
第 11 回地域教育実践交流集会感想 

 

〇１２月１日、２日の間、大洲へ参加させて頂き有難うございます。 

 おでんではディスカッションの中で自分のことばっかり考えていることに気づきまし 

た。正直みじめに思います。 

来年参加するか分かりませんが、自分がみじめだと思わなくなればまた来ます。 

 

〇地域教育実践交流集会に参加してみて、つながりについてたくさん考えるようになり 

ました。 

本当のつながりって何だろう？ 

それまでつながっていると思っていたものは関りだけで終わってしまっていないかな 

ど、表面的な関係で終わりたくないなと思いました。次回も参加することによってつ 

ながりをつくっていきたいなと思います。 

NPO おのみち寺子屋 

 

〇初めて参加させていただきました。とても緊張してのぞんだのですが、みなさんあた 

たかい雰囲気でむかえてくださったので、有意義な時間を過ごすことができました。 

大人の方々がキラキラしていてとてもかっこ良かったです！ 自分もあんなふうに熱 

意をもって仕事にとりくめるようになりたいです。自分の現状の課題も見つけること 

ができ、この会に本当に感謝です。今回、自分の将来について本職の方に相談できた 

のが大きかったです。貴重な体験でした。来年も来たいです。 

 

〇今回初めて参加させて頂いて、分散会やワールドカフェなど、普段聞くことができな 

いお話を聞くことができたり、することができない経験をさせて頂いて、本当にこの 

集会に参加できてよかったなと心から思いました。学生や大人の方などたくさんの人 

が地域の将来のことを考えていることや、かっこいい大人がこんなにもいるというこ 

とを知れたことは、今後の私の人生においても、とても大きな意味を持つと思います。  

２日間という短い間でしたが、とても密度濃く、個人的にも多くのものを得られた集 

会でした。このような機会を頂けたことに感謝します。ありがとうございました。 

 

〇２日間有り難うございました。 

 今年は元気をいただきだけでなく、私の大好きな活動と仲間の魅力を伝えることで、 

私も元気を与える存在になりたいという思いがありました。たくさん、事業や仲間の 

ことを思っていただいて、そういうふうにアピールができるようになって、少し自分 

の殻が破れたように思う会でした。 



今、仕事でもこの活動でも、もっとこうしたいと思うことがたくさんあります。私は 

まだ、その気づきを発信することしかできていませんが、これを私が何とかする課題 

なんだという思いをもって、実践を重ねていきます。 

本当に元気と気持ちをたくさんいただきました。これからもよろしくお願いします。 

NPO おのみち寺子屋 原 

 

〇今回で大洲は３度目になりますが、毎回のように新しい発見、刺激があり、今回も大 

変多くのことを学ばせていただきました。大洲の一番の魅力は元気で積極的な「かっ 

こいい大人」がたくさんいるところであると思います。 

かっこいい大人の条件は、自分のやりたいことに向かって真っすぐな人たちのことで 

あると思います。これからもかっこいい大人が集まる場であってください！ 来年も 

また来ます。 

 

〇皆さんの情熱を感じることができ、非常に貴重な体験をさせていただきました。本当 

に有難うございました。 

 人と人とのつながりがとても大切だということを学び、まずは自分から歩み寄る勇気 

を持ちたいと思いました。これは学校教育にたずさわる上でも特に大切だと気づかさ 

れました。子どもたちに歩み寄る、保護者の方々に歩み寄る、そして地域に歩み寄る 

精神を忘れず、これから自分を磨いていきたいと思います。 

 

〇今年も学びをありがとうございました。 

 毎年この場でお会いできる皆さんとアツく語ることができて刺激をいただきました。 

 互いに認め、高め合える環境があること、課題を指摘し合える仲間がいるありがたさ 

を感じます。 

 また来年もお世話になります。 

 

〇それぞれの人、みんなが熱い想いを持っていて、熱く語り合ったおかげで、あっとい 

う間に時間が過ぎました。本当に楽しかったです。ちょっとしたきっかけで、多くの 

方と関りを持つことができました。このかかわりを繋がりに帰ることができれば自分 

は人として成長できるんだろうなと思います。その一歩を勇気をもって踏み出したい 

です。この地域教育実践交流集会を、もっと中高生の人に見てもらいたい、参加して 

もらいたいと感じました。多くの大人が熱意をもって様々なことをしている姿を知っ 

てもらいたい、見てもらいたいです。 

  



〇当然のことですが、毎年新しい出会いと新しい学び、気づきがあって楽しめました。 

地域づくりは人づくりからとよく言われますが、この会はまさにそれです。 

 尾道寺子屋の生徒さんたちの前向きな姿勢がすばらしかったです。若いパワーはと 

ても刺激になりました。 

 来年も来ます。 

 P．S 

 おでんは煮詰めると出汁がまずくなります。煮詰めないで弱火でじっくりと煮ること 

が大事です。 

 

〇今回の地域教育実践交流集会もありがとうございました。 

 昨年は初参加で、一瞬のうちに終わってしまいましたが、本当に今年も濃厚な時間を 

過ごすことができ、本当によかったと思います。 

 それぞれの活動での取り組みについても知り、それをどう周りに広めていくのかわか 

りました。私も将来地元に戻って、まずは家庭そして地域の活性化を行っていきたい 

ので、自分の想いを地元の人に伝え続けて、また、来年皆さんに少しでも話すことが 

できればと思います。 

 準備等、お忙しく疲れたことだと思います。 

 本当にありがとうございました。 

古川 

 

〇地域には力がある！ これが今日の一番の感想です。地域にはおでんのようにいろい 

ろな味を持った人たちがいます。その人たちの力を発揮させるかどうかは、社会教育 

に関わっている我々の仕事です。ただ、その時に、私たちがその役員をするだけでは 

なく、コーディネーターを育てるのが私たちの仕事だということがわかりました。こ 

れは地域の中に、その場を設定することが必要で、それには行政の力も大切だという 

ことがわかりました。また学校の力を利用することも大切です。やはり、（そう考える  

と）、地域、学校、行政の力を合わせることは大切なのですね。 

 

〇昨年に引き続き、2 回目の参加となります。１日目のかわいいフラダンスから始まり、  

分散会、交流会、２日目のおでんカフェ、鼎談など、とてもたくさんの学びを得るこ 

とができました。特に分散会では、地域教育にたずさわっている方々が、とてもいき 

いきとして、楽しそうにお話しされている姿が印象的でした。分散会は、どこに行く 

かわからないけど、その分同じ分散会になれたというご縁を大切にしたいと思います。 

本当に２日間お世話になりました。有難うございました。 

 



〇地域と学校の連携について、まだまだ課題が多い現状がわかりました。学校の教員に 

なる者として地域との連携に理解を示せる教員を目指しています。 

 

〇楽しい会をありがとうございました。 

 新しいワークショップの取組が新鮮でした。特に感想に特化した「テーマ」設定に本 

気度を感じました。 

 今後の展開に期待すると共に、長く参加していきたいと思いますのでよろしくお願い 

します。 

徳島県 光野 

 

〇２回目参加です。まちでがんばっている人かっこいい！ 

 おやじ最高！ 

 集会 学びでつながり、つながる場所 

 出会い→つながりの変化 

 おでんカフェ、楽しい。学びたくさんだった 

 この会の趣旨もおでんしながら気付け楽しかった 

 熱い想いをうけた、もらえた！ 

 初参加の人になじめない人もいたみたい 

自分も周りに力を与えられる人になりたい 

 

〇地域教育実践交流集会について参加してみて、地域教育について深く考えさせてもら 

いました。これだけの地域教育について熱い想いをもって話してもらって、自分の夢 

である事に地域教育で生まれる「つながり」というものを作れるようにしていきたい 

と思いました。なのでこの交流会では、「おでん∞カフェ」のような皆さんの意見をじ  

かにかわしあえるものを増していけばいいと思います。 

 

〇NPO おのみち寺子屋 学生スタッフの丸山です。 

 この大洲に４年間参加させていただいてます。 

 回数が増えるごとに、責任を大きく感じるようになってきています。現代の若者とし 

て、私に何ができるだろう、何をして生きるのだろう？そんなことを考えます。 

 来年からは、社会人として、サラリーマンとして、どう生きていくか、今日いただい 

たヒントをもとに、卒業までの時間で悩み、形にしていきたいです。 

 本日はありがとうございました。 

 来年も、ぜひ、お願いします。 

 



〇交流会２回目の参加で、夜の交流会には初めての参加でしたが、皆さんのパワーに圧 

倒されました。素直な意見を出し合い、自分たちが楽しみながら語ることで、新たな 

発見があったり、共有することで改めて自分の活動をいろいろな視点で振り返ること 

ができました。 

 地域で青年活動を実施する際、今回のように、自分たちが楽しむことで、楽しさが青 

少年にも伝わり、事業を継続していく力の源になると思います。 

とても勉強になりました。 

 来年もお邪魔します。 

宇和島市立御槙公民館 矢儀田雅幸 

 

〇北海道から参加させていただきました。 

 たくさんの人と出会え、いろいろなおはなしをうかがうことができました。 

 本当にこのような機会をいただくことができて感謝しております。 

 愛媛県で１０年以上前からこのような取組が続けられていることにも感動しましたし、 

全国各地で教育活動に携わっている皆さんの熱い想いにもたくさんの刺激を受けまし 

た。学生さんのひたむきさにも心を動かされました。今回参加させていただいて感じ 

たことを忘れずに今後の活動に励んでいきたいと思います。 

 

〇お世話になりました。 

 収穫のあった２日間でした。特におでん∞カフェでのワークショップ、ファシリテー 

ターが上手で、論点をしぼった進め方だったので、それがよかった。 

 学びだったのは、「学ぶ姿勢を学んだ」ということ。それなりに目的を持って臨んだ研 

修だったが、別の学びが得られ、そういう姿勢でないと大切なことも学べないのでは 

ないかと思いました。 

 どんな研修の手法であれ、学ぶ姿勢、構え、アンテナを張るという気持ちで臨むこと 

が大切だと思いました。 

 

〇1 職場の後輩が参加してくれたのが嬉しかった。 

 2 分散会の発表事例に刺激を受けた。 

Y．Ｉ 

 

〇大洲に来て一番感じているのは「来て良かった！！」です。 

 教育関係の方々がたくさんいる中で、来年度の自分の活動について聞いていただき、 

アドバイスをいただき、褒めていただいたこと、地域への関わり方は多様であること 

など、たくさんの学びがありました。 



来て良かったと思えるのは、大洲の方々の温かさだったり、交流会へ集まった方々の 

地域への想いが熱くて聞くことが楽しい、話すことが楽しい、この場所にいることが 

楽しいと感じたからです。学びに関しては、子供達に対する接し方、「褒めて伸ばす」 

ことの重要性であったり、地域については外に出てから自分の地域について魅力を知 

ることができるということを学びました。本当にいろいろなジャンルについて学ぶこ 

とができましたが、まだまだ理解できていない部分、もっと聞きたい部分がたくさん 

あるので、“つながり”を絶やさないようにして来年、今より成長した自分でこの交流 

会に参加させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

〇♡フラダンスのかわいらしさ、すてきなダンスに心がぽかぽかしてきました。 

  ほぐれた心で次の会に参加できました。 

 くじびき、大当たりの 

 ♡５分散会に参加させていただきました。 

  「人を大切に」という共通の想いが伝わる、とてもすてきな時間の中で、学び多い、 

ありがたい会に参加させていただき、心から感謝しております。 

  「また来たい」と思います。ほんとにありがとうございました。 

 

〇参加して本当に良かったと思っています。色々な角度からの意見、お話が聞けて本当 

に良い機会でした。今回できたつながりを大切にしていきたいです。 

 

〇各プログラムについて、プログラムごとの趣旨や意味づけが説明されて、分かりやす 

く、動きやすかった！！ 

 

〇今回は実践発表者として参加させていただきました。貴重な発表の場をくださいまし 

て感謝！！感謝です。 

 ２回目の参加でしたが、内容も充実、参加者も多種多様な方がおられ、とても勉強に 

なりました。 

 やる気がわき、これからの行動につながる研修会でした。子の学びを生かし、この１ 

年間がんばり、また来年来たいです。 

 

〇皆さんの実践を聴き、その場所へ行ってみたいと感じました。 

 地域を愛する熱い想いを感じることができました。 

 今自分に何ができるか？を考えていくと思います。 

 ありがとうございました。 

 



〇人間味あふれる場で大変良かったです。 

 地域での実践・活動・結果報告、また若者の参加等で日本に希望が持てました。 

 

〇ありがとうございました。 

 食のチカラを、地域おこし協力隊の底ヂカラを語るチカラを見せてもらえてありがと 

うございました。 

カッコいい大人になっているだろうか？ 

子どもたちが目指せる、目指したくなるような大人になっているだろうか？ 

子どもたちにカッコいい大人をつなげる環境にありながら、つなげれていない自分を 

反省しました。 

異質なものを排除しないつながりを作り語ることで変わっていくはず。 

地域教育を教えること、地域のコミュニティを作ること、地域を作る過程を作る。 

さて、帰ってまずは家族と語ることから、月曜にはクラスの子と語ることから始めま 

す。 

 

〇今回初めて地域教育実践交流集会に参加させて頂きました。発表者としての参加で、 

初対面の方の前でプレゼンテーションをさせて頂き、とても貴重な体験をすることが 

できました。発表を頼まれた時は、「イヤだなあ」「大丈夫かな～」等不安しかなかっ 

たのですが、分散会ごとに分かれた際の教室の雰囲気がとても暖かく、優しい眼差し 

で発表を聞き、発表者としてはとてもやりやすい環境でした。発表後は、肩の荷が下 

り、「やってよかった」という気持ちになりました。 

 今回、このような機会を頂き、とてもいい勉強になりました。他の人の発表も自分に 

重なる部分もあり、共感でき、お話を聞いていて面白かったです。 

 次回も縁があったら参加したいです。明日からの実習も頑張れそうです。 

 ありがとうございました。 

東雲女子大学 3 年 亀田麻由 

 

〇初めての参加でしたが、本当に本当にたくさんのものをいただくことができました。 

 地域について、実はそこまで興味がなかったので、大人の方と温度差があるかもしれ 

ないと不安に思っていましたが、そこにいたのはしかめっ面で真面目な話をする大人 

だけでなく、自分のやっていることに自信と誇りをもって、そして楽しんで活動して 

いる大人でした。すぐに自分が地域でやりたいことを見つけられるわけではないし、 

社会に対する想いを急に高められるわけではないけど、それでも今日、昨日とかっこ 

いい大人の姿を見たことは、自分の将来の生き方に大きな影響を与えると思います。 

私のがんばるチカラになるのではないかと思います。こういった機会、出会いをいた 



だけて幸せです。ありがとうございました。 

 

〇２日間、ありがとうございました。 

 地域教育において、人脈は本当に必要になるなと感じました。 

 どうやって「人脈」つまり人とのつながりを広げていくか、住民をまきこんでいくか 

を考え、実行できることを行っていきたいと思っています。 

 本当にありがとうございました。 

 

〇初めての参加でしたが、はじまりのオリエンテーションからリラックスして、多くの 

人と関わることがあり新しい出会いにつながりました。分散会では、自分たちの活動 

を通して考えていることを話し、興味を持っていただけてとても嬉しく思いました。 

 また、これからの課題も見つけられました。地域教育にも様々な分野があり、こんな 

活動もあるんだな、こんな考え方もあるんだなと、気づきが多かったと思います。お 

でん∞カフェでも話すこと聞くことを通して人とのつながりから学ぶことがあり、「語  

る力」を感じました。何度もこの交流会に参加されている方から、県外、若い人が増 

えたという声がありました。同時に、活動は緩い始まりからでよいのではないかとい 

う話をグループでしていて、一人一人からつくられる地域づくりには緩い始まりがき 

っかけになるのかなと思いました。新しい出会いと考え方が得られ、参加して良かっ 

たです。 

 

〇私は初めて参加しました。人とつながること、本当に大切で、大好きで、人間だから 

できることです。また私はここで、あこがれの人を見つけました。一つ一つ話すこと 

がとっても心にしみて、あったかくて涙が出ました。自分の悩みを聞いてくれたこと、 

それにていねいに答えてくれたこと、また、考えさせてくれたこと、すべてに感謝し 

ます。私もそんなあったかい人になります。来年もまたお会いしたいです。深いつな 

がりはたった２日でうまれるんだ、あったかくて涙の出る一言ってあるんだ、人間と 

いう生き物が大好きです。こういう場が増えてくれることを願います。 

 

〇初めての参加・発表でした。発表では、緊張したり、質問にちゃんと答えることがで 

きたかは分かりませんが、自分たちの言葉で伝えることができたと思います。また、 

質問は思ってもいない方向からもきて、活動について改めて考え直すことにもつなが 

り、とても良い時間にすることができました。他の活動についても同じ大学生や近く 

の場所で行っているものもあり、それぞれ思い・考えのもとで活動し、同じような悩 

みもあるのだと実感することができました。こんなにも多くの社会教育の方の場でお 

話をしてみると、自分が本当にやりたいことは何なのかを考え直すこともでき、大学 



生という立場で経験できて良かったです。最初のアイスブレイクでは、初めてで緊張 

していましたが、身体を動かし、沢山の人とお話しすることでリラックスできるきっ 

かけにもなりました。私は、同じ大学生や愛媛以外の人とも関わり、もっと自分のや 

りたいことを明確にしたいと思いました。短い間でしたが、ありがとうございました。  

 

〇私は、地域教育実践交流集会に参加して、率直に本当に楽しかったです。私は初めて 

の参加であったため、最初は不安がありました。しかし、時が過ぎていくうちに、こ 

の集会が終わってしまうことが、さみしいという気持ちに変わっていきました。私は 

松山にて、もっと地域を明るくしたいと思っている若者が集まって話し合う会に良く 

参加しています。司会、今日の集会のように全国から集まって話し合える場は初めて 

だったため、とてもシゲキを受けました。地域を明るくしたい！もっと良くしたい！ 

と思って行動している人がこんなにもたくさんいること、熱い想いを持っていること 

を知り、私ももっと頑張っていきたいと改めて感じました。今の若者は、今回のよう 

な場があることを知らない人が多いと思います。そのため、今回のような交流の場を 

広げることで、もっと地域が良くなっていくと思いました！！ ありがとうございま 

した。 

 

〇NPO おのみち寺子屋から来ました。大洲に来るのは今年で２回目になります。素直 

に、直感的に楽しいと思える場所でした。分散会や交流会で色んな方とお話ししてい 

て、可能性の無限大さを実感しました。自分自身の人生をもっと楽しんで生きたいで 

す。やろうと思えばできるんだと思わせてくれる人生の大先輩が沢山いらっしゃって、 

こうなりたいと思える方に出会えました。誇りや愛情を持って、やってみたいと思っ 

たことに全力で取り組みたいです。まずは動くこと、行ってみる、見てみる、聞いて 

みる…。それを大切に何でもやってみようかなと思います。他の人と比べるわけでは 

なく、他の人から学んで吸収して、自分をもっと伸ばしていきたいです。ありがとう 

ございました。 

 

〇今年も来て良かった！ 

 心からそう思えます。 

 地域に、子どもたちに何かしたい！体験を届けたいという熱い想いを持つこと。 

 そしてその思いを一人で抱えるのではなく、同じ思いを持つ同志を見つけること。 

 今後、地域社会に関わるものとして、たくさんの学びを頂きました。 

 

〇分散会 6 

 ユニークな司会者 



 若い人のやる気、実践結果、がんばっている姿、生で聞き、意見交換、大変良かった。 

 交流会も出会いがあり、又楽しい。 

歌声喫茶 G  近田 

 

〇2 日間の交流集会を通して、同じ思いや熱意を持った人が集まり、言葉を交わす空間 

はとても楽しく、心地の良いものだと感じました。私は発表者として参加させて頂き、  

自分の活動に自信を持っていましたが、多数の方々から様々な刺激を受けることで、 

今までにはなかった視点から新たな課題を発見することができました。また日本には 

地域のために力を尽くし、自らが楽しみながら活動している人がたくさんいることを 

知り、自分自身の将来についても改めて深く考えさせられる機会でした。 

今回の集会テーマである「かかわりをチカラに、つながりをカタチに」のように、こ 

の学びを自分の力に変えて、またこの出会いを今後の財産として地域社会に貢献でき 

る人間に成長していきたいです。本当に楽しい２日間でした。また来年も参加したい 

と思いました。 

 

〇ご縁をいただき、発表の機会ももらい、とても刺激のある時間でした。 

 ３００人もの人をこのような形で受け入れるのは相当大変な事と思いますが、11 回 

 も続けられていることを思うと頭が下がります。他の方の取り組みも興味深いものが 

多く、自分の地域でも参考にしたいものがありました。 

300 人の方、全員の活動を知るのは難しいですが、今回をきっかけに他の方の活動を  

知る機会が広がればと思います。 

企画から運営まで、本当にありがとうございました。 

 

〇私は今回初めて地域活動実践交流集会に参加させていただきました。分散会や交流会 

を通して、熱い気持ちを持たれた方々や、地域や子どもを良くしたいという気持ちを 

持たれた方々に出会いました。今までの自分の活動を振り返って、こんなところがい 

いな～とか、ここをもう少しよくしたいな～という気持ちが生まれました。また大学 

を卒業した後、どんなことをしたいのかあやふやだった自分のやりたいことが少し見 

えた気もします。皆さんからいただいたたくさんの刺激を忘れず、明日からの活動も 

頑張っていきたいです。2 日間本当にありがとうございました。とても楽しかったで 

す。また来年、皆様にお会いできるのを楽しみにしています。 

 

〇個人的にはすごく楽しくしげきになった二日間でした、が、、、 

 もはやこの会は、有志の会としてだけでなく、初めて参加した人や、周囲の熱量につ 

いていけてない人のことも配慮しないといけないプラットホームになりつつあるのか 



なと感じました。 

実行委員の一人として、全然力になれていませんが、好きな人だけの会だけど、たま 

たま来た人もすんなり溶け込める会になっていければと思いました。 

 

〇今回、自分は、食育、栄養、地域活性化について学ぼうと思い、大洲に参加させてい 

 ただきましたが、学校と公民館の交流であったり、学内で新しいことをやる所であっ 

 たりと、新しい知識を手に入れることができました。 

 今回感じたのが、毎年毎年なにか変化をつくってみんなをあきさせない所がすごいと 

 いうものです。 

 おでん∞カフェでは台のおき方を変えてみたりと面白かったです。 

 来年からもいろいろ挑戦し続けてください。楽しかったです。 

 ありがとうございました。 

 

〇今回の地域教育実践交流集会に参加させて頂き、普段味わうことのできない熱い思い 

 をお持ちの方々に出会えたこと。 

 刺激を受け、パワーをもらいました。 

 ありがとうございました。 

 

〇参加して本当によかった。 

 自分自身の悩みや居場所支援についても、多くの地域のことについて知れて、とても 

 参考になりました。 

 自分の活動拠点へとここで学んだことを持ち帰り、実践していきます。 

 

〇今年も大変お世話になりました。 

 ありがとうございました！ 

 たくさんの「アツい大人」の皆さんとお話しして、元気とエネルギーをいただきまし 

 た。いただいた力を糧にこれから、また、”自分”が行動していきます。 

 また 1 年後、この会に、笑顔で帰ってきたいです。 

ＮＰＯおのみち寺子屋  窪内 真帆 

 

〇益田市の職場体験が勉強になり、よかった。 

 

〇世代が異なる人との交流は、様々な価値観に触れる機会になり、刺激になりました。 

 年配の方の知恵、知恵を効果的に広める、若い世代に広める方法、手法などお互いに 

 意見を交流し続けて、よい影響を与え合いたいと考えました。 



 

〇関わりの部分からつながりに変えられるよう自ら考えて行動したい。 

 エネルギッシュな大人たちにたくさん影響を受けて、自分たちの若者もエネルギッ 

 シュに頑張りたい。 

 

〇地域教育実践交流集会と大洲でご縁をいただいたみな様、１泊 2 日の濃い時間を有難 

うございました。 

“出来る！出来る！必ず出来る！”NPOおのみち寺子屋が大切にしている信念です。 

地域の中で活躍されている大人の心の中には、このアツい想いが灯っているのだと思 

います。こうした想いに押し負けることなく、次を背負っていく一人として、まずは 

自分の地域の子ども達に将来の希望を持ってもらえるよう、そして自信をもって「尾 

道が好きだ！」と言ってもらえる“まちづくり”を続けていきます。 

２日間、本当に有難うございます。 

NPO おのみち寺子屋 社会人スタッフ  木曽 裕介 

 

〇大人の方の意見、同世代の方の意見を聞くことが出来てとても参考になりました！ 

 新鮮な意見をもらえる本当に貴重な機会でした。 

 

〇楽しかったです。 

 個人的にお菓子がもっと欲しかったです。 

 「タテの連続性、ヨコの関連性」 

 循環とつながりを意識したいです。 

 「おでん∞カフェ」がかなり楽しかったです！ 

 「めざまし企画」の意味を真に理解した気がします。 

 

〇実りある時でした。 

何回参加してもその度に新しい出会いと気づきを得ます。 

分散会の発表者から「縁」「力」をもらいました。 

交流会では、黄門さん（西山先生）、格さん（谷川さん）と司会をさせて頂きました。 

55 の会の場もいただいたこと、仲間に感謝です。 

全大会！ 初の試みのおでん∞カフェはとてもよかったです。色々な人と話せ、また 

考えを深めることができました。特別企画では、地域教育について深く考察するチャ 

ンスをもらったと感じています。 

各部の皆さま、事務局の皆さま、そして市ケ尾高校生の皆にも感動でした。 

充実の２日間でした。                       武智 理恵 



〇この地域教育実践交流集会では、自分たちの住む地域を盛り上げようと本気で頑張っ 

ている大人の人と話をする機会が多くあって多くのことを学ぶことができました。物 

事の考え方や人生の事、子どもとの接し方など、この先生きていく上で大切なことを 

多く学びました。この交流集会で学んだ多くのことは自分の人生の中で大きなウェイ 

トを占める経験になったと思います。 

とても楽しく学べたので次の機会にも来たいです。 

 

〇分散会でも話が合ったのですが、３０代、４０代の方が抜けている。 

 

          地 域 

 大学―家―それ以外のつながる場 

 仕事―家―それ以外のつながる場 

 

ここを充実させていきたいなあと思いました。 

 

〇気づきと学び 

  共感とつながりを 

   ありがとうございます。 

 また必ず戻ってきて 

 元気をいただいていきたいです。 

 皆さんとお会いできるのを楽しみに１年を過ごします。 

 

〇今回初参加となります。西条市教育委員会社会教育課の結城です。 

 地域の様々な事例をきき、とても勉強になりました。 

 学んだことを現場でいかしたいと思います。 

 

〇今回参加させていただいて地域教育で活躍されているたくさんの方々とのお話そして、 

自分のこれからやっていくべきその課題などが見えてきた気がします。 

 今後も参加させていただきたいと思います。 

 良い刺激をありがとうございました。 

 

〇開会行事 フラダンス、とてもかわいかったです。 

 歓迎ワークショップ とても楽しかったです。 

 また、全国から多くの方が参加しているのを知れてよかったです。 

 



〇この２日間、初めて会う人達と本音で語り合って若者は大人からパワーをもらい、と 

ても良い体験ができました。たくさんの方と話をすることで、”今のままではだめだな” 

と考え直すことができました!(^^)! 

 今回初めての参加でしたが、大人の方がアツいお話をしてくださったり、とても初対 

面とは思えないような対応をしてくださり、とても有り難かったです。 

 そして、このような雰囲気を作れる大洲は幸せな場所だなあ～と思いました。今回の 

テーマである「かかわりをチカラに、つながりをカタチに」でもあるように、今回、 

様々な方から、もらったパワーを私の生活でカタチにしていきたいです。 

おのみち寺子屋 

 

〇大洲は「かっこいい大人の集まり」 

 強い信念、熱い想い、人のために何かをしようとする。 

 そんな大人に、教師になります。 

NPO おのみち寺子屋 

 

〇自分の住んでいる地域にも、他の地域の抱えている問題が同じようにあると思うが、 

 今までは目を向けてなかったので、これからもっと知り地と思うきっかけになりまし 

た。 

 

〇今回、地域教育実践交流集会 in 大洲に参加させていただいて、私は今年２回目の参加 

でしたが、１回目よりも学びの深いものになりました。 

 ２回目の参加で、流れがわかっていたのもあるかもしれませんが、学びを持って帰り 

たい!という気持ちが以前よりも強くなった、それが行動に移せたという成長の現れだ  

ったのかなと思います。それが身をもって感じることができたのが、個人的に、嬉し 

かったです。具体的な学びとしては、ある人とのお話で NPO の団体はニーズに応え 

ていないことがあると教えていただきました。確かに、NPO という団体は、これをし 

たい！っていう人達の集まりなので時に、エゴにもなってしまうのかなと思いました。 

他にもたくさんの学びの種をいただきましたが、消化不良にせず、しっかり持って帰 

って１つ１つ整理して、学びに変えていきたいです。 

NPO おのみち寺子屋 

 

〇とても楽しい会でした。特におでん∞カフェでは、たくさんの人と話せたのでよかっ 

たです。欲を言えば、もっとたくさんの時間話したかったです。分散会１３からは、 

地域と学校の連携について考えることができ、たくさんの学びを得られました。 

これからも地域教育、社会教育について調べていきたいです。 



愛媛大学学生  松本 拓海 

 

〇地域教育実践交流集会に参加して多くのことを学ばせていただきました。 

 何より大人の方々の「本気だけど真面目ではない」姿勢に心を動かされました。 

 １本軸が通っていながら、眉間にしわよせるだけじゃない姿に、僕はカッコ良さを感 

じました。僕も楽しさを忘れることなく努力を続けていこうと思います。 

 

〇高校生のテストの日をさけてください。替地和人 

 今年は大洲高校 VYS 部に活動発表していただき、愛媛でうまれたボランティア活動 

を紹介できてよかったと思います。愛媛大学にも地域共創学部ができ、大学生、高校 

生にも自主的にこの会に参加してもらえるような啓発が進められればと思います。大 

洲高校は試験中だったので今回は発表のみしか参加できませんでしたが、できれば通 

いで、フル日程参加してもらいたかったと思っています。彼らお刺激を受けて仲間の 

輪を広げて次回は参加してもらえると期待しています。日程の検討を！！ 

 

〇今年で 2 回目の参加をさせて頂きました。 

 今回もパワフルで元気ある人たちと会えて本当に良かったと思います。 

 広島のおのみちの若い人たちとの交流、世代を越えた交流は本当に良いと思います。 

 来年も来てみようと思いました。 

 

〇魅力のある人はいくらでもいて、自分もその一人になりたいなと思いました。地域の 

 ために、子どものために、大人のために、形が違っても全然良くて、いろんな形があ 

 ればあるほどもっと楽しめる！と思いました。楽しい！面白い！やりたい！やる！の 

 サイクルで回してこれからも地域に携わっていきたいと思います。「すべての人が幸 

 せになること」を願って、自分のできることをしていきます。できることをできる人 

 が、ということで、一つでも多く取り組んでいきます。 

 

〇今年で 3 回目の参加となりました。 

 毎年会う方も、新しく会う方も、大洲に来られる方々はすごく温かく迎えてください 

 ます。今年もここ国立大洲青少年交流の家で、教育実践交流集会に参加して、本当に 

 良かったです！ 

 最後に、交流集会の準備を早い時期からしてくださった方々、本当にありがとうござ 

 いました！！！ 

ＮＰＯおのみち寺子屋  北山
きたやま

 孔
みち

貴
たか

 

 



〇人とのつながりが循環し、その中で人財が育っていく好循環になると良いと改めて感 

 じました。 

 様々な意見で広がりのあるグループ討議でしたが、そこでの意見も上記のことを集約 

 するような内容でした。 

 宇和島の山内さんに頂いた「今、感謝」という言葉を胸に、今を良くする、今一緒に 

 いる人のために動ける大人になりたいと感じさせられた 2 日間でした。 

双海地区公民館  隅田 直軌 

 

〇楽しい 楽しい 

 

〇素敵な集会の機会を設けていただきありがとうございました。私は今年初めて参加し 

 たのですが、とても熱い方ばかりで、たくさんの刺激を受けました。将来愛媛に戻り 

 小学校教員になるにあたり、とても自分自身地域を盛り上げていきたいなと思いまし 

 た。いい意味で外部の人からの意見をいただいたので、私自身の活動や、これからの 

 地域発見にいかしていきたいと思います。 

 絶対、来年、再来年、ずっとずっと参加します。 

 

〇あっという間に過ぎていった 2 日間だったと思います。 

 今年で 3 回目の参加ですが、特に毎年学生のパワーはすごいなあと感じました。 

 初めての試みということですが、2 日目の「おでん∞カフェ」が特に良かったと思い 

 ます。 

 私はあまり、しゃべるタイプではないのですが、グループの中に入って、たくさん話 

 すことができたし、皆さんの話を聞くことができて、多くの学びを得たと思います。 

 来年もご縁がありましたら、また参加させていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

〇おでんカフェの仕組みが非常に面白く、今後も継続して行うべきであると考えた。 

 学生もいろいろと活動しているので、大学内にポスターを貼るなどして、もっと 

 広報してもいいと思う。 

 

〇ＮＰＯおのみち寺子屋です。今回で 2 回目の大洲でさらなる学び、ご縁をいただくこ 

 とが、この就活前の時期に出来たこと大変幸せに思っています。これからのさらなる 

 ご発展を微力ながら応援させていただきます。大変有難うございました。 

 

〇自分の中にあらたな発見やヒント・今後につながりました。 

 おでん∞カフェ←最初でしたが、すごくよかったです。 



 構成がおもしろい２day でした。 

 

〇初めての参加で緊張していたけど、楽しく過ごせて良かったです。 

 

〇今回初めて参加して、正直地域教育に特別興味があるわけではありませんでしたが、 

 多くの方の話を聞き、幸せというものが地域の中にあるという新しい考えを持たせて 

 もらわせました。何気なく過ごしていた学生生活でも、多くの人たちが自分たちのた 

 めを思って地域教育として動いていたことを考えると、今後は自分たちが、それを次 

 の世代につなげていく必要があり、それを担っていく必要があると感じました。2 日 

 間ありがとうございました。 

 

〇初めて地域教育実践交流集会に参加し自分の将来について考えることができた。初め 

 は緊張してうまくしゃべれなかったり、大人の方々の発表を聞いて「すごいな」と思 

 った。しかし、分散会で発表をして質疑応答の時、これからの自分たちの課題を見つ 

 けることができた。また同じ分散会の発表を聴いてすごく刺激を受けた。全国には地 

 域のために行動している、熱意を持って行動している大人がたくさんいることを知っ 

 た。おでん∞カフェで今までかかわっていない人たちのお話を聞いて、自分が思って 

 いなかった考えを知ることができたし、あらためて自分が思っている想いを考えるこ 

 とができた。ここで出会った人たちのようにかっこいい大人になりたいと思った。 

 

〇今回初めの参加で、正直行くまではめんどくさいかも.と思ってました。 

 でも、1 泊 2 日、分散会、おでん∞カフェを通して、たくさんの方と意見の交流をす 

 ることができ、本当に来てよかったと思います。 

 今は仕事のことで手一杯という生活を送っていますが、この会でかっこいい大人をた 

 くさん拝見し、私も彼らのような大人になっていきたいと思います！！ 

 ありがとうございました！！ 

 

〇大変勉強になりました。 

 「かかわり」から「つながり」へという大きな意味を少しでも知ったような気がし 

 ます。 

 「行動」へ進めるよう頑張りたいです。 

 

〇今回 4 回目の参加をさせていただきました。おでん∞カフェとっても楽しかったで 

 す！ 

 最初に集まった時よりも、ホームに帰ってきたときには色んな味を持って帰ってきた 



 メンバーの生き生きした顔が印象的でした。 

 たくさんの意見を聞ける、いろんな方と会える、魅力的な大洲の地で、さらに、魅力 

 的な時間が過ごせました。 

 本当にありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。 

 

〇初めて参加させていただきましたが、老若男女全国で地域活性化を日々実践している 

 方々が、たくさんいらっしゃることに嬉しく思いました。なつかしいお顔に出会える 

 こともできて更にテンション上がりました。 

 分散会では、知らなかった活動報告に目からうろこの話でした。 

 とても楽しかったです。 

 

〇ここでの出会いに感謝！ 

 社会・地域教育にかかわる熱意を持った人、カッコいい大人の人と”つながれて”本 

 当にたくさんのことを学ぶことができました。印象に残った言葉があって「考える前 

 にとにかくやる！そしてふり返る！」です。何かを始めるときに自分は何かと考えが 

 ちで行動にすぐ移せないことがありましたが、勇気を持って行動し、成長しつづけら 

 れる人になりたいです。成長しつづけられる人がかっこいい人だと思いました。 

 来年も来ます。 

 おのみち 100 ㎞徒歩の旅 学生スタッフ  原田 武治 

 

〇地域教育実践交流集会に参加して感じたこと、それは人とのつながりが自分を地域を 

 良くしていくということです。人と本音で話をすることで、新しい考え方をいただく 

 ことができ、自分に生かしたい、チームとして活動する中で意識したいと強く感じま 

 した。そして、やる気と熱量をいただきました。これを続けていくために、常にここ 

 での学びを思い出していきたいです。 

 そして、自分の幸せとは何かを常に考えて実現させ、悔いのない人生にできるようし 

 たいです。 

塩崎 

 

〇今回もいろいろな刺激をいただきました。 

 世話役の皆様、大変有難うございました。 

松山市  芝 

 

 

以上、感想やご意見をお寄せくださった皆様、ありがとうございました。 


