
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

第１回いわて小規模高校さみっと 
いわての高校だからこそ「できること」「魅力」がいっぱいある 
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令和４年 10 月 13 日（木）10:00～15:00 
大迫交流活性化センター 

主催 大迫高等学校   協力 大迫総合支所（地域支援室） 

報告書 



第１回いわて小規模高校さみっと 実施要項 

 

１ 趣 旨 小規模校に在籍する生徒や県外留学生が交流し、親睦を深めることで、それぞれの地域を支

えていくための資質、能力を育成するとともに、教員、行政担当者等が集い、各々が抱える

課題や県外への情報発信方法について意見交換をし、更なる魅力発信力向上に繋げる。 

 

２ 主 催 岩手県立大迫高等学校 

 

３ 協 力 花巻市大迫総合支所地域振興課地域支援室 

 

４ 期 日 令和４年 10 月 13 日（木） 10:00～15:00 

 

５ 対 象 小規模校並びに県外留学生募集実施校の教員及び生徒、教育関係者 

 

６ 会 場 花巻市大迫交流活性化センター （本館） 

 

７ 参加対象 

（１） 生徒（留学生または生徒会役員等 2 名程度） 

（２） 引率教員（１名） 

（３） 教育関係者等（教育委員会、市町村職員、コーディネーター等）（２名程度） 

 

８ 参加手続き 

別紙申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX またはメールでお申し込み下さい。 

FAX 0198-48-3228（大迫高等学校）伊藤 治子 宛 

Mail： ptf7-itou-haruko@iwate-ed.jp 申込締切： 令和 4 年 9 月 21 日（水）  

※申し込み前にご確認ください。 

①原則として学校参加でおねがいします。教職員（コーディネーター含む）が伴走をお願いし

ます。 

②参加校紹介の原稿（PowerPointA4 サイズ１枚程度）をご提出願います。詳細は後ほど連絡

します。 

③セッション１「学校紹介」は、各校の探究等の取り組みや PR をプレゼンテーション形式

で実施しますのでご準備ください。（５分程度） 

④さみっと内で撮影した写真や動画等は記録や広報活動に使用する旨、ご了承ください。 

⑤昼食は各自でご準備下さい。 

⑥何らかの事情で参加ができなくなった場合は、大迫高等学校までお電話にてご連絡くださ

い。 

 

mailto:ptf7-itou-haruko@iwate-ed.jp


９ 内 容 （タイムテーブル） 

10:00～10:30 オープニング・セレモニー  

開会式／大迫高校生による「早池峰神楽」・「大型紙芝居」披露 

10:30～12:00 セッション１（生徒交流・学校紹介）  

アイスブレイク／各学校紹介プレゼンテーション 

12:00～13:00 昼食・休憩 

13:00～14:00 セッション２（ワークショップ）  

「高校生わくわく井戸端会議」（生徒） 

「おとなのわくわく井戸端会議」（教員、行政担当者） 

14:00～14:40 セッション３（情報共有・振り返り）  

各グループ発表／振り返り 

14:40～15:00 クロージング・セレモニー 

閉会式 

 

10 参加費 無料（旅費等については各校でご負担ください。） 

 

11 新型コロナウイルス感染症防止対策 

（１）参加者は、１週間前からの体調管理及び検温を行ってください。施設利用の関係から、指定の健康 

チェックシートを作成し（別添様式２）、代表者が取りまとめ、当日受付にて提出をお願いします。 

（個人情報に関しては目的以外に使用しないことを申し添えます。） 

（２）当日は受付で検温を実施します。 

 

12 問い合わせ先 大迫高等学校 副校長 

  花巻市大迫町大迫 9－19－1  

TEL 0198-48-3229   FAX 0198-48-3228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参加者名簿】 

 

所属 氏名 セッショングループ 役職等 備考

宮古北高等学校 土岐　政幸 大人①赤 教諭

宮古北高等学校 山口　豪志 ①マスカット 生徒（県内生）

宮古北高等学校 古舘　睦月 ②ナイアガラ 生徒（県内生）

宮古北高等学校 飯塚　日菜 ③ロースラー 生徒（県内生）

住田高等学校 古澤　奏人 大人②ロゼ 教諭

住田町教育委員会 小向　はるか 大人③白 コーディネーター

住田高等学校 迎　由那 ④キャンベル 生徒（県内生）

住田高等学校 菅野　良稀 ①マスカット 生徒（県内生）

大槌高等学校 小林　葉七 ②ナイアガラ 生徒（留学生）

大槌高等学校 矢作　　梨 ③ロースラー 生徒（留学生）

大槌高等学校 栗原　花音 ④キャンベル 生徒（留学生）

大槌高等学校 畠山　　豪 大人①赤 教諭

大槌高等学校 菅野　祐太 大人②ロゼ コーディネーター

大槌町教育委員会 黒澤　直美 大人③白 市町村教育委員会

遠野高等学校 佐藤　千星 ①マスカット 生徒（県内生）

遠野高等学校 運萬　菜央 ②ナイアガラ 生徒（県内生）

遠野高等学校 佐藤　新一 大人①赤 副校長

伊保内高等学校 湯田坂　歩紀 ③ロースラー 生徒（留学生）

伊保内高等学校 野辺地　柊真 ④キャンベル 生徒（県内生）

九戸村役場 関口　麻輝 大人②ロゼ 行政関係者

伊保内高等学校 野里　拓郎 大人③白 副校長

葛巻高等学校 佐々木　均 大人①赤 副校長

葛巻高等学校 吉田　侑芽 ①マスカット 生徒（留学生）

葛巻高等学校 池田　陸哉 ②ナイアガラ 生徒（留学生）

山田高等学校 武藤　道治 大人②ロゼ 教諭

山田高等学校 生駒　一真 ③ロースラー 生徒（県内生）

山田高等学校 芳賀　礼佳 ④キャンベル 生徒（県内生）

岩泉高等学校 佐藤　隆乃介 ①マスカット 生徒（県内生）

岩泉高等学校 内村　優樹 ②ナイアガラ 生徒（県内生）

岩泉高等学校 板屋　信良 大人③白 教諭

大迫高等学校 阿部　浬歩 ②ナイアガラ 生徒（留学生）

大迫高等学校 追木　優輝 ③ロースラー 生徒（留学生）

大迫高等学校 晴山　颯真 ③ロースラー 生徒（県内生）

大迫高等学校 高橋　悠斗 ①マスカット 生徒（県内生）

大迫高等学校 藤原　愛 ④キャンベル 生徒（県内生）

大迫高等学校 三田　正巳 大人①赤 校長

大迫高等学校 伊藤　治子 副校長

大迫高等学校 鈴木　寛太 大人②ロゼ コーディネーター

大迫総合支所 藤原　克典 大人③白 地域支援室地域支援監

大迫総合支所 吉田　真理 地域支援室　主任

花巻市役所 内田　祐貴 大人①赤 地域おこし協力隊

岩手県教育委員会 中田　裕治 大人②ロゼ 主任指導主事

めんこいテレビ

IBC岩手放送

岩手朝日テレビ

岩手日日

岩手日報

第1回　小規模高校さみっと参加者名簿



【オープニング・セレモニー】 10:00～10:30 

大迫高生による「大型紙芝居」・「早池峰神楽大償流大迫高校神楽」披露／開会式 

 

開会式次第  

・開式の言葉（大迫高校 藤原愛） 

・歓迎セレモニー 

大迫高校図書委員会による大型紙芝居「キツネの念仏」 

学芸部神楽班による「早池峰神楽（三番叟）」 

・主催校校長挨拶（大迫高校 校長 三田正巳） 

ワインと神楽の里「大迫」へ、ようこそいらっしゃいました。心より歓迎いたします。今日は、「い

わて小規模高校さみっと」と題して、県外生募集をしている小規模学校を中心にお集まりいただきま

した。小規模校においては少子化の影響で入学生の確保が年々難しくなってきている中、各学校では

その魅力を出す活動に取り組んでいることと思います。しかし、同じ県内でありながら、生徒どうし

の交流の場がありませんでしたので、ぜひ機会を作ろうということで設定しました。 

「できたらいいな」、「こんな事してみたいな」を実現していくためには、どのように準備していく

か、どのような人たちとつながっていくかが大切であると思います。「課題解決力」ももちろん大切

ですが、「課題発見力」はこれからの時代、とても大切な能力とされています。みなさんの発想と行

動が「形」になれば、何かを変えていける「力」となると思います。 

今日は、各校の取り組みについての情報共有やワークショップを通じて、自校の魅力を再確認して

いただき、今後の各校の活動に生かして欲しいと思います。今日の成果は、「いい交流ができた」こ

とではなく、ここで得られたことを持ち帰り、「それぞれの学校がどう変わっていくか」だと思いま

す。一人でも多くの人と交流していただき、充実した時間となるよう期待しています。どうぞよろし

くお願いいたします。 

・主催校生徒代表挨拶（大迫高校留学生 ＊＊＊＊） 

皆さんおはようございます。今日は「小規模高校さみっと」にお集まりいただきありがとうご

ざいます。皆さんに会えるのを楽しみにしていました。今日は皆さんと一緒に高校や地域を魅力

的にするために考え、アイデアを共有したいと思っています。事前アンケートで皆さんの熱意を

感じました。大迫高校の生徒は初めてのファシリテーターで緊張していますが充実した 1 日に

なるようにつとめます。今日は楽しみましょう。 

・参加校紹介 

住田高校、大槌高校、山田高校、宮古北高校、遠野高校、 

葛巻高校、伊保内高校、岩泉高校、大迫高校 

・閉式の言葉（大迫高校 藤原 愛） 

 



★伝統文化の継承活動１「大迫に伝わる昔話の語り」 

（出演者からのコメント） 

私たち図書委員は、図書館ボランティア「たんぽぽの会」のみなさんからご指導を頂き、大迫に伝

わる昔話を大型紙芝居で披露する活動をしています。人前に立つことが苦手な私たちですが、この活

動を通して、たくさんのことを学んでいます。今日のお話では「キンコメロリ」という不思議な言葉

が出てきたと思います。今にはない言葉はたくさんお話の中には出てくるので、そこが面白いと思い

ます。 

 

★伝統文化の継承活動２「大迫高校神楽（三番叟）の演舞」 

 

（出演者からのコメント） 

 郷土芸能は、その土地の文化や生活が色濃く表れるものだと考えています。大償神楽保存会の会長さ

んからは、「神様に捧げるという気持ちで演じなさい」と常に言われています。まだまだ未熟で、今日

の演舞もたくさんの課題がありましたが、観客の皆さんが温かく見守ってくださり、やってよかったと

思いました。次は交流した学校の伝統芸能とコラボしたいです。 



【セッション１】 10:30～12:00 

交流（アイスブレイク）・各学校紹介プレゼンテーション（順番はくじ引き） 

 

★アイスブレイク「大迫高校クイズ」「同じ誕生月の人を探せ！」 

 

（活動内容） 

アイスブレイク 生徒も大人も交流しよう 

大迫高校あるあるクイズを出題、みんなの緊張を和らげました。一例として「校長先生が飛ばしてい

るものは？」というクイズを出しました。答えは「ドローン」。大迫の絶景を絶賛撮影中です。 

「誕生日の月が同じ人を探せ！」を実施しました。最初に、おおはさま留学生のやる気・元気・輝く

優しさ！追木優輝さんと大迫高校イケメン玉子の晴山颯真さんがデモンストレーションを行い、高校

生も大人も入り乱れて仲間を探しました。この時点で、すでに会場は和気藹々とした雰囲気に包まれて

いました。 

★学校紹介プレゼンテーション 

学校紹介の順番はくじ引きで決めていざプレゼンテーションスタート！ 

【住田高校】                  【宮古北高校】 

 
＊＊＊＊さん ＊＊＊＊さん ＊＊＊＊さん ＊＊＊＊さん ＊＊＊＊さん 



【葛巻高校】                  【大槌高校】 

 

 

 

【伊保内高校】                 【岩泉高校】 

 

 

 

 

【大迫高校】                  【山田高校】 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊さん ＊＊＊＊さん ＊＊＊＊さん ＊＊＊さん ＊＊＊＊さん 

＊＊＊＊さん ＊＊＊＊さん  

＊＊＊＊ 副校長 

＊＊＊＊さん ＊＊＊＊さん 

＊＊＊＊さん ＊＊＊＊さん ＊＊＊＊さん 

＊＊＊＊さん ＊＊＊さん 

＊＊＊＊さん ＊＊＊＊さん 



【セッション２】 13:00～14:00 

ワークショップ「高校生わくわく井戸端会議（生徒）」 

 

高校生のグループ名は、大迫町の特産「ぶどう」に因んだ名前をつけました。レアな品種名ロースラー

も入れました。これは大迫高校魅力化コーディネーターの寛太さんのワインに使用されている品種です。 

高校生のワークショップでは、最初にそれぞれのお題について、思いついたことを付箋に書き、内容別

に分けて模造紙に貼っていきました。出されたアイディアやキーワードを分類し、疑問に思った内容な

どはグループ内で質問し、理解して深め合いました。 その後、グループから、アイディアを盗んでくる

スパイを放ち、他のグループのアイディアを盗み、自分たちの班での話し合いをより充実させました。一

人では考えつかないアイディアや地域の共通点が見えた充実の時間でした。 

 

ワークショップテーマ 

・朝登校したら校門に大量のぶどうが捨てられていました。さてどうする？ 

・ドラえもんの秘密道具を使って学校改革をしよう 

・あなたのまちに、「個性」（ワン・フォー・オールみたいな！）を持たせるとしたら？ 

・あなたの使っている消しゴムを 5 万円で売ってください。さてどうする？ 

① マスカット班「朝登校したら校門に大量のぶどうが捨てられていました。さてどうする？」 

 

（話し合われた内容） 

大量の廃棄されたぶどうの使い道について、それぞれが意見を出し合いました。廃棄されたぶど

うを活用するにあたって、たくさんの人の協力が必要だということが話し合いの中で見えてきま

した。そして関わった人たちと新しく生み出したものをどうアピールするかという方法も考える

ことができました。ワークショップを通して話し合われた一番大切にすべきものは、「人との繋が

り」でした。高校生が地域内外の関係人口を増やすことで、それぞれの学校の良さや特徴をもっと

アピールできるのではないかと強く思いました。 

 



② ナイアガラ班「ドラえもんの秘密道具を使って学校改革をしよう！」 

 

（話し合われた内容） 

まず、ドラえもんの秘密道具で学校を活性化するために、どの道具を使うかを出し合いました。

そして理想の学校像を想像し、秘密道具をどのように生かしていくかを話し合いました。さまざま

な意見があり、目指す学校像が地域ごとに異なっていたのが面白かったです。例を挙げると、「ほ

んやくこんにゃく」を使いグローバルな学校を作る。「どこでもドア」で自分の興味あることを現

地で学び、生徒がより主体的に学べる学校を作るなどいろいろなアイディアが出てきました。自分

の学校には何が足りないものや良さを考える有意義な話し合いの機会となりました。 

③ ロースラー班「あなたのまちに、ワン・フォー・オールみたいな「個性」を持たせるとしたら？」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（話し合われた内容） 

最初に漫画「僕のヒーローアカデミア」が分からない方もいらしたので簡単に説明しました。

次に自分の住んでいる地域の名産品や著名人を出してもらい付箋に書いてもらい貼りました。

例を上げると、伊保内高校さんは「九戸政実」という武将を、大鎚高校さんは「ミズアオイ」と

いう絶滅危惧種の植物を挙げてもらいました。そしてすべての案を参考に岩手の個性について

考えました。結果「１つに決める必要はない複数の個性があるからこそ、岩手の賑やかな個性と

なるのではないか」という結論になりました。今回のセッションで初めて知るものがたくさんあ

ったし地域の魅力をさらに知るいい機会になったと思います。 

 



④ キャンベル班「あなたの使っている消しゴムを 5 万円で売ってください。さてどうする？」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（話し合われた内容） 

自分が買っている消しゴムを 5 万円で売る！という無謀なお題でした。そんな中出てきた意見

は、今タブレットなど ICT を使う機会が増え、文字を手書きする機会が高校生でも減っているこ

とに着目し、「消しゴム絶滅の危機！！」というキャッチコピーをつけるとか、「天皇からもらっ

た！」や「有名人が使った最後の消しゴム！」など付加価値をつけることで価値ができるのではな

かということが話し合われました。普段何気なく使っているものや見ているものに実はすごい価

値があるのかもしれないということを気づかせてくれた話し合いになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



【セッション２】 13:00～14:00 

ワークショップ「おとなのわくわく井戸端会議（教員・行政担当者等）」 

 

おとなのワークショップは次の４つのテーマから各グループが気になるものを選んで話し合いました。 

・困ったね〇〇 

・最近気づいた〇〇 

・「分からない」の解決法 

・「常識」という言葉を疑った出来事 

 

（話し合われた内容） 

わからないことの解決法や「困ったね」を共有する話し合いが行われました。学校の中では解決

できないことがたくさんある。どうしたらコーディネーターの確保ができるのか。宿舎をどうやっ

たら増やせるか。まず地域の人に学校の魅力をアピールすることの重要性、各学校の特徴を売り出

すことの大切さ、生徒の可能性の再確認をし、行政、地域、学校が総力戦で魅力化を推進すること

を誓い合いました。大人も高校生に負けない熱量で話し合いが行われ、まさに有意義な「対話」が

生まれていました。 



【セッション３】 14:00～14:30 

情報共有・振り返り 

 

ワークショップで話し合われた内容を共有しました。全員の熱い思いが伝わってきました。 

 

 

 



 

【クロージング・セレモニー】 14:30～15:00 

 

次 第 開式の言葉 

    主催校生徒代表挨拶 

参加校代表挨拶 

主催校校長挨拶 

    閉式の言葉 

     記念撮影（ドローンで空撮） 

（スナップ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【事後アンケート結果】 

 

Q1 一番印象に残った企画を教えて下さい。 

 

Q2「印象に残った企画」についてどんなところが印象に残ったか教えて下さい。 

・自分の言葉で話をする生徒が多いのが印象に残りました。 

・神楽の披露が素晴らしかったです。 

・各校が抱える問題点がわかった。 

・早池峰神楽を初めて見て、迫力が凄かった。 

・色々な高校の魅力や良さを知ることができたこと。 

・宮古北高校の学校紹介がとても面白かった 

・初対面でテンションを上げるのが楽しかったです。 

・みんなからいろいろな意見が出て、自分が気づかなかったことに気付かされた。各地域で理想の学校

像が違うなと感じた。 

・普段起こり得ない問題をどのように解決するのか考えるのが難しかった。しかし、どのような結論を

出してもいいという点は面白かった。 

・他校について、事前資料以外で初めて知ることが多かったから。また、予想以上に小規模校が多いこ

とに問題意識を改めて抱くことになったから。 

・結論を出すのがすぅっごく難しかったです。改めて、町に必要なものってなんだろう。私達の町には

今、何があるんだろう。じゃあそれをどう活かせるの？と話を膨らませながら考えることは楽しかっ

た。 

16%

23%

45%

16%
0% オープニング・セレモニー

セッション１ 交流・学校紹介プレゼン

セッション２ ワークショップ 井戸端会議

セッション３ 情報共有・振り返り

クロージグ・セレモニー



・皆が上げる内容に個性が出ていてとても面白かった。 

・大人達が盛り上がっていたので良かったです 

・自分一人では思いつかない意見が沢山知れて未来のことについて話し合えたので楽しかったです。 

・いろんな学校が様々な取り組みをしていることが改めて分かった。 

・ワークショップでそれぞれの地域の人、こと、ものについて話し合いさまざまな地域の良さに気づけ

たこと、初めて知る人やもの、これからの地域学校を活性化させるためには？など、色々なことにつ

いて考えられて、とても印象に残った。今日やったことを大事にしていきたいと思った。 

・各校との情報共有が有益だった。 

・高校生の発表も、発想が柔らかく刺激になった。 

・前から大迫高校の神楽に興味があって実際に見ることができたので印象に残っている。 

・高校生たちの柔軟で素晴らしい発表に感銘を受けた。 

・他校の先生、コーディネーターの方のそれぞれの悩み、思っていることを聞くことができたことで

す。 

・席の名前がぶどうに因んでいて面白かった。 

・自分以外のたくさんの人のアイディアを聞いて、自分だけでは思いつかなかった考えを聞けたのが

印象深かったです。 

・事前にお題を見たときは、あまり思い浮かばないなと思ったのですが、皆さんのいろんな意見や考え

を聞いて、そういう考え方もあるのだなということを知れたことです。 

・神楽の迫力がすごかった。 

・自分たちの高校の特徴を再確認出来たし、ほかの学校でも思ったより色んな活動に取り組んで、どこ

も共通しているのは、郷土芸能や商品開発など、まちおこし、むらおこしが盛んなことだと思いまし

た。それぞれ小規模校だからこそ出来ることもあるなと感じました。 

・今後のヒントをたくさんいただくことができた。 

・生徒が学校を越えて、生き生きと協働しているところ。 

・それぞれのテーマに対しての課題の論点は多方向にあることから、様々な考えが聞けて今後の議論

の参考になった。 

・大迫高校の皆さんの進行が場を和ませてくださいました。 

・大人が本気で次世代の子供達に何を伝え残していくのかを話し合えたことが楽しかったです。 

・自分以外考えを共有しあうところが印象に残った 

・皆さんの生々しい話を聞けて勉強になりました。地域が大事、ということを肝に命じて今後動いて行

きたいです。 

・各校の小規模校の共通課題について、情報交換、意見交換することができた。 

・各グループがテーマの問題を解決するために色々な意見を出していて面白いなと思いました。特に

キャンベル班は消しゴムを売るためにどうすればいいのか色々な視点から考えていて面白いなと思

いました。しかし、先生方の発表を聞いて理想を実現するためには様々な障害もあるということを実

感しました。 

 

 



Q3 他にどんな企画があると良いと思いますか。アイディアを記入して下さい。 

・グループ入れ替え、同じテーマを、各グループで視点を変えて考えてみる 

・ワークショップは同じ形式で引き続きやってほしい。地元の特産品を持ち寄ってプレゼント交換と

か？ 

・自分の好きなことなどを紹介 

・明日地球がなくなるとしたら 

・今回の企画で満足できた。 

・小規模校対策や新入生確保等、小規模校ならではの問題について話し合う機会。 

・生徒と教師が交流する機会があってもいいと思う。 

・留学生の交流、県内の高校の寮・寄宿舎生の交流、地域みらい留学参加校の募集について 

・今回の流れがすごく良いと感じたので、特にありません。 

・外に出て班で活動する企画 

・地域の方も話し合いに参加し、魅力化について意見を出し合う 

・身体を使ったコミュニケーション 

・自分が通っている学校で改革したい所を発表し合う企画 

・それぞれの高校の郷土芸能をみたい！！ 

・生徒と大人が、混ざるのも面白そうですね 

・海外の学校との交流 

・生徒達のワークショップは、もっと踏み込んだ話をしても面白かったのかなと。中学校３年生にむけ

て学校の魅力を伝える効果的な方法は？とか。 

・他校との交流が出来る企画であればどんなことでも良いと思う 

・ドラえもんで魅力化アイディア面白かったです。学校でもやってみたい 

・高校自慢、地元自慢、人の自慢 

Q4 またこのような交流の機会があったら参加したいですか 

 

71%

29% 是非参加したい

参加を検討したい

参加しない０



Q5 今回の「さみっと」のような企画をあなたの学校でもやってみたいですか 

 

 

Q6 「さみっと」を通して得られたと思うことを教えて下さい。（複数回答可） 

 

 

 

 

47%
45%

8% やってみたい

やることを検討したい

やるのは難しい

0 5 10 15 20 25 30

学校外の人と交流できた

日頃の悩みや課題を共有できた

自分の地域の資源や魅力について考えることができた

自分の地域の課題について考えることができた

グループなどで協働して取り組めた

視野が広がった

交流を通して自信がついた

思い出作りになった

他者の考えを共有することで新しい発見があった

他の高校の魅力や課題を知ることができた

30

12

21

12

15

21

2

10

19

19



Q6「さみっと」全体を通しての感想・意見を記入して下さい。 

・企画お疲れ様でした！引き続き力になれることを探していきます！ 

・他校の取り組みを聞くことで、改めて地元の行政や学校の良いところ、課題が見えた。 

・自分は人と話すことが得意では無いけど他の高校の人たちと協力して話し合ったりすることで、自

分の得意では無いことを少しでも改善できたと思うし、他の高校のいい所も知ることが出来た 

・今日は短い時間の中で色々な高校の生徒方と交流ができて良かったし、とても有意義な時間を過ご

すことができました！ 

・ありがとうございました！ 

・色々な話が聞けて楽しかったです 

・自分にとっていい経験となった 

・すべての時間が充実していた。 

・今まで全く知らなかった他校について知る良い機会となった。 

・名前は知っていてある程度イメージがあった高校に関しても、内部の人が実情や行事を語ることで

より解像度が上がったように思う。" 

・自分と同じように県外留学をしている人は、今までに会ったことがなかったので、初めてがたくさん

の貴重な体験になりました。また、鹿・熊・カメムシは全岩手共通なことが分かりました。また次回

もあればぜひぜひ参加したいです！ 

・みんなの学校の発表や交流にそれぞれの個性や地域性が出ていて面白かったし、とても参考になっ

た。 

・話すことが苦手なんですけどグループ交流して少しでも成長できたと思いました。 

・小規模校の取り組みと地域みらい留学参加校の取り組みは分けた方がいいと感じました 

・葛巻にいるとなかなか関わることのない、他の高校の方々と交流ができて、とても新鮮でした。 

・このような機会を本当にありがとうございます。何がこれから必要か以前にまして明確になりまし

た。 

・小規模学校で集まるというなかなかない機会に参加できて良かった。紙芝居や神楽もとてもよかっ

たです。ありがとうございます。もっともっと課題などを共有したかった。 

・これからの地域、学校を活性化させるために何が必要かなど、色々なことについて考えられてとても

印象に残った。他の学校のさまざまな取り組み魅力に気づけた。またこのような機会があったら積極

的に参加していきたいなと思った。 

・よく考えられている部分と、その場のアドリブの部分がバランスよくあり、大迫高校の生徒達の魅力

が存分に感じられました。楽しかったです。 

・大変参考になりました。企画&運営等々、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。大迫高

校の生徒さんを始め、高校生は本当に素晴らしかった。大変楽しい時間でした。ありがとうございま

した。 

・企画段階から交流できると良いですね 

・進行をしてくださった高校生の皆さんの自信に満ち溢れた、とても楽しい司会のおかげで、充実した

時間を過ごすことが出来ました。 



・それぞれのテーマに対する皆さんの意見がたくさんあって、それらを聞くことができて、とても面白

かったです。視野を広げることや、他校の人と交流できて、貴重な機会になりました。ありがとうご

ざいました。 

・あまり他校の生徒と交流することがないから、有意義な時間だった。これからも続けていきたい。 

・地元にいたら出来なかった体験だなと思いました。留学生だからこそ地域の課題や良いところも感

じるところが多いのではないかと思いました。それぞれの小規模校と交流して、それぞれ人の性格も

街の取り組みもおもしろかったです！ 

・お忙しい中、企画していただき、ありがとうございました。引き続き、岩手の県立高校を盛りたてて

いきましょう。よろしくお願いいたします。 

・実現性を求めたワークショップテーマにすれば本当の意味で地域の活性化に繋がると思った。 

・とても勉強になった「さみっと」でした。地域をより良くしていくにはどうしたら良いか皆様と意見

交換出来たことで新たな発見もありました。様々な学校の校風や取り組みも知ることが出来て楽し

かったです。 

・大迫の生徒達のエネルギーに圧倒されました。君達だからこそ第１回が成功したのだと思います。お

疲れ様でした。非常に有意義な場でした。開催してくれた大迫高校に感謝します。 

・きっと大迫高校はすごく素敵な学校なのだろうと思いました。また交流等出来れば嬉しいです。よろ

しくお願いします。 

・生徒と学校関係者が同じ会場でテーマを持って話し合いができた有意義なサミットとなった。あり

がとうございました。 

・今回は午後からの参加ということで、井戸端会議のみでしたが、他校の生徒さんと交流することがで

きて貴重な経験をすることができたと感じています。今回学んだ経験を活かして、自分の高校を、地

域をよりよくしていきたいです。 

 

 

 



ホスト校大迫高生からメッセージ 

＊＊ ＊＊ 

おおはさま留学生の第二期生として、地域みらい留学の学校説明会に 2 年

間関わっていました。しかしながら県内の留学生の方たちと交流するのは初

めてで、いろいろな事を知ることができたし、学べました。準備や本番もみん

なと協力し合いながら出来たと思います。県内でも高校によってさまざまな

魅力があり、課題もあることを知りました。皆さんの意見を聞ける貴重な機会

だったと思います。ありがとうございました。 

＊＊ ＊＊ 

今回の「小規模高校さみっと」は初の試みということでやることが多く、事

前準備の段階で結構疲れました。ですが当日は、生徒の皆さんや大人の方々が

私たちの司会進行に時には笑いで会場が盛り上がたり、ワークショップで同じ

グループの生徒さんが真剣に取り組んでくださったので、ホスト校として本当

にありがたかったです。とても楽しい時間を過ごさせて頂きました。また機会

があれば、開催を検討したいです。 

＊＊ ＊ 

今回が第１回の「さみっと」ということで私たちにとっても未知のイベントで

失敗してしまった場面もありました。ですが、参加してくださった方々の支えが

あって最後まで自分達らしく対応をすることができました。会場にいらっしゃっ

た皆さんが作り上げてくれた「さみっと」だと思います。この真剣な取り組みが

きっと学校や地域を変えていくのだと思いました。 

＊＊ ＊＊ 

 はじめての「小規模高校さみっと」でしたが、普段通り、自分らしく皆さんと

触れ合うことができたと思います。それぞれの地域にある課題や魅力を僕たち高

校生の力で解決したり、見つけたりすることで、もっと魅力的なものに変えてい

けたら面白いとこの企画を通して強く思いました。大人の皆さんが大迫高校生の

進行を後押ししてくれたのも強く感じました。また会いましょう！！ 

＊＊ ＊＊ 

「さみっと」では県外留学生の方と触れ合える機会を持ててとても有意義でし

た。まず協力してくださった大人の方々には本当に感謝しています。ありがとう

ございました。また参加してくださった生徒のみなさん！常に真剣に時に面白く

接してくれ楽しかったです。進行役として臨機応変に対応できて良かったです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回いわて小規模高校さみっと 

報告書 
令和４年 10 月 13 日（木） 

大迫交流活性化センター 

 


