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 釧路市は北海道東部に位置する町で、現在、人口減少が著しい。しかし、自然と食には恵まれており、
真夏の気温も 20 度ほどで涼しく、避暑地としては最適である。 

釧路市では、平成 13 年度に、学校支援ボランティアの募集を開始。「学校のためになにかしたい」と
思っている地域住民に呼びかけ、支援活動が始まった。 

平成 25 年度には、教育支援ステーションをつくった。それまでは、特定の学校の特定なボランティアだっ
たが、教育委員会の中にプラットホームをつくり、あらかじめ活動を希望する学校か教育委員会にボランテ
ィア登録をし、学校支援活動を実施していただくようにした。無理をしないで、「できることを、できるときに、
できる範囲でする」という自発的意思により、支援していただくことにした。このことにより、支援活動が多様
性を持ち、活性化されたと思う。28年度には、コミュニティ・スクールを中心にして、地域学校協働活動推
進員を配置。現在は、釧路市内の小学校 26 校、中学校 15 校、高等学校 1 校と活動範囲を広げて
いる。 

その後、統括的な地域学校協働活動推進員を配置し、主に退職教員と保護者等が、コーディネート
する役割を担っている。その他に、包括的な推進委員も配置。地域学校協働活動推進員が働きやすい
ように、フェイスブックの活用や、年 3 回の交流会などを開催するほか、年度初めに、大学に行ってボランテ

北の大地、北海道で地域学校協働活動が盛んになってきました。キーパーソンである統括的な地域学
校協働活動推進員の具体的な活躍が、これからの学校を拠点とした地域づくり、そして、地域とともにあ
る学校づくりを躍進させます。 
 



ィアの勧誘もしている。 
学校支援活動としては、登校援助や学校と保護者の連携に努めているほか、児童生徒の資質能力

を伸ばし、どのような学力をつけるか議論している。また、中学生の職場体験については、今まで教員が地
域の企業へ行き、お願いしていたが、この仕組みができてからは、推進員が一連の流れをつないでいる。そ
のことにより、教員の時間ができ、充実した学習支援につながっている。地域と学校が目的等を共有する
ことで、得るものが大きいと感じている。 

ほかにも、保護者の意見を募り、コミュニティ・スクールの委員を中心に、ボランティア講師を務めてもらう
活動もしている。例えば、小学校 3 年生の授業で、釧路市はどのように発展してきたかとか、釧路市は世
界でも 3 本の指に入る夕日や、ロケーションが素晴らしいことを学習する。小学校 5 年生では、放蕩の
末、釧路に在住していた石川啄木の多くの歌を広く語り継ぐ学習が、小学校 6 年生の授業では、アイヌ
文化についての学習が定着している。このように、各学年の授業に、委員や推進員が関わり、活動してい
る。また、子どもたちは郷里について学んだことを活かして、長期滞在者にガイドをする活動もしている。 

他の取組としては、お祭りの参加が挙げられる。推進員は呼びかけと、セッティングをする。子どもたちは
多くの地域人とかかわることができており、小学校で地域行事に参加することで、大人になっても、地域住
民として活動に参加してくれるようになると信じている。 
 子どもたちを図書に親しませる活動として、学校の図書館で用意したものが、必ずしも、今の子どものニ
ーズに答えられているるものではないという課題を明らかにし、中央図書館から本を借りてきて、体育館の
床一面に本を並べ、子どもたちに好きな本を借りてもらう取組を行っている。推進員は、子どもたちが読み
たい本、読ませたい本を選び、並べている。子どもへのアンケート調査では、学校の図書館に行く回数が
増えたという結果もでた。推進員は中央図書館に出かけていき、紙芝居の読み聞かせや本の修理等の
ボランティア、研修等により、スキルアップをして幅を広げている。 
 釧路市では、学校支援の量的支援から質的支援への転換により、さらなる教育活動の充実を図って
いる。「あせらず、むりをせず、ゆっくりと、できることから」という思いで取り組んでいる。 
 
遠藤：今は、急激なコミュニティ・スクールの発展期であり、釧路市の事例はとても参考になる。ここまでや

ってきた過程での、苦労話を聞かせていただきたい。 
木村：推進員が教職員と連携を取ってスムーズに進んでいるところは効果がある。しかし、推進員がいて

も、学校内で把握されていないところもある。校内の制度として、役割、必要性などを把握してほ
しいと思っている。 

遠藤：時間をかけることが必要ということか。北海道ならではのコーディネート機能は？ 
木村：学校で携わっている方のボランティアの研修や、学校図書が充実している学校への訪問などが挙

げられる。 
遠藤：高校生や大学生の活躍の場はあるのか。 
木村：地域とともにあるコミュニティ・スクールなので、各地域から集まる高等学校では、なかなか難しい。

津波のメカニズムについて学ぶ小学校の防災の授業に、高校生が小学生をサポートする形で入り、
支援してもらったことがある。 



遠藤：北海道の津波、防災の取り組みについての事例をお願いしたい。 
木村：釧路市は、太平洋に隣接しているので、年４回ほど、地域住民が参加しやすい土曜活動日に、

地域と合同で防災訓練を進めている。地域の防災力の向上を共通の課題をテーマにすると、コミ
ュニティ・スクールにおける協議が活発になるという傾向がある。 

遠藤：コミュニティ・スクール導入により、地域とともにある学校にするのはいいが、地域の弱者である子ど
ものセーフティネットをつくることも推進になる。コミュニティ・スクールの取組が進んでいく中で、やって
よかったなあと思えるよう、大勢の地域住民と連携・協働して地域学校協働活動を進めてほしい。 

 
 

２ 長野県「真島だんごむしカフェ」真島小・七二会小学校   降籏 秀美 

                            インタビュアー：中尾 茂樹 

 

 

 

 

 

 

 

中尾：遠藤先生も中島さんもスーツを着用されているが、私はラグビーの服装で登壇している。これはそ
れなりに意味がある。NHK の番組で防災を取り上げていたときに、大木先生の話を聞いた。アポ
イントを取ると、長野の降籏先生を紹介していただき、本日、愛媛に来訪してくださった。 
自己紹介を含め、なぜ大木先生と出会ったか等を話してほしい。 

降籏：私は、長野市内の小学校で養護教諭をしており、前任の真島小学校に長い間在籍していた。
学校の保健室には、怪我をした子どもたちがたくさん来る。子どもたちと日々接する中で、まずは、
自分の命、人の命を大切にする子どもに育ってほしいと思っていた。あるとき、NHK の E テレで「学
ぼう防災」という番組を偶然に見た。その番組に出演していた大木先生の「命を絶対に守ってあげ
るのよ」という言葉に感銘し、当校まで来ていただいたのが出会いである。 

 

この夏、全国で防災教育の種を蒔いている慶応大学の大木聖子先生に愛媛と長野を結んでいただ
き、刺激的な交流会を持ちました。その際、一番エネルギッシュに活動されていた降籏秀美先生(七二会
小学校)に是非にとお願いして来ていただきました。子どもたち、保護者、教職員、行政職員を巻き込ん
だ地道な防災教育への働き掛けが、長野市で花開いています。台風 19 号への対応も合わせて防災教
育についていろいろなことをお聞きしたいです。 
 



中尾：私は、昔、釧路の牧場にいた。真島という地名について、長野県には海がないけれど「真島」と島
がついている。なぜか。 

降籏：真島は、地図を見ても分かるように、犀川と千曲川に挟まれている。「島」は災害のあった場所と
いうことでつけられているそうだ。ほかに、青木島という地名もある。 

中尾：「だんごむし」とはどういう意味か？ 
降籏：災害にあったときに、自分を守るポーズのこと。子どもたちに「自分を守るだんごむしのポーズ」をとる

よう、分かりやすい言葉で教えている。カフェは、喫茶店ということではなく、お茶を飲みながら、防
災や子育ての話をする場のこと。 

中尾：最初は、保健室でコーヒーを出していたと聞いた。災害に対して、「自分の家は大丈夫だ」と思っ
ていないか。そうではないというように、意識を変え、人を変え、組織を立ち上げ、行政を変えてき
たと思うが、その難しさを教えてほしい。 

降籏：学校の中では、私は、健康を守る仕事を担っており、防災教育はメインの仕事ではなかった。学
校保健委員会が、年に１回行われるが、防災教育を通して、命を守ることを伝えたいと思い、発
案した。災害は、いつ起こるかだれにも分からないが、日常の防災教育は、避難訓練で十分だと
いう意識が強い傾向にあった。教職員には、「忙しいのに防災教育なんて」と、あまりいい顔をされ
なかった。しかし、学校保健委員会で防災教育の必要性を断言し、そして、大木先生にも来て
いただくことで、本格的に取り組み始めた。 

中尾：半ば無理やり管理職を巻き込んだようだ。今年、長野では千曲川が決壊し、復興途中だと思う
が、現状はどうなのか教えてほしい。その光と影とか。 

降籏：詳しくは伝えることはできないが、パニックに陥った。市教委に知ってもらいたいと思い、地域の人と
開くダンゴムシ広場に来てほしかったが、来てもらえなかった。山があるから、長野は大丈夫と言わ
れていた。災害のない、いいところという思い込みが強くて、防災教育はあまり必要とされてこなかっ
た。今回の災害では、学校の書類も泥につかり、探して、洗って乾かして閉じた。その作業では、
職員が、引き出しの中など、私の知らないところで処置してくださったが、切なかった。また、対応が
遅くて、県の方が来てくれなかったとか、もう来てもらわなくてかまわないとか、トラブルになっていると
ころもあると聞く。 

中尾：愛媛の水害では、指導要領が水をかぶったので大変だった。非常時はいろいろなことが起こる。防
災教育で学べば、納得が得られる。 

降籏：防災教育をとおして、子どもを育てたいと思い、1 年目は、防災お便りを地域にも発信したが、見
てもらえなかった。２年目には、学習カードや担任が経験した災害のコーナーをつくった。災害にあ
ったときの話などを記載し、保護者のコーナーもつくった。子どもがインタビューをして、家で実施して
いる防災についても伺った。おかげで、自分のこととして考えてくれたようで、家庭で話し合い、コミュ
ニケーションも取れるようになった。面倒くさがらずにやってみようと呼びかけた結果、子どもと同じ時
間を過ごす家庭が増え、家族の絆も深まったと思う。 
また、外出先での防災対応として、「自分がほっとできる」物を入れるポーチをつくった。家族で、保
健室で見せ合い、発表し合う。子どもに必要なものを自分のために持ち歩く。見せ合うことで、自



分のこと、他の人のことを理解できるようになった。加えて、自分を守るための笛も好評で、保護者
からトイレに設置してほしいと言われた。 
地域住民と一緒に学校保健委員会をしたいと言ったが、「だめ」と言われた。大木先生が主催だ
といいかもしれないと思い、１年はそれで実施。２年目は、長野市の防災ネットワークができて、
地域とつながることができた。300 名くらい参加者を集め、ダンゴムシ広場の発表会、防災マップ
の発表を子どもが行い、間違った個所は直すようにした。子どもが大人になったときに、耳を貸せる
人になってほしいと思い取り組んでいる。防災教育は、未来のマイナスを０にする活動であり、今
の暮らしをプラスにするいい活動である。未来の地域、子どもにとってプラスになる活動なのだ。 

中尾：防災は、学校と家庭と地域をつなげるしあわせ教育。降籏さんは、学校が変わってもつなげていく
そうである。 

 

 

３ 愛媛県「御五神島・無人島体験事業」    幸島 恭輔・宇津 博美 

                         インタビュアー：中島 弘二 

 

 

 

 

 

 

 

中島：御五神島無人島体験の魅力、32 年間もなぜ続いたか。キャンプネーム、モロ（幸島：味酒小
学校教諭）とかんぱい（宇津：広田小学校教諭）に語ってもらう。この事業は、不便、不自
由、不足の三つの不をテーマに、子どもたちの精神力を培うもの。対象は４年生から中３までで、
無人島に１週間泊まる。指導者は小中学校の教員と愛媛大学の学生などで、各班 2 名体制

 

「御五神島・無人島体験事業」は、愛媛の子どもたちの自立心・社会性・しなやかで強い精神力を育むと
ともに、指導者として参加する小中学校の教員の資質を高める機会を 32 年間にわたり提供してきました。ま
た、追跡調査により、過去に参加した子どもやその保護者、関わった指導者たちの“その後”にも影響を与えてい
ることが分かっています。 

このように教育的効果が高く、多くの人々の心をとらえる「御五神島・無人島体験事業」をより深く皆さんに御
理解いただきたく、今回御紹介させていただきます。 



で指導に当たる。食事のメニューや作り方は自分たちで考え、１日３食すべて野外炊飯で作る。
美しい自然、たっぷりの時間、これが大切な価値である。班活動では、様々な葛藤を乗り越えて、
家族のように絆が深まる事業である。今回の発表者の２人は複数回参加しているが、それぞれ、
何回事業に参加したか。 

モ ロ ：大学４回生の時に１回目の参加。その後、教員になって４回参加した。大学生のうちに、体験
活動に関わってみたいと思って応募した。 

かんぱい：大学３回生のときに１回目の参加、今年で２回目の参加だった。私は、双海出身なので、子ど
ものころからこのような体験活動はいっぱいしてきた。 

中島：モロは、経験がないにもかかわらず行こうと思ったきっかけは。 
モ ロ ：大学で何かボランティアをしようと思い、たくさん候補がある中で選んだのが無人島体験事業であっ

た。 
かんぱい：大学生のころ、この会（地域教育実践交流集会）に参加した。分散会で双海町子ども教室の

発表をしたところ、無人島事業の担当者に声を掛けられた。 
中島：実際に行ってみて、衝撃的なエピソードはないか。僕は、トイレが衝撃的で、穴を掘って用を足す

ことが、最初はできなかった。 
モ ロ ：経験者に話は聞いていたが、行ってみないと分からないと思い、いろいろ想像しながら島に入った。

私は、足場の悪さが気になった。普段、不整地な地面の上で１日中生活するとはなく、ねんざし
ないように気にしながら歩くのは嫌だった。 

かんぱい：私はお風呂に入れないのがきつかった。無人島では、子どもたちが寝たあと、夜中に井戸水を汲み
上げて、バシャッと頭から浴びる。苦行だと思った。女性なので服を脱げないことと、水が冷たく、寒
いのが辛かった。 

中島：忘れられない出来事は 
モ ロ ：ハプニングは毎日のように起きる。班付きリーダーをした年に、順調に日が過ぎ、楽しかったと思って

いたが、大洲に帰ってから、班旗がないことに気が付いた。班員全員の荷物を漁っても見つからず、
翌年、島内を探したが見あらたなかった。 

かんぱい：魚釣りの大好きな子どもがいて、大きい魚を釣り上げ、とても嬉しそうだった。その子どもは、釣り上
げた魚が熱中症にならないようにと、自分のかぶっていた帽子をバケツにかぶせ、魚に日陰をつくって
やったが、帽子がないせいで、本人が熱中症になってしまった。 

中島：今日は 2 人に思い出の品をもってきてもらった。 
モ ロ ：手帳をもってきた。日程とか名簿、見ていると、臭いも、その時の様子も思い出す。 
かんぱい：子どもが手作りした神社の鳥居の模型を持ってきた。無人島での生活がつらくて、帰りたいけれど

帰れない、何とかしようと考えた子どもが鳥居の模型を作って、それに手を合わせて「早く帰れますよ
うに」と、朝晩祈っていた。無人島生活終盤に、私の誕生日があって、班のメンバーがケーキなどを
作ってくれて祝ってくれたときに、この鳥居の模型をくれた。思い出として、今でも部屋に飾ってある。 

中島：10 日間の拘束は長く、私も「早く終わりますように」と祈っていた一人である。 
もう一回行こうと思った理由は？ 



モ ロ ：解散時は達成感がある。その後１週間は、毎回「なぜ行ったんだろう」と考えてしまう。しかし、ま
た行きたいと思うのは、1 年越しで無人島の仲間に会える、また、仲間たちと一緒に島に行きたい
と思ってしまうからだ。 

中島：教員は入れ替わるが、スタッフや OB は同じ人も多い。 
かんぱい：私も、研修会などで無人島の仲間に出会ったときに、もう一度行きたいと思ってしまう。最近の言 

葉でいうと依存性がある。 
中島：そこが魅力かもしれない。 
かんぱい：2 回目に行く前には、マイナスなイメージがあったから、3～4 回断っていた。しかし、今回参加した

のは、参加した人からのメッセージで、「私は教員にはならないから行けない。行けるかんぱいさんが
うらやましい」と言われたから。いろんな人と関わって、いいことがひとつ、二つあると、その印象が強く
残る。 

モ ロ ：無人島体験事業は、OB の方もたくさん来られて、いろいろ教えてくれるので、自分自身もかかわ
りを続けていきたいと思ってしまう。無人島の仲間にたまに会うと、「今年は行くのか」と言われる。そ
して、５月に募集があると「今年も行くぞ」と思う。行くと決めたら、それが１学期の活力になる。
OB だけでなく、おやじの会などイノシシの番にはたくさんの人が関わって来てくれることもありがたい。
自分も、できる範囲で協力できる人であり続けたいと思っている。 

中島：会場のみなさんに伝えたいことをどうぞ。 
かんぱい：今、この会場にいる方たちは、それぞれの場所で、それぞれの能力で、このようなことをしていきたい

と熱い思いを持っている人たちの集まりだと思う。今やっている活動を、熱い思いで、自信もって続け
ていってほしい。社会教育が盛り上がって、未来をしっかり生き抜いていける子どもを育てることがで
きればと思う。 

モ ロ ：事務局がしんどいところをして、おいしいところだけ自分たちがしていると思うかもしれないが、教育さ
れているのは自分だと思う。無人島事業に関わったことで、自分が変われたことが嬉しい。もっともっ
と何かをやっていきたい。 

中島：防災教育のインタビューで、「未来のマイナスを０に」という言葉があった。その言葉を、目の前の人
に伝えて、プラスにする。そして、その言葉を受け取った人たちがほかの人に伝えて、さらにプラスに
なる。 
どの事業もたくさんの人に支えられて次に進める。実践としてはそのようなことが大事なのかなあと
思う。 

  



地域教育実践交流集会 2 日目 おでん∞カフェ 
私の地域教育               案内人 二宮 伸司 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

おでんは、いろいろな具材を一緒に煮ることによって、それぞれがいい
味を出します。会場をおでんの鍋とみたてて、いろいろな人との出会いと
会話を経て、一人一人がいい味を出していきましょう。『カフェ』のような
リラックスした雰囲気の中で 少人数に分かれたテーブルで、自由な対
話を楽しみます。（ワールド・カフェ方式） 

まずは、最初に座っているところを「ホーム」とします。そして、人が同じ
ところに留まらないのと同じように、親（ファシリテーター）を残して、旅に
出ます。旅に出て、知らない人と対話をし、美味しいおでんの具材となっ
て、最後には「ホーム」に帰ります。そこで、知り得たことや感じたことを改
めて話し、最初の自分とどのように変わったか（あるいは変わらなかった
か）話し合いましょう。 

メンバーをシャッフルして対話を続けることにより、参加した全員の意
見や知識を集めることができる対話手法の一つです。  



 

集約した意見交換…どのような話が展開したか。 
グループ３ 

地域と学校、キーワードは、出入りしやすい、開かれた場所。確かめ合えるところ。ゆるやかな、かかわり
あう場所として存在してほしい。 

グループ５ 
あなたが考える地域とは、自転車で移動できるところ、バイクなど好きなところへ行ける。どのような活動
をするのが大事か。制度ではなく人。身の回り、どのような人が住んでいるのか知ることがベスト。ご近所
防災訓練など人を巻き込みながらする。非日常でも、関係性を高めよう。 

 
案内人からのメッセージ 

参加体験学習というが、万能の薬ではない。今楽しい、達成感等、すべて組み込むと、落とし穴がある。 



人づくり、地域づくり、つながりづくり、子どもの出番づくり、取り巻く大人の出番づくりが必要。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


