
平成２５年度 留学生交流拠点整備事業 
「留学生のまちづくり」報告書 

 

 

目   次 

 

１ プロジェクト概要  ········································································································ 1 

1-1 事業のテーマ  ···································································· 1 

1-2 事業の趣旨  ······································································· 1 
1-3 事業の具体的方法等  ··························································· 1 
 

２ 事業活動  ·······················································································································  15 

2-1 シンポジウム  ·································································  16 

1)「大学と都市」講演会 ·························································  16 

2) 豊子愷シンポジウム ··························································  18 

2-2 岡山まちづくり実験室  ······················································ 19 

1) オカヤマ・ウェルカム・ピクニック ·····································  19 

2) ESD-J 全国ミーティング 2013 in 岡山···································  47 

3) 岡山大学七夕祭 ································································  54 

4) サムライ・トリップ in やかげまち ·······································  55 

5) 岡山大学うぇるかむデー World Kitchen ·······························  81 

6) 留学生による南三陸町視察 ·················································  82 

7) もちつき大会 ···································································  83 

2-3 メディア  ········································································ 84 

2-4 学外活動  ········································································ 85 

1) 視 察 ············································································  85 

2) 報 告 ············································································  85 

3) 学外からの依頼案件 ··························································  93 

2-5 会  議  ··········································································  97 
2-6 その他  ··········································································  99 

1) 助成金の申請と採択 ··························································  99 
 

３ 資  料  ························································································································  100 

3-1 「岡山留学生のまちづくりコンソーシアム」規約  ················  100 





平成２５年度 留学生交流拠点整備事業 
「留学生のまちづくり」報告書 

 

１ プロジェクト概要 

 

1-1 事業のテーマ 

 『岡山まちづくり実験室』 －若者が地域と対話するまち－ 

 

1-2 事業の趣旨 

岡山大学では、森田ビジョン・美しい学都構想を基に、大学と地域の協働のまちづく

りを進めている。しかし、岡山では、様々な団体がまちづくりに関わっているが、一枚

岩になりきれておらず、まちづくりが大きな運動になっていないという課題がある。 
本事業では、留学生のまちづくりの中に、市民対話と実践を柱に掲げ、岡山大学が岡

山のまちづくりを有機的に連結させていく。そのため、留学生が将来の岡山友好大使と

して活躍できるように、大学、行政、経済界、NPO と共に学びや就職活動などのプロ

グラムを提供し、本事業での体験と対話を通じて、留学生が、地域の課題を知り、まち

づくりの提案を行いながら、岡山の活性化を目指すものである。 

 

1-3 事業の具体的方法等 

１）岡山大学が目指す『留学生のまちづくり』 
岡山大学が目指す『留学生のまちづくり』とは、『若者が地域と対話するまち』であ

る。岡山大学では、平成 23 年に美しい学都を目指す『森田ビジョン』を掲げ、教職員・

学生と共に学都岡山の実現に向けて、大学と地域の協働によるまちづくりを進めている。

これは、魅力ある大学づくりには、大学が行政・経済界・NPO と手を取り合い、若者

や留学生が学びたいまちをつくることが重要だと考えるからである。すなわち、その基

本的理念は、端的にいえば、「学生や留学生が住みやすいまちは、まちの人にも住みや

すいまち」ということになる。この理念を実現するために、市民対話とまちづくりの実

践を柱にした『留学生のまちづくり・プロジェクト』を展開する。 
まず、岡山で『留学生のまちづくり』が求められる背景を述べておきたい。岡山では、

他の地方都市と同様に、グローバル化と向き合い、外国出身の新しい市民を受入れる課

題に直面している。 
岡山の抱える大きな課題は、産官学民でそれぞれの視点からまちづくりに取り組んで

いるものの、それらは別々の取組みとして進められ、これまでは、まちづくりが一枚岩

になりきれていなかったということである。 
留学生たちに、岡山に就職する希望があったとしても、経済界は彼らにアクセスでき

ないなど、大小のミスマッチが起こっていることがその一例である。 
しかし、一方で、岡山には『留学生のまちづくり』に関して他都市に対する有利な条

件があることを特筆しておきたい。 
第一には、岡山大学が、県内自治体や経済団体および地域の NPO などと岡山の地域
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力向上に向けた様々な議論を重ね、既にこれらの諸団体と強固な連携関係を構築してい

ることである。昨年度来、県内自治体や経済団体等と共に組織した「国際学術都市構想

会議」、また岡山大学、岡山市、そして岡山商工会議所との共催による「岡山市経済戦

略懇話会」などを定期的に開催し、現在は岡山のまちづくりにおける諸問題を共有して

いる。しかも、いずれも岡山大学は、岡山県・岡山市・倉敷市・岡山商工会議所・㈶岡

山経済同友会・(公財)岡山県市町村振興協会等の連携の結節点として機能している。 
 第二には、中心市街地の近くに多くの大学を抱えていることである。岡山駅約 2 キロ

圏内に 5 つの大学が集中している為、学生、留学生が共同の対話空間をもつ条件が備わ

っている。 

 
第三には、岡山大学が、平成 23 年度 282 人の海外留学者を 5 年後には 660 人にまで

増す計画を持ち（次頁表 A）、岡山県も県内企業に就職する外国人留学生数を現状の 50
人から 5 年後には 300 人まで拡大する施策を打ち出していることである（次頁表 B）。

岡山にある主要な組織が外国人留学生の受入を重要課題としてあげていることは、『留

学生のまちづくり』プロジェクトの推進にとって極めて大きな条件となっている。 
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（A）岡山大学の数値目標 
・日本人学生の海外留学者数・全学生に対する比率 

 平成 23 年度 平成 26 年度 平成 28 年度 
海外留学者数 282 人 560 人 660 人 
全学生数 13,400 人 13,400 人 13,400 人 
海外留学者比率 2.1% 4.2% 4.9％ 
・外国人留学生数・全学生に対する比率 

 平成 24 年度 平成 26 年度 平成 28 年度 
外国人留学生数 497 人 620 人 800 人 
全学生数 13,400 人 13,400 人 13,400 人 
外国人留学生比率 3.7% 4.6% 6.0% 

 
(B) 岡山県夢づくりプランにおける目標値 
 暮らしやすさ指標 現 状 平成 28 年度 
 
世界にはばたけ！ 
グローバル人材 
育成・誘致 
プログラム 

子供たちを対象とした 
英語体験イベントの 
開催箇所数 

4 箇所/年 10 箇所/年 

英語に関する検定等の 
受験者数 28,653 人/年 40,000 人 

海外留学等を行った 
学生数・生徒数 667 人/年 1000 人/年 

県内企業に就職した 
外国人留学生数 50 人/年 5 年間で 

300 人 
  

２）地域の特性や将来像を踏まえた中・長期的なまちづくりの姿 
まず、まちづくりの基盤として、岡山の地域の特性を指摘しておく。岡山には、学都

の形成に相応しい風土が備わっていることを挙げておきたい。ここでは、岡山における

地域的特性を、3 つの観点から説明する。 
第一に、地理的観点からして、岡山は、中国・四国の交通の結節点であることが挙げ

られる。 
例えば、新幹線を利用した場合、岡山は、広島から 40 分、新大阪から 46 分、名古屋

から 1 時間 37 分、博多から 1 時間 39 分と交通アクセスが非常に良い。また岡山駅は

四国・山陰方面への起点でもあり、8 方面の JR 在来線が放射線状に広がり中四国地方

最大の交通の要衝となっている。すなわち、岡山は地理的に古来より多くの人が集まる

地であったことが指摘される。 
さらに、国際線の充実している岡山空港へは、大学から車で約 30 分と至近距離にあ

ることも大きな特長である。北東アジアのハブ空港として充実を誇るソウル仁川空港へ
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は、平成 24 年 9 月 14 日より週 9 便に増便され、また上海浦東空港へは同年 9 月 25 日

より週 10 便に増便された。両線を利用することにより、世界各地から岡山空港を介し

て容易に岡山に人が集まることができる点が重要である。 
加えて、高い水準の都市機能が整備されているにもかかわらず、全国物価地域差指数

における岡山県の物価水準は平均を下回っており、空路・陸路の利便性の良さに加え、

留学生の留学生活をより充実したものにできる条件が揃っている。 
第二に、教育を重視する歴史的風土の存在である。岡山は、市民教育の歴史がある。

岡山県は、江戸時代の寺子屋数が長野県、山口県に次いで第 3 位（1,031 カ所）であっ

た。また、全国に点在する 1,505 の私塾のうち 144 カ所が岡山に存在していた。特に、

現存する日本最古の庶民のための藩校「閑谷学校」に代表されるように、岡山藩の池田

光政は藩内各地の庶民教育に力を入れてきた。岡山という土地は、人を教育することに

大きな意義を見出してきた所であるといっていい。 
第三に、まちづくりの状況である。平成 23 年の岡山大学における地域総合研究セン

ターの設置などによって、岡山のまちづくり団体が有機的に繋がりつつあることを挙げ

ることができる。例えば、岡山市の中心市街地にある西川緑道の活性化計画では、大学

生、岡山市、まちづくり団体との交流が始まっている。 
以上の有利な条件を踏まえて、当面なすべき『留学生のまちづくり』プロジェクトの

根幹は、岡山の学生・留学生が、地域の人々と自由に話し合い、まちの将来に関わる仕

掛けを岡山全体に広げることである。さらに、対話を通じて、留学生自身が岡山を知り、

体験して、好きになり、岡山の友好大使を世界中で増やすことである。そのことを通じ

て、中・長期的には、岡山が留学生に最も好まれる地域となり、一方で溢れるほど多く

の留学生が岡山を来訪し、岡山で職を得て定着し、他方で、まちに溢れる留学生との多

面的交流を通じて、まち自身が魅力あふれる国際都市に変貌することである。 
 
３）地域の諸団体の交流や現状、またその課題 

岡山では、すでに『留学生のまちづくり』に向けた取組が各種の団体において進めら

れている。以下、まずは協働での取組状況を紹介する。 
第一に、『アジア留学生ビジネスネットワーク構築支援事業』が挙げられる。これは、

岡山大学、岡山理科大学、岡山商科大学、吉備国際大学、(公財)岡山県産業振興財団、(社)
岡山経済同友会を中心とした留学生支援事業である。平成 24 年度からアジア地域から

の留学生を対象に『アジア留学生インターンシップ事業』『晴れの国スカラシップ事業』

及び『交流会』等を開催し、年間 36 万円の給付を受ける留学生は、ネットワークの交

流会・意見交換会への参加が求められている。また、インターンシップ事業では、岡山

県内から約 50 社が参加し、80 名までの留学生インターンシップの受け入れが可能であ

り、岡山大学を含め現在 40 名の留学生が参加している。 
第二に、西川パフォーマー事業検証及び西川緑道公園周辺現状調査業務が挙げられる。
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西川緑道とは、岡山市中心部を流れる緑と花があふれる公園であり、都心の水辺空間と

して市民の憩いの場となっている。平成 23 年度から、賑いを目的とした西川パフォー

マー事業を行い、ジャズ・フェスティバルやキャンドル・ナイトなど計 34 日にわたり

195 の団体が参加している。また、平均 1,500 人ほどを集める飲み歩きイベント『ハレ

ノミーノ』や『満月バー』など中心市街地活性化策を行っている。地域総合研究センタ

ーでは、中心市街地の賑わいについて岡山市の受託調査を行っており、この取組を活か

して、留学生とモニタリングを行う。 
第三に、平成 23 年 12 月に開催した、岡山大学教職員・留学生と留学生支援団体との

意見交換会が挙げられる。意見交換会で、韓国人留学生が、アルバイト・就職問題につ

いて問題提起を行った。岡山商工会議所は、その意見交換会を踏まえて、その韓国人学

生に企業通訳を依頼するようになり、これを契機に、大学と就職問題を協議するように

なった。 
以上のように、岡山では、大学と地域の関係が深まっており、大学、地域の諸団体と

も留学生を様々に支援しているが、改善すべき点もある。以下、岡山大学をはじめ連携

団体における個々の取組の現状と課題を列挙する。 
 

岡山大学： 
岡山大学は、すでに日本事情科目の一環としての茶道・書道・備前焼体験、英会話を

楽しむ L-Café など多彩なプログラムを提供している。L-Café とは、学生の英語力向上

と英語に対する自発的な学習態度を啓発することを目的として平成 21 年 5 月に設置さ

れた正課外活動のスペースのことである。L-Café は、毎週月曜日から金曜日まで 10:25
～19:00 にオープンしている。L-Café には、英語学習のほかにも、日本語カフェ、中国

語カフェ、韓国語カフェ、ドイツ語カフェ、フランス語カフェがある。この交流スペー

スは、平成 25 年度より 2 倍に拡充された。 
課題；岡山大学は『留学生のまちづくり』を授業に組み入れることも検討しているが、

特に、欧米留学生への地域交流依頼が過多になる傾向もあり、留学生への負担が懸念さ

れる。本事業でのコーディネーター配置によって留学生の負担を軽減し、日本人・留学

生の共同活動の拡充を図っていく必要性がある。 
 
岡山県： 
平成 24 年度に県政推進の羅針盤として策定された『第三次おかやま夢づくりプラン』

は、グローバル人材養成を政策的優先事項に据え、留学生の獲得と小中学校の英語教育

の機会を増やしている。その中で、子供たちを対象とした英語体験イベントの開催箇所

数を現状年 4 箇所から平成 28 年度には年 10 箇所に増やし、海外留学を行った学生数を

現状 667 人から平成 28 年度までに 1,000 人に拡大する計画がある。 
課題；留学生を受け入れる大学と県が、これまで十分に密接な関係を構築していなか
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ったことが挙げられる。その他、岡山県の国際交流団体によれば、国際交流では交流実

践と学術調査の双方が必要となっており、日本語ガイドブックを作成する場合でも、大

学と留学生とが共同作成する機会を持ちたいと考えている。 
 
岡山市： 
岡山市は、多文化共生社会の実現を目指し、外国人市民の意見を反映するまちづくり

のために平成 17 年から「外国人市民会議」を行っている。平成 24 年度は 5 回開催され、

身近にある問題を議論し、4 名の委員が建設的な提案を行っている。 
課題；この会議では共生のプランが多岐にわたっており、テーマを深く探るために、

留学生を含めた参加者が求められていることである。また、岡山市は外国人の就職活動

の拡充など、他の組織と連携を求めている。その他、岡山市では、倉敷市に比べ観光の

PR が弱く、留学生による観光資源の発掘や情報アクセス向上など客観的な評価を政策

に取り込みたいと考えている。 
 
(社)岡山経済同友会： 

 (社)岡山経済同友会は、能力・意欲の高いアジア留学生に対して、奨学金の給付、イ

ンターンシップ、就職情報提供など、留学生と企業を結ぶ『アジア留学生ビジネスネッ

トワーク構築支援事業』を平成 24 年度に開始している。 
課題；留学生に岡山での就職を期待しているが、留学生自身の語学力がビジネスレベ

ルの日本語にまで到達できていないこともあり、マッチング成立までには至りにくい。

留学生が日本での就職を意識した勉強に励んでもらいたいと考えている。 
 
岡山商工会議所： 

岡山商工会議所は、韓国や中国、グアムなどとの経済交流を目指しており、優秀な留

学生の獲得を考えている。 
課題；インターネットを活用した就職活動においては、地元経済界の情報が十分に提

供できていないことが多く、留学生と地元経済界のミスマッチが起こりやすくなってい

る。就職活動の場以外に、留学生と交流を持ちたいと考えている。 
 
(公財)岡山県市町村振興協会： 

(公財)岡山県市町村振興協会では、本年度より若手自治体職員の海外研修を 10 年ぶり

に再開した。これは、若手職員が、グローバルに活躍する機会を増やすためである。職

員研修の中で、留学生を講師として招待し、若手職員に、まちづくりや語学レッスンを

受講させたいと考えている。 
 課題；海外の情報不足に加え、視察手法等の研修システムの精度を高めることが求め

られている。 

 
 6 



平成２５年度 留学生交流拠点整備事業 
「留学生のまちづくり」報告書 

 

 
倉敷市： 
水島コンビナートを持つ倉敷市は、かつてより多くの海外技術者を受け入れており、

その家族の日常生活をサポートするための国際団体が、他都市よりも早く設立された。

また、ホ－ムステイも受け入れてきた。倉敷市内に位置する大学の留学生受入れにも支

援をしている。 
課題；団体構成員の高齢化が進んでいる。『留学生のまちづくり』を通じて外国人や

日本人の若者が加わることにより、活発な国際交流を行いたいと考えている。 
 

以上のように各団体で、経済・文化・体験を柱とした留学生支援を行ってきたが、他

団体との留学生支援の連携は十分に行われてこなかった。各団体からの情報があっても、

留学生にとってわかりやすい状況とは言えなくなっている。そこで、『留学生のまちづ

くり』では、新しい活動だけではなく、既存の活動の情報共有によって、大学・行政・

経済界・地域の連携活動を進めていく。 
岡山県は 1,000 人当たりの留学生比率が 1.35 人と高いにも関わらず、留学生の存在

感は薄く、顔が見えていないことも岡山の大きな課題と言える。留学生に関する正確な

情報の欠如は、大学・地域・留学生の距離感を表しており、大学を核として諸団体との

連携を通じて、相互にとってわかりやすいまちづくりが必要になっている。 
 
【参考】人口当たりの留学生数が多い都道府県（2010 年） 

～留学生受け入れによる地域活性化の取組と課題(「留学交流」2012 年 6 月号)～ 
 都道

府県 
2010 年 

留学生数(人) 
2010 年 

人口(万人) 
人口千人中の 

留学生数 
人口千人中の

外国人口 
老年人口割合% 

(65 歳以上) 
1 大分 4,198 120 3.50 7.39 26.5 
2 東京 45,617 1,316 3.47 24.23 20.1 
3 京都 5,896 264 2.23 15.88 23.0 
4 福岡 9,665 507 1.91 7.95 22.1 
5 石川 1,804 117 1.54 8.35 23.5 
6 岡山 2,628 195 1.35 9.50 24.9 
7 大阪 10,791 887 1.22 18.58 22.1 
8 長崎 1,653 143 1.16 4.55 25.9 
9 奈良 1,486 140 1.06 6.61 23.8 

10 山梨 888 86 1.03 14.47 24.5 
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４）委託事業期間中の目標及び具体的な内容 
・委託事業期間中の目標 『留学生のまちづくり』の実現 
委託事業期間中の目標は、以下のとおりである。 
目標１として、産官学民が共同で学生・留学生が生活しやすい岡山を世界に発信する

こと、である。日本人学生と留学生には、岡山の良い点や改善すべき点を提示してもら

う。それから留学生と様々なプロジェクトを打ち出す『岡山まちづくり実験室』を進め

ていく。 
また、岡山大学では既に学内交流イベント、学生団体イベントを行っており、更に年間

約 40 の学外交流イベントも行っている。それらの活動を『留学生のまちづくり』との

連携作業で進めていく。 
目標２として、岡山県民が、留学生と共に生活していることを理解すること、が挙げ

られる。つまり、行政や教育機関が、地域で活躍する日本人学生と留学生の人材育成を

進めることで、”岡山県民が岡山に来る学生と留学生を誇りとするまち”を目指していく。 
目標３として、日本人学生の海外留学者と外国人留学生の増加と、彼らと地域の人々

との交流・連帯の促進が挙げられる。岡山大学の海外留学者数は、平成 23 年度は 282
人であるが、平成 28 年度は 660 人にまで増加し、外国人留学生数も平成 24 年度の 497
人から平成 28 年度には 800 人にまで増加させる予定である。 
以上のような目標を掲げながら、『留学生のまちづくり』では、岡山の体験と提案、

就職支援、交流、シンポジウムを主要な活動とする。また、これらの活動は、岡山大学

が単体で企画立案するのではなく、「国際学術都市構想会議」のメンバーを中心に組織

される「岡山留学生のまちづくりコンソーシアム」のメンバーとの協議によって策定す

る。 
こうした活動の拠点を、平成 24 年 6 月に岡山市の中心市街地に開設した「岡山大学

まちなかキャンパス・城下ステーション」に置き、以上の取組のコーディネーターを配

置する。 
 
・具体的な内容 
プラン１ 『岡山まちづくり実験室』 
日本人学生と留学生がともに岡山の様々な地域を巡り、まちの歴史や課題を学びなが

ら地域の人と交流するプログラムを開催する。 
 
プラン２ 『オカヤマ・ウェルカム・ピクニック』 
 岡山市や経済団体との共同で、岡山で生活をするために必要な情報を留学生に提供す

る。その際に、日本三名園の一つである岡山後楽園などのカルチャーゾーンの散策やお

茶会・ピクニックを催し、岡山での新生活を歓迎する。また、倉敷でも同様の企画を行

う予定である。このような機会を通じて、『留学生のまちづくり』に賛同する市町村を
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広げていく。 
 
プラン３ 『岡山キャリアサポート』 
 「岡山留学生のまちづくりコンソーシアム」のメンバーは、日本人学生と留学生の就

職活動が始まる前に、岡山の観光・経済・産業活動の PR を通じて、就職活動の機会を

提供する。 
 
プラン４ 『まちづくりフォーラム』 
『留学生のまちづくり』の調査報告会を定期的に開き、国内外の研究者や実践者を招

待する。プログラム実施期間中の 11 月には、『国際学都シンポジウム』を開催し、国際

的観点から、留学生と都市の関係について検討する。 
  
これらの『留学生のまちづくり』プロジェクトによるアウトプットの第一点目は、留

学生の意見が地域のまちづくりの参考になること、第二点目は、留学生自身が、岡山の

ことを好きになり、岡山の話を世界に発信すること、第三点目は、経済界が優秀な留学

生との職業マッチングが可能になることが挙げられる。最後に、岡山にとっては、まち

づくりのスクラム体制を明確に設立する点も大きなアウトプットとなる。また、『留学

生のまちづくり』プロジェクトのアウトカムは、プロジェクトが定着化し、諸団体の継

続的な連携体制が構築され、岡山が真の国際学術都市に成長すること、である。 
その第一段階として、「岡山留学生のまちづくりコンソーシアム」に組織される諸団

体において、岡山市が外国人市民会議、岡山県が留学生の獲得と小中学校の英語教育、

(社)岡山経済同友会が『アジア留学生ビジネスネットワーク構築支援事業』、岡山商工会

議所が就職支援、(公財)岡山県市町村振興協会が職員研修、倉敷市が海外交流団体の活

性化などを進めていく。またこれと同時に、岡山大学を起点として他大学とのコーディ

ネート活動を拡大し、岡山県内の 16 大学が参加する「大学コンソーシアム岡山」と連

携する。岡山県内の大学が協同して、グローバルな国際学都交流を目指す。 
第二段階では、国際水準に対応する留学生数を岡山に迎え入れ、また日本人の海外留

学を国際水準のレヴェルに引き上げ、岡山をグローバル人材に溢れる地域へと引き上げ、

まちが魅力的で賑いのあるまちとなり、岡山を世界で最も豊かな学都に変貌させる。 
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５）「仕組みづくり」「交流」「支援」「留学生活用」「調査・研究」の各スケジュール 
・仕組みづくり：「岡山留学生のまちづくりコンソーシアム」 
岡山大学では、荒木勝副学長（社会連携・国際担当理事）の直轄ミッションとして国

際交流と地域連携に関わる教職員を全学的観点から配置し、『留学生のまちづくり』事

業に取り組んでいる。国際センターは、留学生の受入と教育を担当し、地域総合研究セ

ンターは、大学と地域との協働によるまちづくりを進め、そして、言語教育センターは、

L-Café など、留学生と日本人学生を繋ぐ役割を担う。キャリア開発センターは、日本

人と留学生の就職支援を行う。この４つのセンターを中心に構成される『留学生のまち

づくりチーム』は、その組織運営の中核組織として企画調整会議を設置し、プログラム

の実行について共同で対応する。 
平成 25 年度の「仕組みづくり」としては、「岡山留学生のまちづくりコンソーシアム」

の設立を予定している。既に組織されている「国際学術都市構想会議」を母体に、「岡

山留学生のまちづくりコンソーシアム」を設立し、理念から実践に向けた戦略を立てる。

現在、設立に向けて調整中であり、平成 25 年度 4 月の設立を目指す。 
 

・交流 
岡山カルチャーゾーンにある岡山後楽園や倉敷市美観地区にて『ウェルカム・ピクニ

ック』を行う。また、『岡山まちづくり実験室』、『まちづくりフォーラム』など、留学
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生が地域と対話する機会を増やす。また、日本事情や「岡山を知る」など学内教育プロ

グラムに『まちづくり実験室』の企画を組み込み、大学の正規の教育活動との連携を行

う。 
 

・留学生への支援 
『岡山キャリアサポート』など経済団体の協力を得て開催し、インターンシップ、職

業支援、アルバイト情報、産業バスツアーなどの実施にあたっては、「岡山留学生のま

ちづくりコンソーシアム」と協議を重ねる。また、『アジア留学生ビジネスネットワー

ク構築支援事業』と連携する。 
 

・留学生の活用 
小・中学校の英語講師、外国人市民会議への参加、若手自治体職員への講師派遣、通

年の活動として、『留学生のまちづくり』事業の状況を、ブログやホームページなどで

公表する。また、西川緑道にぎわい調査などに、留学生の岡山のイベントモニター参加

を組織する。 
 

・調査・研究 
『国際学都シンポジウム』において、国内外のまちづくりに関する調査・研究発表を

行い、大学・都市と留学生の関係について国際的視野から検討する。 
 
・タイムスケジュール 

平成 25 年 

6 月  『岡山留学生のまちづくりコンソーシアム』設立 
6 月  『オカヤマ・ウェルカム・ピクニック』 
7 月  ホームステイ 

11 月 『岡山まちづくり実験室』サムライ・トリップ in やかげまち 
  『国際学都シンポジウム』  

12 月 『岡山大学うぇるかむデー World Kitchen』 
ホームステイ 

平成 26 年 

1 月 『もちつき大会』 
   『岡山 ESD プレシンポジウム』 
2 月  学生による、まちづくりの現地視察 
3 月  学生視察報告会 
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６）『留学生のまちづくり』事業に関わる課題 
（１） 大学と諸団体との課題 
岡山大学は、留学生の地域活動に積極的に協力してきた結果、様々な団体から同様の

依頼が舞込む様になっている。しかし、大学としては、単なる留学生のイベント参加で

はなく、留学生に対して、新しい学びや成長の場を提供する形で協力体制を練らなけれ

ばならないと考えている。『留学生のまちづくり』事業では、こうした観点のもと、各

種団体と留学生との活動（イベント・施策）を整理し、共同で実施可能なものは一緒に

進めていく。 
 
（２） 大学と大学間との課題 
「大学コンソーシアム岡山」に『留学生のまちづくり』プロジェクトへの協力を呼び

かける。ただし、この事業に参加する大学が増えていくと、ダイナミックに動ける反面、

議論はできても、アクティビティが停滞する危険も生じる。その点を配慮しつつ、県内

の意欲的な大学との協力体制を整備する必要がある。 
 
（３） 大学と学生との課題 
 岡山大学国際センター所属の留学生支援ボランティア・WAWA、学生まちづくり団体

の Li☆Luck、大学生協などとの連携も必要となる。留学生と日本人学生の共同作業が

あってこそ、両者の学びと成長の場が形成される。日本人学生が主体的に『留学生のま

ちづくり』に参加する体制を整備する必要がある。 
 
（４） 留学生同窓会との関係強化 
 平成 22 年 10 月に岡山大学留学生同窓会が設立され、留学生同窓会海外支部も順次設

立されている。留学生 OB の「岡大ファン」「岡山ファン」の組織化を積極的に支援し

ていくことで、現役留学生と OB との繋がりを広げていく。なお、平成 24 年 7 月開催

の岡山大学留学生同窓会役員会において本事業の説明と協力依頼を行い、了解を得てい

る。 
 

1-4 事業の実施体制 

岡山大学では、荒木勝副学長のもとに、岡山大学『留学生のまちづくりチーム』を

設置する。そのチームは、国際センター、地域総合研究センター、言語教育センター、

キャリア開発センターの４つのセンターから構成され、そのなかに企画調整会議を設

置する。留学生と「岡山留学生のまちづくりコンソーシアム」の間に、コーディネー

ターを置く。 
「国際学術都市構想会議」のメンバーである岡山県、岡山市、倉敷市、岡山商工会

議所、(社)岡山経済同友会、(公財)岡山県市町村振興協会などを中心に「岡山留学生の
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まちづくりコンソーシアム」を構成する。そのコンソーシアムの共同プロジェクトと

して、『アジア留学生ビジネスネットワーク構築支援事業』に参加する大学と連携を

する。また、岡山大学まちなかキャンパス城下ステーションを共同で運営する NPO
法人まちづくり推進機構岡山などの団体も参加する。NPO 法人まちづくり推進機構

岡山は、中山間地域の活性化やユニバーサル・デザインの支援を行っており、岡山全

体のまちづくり、産官学と NPO の双方が支える体制ができあがる。 
      また、コーディネーターは岡山のまちづくりで活躍中の人材とし、各諸団体を束ね

る役割を担う。岡山大学内には、コーディネーターを支えるサブコーディネーターを

置き、学内での調整を担当する。留学生との関わりは、全学組織として岡山大学『留

学生のまちづくりチーム』が担っていく。 
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２  事業活動 

 

2013(平成 25)年度に実施した事業活動は以下の通りである。 

 
次に、2013(平成 25)年度に実施した主な事業活動を紹介する。 
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2-1 シンポジウム 

1)「大学と都市」講演会 

「米国ポートランド州立大学における国際交流及び学生交流事業」 

実施日：2013(平成 25)年 6 月 27 日（木）15:30～17:30 
場 所：岡山大学（津島キャンパス） 

一般教育棟 A 棟 1 階プレゼンテーションルーム 
概 要：米国ポートランド州立大学・准教授 西芝雅美氏を招き、講演会および

意見交換会を開催。教職員、自治体関係者が参加した。 
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2) 豊子愷シンポジウム 

「夢二を愛した文人漫画家 画家豊子愷 人生の滋味・日本・竹久夢二」 

実施日：2013(平成 25)11 月 9 日（土）プレシンポジウム「夢二の故郷ツアー」 
10 日（日）シンポジウム「画家・豊子愷の生涯と芸術」 

場 所：岡山大学（津島キャンパス）創立五十周年記念館・会議室ほか 
概 要：岡山大学言語教育センター、地域総合研究センター、国際センターの

共催（後援：夢二郷土美術館、両備ホールディングス株式会社）で豊

子愷シンポジウムを開催（9 日はバスツアー）。留学生や一般からの

参加があった。 
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2-2 岡山まちづくり実験室 

1) オカヤマ・ウェルカム・ピクニック 

実施日：2013(平成 25)年 6 月 9 日（日） 
場 所：岡山市内（後楽園・岡山城・出石町・岡山大学城下ステーション） 
概 要：後楽園、岡山城および出石町で岡山の歴史と文化を学ぶ企画を実施。

留学生 33 人、日本人学生 38 人、スタッフ 32 人（教職員、自治体、

関係施設や諸団体、一般からのボランティア）の計 103 人が参加した。 

【「オカヤマ・ウェルカム・ピクニック」報告書】 
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9時 30分、後楽園に集合しました。 

  

  
 
日本人学生 38名、留学生 33名、ボランティア・スタッフが 32名、計 103名が集まりました。 

  
 

岡山県後楽園事務所所長（左写真）と岡山大学荒木副学長（右写真）による講演 
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後楽塾ボランティア・ガイドによる説明とピクニックのルール説明 

  

  
 

グループのメンバーで一緒に後楽園内へ 
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後楽園・井田にて御田植え祭に参加 
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後楽園内にてランチタイム 

  

  
まちあるき・出石町 
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岡 山 城 
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お茶席（出石しろまち工房） 
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城下ステーションに集合 

  
 

アンケートとウェルカムバッグ 
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ピクニックの振り返り会（意見交換会） 
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オカヤマ・ウェルカム・ピクニック意見交換会 

日 時：2013 年 6 月 9 日 15:30～18:00 

場 所：まちなかキャンパス城下ステーション 

 

（荒木副学長）岡山に住んでいながらも、皆で一緒に見て、考える機会はなかった。その中

で発見があれば良いピクニックとなり、自治体の役に立つ情報もある。もっと

楽しい大学と地域の関係ができるのではないか。 
 
【後楽園についての講話】 
（トルコ）荒木副学長による講話「後楽園と井田(せいでん)」は簡潔で分かりやすく、(留学

生にも)半分くらいの意味が分かった。 
 
（中国）後楽園が一般的な庭園とは違い特徴のある空間であることは分かったが、パワーポ

イントや動画の説明の方がよい。 
 
【後楽園・お田植え祭】 
（中国）お田植祭の姿を見て懐かしい気分になった。中国にも似たような農村祭りがあるこ

とから、両国の文化の近似性を見つけた。 
 
（中国）田んぼに入る経験がなく、難しい仕事だと初めは考えていたが、やってみると意外

と簡単だったので、ちゃんと育つか心配になった。同じ体勢のまま長時間作業

をすることが大変だと感じた。 
 
（日本）機械に任せるのではなく、リズムに合わせ手で植えることが楽しかった。また、お

百姓さんの気持ちを感じると大切に食べないといけないと思った。 
 
（アメリカ）ドイツで生活していた頃のジャガイモを思い出し、(田植えを)めちゃくちゃや

りたかった。 
 
【岡山城】 
（イギリス・スコットランド）(岡山城からの景色について)いつもとは違う角度からの風景

は癒される。大阪城とは規模が違うけれども、岡山城そのものが魅力的であり

景色が良い。 
 
（中国）日本語での解説が極めて分かりにくい。 
 
（アメリカ）歴史について色々な解説ができるかもしれないが、(多言語ではないため)知り

たいけど、知ることができないことに不満を感じた。(後楽園の)井田も、説明が

あればすばらしいものだとわかる。 
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（中国）岡山城で着付け体験をしたかったが、人数制限があったため体験できなかった。 
 
（岡山市）岡山城では着付け体験が人気だが、一人当たり 10 分かかるため参加者全員が体

験することができない。 
 
【参加者のグループ行動について】 
（日本）日本人と留学生の混合チームで、各国の学生と話す機会があったのが良かった。大

学内では、日本人と留学生が交流する機会は意外と少ない。なぜなら、両者と

も出会いのきっかけが少なく、勇気を出して話かけることもなかなかできない。 
 
（日本）混合チームのピクニックでも途中で他チームの知り合いと一緒になったりしてバラ

バラになることもあるので、一チームあたりの人数を減らした方が良い。 
 
（日本）社会人との交流にも力を入れるのであれば、はじめからピクニックのチームに組み

込んだ方が分かりやすい。 
 
【出石しろまち工房・お茶席】 
（岡山大学・岩淵）出石しろまち工房でのお茶席会は茶室の雰囲気もよく、参加者が 74 名

もあり大変盛況だった。ただ、学生たちが殺到したため全員が施設の中に入る

ことができず、運営側の問題もあった。チームリーダーに事前プランをしっか

り説明し、時間帯を予め分けるなどの配慮が必要だった。 
 
【岡山の観光について】 
（岡山市）(観光客の)回遊性をどのように高めるかを検討している。留学生たちの母国には

あるが、日本には存在しないサービスとしてどのようなものがあるのか。また、

メールマガジンの登録や SNS の活用法を考えており、留学生の意見を活用した

まちづくりに期待している。 
 
（日本）岡山のまちに観光スタンドをもっとつくり、分かりやすい地図をおくべき。 
 
（岡山大学・岩淵）欧州では、観光協会が大きな立て看板を置きイベント紹介などを行って

いる。岡山市にもスタンドがあるそうだが、認知度が高くない。 
 
（各国留学生）「出石しろまち工房」を観光協会施設だとは思わなかった。多目的ミュージ

アムショップとしてポストカード、カレンダーなどを置いてはどうか。 
 
（トルコ）岡山のまちなみをもっと評価すべき。トルコは人の手が入っていない自然はきれ

いだが、都心は道路も家の並びもあまりきれいではない。 
 
（イギリス）エディンバラでは、15 分も歩くと自然が溢れ、大学と都市が近い関係にある。

そのような意味で、岡山は住みやすい規模にある。 
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（台湾）ゴミ箱はないけれどゴミが少なく、日本はきれいな国だ。 
 
（フランス）道の表示が少なく携帯電話で検索しないとわからないことが多い。 
 
（中国）歴史を堅苦しく説明されると、「へー」という感覚が残るが心に深くは刻まれない。 
 
（日本）岡山は、施設は揃っているが、人と人を繋げることが十分にはできておらず、さら

に謙虚ゆえに PR 活動も弱い。 
 
（荒木副学長）後楽園周辺が歴史遺産と都市公園の位置づけとかわり、若者が自由に利用で

きる公園になってほしい。 
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【 オカヤマ・ウェルカム・ピクニックの開催準備 】 

 

  
  岡山県産業労働部観光課とのミーティング 岡山市経済局観光コンベンション推進課との 
            （2013年 5月 2日）           ミーティング（2013年 5月 15日） 
  岡山県後楽園事務所とのミーティング   岡山市市民局国際課とのミーティング 
      （2013年 4月 23日、6月 5日）              （2013年 5月 1日） 

   

学生実行委員会 第１回ミーティング         グループ分けの検討 
（2013年 5月 15日）           （2013年 5月 31日） 

 

   
ウェルカムバッグの準備作業       ピクニックの準備作業 
（2013年 6月 7日）         （2013年 6月 7日） 
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【 ピクニックを応援してくださったみなさん 】 

   
岡山市 ESD世界会議推進局   公益社団法人おかやま観光コンベンション協会 

 

   
留学生支援ボランティア・WAWA           おふくの会 

 

    
岡山県後楽園事務所              公益財団法人岡山県市町村振興協会 

                                            岡山県市町村職員研修センター 
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オカヤマ・ウェルカム・ピクニック 
2013 年 6 月 9 日（日） 

【 参 加 者 ア ン ケ ー ト 】 

 

  留学生 日本人 
学生 スタッフ 計 

参加者数 33 38 32 103 
うち、アンケート回答 30 29   
（アンケート回収率） 90.9% 76.3%   83.1%   

 
留学生アンケート回答者（30 人）の出身：12 か国・地域 

  中国(14), 台湾(3), 韓国(1), タイ(2), ミャンマー(2), インドネシア(1), ベトナム(1),  
    トルコ(1), アメリカ(2), イギリス・スコットランド(1), フランス(1), セルビア(1) 

※ ( )内は人数 
 
留学生アンケート回答者（30 人）の岡山滞在期間 
  1 年未満(19), 1～2 年(10), 4～5 年(1) 

 
Q1. どのようにして知りましたか（このイベントを知ったきっかけ）（複数回答） 

  留学生 日本人学生 全体 
大学の掲示板 13 43.3% 8 24.2% 21 33.3% 
AGORA の HP 0 0.0% 1 3.0% 1 1.6% 
友人・知人 11 36.7% 16 48.5% 27 42.9% 
新聞・広報誌     0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
その他 6 20.0% 8 24.2% 14 22.2% 

 30 100.0% 33 100.0% 63 100.0% 
 

Q2. たくさんの人と話ができましたか（交流について） 

  留学生 日本人学生 全体 
大変よくできた 7 23.3% 12 41.4% 19 32.2% 
とてもできた 17 56.7% 11 37.9% 28 47.5% 
まあまあできた 6 20.0% 5 17.2% 11 18.6% 
あまりできなかった  0 0.0% 1 3.4% 1 1.7% 
全然できなかった 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 30 100.0% 29 100.0% 59 100.0% 
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Q3. 参加して楽しかったですか（事業の満足度） 

  留学生 日本人学生 全体 
大変楽しかった 24 80.0% 14 48.3% 38 64.4% 
とても楽しかった 6 20.0% 14 48.3% 20 33.9% 
まあまあ楽しかった 0 0.0% 1 3.4% 1 1.7% 
あまり楽しくなかった 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
全然楽しくなかった 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 30 100.0% 29 100.0% 59 100.0% 
 

Q4.今日いちばん楽しかったことは何ですか（複数回答） 

  留学生 日本人学生 全体 
田植え体験・田植え祭見学 15 44.1% 6 16.7% 21 30.0% 
後楽園内にてみんなで昼食 6 17.6% 6 16.7% 12 17.1% 
茶道体験 2 5.9% 9 25.0% 11 15.7% 
交流（いろいろな人と話ができた） 4 11.8% 6 16.7% 10 14.3% 
岡山城 4 11.8% 1 2.8% 5 7.1% 
後楽園 0 0.0% 3 8.3% 3 4.3% 
その他 3 8.8% 5 13.9% 8 11.4% 

 34 100.0% 36 100.0% 70 100.0% 
 

Q5.参加してどう思いましたか（自由回答） 

 岡山出身ですが、後楽園や岡山城について知らないことが多いと思いました。 

後楽園はどの時期に来ても楽しめるので定期的にまた行きたいと思います（日本） 

 後楽園はすごいきれいなところだと思いました（日本） 

 This my first experience to did rice planting.（インドネシア） 

 初めて田植えをしているので、新しい体験を取っています（中国） 

 田植えも体験できてよかったです（日本） 

 たのしかったです。たしかに、あたらしい人を合ってよかった。 

それに、おかやまじょうとさどうはすばらしかった（アメリカ） 

 一日中楽しかった。岡山城に行って秀家に会えて面白かった（フランス） 

 岡山城にいた秀家と豪姫が明るい人なので外国人の方が記念撮影を喜んでいた（日

本） 

 いろいろな人と会った、たのしかった。昼ごはん（台湾） 

 とても楽しかった。みんなと友達できて、お茶を飲んだり、お弁当を食べたり、最

高だ（中国） 
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 たくさんの外国人と友達になれて、とても有意義でした（中国） 

 新しい友達ができて、とても楽しいです（中国） 

 いろんな人と交流できて愉しかったです（中国(2)） 

 様々な人と交流できて良かった（日本） 

 留学生と交流できて楽しかった（日本） 

 知り合いが増えて充実した。参加して良かった（日本） 

 中国人の人たちと話せて楽しかったです（日本） 

 色々な国の人と岡山の良い所を知ることができてよかった。普段関わらない人たち

と知り合えて、いろいろな話ができてよかった（日本） 

 留学生がこんなにいるとは思ってなかったのでびっくりしました。色んな国の人と 

お話しできて楽しかったし、岡山のこと改めて知れてよかったです！（日本） 

 様々な国の人と話せてとても楽しかったです。こういう機会がもっとたくさんある

とお互いの国について理解を深められると思いました（日本） 

 留学生の人や違う学部の人たちといろいろなお話ができて楽しかった。中国の人に 

お弁当の文化について聞かれた(中国ではお弁当はあまりないそうです)（日本） 

 いろんな国からきた留学生と交流できてよかった。留学生だけでなく日本人も岡山

のことを知れるきっかけになったと思う（日本） 

 いろんな国の話がきけて、本当に楽しかった。私は一回生で岡山のことあんまし知

らなかったから、岡山のこといっぱいきけたのもよかったです。ありがとうござい

ました（日本） 

 岡山について知らないことが多かった（日本） 

 優しい人たちといっしょに、楽しい時間を過ごすことが出来た（韓国） 

 この活動は、外国人に岡山を理解させることにとてもいいと思います（中国） 

 いろいろな日本の伝統文化を体験しました。日本について知ることも多くなります。

将来はもう参加したいです（中国） 

 歴史的なこと、文化的なことを知れた（日本） 

 いろいろ体験してよかった（トルコ、ミャンマー、ベトナム） 
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 一度に色んな体験ができてよかった。異なる見方の人達が集まったので、気付きが

多かった（日本） 

 留学生はもちろん様々な人と話す機会がありとてもたのしかったです。またいろん

な国の人がいたのでまたちがった文化や習慣など知れてよかったです（日本） 

 大変たのしかったです。日本らしい体験がいろいろできました（日本） 

 岡山のことをより深く知ることができ、これからの岡山の生活に役立てていきたい 

（日本） 

 改めて、後楽園やその周辺の場所について発見できたのでよかったです。少し疲れ

ました（日本） 

 学生さんや留学生が、住んでいる町のこと(＆歴史など)を知るのはとても有意義だ

と思う（日本・スタッフ） 

 岡山って良い所なんだと改めて気づいた（日本） 

 良いまちだと思いました。また岡山めぐりをしたくなりました（日本） 

 中国は日本から学ぶべきことが多くある。特に、伝統文化の保存と伝承をもっと学

びたい。（回答は中国語）（中国） 

 国籍によるグループを作るほうがいいと思います（中国） 

 楽しかったけど、あまり他の人とお話ができなかったので少し残念だった（日本） 

 学校行事的な感じで、もっと自由にしたかった（日本） 

 こういう機会がたくさんあればいいと思う。最初の荒木副学長や後楽園の人の話が

ありましたが、説明(特に歴史について)が留学生にとっては分かりにくかったよう

です。田植えのような経験(具体的に体を動かしたりする)から学べるようにすれば

いいのではないでしょうか？（日本） 

 説明は英語でした方が分かりやすい。難しい日本語で説明すると伝わっていないよ

うに思う。メンバーの自己紹介をした方が、その後のコミュニケーションに役立っ

たかもしれない（日本・スタッフ） 

 日本人と同じチームで本当によかったです（中国） 

 とても楽しかったで、もんたいはなかった（アメリカ） 

 参加するかどうかまよいましたが、やっぱり参加してよかったです 

（イギリス・スコットランド） 

 とても楽しくて、いろいろなことができていい経験になりました（タイ） 
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 とても楽しかった（タイ、台湾、中国、ミャンマー） 

 参加したのは本当にたのしく、よかったと思う。今度チャンスがあればまた参加し

たい！（台湾） 

 楽しかったです！また何度も参加したいですよ。（中国） 

 このような活動はとても良かった。私達にこのようなチャンスを与えてもらい感謝

しています。今後ももしこのような活動があれば参加したいです。（回答は中国語） 

（中国） 

 日本人にとっても留学生にとっても実りのある企画だった（日本） 

 楽しかったです。参加する前は不安がけっこうあったけど、みんないい人で楽しく

すごすことができました（日本） 

 素敵なイベントだと思います（日本） 

 岡山の魅力ある場所（デートスポット等）きかれたが、たくさんは思いつかなかっ

た（日本・スタッフ） 

 岡山を知ってもらう入り口のひとつとしてはいいかもしれません（日本・スタッフ） 

 
Q6.また参加したいですか 

  留学生 日本人学生 全体 
YES 29 96.7% 28 96.6% 57 96.6% 
NO 1 3.3% 1 3.4% 2 3.4% 

 30 100.0% 29 100.0% 59 100.0% 
 

Q7. 岡山市で観光する時に、良い点は何ですか（自由回答） 

【多言語対応】 

 色々なおしらせはえい語で書かれているので良い点です（セルビア） 

 パンフレットは外国版のもあっていいと思います（中国） 

 言語別のパンフレット（日本） 

 英語や中国語でのパンフレットや掲示がある点（日本） 

 外国人の方が多いので、標識とかに英語が多い点（日本） 

【交通機関・道路状況】 

 人はやさしい、景色が美しい、交通も便利だと思う（台湾） 
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 道に地図がいっぱいで、道が分かりやすいと思います（中国） 

 交通が便利。環境が良い。（回答は中国語）（中国） 

 交通が結構便利だということ（中国） 

 交通の便がよい（日本(2)） 

 交通の便がたくさんあり、移動しやすい（日本） 

 路面電車やバスなどで自由に動きまわることができる点 

 It is very convenient to wonder around the city by bicycle.（ミャンマー） 

 自転車ですぐ移動できること（日本） 

 自転車や徒歩でどこにでも行ける（日本・スタッフ） 

 人がそんなに多くないからすいすいすすめる！（日本） 

 道がまっすぐでわかりやすい（日本・スタッフ） 

【商業・観光】 

 かんこうはきれい（ミャンマー） 

 なんといっても後楽園！美しい（日本） 

 後楽園が観光には最適だと思う。のどかでよかった（日本） 

 自然が豊か。カルチャーゾーンは落ち着く（日本） 

 歴史的建物が多い（日本） 

 岡山じょう、こうらくえん、いろいろなところがあります。 

それに、ルストらンはだいたいやすいです（アメリカ） 

 Sightseeing spot is clean and comfortable. Sometimes they give us discount for 
student.（インドネシア） 

 外国人留学生が無料で入場できる(後楽園、岡山城)のは良い点だと思う（日本） 

 地域に特化した観光商品（韓国） 

 岡山市の伝統を体験をできます（中国） 

 外国人にとって説明書があり、留学生でしたらただで入れることです（タイ） 
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 人があまりいなかったので、ゆっくり観光できます（タイ） 

 ここは空気がおいしくて、静かな所なので、ゆっくりあるける（台湾） 

 歩いてゆっくり観光できるので良かった（日本） 

 のどかな雰囲気で落ちついて観光できる（日本） 

 観光によい所が多くある、静か、歩いていける（日本） 

 環境がよくて、トイレとかきれいだ。そして、サービス員も親切だし、説明もはっ

きりだ（台湾） 

 瀬戸内海（中国） 

 市内の中心部がせまいので、徒歩で回ることができる(お城なども駅から近い) 

（日本） 

 駅の近くに観光する所が集まっている（日本） 

 小じんまりとまとまっている（日本・スタッフ） 

 後楽園などの有名な観光スポットが駅から比較的近い所にあるので行きやすい点 

（日本） 

【環境】 

 古くてでんとうてきな町（アメリカ） 

 緑多くて、町並が綺麗（フランス） 

 自然が豊か（日本） 

 環境もいいし、景色もいいです。スタッフたちは優しかったです（中国） 

 環境がいい（中国） 

 極めてきれいな環境があります。自然の感じが一番い（中国） 

 まち全体の衛生状況がとても良い。インフラも完備されており、人々も友好的だっ

た。（回答は中国語）（中国） 

 景色が良い。人もやさしい（中国） 

 どこでもきれいです。会った人だれでも親切で熱心な人です（中国） 

 日本人がとても親切です（中国） 

 人が優しい（中国、日本） 
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 だいたい晴れている（日本） 

 天候が丁度いい（日本） 

 日本独特ののどかな風景がある（日本） 

 のどかな風景、天気(晴れの国)（日本） 

 気候が良い。地理が分かりやすい（日本） 

【その他】 

 けしきはいいし、いろいろな活動がおこなわれます（ベトナム） 

 きれいに整備されている（日本） 

 分かりません。別に困ったことがありませんでした（トルコ） 

 私なかなか長く住んできましたが、来たばかりの人にとっては、日本人と一緒に有

名な観光スポットをまわすのはとてもいい経験だと思います 

（イギリス・スコットランド） 

  (今回のピクニックについて)ここの人と一緒に田植えを体験するのがとても良い

と思います（中国） 

 (今回のピクニックについて)外国の人といっしょに回ること。すばらしいところが 

たくさんある（日本） 

 

Q8. 岡山市で観光する時に、悪い点は何ですか（自由回答） 

【多言語対応】 

 タイ語の説明書があったらいいなと思います（タイ） 

【交通機関・道路状況】 

 交通が悪い（フランス） 

 交通の便、移動手段の悪さ（日本） 

 観光スポットへのアクセスが悪い。車がないと効率良く回れない（日本） 

 交通事情が微妙(自転車がないと不便)（韓国） 

 自転車がなければ不便だと思う（中国、日本） 

 交通機械があまりないのでちょっと不便だと思います（タイ） 
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 交通がちょっと不便です。特にバスに困ります（トルコ） 

 遠いところへ行って、バスが少ないので、不便利だと思います（中国） 

 交通機関(バスなど)が直結しておらず、わかりにくい（日本） 

 案内板がわかりにくて、どこか行きなのは理解づらい（台湾） 

 標誌ちょっと著しくない．．．(かな？)（台湾） 

 道路にある案内板(地図)が少なく、見づらい → 道に迷っていても気づかず、困る 

（日本） 

 標識が小さい（日本） 

 表示が分かりにくい所がある（日本(2)） 

 道が難しかった（日本） 

 歩行者にとって危ない場所が多い（日本） 

 車との接触がありそうで少し恐いです（日本） 

 駐車場が少なく、時間帯によっては道がすごく混雑するので、車での移動が難しい

点（日本） 

 自転車をとめるところがない（日本） 

 自転車などで観光するとき、道がデコボコしている所が多くこぎにくい点（日本） 

 道がほそうされていない（日本） 

 こじんまりまとまっているようなのに、交通費がかかること（日本・スタッフ） 

【商業・観光】 

 物や食べ物が高い（アメリカ、日本） 

 お店の閉店時間はちょっと早いです（中国） 

 外国人に対しての割り引きがちょっと少ないです（中国） 

 もっと詳しいお店のチラシをつくればいいと思う。せっかく魅力的なスポットが 

たくさんあるので、それらを中心にイベントや企画を考えていけばいい（日本） 

 店に、マップ上に説明が書いてあると入りやすいけど、何もなかったら、せっかく

近くにいっても見落としてしまう（日本） 

 ATM はあまりない（アメリカ） 
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 観光所がバラバラです（トルコ） 

 美しい町並みが少ない(スポット的)（日本・スタッフ） 

 観光地が少ない（中国、日本） 

 あまり観光名所がない(知らない)（日本） 

 後楽園、岡山城、岡山駅の他に観光するところが思いつかない（日本） 

 岡山市より倉敷市に目がいってしまう。駅から後楽園が遠い（日本） 

 良い所が多いのに知名度が低いから観光に来ようと思わない人が多い。 

駅と有名所がはなれてて、歩いていくのがしんどい（日本） 

 岡山市だけで観光するほど観光地がない (倉敷市などとセットのイメージ)  

歴史や文化についてもっと発信した方がよいと思う（日本） 

 観光時間は少ないです（中国） 

 (岡山城での)着付体験の人数を増加してくれればうれしい（台湾） 

 (岡山城は)人がいっぱいで、待つ時間が多いです(人数制限)。今日、30 分岡山城で

待ちましたが、結局着物を着なかったです（中国） 

 まちなかに休けいするところがない（日本） 

【その他】 

 ごみ箱が少ない（中国(2)、日本） 

 特になし 

（インドネシア、イギリス・スコットランド、台湾、中国(2)、 
ベトナム、ミャンマー(2)、日本(2)） 

 

Q9. 岡山市が国際都市になるには何が必要だと思いますか（自由回答） 

【多言語対応】 

 英語 バスのところとか（アメリカ） 

 市内にもっと英語や日本語以外のかんばんや説明書があったらいいなと思います 

（タイ） 

 英語が分かる人がもっといたらいいと思います（タイ） 

 宣伝、案内所とか英語、中国語をしゃべる人（台湾） 
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 英語とか中国語とかで分かりやすく歴史を紹介することが必要です（中国） 

 岡山城の中の展示に日本語しかなかった気がします。大切な文化、歴史を伝えるた

めに複数の言語で説明文を書くと良いと思います（日本） 

 もっと英語の表示がある方が分かりやすいのではないかと思いました（日本） 

 外国語案内が足りない（中国） 

 人々が英語をもっと使えるようになること（日本） 

 すべて英語訳をつける（日本） 

 英語で解説できる人材・ボランティア（日本(2)） 

【観光・商業施設、交通機関などの整備】 

 おもしろいのみせとか、いろいろ Restaurant とか、いじょう！（アメリカ） 

 The important things I think are transportation and souvenir store.  
（インドネシア） 

 大きなショッピングセンターがあったらよかったです（セルビア） 

 商店街をもっと増やし、規模を拡大、ショッピング施設を完備する（中国） 

 外国人たちにもっとアピールできる観光スポットを開発してほしい（韓国） 

 Information もっと多いほうがいいと思います。閉店の時間が早い（中国） 

 商店の閉店が早いですが、もっと遅くしていいと思います（中国） 

 岡山空港までの直行便の便数が増えたら、観光客も多くなれるのではないかと思う

（台湾） 

 便利な交通が必要だと思います。中国の全国では、岡山までの空港は上海しかない。

ちょっと不便（中国） 

 交通がもっと便利になる必要がある（中国、台湾） 

 新しい路面電車が必要だと思う（フランス） 

 初めて岡山に来た人にとって交通手段はバス、電車、タクシー、路上電車なので、

もっと細部まで行き来できるように自転車を貸してもらえるような仕組みがあれば 

いいかと思います（日本） 

 市内交通がさらに発達して行きやすくなることで市内のすみずみにまで興味がわく
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ようになる？（日本） 

 滞在型観光ができるような(和風)ゲストハウス（スタッフ） 

 もう少しみやすい看板やパンフレット（日本） 

 海外から観光客が来たときに、街に自由に使える WiFi がとんでいたらとても便利

だと思います（日本(3)） 

【岡山の魅力・情報発信】 

 やっぱりいろんな国の人が来てくれないとそうならないでしょう。今の岡山の外国

人はだいたいアジアけんの人で、その人も大事だとしても、もうちょっと多くの国

にアピールしたほうがいいと思います（イギリス・スコットランド） 

 岡山市がまだ小さい所だと思います。国際都市になる為には、海外の人に人気にな

るのが一番大切なものです。その為に、いろいろ楽しいものが知られるようになる

べきです（トルコ） 

 岡山市についてたくさん宣伝したほうがいいと思っています。今、中国で、岡山市

はちょっと有名じゃないです（中国） 

 アピール（中国） 

 宣伝、ジーンズやフルーツなど特色をもっと出していく（日本） 

 宣伝。整備（日本） 

 もっと岡山の良い所(名所、有名な食べものや気候の良さ)をアピールする(日本の県

外の人も、岡山のことをほとんど知らない)。売りだすための、なにかテーマのよう

なものがほしい。来てみたらみんなとても良い所だというけれど、実際岡山ってど

んなところ？？？っていう人が多いのが悲しい（日本） 

 市民の協力。そのアピール(国際都市にしたいという)（日本） 

 岡山市にしかない魅力、観光客を引きつけるもの（日本） 

 観光する前にガイドがまず紹介してくれれば、観光地の歴史と見るべき点を知りな

がら見学するのはもっと有意義だと思います（中国） 

【交流の場】 

 こんな活動がもっと必要です。異文化交流などもっと多かったらいいと思います 

（中国） 

 国際交流の場 日本人と外国人が一緒に何かできるきっかけ（日本） 
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【その他】 

 Okayama City needs more development in economic, compare with Tokyo & 
Osaka.（ミャンマー） 

 都市をもっときれいに美しくします（中国） 

 いろいろ高いビルはたえるほうがいい（中国） 

 駅から後楽園の方までの間をもっと活性化したらよいのでは？！（日本） 

 特に文化について市民一人一人が理解を深めること。国籍関係なく誰もが暮らしや

すい町を目指す(そのための政策を考える？)（日本） 

 ほかの市をきょうりょくします（ベトナム） 

 皆の協力が必要だと思う（中国） 

 市民・地元住民の協力（日本(2)） 

 人の意識改革（日本・スタッフ） 

 市民の外国人に対するおもてなし心（日本・スタッフ） 

 まずは雰囲気づくりでしょうか。企業、行政とのコラボ等（日本・スタッフ） 

 経験値（日本） 

 多くの人に体験をしてもらったり、感じてもらうこと（日本） 

 もうすでに国際都市になっている（日本） 

 I cannot think any point at the moment I think Okayama is quite complete. 
（ミャンマー） 
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2) ESD-J 全国ミーティング 2013 in 岡山 

「未来へつなぐ」を現場で学ぶ 

実施日：2013(平成 25)年 6 月 15 日（土）～16 日（日） 
場 所：岡山大学（津島キャンパス） 
概 要：岡山大学を会場に開催された ESD-J 全国ミーティングに参加。16 日

の分科会（第 4 分科会）では、昨年度の東北被災地視察（南三陸町、

気仙沼市を訪問）に参加した留学生 3 人（中国、フランス、スコット

ランド出身）が教員（岩淵助教）と共に報告を行った。 
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3) 岡山大学七夕祭 

実施日：2013(平成 25)年 7 月 3 日（水） 
場 所：岡山大学（津島キャンパス） 
概 要：大学会館およびその周辺を会場に、毎年恒例の「岡山大学七夕祭」（学

生団体 Li☆Luck 主催）を開催。留学生も企画参加し、日本人学生とと

もに来場者に笹飾りを楽しんでもらうコーナーを担当した。 
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4) サムライ・トリップ in やかげまち 

実施日：2013(平成 25)年 11 月 10 日（日） 
場 所：岡山県小田郡矢掛町 
概 要：矢掛町を訪問し、第 38 回岡山県矢掛の宿場まつり・大名行列を見学。

留学生 31 人、日本人学生 7 人、教職員 4 人が参加し、矢掛町山ノ上

地区および江良地区にて中山間地域のまちづくりを視察した。なお、

本企画は矢掛町役場とともに実施したものであり、山ノ上干柿生産組

合、クラブいのしし（江良地区）からも多大なご協力をいただいた。 

【「サムライ・トリップ in やかげまち」報告書】 
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サムライ・トリップ in やかげまち 

 

【 目 的 】 

サムライ・トリップの目的は、日本人学生と留学生が、まちの人々と交流することで、岡
山のまちづくりを元気にし、世界に広めていくことです。なかなか足を延ばすことのできな
い地域へ、大学と地域は一緒にサムライ・トリップを企画します。 
 日本人がどうしてまちづくりに関わっているのかを、参加者みんなで考えます。 
 

【 準 備 】 

2013 年 
9 月 18 日（水曜日）矢掛町役場 

15:00～ 矢掛町長インタビュー 
16:00～ 矢掛町との打ち合わせ 
17:00～ 備中商工会 訪問 

10 月 7 日（月曜日）～ 
「サムライ・トリップ in やかげまち」参加者募集開始 
 

【 スケジュール 】 

（2013 年 11 月 10 日, 日曜日） 

09:50 
10:30 

↓(Bus) 
11:30 

 
 
 
 
 

14:30 
↓(Bus) 

15:00 
 
 

 
 

16:00 
↓(Bus) 

18:00 

参加者集合、受付 
岡山大学 L-Café 出発 
 
矢掛町役場 到着 
≪What is SAMURAI Trip in YAKAGE?≫ 
矢掛町職員（石井さん・妹尾さん）より 

矢掛町・宿場まつり（大名行列）について説明 
～Lunchtime～ 
宿場まつり・大名行列の見物 
集合、山ノ上地区へバスで移動 
 
矢掛町・山ノ上地区 到着 
≪How to preserve my village?≫ 
山ノ上干柿生産組合組合長（土井良雄さん）より 
干し柿づくりについて説明、干し柿の生産で有名な
山ノ上地区を見学、山ノ上地区の皆さんと交流 
矢掛町・山ノ上地区 出発 
（矢掛町・江良地区を訪問） 
岡山大学 L-Café 到着 
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サムライ・トリップ in やかげまち 

SAMURAI Trip in YAKAGE town 

 

 

 

  

 
矢掛町長 山野 通彦 様 
からの歓迎メッセージ 
Welcome message 

from 

Mayor of YAKAGE town 

Mr. Michihiko YAMANO 

 矢掛町
やかげちょう

は，自然
し ぜ ん

豊
ゆた

かで文化
ぶ ん か

と歴史
れ き し

が薫
かお

るたいへん住
す

みよい町
まち

です。特
とく

に江戸
え ど

時代
じ だ い

には，参勤
さんきん

交代
こうたい

で往来
おうらい

する大 名
だいみょう

が 宿 泊
しゅくはく

した本陣
ほんじん

・脇
わき

本陣
ほんじん

の 両 方
りょうほう

が，国
くに

の重 要
じゅうよう

文化
ぶ ん か

財
ざい

に指定
し て い

され，健全
けんぜん

な 状 態
じょうたい

で旧姿
きゅうし

を留
とど

めるのは全国
ぜんこく

でも矢掛
や か げ

のみです。 
 また，矢掛町

やかけちょう
は国際化

こ く さいか
にも 力

ちから
を入

い
れており，特

とく
に２０年前

ねんまえ
から外国

がいこく
青年
せいねん

を 招
しょう

聘
へい

し，英語
え い ご

教 育
きょういく

を推進
すいしん

していることから，世界
せ か い

各国
かっこく

の 留
りゅう

学生
がくせい

を矢掛
や か げ

にお招
まね

きでき
ることを感謝

かんしゃ
し， 心

こころ
から歓迎

かんげい
いたします。 

 矢掛
や か げ

はいま，この静
しず

かなまちを賑
にぎ

わいのまちにするため，様々
さまざま

なことに取
と

り組
く

ん
でいます。 新

あたら
しい店舗

て ん ぽ
やホテルも近々

ちかぢか
オープンします。この町

まち
は，間違

ま ち が
いなくど

んどん進化
し ん か

していきます。 
 留 学 生

りゅうがくせい
の皆様

みなさま
におかれましては，この町

まち
や町並

ま ち な
みの歴史

れ き し
を含

ふく
めしっかり 勉 強

べんきょう

して 頂
いただ

き，矢掛町
やかけちょう

の良
よ

いところ・ 珍
めずら

しいところ・ 美
うつく

しいところ・ 心
こころ

に残
のこ

った
ことなど，外部

が い ぶ
からの視点

し て ん
で，感想

かんそう
をぜひ 町 民

ちょうみん
にお伝

つた
え下

くだ
さい。  

 みなさんも一緒
いっしょ

に『賑
にぎ

わいのまちづくり』をしましょう！！！ 
 
                矢掛町長  山  野  通  彦 
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大名行列（だいみょう ぎょうれつ） 

地方 E

ち ほ う
Aで AE一番 E

い ちば ん
AAE身分 E

み ぶ ん
Aの A E高 E

た か
Aいサムライ( A E武士 E

ぶ し
A)のことを A E 大名 E

だいみょう
Aと AE言 E

い
Aいます。A E 大名 E

だいみょう
Aは AE定期的 E

て い き て き
Aに A E 将軍 E

しょうぐん
Aに A

E会 E

あ
Aうために、A E江戸 E

え ど
Aへ AE行 E

い
Aかないといけませんでした（A E参勤 E

さ んき ん
AAE交代 E

こ うた い
A）。A E江戸 E

え ど
Aから A E離 E

は な
Aれた A E 九 州 E

きゅうしゅう
Aや AE東北 E

と うほ く

AAE地方 E

ち ほ う
Aの A E 大名 E

だいみょう
Aも A E例外 E

れ いが い
Aではありません。 

A E 大名 E

だいみょう
Aが A E大勢 E

お おぜ い
Aの A E家来 E

け ら い
Aを A E連 E

つ
Aれて A E移動 E

い ど う
Aすることを A E 大名 E

だいみょう
AA E 行列 E

ぎょうれつ
Aと A E言 E

い
Aいます。A E地方 E

ち ほ う
Aから A E江戸 E

え ど
Aまでの A

E 大名 E

だいみょう
AA E 行列 E

ぎょうれつ
Aは A E莫大 E

ば くだ い
Aなお A E金 E

か ね
Aと A E 労力 E

ろうりょく
Aが A E必要 E

ひ つよ う
Aでした。A E 大名 E

だいみょう
Aの A E反乱 E

は んら ん
Aを A E恐 E

お そ
Aれた A E 将軍 E

しょうぐん
Aは、A E 大名 E

だいみょう
Aが AE豊 E

ゆ た
A

かにならないように A E大 E

お お
Aきな AE負担 E

ふ た ん
Aを AE強 E

し
Aいたのです。A E江戸 E

え ど
Aへの A E 大名 E

だいみょう
AA E 行列 E

ぎょうれつ
Aには AE彼 E

か れ
Aらの A E家族 E

か ぞ く
Aも AE同伴 E

ど うは ん

Aしましたが、これには A E妻子 E

さ い し
Aを A E人質 E

ひ とじ ち
Aとして A E江戸 E

え ど
Aに AE住 E

す
Aまわせるという A E 将軍 E

しょうぐん
Aの AE思惑 E

お もわ く
Aがありました。 

A E 昔 E

むかし
Aは、A E今 E

い ま
Aのように A E整備 E

せ い び
Aされた A E道路 E

ど う ろ
Aがなかったので、A E地方 E

ち ほ う
Aから A E江戸 E

え ど
Aに AE向 E

む
Aかうためのルートが A E限 E

か ぎ

Aられていました。A E矢掛 E

や か げ
AAE町 E

ま ち
Aはその A E数少 E

か ずす く
Aないルートの１つにある A E宿場町 E

しゅくばまち
Aでした。A E宿場町 E

しゅくばまち
Aというのは、A

E長旅 E

な がた び
Aで AE疲 E

つ か
Aれたサムライたちが A E休 E

や す
Aむための A E町 E

ま ち
Aです。 

「宿場
し ゅく ば

まつり」は 矢掛町
やかけちょう

の 大切
た いせ つ

なお 祭
ま つ

りです。当時
と う じ

の 雰囲気
ふ ん い き

を 肌
は だ

で 感
か ん

じてください。 

 

What’s Daimyo? 
Daimyo (feudal lord) is the 
greatest samurai in each 
region.They must go to see 
the Edo Shogun regularly. 

What’s Daimyo Gyoretsu? 
Daimyo Gyoretsu (Daimyo’s 
procession) means that Daimyo goes on foot to Edo city from his region with a lot of his retainers. 
It took plenty of money to do that. Therefore, the Edo Shogun planned to prevent Daimyo from 
saving up a fortune and turning into a traitor. Daimyo Gyoretsu also had a role that the Edo 
Shogun took Daimyo’s family as a hostage in the Edo city.  
What’s Yakage? 
Yakage was an important post town on one of the routes that lead to Edo city from each region. 
At that time, there were not many routes, so Daimyo lived in the west Japan had to pass Yakage 
to go to Edo city.  
This event is very important for Yakage. Let’s enjoy this trip!!  
 
在日本的“江户时代”, 各个地区的最高位的武士，也是“大名”,统治各个地区.在当时的政治中心江户（现在的东

京）与各自统治的地区之间频繁往来。“大名行列”就是当年往来时的队列。江户幕府的第一代将军德川家康为

巩固政权所采取的措施。众多人往返于江户与领地之间耗费巨大财产。而且命令大名在江户另建城，让大名

的妻儿居住。这样即可夺取大名财力，又能把大名妻儿作为人质，使大名无法叛乱。 

Samurai Trip 是矢掛町的一个重要节日,希望大家能享受这次时空穿越之旅. 

  

http://wadaphoto.jp/japan/hakone4.htm 
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サムライ・トリップ inやかげまち 
 

2013年 11月 10日（日曜日） 
9:30 L-Caféに集合 

  
 日本人学生と留学生で、受付を行います。今年の留学生は、時間の前に集合し、スムーズ
にバスに乗ることができました。 

 
11:30 矢掛町到着、農村環境改善センターで大名行列の説明 

  

 矢掛町役場から大名行列の説明を受けました。また、本陣・脇本陣が残された全国でも珍
しい矢掛のまちづくりについて講義をしました。 

 
12:00 ランチタイム 

  
 昨年に続き、町役場で焼そばを作っていただきました。 
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12:30 矢掛町長に挨拶 

  

 
矢掛町長（写真一列目中央）が、サムライ・トリップの参加者を温かく迎えてくださいま

した。参加者は、まちのリーダーと話す機会を大変楽しみにしていました。東京、京都、大
阪などの大都市とは違う、地方の魅力を考えました。 
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第 38回 岡山県矢掛の宿場まつり 大名行列 

  

  

  
 大名行列は、時代絵巻です。町役場の講義のおかげで、大名行列見物の楽しみも増えまし
た。学生は、写真を撮り、ソーシャルメディアに大名行列を発信します。 
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干し柿の里・山ノ上地区 
山ノ上干柿生産組合組合長（土井良雄さん）から山ノ上地区や干柿づくりについて 
説明を受けたあと、地区の皆さんの手作り特産品（巻柿、クッキーなど）を試食 

  

  

 干し柿は、ドライフルーツです。シンガポールにも輸出されています。留学生の多くは、
それぞれの国で柿を食べたことが多いことが分かりました。しかしながら、韓国と中国の留
学生は干し柿を知っていましたが、他の国の学生は、干し柿は大変珍しいようです。 

 完熟の柿は、ゼリーのようでした。 
 

                    干柿づくり（柿の皮むき）を体験 

  
山ノ上地区の干柿は、手作業で作られています。年間 10 万個以上を生産しています。ま

た、標高が 200 メートルもあり、上質な柿が生産されています。 
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干柿生産者・山岡さん宅を訪問 

  

  
留学生は、山に沿うような日本の集落を興味深く見ていました。また、山岡さん宅にあっ

た干し柿の多さに大変驚いていました。優しい山岡さんの笑顔に留学生も喜んでいました。 
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江良地区 クラブいのしし代表（土 松男さん） 
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 クラブいのししの土さんからは、川の掃除を通じた景観まちづくりについて話をしてもら
いました。また、江良地区からは、柿 500 個と紅白のお餅をいただきました。岡山市内で生
活をしている留学生は、温かいおもてなしに感動し、日本の農村の暮らしにも関心が高まり
ました。また、矢掛町に出かけたいと思います。 
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18:00 岡山大学 帰着 
お世話になった矢掛町の皆さんへ感謝メッセージの寄せ書き 

  

  
 参加者は、岡山大学に到着後、矢掛町役場、山ノ上地区、江良地区のみなさんにメッセー
ジを書きました。サムライ・トリップは一日ですが、参加者と地域のみなさんと交流をする
ことができました。 
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【 サムライ・トリップ参加者 】 

参加申込受付 54 人（留学生 40 人・日本人学生 10 人・スタッフ 4 人） 
当日実際参加 42 人（留学生 31 人・日本人学生 7 人・スタッフ 4 人） 

 
ソラ（米国）， コレット（米国）， 
ガービ（リトアニア），シェルビー（米国），
TIN（カンボジア），ユンジ（韓国）， 
キョウ（中国），ホウリョウ（中国）， 
ヨウライ（中国），イム（韓国）， 
ミョン（韓国），メル（トルコ）， 
ライ（中国），シンチア（ブラジル）， 
バティル（ロシア），ハンケツ（中国）， 
ミラ（ブルガリア），ビビ（フランス）， 
Gene（フィリピン）， 
アストリ（インドネシア）， 
エイ（ミャンマー），ラニ（インドネシア），
エンゾー（フランス），テイラーアン（米国）, 
エンジェル（台湾）, ユ（韓国）,  
キムジフン（韓国）, Vianney（フランス）, 
アントニー（マダガスカル）,  
アーサ（フランス）, クリスタル（米国） 

森本（医学部）， 
秀川（法学部）， 
金川（経済学部）， 
横井（農学部）， 
岡村（文学部）， 
佐野（医学部）， 
梶本（教育学部） 
 
【スタッフ】 
岡山大学 
岩淵 泰（地域総合研究センター） 
宇塚 万里子（言語教育センター） 
徳田 恭子（地域総合研究センター） 
石田 聡子（地域総合研究センター） 

 
米国(5), 中国(5), 韓国(5), フランス(4), インドネシア(2), 台湾(1), フィリピン(1),  
カンボジア(1), ミャンマー(1), マダガスカル(1), リトアニア(1), ブルガリア(1),  
トルコ(1), ロシア(1), ブラジル(1), 日本人学生(7), 教職員スタッフ(4) 

 
参加留学生の出身：１５か国・地域 
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【 サムライ・トリップ参加者感想文 】 

 

Aye Nyein Ko（ミャンマー） 

"Oh! What is this?" 

   And then I understand it is an announcement of SAMURAI TRIP on our C23 wall. I am 
very interested in that trip. My friend advise me to join the trip and give me an e-mail address. 

This day is 10th November, SAMURAI TRIP BEGINS. I am happy at the beginning of the 
trip because I have the chance to practise my Japanese with news friends. I meet very kind 
and warm teachers there. 

At Yagage, Mr.Kazumasa SENOO explained about Daimyo retinue festival. Being a 
Japanese language beginner, I can't understand all words explained by Mr.Kazumasa SENOO. 
However teachers are very helpful to me .I understand one thing that Yagage is warmly 
welcome to us. I like Yagage's fried noodles. 

I can believe myself because even Yagage mayor welcomes to us. I think that he is a 
person who I can't meet easily like this. I feel very great to take a photo together with him. I 
will never forget his kindness. 

It is very wonderful to see the Daimyo retinue festival. I respect the mind of Japanese 
for their preservation of their culture and rememberance of their greatest samurai. I take a lot 
of photos and many videos files. 

Dried kagi is very delicious. I have never eaten such kind of dried fruits. The taste is 
very nice because it is not too hard. The process of making dried kagi is very interesting. I 
enjoy studying it. During the trip, everyone in Yamanoue productive cooperation and ERA 
area welcome us warmly. Moreover, I like their presents because I like mochi and kagi very 
much. I get many friends from various countries. I would like to thank all the persons who 
supports SAMURAI TRIP from the northwest corner of my heart for my joys. May all of them 
be happy and healthy. 
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Rasatranabo R. A. Anthony（マダガスカル） 

Samurai Trip - 11 novembre 2013 

Le voyage se tint le 11 novembre 2013 dans le cadre des événements organisés pas le 
L-Cafe. Il s’agit de visiter et d interagir avec les habitants de la ville de Yakage. 

Au programme de la journée, il y a eu la parade des samurais qui se tient tous les ans 
à la même période de l’année. Cette parade se déroule dans le but de se remémorer le voyage 
des samurais de Sud du Japon vers la capitale de l’ère Edo. Yakage ayant été l’un des lieux 
d’arrêt d’antan. Les participants de la parade s’habillent en conséquence et parade selon un 
parcours prédéfini. Les spectateurs intéressés s’alignent le long des ruelles où le défilé aura 
lieu. D’un rythme lent et laborieux la procession s’avance au son d’une voix masculine 
redondante : 下にしたり！De midi et demi à trois heures de l’après-midi, la parade défile 
dans le brouhaha d’un public captivé. Les quelques acclamations et applaudissements que 
l’on peut entendre sont dues aux passes d’armes lestes et agiles des participants. Entre temps, 
une courte visite du musée d’art de la ville est possible, le temps que la procession finisse.  

Après la procession, il y a eu la visite de Yamanoue où se trouve une coopérative 
d’exploitant de kakis. Les kakis sont plantés et traités sur place par chaque famille. Le produit 
obtenu est un kaki séché naturellement dont le renom ne semble plus à faire puisque c’est 
l’une des attractions de la région. Amateurs de kakis suspendus, vous en aurez pour votre 
argent. D’autant plus que nous avons eu le plaisir de goûter au produit final : Ces personnes 
savent ce qu’ils font. 

Pour conclure la journée, nous avons été conviés a voir une partie de l’activité de 
l’association locale inoshishi : L’aménagement d’une voie d’écoulement d’eau dans les collines 
environnantes. Et pour le bouquet final, une distribution de kakis.  

En bref, une belle journée malgré une pluie menaçante qui a obligé les participants de 
la parade a se vêtir avec des sacs en plastique. Mais surtout, des rencontres intéressantes 
bien que de courte durée qui a permis d’imaginer un court instant la vie rurale au Japon, ou 
au moins dans la préfecture d’Okayama. 
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方 亮（中国） 

私はまた国内の大学に勉強するとき、私のクラスに半分はアジアの留学生ですが、でも彼
らと聞くと、そのような留学生向けのイベントがほどんとないらいしい，ほんとに残念だと
思います。本来はただ先生に誘われて、参加しましたが、意外に面白い。イベント自体はと
もかく、新友達もありました。そして授業より、コミュニケーションの機会のいっぱいあり
ます、それが私に対して、一番重要はポイントです。 

もちろん、このイベント自体も very good。柿もいっぱい食べたし、日本の皆さんの優し
さも十分私の心の中に届けました。とにかく、もしこのようなイベントがあれば、ぜひ参加
したいと思います。 

 

Astri Napitupulu（インドネシア） 

When I signed up for Samurai Trip in Yakage town that’s sponsored by 
L’café-Okayama University, I wasn’t expecting much. In fact, my strongest motive was 
because it’s for free, plus transportation and lunch would be included. What more a cheap 
woman like me could ask for? 

But once I stepped on the street where the Samurai Parade was held, I changed my 
mind. Seeing those enthusiastic people waiting for the march of the parade somehow got me 
thinking that this parade must be something else. I knew it’d been probably explained on our 
arrival at the town center an hour before, but since my Japanese language’s skill’s still at level 
1, all I got from the explanation was “Yoroshiku onegaishimasu”, or something that’s 
translated into English like “We’re waiting for our free lunch.” Also, I think the phrase of 
“Seeing is believing” applied here too.  

One main attractions of coming to Japan is the fact that their people respect and hold 
on to their traditions and history, and the samurai parade is one example. Former president of 
my country, Soekarno, emphasized the importance of history in every speech he gave in the 
past. And he was right.  

This parade is held every November in commemoration of the town's history as a 
major stopping point on the daimyo's trip to Edo during the era of sankin kōtai. I adored how 
people of the town, old and young, took part in the parade and doing their best in costumes, 
make ups, acts, and gestures. The shower of rain didn’t stop the magnetic effect of the 
parade; everyone was patiently watching the march from the side of the street. 
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When the parade was over, I thought that was it. But then we got on our bus and went 
to a place uphill to visit this cool small factory that produced dried “kaki” fruit- the Japanese 
persimmons. We enjoyed the hospitality –another great attraction of Japan- by enjoying tea, 
eating dried kaki and biscuits made from kaki, while listening to the explanation of drying 
kaki process; which sounded simple, but required a lot of patience. Then we headed for river 
area, where we accepted this amazing gift from the local people: set of kaki and mochi. After 
expressing our gratitude, we were driven back to L’café. 

After the wonderful trip, I won’t be signing up for any trip because it’s for free; but 
rather because I realize every trip here in Japan, will make me learn about this country more; 
and reflect on my own country, Indonesia in a different yet better perspective. 

 

Gene Rose Robles（フィリピン） 

Last November 10, 2013, I was lucky to be one of theparticipants in Samurai Trip in 
Yakage town. 

We leave Okayama University by bus and arrived at the town by noontime where we 
wereoriented about the town’s history and culture. After which, we had our lunch.? After 
lunch, we proceed directly to the town’s centre, where their very accommodating and 
approachable mayor warmly welcomes us. I actually have my photo taken with him. He’s one 
of the nicest Japanese I ever met. 

We were able to watch the Daimyo’s procession. That was the best part of the trip that 
I like best because everything was first time for me. I felt amazed by the kind of culture they 
have, how they give importance to their history, and the costumes they wear, how they 
conduct the procession, the music, the people around observing was all very new to me and 
were all totally different from ways and culture of my country during similar occasions. We 
also went inside the town’s museum, where we saw some pictures, artifacts, etc, that show’s 
their town’s rich and unique culture. 

After which we proceed to Yamanoue, we were warmly greeted and welcomed by the 
native folks. They were all very friendly and accommodating. 

They serve us tea and they let us taste their famous and delicious products made of 
kage, an abundant fruit growing in their place. They even given us some we brought with us. 

Being exposed to new culture, place/environment, ways of living, and kind Japanese 
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people through this trip was very fun, exiting, and wonderful experience for me and makes 
me realizes their ?importance, ingenuity and uniqueness. This will forever be in my memory. 
Thank you for all those who facilitates and made this trip very worthwhile and fruitful. 

 

Colette English（アメリカ） 

Even though it rained on out trip to samurai town I had a blast.  I got to take lots of 
pictures of the Daimyo procession and of the people dressed in the samurai uniforms 
shooting the guns.  It was a nice time to spend with friends.  The dried persimmons  that 
we got to sample were also delicious.    It was very interesting to learn how they dried the 
persimmons and see it in person.  I was really hoping to see some monkeys while I was there 
but they never appeared.  I am so grateful for the people that let us go on this trip and fed us 
lunch.  It was also very generous of the farmers to give us the free persimmon and 
persimmon jam.  The jam is so delicious and I used every morning for breakfast.  Thank 
you so much for a great time. 

 

Seng Bandith（カンボジア） 

Yagage is a first town in Okayama prefecture that I visited on my trip to Japan. I did 
not even know where it was by the time being. I hoped there would be a chance to walk 
around and learn of Japanese culture in Yagage town on Samurai Trip. Eagerly, I was also 
curious about the Daimyo Retinue Festival I was told that take place on November 10th, 
2013. As the date came, I almost could not wait to see how nice the Yagage town and the 
Daimyo Festival were. 

After one hour the bus arrived the town hall, the weather became suddenly cold as the 
wind blew silently. Then, we the students had been greeted by town hall representatives; it 
was a warm welcome with introduction to Yagage town and its festival. Even though I 
couldn’t understand Japanese well, I could gain some general knowledge. Next, it was the 
lunch time and I was so surprised that we were able to have Yakisoba (Japanese traditional 
meal). Personally I really like it; it was very delicious. 
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 Picture of Yakisoba 

In next couple minutes after lunch, I accompanied with other students to the place 
where Daimyo Festival was showed. At the Daimyo Festival, there were many dwellers and 
visitors standing along the streets waiting for the culture show with joyfulness even though it 
was raining. The streets were crowded and there were cameras everywhere waiting for the 
show came and take photos for memory. People were cheering up the performers and taking 
photos as the historical event of the year and for their trip. As the show came across, there 
people wore different traditional clothes with smile and interesting performance. I was 
moved by the show as I just used to see it on television. 

  

Picture of Daimyo Retinue Festival 

I was a bit disappointed because I could not understand the language very well so that 
I missed some explanations and performances. Boom! Boom! I heard of the gun shots 
somewhere right behind my back. Ridiculously, my friend and I ran from that sound with 
assumption that there displeasure happened as the rain came heavily. Definitely, it was the 
sound of gun shots; but, it was part of the festival shows. I had been aware by getting told by 
another busmates. Then, I joined watching the gun shooting show though there were many 
people standing in front of me. Honestly, I did not know what the show is called; but, I could 
understand that the troops were starting firing on the traitor’s residence under the 
commands of commander. It sounded like the real guns were shot so that most of the people 
standing around the show scene put their hands around the ear to enjoy the show under the 
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heavy rain. If I was not told I would miss the show and was sitting on the sofa in the town hall 
waiting for the others. 

  

Picture of Gun Shooting Show 

Second place for the visit is Yamanoue Persimmon Planting area where people are 
growing and making dried persimmon. Again, I could not understand the dried persimmon 
maker said; but, I was trying my best to learn and interpret by what I could see around and by 
the teachers. Happily, such dried persimmon and tea were placed on table in front of us. My 
friends and I as well as other students were very enjoyed having such delicious dried 
persimmon continuously. In my home country, Cambodia, there is no persimmon farm as the 
weather is a bit warm. Though, persimmons were imported from foreign countries, for 
example China. But, the taste is absolutely different from the persimmon I tasted at 
Yamanoue persimmon growing area, especially the dried persimmon. I really like it and I 
know my family also does; so, it push me feel eager to buy it as souvenir for my family. At the 
last destination many fresh persimmons were already packed as souvenir. Everyone looked 
honorly happy and so did I. 

 Picture of Tasting Dried Persimmon with Tea 
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Every single picture of Yagage town, Daimyo Festival as well as all the places and 
people I met are still in my mind. I was extremely excited to this kind of edutainment trip. It 
was fun and educated. I would like to express my profound gratitude to all the university 
staffs to make this trip happened and special thank to Yagage town officers, Yamanoue dried 
persimmon producer as well as the people I met there for giving us a great memory, spending 
time showing us around and providing us such delicious dried and fresh persimmons. I 
definitely want to have them again and again. Also, I would wish them all the bests and hope 
that there will be such trips next occasion to other places in and outside of Okayama 
prefecture. 

  

Picture of Persimmon Tree and Drying Persimmon 

 

Milla Petrova（ブルガリア） 

On the Samurai Trip we went to Yakage to see the Daimyou Gyouretsu and it was a 
wonderful experience. We also met the mayor and had free lunch at the townhall. After that 
we went to Yamanoue were we tried dried persimmons for the first time, and were treated to 
some Japanese tea and biscuits. We also received a bag of fresh persimmons each and some 
mochi. A few jars of homemade fig jam were also given to the group and were won by several 
lucky people that beat everyone at a game of rock paper scissors (janken). I was one of the 
winners. 

On that note, I would like to extend my gratitude to everyone who organised this 
precious event and to those who took part. I greatly appreciated everyone's hard work and 
the presents we received. Thank you! 
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サムライ・トリップ inやかげまち 

【 参 加 者 ア ン ケ ー ト 】 

 

  留学生 日本人 
学生 スタッフ 計 

参加者数 31 7 4 42 
うち、アンケート回答 30 7   

（アンケート回収率） 
96.8% 100.0%   

97.4%   
 

参加留学生（15 か国・地域, 31 人）のアンケート回答状況：  
  米国(5), 中国(5), 韓国(4), フランス(3), インドネシア(2), ミャンマー(1), 

フィリピン(1), カンボジア(1), トルコ(1), リトアニア(1), ブルガリア(1), 
ロシア(1), ブラジル(1), 出身国・地域未記入(3), アンケート未提出(1) 

※ (  )内は人数 
【「サムライ・トリップ inやかげまち」について】 

 Q1. どのようにして知りましたか？  

  留学生 日本人学生 全体 
ポスター（L-Café） 8 25.8% 4 57.1% 12 31.6% 
ホームページ 1 3.2% 1 14.3% 2 5.3% 
友人・知人 12 38.7% 2 28.6% 14 36.8% 
その他（日本語コースの教員
から開催の案内があった）  9 29.0% 0 0.0% 9 23.7% 

アンケート未提出 1 3.2% 0 0.0% 1 2.6% 

 31 100.0% 7 100.0% 38 100.0% 
 

 Q2. 今日はたくさんの人と交流できましたか（いろんな人と話ができましたか）？  

  留学生 日本人学生 全体 
大変よく交流できた 17 54.8% 3 42.9% 20 52.6% 
よく交流できた 11 35.5% 3 42.9% 14 36.8% 
まあまあ 2 6.5% 1 14.3% 3 7.9% 
あまり交流できなかった 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
ぜんぜん交流できなかった 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
アンケート未提出 1 3.2% 0 0.0% 1 2.6% 

 31 100.0% 7 100.0% 38 100.0% 
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 Q3. 参加して楽しかったですか？  

  留学生 日本人学生 全体 
とても楽しかった 24 77.4% 5 71.4% 29 76.3% 
楽しかった 6 19.4% 2 28.6% 8 21.1% 
ふつう 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

あまり楽しくなかった 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

ぜんぜん楽しくなかった 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

アンケート未提出 1 3.2% 0 0.0% 1 2.6% 

 31 100.0% 7 100.0% 38 100.0% 
 

 Q4. 今日いちばん楽しかったことは何ですか？（自由回答）  

 The Samurai! And receiving かき（米国） 
 the Samurai! Also all the wonderful people met up the mountain.（米国） 
 Seeing the men dressed as samurai.（米国） 
 Parade（米国） 
 The daimyo procession.（米国） 
 柿を食べました。（中国） 
 干しがきのところへ行きました。山奥へ行けば行くほど、おもしろいです。風景も

美しく、きれいだと思います。（中国） 
 大名行列を見ることです。すごくおもしろかった。雨がふったけど、雰囲気がよか

った。（中国） 
 大名行列を見て、日本の文化及び地元の皆様は自分の町の愛情などを感動しました。

（中国） 
 日本の行事を見ました。そして、江戸時代の幕府のさむらいも見ました。（中国） 
 宿場祭観覧（韓国） 
 大名行列がいちばんたのしかったんです。（韓国） 
 かき Cookies とかき Tea（韓国） 
 かき。かきまき（ゆずと・・・）が本当においしかったんです！（韓国） 
 かきの育える所は一番楽しかったのであった。かきを食べることがはじめた。 

（フランス） 
 Samurai Trip (guns)（フランス） 
 かきの山！（フランス） 
 カキをします場所を見ること（インドネシア） 
 The samurai parade.（インドネシア） 
 YAKAGE parade（フィリピン） 
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 I enjoyed every simple activities. It was very exciting.（カンボジア） 
 SAMURAI PARADE（ミャンマー） 
 The Yakage town and its event.（リトアニア） 
 My favourite part was the actual samurai procession-watching the people and their 

costumes was interesting.（ブルガリア） 
 色々な楽しいことありましたが、一番心に残ったのはさむらいが道をあるく時の記

念でした。日本のでんとうてきな活動を見ることは留学生にとってきちょうな体験
になったと思います。（トルコ） 

 影色はちょっとふるさとの感じした。またかきの工場も大変勉強になった。行列も
てっぽうのうちも気にいた。（ロシア） 

 Samurai parade（ブラジル） 
 一番好きなものはやかげのまち。とても楽しかった。たくさんしゃしんをとってい

ました。ありがとうございます！（出身国・地域 未記入） 
 さむらい（出身国・地域 未記入） 
 I really loved the place where they grew kaki, but everything was great. 

（出身国・地域 未記入） 
 大名行列を見れたこと（日本） 
 矢掛町で大名行列をみれたこと（日本） 
 大名行列を見たり、屋台めぐりをしたこと（日本） 
 柿がすごくおいしかったです。（日本） 
 大名行列（日本） 
 てっぽうたい，屋台（日本） 

 

 Q5. 感想・ご意見がありましたらご記入ください（自由回答）  

 いいえ，面白かった。ありがとう！！！（米国） 
 No, it was very fun!（アメリカ） 
 もっと遠いところにいきたい！（中国） 
 たのしかった。車によってすこし苦しかったが、柿がおいしかったので、治された。

（中国） 
 皆様の応援を頂いて、こころより感謝致します。これから、もっと感動したことを

自分の知人に伝えていきたいと思います。（中国） 
 日本の文化を体験する楽しい旅です。（中国） 
 とても楽しい一時を過せて、ほんとうによかったと思います。（韓国） 
 このようなきかいがもっと多いのほうがいいと思います！なんかおかやまちいき

のいろんな祭りに参加したいんです！（韓国） 
 学生をインタビューさせないでください（笑）ぜんぜん違わないでください！あり

がとうございました！（フランス）※矢掛放送のインタビューを受けた留学生 
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 夕食があった方がいいと思う（インドネシア） 
 Thank you so much for the wonderful trip. The kindness of the people around town 

is superb.（インドネシア） 
 Samurai Trip was very wonderful and interesting.（フィリピン） 
 I like this trip very much and I wish there will be such trips next occasion. 

（カンボジア） 
 NO, PERFECT. I will never forget the kindness of all who support this trip. 

（ミャンマー） 
 今日は本当に楽しかったです。日本のでんとうてきな文化をより近くに見えるこの

ようなイベントを行ってありがとうございました。次回を楽しみにしています。 
（トルコ） 

 面白い旅行で沢山有益な経験をさせまた。（ロシア） 
 I wish there would be more concrete elements of the samurai presence in the city a 

long time ago. And may be a more detailed historical explanation with dates, events 
and culture of the time.（ブラジル） 

 また、こんな企画があれば参加してみたいです。（日本） 
 矢掛の魅力に触れることができてよかった。また行きたいです。（日本） 
 行ったことのないところに行けたのでとても楽しかったです。（日本） 
 私たちは観光気分で行ったのですが、おもてなしや心づかいなど、すごくうれしか

ったです。たくさんの人々に感謝したいです。（日本） 
 いろんな国の学生が参加していたことで、自分では発見できない点に気付かせても

らえた点がすごくよかったです。（日本） 
 来年こそは雨が降りませんように！留学生と交流できて楽しかったです。地域の

方々もとても優しく、心が温まりました。（日本） 
  

 
 80 



平成２５年度 留学生交流拠点整備事業 
「留学生のまちづくり」報告書 

 

5) 岡山大学うぇるかむデー World Kitchen 

実施日：2013(平成 25)年 12 月 11 日（水） 
場 所：岡山大学（津島キャンパス） 
概 要：岡山大学の学生が中心となって岡山大学うぇるかむデーを開催。岡山大

学生協マスカットユニオン前広場(12:00-15:00)、ピオーネユニオン 
(18:00-20:00)を会場に、留学生・日本人学生による各国・地域料理の提

供 ”World Kitchen” を実施。学内外から多くの来場者があった。 
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6) 留学生による南三陸町視察 

「南三陸町を忘れない－暮らしから未来へ－」 

実施日：2014 (平成 26)年 1 月 17 日（金）～19 日（日） 
場 所：宮城県本吉郡南三陸町 
概 要： 昨年度に続き、今年度も留学生と東日本大震災被災地における復興

のまちづくりについて調査を実施。今回のテーマは被災地での生活

であり、教職員 2 人、留学生 2 人（フランス、マダガスカル）が参

加した。 
仮設住宅を訪問しヒアリング調査を実施、現地で生活している人々

の復興への取り組みなどについて話を伺った。印象的であったのは、

震災から 3 年を経て被災者の気持ちに変化が生じている（「支援を受

ける」から「ボランティアの人々とともに働きたい」へ）との話で

ある。現地での復興に向けて努力している人々との交流は、留学生

にとって多くのことを学ぶ機会となった。なお、今回の視察につい

ては、後日、視察報告会を実施する。 
 

1月 17日（金） 
（集合）岡山  16:10南三陸町 
16:30～ 旧防災庁舎見学 
18:00～ 地元の方との交流会 

1月 18日（土） 

9:30～ 志津川中学校仮設住宅訪問（ヒアリング） 
11:00～波伝谷地区仮設住宅訪問（ヒアリング） 
15:00～ 払川ダム視察 
19:00～ 地元の方・関係者との懇親会 

1月 19日（日） 

7:30～ ミーティング（東京経済大学・羽貝先生、
お茶の水女子大学・杉田先生） 
テーマ「被災地復興について」@下道荘 

南三陸町  岡山（解散） 
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7) もちつき大会 

実施日：2014 (平成 26)年 2 月 7 日（金） 
場 所：岡山大学（津島キャンパス） 
概 要：岡山大学国際交流会館にて餅つき大会を実施。寒波の襲来による厳しい

寒さの中での開催となったが、留学生 11 人、日本人学生 12 人、教職員

5 人、一般 3 人の参加があり、つきたての餅の味を楽しんだ。 
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2-3 メディア 

【ラジオ出演】 

岡山シティエフエム RadioMOMO 

「国際ネットワーク！がんばれ！！岡山の外国びと」 

1) ゲスト出演 

収録日：2013 (平成 25)年 4 月 26 日（金） 
放送日：平成 25 年 5 月 6 日（月）17 時 40 分～17 時 50 分 
出 演：王 雲風（中国）言語教育センター研究員 

 
2) ゲスト出演 

収録日：2013 (平成 25)年 4 月 26 日（金） 
放送日：2013 (平成 25)年 5 月 13 日（月）17 時 40 分～17 時 50 分 
出 演：レアンドロ・サルティニ（アルゼンチン）岡山大学社会文化科学研究科 

 
3) ゲスト出演 

収録日：2013 (平成 25)年 6 月 24 日（月） 
放送日：2013 (平成 25)年 7 月 1 日（月）17 時 40 分～17 時 50 分 
出 演：アクス・チャーダシ（トルコ）岡山大学自然科学研究科 
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2-4 学外活動 

1) 視 察 

①2013(平成 25)年 10 月 10 日（木）～10 月 11 日（金） 
場所：熊本大学 国際化推進センター 
内容：留学生の受け入れ・支援の取り組みについて視察、意見交換を行った。 
 

②2013 (平成 25)年 3 月 27 日（木） 
場所：「留学生交流拠点整備事業報告会」東京会場 

日本学生支援機構東京国際交流会館プラザ平成 3 階国際交流会議場 
（東京都江東区青海） 

内容：平成 25 年度留学生交流実務担当教職員養成プログラム・留学生交流拠

点整備事業報告会に参加。 
山形大学、群馬大学、埼玉大学、金沢大学、長崎大学より平成 25 年度

留学生交流拠点整備事業の取り組み事例、成果について報告があった。 
 

2) 報 告 

①留学生教育学会第 18 回研究大会（発表者：岩淵助教） 
2013(平成 25)年 8 月 23 日（金）～8 月 24 日（土） 
場所：北陸大学（金沢市） 
内容：留学生教育学会研究大会（第 18 回は留学生教育学会と北陸大学による

共催）が 8 月 23 日・24 日の 2 日間にわたって開催された。研究大会 1
日目はシンポジウム（テーマ：留学交流の展望－今なすべき事と今後のゆ

くえ）に参加、24 日の研究発表では、留学支援・日本語教育セッション

にて報告を行った。発表テーマは「大学と地域によるまちづくりへの参

加－岡山大学・文部科学省留学生交流拠点整備事業を一例に－」。 
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②留学生交流拠点整備事業報告会（報告者：岩淵助教） 
2014(平成 26)年 3 月 20 日（木） 
場所：「留学生交流拠点整備事業報告会」大阪会場 

チサンホテル新大阪（大阪市淀川区） 
内容：平成 25 年度留学生交流実務担当教職員養成プログラム・留学生交流拠

点整備事業報告会 
留学生交流拠点整備事業について、関西大学、岡山大学、山口大学、徳

島大学、大分大学より平成 25 年度の取り組み事例、成果の報告を行っ

た。 
 
③『国際人流』第 316 号 寄稿（執筆者：岩淵助教） 

2013(平成 25)年 9 月 1 日発行, 財団法人入管協会, pp.9-11 
内容：「特集 留学生とすすめるまちづくり」に「若者が地域と対話するまち－

岡山大学留学生交流拠点整備事業の経験から－」と題して執筆。 
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財団法人入管協会『国際人流』第 316 号 pp.9-11 より転載（転載許諾済） 

 
 90 



平成２５年度 留学生交流拠点整備事業 
「留学生のまちづくり」報告書 

 

 

 
 91 



平成２５年度 留学生交流拠点整備事業 
「留学生のまちづくり」報告書 

 

 

 
 92 



平成２５年度 留学生交流拠点整備事業 
「留学生のまちづくり」報告書 

 

3) 学外からの依頼案件 

①タイ語通訳（株式会社岡山コンベンションセンター） 
2013 (平成 25)年 7 月 9 日（火） 
場所：岡山コンベンションセンター（岡山市内） 
内容：タイからの来岡者（現地旅行社・マスコミ関係）を対象に開催される歓

迎パーティーについて、株式会社岡山コンベンションセンターよりタイ

語通訳の派遣要請があり、本学に在籍するタイ出身留学生 4 人を派遣し

た。 
 

②タイ語通訳（株式会社岡山コンベンションセンター） 
2013 (平成 25)年 9 月 13 日（金） 
場所：岡山コンベンションセンター（岡山市内） 
内容：タイからの来岡者（現地教育関係者）を対象に開催される歓迎パーティ

ーについて、株式会社岡山コンベンションセンターよりタイ語通訳の派

遣要請があり、本学に在籍するタイ出身留学生 2 人を派遣した。 
 

③タイ語通訳（株式会社岡山コンベンションセンター） 
2013 (平成 25)年 10 月 13 日（日） 
場所：岡山コンベンションセンター（岡山市内） 
内容：タイからの来岡者（UNESCO バンコク）を対象に開催される歓迎パー

ティーについて、株式会社岡山コンベンションセンターよりタイ語通訳

の派遣要請があり、本学に在籍するタイ出身留学生 3 人を派遣した。 
 

④タイ語翻訳・発音指導（岡山県産業労働部観光課） 
2013 (平成 25)年 10 月 9 日（水）および 22 日（火） 
場所：岡山県庁 
内容：タイ・バンコクで行う岡山県観光プロモーションの準備として、岡山県

産業労働部観光課よりタイ語翻訳および発音指導者の派遣要請があり、

本学に在籍するタイ出身留学生 1 人を派遣した。 
 

⑤タイ語通訳（株式会社岡山コンベンションセンター） 
2013 (平成 25)年 11 月 26 日（火） 
場所：岡山コンベンションセンター（岡山市内） 
内容：タイからの来岡者（Thammasart 大学）を対象に開催される歓迎パー

ティーについて、株式会社岡山コンベンションセンターよりタイ語通訳

の派遣要請があり、本学に在籍するタイ出身留学生 3 人を派遣した。 
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⑥タイ語通訳（岡山市観光コンベンション推進課） 
2013 (平成 25)年 12 月 20 日（金） 
場所：岡山市研究研修センター、岡山県教育センター、岡山コンベンションセ

ンター（いずれも岡山市内） 
内容：タイからの来岡者（The Bangkok Metropolitan Administration 教育ツ

アー参加者）による視察対応として、岡山ビジットアソシエーション事

務局（岡山市役所内）よりタイ語通訳の派遣要請があり、本学に在籍す

るタイ出身留学生 1 人を派遣した。 
 

⑦タイ語通訳（株式会社岡山コンベンションセンター） 
2013 (平成 25)年 12 月 20 日（金） 
場所：岡山コンベンションセンター（岡山市内） 
内容：タイからの来岡者（The Bangkok Metropolitan Administration 教育ツ

アー参加者）を対象に開催される歓迎パーティーについて、株式会社岡

山コンベンションセンターよりタイ語通訳の派遣要請があり、本学に在

籍するタイ出身留学生 3 人を派遣した。 
 

⑧中国語通訳（岡山県産業労働部観光課） 
2014(平成 26)年 2 月 19 日（水） 
事前打合せ：2 月 7 日（金）岡山県庁 
場所：ホテルグランヴィア岡山（岡山市内） 
内容：台湾からの来岡者（エバー航空関連旅行会社・手配担当者）を対象に開

催されるセミナー・商談会・交流会について、岡山市産業労働部観光課

より通訳の派遣要請（台湾出身留学生限定）があり、本学に在籍する台

湾出身留学生 1 人を派遣した。 
 

⑨フランス語原稿チェック・発音指導（岡山県県民生活部国際課） 
2014 (平成 26)年 2 月 4 日（火） 
場所：岡山県庁 
内容：岡山市内で開催される岡山日仏協会設立祝賀会の準備として、岡山県県

民生活部国際課よりフランス語原稿チェックおよび発音指導者の派遣

要請があり、本学に在籍するフランス出身留学生 1 人を派遣した。 
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海外からの来岡者歓迎パーティーに留学生が通訳として参加 
 

  

岡山県庁にてタイ語の発音を指導      セミナー・商談会で通訳として活躍 
 

4) 岡山県生涯学習大学大学院コース国際理解講座（岡山県生涯学習センター） 

2013(平成 25)年 7 月～11 月のうちの 8 日間（15 回） 
場所：岡山大学（津島キャンパス）一般教育棟 
内容：平成 25 年度岡山県生涯学習大学のびのびキャンパス岡山・主催講座の

開講依頼を受けて、大学院コース国際理解講座を担当。学外より受講申

込のあった 12 人を対象に、「世界を知る、学ぶ、そして岡山は？」をテ

ーマに 90分×15 回の講義を行った。なお、本講座の開講にあたっては、

講師として学内教員 7 人、学外講師（スリランカ）1 人、本学の日本人

学生 3 人、留学生 5 人（アメリカ、マダガスカル、ブルガリア、セルビ

ア、インド）の協力を得た。各回の実施日時、講義内容は、次ページ表

の通りである。15 回の講義のうち、地域総合研究センターではセンタ

ー長、副センター長、教員の 3 人が 8 回の講義を担当した。 
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平成25年度 岡山県生涯学習大学大学院コース（国際理解講座）開講内容 
月 日 時 間 講 義 題 目 担 当 

7月25日 
（木） 

8:50～9:00 「ガイダンス」（開講式） 三村  聡 
（地域総合研究センター副センター長） 

9:00～10:30 「岡山固有の哲学」 
岡山における哲学発祥、熊沢蕃山 

荒木  勝 
（理事／副学長／ 
地域総合研究センターセンター長） 

7月26日 
（金） 

9:00～10:30 
「欧州の交通事情と岡山」 

欧州3都市の事例と 
岡山市の都市交通政策 

三村  聡 
（地域総合研究センター副センター長） 

10:45～12:15 
「フランスの地方自治」 
フランスの地方制度と 

岡山の市町村との相違点 
岩淵  泰 

（地域総合研究センター） 

7月31日 
（水） 

9:00～10:30 
10:45～12:15 

「アートから見る国際理解」 
世界情勢・時代背景と絵画 
作品表現、モノの捉え方 

橋ケ谷 佳正 
（教育学研究科）  

8月2日 
（金） 

10:25～11:55 
12:45～14:15 
14:30～16:00 

「グローバル人材論」 
アジア圏への留学・国際フォーラム

・インターンシップ報告、 
多様性に対する社会の対応について

講演 

小川 秀樹 
（国際センター）  

10月24日 
（木） 

10:30～12:00 
「参加民主主義の発展」 

アントニオ・ネグリ 
「新しい民主主義へ」を考えてみる 

岩淵  泰 
（地域総合研究センター） 

12:45～14:15 「世界遺産と岡山」 
欧州の都市・環境政策と自転車 

三村  聡 
（地域総合研究センター副センター長） 

10月31日 
（木） 10:25～11:55 

「Cross-culture Relationships」 
異なる文化とルールの存在を 

クイズ形式で理解、 
グループディスカッション 

プリチャード・ケイレブ 
（言語教育センター）  

11月6日 
（水） 

13:30～15:00 
15:00～16:30 

「World Study in the L-Café 」 
留学生による各国紹介、 
留学生・受講生混成での 

グループディスカッション 

宇塚 万里子 
（言語教育センター）  

岩淵  泰 
（地域総合研究センター） 

11月12日 
（火） 

9:00～10:30 「学都とは何か」 
国際都市としての学都 

荒木  勝 
（理事／副学長／ 
地域総合研究センターセンター長） 

10:45～12:15 
「ふりかえり」 

受講者2グループに分かれ本講座で
学んだ内容について発表、意見交換 

三村  聡 
（地域総合研究センター副センター長） 
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2-5 会 議 

1) 平成 25 年度第 1 回 岡山留学生のまちづくりコンソーシアム理事会 

日時：2013 (平成 25)年 6 月 25 日（金）～7 月 4 日（木） 
場所：メール会議 
議題： 

 1. 「岡山留学生のまちづくりコンソーシアム」の会長等の選出について  
標記の件についてメール会議により提案があり、審議の結果，全員一致により、

原案の通り承認された。 
 

2) 平成 25 年度第 1 回 国際学術都市構想会議 

日時：2013 (平成 25)年 6 月 24 日（金）15 時 30 分～17 時 00 分 
場所：岡山大学 大学会館 第 3 会議室 
議題： 

議事に先立ち荒木理事より開会挨拶があり、その後、委員の交代等について紹

介があった。 
 1. 岡山留学生のまちづくりコンソーシアム規約（案）等について  

荒木理事より、資料１－１に基づき，前回の本会議で提案した「岡山留学生の

まちづくりコンソーシアム規約」について特段の意見がなかった旨の報告があ

り、審議の結果、規約の制定について承認された。 
さらに、今後の理事会の開催方法として、大きな案件がある場合に実施をおこ

ないたいとの提案があった。 
 2. 平成２５年度「留学生のまちづくり」プロジェクトについて 

荒木理事の指名により、岩淵先生より、資料２－１に基づき、ウエルカムピク

ニックの実施報告があり、資料２－２に基づき、今後の「留学生のまちづくり」

プロジェクトの行事予定、及び、プラン３ 『岡山キャリアサポート』につい

ての対応方法についての説明があった。 
その後、ウエルカムピクニックに関して、種々意見交換をおこなった。 

 3. その他 
荒木理事の指名により、岡山大学の全学センターから、次のとおり、留学生等

に関する取り組み状況の報告を行った。 
        国際センター     キャンパス・アジア  大林先生 
        言語教育センター   L-Café        宇塚先生 
        キャリア開発センター 留学生の就職活動状況 坂入先生 
        地域総合研究センター 概算要求       三村先生 
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岡山留学生のまちづくりコンソーシアム 理事等名簿 

所 属 職 名 氏 名  

岡山県 総合政策局長 藤井  伸 副会長 

岡山市 副市長 金谷 裕弘 
 

倉敷市 副市長 三宅 英邦 
 

(財)岡山県市町村振興協会 研修センター所長  前田 文男 
 

岡山県市長会 事務局長  鈴木 弘治 
 

岡山県町村会 事務局長 山本 哲之進  
 

岡山商工会議所 専務理事 窪津 誠 
 

(社)岡山経済同友会 事務局長 金森 満廣 
 

岡山大学 理事（社会貢献・国際担当） 荒木 勝 会長 

 

国際学術都市構想会議 名簿 

所 属 職 名 氏 名 

岡山県総合政策局政策推進課 課長 藤本 悌弘 

岡山県総合政策局政策推進課 総括参事 安東 慎吾 

岡山県県民生活部国際課 課長 上野 和成 

岡山県県民生活部国際課 参事 片山 純一 

岡山市経済局企画総務課 課長代理 岸 学 

倉敷市企画財政局企画財政部 主幹 別府 正樹 

(財)岡山県市町村振興協会 研修センター所長 前田 文男 

岡山県町村会 事務局長 山本 哲之進 

岡山商工会議所 地域振興課長 浅井 香織 

(社)岡山経済同友会 事務局長 金森 満廣 

岡山大学 理事（社会貢献・国際担当） 荒木 勝 

岡山大学 理事（教育担当） 阿部 宏史 

岡山大学 副理事 二宮 善文 

岡山大学地域総合研究センター 副センター長 三村 聡 

岡山大学地域総合研究センター 教授 千田 俊樹 

岡山大学地域総合研究センター 助教 岩淵 泰 

岡山大学地域総合研究センター コーディネーター 徳田 恭子 

岡山大学地域総合研究センター サブコーディネーター 石田 聡子 

岡山大学国際センター 教授 岡 益己 

岡山大学国際センター 助教 大林 純子 

岡山大学キャリア開発センター 教授 坂入 信也 

岡山大学言語教育センター 准教授 宇塚 万里子 

岡山大学総務・企画部 部長 江原 滋 

岡山大学学務部 部長 萩元 良二 

岡山大学総務・企画部 企画・広報課 課長 髙月 希一郎 

岡山大学国際センター 副センター長（事務室長） 山﨑 征洋 
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2-6 その他 

1) 助成金の申請と採択 

2013 (平成 25)年度の事業活動に対して、独立行政法人日本学生支援機構「公益

財団法人中島記念国際交流財団助成による平成 25 年度留学生地域交流事業」よ

り助成を受けた。なお、この助成を受けて実施した企画は以下の通りである。 
①「オカヤマ・ウェルカム・ピクニック」 
②「岡山大学七夕祭」 
③「サムライ・トリップ in やかげまち」 
④「留学生による南三陸町視察」 
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３  資料 

 

3-1 「岡山留学生のまちづくりコンソーシアム」規約 

 

（名称） 
第１条 本会は、岡山留学生のまちづくりコンソーシアム（以下「コンソーシアム」

という。）と称する。 
 
（目的） 
第２条 コンソーシアムは、「若者・留学生が住みやすいまち岡山」を目指して、産

官学の協働でまちづくりの実践に取り組むことを目的とする。 
 
（事業） 
第３条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 
 （１）まちづくりに関する情報を地域と共有し、「若者・留学生が住みやすいまち

岡山」を世界に発信すること。 
 （２）若者、留学生、地域の交流・連帯の促進に関すること。 
 （３）岡山を住みやすいまちとするための調査・研究に関すること。 
 （４）その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な事項。 
 
（会員） 
第４条 コンソーシアムは、次に掲げる会員で構成する。 
 （１）国立大学法人岡山大学 
 （２）第２条の目的に賛同する岡山県内の高等教育機関、自治体、団体 
 
（役員） 
第５条 コンソーシアムに次の役員を置く。 
 （１）会長 1 名 
 （２）副会長 1 名 
 （３）理事 会員である高等教育機関、自治体、団体の代表者 
 
２ 理事は、その互選により会長及び副会長各 1 名を定める。 
３ 会長及び副会長の任期は、２年とし、再任を妨げない。 
４ 会長は、コンソーシアムを代表し、その業務を総理する。 
５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 
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（理事会） 
第６条 コンソーシアムの運営に係る重要事項を協議するため、理事会を置く。 
２ 理事会は、理事をもって構成する。 
３ 理事会は、必要に応じて会長が招集する。 
 
（連絡協議会） 
第７条 コンソーシアムに、第３条各号の事業を実施するため、連絡協議会を置く。 
 
（事務局） 
第８条 コンソーシアムの事務局を、国立大学法人岡山大学に置く。 
 
（その他） 
第９条 本規約に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に必要な事項は、理事会

の議を経て、会長が別に定める。 
 
  附 則 
 この規約は、平成２５年６月２４日から施行する。 
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