
タイムスタンプ １　あなたの年

令をお聞かせく

ださい

２　本日実施した以下

の１～３についてご感

想をお聞かせください 

[1 開会行事]

２　本日実施した以

下の１～３について

ご感想をお聞かせく

ださい [2 分散会]

２　本日実施し

た以下の１～３

についてご感想

をお聞かせくだ

さい [3 シンポジ

ウム]

３　参加した分散会に対する感想をお聞かせください（参加した分散会

の番号も合わせてご記入ください）

４　あなたが普段行っている地域教育の実践内

容をお聞かせください

５　本日の交流集会に参加して、今後あなたが取り組ん

でみようと思ったことをご記入ください

６　大会テーマ「かかわりをチカラに　つながりをカタチに」

に対し、その理念・方向性・具体策等について、あなたのご提

言をお聞かせください

７　地域教育実践交流集会の実施方法や本日の内容等について、意見をお聞か

せください

12/5/2020 16:23:23 ４０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった １。遠藤先生の進行、発表されたお二方の発表が素晴らしく良かった

です！

双海で子供達の野外活動をしています。 ウェブでの交流 子供達の話が年々薄くなっている気がします。 コロナが猛威を振るう中、会を開催できる皆様のパワーに敬服します。こ

れからもよろしくお願い致します。

12/5/2020 16:27:57 ５０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 参考になった 第3分散会 地域教育実践交流集会（大洲）、中予ブロッ

ク集会、御五神島無人島体験事業他

第3分散会で発表のあった『放課後NPOアフタース

クール』のプログラムに興味あるものがあったので活

用してみたい。

今年度は新型コロナの影響で新しい試み（ZOOM）を四苦八

苦しながらやったものの、今後の『地域教育実践交流集会』

もライブとZOOMの併用で経費削減尚且つ遠隔地からの参加

が広がると思う。

前述したとおり。

12/5/2020 16:30:09 ５０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった こんな大規模な会議ができるんですね。とても勉強になりました。い

い会議でした

12/5/2020 16:31:45 ４０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった 第１３分散会場　コロナ禍の状況下で、若狭公民館が取り組んでいる

新たな活動は素晴らしいと感じました。また、佑防災企画・製作の堀

江氏は、子どもたちを対象とした防災教育を展開されており、活動内

容や企業の協賛活動等、大変興味深く拝聴いたしました。

大洲青少年交流の家で社会教育事業を行って

おります。

何らかの形で防災教育に携わりたいと思います。 コロナ禍で多くの人が一堂に会するといったことは難しいで

すが、新たな関わり方として、オンラインでの集まりもよい

と思います。

全国各地で、多くの方が様々な社会教育活動を行っていることを知り、非

常に勉強になりました。人と人とのつながりの大切さを再認識することが

できました。ありがとうございました。

12/5/2020 16:58:25 ３０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった 分散会８に参加させていただきました。勤務先で今後取り組みたい理

想的な形を実施されており、非常に参考となりました。

もう一人の職員が担当として色々と取り組ん

でいます。私自身が実践しているものはあり

ません。

中高生がやりたいと思うことを地域と一緒に取り組

み、子どもたちにとって家と学校・職場だけじゃない

居場所（サードプレイス）を作ってあげたいです。

近くても遠くても誰かと繋がれることは、コロナのせいでは

ありますが、急速に広まった新しいカタチであり、大きな魅

力だと思います。発表者の現場を見ることができるし、会場

に集まることは難しい地域の人にも映って意見等を言っても

らえると、取り組みについての感想や思いが聞け、その人た

それぞれの都合に合わせた参加が可能なリモート形式は、非常に良かった

と思います。他の分散会も動画配信等で後日見ることができたらうれしい

です。（既に配信予定でしたら、ありがとうございます！楽しみにしてま

す。）

12/5/2020 16:58:30 ３０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった

12/5/2020 17:33:53 ２０歳代 参考になった 参考になった 参考になった 6 地域の繋がりの土台を作るためには【何にもしない会】などの目的

のない、ことに意義があるのだと感じた。

恥ずかしながら海外との活動をしていたた

め、今まで地域教育についての取り組みを単

発でしかしかことがありません…(子供たちと

の自給自足体験会や学生と地域企業との合宿

など)

個人での応募です。地元の愛媛に戻るつもりなので、

もっと愛媛の地域教育について知れたらと思っており

ます。

こんな活動をしている人を手伝いたい！という気持ちが起こ

りました。

しかし、自分にはコレだ！と思えるものが恥ずかしながらま

だありません。

それを山口大学で学んだコミスクの事例を胸に、愛媛に帰り

ながら積極的に地域の活動に参加し、見つけていけたらと思

います。

お互いの事例を紹介し、事例から学べる新しい場所の価値がありました。

その反面、集まって得るものはあったけれど、生み出せるものが無かった

ように思います。

せっかく集まっていて、異業種や学生がいるからこそ、お互いの課題や相

談事を明確にしたら、もっとどの世代も参加出来る会になるのでは？と思

います！

12/5/2020 17:40:47 ３０歳代 参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 分科会11に参加しました。2事例とも、明日の活力になる話が聞けま

した。ファシリテーターの繋ぎも大変うまく、初参加でしたが気持ち

よく参加出来ました。

公民館主事として地域活動を実施。プライ

ベートでは、発達障害に関わる人たちの交流

イベントを開催。

オンラインで繋がった人達と、実際に会って繋が

る！！コロナが早くおさまりますよう。

つながりはやはり大切。つながりはかならず力になるな、と

感じました。

オンライン大変良かったです。事前研修も、当日のサポートも、大変充実

しており、運営スタッフの、この研修を成功させたいという熱い思いを感

じました。ありはとうございました。

12/5/2020 17:45:10 ４０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 5  自分が高校生の時はなーんにも考えてなかったけど、桐蔭学園の皆

さんはすごいなぁ、と思いました。

放課後子ども教室 アート活動 つながりをカタチに、ってのいいですね。

私もカタチにしたいです。

どんな会かも知らずに参加しましたが、あっという間の4時間でした。

今後の活動の参考にしたいと思います。

12/5/2020 17:45:39 ４０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった 第7分散会に参加しました。発表していただいた事例と似た活動をし

ていたことがありますが、イマイチうまくできなかったのですが、手

法・コンセプトなど非常に勉強になりました。ありがとうございまし

た。

地域の一員として子どもたちのふるさと学の

支援をしています。基本的には笑顔を増やす

活動です。それがふるさとへの愛着につな

がっていくと思っています。

第7分散会で発表していただいたご近所映画を実践して

みたいと思います。

コロナ禍にてこのようなカタチで開催できたことを嬉しく思います。事務

局をはじめ実行委員会の皆さまはさぞかし準備が大変だったことだと思い

ますが、ホントにありがとうございました。

12/5/2020 17:45:44 ２０歳代 参考になった 参考になった 参考になった 1, zoomに対する対応や今の教育に対するものへの考え方をたくさん

知れたので本当に良かったと思い、楽しかったです。

おのみち１００ｋｍ徒歩の旅に参加していま

す。

今までより、自分が持っている特性や自分の地域の特

性を理解し、それを上手く活用できるような行動をし

ていく。

今は、zoomなどの画面ごしでしか人と会うことができない

が、それを個人の繋がりから広げて、大きな繋がりをしてい

きたいと考えます。

ありがとうございました。

12/5/2020 17:46:19 ４０歳代 参考になった 参考になった 参考になった 12　発表させていただきましたが、話すことで、自分たちの活動を客

観視し、研ぎ澄ますことができると感じました。ありがとうございま

した。

小学生の長期休暇預かりプログラム 長期休暇外の、プログラムです。　また、知りえな

かった方とまずはつながってみることです。

リーダーでなくても、シーダー（種をまく）になるという、

それぞれの場所や立場でできることからでよいと思っていま

す。

企画・進行の方々が、ジブンゴトとして進めていらっしゃる姿に、安心し

て参加できました。（行政関係では、講師や登壇者に丸投げで、仏作って

魂入れずという場面が多いので(^-^;）

オンライン開催で、ご苦労も多かったと思いますが、本当にお疲れさまで

した。

こういったコーディネートができるオトナが増えることも、地域活動には

重要だと改めて思いました！ありがとうございました。

12/5/2020 17:47:24 ２０歳代 参考になった 参考になった 参考になった 分散会9　色々なお話を聞かせていただき、大変ためになりました。

普段聴くことのないような話に触れることができて良かったです。

NPOおのみち寺子屋で活動をしています。今

年は夏に１００ｋｍ子どもたちと歩くことは

できなかったけれど、それに代わる今年にし

かできないことをできました。

まだまだ知らない、地域独自で様々な活動にもっと

もっと触れていきたいなと感じました。

ネット回線が弱いとうまく参加できないためそこをどうにかしたらいいの

かなと思いました。

12/5/2020 17:48:12 ４０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 1 オンラインの今後の在り方について、さんこうになった。 社会教育指導者への研修活動 ハイブリッド型の研修の研究 オンラインが必須になる中で、どのように、ふれあいを構築

するのかその在り方について

お疲れ様でした。ここがスタートだと思います。

今後の実践の積み重ねに期待します。

12/5/2020 17:50:10 ５０歳代 参考になった 参考になった 参考になった いろいろな考え、取り組みが知れてよかったです。 コミュニティ・スクールのしくみを活用し

て、地域貢献活動、学校支援を進めていま

す。

地域との連携の力を改めて感じました。 とても分かりやすく、浸透しやすいテーマだと思いました。 継続していくことが力になることを感じました。今後もさらに充実した会

になることを期待しております。ありがとうございました。

12/5/2020 17:52:12 ４０歳代 参考にならなかった 参考にならなかった 参考になった ズームのアプリの不具合でウェブ版で入ったものの、ウェブ版では

ギャラリビューができなかったため、アプリで再度入りなおしまし

た。そんなこんなで分散会は集中して聞けませんでした。

公民館活動 人を育てる事業に取り組みたいと思います。 やはり、実際に会って話す事が大事かなと思います。 ズームが体験できたのが良かったです。

ただ、私の場合、ズームでは、集中して人の話が聞けません。

個人的には自分には向いてないツールだと感じました。

12/5/2020 17:52:58 ２０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった 映画作り、学校の活性化、どれも自分の参考となるものばかりでし

た。新しい視点や参考になる学びをたくさんいただくことができまし

た。

小さなコミュニティや自分の地元地域を大切にしたい

と感じました。地域の子どもたちと関わる取り組みが

したいなと思いました。

まさにその通りの集会になったと思います。さらに多世代に

わたって行えるとよいと感じたため、高校生をもっと呼んで

も良いと思います。

非常に充実した時間でした。様々な方のお話が聞けてよかったです。運営

の皆様、ありがとうございました。

12/5/2020 17:53:15 ３０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった 第３グループ：大企業とつながりながら活動するＮＰＯ。地域の憩い

の場を作って活動する公民館。どちらも、地域の子どもや人々に視点

を向けていて、大変勉強になりました。

学校教員として、地域の行事になるべく参加

している程度です。すみません。

ＮＰＯ団体やそれらと学校をつなぐ中継団体とのつな

がりをつくっていきたいです。

自分以外の何かとかかわることで、今の自分ではできないこ

とができるようになるが、そのかかわりが単発で終わると次

につながらない。かかわり（単発）がつながり（継続・縦

断・発展）になるためには何らかの形（モデル・場）が必要

である。という風に考えてみました。

ウェブ上のつながりもいいものだなと思いました。いろいろと設定してく

ださり、ありがとうございました。



タイムスタンプ １　あなたの年

令をお聞かせく

ださい

２　本日実施した以下

の１～３についてご感

想をお聞かせください 

[1 開会行事]

２　本日実施した以

下の１～３について

ご感想をお聞かせく

ださい [2 分散会]

２　本日実施し

た以下の１～３

についてご感想

をお聞かせくだ

さい [3 シンポジ

ウム]

３　参加した分散会に対する感想をお聞かせください（参加した分散会

の番号も合わせてご記入ください）

４　あなたが普段行っている地域教育の実践内

容をお聞かせください

５　本日の交流集会に参加して、今後あなたが取り組ん

でみようと思ったことをご記入ください

６　大会テーマ「かかわりをチカラに　つながりをカタチに」

に対し、その理念・方向性・具体策等について、あなたのご提

言をお聞かせください

７　地域教育実践交流集会の実施方法や本日の内容等について、意見をお聞か

せください

12/5/2020 17:53:28 ２０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 2分散会　地域教育について様々な活動をされていることを聞かせて

いただきました。その中でも榎木さんの「やらなくてはいけないこ

と」以外にも取り組むことということがとても印象に残っています。

やらないといけないことだけでなく様々なこと、楽しいことや自由に

過ごすことができる場所ということが地域教育に取り組まれること

で、より郷土愛などが生まれるんだなと思ったし、地域教育だけでな

く普段の生活にも取り入れていきたいと思いました。

NPOおのみち寺子屋に所属しており、子ども

たちと１００ｋｍ徒歩の旅を行うことで子ど

もの挑戦する心だったり、協調性、郷土愛な

どを育んでいくという活動を行っています。

また、地域の方々と清掃活動を行ったり、お

祭りを開催したりなど、地域活性化の活動も

行っています。小学生の長期休みの時に寺子

屋を行い、勉強を教えるだけでなく、１０ｍ

の巻きずしをみんなで作るなど、子どもたち

の挑戦を応援する活動も行っています。

「やらないといけないこと」をやるということは当た

り前で大切なことです。だけど、「やってみたいか

も」と思えたことに対して少し勇気を振り絞ってやっ

てみるということを取り組んでみようと思います。

地域での関わりが今回の大きなテーマだと思うのですが、関

わりが薄い現代にとって、さまざまな活動を行っている方の

お話を伺い、そこから得られた地域のかかわりはとても大き

な力になっていると思います。その力を形にしているのが皆

さんの行っている事業なんだと思います。どれだけ素晴らし

い内容の事業でもそれを行ってくれる、協力してくれる地域

の方々がいないと成し遂げることができないと思います。特

に具体案は思いつきませんが、地域の方々にどれだけ理解し

てもらえるか、他人ごとではない、自分事だと思ってもらう

ようになるのかが重要なのではないかと思いました。

オンラインでもたくさんの方と関わることができました。改めていろんな

活動を行っている方に触れることができ、良い経験になりました。ありが

とうございました。

12/5/2020 17:53:57 ３０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった

12/5/2020 17:54:10 ～１０歳代 あまり参考にならなかった 大いに参考になった あまり参考にならなかった

12/5/2020 17:54:22 ２０歳代 参考になった 参考になった 参考になった

12/5/2020 17:55:23 ５０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 11田邊さんの穏やかなファシリテーションで、豊かな時間が過ごせま

した。

藤岡さんと卓球を楽しむ大会  など ○○をただするだけの会 自治会に参加します。 オンラインのおかげで、繋がれました☺️ありがとうございました。

12/5/2020 17:55:27 ～１０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった とても参考になることが多かったです。 健常者と障がい者のソーシャルインクルー

ジョンを目指した活動

12/5/2020 17:56:13 ５０歳代 あまり参考にならなかった 大いに参考になった 参考になった 時間が足りなかった

もっと話し合いたかった

公民館で読み聞かせ 色んな世代へのお話会を開く 後日また繋がりたいです

12/5/2020 17:56:42 ２０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった 10

益田市のカタリ場、おもしろそうだと思いました。

自分は現場で地域教育を実践する立場にはありません

が、地域教育について考える機会となりました。

12/5/2020 17:57:03 ２０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった ７　今まで知らなかった取り組みを知れたので良かった 青少年の体験学習 分かりやすくて良いと思う 全国の人と集まれてよかったです。ほかのグループの発表も是非聞きたい

です。

12/5/2020 17:57:22 ２０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 分散会番号５：各々が新しいことを初めてそれがより広がるような工

夫や、挑戦をしていたのでわたしも自分の活動をもっと広められるよ

うに頑張りたいと思いました！！！

私はNPOおのみち寺子屋の学生スタッフで、

主に夏の四泊五日で尾道市内を１００ｋｍ歩

く小学生のサポートをしています。

今のこの活動が、尾道市の発展にも関わってくるのか

なと思ったのでそういう面でも考えていきたいなと思

いました。

コロナ化だからこそ、このような形で関われて、知ることが

できて、とても今後のやる気につながりました！

大人数の中、円滑に進めていただきとてもよかったです！ありがとうござ

いました！！

12/5/2020 17:57:32 ３０歳代 参考になった 参考になった 大いに参考になった 6 コミュニティナースについて初めて知りました。大変なお仕事です

が、地域にとっては、存在がありがたいはずです。これからも頑張っ

てください。

公民館運営審議会委員、自治会役員をしてい

ます。

現在の仕事にもつながる発見があり、大変良かったで

す。

やっぱり直接会うのがいいですね。

12/5/2020 17:57:36 ４０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 参考になった 若い力、地域を巻き込んでの活動、勉強になりました。 ここだけで終わらず、つながりを作り、つながり続け

ることを頑張ります。

目的を共有すること。 オンラインでの開催まで、言葉では言い表せないほどのご努力、ご苦労が

あったと思います。課題をクリアして開催していただき本当にありがとう

ございました。

12/5/2020 17:57:39 ～１０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった ４。オンラインになったからこその活動の実践を学べたのでたのし

かったですし、刺激を受けました。

高校生による防災からのまちづくり 継続的なまちづくり活動 楽しかったです！

12/5/2020 17:57:49 ７０歳代 参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 頑張っている情報を頂き素晴らしい。三部会 ＣＳ活動 人と人の繋がり 新しい試みにチャレンジ出来て良かった

12/5/2020 17:58:02 ４０歳代 参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった オンラインでの取組、お疲れ様でした。

12/5/2020 17:58:16 ５０歳代 参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった コミスクをはじめ地域との連携に向けた様々なアイデアを聞くことが

できました。明後日からの学校業務に活かしていきたいと思います。

地域の施設や高校生との交流活動を行ってい

ます。

校内に居場所づくりを作っていきたいという思いが以

前からありました。障害の有無にかかわらず、地域の

子どもたちや大人たちが集まれる居場所ができればと

思います。

障害のある人達が、地域の様々な人とつながり、一緒に助け

合いながら暮らしていける共生社会を実現するためにも、か

かわり、つながりを作っていくことはとても大切なことだと

思います。それをどのように実現していくか、今回のような

皆さんの活動とのつながりがとても必要だと考えます。具体

策はなくて申し訳ありません。

ZOOMもこの集会に参加したのも初めてでしたが、丁寧にZOOMの扱い方

も教えていただき助かりました。いろいろな活動、とても刺激になりまし

た。ありがとうございました。

12/5/2020 17:58:32 ２０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった 第１２分散会に参加しました。発表者の２人の熱い想いが伝わってき

ました。あの話を聞くだけで，心にやる気がみなぎってくるのが感じ

られました。何をするか？ではなく，どんな思いで誰とどう生きてい

きたいか？，だなと改めて思いました。発表者の方とは違う環境では

ありますし，私が持てる視点やできることは全く違いますが，発表者

の方の想いに負けないように，私ができること，誰かのためにしたい

ことを私なりに実践していこうと思いました。★心に残った言葉「楽

しかったら集まってくる」「自分の「正義」「モノサシ」だけに収

まっていないか」

NPOおのみち寺子屋の活動を行っています。 具体的なものではありませんが，最近の私は「自分の

思いだけで突っ走っている感」がありました。できて

いないことに目を向けがちといいますか･･･目の前にい

る誰かの思いを分かろうとしていない部分がありまし

たので，深呼吸をして，人を大事に取り組んでいきた

いと思いました。　★心に残った言葉「アートには，

技術が要らない。立場を超えて誰とでもかかわれる

（意訳）」「若者には，空間と伴走者が必要」

特にありません。 何度かオンラインの研修や集まりを実施したことがある身としては，大洲

の交流集会のあの独特な温かく，自然とやる気になる雰囲気をどうオンラ

インで運営されていくのか？と気になっていましたが，開会からとてもス

ムーズな運営，そして，いつもの雰囲気を創り出していこうとされる

方々，いろいろな心配りが感じられ，大洲にはいませんでしたが，大洲の

あの雰囲気を感じられることができ，感激でした。たくさんこれまでご苦

労があったと思いますが，開催していただき有り難うございました。オン

ラインだと，対面集会でできていたことが簡単にできず，難しいですね。

早く，また皆さんにお会いしたいです。

12/5/2020 17:58:37 ４０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 周囲を巻き込んでいく方法、気持ちが大変刺激を受けました。 地域の住民とのお遍路さんへのボランティア

と子ども、学校とのつながりづくり

コロナ下での活動の工夫 今年度の方法もすばらしく、感動しました。ご準備していただいた皆様、

大変ありがとうございました！！

12/5/2020 17:58:43 ４０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった ご近所映画クラブの事例、とても魅力的でした。また、翠小学校PTA

の事例では、コロナ禍でのつながりつくりについて、自身を振り返る

ことができました。ありがとうございました。

小さなコミュニティづくりについて、実践してみたい

と思いました。

鈴木先生の形だけ真似してもダメ

そこには思いがあるから、繋がっていくという言葉に感動し

ました。

試行錯誤されながら、本当に長い時間をかけて準備され、感謝していま

す。たくさんの学びと心強さをいただきました。ありがとうございました

😭😭。

12/5/2020 17:58:56 ２０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 3 コロナ禍において様々な工夫を施して事業を行っているのだなと感

じました。また、つながりの重要性も感じました。

皆さんのような大きな行動はできていません

が、学生として所属している団体で主体的に

地域教育に携わっていけたらと思います。

人とのつながりがあって、様々な活動が行えているこ

とが分かりました。小さなことですが人とのつながり

を大切にします。

12/5/2020 18:00:16 ４０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった コロナ禍でもあきらめない、やり抜くためのアイデアを得ることが出

来ました。ありがとうございました。

学校現場と地域を繋ぐ研修会をコーディネイ

トしています。

オンラインと対面のバランスの取れたハイブリッド研

修会の立案と実行です。

素晴らしいテーマだと思います。フレーズは、そのままがよ

いと思います。

改善点はありますが、オンライン交流会もありではないかと思います。



タイムスタンプ １　あなたの年

令をお聞かせく

ださい

２　本日実施した以下

の１～３についてご感

想をお聞かせください 

[1 開会行事]

２　本日実施した以

下の１～３について

ご感想をお聞かせく

ださい [2 分散会]

２　本日実施し

た以下の１～３

についてご感想

をお聞かせくだ

さい [3 シンポジ

ウム]

３　参加した分散会に対する感想をお聞かせください（参加した分散会

の番号も合わせてご記入ください）

４　あなたが普段行っている地域教育の実践内

容をお聞かせください

５　本日の交流集会に参加して、今後あなたが取り組ん

でみようと思ったことをご記入ください

６　大会テーマ「かかわりをチカラに　つながりをカタチに」

に対し、その理念・方向性・具体策等について、あなたのご提

言をお聞かせください

７　地域教育実践交流集会の実施方法や本日の内容等について、意見をお聞か

せください

12/5/2020 18:00:16 ４０歳代 参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 大変参考になった。アウトリーチに関しての具体的な方策と、防災教

育に関して新たな視点が得られました。１３分散会楽しかったです。　
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地域連携教員　朝の挨拶　清掃活動　交通整

理

地域での繋がりづくり コロナに負けるな！心で負けるな！

みんなでソーシャルディスタンスが

ココロのディスタンスにならないようにしよう！

社会教育が最高の特効薬！

PS　コロナ明けにみんなでTHE ALFEEの星空のディスタン

スを大合唱しようぜ！

大変良かったと思います！！！楽しかったです！

12/5/2020 18:00:58 ５０歳代 参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 11で発表をさせていただきましたが、私自身も大変勉強になりまし

た。

地域のHUB作り 引き続き、いろいろな方と力を合わせて地域を盛り上

げていきたいです。

リアルなつながりと、ICTの技術で可能性がさらに広がって

いくと感じました。

いろいろな方の取り組みがとても刺激になりました。コロナに負けず頑張

ります！

12/5/2020 18:01:08 ～１０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった @10 地域と子供達との関わり方のあり方の一つとしていい学びを得

られました。発表して下さったお二方には感謝しかありません。

NPOおのみち寺子屋 地域の大人と子供との対話

子供達への家庭、学校以外での場の提供

特にございません。 大人数zoomだったにも関わらずスムーズな司会進行ありがとうございまし

た。

12/5/2020 18:01:26 ２０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった 第9分散会

私どもの発表に対して沢山の意見をいただけて有意義でした。

また、皆さんの活動を聞く上で自分たちにもつながる部分があり、参

考になりました。

ありがとうございました、

NPOおのみち寺子屋

青少年健全育成事業

オンラインのご時世だけど人との関わりを忘れず、密

に連携していきたい。

関わり方には、いろんな形があり、コロナ禍とはいえオンラ

インにだけ囚われることのないようにカタチにしていくこと

が大事だと感じた。

オンラインとはいえ、いろんな方の熱意が伝わってくる、有意義な集会で

した！

来年大洲でまた会えることを楽しみにしています^_^

ありがとうございました！

12/5/2020 18:02:16 ５０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 参考になった 第6分散会

お二人の発表とま、感じたことは、「人とのつながり」「コミュニ

ティの大切さ」ということです。

とても、充実した時間を共有していただき、ありがとうございまし

た。

公民館まつり(文化祭)

3世代ふれあい清掃

男性料理教室

芸能発表会

などなど

小中学校との交流 リモート会議も良いな！と思いました。

12/5/2020 18:02:47 ２０歳代 参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 分散会8でお世話になりました。同じ大学生の方が発表されていて、

とても私自身の刺激になりました。

地域の学生とともに、地域の小学生へのサ

ポート、地域の活性化を進める事業をさせて

いただいています。

たくさんの人に関わるということをやってみたいで

す。　関わった分だけ学びがあると思いました。

かかわりやつながりということの大切さを特に感じました。

オンラインであっても誰かとつながるということのあたたか

さは人間にとって必要不可欠だと思います。地域教育ではそ

のようなことを実践できる場だと思うので、これからも大事

にしていきたいと思います。

私自身が若者ということもあり、ぜひ多くの若者への参加を呼びかけてい

ただきたいです。若者同士、刺激し合うことができる場だと思いました。

12/5/2020 18:03:20 ５０歳代 参考になった 参考になった 参考になった 1番　初めての参加ですが、普段なら重ならない社会教育活動の事例

を聞けるのは面白いですね。ぎょしょく　自分の地域で何ができるか

考えたくなりました。

地域の子どもたちの集団遊び、地域交流をう

ながすみち遊び、中学校で放課後カフェ。

地域ならではの資源を生かした教育、アニメとかでき

そう、コダテルも参考になりました。

やや情緒的ですが、気持ちはいいなぁと。結局は、カタチや

施設団体だけじゃ突破は出来ない、様々なつながりでうまく

切り抜けるしかコロナ禍ではやりきれない気がしましした。

できれば参加する分科会をえらべるといいなぁと。ランダムもいいのです

が。

12/5/2020 18:03:25 ～１０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった ７　二つの実践がとても面白く、興味があるものでぜひまたお話を聞

いたり、実際に見たりしたいなと思いました。

まずは周りの人とのつながりを大切にしようと思いま

した。

自分から周りに積極的にかかわっていっていろいろなところ

でその人たちと協力して何か作り上げたりしたいなと思いま

す。

とても勉強になることが多く、充実した時間でした。準備等とても大変

だったと思いますが、今回開催してくださりありがとうございました。

12/5/2020 18:03:49 ～１０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 10番の分散会に参加させていただきました。

昨年お会いした方も沢山いらっしゃって、詳しくお話を聞くことが出

来ました。自分の活動に生かせるような、また、新たな閃を得て考え

を膨らませることが出来る会でした。ありがとうございました。

NPOおのみち寺子屋から参加させていただき

ました。子ども達の生きる力を育むために"お

のみち100km挑戦隊"を真夏に開催していま

す。また、それらをサポートする学生の人間

力向上を目的として｢人間力育成塾｣が開かれ

ており、受講させて頂いています。

コロナウイルスが理由で、出来ないことは増えている

と感じていましたが、そこから何ができるか、何をす

るかの閃が地域を活性化させたい私たちに大事なこと

だと感じました。

Zoomから"つながり"を感じることが出来ました。 Zoomでの参加では、いつものように握手をすることや、名刺を交換するこ

と、資料をお渡しすることは出来ませんが、各地から多くの方と繋がるこ

とが出来ると思います。通信などがあまり上手く出来ず、時間はかかりま

すが新しい挑戦だと思いました。ありがとうございました。

12/5/2020 18:04:33 ５０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 楽しかったです、ありがとうございます。 コミュニティナースとして、サロン活動や健

康教室を行っています。

なんにもしない合宿　をやりたいです 関わり方も変化せざるを得ないコロナ禍ですが、こうやって

つながりは続くし、感染に注意しながら集まることもできる

ので、続けていきたいです。

アフターコロナになってもオンラインは選択肢として残していくべきなん

だろうと思います。

ありがとうございました。

12/5/2020 18:04:55 ５０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった ２分散会…内容もプレゼンも最高でした。これをみんながそれぞれで

具体に！

今は防災教育等を中心に働きかけています。 具体的ではないですが、子どもたちがあこがれるよう

な大人づくり…がいるなあ、と思いました。

ケーブルテレビ等の協力を得ながら、地域教育に係る映像づ

くり（ユーチューブも視野に）がしてみたいですね。

オンライン！とても良かったです。裏方の方々のご苦労…感謝申し上げま

す。

12/5/2020 18:05:07 ５０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 第４分散会です。高校生の素晴らしさを改めて感じました。また、大

人の女性のすばらしさも痛感しました。チャンスを有効に活用する意

思と行動力が大きな成果を生むことが分かり、元気をもらいました。

明日から、頑張って行きます！！

地域の行事に積極的に参加して、役に立つ存

在になること、盛り上げ役になることくらい

です。残念ですが・・・。

地元の高校生の活動を、積極的に応援していきたいで

す。

先の見えない初めての挑戦だったと思いますが、リーダーのカリスマ性と

それを応援するみんなの力の結集で、こんなすばらしい会になったことに

感激しました。

12/5/2020 18:05:14 ２０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった 9に参加。

普段、なんとなく聞いたことあったSDGsについて、身近なもので考

えたり、学びかたなどを学べてとても参考になりました！

おの100以外にも、地域の学校の行事や地域の

運動会など、参加できるものには積極的に参

加して、コミュニティを広めています。

SDGsについてもっと自分の身近なもので考えていきた

いとおもいます。

人に会うこと、話すことを大切にします。 分散会では、２つの事例しか聞くことができなかったので、もっとたくさ

ん聞いてみたかったです！

とても楽しく、ためになるお話を聞かせてもらいました。

ありがとうございました！

12/5/2020 18:06:43 ２０歳代 参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 地域と連携した教育が求められる現代において、保護者との連携や行

政との連携など、どのような連携があるのかを具体的に学ぶことがで

きました。（分散会１２）

児童クラブの支援員の一人として、子供の多

様性を尊重したり、子供に何かを教えるだけ

でなく、こちらも子供たちから何かを学んだ

りすることで地域教育に関わっています。

今日の分散会やシンポジウムを通して出会った方々の

SNSをチェックして、積極的に様々な地域の地域教育

の実践をより詳しく見てみたり、その中でも学生とし

てできることがあれば参加したりしたいと思いまし

た。

持続可能な教育を実践していくために、企業や施設、団体の

枠を超えたかかわりが必要であり、そのための一歩をどう踏

み出せるかということを考えさせられました。

今回初めて参加させていただき、貴重なお時間をいただきました。その中

で、「オンラインでなくて、会場での実施だったらもっと楽しかったのに

ね」という声を多く聞きました。地域別の会や、来年度の大洲での会に参

加せていただく機会があれば、より多くの人とつながり、地域教育につい

て深く考えていきたいと感じました。本日は、本当にありがとうございま

した。

12/5/2020 18:07:18 ５０歳代 参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった

12/5/2020 18:07:49 ２０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 参考になった 私は7分散会に参加しました。聞いた発表は、久保田さん、本多さん

のものです。特に久保田さんの映画製作を通した教育が印象に残りま

した。映画という一見難しそうなメディアを製作することでこどもた

ちは確かな自信を持ち、また自分の新たな一面を発見することもでき

るのだと思います。面白い取り組みだなと思いました。

NPOおのみち寺子屋で「おのみち100km徒歩

の旅」という活動に参加しています。私はま

だ徒歩に参加したことは無いのですが、子ど

もたちの生きる力の育成、子どもたちが「地

域とつながる」ことへの意識を育むことを目

的としています。

本日の交流集会に参加して、社会教育の具体的な内容

を知らない、という自分の課題が見えました。コロナ

禍でも、あるいはそうでなくても様々な地域で様々な

活動が行われていました。しかしどれも初めて見るも

のでした。まずは知ることから始めようと思います。

コロナ禍で人と人の関わりが薄くなっている中、つながりを

可視化することは各々の意識を自覚するうえで不可欠だと思

います。具体的にはわかりませんが、本日発表されていた取

り組みなどがその形なのだと思います。

本日は自分の全く知らないところで様々な社会活動が行われていることを

知りました。大学で生涯学習を勉強しているのですが、学校教育では教わ

らなかったこと、教わりきれなかったこと、これらを補填するため様々な

取り組みが行われていました。取り組みが行われていることは知っていま

したが、具体的な取り組みについては全く知りませんでした。自分の知ら

ないところで、誰かのために動いている人がたくさんいるということを知

れただけでも、本日参加した意味があるように思います。本日はありがと

うございました。

12/5/2020 18:08:36 ５０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった 第7分散会でした。翆小PTAの本田さんの発表が、本校の課題解決へ

の大きなヒントになりそうです。

学校家庭地域の連携強化、コミスクの推進。 まずは、リモートに慣れたいです。 このまま踏襲で良いかと。 リモート開催とはいえ、長丁場は疲れます。今後計画される場合には一

部、二部と区切り、休憩時間を長く取ると良いのでは。



タイムスタンプ １　あなたの年

令をお聞かせく

ださい

２　本日実施した以下

の１～３についてご感

想をお聞かせください 

[1 開会行事]

２　本日実施した以

下の１～３について

ご感想をお聞かせく

ださい [2 分散会]

２　本日実施し

た以下の１～３

についてご感想

をお聞かせくだ

さい [3 シンポジ

ウム]

３　参加した分散会に対する感想をお聞かせください（参加した分散会

の番号も合わせてご記入ください）

４　あなたが普段行っている地域教育の実践内

容をお聞かせください

５　本日の交流集会に参加して、今後あなたが取り組ん

でみようと思ったことをご記入ください

６　大会テーマ「かかわりをチカラに　つながりをカタチに」

に対し、その理念・方向性・具体策等について、あなたのご提

言をお聞かせください

７　地域教育実践交流集会の実施方法や本日の内容等について、意見をお聞か

せください

12/5/2020 18:09:20 ２０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった 第９分散会　

１０人と少しという人数のおかげで、多くの意見も聞くことができ、

同時に自分自身も発言する機会をたくさんいただくことができまし

た。発表者として参加したのですが、私たちに対するご意見もいただ

き、私たち自身が大切にしたかったことを思い出させてくれるような

すてきな時間でした。本当にありがとうございました。

８月に小学４～６年生約１００名が広島県の

尾道市内１００ｋｍを歩くという事業を行っ

ています。また、地域の行事に大学生として

参加するなどもしています。

ＳＤＧｓや楽しいつながりを生むために活動を行うな

ど、最近よく言われていてなんだか知った気になって

いるけれど実はよく知らないという分野について関心

をもって学んでみようと思いました。

今の状況だからこそ、今現在は失われつつあるつながりの大

事さを再認識できたということでした。一方で人と人をつな

ぐという視点から、今の状況になっても変わらなかったもの

（コロナウイルスでも私たちから奪うことができなかったも

の）に対しても目を向けて再認識し、そこを伸ばそうという

取り組みを考えてみるのも面白いのではないかと思いまし

た。

それぞれの実践はほんの数分ずつしか話を聞くことはできませんでした

が、その数分の裏側に私が取り組んでいる活動に対する想いと同じくらい

（それ以上）の熱い想いや長い取り組みがあるのだと思うと、そういった

方々がたくさん交流することができるこの場所はとてもすてきだなと思い

ました。私は今回が初参加だったのですが、来年はぜひ皆さんと顔を合わ

せてそれぞれの方からたくさんの熱い想いについてお話を伺いたいです。

また、本日までの事前研修会の開催や諸連絡等、たくさんのが準備を本当

にありがとうございました。明日からの私の推進力として精一杯活用させ

ていただきます。

12/5/2020 18:09:42 ５０歳代 参考になった 参考になった 参考になった

12/5/2020 18:10:46 ２０歳代 参考になった 参考になった 参考になった 第６分散会

鍵山さんのみんなに話を振ってくれる思いやりに感動しました。

相手を思いやれるそんな人で私もありたいです。

発表では、取り組みは各団体で異なるものの、「人とのつながり」を

大切にしようとしているところはどの団体も同じであると感じまし

た。

地域それぞれに特徴があり、地域それぞれの良さがあると思います。

自分たちのまちを自分たちで良くしていこうとする皆さんの姿勢が素

晴らしかったです。

ありがとうございました。

NPOおのみち寺子屋の学生スタッフとしての

活動

やはり周りの人を大切にしていきたいと思いました。

まずは、身近な人や大切な人を大切にできる人であり

たいです。

Zoomでの開催で画面上での交流でしたが、皆さんの笑顔や言葉に心あたた

まりました。

最後の「心と心のあたたかさを思い出す」という言葉が印象に残っていま

す。

人と人が一緒に頑張るからこそ、関わるからこそ生まれるモノを改めて大

切にしていきたいと感じました。

本日は貴重な場を提供していただき、ありがとうございました。

また、例年とは異なる開催であり、ネットワーク環境の整備や機材の準備

等、たくさん観えないところで支えてくださり、ありがとうございまし

た。

12/5/2020 18:11:39 ２０歳代 参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 10  様々な方が、それぞれの場所で活動されている事を知り、「でき

ることを探す」よりも「できるようにする」ことの大切さがあること

に気づくことができました。難しい内容も多かったのですが、人材、

場所があることで生み出せることやものは、多くあるのだろうと感じ

ました。

被災地支援活動団体「しのモン応援隊」

現地での活動や学内での呼びかけ

分散会の中で、活動内容を地域の小・中学生へ発表す

る機会があると良いのではという提案をして頂き、活

動メンバーで話し合いたいと思いました。

今だからこそできることを、自分たちの場所で様々な方がされていると知

り、自分自身も頑張りたいと思いました。この気持ちを忘れず、他の人へ

と伝えていきたいと思いました。

12/5/2020 18:14:51 ５０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 第5分散会　都会の高校生の高度な取り組みに圧倒されました。地域

を飛び越えての活動を部活でする。田舎では考えられないです。やは

り地域格差があるのかなと思いますが、参考にしたいと思います。田

舎でも取り組めることを見つけていきます。

地域学校協働活動での子供と学校と地域とを

結ぶ活動をコーディネートしています。今回

は中学生がシトラスリボンプロジェクトに賛

同した活動を紹介させていただきました。

たくさんの人と関わり、ネットワークを構築したい！

それを地域学校協働活動に活かしていきたい。

それぞれの地域で頑張っていらっしゃる方のパワーは素晴ら

しい！それを繋げてくれる本大会も素晴らしい！この繋がり

を大切にしていきたい！

コロナ禍でもリモートで繋がれることを体感し、やれないことはないと実

感しました。何事もやれないではなく、どうやったらやれるかから始めて

行かないといけませんね。そして繋がりを待つだけでなく、今回の出会い

を積極的にどんどん広げていきたいと思います。ありがとうございまし

た。

12/5/2020 18:15:45 ５０歳代 参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 第３分科会

都会と地方の特質を活かしてそれぞれどんなことができるかとても参

考になり、刺激を受けました。

安倍さんの素晴らしい司会にも感謝します。

えひめの子どもたちが主体となって体験でき

る場の提供を目指して勉強中です。

色々な分野の専門家と子どもたちが出会えるようコー

ディネートしたい。

どんな困難な壁でも乗り越えたり別の道を探したり、生き残

るためには人との関わりが不可欠。「ひとりの百歩より百人

の一歩」の力でカタチができてくるんだなぁと改めて鼓舞さ

れました。

オンラインでの開催は、本当に時間と労力のいることだったでしょうと、

ただただ感謝します。有難うございました。

12/5/2020 18:16:47 ４０歳代 参考になった 参考になった 大いに参考になった 司会はいつもプレッシャーになります。でもそれ以上の学びになりま

す。

消防団や防災士、BBS（更生保護ボランティ

ア）、小中の保護者等の立場がありますが、

正直、中途半端な状況です。

情熱をもって取り組む。 同じテーマを共有して、自分のものにするかどうかは自分次

第ということを実感する。

各方面の本物（一流）に触れることができるこの集会は、やはりすごいと

思います。人間的魅力や報告内容もですが、中尾さんの進行も素晴らしい

と思います。時間通り（余裕をもって）の終わりは、やはり素晴らしいで

す。司会の難しさを感じつつ、それでも今日は、分散司会が無事？終わ

り、今日は、自分で自分を褒めてやります（晩酌する）。また、今後の生

活に生かしていきたいです。

12/5/2020 18:17:48 ４０歳代 参考になった 参考になった 参考になった 第11分散会に参加しました。行政主体でない、民間の活動で人とのつ

ながりを支援する方法を様々に考えることができました。

子どもを介した地域行事とゆるいご近所付き

合いが日々の実践です。

機器操作に疎いですが、オンラインのつながりもこの

ような機会に体験し、そのつながりを実生活のつなが

りにしていきたいです。

アイデアとエネルギーと楽しさがあれば、人はいろんなこと

ができる。小さくてもできることを続けていくことが大事た

と思います。

今回のオンラインの集会は初めての参加でしたが、スタッフの皆さんの準

備や当日の進行、とても大変だったと思います。対面とオンラインと両方

で、どちらでも参加しやすい方で、（たとえば、遠方の方など会場に行く

ことができないときは、オンラインで）参加できる形ができればいいなと

思いました。

12/5/2020 18:18:42 ６０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった 番号わかりません

佐那河内とサイボウズのグループでした。民による活動や中間支援力

の強さが、地域を豊かにすることを、改めて学習することができまし

た。ありがとうござました。

中間支援活動とシトラスリボンプロジェクト

の推進などです。

民のパワーを高める中間支援機能の充実と共感と自発

性を生み出す取り組み

繋がりを生み出すためには、空間としての拠点と機能として

の拠点を補完的に活用すること。伴走型人材を育成すること

が必要だと思いました。

最後のセッションである事例報告とコメントのところは、一方通行的なと

ころがあり、対話を生み出さない感じもありました。事例の数を絞ってみ

んなで対話するような進行があるなど、間伸びした感があったり、音声の

ハウリング等ありましたが、全体的にはよかったと思います。

12/5/2020 18:18:55 ２０歳代 参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 分散会２．どちらも、大変興味のある事例で、非常に勉強になりまし

た。広島で高校教諭として働きつつ、ＮＰＯおのみち寺子屋に社会人

スタッフとして携わっています。どちらにおいても、周りの人を巻き

込みながら新しいことに挑戦する大人の姿が、きっと子どもたちの成

長にも繋がるんだろうなと思いました。榎木さんも、西尾さんも、そ

れぞれの活動を楽しんでいらっしゃる様子がとても伝わってきて、発

表も聴きやすくてとてもよかったです。

ＮＰＯおのみち寺子屋にて、青少年育成・地

域づくりの一助を行っています。子どもたち

に教育を行う大学生の教育をメインにしてい

ます。

ＮＰＯの方では、大学生の人とつながる力をより強め

ていく必要性を日々感じています。（コロナ禍のお

蔭？で、直接的な関わりが減っているので）また、普

段の学校での教育については、教職員一丸となって子

どもの指導にあたれるような関係性作りを行っていき

たいと思いました。

この大洲の交流会に参加して、今年で４回目になります。毎

年参加するたびにこのテーマが好きだなぁと感じています。

発表事例のどれを見ても、「つながり上手」です。今日のシ

ンポジウムでも「伴走者」の話題が上がりましたが、自分一

人だけで何かができるのではなく、必ず誰かと関わって、繋

がり合って一つのものをつくることには間違いないと思いま

す。提言と言えるほどのものを言えませんが、できれば、こ

のテーマがとても好きで、参加するたびに大切なことを思い

出させてくれるような気がするので、ずっと変わらないでい

て欲しいと思います。

オンラインでも実施してくださったことに本当に感謝いたします。最初に

提示していただいた「心構え」がとても良いと思いました。オンラインに

初めて参加される方もいらっしゃったので、オンライン上で発表を気持ち

よくお互いが聴くためのマナーを事前に、何度も確認しておくことは、良

いことだと思いました。また、分散会でもファシリテーターの方が丁寧に

指名したり、話を進めてくださったので、とても居心地がよかったです。　

シンポジウムの時間が押してしまっていて、少し急ぎ足になってしまった

ことがもったいなく思いました。今回スライドを用意されていた方もい

らっしゃったので、宮城さんのようにスライドのＰＤＦを貼っていただく

などできれば、後から見直してうまく聞き取れなかった部分や、もう少し

確認したかったことを確認できたのかと思いました。しかし、チャットに

色々書きこみながら話を聴くというスタイルは、少し斬新でした！自分の

聴いている話に対して、他の人はこう思っているのかと知れて、これもま

た学びになりました。

12/5/2020 18:18:57 ４０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 1分散会、和気藹々と楽しかったです。ちょっと人数が多くて話した

りないところもあったけれど、こうした状況下では仕方ないかなとも

思います。いま代案は浮かびませんが、今後に向けて、さらによき方

法を模索できるといいですね。

社会教育指導者の育成、家庭教育支援、地域

学校協働活動の推進、ボランティア活動支援

など

何ごとも楽しみながら取り組むこと いま、つながっていない人、つながりにくい人といかにつな

がれるかという視点を持つこと。

ありがとうございました！こんなに大規模な会を成功させて、日頃のネッ

トワーク力の強さを感じました。愛媛、あついですね。広島もがんばりま

す。

12/5/2020 18:19:41 ６０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 充実した分散会でした。あっという間でした。皆さんの感想や意見を

引き出すことが、十分できなかったのが、ファシリテーターとして反

省します。でも、たくさんの知恵と勇気をいただきました。人からし

か学べないことを実感した分散会でした。第1分散会

コミュニティスクールの研究、小規模校のサ

ポートの研究、地域福祉のボランティアなど

です。

ハイブリッドの地域教育を今日の学びから、考えて実

践してみたいと思います。

最高です。ぶれずに、やっていきましょう。 本年度は、中尾さん、平岡さんがいたから、出来ました。後継者を育成し

ていきながら、息の長い交流集会にしていきましょう。若者たちが増えて

嬉しい限りです。内容も充実していました。できれば、他の発表プレゼン

を見たいです。本当にありがとうございました。

12/5/2020 18:20:57 ３０歳代 大いに参考になった 参考になった 大いに参考になった 子どもたちの学びの場所・機会の提供 企業や公民館・生涯学習センターと協働していきたい

なと思いました！

オンラインでもここまでできる！という実証ができたのは本当によかった

です！コロナ禍のイベントの成功例になると思います。

実験〜当日まで大変お疲れさまでした！



タイムスタンプ １　あなたの年

令をお聞かせく

ださい

２　本日実施した以下

の１～３についてご感

想をお聞かせください 

[1 開会行事]

２　本日実施した以

下の１～３について

ご感想をお聞かせく

ださい [2 分散会]

２　本日実施し

た以下の１～３

についてご感想

をお聞かせくだ

さい [3 シンポジ

ウム]

３　参加した分散会に対する感想をお聞かせください（参加した分散会

の番号も合わせてご記入ください）

４　あなたが普段行っている地域教育の実践内

容をお聞かせください

５　本日の交流集会に参加して、今後あなたが取り組ん

でみようと思ったことをご記入ください

６　大会テーマ「かかわりをチカラに　つながりをカタチに」

に対し、その理念・方向性・具体策等について、あなたのご提

言をお聞かせください

７　地域教育実践交流集会の実施方法や本日の内容等について、意見をお聞か

せください

12/5/2020 18:21:31 ～１０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 第3分散会、子供たちや地域のための様々な取り組みについて知るこ

とができました。

今後自分が就職するにあたっても、地域や子供達など

人との関わりを大事にしていきたいです。

自分が頑張るための栄養になったり相手の行動のエネルギー

になるような関わりをしていきたい。

今まで知らなかった各地の取り組みやこのコロナ禍での対応について知る

ことができ、非常に勉強になりました。地域のためにとか子ども達のため

にと日々様々な努力をされている方々が各地にいらっしゃることを実感

し、この想いを繋げられたらいいなと思いました。

12/5/2020 18:22:35 ５０歳代 参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 10分散会に参加。空間と伴走者づくりや憧れの輪をつくり、地域の若

者を育成することや、ボランティア活動の継続についてなど、いろい

ろ考えることがあった。また、コロナ禍の活動のあり方は納得させら

れた。

各団体のサポート コロナ禍での活動の継続 社会教育は顔が見えることが大事だし、このように交流の場

かあることが、カタチにつながっていくのだと感じる。

今回のようなオンラインもいいが、来年はやっぱり、みなさんと会いた

い。

12/5/2020 18:24:11 ５０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 第8分散会　私の勤務する学校も少子化で複式が検討されています。

今回の新山公民館さんの実践をお聞きして、今まで大人が大人のため

に、あるいは教員が地域のために（忖度して）、必死で子どもを巻き

込んで、郷土愛を無理に持たせたり押し付けるような教育をしていた

のかもしれないと考えさせられました。授業でやっているので、もち

ろん考えさせる場面などはありますが、大人の一方通行の思いだった

ような気がしてなりません。新山公民館さんの「子どもたちの目線で

自分の宝を探す」ことからのスタートはとても参考になり、学校で提

案していきたいと思いました。公民館にも紹介してみようと思いま

す。子どもが思う宝物、大人が思う宝物、その紹介し合いっこもして

みたいと思いました。上田さんも育ったのは双海町ではないですが、

双海町のおばあちゃんちが思い出の場所で、宝物だったからこそ、何

とかしたいという郷土愛が自然と生まれたのかなと思いました。そう

いう気持ちを大切にしたいし、はっきりここが好きとは言えなくて

も、なんか楽しかったな、好きだなと思えるような地域にできたら、

その一端を学校も担えたらいいなと思いました。

地域教育にはなかなかつながりませんが、今

年度は小中一緒に、防災授業（HUG)と、砂防

事務所の方から地域の災害特色について学ぶ

ことを通して、地域の歴史を学ぶ場を作りま

した。

３に書いた通りです。個人としては「コミュニティ

ナース」は将来やってみたいと思いました。保健師の

資格があり地域保健に携わった経験で、山間地では医

療や福祉に繋がりにくい方たちに訪問活動をしてきま

したが、退職した養護教諭が、地域に「まちの保健

室」「動く保健室」を開設しているのを見て、子ども

からお年寄りまで自由に参加できる場所などを作れた

らいいなと思いました。

コロナ禍によって「かかわり」「つながり」が改めて大切だ

ということを感じることができました。

参加して本当に良かったです。ありがとうございました。ほかの分散会の

お話をぜひ聞いてみたいです。ＺＯＯＭでやっていただけると嬉しいで

す。来年度はぜひ大津でみなさんとお会いしたいと思います。オンライン

だと参加しやすい人もいると思うので、オンライン参加の選択もできると

いいなと思いますが、すすると運営の方が大変になるかなと思ったりしま

す。

12/5/2020 18:25:26 ２０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった 13分散会：発表者として参加したが、自己紹介、前半の発表で時間が

押しており、発表・質疑応答の時間は取れたが、その後のセッション

の時間がほとんどとれなかったのはもったいなかった。10分の時間延

長で少しでもその時間が取れたのはよかった。

防災 この集会を通してつながった方たちと協働した取り組

みをしていきたい。

オンラインだからこそできる取り組み方で新たなつながりや実践事例を知

ることができ、いい経験になった。今回、ほかの分散会の事例発表は聞け

なかったので、それらも聴くことのできる機会がほしい。また、自分自身

の発表も他の分散会に参加していた方や今回予定が合わず参加できなかっ

た方に向けて発信できる場をつくりたいと思う。

12/5/2020 18:26:15 ５０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった 4 高校生がよかった 社会教育行政全般 若者が参加できる地域づくり コミュニティースクール、地域学校協働活動と公民館の連携 会費が安くて良い。ただ、会費を取るからには、仕方ない面もあるが、ハ

ウリングなど、機器の調整については事前にやっておいて欲しかった。

12/5/2020 18:30:23 ～１０歳代 あまり参考にならなかった 大いに参考になった 参考になった 分散会１に参加させて頂きました。

コロナ渦の環境下でも、ＩＣＴ技術を活用してオンライン化をすす

め、何とかして取り組みを継続しようと切磋琢磨されている事例は大

変興味深く、参考になりました。ありがとうございました。

ＮＰＯおのみち寺子屋に学生スタッフとして

所属しており、団体としては、

夏には子ども達を引き連れて４泊５日かけて

１００ｋｍ歩き抜くイベントの運営、冬には

小学生を対象にした学習支援塾の運営を行っ

ています。

その他にも個人的には、地元の社会福祉協議

会が運営する学習支援事業である「まなびタ

イム」の運営、学生に学びの機会を提供する

イベント企画に取り組む「大学生まちづくり

プロジェクト」での活動、ドローンレースコ

ミュニティー「ＴＢＷ」に所属して、ドロー

ンレーサーとしての地域おこしへの取り組み

など、多方面にわたって活動しております。

これまでは、団体やコミュニティーに所属して地域教

育に対する取り組みをすることが多かったですが、こ

れからは独立する形でも、子ども達に学びの機会や体

験の場を提供していきたいと思います。

まずは、社会問題となっている子どもの貧困・虐待・

いじめ問題の解決に取り組みたいと思います。

そして、「ＧＩＧＡスクール構想」が加速するこのコ

ロナ渦において、情報化する社会へ適応する子ども達

の教育を実践していける環境を作っていきたいと思い

ます。

さらには、子どものうちに自分が本当に「興味があ

る！」「やってみたい！」と思える分野を模索させ、

理想の思い描いた人生を描きながら、それぞれの持ち

味や得意分野を生かして、お互いに人の為・社会の為

に手助けしあえる社会を実現していきたいと思いま

す。

コロナ渦の状況でますます感じたのは、日常生活での「当た

り前」やちょっとした取り組みがすべて人との「かかわり」

「つながり」によって成り立っているということだったの

で、このテーマは、今の社会情勢やあるべき姿にマッチして

いると思います。

オンラインという取り組みは初めてだったとのことですが、オンライン上

では人の温かみは感じることができないにしても、普段関わることのでき

ない方々から興味深いお話を聞ける機会を頂けたことそのものに感謝で

す。

途中、ハウリングや通信のトラブルがあり、音声が聞き取りづらくなる場

面がありました。通信に関しては、その場ですぐに解決できる問題ではな

いので仕方ないですが、Zoomの使用方法に対する状況共有と対策を、発表

者にも行ってもらうことで、ハウリングなどの対策はして頂ければと思い

ます。

全体的に時間の経過があっという間で、発表者のお話や、参加者の意見な

どを聞く時間がもう少し欲しかったです。

本日はありがとうございました。

12/5/2020 18:31:10 ４０歳代 参考になった 参考になった 参考になった 第②分科会　お二人とも素晴らしい実践で、詳しくお話をお聞きした

いと思いました。自分も自分の住む地域のために、未来を担う子ども

たちのために何か行動したいという気持ちになりました。

何もできていないと思います。参加したり、

応援することしかできていません。

遊び場や語り場を作ってみたいです。 恥ずかしながら、この年になって社会教育の大切さをひしひ

しと感じてきています。様々な研修会に参加し、素晴らしい

実践をされている方と出会い、たくさんの知識や技術、パ

ワーをもらっています。まだまだ形にすることはできていま

せんが、自分の愛する郷土のためにこのつながりを形にした

いと思っています。

中尾さんのおっしゃったとおり、他の分科会の取組も是非お聞きしたかっ

たです。youtube等で配信していただけたら、空き時間を使って勉強したい

です。

zoomとてもよかったです。

ただ、音声が小さすぎでほとんど聞こえない発表もありました。（PCシス

テム音声出力、zoom音声出力どちらも１００％にしていました。）発表者

のマイク入力も事前に御確認できたら、よりよかったと思います。（鈴木

先生の声など）

とても貴重な時間をありがとうございました。

12/5/2020 18:33:23 ５０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった ７分散会でしたが、ご近所映画クラブの発表が面白かった！機会があ

れば利用してみたいなと思いました。

農繁期の間の小学生の遊びの場を公民館に設

けて、放課後児童支援事業を行っていて8年目

になります。地元の保護者の方から先生から

も大変感謝されております。また、講師の先

生を呼んで教室も行い、講師の先生も地元の

高齢者で、生きがいを持って子供たちと触れ

合っていただいております。これからも続け

ていきたいと思っております。

地域おこし協力隊と協力して地元に若者を呼び込む、

映画クラブを地元でやり、地元のPRになればいいなと

思います

コロナ禍にあっても自分たちの理念は曲げないで、できる形

で周りと協力して実践していくのが大事だと感じました。

コダテルの運営の方々、今日は本当にお疲れさまでした。このような機会

を与えてくださり、感謝しています。また、コダテルが八幡浜にあり、鼻

が高いです！！ありがとうございました

12/5/2020 18:41:22 ４０歳代 参考になった 参考になった 参考になった 1分科会　ぎょしょく教育は、これまでの歴史があることとはいえ、

すばらしい取組だと思いました。リアルとバーチャルがうまく噛み合

う仕掛けも参考になりました。

やる気を引き出すような何か 考えれば考えるほどむずかしいです。 現地で参加するのが一番ですが、少しでも実践やその熱に触れられる今回

のようなネットを活用する部分を残していただけるとありがたいです。

12/5/2020 18:55:39 ４０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった 分かりやすい説明とエッセンスあふれる事例に触れられました。貴重

な学びの機会をいただけて、大変良かったです。ありがとうございま

した。（２）

青少年の人材育成など 大学や地域の人と連携する事例をご紹介いただいたの

で、自分自身も多様性に溢れる連携を形にしていきた

いです。

「かかわりをチカラに　つながりをカタチに」されている事

例に触れることができました。また、何より、この大会に参

加できてパワーをいただけたことが、この大会テーマの具現

化の第一歩であると感じています。

この規模のリモート大会に参加するのは初めてでした。リモートで「でき

ること・できないこと」それぞれありますが、今回は「できること」を体

感できました。また、今回出逢った方々とは、またリアルでつながりたい

と感じました。今日は“リアルへのきっかけ”だと思います。運営の皆さん、

本当にありがとうございました。



タイムスタンプ １　あなたの年

令をお聞かせく

ださい

２　本日実施した以下

の１～３についてご感

想をお聞かせください 

[1 開会行事]

２　本日実施した以

下の１～３について

ご感想をお聞かせく

ださい [2 分散会]

２　本日実施し

た以下の１～３

についてご感想

をお聞かせくだ

さい [3 シンポジ

ウム]

３　参加した分散会に対する感想をお聞かせください（参加した分散会

の番号も合わせてご記入ください）

４　あなたが普段行っている地域教育の実践内

容をお聞かせください

５　本日の交流集会に参加して、今後あなたが取り組ん

でみようと思ったことをご記入ください

６　大会テーマ「かかわりをチカラに　つながりをカタチに」

に対し、その理念・方向性・具体策等について、あなたのご提

言をお聞かせください

７　地域教育実践交流集会の実施方法や本日の内容等について、意見をお聞か

せください

12/5/2020 19:24:11 ２０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった 分散会９　消費者教育からSDGsという視点がとても面白かったで

す。また、NPOおのみち寺子屋の発表も興味深かったです。

SDGsと教育 初めてのオンライン実施でしたが、学ぶことがとても多かったです。オン

ラインだと画面越しに合うということだったので、やっぱり直接会うこと

が人間関係作りには必要なんだなと感じました。

12/5/2020 19:40:41 ４０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 2　発表を聞いて、自分自身、もう少し積極的に地域教育に関わりた

いと思いました。

地域の伝統文化を子どもたちに体験させたい。

12/5/2020 19:40:49 ５０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 大学生の活動発表が聞けて、勇気をもらえた。消費者教育やSDGsに

参加者から関心を持って頂き良かった。（第9分散会）

消費者教育、SDGs普及活動 リモートを使用した地域交流方法の模索 人と人とのつながりが、コロナ禍でも大事!出来ることを、止

まらずに継続していこう!

今後も、居住地域でオフ会もしたい

12/5/2020 19:46:58 ４０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった 第２分散会、大学生から大人まで積極的な意見や質問が出て、時間が

足りない感じだった。いろいろな立場から興味関心があり、本会の目

的であるつながりができる場になっていたと思います。機器の操作等

に慣れていない方もいたが、今後、こなれてくれば一つのスタンダー

ドになっていく可能性があると思いました

行政の立場で地域の活動を支援 もっといろいろな人と繋がること より深く議論し、形にするというのも一つのあり方だと思う

が、現在の考え方も大切だと思います。

直接集まって夜な夜な語り合うことに勝るものはないかもしれないが、今

回の手法は新しいスタンダードになりうるものだと思いました。最後のシ

ンポは事例が多すぎたかもしれません。内容そのものはよかったです。

12/5/2020 20:15:53 ７０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 12分散会　ウマジっく、高齢者の生き甲斐づくりがまちづくり、人生

100年時代への道しるべ、まちの学校の実践は障害児や不登校の子ど

もへの明るい光になるかなと思いました。

仲間と共に、人権劇の上演や人権・同和教育

研修会を開催しています。個人的には、人

権・同和教育の講演活動をしています。

やっぱり、行動に移すことの大切さですね。 子育て、子どもの教育に限定しないで地域づくりにすること

を明確に打ち出していってほしい。

音声が聞き取りにくかったが、ご苦労様でした。お世話になりました。中

尾先生のおかげでZoomを経験できました。すごい世界を経験しました。あ

りがとうございました。中尾先生、お疲れさんでした。

12/5/2020 20:27:20 ４０歳代 参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 7 映画制作への関わり方や、特認校区の中での児童数維持の取り組み

など、子どもへの関わり方が大変参考になりました。

人との関わりを大切にして、若者のやる気を支援する

取組み

愛媛県をはじめとして、多くの方々がネットワークを力にし

て、実際に活動を継続されていて素晴らしいです。それを今

日のように報告しあい、刺激を受け、頑張らなくちゃと思え

る大会をこのまま継続してほしいと思います。

zoomも慣れるといいなと思いました。

12/5/2020 21:08:26 ２０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 7分散会

発表者の2人の熱意が伝わるステキな分散会でした。参加者の雰囲気

もよく、みんなが和やかに参加できました。

小学生の体験活動

中、高、大学生のリーダー育成

とてもステキな理念だと思います。毎年この会で出会った人

と話したことを自分の活動に生かし、つながりを大切にして

いくことで自分の視野がどんどん広がっていくと思います。

実施できないと思っていたので、オンラインでできて本当によかったで

す。今日の内容はとても満足です。

関わった皆様に感謝です。

12/5/2020 23:18:42 ５０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 子どもたち、地域のためにいろいろと工夫しながら、実践されている

ことに感銘を受けた。特に企業を取り入れた活動に皆さん興味をもっ

ていた。（第3分散会）

おやじの会で、学校行事でできなくなった米

作り活動に携わった。（コロナの影響で子ど

もたちとは稲刈りだけしかできなかった）

他、運動会の手伝い等

企業・団体を活用した放課後や休みにおける子どもた

ちの活動の充実

すばらしいテーマだと思う。このテーマは、これからも変え

ずに進めばいいと思う。

とても充実した時間であった。もう少し分散会での時間があればと思った

が、それぐらいがいいのかもしれない。事務局には大変お世話になりまし

た。ありがとうございました。

12/6/2020 0:32:28 ２０歳代 参考になった 大いに参考になった 参考になった (10分散会)どちらの発表も実践の積み重ねごスコーンとシンプルに伝

わってきて感銘を受けました。島根県の社会教育の環境・土壌は非常

に羨ましいと感じました、だからこそ高知では...と考えるきっかけに

なり良かったです。また、普段学生とも活動しており石丸さんの原動

力を語られる姿が素敵でした。

青年団活動として、今年は子ども自然体験

キャンプと地元青年✖️移住者の青年の交流に

特に力を入れています。いつも若者が集い学

びと交流の場を目指して環境作り、人と人と

をつなぐ動きに奮闘中です。四国の中では南

予エリアの若者との交流を最近活発におこな

い、県をまたいで刺激を受け合っています。

実践の積み重ねを改めて一つひとつ行いたいと思いま

す。それを行うことで地域の各組織との関係を深め、

１つのつながりが次世代に繋いでいけるような流れを

作りたいと感じました。

「それってどうやったらいいのだろう？」地域の中で私たち

もですが困っている方も多いのかなと感じます、それには感

じて動くのみ、かなと。青年団・若者としてさまざまなどう

やったら...に向き合い形として動かしていきたいと強く思い

ました。

230名、圧巻でした。リモートがストレスなくスムーズに離れていてもでき

る、可能性を感じ勇気をもらいました！高知も高知の環境の中で自分たち

にできることを改めて実践していきたいとおもいます。準備等本当にお疲

れ様でした！ありがとうございました。

12/6/2020 1:21:25 ２０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 12分散会

木下さんのチャレンジを続ける姿勢には自らのワクワクが大きな原動

力になっていて、しかし、やる事は地道にコツコツと積み上げ0→1を

生み出されているのがとてもかっこよかったです。

堀田さんのダイバーシティ化に伴う違いの受容というのはとても今の

時代とマッチしていて、ご自身でも指摘されていましたが、地域教育

の時代への逆行というのをうまく捉えて今後の未来を創造する姿勢が

とても参考になりました。

夏に小学4〜6年生の子どもたちと一緒に

100km歩いたり、子どもたちに学習支援を行

う事業をしています。

・アートと地域教育の親和性について考えてみようと

思いました

・空間と伴走者という言葉の追求

関わるとそこにはあたたかさがあって、バーチャルの世界や

デジタルはそこにあたかも冷たさがあるように錯覚させるよ

うに思います。でも、リアルで関わる。もしくは愛情を持っ

て関わればそこにあたたかさは必ずあるものだと思います。

それは力となり、つながりはそのあたたかさを創造するので

はないかと考えています。

とても有意義な時間をありがとうございました！

変化の激しい時代ですが、すべての変化に応じるのではなく、その闇雲な

変化を疑い、考えていく事が重要だと思いました。

12/6/2020 12:06:26 ４０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった ユニークな活動、新しい取り組みを知ることができました！ 障害を作らず共に学ぶコミュニティづくり なんにもしない集まり❤️ どんなチカラが生まれているのか、確かめる時間を持つ時期

かも。

オンラインの力・可能性を実感しました。準備不足で名刺交換的なアク

ションがうまくできなかったことが心残り！

12/6/2020 12:11:02 ５０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 13分科会… とても資料もしっかりしていて、とても勉強になりまし

た。新型コロナウイルス感染症拡大防止下での活動のあり方に悩んで

いましたが、トンネルの先に光を見たような気がしました。

とても時間が短く感じました。

石原さん、司会ありがとうございましたm(_ _)m

お話し会、子ども教室、児童クラブなど地域

の子どもたちの居場所作りのお手伝いをさせ

ていただいています。

防災教育、SNSなど 新型コロナウイルス感染症拡大防止下で、より人とのかかわ

りの必要性について感じていました。しかし、つながりのカ

タチについては模索中です。今回の集会で皆さんの工夫を知

ることができ、とても良かったです。感染対策をとりなが

ら、新しいつながりのカタチに挑戦したいと思いました。

今回、このような状況下で開催を諦めることなく、オンラインという新し

い試みに挑戦してくださったことに本当に感謝します。

そのおかげで全国の方と出会うことができましたし、今まで参加できな

かった方が参加できたように思いました。事務局の方のご苦労は並大抵の

ことではなかったことでしょう。開催してくださったことや、隅々までの

心配りに心から感謝します。

ありがとうございました。

12/6/2020 16:31:36 ２０歳代 参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 23．コロナあって当たり前になる中で、ポストポスト部、ユーチュー

部、プレママ・パパ応援学級などオンラインを使って様々な活動を公

民館で行っていることを知りました。コロナがあるから活動しないで

はなく、コロナだからこそ人々の関わり方に変化があり、変化させな

ければいけないこと、オンラインなど使えるものをうまく利用してい

かなければならないことの重要性に気づかされました。周りの人と関

わりたい人もいれば関わりたくない人もいて、その両方を汲み取りな

がら作業を実行していかなければならない問題も大変共感できまし

た。今の時期は知らない人に不快感を与えない為に、どのようにコ

ミュニケーションを取ったらいいのか迷うこともあり、自治体や公民

館で子供たちを通してその親御さんの悩みを共に解決していくべき姿

はまさにこれからに生活様式に当てはまるべき所が多いと感じまし

た。仕掛け作りでも、防災のことをただ単に子供たちに話すのではな

く、カルタにして取り札にも日本語が書かれており、ゲーム感覚で防

災の知識を学んでいける工夫がとても素晴らしいと思いました。私た

ち学生も子供たちと関わる上で共に楽しんでいける仕掛けづくりを考

えていかなければならないと思い、いい刺激を貰いました。本日はお

話ありがとうございました。

例年は、真夏に4泊5日をかけて尾道市を小学4

～6年生と100km歩ききる活動を行っていま

す。子供たちの成長、新たな自信・感動を学

生全員で届けることが出来るよう研修を行っ

ていました。今年は、コロナの影響で活動を

行うことが厳しく、「感動創造の旅」から名

前を変更し、「感恩報謝の旅」として長年お

世話になった人たちへ感謝の気持ちを伝える

仕組み作りを考えて来年再来年に向けた活動

のたすき掛けを行っています。

自分の考えだけを見つめなおすのではなく、多くの人

と関わりながらその場その場で活かせる活動作り、雰

囲気作りに力を入れていきたいです。

人と関わることで助け合いができ、心が温かくなり、良いこ

ともある反面あらゆる事件のニュースから人と人との関係も

疎遠になってきたと感じる。幼いころのように、自分の子供

を他人に任せる人も最近は多くなく、困っている人をよく見

る。また、共働きの人も多く、社内復帰するにも子供の面倒

を見ないといけない為にコロナ下でも一人で抱え込んでいる

人もいる。支えられることにも支えていくことにも「give＆

take」の関係性でお互いの想いが重荷にならないように、丁

度いい距離感で繋がりを求められる時期だと思いました。

今回は、コロナだったことからオンラインで正解だと思いました。実際に

会う方がもらえるパワーは段違いだと思いますが、皆さんの健康・安全

あって開き続けられる集会だと思うためです。内容も今の時期からでも学

びとしていい所を真似ていけるお話で私たち学生ももっと人のために地域

の人のために考えなければならないと改めて感じさせていただける時間で

した。本日はありがとうございました。



タイムスタンプ １　あなたの年

令をお聞かせく

ださい

２　本日実施した以下

の１～３についてご感

想をお聞かせください 

[1 開会行事]

２　本日実施した以

下の１～３について

ご感想をお聞かせく

ださい [2 分散会]

２　本日実施し

た以下の１～３

についてご感想

をお聞かせくだ

さい [3 シンポジ

ウム]

３　参加した分散会に対する感想をお聞かせください（参加した分散会

の番号も合わせてご記入ください）

４　あなたが普段行っている地域教育の実践内

容をお聞かせください

５　本日の交流集会に参加して、今後あなたが取り組ん

でみようと思ったことをご記入ください

６　大会テーマ「かかわりをチカラに　つながりをカタチに」

に対し、その理念・方向性・具体策等について、あなたのご提

言をお聞かせください

７　地域教育実践交流集会の実施方法や本日の内容等について、意見をお聞か

せください

12/6/2020 16:55:51 ５０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 参考になった ７分散会　二つの発表に共通することとして、小さなコミュニティの

中で、互いの多様性を認め合い、学びに生かしているということでし

た。皆さんの発表や意見を聞いて、意欲がわいてきました。

今は、できていません。各種の研修会で、事

例を聞いて学んでいます。

まずは地域のちょっとした活動に参加して、知り合い

を増やしたいです。

ゆるやか〜につながって、しなやかにかかわれる、そんな仲

間たちと活動ができればいいなと思います。

実行委員会の皆様のおかげで、zoom集会、大成功でした。コロナ禍の間

に、しっかり各自が充電して、また大洲で語り合えるといいなと思いま

す。

もしハイブリッドになるなら、分散会は、ハイブリッド専用の分散会をい

くつか限定してやるのがいいと思います。

12/6/2020 18:55:24 ５０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 第7分差会

久保田さん　「ご近所映画クラブ」

ちっちゃな地域コミュニティだからこそできる映画づくり、今回は小

学生にフｵーカスしての内容でした。子どもたちの創意工夫により映

像ができあがる・・仲間との話し合い、実動、思わぬ予想外の結

果・・プロセスの大切さが伝わってきました。

本多さん　「コロナ禍におけるPTA 活動と地域連携」

地域の人にとり翠小学校は＃自分たちの学校##大切な場#であるのだ

と感じました。地域の誰もが愛情をもっている、このことは一例とし

てPTAのOBの方々が現在も活動していることにもあらわれていると

も思います。移住をして来た人たちとの関わりなども知ることができ

ました。PTA と地域が双方向性をもち活動できているのだと感じま

した。

質疑応答では自分だけだと気づかない視点からの内容もあり、非常に

有意義でした。フｱシリテーターの吉田さん、素晴らしかったです。

全ての皆さんの意見を聴き、話がふくらみました。時間をオーバーし

た事例発表を休憩などで、さりげなく調整をしてくださいました。参

加者にとり、退室が名残惜しい第7分散会でした。

愛媛:えひめよみかたりネットワーク

2月に県内でよみかたり活動の実践者を集めて

の「マルシェ風　交流会」を実施しました。

今年度は3月にハイブリッドで実践すべく、現

在、YouTubeについて勉強中です。

横浜:NPO法人まちと学校のみらい

市ケ尾根ユースWAVEでの高校生、大学生と

のまちづくり

青少年の活動拠点でのコーディネート。稼働

し始めたばかりです。活動を丁寧に行なって

いきたいです。

皆さんの活動を知ることで、いま、自分が取り組んだ

いるいくつかの活動、それらをなぜ、自身が行なって

いるのかしっかりと見つめ、ブラッシュアップしま

す。

理念にそった大会だと感じます。だからこそ、たくさんの人

が参加し、リピーターも多いのだと。

お声かけをして参加してくださった方々からです。

①どの方も事前、当日の配慮に感謝されています。

　13回長期間続く大会は価値があります。との内容です。

②分散会

・フｱシリテーターがうまく進行されていました。

　スタッフの方の万端な事前準備が伺えました。

・参加する分散会をランダムに選ぶことで思わぬ出会いがあります。

・休憩中、コダテルから？の私的な会話が聞こえ気になりました。

・分散会1枠2事例発表でしたが、欲を言えば2枠4事例だと良いなと思って

いま

　す。（あくまでも欲を言えば、です。準備が相当、大変かと思いますの

で）　

③有意義な発表があり・・

外に出せない情報は削除し期間限定で出席者だけに資料を共有する仕組み

はできませんか？出席者にはアクセスパスワードを与えるなど。

④個人的に。

事前のzoom勉強会がとても良かったです。事例発表の概要を先行して知る

こと、お顔を拝見し、少しでも話せたこと、それらのこと発表者の皆さま

により近づけた感じでした。

中尾さん、平岡さん、中島さんはじめ、事務局の皆さま　この状況であっ

てもオンラインでの交流集会を実施していただき、学びとつながりをいた

だきました。

本当にありがとうございます。深く感謝申し上げます。

12/6/2020 19:10:01 ６０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 大いに参考になった 3  東京の子どもたちの放課後の居場所が充実しており、地方でも多様

な受け皿が必要だと感じました。八幡浜市のスーパーの跡地活用は今

後の地方創生のよきアイデアだと思います。そこを回していく人が育

つには地域教育が必要ですね。

市民大学の企画運営、地域運営組織(環境美化) 全国各地の先進的な活動に学び、自分達の地域の人た

ちに伝えて行くこと　つながりを作り、情報交換や刺

激を与え合える場を提供すること

様々な地域の課題に当事者意識をもって関わって行くことな

しには地域の未来は見えてこない。自分達だけで考えていて

も井の中の蛙になってしまう。他者から学び、良いところを

真似ることが大事　今回のように素晴らしい事例に触れて、

自分達の地域につなげていく必要性を強く感じました。ウェ

ブを活用すれば、テーマを設定して全国の事例に学ぶことが

できる研修会を開催できる可能性が見えてきたと思います。

まずは、今回の仲間の縁を核に、新しい仲間を増やしていけ

ればと良いと思います。

従来の対面型の大会のスタンダードな流れとリモートの流れは違うのかな

と感じました。テレビの番組進行のようなスムーズな流れはプロデュース

の蓄積がいるんだろうなと感じています。

出来るだけスマートな流れをつくり、参加者が主人公になれる運営ができ

ればいいですね。

12/7/2020 7:20:31 ５０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 参考になった ７分散会　二つの発表に共通することとして、小さなコミュニティの

中で、互いの多様性を認め合い、学びに生かしているということでし

た。皆さんの発表や意見を聞いて、意欲がわいてきました。

今は、できていません。各種の研修会で、事

例を聞いて学んでいます。

まずは地域のちょっとした活動に参加して、知り合い

を増やしたいです。

ゆるやか〜につながって、しなやかにかかわれる、そんな仲

間たちと活動ができればいいなと思います。

実行委員会の皆様のおかげで、zoom集会、大成功でした。コロナ禍の間

に、しっかり各自が充電して、また大洲で語り合えるといいなと思いま

す。

もしハイブリッドになるなら、分散会は、ハイブリッド専用の分散会をい

くつか限定してやるのがいいと思います。

12/7/2020 7:45:19 ５０歳代 大いに参考になった 大いに参考になった 参考になった ７分散会　二つの発表に共通することとして、小さなコミュニティの

中で、互いの多様性を認め合い、学びに生かしているということでし

た。皆さんの発表や意見を聞いて、意欲がわいてきました。

今は、できていません。各種の研修会で、事

例を聞いて学んでいます。

まずは地域のちょっとした活動に参加して、知り合い

を増やしたいです。

ゆるやか〜につながって、しなやかにかかわれる、そんな仲

間たちと活動ができればいいなと思います。

実行委員会の皆様のおかげで、zoom集会、大成功でした。コロナ禍の間

に、しっかり各自が充電して、また大洲で語り合えるといいなと思いま

す。

もしハイブリッドになるなら、分散会は、ハイブリッド専用の分散会をい

くつか限定してやるのがいいと思います。



13回アンケート単純集計

回答者年代 開会式 分散会 シンポ

10代 8 参考にならなかった 1 参考にならなかった 1 参考にならなかった 1

20代 26 あまり参考にならなかった 3 あまり参考にならなかった 0 あまり参考にならなかった

30代 7 参考になった 50 参考になった 15 参考になった 43

40代 24 大いに参考になった 43 大いに参考になった 81 大いに参考になった 53

50代 27

60代 3

70代 2

合計 97 97 97 97

年代別グラフ
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グラフタイトル

分散会

参考にならなかった あまり参考にならなかった

参考になった 大いに参考になった

開会式

開会式 参考にならなかった

あまり参考にならなかった 参考になった

大いに参考になった

シンポ

参考にならなかった あまり参考にならなかった

参考になった 大いに参考になった


