
※新型コロナウイルス感染拡大につき、対面審査・表彰式は
　中止。書類審査のみ実施。

学校名 グループ名 タイトル

愛媛県立伊予農業高等学校 伊予農業高等学校生活  科学科食物班
いよはよい◎おいしいよ◎伝えたいよ◎プロジェクト
～地域食材大挑戦◎伊予市を盛り上げたいよ◎～

愛媛県立大洲農業高等学校 果樹班
南予発最先端素材ｾﾙﾛｰｽﾅﾉﾌｧｲﾊﾞｰ（ＣＮＦ）を利用した果実被覆資材の開発
～持続可能な農業を通した果樹経営の６次化を目指して～

愛媛県立長浜高等学校 長浜高校　チーム５３０（ゴミゼロ） カワイイのぼり旗でゴミを減らそう！「えひめゴミ０プロジェクト」

愛媛県立新居浜商業高等学校 新居浜商業高校　商業科２年生 新居浜市活性化プロジェクト　～深め合う！芋の甘味と夫婦愛～

愛媛県立南宇和高等学校 南宇和高校 地域振興研究部
愛南ゴールドから始まる持続可能なまちづくり
～東京オリンピック食材提供から環境保護活動～

愛媛県立伊予高等学校 地域のリーダーに学ぶリーダーシップとマネジメント
「松前町の企業を知らない」を解消する総合的な探究の時間での取組
～『ココロエえひめ』と連携した情報発信を通して～

愛媛県立宇和島南中等教育学校 インターアクト部
ＩＣＴを活用した「日本・宇和島アピール大作戦」
―国内外の宇和島の知名度向上に向けて―

愛媛県立大洲農業高等学校 食物班 大洲のブランド食材で広がる地域の輪　　～椎茸粉とベーコンを使って～

愛媛県立西条農業高等学校 西農バナナ男子
西農バナナ男子が地域を元気に！
～バナナが庭先で？そんなバナナなホントの話～

愛媛県立松山北高等学校
NPO団体松山北高等学校興居島ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾁｰﾑ
「ごごしまカレンダー制作班
2021with2022

「ごごしまカレンダー」の制作
～魅力発信とシビックプライド醸成を目指して2.0～

愛媛県立宇和島東高等学校　津島分校 探究　４班
LOCAL CONNECT PROJECTⅡ
「クリーンフェスティバル-津島町の清掃活動を通して地域貢献-」

愛媛県立大洲高等学校 大洲高校　商業科 大洲の農産物を活用した商品開発

愛媛県立川之江高等学校 しこちゅ～ラバーズ
食品ロス×地産地消
～私たちの力で身近なものをもっと身近にする～

愛媛県立川之江高等学校 花楽 四国中央市　花の都 project

愛媛県立西条高等学校 西条高等学校地域・歴史研究部 来て！見て！知って！　愛媛民藝館の魅力を伝えよう

愛媛県立西条農業高等学校 スマート農業推進普及チーム 「愛媛ミカン」は文化！～カンキツ農家支援プロジェクト～

愛媛県立丹原高等学校 園芸科学科　野菜班
地域を支える高校生
～私たちの活動とSDGsの繋がり～

愛媛県立長浜高等学校 Ｎ活性化プロジェクト 長浜高校の日常を伝えたい！

愛媛県立松山北高等学校　中島分校 愛媛県立松山北高等学校中島分校サイクリング同好会 中島から挑戦！そして広がりつながる！

愛媛県立松山商業高等学校 松山商業高校　経済調査部
「来てみんけん！やってみんけん！楽しいけん♪」
～松山に対する興味・関心を高める動画付きポスターの制作について

愛媛県立弓削高等学校 起業部 弓削高校　起業部

優秀賞（最終審査進出５団体）

特別賞（５団体）

奨励賞（１１団体）

えひめ地域づくりアワード・ユース2021　結果



学校名 グループ名 タイトル

愛媛県立三崎高等学校 三崎高校せんたん部
私たちのバトン
～最SEITANで最SENTANの挑戦～

優秀賞（２団体）

愛媛県立長浜高等学校 長浜高校水族館部
日本初の高校内水族館「長高水族館」プロジェクト
～コロナ禍での挑戦～

愛媛県立南宇和高等学校 地域振興研究部
世界に届け！　愛南ゴールド
～東京オリパラから国際認証・愛南ゴールド真鯛へ～

愛媛県立伊予農業高等学校 生活科学科　食物班
いよはよい★うまいよ★食べたいよ★プロジェクト
～地域食材大活躍！「おいしい」を届けたいよ！～

愛媛県立北宇和高等学校 地方創生・広報委員会 高校生による「学校の独自性」を生かした地域連携

愛媛県立宇和島南中等教育学校 インターアクト部
ＩＣＴを活用した「リモート地域づくり」活動の実践
―宇和島の知名度向上と文化保存に向けて―

愛媛県立大洲高等学校 大洲高校商業科
持続可能な大洲市観光まちづくり
～インバウンドをターゲットにした観光コンテンツの開発に向けた取組～

愛媛県立大洲農業高等学校 食品デザイン科　食物班
おむすびから始めよう
～人を結ぶ・地域を結ぶ～

愛媛県立丹原高等学校 園芸科学科　野菜班
地域を支える高校生
～リヤカーが繋ぐ120年の軌跡～

愛媛県立松山商業高等学校 松山商業高校地域ビジネス科３年生
松商地域ビジネス科によるミッション・ポッシブル
～はじめてのおつかい in 大街道・銀天街～

（個人） 句碑巡りサイクリング

地域のリーダーから学ぶリーダーシップとマネジメント
リーダーシップ行動の分析
～松前町で企業を経営する経営者の聞き取りを通して～

愛媛県立内子高等学校小田分校 （個人）
おだものゼリープロジェクト
～誰もが寄り道したくなる道の駅を目指して～

愛媛県立川之江高等学校 飛引
伝統工芸品で築く未来
～未来を結ぶ水引プロジェクト～

（株）Karin 石鎚黒茶

霜降り明星 お餅で千町を活性化

西条高校地域・歴史研究部 西条の歴史文化ＰＲ作戦

西農バナナ男子
西条市の新たな特産品を目指して
～無加温無農薬の露地バナナ栽培～

三代目 青 papaya girls
二代目 青 papaya girls

Ehime Saijo青パパイヤ　栽培普及計画

愛媛県立丹原高等学校 2020チーム汗っかき君
2020チーム汗っかき君
～地域資源を活用した地域活性化に向けた取組～

愛媛県立津島高等学校 津島高校探究班４班 LOCAL CONNECT PROJECT 「クリーンフェスティバル-津島町の清掃活動を通して地域貢献-」

愛媛県立新居浜商業高等学校 新居浜商業高校　情報ビジネス科２年生
地域をバラ色に！
～新居浜三昧でどう(銅)？～

愛媛県立松山北高等学校 ＮＰＯ団体松山北高校興居島ボランティアチーム 『愛Landまつやま』環境保全プロジェクト

第１学年
開拓
～地域交流を通して産業と歴史を学ぶ～

サイクリング同好会 サイクリングで中島の宝物を発見！

愛媛県立弓削高等学校 弓削高校生徒会 弓削高校　地域とつながってます！

学校法人済美学園　済美高等学校 （個人）
地域活性化を通して改めて感じた島の素晴らしさ
―みかんランタンナイトで島民が集える場所づくり―

審査員 和田　真志（愛媛県教育委員会事務局　指導部長）

島瀬　省吾（愛媛県教育委員会事務局　指導部　高校教育課長）

長井　基裕（愛媛新聞社　取締役執行役員編集局長）

前田　　眞（愛媛大学　社会連携推進機構　教授）

山本　　司（えひめ地域づくり研究会議　代表運営委員）

森田　浩治（公益財団法人えひめ地域政策研究センター　理事長）

脇水　　宏（公益財団法人えひめ地域政策研究センター　所長）

香月　敏孝（公益財団法人えひめ地域政策研究センター　特別研究員）

えひめ地域づくりアワードユース2020について、令和２年12月の審査会（書類選考）、令和３年２月13日の最終審査において、厳正な審査を
行い、上記のような結果といたしました。（五十音順）

えひめ地域づくりアワード・ユース2020　　　　最終結果

最優秀賞（１団体）

特別賞（５団体）

奨励賞（17団体）

愛媛県立伊予高等学校

愛媛県立西条農業高等学校

愛媛県立西条高等学校

愛媛県立松山北高等学校中島分校

審査員特別賞（２団体）



学校名 グループ名 タイトル

愛媛県立長浜高等学校 水族館部 日本初の高校内水族館「長高水族館プロジェクト」

優秀賞（２団体）

愛媛県立伊予農業高等学校 生活科学科　食物班
いよはよい３５プロジェクト
～地域食材大集合！愛顔広がるレシピ開発～

愛媛県立南宇和高等学校 農業科
世界へ届け！愛南ゴールド
～日本農業遺産認定からモザンビーク共和国選手との交流へ～

愛媛県立今治北高等学校
　大三島分校

大三島分校　地域研究部 大三島魅力発信プロジェクト「島って憩うぜ！大三島」

愛媛県立三崎高等学校 三崎高校せんたん部
ふるさとの明るい未来を信じて
～せんたん部「バトン」プロジェクト～

石鎚黒茶ＳＥＬ（Saino Expert
Laboratory）プロジェクト

新たな令和へつなぐ西農「石鎚黒茶」
～伝統文化伝承プロジェクト～

青パパイヤガールズ
中山間地域における経営モデルケース確立プロジェクト！
パパイヤ普及計画

愛媛県立大洲農業高等学校 大農　蕎麦's(そばーず)
地域に残る食文化の保護と継承による地域活性化への取組
～伝統的食文化「大洲そば」の復活に懸けた「大農蕎麦's」の活動～

愛媛県立宇和島南中等教育学校 SGH部
宇和島市歴史資料館のPR活動・文化保存活動に向けた取組
－動画でどうにかしたい！Welcom to Uwajima!宇和島南SGH部の挑戦－

学校法人愛光学園
　愛光中学校・高等学校

DOGO ZONAMOSHI
DOGO ZONAMOSHI
―愛媛道後から世界へ―

愛媛県立土居高等学校 紙のまちづくり部
紙のまちづくりの伝統、つながり、そして未来へ
－紙のまちづくり部活動報告３－

愛媛県立新居浜西高等学校 放送部
地域を萌やせ！
～ラジオドラマ『ゲンバ萌え』によるイメージアップ戦略～

愛媛県立新居浜南高等学校 「商品開発」グループ
地域活性化プロジェクト
～新居浜ご当地レスラーを考案せよ～

輝安KOU房
輝安KOU房活動中！西条市市之川鉱山産
～輝安鉱の新たな価値の創造に挑む！～

我ら堀フェス!!
夏・水・光・音 堀フェス2019!!

～最上
SAIJO

の賑わいは大手門より～

（個人） 伊予西条駅の鉄道遺産の活用

愛媛県立小松高等学校 小松高校Ⅲ
地震・津波に強い建物について考える
～南海トラフ巨大地震を想定して～

愛媛県立丹原高等学校 ２０１９　チーム汗っかき君
竹の有効活用から地域活性化へ
～2019チーム汗っかき君はボランティア活動のその先を目指します～

愛媛県立今治西高等学校 海外研究部
「地域活性化への貢献」を果たすフェアトレードタウン運動を通した
「まちおこし」

愛媛県立弓削高等学校 弓削高校生徒会 仕事を創りに還りたい人材の育成

Forest girls
100円グッズを活用した簡易的な人工林の健康診断
～生物多様性の保全と減災の両立を目指して～

砥部焼梅ちゃんズ
砥部焼の魅力発信
～釉薬作りから作品のデザイン・販売まで～

愛媛県立松山北高等学校 松山北高校まちづくりWorking Team 松山北高校興居島活性化活動レポート

愛媛県立松山商業高等学校 松商地域ビジネス科２年生 松商地域ビジネス科２年生による地域における防災推進活動

愛媛県立上浮穴高等学校 森林環境科 カホンプロジェクトチーム 森の想いを音色にのせて ～カホンを通じた森林環境教育の実践～

食品化学科　食品化学専攻班
水耕栽培キットで交流学習！簡単野菜づくりで農業の魅力発信！
～Open Source型教育コンテンツで耕す地域の未来、日本の未来～

食品化学科　応用微生物班
日本三大絣
～伊予絣を残したい～

国際教育部 地域を通して世界を感じる「いよdeネシア」プロジェクト

愛媛県立北宇和高等学校 地方創生・広報委員会
『鬼』の町にぎわい創生プロジェクト
～地方創生の取組～

愛媛県立津島高等学校 津島高校　広報部
津島の魅力発信
～つしまるしぇの広報活動を通して～

審査員

和田　真志（愛媛県　教育委員会　事務局　指導部　高校教育課　課長）

菅　　　徹（愛媛新聞社　常務取締役）

長井  基裕（愛媛新聞社　執行役員編集局長）

前田　　眞（愛媛大学　社会連携推進機構　教授）

山本　　司（えひめ地域づくり研究会議　代表運営委員）

森田　浩治（公益財団法人えひめ地域政策研究センター　理事長）

豊田　秀樹（公益財団法人えひめ地域政策研究センター所長）

水口　和壽（公益財団法人えひめ地域政策研究センター　特別研究員）

川崎　　豊（愛媛県教育委員会　指導部長）

審査員特別賞（２団体）

愛媛県立松山南高等学校

愛媛県立伊予農業高等学校

えひめ地域づくりアワードユース2019について、令和元年12月の審査会（書類選考）、令和２年２月１日の最終審査において、厳正な審査
を行い、上記のような結果といたしました。（順不同）

愛媛県立西条高等学校

えひめ地域づくりアワード・ユース2019　　　　最終結果

最優秀賞（１団体）

特別賞（５団体）

愛媛県立西条農業高等学校

奨励賞（20団体）


