
第 9 回地域教育実践交流集会ポストイットの感想・意見 

 

〇 今回この地域教育実践交流集会に参加して、こんなにたくさんの地域で多種多様な活動が行われていることに

感動しました。分散会で同じだった方々とは特に仲良くさせていただくことができ、また地元に縁がある方ともお会いす

ることができました。地元で幼いころ活動していた、参加したものには、裏でこんな思いを持った方がたくさん考えて開

催してくれていたんだということに今更ながら気づきました。何ができるのかをこれからもっと積極的に探して、どんどんい

ろんな活動に参加して、人との縁を広げていきたいと思いました。 

 

〇 地域の教育力とは 

  つなげる力 

  つながる力    だと思います。 

しっかりとつなげる活動をしていきたい。 

 

〇 大切なこと、必要があるのに、取り組まれていないという状況、そしてそれを歯がゆく感じておられる皆さんがたくさ

んいるのだと感じました。当市の取組が「社会教育」という視点でこんなに共感をいただけるのだということに驚きまし

た。 

 「高校生」は当県では県の管轄になりますが、その事情は高校生には関係なく、彼らは牧之原という地域で暮らし

ています。それならば、彼らと共に暮らす我々市役所や地域の大人が高校生に寄り添わなければいけないし、本当

は小中学生もつなげていく必要があるのでは……。「管理」「部署」を越え、必要なことには踏み込んでいく勇気が大

切と感じました。 

 大人の真剣な姿、子どもたちと真剣さを分かち合うことを頑張りたいと思いました。素敵な機会を私たちに与えてく

ださり、本当にありがとうございました。またお会いできる日を心より楽しみにしています。 

静岡県牧之原市地域創生課 宮崎真来 

 

〇 今回初めてこの地域教育実践交流集会に参加してみて、自分たちとは異なる団体の話を聞くことがとても重要

だと感じました。どの団体の方も、地域や学校との結びつきを強化することによって地域を盛り上げることができるのだ

な、ということを学びました。私が所属しているＮＰＯおのみち寺子屋が大切にしている理念の中に「地域コミュニティ

の活性化」というものがあり、この活動を通して地域の方々、支えてくださっている人たちを元気にし、尾道という町を、

さらに活性化させていけるように、この交流集会での学びを生かしていきたいと思います！！ 

おのみち寺子屋  木曽夏希 

 

 〇 分散会 5 畝崎さんの発表に驚きと感動。（この会で報告にふさわしいとは思えませんでしたが）素晴らしい

報告&実践だと思いました。すごい人がいるものです。他の会でも発表してもらいたいと思いました。 

 めざましトーク 佐藤さんの「ふるさとを捨てる学力」は同感です。学力をつける大学へやったら故郷へ帰らない…廃

校になった学校のＰＴＡの方々の声でした。働く場がほしい。 



 トークセッション 11 回目以降のこの回の持ち方について、早めに何度も話し合ってより良いものになるよう願いま

す。 

 ★子どもと関わる発表だけでなく、大人の活動そのものも取り上げたらどうか？大人の学びは子供に生きると思いま

す。 

 

〇 今回初めて大洲に来ました。普段の生活では大人の方たちと関わるころができないため、たくさんの刺激を得るこ

とができました。皆さんが熱を持っていて、自分たちの地域に対して誇りを持っているのが伝わりました。分散会では、

私自身の夢にも影響される話がたくさん聴けました。将来そのような進路に進みたいかを迷っているのですが、改めて

自分自身と向かい合うことができました。教育に関して詳しくない私にとって、この交流会は、どんなふうになるか不安

でしたが、温かく迎えていただいたたくさんの方のおかげで有意義な時間が過ごせました。2 日間本当にありがとうござ

いました。 

ＮＰＯおのみち寺子屋 新徳 優希 

 

〇 地域の中での「人材育成」という言葉が印象に残っています。 

 仲間づくりをもっと力を入れて続けたいです。 

 

〇 お 大きなパワー 

お 面白く有益な事例 

ず ずっとつながって痛い人脈 

いろいろなものを「大洲」でいただきました。 

来年もまた来ます！！ 

 

〇 今年初めて参加させてもらいました。分散会で地域の人のつながり、ボランティアなどとても刺激を受けました。い

ろいろな場所で頑張っている方々のお話が聞けて充実した 2 日間でした。 

 

〇 2 日間、地域教育、社会教育を学ばせていただいて、教育は何のためにあるのか、何を目指すことが今の地域

に良いのかを考えさせてもらいました。今、人口が減少しつつ増加が見込めない世の中、若者の都会進出による過

疎化がつづき、今のやり方に限界が来ると思っています。そこで自分たちの地域だけでなく隣の地域と子どもの成長に

寄与したりすることなど新たな考えをもっと発見して何を目指すのか、今、良いのかをこの 2 日間でたくさんンのヒントを

いただいたので、若者として精一杯取り組んでいきます。 

 

〇 地域教育実践交流集会に参加して 

 生涯学習から離れて 1 年半が過ぎました。以前から、社会教育を第 1 希望としておりましたが、人事異動でそれ

も叶わず。本当に楽しかったです。楽しかったで終わってはいけないのかもしれませんが。今でも社会教育に戻ろうと考

えておりますので、もどった際にはしっかりと生かせられるよう、体勢を整えておきたいです。 



 本日はお誘いいただきありがとうございました。 

 

〇 様々な立場の参加者の意見を聞くことができ、とても参考になりました。 

 事例発表も大切ですが、地域教育に詳しい方がたくさん集う会なので、悩みやうまくいってない事例をもちより、アド

バイスをもらうようなプログラムがあってもよいと思いました。 

 

〇 昨年は分散会のみ、今年はフル参加。参加して良かったです。皆さんの学ぶ姿勢をひしひしと感じました。元気

をもらって帰ります。 

西条市 Ｙ・Ｚ 

 

〇 交流集会を運営してくださり有り難うございました。 

 本当に良い刺激をいただき、これからのＮＰＯおのみち寺子屋の活動を頑張りたいと思います。ＮＰＯおのみち

寺子屋だけでなく学校生活等にも生かしていきます。 

 異業種交流は教育に関して言えば意義があると考えます。私たちＮＰＯおのみち寺子屋では、”感謝の念”を大

切にしています。きれいな水があるのはなぜ？ 電気がつくのはなぜ?  教室、学校があるのはなぜ？ 平和なのはな

ぜ？ これらのことに気づき”見えない力”への感謝を育てることが今の教育にも大切なことだと考えます。 

 

〇 来年社会人となります。高校教師として生きていきたいと思っています。そのため、将来地域の教育にどう携わる

かを考えたいと思い参加しました。自分がいまかかわっているおのみち寺子屋はこれからもすっと関わっていきたい場所

です。どのようにかかわっていけばよいか先輩の社会人を見れば分かる、関われる場が用意されている場所です。しか

し、自分の故郷とはどう関わっていけば良いのだろうと考えます。今回参加してみて、まだできないかもしれないけど、い

つか自分からやってみたい！と思いました。本当にキラキラと教育を話す方々の姿はかっこよかったです。話す内容も

自分の学びになりますが、一番人の心に火をつけるのは、想いが前面に押し出されてそれを語る姿だと思いました。こ

のことを忘れずにこれからより一層頑張っていきます！ 2 日間本当に本当に有り難うございました。 

 

〇 様々な事例から現在抱えている課題解決のための手掛かりをいただきました。また、この会の最中に新プロジェク

トの打ち合わせもできました。新しい発想を触発してくれる皆さんに会えたことが大きなエナジーになったと感じていま

す。 

ありがとうございました。 

吉見香奈子 

 

〇 初めて参加しました。 

参加する機会を与えていただき、ありがとうございました。 

他の分散会も参加したかったです。 

午前中、午後も分散会、していただければきっといろいろな情報がわかると思いました。 



白井歌声喫茶Ｇ 近田 

 

〇 2 日間大変お世話になりました。今回この交流会で一番強く感じたのは、大人も子どもも一緒になって楽しむこ

との大切さです。子どもは大人の背中を見て育つので、大人が必死になれば子どもたちは必死になるし、大人が本

気で楽しめば、子どもたちも本気で楽しんでくれると思います。めざましトークの中での佐藤さんの言葉がとても印象に

残っています。地域に残りたい、ふるさとの愛情は大人がどれだけ子どもたちに関わったか、そしてその関わりがどれだけ

長く、子どもたちの心に残っているか、そいうことが大切。長いスパンで子供たちの将来を深く考え、きちんと関わってい

くことの重要性を強く感じました。 

ありがとうございました。 

 

〇 今回の交流集会では、大学生をサポートする立場の方の意見を聞くことができ、ふだん、知ることのできないこと

を聞けてとても勉強になりました。これからの地域のことを考えていくうえでの必要となってくること、どうしていったらいいの

かを聞いて、自分の地区でもしっかり考えていく必要があるなと思いました。これからもこの交流集会のような会に参

加していき、つながりを大切にしていきたいです。 

 

〇「異業種交流・・・・・意義はあるか」 

  もっとテーマに沿った突っ込んだ話を期待した。 

ちょっと残念。 

めざましトーク 

  とても参考になった。 

ありがとうございました。 

 

〇 私は今回初めて地域教育実践交流集会に参加した。今回参加して学んだことは大きく 2 つ存在する。 

 １つ目は、地域教育は「熱意」が不可欠であるということだ。自分たちの所属する地域を自分たちのこととして捉え、

それぞれの年代のつながりを創り、そしてそれぞれが主体的にどう関わり合うか、学び合っていくかが重要だと思った。 

 ２つ目は、自分にはまだまだ知らないことが多い、ということである。この場所に来て、経験の多い大人の方とお話し

させていただくことで、自分の視野の狭さを知った。それぞれの団体のよいところを取り入れ、自分たちのまちをより良い

ものにしていきたい。 

 今回は誘われての参加で、失礼ながら正直あまり期待をしていない集会だった。 

 ところが、フタを開けてみれば中身のぎっしりつまった濃い内容の集会でした。発表も濃ければ、参加している人達も

濃い。そして皆熱を持っている。これがよい会にならない訳もなく、発表と参加者の発言などから、地域に持って帰りた

いアイデアがいくつも沸いてきた。何より、すごく楽しかった。まとめるならば、その一語に尽きる。楽しいというのは何より

の原動力である。来年もまた参加したい。 

 

〇 本日は貴重なお時間を頂きまして、有り難うございます。 



この集会の醍醐味は、地域教育、地域活性化というキーワードの元に、多くのエネルギーを持った人が関りを持つこと

ができる。そして繋がることができる。老若男女問わず、腹を割って、話し合うこの会が、今後も続きますよう、私たち

も積極的に参加させていただければと考えています。 

NPO おのみち寺子屋  佐藤 秀征 

 

〇 地域教育実践交流集会 実行委員様 

           参加者のみなさん 

 ２日間貴重な時間と出会いをありがとうございました。NPO おのみち寺子屋の木曽といいます。この集会で、たくさ

んの方と話すことはとても学生にとって良い考える機会になりました。私たちの活動は小学生をメインとした、地域を巻

き込んだ人づくり、まちづくりを目指しています。そんな中で、たくさんの実例をもとに語れる機会は、経験不足の私達、

20 年余りしか生きていない私達にとっては「宝の山」です。 

 私も将来、地域に、人づくりに関する仕事や活動をしたいなと考えています。高校生、中学生の活動、活躍からの

やりがい、生きがいの場、小学生に、子どもにとっても体験による自信の場、それを支える学生や地域の方にとっても

経験、生きがいの場として『まち』を巻き込んで取り組む力を頂きました！ 

 

〇 今回、初めての大洲、地域教育実践交流集会への参加となりました。 

 専門的なお話も多く、今の私ではすべて理解するというのには難しい内容もありました。ですが、大変実りのある 2

日間となりました。 

 1 日目の分散回答で、公民館のお話や、愛護会のお話を聴かせていただき、自分のふるさとを思い出しながらも、

様々な画期的な企画・取り組み・効果に終始目からうろこの状態でした。どこのお話を聴いていても思ったのは、地

域・人を活気づけるのはやはり、人と人とのつながりであるということです。そこから考えて、また、参加者の多くの方から

「大学生から力をもらいました」ということを言っていただけて、本当にうれしかったので、今後一層たくさんの取り組みに

参加したいと思いました。 

NPO おのみち寺子屋 

 

〇 「地域教育力」とはの問いに、 

「人と人とのつながり」子ども、大人、高齢者がつながるうちに学びが生まれる。 

と考えました。 

ＰＴＡ、公民館、まちづくりと関り、50 歳を過ぎましたが、大学生たちの回答と同じであったことで驚きと確信を感じ

ました。 

 

〇 今年で 2 回目の参加になります。 

1 回目よりも充実させることができた交流集会となりました。 

たくさんの方々と世代や性別を超えてお話ができ、自分自身のこれからの活動に活かせることを吸収させていただきま

した。 



 私にとって「教育」はこれからもずっと切り離すことのできないものです。これからも自分にできる教育を行っていきま

す。 

有り難うございました。 

 

〇 あっという間の 1 時間、2 時間でした。 

大洲臥龍太鼓はすごくかっこ良かったです。自分のあんな風に太鼓をたたいてみたいと思いました。 

養老獅子舞はただただ驚きました。大人たちの腕力と子どもたちのポーカーフェイスっぷりに感動しました。レクリエーシ

ョンも楽しく終えることができて、あんなトーク力が私にもほしいです。 

 また来年もぜひ来たいです。ありがとうございました。 

 

〇 私は今回、2 回目の参加でした。雰囲気にも慣れ、前回より、多くの方と深くかかわることが出来、大変嬉しく、

充実した 2日間となりました。有難うございました。分散会では、みんながそれぞれ意見を出し合い、自分たちの手で、

チカラで、自分たちのまちをより良くしていこうとしている姿が素敵に、かっこよく観えました。自分の知識不足なこともあ

り、発表者の伝えたい課題を上手く読み取ることができないこともありましたが、いただいた資料や名刺をもとに、少し

でも私の経験や知識発想が役に立つよう、これから持ち帰り学びたいと思います。自分たちのまちを、本気でどうにか

何とかする、何とかしようとする大人の声を生で聞けて、本当に良かったです。有難うございました。 

 

〇 歓迎アトラクションの太鼓と獅子が素晴らしかったです。ありがとうございました。 

 分散会では、地域とのつながりやネットワークについての話で、それぞれの取り組み、地域の人々とのやり取りの中で

の苦労や成果を知ることができました。 

 話し合いの中で、それぞれの立場、役職での意見があり、とても勉強になりました。 

 

〇 2 日間で多くの人とのかかわりを持つことができました。このたび初めて参加させていただいたのですが、また、来年

も参加したいと思えることができる内容でした。一番印象に残ったのは分散会でした。他団体のアツイ活動を見れば

見るほどとても面白く、そこから学びを得た部分もありますが、やはり引き寄せられるような内容でした。 

最初のレクリエーションも楽しく参加させていただいて、初めて参加した人でも気軽に楽しめることができました。全

国にはおやじの会など大人が輝いているボランティアが多数存在し、その内容を知れたことができたので、私は大変勉

強になりました。 

 

〇 この２日間、本当にありがとうございました。去年に続き２回目の参加だったのですが、とても楽しく濃い時間でし

た。私は分散会「９」だったのですが、場の雰囲気だったり、意見交換の内容などもとても楽しむことができました。興

味深い内容も多く、また課題となる点には発表している団体やそうでない団体どちらにも共通点があり、新たな発見

でした。 

 また、懇親会でもブース以外の人たちとも濃く関わることができ、貴重な意見をいただき、為になりました。これからに

生かしていきたいと思います。ありがとうございました。 



 

〇 ２日間ありがとうございました。 

多くの、自分のやりたいことをして、キラキラと輝く社会人の姿を見せていただきました。来年から社会人になりますが、

仕事に追われて心をなくすことなく、キラキラと輝ける社会人になっていきたいと思います。 

 ２回目の参加です。大変ためになりました。 

 公民館長、サロン、社協会長、ユネスコと幅広い活動をしています。 

 オリエンテーションのワークショップ、参考になりました。 

 分散会 14 に参加しましたが、北海道から来られた女性とも交流ができ、大変勉強になりました。できれば来年も

参加したいです。 

大洲市久米公民館長 

 

〇 今回事例発表の機会をいただきありがとうございます。発表に対して様々なフィードバックをいただくことができまし

た。活動に対しての共感やアドバイスは励みになり、参考になりましたし、参加したみなさんの活動の参考になるよう

なことを得ていただけた手応えもありました。 

分散会の事例発表をはじめ、たくさんの方と出会い、お話を聞くことができて、みなさんの熱い思いに圧倒されました。

日本の各地でこういった方々が活動していると分かり、明日からも自分の仕事を頑張っていこうと思いました。 

 特に、若い学生さんの話がきけてよかったです。ありがとうございました。 

 

〇 分散会では、表向きの成功実績だけではなく、その裏での様々な苦労を知ることで、簡単ではないこともあるけ

れど、だからこそ実現した時の喜びが大きいことを知ることができました。また、地域での教育力についても多く考えさせ

られました。特に、学力については大変興味深かったです。2 日間の学びを持ち帰って、しっかりと生かしていきたいと

思います。 

 

〇 昨日、今日と、全国から来られた様々な活動をされている方々の話を聞き、地域において、子どもを地域につな

ぎとめたり、地域の魅力を伝えたりする想いは、みなさん同じなのだと感じました。新しいことを始めたり、改めたりする

ことは、大変で、面倒なことかもしれないけれど、誰もが現状をより良くしようとする意識を統一することが大事だと思い

ます。 

 

〇 1 番目の真ん中で太鼓を叩かれていた女性の方が心を込めて叩かれている姿にとても心がひかれました。止める

所、手を伸ばす所、腰を落とす所といった基本を大切にされている様子がとてもわかって、自分の部活動に役立てる

ことができると感じました。２番目の太鼓を叩いた子どものそろった手や、ふんわりとした笑顔が“活動が大好き”と身

体で伝えているようで、男の子も女の子も心からその場を楽しんでいるように見えました。高校生の２人が力を込めて

叩いた太鼓、それを合図に始まる喜びを表現した音楽、もう一度聴きたいと強く思います。３番目の人々は確かに

すごかったです。天井にまで届きそうな高さに子どもは怖くないのだろうかと不安でした。ただ、もっと男性達が目立って

もよいのではないか、子どもがかっこよかったけれど、私には最後に全力で支えていた方々がとてもかっこよく写りました。 



 

〇 広島大学で教員養成課程を受けている学生です。 

 この度は、未熟な私達にたくさんの学びの機会を頂きありがとうございました。学部で学んだこと、教授が現在の学

校現場に欲しい活動は、“児童の主体性”を先生がサポートすることだ、など言われていたことをたくさんの実践例が

紹介される中で、自分の中に落としこむことが出来ました。また、ＮＰＯおのみち寺子屋主催の第 14 回人間力育

成塾に学生スタッフとして参加させて頂いている中で、地域教育、社会教育に取り組むことをしてきたことが、同じ志

を持つ大先輩の方々と交流させて頂けたことで、これからの意欲、また自分自身の将来につなげたいと思うようになり

ました。本当にありがとうございました。 

 

〇 １ 特別企画「異業種交流は意義があるか」 

 地域教育実践交流集会の今後の在り方を考える内容…メッセージ（すべての人の）がどれも大変分かりやすく、

あっという間の１時間半でした。第１回目は事例発表者とした、２回目からは実行委員として参加させてもらってい

ます。本当に多くの実りと気づきをもらっています。 

２ めざましトーク「地域の教育力を高める新しい風」 

 地域の根差し人や団体とつながる…それは特別に構えて行うものではなく、“当たり前のことを仲間と楽しみ乍ら”

行うことで少しずつ広まり風となるのかと感じました。 

３ 分散会 

 事例発表をしました。他の方の事例や意見交換は大変有意義なものでした。会場責任者、司会者、記録の方、

ありがとうございました。 

４ 交流会 

 毎回、盛り上がる交流会。おいしく、楽しく身になる時間でした。また、今回も「55 の会」の場を設定していただき、

ありがとうございました。 

☆第 9 回もひともうけしました！！！ 

トーンチャイムグループすぃーてんはーと 

 武智理恵（えひめ紙芝居研究会のぼ～る） 

 

〇 大学生として参加させていただきました。 

 みなさんとても元気でパワフルな方たちばかりでした。私もみなさんからパワーをいただきました。これから社会人になっ

たときに、今日出会った方々のように、情熱を持っていたいですし、地域の方との交流を大切にしていきたいと思いま

した。 

 私も将来は地域に貢献できるような、愛のある社会人になりたいと思います。 

 

〇 とても有意義で、頭を使う 2 日間でした。知らなかった世界がたくさんありました。自分が、保、小、中、高と、

様々な力に支えられて育ってきたことを感じました。自分の出身地では、どのような地域教育が行われているのか気に

なったので、帰って調べてみようと思います。消化しきれていないたくさんの学びをしっかり消化していきたいです。 



 

〇 実践しながら走りながら考えたいと思った 2 日間でした。 

双海地区公民館 隅田直軌 

 

〇 3 日の夜から初めての参加です。 

 交流会及び 2 次会での熱さ、悩みの交換など深い交流ができたように思います。 

 4 日のめざましトーク、トークセッションについて 

めざましトークでは、地域を舞台に様々な人たちが、活動していく様子を伺って、多様な参加の必要性を改めて感じ

ました。 

トークセッションでは、異業種、多様な人たちが地域を超えて集まることの意義を実感することができました。さらに、実

践に向けて当事者意識に基づいた連携（協働）を図っていくことが大事だと思いました。 

 

〇 今年も楽しく学ばせていただきました。 

来年もぜひ開催してください。 

 

〇 今回初めて参加させて頂きました。 

 会場に向かうバスの中で、すでに緊張していて、手に汗を握っていました。しかし、実際に分散会に参加してみると、

どの団体の発表も、とても興味深い物ばかりでした。また、どれも自分の将来に役立ちそうなものばかりでした。今日

学んだことを、自分の将来に役立てていきたいと感じました。また来年も参加します！！ 

 

〇 初めて参加しました。それぞれ色んな分野で活躍されている人たちのお話はとても魅力的でかっこよかったです。

どの人たちも地域のために人とのつながりをつくっているのだと学びました。関わっている人たちはどの人も「楽しそう」と印

象を持ちました。私自身はこの活動の中で辛いと思うことがあったのですが、「楽しい」という視点を持つようになろうと

思います。 

 地域と教育は別々ではなく一体となるべきだと学びました。今回感じたこと、学んだことを生かしていきます。大学生

として、できることはとてもちっぽけだと感じました。今の活動範囲は狭いものだと初めて感じ、この活動だけで教育を

終わらせてはいけないと思いました。地域のニーズと合っているのか、求められていることは何なのかをくみ取り、自分本

意にならないよう、人とのかかわりとつながりを大切にしたいです。 

 

〇 この 2 日間の研修を通じて、様々なジャンルで活動しておられる方の話を聞いたり、交流ができたことは、とても

有意義な事だったと思います。 

 また、学生もたくさん参加されていて、その若いパワーに元気をもらって様な気がします。 

 話を聞くだけでなく参加者も積極的に発言できるワークショップの在り方も良かったのではないかと思います。 

 また、来年もぜひ参加したいと思います。ありがとうございました。 

 



〇 今回初めてこの集会に参加しました。 

 現在学生で社会教育に関する知識はまだまだ乏しいのですが、来年度から教育に携わる身としてお話を聞きたい

と思い参加することにしました。一日目は始まってすぐにレクリエーションが始まり、大人のパワフルさを感じました。子ど

もたちに関わると言えども様々な立場の方がいて、今まで聞いたことがない実践なども多く聞くことができ、とても刺激

になりました。どの立場でも、子どもたちを思い、地域を思う気持ちは変わらず、学校内だけにとどまらず、社会へ出て、

子どもたちと社会をつなげられるような教員を目指したいです。 

 

〇 12/3・12/4 地域教育実践交流集会 

 ２日間、驚くくらいあっという間に過ぎていきました。大洲のパワーをたくさん浴びて、ここで身をもって学んだこと、忘

れずにこれから過ごしていきたいです。大人の世界ってこういう感じなのかな…？と社会勉強になりました。 

 

〇 初めての参加でしたが、とても楽しい１日でした。今日の経験を今後の事業に活かしていきたいと思います。 

宇和島市 矢儀田雅幸 

 

〇 今回の地域教育実践交流集会は、圧倒されました。こんなにたくさんの方々が、地域のことを真剣に考えておら

れることを初めて実感しました。 

 私にとってはまだまだ勉強不足なこともあるけれど、もっと頑張りたいと思えました。 

 かっこいい大人の方々に出会えて、またお会いしたい方がたくさんおられました。今後の糧にしたいです。 

 本当にありがとうございました。 

 

〇 思いは大きく、足取りは軽やかに♪一歩一歩確実に。 

 

〇 今年で６回目の参加となりました。年々実践家の幅が広がり、手弁当で集まる人の数が増えてきました。私は

学校教育と社会教育の壁を限りなく低くすることをテーマに実践しています。テーマの実践により深まっていると感じて

います。来年も必ず、この集会に参加しようと思っています。今年も多くの出会いがあり、多くの学びがあり、多くの思

い出ができました。ありがとうございました。 

 めざましトーク、トークセッションは刺激的でした。討論者、廻し人、適任でした。 

（愛媛 遠藤） 

 

〇 地域の活性化とは、天の岩戸を開くこと。 

地域の宝を人々の集いと笑顔、笑いの力で、表に出していくことだと思いました。 

『人口減少、楽しく減ればこれまた楽し』 

2016.12.4 

 

〇 今回このような集会に参加させて頂く機会を得て、有意義な２日間を体験することができました。 



 普段の生活に喝を入れられたようで目が覚めた感じがします。 

 大勢の学生さん達に混ざり、若さとパワーをもらい、又いろんな分野の方々の発表や交流会の中、勉強になること

がいっぱいありました。今後の実践にいかに生かしていけるのかがこれからの私達への問題です。ありがとうございまし

た。 

 

〇 今回この地域教育実践交流集会に初めて参加させていただきましたが、大変楽しく、また多くの学びをもらった

場になったと思います。私はＮＰＯおのみち寺子屋にて活動させていただいている者ですが、これから先の人生ずっと

将来的に教育に関わりたいと思っていましたが、どのような教育のカたちを子どもたちにしたいのかというのがイマイチ希

薄になっていました。 

 今回のこの場では、全国各地の学校から、たくさんの教職員がたが集まり、様々な形の教育の可能性を示してい

ただきました。自分の向かっていくべきみちが少し具体的になった、有意義なものでした。 

 貴重な学びの場を提供していただき本当にありがとうございました。 

 

〇 分散会などで、地域教育のお話を聞いて、教育について、深く学ぶことができました。「教育」という形は、教師だ

けでは全て成り立たないと感じました。地域の方々、そして、自分の周りの人達（友達、家族、知人）が、生徒

（子どもたち）に本当の（真実の）学びを与えることが大切ではないかと学びました。また、地域は地域、教師は

教師等と、区別して考えていましたが、いろいろと意見を交換していくと、みんなの思いの中心にある、「子どものため」

というのは、変わらないのだと思いました。様々な視点から、「子どもにとってどうなのか」と、考えているのだと思いました。

そういう人達をつないでいったら、子どもを育てる「教育」は、更なる発展があるのだと思いました。 

 

〇 次代を担う子どもたちの健全育成のためのヒントをいただこうと参加しました。期待どおり、たくさんのヒントと勇気

をいただき感謝しています。ありがとうございました。 

 

〇 地域教育実践交流集会に参加して！ 

 事例発表は今まで体験したことのない「読み聞かせ」「紙芝居」の効果について聞かせていただき、大変勉強になっ

た。 

 日吉の小中一体運営について、小さいなら小さいなりにいろいろなチャレンジができるのだと思った。 

 アイスブレイクのゲームは毎回はずかしいなあ！ 

 

〇 地域教育について学び、これから重要になってくることは、今進んでいる地域教育をどのようにつないでいくことであ

ると考えました。現在の日本の教育の課題は、地域教育を上手く実践できているところと実践できていないところの

差が大きいという点であると考えます。その差を埋めていくには、今回の交流集会などの機会を通して、地域同士が

互いに実践を共有して、高め合っていくことが大切だと思いました。２日間ありがとうございました。 

 

〇 愛媛県のマンパワーに圧倒されました。 



優しさと力強さ、感動と驚きの２日間でした。 

波方町養老獅子も凄かったです。 

 

〇 昨年も参加させていただいて、今年で２度目になるのですが、参加されている方、みなさん色んな色を持ってい

て、お話しするのがとても楽しかったです。自分は教職を学んでいる身ではないので、これをきっかけにもう一度教育と

いうものについて考えてみたいと思います。 

今年は地域にも目をつけれたので、とても、有意義な時間を過ごさせていただきました。 

 ありがとうございました。 

 

〇 地域や社会教育については専門的な知識は持っていない学生ですが、参加させていただくことができてよかった

です。来年から社会人として働きますが、ただ企業に働きに行くだけではなく、地域や社会教育のために何かやってみ

たいと思えるようになりました。まだまだ体験不足ですが、たくさんの失敗をして学んでいきたいです。 

 2 日間ありがとうございました。 

 

〇 ☆新たな出会い 

☆今抱えている課題解決へのヒント（何も言っていないはずなのに何故かヒントがひらめいたり！！） 

☆楽しい宴 

☆いつもと違う宿泊体験 

たくさんのものをもらいました！ 

これから活かして発信していきます！ 

 

〇 2 日間ありがとうございました。去年に引き続きＮＰＯおのみち寺子屋の学生スタッフとして多く学びをいただきま

した。 

自分も、みなさまのように、地域を想い、だれかのために働く人間になりたいです。 

 尊敬できる大人のみなさまと話ができ、有意義な時間でした。ありがとうございました。 

 自分は、大洲に来て、人生がかわりました。自分も、地域をよくする一人の人間として、明日からも努力します。こ

れからもよろしくおねがいします。 

 

〇 アツくて楽しくて濃い２日間を、本当にありがとうございました。たくさんの方との再会もあり、新しい出会いもあり、

心から「来て良かった！！！！」と感じる会でした。自分たちの強みも課題も、たくさんの気づきをいただき、尾道に帰

ったらどんなことをしようか、自分にもっとできることがあるのでは、と思いをめぐらせております。今年も、この大洲で、心

に火を灯していただきました。エネルギーあふれる、かっこいい方々との出会いと語り合いは、これからもきっと忘れられ

ない一番のお土産です。 

 ありがとうございました。 

 



〇 刺激的な２日間を過ごすことができました。つながり、ネットワークの大切さを再認識することができました。今回

の新たな出会いにも感謝して、また公民館活動を頑張りたいと思います。 

「暮らしの中に社会教育を巻き込む」 ハッとさせられた言葉でした。 

 

〇 皆さん楽しそうに自分たちの活動を離され、元気になりました。今日は飛び入り参加でしたが、今後の生き方の

中で生かしていきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

〇 多くの出会いと再会 

 気づきと学びをいただきました。 

 ありがとうございます。 

 思いを同じレベルや違うレベルで語り合うことの大切さも感じました。 

 また来年も、そして１年を経ずして、いろいろなチャンスをご一緒していきたいです。 

 

〇 本当に素晴らしい２日間でした。 

「子どもが育つ」→「大人が育つ」→「地域が育つ」 このステキな循環は、正に「地域教育実践交流集会」などを通

した多くの人とのつながりがはぐくんでいるのだと実感しました。 

 つながりがつながりを生む！ 

 そのつながりがどんどん広がっていくための起爆剤、栄養剤がこの交流集会だと思います。 

 今後も 20 回、30 回、40 回～100 回と継続してください。楽しみにしています。 

 運営、実行に携わった多くの方々、本当におつかれ様でした。 

 

〇 分散会に参加して 

 各３組の取り組みを聞いて、今回一番思ったことは、人とのつながりが何をするにも大事なのだと感じました。自分

のしている仕事の中で、子どもたちにいろいろな人や物と出会うきっかけを作るのが、まず大事だなと感じました。 

 

〇 子供たちにどうするかも大切でしょうけど、地域の課題（過疎、高齢化、働く場所、子育て環境）が大きく重た

い。そこにこたえる活動を考えていかんと。授業のネタだけじゃまるでだめ。 

〇 大学生から長年地域の中で社会教育に携わってこられた方と、すべての人が垣根を越えて同じ立場で「社会

教育」を語ることができる素晴らしい場に参加させてもらい大変勉強になりました。 

 先進的な事例を聞かせてもらいましたし、自分の地域と同じ悩みで頑張っている方もいたし、未来をまっすぐ見てい

る若者の力も感じました。たくさんの気づきのあった２日間、明日からのパワーに変えて、また取り組んでいきたいで

す！ 

ありがとうございました。 

 



〇 三浦清一郎先生の話が非常に良かったです。来て良かったです。 

 

〇 地域教育実践交流集会 2016 に参加させていただいて本当によかったです。最初は、うまく話せたり、課題を

掘り下げれたりできるのか不安でしたが、いざ分散会や交流会に混ざると、落ち着いて話すことができました。分散会

で発表された事業の方にお話を伺い、自分の地域の事業に対してアドバイスを頂くことができたので、ぜひ自分の地

域に持って帰りたいと思います。そして、ここで頂いたご縁を大事にし、大洲から帰っても、しっかりつなげていきます。 

 大洲に参加できなかった方々にも伝えていく、おみやげを持って帰ります。大洲のための準備（幕や機材、設営、

食事）をしてくださった方々に感謝します。本当にありがとうございました。 

 

〇 はじめての参加でしたが、また来年も来たいと思えました。メモを取る手が止まりませんでした。社会教育に携わっ

ている方の熱意をたくさん感じることが出来、私たちの活動のお手伝いももっと頑張ろうと思いました。 

 

〇 今回、初めてこの地域教育実践交流集会に参加させていただきました。私は今回、おのみち寺子屋の学生とし

てもそうなのですが、私が通っている広島経済大学で行っている、スポーツで地域活性化を目指すプロジェクトのメン

バーとしても、色々な経験をしたいと考えていました。 

 様々な立場の方々がそれぞれの問題の事を考えながら、向き合おうとしているのを感じて、改めて、自分の活動が

地域（尾道市、広島市）をどう変えているのか？と感じました。ここでつながっていただいた「縁」を、今後どのように

活かすのか？自分でも楽しみです。本当に素敵な出会いを頂いたこの会に、感謝したいです。 

（三宅賢征）おのみち寺子屋 

 

〇 今回初めて参加させていただきましたが、地域や子どもに対してアツい想いを持った方ばかりであたたかな場であり

ました。昨年までのテーマが“子どもでつながっている”でしたが、そのテーマがあらわれているように思えます。このような

場があることが各活動団体が更に地域や子どもをもりあげることにつながるかと思いました。 

 また、縁をつなぐことで、アウトソーシングのような関りができることも魅力だと思えました。 

 私は学生ですが、地元に帰った際、仕事とは別でやりたいことが見つかりました。さまざまな活動を見て、将来の夢

が膨らむこととなりました。 

 

〇 うわさには聞いていましたが、すごい集会です。私たちも地元で、有志による自主研修会を始めました。まだ２年

目ですが、今後、継続して広げていくにはどうしたらいいか、少しヒントをいただきました。行政とのかかわり合い、補助

金、対象者、目的、このあたりをもう一度熟考したいと思いました。 

 

〇 みなさんの情熱を拡散していきましょう。 

 Let`s ➡ Challenge！！ 

静岡県牧之原市 地域創生課 松井 


