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坂本町で復興支援を行う消防団員

【写真提供：東陽支所さま】

北海道から宮崎まで８都道府県の会員が参加したオンライン設立総会

黄綬褒章を受章した黒木さよ子氏

(株)ぎろ竹山実李社長の発声で乾杯

【写真提供：泉支所さま】

熊日は中学生を全力応援中

オンラインで北海道から宮崎まで繋ぐ
「若者の人材育成と関係人口を考える学会」設立総会

８月８日から１０日までの３日間、７月

の豪雨により甚大な被害を受けた坂

本町で、八代市消防団が被災家屋の

土砂撤去や家財道具の搬出作業な

ど、ボランティア活動を実施した。

東陽方面隊からも３日間で延べ４０

人の参加協力があり、連日の猛暑の

中、大粒の汗をかきながら作業に取り

組んだ。

８月２３日、氷川町まちづくり情報銀

行において、「若者の人材育成と関

係人口を考える学会」の設立総会を

オンラインで行い、会長に井上芳恵

氏（龍谷大学）を選任した。地域にお

ける大学等との連携に伴う若者の人

材育成と、関係人口についての研

究・実践を促進するのが目的。

同学会には、宮原好きネットの大学

関係者１０人のほか、㈱氷川のぎろっ

ちょの小中高生など１４都道府県から

４５人が入会。今後３年間、若者の人

材育成部会と関係人口部会を中心

に活動し、フォーラムの開催や図書

令和２年春の褒章において、泉町

の黒木さよ子氏が、黄綬褒章を授章

した。黄綬褒章は、行政相談や郵政

事業等の６分野において功績顕著な

人に授与される栄典で、黒木氏は郵

便集配受託者として業務に精励した

として授章。

褒章伝達式及び毎年５月に皇居で

行われている授章者の天皇陛下拝

謁は、新型コロナウイルス感染拡大

で中止となり、勤務先の五家荘郵便

局で伝達された。

黒木氏は、平成４年４月から郵便局

より委託された郵便集配受託者とし

て、仁田尾地区の一部と樅木地区の

約５０世帯に郵便の集配を担当。嫁

ぎ先の祖父の代から三代にわたり、こ

の業務を請け負い、日々の集配を

行っている。

黒木氏は、「今後も受けた仕事を

きっちりと行い、地域住民の皆様のお

役に立てるよう頑張っていきたい」と

話していた。「第４６回東陽しょうが祭」 中止

１０月２４・２５日に開催を予定してい

た「第４６回東陽しょうが祭」は、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止の観点か

ら、品評会・イベント共に中止すること

に決定いたしました。【東陽支所】

中１・２・３クラブ

と進学ナビをお届

けします。ご希望

の方は、熊日宮原

販売センターへお

申込み下さい。

Tel62-3868

念願の訪問
氷川町！
三浦哲司氏

（名古屋市立大学大学院准教授）

私が氷川町の存在を初めて知った

のは、恩師・今川晃先生（元・同志社

大学教授）の授業を通してでした。ま

ちづくり情報銀行のお話の中で、行政

と住民が一緒になってまちを考え、行

動している様子を、今川先生は嬉しそ

うに教壇で語っていました。

今回、「若者の人材育成と関係人口

を考える学会」の設立式に参加するた

めに、１５年越しで、ようやく氷川町を

訪れる機会に恵まれました。町内各所

を案内してもらい、住民参加で作った

公園、立神峡に代表される自然、水が

澄んだギロッチョ池など、氷川町の地

域資源を数多く見学することができま

した。

同時に、設立式では、参加していた

子ども記者クラブや㈱氷川のぎろっ

ちょのみなさんの姿勢がとても印象的

でした。一人ひとりが元気よくあいさつ

し、大人のお話から何か学び取ろうと

熱心に耳を傾ける姿に共感しました。

昨今、「関係人口」という概念に注目

が集まっています。さまざまな捉え方

がありますが、私は「何らかのかたちで

地域に関わってくれる人口」と理解し

ています。おそらく幼少期にまちのこと

を考え、何か実践した経験が、関係人

口になるかどうかを大きく左右するよう

に感じています。

氷川町の将来を見据え、今から関係

人口づくりに取り組む活動に、私も末

永く協力ができればと思っています。

黒木さよ子氏が黄綬褒章
五家荘で郵政事業に貢献

２０年目の
お付き合い
井上芳恵氏

（龍谷大学准教授）

最初に宮原を訪問したのが2001年

の夏だったので、早２０年近くが経っ

てしまいました。これまでに多くの学

生たちがインターン等でお世話にな

り、引き続きご縁をいただいているこ

とに感謝しています。

今年は大変残念ながらコロナ禍で

大学生をはじめ、町外から氷川町を

訪問することがかないません。しかし、

オンライン会議が普及し、これまで氷

川町に関わってきた関係人口の距離

を、一気に縮めることができるチャン

スだととらえています。

人材育成や関係人口というキー

ワードで、氷川町内外で議論を盛り

上げていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

の出版等も予定している。

設立総会後は、会場の１４人とオン

ライン参加者の懇親会を実施。小中

高生たちは、パソコンに向かって自己

紹介や活動状況を話しながら交流を

深めていた。

【学会の主な役員】

会長：井上芳恵（龍谷大学）

副会長：桑畑夏生（宮崎大学）

副会長：久 保友美 （きょうとnpoセン

ター）、若者の人材育成部会長兼任

副会長：三浦哲司（名古屋市立大学

大学院）、関係人口部会長兼任

監事：神名部耕二（小田原市役所）

【宮原好きネット支配人：岩本剛】

坂本町で復興支援
消防団東陽方面隊

いわっちょの面白写真
～大根おろしの達人～

ユーチューブで料理を見ていて、偶然

見つけてしまった超絶メニュー。大根お

ろしで形を作り、醤油をたらすと可愛い

犬に変身！一方、そばと大根おろしでト

トロができてしまうなんて！！これは、食

べるのがもったいないですよね(笑)



講演を行う鈴嶋克太さん

　

ファーストペンギンになる⑱
先輩を招いて、子ども記者学習会

㈱氷川のぎろっちょは、耕作放棄地の解消と人財育成事業に取り組んでいますが、本年

１１月より「探究to表現力コース」をスタートします。これは大学入試で問われる力（＝社会

人に求められる力）を育成するもので、宮原好きネットの協力を得て実施するものです。

8/22の講演＠子ども記者学習会の

参加者からの質問について、回答い

たします。

◆勉強をしなくていい？

・「小中学生は勉強をあまり前向きに

しなくていいと鈴島さんはおっしゃって

いましたが、私はそれではだめだと思

いました」

・「中学生まで全然勉強をせずに九州

学院、東京大学に行ったということに、

驚きました」

講演会で誤解を与えてしまったかも

しれないので、「勉強」という言葉につ

いて、改めて記しておく。

私だって、中学時代は真面目に勉

強する生徒だった。授業中はしっかり

聞き、ノートはきれいに取り、宿題は

ちゃんとしていた。要は、クラスに何人

かはいる「真面目キャラ」の一人だっ

たのだ。私が講演で言いたかったの

は、「入試で点数を取るための勉強は、

高校生になるまでやらなくてよい」とい

うことだ。入試というものは、基本的に、

教科書の要点や出題の傾向を理解し、

忠実に努力すれば事足りるからだ。

今の日本の大学入試制度では、多

くの大学において、筆記試験の点数

が非常に重視される。もし入試におい

て、皆が自由に解答しただけで点数

がもらえてしまうなら、大学側は受験

生の合否を判定しようがない。
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【人生のまくら話⑯～鈴嶋克太】
人生レッスンその１

〜「受験勉強」と「本質的な勉強」〜

そうならないように、筆記試験には通

常、絶対的な「答え」があり、「模範解

法」や「出題の型」というものが出てくる

のだ。入試問題という「型」の中で、高

い点数を取った人が合格する。これが、

受験勉強だ。

逆に言えば、それさえできてしまえ

ば、入試の点数は簡単に取れる。教

科書をしっかり理解し、よく出る問題・

解法を反復練習して身に付ける。この

地道な努力を続けた高校生であれば、

誰だって第一志望に受かる。

現在の入試制度の弊害を指摘する

人は、この点を問題視する。「型には

まった、独創性のない若者ばかり育っ

てしまう」と。

◆本質的な勉強

まとめると、私が「勉強は高校生に

なってからでいい」と言ったのは、「受

験勉強」に限った話である。本や新聞

を読み、時事問題を自分の頭で考え、

言語化する。こういった、「本質的な勉

強」は、小中高と一貫してやり続ける

べきだし、実際大人になってからも続

くのである。

どんなに受験勉強ができても、本質

的な勉強ができなければ、受験が終

わった後に成長が止まってしまうだろ

う。

８月２２日、氷川町まちづくり情報銀

行において、子ども記者クラブ学習会

を開催し、２市２町から１４人が参加し

た。コロナ禍の影響で３月の入学式ほ

か各種事業を中止していたため、学

習会が今年度初の事業となった。

講師は、ミニコミ紙の「人生のまくら

話」を寄稿している子記者OBの鈴嶋

克太さん（東京大）。「未来を想像して、

今を豊かに生きよう！」をテーマに、

子ども時代の話から、アメリカ留学や

フィリピンでのインターンシップを踏ま

え、目標設定や逆算して日々の行動

を考える必要性について話した。

寺岡拓海くん（八代中３）は、「目標

を低く設定する人はがむしゃらに頑

張ることができないという言葉に対し、

今後は、今までよりどんなことにも少し

でも高い目標を設定することを意識し、

頑張れるようになりたい」と話していた。

【探究to表現力コース説明会】
・日時：１０月１７日（土）19:30～20:30

・場所：まちづくり情報銀行２F

・内容：コースの概要、大学入試改革

・申込先：岩本090-3197-7908

go-iwamoto@grape.plala.or.jp

【コースの講師・サポーター】
◆主任講師

岩本 剛：まちの課題解決・探究コース主宰、

宮原好きネット支配人、東洋大学国際学部

非常勤講師

担当授業：読解力、作文、フィールド調査、

グループ討論、プレゼン、オンライン学習会

3回/月、オフライン学習会1回/月

◆専任講師

①西 泰弘：教育研究家、元文部科学省中

央教育審議会専門部会委員、元県教育セ

ンター・元県教委高校教育課指導主事

担当授業：探究学習、小論文、面接、進路

②前田美紀：エフエムやつしろパーソナリ

ティ

担当授業：表現力、スピーチ、時事

◆特別講師

①吉田道郎：㈱梵まちつくり研究所代表取

締役社長、総務省地域力創造アドバイザー、

一級建築士、技術士（都市及び地方計画）

②三浦哲司：名古屋市立大学大学院人間

文化研究科准教授、政治学、行政学、地方

自治論

③井上芳恵：龍谷大学政策学部准教授、

地域居住学、都市計画学、中心市街地

※テーマや参加者の関心事により、随時、
全国から特別講師を招集します。
◆サポーター

①鈴嶋克太：東京大学文科一類、子ども記

者OB、2017地域づくりインターン

②河井 優：早稲田大学創造理工学部、

2019地域づくりインターン

③竹山実李：熊本高専生物化学システム工

学科、㈱氷川のぎろっちょ代表取締役社長

【２０２１．３までの主なプログラム】
・11月：自己分析、目標設定ほか

・12月：文献及びフィールド調査（全体）

・１月：文献及びフィールド調査（個人）

・２～３月：調査結果に基づくグループ討論、

スピーチ学習会、発表会ほか

★毎週：課題の記事等に関する作文・感想

文の発表と、グループ討論

★２～３ヶ月ごと：講師やサポーター、専門

家らとのオンライン学習会

宮原販売センター子ども記者クラブは、発足から１

０年目を迎え、現在は２町３市の小４生から高３生ま

で６３人が所属。学校や学年を超えた縦や横のつな

がりを大切にしながら、学習会やイベントへの参加

のほか、記事の寄稿を行っています。

クラブの活動は毎年３月からスタートしますが、秋

には小３生の入学式を行っており、今秋も下記のと

おり入会者を募集します。

・日 時：１０月１０日（土）１４時～１６時

・場 所：まちづくり情報銀行２F

・内 容：活動紹介、記者グッズ

配付、おかしの家作り

・費 用：１，０００円

・申込期限：１０月６日（火）

・申込先：熊日宮原販売センター TEL６２－３８６８

E-mail：kuma-miya@rainbow.plala.or.jp

「探究to表現力コース」受講者募集！！
～大学入試改革とAO入試にも対応～

対象者は中２～高１生、来年３月まで無料で実施

◆多様化する大学入試

古くから行われている一般入試は、用意

された問題に対して与えられた時間内に筆

記やマーク式で回答するペーパーテスト。

一方、年々増加しているAO入試は、アド

ミッションズ・オフィス入試の略で自己推薦。

高校からの推薦状によって受験資格が生じ

るのが推薦入試で、この２つの入試による

入学者は約半数におよび、今後、さらに増

加することが見込まれています。（下記グラ

フ参照）

◆入学志望者を多面的に評価

今後の社会ではAI（人工知能）の発達に

より、知識を活用するだけの多くの仕事が

無くなっていくと言われています。それゆえ、

入試の変化は社会の変化を意識した大学、

そして国の政策でもあります。

2020年の大学入試改革では、学力の3要

素について、＜知識・技能＞＜思考力・判

断力・表現力＞＜主体的に多様な人々と

協働して学ぶ態度＞を挙げています。多面

的な評価が必要になり、高校時代にどんな

活動していたのかというところまでチェックさ

れます。

その中身は、面接や小論文、グループ

ディスカッションのほか、社会貢献活動も合

否の判定に影響する場合もあります。

◆一般入試とAO入試の併願に対応

さて、AO入試に対するニーズの高まりか

ら、大手の予備校等も専門のコースをス

タートしていますが、月４回の授業で授業料

が年間60万円を超えるのが一般的です。

さらに、高３からの受験対策では、AO入

試と一般入試を併願するのは難しいため、

本コースでは高３までに必要な力を付ける

プログラムを、１７ケ月以上実施します。

◆フィールドワークと専門家との交流

本コースの特徴として挙げられるのは、書

籍やネット上の情報を基に情報収集や議

論を行うだけでなく、実際にフィールドワー

クも行うこと。さらに、宮原好きネットのネッ

トワーク（大学関係者30人、各種専門家や

社会人100人超）により、実践的な学びがで

きることです。

なお、コースの定員は５・６人で、パソコン

によりオンライン授業を受講できることが条

件となります。ご希望の方は、右記のコース

説明会へ申込みの上、ご参加下さい。

記者クラブでいろんな体験をしよう
～小３生募集＆お菓子の家作り～
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