
■ 記 録 

2014ふくしま高校生社会活動コンテスト

主催　一般社団法人 ふくしま学びのネットワーク

　　　　東京大学REASE（研究代表者：東京大学大学院経済学研究科 教授・松井彰彦）

　後援　福島県教育委員会

　協賛　NPO法人福島100年構想委員会、福島復興プロジェクトチーム「花に願いを」

予選応募期間：2014年6月20日（金）～7月19日（土）

本　　　　選：2014年9月28日（日）10時～16時

福島県文化センター　2階会議室　

予選応募総数：8グループ

本選出場総数：8グループ

本選審査員：松井彰彦（審査委員長、東京大学大学院経済学研究科 教授）

鎌田千瑛美（peach heart共同代表、

一般社団法人ふくしま連携復興センター理事）

今野順夫（福島大学名誉教授、コープふくしま理事長）

永遠瑠・マリールイズ（NPO法人ルワンダの教育を考える会理事長）

矢部寛明（NPO法人底上げ代表理事、

アショカジャパンユースベンチャー・プログラムリーダー）

★最優秀賞 

会津農林高校 早乙女踊り保存クラブ　

★東京大学REASE賞（優秀賞） 

あいでみ　（学校の枠を超えたグループ）

★ふくしま学びのネットワーク賞（優秀賞） 

遠野高校　生徒会

★審査員賞　　※50音順 

会津農林高校 子ども見守り隊

新地高校 科学部

桜の聖母学院高校 SEIBOインターアクト

相馬高校 郷土部

福島高校 福島復興プロジェクト土湯魅力創造班
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記　　録

REASE公開講座「福島の高校生が、日本を元気にする」
――2014ふくしま高校生社会活動コンテスト 優秀グループ活動発表――

主催　東京大学REASE（研究代表者：東京大学大学院経済学研究科 教授・松井彰彦）

　　一般社団法人 ふくしま学びのネットワーク

日　時：2014年11月29日（土）14時00分〜17時30分
会　場：東京大学本郷キャンパス　経済学研究科棟

地下1階・第一教室、1階・コミュニティ・ラウンジ

プログラム：

    14:00-14:10 開会の言葉　松井彰彦（東京大学）

    14:10-14:40 講演　前川直哉（東京大学、ふくしま学びのネットワーク）

「あたらしい学び、ふくしまから

　〜ふくしま学びのネットワークと社会活動コンテストについて〜」 

    14:40-15:20 高校生による活動発表１

    　 会津農林高校 早乙女踊り保存クラブ

「伝統芸能・早乙女踊りの保存」 

    15:20-15:30 休憩

    15:30-16:10 高校生による活動発表２

    　 あいでみ（学校の枠を超えたグループ）

「日中友好交流事業　あいでみ」 

    16:10-16:50 高校生による活動発表３

    　 遠野高校 生徒会

「遠野歳時記　満月祭を通じての地域振興と

復興支援へのボランティア」 

    16:50-17:00 閉会の言葉　前川直哉 

    17:15-17:30

    　 早乙女踊り保存クラブによる実演
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記　　録

2015ふくしま高校生社会活動コンテスト

主催　一般社団法人 ふくしま学びのネットワーク

　　　　東京大学REASE（研究代表者：東京大学大学院経済学研究科 教授・松井彰彦）

　後援　福島県教育委員会

　協賛　NPO法人福島100年構想委員会、福島復興プロジェクトチーム「花に願いを」

予選応募期間：2015年7月13日（月）～8月3日（月）

本　　　　選：2015年10月18日（日）10時～16時
福島テルサ　中会議室あづま　　

予選応募総数：7グループ

本選出場総数：7グループ

本選審査員：松井彰彦（審査委員長、東京大学大学院経済学研究科 教授）

鎌田千瑛美（NPO法人蓮笑庵くらしの学校事務局長、

コミュニティコーディネーター）

今野順夫（福島大学名誉教授、コープふくしま理事長）

番場さち子（ベテランママの会代表）

矢部寛明（NPO法人底上げ代表理事、

アショカジャパンユースベンチャー・プログラムリーダー）

★最優秀賞 

平養護学校高等部 生徒会 ボランティア部

★東京大学REASE賞（優秀賞） 

福島高校 SS部 放射線班

★ふくしま学びのネットワーク賞（優秀賞） 

平工業高校 生徒会

★審査員賞　※50音順 

高校生が伝える福島食べる通信

（学校の枠を超えたグループ）

サムライフェス実行委員会

（学校の枠を超えたグループ）

桜の聖母学院高校 SEIBOインターアクト

平養護学校高等部 生徒会 ボランティア部

福島高校 福島復興プロジェクト土湯魅力創造班
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記　　録

REASE公開講座「福島の高校生が、日本を元気にする２」
――2015ふくしま高校生社会活動コンテスト 優秀グループ活動発表――

主催　東京大学REASE（研究代表者：東京大学大学院経済学研究科 教授・松井彰彦）

　　一般社団法人 ふくしま学びのネットワーク

日　時：2016年1月23日（土）14時00分〜17時00分
会　場：東京大学本郷キャンパス

　経済学研究科棟　地下1階・第一教室

プログラム：

    14:00-14:10 開会の言葉　松井彰彦（東京大学）

    14:10-14:40 講演　前川直哉（東京大学、ふくしま学びのネットワーク）

「福島県の高校生の先進的な社会活動と課題解決学習」 

    14:40-15:20 高校生による活動発表１

    　平養護学校高等部 生徒会 ボランティア部

「笑顔輝く！僕らの平養護学校」プロジェクト 

    15:20-15:30 休憩

    15:30-16:10 高校生による活動発表２

    　平工業高校 生徒会

「すべては喜んでくれる人たちの笑顔のために」 

    16:10-16:50 高校生による活動発表３

    　福島高校 SS部 放射線班

「福島県内外の高校生個人線量調査」 

    16:50-17:00 閉会の言葉　前川直哉
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記　　録

2016ふくしま高校生社会活動コンテスト

主催　一般社団法人 ふくしま学びのネットワーク

　　　　東京大学REASE（研究代表者：東京大学大学院経済学研究科 教授・松井彰彦）

　後援　福島県教育委員会

　協賛　NPO法人福島100年構想委員会、福島復興プロジェクトチーム「花に願いを」

予選応募期間：2016年7月11日（月）～8月1日（月）

本　　　　選：2016年9月25日（日）10時～16時
福島テルサ　中会議室あづま　　　

予選応募総数：6グループ　（うち1グループは本選出場辞退）

本選出場総数：5グループ　

本選審査員：倉石寛（審査委員長、立命館大学稲盛経営哲学研究センター

副研究センター長、ふくしま学びのネットワーク代表理事）

鎌田千瑛美（NPO法人蓮笑庵くらしの学校理事）

今野順夫（福島大学名誉教授、コープふくしま理事長）

斉藤祐輔（NPO法人底上げ副代表）

番場さち子（ベテランママの会代表）

★最優秀賞 

福島高校 福島復興プロジェクト 土湯魅力創造班

★東京大学REASE賞（優秀賞） 

ガチリン わかりやすいプロジェクト（国会事故調編）

（学校の枠を超えたグループ）

★ふくしま学びのネットワーク賞（優秀賞） 

新地高校 新地駅前プロジェクト

★審査員賞　※50音順 

ガチリン わかりやすいプロジェクト（国会事故調編）

（学校の枠を超えたグループ）

ふたば未来学園高校 チーム「Future」
新地高校 新地駅前プロジェクト

福島高校 福高ダイバーシティ

福島高校 福島復興プロジェクト土湯魅力創造班 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記　　録

REASE公開講座「福島の高校生が、日本を元気にする３」
――2016ふくしま高校生社会活動コンテスト 優秀グループ活動発表――

主催　東京大学REASE（研究代表者：東京大学大学院経済学研究科 教授・松井彰彦）

　　一般社団法人 ふくしま学びのネットワーク

日　時：2016年11月26日（土）14時00分〜17時00分
会　場：東京大学本郷キャンパス

　経済学研究科棟　地下1階・第一教室

プログラム：

    14:00-14:10 開会の言葉　松井彰彦（東京大学）

    14:10-14:40 講演　 前川直哉（東京大学、ふくしま学びのネットワーク）

「新しい「学び」とふくしま高校生社会活動コンテスト」 

    14:40-15:20 高校生による活動発表１

    　福島高校 福島復興プロジェクト土湯魅力創造班

    　「福島復興プロジェクト　土湯魅力創造」 

    15:20-15:30 休憩

    15:30-16:10 高校生による活動発表２

    　ガチリン わかりやすいプロジェクト（国会事故調編）

    　「ガチリン（わかりやすいプロジェクト（国会事故調編））」 

    16:10-16:50 高校生による活動発表３

    　新地高校　新地駅前プロジェクト

    　「新地駅前プロジェクト in 新地高校」 

    16:50-17:00 閉会の言葉　前川直哉
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記　　録

（参考）

平成29年度 ふくしま高校生社会貢献活動コンテスト

主催　福島県教育委員会

一般社団法人ふくしま学びのネットワーク（運営事務局）

共催　福島大学アドミッションセンター

予選応募期間：2017年9月11日（月）～10月10日（火）

本　　　　選：2017年12月10日（日）10時～16時20分
福島大学　共生システム理工学類 後援募金記念棟会議室

予選応募総数：32グループ

本選出場総数：12グループ

【福島県教育委員会より】 

★最優秀賞（１） 

会津農林高校　人と種をつなぐ会津伝統野菜専攻班

★優秀賞（３） 

小名浜高校　演劇部

白河実業高校　機械科 課題研究班

平支援学校高等部　JRCボランティア部

★入選（８） 

安達高校　自然科学部 放射線班

安達東高校

湖南高校　特設学術研究部 地域研究班

ゼロ・ゴミッション　

相馬農業高校　相農「油菜ちゃん」6次化商品開発チーム

相馬東高校　マップ作成グループ

保原高校　美術部

LIVE LINES ODAKA
【福島大学アドミッションセンターより】 

★福島大学アドミッションセンター長賞（２） 

　　安達東高校

　　相馬農業高校　相農「油菜ちゃん」6次化商品開発チーム

★社会貢献賞（１２） 

　　本選出場の全グループ
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記　　録

REASE公開講座「ふくしま高校生社会活動発表会」

主催　東京大学REASE（研究代表者：東京大学大学院経済学研究科 教授・松井彰彦）

　　一般社団法人 ふくしま学びのネットワーク

日　時：2018年1月20日（土）14時00分〜17時00分
会　場：東京大学本郷キャンパス

　学術交流棟コンファレンスルーム

プログラム：

    14:00-14:05 開会の挨拶　松井彰彦（東京大学）

    14:05-14:35 講演　前川直哉（東京大学、ふくしま学びのネットワーク）

    　　　「地域に根差した「福島型サービス・ラーニング」の意義」 

    14:35-15:05 高校生による活動発表１

    　　　平支援学校高等部　JRCボランティア部

    　　　「「#　ともに」プロジェクト」 

    15:05-15:15 休憩

    15:15-15:45 高校生による活動発表２

    　　　白河実業高校　機械科 課題研究班

    　　　「想いよとどけ！地域の人へ！ 〜make a trash box〜」 

    15:45-16:15 高校生による活動発表３

    　　　会津農林高校　人と種をつなぐ会津伝統野菜専攻班

    　　　「人と種をつなぐ会津伝統野菜　〜会津伝統野菜を未来へつなげる〜」 

    16:15-16:50 高校生による活動発表４

    　　　会津農林高校　早乙女踊り保存クラブ（解説と実演） 

    16:50-17:00 閉会の言葉　前川直哉
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