
             

 

 

 

 

          

             

 

 

 

 
 
  期 日 平成 3１年２月３日（日）12:３0～1６:４0 

場 所 西条市中央公民館 

主 催 地域教育東予ブロック集会実行委員会 

後 援 愛媛県・愛媛県教育委員会・愛媛県教育研究協議会 

「えひめ教育の日」推進会議 

日 程 

 

 

 

 

 

 

 

 
参加者 参加者総数  105 名（高校生以下 23 名） 

 

（内訳） 一般参加 74 名（内 高校生以下 11 名 運営協力委員 10 名） 

  アトラクション・シンポジウム発表・引率者 16 名（内 高校生 12 名） 

   実行委員 14 名  報道 1 名 

     

 

第 ３ 回  

12:00～ 受付 

12:30～12:50 
歓迎アトラクション 

～新居浜西高等学校放送部によるビデオ上映～ 

13:00～13:15 開会行事 

13:15～14:45 
シンポジウム 

「高校生もガンバッテマスヨ－」 

14:45～15:00 休 憩 

15:00～16:30 

ワークショップ 

「まちづくり企画会議模擬体験！チーム対抗、参加者をうな

らせる企画は！はたしてどのチーム！！」 

16:30～16:40 閉会行事 

 



自習室がほしい！ 

愛媛県立新居浜西高等学校 放送部 

歓迎アトラクション 
  

 

 

 

―本当に届く？私たちの声、高校生の意見が街を動かすー 

 

●活動の動機 

  私たち放送部は、学校や地域に取材して番組を制作し、発信するという活動をしている。番組の企画

会議の中で、新居浜市には公共施設に学生が自習できるスペースがほとんどなく、学生はコンビニエン

スストアのイートインや、隣の西条市の図書館を利用しているという現状があることが話題になった。

実際アンケートでは、新居浜西高校生徒の７割が自習室を望んでいる。私たち高校生の手で、自習スペ

ースを開設できないだろうかと考えた。 

地方行政に対する高校生のイメージ、また、選挙に対するイメージは否定的だ。私たちが行政に施策

を提案して、それが実現される。私たち放送部は、この過程と、そこで学んだことを同じ高校生に番組

として発信すれば、市政に対する信頼感が生まれるとともに、主権者としての自分たちの在り方につい

て明るい展望を持ってもらえるのではないかと考えた。 

●議長と市議長の対談 

私たちは、市議会議員の方々と、市長という、「市の施策の優先順位を決めていそうな人」に直接話を

した。議長には公共事業の決定のプロセスを聞き、自習室の提案をした。市長には、自習室の拡大、図

書館の開館時間延長の提案をした。お互いの利益と公共性を意識しながら、かつ伝わりやすいように図

を用いて説明をした。 

        議長への政策提案（3月 30日）            市長への政策提案（5月 1日） 

さらに、地方自治において政策決定は「最終的には多数決である」ということであった。つまり、自

分たちと同じ意見を持つ議員が多数派になる、あるいはこの人たちを無視できないと思わせることが大

切だ。そのために私たちができることは直接的な政治参加、つまり「投票」に行くことである。 

 

●あかがねミュージアム館長との直接交渉 

図書館が読書をする場所であり、開館時間延長には光熱費と人件費がかかるということを考慮したう

えで、注目したのは新居浜市複合型文化施設「あかがねミュージアム」だ。この施設は駅前にあっ 

 



て、22 時まで開館している。高校生が自習利用をすることによって、ミュージアムに親しみ、ミュージ

アムの文化的行事に高校生が積極的に参加することになればお互いにメリットがある。 

ミュージアム館長と、この運営企業である株式会社ハートネットワークの代表と、利用ルールを高校

生が決めることを条件に自習利用を前提にした話し合いができることになった。 

 

あかがねミュージアム館長・指定管理者（株）ハートネットワーク    あかがねミュージアムカフェでの自習の様子（8月 9日）  

との交渉（5月 22日） 

 

●番組制作 

  ここまでの経緯を基にして番組を制作した。  

①作品のタイトルと時間  「自習室がほしい！」 7 分 46 秒 

②出品した大会  第 65 回 NHK 杯全国高校放送コンテスト テレビドキュメント部門 

③結果  （県大会）優秀賞 （全国大会）制作奨励賞 

●あかがねミュージアム自習スペースのルール作り・自習スペース開設 

番組制作後も、自習室実現の活動は続いている。私たちは、あかがねミュージアムの要請で、自習ス

ペース利用のルール作りをすることになった。「高校生の秘密基地Ｆ」、松山市の中央図書館・三津浜図

書館、青少年センターを参考にすることにした。8 月 9 日夕方以降に、実際にあかがねミュージアム内

のカフェスペースを自習スペースとして利用してみた。これらを参考にして、地域の実態にも鑑みなが

ら、さらに、保護者や先生方のご意見もいただきながらルールを考え、ミュージアム館長に提出した。 

11 月ミュージアムで自習利用の検討が終了して、市内 5 高校校長会に、その計画案が新居浜市教育委

員会名で文書で送られた。今後、市内校長会で審議されて、実現の運びとなる。 

●学んだこと 

  ・地域づくりの主体として自分たちの意見を伝える必要があること 

・人に提案する際に公共性やお互いのメリットを考えることの大切さ 

・選挙に積極的に参加するべきだということ 

●課題 

この活動に参加した高校生は地域づくりの主体として意見を伝えること・投票の大切さを知ったが、

そのことをその他の高校生に広めることができていない。この活動を知ってもらうために制作した番組

を見てもらう機会を設けることができていないのだ。このことを広く知ってもらって、地域行政に関心

の高い、投票の大切さを理解している高校生を少数派から多数派にする必要がある。 

 

 

 

 



開会あいさつ 
           

地域教育東予ブロック集会 実行委員長 関 福生  
 平成の３０年間が終わり、新しい時代の幕が開けようとしています。

昭和の「社会教育」、平成の「生涯学習」、これからの時代のキーワード

は「地域教育」だと思う者はまだ少ないけれども、その萌芽はあちこち

に見られます。文部科学省は生涯学習政策局を総合教育政策局に、社会

教育課を地域学習推進課、男女共同参画共生社会学習・安全課と改組し

ましたが、地域における新しい学びと活動が今後ますます重要になって

いるとのメッセージがそこに込められていると感じています。愛媛県で

の地域教育実践交流集会をはじめとする活動が当たり前になる時代が

到来したのかと思う今日この頃です。 

先日来、地域の様々な研究会で中学生が主役で頑張っている場面に出会うことができまし

た。学びのコミュニティ研究会の新居浜場所では、泉川中学校生徒会が地域のまちづくり連

合自治会の大人たちと一緒に、どうすれば地域がよくなっていくかを議論し、そこで決まっ

た事業を生徒たちが主体的に担って推進しているという活動実践を紹介してくれましたが、

子どもたちが地域の課題を発見し、その解決策を大人と一緒に対話の上で見出し、具体的な

実践に結び付けていく力強さを感じたものです。これからの学習指導要領で謳われているア

クティブ・ラーニング「主体的で、対話的な深い学び」が動き出していることを再認識させ

てもらいました。その背景には、地域と共にある学校の理念がきちんと位置付けられており、

学校を支援するという一方向の支援ではない双方向性をもった学校と地域が協働でより良い

まちを創っていこうという「地域教育」の目指すべき姿がはっきりと見えた気がしました。

これからも誇りをもって、「地域教育」に取り組みたいと感じたものでした。 

 これまでの東予ブロック集会では、地域の新しい担い手として高校生に焦点を当ててきま

した。今年度のプログラムもその路線を継承し、特に今治エリアの高校生の活動を通して、

東予地域のつながりと新しい時代の地域教育について世代を超えて語り合う場づくりを企画

しました。若者から年配の方々、そして様々な立場の人が、お互いの考え方を尊重しながら

対話によって共通了解を発見していく有意義な時間になれば何よりと実行委員会のメンバー

一同願っております。参加者の皆さんの当事者意識が何よりも大事になりますので、どうか

よろしくお願いいたします。 

 最後になりますが、当集会を開催するにあたり、諸般にわたりご尽力いただきました東予

教育事務所社会教育課の皆様をはじめ実行委員会各位に心より御礼を申し上げます。本当に

ありがとうございました。 

 

地域教育実践ネットワークえひめ 代表 若松 進一 
 

 今日のアトラクションは、期待を裏切られました。歓迎アトラクショ

ンといえば、太鼓や郷土芸能といったもので参加者を楽しませるのが普

通です。それが、新居浜西高等学校の北川さんの「本当に届く？私たち

の声、高校生の意見が街を動かす」という発表でした。正直、度肝を抜

かれました。高校生が、自分たちの声を市議会議長さんや市長さんに届

け、壁にぶつかればその解決のために話合い、行動して実現させていく。

自分たちも市民として「主権者」であることを学んだという意見には、

たかが高校生、されど高校生、あっぱれでした。この後、シンポジウムで高校生の発表があ

りますが、若者の取組から大人が学ぶことは多いと思います。共に知恵を出し合い、充実し

た集会にしていきましょう。 

 



シンポジウム「高校生もガンバッテマスヨ―」 
コーディネーター 実行委員 西山 博 

 

１ 今治北高等学校 写真部 

   全国高等学校対抗民家町並みフォトコンテスト「民家の甲子園」大会 

―言葉と写真で思いを伝える― 

２ 今治西高等学校 生物部 

    

３ 今治北高等学校大三島分校 

   地域活性化活動「私たちの大三島」魅力発見・発信プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今治西高等学校 

生物部 

 生物部は 30人の部員が九つの

研究班に分かれ、さまざまなテー

マの研究に取り組んでいます。そ

の中から学会や科学コンテスト

で評価された、地元の河川におけ

る絶滅危惧種の淡水魚や水生昆

虫の研究について報告します。 

今治北高等学校 

大三島分校 

 参道ボランティアガイド、大

三島紹介パンフレットの作成や

ＰＲ活動、地域の各種イベント

への参加など、小規模校ながら

も生徒全員が各場面で主役とな

り、元気に地域活性化活動に取

り組んでいます。 

今治北高等学校 

写真部 

地域を巡り歩く中で、私たちは

人と人とのつながりの大切さを実

感しました。「民家の甲子園」では、

記憶を刻む古民家とそこに暮らす

人々の思いを精一杯伝えました。

これからも写真と言葉で地域の魅

力を発信していきます。 

（アトラクションとして） 

新居浜西高等学校 

放送部 

学校や地域に取材して、番組制作

をし、「伝える」活動をしています。

今年度は、公共施設に自習室を作る

活動や、貧困などの地域課題にかか

わる中で、地域づくりの主体として

どう生きていくかについて考えま

私たちが発表します！ 



愛媛県立今治北高等学校 写真部 

全国高等学校対抗民家町並みフォトコンテスト「民家の甲子園」大会 

－言葉と写真で思いを伝える－ 

「民家の甲子園」は平成 14年に香川県の民族博物館「四国村」でスタートした大会です。地域

の魅力や現状を学び広めること、古民家を生かした地域の活性化、日本文化の継承を目的としてい

ます。私たち高校生が自ら地域に出向き、感じ取ったことをテーマと結び付けて、PR文と 5枚の

写真・７分間のプレゼンテーションで表現します。私たち写真部は、全国大会に 2年連続出場させ

ていただきました。 

第 15回民家の甲子園大会 テーマ「流」 時の流れの中で共に生きる 

今治北高等学校の校章はポラリス（北極星）で象られ、その中央には桜の花。揺るぎない信念と優し

さを胸に、私たちはそれぞれの夢を追いかけている。学校の前を流れる浅川に掛かる北桜橋を渡って、

私たちは毎日元気に登校している。この大会に応募することを決めて私たちは川の上流へと進み、玉川

町鈍川の神子の森に暮らす竹細工職人内原さんとご家族が住む古民家を訪問した。家の周辺には季節の

花が咲き、川の流れる音が聞こえてくる。自然に寄り添う暮らしがそこにあった。 

 

 

 

 

 

 

      作品１ 自然と暮らす         作品２ ねんねんころり             作品３ すこやかに 

 

 

  

 

 

 

作品４ 今日も美味しく                作品５ 時の流れの中で  

 

 

 

 

 

 

内原さんにインタビュー         第 15 回全国大会 第 2 位町並み賞受賞 石川県小松市粟津演舞場にて 

「民家は地域の財産だ」とおっしゃった神子の森の総代さん。「人間が生きる上で大切なものは衣食住。

山で育つものには自然の香りと強いパワーがある。山は食の宝庫。足元にはごちそうがいっぱい。感覚

に素直であることは一日一日を大切に生きることにつながる」「地域を愛すること、家族みんなで寄り添

い、喜びを分かち合うことが大切なのでは」と内原さん。取材を通して私たちはたくさんのことを教え

ていただきました。 

大きな流れの中で今を大切に生きていく、そうした人々の姿をこれからも撮り続けていきたいと思い

ます。 



「汐見の家」の前にて 西村さん、地域の方・旅人と一緒に 

 

第 16回民家の甲子園大会 テーマ「巡」 地域で支える古民家再生～新しい民家の形～ 

 穏やかで美しい瀬戸内海。古くから海運の大動脈として多くの船が航海し、島から志高き先人たちが世界を

目指して海を渡った。そして今、島々をしまなみ海道、ゆめしま海道がつないでいる。歴史と文化のある場所。

自然と科学技術の幸福な共存。私たちは海を渡り佐島の古民家宿「汐見の家」を訪れた。門をくぐると太陽の

光を浴びた真っ白いシーツが私たちを迎えてくれた。家主の西村さんは長い間無人となっていた母方の実家を

処分するつもりで、６年前 30年ぶりに佐島を訪れた。しかし、家の佇まいや島民の優しい人柄にふれ、また

先祖の軌跡を辿る中で再生に舵を切り替えた。家の記憶、島の記憶と共に人々はここで暮らし、そして今、宿

として多くの人が巡り会う場所となっている。「家族の家からみんなの家へ」、新しい民家の姿がそこにあった。 

 

 

 

                                       

       

 

作品１ ここに集う                      作品２ ぼくらの番  

                  

                                

        作品３ 手から手へ 

 

 

 

作品４ 心を込めて    

 

作品５ 巡りの宿 

 

 

 

 

第 16 回全国大会 第１位民家大賞文部科学大臣賞受賞 

香川県丸亀市生涯学習センターにて                  平成30年9月６日 毎日新聞掲載 

民家にはそこで暮らしてきた人々の記憶があります。私たちは地域を巡り、島の様子を自分たちの目で

見て、島の方々の声を聞くことができました。民家再生の課題は多いけれど、人々が思いを共有し、持続

可能な社会を作り上げていくこと、また時代に合わせた民家の形を地域全体で守っていくことが必要だと

思います。この大会への参加を通して私たちは、人と人とのつながり

の大切さを 

実感し、人々が安心して暮らすことができる社会づくりに関わって 

いきたいと改めて思うようになりました。そして何よりも、私たち 

が育ったこの町を大切にしていきたいと強く感じました。 

  私たち写真部は、これからも地域の魅力を写真を通して発信して 

いきたいと思います。 

 
 



 

 

 

生物部は大正時代に旧制「今治中学」の「博物部」として発足し、昭和の戦前に「生物部」

になりました。平成 25 年から現在の班別課題研究を開始し、平成 30 年は約 30 人の部員が

約 10 の研究テーマに分かれて活動しています。研究水準の向上のため、愛媛大学や岡山理科

大学（獣医学部）での実験も行います。研究成果は科学コン

テストや学会で発表し、平成 29 年度は入賞賞状 23 枚（うち

全国大会 8 枚）を獲得できました。また、子ども向けの科学

イベントに毎年 10 回以上の企画出展を行い、1 年間に小学生

と保護者 2,000 人以上への実験指導や環境教育にも取り組ん

でいます。外部から色々な助成金を得て活動しています。 

＜平成 30 年度の班別研究テーマ＞ 

ハリガネムシ班、クマムシ班、ナベブタムシ班、淡水魚班、 

好塩性細菌班、プラナリア班、地衣類班、カフェイン班、パラサイト班、河川生態系調査班 

＜平成 30 年 1 月～12 月のおもな活動と成績＞ 

(茨城)  

 

 

 

 

 

愛媛県立今治西高等学校 生物部 

H30 年度 部員勧誘ポスター 

今治エコライフ
ｺﾝﾃｽﾄ最優秀 

日本生物教育学
会(熊本)奨励賞 

県科学博物館 
わくわくｻｲｴﾝｽ 

超異分野学会
(東京)英語発表 

科学者の卵発表
会(仙台)3 位 

日本生態学会
(札幌)最優秀 

えひめｻｲｴﾝｽﾁｬﾚ
ﾝｼﾞ優秀賞×3 

日本農芸化学会
(名古屋)発表 

つくばｻｲｴﾝｽｴｯ
ｼﾞ(茨城)3 位 

フィールド調査
(蒼社川上流) 

県科学博物館 
ミクロライフ展 

岡山理科大学 
獣医学部で実験 

文化部展示発表
会(今治西高) 

愛媛大学の先生
の出張講義 

愛媛大学で実験
(科学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ) 

日立の電子顕微
鏡(無償貸与) 

岡山理科大学獣
医学部で発表会 

生物学オリンピ
ック優良 1 名 

バイオサミット
(山形)特別賞 

目黒寄生虫館
(東京)訪問研修 

全国高校文化祭
(長野)県代表 

ﾏﾘﾝﾁｬﾚﾝｼﾞ(愛媛
大)中四国代表 

愛媛の生物多様
性発表会・優秀 

愛媛大学「親子
科学実験」出展 

理系女子研究発
表会・四国大会 

高校化学ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
ｺﾝﾃｽﾄ(名古屋) 

青少年のための
科学の祭典出展 

海の宝ｺﾈｽﾄ(北
海道大学)2 位 

テレビ局取材
(環境調査活動) 

県高校文化祭優
秀(全国大会へ) 

海の王国こども
バリシップ出展 

学生科学賞県最
優秀・全国 2 等 

長浜高校水族館
部と部活動交流 

愛媛大学で電子
顕微鏡写真撮影 

環境活動四国発
表(高松)特別賞 

ｻｲｴﾝｽｷｬｯｽﾙ関
西ﾞ(大阪)2 位 



 

 

（１）蒼社川の特徴と、上流～下流の水生昆虫調査･･･上流の豊かな自然と下流の水質汚濁の都市河川 

（２）蒼社川の絶滅危惧種アカザ（淡水魚）の生息･･･7 月の西日本豪雨と 9 月の台風による危機 

（３）ハリガネムシの生態と河川環境への影響 

（４）蒼社川の水生昆虫ナベブタムシを利用した洗剤汚濁測定

今治市 蒼社川の生態系調査報告 



愛媛県立今治北高等学校大三島分校 
 

地域活性化活動「私たちの大三島」魅力発見・発信プロジェクト 

大三島分校を取り巻く現状 

・急速に進む過疎化、少子高齢化、移住者は徐々に増加 

 島の総人口がこの 40年で半減  15歳以下の人口がこの 30年で４分の１に  高齢化率 50％以上 

・大山祇神社を中心とした観光業、サイクリングブーム等で局地的に賑わい 

・島に唯一の県立学校として地域とともに 70年 生徒数の減少によって存続の危機 

 

活動その１ 大山祇神社参道のボランティアガイド 

 平成 25 年度から始めた活動。宮浦港から大山祇神社ま

での参道を歩きながら、あまり知られていない参道の歴史

や文化を観光客等に紹介。所要時間 60～90分。 

 ガイドメンバーは有志の生徒約 15 名で構成。ガイド実施

前に、地域の歴史学習やコースの下見、役割分担の確認

等を行い本番に臨む。聞き取り調査やガイド活動を通して

大三島の魅力を再発見し、多くの人に対してその魅力を発

信することを目標の一つに掲げている。 

 

活動その２ 伊東建築塾との協働「島デザイン部」 

 本校では、平成 25 年度から世界的建築家の伊東豊雄氏が塾長を

務める伊東建築塾と協力しながら地域を元気にするための様々な活

動を行ってきた。主として土日等に課外活動として行われることが多

いが、全校生徒の半数以上が参加することもある。これまでの活動事

例を以下に示す。 
 

 

 

活

動

そ

の３ 瀬戸内島しょ部高校との交流や地域ＰＲイベントの創出 

平成26年度から行っている広島県の島しょ部高校との交流。それぞれの地域が抱

える課題や、高校生が中心になって取り組める地域活性化活動などについて意見交

換会を行い、実践につなげる。以下は今年の取組。 
 
平成30年１月 津波や土石流の災害時を想定した避難マップの作成in生口島（計４校） 

平成30年６月 瀬戸内海島しょ部高等学校リーダー研修会in大三島（計６校） 

平成30年８月 高校生による地域ＰＲイベントin大三島多々羅しまなみ公園（計８校） 

 

 

平成25年度 参道周辺の昭和30年代の「イラストマップ」と「街並み模型」の制作 

平成26年度 旧法務局を島内外の人が気軽に立ち寄れる場「みんなの家」として改修 

平成27年度 小規模作業所「さざなみ園」で使う椅子作り 

平成28年度 熊本地震の被災地に送る椅子作り 

平成28年度 住民やサイクリストらが気軽に集える「島の休憩所」を改修 

平成29年度 公民館の「めがね椅子」をリフォーム 

平成29年度 旧小学校木造校舎を利用した宿泊施設「大三島憩の家」リノベーション 



活動その４ パンフレット「私たちの大三島～高校生が伝える大三島の魅力～」の作成 

平成 29 年度の愛媛県指定事業「地域活性化プロジェクト」の一環として行った取組。

島の魅力を多くの人にＰＲするとともに、生徒の地域活性化への意識向上などを目的とし

て、高校生目線で島の様々な場所、人、ものなどを取材し、編集まで行い、平成30年１月

末にＡ５フルカラー64ページのパンフレットが完成した。 

 

活動その５ パンフレットを用いたＰＲ活動 

平成 30年度は、愛媛県の「地域に生き地域とともに歩む高校生育成事業」の指定を受

け、島内外の各所に配架させていただいたり、高校生自らが配布しながら大三島のＰＲ活動を行ったりしてい

る。以下は、現在までの配架・配布先。 

 

 

活動その６ 地域おこしイベントの創出 

大三島に活気があふれていた時代の夜市を復活させ、大山祇神社参道に賑わいを取り戻そうと、「夕涼み会」

という名称で、地域の方々と協力して様々なイベントを企画・実施した。準備には、50 名を超える生徒が関わり、

平成 30年８月 25日のイベント当日も 42名の生徒が参加した。多くの人で賑

わい、準備していたほとんどの飲食物は完売となる大盛況であった。浴衣を

身にまとった生徒などは、笑顔で子どもの対応にも追われていた。以下は、イ

ベントにおいて分校生が関わったブース。 

 

活動その７ 地域イベント等におけるボランティア活動 

大三島支所や福祉センター等、地域各所からの依頼を受け、部活動単位や家庭クラブ、また有志が各種イ

ベントや福祉センター等に出向き積極的にボランティア活動を実施。以下は、今年度の主な活動。 

 
 

これからも地域を元気にしていくための活動に取り組んでいきます！

取材先の店舗やミュージアム約50箇所、島内の小中学生全員、今治市内の中学校 

島内の福祉施設、島内の認定こども園、瀬戸内海島しょ部高校、今治市役所 

マスコミ各社、総務省、愛媛大学社会共創学部、高知大学地域協働学部 

アンテナショップ「シンエヒメ」(東京都丸の内)、「せとうち旬彩館」(東京都新橋) 

「愛媛県大阪事務所」(大阪市江戸堀)、移住・交流情報ガーデン(東京都京橋) 

あのこの愛媛移住フェア(東京)、愛あるえひめ暮らしフェア(大阪) 

全国募集に係る県外の中学校、入学希望者 島内に観光で訪れた方 他 

輪投げ、スライム作り、子ども迷路、ボールすくい、型抜き 

かき氷、オムライス、フランクフルト、フルーツワッフル、フルーツミックス 

大三島分校写真部の写真展、流しそうめん、焼き鳥、焼きそば 

５月３日 「参道マーケット」にて音楽部が演奏 

６月17日 上浦福祉センター「元気ふれあいまつり2018in上浦」 

     （音楽部演奏、家庭クラブ役員８名） 

７月下旬 災害ボランティアに参加（テニス部，陸上部，卓球部，野球部） 

７月28日 「ゆいの家 夏祭り」に家庭クラブ役員を中心に参加 

７月30日 今治市社会福祉協議会主催「ゆいの家夏祭り」 

（音楽部８名＋有志９名ボランティア参加） 

10月７日 大三島福祉センター「元気ふれあいフェスタin大三島」 

     （家庭クラブ役員を中心に13名） 

10月18日 敬老会のイベントで写真部３名が写真撮影 

11月４日 第20回しまなみ海道空手道大会イベントスタッフ（17名） 



 

 

シンポジウムの記録 
 

今治北高等学校写真部に対して 
○ 一人一人、自分の作品に対する思いを話してください。 

→ 汐見の家の家具たちを欲張って写真に収めたいと思い、何回も試行錯誤して撮りました。

使われてきた家具たちのよさが伝わればいいなと思います。家具の中の鏡に庭が写るよう

にしたのがポイントです。 

→ 訪れた日にちょうど島四国遍路をしていました。汐見の家にいた子どもたちを撮ろうと

したが、緊張してなかなかいい表情をしてくれなくて、何回もシャッターを押していまし

た。この写真のときには、たぶん知っている人が来たのか、二人ともすごくいい表情をし

ていて、後から見直してこんな写真が撮れていたんだなと気付きました。 

→ カフェになる予定の場所で撮影しました。本が置けるようなコーナーを作りたいという

オーナーの方の思いで作業をしているところを撮影しました。本棚に使われている箱も、

いろいろと遠くの場所から経由してきたすごく古い物でしたが、これからもカフェでいろ

いろな人の手によって伝えられていきます。関わりはない人たちだけれど、同じ物を通し

て思いが共有されて、これからもカフェの中でずっと使われていくということが伝われば

いいなと思っています。 

→ 汐見の家を訪れたときに、ちょうどシーツをアイロン掛けしていて、その後ろ姿から旅

人を迎え入れる人の温かさが伝わってきたので、カメラに収めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今治西高等学校生物部に対して 
○ 学会で研究発表を聞いているような気分になりました。フィールドワークに行って、河

川で調査したり採取したりするのは、年間どれぐらいしていますか。 

→ 河川での調査に関しては、学校行事や定期考査のない時で都合の合う日に行っているの

で、不規則ですが10回程度行っていると思います。 

○ 新種だといっていたものは、今後発表する計画がありますか。 

→ ハリガネムシの新種の件については、サンプル量がまだ少ないので、来年度も採取して

サンプル量を増やし、そこから研究を進めていけたらと思っています。 

○ 聞いたことのないような生物の名前がたくさん出てきたのですが、研究をしていて夢に

出てくるようなことはありませんか。 

→ （３人とも）夢に出てくることはありません。 

○ みなさんにとって水生生物は、蒼社川にとって必要か、必要でないか、どのように思い

ますか。 

→ ハリガネムシは、カマキリなどに寄生していて、カマキリを捕まえて遊んでいたら出て

きて気持ち悪いと思ったこともあるかもしれませんが、池にすむ魚の年間摂取エネルギー



 

 

量の約60％を占めていることから、けっこう重要な役割をもっていると思うので、河川に

とっては、気持ち悪い生き物もそうでない生き物も、積み重なって河川が形成されている

のではないかと捉えています。 

○ 子ども向けや保護者向けの実験指導とかにも取り組んできているということですが、こ

んなすてきなデータや取組をもっと地域に発信していただいて、地域の人たちの環境への

意識を高めてもらえると、生物部の活動の価値がさらに高まるような気がします。そのよ

うなことで考えていることはありませんか。 

→ 研究をいろんな場で発表してきましたが、地域との協力ということはそんなにやってな

かった気がします。やってみたいと思います。 

○ 同じ高校生として、どのようにして河川の生態系に興味をもつようになったのかという

ことを知りたいです。 

→ 小さい頃から、川でメダカやドジョウなどを捕まえていました。その頃の経験があった

ので、河川の環境を研究している生物部の淡水魚班に関心をもちました。 

→ 小さい頃から川や海が好きで、小学校のときの愛読書は魚図鑑でした。魚に結構興味が

あって、高校入学のときには何部に入るか決めていませんでしたが、生物部があり、淡水

魚班があると聞き、これは自分がやりたかったことに合っていると思い、入部しました。 

→ なぜ生物が好きになったのかを答えるのは難しいのですが、子どもの頃から生物と触れ

合う機会が多かったです。最初は昆虫や恐竜に興味をもっていましたが、今治西高校の生

物部を知って、自分の興味と通じ合うことがあると思ったので入部しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今治北高等学校大三島分校に対して 
○ 先に発表した今治北高校と今治西高校は部活動での取組でしたが、みなさんはどのよう

な立場で取り組んでいますか。 

→ 大三島分校は、地域活性化を目的として、学校のほとんど全員で取り組んでいます。授

業の一環もあるし、授業以外の活動もあります。 

○ 小学校に勤めています。自然の家の活動で大三島に行くような機会もありますが、みな

さんをボランティアガイドとして呼ぶことは可能ですか。 

→ 可能です。ぜひ呼んでほしいです。 

○ 観光業や観光客の増加だけでは、定住人口が増えることには直接つながらないというこ

とですが、本気で地域のことを考えてやっているからこそ、そういうことを発見できたの

だなあと伝わってきました。学校を挙げて能動的に活動できるという原動力というのはい

ったい何なのか、同じ高校生として知りたいです。 

→ 大三島分校は、大三島で一つだけの高校です。この高校がなくなったら、一気に島は衰

退してしまうので、分校を残したいという私たちの思いもあるし、地域の方々も多くの協

力をしてくれています。地域唯一の高校を守っていこうと、島全体で頑張っているのが原

動力です。 



 

 

○ 私は子どもの頃３年間大三島で過ごしたので、とても懐かしい風景を見させてもらいま

した。情報誌を発行するときに、ターゲットをどのぐらいの年齢層にするかとか、いろい

ろなことを考えたと思いますが、何が一番難しかったですか。 

→ 自分は大三島に住んでいますが、島外の人がすごいということが、自分たちにとっては

日常的なことなんです。そういう違いなどを見つけ出して、いかに島の魅力を、島がどれ

だけ自然に恵まれているか、島にしかできないことがあるかなど、試行錯誤しました。そ

して、どのように発信していくのかが難しかったです。 

○ 大三島を紹介する冊子がすばらしいです。制作費用はどのようにしましたか。 

→ パンフレットは1冊約100円になっていて、5000部発行しました。県の事業である「地

域に生き、地域と共に歩む高校生育成事業」に参加してお金を賄いました。 

○ 失敗談もあれば紹介してください。 

→ 定住人口の増加につながらなかったというのが、１年間地域活性化活動を行ってきた結

果です。 

○ ますます島が好きになりました。高校３年間は短いです。高校ですばらしい活動をして

いますが、卒業すると活動が終わってしまうのはもったいないと思います。今後、一個人

としてどのように大三島と関わっていこうと思いますか。 

→ 私たちは４人全員高校２年生です。今年の入学者数が定員を切ってしまったら廃校が決

まってしまうので、この一年間は絶対に踏んばらないといけないという思いでやってきま

した。しかし、この後も続かないと意味がないと思っています。私たちにはあと１年しか

ありません。後輩たちに、「大三島にこの学校を残さないといけない」という私たちの思

いを伝えていくことが大切だと思っています。後輩たちと一緒になって地域のために動け

ていけたらと思います。 

→ 私は卒業後、社会福祉士になりたいと思っています。それは、大三島を見てから思いま

した。大三島の子どもたちに何かできることはないかな、と考えているうちに最終的にた

どり着いたのが、社会福祉士の道でした。卒業後はそのための勉強をして、大三島ででき

ることをしていきたいと思っています。 

○ 私は、今治市玉川町の鈍川小学校閉校時の教頭でした。地域の人が、「チャイムはやか

ましかったけど、学校がなくなったら、あのやかましかったチャイムさえ懐かしくなった」

と言って、学校がなくなったことを嘆いていました。「学校がなくなったら、火が消えて

しまったような感じだ」と何人もが話していました。そのように、地域にとっては大切な

学校を、本気で存続させようと活動している様子が伝わってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体を通して 
○ 三者三様の発表でとてもおもしろかったです。今治北高校写真部は、全国レベルの発表

で感動しました。今治西高校生物部は、地球が抱えている環境問題について、専門的に取

り組んでいることがすばらしいです。子どもや地域向けに何かできればさらにすばらしく

なると思いました。大三島には何度か行ったことがあるが、今度行ったときには、ガイド

をしている高校生を見られたらいいなと思います。 



 

 

ワークショップ 

「まちづくり企画会議模擬体験！ チーム対抗、 

参加者をうならせる企画は！ はたしてどのチーム！！」  

ファシリテーター：実行委員 宮﨑 恵 ・ 榎木 奨悟 



 

 

各班の企画案 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最優秀賞 

10班 施設名は、「東予コミ・ド」です。「コミ・ド」とは、「コ

ミュニケーション・ドーナツ」を略したものです。「コミュニケ

ーション」は、様々な世代の交流を施設の主なコンセプトとし

ているからです。「ドーナツ」は、施設の形と人々の輪を創出す

るという意味もあります。「コミ・ド」という名前だけで、渋谷

の駅前に建っているような感じですね。鳥の目線になって皆さ

ん考えてみてください。中心には木や花、池や川など憩いの場

になっています。その憩いの場を中心に、お年寄りから若者ま

で世代関係なく、様々なスペースが広がっています。平屋にし

たのは、高齢者の人が移動しやすくするためです。また、ドー

ナツ型にしたのは、広がるような感じで行き来しやすくするた

めです。農園を入れたのは、どの世代もできるということや、

教育活動の中にも組み込めるということで取り入れました。カ

フェは、人々の休養所、異年齢はもちろん、外国人との交流も

視野に入れて設置しました。 

３班 施設の名称は「渚のバルコニー」、通称「なぎバル」にしました。海のそばにある開放的な施設になってい

ます。地下１階はスポーツ施設で、温泉、プール、サウナもあります。１階は、子どもが交流できたらいいと考

え、母親と一緒に絵本を読めるような子どもの施設にしました。２階は、食のフロアーにしました。自主経営で、

高校生や大人が経営するようになります。３階は、学習のフロアーです。新居浜西高校の発表にあったような学

習スペースを作ります。壁一面で、クライミングができるようにしています。外の海には、ビーチがあります。

海水浴場やバーベキューができるので、ぜひ来てください。「なぎバル」は海の近くにあって、駅に直結している

ので、高校生に「今日、なぎバル行かない？」というような施設になればいいなと思っています。  

優秀賞 
６班 「東予もてこい元気館」です。駅前ということで、１階

は、電車を待つ休憩スペース、観光案内、地産地消の売店、仮

設テント。２階には、キッズが遊べるコーナー、高齢者が集ま

るスペース、廊下ですれ違うと３世代交流が生まれると思いま

す。３階には、中高生が頑張っているバンドやダンスができる

ようなレンタル施設、PC コーナー、スポーツコーナーを設け

ています。屋上には、温泉。電車を見ながらまったりしていた

だきたいと思います。また、懐かしい映像を見ながらゆっくり

休憩できるところもあります。地下には、調理グループ、老人

交流グループ、研修室でキャリア教育ができるような施設を作

ります。外には、開閉式ドームでライブやパブリックビューイ

ングができるような広場と、太陽と遊べる芝生広場。駐車場は

地下に作りたいと思います。これだけの施設を運営していくに

は、かなりお金がかかります。入場料、利用料はあなた次第と

いう設定です。ソーラー発電、地熱発電で環境にも優しい施設

にします。トレーニングジムには、１００台エアロバイクを置

いて、そこで発電した分安くなるという設定にしています。 

優秀賞 



 

 

各班の企画案 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

班活動の様子 「老若男女入り混じって知恵の出しあい」 

 

 

各班の発表 「大人顔負けの高校生のプレゼン力！」 



 

 

 

閉会式 
「司会を務めての感想」       新居浜西高等学校 北川 瑠奈 
 

今回、司会という大役を務めさせていただき、貴重な体験をあり

がとうございました。たくさんの大人の方から、高校生が様々な取

り組みをしていることをほめていただいて、うれしかったです。 

また、これだけ地域の活動に熱心な高校生、私からしたら「仲間」

がたくさんいるんだなということに気付きました。高校生からして

も、とても貴重な会になったと思います。 

本日は、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

「閉会あいさつ」           実行委員会事務局  越智 秀雄  
  

皆さん、楽しかったでしょうか。私は、裏方で汗をい

っぱいかきながらも、楽しかったです。 

 今日、高校生の発表を聞きました。自分が高校のとき

には、こういうことはありませんでした。高校３年間は、

あっという間です。その間に、どういうことができるか。  

特に、私の地元である大三島分校は、すばらしかった

ですね。（私の）自画自賛です。大三島分校は、今、存

続の危機に瀕しています。今年度、31 名を超えなかったら募集停止という厳しい状況です。

その中で、自分の地域を盛り上げようと頑張っている姿に、ウルッとくるのが正直なところ

です。他の地域においても、同じような状況ではないかと思います。自分たちの地域に危機

感をもつ。それは、だれのための危機感かは分かりません。しかし、危機感をもって臨んで

いるからすばらしいのだと思います。輝いているのだと思います。 

今日、私たちはここに集い、とても楽しい時間を過ごしました。しかし、これは最終目的

ではありません。私たちはこの会を手段にして、地域に力を、つながりをカタチにという気

持ちで頑張っていく、その起爆剤として高校生から力をもらいました。 

私も、明日から頑張っていけそうです。でも、明日はお休みをもらっているのですが…（会

場爆笑）。本日はありがとうございました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

アンケート集計結果（回答者 56名） 
 

【年齢】            

 

【所属】            

 

 

１ シンポジウム（高校生の実践報告など）はどうでしたか。 
ためになった ためにならなかった どちらともいえない 

５６ ０ ０ 

10代 

○ 高校生としても、同じような活動をしている仲間がいることに勇気をもらった。 

○ 高校生が頑張っていて、元気づけられた。 

○ それぞれ、地域のよさが伝わってきて、聞いていて楽しかった。 

○ 同じ高校生が、自分の住んでいる地域のために、それぞれができることを一生懸命やっ

ていてすごいと思った。 

○ 様々な目的の班が、それぞれの思いを伝え、どこの班も熱い思いが伝わってくるような

発表でした。 

○ 他校が行っている活動が、どのようなものか知れてよかった。 

○ 大三島分校の発表は、島に行ってみたいなと強く思わせてくれました。 

○ どの発表も強く心に残りました。 

20代 

○ 自分はボランティア活動を行っているが、活動を参考にさせてもらおうと思った。 

○ すごく立派な発表で驚きました。地域の活性化のために、若者が動いていることを知り、

私も何かできることはないかなと考えさせられました。 

○ 知らないことばかりで、高校生の視点から楽しく聞くことができました。 

40代 

○ 生徒がしっかりと発表してくれてホッとしています。大三島分校の取組を参加していた

だいた方に知っていただき、生徒も貴重な経験をさせていただき感謝しています。 

○ 地域のために活動している高校生に出会えたことが一番の成果。それぞれの地域に興

味・関心をもつことができた。 

○ 高校生の可能性を周りの大人がどう受け止めるか、考えてしまいました。 

○ 高校生は地域活性化の主力になると感じました。情報を地域にもどんどん発信したい。 

○ それぞれの活動が、今後も続いていけるよう、学校、地域の支えも大切だと思う。 

○ すばらしいの一言です！こんなにも純粋に地域、環境のために尽力できる若い力に感動

しました。ネット世代の高校生が人と人とのつながりや学校の存続のために、自分たちの

足を使って頑張る姿に私たち大人もっとガンバレ!と言いたい。ありがとうございました。 

○ 高校生の純粋さ、はつらつさが伝わってきて、非常によかった。 

○ いろいろな角度から多くの意見が聞けて非常によかった。高校生が真剣に世の中、地域

と向き合っていることを多様な参加者が見ることで、化学反応が起きるはず！ 

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 

１６ ５ ０ ９ １１ １０ ５ 

小・中・高校

生 
教職員 ＰＴＡ 公民館 

青少年健全育

成団体 
市町行政 その他 

１６ １０ ５ １ ３ ９ １２ 



 

 

50代 

○ 高校生の方が、何倍もいろいろなことを真剣に考えているのだなと思った。好きとか真

剣さは、将来にもつながっていく原動力なのだと強く感じた。 

○ 高校生として、今何ができるかを真剣に考えているなと感心しました。 

○ すばらしい実践と高校生たちの姿勢、成長に感心した。 

○ 高校生全員すばらしい。 

○ 高校生のすばらしい取組、頑張りに感動しました。それぞれの思いが将来につながるよ

う、今の大人たちは頑張らねばと思いました。また、教育に携わっていますが、このよう

な高校生に子どもたちを育てたいと思います。 

○ 活き活きと取り組んでいる姿に感動、礼儀正しい姿に感動、はきはきとした受け答えに

感動しました！ 

○ 高校生がそれぞれの地域で活躍していることを、今回知ることができてよかった。 

○ ３校ともすばらしかったです。 

60代 

○ 大三島分校の地域活性化活動はすばらしかった。 

○ 三者三様で見所が多く、とてもよかった。みんな一生懸命で、見ていて力がわいてきた。 

○ 大三島の危機感へのチャレンジがGood！ 

○ 高校生の活動にエネルギーをもらいました。 

○ 地域を盛り上げるために、高校生の柔軟な発想を感じることができた。 

○ 高校生のプレゼンはすばらしく、感動しました。 

○ 高校生のみなさんが、地域のために頑張っているのが、すごく伝わりました。この高校

生のみなさんの将来がどうなるのか、どうするのかが課題だと思いました。 

○ 高校生はすばらしいことが分かりました。 

○ 高校生をはじめ、若い力に大きな期待がもてることを実感させられた。 

 

70以上 

○ 今の課題に取り組む子どもたちの熱い思いがうれしかった。新しいうねりを感じて、今

日の会がよかったと思う。 

○ すばらしい実践報告をありがとうございました。若い力を支え、共に活動できればと思

いました。 

○ とてもいい集会でした。 
 

 

２ ワークショップはどうでしたか。 
ためになった ためにならなかった どちらともいえない 

５２ ０ ２ 

10代 

○ 大人と話す機会が設けられてよかった。 

○ いろんな意見が聞けて楽しかった。自分じゃ考えつかないような案がたくさん出た。 

○ 自分の意見を発表させていただくよい機会になりました。 

○ あまり参加できていない人がいたので、もう少し配慮した方がよかったと思う。ただ、

非常によいイベントだとは思った。 

○ 発表の係でしたが、後で班員の人たちが拍手してくれたのでうれしかったです。 

○ 班内で楽しくまちづくりについて考えることができました。 

20代 

○ 楽しく交流できてよかったです。 

○ 自分が思いつかないような様々な意見や考え方を聞くことができてよかった。 



 

 

40代 

○ 地域の施設を考える機会は初めてであったので、楽しく活動できた。 

○ 発想豊かで、どのプレゼンも面白かったです。 

○ いろいろなアイデアが出て楽しかったです。 

○ 同じグループのメンバーみんな、すばらしい方ばかりでした。 

○ 企画するって、こんなに楽しいんですね！いろいろなアイデア、視点が勉強になりまし

た。 

○ 進行役としていい経験になった。 

50代 

○ いろいろな世代の方と話せると、あー、こんな考え方もあったのかと視野が広がったこ

とが、とてもよかった。コミュニケーションの難しさも、同時に感じた。 

○ 楽しかった。多くの方の考えに触れることができ、光栄でした。 

○ 公民館の職員の試験を受けようとしているので、まちづくりについてすごく参考になっ

た。 

○ 多様な発想、共通の意識を改めて感じた。 

○ 無理かと思っていたら、意外とできた。８～９人は人数が多く、あまり話せない人もい

た。 

○ それぞれの参加者の思いが伝わってきました。未来を考えることは、とてもすばらしい

ですね。 

○ 楽しかったし、みなさんと考えを出し合えてよかった。具体的な話ができてよかった。 

○ 各グループで、全体でアイデアを発表し合い、楽しく学ぶことができた。 

○ 楽しくできました。本質的な課題まではいけなかった感じもあります。 

60代 

○ みなさんが参加することにより、アイデアが生まれ、つなげることができた。 

○ 基本的な発想は、皆同様でありながら、それぞれにアピールが多様でおもしろかった。 

○ 企画がgood 

○ 社会人ではなく、高校生の発想が素朴で、素直な意見だった。 

○ できれば高校生の発表に沿ったワークショップにしてほしいと思います。 

○ なかなか自由な発想がわかない。このワークショップでどうなるのかよく分からなかっ

た。 

○ 敷地面積、建設に係る予算等について一定の条件を設定すると、より現実的なものにな

るのではないかと思う。 

70以上 

○ いろいろな構成の方と仲間になれてすばらしかった。 

○ 何をするのか知らないで参加しましたが、内容が充実していました。 

○ 楽しく交流できました。ありがとうございました。 

○ みんなの発想はすばらしい。 
   

３ 来年度、本集会で扱ってほしいテーマ・内容等をお書きください。 
10代 

○ 次回もこのようなワークショップをお願いします。 

○ 四国新幹線のことについて。 

40代 

○ 今年と同じでもいいと思う。 

○ ＳＤＧｓを掘り下げてほしい。 

○ 実行委員に高校生を入れるとかもありかもしれません。司会は、日程が合えばやりたい

といっている子がいます。 



 

 

50代 

○ やはり、高校生、いいですね。大学生とかも入ってくると幅が広がるかも。 

60代 

○ 異分野のつながりのようなことが考えられるといい。 

○ 高校生による議会。 

○ 大学生（明徳、岡山理大）の活動も発表してほしいと思います。 

○ やはり高校生の活動をもっと知りたいと思いました。 

70以上 

○ 東予管内の全高校でやっている活動を一覧表にして配布してほしい。 
 

 

４ 感想やご意見など、自由にお書きください。 
10代 

○ 様々な世代の方と交流、お話ができて楽しかった。自分の活動を伝えるよい機会になっ

た。 

○ とてもおもしろかったです。 

○ 今回、初めて参加させていただき、とても勉強になりました。地域を盛り上げるために、

全員が本気で考えていて、よい刺激を受けました。今日はありがとうございました。 

○ 普段あまり話さない年代の人と話して、おもしろかった。 

○ 本当にありがとうございました。本当に勉強になりました。 

○ 地域課題や様々な点において、自分だけでなく違う視点から考えることができました。

ワークショップでは、みなさんの自由な発想に驚かされました。このような地域教育の場

がもっと増えるといいなと感じました。 

○ 初参加だったので不安なことはいろいろありましたが、楽しむことができたのでよかっ

たです。 

○ ワークショップは３位で、あとちょっとだったなあと思いました。大三島には、まだ行

ったことがないので、ぜひ行きたいです。 

○ 昨年度も参加させていただき、ここへ来ると頑張らないといけないなと思います。 

20代 

○ 高校生の発表がとても印象に残った。地域のことを真剣に考えている姿を見て、刺激を

受けた。ワークショップでは、世代を超えて、様々な人と触れ合うことができ、よい機会

となった。 

40代 

○ 学校の存続には、学校だけの頑張りでは難しく、正直なところ、愛媛県は島根や広島に

比べると少し遅れています。一人の教員としてできることも限界があり、何か良い方法は

ないかと模索しています。今後もご指導をよろしくお願いします。 

○ 高校生を主にした取り組み、すばらしかった。来年もぜひ！ 

○ 高校生の実践を聞くことができ、とても勉強になりました。地域教育にとって、“高校

生”は主役です。すてきな高校生の実践を紹介してほしいです。 

○ 高校生の参加が増えて頼もしかった。 

○ 高校生から元気をもらいました。みんなしっかりしている！日本の未来は明るい！高校

生だけでなく、大人側がこれを受けてどう地域づくり、人づくりに生かしていくかが課題

です。地域に帰って頑張りたいです。 

○ 初めて参加させていただきましたが、高校生のパワーにびっくりでした。地域のために

若い力と幅広い年齢の皆さんが頑張られていることを知り、私は今まで何をしてきたんだ

ろうと思います。また来年も参加します！ありがとうございました。 

○ いろいろなことを考えるよい機会だと思います。今後も継続していってください。 



 

 

○ 「学ぶ」ということが「楽しい」ということを体現している取組だと思います。つなが

り、かかわりがチカラになること、それって大事なことだし、何より「楽しい」。これ以

上のエサはないので、今後は、毎日「つまらない」と思っている地域の人や仕事人、若者、

そして学校の先生にも、この世界を知ってもらうための仕掛けもいるのかないるのかな、

と思います。 

50代 

○ 温かな雰囲気、ありがとうございました。準備してくださった方、発表の高校生も、本

当にありがとうございました。 

○ 非常によかった。 

○ 異年齢交流、最高～！高校生議員がいてもいいくらい、政治にも身近なまちづくりにも、

柔軟な考えをもっていることに驚いた。 

○ なぜ高校生がこんなに成長しているのか、何が起こっているのか、掘り起こしていくよ

うな視点での企画を、次回楽しみにしています。 

○ 発表者の選考、すばらしかったです（アトラクションも含め）。発表により、高校生も

次へのやる気につながるのではと思います。準備等々、ありがとうございました。チラシ

を見て参加された方もいました。すごい！ 

○ 来年も進行を生徒さんにしてもらうといい。 

○ 初めて東予の会に参加して、高校生の活動のすばらしさを感じた。市外の人へのアピー

ルをうまくすればよいのでは。 

60代 

○ アトラクションで発表した新居浜西高生のみなさんは、確実に進歩している。 

○ 新居浜西高放送部の司会がよかった。アトラクションもとても実践的で、考えさせられ

ることが多かった。 

○ 時間が延びたのは困りますね。 

○ 市民生活に必要なことは、たとえ少数意見であっても、行政に対して不平、不満、文句

だけをぶつけるのではなく、自分たちも解決策や協力をする前提で交渉すれば勝ち取れる

ということを感じた。 

○ 地域活性化や環境問題についての発表は、役所の企画振興系、財政系の職員にも聞かせ

てください。 

○ 来年も楽しみにしています。 

○ いつもおもしろい企画をありがとうございます。 

○ どの実践報告も行政課題と直結しており、すばらしいものでした。発表に対応する行政

側のコメントがあってもよかったのではないか。市町行政や教委とコラボする企画を通し

て、高校生の成功体験を増やし、自信と笑顔につなげたいと思いました。今後検討してく

ださい。 

70以上 

○ いい出会いができてよかった。子どもたちの未来の夢が広がるといいですね。 

○ 高校生と地域が結びついた、すばらしい会でありました。ボーっとしている高校生が多

いと思っていましたが、こんなに前向きな若い人がいるとは、大変心強いかぎりです。こ

れからも続けてください。 

○ 初めて参加しました。高校生のすばらしい地域発信、よかったです。若い力にパワーを

いただきました。 

○ アトラクションがよかったです。 


