れた炊き込みご飯などがある。

人気なのは塩釜焼き。（ただしオーブンが必要。） 

 

 

NPO おのみち寺子屋 

Q、愛媛県でも先月大人の１００㎞ウォークがあった。是非自分も体験してみたいと感

じた。募集方法は？ 

A、尾道市内の小学校に募集要項等を持参、また、近隣市町の小学校等には郵送してい

る。小学生であればどこからでも参加できるので、他県からの参加もある。 

Q、途中でリアタイヤした子は？ 

A、これまで、過去に２名。（体調がよくなかったため） 

Q、費用は？ 

A、子どもの参加費用 24,000 円（食費、記念Ｔシャツ、記録 DVD、三度笠、保険、など）、

学生スタッフは 3,000 円で、年間を通した研修は別途資料代等が掛かります。 

Q、食事はどこで？ 

A、校施設や地域の施設。食事は、朝食はパンと牛乳、昼食は仕出し弁当、そして、夕

食は社会人が調理して準備します。 

Q、参加大学のちらばりについて？ 

A、研修のために約２時間かけてくるところもある。土日研修でつぶれることも。 

Q、準備期間は？  

A、１月スタートして 12月まで行う。100 ㎞の事業は、６月の半ばから一か月半かけて

準備している。社会人スタッフのかかわりはばらつきがある。４泊５日にかかわるの

は約４、50 人いる。 

Q、大学生はこれらの活動を通して、どんなことを学ぶのか。/代替わりの理由は？ 

A、社会が求める人財育成というテーマの下、コミュニケーション能力開発やプレゼン

テーション能力開発、また、シミュレーション能力開発を中心に行い、自身の成長を

感じることができる。子どもたちは学生の器以上に成長しないということで、感謝の

念を育む研修も実施し、普段感じていない感謝の気持ちについて目を向けることがで

きた。/代表者自身が若い人や地域をもっと盛り上げようとしているのではないかと

思う。 

Q、お風呂は？/中高生、大学生の本業は？/情報の共有は？ 

A、プールがお風呂の代わり、他には地域の銭湯の利用、海岸施設のシャワー利用/フリ

ーエムエルを利用している。（メールの共有サイト）中学生にはボランティア研修担

当がついており、事前研修が行われている。部活との兼ね合いは、学校行事を優先し

てもらい、どうしても時間がとれない場合は、共有理解をはかるために、個別に声を



掛け事後指導をしている。 

Q、100km のいきさつは？ 

A、JC（尾道青年会議所）に所属していた一員が、九州で同じように 100 ㎞歩くこの活

動を知った。JCでの活動を広げるため、NPO を立ち上げたと聞いている。 

Q、徳島県でも課題になっているが、子どもたちを地域で育てるための地域人材が、高

齢化しているため、若い力が求められている。その中で、この活動は大変すばらしい。

コースについて説明があったが毎年変わるのか？ 

A、毎年同じコース。今年は水害の為コース変更。自然の景観が豊かなところを歩いた

り、船を利用したりもする。 

Q、研修について。安全面について。救護班以外の研修は行っているのか？ 

A、全員、救命講習を受講している。毎晩の体温チェック、救護係だけでなくスタッフ

全体で問診票を見て、共通理解を図っている。 

Q、子どもたちの異年齢のかかわりでの成長はあったか？ 

A、中学生を担当した際のこと。中学生ボランティアは裏方を知り、苦労を知る。そん

な中で達成感を得た子もいた。学びの循環ができている。 

Q、（中学生などに）大切にしてほしいこととは？ 

A、目指すべき方向性や、子どもたちにとってのキャリア教育として、仕事は人の役に

立つことというのを軸に伝えたい。また将来の夢に向かっての方向性も示してあげた

い。 

 



 
 
 
 

    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大洲市立三善小学校（愛媛県大洲市） 
 みよし体験塾は、平成 14 年度に週休日の児童の受け入れ先として発足しました。 
本部役員を中心とした PTA 有志が運営委員となり、地域の公民館や自治会、老人会、 
女性部の協力を得て、年に 5 回程度の体験活動を行っています。これまでに、老人会 
の方とのグラウンドゴルフ大会や、学校のプールで遊んだ後に、保護者手作りの流し 
そうめんを食べたり、また三善公民館との連携事業として、食育教室を開いたり、伊 
方原子力発電所に親子で見学に行ったりと、様々な体験活動を行ってきました。他にもどろんこサッカーや田植え、みよし
健康マラソン大会、七夕の笹飾りづくり、盆踊り練習など公民館や地域の方々と相互に協力して実施している活動が多数
あります。 
 様々な活動を通じて、適切な人材を活用することができ、郷土愛や社会性の育成、地域全体で子どもたちを見守る気
運が醸成されています。 

郡中おやじの会（愛媛県伊予市） 

分散会 10 

村井 明弘氏 

平成 15 年に発足して以来、郡中っ子のために何かおやじたちで役に立てることを 
楽しんでやろうという目的で様々な活動に取り組んでいます。日常的に学校に関わる 
ことにより、子どもたちが見守られて育つ環境が生まれ、地域も学校もよりよくなる 
という相乗効果につながります。 

7 月には伊予市の夏祭り伊予彩パレードにおいて、勇壮な「山車」を製作し、群中小 PTA と共に街へ繰り出します。その
他にも 11 月には愛護班主催のお化け屋敷、12 月には郡中駅のおやじイルミネーションなどを行っています。 

様々な活動を通じて、地域の方からの温かい声掛けや協力が得られるようになり、学校と一体化してきました。今後もお
やじ同士のつながりを大切にし、新規事業への取組もしていきたいと考えています。 
 

 

司会者   岡崎 美季 
記録者   平田 育嗣 
会場責任者 西川 浩司 

篠原 孝二氏 

 

益田市教育委員会社会教育課（島根県益田）
 平成 27 年度から、益田市では、ひとづくりを施策の柱として、「益田市ひとづく 
り協働構想」を策定し、「未来の担い手育成」、「産業の担い手育成」、「地域づくりの 
担い手育成」一体的に推進しています。その中の取組の一つとして、中学生の職業体 
験を目的とした「職場体験」を一新し、「新・職場体験」を作り上げました。各事業所が、 
自分たちの仕事に対する想いや誇り、夢を書いた求人票を中学生に届け、中学生が職場を 
選び、市役所職員が決まった職場に対する心構え等を面接します。事業所には事前研修会 
の参加を依頼し、ただの職業体験ではなく、「対話」を中心に捉えた職場体験の充実を図りました。その結果、中学生の
参加の態度が激変し、「対話」を通して事業の方々の仕事に対する想いや誇りをしっかりと受け止める機会となりました。
これが、将来の U ターン増へつながると確信しています。 

田原 俊輔氏 



 
 
 
 

 

 

【郡中おやじの会】 

Q 11 月に行われた愛護班主催のお化け屋敷の時の中学生の参加について 

中学校へ連絡し、文書を配布した。中学生は部活動や受験などで忙しいが、学校との

信頼関係や協力関係を築き、理解を得て行っている。ちなみに 12 月 2 日（日）に小学

生 300 人、中学生 60 人が参加予定で逃走中を行う予定にしている。中学生は部活動を

休みにする代わりに参加するようである。 

Q おやじの会に維持について 

郡中地区は８地区あり、どこもとても熱心である。知らないから参加しやすく、 

つながるきっかけになっている。 

Q 地区別懇談会の参加者について 

民生委員、教員、スクールガードリーダー主任児童員、PTA 会長、本部役員など多 

数参加してもらっている。話し合う内容は、通学経路や地域での生活の様子から地域の

声を吸収できるように広がりを持たせている。 

Q 地域の課題を解決させるためにどのようにしているのか？ 

各地区で話し合った内容を報告書にまとめている。 

Q 新規事業への取組について 

毎年委員長がローテーションで変わる。おやじの会がきっかけとなって、地域の方が 

学校に来やすくなっている。 

Q 未来のリーダーを育てるための軸になるものは何？ 

大人が本気で遊ぶところを見せること。中学生を巻き込む難しさもある。 

中学校は、思春期や反抗期などから門戸を閉ざしがちである。地域が入ることへの必

要感が少なく、敷居が高く感じられてしまう。学校との信頼関係や理解が不可欠である。 

Q 高校生や大学生のおやじの会への参加について 

発足して 13 年経ったので、そろそろ参加してくれるであろう。入る時にはかなり 

勇気が必要である。そのきっかけづくりをしていきたい。 

Q 高校生や大学生を対象とした新規事業について 

これから検討していきたい。 

Q 今後、おやじの会に広がりを持たせるための仕掛けはあるのか？ 

いろいろな情報源や人材を有効に活用すること。続けていくことは難しいことである。 

人とのつながりをもっと築いていきたい。 

 

 

 

質疑応答・感想 



 
 
 
 

【大洲市立三善小学校】 

貴校の取組は、まさにコミュニティースクールでありすばらしい。新居浜市の泉 

川小学校では、家庭科の時間に裁縫教室を開き、1 クラスに 10 名程度の方に参加して

いただき、とてもよかった。 

・ ネットワークの構築と確実な引継ぎがとても大切である。教師が変わると活動がで 

きなくなることがないようにしなければならない。 

Q 他の先生方の意欲はどうか？ 

低学年に多いが、授業の中に地域人材を活用している活動が多いので、各教員の意識 

は高い。 

・ 目的をはっきりとさせて、体験活動をすることが大切である。 

Q 中学生以上のつながりはどうか？ 

運動会の時には、卒業した中学生が放送や準備などのスタッフとして協力してくれる。 

Q イメージキャラクター「みよぽん」の応募方法について 

小学校・中学校の全家庭、地域の方には広報を通じて応募を募った。学校のホームペ 

ージなどでも呼びかけた。ちなみに地域の方からも 10 件の応募があった。 

Q 今年度、地区運動会を中止にした理由は？ 

７月の豪雨災害の影響で、被災されたご家庭もあったため。 

・ 白滝地区でも学校と共に行事を行ってきたが、今年度３月に小学校が閉校した。公 

民館が主となり、６月にはどろんこバレーが行われており、続けていきたい。 

・ 明間小学校も閉校したが、愛護班の取組は続いている。 

Q 地域とのつながりを密にするためには？ 

地区の方との懇親会は、顔見知りになることができ、とても大切である。 

Q 今後、イメージキャラクター「みよぽん」を使っての計画は？ 

着ぐるみを作製したいが、予算がかかるので難しい。もっとキャラクターの顔を売っ

ていきたい。 

 
【益田市教育委員会社会教育課】 

Q 職場体験の日数について 

３日間行われている。２日間のところもある。 

・ 愛媛県では、来年度からは５日間になる。 

・ ２～３日でも受け入れるのは大変であり、断ろうと考えている事業所も多い。 

・ 生徒の希望どおりにならないと、どうしても意欲低下や態度に表れてしまう。 

・ この活動では、UターンやIターンの人のこだわりやポリシーを聞くことができる。 

・ 教員の理解の方が低いという課題もある。 

・ 新居浜市の泉川小学校では、防災教育の一つとして、小学２年生と中学２年生が一 



 
 
 
 

・ 緒に遠足に行った。 

Q 実際に職場体験を行った時の意識はどうだったか？ 

経験を積むため。授業の一環だから。社会勉強のため。 

・ 松山市では、40近い事業所が参加し、KIDS JOB という活動を行った。小・中学校 

に募集したところ、3,000 人の応募があり、抽選で 1,600 人が参加した。このような

活動が、職場体験につながるとよい。 

 
 


