
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日 程２        司会進行：新居浜西高等学校（放送部） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 参加者   参加者総数 ８４名（高校生以下１１名） 

     （内訳）一般参加 ４５名  高校生発表・引率者 １６名 

         実行委員 １５名  運営教職員 ８名 

 
 

 

 

期 日 令和３年１月３１日（日）12:25～16:40 

場 所 西条市中央公民館 

主 催 地域教育実践ネットワークえひめ 

後 援 文部科学省・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 

12:25～12:50 
歓迎アトラクション（資料３～４ページに掲載） 

 ～バーチャルで別子銅山をめぐります～ 

13:00～13:15 開会行事 

13:15～14:30 
シンポジウム 

「高校生もガンバッテマスヨ－」 

14:30～14:50 休 憩 ※ 新居浜西高等学校放送部の作品を上映 

14:50～16:30 

インタビューダイアログ 

 Withコロナ時代の 

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動 

16:30～16:40 閉会行事 
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アトラクション 



 

 

 

 

【先人のＳＤＧｓ】 
別子銅山で行われていた、今にもつながる持続可能な取組を知っ

ていただき、みなさんが世界のために行動を起こすきっかけになっ

て欲しいとＳＤＧｓのアイコンを示しています。 

 

【広大なエリア】 
別子銅山の近代化産業遺産は、新居浜の平野部を中心に山間部約

２０ｋｍ、瀬戸内海沖約２０ｋｍにという広大な範囲に点在してい

ます。そのエリアを八つに分けて紹介しています。 

 

【八十八か所】 

四国巡礼になぞらえて、別子銅山の近代化産業遺産や自然、さらに

は高校生おススメのか所などを厳選して八十八か所紹介していま

す。 

 

【まいん】 

場所の呼称は、鉱山を英訳した「mine」から取りました。鉱山は硬

いイメージがあることから、ひらがなで「まいん」と柔らかく表現し

ました。 

 

【キャッチコピー】 

 その場所を象徴するキャッチコピーを掲載しています。 

中には一月以上を有したものもあり、最も苦労して生み出した珠玉

の逸品です。 

 

【楽しんで学ぶ】 
写真をたくさん用いて見やすく分かりやすくしています。当時

の写真は別子銅山記念館をはじめ、多くの地域の方々のご協力に

より収録しています。また、現在の写真は先輩から後輩へ一枚一

枚こだわりぬいて撮影したものばかりです。まさに２０年の積み

重ねの作品です。さらに、クイズや高校生ならではのコメントを

掲載し、学習の記録が書き込めるようにスペースを設けるなど、

楽しく学べ、学びの成長も確認できるデザインです。 

 

【子どもから大人まで】 

漢字全てにルビを打ち、小学校の中学年から大人まで幅広くご

覧いただきやすいようにしました。特に地名や専門用語、別子銅

山ならではの呼称などが読みやすくなっています。 

 

【いつも最新版】 

ＱＲコードを利用してインターネットからいつでも最新版のガイドブックをダウンロードすることができます。 

スマートホンでも利用が可能です。 

 

このガイドブックは、卒業生、地域の方々、専門家など多くのご協力をいただき、高校生の手で作り上げまし

た。 

たくさんのこだわりや工夫をちりばめたガイドブックをお供として、先人の想いに触れ、新居浜、さらには日

本の産業革命のルーツをたどる旅に出かけていただきたいと思います。 

鉱山「マイン」の学習から始めて、出逢いを通して心と心の交流「マインド」を紡いで、ご自分の別子銅山「マ

インからマインド」を発見してください。 

「別子銅山 近代化産業遺産八十八か所 ふれあいめぐりあい ガイドブック」の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卒業生（広告会社勤務）を交え 

       考案している様子 

 

 

 

 

専門家にアドバイスいただいている様子 

元別子銅山文化遺産課長 坪井利一郎氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新居浜観光ガイドの会と 

内容の検討をしている様子 
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開 会 の 挨 拶 

                 地域教育東予ブロック集会 

実行委員長  関 福生 

 

こんにちは。昨年の集会が開催された時点には、新型コロナウイル

スの影が忍びよっていました。しかし、ここまで私たちの生活を脅か

すことになるとは、恐らく誰も思っていなかったのではないでしょうか。人が集い、語り

合うことが私たちの生活の基盤であり、みんなと共に出会う喜びがエネルギーだったもの

が、根底から覆された厳しい辛い一年を体験しました。その過程を通じて、私たちはどん

底から這い上がるたくましさを身に付け、新しい光明を発見した気がしています。本当に

この新型コロナウイルス感染が一刻も早く、収束に向けて動いていくことを願っています。 

その一方、これは不謹慎かもしれませんけど、コロナ禍ゆえに、本当に今までできなか

ったことが、一気に５年ぐらい、ネジが巻かれたのではないかということを感じておりま

す。昨日の夜も地域教育実践交流集会のスピンオフの研修会を開催しました。今までは大

洲で開催していましたが、今年はリモートで全国の仲間とつながって、それだけではもっ

たいないということで、地域教育実践交流集会のメンバーが、ここにもおられる方、中尾

さんを中心に、５回もスピンオフの会を行いました。昨日は３０名の仲間が集まって、い

ろいろ情報交換をしました。そういった新しい学びのスタイルが新型コロナ禍の中で生ま

れてきたと、本当にすばらしい部分もあったのではないかと思っています。来年、どうな

るか分かりませんが、今までとは違う新しい生活スタイル、新しい学び、これから皆さん

とともに一緒に体験できるのではないかと、楽しみに思っています。 

今から１０年くらい前にアメリカの（デューク大学の先生）キャシーさんが、「その時の

小学校に入学した子どもたちが大人になった時には、６５％の子どもたちが、その時なか

った仕事に就くだろう」と言われていたことを我々何回も聞かされました。その頃は、そ

んなことはないよな、眉唾だなと思っていたのが正直なところですが、今の世の中を見て

みたら、１０年前と全く違う世界が訪れているなと感じています。これから何年か経って、

高校生のみんなが社会人になったときには、今まで私たちが子どものときに学んだ、社会

の歯車としてやっていけるような人となっていたらいい時代ではなくなっているのではな

いかと思っています。 

今日の発表の中でも出てくると思います。自分たちが、地域社会とつながりながら、い

ろいろな体験をして、その中で、高校生の時期にすでに社会の一員として、我々であれば、

社会人になってから経験するようなことを、彼ら彼女らは、もう乗り越えてきているんじ

ゃないかなと思っています。若者たちが、私たちと一緒に学ぶことによって、大人になっ

たときに、あの時、地域の人たちとつながっていて良かったなと思えるようなかかわりを

この５回以降も続けていきたいなと思います。皆さんと一緒につながることで、この東予

地区、愛媛がこれからますます元気に、コロナ禍の中、へっちゃらだと言えるような力強

い地域になれば、何よりかなと思っています。 

この大会を運営するにあたって、東予教育事務所の社会教育課のメンバー、そして実行

委員会の仲間、西条市教育委員会、いろいろな方にお世話になったことを心から感謝を申

し上げ、この会が皆様にとって、いいものになっていくことを願いまして、開会の言葉と

させていただきます。今日、楽しい３時間半を一緒に過ごしましょう。どうぞ、よろしくお

願いします。 
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地域教育実践ネットワークえひめ  代表 若松 進一 

 

こんにちは。ネットワークえひめ代表の若松です。ひと言ご挨拶を申し上

げます。コロナ禍の中で、集まることが心配されましたが、こうしてたくさ

んの方々に集まっていただいて、第５回目の東予ブロック集会ができるこ

とをたいへんうれしく思います。 

ネットワークえひめは、１３年前に国立大洲青少年交流の家で産声をあ

げて、ずっと集会を繰り返してきましたけれども、去年のこの頃に、新型コ

ロナウイルス感染症が発生して、今年はその会ができなくて、大洲での会もできないということ

で、２３０名の人たちが集まって、ネットワークをオンラインで結んで大会をやりました。９月

２０日には、三崎町で南予ブロックの研修会をやり、そして来月の１４日には中予のブロック集

会をやって、終わることになるわけですけれども。こういうことをやっていくと、何か私たちは

集まることを、それから笑顔を、こんなことを忘れているのではないかなと思うわけです。 

実は３日前に、ある目の不自由な、そして耳の不自由な高校生に会いました。その高校生と、

いろいろと手話を交えて話をしたんですが、その時私に、お薬をくれました。こんな薬です。こ

れ、実は「こそ丸」という薬です。皆さん、ご存知ですか。私は「正露丸」と同じような薬だろ

うと思ったのですが、「こそ丸」というのは、珍しいなと思ったんです。効能書きが入っておりま

して、この効能書を見ると、「薬が見える人と見えない人がおります」と書いてあるんです。開け

てみると、何にも入っていません。「見えない」。何でだろうなと思って、彼と話をしていたら、

「世の中っていうのは、見えるものと見えないものがあるんだよ。私たちはいつの間にか、見え

るものに一喜一憂するけれども、見えないものに意味があるんだよ」という話をしてくれました。

私はドキッとしましたね。私のように、ある意味、顔は不細工でも、健常者なんです。ところが、

この高校生は自分の似顔絵も描けないという話をしながら、人間にとって何が大切なのかという

ことをこの「こそ丸」から学んだんだと言うんです。そして、彼が最後に言ったのは、「この中に

は新型コロナウイルス感染症の特効薬が入っているんだよ」と言われました。ちょっと飲んでみ

ますね。元気になりました。こんな薬で効くんだったら、１５０円出しても買ってやりたいと思

ったんです。実は、こういったことを考えてみると、人間というのは、やっぱり目に見えないけ

れども、今まで気付かなかったことがいっぱいあったんだろうなということを感じます。 

マスクをしています。顔が見えません。そして、言葉を発しないから、目しか分からないです。

私たちは、この１年間で、嫌というほど人の集まることの大切さ、そして皆さん方の、あの優し

い口元をどれほど大切に思ったことでしょう。たぶん、来年のこの会は、みんなで大声をあげて、

歌ったり語ったりすることができるのではないかなと思います。 

進化論で有名なチャールズ・ダーウィンという人が、こんなことを言っています。「賢い人が生

き残るのではない。強い人が生き残るのでもない。その時代時代の世の中に順応したものが生き

残っていくんだ」ということです。そんなことを考えていくと、私は賢くないので助かりました。

強くもないので助かりました。賢い人が生き残るのだったら、やっぱりノーベル賞をもらった人

がずっと生き残るのでありましょうけれども、ノーベル賞をもらった人も８０才で命を終える人

もいます。強い人が残るんだったら、だぶんアントニオ猪木も、力道山も残ったはずなのに、命

を落としていくことを考えると、あの３００年生き続けた亀は、なぜ生き延びたのかということ

を考えていくと、そこに人間の価値があるのではないかと思うんですね。 

今日、高校生に焦点を当てて、東予ブロックは多くのことを学ぼうとしております。高校生の

皆さんは、これからどんどん進化していくでしょうけども、進化とは、強くなることだけではな

く、賢くなることだけではないんですね。大事なことは順応するという世の中で、自分たちの目

標に向かって生きるのではないかということを考えます。今日は皆さん方と一緒に、「かかわり

をチカラに つながりをカタチに」して、しっかりと勉強しましょう。たいへんまとまらない話

をしましたけれども、元気で皆さん方と一日過ごしたいと思います。ありがとうございました。 
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愛媛県立西条農業高等学校 石鎚黒茶ＳＥＬプロジェクトチーム 
「石鎚黒茶」～伝統文化伝承プロジェクト～ 

   

１ 研究の動機 

本校食農科学科果樹班では、平成 27年に愛媛大学で行われた「発酵茶の可能性を探る」シンポジウム

に参加しました。「石鎚黒茶は、後世に残すべき西条市の伝統文化である」と感じ、これをきっかけに、

文化伝承プロジェクトを開始したそうです。 

平成 28年には、関連製造団体と連携しての苗の栽培交流を行ってきました。 

さらに平成 30年、石鎚黒茶を含む「四国山地の発酵茶の製造技術」は、食文化として初となる「記録

作成等の措置を講ずべき無形の民族文化財」として文化審議会に答申されました。時代は石鎚黒茶の後

押しをしています。 

平成 30年度に入学した私たちは、先輩方の行っていたプロジェクト活動を知る機会を得て、活動する

こととなりました。 

 

２ 石鎚黒茶とは 

西条市小松町には、幻のお茶といわれる「石鎚黒茶」がありま

す。我が国でも珍しい後発酵茶の一つで、中でも日本で２か所しか

生産されていない二段発酵茶です。（表１）石鎚黒茶の歴史は古く、

明治初期には生産も盛んでした。しかし、山村集落から都市部への

人口流出などに伴い生産者が減少し、その伝承が危惧される状況

となりました。 

 

３ 活動内容 

（１）生産団体との連携による生産性向上への取組 

ア 挿し木交流会による技術指導及び苗の生産（図１） 

イ 石鎚黒茶製造体験及び援農活動 

ウ 菌繁殖サポート肥料の製造（図２） 

（２）本校円山農場でのお茶栽培 

（３）商品開発による消費拡大に向けた取組 

  ア 食農科学科の石鎚黒茶ストロベリーティー（図３） 

イ 環境工学科のコケ玉・山茶栽培キット（図４） 

ウ 生活デザイン科の黒茶スイーツ開発とイベント販売（図５） 

 

 

 

 

 

表１：二段発酵による製造方法 

図１：団体との挿し木作業及び苗生産 

図２：肥料製造による循環サイクル 
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シンポジウム 



（４）本校円山農場での石鎚黒茶製造 

活動の中で、石鎚黒茶が後世に残すべき重要な「文化」であることを本当の意味で理解したからこ

そ、自分たちの手で石鎚黒茶を製造しようと考えました。自分たちが製造できれば、学校が残る限り、

次の時代に繋がっていくと考えたからです。しかし、私たちの製造施設がある円山農場は、菌が豊富

にいる山頂付近と比べ、150ｍも低い中山間地にあり、糸状菌が繁

殖するためには気圧が高く、菌繁殖が難しいことが分かりました。

平野部での微生物繁殖が可能となれば、生産性の向上も期待でき

ます。解決策として、糸状菌の繁殖を助けるため、人工的に菌を増

やすことはできないかと考えました。製造団体から蒸し作業で出

た枝葉を譲り受け、本校の発酵室で一緒に保管、そうすることで

存在糸状菌を増やし、繁殖を助けることができました。（図６）つ

いに西農「石鎚黒茶」が完成しました！ 

 

４ コンテストによる評価 

（１）平成 30年農業クラブ各種発表意見発表Ⅲ類（ヒューマンサービス）優秀賞 

（２）毎日農業記録賞 2018 優秀賞 

（３）愛媛大学社会共創コンテスト 2019 地域課題部門 奨励賞 

（４）令和元年農業クラブ各種発表県大会意見発表 Ⅱ類（開発・保全・創造） 最優秀賞 

（５）令和元年農業クラブ各種発表県大会プロジェクト発表 Ⅲ類（ヒューマンサービス） 最優秀賞 

（６）えひめ地域づくりアワードユース 2018 審査員特別賞 

（７）えひめ地域づくりアワードユース 2019 特別賞 

（８）高校生による東予の歴史ＰＲグランプリ 最優秀賞 

（９）國學院大學「第 16回地域の文化伝承に学ぶコンテスト」学校活動部門 優秀賞 

 

５ 終わりに 

西条市は、自然豊かで伝統文化に溢れ、霊峰石鎚山、西条まつり、うちぬきと、この西条にしかない

ものがたくさんあります。その一つであり伝統の「石鎚黒茶」をなくしてしまうわけにはいけません。

石鎚黒茶を私たちが次の時代に繋げていく橋渡しをしなければならないのです。身近な産業として、残

すべき伝統として。先人たちから現代に繋がった「石鎚黒茶」という文化を、先輩方が紡ぎ、私たちへ

と引き継がれました。これからの時代を築く私たちが自らの手で作り上げた「新たなる石鎚黒茶の伝統」

を新たな令和
じ だ い

へ繋げていきます！ 

参考資料及びデータ： 西条市ＨＰ ViseeＨＰ 愛媛県ＨＰ 愛媛大学ＨＰ 

図３：石鎚黒茶ストロベリーティー 

図６：糸状菌補完による一次発酵 

図４：製作した苔チャ丸 図５：西条市産業祭での販売 
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私たちの活動で地域をつなげたい！「伯方分校生徒会チャレンジ」 

 

「伯方分校生徒会チャレンジ」は、コロナ禍で生まれた新しいチャレンジです。高齢化、人口減少が

進む地域の中で、「地域とつながり、地域に学び、地域を元気にしていきたい。」そういう思いから生ま

れました。 

 

１ 活動のきっかけ 

  私たち伯方分校生徒会役員は、今年２月に行われた「えひめ高校生 SDGs ミーティング 2020」に

参加し、愛媛県内の高校生や先生方と持続可能な地域づくりについて話し合い、他校の取組の様子な

どを学びました。話合いを通じて県内の高校生が自分たちの地域を活性化させるためにいろいろなこ

とに取り組んでいることを知り、これまでの自分たちの活動を振り返るとともに、今後私たち分校生

が地域のために何ができるだろうか、と考えるようになりました。 

  これから、学んできたことを生かしていこうというときでしたが、今年３月、全国的に新型コロナ

ウイルス感染症が拡大し、社会全体で様々な活動が自粛を余儀なくされていきました。突然高校も休

校となり、「私たちの高校生活はどうなるのだろうか」と不安を感じましたが、その頃、医療従事者を

はじめ、たくさんの方々が頑張っている姿をテレビで見た

り、インターネットの記事で読んだりして知りました。こ

れをきっかけとして、私たち伯方分校生徒会では、休校中

でいつもよりは時間にゆとりがあったこともあり、「この

時間を使って私たち高校生にも何かできることはないか」

と考えるようになりました。そして、自分たちにできる奉

仕活動に目を向け、地域社会を元気付けることができるよ

うな活動に取り組むことにしました。 

 

２ 活動の内容 

  これまでに様々なボランティア活動などを行ってきました。そのいくつかをご紹介いたします。 

（１）寄付活動 

家にいる時間を使って家の片付けをし、服・おもちゃ・本などの不要品を集めて、地域の児童館

に寄付をしました。 

（２）オンライン交流会 

地域の小学生や高齢者を対象に、オンラインで会話をしたり、一緒に宿題や運動をしたりして、

交流の機会を確保するとともに、ステイホーム中のストレスの解消に向けた活動をしました。まだ

試行段階であり、十分なことはできていませんが、高齢者の方々とコミュニケーションをとる中で、

農業の話で盛り上がるなど新しい発見がたくさんありました。 

（３）奉仕活動 

地域の花壇や海岸の清掃、ゴミ拾いなどの地域貢献活動をしました。休校中には、分校生がそれ

ぞれのタイミングを見付けて、できる範囲で活動していましたが、学校が再開すると、正門前の花

壇整備と、休日のボランティア活動へと移行していきました。６月からは、島内で「北浦会」「有津

会」など、地域ごとの名前を付けたグループを作り、グループ単位で活動を続けています。７月の

大雨で道路が冠水したときには、地域の方々と連携して、道路の清掃活動にも取り組みました。 

Zoom での生徒会役員会議 
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（４）ひまわりの絆プロジェクト 

正門前の花壇にひまわりを植えました。ひまわりの絆プロジェクトは、平成 23 年に京都府内に

おいて交通事故で亡くなった男の子（当時4歳）のご遺族から、生前男の子が大切に育てていたひ

まわりの種を引き継ぎ、その種を育てて、ひまわりを開花させることで、命の大切さを学び、被害

者支援への理解を深めることを目的に実施している活動です。本校でもこの趣旨に賛同し、交通安

全への祈りを込めて、ひまわりを育てています。 

（５）鎮守の杜での活動 

伯方島の北浦地域にある「鎮守の杜」では、地域の方が地域コミュニティの活性化に向けて廃園

になった保育園を、地域住民の憩いの場としてのカフェを運営したり、オブジェを作ったりして、

集まりやすい工夫を取り入れながら活動されています。生徒会では、そのオブジェ作りのお手伝い

をさせていただいく活動をしています。 

（６）広報活動の工夫 

   学校のホームページや地元今治市のラジオ放送である「ラヂオバリバリ 78.9MH」様の番組で私

たちの取組を紹介しています。 

 

３ 今後の活動について 

  コロナ禍で始まった活動ではありますが、活動していくうちに地域とつながり、地域から学ぶ機会

が増えてきました。また、SDGs を学ぶうちに、私たちの活動の一つ一つが持続可能な開発目標のゴ

ールにつながっていることを実感しています。 

開発目標の一つに「住み続けられるまちづくり」があります。私たち伯方分校生徒会の活動から、

住み続けられる町づくりに向けた新たな可能性を見出していきたいと思います。 

私たち伯方分校生徒会は、未来に向けた小さな一歩を大切にしていきます。 
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「高校生もガンバッテマスヨー」 
               コーディネーター：実行委員 西山 博 
 

シンポジウムの記録 

 

【西条農業高校の発表について】 
Ｑ 石鎚黒茶というのを初めて聞いた。他のお茶とどこ

が違うのか。 

Ａ 基本的には発酵させるということ。日本に発酵茶は

石鎚黒茶を入れて四つしかないと言われている。石鎚

黒茶は二段発酵させている。日本で唯一のお茶である。

二次発酵は、乳酸菌によるもの。乳酸菌発酵なので酸っ

ぱいお茶になる。 

Ｑ この石鎚黒茶をぜひこの人に飲んでほしいという人がいたら教えてほしい。 

Ａ テレビ番組で紹介されたことで学校にも問い合わせがあり、全国に発送させていただ

いた。できれば若い人たちに興味を持ってもらい飲んでもらえるといいなと思っている。 

Ｑ 商品開発に向け、高校生に自分から動いてもらうためにどのような声掛けをしたのか、

その気にさせたのかというご苦労があったら聞かせてほしい。 

Ａ 生徒に対するマネジメントが大事だと思っている。その気にさせるためにいろいろな

ところに連れて行っている。生徒自身が自分たちで考えて、活動していることが意外と

多いし、感想などを書かせるとこんなこと考えているのだなと思うことがある。 

Ｑ 高校生のビジネスとして、お金は回るのか。いろいろなところに連れて行かれると言

っていたが、そういうところに活用するというのは高校の教育課程の中では難しいのか。 

Ａ 県から予算が下りてきて、学校で上がった収入については、県教委に上げるようにな

っているので、収入はない。コンテストで評価を受けて、いただいた奨励金をうまく活

用したり、授業と連動したりしてやっている。できるだけ年間計画をきちんと立てて実

施するようにしている。   

Ｑ 来年度、再来年度とつなげていくということが印象的だが、石鎚黒茶を通してこのよ

うになってほしいという夢があったら、聞かせてほしい。 

Ａ 学校で始めたということは学校が続く限りは、続けようと思えば続けられるというこ

と。生徒が石鎚黒茶の研究を始めたきっかけは様々。専門的な活動をしたことで、それ

を生かした進路を考えることができたと思う。 

Ｑ 生産農家から見て西条農業高校は商売敵なのか、仲

間なのか。 

Ａ 石鎚黒茶に関しては仲間であると思っていると思

う。地域のために、農家のために、学校だからできるこ

ともたくさんあり、要望を受けて研究しているものも

あるから、地域の味方であるかなと思っている。 
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【今治西高伯方分校の発表について】 
Ｑ たくさんのボランティア活動をしていると聞いて、心が温かくなった。いろいろとこ

んなことをしたらいいなというアイデアが出る中で、どのようにして実施するかしない

かを決めていくのか。 

Ａ 生徒同士の話の中で「何ができるか」という話題になったときに、自分たちから進ん

で何かをすることで、地域の方が来てくれる、課題が解決できる、そういうところから

活動内容を決めている。 

Ｑ 地域のためにいろいろな活動をしていて、すてきだなと思った。地域のためにしてい

る活動の楽しいところはどこか。 

Ａ 地域の大人と関われることが一番いいなと思っている。地域の大人と一緒に連携した

り、意見交換したりして、とても楽しいと感じている。 

Ａ この時期に人と対面であまり話せなくなってしまったが、ボランティアをすることで

地域の人と話す機会が増えて、楽しいと思うことが多々あった。 

Ａ 「鎮守の杜」は、僕が卒園した保育所である。廃園になった保育所に「鎮守の杜」とい

う名前を付けてくれて、集会所のようで活動するのがとても楽しい。 

Ｑ 活動について島内で発表している場があるのか。島内に広めるということ、そして仲

間づくりという意味もある。島内の小学校・中学校に広めることで、啓発活動の一環と

して盛り上げていって分校に入ってもらうというねらいもできると思う。そういった意

味で発表の場があるのかどうかということと、もし今後小学校・中学校といった場で発

表することがあるのであれば、計画を聞かせていただきたい。もし発表されるのであれ

ば、たぶん伯方中学校なら即答でＯＫが出ると思うので、ぜひお聞かせ願いたいと思う。 

Ａ 私たちとしても小中学校や地域を大切にしたいと思っていて、そういう場をつくって

いきたいと思っていたところなので、ちょうどいいなと思う。ぜひお願いしたい。 

Ｑ いろいろな活動をするときに仲間を募ってという話もあったが、みんなを巻き込むコ

ツのようなものがあれば教えてほしい。 

Ａ 私たちが大事にしていることは、ボランティアであれば時間を決めてやること。時間

を決めずにここが終わるまでとダラダラするのではなくて、時間、活動内容を決めてお

いて実施することで、３０分だけだから頑張ろうという気になる生徒もいると思う。 

Ａ 参加者の意見を取り入れて、できるだけみんなが参加しやすい環境づくりをすること

が人を巻き込むことにつながるのかなと思っている。 

Ｑ 人口が少なくなってきたときに、活動自身はすばらしいんだけど、１０年先を考えた

場合にこの学校はどうなっているんだろうかと。どうしたら人が来てくれるのだろうか。 

Ａ １０年先に伯方分校を続けていくには、まず生徒数が必要と考えている。生徒をどう

やって集めるかと思ったときに、地元の中学生の子

たちが、伯方分校に興味を持って、入ってくれること

がいいなと思っている。私も入ってからじゃないと

気付けなかった魅力がたくさんあった。今の中学生

にも入ってからでないと分からない魅力をどんどん

伝えていったら、この先も入学者が増えてくるので

はないかなと思っている。 
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【全体協議（意見交換）】 
Ｑ ２校に尋ねたい。それぞれの地区の自治会との関係を聞きたいと思う。近所の大人と

いうよりは、自治会と連絡を取っているのかどうか、聞きたい。 

Ａ 石鎚黒茶の振興協議会があり、協議会が西条市、愛媛県、地方局あたりと連携して活

動している。高校は、団体や農家とは連携をとっている。基本的には公民館での発表会

に学校として参加するときに研究発表として発表している。 

Ａ ５月にこの活動が始まり、動きが広がっているところである。２学期あたりから伯方

支所さん、ＪＡ婦人部さん、北浦自治会さんなどいろいろなところから声を掛けていた

だけるようになった。この３月に北浦の自治会さんに呼んでいただいて、事例発表をす

るという機会もいただいた。 

Ｑ 南予の高校生と地域の方から連携した活動について話を聞く機会があった。その中で

高校生から失敗もあるし、失敗から学ぶこともあるし、それが次につながっているとい

うことも聞いた。伯方分校に聞きたい。自分たちの活動で失敗があってそこから学んだ

という経験があれば、教えてほしい。 

Ａ ラジオのパーソナリティを務めさせてもらっている。はじめは相槌とか難しくて苦手

だなとも思っていた。経験をすることでだんだんできるようになった。失敗から学ぶこ

とが多い。 

感 様々なプロジェクトや活動があって、その中で自分たちで考えていって、それを地域

の人とつなげて、また、発信していくという流れが参考になった。生徒会を担当してい

るので伯方中学校の生徒会ともつなげていただきたいという希望がある。 

Ｑ 川之江高校から来た。２校のすばらしい発表を聞いて、私たちも今町おこしプロジェ

クトということで、地域のために活動している。２校のアイデアはすばらしいと思った。

どうやったらアイデアが出てくるのか聞かせてほしい。 

Ａ 地域とのつながりから出てくることが多い。ひまわりの絆プロジェクトもそうである。

つながりとかから連想させてアイデアを考えている。 

Ａ 親とか祖父母とかに「今の島ってどう」と聞いたら、「この前に集まったときにこうい

う話が出たんよ」とか聞いて、そこから地域に貢献できることを考えて、高校の方で話

し合ったりしている。 

Ａ 西条農業高校としては地域と関わる中で地域からいろいろなことを学んでいる。生徒

には、「いろんな経験をしなさい、その時に高校生だからできる柔らかいアイデアは忘れ

ないようにしなさい」とよく言う。そのアイデアをいかに形にする手助けをしてあげら

れるかが私たちの役割。黒茶にイチゴを入れて紅茶のようにして飲むというアイデアを

出したのは生徒である。黒茶を飲んで「酸っぱいな、こんなもん飲めたものんじゃない」

というところからスタートしてるんだけれど、私たち

は「こんなもんじゃ。体にいいから飲め、これが黒茶

だ」と、そういうだけではアイデアは出てこないんじ

ゃないのかなと思う。蒸し作業で出た廃棄する枝を再

利用して肥料にするとか、肥料の中に菌がまだ残って

いるからとか、というアイデアは「捨てるのは、もった

いないなあ」という素朴な中から出てきたものである。
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それを形にするために日本食研さんに依頼してデータ分析してもらって菌が残っている

かどうかとかをやるのは私たちということである。活動する中で生徒が持っているもの

は、すごく良いものを持っていると思うので、それを忘れずにこういう機会を利用して、

話をして、いろいろな経験をして、アイデアをいかに形にしていくかを考えてもらうと

いいのかなと思う。 

Ａ 生徒から柔らかい発想ということで、生徒はやはり大きな力を持っている。地域とつ

ながっているのは生徒。私は松山市に住んでいて、伯方分校や伯方島のことはあまり知

らない現状がある。彼らの方が伯方島のことをよく知っていて、５月に生まれた生徒会

チャレンジというのは、確かに私の方から今休校中だから生徒会からできること何かし

ようよと呼び掛けたのだが、その中で生徒たちが自分たちで会議をして、これをやって

みようよと出したのが、オンライン交流会と、寄付活動、清掃活動だった。ただ、僕はそ

こに SDGsを絡めてくれとは一切言ってなくて、勝手に生徒らが絡めてきたというか、そ

れがすごいなと思っていて、というのはやはり、２月に参加した愛媛の SDGsミーティン

グを自分たちの中でこれをどう島に還元するかということを他の高校生たちと話し合っ

て、これをやりたいと出してきたので、やはり高校生自身も自分たちの地域を良くして

いこうという発想を持っているので、小学校さん、中学校さんにつながっていただいて、

一緒に勉強させてもらったらなあと思っている。 

 

≪まとめ≫ 
  どちらも、続けていくというキーワード、危機に直面してそこから何かを運営してき

た、そういうところが今回の報告の中にあったのではないか。自粛、自粛の大変な時期

だが、そういう時代だからこそできることを取り組んでこられた

のかなと思っている。危機を乗り越えるために取り組んでこられ

た高校生の皆さんに敬意を表したいと思う。 

  高校生の活動を今後も見守るだけでなくて、支え応援する地域

の大人でありたいなと、地域づくりをしていきたいなと思ってい

る。地域の一員としてできることをやっていきたいな、そういう

ことを今日は考えさせられたなと思っている。 
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こんにちは！！「立志隊は、100年安心して暮らせる町・小松」をスローガ

ンに令和元年 10 月に結成した、これからの町づくりを考える有志の会です。 

今ある各種団体同士をつなぎ、地域の課題解決をサポートしていくことを大

きな活動の柱としています。 

しかし、コロナ禍の中、表立った活動は難しく、まず、今年は隊員個々のスキ

ルアップを目指すことに決め、愛媛大学の前田教授の御指導の下、様々な学習を

行いました。そして、コロナの状況を見ながら、秋頃にできる範囲で「地域フォ

ーラム」を開催できないか？ということになり、その第一歩として、コロナの状

況も少し落ち着き始めた夏の時期、西条市にある５校の高校に声掛けして、高校

生との研修を計画しました。結果、小松、丹原、東予高校の生徒さんが３２名も

集まってくれ、有意義な研修を行うことができました。 

以下は、高校生と行った４回の研修の様子です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《第２回 ８月１日（土）》 

 
 

第１回は、高校生も隊員も緊張気味 

自己紹介の後「あいさつ」をテーマに 

ワークショップ研修を行いました。 
愛媛大学の前田先生にお越しいただき、

レクチャーの後「地域に残したい物・地域

の好きなところ」をテーマにワークショッ

プ研修を行いました。 

 
《第３回 ９月２６日（土）》 《第４回 １０月１８日（日）》 

 

 

 

過去２回の研修を振り返り、テーマを
「あいさつ」にしぼり、より深くその価値
や大切さをみんなで考え、個人で出来るチ
ャレンジを行うことにしました。 

前回みんなで決めたチャレンジを

一人ずつ発表した後、１１月１日（日）

の地域フォーラムの準備をしました。 

 

《第１回 ７月２５日（土）》 

 

 

 立志隊からみなさまへ 

 
インタビューダイアログ 
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「小松地区地域フォーラム」 令和２年１１月１日（日） 

フォーラム当日は、お天気にも恵まれ、高校生を含め１００名の方々が集まっ

てくれました。 

「立志隊」の説明から始まり、高校生３名による「あいさつ」をテーマにした

チャレンジの発表。そして参加者がグループに分かれワークショップを行い、

「あいさつ」について深掘りして活発な意見交換をしていただきました。途中、

玉井市長の飛び入り参加もあり、フォーラムは大いに盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いただいたご意見は、これからの活

動の参考にさせていただきます！！ 

- １５ - 

―最後に― 

今年のフォーラムは、多くの皆さんの協力を

得て無事終えることができました（ありがとう

ございました）。立志隊は、各種団体をつなぐサ

ポート役を目指していますが、立志隊も、また、 

皆さんのサポートなしでは成り立ちません。 

まだまだこれからの団体です。 

ご一緒できる活動がありましたら、ぜひ、お声掛

けください。 

よろしくお願いします。 

立志隊一同 

 町の困りごと  

心配ごと…… 一緒に 

考えていきませんか！！ 

【フォーラムのご感想やご意見は 

「みかんの木」にして表しました。】 

 

 

  

 

 



泉川校区コミュニティ・スクールの取組 

 

１ コミュニティ・スクールに至る経緯 

 (1) 平成１６年 泉川子ども教室開設 

 (2) 平成１８年 学校支援地域本部事業に取り組む 

 (3) 平成１９年 地域定例会が始まる 

 (4) 平成２７年 地域学校協働本部事業に取り組む 

 (5) 平成２９年 コミュニティ・スクールが始まる 

 

２ 泉川校区のコミュニティ・スクールのねらい 

 (1) 学校運営の質の向上（学校運営） 

辛口のパートナーとしての連携・協働関係 

 (2) 地域の子どもはみんなで育てるという意識を高めていく（学校支援） 

 (3) ふるさとを大切にする気持ちを持った子どもが増えることで地域が活性化（地域貢献） 

 

３ 私が、活動を通じて学んだこと 

 (1) ゲストテーチャ―として参加して 

・子どもとの関係、先生との関係 

・壁を少しずつ破ることが大事 まだまだ沢山の壁が残っているが 

・・・成功体験の積み重ねが知らぬ間に財産になる 

・学校という施設そのものが壁 

・教師の意識の壁 

・地域住民の遠慮と奥ゆかしさの壁 

 (2) 受益者から当事者への意識改革 

・学校側の意識の課題 

・地域側の意識の課題 

定期的に互いの意識確認のために“熟議”の場が必要だ！ 

 

４ 肝に銘じておくこと 

・子どもが主語になっているか？  

・お客さんにしてないか？  

・一人前の大人になるために何が大事か？ 

・一部の人の満足で止まっていないか？ 

・学校と公民館と地域住民、家庭がどう繋がるか？ 

 

５ おわりに 

コミュニティ・スクールを通じて、 

地域社会が、子どもたちを一人前の大人に育てていければ・・・ 

  大人に生きがいを 先生にもゆとりを  

子どもたちが地域を愛し誇りを持つ 

 

  地域力が強化され、みんなが幸せになる 
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≪インタビューダイアログの記録≫ 

≪インタビュー前半≫ 

ﾌｧ 泉川校区学校運営協議会さんに聞きたい。学校と地域の関係の始まり、協働活

動とかコミュニティ・スクールがどのように進んでいったのか、教えてほしい。 

泉 １５年前のことになる。新しい公民館ができ、地域みんなで力を合わせてまち

づくりに取り組んでみようという機運があった。「自分たちのまちは自分たちの力

で」を掲げて活動していた。 

  寝屋川で下校途中の子どもが不審者に襲われた事件があり、なんとかしなけれ

ばという動きの中で見守り隊が生まれた。 

  学校の環境整備ということで、小学校の飼育小屋の改修工事に取り組んだ。素

人ではできない溶接作業、水道工事は地域の方に助っ人を頼み、ボランティア活

動で飼育小屋をリニューアルしたことが大きな成功体験となった。地域には様々

な仕事を体験した人がいて、みんなが力を合わせることで解決できることが分か

り、後につながった。 

  平成１８年、中学校が荒れ、何とかしなければという時期に新しい動きが生ま

れた。校長が公民館に来て、学校の状況を説明し支援を依頼された。学校、保護

者、地域住民による問題解決組織が結成された。毎月の定例会で、学校における

生徒の生活状況が報告された。そこから、生徒への声掛け運動、地域の会社の会

議室を使っての学習会、場を整えるということで学校のリニューアルや学校周辺

の環境整備が始まった。地域としては、常に、子どもたちの心の乱れをなくす、

学校と地域の関係性を高めたい、地域の眠っている人材を発掘したい、教職員の

負担を軽くしたい。「地域力」を再生したい、という思いを持っていた。 

ﾌｧ マイナスからのスタート。「学校のためなら」という地域の声。地域の人を動か

したものを一言で言ったらどういうものになるか。 

泉 実践である。まずやってみよう、それでだめだったらＰ・Ｄ・Ｃ・Ａを加えて

改良して、またやる。実践をすることによってまた人が集まる。満足感が生まれ

る。多くの方に声を掛けて、多くの人が関わることで広がっていくと思う。 

ﾌｧ 立志隊も活動は昨年からだが、立志隊のメンバーの皆さんが、今までどんなこ

とをしてきたかということを紹介してほしい。 

立 立志隊は１０名で編成している。偏りのないように、立ち上げ当時に各種団体

の長をしていた方とかである。おやじの会、愛護班、医療関係、学校関係など幅

広いメンバーで構成されている。 

ﾌｧ 地域の方といっても、それぞれ得意なことを生かし、苦手なところは、応援に

回るというところが、泉川ＣＳにも感じられるところである。 

  立志隊も全部一人の人がやってしまうというのは難しいから、たくさんの人を

つないで、得意分野で取り組んでいるということがうかがえた。 
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≪イマキク、スグキク≫ 

ﾌｧ 皆さんの声を聞くということで、今日は、スマホを使って、オンラインツール

の「スグキク」で、つながるということをやってみたいと思う。 

スマホを持ってない方は、ヨコキクとかマエキクとかいろいろな方法で参加し

てほしい。 

ﾌｧ 「本集会に参加したきっかけは？」に対して一番多いのは、「人からの紹介」。

つながり合って来ていただいていること、うれしく思う。 

ﾌｧ 感想も聞きたいので、文字を打つというのもやってみたいと思う。ここにグッ

と来たよ、もう少しここ教えてなどお願いしたい。 

ﾌｧ 「子どもたちの感想はどうですか」というのが泉川の方から出ている。卒業生

がここにいるので聞いてみたい。 

高 僕が中学３年生の時にＣＳになった。これからＣＳとしてどうなっていくのか

なあというところで卒業した。その後発表会があって参加したときに、している

ことの報告があって、すごいなと思った。今までも地域の方と一緒にするという

のはあったけど、今は学校そのものが一緒になってやっていこうというふうにな

っていて、すごくいいなと思った。僕ももう少し遅く生まれてきたらよかったな

と思った。 

ﾌｧ 泉川の方で皆さんが「いいな」と思っている意見は、「ＣＳは地域の方の愛が集

まる学校だなと感じた」である。 

ﾌｧ 立志隊の方に「メンバーは増やさないんですか」というのがある。どうか。 

立 少し意見は出たことがある。立ち上げたときは各種団体の長の方が多かったの

で良かったが、何年かすると長を引いてしまう。そうなったときに各種団体と立

志隊とのつながりが薄くなってしまうんじゃないかなと意見があった。今後話し

合うことにしている。 

ﾌｧ 「いろいろな団体をつないでいった人はいますか」というところで、地域と学

校をどうつなぐかというのがどこの学校も課題になっている。泉川に「どのよう

な形でどのような方がつないでいったのか」ということを聞きたい。 

泉 花いっぱい運動という運動がある。バイパスや県道に４０００本植えている。

年間で泉川全体で１万本以上の花を植えている。種まきは役員でする、仮植は自

治会の応援や学校の生徒の応援をもらっている。 

  「感動したことは何ですか」というのがあるが、５月の臨時休校の時期に、仮

植をするときに１００人来た。２４０人くらいの学校で１００人。びっくりし

た。子どもたちの町をきれいにせないかんという思い、一緒に作業したいという

思いに感動した。 

ﾌｧ 直接に聞きたい方いらっしゃいますか。 

参 小松と新居浜は近藤篤山でつながりがある。泉川と小松はよく似ているなあと

思った。どうすればいい町になるのかなということが立志隊の中にもあるし、泉

川も学校と地域が一緒になって頑張っていこうという流れがあるなという感想を

持った。 

- １９ - 



≪インタビュー後半≫ 

ﾌｧ 長い間取り組んでいると成果はもちろんだが、新たな課題も見えてきているんじ

ゃないかと思う。成果と課題について聞いてみたいと思う。 

泉 子どもたちは私たちのことをどんなふうに思っているのかと考えることがある。

子どもにとって本当にこの活動で良いのだろうか？という素朴な疑問がある。子ど

もが主語になっているか、大人がレールを敷いて、子どもをお客さんにしていない

かと、つくづく思う。小学校の木工教室に行ったときに感じたことがある。３クラ

スあって、一つ目のクラスより二つ目、二つ目より三つ目のクラスの方が、１時間

でできることが多かった。原因は、大人がやりすぎている。子どもたちがすべきこ

とを大人が手を出している。大人が子どもたちのために何かをやってあげているで

はだめ。そこを反省している。とにかく子どもを主語にして、学校と地域が熟議を

しっかりして話し合うことが大変重要だと思う。過保護の甘いだけの応援団だけで

はなく、将来のために何が重要かを考え、辛口の応援団にならないといけないなあ

とつくづく反省している。 

ﾌｧ 立志隊の方には、高校生の子どもたちと地域の大人たちの関係、子どもたちと共

にどのようなまちづくりを目指しているのか、聞きたい。 

立 各種団体も年間行事の中で、子どもと一緒に遊べるというものをたくさん用意し

ているが参加者が固定していたり、毎年参加者が減少したりしているのが現実。大

人と子どもがつながるということは、何か子どもたちが喜ぶイベントを行うという

こととオールイコールではないのではないか、と考えている。 

  立志隊が地域の問題に対して何からできるかと考え、大きな柱にしていることに

「挨拶、声掛け」があると話していただいた。なので小中学校、高校ともにここ数

年挨拶を一生懸命頑張っている。大人が繰り返し挨拶していると、顔見知りになる。

そうすると信頼関係が生まれる。小松全体がそうなることで、子どもと大人だけで

なく、子どもと子ども、大人と大人もつながっていくことができると信じて活動を

している。 

ﾌｧ 挨拶運動は学校は毎日やっている。立志隊の話を聞いていると挨拶がゴールでは

なくて、挨拶を通して、つながりづくりというものがその向こうにあるのかなとい

う気がした。 

  みんなが顔見知りの町を目指しているところがすばらしいなと思う。 

  この後は、これからどう活動していきたいかを聞いてみたい。将来の展望をお願

いしたい。 

立 フォーラムの後、話合いをした。新型コロナウイルス感染が終息しても、一昨年

までのような生活に戻るとは考えにくい。皆さんは一昨年までの生活に戻ることが

ベストだとお考えですか。立志隊は元に戻ることがベストではなくて、コロナの中

だからこそ考えて、これまでより一層すてな活動ができるのではないかと思って、

立志隊の会をしようと思っていた。しかし、コロナ禍のために中止になったので、

１０名は今度会があったら、こんなことしようと提案しようという思いが膨らんで

いると思う。質問にあったが、立志君の頭に乗っているのは小松の花の椿である。 
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ﾌｧ コロナ禍だからこそ考えられた活動、できることをできる範囲で、また立ち止ま

って考えることで新しく考えられたことがあったのかなと思います。 

泉 地域は、学校からの依頼があれば全て実践する方向で対応する。できないではな

く、まずはやってみて、悪ければＰ・Ｄ・Ｃ・Ａを回し修正する前向きのスタンス

で取り組みたいと思っている。 

  ある地域の人に「先生は何年かで転勤する。でも、中学校の卒業生は将来の泉川

の住民になる。だからこそ、未来への投資として、今の中学生に力を貸したい」と

言われたことがある。これが泉川中学校の目指す「地域とともにある学校づくり」

の原点だと思っている。 

  コミュニティ・スクールを通じて、地域社会が子どもたちを一人前の大人に育て

ていった結果として、地域の大人には生きがいを、先生には物理的にも精神的にも

余裕を持ってほしい。子どもたちには地域を愛し、生まれた町に誇りを持つ、自分

たちの町だと言えるようになってほしい。そして、一番大事なのが、当事者意識が

高まり、人任せではなく、それぞれができることをやることで、みんなが幸せにな

るんじゃないかなと思っている。 

  コミュニティ・スクールは自然と導入されたが、長年の取組過程でだんだんと熟

成されていた気がしている。熟議の中でぶつかることもあるが、それが大事だと思

う。「辛口の友人、最大の応援団」になっていきたいと思っている。 

ﾌｧ 以前勤めていた学校で見守りなどをしてくれる地域の方たちを「常盤の応援団」

と呼んでいた。どこの学校にも応援団はいる。地域は応援団となり、子どもたちは

応援に応えていく、そういう関係ができたらすてきだなと思う。 

参 教育というテーマの中で社会教育、大人も子ども、学校教育、いろんな方が参加

している中で新たな気付きがあったと思っている。高校生とかの発表を聞いて、

堂々と対応されている姿を見ると、すごいなという思いで聞かせてもらった。勉強

だけでなく余暇活動、そういう切り替えも上手なんだなと思う。 

  泉川の大人があまり手を出しすぎたらいかんということも感じた、明日からの生

活に生かしていきたいと思う。 

参 すばらしい発表を聞かせてもらうたびに思うが、どうしてこんな活動ができるの

か、自分の住んでいる地域ではできていない。なぜだろうと考えたときにお二人の

発表を聞いて分かった。それぞれの組織を生かすコーディネーターがいるなと。そ

れぞれ単独で、なくさないように頑張っていてもどうにもならないなと。それぞれ

生かすためにはつながって、つながるというのがキーワードで、今日の高校生の発

表もそうだったと思う。その時にやっぱりコーディネーター、調整役、取り持つ役、

これがいるなと。自分もそうありたいなと思うし、そういうことを考えてやってい

かなければならないと思った。今日のこの話合いも深まっている。意欲的に参加し

ている人がいる。すばらしい実践をされている方がいる。そういう方がそれぞれい

るだけでは深まらない。コーディネートしてくれる人がいるからということである。

コーディネーター役がいるとそれぞれの組織がつながって更に大きな組織になる。

そうすることで強みが発揮されると感じた。 
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新居浜西高等学校放送部 

                     續木太翔 後藤芽衣 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ＤＶＤの上映≫ 
 

「外国人労働者を考える」 
  新居浜市には、たくさんの外国人労働者が 

います。 

しかし、同じ地域で生活しているにも関わ 

らず、労働面や生活面において差があるよう 

に感じられます。 

  そこで、現状を知ることで、どうすれば、お 

互いに歩み寄ることができるのかを考えた作 

品です。 

 

「食べよや新居浜」 
  新型コロナウィルス感染の影響下で、飲食店を支援するために始まったプロジェ

クト「食べよや新居浜」。 

  この企画をきっかけに飲食店に新たな「つながり」ができ、そのつながりが新居

浜を越えて広がっていることを伝える作品です。 

 司会をして 

 

新型コロナウイルスの影響でいろいろな

イベントが中止になっていく中で、このよ

うなイベントに参加させていただき、その

上このような司会という大役を任されたこ

とに対して、緊張していたのですが、こうし

て最後までやり遂げることができてよかっ

たです。本日はこのような会にお招きいた

だき本当にありがとうございました。 

 

本日司会をやらせていただいて最初の方は少し緊

張してカチコチしていたと思うのですが、皆さんの

面白くて楽しい発表を聞いているうちに緊張もほぐ

れてきて、後半の方は柔らかい司会ができたかなと

思います。発表の中では、私たち放送部の活動の参

考にさせていただきたいところもたくさんありまし

た。これも全て貴重な体験になりましたので、これ

からの活動につなげていきたいと思います。 

本当にありがとうございました。 
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閉 会 の 挨 拶 
             

 地域教育東予ブロック集会  

実行委員会事務局 毛利 雅彦 

 

「かかわりをチカラに つながりをカタチに」の合言葉の下、地

域教育東予ブロック集会に、管内各地、中予、南予の方からも８０

名余りの方にお集まりいただきました。ありがとうございました。 

このコロナ禍の中でも頑張っている高校生がいる。何とかその頑張りを多くの方に

知ってほしい。だからこそ、何とか、工夫して集会をできないものかな。実行委員会

で話合いを重ね、本日に至りました。 

新居浜南高等学校ユネスコ部さんのアトラクション。地域に残る文化財である別子

銅山遺跡、天然記念物のツガザクラを活用した町おこし。新居浜市の良さを知ってほ

しい、新居浜市に来てほしい、新居浜市に住んでほしい。そんな思いが伝わってくる

アトラクションだったのではないでしょうか。 

西条農業高等学校さん。生徒さんの参加はかないませんでしたが、伝統文化である

石鎚黒茶の普及プロジェクト。伝統を生かした地域活性化への取組。他にもパパイヤ

やバナナなどの栽培にもチャレンジしていると聞いています。地域の良さを生かしな

がらの町の活性化。大きなパワーをいただきました。 

今治西高等学校伯方分校生徒会さん。コロナ禍の中での地域と高校生との関わり。

自分たちにできる地域貢献。地域のために何ができるのか。そんな中から生まれたた

くさんのボランティア活動。「住み続けられる町づくり」に向けたすばらしい報告。参

考になることが多くあったのではないでしょうか。 

そして、本会をスムーズに進めていただいた新居浜西高等学校放送部のお二人。ど

この局のアナウンサー？と思わんばかりの名司会。集会を盛り上げてくれました。ま

た、休憩時間に流していただいたビデオでは、地域の課題、喫緊の課題、そういうも

のを取り上げたビデオ、若者たちが地域の課題に目を向け、解決方法を考えているす

てきな取組だったと思います。 

そして、唯一、高校から参加してくださった川之江高校生。質問の中に、地域との

つながりを大切にしたい、地域貢献したいという話が生徒さんの中から出ていたと思

います。私も協力したいと思います。ぜひぜひ一緒にできたらいいなと思っています。 

また、今年は高校生だけでなく、高校生や中学生・小学生と関わっている大人から

も報告いただきました。やはりこれからは、学校と家庭・地域との連携・協働がこれ

まで以上に大切になってきます。今回は、東予管内で先進的な取組をされている小松

町の立志隊さんと新居浜市の泉川校区学校運営協議会さんにご報告いただきました。

これからの各市町での学校と地域の連携・協働、コミュニティ・スクールの運営に大

いに参考になる取組報告であったと思います。 

本日、この西条市中央公民館に集うことを選んだ理由は、顔を合わせ、少しでもつ

ながりをつくることを大切にしたいと思ったからです。今後につなげていただけたら

幸いです。そして、今日の学びを参考にして、各地で地域教育を今まで以上に発展さ

せていただけたら、今日の集会が大きな意義があったのかなと思っています。 

本当の最後です。本日、報告していただいた高校生の皆さん、吉田さん、篠原さん。

そして、今日、ここに集まっていただいた皆様、全ての方に感謝申し上げます。すば

らしい集会になりました。 

第６回を迎える来年は、また以前のように顔を突き合わせて対話ができる集会がで

きることを願っています。本日は本当にありがとうございました。 
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第５回地域教育東予ブロック集会アンケート集計結果 
＜ 実施：令和３年１月３１日（日） 会場：西条市中央公民館 ＞ 

 

【アンケート回収】５３名 

【年齢区分】（人） 

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代以上 

９ ２ ２ １０ １１ ９ １０ 

 

【所 属】（人） 

学生 PTA 教職員 関係団体 公民館 市町行政 その他 

９ ６ １１ ５ ４ ５ １３ 

 

【問１】シンポジウムの満足度（人）      （平均 ３．８８／４．００） 

満足 どちらかと言えば満足  どちらかと言えば不満  不満 

４７ ６ ０ ０ 

 

【問２】インタビューダイアログの満足度（人） （平均 ３．８３／４．００） 

満足 どちらかと言えば満足  どちらかと言えば不満  不満 

４５ ７ １ ０ 

 

【自由記述】 

１ シンポジウム 

○ 高校生の積極的な姿勢に刺激を受けました。高校生のパワーに感動しました。 

○ 高校生の活動に感動しっぱなしです。自分の思いをしっかりと述べて、地域の

未来のために、実際に足を運んで、つながって、愛媛の未来も明るいなあと感じ

ました。進行が楽しく、分かりやすく、ピンポイントに聴きたいことをまとめら

れて、参加者を巻き込んで進めていただきました。ありがとうございました。 

○ 高校生の何かしたいという純粋な気持ちを形にしており、勉強になりました。 

○ 高校生たちがこんなにも地域のことを考え、そして実践していることに感銘を

受けました。すばらしかったです。 

○ すばらしい取組、そして、見事な受け答え、感動しました。こんな高校生にな

るよう、小学校教員としてがんばります。 

○ やっぱり若い力は輝いていました。見習って頑張っていきたいです。 

○ 今回参加が叶わなかった西条農業高校。生徒たちのためにも大事な会であると

感じたので、せっかくだから web参加や発信も検討してほしいです。 

○ 高校生の活動に感動しました。地域づくりのために、まず行動です。 

○ ありがとうございました。今後の活動の参考にしたいと思います。 

○ 高校生の活動、生の声を聞いて、とても参考になりました。 

○ 志を持って頑張っている姿に感動しました。 

○ みんなが自分の地元の伝統を残すことや学校を存続させることを本当に真剣

に考えているのだと熱意を感じることができ、なんだか、涙が出そうです。 

○ 豊かな発想を生かして地域で活動している高校生のすばらしいパワー、ありが

とうございました。発信された情報、楽しみにして見ています。 
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○ 高校生のやわらかい発想を今後も生かしてほしいと思います。 

○ 柔軟でやる気のある高校生と先生方のフォローが合わさって、とても活発な地

域活動ができていることに大変感心しました。 

○ 高校生と学校の取組がすばらしかったです。高校生の地域愛、地域を良くしよ

う、貢献したい！という意欲がすごくて、今の若者はしっかりしていて未来は明

るいなと思いました。 

○ 取組だけでなく受け答えなど、今の高校生のコミュニケーション力に感心しま

した。高校生のすばらしさに感動しました。 

○ 今の高校生はすばらしい。しっかりとした考え方で感心しました。私もいろい

ろボランティアをしていますが、地域の方との触れ合いは、大人になって、大き

い力になると思います。 

○ 高校生の意欲を感じました。大人になり社会生活を送るようになった時に経験

を生かして力強く生きていけると思いました。 

○ 高校生なりの実行力、積極性、友人との仲間意識、発表などすばらしいと思い

ました。 

○ コロナ禍の中で新居浜南高校のアトラクションは今までにない新しい試みで

大変良かったです。西条農業高校、伯方分校とも、地域とともによく活動されて

おり、高齢の私たちも頑張れと言われているようでした。 

○ 高校生の活動が十分に伝わり、良かったです。また、質疑応答においても分か

りやすい回答で理解を深めることができました。 

○ 地域と中学校と小学校との連携がポイントだと思いました。 

○ コロナ禍の中にありますが、できることを精一杯取り組んでこられたことが実

感できました。西条農業高生の生の声が聞けたら、さらによかったです。 

○ 一生懸命の気持ちが伝わってきてよかったです。横のつながりを広めていく思

いが今日の機会に広がっていいなと思いました。  

○ 担当教諭の研究を通じた子どもとの触れ合いに、温かいものを感じました（や

る気にさせるアプローチなどを聞いて）。生徒の答弁、大人顔負けでした。自分

より数段上手だと思いました。 

○ 高校生の頑張りに元気をもらいました。 

○ 高校生のしっかりした意見がすばらしかったです。質問に対する回答もとても

よくできていました。すばらしい！ 

○ 両校とも地元の方々とのつながりを大切にして活動している姿に感動しまし

た。今後も継続してほしいと思います。 

○ 高校生が主体となり、地域を活性化させていることに関心をし、自分たち大人

が今の高校生や中学生・小学生に対し、何を継続させていくか深く考えさせられ

ました。 

○ 地域とのつながりが心に染みました。機会があれば参加してみたいです。 

 

２ インタビューダイアログ 

○ 前々から気になっていた立志隊の成り立ちと、高校生との活動を知ることがで

きました。地域のためにできることを、少しずつ形にする過程は、これからのあ

らゆる地域での大きなヒントになると思います。 

泉川校区学校運営協議会について、地域と学校が連携・協働して取り組む仕組

みがしっかり築かれ、持続されているきっかけが分かりました。大変な時期を経

て築かれたこと、地域の方の思いと実践の試行錯誤が合い重なって今に至ってい

たことを知ることができました。 
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○ 地域の力を学校に取り込むことの大切さを改めて感じました。 

○ コミュニティ・スクールのひとつの完成形だと思いました。得意なことを得意

な人がやる、小さなことでも負担にならない範囲でやり、それをなるべくたくさ

んの人が関わるということが大切なのだと思いました。 

○ たくさんの示唆をいただきました。コミュニティ・スクールはすばらしいです。

コミュニティ・スクール、前向きに頑張ります。 

○ やはりコーディネートの力はすごい成果を上げることが分かりました。 

○ 学校だけでなくいろいろなところで教育、支援を受けているなと実感しました。 

○ どちらも子どもたちのため、地域のために活動されていて、自分も負けてられ

ないと思いました 

○ こんなにも子どもたちのことを考えているんだなとうれしく思いました。 

○ 地域との積極的な関わり、すばらしいですね。このコロナ禍でも活動を継続し

ていた偉大な力、敬服でした。 

○ 泉川地区が力を入れて取り組むコミュニティ・スクール。私たちの地域でもぜ

ひ、勉強して真似していきたいと思いました。 

○ 地域の大人も高校生に負けていませんね。子どもと地域がつながることで、地

域や学校を動かす大きな力となる。一人の力は小さいけれど、集まることでいろ

いろな問題も解決できる。マンパワーってすごいなと思いました。 

○ 志が高く、すばらしいと思いました。 

○ 地域の皆さんが子どもたちを大切に思っていることがよく分かりました。様々

な方法で交流しながら地域と子どもがつながっていきたいと思いました。 

○ 泉川校区ＣＳの活動に共感しました、子どもたちの自立を目的に大人の手を出

す数は考えなければいけないと思いました。 

○ 地域性を感じました。SDGsを目標に私たちの校区の小学校でも同様の活動があ

り、ホームページでは見たことがありますが、このような発表の場に出くわして

いないのでは？ 

○ 泉川校区の報告では、子どもたちがやらなければならないとことを大人がやっ

ている。でも、しなければ怠ける？子どもたちに考えさすことも大事だと思いま

す。指導することの難しさが分かりました。 

立志隊の報告では、２年後、３年後が楽しみです。頑張ってください。 

○ 泉川の篠原さんが言った「大人が手を出しすぎているのでは」という言葉が印

象に残っています。子どもが伸びるかどうかがポイントで、忘れてはいけないと

思いました。 

○ 地域づくりへの意欲に感銘。未来に対しての明るさを感じました。 

○ まさに地域フォーラムにふさわしい発表に参加させていただき、本当に良かっ

たと思います。 

○ それぞれの人の良さを生かし、子どもたちのためにたくさんの人をつないで活

動していたのですばらしいと思いました。 

○ 両方の報告とも熱いお話で大変参考になりました。 

○ 明日の朝刊の一面に載っても良いくらいの最高の活動紹介でした。 

○ 身近な事から始め、大きな輪になるようにしていました。本当に簡単なことだ

けど一番大事なことだと思います。 

○ スグキクの利用やインタビュアーの深掘りにより興味深く参加できました。 

○ スマホを使ってのつぶやきは新たな試みで良かったと思います。 

○ すばらしい活動発表でした。スマホを使っての意見交換も楽しかったです。 
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３ 来年度に向けて 

○ 今後も是非高校生の活動を取り上げてください。 

○ 弓削高校の取組をお願いします。 

○ 伯方分校と伯方中学校のその後。 

○ SDGsというワードがよく見られますが、地域や学校で具体的にどのように実践

されているか知りたいです。 

○ ぜひ、川之江高校の子たちに。 

○ コミュニティ・スクールについてもっと学んでみたい。 

○ スポーツを頑張っている高校生の話が聞きたいと思います。 

○ 地域コミュニティをどう継続していくか大変参考になり、参加してよかったで

す。ありがとうございました。内容の濃い会で勉強になりましたが、アトラクシ

ョンから４時間を超えるとしんどいかなと思いました。 

○ 今回発表されたところの、今後の報告も期待してしまいました。とにかく継続

してほしいです。この会を続けていくことが勉強になると思います。 

○ 東予地域には中学校、小学校が取り組んでいるボランティア＋団体もたくさん

あります。高校生ばかりでなく、小中学生＋団体も面白いかもしれません。 

○ 地域づくりを実践している地域の自治会及び高校の内容がいいです。 

 

４ 感想・意見 

○ 人が集まること、みんな渇望しています。話合いはできませんでしたが、同じ

空気、仲間意識がたまらなく心地よいです。 

○ 毎年楽しみに参加させていただき、パワーと希望をいただいています。コロナ

禍の集会でご苦労もあったと思いますが、皆様と久しぶりに同じ会場で様々な思

いを共有できる喜びを思い出しました。本当にありがとうございました。 

○ 自分がちゃんと実践者になっているのか振り返ることができました。 

○ とにかくやってみること、小さな成功体験を積み重ねることが大きな成果へと

つながると思いました。Withコロナの時代だからこそ地域と子どもたちのつなが

りが大切だと感じました。 

○ 元気をもらいました。明日から頑張ろうと思いました。明日はお休みではあり

ません。しっかり仕事をします。 

○ とても貴重な会でした。勉強になり、楽しかったです。 

○ それぞれの地域の地域愛、そして目標の実現などを知ることができとても有意

義な一日になりました。本当にありがとうございました。 

○ 毎回高校生の活躍を知ることができて、楽しみにしています。来年も楽しみで

す。東予はいつも工夫を凝らしたワークショップが面白いので、コロナが収まり、

来年できるといいです。 

○ とてもためになる話ばかりで、いろいろな皆さんの活動報告を聞けてとても良

かったです。私たちの高校でも、積極的に活動を促したり、参加したりしていき

たいです。 

○ いろいろな世代が集まって、話し合う機会はとても大事だと思います。 

○ 楽しかったです。そして、新居浜西高生の司会がとても心地よかったです。 

○ 課題意識を持って生徒会活動に取り組もうとしている生徒会役員のヒントに

なると思い参加させていただきました。他校交流したり、発表を聞いたりして自

分たちなりの糸口が見え、また、勇気をもらったのでは、と思いました。 

○ 高校生の発表、すばらしいです。参加できて大変良かったです。来年も参加し

たいです。 
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○ 学ぶことがたくさんあり、本当に参加させていただきよかったなと思いました。

伯方地区でも頑張っていきます！ 

○ 若さと活気あふれる高校生徒に接することができて、この会に参加させていた

だけたことに感謝しています。 

○ スマートフォンを利用しての「スグキク」というのは初めて体験しましたが、

すごく画期的だと思いました。 

○ 今回は子どもたちと地域の大人たちのコミュニケーションがすばらしかった

です。地域の方の参加人数が多いのに感心しました。良いなと思いました。 

○ 今日、参加させてもらって、勉強になりました。私も少しでも地域の役に立ち

たいと思いました、 

○ 教育というと「大人から子どもへ」というイメージを持っていましたが、今回

初めて参加してみて、高校生の発表を見て、ハッとさせられました。学生のみず

みずしい感覚と視点。地域に長く住む大人は地域への関心が鈍感になっていない

か？今、改めて子どもたちの目線で地域（地元）を見つめ直すことができれば新

しい風が吹くのではないか？地域教育で教育されるべきはひょっとして大人た

ちのほうなのかも？子どもたちの力を借りて地域を盛り上げていければと思い

ました。 

○ 今はコロナ禍で生活が一変し、行事、イベントがほとんど中止となり、地域と

学校とのつながり、私たちは、絵本の読み聞かせは中止となりましたが、家庭科、

クラブ活動、昔の遊びなどは、交流でき喜ばれました。公民館がパイプ役になっ

ていますが、なかなか独自ではつながりにくいので高校生の活動に期待したいも

のです。ありがとうございました。 

○ 高齢になってきましたが、元気な限り、参加したいと思います。いろいろな会

議に出ていますが、とても活発な意見が多く、勉強になるとともに、前へ前へ進

む考え、自己啓発される。実りの多い会議でした。 

○ コロナ後、元に戻す感じじゃなくて、新しくという視点がよかったです。実践

していきたいです。 

○ 高校生の頑張り、ありがとうございました。私は公民館の関係者ですが、今後、

地域づくりのコーディネーターとしての役割がありますが、高校生のこのエネル

ギー、熱意を地域に生かし合える環境と機会を考えたいと思います。すてきな高

校生、頑張ってください。 

○ すばらしいアイデアを広めて活動してくださる方々の力強さに感動しました。

継続してこの方向の会を続けて、そして会員を広げていけたら明るい地域になる

だろうと思います。 

○ 発表の機会をいただいいてありがたいという高校の先生の言葉がうれしかっ

たです。 

○ スマホは持っていましたが、電池が足りませんでした。泉川、小松とも自分の

足元を見る活動も大切かもしれません。泉川の名のように美しい水の地域でした

が現在は汚れています。小松も 100 年安心どころか地下水は飲めません。違う視

点のティーチャーが必要かとも思います。 

○ 「自分の地域をどのようにしていくか」という意識が高い事例をうまく組み合

わせていました。すばらしい集会をありがとうございました。 

○ 外は寒かったですが、心が温まりました。 

○ 西条市連合自治会を離れ、本来の地域へ住民が何を残して行くか？自分たちの

重い課題であると考え直しています。コロナで何もしない！ではなく、コロナの

状況下において何ができるか？何をすべきか？もう一度考えたいと思います。 
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