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学びと実践が創る新しい地域    讃岐 幸治 

 

理論なき実践は暴挙であり、実践無き理論は空虚である。自分の思いをどのようにつ

ないでいくかが問題である。自分の思いを実際の活動へ実現されている例として、えひ

めグローバルネットワークがある。代表の竹内さんは、貧困と内戦の続くモザンビーク

に自転車を送り続け、銃と交換する活動をされている。 

自分さえよければいいという考えの大人が増えてきた。保育園で子どもがおもらしを

したので、パンツを貸したけれど、なかなか返してもらえない。気に入ったから返さな

いという。きちんと洗って返しても、今度はたたみ方が悪い。今さえよければいいとい

う。これでいいのだろうか。 

将来の自分のこと、人のこと、大きくいえば、地球のことなど将来のビジョンを考え

て生きていかなくてはいけない。 

 3つの間 

時間に手間を…私たちは忙しすぎてこまぎれで、スケジュールどおり動いている。1

つのことをつっこんでやるということができない。なるべく短縮させてするために、規

格化する。するとワンパターンになる。試行錯誤の時間がないので、追い込まれていく。

時間設定をしてしまうと、コピー化されて、まがいものになってしまう。残るものは達

成感ではなくて空虚感。マイペースでやれないから夢中になれない。最良の自分になる

ためには手間をおしまない、本物に触れて手抜きしない。   

空間に居間を…学校は学校、地域は地域、家庭は家庭と間仕切りの世界。いわばセク

ト主義となっている。治外法権化して相互不信の時代。会議してもお互いに固まってし

まう。学校はたこつぼ化し、家はホテル化して、他所からくると立ち入り禁止となる。  

他所に頼まないで入れ込んでしまいコンパクト化しているということもある。隠れ家が

ないので、安全だが機能しなくなる。気軽に出入りできる、誰でも憩える、ほっとでき

る瞬間のある場、一昔前は家の居間だったろうと思うが、居間に家族が集まらない、家

族のやりとりもない、切磋琢磨できない。今、この空間をどう復活させるか。プラット

ホームをつくるにはどうするか、イメージを描いていく必要がある。 

 



人間に世間を…現社会はみんなが小さく固まっておたく化が進んでいる。自分中心の

仲間内社会。それぞれに分裂している社会なので、マーケティングリサーチして、ター

ゲットを絞ることが出来ない。「誰でも」どうぞから「私が」やりたい、「あなたが大事

なのですよ」と言わないと人が動かない。ニュースでしていた AKBの握手会での事件な

どは、自分が主役になりたいと思う気持ちが強かったのだろう。公民館で学び、学んだ

人が教える側になる時代。一人ひとりをスターにしていけばいい。 

また、クレーマー化されていて、正当な権利と身勝手さで動いている。アンネの日記

を破った事件があった。図書館の貸し出し本には書き込みが多いという。税金を払って

いるのでこのぐらいしてもいいと思っている。消費者は、お金さえ払えば、小さな子ど

もでも大人と対等になる。取引の関係。子どもも、500円貰ったら、爺ちゃんでもお父

さんでもおなじ値打ちとなっている。 

小さい時から成功体験は必要であるが、それと同時に、ルールを徹底させるべきであ

る。最初につくったルールははずしてはいけないことを教えないといけない。できない

ものはできないでほおっておくとずるずるいってしまう。 

また、フラット化して、流動化している人が増えた。自分を守るためには少しずつ、

保証をつけている。いろんな組織にかかわっていて、風の向き次第で動く。拠点がない。

学級崩壊などは、悪い子 2割、どうでもいい子 6割、やすきに流れる。それを逆の発想

に変えていかなくてはいけない。拠点づくりとしての地域の役割は大きい。 

 

 

 

実践事例 

新居浜市立中萩公民館  竹内宏枝 

「消費者教育が高齢者を守る」 

 

新居浜西、人口 2万 42人 8900世帯  新居浜市でも一番大きい校区 

文部科学省から消費者教育は新しい取り組み、いい機会になるから地域の皆さんでや

ってみようというお話があったことが始まり。地域コミュニティの再生にも一役買って

いる。地域内のネットワークが広がった。 

 消費者問題を知り、被害に遭遇した人の話などを聞いて、学習し、被害に合わないよ

うにする。共助の意識付けをして賢い消費者になることを目的とする。 

学習会は、すべての地域住民が対象。学習機会を提供する。内容は、振り込み詐欺、

インターネット犯罪について講演や、放課後子ども教室で 1年～5年生にカードをつか

ったマネーゲーム等をした。このマネーゲームでは子どもは楽しかった、お金の大切さ

がわかったという反応だったので、今後も広げていこうと考えている。 

金融セミナーも開催、被害にあった実例をあげながら、高齢者に話をした。４５名の

 



参加者があった。 

スマホ講座は、主婦の方、中学生が対象。使い方によっては危険なこと、保護者の方

が対応できることなど分かりやすく話をしていただいた。子どもとの話し合いができる

ので、今後、小学校のほうでもやってみようかと思っている。 

公民館は遠いが近くの自治会館ならいけると言う意見が多かったため、各自治会館で

開催した行事も多い。新居浜市消費者生活センターの方に、実例を挙げて高齢者をねら

う詐欺について話をしていただいた。公民館にはいけなかったが近くでやってくれるの

なら好評だったので、今年度も実施する予定。 

人材養成講座、消費者問題について 6回コースで講座を開いた。1回目は愛媛大学の

いずみ先生に来ていただいて、消費者問題の歴史等、2回目は前回と同じいずみ先生は

法律関係について、３回目は高松市役所に出かけて行き、小学校から消費者生活につい

てということで、大人が小学生になって実演していただいた。４回目は香川大学の清國

先生に消費者教育について分かりやすく説明していただき、段階を踏んで教育していく

必要性について学んだ。ワークショップではどのように対応すればいいのか、独居老人

宅にいって聞き出しながら話をする、隣近所で、あるいは井戸端会議で話をする、また

困ったときにはどこに相談するか、各グループで話し合った。今後、各家庭に配るパン

フレットをつくりたいと考えている。第６回は新居浜市の消費者生活センターの方の話

を聞いた。実際に相談を受けていることなど、実例を交えながら聞いた。なにかあった  

らすぐに相談に来るよう促された。 

ネットワークの構築として、各種団体、自治会長、防犯協会は、金融機関、コンビニ

に見廻りにいく。そのことによって見せる防犯をして抑止につなげる。また、人材養成

講座の活動基盤もできた。身近から少しずつ広げていき、地域のコミュニティの活性化

を図り、食育、環境からの観点からも、広く地域住民が学べる機会をつくっていくつも

りである。今まで知らなかったことを知識として知ることによって、家庭の中で話すこ

とが増えコミュニケ―ションをとれる、近所の人とも話の輪が広がる、地域コミュニテ

ィは自分の周りからと考えている。 

Q:公民館としては過激なことだと思う。連携と協働ということで抵抗はなかったのか。

また、アウトリーチすることも抵抗がなかったのか。 

A:「公民館がする」ということではなく、中継ぎなので問題はなかった。外へ出かけて

行くことについても、少しずつしていけばいい。 

 

 

 

 

 

  



 

前今治北高大三島分校 教頭   山本 貴志 

大三島地区での地域づくりの取り組み 

～地域交流から地域貢献へ～ 

 

大三島分校は昭和 32 年、島民の宿願として定時制高校が創立した。当時のいきさつ

については校庭の石碑に刻んでいる。昭和 38 年、生徒数 220 名、一番多い時であった

が、平成 5年 90名２クラス、平成 17年には 1クラスとなり今治北高等学校の大三島分

校となった。分校は校長がいない。教頭が分校長となる。平成 24 年、再整備計画で、

生徒数が 31 名をきってなおかつ増える見込みがない場合は廃校となることになった。

何年かきっていたが、大三島分校をなくさないようにするのは地域住民の願いでもあっ

た。3 年間の猶予期間で募集の努力をしてくださいということであったので、平成 25

年か 26年どちらかクリアできないと閉校だった。大三島中学校は生徒数 24名、全員来

ても無理である。入学増加の取り組みをしたところ、34 名の入学者で募集停止になら

なかった。色々な人の力のおかげである。その一部を紹介したい。 

今治からも通ってもらえるように、地域の方の力を借り、また魅力ある学校作りとし

て大三島分校のよさを PR した。地域の方にかわいがってもらっている高校生の姿、学

習活動も PRした。また、高校生として地域に貢献していることも紹介した。 

特色を生かした活動としては、体育の授業で、カヌーの乗り方、ボートの乗り方など、

クラスマッチでボート大会を開催、人数が少ないので海岸で応援している者も次には選

手になり、元気に全員参加で楽しんでいる。 

江戸時代、薩摩藩からいのちがけで芋をもってきた話や、大見、明日地区で神楽など

の大三島の歴史について授業で学んだことを取材し、地域の広報誌で生徒が書いたもの

を発表した。 

また、大三島の生物調査をして授業でつかう。大三島自然観察のガイドブックを作成

中である。島の中のめずらしいものがあれば、学校にもってくるよう生徒に呼びかけて

いる。いのししの子どもを持ってきた子どももいた。 

学校行事としては歩行大会がある。22 キロくらい。３年かけて歩くと、島を一周で

きる。歩きながら、クイズ方式で歴史等を学ぶ。廃校となった宗方小学校で昼食をとる

ことにしている。また、調理講習会を行い、地域の板前さんに協力してもらって、魚の

さばき方などを教えてもらっているが、調理師さんはボランティアである。500円払う

が、それではかえない食材を持ってきてくれる。さらに、ミュージアムの建築をしてい

ただいた、伊藤豊雄先生のところで家庭科で家の間取りのとり方などを教わったり、大

三島美術館の学芸員に説明をしていただき、美術館を訪れる外国人のために英語の授業

で英語のチラシをつくったりしている。 

図書館司書の方の指導のもと、大三島小学校 1、2 年生に読み聞かせもしている。保

 



育所、福祉施設の方に協力をしてもらって授業することもある。 

高校生としての地域貢献は、高校生地域活性化プロジェクトがある。柑橘類を使った

商品開発、大三島いいところマップ、大三島地区の観光マップの制作、25 年よりビュ

ーマップサイクリングの開催。3年かけて大三島のビューマップポイントを発掘する予

定である。また、学びやカフェとして「ふるさと憩いの家」の方が給食の再現、分校の

音楽部の生徒が演奏、生徒会が進行して、宗方地区は子どもが少なくなってお祭りはし

ていないので地域の方々に昔のお祭りの様子などを語ってもらっている。音楽部の演奏

も、廃校となった宗方小学校の唱歌を演奏し、みんなで歌うことにしている。 

鶴姫祭りでは、大三島分校のキャラクターみしまくんといもこさん、みしまくんの着

ぐるみを着て披露した。 

文化祭では、地域の「しまなみいのしし活用隊」に猪バーガーを作ってもらう。文化

祭の目玉である。 

課外活動として、放課後を使って、参道の調査もした。かつては宮浦港から参道が続

き、大三島神社へつながれていた。が、瀬戸大橋ができてからさびれてしまった。活気

のあった昭和３５年ころのマップをつくることになり、写真を頼りに一軒一軒訪ねてお

話を伺って作成した。調査途中、伊藤建築塾との交流があり、絵地図の書き方など教え

ていただいた。長さが 3.8メートルの立体模型もできた。伊東建築ミュージアムで展示

していただいている。 

また、参道マーケットを開き、訪れた人に調べたことのガイドツアーをした。やり方

は、新居浜南高校ユネスコ部が産業遺産のガイドをしているということを聞き、生徒を

連れてガイドのやり方を教わりに行った。 

 音楽部は、結婚式や福祉施設の音楽界、社会福祉協議会、岩田けんさんの彫刻ミュー

ジアムなどいろんなところに呼んでもらえる。 

他には、地域の団体。大三島飲食組合のパンフレットに、ゆるきゃらのいもことみし

まを載せてもらっている。地域の人に会いに行くときは、子どもたちは自分たちで作っ

た名刺をもっていく。 

成果・課題としては、生徒の成長がよくわかる。地域の方々との相乗効果もある。地

域の方々は「高校生よくがんばっているね」といってくれる。高齢者が多いが、生徒が

がんばっているので参加してくださる。 

課題は、話題性、観光資源となりそうなことの発掘と、教員の移動があったりして、

継続的な活動ができるかどうか難しいことである。 

 

 

 

 

 

 



 

今治市常盤公民館 主事   青野 信久 

福島キッズ 

 ～3年間の実践が繋いだ新しい絆～ 

 

東日本大震災当時、愛媛に住む自分たちにも東北の子どもたちのために何かできない

かと考えた。安易に寄付をするのではなく、福島の復興を願う子どもたちを愛媛に招い

て元気になってもらうため行動を起こすことにした。 

当初は、人も組織もお金もない、信用もないので、協力してくれる人も少なかった。

それで、1日に 1人はこの話をして手伝ってもらおうと思った。子どもたちが来たら手

伝ってあげるというと言う人は多かったがそれまでの準備はたいへんだった。現在は、

愛媛の８市に協力していただいて開催している。 

福島キッズプロジェクトは、北海道で始まった。現在では、他の都道府県でも福島キ

ッズの支援は増えている。愛媛以外の 3か所の中心メンバーは愛媛出身の人である。 

震災の恐ろしさ、福島の現状は、子どもの生の声を聴いて知った。その話を愛媛の子

どもたちの前で発表してもらう、そうすることで地域の人の心に響いたようだ。さらに

高校の俳句部とコラボして俳句王を選んだ。ホームステイもした。川の石高校とのみか

んがり、グルメ、観光、福島キッズの「絆」タオルはタオルのブランド今治タオルでつ

くった。今治のものを食べてもらって、日本各地で宣伝してほしいと思っている。 

ブログで報告するとみんなが喜んでくれた。笑顔の連鎖が始まる。福島の放射能の問

題もあった。福島が孤立する危険もあったが、いろんなところへ行って立派なおとなの

姿をみてほしい。 

双海町翠小学校やいろいろなところで福島の子どもたちのメッセージを残している。機

会があったら見に行ってほしい。また、今治桜井公民館では、桜井小、中 PTAの保護者

等で、公民館を彩った。光の絵や写真。チーム桜井と名付けた。 

来年５年目、地域教育実践交流集会では新しい企画を発表したいと思っている。 

近年、大学生やボランティアの中学生、地元の人が参加してくれる。いろいろなつな

がりが出来ればいいと思う。若者は大きな力なので、任せるところは任せてボランティ

アみんなが福島の子どもたちを全力でサポートできるよう、心がけている。 

福島の子どもたちは大人になったら、ボランティアで愛媛に来たいと言う。そのように

おもってくれる連鎖のつながりをつくっていきたい。 

ボランティアと言う言葉は個人的には苦手だが、互いに助け合う気持ちを持つことは

大切なことだと思う。していただいたたくさんの支援はその人たちにも返す。自分と同

じ方向性があればいい。 

今年、ゴールデンウイークに１５名で福島に行った。費用は自腹だったが、子どもた

ちがカレーを作っておもてなしをしてくれた。 

 



今回、3人の若者を紹介する。 

A…ボランティアはすごい人がするものだと思っていたので縁遠いものと思っていた。

就活のネタとして参加させてもらった。なにもできなかったが、打ち上げの場で失敗を

前提にやっていこうといわれた。それが新鮮だった。これからまた、探していくと言う

ことにも感銘。2 回目も参加、前回の失敗を活かしてと思ったが、また失敗。しかし、

なにかしらの発見があった。何となく続けるのが大切。いいきっかけとなった。 

B…保育士。子どもたちが何をたのしんでくれるか企画する。お別れ会の時は号泣。た

ったの 10 日だけれど、充実した。愛媛じゃないと行かないという子どももいて、覚え

てくれているととてもうれしい。5回とも参加した。子どもと再会したとき、抱き着い

てきてくれる子どもがいた。わたしと同じ思い、嬉しい。年賀状をもらったが、外でお

もいっきり遊ぶことが出来ないみたいでかわいそうだった。 

５月に福島に行って、子どもたちのご家族にも会うことが出来た。帰ったらメールがき

ていて、預けることに不安があったが、顔を見て安心して預けることが出来ると言って

いただいた。それぞれの心の支えになっている。 

C…愛媛大学生、3 回参加している。いっぱいいっぱいで、周囲の人々の気遣いができ

なかった。他のスタッフから、子どもだけではなく周りをみたほうがいいといわれた。

多くの人々の協力の上で活動ができている、自分も活動させていただいていると思うと、

他の人のことを考えていなかった自分を反省した。プログラム中で子どもにありがとう

といわれるとうれしいと感じた。いろんな場面でいろんな人の協力つながりを考えてい

かなくてはいけないと思った。 

 

 

新居浜市泉川公民館  篠原 茂 

 公民館を拠点にした高齢化社会克服プロジェクト 

～健康寿命延伸に公民館ができること～ 

 

 新居浜市の介護保険料は高い。全国で 9 位。6000 円あまり。年間 130 億円、教育費

が 35億円ほど。介護保険料は 38億円。克服するのは公民館の取り組み。地域指導型公

民館を心掛けている。「自分たちの地域は自分たちの力で」 

国道 11 号線ができたとき、大きな道路で町が分断されるのではないかと不安がってい

たが、できたことによって、団結力ができた。花いっぱい運動をして、道路の掃除は町

民がしている。 

しかし、社会福祉が弱みだった。縦割り意識が強い。しかし、考える社会教育として

学習したことを実践した。「自分づくりは地域づくり」をスローガンに、戦略的な発想、

目的の明確化。情報の共有を図った。25 年は基盤、26 年は仕組み来年は定着を予定し

ている。泉川地区の住民意識を変えていきたいと考えている。 

 



まずは、アンケート調査をした。設問から集計まで、慶応大学の学生の力を借りてし

てもらっている長寿県の長野の事例研究や高知県へも慶応大学の皆さんと一緒に足を

運んだ。 

また、塾議を開催し、授業テーマを決めた。健康、生きがい、居場所、話し相手づく

りなど。昨年の具体例を挙げる。健康づくりはウォーキング。中学生が散歩道をつくり、

健康の影響調査として心電図をつけて良いとこ悪いとこを探った。 

生きがいづくりでは、生き生き年齢塾、地域花作り、読み聞かせ教室等、高齢者は認め

られると嬉しいといってくれる。 

居場所として、近くの自治会に集まって、8つの自治会館をサテライトに、学習をして

いる。認知症の劇、その防止対策など。公民館から外へ出かけて行く。 

話し相手づくりのテーマに沿って、施設で勉強させてもらい、傾聴ボランティア登録を

したり、歳末助け合い募金活動をしたり、独居老人宅を回ったりしている。さらに、評

価委員会を設置して、3月には健康づくり新聞を発行する。 

成果としては、自前主義から脱却したことと、大学との新しい構築ができた。健康か

ら健幸へアップした。活動効果としては、地域力が向上した。課題は、こちらの意図が

相手に伝わっていないことが多いので周知徹底させること。また、新規リーダーの育成

や行政とのつながりなど。 

 今後は、１日 8000 歩、地域住民全員が歩くことを目指し、健康増進のための多様な

手法を考えていきたい。孤独老人 0の町を目指して。 

 

会場より 

ア：地域の人間関係の希薄化、実感している。しかし、話をしていると、だれかとつな

がって、地域のために貢献したいと言う人が多い。学校とつなげたいと言う思いから、

地域拠点プロジェクト立ち上げた。学校を地域に開くことに抵抗を持っている先生が多

い中、大三島分校の山本教頭先生ががんばってくださった。地域に愛されている、頼り

にされている学校ということで、紹介させていただいた。学校が子どもに何を求めるか。

地域課題に取り組む子どもを育てる学校は地域とつながる。たくさんのことを勉強した。

学校を拠点として活動したい。 

イ:学校が開かれていない。学校が地域をつくるのは非常にいい学習プログラムであっ

た。学校がもう少し地域課題に目をむけていたらいいと思う。 

ウ：学校を地域に開くときには、学校の目標、将来にわたってのプログラム等のビジョ

ンは守ること。その上で開くことだろう。地域に開くことがプラスにならなくてはいけ

ない。地域の中で、小学生や高校生が、どのような扱いを受けているか。地域で、学生

が主役になっているかどうか、そのことを考えなくてはいけない。学校関係者は地域に

開くことによって、より高いレベルに目標をおくこと。地域は、学生に出番があるよう

な地域にならなくてはいけない。両方がそのようないきごみがあれば、うるおいのある



地域が出来てくるのではないか。 

エ：学校は開きたいが、地域に教育力がないのではないか、公民館は力があるか? 

Ａ：公民館は力がない。地域を育てること、学校の中にあっても、高齢者、子ども、自

分たちだけ楽しんでいる。どうやってつなげるかをこれから考える。 

オ：公民館の改修で、学校に半年一緒にいた。毎朝会っていると、とても近くなってく

る。しかし、大人の分別で、相手の領域に不用意にふみこんではいけない。尊重とか遠

慮とかとの気持ちも生まれた。学校からあったらいいなとおもうものは地域人材リスト

である。学校が求めなくても、公民館事業の中で、公民館の人材の把握があれば助かる。

先生は、7時ころまで仕事。つながりたくてもできない。物理的時間的なところを公民

館がつないでくれたらいい。 

カ：人材バンクはつくものではなく、出来ていくものではないかな? 日常の活動の中で、

「この人いいね」という人がいて自然と人材バンクができるものではないか? 

キ：学校がリスキーな状態でなければ、地域に頭をさげない。自分たちだけではどうに

もならない場合、支えてくださいと言う思いがあって、それができたときにスタートだ

と思う。学校が公民館を訪ねてまずは入っていくことが初めだと思う。 

ク：泉川は小学校中学校の先生から依頼があったからできた。若い女の先生はろくに挨

拶しない。一緒の教室で話し合いをさせて頂いた。授業放棄して徘徊する生徒がいた。

なんとかならないかと、子どもと話し合いして、いろいろ呼びかけをして絵本の読み聞

かせをした。神経を使わなくても、新しい人材をつくりつつある。 

ケ：地域の方からは門を閉ざさない。 

 

 

 

 

 

閉会挨拶   馬場 祐次朗 

 

学校教育は次の時代を担う。社会教育は今の人材を育てる。世の中は変化する。地域

の課題や教育の問題をどうつなげていくか、そのシステムをどうつくっていくか。大三

島の生徒、地元から半分。大人になって帰って来ることを期待しているのだろうから、

地域といっしょにやっていくことは非常に大事である。 

アウトリーチ、公民館からの取り組みは新しくていい。公民館から出かけていく。今

後の社会教育生涯学習の支援ではなく、人を育てるという原点にかえることが必要であ

る。 

 

 



学びのコミュニティ研究会 ⑨     

 

平成 26年 8月 16日 14：00～ 

愛媛県上浮穴郡久万高原町 古岩屋山荘 

 

 

 

 

 

 

 リーダーの育つコミュニティ       讃岐 幸治 

 

 どうしてリーダーが必要か 

 かつてはものがなく不満、不平を言っていたが、今は何が起こるかわからない不安な

時代といえる。海図なき航路の時代、「不確実性の時代」（ガルブレイス）ともいわれる

ように、どういう方向に進んで行ったらいいか分からない。それだけに、どうすすむべ

きかその方向を示してほしい。引っ張っていってほしい。 

かつては社会や組織に縛られ窮屈な思いをしていた。個性がつぶされた。自由になり

たい、そんな思いから集団や組織からの解放をもとめ、やっと自由になれた。自分の意

思で自由にやれるようになったが、なんでも一人でやらなければならない。仲間もなく

みんなばらばらだ。孤独なる群衆（リースマン）である。孤独にいたたまれずみんなと

いっしょに行動したい、「自由からの逃走」（フロム）がはじまった。 

すすむべき方向を示し、その目標のためにみんなをまとめ、それぞれの持ち味を引き

出してくれるリーダーを求め始めている。 

それは、信長のような超自然的に力を持つカリスマでなく、また、軍隊のコマンダー

（司令官）のようなものではない。目標達成のために、メンバーに連帯感をもたせなが

ら、各人の能力を発揮させることのできる、そんな力を持った人を求めている。 

リーダーに求められているパワー 

リーダーといっても特別な人がなるものではなく、学校では校長や PTA会長、学級委

員家庭では父親があるいは状況に応じて母親がなっている。だれでもリーダーになれる

しなる必要がある。 

リーダーとして活動していくための必要な力として、先見性、目標設定力、動員力、

コミュニケーション力、マネジメント力、判断力、決断力などをあげることができる。

もっと簡単に言えば、目標達成に向かって突き進んでいく challenge（挑戦力）目標達

成のために知恵を出しメンバーの能力を引き出していく creativity（創造力）メンバ

 



ーをまとめ協働して取り組んでいくように仕向ける cooperation(共同力)これら３C を

あげることができよう。 

ところで、リーダーとフォロワーは裏腹の関係にある。経済産業省（2005）が社会人

基礎力としてあげた、 

１物事にすすんで取り組む力、他者に働きかけ巻き込む力などの「前に踏み出す力」 

２現状を分析し目的や課題を明らかにする力、新しい価値を生み出す力などの「考え

抜く力」 

３意見の違いや立場を理解する力、社会のルールや人の約束を守る力などの「チーム

で働く力」はリーダーとしても身に付けてほしい力だともいえる。 

リーダーになりたがらないのか。 

リーダーが求められているのに誰もリーダーになりたがらない。変な時代だ。かつて

は楽しむためにはみんなで山小屋をつくり、そこを拠点に遊びまわることが必要だった。

そこでガキ大将が生まれた。いまは、テレビ・ゲームなどがあり、楽しむ手段に事欠か

ずグループを作る必要もない。ガキ大将文化の衰退である。 

第一、集団に所属することをきらう、私生活主義である。自分の気持ちや意見に合わ

ないと頭にくる、むかつく、きれる。他者とかかわりそれに気を遣ったりすることを極

力嫌がる。他者と一緒に活動するとか、他者の世話をすることなど真っ平ご免という。 

グループに問題が起こると、リーダーはその責任をとらされる。リーダーになるどこ

ろかひとりで好き勝手に過ごしたいと思っている。リーダーを求め、なんとかしてほし

いと期待するが難しい。 

リーダーが育つためには。 

異年齢集団での活動のすすめ。年上の子と年下の子が一緒に活動することによって、

どういうことが起こるか。年上の子は年下の子と過ごすことを通して、思いやりや成長

の確認をしていく。年下の子にとって年上の子は「手の届きうる野望を提供する」こと

になる。「人間はタフでないと生きられない、しかし、優しさがないと生きていく資格

がない」（チャンドラー）というが、リーダーとしての資質を身に付けるためには異年

齢集団での体験活動が必要だ。 

地域の大人が子どものモデルになることだ。子どもがリーダーとしての力を身に付け

ていくためには、「欲望を欲望する」とか、「憧れに憧れる」というような目標を設定し、

他者とスクラムを組み、いきいきとコミュニケーションを楽しんでいる大人たちの姿こ

そ必要だ。ボランティア活動でもいい、まちづくり活動でもいい。大人たちがリーダー

シップを発揮して取り組んでいる、そういう大人の姿こそ子どもを育てる。そういう大

人の活動に子どもを巻き込んでいくことだ。 

いつまでも子どもとして扱うのではなく、やや高めの目標を設定し、それに責任をも

って取り組むように仕向ける。期待が人を育てる。子どもは必要とされて大人になる。

刺激的な環境の中に追い込むことも大切だ。過保護の中からはリーダーは育たない。 



放課後児童健全育成事業 

  

 

 

 

 

                           NIKO NIKOクラブ 

                           館長 白川 真理 

 

 地域社会の中で子どもたちが安心安全に過ごせる居場所づくりを目指している。母体

は久万保育園。放課後の子どもを支える環境づくりをどのように展開しているか紹介す

る。 

 久万高原町は、ある新聞に数十年後には消滅するかもしれないと書いてあった。人口

の推移についても、人口減と高齢化が進んでいる。 

 また、子育て世代の就労率が高いことや、人間関係を持ちづらい、他者の評価が気に

なるという精神的にも負担のかかる保護者が多い。 

当施設は、社会福祉法人育和会という町内ただ一つの複合施設である。生後５３日目

の赤ちゃんから扱う。保護者の声を拾い上げて、児童館の中に放課後子ども教室を作っ

た。「やさしくね、やさしいことはつよいこと」が育和会の理念、方針。ぶれないよう

な努力をしている。そのためには、職員の意識統一をするのが重要。 

職員は、久万保育園で雇用。児童館、放課後子ども教室、児童クラブが連携して同じ

場所で活動している。 

理念について 

こどもの最善の利益と福祉の増進を目指すことを保育理念として、職員全体で取り組

んでいる。地域には、育和会だより、ホームページ、保育園の年間行事等で伝えている。

育和会だよりは、対象の 0歳～18歳までの子どもを持つ家庭に配布している。 

常に、職員のミーティング等で共通認識を図っている。放課後子どもプランについて

は、職員の 17名が関わっている。 

活動について 

カルチャーレンジャーは地域の人が講師となって子どもたちに伝える。消防署のかたの

協力のもと、子どもフェスタで高校生対象にレスキュー体験、また、クラフトコーナー

はいつでも児童館で開設している。ここには毎月 100名の子どもが集う。 

にこにこクラブ＝児童クラブ 91名の子どもが在籍している。 

久万町 9校の小学校のうち、6校が利用している。自主性、創造性を培う。保護者の安

心。地域の方々も、声をかけてくれる。地域といっしょに子供の成長をみることができ

る。すべての小学校に広げたいが、広域にわたり、にこにこ館に来るのが難しい。 

 



地域子育て支援センターと一緒に、家事や、子育て、出産体験、お父さんの子育て等

の話を気軽にしてもらうコミュニティの場としてハッピーカフェを開催している。だれ

もが利用できることで実施主体のコーディネート力を高めることが出来る。 

困っていることは、人口の減少に伴い若い世代の働き手がいない。求人を働きかける

が、厳しい。むかしのままのやり方では難しい。自分のところだけでがんばるのではな

く、地域などと協力推進していくことが必要である。久万保育園では、夕涼み会を軽と

ら市と参画させてもらって、今年から変化させた。すると、商店街に若い親が溢れてい

た。町内の様子がよくわかり、ふれあいができる 

また、町内の団体と連携して来ていただいた人のお世話は保育士がするなどして交流

している。しかし、地域の高齢化の問題もあり、赤ちゃんを 85 歳の方に抱いてみとっ

てほしいというのは難しい。うまく連携をとっていきたい。 

社会福祉法人育和会と久万町の関係 

社会福祉は私立、久万高原町から委託されて、委託料が入ってくる。 

委託料については、放課後子ども教室は教育委員会から、他は厚労省関係から。２５年

度から、一般財政か大幅に減額、人件費が賄えない。児童館を縮小するしかない。町の

財政も厳しい。 

にこにこ館に来る子どもは、放課後子ども教室、児童クラブの子、同じ子どもが多い。 

学童保育に通っていない子も、放課後子ども教室だけの子も児童館もあるので、厚みの

ある支援ができている。 

放課後子ども教室の子と児童クラブの子が一緒に活動することでいいことと悪いこ

と、また、料金の設定、障害のある子の対応について 

放課後、児童クラブがいっしょにすることで厚みが出来る、悪いところは、１つの建

物の中で複数の事業を行っているのだが、どのような仕組みになっているのかわかりに

くい。放課後子ども教室と児童館は無料、児童クラブは有料なので差別化がある。有料

である児童クラブはおやつがでる、夏プランでクラブ員だけが参加できる遠足などがあ

る。地域の中には、時々遊びに来たいと言う子どももいる。それなりにも提供していき

たい。毎週木曜駄菓子屋を開催している、だれがきてもいい。児童クラブの子はおやつ

の代わりなので無料、他の子は有料になる。クラブの子ではないからダメということに

はしていない。 

子どもの普段の流れ、学童の専用の部屋がある。障害を持った子どももほとんど普通

の子どもと一緒で担当のスタッフが把握する。落ち着けるスペースがないときは、その

時々で準備する。 

保育園が社会福祉法人である。行政から補助金が出ない増築等のときは、育和会から

持ち出すことになる。 

久万高原町は広域にわたるので、歩いてこれない子どもに関しては、別料金で送迎を

している。（現在クラブ利用者がいる、明神、畑野川、父二峰、美川、仕七川小学校の



5校）その他の小学校の保護者から希望があれば検討するが、広範囲の送迎は難しい見

込みである。 

松山市はそれぞれが多種多様、保育園を運営しながら、児童クラブ、放課後、経営主体

として見通しが立つかどうか。 

久万保育園 定員 90名、現 84名、0歳から 5歳 

保育園という安定的な母体があるのと、補助金事業でなりたっている。しかし、流動

的である。金銭的なものでは難しい。メインは保育園であって、複合施設を運営してい

る。3つの施設に担当を配置しているが、保育園の職員が中心となって他の施設でも働

いている。0 歳のときから、家族のように育っているので、関係性が密になっている。

保育園で育った子が、親になって、また、子どもを預けてくれている。私立の幼稚園な

ので、職員の移動がない。その家の家族史をずっとみることができる。 

 

 

 

 

 

久万山五神太鼓保存会 

池田副会長 

 

現在、久万で消防の仕事をしている。久万が好きで一度も出たことがない。保存会は 

創立 30 周年、熱心な指導者がいたので続いた。学校の卒業式や入学式、福祉施設等で

呼ばれて活動している。 

私は 3兄弟で育った。小学校の頃、弟が太鼓に興味を持ち五神太鼓を始め、それを見

ていたが、高校３年の時、私もデビューすることにした。見ていた立場から演者となっ

たが、その面白さにどうしてもっと早くやらなかったのかと悔やんだ。 

毎週木曜日、三島神社で、大人の中に小学生、中学生が混じって練習する。実際に演

技している中で、事細かく指導していく。同じ空間に異年齢の者がたくさんいるが、卒

業しても地元に就職しなければ携わることが出来ないのが今後の問題。メンバーは 40

代以上が、14、5 名。40 歳以下のメンバー9 名で、主に 40 歳代以下のメンバーが動か

している。太鼓をやりたいから地元に残りたいが、就職先がないという現状がある。 

子どもには、大人が練習しているのを見て、自分が教わりたい大人のところへ行って

教われと言っている。褒めてきびしく育てることがモットー。挨拶すること、靴を揃え

ること、宿題は済ませて。休みが合わない場合は、メールを送って連絡する。日ごろ、

練習しているかどうかは、最初にマイばちをプレゼントするので、それを見るとよくわ

かる。 

子どもたちはばちをもって遊びに行く。ばちを友達に見せたいと思っているようだ。 

 



家での練習は、バランスボールを足で挟んで太鼓に見立ててする。また、上下関係の中

で練習する。足の開き方など上級生に言わせ、お互いに刺激し合う。他人の子どもを怒

る親は少ないが、保護者には、きびしくすることを了承してもらっている。 

練習を離れるといい関係を保っていると思う。中学校になると、部活やその他のこと

が忙しくなり、太鼓をするには難しくなる。練習する時間がない。が、その中でやりく

りして継続してかかわっている。どこかへ行って叩こう、同じ世代に見てもらおうと、

学習発表会などに行って太鼓を披露することもある。人前で発表すると、太鼓を叩く子

が増えてくる。おとなしい子が、人前でお面をかぶって演技をすると、度胸がついて物

おじしない子になる。うまくいっていると思う。ちょっとしたきっかけで、拍手をもら

ったりすると、もう少しがんばってみようとする。やったという達成感がある。学校や

福祉施設、グループホームで活動している。松山の福祉施設、高知の敬老会にもボラン

ティアで行っている。 

お年寄りが拍手してくださり涙を流す、そのようなことが大人になって、これがぼくた

ちがやっていることなんだと思ったりする。 

7月、第 4土曜日三島神社で大人が演技する。いずれはあのような演技をするぞと思っ

てもらえる。打ち上げの場では、映像で映して、一人ずつ、意見をいってもらう。 

太鼓をするから、久万に残ると言う子供がいる。指導してよかったなと思う。初めて見

た太鼓に感動した。これからも続けていきたい。久万の伝統芸能を続けていってほしい

と願っている。 

 上浮穴高等学校では保存会がある。週 1、1時間半練習している。 

12月 3日、大洲青少年交流の家にて、12時から 20分くらい演奏予定。 

 

演技披露 

子どもたちの言葉「見ていただいてありがとうございました」 

 

 



学びのコミュニティ研究会 ⑩ 

 

平成 26年 11月 1日（土） 

御荘文化会館２階 

15：00～ 

 

 

長月「夢の森」見学  14：00～15：00  子どもの遊び場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例①子どもとともに「長月・夢の森づくり」 

「森はともだち」事業で 2年間、その後吉村さんのご協力で現在まで続いている。事業

内容およびご苦労話を伺う。 

吉村：最初の 1年間は、子どもたちと毎日森へ入ってイメージ作りをした。次にどんな

森にするのか、絵を描いてもらった。そして、それを実現するために、どれとどれを取

り入れるのか、発表会をしてみんなで選んだ。清水先生と森へ入ってイメージ作りもし

た。 

 「森がなぜ大切か」ということをテーマに、春先からのホタル観察をして、長月にな

ぜたくさんいるか等、森が持つ意義を子どもたちに伝えている。 

 最初は大変だと思ったが、子どもが来ると、あまりたいへんだとは思わなくなった。 

清水：最初は「森はともだち」の推進事業で。子どもはどのくらい森に関わっているの

だろう。山に遊びに行くことがあっても、山と関わっていないのではないか。秘密基地

など子どもたちと一緒にどんなふうに作るのか。 

子どもたちに聞いてみた。山が近くにあっても山に入ったことのない子どもや田んぼ

に入ったことがないという。近くに自然がありながらそういった経験のない子どもが多

い。森でどんな活動をしたいか聞いてみた。秘密基地や、木の上に家をつくりたいとか、

夢のような話。実現させてやりたいがどのようにしたらいいのかわからない。前 PTA会

長の吉村さんに相談すると、私物の山を貸してあげると言ってくださった。場が確保で

  
 



きた。下見、ビデオにとって子どもに見せ、イメージ図を作った。ハンモック、つり橋、

梯子を作って登りたいとか、いろいろな意見がでた。授業の時に吉村さんを招いて「で

きること」の実現に向かった。こんなことをしたいといったら、吉村さんが実現してく

れた。絵を描いている時の幸せそうな子ども、大人になったらきっといい思い出として

残ると思う。「僕たちの青春の森にしよう」と。スムーズに流れて行った。 

 

Q:：枠として、どのくらい、毎週 3時間くらいですか。 

清水：子どもたちが週末もやりたいということで土日も森に行っている。 

Q：先生もついていくのは大変ではないのですか。 

清水：子どもたちの居場所となった山に行くのは、負担でなかった。 

吉村：清水先生は女性なので、なかなか要請できなかった。保護者に来てもらうのはど

うかと子どもに聞くと、ぜったいだめという。親は「あれがだめ、これがだめ」という

からだそう。ペースはとてもスロー、しかし充実していた。 

Q：2年間の研究授業からさらにすすめられたのは 

校長：私も 2 年で終わると思っていたが、他の学校の先生に続けてほしいと言われた。

また、来年もしないといけないと思ったのは、森への体験に行けるのは 5，6 年生。3

年生や 4年生は、「来年は自分たちの番」と楽しみにしていた。Q：いまは、授業として

ではなく？ 

校長：総合的にはやっていると思う。学校の授業だけでは足りない。最初は休みの日は

いつも森に行っていた。用事があるときは必ず先生が来ていた。 

吉村：毎朝、清水先生からトイレや道具の問題等、相談を受けていた。どこかの森を借

りるよりうちの森のほうがやりやすいので、うちの森ですることにした。 

清水：5，6年生以下は年間数回しか森に入れない。低学年についてはほんとに夢の森。

いったらすごいなあ、でもいついけるかわからない。でも５年生になったら、自分たち

もいけるという仕掛けになっている。補助金は今年度も 10 万円。林業振興会で。次も

続けることが出来るのであれば、もうすこし補助が出る。来年度も実績があるので大丈

夫だとおもっている。 

讃岐：夢基金があるので、材料費は大丈夫。 

Q：保護者の方の理解は。 

校長：お礼を言われても、文句を言われたことはない。3月に子どもと保護者を呼んで、

1年間このような活動をすると承諾をもらう。子どもが怪我をしても、想定内といわれ

る。大した怪我もしていない。柄鎌、斧などをもっているので。 

Q:横に出ている木など、大人も楽しめる 

校長：ひのきなど、一か所に 4人程の子どもで番線を作っている。 

清水：目的をはっきりさせてからが一番大切だった。子どもの感動の声を聞くと嬉しい。 

校長：最初 6 年生、終わったときに手紙をもらった。「ここを離れるけれど、いつまで



経っても忘れない。ここがふるさとだから」と書いてあった。 

清水：遊具をつくるにしても、そこの木には役割がある。子どたちはどのような木も大

切にするようになった。植物とか、山に対して特別な思いをもったようだ。 

中尾：自然というものが大切ということを教えることで、愛情を知る 

Ｑ：参加する子どもに守ってほしいルール 

校長：道具を大切にする。使っていて壊れるのはいいが、違う目的では使わない。あき

らめない、がんばる。一緒に来ている友だちを大切にする。「ぼくが、わたしが」では

なく、相手を気遣う。森の中なので、なにがあるかわからない。帰る前に注意している。 

Q子どもがけんかすることがあるのでは 

校長：女子が強いので、男子の扱いが上手。小学生の時から女性は強い。けんかはほと

んどない。作業に没頭している。遊びの順番も、番が来ると声をかけて順番が来たよと

教えてくれる。子どもは遊びの達人なので。 

福永：一生懸命している姿、こちらが勇気をもらう 

いざやらしてみると、感動。子どもたちがつくるという大前提がいい。 

清水：子どもたちが自主的に活動していたのが良かった。 

吉村：どんなことがあろうと、子どもたちは必ず森へ来る。作業的にはきついので、大

人の力を借りている。大人も快く引き受けてくれている。地域にも子どもたちが溶け込

んでいる。「子どもの声が聞こえるのがいいね」とお年寄りがいってくれる。また、広

げていきたい。地域の人や他校の子どもたちも来てくれて、コミュニケーションがとれ

ればいい。 

 

②子どもとつくる「愛南町中高生東北観察研修授業」 

 南宇和高等学校の映像に興味のある高校生と中学生を連れて、東北へ行った。行くな

らば、同じ高校生と交流したいということで岩手県宮古市の高校生と交流した。 

交通機関と宿だけ大人が決めて、あとの日程は高校生に計画させた。お土産はみかん。

東北にはみかんがないので大変喜ばれる。 

20 時間のインタビューをする。見えてきた思いは、家のある人ない人、家族を亡く

した人、仕事をなくした人、仮設住宅・避難所生活、被災した家で頑張る人、市街地と

地域など。まるで、そこに自分たちがいたような気持ちになる。慰霊碑は触るためにあ

るそうだ。 

震災の起こった 3月 11日は、どのような行動をしたのか、全く同じに行動してみる。 

映画作り。 

ニュースの映像、座談会などすべて含め、ドラマ仕立てにした。海を見ながらのラスト

シーン。裸足になって海に入る、臨場感がないから。先日、クランクアップした。30

分強の映画となった。 

生徒会長は地域のふれあいが必要なんだなあと言う。彼は東北の大学へ進学するが、



愛南町に帰るために東北へ行く。 

12月に東北の子どもを愛南町を呼ぶことにしている。8名。語り部ガイドをしてる高

校生が愛南町のみなさんに聞いてもらうと楽しみにしている。また、東北の高校生と愛

南の高校生とでいかだで釣りをする予定。 

災害が起きたとき、中高校生は守られる側ではなく、守る側であると意識してほしい。

様々な形で学び続けることにしている。 

山下：震災から 2年後に行った。ずっと、岩手にいたが自分の無力さを感じた。子ども

にどのようなことを伝えることが出来るか。いいところだと子どもに伝えて行ってもら

うことが必要。経済的復興も大変である。帰って来て、人とのつながりが大切だと思っ

てくれた。生徒会長は、一体感のあるまちづくりのなかで、自分たちは大切なポジショ

ンにいると感じてくれた。 

行って帰って来ることがゴールではなく、始まりだと考えてくれる。守られる側ではな

く、守る側の子どもたちを育てていきたい。 

中尾：向こうの高校生は、新しい町づくりということを考えている。映画で中心になる

のは、「県外ナンバーの観光バス、見世物ではない。大嫌い。」といわれた。子どもたち

は、「どうして」とずっと引っかかっていたようだ。4 日間くらい東北にいて何がわか

るのか、その高校生は、分かってほしいと思っていたに違いない。それが結論。 

仙波：先日、松山市の久米で気仙沼の木材の町住田町の町長を呼んでシンポジウムをし

た。日本では初めて木材の仮設小屋を建てた人。防災教育をしたが、久米は防災意識は

高まらない。災害の来ない町だと思っているからだと思う。ただ、子どもたちが今後、

どこへ行くかわからないので、その時のためにもと思い、防災教育をした。 

山下：木材の仮設住宅は仮設ではなく、一軒家みたいに見える。 

中尾：仮設住宅は結露で大変。仮設ではなかなか住めない。その点、木材だと違うと思

う。12 月 7 日にこのホールで東北の子どもがくる。東北で写真展をしている子どもも

参加する。よければ来てほしい。 

 

総評  讃岐 幸治 

 童話の世界でも、白雪姫の話にみるように、森は夢をイメージしやすい。「夢の森づ

くり」、いい名称だ。「1 人で見る夢はただの夢、みんなで見る夢は現実になる。」そん

な話だ。ドリーム、ドラマがダイナミックに展開している。 

遊び場といえば、ブランコ、滑り台、シーソーと、固定遊具ばかりで、子どもはそれ

らに合わせて遊ぶことになり、いつも同じように遊びしかできなかった。年齢に応じて

遊びを発展させていくこともできない。創意工夫することもない。遊びは広がらないし、

深まらないし、まったく面白くなかった。これではいけない。 

遊び場というのは、子どもと大人、大人と大人、子どもと子どもが出会う場でなけれ

ばならない。いろいろな人がかかわりあって、いろいろな活動を作り出していく。個々



人の能力を伸ばし、人と人との交流や協働をうながしていくところでなければならない。

「夢の森づもり」はそんな遊び場になっている。 

もう一つ、子どもが受動的、画一的で、孤立化している。あれこれ言われないと動か

ない。同じようなことしかしない。みんながばらばらで、孤立化している。この状況を

克服する必要がある。困難や危機にひるむことなく、チャレンジしていく、そんな子ど

もになってほしい。与えられたことしかしないこどもでなく、自ら創っていクリエイテ

ィビティな子ども、社会の担い手になる、そんな子どもになってほしい。また、孤立し、

引きこもるのではなく、いろいろな人とかかわって協働していくコーポレートな子ども

になってほしい。「夢の森づくり」は、子ども達が挑戦し、創造し、共同しなければな

らない活動の場となっている。 

もう一つ注目したのは、夢の森づくりは大人が遊ぶ場になっている。大人が面白く、

遊んでいる。高学年の子どもがそれに加わる。低学年の子どもがそれに憧れ、森に入れ

る年齢になったら、いそしんで加わる。そんな流れになっている。「憧れに憧れ」とい

うやり方で、活動の引き継ぎ、リレーが行われている。地域における活動の進め方とし

て注目される。 

また、活動がどんどん広く、深くなっている。遊び場が山全体に広がっていっている。

また、森づくりにかかわる人も増え、いろいろな絡んでつくりあげる。こうした「夢の

森づくり」が各地に点火し、広がっていけばと思う。すごい実践だ。 

 

被災地東北に行った体験をもとに、中高生が映画づくりに取り組んでいる実践、全国

的にユニークな実践だ。この報告を聞いて思うのは、高校生は、機会が与えられたら伸

びるのもだ、ということだ。これまで、子どもを大事にするということで、家庭の手伝

いをさせるでもなし、地域の活動を担わせるでもなく、なにもさせないことをよしとし

てきた。負担になることはさせないことが、いいことだという風潮が強く、子どもから

役割を奪ってきた。なにもさせなくなっている。それはおかしいのではないか。 

「子どもは必要とされて大人になる。」だれでも必要とされると人は頑張るものであ

る。小学生は小学生なりに、中学生は中学生なりに。「潜在的能力が爆発的に開花する

のは、自分のためというよりむしろ自分に向かって『この仕事をしてもらいたい』と懇

請してくる他者の切迫だ」。頼む、お前しかいない、と期待され、任されたとき、その

潜在能力を開花させるものだ。 

社会が子どもを育てるという視点だけでなく、子どもが社会を支える、創るという視

点も大事にしたい。この実践は、愛南町がそのようなことをやろうとしている。子ども

を「つくられる存在」から「つくる存在」へと転換させていく事例だともいえる。 

行動は「見る」、「行く」、「する」、「役に立つ」の四つの段階に分けられる。たとえば

野球でいえば、家でテレビでプロ野球を寝ころんででも「見る」ことができる。なのに、

球場に何万人も「行く」のはなぜか。感動を一緒にすることができるだ。それよりも、



へたくそでも自ら汗を流して草野球を「する｣方がより感動する。さらに、その活動が

チームや地域のために「役に立った」と感じられたとき、より気持ちいいものだ。主体

的になるほど、「つくる存在」へすすむほど、やりがいを感じるし、能力を開花させて

いくものである。 

感動がすくなくなった。元に戻さなくてはいけない。その方が現実的。 

今回の話はとてもよかった。ガウディではないが、少しずつ、いろんな人の手で、進

めていって欲しい。この運動を続けていって欲しいと願う。 

 

 

 



 学びのコミュニティ研究会 ⑪ 

 

平成 27年 1月 17日（土） 

エスポワール愛媛文教会館 ２階  

15：00～ 

 

 

挨拶 讃岐幸治 

 子ども自身が受け身ではなく主体的に町を作っていくことを構想していた時期があ

る。ダイナミックな形でどう作っていくか。今日は楽しみである。 

 

子どもがつくるまちづくり 

～とさっ子タウンの実践から学ぶ～ 

話し手：内田 洋子  聞き手：溝渕 雅子 

 

ドイツのミニミュンヘンを参考に、子どもが運営するまち「とさっ子タウン」を２０

０９年より開催した。この名前は実行委員の大学生が考えた。 

開催は毎年 8 月の第 3 土日の 2 日間、11 時集合で 17 時 30 分解散する。場所は高知

市文化プラザかるぽーと。対象は大人の言葉が分かる年齢、小学校 4年生～中学校 3年

生とした。理由は、1歳～9歳までは、周りの人がいつくしみ育てる、10歳からは自ら

育つという成長の段階もあり、私たちは「自ら育つ子をサポートする」こととした。 

主催は、高知市文化プラザかるぽーと及び、とさっ子タウン実行委員会、高知市市民

活動サポートセンター、NPO高知市民会議である。 

初めに、参加した約 400名の子どもたちにルール説明を行う。ガイダンスは子どもだ

けでなく、傍聴している親に向けても意識して行っている。まちのルールは自らの責任

下において変更することができる。とさっ子タウンには市長や市議会があり、そこでル

ールを決めている。失敗しても成功しても責任を持つことが前提。実行委員会の大学生

や大人はそれを見守っており、よほどのことがない限り、口を出さないし、今まで出し

たこともない。 

子どもはまずは、①市民登録局で受け付けをする。受付を担当するのは、高校生や大

学生。子どもが一気に来るので子どもの力に押されないでがんばっている。子どもには

市民証に入国スタンプを押す。名前が「タウン」だが、使う言葉には市や国が使われる

ゆるやかさがここにはある。 

会場はすべて段ボールでできている。とさっ子通貨 18 トスを支度金として渡す（１

トスが 50円感覚）これで、仕事に就くことが出来なくても、お菓子は買える。 

 



次に、②ハローワークでやりたい仕事を選び、市民証に記入してもらう。働く時間は

職種ごとに決まっているが、時給与は全部同じ。 

③職場に行き、仕事をする。職場ではプロの大人が仕事を教える。例えば新聞社に就

職すると、名刺をつくり、取材を行い、記事を書いてとさっ子タイムスの発行を行う。

アドバイスの大人は新聞社の記者、すぐに発行できるよう記事の書き方を教える。 

放送局ではアナウンサーやプロのスタッフがアナウンスのやり方や原稿の書き方な

ど、本職が来て教えてくれる。交番も本当のお巡りさん写真屋さんもプロの大人である。 

③仕事が終われば、銀行で給与をもらい、隣接している税務署で税金を払う。現在は

給与の 10％である。税金を支払わなければ、次の仕事に就けない。納税の告知も行っ

ている。 

④市議会もある。市長は選挙で決める。税金については、とさっ子タウン実行委員会

で公の資金も必要であることを前提として、10％としていた。しかし、初年度市長選挙

で選ばれた市長は 5％にした。そのため、税収が減ったため、窓口を一部閉鎖するなど

の対応をして、たいへん混雑した。その翌年当選した市長は、給与を 1.5倍にすると確

約して当選した。結果、物価が上がることとなった。初代の市長は、税金を下げること

で、市民社会を混乱させた責任を感じ、議員となり、議会で税率を 10％に引き上げる

力となった。 

市民の意見を出し合う「つぶやきボード」も設置しており、そこには、値上げ反対と

か、まちをきれいにしたいとか、書かれてあったりする。 

市長は税の収入が足りないのなら寄付してもらったらいいと提案し、寄付を募ったが

これが、けっこう集まったようだ。 

⑤仕事が終わり、給与をもらって、ひと休みするバーもある。(バーテンダー協会の

人の協力)また、本物の芸子さんが、この事業のために着物を着て髪を結い、白塗りで

きてくれて、お座敷遊びもできる。日本の作法を教えたいと、協力してくれているが、

去年から浴衣の着付けも教えてくれるようになった。 

高知大学生の囲碁クラブによる囲碁のコーナーやお菓子などが買えるくいしんぼう

市場、スポーツ広場もある。 

⑥就労経験を積み資金をためれば、大学生のサポートで事業計画を立て、新規店舗を

だすことができる。個人事業主で今まで一番儲かったのは、宝くじ屋さんだった。 

 しかし、宝くじで儲けたお金の盗難もあったりして、子どもの町だからといって甘く

見てはいけない。 

博物館を経営したいという子どもがいたが、出資金が足りなく、共感した他の子ども

と共同で事業化した。こんな共同事業も普通にやっている。課題が生まれても、子ども

たちは助け合いながら解決していく。その力を信じて見守っている。 

市長や議員選挙ではそれぞれが公約（マニフェスト）をつくる。投票用紙も箱も本物

を高知市から借りる。おもしろいのは、大丈夫かなと思っていた子も、市長になったら



態度がそれらしくなる。本当の市長と対談したり、勉強もできるようになった。 

議会では、大学生が話し合われていることをその場で模造紙に書いていく。これも大

学生のスキルを高めることになる。 

日本銀行のブースでは、短期経済観測（日銀短観）の仕方を学ぶ。これには知事もび

っくり。お店を調査して予測を組み立て、自分なりの将来予測を発表する。 

保護者は町の中に入れない。ただし、教育関係者や協賛企業の方たちは 1000 円で入

国でき、とさっ子観光局のガイドがまちを説明してくれる。大人だけ入れる「大人カフ

ェ」で大学生の実行委員からとさっ子タウンの説明があり、意見交換などをする。 

保護者と子どもで話し合いができるように、市民証には子どもが体験した仕事が書か

れている。また、友達になった子の写真を貼るところもあり、家庭で話ができるよう工

夫をしている。 

課題としては、保護者の対策である。初年度、チラシに「汚してもいい服で来てくだ

さい」と書いたら、電話で「汚さない工夫をしてください」と言ってきた。 

数年前、しょぼんとしている子どもがいるので聞くと、お母さんが「固い職業につき

なさい」と言う。そのような大人への対策として、子どもが受ける最初のガイダンスを

希望する保護者も聞けるようにしており、そこで、子どもに対してどのような働きかけ

をしているかを聞いてもらい、このイベントの趣旨を理解してもらうことを狙っている。

しかし、ほとんどの保護者はこのイベントの趣旨を理解してもらっていると感じている。 

実行委員会で活動するメンバーのほとんどは大学生。課題別小ユニットで具体的な課

題に取り組んでいる。その中で大人も大学生もスキルを磨いている。 

この事業の資金を確保するため、企業や団体に協賛金を依頼する「営業ユニット」、

商品開発を行い運営資金の確保を行う「こうてやユニット」、全体の仕組みプログラム

の企画をする「だんどりユニット」、当日の食べ物の調達をする「くいしんぼユニット」、

まちのデザインやまちに必要なものを調達する「よろずユニット」の 5つのユニットと、

当日のボランティアの対応やユニットの調整もする学生だけで構成する「学生ユニット」

があり、実行委員長含め、学生がリーダーとなっている。 

新しい学生を確保するために、卒業していく子には、後輩に声掛けしてもらったり、

大学の教室をかりて勧誘をしている。 

実行委員長も最初は声が小さかったが、１年経つと堂々としてくる。大人はそれぞれ

の会議に入っていって、議事進行のサポートをする。決めるのは学生も大人も同じ立場

で行う。 

まちは、板の段ボールをお店の要望に応じて大学生がつくる。この事業を通して学生

の体験が増え、成長がとてもよくわかる。その姿を見て、やってよかったと心から思う。 

NPO高知市民会議の事業の狙いはすべて住民自治が担える人を増やすこと。たくさん

ある事業の中で、とさっ子タウンは「こどもの力を信じよう」が合言葉。自らの決定に

責任を取る。大人の立ち位置が難しいが、ミュンヘンでは主体性をゆだねて、困ったら



相談にのるくらいのつもりですればいいといわれた。 

こどもたちは、この仮想の街で何か心に残る学びがあるといいと思っている。トラブ

ルがあっても、子ども同士で解決する方法を探る。ミニ・ミュンヘンでは正式な市民に

なるためには、30分ほど「けんかアカデミー」の研修を受けなくてはいけないようだ。

まだまだそんな力はないが、興味のあるワークショップなので、勉強していくつもりで

ある。 

溝渕：どこでもできそうで、できない。どっかの自治体に見せてやりたい。 

内田：選挙も最初は投票率が良かって、高知市長が選挙率を羨ましがっていたが、今年

は 40 数％。投票に行くことを促すように働きかける、例えば、仕事が選挙の時間にか

かるようであれば、雇い主がその時間は選挙に行くことを優先するようにした。 

溝渕：小回りが利く。大人の世界ではできない。税率を上げたり下げたりすることで、

考えの幅が広がる。 

内田：中 3までしかとさっ子タウンに参加できない。卒業すると実行委員会への入会の

招待状をだすことにしている。 

溝渕：企業さんも協力してくれてすごい。 

内田：NPO 関係で知っていた四国銀行にこのイベントへの協力依頼に行った。しかし、

単なる職業体験イベントとは違い、こどもが継続して参加し、まちづくりにかかわる人

を育てることを伝えると、本気に取り組む姿勢を示してくれた。 

営業ユニットの大学生は、プレゼン資料をつくり、名刺の交換方法から練習して企業

に説明に行く。毎年、こうして企業が賛同してくれ、60万ほど資金が集まった。 

溝渕：なぜ始めたか。 

内田：まちづくりファンドの実行委員長（早稲田大学教授）が、ミュンヘンで仕事をし

ていたときにミニミュンヘンに出会った。取材し作成した DVDをみせてくれた。これを

見て、「やりたい」と思った。しかし、一人では到底できない。何人かのコンサルやプ

ランナーの専門家に声をかけ、まちの設計図を書くことから始めた。もう一つの課題は

この規模では、私たち大人だけではだめ。知っている大学生は 2 人だけだったけれど、

集めてもらった。そうして、実行委員会を立ち上げて、実施するまで 2年かかった。 

溝渕：400人の子どものうち、何割が仕事をして何割が遊ぶか。 

内田：まちの設計は、6割が働いて 4割が遊んだりショッピングをするようにした。も

ちろん、全く仕事をしない子どももいる。時給は当初１時間あたり 10 トス（500 円ほ

ど）にした。それを基に、「とさっ子タウン」内で流通するお金と金種を計算した。 

質問タイム 

Ｑ：お店とか、仕事の種類はどうきめるか 

Ａ：実行委員が決める。雇い主は、実行委員か専門家。 

Ｑ：仕事の時間はどのくらい？銀行でお給料、税金はどのようにしているのか 

Ａ：仕事の時間はそれぞれの職種で違う。清掃局は 30 分とか、だいたい 1 時間単位。



漫画家のアシスタントは 3時間とかということがある。 

給与は銀行に行き、市民証を見せて支払を受ける。税務署は、銀行の隣。税金を払っ

たかどうかは市民証に印を押すようになっている。払っていないと、次の仕事につけな

い。銀行や税務署で働く子ももちろんおり、納税キャンペーンもしている。 

Ｑ：いつ選挙するのか 

Ａ：1日目が始まった時にする。5年生から立候補。誰でも OK。ガイダンスで立候補す

る子に選挙管理委員会まできてねと言っておく。選挙があるのを知っている子は最初か

らそのつもりで参加してくる。 

Q：お金は毎年どうするのか。 

A:銀行に預金もできる。参加年齢が過ぎる子もいるが、そのお金は兄弟に渡したり、友

達に渡したりしているようだ。今後贈与税や相続税を設けるかは課題である。前年度来

た子は裕福なので、スタートラインで貧富の差がある。 

Q：参加する子どもは毎年来るのか。 

A：毎年、半分の子どもがリピーター。リピート率は 50％ぐらい。IDをもっているので、

１年来なくても大丈夫。バーコードで入国したか帰ったかが分かるようにした。終了し

た後でこどもが残っていたら大変である。 

お迎えに親が遅れてくることもあるし、子どもが勝手に帰ってしまうこともある。子ど

もを必ず親に渡すことにしている。 

親から、意見や感想をもらうようにしている。例えば、「最初は行くのをやめようか

な」とぐずっていた子が、1日目が終わるなり、明日も行きたいという。 

お店を開きたい子は、起業する。起業するには、供託金がいる。供託金は 20 トスく

らい。儲ける子もいるが、赤字になる子もいる。会社を興すより雇われた方がいいと悟

る子もいた。 

Ｑ：融資は？ 

Ａ：ひよっとしたらでてくるかもしれない。本物の社会に近づく。 

Ｑ：仕事と物を買うのをどう両立するのか。 

A：仕事をするのは、30分か 1時間、短い時間で仕事したり遊んだりすることができる。

仕事をいっぱいしてお金を稼ぐ子もいる。また、子どもなりにこの 2日間の予定を決め

てくる子もいる。1日目は仕事して、2日目は遊ぼうと考えていたりいろいろである。 

また、稼いだトスで家族の人数分だけお菓子一杯の大きな荷物をかかえて帰る子、花屋

さんに、おばあちゃんとかお母さんに買う子それぞれである。 

Ｑ：参加料は 

Ａ：2日間で 1000円。 

Q：実施に必要な費用は？ 

A：最初は、イスや継続して必要なものを購入するため、民間の補助金 300 万円をもら

った。現在は、100万くらいでできるようにしている。企業協賛や、現物協賛などの他、



飲食店で寄付付きメニューを設定してもらい、その寄付をいただいている。 

Ｑ：後日保護者にアンケートなどとるのか。 

Ａ：FAXやメールで子どもとのやり取りをいただけるようにお願いしており、たくさ

んの楽しい感想をもらっている。また、子どもたちには 10 トス（500 円見当）を残し

てもらうようにしており、それをもって高知市内の商店街で使えるよう商店街のお店に

協力してもらっている。その時には家族で買い物ができるので、商店街の収益にも貢献

している。同時に写真展も行い、購入することができるし、その時にスタッフと交流が

できる。 

グループ討議 

ア：NPOはどのような活動をしてきたのか、どさっ子タウンのウエイトはどのくらい占

めるのか。 

内田：1999 年、市民活動を支援する目的で設立。職員は 5 名。人材育成やスキルアッ

プなど、たくさんの事業の一つで、この事業だけしているわけではない。 

市民活動をしている人たちが会議室や印刷などの利用をしているが、若い人が来なかっ

た。この事業では学生のウエイトが大きいこともあり、彼らが他の事業にも参加しても

らえるようになった。 

イ：事業のねらいは。 

内田：住民自治を担える人づくり。表にはでないが、理事やスタッフは理解している。 

ウ：議会はどのような形で運営されるのか。 

内田：市長と副市長 2名。議員 5名で構成。サポートするのは大学生。立候補する子は

自分の思いや「つぶやきボード」の書き込みなどを参考に立候補し、公約をつくる。 

議会は、1 日目の 14 時ころ市長や議員選のあと、16 時頃開催。そこでの決定事項はと

さっ子広場で発表され、2日目と次の年の 1日目に反映される。 

エ：こどもの自由自治というが、市長は問題を考える時間や仕組みを短い時間で理解で

きるのか。 

内田：立候補は 5年生からで、ガイダンスでわかるように説明をする。体験しながら解

るという子もいると思う。起業についてはコンプライアンスも含めて、サポートセンタ

ーで相談にのる。 

オ：大学生の確保は 

内田：活動をしている大学生に声をかけて、大学内でプレゼンをしてもらっている。 

カ：成功の秘訣は 

内田：柱が立つまでは、子どもの力を信じる人、子どもの健全育成などが理解してもら

える人、楽しい活動をしている人など、大人を選んで協力をお願いした。継続していく

うちに、大学生に一番成果が見られるようになり、就職にも役立っている。 副産物と

しては、県や市の教育委員会と仲良くなれたことであり、市の議会などでも各会派で受

け入れられているようだ。 



 

学びのコミュニティ研究会 ⑫ 

平成 27年 2月 21日（土） 

13：00～16：00 

にぎたつ会館 楓の間 

 

 

講演 「豊かな学びを育む社会づくり」 

政策研究大学院大学客員教授 永井 順國氏 

 

 

 

 

 

 

 

政策研究大学院大学は 1997 年に将来の政策リーダーを育成する目的で発足した。日

本で一番小さな大学で７割近くを外国人で占める大学院のみの大学である。 

その中の日本語プログラムで教育政策のコースを担当している。地方自治体から派遣

された教員、指導主事、行政スタッフ対象に、教育課題を解決する政策プロ養成のため

のカリキュラムを用意している。 

 

豊かな学びを育む社会づくり 

Ⅰ最近の動向から 

１文部省フリースクール等検討会 

 不登校の子どものフリースクールやフリースペースなど学校外における学びを認め

ようとするものである。 

戦前の日本では、「市町村長の認可」により、「家庭その他」における学びを義務教育

修了とみなす制度が法律的に認められていた。明治 12年～昭和 16年まで、そういった

学校外での学びを認めていた。 

彫刻家で有名な朝倉文夫氏（文化勲章受章者）は、子どもを学校へは行かさないで自

分で教育し、舞台芸術家にさせた。黒柳徹子氏を始め正規の学校でない学校に通った人

たちもたくさんいる。自由な教育の模索の時代があった。しかし、国民学校令で新しい

学校制度ができて、そのような学びの場も認められなくなった。 

また、欧米には、ホームエデュケーションや、ホームスクーリングの制度が認められ

 



ており、学校外の学びを保証するシステムが整っている。 

不登校の子供は 70年代から増え続け、現在 10万人を超えている。多様な学び方・多

様な学びの場を、公的に認めてほしいとの要望も強くなっている。 

日本の学校教育は、世界でも安定した制度として世界的に評価されているが、学校に

なじめない子どもをどうするか、次代を担っていく子供たちの学習権をどう確保するか。

その意味で、教育の枠組みを大きく変えようとするものでもある。今後議論を重ね、来

年 3月までに最終報告が纏められるスケジュールになっている。 

 

２次期学習指導要領改訂作業 

 次の指導要領には、「能力の体系化」が導入されることになるだろう。従来の各教科

においてどのような内容を教えるかを中心にした構造（知識として何を知っているか）

から、子どもにどのような資質能力を身に付けさせることができたか（学習を通じて何

ができるようになったか）という視点に切り替わろうとしている。 

実は、現行の学習指導要領は、そのための「つなぎ」の役割を担っている。知識の「習

得」「活用」「探究」を学力と定義し、習得と探究の中間に、「活用」のくさびを打ち込

んでいる。そしてそのためのツールとして「言語と体験」を位置付ける。特に、国語だ

けでなくすべての教科に言語活動を導入しているのが特徴である。 

もう一つ、総合的な学習の時間がもたらした効果も大きい。一昨年の全国学力・学習

状況調査結果を分析した国立教育政策研究所によれば、「総合的な学習の時間の趣旨に

即した活動に取り組んでいる児童・生徒」ほど、平均正答率が高いという結果がみられ

た。特に「活用のＢ問題」でその傾向が強いことも判明した。さらに、「無回答」が減

少するという傾向も顕著に見られたという。 

総合的な学習は、地域課題を扱ったり、そのために地域の人々のサポートを受けなが

ら学んだりするスタイルが多い。様々な課題について地域が関わることで、子どもの学

力が上がっている。このことにもっと自信を持って良い。 

 

３道徳の教科化の前倒し 

教科化によりあいまいな位置づけが明確になったことは評価される。例えば、学級会

活動や運動会の練習などへの「流用」ができなくなるだろう。 

だが、課題もある。以下は私見だが、第一に徳目が列挙的に散りばめられており、体

系化されていない。 

全体的な印象として、「よい子の道徳」の色合いが濃い。道徳的な人とは、「まじめで

社会のルールを守り、誠実で思いやりがあり、社会貢献している人」と言っているよう

だ。また、道徳問題をすべて個人の信条に還元していないか。社会の中の道徳的問題は、

個々人の振る舞いの問題へと矮小化、個人の責任とされていないか。 

道徳性は、意図や意思決定、行為にかかわる善悪、正不正を区別する指針であり、現



代社会における道徳教育とは、民主主義社会を維持し発展させる働きを担う主義者を育

成することにあるのではないか。主権者教育や市民教育の導入が求められよう。国会の

動きをみていると、18 歳選挙権も来年から法制化されるかもしれない。そうなれば、

一部の高校三年生が投票に行くことになる。日本の教育にその準備が出来ているかどう

か。いろんな教科で主権者教育につながるカリキュラムを考える必要がある。 

 

４高大接続と新テストの導入（中教審 2014 年答審「新しい時代にふさわしい高大接続

の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について」） 

高校 2,3 年生対象に、「高等学校基礎学力テスト」を実施して高校教育の到達度を図

る仕組みに加えて、今の大学入試センター試験に替えて、「大学入学希望者学力評価テ

スト」の導入を提言している。大胆な発想だが、実現にはハードルが高いだろう。 

ただ、背景として、18 歳人口の減少などで、えり好みしなければどこかの大学に合

格できる「希望者全員入学の時代」の到来がある。AO 入試や学力を重視しない推薦入

試の割合が増えてきたこともあって、中学時代から全く勉強していなくても大学に受か

る時代になってもいる。現に、私立は大学の 45％は定員割れを起こしている。 

次期指導要領の趣旨である「何を知っているかより、何ができるか」という能力の体

系化を高大の接続にも盛り込もうともしている。こちらの方がむしろ「本命」かもしれ

ない。実現すれば、「学力・能力観」が小学校から大学まで貫かれることになる。 

また、いずれの学校段階においてもアクティブラーニングがキーワードになっている。

無論「魔法の杖」ではありえないが、何を狙いとして展開していくか、学校は変革しな

くてはいけなくなるだろう。 

 

Ⅱカギを握る学校の外の力－家庭、コミュニティ、ソーシャル・キャピタル、市民協働 

１最近の学力形成の要因分析 

＊基本的生活習慣 

朝食摂取と学力調査分析において相関関係が認められる（Ｈ19 国立教育政策研究所分

析結果）。 

＊読書習慣 

学力の高い子どもほど家で本をよく読む。その差は、国語で 20ポイント算数 13ポイン

ト。保護者自身の読書習慣も子どもの学力に相関する。（Ｈ22 年お茶の水大学耳塚教授と

そのグループ教育格差の発生・解消に関する調査研究報告による） 

＊家庭での生活・学習環境：家庭の社会経済的背景（世帯収入、保護者の最終学歴）が

高いほど子どもの学力が高い。加えて「自分でできることは自分でさせている」などの

働きかけをしている家庭ほど子どもの学力が高い。また、「授業参観・学校への行事参

加」「ボランティアで学校の支援」をよくする保護者の子どもほど学力が高い。（前出の

耳塚教授グループＨ25 年全国学力・学力状況調査による） 



さらに不利な環境にあっても成果をあげている学校では、家庭での自主学習への指導充

実、管理職のリーダーシップ、同僚性の構築（授業の店合い・教え合いなど）などが見

られる。 

＊ソーシャル・キャピタル（社会関係資本）と学力 

ソーシャル・キャピタルとは「信頼、互酬性の規範、ネットワーク」といった社会組織

の特徴。人々の協力関係を促進し、社会を円滑・効率的に機能させる諸要素の集合体を

見立てた概念。「互酬性の規範」は「お互い様」「情けは他人のためならず」と同義。３

要素を通じて「つながり」の度合いと意訳することも可能。 

教育関係の研究とてしては、子どもの家庭環境のうち、「経済資本」（世帯収入）、「文

化資本」（保護者の学歴、文化活動から指標化）が子どもの学力に影響することが実証

されている。同時に、家庭・地域での人間関係としての「社会関係資本」（保護者が配

偶者と話をするか、学校行事・PTA・地域活動に参加するか、子どもが家で話をするか、

家族と夕食をとるか、友だちがいるか、地域活動・地域への関心があるか）等も子ども

の学力に関し、独立してポジティブに影響していることが明らかになった。さらに、家

庭の経済的・文化環境が低くても、子どもを取り巻く環境が豊かなら学力が高くなる可

能性があることも明らかにしている。（大阪大学志水教授の調査研究『つながり格差』が核

力格差を生むによる） 

また、保護者が学校に協力的で学校を信頼し、子どもが教員の支援を期待し、子ども

同士の信頼性が高いほど、学校は子どもの学力向上や学習態度形成に好ましい成果を上

げている。（愛媛大学露口教授の一連の研究による） 

同様、家庭内のソーシャル・キャピタルは、学力には直接関係のないものの、子ども

の「対人関与意欲」「規範意識」を高め、それらによって「学習意欲」を高めることで

間接的に学力に影響をおよぼしていることを明らかにしている。 

さらに、保護者の有益な保護者ネットワークや、地域のネットワークに参加し、子ど

ものために協力するという意識が高まることによって、学校への協力体制ができて、学

校・教員への理解・期待も高まることになる。 

以上紹介したことは、いずれも、経験則あるいは感覚的・印象論的には、かねてから

に分かっていたこと、それを科学的に分析し実証したことに意義がある。 

こうしたことを受けて、一昨年閣議決定された国の「教育振興基本計画」でも、ソー

シャル・キャピタルの重要性に初めて言及し、「世代や立場などが異なる人々が集まる

地域コミュニティが教育の基盤であることはもとより、教育の営み営み自体が地域コミ

ュニティを形成・活性化し、各地域の抱える課題を適切な形で解決する基盤となること、

その拠点として学校や公民館がより重要な役割を果たしていくべきである」と述べてい

る。 

 

 



Ⅲ背景にあるもの。 

昔は、ごく普通に生活していれば、子どもたちの「人間関係の知恵」が育まれていた。

現在はそうはいかない。社会化の装置が機能していない。「ヒト」の赤ん坊は動物の中

で、最も無能力状態で生まれてくる。その子どもを「人」に育てて、自ら社会に飛び込

んでいく環境をつくっていく。外の世界のものを取り入れていく。その過程を社会化と

いう。 

現在はその社会化の装置が機能不全になっているか、少なくとも弱体化している。「生」

のやり取りを含む、様々な装置を意識的・意図的に構築していく必要がある。 

共同体やコミュニティも崩壊してきた。日本は現在、「社会の構成員を育てる社会の

構築」に失敗しつつあるのではないか。 

 

こうした危機感がもたらした現象だろう。例えば、女性が母子手帳を貰った瞬間から、

行政が子どもたちを、高校段階まで一括して面倒を見るという仕組みを導入する自治体

が出始めてきた。新潟県三条市の事例だが、不登校問題や児童虐待等も、チームを組ん

でバックアップをする仕組を作っている。 

また、今世紀に入って、自治基本条例を制定して、「協働のまちづくり」を進めよう

とする基礎自治体が増えている。市民参画、自立と協働、住民自治などを掲げて、まち

づくりを目指す動きだ。そのための手段としては、市民協働しかありえない、という発

想がここには見て取れる 

市民協働の主たる担い手である NPOは現在、日本で 4万程の団体がある。まだ、過渡

期の段階にあって、未成熟な部分もあるが、ボランティアや NPOに対する期待は大きい。

ただ、まだ「安上がりの労働力」「行政の足らざる部分を補完するもの」といった意識

が、行政側には残っている。NPOにも行政に依存する側面がないではない。今後、対等・

水平の関係を構築していく努力を傾けなければならない。 

教育と NPOやボランティアなどとの関係にも、まだ課題がある。地域が学校をサポー

トするという関係だけではなく、学校・教育行政の側からも、コミュニティ形成に向け

て地域に発信していくことが必要なのではないか。 

また、教育委員会と首長部局が横断的に連携して、例えば、教育と福祉の融合を探っ

ていくといった、行政内部における横のパートナーシップも必要となってくる。そうし

た観点から政策を立案し実行していくことが求められていると考える。 

今世紀に入って地方分権が進められてきた。ただ、地方分権とは、単に国が持ってい

る権限や財源を地方公共団体に分配すればよいというものではない、団体自治と住民自

治がそれぞれ成熟していくところに、分権の意義があるとのではないか。 

自前で自分たちの町をどのようにしていくか考える時代に入っている。コミュニティ

スクールをはじめとして、そうした試みに挑戦する自治体が増えつつある。未来を担う

子供たちがしっかりと育つ社会システムを学校内外でつくっていきたい。 



学びのコミュニティ研究会 ⑬ 

平成 27年 8月 9日（土） 

13：00～16：00 

泉川公民館 研修室 

 

 

 挨拶  讃岐 幸治 

 今年度初めての会である。地域を巻き込んで、放課後の子供たちの居場所を考える。また、高校

生の活動、高齢者問題と盛りだくさんである。 

 今年は、地域教育実践交流集会とともに文科省からの認証をいただき、注目されるところとなる。

討論も含めて、盛り上がった会にしていただきたい。 

 

進行 新居浜市役所 大西総合ファシリテーター 

 

１ 放課後の子どもたちの居場所を考える    

       スミセイアフタースクールプロジェクト  平岩氏  

  

住友生命新居浜支社小川氏 挨拶 

 午前中に泉川小学校の子どもたちと体験活動をした。 

 社会貢献活動の一環で、未来を強くする子育てのあり方だと 

考えている。子どもたちの放課後をもっと楽しくさせることを 

目的とし、放課後にスポットを当てて地域社会へ積極的に取り 

組んでいきたい。 

 

 現在、全国 50か所でこの事業を紹介している。その他に 100件ほどの応募があるが四国はなかっ

た。本日は新居浜からの要請があり喜んでいる。 

アフタースクールには、かかわりを持とうと思ってくれる人がきてくれる、多様な活動である。

テレビゲームより楽しく、塾よりは学べる放課後をつくりたいと考えている。 

一例を紹介すると、小学校の子どもたちが、守衛さんに家がないので家をプレゼントしたいとい

う希望があったので、建築士にお願いして、設計と大工さんを紹介してもらうことにした。紹介さ

れた大工さんは頑固な職人で、「子どもなどには教えられない」と断られた。その後、３回ほど通い、

やっと「しつこいから１回だけ行ってやる」と小学校に来てくれたが、子どもたちが棟梁、棟梁と

慕い、きちんと挨拶するのを見て、かかわってくれるようになった。1年半の時間をかけて家を建て

た。現在、2件目に挑戦している。 

このような活動をしてくれる大人を市民先生と呼んでいる。他には、編み物、お茶、料理、日本

語、IT,大学訪問、外国人と国際交流等の市民先生がいる。必要とあればどこでもでかけていってく

れる。 

 



ITの学習で大学へ行ったときなど、大学生が自分で授業が選べて自由に休めることや、自分の好

きなものが選べる学生食堂があってうらやましい、早く大学生になりたいと参加した子どもたちは

言う。放課後にやりたいことをしながら、教育活動に子どもたちを巻き込んでいくようにしている。 

衣食住というテーマを決めてやりたいことを叶えるというジャンルでは、3月に 1日だけ、子ども

レストランを開店している。開店するという目的のために子どもたちもがんばることができる。ま

た、町の歴史に詳しい人の話を聞きながら町歩きをしたり、みんなで風船バレーをしたり、手作り

で楽器をつくって演奏したり、外国の人には、その人の母国でしている子どもの遊びなどを教えて

もらう。 

学び、遊び、表現では、命について学ぶ。赤ちゃんのことやペットのこと、ペットの障害が増え

ていることなど、命の大事さを伝えている。また、お年寄りには商売のことや、昭和の遊びを教え

てもらっている。 

やりたいことは 400種類ほど。こどもたちがこれをやりたいといえば、どんどん増えてくる。と

きには、有名人もきてもらうこともある。 

遠足には、大学、ミュージアム、企業、お店等、興味のあるところへ行く。 

多様な活動を通して、子どもの短所を直し、いいところを伸ばす。「いいところノート」を作成し、

スタッフがメモをし、毎月表彰している。 

 

このような取り組みをしようと思ったきっかけとなったのは、長女が生まれてからのこと。2004

年、下校中の子どもの連れ去り事件が多発した。事件は、15：00～18：00ころに 70％。放課後がお

かしいと興味を持った。 

放課後に外で子どもが遊ばない。子ども同士では公園に行けない。学童保育の問題もある。外的

環境と共に、子どもの高い孤独感、自己肯定感の不足など内的な問題もある。日本の子どもが孤独

だと感じている割合が 3割、高校生に自分は価値ある高校生かと聞くと、はいと答えた高校生は 8％

しかない。自己肯定感が少ないのが日本の子どもの特徴である。 

また、現代は、地域の縁が希薄になっている無縁社会。隣にだれが住んでいるのか知らない。東

京では家の前にごみがおちていても、役所に連絡する。なんでも電話で、アウトソーシングの時代。

子どもが公園で遊んでいると、ご近所から騒音といわれて裁判になった例もある。 

少子化の主な原因は、子どもができると不安になるということ。要因の第 1位が子育てにお金が

かかりすぎる。自分、配偶者が高齢というのが 2位、子育てしながら働く環境がない� 位。この不

安を解消して希望に変えていく。地域で子どもを育てるという環境が必要である。自分がそのつな

ぎ役になろうと思った。 

住友生命株式会社が、日本全国でその活動を増やしていこうとしている。スミセイアフタースク

ール第 3次募集をしているのでぜひ応募してほしい。 

 

活動の効果としては 

子ども→友達と遊べるようになった。 

親→仕事が安心してできる 

地域→子供と遊べて楽しい。 



子供たちが望む放課後とはなにか、夏休みにしたいことは何か聞いてみた。 

5位は、なし、なんでもいいという回答。親が決めた場所にいくので、自分でどのような過ごし方を

したらいいのかわからない子どもが増えている。4位はなわとび、3位鬼ごっこ、2位ドッジボール、

1位サッカーだった。 

高学年になるとなにもなしが２位。東京のほうでは、ほとんどの子どもが塾にいっているのでその

ような回答になるのだろう。面白い回答としては、温泉に行く、大根ぬき（遊び）恋バナ等、書い

てくれた子もいる。 

午前中に泉川の子どもたちにも聞いてみた。 みんなで楽しく遊ぶ、魚釣り、なし、たくさん旅

等。いままで一番嬉しかったことなどのアンケートもとった。初めてのホームランを打って、偉い

ねと言ってくれたこと、8歳の時に妹が生まれたこと等。子どもの心に何が残るかというと、身近な

ことであって、そのことに感動している。自分でやって乗り越えたことなどをよく覚えている。 

隠れ 1位となったのは、友だちとみんなで何かをしたいということ。だれとやりたいか。今の子

どもは友だちと遊ぶ機会が少ない。多くの友だちと過ごせる放課後をつくってあげたいと思ってい

る。また、地域で子どもを育てる環境をつくり、地域の人が子どもたちにかかわる環境をつくる。

そうすると、町を歩く子どもがわが子のように思えてくる。自然発生的には生まれないが、つなぎ

役がいると生まれやすくなる。 

午前中のスクールでは、星や宇宙のことについて学んだ。星に興味のある子がたくさんいた。い

ろいろな気づきがあったようだ。 

東京の子どもはお金を払って習い事をして、常にお客様になっている。新居浜の子どもたちは素

直ないい子がたくさんいる。育っていってほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関：東京の方で、このような活動が広がっている。愛媛でも、つなげていきたい。 

大西：地域づくりを行っていく上で、相手の気持ちを感じるという、気持ちの部分が理解できてい

ないといけない。大切なことだと思う。知識としてだけだとなにもならない。手段として、

なにがヒントとなったのか。また、先生が嬉しかったことは。 

A：嬉しかったことは、2014年 6月 30日に子どもが生まれたこと。それがきっかけで 

なにもないところから、この活動を始めた。最初になにをつくったかとの質問につい 

ては、アメリカでは学校でアフタースクールをしている。その活動を知って日本でも 

 



しようと思った。市民先生を探して、学校に連絡し説明に行ったが断られた。それで 

公民館で始めることにした。2年間、公民館でアフタースクールをしたが、3年目に 

なってやっと、学校でもできることになった。公民館は週１回だったが、ここでずっ 

とやっていてもいいかなあと思っていた矢先だった。 

Ｑ：泉川では土曜日だけでなく、放課後もとりいれた活動をしたいと思っている。しかし、学校と

家が遠い子どももいるので、難しいかなとも思う。 

A：課題の多いのは放課後。土曜日は企業も参画しやすい。公民館まで家が遠いのはたいへんだが、

1時間でも来てもらえればいいのではないか。学校だとみんなにチャンスがあるかなと思うが、

先生の方が来てくれるなということもある。いろいろ居場所があって子どもが選択していける

ようになればいいと思っている。 

大西：結局、人と人のつながり。どの程度たくさん人脈をもっていて、どれだけ広がっていくかと

いうこと。学校の先生もこの席には来られていると思うが、先生の立ち位置としてはどうか 

Q：常に、教員が立ち会わなければならない、セキュリティのことなどがあると、仕事が増えるから

と拒否しがちだが、そうでなければ大丈夫という土壌ができてくるのではないかと思う。そこ

のところをはっきりさせれば。 

A：うまくいかないのは、ボランティアベースだけでやってしまうと、先生に負担がかかってしまう。

学校の役に立つという形になれば大丈夫。小学校で、先生がどんどん入ってくださいと言うが、

入り方が分からない。 

日曜日の午後、スポーツを単独でやっているが、何をしたいか子どもたちに聞いてみると、「鬼

ごっこ」だと言う。主体を子どもにおいて授業を展開していくのはいい。 

Q：アフタースクールの発想は面白い。地域で子どもを育てるのに、地域の人間が子どもにかかわる

のはいいが、地域の大人のネットワークがもっと広がらないと。その広がりをどうつくってい

くか。日本伝統の地域力は立ち上がってこない。どう超えていくか。日本の課題。松山市の生

石地区は、30人近くの地域の人がかかわって「放課後子ども教室」を開催しているが、地域性

とは程遠い。子どもと 30人の大人とのつながりはできたが他の地域の人とのつながりはない。 

A：ビジョンを共有して、地域向けの発表会をする、機会をどんどん広げていくしかないと思ってい

る。やればやるだけ、ネットワークがよくなる。 

Q：広報的な活動を広げていくのも 1つの手ではある。さてそれで、地域のネットワークがほんとに

出来ていくのか、もう 1つなにかがいると思う。 

A：全世代がつながりあう、地域コーディネーターの必要性。長期的な見通しでやっていかないとい

けない。 

  

 

 

 

 

 

 



 実践事例発表 

① 今、高校生の私たちに何ができるのか「わたしたちが創る未来へ」 

            

 

             高校生ボランティアサークル Ｍay 

 

Ｍayのネーミングは、最初に集まったメンバーの頭文字を 

とったもの。地域交流と福祉活動を中心に活動している。 

「高校生である今だからできること」はなにかとメンバーで 

考えた。 

様々な地域団体とコラボし、異業種交流をするにはと、 

交流一大体験ゾーン in新居浜「私たちが創る未来へ」というテーマで、平成 25年 1月、新居浜

市総合福祉センターにて、企業・地域・高校等が一堂に会しイベントを開催した。 

カンボジア文具寄付のためのチャリティとして、市政だより、フェイスブック、ブログ、チラシ

等でＰＲし、経費等についてもメンバーが予算立てをした。1年目は、キリン福祉財団の協力を得て、

2年目からは場所を新居浜市商業振興センターに変更、今年で 3回目となるが、自費でボランティア

としては謝金を受け取っていない。 

第 2回目の目玉は、新居浜今昔物語。温故知新プチツアーと題して、街歩きをした。書道パフォ

ーマンスも好評だった。 

今年は、グレース幼稚園による和太鼓演奏。高津小学校合唱。みきゃんと記念撮影など。 

サークル Mayの 11人がきめ細かく計画し、新しい人たちと新陳代謝しながら、イベントをする。

来訪者が喜んでくれると嬉しい。私たちのエネルギーは「ありがとう」という言葉である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3人でつくった高校生ボランティアグループＭayは、卒業したけれどやめるにやめられなかった。

それならば、組織化して団体として動いた方が動きやすいと、高校生主体で、年生が抜けた人数分、

1年生に入ってもらうことにした。今年も、人 11集まった。１つの高校だけではなく、新居浜市全

域で広げたいと思っている。最近では、中学生も巻き込んだらどうかという話も出ている。いろい

ろなつながりが、自然発生的に生まれた。そうなる仕掛けは必要かもしれない。イベントは、行政

 

 

 

 



がサポート役になってくれている。 

 

Q：新居浜市の魅力はなにか、また、高校を卒業して進学や就職で一度出て行っても帰ってきたいと

思うか。 

A：人が温かい。進学等で新居浜を出てもまた帰ってきたいと思う。 

Q：子供たちが帰ってきたいと思えるまちづくりをしていなくてはいけない。あの地域で子育てをし

たという思いをもってもらいたい。 

Ｍay保護者：ゆくゆくは親子で MAYをしたい。少なくても MAYに参加した子は新居浜に帰って子育

てをすると思う。 

Q：このイベントは高校生のアイデアが活かされたもの。こんなの無理だなと思わなかったのか。 

A：無理だなとは思わず、「できる」と思ってやった。できなかったことは、他の高校も呼びたかっ

たが、先生の引率ということもあって実現できなかった。 

Q：忙しいと思うが、親の反応はどうだったか。 

A：両立させた。成績が落ちたらＭayはやめるということになっていたので。 

Q：参加団体をくどきにいくときは誰が行くのか。 

A：Ｍayがした。 

Q：企画するのが楽しいのか、直接かかわるのが楽しいのか。 

A：直接かかわるのが楽しい。 

 

 

② 公民館を拠点とした高齢化社会克服プロジェクト 

             新居浜市立泉川公民館  

             泉川まちづくり協議会  篠原 茂氏 

 

 

地域ぐるみで健康寿命を延ばし介護保険料を減らそう 

地域福祉活動が前例踏襲型、各種団体の縦割り意識が強い、 

受益者感覚が強く行政依存体質であることが弱みの、泉川を自分たちの力で変えていかなくてはい

けないとこの事業に取り組むことにした。 

新居浜市は、介護保険料が全国 9位で高い。健康保険医療費も国平均が 311,899円、愛媛県が

341,959円のところ新居浜市は 381,049円で国平均と 7万円もの差がある。この状態をどうするか。

健康寿命を延ばし、介護保険のお世話にならないようにしなければならない。 

公民館が中心となり、地域住民と共に「学習」して「実践」につなぎ、地域全体が変わっていく

必要がある。そのためには、公民館は総合事務局となってつなぎ役になる。自治会や各種団体の町

づくり協議会と連携する。協議会と公民館がうまく重なるという印象である。泉川がよくなる活動

は公民館主体である。自治会の事務局は公民館ではなく、まちづくりの部会。何かをしようとした

ら、まず、自治会にお願いして、まちづくり協議会で知恵を出してもらい、動員してもらう。表と

裏の関係である。 

 



介護保険料が高いのを、毎日の生活で改善をしなくてはいけないと思う。 

現在、行われている事業としては、健康づくりＥｘウォーキング（１日 8000歩運動）9つの散歩

道を中学生が選定・Ｅｘモニターが活動量計を装着して効果を測定したり、また、泉川「健幸隊」

を結成、高齢者の社会貢献活動として、高齢者の知恵や技術を子どもに伝えたり、自治会館を利用

して「シルバーサロン」の開催、傾聴ボランティアの育成、公民館運営審議委員が健康づくりのよ

ろず普及員となり、保健センターの保健師から学んだことを各種団体を通じて伝達したりしている。 

健康寿命延伸は全国的な課題。後期高齢者はこの運動にどのくらい参加しているか。 

泉川で５０人ほどだが、長野県須坂市では 1,000人ほどの人が健康診断を受けている。先進地を訪

問して情報交換も積極的に行い、泉川地域住民にアンケートを取り、どうすればみんながその気に

なるか、啓発活動も並行して行っている。 

 これらの取り組みによって、老人会が活性化し、まちづくり協議会の各部会が連携してきた。ま

た、行政とも協力することができた。 

 目指すのはみんなが幸せを実感できるまちづくり、公民館は「幸民館」として展開していきたい。 

 

Q：年寄りの健康寿命を延伸させるための泉川の運動、個人ではとてもできないこと。広めるために

どのようなアイデアがあるか。 

A：デイサービスは介護保険を使って 1日 1,000円、でも、本当は 10,000円、 

9,000円は税金である。自治会館でカラオケでもして、300 円で過ごすことだってできるので、

そのようにもっていきたいと思っている。また、泉川公民館区は小学校が１つ中学校が１つな

ので連携にはちょうどいい。 

Q：松山は、１つの公民館で 5つの小学校を抱えているところもある。松山市は女性が多いが泉川は

その逆。自治会館を利用して分館単位でするのもいい。顔がわからなければつながりようもな

いから。 

A：今後は、栄養士さんや医師会とも連携するといいかもしれない。デイサービスにいくよりも、公

民館で子どもと遊べるようになればいいと思っている。 

 

 

感想およびフリーディスカッション 

 

・今治在住教員の話。小学生の児童に夢を持たせる 

 ことを目的に、地域の人たちとかかわりをもつ 

行事を企画した。授業はつぶせないので、 

 昼休みの時間、高校生（地域に高校がたくさん 

 ある）に来てもらい、その技能を披露していた 

 だいた。交渉は、校長が高校へ行ってお願いした。高校生は授業をつぶさなくてはいけないので。

高校生は小学生に話すので、事前に練習をして分かりやすく伝える努力をしなくてはいけなかっ

たようだが、それがいい勉強になったようだ。なにをしたかというと、調理科の生徒にシェフに

なってもらって料理、なぎなた、空手、ペットボトルロケット等。地域の人にもお琴や狂言もし

 



ていただいた。地域の人や高校生にとっては、アピールできる場ができてよかったようだ。 

・高校生ボランティアグループＭayの活動がよかった。 

・Ｍayの活動のおかげで、Ｍayがあるから、高校に行っているという子もいた。高校生という時代

はとてもいい時代。企業も高校生というだけで、安価で引き受けてくれる。活動があるから、忙

しい中でも学業もがんばれるようだ。 

・アフタースクール、放課後毎日預かって大変だと思う。松前町も、週１でやって、危険性と責任

を感じていたが、今回の話で、エネルギーを一杯いただいた。がんばっていきたい。 

・大人の高校生の事業のかかわり方、行政は何もしない方がいいのかもしれない。行政の求めるも

のと地域の求めるもの、プロセスとして話し合いは必要だろう。 

・高校生の活動、大人からしなさいでは長続きしないだろう。話し合いの機会は大人にも必要。何

もないところから組み立てるのは難しい。 

 

 



学びのコミュニティ研究会 ⑭ 

平成 27年 9月 6日 

13：00～ 

茅葺き民家交流館土居家 

 

 

会長挨拶  讃岐 幸治 

 学んだことを実践に、実践を学びにスパイラルすればいい。自分が学んだことを還元、おすそわ

けをして、その人がまた伝える形で。知的循環型を目指している。事例もそれに沿った形で考えて

いきたい。 

 

資料説明：文科省の事業を受けることになった過程および、第８回地域教育実践交流集会について。 

 

第１部 実践実例 

実例① 青年・青少年を通した実践～必要とされる喜びを感じよう！～ 

    中川公民館 井上 裕也 

 

 

 

 

 

井上氏 自己紹介 

中川公民館の概要を説明する。 

職員 3名 館長非常勤 嘱託職員常勤 主事常勤 

小学校１つ 137名 保育園１つ 38名 

ほとんどが農家。稲作やビニールハウスによるいちご栽培をしている。古墳が発見されて、古代

ロマンを感じるようなところもある。最近は、新興住宅地の発展により人口は少しずつ増加してい

る。 

公民館主事に赴任してから 3年目になるが、その 3年間での事業内容について話をする。 

１年目は、各種団体の事務局を任され、従来の事業、ピザづくり、昔の遊び、ソフトボール大会、

敬老会、盆踊り、運動会、文化祭等の各種イベントの開催をした。イベントを通して、地域の活性

化や住民とのつながりができたと思う。 

 



反省点としては、20代 30代にスポットを当てた事業がなかったこと。小学生対象の事業はあるが、

中高生対象のものがない。2年目は、その世代を呼び込むことにした。 

2年目、中川小学校 5・6年生対象に、親元を離れて集団性・協調性を育むことを目的として 3泊

4日の通学合宿を開催した。一緒に料理をしたり、もらい湯をしたり、協力してつながりを深めた。

この通学合宿では、中学生にお手伝いしてもらうことにした。年の近い先輩•と一緒に生活すること

で、子どもたちは安心し心を開くことができたようだ。大人のスタッフは自分たちもこんなふうだ

ったなあと思い出したようである。中学生は、小学生の世話をすることで、頼られる先輩となり、

自己有用感を持つことができたようだ。みんな、気持ちよく参加してもらったと思う。ふれあいタ

イムには青年層の若い人に入ってもらった。中学生の担当は肝試し・竹講座だった。青年 7人、中

学生 10人、若い人を投入したことで、小学生の反応が大きかった。初めてのことで戸惑う中学生を

子どもたちが積極的に話しかけた。おかげで中学生はリラックスしたようだった。 

この活動で、若いスタッフが、おじさん、おばちゃんから大人気となった。お酒を交えた反省会

のときに、若いスタッフから「きてよかった」といわれたのが一番嬉しかった。中学生も自信をも

って帰ってくれたと思う。青年たちにも地域活動に参加してもらいたいと思い、『中川いいとも青年

隊』を結成した。ゆるく、無理をせず、楽しみながら、とりあえず何かをすることを提案した。偶

然にも、いつもお祭りに参加してくれている地域の方から今年は出店はこらえてほしいとの申し出

があったので、青年隊にお願いした。 

青年隊はたこ焼きをすることにしたが、初めてのバザーだったので事前に試し焼きをした。試し

焼きはうまくできた。本番に臨んだが、本番はこげこげで商品にならないものがたくさん。すると、

参加していた他の団体のおじさんが集まってきて手伝ってくれた。いきなり知らないおじさんがや

ってきて、不安だったが、完売することができた。やきとりを焼いていたおじさんは、「こんなこと

なら最初から呼べ」とも言ってくださった。頼りにしてもらうことが嬉しいと言われ、おせっかい

な人がたくさんいて、とても印象的な一日だった。 

 地域の大人は、昔の青年団をみているようで嬉しいと言ってくれる。青年隊に話しかけている大

人はきらきらしているようにみえた。教えたいこと、話したいことが湧き出ているように感じた。

若い青年隊のメンバーも戸惑っていたが、やさしく接してくれることで嬉しそうだった。中学生や

青年たちにボランティアのお願いをすると、意外に人が集まってくれた。活動を通して、少しでも

地域のことを思ってくれるようになった。 

中学生の募集は、直接中学校へチラシをもっていった。私が、草引きをしているときに通りかか

った中学生に、「手伝いに来てくれんかな」と声をかけたら、「いけたら行く」との答え。どうかな

と思っていたが、申し込みがポストに入っていた。多少なりとも、自分を必要としてくれていると

の思いがあったかと、嬉しかった。 

3年目は、今年度となる。2年目以上に何かをしようと心がけている。 

今年も、6月に通学合宿をした。青年隊・中学生が手伝いに来てくれた。昨年はこちらで企画・準備

をしたが、今年はほとんど、青年隊・中学生で行動してくれた。今年は、青年隊のメンバーが先生

となり、かんたんな実験もした。スタッフの成長の場でもあったようだ。小学生は青年隊のメンバ

ーと親しくなり、好きな人がいるか等、立ち入った質問もしていた。その風景をみていた大人も、

うちの子どもも青年隊に入れたいと言ってくださった。周囲の人に認められたようでほっとしてい



る。 

初対面の私にも自然に声をかけてくれた。小学生にも地域の活動をわかってほしいと思っている。

中学生のスタッフは、キャンプファイヤー等をどう運営するか、作戦会議を行い、中学生が考えた

レク優勝グループには、中学生が考え作成した文集、「中学生のありがたい言葉集」を渡すようにし

ているようだ。 

 

中学生感想 

「作戦会議の時はうまくできると思ったが、なかなか。小学生の感想をみると、楽しかったと書

かれてあった。嬉しかった。みんなのおかげで自信をもってできた。今後も、地域の活動をしてい

きたい。」参通学合宿に参加して、成長が感じられる。中学生が、小学生に締めのあいさつをした。

小学生が慎重な顔で聞く。大人は、中学生も大人になったなと感じる。大人から中学生に、中学生

から小学生に受け継がれた瞬間だと思った。 

小学生の感想 

小６の子「来年はスタッフとして参加したい」。これからの中川地区をひっぱっていってほしい。 

中川地区のキャッチコピーは「世代越え よいとこ受け継ぐ 中川の里」 

成人後には、中川青年隊として盛り上げ、さらに、婦人会、壮年会とつないでいって、老人クラブ

では地域を見守り知恵をつないでいってほしい。今まで育ててくれた地域に恩返しをする。郷土愛

をはぐくみ、豊かな地域ができればと考えている。 

 地域の人たちは必要とされることで光り輝く。そうすると地域の在り方も変わってくる。子ども

たちには役割を与え、自信を持たせる。協力してもらったら、具体的に感謝の気持ちを伝える。い

ろんな世代を超えることで、成長できると信じている。 

 

Q：事業はどのようにして決めるのか。 

A：既存の事業に足し算をする。ある程度、必要なものを大切にしながら、コラボ、 

リノベーションをしていく。地域の入り口が少ない。デビューするための入り口を 

増やして公民館に親しんでもらおうと思っている。 

地域青年対象イベントとして、隣接の３館で青年イベントを行っている。 

そうすることで、範囲を広げ、人を集めることができる。クッキングサークルやかるた大会、

終わったらレクリエーションとしてドッジビー大会等、多田・中川・石城公民館共催として行

っている。 

平成２６年には、食材ドラフトとして段ボールオープンでピザを食した。オータムトレッキン

グは雨のため中止となったが、かるた大会へ変更した。 

今後は、ピザ窯を核とした教育活動、薪からの学習、山への理解、窯の学習、調理、人材育成

マイスター養成等などを計画している。 

この仕事をするまで、地域の入り方もわからなかった。しかし、仕事でいろんな人とかかわる

うちに、温かい気持ちに触れ、心地よくなった。地域の人に必要とされていると感じることが

できた。恩返ししていきたい。 

Q：若い人たちは、地元で働いているのか 



A：社会人、地元の人。職員を使って声をかけている。今後はチラシやホームページをみてくる人 

を増やしたい。フェイスブックやツイッターでも。 

Q：どのように募集したか詳しく。中学生は何人くらい 

A：参加者は、小学校が一緒だった人とか、口コミでお願いしている。中学生は、文章を中学にも 

っていくが、前の年に通学合宿を経験して卒業した中１生が１０人協力してくれた。今年も同じ 

くらい。なぜ来てくれるのか不思議な感じ。 

Q：３年間で、恋が実った人はいるのか、今回、学校の教員がでてこなかったが、かかわりがあれ 

ば。スーパーマンのような公民館主事がいなくなっても、活動できる、自立支援をどう考えてい 

るか。 

A：青年隊での恋愛（婚活）そのようなケースはできていない。現在、１１名。男６、女５。 

学校とのかかわりは、特にない。（中学生）小学生は通学合宿があるくらい。中学生のことを評価

してほしいと学校には要請している。 

会計も公民館の金庫にいれるだけ、なくなったらどうするか悩んだが、公民館主事を離れたら、

自分も青年隊に入って活動する。公民館ではないところからアプローチしたい。 

 

学コミ事務局より 

全部の事業のターゲットを把握してどう切り込んでいくか、久米地区でも通学合宿を行っている

が、参加者動員は学校へお願いしている。そうすると先生が公民館にくる。個人から組織としての

ネットワークしていくことで学校と公民館がドッキングし、継続していくことに繋がるのではない

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例２ 公民館 GPで取り組んだ実践 

    ～木製クラフトの開発を通じた地域コミュニティの再生～ 

 

 



    遊子川公民館 中川 圭介 

 

 

 

 

 

 

文部省の事業、当初 3年間の予定で計画を立てた。本来は今年度最終となるはずであったが、中

止となってしまった。 

遊子川地域は、松山から 1時間半。山の中。標高１キロの標高差があり、自然の対応には飛んで

いる。自然豊かなところ。遊子谷の紅葉はとてもきれいである。雪もたくさん降る。地域人口年々

減少し、農林業は衰退、少子高齢化、福祉、医療、防災などたいへんである。人口 348名、55.5％

の高齢化。平成 20年ころから地域活性化を目的に学習会を開く。22年 8月遊子もり上げ隊発足。全

住民が会員となり、全世帯から年間 1000円集めて事業を開始、遊子もり上げ隊の活動は 23年度か

ら始める。 

地域の 30％が山林、林家の人がほとんど。過疎化により増える放置間伐材、放置竹林、利用して

価値を再認識しようという取組を開始した。 

２４年度、保育所跡を木工所として拠点にする。まずは、制作部門として木工教室を開催する。

木工文化の普及、経済活性化を目標にして、公民館等を中心とした社会教育支援プログラムに着手

する。 

 中心メンバーは、遊子川もり上げ隊・公民館・集落応援隊（地域おこし協力隊） 

 豊富にある森林資源を有効活用することを目的として、地域へ木工文化の導入を進めた。木工に

よる仲間づくり 木工教室 先進地の視察 イベント等ロゴマークもつくった。ちらしをつくって

仲間を募ったところ初回 18名参加。毎回、テーマをみつけて充実させている。最初は、勾玉・ポス

ト等の基礎的なものを学ぶ。さらには、ござを作る、木でドーム、橋づくり等を作成した。 

ものづくりを身近なものとして知ってもらうための学習会では、塗料の学習や、ろくろをつかって

木皿作り、かふん（楽器）作り等をした。また、愛媛県の生涯学習夢まつりにも参加した。先進視

察では、北海道、木工に従事している人の育成等を見学、森林公園の有効活用を目的としたデザイ

ン等も学習した。また、森林活性化の学習会を、愛媛大学社会連携支援部の先生をお呼びして行っ

た。活動成果は、行政の職員の前でも作品集等、発表した。 

26年度、公民館 GPの補助金が無くなったが、この取組について変更なし、活動を続けている。学

習を継続していかなくてはいけない。今までは、公民館の一講座としていたが、木工組織ユスモク

クラブを設立、会員 37名に増えた。木工講座、イベント、製品開発等、図面をみながらがんばった。

出来上がった作品は展示会を開催した。10月、中間発表として、岡山へ行って発表した。多くの住

民を巻き込む算段として、地域全体を展示場とみたてて活動をアピールした。定常的な技術者・設

備管理者の確保については、技術力を習得したメンバーにお願いする。日常生活の中に木工そのも

のを楽しんでほしいと、イベントを開催した。それぞれの趣味や生活上の用途に応じた制作活動に

取り組んでいる。さらには、大学をはじめ商工会議所等、いろいろなところと連携している。 

 



得られた成果は、ユスモククラブの設立、木工への知識及び技術向上、生産体制の整備 

原材料、林業会社、製材所と連携、安価で提供できるようになった。 

得られていない成果としては、製品化には予想以上の労力を要する。制作に携わる機会や労力等

のこと。 

今後は、技術力を上げていく必要性がある。生産教育分野への充実を図りたい。 

当面は SMS等活用して、生産者が作った思い等を伝えながら気に入った人に購入してもらうように

する、家庭に木工製品をおいてもらう。 

 

「食堂ゆすかわ」制作映画作りの話 

2年ほど前、地域 PRをしようということで映画作りをした。上映にあたって、予告編も作成した。

遊子川はトマトの産地だけれど、生産についても落ち込んでいる。23年 9月、特産品開発班を設置

20名参加。試行錯誤を重ねながら試作品をつくる。26年 4月、「食堂ゆすかわ」オープン。25年度、

「36回中四国地区公民館研究集会」で、映画監督末広さんの講演を聞いて、トマトを使った特産品

開発需要拡大をはかるため、地域 PR映像制作をしようと思い立つ。 

愛媛を舞台にした自主映画の会、松山で活動されている森幸一郎監督にお願いした。PR は実行委

員会、選び方は、この人なら大丈夫だろうと思われる人。約 2か月で撮り終えた。地元の住民 62名、

撮影作業の協力者 100 名以上。撮影スタッフは全員松山から来ていただいた。最初の上映会は公民

館で。200名以上参加してくれた。「食堂ゆすかわ」は公民館の前で農家の人が営業している。 

食堂ゆすかわ 上映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総評 讃岐• 幸治 

いい発表を聞かせていただいた。公民館は地域づくりと人づくり、地域課題として、スクラム組

んでどうやっていくか。課題解決だけならイベント業者に頼んでもいいかもしれない。人づくりは、
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自信も足してどうつなげていくか。つくることとつながり、自信、ほこりをもってまたひっくりか

えして、うまく作っている。 

「食堂ゆすかわ」はよくできているが、脚本もカメラも全部地域の人がしたほうがいい。ただ、

悪役の俳優だけは、他から呼んだほうがよい。押し売りの業者が地域に入ってたいへんなことにな

る。シナリオも地域のみんなで考える。それが、次への段階、地域の人がどうかかわっていくか、

そうなればすごい。 

今までの財産をうまく使っている。何か、「ぴりっと」したエッセンスを一つプラスするとまた、

ガラッと変わっていくと思う。 

 

学コミ事務局より 

公民館が地域の産業振興に取り組んでいる。公民館の設立当初は、公民館事業の１つに産業振興

も含まれていたが、いつの間にか消えてしまった。他の地域でも、そこの地域でしか出来ないもの

を見出して、地域の活性化を目指してほしい。 

 

Q：いろんなイベントをこつこつされていたよう。参加者の 18名から増えたようだが、活動の PR が

成果を出したということか。 

A：参加者のほとんどは、農家。秋の稲刈りが終わってからの 

  活動となる。頻繁に木工教室を開催しているわけではないが、工夫をしている。 

Q：主な関係団体は。また、住民から 1,000円集めるのに、行政的には問題がなかったのか。 

A：「ゆすかわもりあげ隊」地域が自主的に立ち上げた。お金の管理に関しては、公民館がしている

が、普段の勤務としてやっていいよということなので。 

Q：香川県だと助成金をいただいてしているが… 

A：遊子川の場合も、国の事業を取り入れて補助金をもらった。 

Q：映画の交渉はどのようにして。 

A：地域住民の方々と相談した。 

Q：撮影はプロの方がしたのか。 

A：プロの方。主役の人たちも半プロの方。脚本は素案を監督へ渡し、出来上がったものを実行委員

会が再度検討した。 

この取り組みで、地域がまとまったように感じる。 

Q：第 2弾の制作など、今後の予定をご教示願いたい。 

A：「遊子川もりあげ隊」では、映画製作（2作目）への機運が高まってきており、現段階においては

作品のキーワードを「都市部との交流」とするとともに、その制作を 

  〝県内高校生″（放送部員 3団体 21名と想定）と協働して実現できればと考えている 
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学びのコミュニティ研究会 ⑮ 

平成 27年 10月 24日 14：00～ 

DE・あ・い・21（愛媛県愛南町） 

 

 

開会挨拶    中尾 茂樹 

少ない人数で和気あいあいとすすめていきたい。 

 

 

 

基調講演 

「子どもが地域でかがやくこと」    讃岐 幸治 

地元で生産されたものを地元で消費することを地産地消という。教育も「地産地消」へ向かう。

日曜など、農家の方々が市を開いて、自分が作ったものを売っている。消費者が消費者に売る。「お

すそ分け」である。「知」についても同じ。今までは、出し方を知らず、「知」の便秘状態だった。

どのように「おすそ分け」するかが重要である。どのように売りだしていくか、上手くいくと「す

てたもんじゃない」と思える。地域に対する愛情がないとできない。 

打って出るものがないと、自信がなくなってしまう。自分の所属しているところで褒められると

のってくる。地域の歴史や文化をどのように子どもに伝えていくかが大切。愛南町は高知県との県

境であるが、発想を変えると、県と県との真ん中にあるということである。自分の充足価値、能力

を発揮できる場所があれは輝く。一人一人をどのようにスターにしていくか。他者と比べることな

く、「私はこのようなものをもっている」という気持ちを根付かせていく。他と比べるということで

はだめ、地域の特色を生かし、地域の誇りをどう培っていくか。それには、公民館等で、「お前はこ

れがすごい」と一人ひとりを達人にしていけばいい。「オンリーワンつくり」である。 

 

滋賀県へ行ったときの飲み会でのこと。とある先生に教えられた。「おまえすごか」と褒めてくれ

る。「すごか」と言っておいてからすごいところを考えていた。人間は、認められたいと思っている。

それが伸びるということである。行政は、「意欲をもって取り組め」というが、これは逆である。頑

張ってみて成果がでると、意欲が出てくる。何回やってもできなかったら、意欲が出ない。業績価

値というが高めていくためには必要。充足価値とは、地域で「ただそこにいるだけで勇気がわいて

くる、ほっとする」安心できる集団をどう作るか。一人一人が違うということが前提である。 

旅人が、韓国のある集落を訪ねたところ、なぜか村人の腕が曲がっているため、食事をしようと

しても落ちる。したがって、みんなやせ細っていた。旅人が次の集落を訪れたところ、村人はふく

よかであった。しかし、前出の集落と同様、腕が曲がっている。なんでふくよかなのか。食事のと

きは、曲がった腕を生かして、お互いに食べさせていた。お互いに助け合っている、相互扶助の関

係である。 

昔は、カラオケでも、なんとなく手拍子をして同じ空間を共有していた。いまは違う。みんな違

 



 

うが、おでんのように、ごった煮にしてぐらぐらさせると、筋肉は筋肉以上の味が、大根は大根以

上の味が出る。 

祭りなど、特にそうである。あの人は～がうまいから頼むとか、みんなが違うからこそ大きなも

のができる。あの人と私は違うからやりにくいという考え方の発想を変える。 

「世界に一つだけの花」の歌詞、「ナンバーワンではなくオンリーワン」一つずつ言葉を並べてい

って歌詞をつくるが、重ね積み重ねると大きなものができる。「わたしも捨てたものではない」と輝

く。同じものではなく違うものを前提で考える。『ヤマアラシのジレンマ』という言葉がある。ヤマ

アラシがおしくらまんじゅうをすると痛い。それで、針が当たらないようほどよい関係を保つ。ま

たは、ミカンは皮が厚いのでなかなか寄り付けないが、剥くとずるずるとなる。最初は壁が厚いが

入ってしまうとずるずるとなってしまう。リンゴは、すぐ食べられるけれど、芯は食べられない。 

携帯メールなど、常に見えてないといけない。他者と同質であることが圧力になってくる。度を

過ぎると、なんでもかんでも一緒でないといけなくなる。たいへん窮屈な世界である。あの人は嫌

だということになると、攻められる。 

 

人間は、自分が必要とされたときに輝く。貢献価値。お前がいるから助かったと思えること。手

伝ってくれというと、子どもはニコニコする。いつも遊びまわっている子どもに、「次の授業で使う

けん理科室にいって模型をもって来てくれ。」と頼むと、その授業中はおとなしくしている。その授

業で「自分」が役に立っていると思うこと。これが大事。 

今の大人は頼みきれない。来てくれないと困る、出番をみんな待っている、そのようなときに場

所を与えていない。舞台を作ってのせない。子どもは自分の出番がないと面白くない。 

必要な出番をどうつくるか。今は、一人でなんでもできるので、つい、無視してしまう。この研修

会でも、みんながしゃべってくれればいいと思う。でないとすぐ忘れる。 

コミュニティスクールの目的は、学校を中心に地域の人にどんどん出番をつくること。充足価値 

とは生きようとする熱気、生命力、いつもフォローアップしていかないといけない。生き抜く力。

そのような世界を少し手前でもっていく。姉妹がいる。妹は姉があのぐらいのことができるのなら

わたしもできると思う。上の子は下の子にとってちょっとがんばったら手の届く存在、それが大事。

また、「楽しい」ということと、「楽する」こととは違う。楽しいことには苦労がある。楽しいけれ

ど、充実感がないというのではつまらない。   

 

大人が輝いているときは、子どもも輝く。大人が夢中になって一生懸命やっていると、いつの日

かは、自分もそうなりたいと思う。今は、目に見える対象がなくなっている。大人が輝やかなくて

はいけない。欲望が欲望を欲する。熱気をもってやっとるかどうか。その上に誠意、創意があるの

である。愛南町は、地理的な位置はよくないが、「なんとかせんといかん」という危機意識がある。

それは、地域で子どもを育てる基本。基本は、充足価値・業績価値・貢献価値、和合価値である。 

 

 

 

 



 

実践紹介シンポジウム 

「愛南町オリジナルぎょしょく教育の実践」 

～地元産業と教育活動の融合により地域振興へ～ 

            愛南町水産課 兵頭課長補佐 

家串地区出身 

ぎょしょく教育について話をする。11 月 3 日は地方祭、出し物が多い。1 か月前から祭りの準備

をしている。集落は 10組に分かれてお宮当番をする。お宮当番とは秋祭りの手伝いである。  

愛南町全体で人口が減ってきている。地域をどのように支えていくかと、始まったのがぎょしょ

く教育である。大漁旗は、講義に行った学校にプレゼント、最近は、魚の絵や 

人魚の絵を描いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛南町の特産品をモチーフにぎょしょく普及戦隊「愛南ぎょレンジャー」をつくった。小学生が

考え、南宇和高等学校の美術部の協力を得てデザイン化し、水産物の PR等のためにも活躍してくれ

ている。愛南ぎょレンジャーは 7人体制。実物として愛南町の小学 5、6年生がコスプレして、イベ

ントの中でクイズ担当をしたりしてがんばっている。 

愛南町は、忘れ去られてしまうような地域。合併当時は 29,400 人だった人口が、現在は 23,262

人、南宇和高等学校の生徒が卒業するとさらに減る。町の活性化を望みたい。水産業は愛媛の基幹

産業である。全国の 20％～30％が愛南町で養殖されている。 

25年度水揚げ 14,400ｔ、今年はここまで多くない。魚類、真珠、貝類、海藻類、の養殖などがあ

る。真鯛については全国第２位。水産省でも愛南町の名前が知れている。また、5年生の教科書でも

愛南町の漁業のことが取り上げられている。 

現在、200 億円ほどの売り上げ。売り出しているのは、「愛南びやびやかつお」のブランド化であ

る。びやびやとは、釣った時に竿がゆれることをイメージしてつくった。最高鮮度の刺身となる。 

また、平成 20 年、愛媛大学と連携して、南予水産研究センターができた。5 年後、廃校となった

西浦小学校を 1億 8000万ほど出して新しいセンターを開設した。•町が管理して「うみらいく愛南」

という名称をつけた。必要経費は、町が立て替えて、後で大学から出してもらうようにしている。 

スマ‥マグロ代替食材。低温で養殖ができるのは愛南町のみ。おなかにてんてんがある。ほしが

つおとも言う。大変美味しい、南方系の魚。養殖でしか味合うことができないのがスマ料理である。

魚食をやりはじめたきっかけは、町の水産物を売り込む場所で、バイヤーに言われたこと、「知名度

  



 

が低いので商品を買う理由がない」「地元でどんな風に美味しく食べられているか」と聞かれたこと

から始まった。 

そこで、地元理解と購買を図るため、愛南町魚食普及推進協議会を設立、調理実習＋会食を繰り

返し、学校給食での利用促進に努めた。しかし、ただ食べるだけでは理解が深まらないので、「ぎょ

しょく教育」という言葉遊び的なものをつくり、まずは愛南町からと、長月小学校から「きょしょ

く教育」を始めた。魚に触ったり、漁場（職場）に見学に行ったり、調理実習したりと、ニーズに

応じた授業体制にした。 

第 2 ステージとして、義務魚食。年に１回はどこかの小学校ですることにした。久良小学校児童

は養殖場を見学し、城辺小学校児童は鯛の養殖を見学した。家串小学校ではひじきの収穫体験、地

元の保育園、長崎保育所では生きたたこを持ち込んで園児に触れさせた後、中学校の生徒が調理を

して一緒に食べたりした。 

ぎょしょく教育は達成できているのか。効果はやればやるだけでる。今年で 11 年目を迎えるが、

成果と効果、目標が少しずつ変わっていっている。 

例えば、カツオの解体ショーの依頼があるが、臭い。それだけで、嫌がる子どもも多かった。そ

こで、カツオ解体くんという模型を使うことにした。カツオは表面的なところではオスかメスかわ

からない。魚にも内臓がある。模型で説明をしてから、本物の解体をする。そうすると、真剣に見

てくれる。胃袋解体すると、いわしがたくさん入っている。命がつながっていることを子どもたち

に伝えている。第一ステージはクリアしていると思う。 

東京都の水産課が同じ事業を展開していたので、電話をして交流することになった。東京都と連

携して、東京都の 30の小学校で魚食の出前授業をさせていただいた。学校給食用の水産加工物が東

京へ行き、今年の給食の食材だけで 3,000 万の利益があった。また、関東地区で鯛めしをつくり好

評だった。 

さらに、家串小学校がアワビの養殖をしていたとき、地元のレストランに子どもたちがアイデア

を出して、愛南のアワビとろろ丼、鯛を使ったタイレッ丼ができた。現在も、愛南の料理店で食べ

ることができる。 

第 3 ステージは、具体的に誰になぜしなくてはいけないかという課題に応えるべく、南宇和高等

学校で講座を開いた。人材育成講座の開催である。水産人材育成事業として、南宇和高校生徒に赤

潮と養殖業の講義をする。地元の人材を引き出して活躍してもらう。それが地域に入っていく環境

を作る。水産業の人材育成、後継者育成につながればいいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

Q:17年からぎょしょく教育といわれるが、だいたいどのくらいでここまでできたのか。 

A:平成 21年が第 2ステージ。最初の時から少しずつ変わってきている。学校の考え方と合わせるよ

  



 

うにしている。事前にアンケートをとってなにをしたいか聞いて対応している。10 月は 5 年生対象

に漁業の授業をしている。 

Q:東京でも展開されているとのこと、愛媛県内では。 

A:声が掛かればどこでも行く。魚代と旅費をいただければ。来週は赤間小学校から子どもたちが来

ることになっている。家庭科技術の研修会などにも呼ばれる。社会科の授業でやれるのでイベント

的ではない。愛南町の子どもたちのように、沖にいって実感してもらうのが本当は良い。 

Q:東北とはつながりがあるのか。 

Ａ:2011年、夏ごろ、なにかできないものかと、福島の人に鯛めしを作り、むこうの給食会と連携し

た。福島の栄養士さんにも愛南町にきてもらった。（今年は、郷土の生んだ俳人、夏井いつきさんと

一緒に東北へ行った。） 

魚レンジャーの悪者として、たいふーん、ごみえもん、アカシオン等もいる。 

河内晩柑は愛南町日本１である。今、愛南の養殖あまごを海に放して大きくして、ピンクサーモン

にして売り出している。 

Q:ぎょレンジャーはだれがデザインするか。 

A:子どもの書いた絵を南宇和高校の美術部へ、さらにプロにお願いした。高校生、地域貢献してい

ますよということで。 

Q:お母さんの魚食教育はしているか。 

A:保育所の保護者会で調理実習等をしている。毎月後方で、簡単レシピを紹介したりしている。香

川大学の先生等を呼んで講習会もする。子どもたちにはできることをしてもらう。おかあさんは、

子どもの向こう側でかかわってもらう。 

Q:地域の人たちとのかかわりは（水産課としては）。 

A:公民館事業等で、子育て世代の人等を対象にする場合もある。ウミライク愛南で開催している。

漁協の婦人部とかが指導者になって、いろんなメニューを調理実習している。 

Q:魚代とかの費用はどうしているのか。 

A:すべて町が支援している。東京の場合は、営業として漁協が支払う。 

Q:松山でお願いしたい場合は。 

A:魚代と、旅費をお願いしたい。 

Q*最初に出会った子どもたちの中で、地域にかえってこの仕事に就こうという子がいるか。 

A:地元に帰った子はいないが、愛媛大学の子が愛南に来てくれた。後継者をつくらなくていはいけ

ない。仕事がないから帰って来れないということではなく、自分でその仕事をつくることを目的と

して帰ってほしい。 

来年、八幡浜地区でぎょ食教育の取組がある。普及がメインである。進めていったほうがいいと

思った。学校に来るのは、漁協の人だったと思う。機会があれば市役所などとも連携してやりたい。

ぎょ食の入り口は、教育委員会と学校である。 

学校ニーズと地元がやることがマッチングさせると大丈夫。学校の授業にすっぽりはいることが

できれば、学校としては助かる。東京の学校では、愛南の方法をパッケージングしてくれている。

どんどん広がっている。子どもたちも海へ行ってそのすばらしさを体験するとまた、次につながる。

学校の先生は知らなくてもいい。漁業関係者は聞かれることもまた嬉しいはずである。 



 

漁協等の人たちは、もらったことがないので、学校からの子どもたちのお礼の手紙がとても嬉し

いらしい。 

 

総括       堺 雅子 

地元の魚の普及から出発して、これだけ多くの「しょく」があるので驚いた。その広がりも素晴

らしい。これだけの成果発表をここだけで終わるのはもったいない。東予や松山で、取組をやって

いないところで発表していただきたい。どのようにマネージメントしていくか、それが、私たちの

課題である。 

 
 

 
 

 


