


　８月２０日、ビッグパレットふくしまに双葉郡８町村の小学校の児童が集まり、
絆づくり交流会が開催されました。ミニ運動会等を通し町村を越えて交流しました。

　合同交流会は、双葉郡内小学校の児童の交流・仲間づくり
を目的とし、今年度初の試みとして、双葉郡教育復興ビジョン
推進協議会と絆づくり実行委員会の主催で開かれました。
　学校混合で約10人ごと10班に分かれ、ミニ運動会を行いま
した。最初は知らない子同士で硬い表情の子供たちでした
が、楽しいゲームを通して徐々に笑顔となり、班対抗リレーで
は息を合わせて競技に取り組む姿が見られました。昼食時に
は軽食コーナーやスイカ割り等で他校の友だちと一緒になっ
て楽しみ、夏休みの思い出を作ることができました。
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子供たちが大きくなったときも、
つながりを持っていられるように。
未来を見据えて取り組んでいます。

みんな緊張気味の開会式

班に分かれて作戦会議

班対抗リレーは真剣勝負！

力を合わせて頑張ったよ！
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町村と学校の垣根を
越えた仲間づくりと
教員同士の交流促進

双葉郡８町村
・小学校児童99人
・教職員76人
・ボランティア等63人

・アイスブレイクゲーム
・フラフープリレー
・ボールリレー
・スイカ割り
・お楽しみ軽食など
 （フランクフルト
　かき氷、わたあめ
　ポップコーン）

AB

OUT

各校の先生たち
も交流しました。
ふたばの教育を
支えます！

お楽しみ軽食
の調理担当は
校長先生

①COCOARアプリをダウンロード ②COCOARアプリを起動

③　　  のついた写真にかざします（P2、P4）
左のQRコードを読み込むか、「ココアル」で検索してください
（iPhone, iPad：「App Store」 / Android：「Google Play」） 3



　小学校の交流会と同日、ふたば未来学園高校では、同校
と双葉郡の９つの中学校の生徒が集まり、先輩・後輩初の
顔合わせとして連携中高交流会が開催されました。

　中高交流会は、日頃会う機会の少ない同じ双葉郡
の友人、先輩・後輩、先生とふれあい、離れていても
ふるさとを同じくする者同士のつながりを実感でき
るよう企画されました。
　午後にはふたばの教育復興応援団でクリエイティ
ブディレクターの箭内道彦さんによる特別授業が行
われ、誕生月で分かれた班ごとに楽曲に合わせ作詞
に挑戦しました。ある班が披露した「どっちも好き。
笑顔と五月晴れ」という歌詞に「素敵！」という女子
生徒の声。思っていることが違うのは当たり前、違い
を尊重し合ってできた歌を全員で歌い上げました。
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初めて中学生を迎える側にな
り大変だったけど、みんなが
楽しく交流する姿を見て嬉し
く思いました！

普段離れて学校生活
を送る、中学生同士の
交流機会ともなればと
思い、準備しました。

誕生月別の班ごとに作
詞した歌をペアになっ
て披露しました
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中学生が高校の学びにふれる機
会とするとともに、高校生と中学
生、中学生同士の交流を図る

・ふたば未来学園高校
　本校舎生徒108人、教職員20人
・双葉郡8町村立中学校生徒88人
　教職員40人

・ふたば未来学園高校生徒会による
　交流アクティビティ
・各中学校取組紹介
・高校取組発表
  （ふるさと創造学演劇発表、
　  ベラルーシ研修報告）
・箭内道彦さん特別授業など
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初対面同士、話すきっかけもどのよう
に作ろうという中、自分たちの思いを
かたちにしようとする姿は想像以上
でした。さまざまな考えの人と力を合
わせる面白さを感じてほしい。

さまざまな意見を聞い
て協働するよい機会
になったと思います。

同じ「ふるさと創造学」
に取り組んでいても、そ
れぞれ違っていて、いい
刺激になりました。

緊張したけど、高校生
としゃべれたり、他の
中学校のことを知れた
りしてよかったです。

　各町村立中学校の生徒が
学校の特色や取組を発表。
ふたば未来学園高校からは、
高校生活や高校での学びに
ついて説明がありました。

　高校が「ふるさと創造学」
の一環で制作した演劇。
フィールドワークを通じて感
じ取った、地域の人びとの葛
藤を表現した作品です。

最初のアクティビティ
は高校生徒会が進行

箭内道彦さん

中学校先生
中学生中学生

徐々に打ち解けて

各自の思いを出し合って、１つの歌にしていきました
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　各校から届いたホットニュースから、学校生活のようすを紹介する第一弾。
双葉郡の学校は、それぞれのまちや避難先の地域で子供たち一人ひとりと
向き合いながら、豊かな教育を進めています。

　学校を再開して初めての運動会を、ふたば幼稚園、双
葉南・北小学校合同で開催。保護者の皆さんや福島大学
の学生ボランティアさんの参加をはじめ、町民の皆さん
の応援を得て思い出に残る運動会となりました。

TOPIC

　初夏の爽やかな日差し
のもと、幼稚園、小学校、
中学校、村民の皆さんと
運動を通して、楽しい時
間を過ごしました。プロ
グラムの最後には、震災
を機に県内の作詞家・作
曲家により制作された合
唱曲「葛尾川」に合わせ
全員で踊りました。

　「震災を通じ子供たちが得た経験を、生きる力に」
との思いからはじまった、双葉郡内学校の取組です。
アクティブ・ラーニングを通し、子供たち一人ひとりの、
そして地域の未来につながる学びを進めます。

　「運動会を村一番のイベントに」という子供たちの思
いから、500人を集めることを目標にポスターや防災無
線での呼びかけなど、企画段階より子どもたちが活躍。
新種目「大人のリレー」には、村内外から10チーム以上
のエントリーがあり、会場を盛り上げました。

　大熊町では生きる力、考える力を養うため、読書活動
に力を入れています。今年は全児童が「図書館を使った
調べる学習コンクール」に出品。6月には同コンクール4
年連続日本一に輝いた千葉県姉崎小学校の遠山晃太朗
くんを迎え貴重なノウハウを学びました。

　今こそ、地域との連携と協働を大切にします。地域
の人びとの出会いが学校教育を充実させ、子供たち
の活動が地域を勇気づける。地域と学校が互いに刺
激し合い活動する、そんな相乗効果を目指します。
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　富岡町の歴史や産業に詳
しい地域の方8名を招き、イ
ンタビュー活動を実施しまし
た。学年テーマに沿った個人
課題は、行事の変遷や名所
の歴史から「富岡の神様の
親せきを探す」というものま
でさまざま。町のジオラマ模
型を前に学芸員の方から歴
史講話もいただきました。

※富岡高校（三島長陵高校サテライト）、ふたば未来学園高校（三
島長陵校舎）は、静岡県三島市で開校中
※浪江町立大堀幼稚園、苅野幼稚園、幾世橋小学校、請戸小学
校、大堀小学校、苅野小学校、浪江東中学校、津島中学校は休業中

　広野町では今年度、日本映
画大学と協働でシネリテラ
シー（※）に取り組んでいま
す。今期は1年生がふるさと
創造学の一環で町を舞台に
ドキュメンタリー映画製作に
挑戦。班ごとに「歴史」「復
興」等テーマを持って地域に
操り出しインタビューや撮影
を行いました。

　楢葉中学校では、目標を持ち
よりよい自分になろうという意識
をもつこと、そして、失敗を恐れ
ずに挑戦し、あきらめずに努力を
続けることを大切に頑張ってい
ます。学習や生活はもとより、部
活動でも県大会出場を果たすな
ど大きな成果を残しました。

　大堀相馬焼の陶芸教室や郷土
料理の実習を通して、浪江町のよ
さを再発見。また、今後のふるさ
ととの関わり方を考えることをね
らいに、各地で努力する浪江出身
の方々とつながりインタビューを
する活動を始めました。

　「変革者たれ」という建学の精
神のもと、「自立」「協働」「創
造」を校訓として、課題解決型学
習を中心に「未来創造型教育」を
力強く展開しています。前期は、
フィールドワークを通して地域の
課題を発見し、それを演劇で表現
するという授業を実施しました。

富岡高
（福島北サテライト）

浪江高 津島校
浪江・津島小、浪江中

浪江高校熊町・大野幼稚園
熊町・大野小、大熊中

富岡高（猪苗代サテライト）
ふたば未来学園高（猪苗代校舎）

葛尾幼稚園、　  葛尾小、葛尾中
富岡幼稚園、富岡第一・第二小、富岡第一・第二中

かわうち保育園、 　 川内小、川内中

広野幼稚園、広野小
広野中 ふたば未来学園高

あおぞらこども園、楢葉南・北小
楢葉中

富岡養護学校

双葉高、双葉翔陽高
富岡高（いわき明星大学サテライト）

ふたば幼稚園
双葉南・北小

双葉中

FUTABA SCHOOL MAP

　8町村合同の交流会や小中高合同の学習発表会によ
る町村・学校を越えたつながりや、放課後学習会によ
る区域外就学生とのつながり。教育を通し、これまでの
絆を大切にしつつ新たな絆を作っていきます。
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※映像の読み解きや
　製作を行う教育活動
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学
校

広
野中学校

浪
江中学校

ふ
た

ば
未来学園

高
校

楢
葉中学校

その他の学校の取り組みは次号で紹介します。
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