
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３回 地域教育実践 
南予ブロック交流集会 

実施報告書 

と き；平成３１年２月９日(土) 

ところ；愛媛県歴史文化博物館 



第３回地域教育実践南予ブロック交流集会要項 
 

 

１ 期 日  平成 31 年 ２ 月 ９ 日(土) 

２ 場 所  愛媛県歴史文化博物館 
３ 主 催  地域教育実践ネットワークえひめ 
４ 協 力  ＮＰＯ法人えひめ子どもチャレンジ支援機構 
５ 後 援  愛媛県・愛媛県教育委員会・「えひめ教育の日」推進会議 
        南予管内市町等教育委員会連合会 

６ 趣 旨  

 

 

 

 

７ 日 程                             総合司会 … （ 國分 美由紀 ） 

時 刻 内               容 場 所 

12：00 受付開始 ホール入口 

オープニングイベント 

【津島太鼓 雅キッズ】（宇和島市 津島町） 
多目的ホール 

13:00 開会式あいさつ・趣旨説明 
 南予ブロック交流集会実行副委員長        浅野 長武 
祝 辞 
南予管内市町等教育委員会連合会        

           宇和島市教育委員会教育長  金瀬  聡 

多目的ホール 

13:15 分散会 第１分散会 
      第２分散会 
      第３分散会 
      第４分散会 

ミーティングルーム 

第２ミーティングルーム 

第３研修室 

第２研修室 

15:00 移動・休憩  

15:15 全体会 インタビューダイアローグ （小中高生と地域のつながり） 

語り部 … 濵田 規史 ・ 眞田井 良子 ・ 山本 浅幸 

聞き手 … 浅野 長武 

多目的ホール 

16:30 閉会式あいさつ 

  南予ブロック交流集会実行委員長  小池 源規 
多目的ホール 

16:35 解  散  

17:30 交流会（自由参加） 冨士廼屋 

子どもの育成に関わっている地域活動者及び活動グループが、地域の教育力を

高めるため手弁当で集まり、相互の情報交換を行います。互いの実践を本音で語り

合って、元気を分かち合い、新たな展望や相互交流を育んでいきます。「かかわり

をチカラに、つながりをカタチに」を合言葉に、毎年大洲で開催する交流集会への

ステップとして、今年度も南予地区でブロック交流集会を開催し、新たな実践者の

交流を図ります。 

地域教育実践の輪を

さらに広げ、実践者同

士の交流を深めま

す！ 



参 加 者 
○ 参加総数 … ９４名 
○ 参加内訳 … 一般参加者４９名、報告者 13名 

         オープニングイベント参加者 16名 

役員８名、実行委員８名 

 

オープニングイベント 12:30～12:50 
 

津島太鼓集団 雅キッズ 

平成 14年、津島太鼓集団「雅」が立ち上がりまし

た。樹齢約 900年の大楠による日本一の樹根太鼓「津

島平安太鼓」を後世に伝えるため、地元津島を拠点に

活動しています。 

メンバーは高校生から社会人と幅広く、地域のお

祭りやイベントに多数参加するなど、太鼓を通じた

人づくりやまちづくりを精力的に行っています。 

 

平成 23年からは、中学生を対象に「泉風太鼓」、平

成 27年からは、小学生、３歳から６歳の園児を対象に

「雅キッズ」の太鼓指導を始めました。 

「太鼓を中心に人づくり！まちづくり！」をモットー

に和太鼓の指導を通して、太鼓の技術はもとより、あい

さつ・返事・整理整頓等、基本的生活習慣も厳しく指導

しています。 

 

また、地域で行われている「津島しらう

お祭り」「津島夏祭り」「宇和島夏祭り」や

道の駅「やすらぎの里」のイベント等に参

加し、地域のためになっているという喜び

と、活動の達成感を感じさせるべく活動範

囲を広げています。 



第１分散会 

（ミーティングルーム） 

愛南町立家串小学校             飯田 豊一 
【地域とともに防災教育】 

家串地区は、南海トラフ地震及び津波の影響を大きく受ける地域です。第一避難場所は

地区各地に設置されていますが、発災後の生活拠点ともなる避難所は近隣にはなく、ある

期間の孤立も想像に難くありません。 

そのような現状の中で、家串小学校は今、地域と共に防災教育の取組を進めています。

夏休みには学校を会場として地域と共に「防災ワークショップ」を３回に分けて実施しま

した。また防災一日キャンプを行い、避難所での実際を疑似体験しました。5・6 年生は

地域６地区の防災マップを消防団の協力を得て作成し、年末の地域合同避難訓練につなげ

ています。愛大にも協力していただき、まとめとして講演会も実施するなど、「我がことと

して考える防災」を研究しています。 

 

質疑応答 

Ｑ 防災ワークショップ３回の内容を教えてほしい。 

Ａ １回目は防災士の毛利氏による、非常時の対応、疑問点の洗い出しを行った。２回目

は、地域ごとに分かれて孤立した時にはどのように行動すればよいかを話し合った。３

回目は、２回目のワークショップで話し合ったことについてさらに話合いをした。 

Ｑ 校区の中学校との関わりを教えてほしい。 

Ａ 家串幼稚園、家串小学校、内海中学校の教員が実践委員としてかかわっている。 

  →ぜひ小学校で学んだことを中学校につなげてほしい。 

Ｑ 避難訓練での体の不自由な方、障害のある方への対応はどのように行ったのか。 

Ａ 合同避難訓練の時、車いすの方が一人だけ参加していただいた。山道は、大人が担い

で移動した。 

Ｑ モデル地区で行ったことを地域に広げることが大切である。どのような啓発活動を行

っているか。 

Ａ 実践が持続可能なものにしていく必要がある。各小中学校にも参観日に来てもらい発

表の場を見ていただいた。 

Ｑ メンバーが変わっていくと思うが、引継ぎはどのように行っているか。 

Ａ 教員、地域住民がそれぞれの立場で引き継いでいくことが大切である。コミュニテ

ィスクールでの話合いも有効である。 

 

松野町教育委員会地域おこし協力隊      川嶋 健佑 

【俳句を切り口にした町づくり、および町出身俳人芝不器男の顕彰活動】 
松野町教育委員会では、俳句を切り口にした町づくりのため、平成３０年度から地域お

司 会 者；清水 大輔 

会場責任者；武岡 伸司 



こし協力隊を採用しています。主に松野町出身の俳人芝不器男の顕彰や不器男記念館の活

用、また俳句を切り口にしたコミュニティーづくりや教育に力を入れています。 

 初年度は不器男記念館にて、町在住の方を講師にカルチャースクールを開催しました。

また、初心者から上級者まで楽しめる入口句会を催し、町内外の方を俳句というテーマで

結びつける活動をしています。 

俳句という視点で松野町を掘り下げ、地域に根付いた文化を活性化させることがミッシ

ョンです。 

 
質疑応答 
Ｑ 俳句の学習会には町外でも来てもらえ
るのか。 
Ａ 町内は無償で学習会を行っている。町
外でも教育長の理解を得て、無償で行く
ことができる。 

Ｑ プロフィールには大阪出身とあるが、
松野町に来たきっかけは？ 
Ａ 松野町に来たのは、俳句による地域お
こし協力隊の募集があり、俳句の仲間の
つぼうち先生から勧められたこともあり
応募した。企業に勤めたあと、半年、雑誌
作りをしていた。 

Ｑ 大洲市平野小学校で放課後子供教室を
やっている。来てもらうことはできるか？ 
Ａ 資料のＱＲコードからメッセージを送ることができる。そこから依頼してほしい。 
Ｑ 私は国語が苦手だが、ゲーム形式の俳句作りは楽しかった。 
Ａ ぜひ、（川嶋氏が在籍していた）日本文学科で学んでほしい。難しいことを考えるので
はなく、意味が通じていればいいという軽い感覚でいればいいと思う。 

Ｑ 地域おこし協力隊には任期があるが？ 
Ａ ５年は続けたい。その後は、不器男記念館の仕事をしたいと思っている。雑誌も作っ
ており、製作費１０万円で、現在７万円分は回収できている。 

 
協議 
Ｑ この会のテーマは「かかわりをチカラに つながりをカタチに」。この協議ではつなが
りをテーマに話し合いを行っていきたい。 

Ａ お二人の実践の強さを感じた。うちでもやりたいと思う。自分の地域だけでなく、外
にも広げていってほしい。防災教育では、そのノウハウをシェアできるつながりがある
といいと思う。場う際の体験もしてみたいし、学生にも受けさせてみたい。 

Ａ 俳句の学習では、子供たちと顔を合わせて行っているのがいいと思う。俳句の学習で
教えてもらうことはたくさんある。活動を通じて仲間ができると思うが絆を大切にして
ほしい。 

Ａ 県外から移住してきた。国際交流員ＡＬＴのお世話をしている。ＡＬＴと海外に行っ
たことがある人が集まってメンバーをつくっている。田舎にもガッツのある人はいる。
地域の人をつないでいくには「飲みにケーション」が大切だと思う。 

Ａ いろんな人が研修会に参加するといい。市は市、町は町になりがちだが南予の４市５
町が混ざって活動できるといい。 

Ａ 熱気を感じた。社会教育をキーワードに一体感を感じた。 
Ａ まずはやる、始める。そして、続ける、発展させる、持続可能な形を見つけていくこ
とが大切である。人づくり形づくりのために話合いを深めていくことが大切である。 



第２分散会 

（第２ミーティングルーム） 

宇和島市立城東中学校            渡邊 直宣 

【「うわじままちあるき」～公民館との連携を通して～】 

城東中学校では、１年生が総合的な学習の時間の地域学習の一環として、校区の史跡や

文化について学習しています。平成 29年度には、スマートフォン用アプリ「マチアルキ」

を活用して、城東校区の史跡について発信し、紹介する活動を行いました。 

 実施に当たっては、校区内の４つの公民館と連携し、地域の名所や史跡など 23カ所に

ついて調べ学習を行った後、フィールドワークを行いました。その後、新聞づくり、校内

発表会を実施しています。 

 地域の中から課題を発見し、調査研究を行い、思考・判断し、まとめ、発信するプロセ

スの中で、思考力・判断力・表現力の育成を目指しました。また、地域の文化や史跡等を

探求する活動を通して、自分たちが住んでいる地域のよさを再発見するとともに、ICT環

境を活用して広く発信することで、郷土愛の醸成を目指しています。 

 

津島太鼓集団 雅キッズ           田中 繁幸 
【太鼓を中立ちに人づくり！まちづくり！】 

平成 14 年、津島太鼓集団「雅」が立ち上が

りました。樹齢約 900 年の大楠による日本一

の樹根太鼓「津島平安太鼓」を後世に伝えるた

め、地元津島を拠点に活動しています。 

メンバーは高校生から社会人と幅広く、地

域のお祭りやイベントに多数参加するなど、

太鼓を通じた人づくりやまちづくりを精力的

に行っています。 

 

【記録】 
１ 「うわじままちあるき」～公民館との連携を通して～ 

(1) 報告より 
  ・ スマートフォンアプリ（AR）を活用した取組の紹介 
  ・ 宇和島城の紹介を考え、中学生がデータを入力して作成する。 
  ・ １年生が総合的な学習の時間を使って実施 
  ・ 平成 29年度は、校区内のことを調べた。 
  ・ 公民館（明倫・三浦・番城・祝森）との連携を強化した。 
  ・ 発表会には、各校民館長さんを招待した。 
  ・ 英語版の資料も作成して予定。 
 (2) 協議より 
  ・ アプリはどのような仕様か。（内子町 山崎） 
    見る側は、無料でアプリをダウンロードできる。 
    作る側は、２Gで 15万円、500Mなら８万円程度必要。（導入・利用） 
  ・ 生徒が地域と関わることでふるさとへの思い入れが強くなる。自分たち 

司 会 者；山田 千尋 

会場責任者；中本 克也 



がしたことを認めてもらえることで自己有用感も育つ。これからの社会に 
開かれた教育課程にマッチしている。地域の方を巻き込んで取り組んでい 
る点がすばらしい。（宇和島 金瀬） 

  ・ コミスクの取組も今後重要になってくる。地域のコーディネーターの活 
用も鍵である。（八幡浜市 木下） 

  ・ ４つの公民館との関わりについて（八幡浜市 井上） 
    基本、自分の住んでいる地域の公民館にでかける。各グループで同じ日 

にフィールドワークを行う。（宇和島 渡邊） 
  ・ こうした活動は、学校だけではできない。行政、地域の関わりが大切で 

ある。（内子 山田） 
  ・ 公民館は、場所はあるが、お金がない。（八幡浜 木下） 
  ・ 行政としては、公平性、透明性、説明が大切である。災害対応もしかり 

で、やれる人がやれる範囲でするのがよい。NPO団体との連携も考えられ 
る。（宇和島 金瀬） 

  ・ ふるさと納税の仕組みを生かす方法もある。協力者に、生徒が作ったふ 
るさとの資料を送付する。（宇和島 山本） 

 
２ 「津島太鼓集団 雅」 
 (1) 報告より 
  ・ 本日のオープニングで披露した雅キッズの太鼓（３歳以上）は、３年前 

から取り組んでいる活動である。 
  ・ シンボルである樹根太鼓は、石川県の業者に依頼して完成した。重さは 1.5ｔあ

る。 
  ・ 中学生は、泉風太鼓に取り組む。活動は、太鼓をたたくだけではない。 

挨拶をする、返事をする、靴を並べる、片付けをする等、当たり前のこと 
をしっかりできることをモットーにしている。 

  ・ 子供たちは、大きなステージを重ねながら成長している。 
  ・ これをやれば、その先に何があるかを考えさせるようにしている。 
  ・ 不登校傾向の子供との出会いがあった。太鼓集団「鼓動」のテストを受 

けた。合格はしなかったが、現在は造園業の仕事をしながら、再チャレン 
ジしようとしている。 

  ・ みんなの想いをつないでいくことが大事だと考えている。 
 (2) 協議より 
  ・ 練習場所はどこか。（内子町 山田） 
    やすらぎの里で行っている。樹根太鼓も保管している。出演料を積み立 

てて太鼓の修理代に当てている。 
  ・ 指導者はだれか？（八幡浜市 井上） 
    自分（田中さん）、息子、サポーター 
    ３歳の子供もいるが、環境づくり、場作りが大切である。子供たちが輝 

く場所を提供したい。 
  ・ ジョブチャレＵ-15事業では、学校にいろいろな立場の方に来てもらい 

話をしてもらう。一般の方を子供につなげていくこと（マネジメント）が 
大切だと考えている。（宇和島 山本） 

  ・ 地域を結びつける行事としてお祭りがある。神山地区では、母親も熱し 
んで、若者の参加も多い。地域の中には、介護・医療系の代表者の協力が 
あり、子ども食堂やふれあい食堂を開設している。現在、障がいをもつ子 
供の為のサービスも計画中である。（八幡浜市 木下） 

  ・ 絆づくりの大切さを学んだ。様々なノウハウを参考にしたい。地域にあこがれの
大人や先輩がいることが大切だと感じた。（愛南町 加州） 

  ・ 大洲市では、学校の総合的な学習の時間に食育を展開している。地域と 
のつながりを密にして、子供たちが販売も行う。自分は、想いだけで学校 
に飛び込んだところがあるが、活動の形ができている。 

 



第３分散会（第３研修室） 
 

田之筋地区緑の少年団            山口 敦史 
【自然体験活動】 

当団は、Ｓ58年 3月に設立され、今年で 36期目を迎えました。対象は田之筋小児童

で、68名中 51名が少年団に登録しています。 

自然体験活動を中心に、花いっぱい活動を年２回（春・秋）、夏休みには、１～４年生を対

象とした夏キャンプを、秋口には高学年を対象に１泊研修を実施しています。 

また、稲作体験を行い、秋には収穫したもち米で地域の人たちとの交流会を行っていま

す。近年では、年内に終了していた活動を冬季にまで広げ、スキー・スノボ体験、２月に

は、６年生の卒団に合わせ、ピザづくり体験とこれまでの活動の振り返り（感想発表）を

行っています。 

 

質疑応答 

Ｑ たくさんの活動（冬山体験、夏のキャンプなど）があるが、予算はどこから出ている

のか。また、保険はどうされているのか。 

Ａ 緑の少年団の予算や子ども夢基金を利用している。西予市地域づくり協議会へも依頼

し、補助してもらっている。保険については、公民館総合保障制度を活用している。 

Ｑ 学校との関わりについて教えてほしい。 

Ａ 学校から教員が２名、実行委員として参加しており、少年団の行事にも分担しながら

参加するようにしている。行事が増え、土日も教員が出ることは多くなっているため、

負担が増している。学校の行事についても行事を精選している。田之筋小学校は、公民

館と連携して行う活動が多く、６年生の謝恩会にも館長に来ていただくくらい深いつな

がりがある。 

Ｑ 役員は田之筋地区の人が多いのか。また、放課後子ども教室とタイアップした行事は

ないのか。 

Ａ 田之筋地区の出身者は少なく、他の地域から引っ越してきたり、勤めが田之筋地区で

あったりする人たちが役員になることが多い。放課後子ども教室とタイアップした行事

は行っていない。 

Ｑ 卒業した子どもや卒業した子どもをもつ保護者が活動に関わることはあるのか。 

Ａ 子どもが卒業した保護者から「困っていることがあったらいつでも相談して。協力す

るから」と声をかけられるなど、温かい地域である。役員になる人も少なくなっている

ので、今後は、卒業した子どももスタッフや指導者として関わってほしい。 

Ｑ 地域のお祭りなどの文化を継承するには、人もお金も必要だが、過疎化が進み、苦し

い状況になっている。他の地域はどのようにしているのか教えてほしい。 

Ａ 公的なお金（財源）をうまく利用できるよう依頼したり応募したりしないとやってい

けない。自分の地域では、小さいころからの唐獅子の練習を通して、年齢を問わず地域

の人たちとのきずなが深まってきた。ぜひ、地域全体で、お祭りなどの伝統文化を継承

していきたい。 

司 会 者；清家  卓 

会場責任者；宇都宮 晋 



八幡濱港拓 実行委員会          眞田井 良子 
【八幡濱港拓（やわたはまみなとびらき）による子どもガイドの育成事業】 

「八幡濱港拓」実行委員会は、2015年度に発足しました。愛媛県八幡浜市の宝であ

る「松村正恒氏」設計の建築群をはじめ、歴史を感じることができる「まち・建築」を拓

（ひら）いて、地域の子どもたちが来場者へガイドを行っています！！ 

活動の目的は、 

① 八幡浜市全域の素晴らしい景観や建物などを再確認して頂き，地域への誇りと愛着を

育む。 

② 子どもたちが主体的に関わることにより，八幡浜の未来を切り拓く人材を育成する。 

の二つです。 

今年度で第８回を迎え、ガイドをしてくれた子どもたちは、延べ 200名を超えまし

た。今後も継続して行うことにより、参加者の皆様の地域への誇りと愛着を育んでいきた

いと思います。 

 

質疑応答 

Ｑ 広報活動はどのようにされているの

か。 

Ａ ＡＲコード、YouTube、ＱＲコードなど

を活用している。２年目から参加者が増え

てきた。 

Ｑ  小学校の授業との関わりはどなってい

るのか。 

Ａ 川之石小学校６年生、保内中学校１年

生全員が学習している。授業では扱わな

い学校もあるが、ＰＴＡ活動や児童クラ

ブの講師として参加することがある。 

Ｑ この事業を行うことで、子どもに変化が見られたか。 

Ａ 参加した児童・生徒の変化は把握していない。しかし、八幡浜市の歴史的建築につい

て学習する機会を小・中学校で取り入れてもらうことが増えた。また、高校生が意欲的

に協力してくれるようになった。レトロバスを利用した企画を立てたり、ガイドをした

りすることで、より活動が充実してきた。小学校では、学習発表会で、学んだことや調

べたことを発表した学校もあった。 

Ｑ 公民館との連携はどうされているのか。 

Ａ 現在は、連携していない。商工会と連携しながら行うことが多い。 

 

 

 

 

 



第４分散会（第２研修室） 

 

MIGACT／コダテル               濵田 規史 

【中高生チャレンジプログラム 2018】 
みんなで企てる、ヒミツキチ「コダテル」は、八幡

浜市向灘地区にあった築 70 年超の空き家を改修し
2018年 1月に誕生しました。子どもも、大人も、地
元の人も、観光客も、利用する人が様々な発想で、「〇

〇したい」を実現していく場所です。 
 コダテルでは、子どもたちの地元愛醸成を目的に、
地域内での居場所・活躍の場づくりとして「中高生チ
ャレンジプログラム」を展開しています。 
 初回となった 2018年は、八幡浜市役所と共催し、
北浜公園で初開催した WeWant マルシェ」に出店す
るというミッションを設定しました。マルシェ当日は、数ある大人の店舗の中に混ざり 出
店していた中高生チーム 3店舗は、計画、交渉、仕入れから当日の店舗運営に至るまで自
らの力で取り組んできました。 
コダテルでは、「中高生チャレンジプログラム」として、計画〜実行〜反省までをトータ

ルでサポート。この取組を通じて、中高生たちが「自ら考え実行する力」を育み、地元八
幡浜でのつながりや愛着を深めることができたと考えています。 

 

質疑応答 
Ｑ 自分の住む地域では中高生で事業を進めるような拠点がない。事業実施に当たって、
中高生にどのように声がけしたのか？ 

Ａ 八幡浜市が共催の事業のため、市内の中学校と高校にチラシを配布し、参加申し込み
を学校で取りまとめてもった。 

Ｑ マルシェ開催に向けて、高校生はどれくらい協議をしたのか？ 
Ａ 開催まで、４か月間コダテルを無料開放し、開催回数や時間は各チームに任せたため、
週１回開催したチーム、４週間に１回のチームなど様々。試験期間を除いて実施したり、
学校がばらばらのチームのため集まれないときは LINEでやり取りをしらり、工夫して準
備を進めていた。 

Ｑ 牧草地の草刈りをしようとしたら、子どもを労働力として使うことが問題となった。
子どもたちを巻き込んだ活動をしようとするときに様々な壁があるが、どのように越え
たのか。 

Ａ 中高生に対してどんな学びになるのか、どんな成長が期待できるのか…どんな価値を
プレゼントできるのかということを考えて取り組んだ。また、八幡浜を一緒に盛り上げ
よう！仲間募集！！と呼びかけた。 

Ｑ 行政からのアピールがあったのか？ 
Ａ チラシ作成はコダテルが行い、行政のお墨付きをもらった形で配布できたのはよかっ
た。 

Ｑ コダテルの資金やメンバーを教えてほしい。 
Ａ コダテルの取り組みは一人で行っており、スタッフが必要な時はスポット的に依頼し
ている。基本、ボランティアで、コダテルの利用も現在は無償提供だが、今後は考えて

いきたい。 

司 会 者；山口 聡子 

会場責任者；澁武 美貴 

＜濵田 規史 氏＞ 



Ｑ コダテルのような取り組みは公民館がしなくてはならない取り組みだと感じる。チャ
レンジプログラムでは 30名の参加者があったようだが、その際のワークショップをどの
ように行ったのか？ 

Ａ 30人を５グループに分けて、付箋を使い、町の課題ややりたいことを出し合った。で
きることもできないことも含めて 50案出た中で、やりたい人がやりたいところに集まり
10に絞った。10チームでは１人の役目が多くなり大変だということになり、話合いによ
り３チームに分かれた。自分は中高生が自分たちで課題を解決できるように見守ること
に徹した。 

 

愛媛県歴史文化博物館            大本 敬久 

【地域回想法と博物館―世代間交流の地域資源としての博物館資料―】 
愛媛県歴史文化博物館は、平成６年の開館以来、

県内の歴史・民俗・考古資料の調査研究、収集・保
存、公開に努めてきました。このうち民俗資料は、
衣食住、生産・生業に用いられる生活用具、祭りや
郷土芸能に用いられる道具などを収集し、コレク
ションを形成しています。これらの資料は特別展、
テーマ展の開催や常設展示での展示替えなどの形
で公開してきましたが、展示以外にも、展示室内で
のワークショップ「昔のくらし探検」や小・中学校、
高校等の教育機関への出前授業を実施し、民俗資

料の積極的な活用を実践しています。 
さらに近年は、高齢者福祉施設で民俗資料を活

用した「地域回想法」の取組も模索しているところであり、本報告では子どもから高齢者
まで世代間交流が可能な博物館資料の活用の可能性について紹介いたします。 
 
質疑応答 
Ｑ 「回想法」を初めて知った。子どもが古いものに触れることでどんなことが学べるの
か？ 
Ａ たとえば、「この傘はなんでできている？」と子どもたちに和傘を見せると、子どもた
ちは何でも匂う。和傘は竹や和紙で作られており、和紙は蝋引きしているので独特の匂
いがある。３、４年生で昔の暮らしについて学ぶが、現物には力がある。１つのもので、
環境教育（昔のものは身近な環境にやさしい素材でできている）、理科も、算数も、国語

もできる。そして、家出の祖父・祖母との会話も引き出してくれる。 
Ｑ 博物館で展示しているものを見て高齢者が思い出し、子どもに伝えることがあるか？ 
Ａ お年寄りと子どものマッチングを博物館が行うというより、素材やその使い方を提供
している。学校の三世代交流会に参加して、ナビゲーターのような役割を果たすことも
ある。 

Ｑ 「回想法」の成果は？ 
Ａ 明浜で参加者の様子がわからないまま、準備不足で実施したことがある。90歳以上の
認知症の方が多く、かなり緊張した様子で始まった。そんなときに、音楽の教科書を見
ながら歌を歌うと緊張がほぐれ、90歳の認知症のおばあさんが片手でひょいひょいとお
手玉を始めた。それを機に、昔の学校の話をはじめられた。音楽は記憶をよみがえらせ
るのにとても効果的であった。 

Ｑ 伊方町でも認知症プログラムをやっている。認知症予防でおじいちゃんたちのカタリ

＜大本 敬久 氏＞ 



バを行い、それを記録して DVD を作成し後世に残す活動である。そういった活動を行う
場合、子どもたちがいたほうが効果的か？ 

Ａ コーディネーターが緊張をほぐすことが重要である。10人集まると収拾がつかなくな
るので、３人ぐらいが良いと思う。できれば、地元にずっと住んでいる女性の３人組が
いい。男性は戦争や自分の自慢話のようになってしまう。女性は、地域のこと生活のこ
となど昔のことをよく覚えている。３人組くらいで、グループを変えながら繰り返し行
い、それから子どもたちを加えたらよいと思う。 

 

 

 インタビューダイアローグ 15:15～16:30 

（多目的ホール）  

 
テーマ …「小中高生と地域のつながり」 

語り部 … 濵田 規史さん（MIGACT 代表／コダテル運営者） 

眞田井良子さん(建築・まち育て研究所 主宰) 

     山本 浅幸さん（宇和島市立城東中学校長） 

聞き手 … 浅野 長武さん 

 コダテルは、学びの場、働く場、交流の

場を提供しながら「自分の〜したい」に

気付いてもらい、サポートする場である。

八幡浜市と共催したＷｅＷａｎｔは、公

園を活用したイベントであったが、中高

生が自分たちの力で出店ができるよう支

援した。自分たちのまちの魅力に気付か

せ郷土愛を持ってほしいと思い取り組ん

だ。【濱田さん】 

 地域への誇りと愛着を育むための一つ

の方策として、建築界で有名な松村正恒

氏が設計した建物である日土小学校を子どもたちが紹介するという活動を行った。八幡浜

市内には、素晴らしい建築物がたくさんあるので、この活動を他の学校にも展開し、総合

的な学習の時間の中にこの活動を位置付けてもらい、継続して取り組んでいる。【眞田井さ

ん】 

 以前は、学校が荒れた時期があったが「ボランティア」で建て直そうと思った。朝の挨

拶運動、外国船のおもてなし、西日本豪雨災害のボランティア。様々なボランティア活動

を行う中で私が一番本当にうれしかったのは、生徒が自主的に学校外の活動で西日本豪雨

災害のボランティアに自分たちで参加していたことを地域の広報で知ったことである。学

司 会 者；國分美由紀 

会場責任者；西川 浩司 



校の枠を超えての本物のボランティアを子どもたちが実践してくれた。現在、地域の 4公

民館と連携し、地域と学校とのつながりをデザインしようとしている。どんな子どもを育

てたいか。目標を地域と共有しながら、取り組もうとしている。【山本さん】 

 港拓（みなとびらき）の活動は、継続して取り組んでいるのだが、課題として、学校や

担当していただく先生によって、その取組に差が出てしまうのが正直なところである。【眞

田井さん】 

 まちあるきなどの活動は、公民館をはじめ地域と連携しているが、同時に学校の教育計

画におけるカリキュラム・マネジメントを行っている。これらの活動を学校教育の中に位

置付けることによって、そのねらいや活動内容を明確にし、担当が変わっても継続するこ

とができる。地域に開かれた学校教育としている。【山本さん】 

 分散会に参加した高校生からは、防災や俳句づくりで人々との交流を図る発表を聞いて、

新たな視点を与えてもらった。また、インタビューダイアローグでは、地域と継続的なつ

ながりとはまだ十分とは言えないので、卒業はするけれども後輩たちに様々な事を伝える

とともに、自分ができることを三崎高校、地域のために活動していきたい。【高校生】 

 コダテルのテルは、「照らす」という意味があって、子どもたちにとって地域は教える存

在ではなく、照らす存在でなければならないと考えている。いろいろな角度から子どもを

照らし一番輝くことができる角度を見付けてあげることがとても大事である。【濱田さん】 

 建築士たちの集まりがあるが、その人たちから話を聞くと、建築士を目指すきっかけを

何らかの形で体験しているということが分かった。小学生から高校生のまでの間に、豊か

な経験をさせたい。【眞田井さん】 

 宇和島市内の子どもたちが一斉に集まった「お帰りコンサート」を行った。子どもたち

の実行委員が準備をし、とても良い会となった。宇和島が一つになる、つながりの場を学

校として作っていきたい。【山本さん】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３回 南予ブロック 参加者アンケート結果 
 

回答 34名（一般参加者４９名中） 
 

【分散会】 

・つながり、育てるといった、人としての基本を見直すきっかけづくりをして

いただきました。とても温かい雰囲気で、人を育てるということを話し合え

てよかったです。 

・コダテルと、歴博のイベントについて、未知の世界を知ることができた。 

・コミュニティ・スクールについて参考になった。 

・新しい発見に驚きです。いろいろな角度から子供たちに関わる団体、イベン

トに携わる人がいることに感動です。 

・うまくいっている活動の事例を知ることができた。人材が大切だと思った 

・コダテル 濵田さんの取組が素晴らしい。 

・防災や俳句など、取り組み方でやりがいがあるな！と感じた。 

・地域とのつながりの一つの手がかりが手に入った。 

・子供たちと地域のつながり方が参考になった。 

・地域防災の取組が素晴らしかった。 

・団体や組織の組み立て方や運営について詳しく知ることができた。 

・様々な意見や考えを聞くことができ、たくさんつながりあえた。 

・発表が素晴らしかったのは言うまでもないですが、参加者の発言や発表も大

変参考になりました。内容の濃い分散会でした。 

・八幡浜でこういう取り組みがされていることを知ることができ、よかった。 

・地域とのつながり、ＮＰＯ法人の活動など、よくわかった。 

・中高生との関わりや、高齢者等の関わり等、いろいろな活動をお聞きできた

ところがよかった。 

・素晴らしい取組を聞くことができた。また、違う立場からの様々な取組、考

え方を聞くことができてうれしかった。 

・防災教育と地域おこし協力隊の取組のすごさを、次に受け継げるようにして

ほしいと思います。 

 



・発表の内容と自身の取組につながりを見い出すことができた。共感するとと

もに新しい発見があり、ぜひ今後に生かしていきたい。 

・コミュニティ・スクールと防災教育の取組をしっかり融合させていた点が参

考になった。 

・第３分散会の、眞田井さんの発表を聞いて、街の風景だけでなく、子供たち

にしか見えない世界を案内してもらえる取組だと思いました。 

・実際の事例紹介にワクワク。 

・学校、行政、企業の関わり方のヒントをいただけた。 

・アースティックな取組が、地域づくりや人材育成につながると思った。 

・興味がなかったことが、興味のあることとつながった。歴史が環境教育につ

ながる。 

・各地域の子育てをうまくやっているなと思いました。 

・財源、運営の仕方、想い、とてもいい刺激をいただきました。 

・「本気の防災教育」「本気の俳句教育」のもつ説得力。自分の学校でも、自分

の地域でも、と感じました。 

 

【インタビューダイアローグ】 

・情熱、人を大切に、育てる、自分も共に育つという共通の思いが伝わってき

ました。みなさんの前向きな生き方を見習いたいと思いました。 

・夢のある子供や地域を育てるためには、夢のある大人であり自分でありたい

と感じた。 

・城東中の、小さな花の会から大きな花の会の話が素晴らしいと感じた。 

・南予で意欲的に活動されている方々の話を聞き、人を動かす熱意を知った。 

・実践家の言葉は重みがある。学びの素材として素晴らしい 3名だった。 

・子供たちの導き方や見方が参考になった。 

・ＭＶＰ！ 

・コダテルの、子供の自主性を生む取り組みが興味深かった。 

・経験されたことの話だったので、説得力があった。 

・特に、山本校長先生の学校と地域をつなぐ話が、とても参考になりました。 

・建築士の視点からのまちづくりが参考になった。 

・元気プロジェクトが参考になった。 



・３人の「語り部」に共通することがあった。子供たちが将来、地域に帰りた

いと思うように、地域の魅力を知り、自分たちで企画運営できるような仕掛

けづくりをしていた。地域を離れても地域を思い、できることをする人を育

てる教育、学校・地域との連携など、参考になった。 

・やりたいとは思うが、実際やるのは大変だろう。スタートの苦労も聞きたか

った。 

・活動されている方のパッションについてお聞きできたことがよかった。今後

の自分の力になりそうです。 

・思いがあって行動できる。行動することは社会を変える。 

・３人の方のＭＶＰがしっかりしているところがすごい。 

 子供たちの輝く角度を見つけてあげる、という濵田さんに感動しました。 

・これまでにない視点、切り口での人づくり、町づくりの具体例を知ることが

できた。 

・地元に学校だけでないもう一つの居場所を作る、という発言があったが、小

中高生が地域の良さを知り、地元っていいなと実感させることが大切であ

ると再認識した。 

・皆さんはっきりとしたビジョンがあり、時代の変化に対応しつつ、自分のビ

ジョンを失わない個性に感動しました。 

・地域の子供への関わり方が分かった！ 

・中高生チャレンジプログラムが参考になった。 

・３人ともよかった。三崎高校生がしっかりしていた。 

・山本校長先生の話がすごくささりました。 

・事例、取組の紹介に終わるのではなく、登壇者の人となりに触れることがで

きるおもしろい進行でした。生き方、あり方を学ぶ気貴重な機会でした。 

 

【意見・感想】 

・津島キッズのみなさんの演奏、皆さんの一生懸命さが伝わり、じんときまし

た。「目からうろこ」がいっぱいで、学びの多い会でした。こんな素晴らし

い方々が人のために動かれている。自分も何ができるか、考えるきっかけを

いただきました。感謝でいっぱいです。 

・今後も継続して参加したいです。 



・南予のマンパワー、つながるパワーを感じました。 

・もっとお話を聞きたかったです。 

・とても良い事例がそろっているので、多くの人たちに参加してもらいたいで

す。 

・来年もまた来させていただきます。 

・南予地域全体に共通する課題、人口減少、少子高齢化、地域の定着する人事

不足。これらをどうすれば解決できるかというヒントをたくさん得ること

ができました。この会を企画運営していただいた皆さん、発表していただい

た方々、ありがとうございました。 

・元気をもらいます。今後もぜひ参加したいです。 

・つながりづくりは人づくりです。大変よい会でした。 

・いろいろな分野の方のお話を聞け、目からうろこの話もありました。自分が

今後やっていくことの参考にできそうです。大変勉強になりました。 

・つながる大切さと、強い思いを持つことの大切さを改めて感じた。いい意味

で充電できました。 

・１年目ホップ、２年目ステップ、３年目ジャンプでした。 

・参加したおかげで、新しいつながりをもつことができた。このつながりを、

何らかの形にして、地域の子供たちのためになる取組となるように動きた

い。 

・地域とのつながりを教育課程の中に位置づけることが大切であることを改

めて感じた。 

・人数が増えると傍観者が増える、人数が減ると個性が増える、という事を感

じました。 

・寒かったです。集中して聞くには、快適な環境も必要です。 

・ホントに寒かった。 

・登壇者の皆さんの、見守る、人を照ら

すという思いが強いと感じました。 

・南予には魅力的な「人」が地域教育に

取り組んでいるのだなと感じました。

郷土愛あふれる「人」を育てる南予の

ヒミツを知りたい！ 
 



 

来年度へ向けて（スタッフ） 

１ 分散会について 

〇 分散会の会場準備しかしていません。できれば、会場図などを簡単にあれば良か

ったかなあと思いました。 

〇 参加者がどの分散会に参加するのか、わからなかった方がいらしたそうです、 

人手が足りなくてもお知らせできる方法が必要かもしれません。 

〇 自己紹介の時間を短く、とお願いしたが、どうしても長くなる分散会があった。た

だ、前回、前々回よりも「竜頭蛇尾」にならず、協議も深まったようだ。会が昼から

なら、時間配分は妥当なところか。 

 

２ インタビューダイアローグについて 

〇 パネリストの方々の思いや、今まで取り組まれてきたことがよく分かり、小中高

生徒とのつながりもそれぞれあり、良かったかなと思います。できたら、高校生も

パネリストにと後で思いました。 

〇 映像を使った自己紹介が新鮮でわかりやすかったです。 

〇 いつも浅野先生に「おんぶにだっこ」状態で、穏当にお世話になってきた。内容

も聴きごたえがあった。高校生２名を参加させていただいて、若い世代の意見を聞

くことができた。次回、インタビューターアローグをするなら、中・高校生を多く

登壇させたい。そのためには、参加校との日程調整が必要である。 

〇 今後３回ぐらいは、「熟議」に変更して小グループで「おでんカフェ」をしてもい

いかもしれない。 

 

３ 交流会について 

〇 会場が広くてびっくりしました。立派でした。後は特にありません。楽しいひと

ときを過ごさせていただきました。管理主事の中尾先生から景品にと差し入れをい

ただきました。できれば、事務局から少しバックアップしてもらえれば有り難いか

なと思いました。そういう景品を出すか出さないかということも含めて来年度検討

でお願いします。 

〇 手作り感満載で楽しかったです。 

〇 料理の金額を抑えて酒代に回したが、どちらの量も満足のいくものだった。次回

も同店でいいと思う。進行係の河野さん、渋武さん（急きょ？）の進行もばっちり

だった。 

 



 

４ その他（オープニングイベント、役員打合せ、当日資料、準備等） 

○ 会場責任者・ファシリテーターにも、可能であれば当日までに運営資料（会の流

し方、当日の動きの分かるもの）を渡した。 

〇 役員の集合時間を早めて、準備・打合せを終え、開会行事に参加できるようにし

た。 

○ 発表者以外の参加者にも、自分たちの団体のイベントのチラシなどを持ってきて

もらって、自由にとってもらうか、コーナーを設置した。 

○ お金の行方（参加費はどこへ？）は明確にしておくべきだと思う。 

○ 実行委員を増やすか、会の運営委員をつくって、当日の対応に余裕をもたせたら

よい。 

○ 参加費（500円）と交流会費（4500円）の領収書を用意しておく。 

○ 名札をなしにすると、受付がかなりスムーズになる。 

〇 オープニングイベントですが、開会式の後に持ってくるのがいいかなあと思いま

す。係や役員みんなで見ることができたらと思います。 

〇 打合せについては、事前にメール・電話・ファックスなどでお知らせすれば、当

日は、セッティング（機器の確認）だけで済むと思います。 

〇 司会者として、オープニングイベントの太鼓の曲数や終わり方を確認していなか

ったこと反省しています。演奏後すぐに舞台袖に移動され、終わったのかな？閉め

てもいいのかな？と少し不安でした。 

〇 名前、名称の確認不足も反省しています。 

〇 最後の全大会で会場が寒かったです。 

〇 全体として、参加された皆さんの意識の高さに驚いています。打ち合わせに参加

できていなかったことに申し訳なく思っています。 

〇 少ない準備時間の割には、それぞれが補完し合って当日の運営ができた。実行委

員、役員さんに感謝。次回は、１回ぐらいは実行委員会後に簡単な飲み会の席を設

けてほしい。 

〇 受付ですが、当日人数を増やし対応していただいたので、助かりました。大きな

問題もなかったと思います。とても、いいブロック集会となりました。 

 

 


