
 

 

 

児童への読み聞かせ・読書活動支援  
郡中小学校で図書ボランティアとして主に３つの活動をしている。○ 読み聞

かせの時間に、各教室で児童に読み聞かせをする。 
○ 年に一度の読書週間お話会をする。 
○ 図書室の展示・本紹介等をする。 

アピールポイントは、『ボランティアだけど、もっとつっこんでやりたいことがある！』である。学校の図書室に足を運ぶ
ことで欲張りになり、もっと学校の図書室がこんな風になったらいいのにという強い思いをもった。しかし、ボランティア
という立場は教員のサポートであり、できることには限界がある。この思いを実現させるためにはボランティアという立
場ではいけない。 

そこで、今の目標は、『図書ボランティア活動の核となる人材の確保』と『学校図書現場の充実』である。その実
現のために学校図書支援員を伊予市にも配置して欲しい。県内では松山市の全ての小中学校と新居浜市の一
部に配置されている。伊予市に要望を出したが、「お金がない。」等の返答だった。今後、どのようにしたらよいかの
アドバイスを皆さんにいただきたい。 
 

 

 

「うわじままちあるき」～公民館との連携を通して～ 
新学習指導要領のねらいを実践していくために、総合的な学習の時間を中心

に「マチアルキ」アプリを活用して地域学習を行った。「マチアルキ」とはＡＲ
（Augmented Reality〔拡張現実〕）技術を活用して、史跡、施設等の現実
空間にデジタル情報を付加し、スマホやタブレットでそれを読み取って学ぶ、新しい地
域アプリである。 

Ｈ28 年度に、生徒会役員が教育委員会文化・スポーツ課の学芸員の協力の下、「うわじままちあるき宇和島
城編」を制作し、「マチアルキ」を通して公開した。Ｈ29 年度は１年生が総合的な学習の時間に公民館の協力
の下、「うわじままちあるき城東校区編」を実施した。学習は本やインターネットでの事前学習、フィールドワーク、新
聞やマチアルキへのまとめ、発表会の流れで行った。 

学習を通して、生徒たちは思考力・判断力・表現力を育んだ。また、地域の良さを再発見するとともに、住んで
いる宇和島がとても好きになったという感想をもった。 
 

 

 

しかべっ子教室 
 町には人口減少、人材不足、青少年の人見知りという課題がある。その課題
を青少年教育事業を通して解決するために「しかべっ子教室」を行っている。小・
中学生を対象とした文化活動や野外活動を行う登録制の体験教室で、小学校
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低学年は慣れ親しむ活動、３年生以上は本格的活動、中学生は教室の運営も行い、学年に応じてステ

ップアップするシステムである。 
課題解決に向けて、「かかわりの組み立て」「重点的プログラム」「地域理解、地域への参画」「持続させるため

の工夫」の４つの工夫をしている。「重点的プログラム」としては、２泊３日のふれ合い体験学習を他町の子どもた
ちと行い、初対面の人と協力する場を設定している。 
 取組の成果が少しずつ出ており、中学生が教室以外のボランティアに自主的に参加するようになったり、初代の
ジュニアリーダーが青年になりイベントを盛り上げたりしている。しかし、まだまだ進む、人口減少、人材不足、青少
年の人見知りを何とかしたい。 
 
 
 

 
 

《児童への読み聞かせ・読書活動支援》 

Ｑ ボランティアに関わるようになったきっかけと自分の変化は何か。 

Ａ 学校からのメンバー募集を見て、とりあえず行ってみようと見学に

行った。子どもたちが楽しそうにしている姿や笑い声、「今度こんな

本を読んで。」「この前の本を見つけたよ。」等の反応が楽しい。 

○ 今の子どもはあまり読書をしない。図書室に足を向けさせる良いア

イデアについて。 

→ 障がい就労施設でも読み聞かせの時間を設けている。その時間を作ることで利用者は読書の

楽しさを感じている。続けていくことが大切だと思う。 

→ 自分の娘は読書が好きだが、自分自身は読書をしなかった。大人になって読む力や書く力の

大切さを感じている。教育委員会に育てたい子どもの在り方を説明したら、支援員配置を納得

してもらえるのではないか。 

→ 堀江小学校でも朝の読み聞かせを行っている。新しくボランティアをする人を探すのが大変

だが、民生委員やおじいさんおばあさんにも声を掛けている。現役にこだわらずにやりたい人

を味方に引き入れるとよい。 

→ 昔、読み聞かせをやっていた人たちと若い人が協力してやる方法もある。 

○ 郡中小学校の教員として、発表者の“児童が図書室に来て欲しい”という思いを知ることがで

きありがたかった。教員として一緒に読書環境を豊かにしていきたい。 

○ 伊予市の議員をしているが、よい巡り合わせだと思う。請願書や嘆願書を提出する等の作戦を

立てるための話をしたい。 

○ 本を読むことで文章をまとめる力がつくことが分かる。自分自身が祝辞を書く時に、本を読ん

でまとめているが、もう少し学生の頃に本を読んだらよかったと後悔している。 

 

《「うわじままちあるき」～公民館との連携を通して～》 

Ｑ 公民館との連携はどのように行ったのか。 

Ａ 公民館も最初は何から取り掛かったらよいのか分からない様子だった。何回も相談する中で、

日頃は見過ごされているもので、地域の方が大事にしているものを取り上げることにした。地域

の方に頼んだり、公民館同士のネットワークを使ったりして学習の場を発掘していった。 

Ｑ 堀江公民館の館長補佐で、学校支援地域コーディネーターをしている自分に、史跡巡りをした
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いと中学校から話があった。堀江校区は以前から学社融合で公民館が協力しているが、公民館に

よって地域とすぐにつながれる所とそうでない所の差はある。ＡＲを使うことが新鮮であり、こ

の素晴らしい活動を堀江でもやってみたいので、ＡＲについて詳しく知りたい。 

Ａ スマホで見る分は無料である。作成する分にはお金が必要である。容量によって違うが、本校

は２ＧＢで年間 15 万円である。宇和島市ではふるさと納税のお金を活用した学校独自企画とい

う制度があり、学校で独自に使えるお金がある。 

Ｑ 学校への配分はどうなっているのか。 

Ａ 学校が使いたい金額を市へ要求する形である。 

Ｑ マチアルキは誰が提案したのか。 

Ａ 校長からの提案。 

Ｑ ＡＲで発信するのはなぜか。 

Ａ 学校の取組そのままや成果を見てもらえるというのが一つである。生徒にとっても、情報を発

信する力や分かりやすくまとめる力がつくと思う。 

Ｑ 伊予市でも総合的な学習の時間に、「伊予市の未来に何ができるか」の学習をしている中学校

がある。中学校の取組を市議とディスカッションもしている。城東中では他にどんな活動をして

いるのか。 

Ａ １年生は防災学習、２年生は福祉学習と修学旅行に向けての計画、３年生は職場体験学習をし

ている。 

Ｑ 総合的な学習の時間の時間数が減り、活動も縮小していると思うが、この活動はどのくらいの

時間がかかったか。 

Ａ 授業時間内だけではできなかった。昨年度はパソコンの台数の少なさが原因で、代表の生徒が

授業以外でも活動した。 

 

《しかべっ子教室》 

Ｑ ふれ合い宿泊研修の保護者の反応はどうか。 

Ａ 毎年、リピーターがいる。しかし、過保護の保護者からは事前の連絡がたくさんある。 

Ｑ 町外に出た高校生は地域活動に参加するのか。 

Ａ 地元の企業を継いだ人は関わってくれている。 

Ｑ 市役所からおのみち寺子屋に、地域を盛り上げる活動をして欲しいという依頼があった。今ま

での活動で、子どもも成長できて、地域も活性化する活動を参考にしたいので、教えて欲しい。 

Ａ 運営側の視点で参加するとより盛り上がる。地域の大人の協力に関しては、学校ではない活動

は地域の人にとってはハードルが低く、気軽に協力してくれる。何回も重ねていくことが大事。 

Ｑ 運営の主催は誰で、予算はどのようになっているのか。 

Ａ 教育委員会が主催である。宿泊を伴うものは参加者負担のものもあるが、補助金等を利用して

参加費はなるべく安くしている。 

Ｑ 中学生の参加について。 

Ａ 年間を通して３～４名は参加している。なるべく参加できるように配慮して計画をしている。 

○ 人見知りの問題に対しては、ドラマケーション、フォトロゲイニング、サウンドウォーク等色々

な方法があるので、参考にしたらよいと思う。 

○ 双海町も体験事業をしている。自分自身、中学生でジュニアリーダーを経験して、今、社会人

になり教員をしている。今の子どもたちにも活動を通して、自分の町が好きと言ってもらいたい。 

 

 

 

 

 



 

 

 

○ 子どもたちに、“自分たちの町が好き。”“あの人にお世話になったから恩返しをしたい。”等の

思いをもたせてＵターンをさせたい。思いの強い人がどんどん発信していると、誰かは見ている

ので協力者が増えてくるはずである。 

○ ＰＴＡ会長や学校支援コーディネーター等の活動をしているが、自分自身がなぜこのように子

どもたちに関わるようになったのか考えた。小学校４年生の時に、近くの海に地域の大人がキャ

ンプに連れて行ってくれて楽しかった思い出がある。今の子どもたちはそんな経験が少なくなっ

たから、自分が大人としてその機会を作っている。その子どもたちが大人になった時に、次の子

どもたちに伝えていって欲しい。子どもの頃に楽しい思い出があると、地域に帰ってくると思う。 

○ 地域との連携に関して、学校では教務主任の会で報告をした。学校側は地域に迷惑をかけるの

ではないかと思いがちだが、学校や子どもたちのために協力してくれる大人はたくさんいる。学

校側は遠慮するのではなく、どんどん頼ったらいいと思った。 

○ 我が子も人見知りである。色々な体験をさせてあげたいと親として思っているので、親同士の

ネットワークを大切にしたい。 

○ 学校図書支援員を作りたいという強い思いを知った。松山市の取組を参考にして、市議との出

会いをつなげっていって欲しい。本に親しむことの大切さが改めてわかった。 

○ ＡＲの活用はすごくすばらしい発想だった。費用は驚いたが、生徒が自分たちで地域のことを

発信するのはあまりないことなので続けて欲しい。 

○ 小さな町だからできること、反対に小さな町だから困ることがあると思う。北海道と愛媛の子

どもの交流ができるとよいと思った。 

参加者の感想 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「笑顔でつながる子ども会活動」 
 大洲市ＶＹＳ連絡協議会や市の児童館、市役所、近隣高校のＶＹＳ 
部と連携し、子ども会を企画・運営している。市内の児童館での子ど 
も会をメインの活動に据えつつも、市外での活動も増えてきている。 

参加するだけでなく参画することを大切にしている。近年の子ども 
会では、「地域の民話を題材にした紙芝居の上演」「手作りの絵本の読」「手作りマジックショー」など、毎年新企画
に挑戦している。また、今年起きた西日本豪雨の際には、クラウドファンディングによる避難所への支援（食事や飲
料水等）を行った生徒もいる。「考えるより、動かないといけない」ということを実感している。「子どもたちの笑顔は、
私たちの喜びであり、地域全体の宝物」…この共感性を大切にして活動している。 
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「児童生徒支援」 
 不登校傾向にある子どもたちが学校復帰を目指して自信をつけて学校 
に帰ることができるように、子どもたちを肯定的に受け止め、よさを伸 
ばして、日々の成長を支援している。子どもたちが達成感や充実感を味 
わい自主性が育つよう、スポーツタイムや自分のやりたいことに集中して取り組む集中タイム、手話教室、料理実
習を実施した。子どもを元気にするためには、指導員だけでは限界がある。学校や家庭、地域とつながることも大
切である。指導員にできることは、できることを一緒に考え、後押ししていくこと。子どもたちとたくさんの時間を一緒
に過ごし、信頼関係を築いていくことである。子どもたちが元気を取り戻し、心の居場所となる教室家族が笑顔で
過ごせる教室を目指していきたい。 

德田 知倖氏 

石河 桜季氏 

司会者 畝崎 優和 
記録者 岡本 和也 
会場責任者 小池 源規 

伊予市適応指導教室 はばたき 

「地域ぐるみで子どもの育ちを支えよう！ 
～おかやま子ども応援事業と地域連携担当設置を通して～」 

 岡山県では、平成 23 年度から「おかやま子ども応援事業」を行い、 
地域ぐるみで子どもを育てる体験整備を進めている。また、平成 24 年 
度から、すべての学校に地域連携担当を設置し、スキルアップと人材養成を目的に、地域連携担当研修会を年
２回実施している。取り組みが広がり、県内各地で地域に密着した伝統文化やふるさと学習が実施されたり、大
学や企業、ＮＰＯ等との連携した取り組みが行われたりしている。今後、地域側・学校側の理解促進と人材育
成や学校と地域とのビジョン共有、幅広いネットワークの構築に力を入れ、子どもたちの笑顔をために活動していき
たい。 

岡山県教育庁生涯学習課 

武田 廣香氏 

樽本 真哉氏 



 

愛媛県立大洲高等学校 VYS 部「笑顔でつながる子ども会活動」 

Ｑ 思い出に残っている活動とその理由。 

Ａ 初めて参加したクリスマス会。子どもたちが笑ってくれていることが印象深い。 

Ｑ 小学生が言うことを聞かないなどの経験はないか。どのように対処しているのか。 

Ａ 大人の人に助けてもらっている。 

Ｑ 先生方はどのようにかかわっているのか。どのようなサポートをしているか。 

Ａ 押しつけはしない。ヒントを出すことを仕事としている。失敗したときにはフォロ

ーはする。あくまでも生徒が主体的になるようにしている。 

Ｑ ＶＹＳは愛媛だけなのか、全国規模なのか。 

Ａ 戦後の時期に何もない、子どもがさみしそうにしているということからお金や手間

をかけずにすることが最初の精神。愛媛県では各校にあった。子ども会のリーダー育

成。10代のボランティアを育てたい。行政のスリム化によって先細りになっている。

全国に愛媛県から発信している。 

Ｑ 卒業者は継続しているのか。 

Ａ 横にも縦にもつながりたい。大学とのＶＹＳとのつながりがある。大学のサークル

に入る人もいる。大学入試でＶＹＳの活動をプレゼンし、合格した例もある。 

Ｑ 自分の中に力がつついたと思うことは何か。 

Ａ 話しかけるときの口調や目線などを合わせる。人とのかかわりが苦手だったが、少

し改善できた。年上の人と関わることが多かったが年下とのかかわり方を学ぶことが

できた。コミュニケーション能力を身に付けることができた。  

Ｑ 小学生、中学生がＶＹＳのスタッフ側に入ることはあるのか。 

Ａ 昔はあったが、現在の最年少は高校生。 

Ｑ お金はかけないようにとはいっても必要だと思うが、どうしているのか。 

Ａ 部費は年間 5000 円。持ち寄りで絵の具をもって来たり、百円均一を駆使したりし

ている。また、社会人のＶＹＳとの団体と連携している。 

 

伊予市適応指導教室 はばたき「児童生徒支援」 

Ｑ 学校との連携のためにしたことは何かあるか。 

Ａ 校長会にお願いし、先生が会いに来るようになった。開かれた適応指導教室になる

ようにしている。 

Ｑ はばたきに来ていない子へのアプローチはどのようにしているのか。 

Ａ 学校から家庭にはばたきがあることを紹介する場合もある。引きこもりの子どもに

は家庭訪問をしている。  

Ｑ 子どもが殻に閉じこもってしまってはいけない。子ども同士で刺激を与えるのはど

うだろうか。 
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Ａ 料理を作って先生や仲の良い友達に来てもらったり、運動会をみんなで見に行った

りもした。 

Ｑ はばたきでの社会的な自立とは？ふれあいの時間をどのように 

Ａ 子どものつぶやきを拾って、子どもとかかわる。食べる作るは自立へつながり。 

Ｑ 子どもたちが学校に行きたいと思ったきっかけは何なのか。 

Ａ 学校でやっている勉強に追いつくこと。宿題ができるようになること。退屈になっ

たとき。友達とコンタクトが取れるとき。今まで６～７人が学校復帰。しかし、帰っ

てくる子もいる。 

Ｑ 不登校は学校に行きたくないと思っている状態。子どもは行きたいと思っているの

か。 

Ａ 子どもたちは行きたいという気持ちはあるが、行けない。後輩へのメッセージで、

学校には行った方がいいよと書いた子もいる。怠惰傾向の子ははばたきも続かない。 

 

教員のときは何とか学校に来させようとしていた。子どもたちの立場に

立っていなかった。感受性豊かな子が傷ついたりしていたように思う。地

域の人とのつながりはとても良いと思う。生きる力を身に付けるためにはたくさんの人

との出会いが大切になるのでは。 

 

岡山県教育庁生涯学習課「地域ぐるみで子どもの育ちを支えよう！」 

Ｑ めざす子ども像、ビジョンとは何か。 

Ａ 学校の「どんな子供を育てたいか」というのを地域と家庭と共有すること。  

Ｑ 教員は社会教育への意識は高まっていくと思う。市町村教育委員会ごとの温度差は

あるか。 

Ａ 行政担当だと３年で異動ということもあり、継続性や熱に欠けるのは事実。大切さ

は研修等で働きかけることはしている。熱の差はある。 

Ｑ 地域コーディネーターの所属はどこになるのか。 

Ａ コーディネーター 行政職員（公民館の方）が多い。民間（元ＰＴＡ会長）へ委嘱

をしていきたい。 

Ｑ 県立高校は地域コーディネーターとの関わり。 

Ａ 県立学校はキャリア教育や高校独自の路線で地域とのつながりがある。学校自体の

つながりで動いている。 

 

（感想） 



 

 

 

地域の魅力発信 ～コミュニティＦＭ番組「海アフロ」制作をとおして～ 
 湘南の海に負けないくらい、愛媛県にはきれいな海がある。双海シーサイド公園
にも素敵な海岸があり、その素晴らしさを知ってもらうための活動をしている。双海に
人力車を走らせたいと思い、「双海人リキシャ」を作って走らせるなど、双海の素晴 
らしさを発信する取り組みを続けている。双海をもっと知ってもらいたいという思いから、コミュニティＦＭ「海ア
フロ」を立ち上げた。双海シーサイド公園内にＤＪブース「夕やけＰＯＳＴ」を設け、ビーチを眺めながら放
送している。釣り、サーフィン、シーグラス拾いなど、様々な海の楽しさを紹介したり、ときにはビーチに来てい
る人を招いて話を聞いたりして、楽しく情報を発信している。子どもが憧れるような地域起こしの方法をこれ
からも探っていきたい。 

 

 

 

平成 30 年度「御五神島・無人島体験事業」 
 愛媛県内の小中学生 48 人と共に御五神島での６泊の無人島体験
を含む８泊９日の活動を行った。教員や大学生ボランティアが指導にあ
たり、子どもも大人もキャンプネームでお互いを呼 
び合いながら自然体験活動に取り組んだ。「不足・不便・不自由」の三不 
の体験を通して、自立心や協調性などの社会性を育むとともに、柔軟で強い精神力を養った。 
 大洲青少年交流の家での、テント設営の練習やロープワークなどの事前準備、そして御五神島でのテン
トサイトコンテスト、自給自足的生活、火祭りなどのイベントを通じて子どもたちの絆が深まっていった。無
人島での三不の経験により、普段の生活のありがたさを子どもたちは感じていた。 
 

 

 

平成 30・31 年度国立教育政策研究所 教育課程研究指定校事業 
地域のシステムがしっかりしていると地域に様々なことを頼むことができるし、

地域が進んで学校のため、子どものために活動してくれる。椅子の足の修繕、
図書のバーコードシステムの運用、煙体験の実施などを通して、地域の温か
さを感じながら子どもたちは学校で生活している。長続きできるようにゆっくり 

やることを合言葉に、地域の力を借りて活動しており、いろいろな連携で 
学校と地域がつながっている。グランドデザインにも、地域に支えられていることをもりこんで、地域とのつ

ながりを明記している。 
単に勉強をするだけではなく、学習に向き合いながらも、コミュニティスクールの考え方を大事にしながら

地域連携を進めて学力も上げていきたい。 
 
 

中村 克史 氏 

松本 拓海 氏  田村 紗也佳 氏 
井上 裕美子 氏 都田 一馬 氏 

酒勾 昌二郞 氏 
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夕やけ POST 

司会者   今井 博志 
記録者   幸島 恭輔 
会場責任者 遠藤 敏朗 

無人島チャレンジ実行委員会 

周南市立徳山小学校（山口県） 



 
夕やけＰＯＳＴ 

Q1. 湘南ではどんなことをしていたのか。 

→移動訪問ドッグシャンプーの仕事をしていた。犬にもお客さんにも喜んでもらいたいと思

うようになり、犬のイベントをする会社を探していたところ、湘南に赴くことになった。 

Q2.どうやって生計を立てているのか。 

→ドッグシャンプーの仕事をしたり、イベントに出向いて、キッチンカーでパン屋をしたり

している。 

 

無人島チャレンジ実行委員会 

Q1.何度でも参加できるのか。 

→子どもは一度しか参加することができない。 

Q2.中学生で参加するのはどういった子どもなのか。 

→抽選があり倍率が高いため、小学生のときに抽選にもれた子どももいると思われる。 

Q3.子どもを引きつける魅力とは。希望者が多いのはなぜなのか。 

→過去の参加者、指導者、関係者のつながりが無人島のよさを広めている。継続は力なりと

いう言葉の通り、これまでの世代を越えた積み重ねが本事業のよさを広めている。 

Q4.教育的な効果が高いと思われるが、追跡調査をしているのか。 

→昨年度 30 周年を機に、指導者、参加者の追跡調査をしている。国立青少年教育振興機構

と協力して調査をして、成果が上がっていることが示された。自尊感情の高さをはじめ、

参加者の成長が示された。 

Q5.他県に活動を広げようという動きはないのか。 

→活動を広げることは予定していないが、日程を１日増やしたいと思っている。 

Q6.島内を探検する活動は行っていないのか。 

→過去には島の生活と山の生活の２つに分けて活動していたこともある。今はイノシシが出

るため、安全面から、島内の活動範囲は限られている。イノシシ対策として、活動範囲に

電気柵を張ったり、夜通しで不寝番をしたりしている。生態調査をして成獣が何頭かいる

ことは分かっている。国立公園であるため、駆除もできない。 

 

周南市立徳山小学校（山口県） 

Q1.百歳体操とは。  

→高齢者の居場所づくりのための活動。60 後半から 70 代くらいの方が毎週木曜日に来られ

る。はじめは一緒に掃除することから始まった。 

Q2.地域が学校に入ることが嫌いな教員はいないのか。 

→以前は学年主任には関わらせなかった。今は学年主任を中心に動かしている。授業の中で

も、目標が「百歳体操に向けて」になったりして、地域と学校が自然に結びついているこ

とを実感している。 

Q3.課題のある家庭が多いところが変容するか。 

→地域から孤立している子どもは難しい。しかし、理解してくれる方は必ずいる。未然防止

疑応答、意見交換 



の可能性も開けるので、就学前から関わっていけるといいかもしれない。難しくなってか

ら考えるのではなくて、難しくなる前から関われるつながりを広げることが大切。 

Q4.地域の団体の横の関係がとれることが大事に思われるが。何か工夫があるのか。 

→運がよくて、自分の地域は連携がうまくとれている。地域について理解されている方がい

ると、うまく連携がとれる。一番の課題は若い母親。保護者がもっとでてきてもいい。Ｐ

ＴＡの絆が大切になる。 

 

 

○ 地域と関わるためには、校長

の尽力も必要であるし、横の連

携を深めて、情報を共有するこ

とが大切である。高知県でも４

回目の社会教育実践交流会が開

かれることになり、情報交換を

進めている。 

○ 尾道市内の子どもたち 100 人を集めて４泊５日で 100 キロを歩く活動をしており、県内

の７大学の学生約 60 人が運営している。たくさんの仲間ができる喜びを感じながら、活

動している。ＮＰＯ主体で活動しており、活動のための資金も１月から３月に大学生が集

めている。 

〇 西条市には大学がない。松山の大学と提携して活動しようとしているが、物理的な距離

が壁となっている。大学生が活発に活動することはとても大切なことで、大学生が地元で

活動することで、子どもたちの目標になり、刺激になる。地元を大切にして、進んで活動

してほしい。 

○ 学校は一生懸命やるけど地域にはいろいろな人がいる。地域には善良な市民しかいない

という前提でやっているがそうではない。その中で、地域で教育を進めていくためにどう

やっていくか。善良な市民が増えるようにどうしていくのかを考えないといけない。 

  学校が中心だと思っている人が多いが別の観点だってあってもいいと思う。市役所が中

心でも、寺が中心でもいい。 

○ まっすぐで正直な子どもが多いことはよいことだが、失敗してもいいからもう一回とい

うことも大切。そのためには同じ方向を向いている人ばかりが関わるよりも、いろいろな

人が子どもと関わっていくことが大切。 

○ 外の世界とつながるのはすごく難しいと感じる。外とつながると、普段じゃない自分を

出せる。子どもにも、外とつながることの大切さを伝え、いろいろな人がいることを伝え

ていきたい。 

分散会参加者の声 



   
 
 
 
 
 

当団体は、伊予市内で在宅介護サービスを提供している株式会社の社員有
志が「地域の子ども、大人が１日を笑顔で終われる居場所づくり」ことを目的として
ボランティア団体を立ち上げ、平成 30 年 1 月から活動を開始した。定員 30 名
程度で月１回、第３金曜日に無料又は安価で栄養のある食事や温かな団らん
を提供する活動を行っている。会場は郡中地区公民館・伊予市障害研修センタ
ー等で、スタッフ４名にくわえて地域住民の方や地元の伊予農業高校の生徒、民生児童委員たちの支援をいた
だいている。地域の理解や認知度は広がっており、今後は運営費の確保や学習支援、相談支援の場としての機
能づくりも目指している。 

 

 
 
 

内子町地域おこし協力隊として、「道の駅小田の郷せせらぎ」や「かじか亭」などを
拠点に活動している。社名の由来は「もののみかたを変える（スイッチ）」という視点
から、マイナスからプラスを、課題から可能性を生み出すことを意味している。未活用
の巨大倉庫を掃除して「せせらぎビアガーデン」を行ったり、未使用の加工所を活用
して「オダメイド」ブランドを立ち上げたりした。「オダメイド」は地元の小田小学校３年生 

の総合学習のテーマにもなっており、加工所や売場の見学受入のみならず、子どもたちから新商品の提案発表
をしてもらう等の交流が続いている。他にもたらいうどん店の継業や古民家の活用、小田深山渓谷の観光振興等
に携わることで、可能性へのアプローチを整理し、目標・成果を目に見えるものへとしていく取組を行っている。 

 
 
 
 
  「市ケ尾ユースプロジェクト」は青葉区役所と NPO 法人「まちと学校のみらい」が
主催するプロジェクトである。横浜市立市ケ尾中学校・市ケ尾高校の生徒が主体と
なり、青葉区在住の大人がサポートすることで、まちづくりの課題解決や魅力アップに
向けて活動している。 

その１つであるチーム「まもる」は、①市ケ尾のまちの安全を守るため、②まちの人が安心して暮らせるようにす
るため、③みんなが「ここに住み続けたい」と思うようにするため、という３つのチームミッションのもと活動している。
地元中学生・高校生・地域の方へアンケートを実施し、情報を収集することで「市ケ尾危険マップ」を作成した。
そして、このマップをもとに区役所・警察等と検討しながら、治安のよりよいまちづくりに向けた取組を行っている。 
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まほら子ども食堂 

古谷 大志 氏 

司 会 者 田邊 裕貴 
記 録 者 今永 泰生 
会場責任者 安倍 周作 

ミカタスイッチ株式会社 

市ヶ尾ユースプロジェクト 

川島 駿作 氏 

納堂 邦弘 氏 



 

 

＜まほら子ども食堂＞ 

・ お年寄りと子どもたちの交流はどうなのか。 

→ まだ完全に打ち解けておらず、同世代で集まる場合が多い。少し距離感がある。 

・ 高齢者の方は子どもの声があれば元気が出る。 

・ 学習支援や相談支援などにも目が向いていてすばらしい。 

・ 子どもたちは常連が多いのか 

→ 常連が多い。高齢者は地域の知り合い同士でくる。 

・ 活動回数を増やす予定はないのか。 

→ 実際、月１回でもかなり大変である。これ以上活動すると本業の方が疎かになってしまう。 

・ 久米公民館の仙波さんなど、先輩方に知恵を借りる方法もある。 

・ 貧困のための子ども食堂もあれば、１人で食べる子どもにみんなで食べる楽しさを感じること

を目的としたものもある。→実際、「普通の家庭でも大丈夫ですか」という質問もある。 

・ 学びの機会の提供として、尾道では長期休業中に５日間宿題サポートを実施する。５日間人間

関係を築けば話しかけてくれる。土日等に開催できればさらに活動が充実するかもしれない。 

・ イベントの部分は他の機関に協力を要請してもよいのではないか。１つのきっかけがあれば可

能性は広がる。自分たちだけでするのには限界がある。 

 → 現段階では食事づくり・片付けだけでも精いっぱいの段階である。 

・ 現在の会員は何名ぐらいいるのか。 

 → 毎回参加するスタッフは１５名程度、１番多い時で２０名程度である。平日の午後 6時から

作り始めるが間に合わない人が多い。1番人手がいる時間に人がいない。 

・ 高齢者の方たちはつくってくれないのか。→ 今はおしゃべりが中心である。 

・ 自分たちだけですることは大変であるので、もう少し手分けしてもよいのではないか。いかに

自分が楽をして人を使うかがポイントである。 

・ 朝食を食べない子どもたちが多い。学校で朝食を摂るという事例もある。小中学校との連携が

うまくいけば学力向上や、家庭の教育力の向上にもつながるのではないか。子どもの朝食離れに

何かアプローチできる方法はないか。 

・ 「食べる」ことをキーワードにした行政活動が最近増えてきている。 

・ 問題の根本はどこかを考える必要がある。それは家庭。虐待等で救えていない事実がある。6

人に１人が貧困。子ども食堂がセフティネットとして存在している。来てもらいたい家庭へのア

プローチ、サポートをどうするか。子ども食堂が貧困の子どもたちを救う場であってほしい。 

→ 学校との連携、先生が子どもたちを連れてくる事例もある。 

・ 久米公民館では孤食対策事業として週 1回の子ども食堂を始めた。独居老人と子どもが半々で

家族のように食べる場を提供している。リピーターが多く参加者は５０名以上である。地域のボ

ランティアだけでは限界となり中学校に頼むと多くの中学生が来てくれた。中学生のボランティ

アは高校生、大学生になっても来る人が多い。世代のバトンをどのようにつなげていくかが大切。

教育が１番変わるのが、教えられる立場から教える立場に変わる時である。 

 

 

☆質疑応答及び感想☆ 



＜ミカタスイッチ株式会社＞ 

・ 地域おこし協力隊について詳しく知りたい。 

 → 国が始めた事業である。都市部から地方への道を作ることがねらいであり約 5000 人が参加

している。道の駅を起点に事業依頼をされるなど、最近は具体的な内容で募集がかかる場合が

多い。全国で人材の取り合いになっている面もある。総予算４００万円、２００万円が人件費、

残りの２００万円が活動費である。任期は３年であるが、愛媛県では任期が終わってもその地

域に残る人が全国平均より２割高い（約８割が残る）。 

 → 協力隊は応募され、書類審査と面接がある。地域との要望と合ったら採用される。給料は都

市部に比べればかなり安いが、地方でもインターネットを活用することで都市部と同じような

仕事ができる。ある程度経験を積んだ人でないと難しい。大卒すぐは大変である。 

→ 道の駅での事業では、出荷者の人に驚いてもらえるのがよい。よいものを安く売ると続かな

い。丁寧に説明して少し高くして売るようにしている。（例えば手作りコロッケを１個 100 円

で売っていたが続かなかった） 

・ 八幡浜の大島にも協力隊の方が来られた。女性は島の漁師と結婚した。男性は八幡浜市内で活

躍されている。大島は孤立した島であるので若い人を大歓迎する。 

・ 様々な背景をもって地域おこし協力隊の人たちが今日も来ている。 

・ 三崎高校は来年度４１名を切れば分校が決まる。先端部では地域おこしの方と協力して活動し

ている。高校生でも地域おこしできること、全国に発信できるようなことはないか。四国最先端

の学校から最先端の学校にしていきたい。 

 → 農業高校は「食」でアピールしている。三崎の魅力を掘り起こしていくために、町外の人た

ちに三崎に来て驚いたことを聞くことが大切である。外国の方が地元の人たちが思いもよらな

い場所で写真を撮っている場合がある。そこから地元の魅力を発見する。地元人っぽくならな

いように気を付けている。 

・ 生きる上で人との関わりにおいて大切にされていることは何か。 

 → 苦労しているとは思わない。２０代の時、NGO の活動で世界のあらゆるものを見てきた経験

が大きい。東南アジアの村、ホームレスの人はいない。都会に出て仕事がなければふるさとに

帰る。なぜ東京・大阪ではホームレスがいるのか。なぜふるさとに帰らないのか。大阪で阪神

淡路大震災、東京で東日本大震災を経験した。５年先、１０年先のことはあまり考えないよう

にしている。今、明日のことだけを考えて、今を一生懸命楽しく生きることを心掛けている。 

・ １回は地元から出たほうがよい。国を出ないと日本のよさはわからない。 

 → 日本を出ないと日本のよさはわからない。若いみなさんはぜひ海外に出られるとよい。様々

な人が集まって仕事をすることが大切である（多様性）。地元の人だけが、地域おこし協力隊だ

けが集まって仕事をしてもうまくいかない。 

・ 小田小学校３年生の総合学習の時間について詳しく話を聞かせてほしい。 

 → 子どもたちの食べたいものの傾向が見えておもしろい。果物やはちみつなど食材の知識は豊

富である。子どもたちの考えたレシピ通りにいけばよいが・・・とてもよい交流になっている。

子どもたちは祖父母がつくっているものを振り返るよい機会になる。 

・ 小田高校で中高生に向けたキャリア教育の話をされるのか。 

 → 高校３年生に人生について話す。選択肢は多くあり、進学か就職かで人生は決まらないこと

を伝えている。高校生は職場体験も行っている。地元の企業紹介にも呼んでもらえるようにな



った。地元にも仕事があることを伝えている。 

 

＜市ヶ尾ユースプロジェクト＞ 

・ 警察との連携はとっているのか。 

 → 軽犯罪では警察はなかなか動いてくれない。地域を限定しての活動

は難しい。青葉区に区長選挙はなく区長は区の職員が担当している。

どうしても対応が役所対応になる。 

・ 松山市では PTA 連合が動いてメール配信を行うようにした。最近では、補導員にもメールが配

信されるようになっている。 

 → 横浜市全体の不審者情報メール配信はあるが、限られた地域へ配信するものはない。 

・ NPO が調整役をしながら中高生とマッチングするのは容易にできるものなのか。 

 → 調整役は大変である。まずは中高生が何をしたいのかを聞くことから始まる。大人から要望

を伝えない（伝えたい思いを持たれている人もいるが）。 

・ 大人に対して話しにくいことはないのか。 

 → 中高生で頑張って話しても、簡単に意見を却下される場合がある。手助けがほしかったり、

意見をくみ取ってほしいときもある。 

 → 昨年１年間このプロジェクトを経験することで、高校生はとても成長した。 

・ 最近は中高生が大人と接する機会が少ない。話合いの場の工夫はあるのか。 

 → 円卓でワークショップを行う（円であるのに意味がある）。「えんたくん」は大人と子どもの

実際的な距離が縮まるだけでなく、心の距離も縮まっていくように感じる。 

・ 中学生と高校生でも考え方が異なるのか。 

 → 知らない地域から来る高校生もいる。中学生は学区に住んでいるので、逆に中学生の方が地

域のことについて知っていることも多い。 

・ 「チームまもる」以外の活動はどのようなものがあるのか。 

 → 町を PR していくチームでは夕日のきれいな場所で写真を撮って発信している。また、スタ

ンプラリーを実施するなどの活動もしている。多世代交流を促進するチームでは企業と協力し

てスマホの使い方を若者が高齢者に教える場を設けた。高齢者は大変喜んでいた。 

・ すべて１年間のみの活動であるのか。通年継続して行う活動はあるのか。 

 → メンバーが変わるので１年間の活動となる。今年度は情報収集がうまくいったので、地図上

に見える化するだけでなく、対策についても実践できるようになった。 

・ 高校生であるのに話し方や受け答えがしっかりとしていて感心する。 

 → 人前に立つ機会が増えたのが中学校２年生の秋に部活（陸上部）の部長になってからである。

部活に来ない人たちを来るように説得する経験やボーイスカウトの経験が貴重であった。 

・ 青葉区が目に見えて安全になっているという実感はあるのか。 

 → 今は足場をくんでいる状態である。地図を拡大して、どこが危ないのか明らかになったこと

は大きな成果である。 

 

 

 → 校長先生の強い思いから。シニアの人が中高生をサポートするところから本活動が始まっ

た。 



 

 
 

・ 新たな視点を発見することができた。視点が広がることで世界が変わってくると思う。 

・ 高校生からよい刺激をいただいた。 

・ ７０歳になっても勉強はできることを実感した。 

・ 課題意識をもって生きる、周りの人を大切にして生きることが大切だと感じた。 

・ 自分のしていることに愛着と誇りをもって取り組みたい。 

・ 地域を変えたいという思いをもって取り組まれていることがすばらしい。 

・ 地域への関わり方は様々である。様々な経験をすることがこの関わりにつながってくる。 

・ 若い人たちにもっと耳を傾けて、じっくりと話をしていく必要があると感じた。 

・ 地域を客観的に見ることが大切であることを学んだ。 

・ ３人の話を聞くことができて本当に幸せであった。 

＜参加者の感想＞ 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

木とあそぼう！木育がっこう 
  砥部みらい会議は本部会（Ｂ級グルメ「トベヤキ」の売り出し）と３つ部 

会（愛媛ＦＣ応援、防災部会、木育部会）で活動している。その中の一つ 
「木育部会」は、閉校になった旧高市小学校の木造校舎と地域の自然を活か 
し、「木とあそぼう!木育がっこう」を実施している。木を通して親子で楽しさ 
を共有したり、広田地区の魅力を感じてもらったりするともに、地域の産業である林業の 
活性化と砥部町の一番奥まで足を運んでもらう人を増やし地域の活気につなげるという目標のもと、これまで４回開催し
ている。常設の木育の施設を作りたいと考えており継続していくために有料で行っているが、地域の方を無料で呼び、出
店していただいたり、地元の高校とコラボし木を使った楽器作りやワークショップを開いたりするとともに、えひめ地域づくり研
究会議とコラボ開催したり、おもちゃの開発や販売をしたりしている。今後、さらに地域の人を巻き込み町内にも広げてい
きたい。 

分散会 15 
砥部みらい会議 

村上 明子さん 

司会者   佐川 良 
記録者   高田 容弘 
会場責任者 大森 茂樹 

 
 市ケ尾高校生徒会活動からの発信 

 神奈川県立市ケ尾高等学校の生徒会活動は多岐にわたり、日本生徒会大賞 
優秀賞を受賞するなどコミュニティ・スクールとしてその目的を踏まえ、広 
く地域に発信する特色のある活動を行っており、①他校との交流会、②市ケ 
尾ユースプロジェクト等がある。①では、横浜市の県立高校 4 校が集まり、 
学校行事の反省や解決のアドバイスなど意見を交流、相談を行っている。② 
は、地域の問題に取り組み、地域力の向上を目指し活動するコミュニティとして誕生し、青葉区役所とＮＰＯ法人まち
と学校のみらいのサポートにより、中高生のアイディアに対し、地域の大人のスキルや経験によって実現を支援する。現
在、中学生 27 名、高校生 12 名、地域の大人 22 名が参加している。昨年度は、ＩＣＨＩグルメ、こんなのありかな
しか、チームわっしょい、まちに咲く花プロジェクト、絆の 5 つのグループに分かれて活動した。今年度は、市ケ尾地域の魅
力を発信する広報ＰＲチームが発足し、各グループの活動や魅力を発信している。これらに生徒会が積極的に参加し
ている。 

佐々木 亜怜さん 

 
 「学校・家庭・地域連携事業」と地域おこし協力隊 

平成 30 年度より東温市では、北吉井小学校を対象に「放課後わくわく教 
室」、市内全域の小学生を対象に「わんぱく広場（土曜教室）」を開催してい 
る。いずれも地域コーディネーター（東温市地域おこし協力隊を兼任）2 名 
と生涯学習課職員が企画・運営を行っている。放課後わくわく教室は、月 2 
回、水曜日の放課後に実施。約 60 名の 1～6 年生を対象に、演劇ワークショッ 
プや工作教室など様々な企画を行っている。わんぱく広場では、市内 5 つの小学校 
より 4～6 年生約 60名が参加して、外国人との交流を含むサマーキャンプや科学博物館見学などを実施した。課題とし
てはマンパワー不足、活動場所の手配、地域による参加の不均衡等があるが、現在、東温市では「アートヴィレッジとうお
ん構想」を進めており、地域おこし協力隊として移住してきたアーティストを積極的に活用したり、地域の方とも連携したり
して、子どもたちに多様な経験を提供している。 

神奈川県立市ケ尾高等学校生徒会 

藤岡 慶太さん 

東温市地域コーディネーター（東温市教育委員会生涯学習課） 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
砥部みらい会議 

Q1 「トベヤキ」はどこで食べられる？ 

→砥部町の福祉フェスタや愛媛ＦＣマッチタウンデーの砥部町の日にやっている。 

Q2 おもちゃの開発について教えて欲しい。 

→スマホスタンド（杉、檜製）があり、作ったり購入したりすることができる。木育部会に関

わっている方には、地元の高校生、高校の先生、地元の方、協力隊の方がいる。 

Q3 有志の集まりなのか。 

→有志の集まりである。社会教育課とは別であるが協力してくださっている。開催にあたって

学校のチャイム利用しているが、学校から声が聞こえるということで地域の方が喜んでいる。 

Q4 ユースプロジェクト（市ヶ尾高校生徒会）でグッズ作りが難航した。どういう経緯で作っ

ているのか。 

→ほぼ上浮穴高校の先生が考えている。その案に考えを出し合っている。木のおもちゃは子ど

もたちに切ったり磨いたりして参加型で作ってもらっている。 

Q5 予算は？ 

→地域活性化の補助金を利用してきた。自立した運営ができるように有料にしているが、スタ

ッフは完全ボランティアである。おもちゃインストラクターの講習の一つにしたり、おもちゃ

ネットワーク愛媛からボランティアを募ったりしている。伊予地区の教員や大学生にも声を掛

けた。のぼり旗も作り、道も整備されて行きやすくなったが、課題はボランティアの交通手段

である。誰もこないと思っていたが、今後も継続していきたい。 

Q6 砥部町の林業は？担い手は？ 

→ほそぼそとやっている。久万の方が盛んである。シンポジウムとコラボしたときには若手に

出てもらった。道具や機械を紹介することで、林業ってかっこいいんだよ。ということを発信

していきたい。と言っていた。そういう場にしていきたい。 

○ その他の意見交流 

 ・社会教育に携わる立場のものとしていろいろな機関、課の連携が課題であり、大切である

と考える。 

→砥部みらい会議にはいろいろな立場の人が入っている。いろいろな人がつながっていくこ

とが大切である。人とつながっていると助け合える。みんなが無理せず、興味のあることに

全力を注げるようにしている。 

 

東温市地域コーディネーター（東温市教育委員会生涯学習課） 

Q1 なぜ東温市で地域おこし協力隊になろうと思ったのか。 

→知り合いの農家で働く中で田舎のよさを感じたことや、地域おこし協力隊の方とのつながり

の中で自分の関心が高まり、ライターとしての力も生かすことができると考えた。 

Q2 おやじの会の立場で考えると、もっと地域の人を引っ張り出すこと、連携することが大切

だと思うがどうか。 

→それができていない。協力隊とのつながりで画家さんが出てきたが、まだ足りていない。 

Q3 子どもとのとの関りで苦労したことは。 

→低・高学年との発達段階による関わり方が難しい。 

Q4 協力隊の方以外の登録していない方はボランティアで参加しているのか。 

→補助金があり講師謝礼として支払う。 

質疑応答 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Q5 地域おこし協力隊と地域コーディネーターとの兼ね合いは。また、言い出しはどこになる

のか。 

→地域コーディネーターの役割は企画政策課からの声掛けで行うようになった。地域おこし協

力隊同士の声掛けでつながり各行事を行っている。地域コーディネーターを行う中で、地域の

ことを考えている方が存在を知ったり、地域の活性化と子どもとの関わりの大切さを感じるよ

うになってきたりした。 

Q6 児童クラブの支援員をしているが、おすすめの行事はないか。 

→地域おこし協力隊の一員であるマジシャンの方に来てもらった。また、研修で美術館の方も

いろいろ行っていることが分かった。 

Q7 スタッフ不足にどう対応しているか。また、継続していくためにどうしているか。 

→市の広報でボランティアを募集しており１名の参加があった。具体的に情報を発信して知っ

てもらい、関わりたい方を増やしていきたい。 

○ その他意見交流 

 ・岡山県では住民がＮＰＯを立ち上げ、市へ住民の思いを伝えている。思いをもって頑張っ

てもらいたい。 

 

神奈川県立市ケ尾高等学校生徒会 

Q1 なぜ生徒会に興味をもったのか。なぜ市ケ尾高校を選んだのか。 

→いじめ問題や世の中の問題に関心があり、中学校で生徒会に入り取り組みたいと考えた。ま

た市ケ尾高校の生徒主体でできる校風がよいと考え選んだ。 

Q2 ユースプロジェクトについて。どこが主体なのか。難しかったことは。どう関わっている。 

→コミュニティ・スクールになったことがきっかけ。地域の中高生が中心となり、区役所、Ｎ

ＰＯ法人まちと学校のみらいが協力して行っている。大人のプライドがあり、成功法は教えて

くれるが、それでないと駄目だという。中高生のアイディアを生かして欲しい。もちろんそこ

で支えてくれる大人もいる。大人に相談しながら障がい者や老人ホームなどの施設に訪問しど

んなことが必要か聞きに行き、活動に生かしている。歓迎を受けない所には行っていないがそ

ういった所に行くことが地域の活性化につながるかもしれない。 

Q3 生徒会とＣＯＲＥの役割分担は。 

→生徒会本部役員もＣＯＲＥに入っている。情報交換しながら行っている。 

Q4 子どもが地域を活性化する時代となったが、中には嫌がる子もいると思うがどう増やして

いくか。ユースプロジェクトではどうか。 

→ユースプロジェクトへの参加率は高くなってきているが、自分は世の中のことに関心があっ

たことがきっかけ。ぜひＮＰＯなどでワークショップを開いて関心をもたせて欲しい。 

Q5 佐々木さんの今後の目標は。 

→高校生からいろいろなことを発信することには限界が 

あるが、今の活動が将来につながる。政治家、市議など 

の立場から促さないと誰も動かないのではないかと考え 

る。自分はそういう促す立場になりたい。生徒会として 

も、生徒、教員などの互いの主張の中身を見分けて問題 

を解決していくようにする。 


