
第８回「地域教育実践交流集会」会場でのポストイット感想・意見 

 

1 感動の嵐でした。高校生のパワーもすごい。日本の未来は明るい。ガンバレ日本！！！！！ 

御五神のキャンプサブリーダーの無人島実行委員会の実践 

           ↓ 

参加者（5 年～中 3 年）とサブリーダーの大学生ともに鍛えられている。すばらしい事業である。                               

福岡県より参加 

 

2 貴重な時間をありがとうございました。 

 

3 初めての参加でしたが、たくさんの刺激を受けました。これからの自分達の活動へのヒント

をたくさん見つけることができました。ありがとうございました。 

 

4 分散会での発表がとてもよくて、それぞれの地域での取組の様子がとてもよくわかった。 

4 時間の設定であったが、あっという間に時間が過ぎて行った。公民館活動等、詳しくわかり勉

強になった。 

 

5 初めて参加しましたが、楽しく交流させていただきました。若い人の参加が多いのに驚きま

した。高校生、大学生、若い人たちが、自分の地域をよくするためにシカケを考え頑張ってい

る姿を見て、私たちも負けられないと思いました。 

 

6 最高の集会でした。多くの熱い思いを持った方々と出会うことができました。 

来年も参加します。ありがとうございました。           真部 

 

7 昨日、今日と全国から参加された方と交流を持つことが出来、良かったです。特に地域の方

が子どもを中心とした活動に力を尽くされている事例はこれからの地域社会にとり、とても重

要なことと思います。今後の参考にしたいと思います。又、交流会は雰囲気も良く楽しい一夜

でした。 

 

8 2 回目の参加でした。事務局の方、お世話になりました。      徳島県 

 

 

 



9 とても楽しい会でした！自分たちとは異なる教育現場の話をたくさんおうかがいできて、と

ても刺激的でした。また来年も参加させていただきたいと思います。今年もありがとうござい

ました。 

 

10 初参加、大変勉強になりました。世話人の皆様、ありがとうございました。 

 

11 普段関わることのない“教育”に携わっている社会人の人といろいろなお話ができてよか

ったです。分散会では、各団体が抱えている問題を解決するために、他団体の方たちが自分事

のようにしっかり考えている姿や、一緒に企画をして地域をつくりあげていこうとする姿が素

晴らしく、印象に残りました。また、個人的ですが、自分の将来の夢を見つけられるヒントも

今回、得られたので良かったです。また来年参加したいです。 

 

12 多くの活動家、グループの実戦に感動し参加してよかったと思いました。地元の皆さんの

継続した運営、実績に頭が下がります。感謝。若い人の参加が多いのもうれしい限りです。 

20 人程度の 1 グループでの意見交換、大変良かったです。              徳島 

 

13 とても素晴しい方々ばかりで感動しています！分散会は選ばせてほしかったです。 

竹嶋 克之 

 

14 初めて司会でなかったのでリラックスして参加できました。今回は文科省の委託事業のお

かげで、横浜の大越さんのお話が聴けてとてもよかったです。都会と田舎の違いがわかったよ

うな気がしました。しかし子どものための大人の教育力を高めることは同じだと感じました。 

ありがとうございました。                                          眞鍋 

 

15 大人の中で、大学生や高校生がしっかりと意見が述べることができる。また、そんな場が 

あることがこの交流集会の素晴らしいところです。          和田 瑞穂 

 

16 過去 7 回連続して参加していますが、今年も新しい出会いと発見がありました。今年も参

加して 100 枚の名刺を使い果たしました。今年は県外の人とたくさん出会いました。これから

の人生において、今日が一番若いはずなので、今日から新しい実践を始めます。夢はドリーム

ではなくターゲットです。                  人間牧場主 若松 進一 

 

 



17 若い人が集まる熱気のある 2 日でした。しかし若老ともにうちとけたいい内容でした。 

2 日目の高校生の取組に明るい未来を感じました。実践・実践楽しく実践できそうです。 

ありがとうございました。 

 

18 2 日間の実践交流集会に参加して、私は多くの学びをいただき、また盗みたいと思う様な 

スキルの多くを方々にみせていただきました。一朝一夕で真似できるものではありませんが、

見習い、少しでも自分のものにできればいいなと感じました。全国で様々な団体が様々な活動

をされている。手法は違えども同じゴール（目指すもの）に向かっている、というのはとても

励みになりました。私事ですが、今自分が悩んでいること、ずっとモヤモヤしていたことの解

決策やヒントをいただくことができました。それが今回の一番の収穫だったと思っています。2

日という短い間でしたが、とても有意義で充実した 2 日間でした。今後に生かしていきます。

ありがとうございました。                        松原 由依 

 

19 地域教育に関わるたくさんの方とお会いすることができ、大変元気をいただきました。私

は 21 歳ですが、私よりも年上の方にも関わらず、元気でパワフルな方がたくさんいらっしゃい

ました。これからの日本を担っていく私たちがもっと元気に生きていかなくてどうするという

気持ちになりました。どんなことがあっても前向きで立ち向かっていきます。そして、少しで

も日本のために働くことができる社会人になっていきます。2 日間、楽しかったです。ありがと

うございました。 

 

20 多くの素敵な出会いをありがとうございました。分散会では、すべての団体のお話が聞け

ないかわりに、深く知ることができましたので良かったです。社会人の方々は本当に優しく、

輝いていて、自分の活動に自信を持っている。そんな方々とたくさんお話しできる環境は、本

当に貴重でした。ありがとうございました。この出会いに感謝し、大切にします。 

 

21 全てのプログラム、大満足でした。中でも 2 日目の特別企画は圧巻でした。まさか高校生  

がここまでやるとは、感動しました。高校生だからこそできること、まちづくり、地域活性化

…これからは、多感な時期の彼ら彼女らを大いに活躍させることが日本の未来を創ることにつ

ながると確信しました。来年度も高校生が大いに輝くステージを準備してもらいたいと思いま

す。それにしても、大人の論理を乗り越えたところに本物があるんだと思いました。涙が出た

威力ある交流会でした。                           愛媛  遠藤 

 

22 分散会、全体会共に刺激的な事例発表を拝聴し、ワクワクしました。この気持ちを地域の

持ち帰って頑張りたいと思います。 



 

23 ここに集まった人はそれぞれ地域や子どものことについて考えている人ばかりです。それ

は、未来について考えているということにとらえることができ、とてもすばらしく思います。 

私はこんなに未来について考えたことがなかったので、とても濃い 1 泊 2 日になりました。

本当にありがとうございました。 

 

24 心にひびくアトラクションの後、一年に一度、この会で会える人たちと！そして新しい出

会い。感謝です。地域教育のおかげで幅広い活動ができています。分散会でも多くの気付きを

もらいました。発表させていただきありがとうございました。又、交流会で今年も引き続き 54

の会の場をいただきました。メンバーも増えました。ありがとうございます。みきゃんは誰だ

ったのか！？ 永遠の謎として・・・ホールでの浅野先生のアイスブレーキング、とても良か

ったです。あっという間の 45 分でした。全体会ではたくさんの学びを・・・。 

自分たちの団体の在り方、展開を見つめ直す機会となりました。 

トーンチャイムグループすぃーてん・はーと  武智 理恵 

 

25 初めての参加です。これから自分がそうしたいのかを考えるいい機会をいただきました。

自分の地域は、地域活動をしているほうだと思っていましたが、今一度地域課題を考えたり、

情報収集をしてみようと思いました。自分のためにも、楽しく明るい生活のためにも、地域で

長生きできるような活動を目指したいです。本当にありがとうございました。 

 

26 いろいろな事例を聞き、様々な人たちと交流でき、大変充実した 2 日間でした。 

★特に印象に残ったこと 

 ・アトラクションの書道 

 ・分散会での意見交換 

 ・2 日目の特別企画の高校生編 

 ・高校生や大学生が来ていたこと 

 ・夜の交流会 

27 実行委員の皆様、大勢の方がたくさんの工夫をして一生懸命企画してくださったからこそ、

本当に充実した期待を超えた 2 日間を過ごすことができました！ ありがとうございまし

た！！（そして終始とてもアットホームな雰囲気で楽しかったです！） 

 

28 2 日間ありがとうございました！ 

「地域教育」というものに触れ合う機会はなかなかないので、本当に貴重な経験となりまし

 



た。私は来年から教員として働くので、主に身を置くのは学校教育という場になりますが、

子どもたちを育てていくのは、学校だけでもなく、家庭だけでもなく、地域全体だと思いま

す。さまざまな方面からのアプローチを子どもたちが十分に受けとめて「自分のまちが好き

だ！」「自分自身が好きだ！」と言えるようなまちづくり、ひとづくりに携わっていきたい

と思いました。本当にありがとうございました。 

前垣志帆子 

 

29 今回の地域教育実践交流集会は初めての参加でした。いろいろな人の話を聞くことができ

て吸収することもたくさんありました。高校生の発表では、自分も高校生なので、どういった

考えを持っているのかすごく興味を持ちました。今回初参加だったのですが、いい時間を過ご

すことができたと思いました。 

 

30 地元にいては出会えなかったであろう方々とつながりの場を設けていただき、実践事業に

ついて少しの時間ではありましたがお話を伺えたこと、とてもありがたく感じております。 

“地域活性化”するために様々な方向からチャレンジしている大人・子どもが全国にこんなに

もたくさんいらっしゃるのかと、なんだか嬉しく思います。「自分にもまだまだできることがあ

るのではないか」そう思わせてくれる、未来に希望を持つことができる集会でした。 

昨日・今日と出会えた方々に感謝し、つながりを大切にこれからも交流できればと思います。2

日間ありがとうございました！ 

増井 佑夏 

 

31 私は分散会⑫でユネスコ部の活動について発表しました。新潟県のアグリパークのお話や

おのみち寺子屋運動の皆さんのお聴きしました。アグリパークでの活動と寺子屋の活動には「非

日常」という共通点がありました。この 2 つからとても良いお話をお聴きすることができたの

で、インスピレーションを受けながら、私たちの活動に活かしていきたいと思いました。2 日目

は、私と同世代である高校生が地域活性化のため頑張っていることを知って、とても刺激にな

りました。 

新居浜南高校ユネスコ部  寺尾 遥 

 

32 手作り感がとてもありました。新しい研修の手法を学ばせていただきました。完璧すぎな

い企画もおもしろいなと思いました。来年も参加したいと思います。型のはまっていない研修、

新居浜の高校生の育て方、素晴らしいです。 

 

33 私は小学校教員と社会教育主事の資格を取得したいと考えており、また自分が活動してい



るおのみち寺子屋と同じように地域で子どもたち、住民のために様々な取り組みをなされてい

る方がたくさん来られるということで興味を持ち参加しました。やはり、地域を活性化させる、

明るくする、子どもたちのために活動されている方々の集まりですので、アットホームで話し

やすく、経験・知識が豊富で、とても楽しく多くの学びを得ることができました。どの方も“地

域のため”などといった目的は同じでも内容が本当に様々で工夫されていて、自分の活動との

違いや共通点と合わせながら、今までの知識にまたさらに磨きがかかりとても充実した 2 日間

でした。本当にありがとうございました。 

 

34 2 日間、学びをありがとうございました。全国各地から地域で活躍されている方々の話を聞

くことができ、また、食事の場や分散会等で多くの方と触れ合うことができ、とても貴重な体

験をさせていただくことができました。この場を作ってくださった愛媛県の方々、大洲の方々、

大変ありがとうございました。感謝しきれないほど多くの学びができたので参加できて本当に

良かったです。感謝の気持ちでいっぱいです。また大洲に帰ってきたいと思います！ 

ＮＰＯ法人おのみち寺子屋  越智 俊介 

 

35 私ははじめて地域教育実践交流集会に参加させていただきました。全国各地で活動なさっ

ている方々の話、分散会を通してとても勉強に、とても刺激を受けた 2 日間でした。自分が不

安を抱えていた子どもとの接し方、これからの生活についてのアドバイスを下さり不安がなく

なった気がします。自分たちのまちは自分たちでつくる、このことを意識していきたいと思い

ます。そして自分の夢、目標である「誰かのための人になること」ができるように子の学びを

生かしていきます。 

 

36 色々な方が集まり、とても広い、様々な交流をすることができました新たな関係、新たな

出会い、共通の目標を持った方、などこれからも自分が目指すべき目標を見つけるいい出会い 

の場でした。とても楽しくいい体験になりました。ありがとうございました。 

 

37 Ｍｕｓｉｃが地域住民（子ども～老人）の意識を同一方向に導くことってありますよね。

特に市歌、町歌、双海道の駅テーマソングなど・・・。いい仕掛けだと思うので大切にしたら

いいと思いました。 

 

38 今回初めて大洲での地域教育実践交流集会に参加したのですが、大人の人達各自が持って

いる信念やあふれる思いを目の前で見て、自分に多くの刺激をもらいました。このような機会

がなければ皆さんと出会うことも、知識も増えることはなかったと思いました。ここでの出会

いをもとにどんどん関わっていけるようにこちらから連絡し足りして、ここだけの関係になら



ないようにしたいなと思いました。 

 

39 沢山の方々と交流ができ、今後の運営ビジョンが拡がりました。皆さん熱い方ばかりでパ

ワーをもらいました。 

 

40 教育というひとくくりにするといろんな関わり方があり、接し方は様々ですが、共通する

点は子供たちが大事ということでした。ご縁に感謝致します。 

 

41 2 日間にわたってご参加のみなさまと濃密な時間を過ごしました。みなさん“あつい”です。 

もう愛媛大好きです。地域教育実践交流集会、確かに名前のとおり素晴らしい実践をたくさん

学び交流することができました。8 年も継続していらっしゃる実行委員会の皆様に感謝して、一

人で参加したわたしに優しく接してくださった実行委員のみなさまにさらに感謝して・・・あ

りがとうございました。 

 

42 たくさんの方に出会えたご縁、このような機会が愛媛でひらかれていることに本当にうれ

しく感謝しております。とても多くの学びと刺激をいただくことができました。 

 

43 参加させていただき大変良かったです。来年はもっと誘って参加したいと思いました。 

ありがとうございました。 

 

44 本テーマ かかわりをチカラに つながりをカタチに 高校生すごいね～ もっともっと

たくさんの人をまきこみたいですよね。大人がつくるプラットホーム 主役は若もの～。 

 

45 今回は本当に来てよかったと思うことができました。私は今回が参加初めてだったのです

が、乳幼児～未就学の子どもが対象のところがあれば小学校低学年が対象のところ、高学年が

対象のところなど、様々な対象のところの方と話をしたり発表を聞いたりすることができまし

た。対象は違うにしても、子どもたちや地域などへの思いには共通した部分もあったりと、気

付きがたくさんあった地域教育実践交流集会でした。たくさんの方と深いお話ができ、本当に

楽しみながら学ぶことができました。本当にありがとうございました。 

 

46 豊年踊りは郷土色あふれて愛嬌があり、とてもよかった。合唱は、日本人のわかる日本語

で歌う団体のほうがいい。日本のもっといい歌があるはずである。分散会は、文部科学省委託

で、さすが内容がありとてもよかった。参加者も積極的に発言し充実し時間も充れた会が進め



られた。日本の地域も捨てたものではない。参加費がもう少し安かったらベストです。 

県内大洲から 

 

47 2 日間ありがとうございました。普段の大学生活や私達ＮＰＯおのみち寺子屋の活動では得

ることが出来ない貴重な学びや経験、ご縁をいただきました。地域教育について熱い想いを持

ってお互いの意見を交わしあう姿は大変かっこよく、輝いて見えました。また私達学生にも親

身になって相手をしてくださったので、本当に有難いなと実感しました。 

来年も機会があれば参加させていただきます。いただいたこのご縁を大切にしていきます！ 

ＮＰＯおのみち寺子屋  小笹 

 

48 学校、公民館、市民活動Ｇと多彩な方々が一堂に会して交流する機会があることはとても

素晴しいと思います。特に高校生の参加はとても良いことだと思います。 

 

49 全国から様々な取組をされている方々が集い、とても刺激的な会になりました。とても勉

強になりました。ありがとうございました。 

 

50 今年初めて参加させていただきました。いろいろな話を聞かせていただいて、とても勉強

になりました。こういう場で聞ける機会なんてめったにないので、たくさん自分の中に残して

帰りたいと思います。2 日間本当にありがとうございました。 

 

51 今回初めて地域教育実践交流集会に参加させていただきました。本当に幅広い世

代の中でお話をさせていただきました。分散会では、私の参加しているボランティア

活動とは別の切り口からの子どもとの関わり、地域の関わりに取り組んでいらっしゃ

るお話を聞かせていただき、深い興味をいだきました。また交流会では、飲食をしな

がら取組みのことはもちろんのこと、私生活や思い出話などを楽しくお話しさせても

らいました。来年も機会があれば参加させていただきたいと思います！  

 ＮＰＯおのみち寺子屋  延近 友陽 

 

52 今回で 2 回目の参加になります。初めて参加させていただいたときに、地域教育に対して

アツイ想いを持っていらっしゃる大人の方々に触れ、本当に感動しました。今回も昨年同様、

全国各地からさまざまな活動をされている方々と交流させていただき、本当によい刺激になり

ました。やり方や目的は違えど、“地域のために”、“子どもたちのために”というアツイ気持は

共通しており、あたたかい気持ちになりました。この想いを地元に持ち帰って頑張ります。 



 

53 すばらしい地域教育実践の交流のつどいありがとうございました。第 8 回の伝統の集いを

これまで開かれてこられたスタッフのみなさまの個性の集まりと温かな連携がなり寄りのこれ

からの社会の宝だと感じました。ありがとうございました。 

松田 正雄  山形から 

 

54 2 日間、大変お世話になりました。昨年も参加させていただきましたが、昨年にも増して、

多くの方とお話しでき、多くの刺激をいただきました。また来年も来させていただき、たくさ

んの学びをいただき、地元に還元したいと思います。よろしくお願いします。 

 

55 2 日間本当にありがとうございました。地域教育、社会教育を実践しているさまざまな事例

を少しばかりですが知ることができ、本当にいい刺激を受けることができました。多くの方が

自分の“まち”を愛し、元気にしようと、いろいろなモノを犠牲にしながら覚悟を持って取り

組んでおられることが改めて分りました。今日来られたような方々の熱い想いが人を育て、社

会を育て、日本を元気にしていくのだと思うと、まだ若い自分が頑張らねば！という思いが起

こると同時に、まだまだ日本には大きなパワーがあるなと安心しました。今回は本当に来て良

かったです。これからもがんばりましょう！！！ 

ＮＰＯおのみち寺子屋 広大 2 年  吉永 健人 

 

56 2 度目の参加をさせていただきました。地域教育実践交流集会、今回もとても楽しく充実し

た 2 日間でした。かっこいい大人がたくさんいらっしゃる会、本当に皆さん輝いていて、お 

話をするたびに力をいただいています！多くの学びと出会いとご縁を本当にありがと

うございます。（また皆さんに会いに参加させていただきたいです！！）尾道で今後も

楽しく活動してまいります。ＮＰＯおのみち寺子 窪内真帆 

 

57 とても勉強になりました。ありがとうございました。また参加させていただきたいと思い

ます。 

 

58 2 日間ありがとうございました。初めて参加いたしました。様々な事例を聞くことができ、

大変勉強になりました。「あとから来る者たちに、よい未来を！」という想いで、まちづくり、

ひとづくりをされている方が多くいらっしゃったことに感銘を受けました。活動内容の紹介等

は、事前にパンフレットのＰＤＦで共有していただけると、質問、インタビューがしやすくな

るかと思いました。宿舎での生活（起床、朝のつどい）についての資料がなかったので、パン

フレットの隅に記載しておいて頂けると有り難いです。2 日間を通して、地域の事例を参考にし



つつも、詰まるところ社会をよりよく創造していくための、社会教育だと思いました。 

 

59 2 日間たくさんの学びとその機会をいただき、ありがとうございました。地域教育に携わっ

ている方々と交流することによって、熱意やエネルギー、新たな考えなどを得られ、また、自

分自身の現在地を再確認することができました。この経験と学びを自分のものにするべく、精

一杯苦労したいと思います。やはり、今回の交流会で一番効果的だったのは、みんなで囲うこ

とだと思います。みんなで何かを囲うことをこれからも続けていってほしいと思います。 

最後になりますが、ありがとうございました。 

 

60 2 日間ありがとうございました。「子どもたちのために」という信念の下、全国各地でそれ

ぞれの地域に沿った活動を展開している人達と交流できるというのは、いい刺激になりました。

一番印象に残っている言葉は「子どもたちの成長を目指した活動を通して、それに参加してい

る大人たち、さらには地域の成長にもつながっている」といった意見です。こうした活動を通

じて学ぶことができることはたくさんあります。2 日間いただいた学びとご縁を大切に、一日一

日精一杯大切に過ごしていきたいと思います。 

 

61 全体として見事な運営でした。二日間ともよくできた集会でした。「だんだん」でした。 

※格式化した開会式のない開会は面白いと思った。 

※公民館とは全く違った場で活動している人達、ＧＰとの出会い。 

※高校生、大学生の地域への働きかけとその熱さ。特に純粋な高校生の思いの表出を地域に

如何に発奮してもらうかが大切と思う。 

※学校教育へ地域づくり、地域課題をぶつけることの重要性。問題解決学習をさらに持ち込

むことが重要。 

※行政と教育の結びつきも必要＝徹底的議論が大切だが…。 

 

62 分散会では「へんな人」になりました。初めは邑南町公民館連絡協議会でしたが、小学 4

年～6 年までの子が 1 泊 2 日だけで映画作っていると聞き、僕らとは全然違って勇ましいなと思

いました。そんなこんなで気がつけば、分散会も終わりかけました。その時、鈴木先生に「へ

んな人」になるぞ！と宣言してきました。たぶん、なれたと思います。 

 

63 ノウハウ（理論）、企画、地域との接点を、役割分担をどのようにすればよいか、また、自

分としてどこまで動くかを自問自答することが大切だと感じました。 

 



64 大変参考になる取組（大会）でした。素晴らしい出会いをいただけたことに感謝します。

愛媛の背中を追いかけ、徳島もがんばろうと気持ちを新たにしています。今後もいろいろとご

質問、お願いすることになるかと思います。よろしくお願いします。 

徳島県教育委員会  菰田 

 

65 とても有意義な時間となりました。たくさんの意見があり、楽しかったです。ありがとう

ございました。 

 

66 私は将来地元で就職したいと考えています。今回の交流会に参加して、ひとづくりの大切

さ、地元の強みを生かすような取組み、いろんな学び、刺激を得られたことが本当に良かった

です。将来的には、仕事とは別で社会教育に携わることができるようがんばっていきたいと思

います。本当に 2 日間お世話になりました。 

 

67 今回この地域教育実践交流集会に参加して、私は、新居浜南高校のユネスコ部で活動して

いるのですが、みなさんの積極的な姿勢に刺激を受けました。私は、部活で地元の別子銅山の

歴史について主に学習しています。その学習したものをまず、市内の方々に知ってもらい、地

元の宝を好きになってもらおうと情報発信を行っています。そのため、積極的に地元と連携す

るには、私はまだまだ未熟だと思わされました。今回の経験を活かし、これからの私達の活動

をもっと活発にしていきたいと思います。2 日間ありがとうございました。 

 

68 特に大学生と高校生の発表には刺激を受けました。 

 

69 初めて愛媛に来ました。とてもアットホームな研修で、県外からの参加でしたが、とても

心地良かったです。スタッフの方の人柄からも、この会に全国からたくさん参加される理由が

うかがえました。自分の県と比べ、本当に社会教育、地域教育のレベルの高さ、支援者の意識

の高さに驚きが隠せなかったです。発表の全国の事例も本当にすばらしく、他の研修をキャン

セルしてこの研修に参加して本当に良かったと思いました。またぜひ参加したいです。 

名刺が足りなかったので、次は 100 枚持ってきます（笑） そしてお土産も持ってきてオーク

ションに出したいです（笑） 

 

70 アトラクション 

 ～大人も子どもも高校生もみんないきいきとして素敵でした！ 

分散会・特別企画 



 ～圧倒されました。高校生、大学生の持つ可能性とパワー、そしてその子たちを支 

える大人の素晴らしさを感じました。何か一つでも自分の地域でこのエッセンスを 

開花させたいと思いました。 

全体 

 ～うちとはちがう雰囲気での 2 日間を感じました。 

ありがとうございました！ 

 

71 昨日、今日ととっても面白い話が聞けました。各団体の熱い話に感化されました。分散会 3

では鈴木先生から、先進事例を参考にしても同じことは出来ない、答えは自分の地域にある、

との話があり、一同納得しました。今回得た思いを持ち返り活かしたい。 

双海地区公民館  隅田 直軌 

 

72 発表させていただく機会をいただき、これまでの自分を振り返ることができ、これからの

自分を考えることができました。ありがとうございました。みなさんに出会えて本当にうれし

かったです。ありがとうございました。 

 

73 今回は県外からの参加も多く、とても良かったです。特に 2 日目のＭａｙはとても衝撃で

した。来年も参加したいです。ありがとうございました。 

双海町こども教室実行委員会  赤石 雅俊 

 

74 楽しく参加でき、おいしくたっぷり呑み食いできました。登壇するのは疲れます。時間も

流れも気になりますし・・・。終わってよかった！うまく進行できませんでしたが、終わって

ホッとしています。呑みすぎたのは私のせいよ！ 

（西山） 

 

75 将来、愛媛県の教員に採用してください。お願いします。元気のある、夢のある先生方と

共に仕事がしたいです。2 日間、本当に楽しく勉強になりました。ありがとうございました。 

香川大  木下 貴史 

 

76 地域教育実践交流集会、ありがとうございました。思っていたより意識が高まった分散会。 

特別企画では、先進的な取り組みを学べました。次回も参加します！えひめありがと～～～。 

 

 



77 若い人達、大人の人達、様々な活動を実践している人達が全国からたくさんの土産を持っ

て来てくださり、すばらしい集会でした。その交流の中でいろんな化学反応が起こり、新しい

ものやヒントをいただくことができました。今日、その学びの成果を役立てられるようがんば

りたい。そのエネルギーをいただきました。ありがとうございました。来年も参加させていた

だきます。 

 

78 今回、この地域教育実践交流集会に参加して、とても輝いている大人の方と多く話をさせ

ていただきました。こんなにも地域を愛して、何かしようとしている人と話すことができ、自

分も何かしたいと思えるようになりました。ぜひこういった交流の場をたやすことなく広い世

代を巻き込んでいってほしいです。 

 

79 2 日間ありがとうございました！！今回初めて参加をさせていただき、その中でたくさんの

“アツイ大人”達とこれからについて話し合うことができたのは、私にとっても素晴らしい経

験になりました。私がお話を聞いていた 15 グループでは、話の中で、私達の前で「こういった

ことできるんじゃ！？」、「それ、私達と一緒にやろう！！」と、その場で地域教育への歩みが

進んでいるのを目にし、本気になる“アツイ大人達”のことがすごくキラキラと輝いて見えた

のと同時に、自分のやりたいこと、志すものはこれだと感じました。 

ぜひ来年も参加したいと思っています。 

ＮＰＯ法人おのみち寺子屋  木曽 裕介 

 

80 楽しく 学びのある 2 日間とりわけ元気な高校生の活動には元気いただきました。 

ありがとうございました。 

高知  トダ＜マサイ族＞ 

 

81 日曜日が出勤なので日帰りします。普段お話しする機会の少ない高校生と話すことができ

た。職場でもそうだが、今の若い人は優秀な人が多いと思う。子どもの育成に関わることで、

私たち大人の成長をしていけるといいと思う。自身、8 歳と 5 歳の子どもがいるが、子育ても自

身の成長も社会教育を通じて実現していきたい。 

愛媛県西条市庄内公民館  石原 

 

82 今日の交流会に参加して公民館など、地元の方々が人々を結びつける知恵やアイデアなど、

とても参考になりました。各世代の方々とのふれあいなど大切ですが、今からは若い人がたく

さんの想像力（イマジネーション）を働かせて、そして若い人を巻き込んで次の世代へつない

でいくことが大切だと思いました。「勇気」そして「行動」大切ですね！ 


