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 本科目開設の経緯 

倉敷市水島地区と岡山大学地域総合研究センターとの関係は平成２４年度、岡山大学国際センタ

ー主管の「キャンパスアジア」プログラムを支援し、中国・韓国からの留学生が水島地区を訪問した

ことから始まりました。この企画は、本センターと倉敷市、公益財団法人水島地域環境再生財団(み

ずしま財団)が連携し、「環境再生の視点から地域開発を学ぶ」というテーマの下に実施されたもの

で、翌年以降もサマースクールとして継続して中・韓・日の学生たちが日本の環境対策技術や市民・

企業・行政の協働による環境再生や町おこしの取組について知り、環境と経済の共存について考える

機会となっています。 

平成２５年度にはみずしま財団が事務局を務める「環境学習を通じた人材育成・まちづくりを考

える協議会」(環境省「地域活性化を担う協働取り組みの加速化事業」平成２５年度・２６年・２７

年度採択)の発足にあたっては、本センターの三村副センター長が委員に就任し「工業も自然もある

水島の利点を生かし、世界一の環境学習都市水島を目指そう」と提案しました。 

同時に岡山大学では、これまでの座学と現場での実践から学ぶ実践知を着けることを目指した「実

践型教育」の平成２８年度からの本格導入を目指して現在開発を進めています。実践型社会連携教育

とは、岡山大学が地域総合研究センターを通じて提供する、新しいタイプの授業であり、地域社会の

実践から学ぶことで、現代社会に適応できる能力を開発します。そして、現代だけではなく次世代へ

と引き継ぐことが出来る幸せのある社会を創造する人材を育成し、社会へ送り出したいと考えてい

ます。 

岡山大学の実践型社会連携教育は、６つの要件を前提としています。まず、現実社会の活動を体

験し社会の中で生きる人から学ぶことをとおして養われる「実践知」の獲得。次に、このような実践

知は専門教育の基盤として必要なものであることから、「教養と専門にまたがること」、多面的に問

題を考える必要があることから「学生・教員・連携教員・社会人の四極体制」をとること、地域にど

のような課題があるかを発見し解決する「課題解決型」であること、学生が生涯にわたって持続する

「グッド・ハビット」形成につながること、「評価可能な形で地域との互恵性」を実現することです。 

平成２６年度、これらの要素を組み込んだプログラム開発のための「実践型社会連携教育」の第

一号プロトタイプとして、これまでの活動から得られた経験とネットワークを基に三村教授を担当

教員に、倉敷市水島をフィールドとした「倉敷市水島から学ぶ地域社会と環境」が教養教育科目とし

て開講されました。平成２７年度からは地域総合研究センター環境領域担当の石丸が担当教員を引

継ぎ、水島地域の患者の方々、商店街、企業OBの方々にご協力を戴きつつ、より水島の地域社会へ

焦点を絞ったプログラムへと発展させました。 
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 本科目の目的 

本授業では、三回のフィールドワークや学外講師による講義とワークショップを通して、「水島」

という地域で起こった公害という問題にかかわる「環境」と「地域社会」に焦点を当てました。 

コンビナートが出来る前の水島の地域社会、公害の概要とそれが水島に与えた影響はどのような

ものであったか、水島の地域住民とは誰を指すのか、企業はどのような経過で公害を出し、企業人た

ちはどのような気持ちで、何に取り組んできたのか。そして、各々の立場の人たちが公害という環境

問題を乗り越えた、水島の地域社会の今と未来の姿はどんなものなのか? 多角的な視点から客観的・

公平に物事を観察・検証し(批判的思考力)、自ら考えることで自分の意見を形成する能力を付けるこ

とは、社会を構成する一員となった時に、正しい意思表示や行動となって表れると期待しています。 

公害患者・企業・行政・地域で生きる人々など、多角的なまなざしから水島の環境と地域を考え、

将来学生が「企業人」そして「地域人」となった時に、それぞれの考え方や行動の源となる倫理観を

涵養することを目指しました。 

 授業の構成 

 外部協力者 

本科目は平成 26年度に「実践型地域連携プログラム」の第一弾として、行政・財団・企業・

地域の方々に、講義やフィールドワークでのご指導をいただき行う、座学とフィールドワークが

一体となって学びを得る授業の形をとり開設されました。講義やフィールドワークには、公益財

団法人水島地域環境再生財団(以降みずしま財団)、倉敷市、水島商店街、黒崎連島漁協、コンビナ

ート企業や企業 OB の方々のご協力を得ました。担当教員は、本科目を「実践型地域連携プログ

ラム」の第一弾として開設した地域総合研究センターの三村副センター長から、平成２７年度は

地域総合研究センター技術・環境領域担当の石丸が引継ぎました。 

環境に対して大枠から学んだ昨年度から、本年度は水島という地域へフォーカスを絞りました。

そのため、外部協力者の方々の構成も、より水島の地域に密着した方々へと大幅に変更をしまし

た。まず、大気汚染公害を語る上で欠かせない患者会の方々、企業に於いて環境対策に尽力され

たコンビナート企業 OB の方々、水島の地域の中心であり歴史を支えてきた水島商店街の方々、

水島灘の移り変わりの中で生業を続けられて来た漁業関係者の方々、現在の水島の協働体制のは

じまりであった和解に係られた弁護士など、水島でこそ学べる社会と環境の在り方を深く学んで

もらうための布陣に揃っていただくことが出来ました。 

本年度本科目の教員・協力者・協力企業・協力団体は以下の通りです(敬称略) 
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担当教員: 石丸 香苗 (地域総合研究センター 准教授) 

連携教員 (非常勤講師):  

藤原 園子 (みずしま財団 事務局長・研究員) 

塩飽 敏史 (みずしま財団 理事・研究員) 

   鷹野 郁子 (地域総合研究センター 研究員) 

 協力者・協力企業・協力団体 (各五十音順):  

石田 正也 (みずしま財団 理事長・弁護士) 

永瀬 一雄 (倉敷市 環境リサイクル局 環境政策部 部長) 

福留 正治 (元 JFE・岡山環境カウンセラー協会 顧問) 

古川 明 (元三菱石油・新水マリン株式会社 代表取締役社長) 

サノヤス造船株式会社 

倉敷市公害患者と家族の会 

黒崎連島漁業協同組合 

水島商店街振興連盟 

 授業スケジュール 

本科目の授業効果の目的として、多角的な視点から客観的・公平に物事を観察・検証し、自ら

考えることで自分の意見を形成する能力を身につけることを挙げました。 

本科目では学生らはまず、患者側の視点から水島の大気汚染公害を見ることから始まります。

公害患者の QOL の講義につづいてフィールドワークで大気汚染公害患者の方々と直接お話をす

ることで、学生らは患者の立場としての視点を得ます。次に企業側からの視点へ移り、コンビナ

ート企業の環境対策や、企業 OB の方の環境対策の体験談をとおして、企業の方々の努力や経済

的な視点を学びます。続いて、行政の立場から環境と市民を守る倉敷市の対策を聞き、公害患者

―企業以外の「公」という立場を知ります。更には水島商店街や黒崎連島漁協を訪れ、地域の人々

の言葉に耳を傾け、水島の古今を知ることで患者でも企業でもない、第三の水島の人々からの地

域への眼差しや日々の生業の姿があることに気づきます。それぞれの多様なステークホルダーの

視点を得つつ、それらすべての人々が形成する主体間コミュニケーションについて学んだことを

活かし、ロールプレイングでは自分とは異なった視点に立つと、どのように考えることが出来る

のか、また良い社会の形成のためには異なる立場の人々によるどのようなコミュニケーションが

必要なのかを考えます。 

この一連の流れの中で、多様な視点の存在への気づきと、その視点への想像力に思いを馳せら

れるための構成としました。下記に、各回の授業の概要とポイント、講義担当者を一覧にして学

生に初回配布したものを示します(表 1) 

また、本科目では毎回班ごとにディスカッションや感想のシェアを行ったため、可動式の机を 
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表 1 各回の授業の概要とポイントおよび講義担当者 

用いることが出来、オープンな雰囲気で学習が可能な図書館のラーニングコモンズを利用しまし

た。最終回のオープンハウスでも同様にラーニングコモンズを用いて発表をおこないました。

回 日 中身 着目ポイントと授業の目的 講義担当者 

1 4/10 

(金) 

ガイダンス 

水島の地域開発と公害 

 水島授業の全体像 

前半はこの授業の目的と流れの説明。

後半は水島の公害問題の発端と背景

や、地域開発との関連によって導入す

る。 

石丸 

塩飽氏 

 

2 4/17 

(金) 

公害患者の QOL   公害が人の生活に及ぼした影響 

公害患者の実情や、QOLについて知り、

次のフィールドワークに向けて予備知

識を得る。 

藤原氏 

3 

 
4/25 

(土) 

フィールドワーク 

AM 鴨が辻展望台からの水島 

PM 患者の方とのお話 

 公害を経て水島で生きるということ 

水島を取り巻く空気・水・景観などの環

境がどんなものか、俯瞰で感じた後に、

そこで生きる患者の方々の暮らしや心

に接する。 

藤原氏、塩飽

氏、 

患者会の方々 

 

4  5/16 

(土)  

フィールドワーク 

AM  企業の環境対策 

PM  水島の町見学 

      企業人の取組 1 

 企業による環境対策・現在の人々の暮

らし 

企業が現在どんな取組をして水島の環

境保全に配慮しているか、企業人の公

害に対する感情や努力について知る。

水島の町の現在と暮らしを知る。 

サ ノ ヤ ス 造

船、 

福留氏、藤原

氏、塩飽氏 

5 5/22 

(金) 

倉敷市の環境行政  行政による環境対策 

行政による、みずしまの歴史を踏まえ

た、住民の生活を良くするための取組

を知る。 

倉敷市環境政

策課、塩飽氏 

6  5/30 

(土) 

フィールドワーク 

AM  漁業から見た水島 

PM   企業人の取組 2 

 現在の人々の暮らし・企業による環境

対策 

水をキーワードとして、漁業を通した

地域の現在や、過去の重油流出事故へ

の企業の対策などを学ぶ。 

黒 崎 連 島 漁

協、古川氏、

藤原氏、塩飽

氏 

7 6/5 

(金) 

和解について  

 

 乗り越えた上に皆で何を作り上げて

いくか 

今までの授業の経験を総和し、過去の

過程を経て、和解へ至り、その後の主体

間コミュニケーションが持続的な水島

の創造のために必要ということを理解

する。 

石田氏、鷹野

氏 

8 6/12 

(金) 

主体間コミュニケーション 

オープンハウスに向けた準備 

 自主性を持ち考える 

水島の問題はどんなところから来てい

たと思うか。どうしていれば防げたの

か。この授業で感じたことを自分の考

えを通して表現する 

藤原氏 

石丸、鷹野氏 

9 6/26 
(金) 

オープンハウス 成果発表 

 

 



 

5 

 

その他にも、履修学生は地域総合研究センターの実践型社会連携教育 Web システムに登録

し、フィールドワーク前の連絡事項や、次回授業に向けての準備などについて担当教員から

メールで連絡を受ける仕組みを設けるなど、教員と学生や、学生間のコミュニケーションが

活発になる工夫を設けました。 

 各回の授業の流れ 

それぞれの授業では事前に予習資料が配布され、次回講師のバックグラウンドや経験、講義内

容に関連した資料を読んで備えるように学生らに指導しました。これは、学生たちに講義では聞

ききれない背景や、自主的学習への姿勢を促すためです。 

授業では担当教員による講師紹介と講義の目的の解説ののち、講師による講義と学生らによる

質疑応答を一時間程度行い、続いてまず振り返りシートに今回の授業で学びになった点や疑問、

また自分が考えて行くことが必要だと思った点について記述を行ってもらいました。学生らは授

業期間をとおして各班 5人ずつの 6班に分かれており、振り返りシート記入ののち、各班内でそ

れぞれ自分の意見を発表します。発表後、良いと思った意見に対して投票を行い、その意見のど

のような点が良かったか、どのような点が気付きになったかを記入します。この他人による評価

は次回授業で評価を受けた本人にフィードバックされます。つまり、班内で意見交換をすること

によって、自身の意見形成、他人の意見を知る、他人による自分の意見に対する評価の三つを得

ることが出来ます。振り返りシートは担当教員・非常勤講師らの三人が毎回採点にあたり、それ

ぞれがコメントを付して、班内で学生同士の投票で得られたコメントともに次回授業で学生に返

却されました。この振り返りシートの活用や班内のディスカッション手法には、高等教育開発推

進センターの森岡明美准教授に様々な御指導を戴きました。 

 評価方法 

評価方法は、担当教員・講師による評点、学生同士による評点、発言や質問により獲得する点、

最後のオープンハウスでの発表に対する点(班の発表に対する得点)を合わせて総合的に評価しま

した。講義 7回分の振り返りシートでは、担当教員の石丸・非常勤講師の鷹野・当該回の講師に

よって三段階で評価を行い、評価は担当教員が 4/3 倍、講師・非常勤講師は 1 倍で計算しまし

た。班内での学生同士による投票は一人 2ポイントとしました。採点者を複数にした意図は、本

授業で行う採点様式には正解は無いため、評価者が一人では一つの視点からの評価に偏る恐れが

あったため、講義をした講師の意図とは汲まれたか、授業を計画した担当教員の総合的な目標に

対する達成度、同世代の学生に与える影響など、多様な視点からの評価を組み込むこととしまし

た。オープンハウスに対しては、発表内容をオープンハウス参加者に５段階評価で投票してもら
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い、その平均を班の得点として成績に反映しました。また、他班へ意見を書いてもらい、一枚に

付き 1-2 ポイントで評価しました。表 2 に採点方法の内訳を記しています。学生の成績は履修

生３０人中 A+が４名、A が 10 名、B が１３名、C は 3 名でした。C 評価の学生はすべて、授

業を欠席した回のレポートを提出せず総合得点が低くなったためでした。 

図 1は教員・講師らによる評点と、班内の学生らによる相互の評価ポイントの相関を示したも

のです。両者の間に明確な関係は見られず、学生間の評価と教員・講師による評価の間にやや隔

たりがあることがわかりました。 

 

 
図 1 教員・講師らによる評点と学生同士の投票によるポイントの相関 

 各回の授業内容の詳細 

本科目は、水島に係る様々な立場の方を招いて行われた講義とフィールドワーク(フィールドワー

クの中にも講義は含まれる)一体型の学びです。それぞれの回での講義内容や、学生達から出された

意見など、授業の様子をご紹介します。  
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表 2 評価に関する得点の内訳 

評価者 採点 満点

担当教員 3段階評価(1-3ポイント)×4/3 28

非常勤講師・講師 3段階評価(1-3ポイント) 42

学生同士の投票 一人2ポイントずつ (平均) 14

発言 質問・発言ごとに1ポイント α

班の発表ポスター 5段階評価の平均 5

他班への意見・質問 一つにつき1-2ポイントで評価 10

99+α

講義

オープン

ハウス

合計
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 第一回 ガイダンスと水島の地域開発と公害 

第一回の授業では、最初にガイダンスとし

て、担当教員が授業の流れや評価方法およびこ

の授業の目的の説明を行いました。続いて、み

ずしま財団の塩飽氏から「水島の地域開発と公

害」と題して、水島大気汚染公害とコンビナー

ト開発の歴史についての概要がビデオを用い

つつ紹介されました。 

水島大気汚染公害の歴史として、まず干拓

による新田開発などの水島の地理的な成り

立ちが説明され、戦後の水島臨海工業地帯の

成立過程と、コンビナート企業による高度成長期へ高く貢献したこと、しかしその過程で水質汚

濁や大気汚染が生じるようになったことが述べられました。つづいて、その汚染によって生じた

公害患者の人々の発生状況と、企業や行政による環境対策、公害健康被害に対する補償などが解

説され、その過程で何故住民運動と裁判への流れが生じたのかが説明されました。1996年に原

告側の勝利的和解に至り、和解金の一部を基金にみずしま財団の設立に至り、その上で水島にど

のような未来を作ることが協議され、現在どのような取り組みを行っているかが紹介されました。 

学生から提出された振り返りシートに対する非常勤講師の塩飽氏からの講評では、「水俣病に

ついて学んでいたので共通点を見つけながら話を聞いた」という感想に対して、他地域の事例と

比較しながら聞く姿勢に感心したとのコメントや、企業の責任の取り方や公害被害に対する姿勢

についての疑問を挙げた学生に対しては企業の姿勢についての感想は一歩踏み込んだ回答である

と感じたとのコメント、「将来水島の公害を子供に伝えたい」とする教育学部学生には専門性や

将来と絡めてものごとを感じ取っている姿勢に感心したとのコメント、日本の公害発生地を太平

洋ベルトと関連付けて述べた学生には、その関係性を見つける洞察力とユニークさについてコメ

ントがされました。 

 第二回 公害患者の QOL 

第二回目の授業では、「公害患者の生活の質(QOL)向上に向けた取組」と題して、みずしま財

団の藤原氏が講義を行いました。最初に公害患者の QOL を向上させる意義について説明され、

ビデオを用いて大気汚染公害による健康被害の症状説明や患者数のデータなどが示されました。

続いて法律面からは大気汚染公害患者に対する救済として医療費給付条例や健康被害の補償等に

写真 1 塩飽氏による「水島の地域開発と公害」の講義 
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関する法律が説明され、医療面からは倉

敷医師会や水島協同病院の取組が紹介

されました。最後に、高齢化しつつある

大気汚染公害患者の方々の呼吸リハビ

リプログラムが紹介され、公害という言

葉が過去のものではなく、みんながしっ

かりと目を向けて考え、経験を生かして

より良い未来を創っていくべきではな

いか、と講義が閉められました。 

学生から提出された振り返りシート

に対する講師からの総評では、「国や企

業の立場から何故水島にコンビナートを持ってこなくてはいけなかったのかを考えてみたい」と

いう感想に対して、善悪に二分せず色々な立場を考えようとしている姿勢は多面的にものごとを

考える訓練になるというコメントや、「住民への通知が最後になるのは良くない」という意見に

対して、現場の経験がまだないにもかかわらず重要な事に気づいているというコメント、「会社

に属する人々にとっては上からの縛りがあったのではないかと気が付いた」という意見に対して、

積極的に発言して皆で意見交換をしてほしいとのコメントがされました。 

 第三回 フィールドワーク (1) ―患者会の方々とのお話し― 

第三回目の授業は初めてのフィールドワークを行いました。鴨が辻展望台から、みずしま財団

の塩飽氏よって、水島地域の地形的な特性と被害発生個所の関係が説明されました。この日は晴

天に恵まれ大気の色がよく観察できたため、「公害被害が無くなったと言われる今でも大気がや

や黄色く煙っている」という感想を話す学生もいました。鴨が辻展望台から一路、バスで健康被

害患者が多く出た呼松地区や水島港、松江などの地区を巡りました。人々が住む地区とコンビナ

ートの近さに驚いた学生達も多かったようです。昼食は水島商店街の中にある美味しいと評判の

「とらや」で昼食を取りました。これまで班以外の人との交流の機会がなかったのですが、昼食

の待ち時間に自己紹介をして、学生たちの間で新たな交流がもたれていました。 

午後は水島商店街にある水島公害患者の方々の「あさがお会館」に行きました。最初に、みず

しま財団の塩飽氏から、患者側からの大気汚染公害の発生や住民運動についてスライドでふりか

えりを行いました。この日は三名の患者の方が来て下さり、水島の環境変化やご自身の発症に関 

写真 2 藤原氏による「公害患者の QOL 向上に向けた取組」 



 

9 

 

 

 

する気持ちなどを 30 分ほど語っていただきました。その後、二班ずつに分かれてそれぞれの患

者のかたを囲んでお茶と和菓子を戴きながら、お話しをお聞きしたり質問をしたりしました。ビ

デオやテレビなどの画面を通してではなく、患者さんが自分の目の前でこれまでの人生を語って

くださる姿は、学生たちの心に深く残ったようでした。 

振り返りシートに書かれた感想はこれまでの授業に比較して、より多くの言葉が書かれていま

した。非常勤講師のみずしま財団の藤原氏からの講評では、「公害発生当初、原因が分からずに

苦しんでいたという患者さんのお話しで、自分がその状況に陥った場合を想像して恐ろしくなっ

た」という感想に対して、人の立場に立って気付きを得ることの重要性がコメントされ、「過去

に学習した水俣病と同じく周囲の無理解があったと思った」との意見に対し公害病についての視

野の広がりを見せていることは評価できるとコメントがあり、患者さんの「他の人には分からな

い」との言葉が突き刺さった」との意見に対して、少しでも理解をしてもらい話せることが患者

さんの気持ちを楽にする、とのコメントがされました。 

 

写真 3 鴨が辻展望台からの眺め 写真 4 とらやでの昼食風景 

写真 5 お話を語って下さった患者さん 写真6 患者さんのお話しに耳を傾ける学生たち 
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 第四回 フィールドワーク (2) ―水島商店街とコンビナート－ 

第四回目の授業では、二回目のフィールドワークとして、コンビナート企業と地域の暮らしに

焦点を当てました。午前中は造船会社のサノヤス造船株式会社を訪問し、コンビナートで作られ

た巨大な鉄板を用いた造船業を見学しました。造船業の船の大きさから、学生達にもコンビナー

ト企業の事業のダイナミックさが伝わっていたようです。昼食はサノヤス造船に隣接した倉敷シ

ーサイドホテルで、水島コンビナートを一望し、造船用クレーンの巨大さを肌で感じながら取り

ました。学生達も二回目のフィールドワークでそれぞれが少しずつ馴染んできたようでした。 

午後は今回も水島商店街へ赴き、今回は商店街のお店を訪れてお話を聞かせていただきます。

商店街には担当教員らが事前に赴き、商店街振興連盟と商店一軒一軒を回り、フィールドワーク

の説明とお願いをし、協力の可否を確認しました。学生達は常盤町商店街方面と栄町商店街方面

の二手に分かれ、それぞれ商店を訪れてお話しを聞きました。栄町商店街方面では、タカハシカ

メラに訪問し、先代社長婦人に往時の水島商店街の賑やかな様子や、みんなが競って立派な七夕

飾りを製作するため作るのが大変だったこと、コンビナートが出来る前にお嫁入りした海岸沿い

のご自宅の写真などを見せていただきました。常磐町商店街方面に行った人々はいくつかの班に

分かれ、「ランジェリー麻里水島支店」「清正堂」「コーヒーローストおかべ」「とみや電器」

「ミルクラウン」を訪問しました。それぞれのお店では水島でのご家族の暮らしぶりや、公害の

前後で町がどう変わったかなど、先代から伝わる昔話も交えたお話を伺いました。 

その後、倉敷市環境学習センターに場所を移して、元 JFE 職員であり水島で地域の活動をさ

れている福留氏からの講義を受けました。公害当時の地域の人々と企業の関係、公害対策の技術

開発に取り組んだ時の気持ち、何故縁の無かった水島を終の棲家に決めたかや、現在の地域での

様々な活動についてお話し頂きました。 

写真 7・8 班ごとに分かれて患者さんに色々なことを拝聴しました 
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この日の振り返りシートでは、企業と住民の関係について「企業と住民と両方からの意見を

聞いて、両者が歩み寄りながら成立した和解であったのだと思った」との意見や、「企業の

人々の中にも公害被害者がいたことを聞いて、二極対立だと思っていたがそのような単純な

構造ではないことに気が付いた」との意見がでました。また、商店街を歩いての感想で「商

店街の活性にコンビナート企業が大きく関わっていたことに気が付いた。経済成長のために

は公害はやむを得なかったと仰っていたお店の方がいて、住民と言っても色々な意見がある

ことが分かった」との感想がありました。今までは立場の多様性に注目してきましたが、同

じ立場の中での多様性に気づいて貰うことが出来ました。その他、時代背景や公害に対する

知識が未発達であったことも公害発生の原因の一つではと考えを展開している学生達も目立

ちました。 

 第五回 倉敷市の環境行政 

第五回目の授業は、倉敷市で長年環境行政に携わってこられた永瀬部長をお招きして、日本に

おける公共の公害対策と、倉敷市における水島大気汚染公害への対応についてのお話しを伺いま 

写真 9 シーサイドホテルから造船用クレーンを眺める 写真 10 タカハシカメラで昔の写真を見ながら 

写真 11 元川崎製鉄(現 JFE)の福留氏の講義 写真 12 当日のフィールドワークの感想のシェア 
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した。永瀬部長は入庁してから退官を迎えられる今年度まで倉敷市でその大半を環境部門に携わ

り、水島大気汚染公害の長い歴史を行政として見てこられました。講義は倉敷市の説明から始ま

り、倉敷市民憲章が紹介されどのような倉敷市を目指しているかについてのお話しがありました。

続いて倉敷市の環境行政組織が紹介され、大気だけではなく水やごみや下水道や温暖化など、色々

な環境問題に対応していることがわかりました。続いて、公害について話しは移り、水島コンビ

ナートが生んだ経済的な恩恵、日本で起きた公害の歴史、国の公害規制、また倉敷市ならではの

紳士協定である公害防止協定によって、コンビナート企業と倉敷市が共に環境に注力しているこ

とを紹介していただきました。実際に倉敷市がどのような仕組で大気や水を監視しているかなど

も教えていただき、環境において行政が果たす役割の重みが学生達にもよく伝わったようでした。 

振り返りシートの感想では、「環境基本法が成立した年代を知って、前回の授業で学んだ当時

の公害に対する意識の低さを納得した」と他の授業と関連付けて理解した学生や、他の環境問題

と絡めて「情報公開をしていくことの大切さを再確認」したとの感想がありました。全般的に公

害において行政の役割を今まで意識していなかったと言う学生が多く、今回の授業で新たなステ

ークホルダーとして行政の果たす役割を理解できた様子でした。一方、行政と市民のつながりと

いう面から「公害条例などがどれだけ市民に知られているのか」を指摘した学生がいました。規

則を作って関係者だけで共有するのではなく、情報共有することによって第三者による監視機能

を創造するとともに、傍観者ではなく積極的に知り、意見を持つことの重要さを考えてくれまし

た。 

 第六回 フィールドワーク (3) ―水島の海－ 

第六回目は、前回の倉敷市永瀬部長のお話しの最後にもあったように、水島の水を考える機会

として「水島の海」をテーマにしました。午前は黒崎連島漁協のご協力のもとで漁業体験と採れ

写真 13 倉敷市環境政策部永瀬部長の講義 写真 14 学生による積極的な質問 
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た魚介でのバーベキュー、午後は現新水マリン社長で三菱石油 OB の古川氏に昭和 49 年に起こ

った瀬戸内海への重油流出事故についてお話しを戴きました。 

午前中の漁業体験では初めての漁船と漁を楽しむとともに、それぞれの漁船の船長さん方に漁

業を取り巻くお話しを聞くことが出来ました。小型定置網漁法を間近に見るのはもちろんのこと、

生きた魚に触れるのも初めてという学生たちに、漁師さんは笑顔で指示を出して下さいました。

毎朝４時頃に仕事を始めるだけでなく、網を固定するたくさんの杭は台風などの時は撤収し、ま

た設置し直すなどの苦労話も伺いました。 

学生達が漁で獲った魚は、漁業組合の方々の手で捌かれ、あっという間にイカは煮つけに、ガ

ザミは潮汁に、タイは刺身にと、バーベキュー以外にもいろいろな美味しい料理に変わりました。

水島灘に出て、獲れた魚を口にすることで、水島の海の現在を知るきっかけになったのではない

でしょうか。食事の時には漁協の方々から、コンビナートが出来たことによるハマグリや海苔の

生産への影響に関してや、魚の産卵地の減少などの問題についても聞くことが出来たとともに、

漁業の後継者不足や魚の消費量減少による経済的な低迷など、水島だけではなく日本の現代の漁

業における様々な問題点を知ることが出来ました。 

午後は「水島から学ぶ過去・現在・未来」と題して、古川氏の三菱石油勤務時代の重油流出事

故への対応と、その経験をどう活かして来たかについて講義をしていただきました。まず、八間

川を背景に、現在の古川氏にそっくりなお母様に抱っこをされた赤ちゃんの白黒写真が紹介され

ました。古川氏は水島常盤町の八間川そばにご生家があり、故郷である水島にコンビナート企業

の職員として戻ってこられたという、水島と非常にゆかりの深い方です。ご自身の水島との繋が

りの後、続いてコンビナートの歴史をお話し頂き、水島のこれまでの風景の移り変わりが紹介さ

れ、1974 年に発生した重油流出事故について、流出経路や拡散状況、発生原因の技術的側面、

その対応等の詳細が説明されました。特に、主な対策が人海戦術であったことは学生達に大きな 

 写真 15 初めての漁業体験をする学生 写真 16 漁で獲った魚をバーベキューにした食事 
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衝撃となったようです。古川氏はこれらの経験に基づいて、その後の宮城県沖地震による流出事

故での拡散防止成功や、東京湾でのタンカーからの油流出事故などに尽力されたこと、これらの

経験が油流出をしないタンクやオイルフェンスの開発につながり、石油企業の環境対策の発展へ

とつながったとお話し頂きました。 

学生達の振り返りシートには、漁業体験では「漁師さんの儲けが魚に付く値段の一割程度と

聞いて驚いた」「魚を食べると言ってもどこで獲られた魚かを考えて購入すると特定の地域貢献

になると感じた」など、これまで無関心だった漁業と自分たちの生活について考えてくれまし

た。古川氏の講演に対しては「自分の地元も重油流出事故の影響を受けていた場所だと知った。

帰省した折に足を運んだり調べたりしてみたいと思う」「重油流出事故後にたくさんの対策が講

じられ、今日漁で獲って食べた美味しい海の幸があるのだと思った」と、こちらも重油流出事故

と自らの関わりをしっかり感じてくれた学生が居ました。特に環境理工の学生達の中には「重油

事故対策の技術の話を聞いて、環境理工学部に入った自分も回収方法や防止策などを探求してい

きたい」と、自身の専門を意識した意見も何名か見られました。 

 第七回 和解について 

第七回は、「和解について」をテーマに、倉敷公害訴訟の和解に至るまでの過程を、地域総合

研究センター研究員の鷹野とみずしま財団理事長であり、倉敷公害訴訟弁護団の事務局長を務め

られた弁護士、石田先生に講義をしていただきました。 

まず鷹野研究員が、民事訴訟と刑事訴訟の違い、公害訴訟は民事で争われたこと、どんな訴訟

でも因果関係が問われることなど、裁判における考え方の基本を説明した上で、日本の公害訴訟

の歴史における倉敷公害訴訟の位置づけと、「和解」の意味について、一般的な説明を行ないま

した。続いて、倉敷公害訴訟で弁護団事務局長を務めた石田正也弁護士が、写真を見せながら当

時の様子を話して下さいました。豊かな資金力で全国の公害訴訟に対応する大企業に対し、地元

写真 17 三菱石油 OB の古川氏による講義 写真 18 講義後学生同士の意見交換 
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の弁護団は、岡山大学等の研究者から

の支援を得ながら、一人一人の患者さ

んの医療データを揃え、因果関係を立

証していくなど、大変な努力を続けた

こと。その結果、11 年という歳月を

経て、企業側が公害被害の責任を認め、

それを賠償金の支払いという形で表

したこと。両当事者ともそれ以上の上

告はせず、和解で決着したこと。そし

て、和解金の一部でみずしま財団が設

立され、地域の環境保全のために企業

と行政、市民が話し合う場所ができたこと。石田弁護士の穏やかな語り口から、青空を取り戻し

た現在の水島の背景が分かり、水島という地域の理解に厚みが増したようでした。 

今回の振り返りシートでは、「『和解ではなく全面解決という言葉を使用した』とお話しされ

たところに、今までのことに終止符を打つという強い意志が感じられた」との指摘が複数ありま

した。また、訴訟を起こしてから和解までの期間の長さについて言及した学生も多く、13年間と

いう長期にわたる判決までの時間について、判決を待つ原告側の辛さと科学的根拠の精査に必要

な時間の兼ね合いにもどかしさを感じた感想もありました。そのほか特筆する意見としては、「企

業と住民が同じ土俵に立つためには世論の支持を得ることが非常に重要であり、そのことで裁判

にかかる時間も長くなる」という考察がありました。自分たちが世論として問題にかかわること

が出来るのだという、当事者意識を学生が持ってくれたことは大きな収穫であったと考えます。 

 第八回 主体間コミュニケーションとロールプレイング 

第八回目の授業では、これまでの授業の総括として、みずしま財団藤原氏による主体間コミ

ュニケーションの講義と、班に分かれてロールプレイングケームを行い、その結果を基に翌週の

発表に向けた準備をしました。 

まず、藤原氏の講義で異なるステークホルダー間のコミュニケーションの重要性についてお

話しを戴きました。この授業をとおして、色々な視点から水島の公害を見てきました。このよう

な問題を未然にふせぐ、または最小限に抑えるためには、それぞれの主体の間に意思疎通・情報

交換が出来る場が必要だということ、2003年から始まった倉敷市との環境懇談会や、企業等も

参加をするラウンドテーブルの開催などを紹介していただきました。その中で、「緊張感のある

信頼関係」が良い社会を作り上げていくためのコミュニケーションに必要であることが語られま 

写真 19 石田氏による講義 
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した。「関係性を築く」中で、決してなれ合いの関係にならず、常にお互いを批判的な視点で検

証しつつ、その上で信頼されるような自らの行動を律するというフィードバックが指摘されたこ 

表 3 ロールプレイングと発表準備のタイムテーブル 

５分 くじびきをして各班で「地域の政治家」「企業幹部」「住民」「行政」「外部

者」をひく。もしくは自分で「これをやりたい」と言う人がいればそれを

取る。 

１０分 ① コンビナートの誘致について、 

 「地域の政治家」「企業幹部」の役になった人はペアになり、どんなメ

リットがあるかを説明できるように案を出し合う。 

 「住民」「行政」はどんな点が不安かを挙げられるように話し合う。 

 「外部者」は両者の話し合いを聞きながら、その地域にコンビナート

が誘致されなかったら自分の所に建設されるとして、自分にとって良

い点と悪い点を考える。 

２０分 ② 五人で話し合って、コンビナートをその地域に作るかどうかを決定す

る。 

③ 作った場合、作らなかった場合の決定に応じて、これから必要な課題

を整理する。 

２０分 以下の要素を入れてポスター作製 

誘致するかしないか(②) 

地域の政治家」「企業幹部」「住民」「行政」「外部者」それぞれの立場で検

討したこと(①) 

その結論を出すに至った経緯(②) 

この決定を下した上での、これからの課題(③) 

写真 20 藤原氏による講義 写真 21 発表資料を作成する学生たち 
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とが印象的でした。主体間コミュニケーションに関する藤原氏の講演を踏まえ、公害に関係する

様々な立場の人々を想定してロールプレイングを行いました(表 3 参照)。各班でくじびきをして、

「住民」「行政」「企業幹部」「地域の政治家」「外部者」の役を割り振ります。住民と行政、企

業幹部と政治家はペアになり、コンビナート誘致の話があると仮定してメリットやデメリットを

それぞれ10分間話し合います(①)。外部者はそれらを観察して自分との関係を考えます。その後、

5 人で話し合いコンビナートを誘致するかしないか(②)と、またそれぞれの決定に応じた課題(③)

を挙げて行きます。最後の 20 分で、コンビナート誘致に対する決定 (②)、それぞれの立場での

メリットとデメリット(①)、誤認で話し合って決定に至った経緯(②)、その決定を下したうえでの

課題(③)について発表要旨を模造紙で作成すると共に、発表内容を考えました。当回はスケジュー

ルの都合上、講義とロールプレイングを同時に行ったため振り返りの時間を設けませんでしたが、

ロールプレイングでの意見に主体間コミュニケーションの講義で得られた視点や考えなどが反映

されたのではないかと思います。 

 第九回 オープンハウス 

最終回となる第九回目の授業では、前回の授業で作成した発表用の模造紙を用いて、これま

での授業でお世話になった方々や学内関係者らの参加によるオープンハウスが行われました。班

の学生は二つに分かれ、前半と後半で説明を担当します。説明をしない学生は他の 5班を回って

説明を聞き、五段階で採点をするとともに質問点や感想などを記入して各班の発表に貼ります。

同様に、オープンハウスに参加した協力者の方々や学内関係者も発表を聞き、評価に加わっても

らいました。学生達はわずか一時間にも及ばぬ準備時間でも見事に発表まで頑張ってくれました

が、協力者や学内関係者からの具体的知識を問うような質問にたじろぐ姿もありました。 

以下に各班の発表概要について、1. 誘致するかしないか、2. 「地域の政治家と企業幹部」 

 

写真 22 担当教員による説明 写真 23 発表風景 
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「住民と行政」「外部者」それぞれの立場で検討したこと、3. その結論を出すに至った経緯、4. こ

の決定を下した上でのこれからの課題、と、それぞれの班に寄せられた学生の意見、獲得得点に

ついて記します。 

【1班】  

コンビナート誘

致の可否 

する 

其々の立場での

メリットとデメ

リット 

企業と

政治家 

メリット：産業が発達し経済力が向上→地域の景気を良くする、輸

入に頼らなくて済む 

行政と

住民 

メリット：雇用が増え若者の地域離れを防ぐ、税収が増える 

デメリット：生活が脅かされる危険性、地域外の人の流入による独

自文化の喪失 

結論に至った経

緯 

デメリットを小さくすることはできるので、建設するに決定をした 

これからの課題  企業が公害を起こさないようなプラン造りと環境対策を考える 

 住民に理解してもらえる機会を企業や行政が作る 

 これらが正しく行われることを監視する公平な組織を作る 

寄せられた意見・

感想 

 監視する公平な組織を作るという、「公正」な組織という視点が良い発

想だと思う 

 デメリットを減らすことによる企業の減収に対して、企業は承諾する

だろうか 

獲得平均点数 4.13 

【2班】  

コンビナート誘 する 

写真 24 発表風景 写真 25 授業風景 
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致の可否 

其々の立場での

メリットとデメ

リット 

企業と

政治家 

メリット：地域の活性化と事業の拡大が見込める  

行政と

住民 

メリット：地域と企業の仲介役(行政) 

デメリット：環境と健康の保護の観点から問題 

外部者 メリット：経済的に豊かになる、自分のところに作られるのは嫌な

ので他人のところに建設されれば助かる 

結論に至った経

緯 

環境アセスメントを行った上で、地域発展と住民雇用の拡大を考え、誘致を

決定した 

これからの課題  定期的な環境調査を行う 

 新しい設備導入に際しての情報公開の確約 

 主体間コミュニケーションの場を設ける 

寄せられた意見・

感想 

 それぞれの立場のメリット・デメリットが端的に述べられていてわか

りやすい 

 外部者の意見が現実的で面白いが、住民の意見も同じであると思う 

 環境調査は数字の操作を防ぐために企業よりも行政が担うことが望ま

しいと思う 

獲得平均点数 4.23 

【3班】  

コンビナート誘

致の可否 

する 

其々の立場での

メリットとデメ

リット 

企業と

政治家 

メリット：雇用確保、生産力向上、有名になれる、利益が上がり収

入が上がる  

行政と

住民 

デメリット：過去と同じく公害が発生するのではという不安、地域

住民にとってどんなメリットがあるのか、公害が発生した場合の

住民への対策  

結論に至った経

緯 

対策を講じることで「地域住民・行政の不安＞すべての主体のメリット」に

する 

これからの課題  住民と企業の話し合いの場を作り、住民側のメリットと環境対策の講

じ方を説明する 

 行政が企業を確認するとともに、施設見学などで住民に見てもらい理

解を深める 

寄せられた意見・

感想 

 施設見学は良いアイデアだが、完成してからではなく計画段階から住

民にオープンにしていく必要があると思う 

 政治家の考えで「有名になる」とあったがややステレオタイプに寄って
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いると感じた 

獲得平均点数 3.86 

【4班】  

コンビナート誘

致の可否 

する 

其々の立場での

メリットとデメ

リット 

企業と

政治家 

メリット：雇用促進、人口増、経済発展、地域購買力の増大による

商店街の活性化、地域の小規模工場が下請けとなって活性化  

行政と

住民 

デメリット： 大気汚染・水産資源の減少・農作物の不振、土地が

減る、自然への影響 

結論に至った経

緯 

雇用が生まれる、経済衰退・人口減少・商店街衰退・小規模工場の倒産の解

決への期待→公害発生への危惧→産業のピンチを救うためには誘致が必

要。有害物質をなるべく出さず、自然を壊さないという課題をクリアしてか

ら作る 

これからの課題  企業による汚染物質の処理が必要 

 地域住民との関係を築く 

 企業による景観保全への努力 

 企業による事故防止への対策 

寄せられた意見・

感想 

 地域の下請け工場があるという発想が面白かった 

 メリット、デメリットに一時的な効果と永続的な効果の違いがある点

を整理すべき 

 結論に至る経緯が分かりやすくまとめられている一方、健康被害が無

ければコンビナートを作って良いという結論に飛躍を感じた 

獲得平均点数 4.23 

【5班】  

コンビナート誘

致の可否 

する 

メリットとデメ

リット 

メリット： 雇用が増えて人が集まり活性化につながる、町が豊かになる、

夜にはきれいな夜景が見られる 

デメリット：健康被害の不安、大気や水質汚染の不安、住民へのメリット 

結論に至った経

緯 

住民の感じているデメリットを解消していき、コンビナートをつくる 

これからの課題  定期的に企業が住民や行政と話し合う場を設け、知的一体となりこれ

からのまちづくりについて考える 

 健康被害への不安解消→行政による定期的な監視調査と企業による排



 

21 

 

出量制限・環境負荷の小さい技術開発 

 住民のメリット→企業が率先して地域の環境問題に取り組み、まちづ

くりに係っていく 

寄せられた意見・

感想 

 「定期的に被害の調査」とあったが被害が出てからでは遅いのでは。未

然に防ぐ努力が必要 

 技術開発を進めたとしてもすべてを解決できるとは限らないのではな

いだろうか 

 排出量制限に関して述べられている点が授業で学んだ事をきちんと反

映している 

獲得平均点数 3.94 

【6班】  

コンビナート誘

致の可否 

する 

其々の立場での

メリットとデメ

リット 

企業と

政治家 

メリット：経済発展、雇用創出、人口増加、税収増加 

行政と

住民 

デメリット： 漁場の減少、公害対策・保障、住民に対する恩恵の

有無、住民に対する説明の有無、市からの金銭的援助の必要性 

外部者 メリット：車で通勤できる場所ならば建設してほしい 

デメリット： 工場から出る廃棄物や汚染物質はやはり怖い。人体

や農作物への影響の懸念 

結論に至った経

緯 

企業からのメリットの提示→住民と行政からの意見→出てきた課題に対す

る話し合い→それを踏まえてのメリット・デメリットを諮る→決定 

これからの課題  漁場の確保→遠洋漁業にしては 

 住民に対する恩恵→雇用・税収の増加、生活水準の底上げ 

 行政としての援助→公害保障や対策は? 説明はきちんとしてもらえ

るのか? 

寄せられた意見・

感想 

 漁場に関しては遠洋漁業をすれば良いという考えはコスト面なども考

えると安易な発想ではないかと思う 

 それぞれの立場でのメリット・デメリットが分かりやすく整理されて

いた 

 事前に住民に説明を行うという考え方がこの授業で学んだことが反映

されていると感じた 

獲得平均点数 4.26 

上記のとおり、全ての班でコンビナートを『誘致する』という結果が導き出されました。
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学生達に対しては考えが浅いなどの厳しい意見が多く出ましたが、質疑応答のやりとりを行

う中で、結論として出した意見について再考する機会を得ることが出来たと思います。また、

ピア・レビューとして他の班から出た意見を聞くことで、自分たちの考えの良かった点・至

らなかった点などを気づくプロセスを得ることが出来たのではないでしょうか。 

また、この発表の形式をトレースすることで、各論の比較と整理、各論検討から結論まで

プロセス、それぞれの立場からの課題点への対応策という論理立った思考のトレイニングの

機会となったとともに、他の班へのピア・レビューをとおして批判的思考力の醸成の機会に

なったと考えられます。本科目で扱った水島の公害問題は、一つの事例でしかありません。

この水島に関する一通りの歴史や関係性を学び・知る過程で得られた想像力や論理的思考力、

批判的思考力によって、他の諸問題に対する自らの考えをはぐくむ力や、社会の様々な問題

に対して当事者意識を持ち意見できる能力に繋がっていくことを期待しています。 

 授業アンケート結果 

最終授業で履修学生に対して、授業の改善のための意見収集を目的として独自の授業アンケー

トを行いました(付録 1 参照)。まず、学生が本科目に何を期待して履修したかを明らかにするため、

履修した理由を聞きました。答えは複数回答可であてはまるものを全て答えてもらいました。30 人

中 18 人の学生がシラバスを読んで履修を決定しており、授業内容をある程度理解した上で興味を

持ち履修を決定したと考えられます。一方、題目名でなんとなく選んだ学生が 12名おり、複数回答

で重複している可能性はありますが、シラバスを読んだ学生と対照的によく理解せずに履修した学

生も一定数いるのではないかと思われます。シラバスには期間中の授業内容と日程がすべて書かれ

ていますが、本アンケートの自由記述の中に「フィールドワークがあることを知らなかった」「フィ

ールドワークの日にちは学生に相談し

てから決めてほしい」との意見があっ

たことからも、シラバスをよく読まず

に選択した学生が存在することがわか

ります。続いて、フィールドワークに興

味があった、環境問題に興味があった

がそれぞれ 10 名あまりと続きます。

本科目は三回と多くのフィールドワー

クがあり、実際に水島に足を運んで関

係者に直接お話を聞けると言うことが、

学生に魅力としてとらえられたと思い図 2 あなたがこの授業を選択した理由は何ですか
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ます。また、本科目は環境理工学部を中心とした理系の学生が多数を占めていたため、その影響が強

く出たことが考えられます。地域社会に興味があったと答えた学生は 7 名と少数でした。試験が無

かったのでと答えた学生も 6 名いましたが、毎回意見を出すことを求められる参加型授業は、講義

を受けて最終に試験が行われる授業とどちらがより負荷が大きかったでしょうか。水島という地域

を知りたかった、公害に興味があったので、と答えた人数はそれぞれ 4 人と１人でした。 

次に本科目で良いと感じた取組について評価をしてもらいました。結果を図３に示します。最も

ポイントが高かったのは班での感想のシェアで、三分の一の学生が選択していました。本科目の特徴

は、受動的な講義だけでなく、授業の内容について自分がどう感じたか、どのような意見や疑問を持

ったかを考えることにあります。班での感想のシェアは、自分以外の学生が同じ授業に対してどのよ

うに感じたかを知ることで、気づかなかった新たな視点を得ることが出来ます。次いで、講師・教員

からの講評となりました。講師・教員はそれぞれの意見に対して細やかにコメントを返しており、担

当教員は毎回すべての学生に対してコメントを返しました。少人数を対象とし、それぞれの学生が学

び得た事を更に伸ばす、深化させることを目的とした実践型教育ならでは出来たことでした。八回目

に行ったロールプレイもまた 8 名の学生から評価を受けました。ロールプレイの目的は、今までに

学んだ「多様な視点」がものごとを決める時にどのように働くか、またその多様な視点に対する想像

力を持つトレイニングとして設定しました。一回きりのロールプレイでしたが、学生の満足度は高く、

実施の意図を組んでもらえたのではないかと思います。学生間のポイント投票や講評の交換は、合わ

せると 13 ポイントになり、自分の意見に対して他の学生がどのように評価したかのフィードバッ

クも他の授業には珍しい取組だったのではと思います。本科目ではフィールドワークに行ってお世

話になった方々へ御礼の葉書を書きましたが、フィールドワークを重ねるにしたがって投函された

ハガキの数が減少し、ここでもポイントが低かったことが残念でした。ハガキの投函は評点にも反映

されず、また送信先からの返信もないため、インセンティブが低かったことが原因ではないかと思わ

れますが、今後続けて行く上でどのよ

うに重要性を伝えていくかを検討して

いく必要があります。 

次に、来年度の授業内容の組み直し

のために印象に残った授業を挙げても

らいました。全体的にフィールドワー

クやオープンハウス、ロールプレイに

票が集中した一方、講義形式の回は少

ない票になりました。これは 2 つまで
図 3 この授業の取組で良かったと思うものを選んでください 
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の複数回答としたため、他に印象深かった回があったとしても参加型の授業の回と比較して優先順

位が低くなり、結果 3 つのフィールドワークやオープンハウスなど参加型の回に票が集中してしま

ったことが考えられます。しかし、それぞれの授業で得られた視点がオープンハウスやロールプレイ

ングでの最終的な学びの結果につながったことは間違いありません。それぞれの回を選んだ理由と

しては、一番多かった 22 名が選んだ第三回に対して「患者さんの生の声を聴けた、衝撃を受けた」

という意見が多く聞かれました。これまでさまざまな公害の知識を学んでいても、患者の方と直接お

話しして自分の問いに答えてもらえる機会はなかなか得られません。この患者さん方とお話しする

フィールドワークは今年から開始しました。みずしま財団と患者会のご協力と本授業へのご理解を

得られなければできなかった授業です。このように学生の心に残る授業を出来たことを心から感謝

いたします。同様に、高いポイントを集めた他のフィールドワークに対しても、「座学では学べない

ことを知れた」「水島という町を知れて公害問題の理解の助けになった」「実際に地域や企業の方々

とお話し出来た」という意見が出ました。ご協力いただいた黒崎連島漁協、水島商店街の皆様方にも

厚くお礼申し上げます。ロールプレイやオープンハウスに対しては、「各立場になりきって話を進め

ていくのが面白かった」「オープンハウスでは自信を持って発表していたが、具体的な解答が出来な

かった」という回答がありました。本科目は知識を得ることを目的とせず、それぞれのステークホル

ダーの視線を疑似体験する、論理的な思考プロセスをトレースする、という点を目的にしたので、担

当教員の評価としては大局的な視点からの欠点でなければ大きな欠点とみなしませんでした。 

また、改善案があれば自由記述で回答をしてもらいました。30人中 19人が自由記述に記入

をし、5名が「改善が必要な点はない」との回答であったため、実質的に約半分の１４名から改善

案が挙げられました。フィールドワークの帰校時間が予定より遅れることがあったため、その時間

を厳守すべきとの意見が 2名、フィールドワークで一日潰れることを事前に知らせてほしいが 1

名、フィールドワークの日にちをア

ンケートで決めてほしいとの意見が

1名と、フィールドワークについて

の希望が 4名に上りました。後者 2

名はシラバスを注意深く読むことで

回避できた問題でした。 

また、時間配分に関して、振り

返りシートを書く時間が足りなかっ

た、オープンハウスに向けての準備

期間が短かったなどの意見がありま 
図 4 印象に残った授業を二つ選択してください 
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表 4 学生アンケートの改善点についての自由記述一覧 

 

した。そのほかに、班分けの性別構成の考慮、重複した授業内容の見直し、ロールプレイの立場の設

定の見直し、眠くならない授業の工夫、ラーニングコモンズでの授業が不適、などの意見が上がりま

した。 

 授業の成果 

 学習目標達成度 

本科目のシラバス記載の学習目標は「地域の社会・環境形成における構成員ごとの視点や感

情を知ることで、多角的な思考能力や想像力、社会倫理を身に着ける」です。問題点として、本

■特になし

完ぺきだったと思います。

特にないです。

特になし

特にないです。

なし

■フィールドワークについて

フィールドワークに参加できる日をアンケートか何かで聞いた方が良い

フィールドワークの時間が遅くなる点

フィールドワークの時間が1、2時間遅くなることが殆どだったのでしっかり時間

通り行動した方が良いと思います

土曜日が一日潰れることを前もって授業を選ぶときに言っておいて欲しかった。

■オープンハウスについて

オープンハウスの準備の時間をもっと欲しい

オープンハウスの準備をもっとしっかりして考えられたら良かったと思う。

オープンハウスに向けての準備時間や、意見交換の時間が短すぎると思いまし

た。

ロールプレイの立場の設定。

■振り返りシート記入の時間

振り返りシートを書く時間が少し短いと思った。

振り返りシートを各時間が短かったです。たまに書ききれなかったので…

■その他

授業で内容が重複する点が多く、その部分を省略するとロールプレイ等に十分な

時間が取れ、もっと内容のある発表になったのではないか。

女の子一人の班があって、フィールドワークの時など心細そうだったので可能な

らばせめて二人にすると良いなと思います。

授業をする場所を変えた方が良いと思います(図書館のこの場所は環境が良くない)

寝ている人が多く見られたので、眠くならないような授業でメリハリがもう少し

あるといいと思います。
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科目のような実践型教育は試験による評価とは異なり、数値的な評価が難しいことが挙げられま

す。ですが、毎回の振り返りシートからは、学生達の確実な学びを見て取ることが出来ます。 

たとえば第二回の公害患者の QOL に対する振り返りシートを取り上げてみます。患者の苦

しみについて「とても小さな粒子が肺をむしばんでいくのは計り知れない苦しみだったと思う」

「自分が発病したり身近な人が発病したりすると悔しい気持ちになると思う」「普段意識せずに

している呼吸が、呼吸器に被害を受けた人にとっては 24 時間 365 日苦しめられるという事実

を聞き、想像するだけで寒気がした」など、自分と違う立場の人に立ってみるという想像力につ

いて述べられていました。また、多角的な視点という観点では「患者さんや医師、公害対策に取

り組む企業などたくさんの人が努力して公害に立ち向かったことが分かった」「今度はなぜ水島

という地でならなければいけなかったのかということについても考えたいとも思った」などのよ

うに、色々な方向からものごとを検討する視線について述べられています。また、「医師の方々

は患者さんのために後世に記録を残すようカルテを作っていた。私も将来医療系の仕事に従事し

たいので患者さんを楽にして、思いを後世に役立てるようにやっていきたい」「将来教師を目指

すものとして、この事実をしっかり子供たちに届けたい」「環境理工の学生として環境に負荷の

少ないものづくりを進めなければいけないと強く感じた」等、自らの専門と関連付けて社会貢献

の決意をつづる学生も多くみられました。 

もう一例、第四回の企業の環境対策・水島の町のフィールドワークを例にとります。この回

までに、患者さんからの視点で講義とフィールドワークがあり、この回から企業や地域の一般の

(公害被害を受けなかった)人々の視点が入ります。振り返りシートでは、「商店街の方と、企業側

の福留さんの両方のお話しを聞き、互いに歩み寄ることで生まれた和解だったのだと思った」「福

留さんのお話を聞くまでは公害患者さんが被害者だと思っていたが、現場で働く人の中にも亡く

なった人たちがたくさんいることを知り、広い視野から問題を見つめることが大切だと感じた」

などのように、多角的なまなざしで観察することへの気づきがありました。また、「今まで企業

に責任があると思っていたが、国の方針が工業化に力を入れていた時代であったし、公害対策へ

のきちんとした知識がなかったせいで問題が深刻化したことが分かった」というように、善悪論

だけではなく、問題の背景や一見無関係に見える事柄からの影響についても考え及ぶことができ

て学生もいました。特筆すべきは、「今まで企業が悪いと思っていたが、今日のお話を聞いて、

結局(公害の)原因が何で、どこがいけなかったのかが分からなくなった」との意見でした。思い込

みや偏見を認め、壊すことは非常に難しい事だと私は考えます。「何がいけなかったのか分から

なくなった」という言葉の奥には、これまでの考えを捨てて何がいけなかったのかをもう一度考

え直す必要がある、ということへの気付きが存在します。 

ここには二回の授業の振り返りシートを例に記載したのみですが、それぞれの授業で様々な
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講師の方々から学んだ事は学生達の中に積もり、いろいろなまなざしを得ることに繋がったと信

じています。 

 実践型社会連携教育としての成果 

実践型教育の要件は 6つ挙げられています。まず、１つ目の「実践知の涵養」は「現実社会

の活動を体験し、社会の中で生きる人々から学ぶことをとおして培われる知的な能力」と定義さ

れています。「現実社会の活動」とは具体的にどのような条件の活動か示されてはいませんが、

本科目のフィールドワークはそれぞれ水島という地域社会の中で生きる人々のもとへ出かけ、そ

の方々から学びがあったことは確かだと言えます。2 つめに「教養と専門にまたがる」ですが、

多くの学生が振り返りシートで自分たちの専門に問題を結びつけた記述をしていました。３つ目

の「四極体制を取る」に関して、前年度の本科目と同様に、これまで地域総合研究センターが築

いてきたネットワークを生かし、学生・連携教員・地域人/社会人・教員という 4つの柱を建てる

ことができたのではないかと思っています。４つ目の「課題解決型」について、水島の問題など

について、安易な課題解決策を学生に出させることは却って浅い学びになる、と私は危惧してい

ます。本科目では、水島に対する課題解決を出すのではなく、学生たちが将来に水島のような問

題を起こさない社会をどのように築くか、ということを課題と想定して構成しています。５つ目

の「グッド・ハビット」は永く続く良い習慣を示すそうです。たとえばフィールドワークの後で

書いたお礼状などは、感謝の気持ちをきちんと伝えるグッド・ハビットに繋がるのではないでし

ょうか。 

6つめの「互恵性」に関しては意見が分かれているところですが、互恵性をいくつかのレベ

ルに分けて考えることが出来るのではないでしょうか。地域/社会の人々が実践型教育に協力して

くれる理由について考えてみます。まず、誰かに伝えることでその物事に対する理解者が増える、

というベネフィットが最初のレベルではないかと思います。たとえば本科目の企業 OB の方々の

お話しなどは、企業による環境対策の理解に繋がりました。次に、その学んだ学生が良い社会を

作ってくれると言う間接的なベネフィットです。例えば、患者会の方々が、体調がすぐれない中

でも学生にお話しをしてくださったのは、「次の世代に伝えて行かなくてはいけない」という使

命感からではないかと思います。患者の方々には、このような出来事を繰り返してほしくない、

この経験を伝えることで、学生達が作る社会をより良いものに変えてほしいという思いがあった

のではないかと思います。最後に、直接的なベネフィットの還元が最も難しいのではないかと考

えられます。学生達が水島で学び、その学んだ事を直接的に水島へ還元する。難しいことですが、

現在そのような科目の開発を検討しています。 
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 授業にかかった費用 

実践型社会連携教育には外部講師とフィールドワークが欠かせないことから、通常の教育に比

較して非常に高い経費が掛かります。本科目は今年度のフィールドワークを三回に増やしたことか

ら、839,836 円の費用が掛かりました。費用の内訳を表 4 に記します。カテゴリの中で外部講謝

金は 288,750円、バス借り上げ代金が 249,660 円、みずしま財団の研修受け入れ費が 162,000

円と、実践型社会連携教育の特色上必要な経費で 83%を占めます。学生一人当たりの費用は、

28,000 円に上ります。コストーベネフィットについて論じるべきところですが、本来実践型社会

連携教育において、たとえば互恵性の地域社会へのベネフィットを長いスパンの観点から評価すべ 

 

4月24日 みずしま財団研修受け入れ費 (1日コース) 54000
フィールドワーク 資料代 9000

バス借り上げ 83330

D VD ダビング 2380

講師駐車場 500

5月16日 みずしま財団研修受け入れ費 (1日コース) 54000
フィールドワーク 資料代 9000

バス借り上げ 83330

講師駐車場 500

お茶代 1110

5月30日 みずしま財団研修受け入れ費 (1日コース) 54000
フィールドワーク 水島勤労福祉センター会議室料 3888

傭船代５隻 96540

バス借り上げ 83000

バーベキュー諸経費 16008

講師駐車場代 500

①フィールドワーク合計 551086

講師謝金 非常勤講師謝金　(8550円×32コマ) 264000

福留正治 8250

古川明 8250

石田正也 8250

②謝金合計 288750

①+②授業にかかった費用合計 839836

表 5 本科目にかかった経費の内訳 
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き項目があるように、短期的にその成果を数値換算することは出来ません。今後、地域総合研究セン

ターや、それぞれの学部・研究科で開発される実践型社会連携教育の積み重ねの中で、それぞれどの

ような評価方法が可能か、必要かが確立されていくのではないかと思っています。 

 課題とこれからの展望 

 課題と対応策 

本科目で、いくつかの課題が浮かび上がりました。来年度により高い学びと学生や協力者の

方々の満足度を高めるために、外部講師の方々と振り返りを行い、課題に対して現時点で考えら

れる対応策を検討しました。下記に記します。 

(1) 経費や学生の教科書代等の金銭面について 

(ア) フィールドワークへの出費が大きくなりすぎた。どこを縮小すべきか。 

✓削減案 

 フィールドワークの構成を見直し、二回に減らす。たとえば、フィールドワークで行って

いる講義を大学で行い、一回のフィールドワークで漁業体験と商店街歩きを構成するな

ど。フィールドワークを一回削減することにより、合計約 20万円前後の節約が可能。 

 学バスを使用。バス借り上げ代金 2 回分の削減により、166,660 の削減。但し、来年

度より公用車が有料化され、学バスの廃止または買い替えが検討されているため、学バス

使用が可能か、または有料化によりどれだけの費用が必要か不明。 

上記の二点をそれぞれの問題点を無視して勘案すると、合計で 35 万円前後の削減が期待出来

る。昨年度が約 84 万円であったため、支出を 50 万円程度まで抑えることが可能。ただし、

課題として下記の対応が必要。 

 学バスを早めに抑えるためにプログラムを早期に決定する。学バスの費用徴収によれ

ば大幅な削減にはならない可能性。 

 フィールドワークで講義戴いた福留氏・古川氏は大学に招いての講義をお願いするた

め、早めに全体のスケジュールを決定する必要。 

(イ) 学生の出費が大きい 

教材として写真集を購入してもらったが、写真集の購入は必要か。必要ならば、授業にどう生か

すか。 

✓解決案 

写真集は、単なる写真だけではなく、年表や地図が盛り込まれていること、水島地域の課題

を研究している内容コラムが盛り込まれていることから、事前学習用の資料として位置づ

け、教材として購入してもらった。しかし、指示が甘く活用が十分できなかったので、学生
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に無駄な出費であったと感じさせないためには、写真集をどう使うかが問題。写真集を見て

何を読みとるかなどを、住民側からの視点の授業で扱ってはどうか。 

(2) 授業の内容や組み立てなど学生の学びや満足度を上げるために 

(イ) 組み立て 

授業のコンテンツはこれで良いか。 

✓提案 

講義の内容のタイプは、前提の知識を与えられる内容と、経験談として聞く内容の二つに分

かれている。この二つのタイプを整理して授業を組み立てなおす。また、すべてのステーク

ホルダーが同列なのではなく、公害が発生する社会背景を理解するには、それぞれのステー

クホルダーの関係性などに対する知識を付ける必要がある。下記に、追加の講義とフィール

ドワークの改定を加えた本科目のプログラムの一改定案を示す(表 5)。 

表 6 プログラム案(順未定) 

1 ガイダンス 

和解までの道のり、公害が発生する社会的背景 

2 水島の地域開発と公害 

3 公害患者の QOL 

4/5/6  

フィールドワーク 

鴨が辻展望台または商店街歩き 

水島商店街で昼食 

患者会とお話し 

7 福留氏(元 JFE)による企業の環境対策 

8 古川氏(元三菱石油)による企業の環境対策 

9 倉敷市による企業の環境対策 

10/11/12 

フィールドワーク 

漁業体験 

疾病以外のコンビナートの影響 

13 主体間コミュニケーション 

14 ? 今年と同じくロールプレイにするか、何を題にするか 

15 ? オープンハウス? 

 

(ウ) 授業の順番 

授業の順番は学生の学習目標達成を促すものであったか。オープンハウスでは、すべての班がコ

ンビナート誘致の結論を出したが、授業の順番が患者→企業であったことが影響しているので

はないか。 

✓解決案 

患者→企業→行政→主体間コミュニケーションの順番をシャッフルするか、最初に社会的背
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景や公害についての全体的な知識をつける講義を持ってくる。 

(エ) 講義間で重複する内容をどうするか 

学生アンケートの自由記述で、授業内容に重複が多いことが挙げられた。オムニバス形式で講師

が毎回変わるため、部分的に重複する内容が生じていた。 

✓解決案 

講師に前回までの講義で使用された PPT を申し送り、今回多くの講師で重複した歴史など

が重複しないように情報共有を行う。 

(オ) 内容について 

 削った方が良いと思う講義や、今はなくて必要な講義やフィールドワーク 

✓授業のコンテンツ案の結果を参照。 

 石丸の授業準備や授業運営の改善点(事前資料、振り返りのやり方) 

✓次回予習資料を参照して振り返りシートを記入していた学生が居た。資料は学生が

混乱しないよう、授業の最後に説明しながら渡す。 

 振り返りシート記入時間が短い 

✓ 120分授業になるのでクリア。 

 フィールドワークの時間が遅くなる 

 予め余裕を持った時間設定を予定表に書いておく。 

 オープンハウスの時間がもっと欲しい 

 プログラムを組みなおしたので一コマ分確保した。 

 ラーニングコモンズが自習室と連続しているため騒がしい。 

 図書館の研修室などに変更する。 

 寝ている人がいる 

 時間を変える、インターアクティブな会話の導入を試みる。 

(3) 協力者の方々へのメリット 

 地域の協力者へのメリットは何か 

✓地域に返す互恵性には三段階。①知ってほしい②物理的なアウトプット③学生たちが将

来的な良い社会を作る。①は満たしていて評価するなら財団が聞く、②はやっていない、③

は大学教育の中での評価は不可能。①に関しては、ハガキは地域の協力者の方々には非常に

好評であったが出す学生が少ないので、自主性に任せずに必須にする。 

 協力してくださった方々がより満足していけるようなフィードバックづくりには何が必要

か。 

✓②に関して実現する後期の授業を作ってはどうか。問題点としては、通年にするととる学

生がいなくなる恐れ。より広く学生が履修することを目的として、前期は実践型を外した登
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録を検討してはどうか。 

(4) 学生の評価方法 

 現在の外部講師の採点方法で良いかどうか。 

✓講師には採点が重荷になっている場合もあるので、採点を依頼することが可能かどうか

聞いた上で、みずしま財団か講師かどちらが採点を担当するか決める。 

 現在の採点では見逃される良い気づきが得点としてうまく拾えないのでは。また、学生同士

のポイントはコミュニケーション能力や外見的な特性で左右される傾向があるのではない

かと推測された。 

✓とりあえずもう一年今のままでやってみる。 

 これからの展望

水島では本授業で取り上げた多様なステークホルダー、企業・地域・NGO などの参加による、環

境学習を通じた人材育成・まちづくりを考える協議会が設立され、当センター副センター長の三村教

授が委員として加わっています。また、今年の夏に協議会から派生した環境学習推進ワーキンググル

ープでは、石丸と当センター研究員の鷹野が参加しており、今後も水島との繋がりを強めることで、

本科目を通した学生教育に還元していきたいと考えています。具体的には未定ですが、本科目に関連

した新しい科目を開設し、学生たちが水島の地域を訪れ、環境学習教材となるようなものをそれぞれ

で作り上げていくというような授業の内容を検討しております。試行として、上記ワーキンググルー

プを中心に、学生への環境学習教材の見本として映像資料の自主製作を試みております。 

また、今年夏には国際第三セクター学会(ISTR)にてみずしま財団と共同で人材育成・まちづくり

を考える協議会に関した学会発表をおこないました(付録 2 参照)。本科目の活動は、山陽新聞や情報

誌「環境」などにも取り上げられるなど、岡山大学の実践型社会連携教育の活動や効果を広げて行き

たいと考えております。今後も水島の地域と環境学習を通じた協力体制を強めるとともに、実践型社

会連携教育の開発と周知に努めていきたいと考えています。 
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おわりに 

実践型社会連携教育である本科目は、様々な立場からの視点を得て違う立場の考えを想像すると

いう目標のため、水島にかかわる多くの方々にご協力を戴きました。 

みずしま財団の皆様には、本授業のほぼすべてにおいて、講師・協力者の方々との調整にご尽力を

戴きました藤原様・塩飽様はじめ、弁護団の一員として和解についてご講義くださった石田理事長、

フィールドワークにご協力頂いたみずしま財団の浅田様、太田様、森様、藤田様のご協力を戴きまし

た。学生との茶話会を快く引き受けてくださり、お話をしていただいた倉敷市公害患者と家族の会の

皆様、商店街の歴史をお話し頂いたタカハシカメラ様、ランジェリー麻里水島支店様、清正堂様、コ

ーヒーローストおかべ様、とみや電器様、ミルクラウン様はじめ水島商店街の皆様、漁業体験と美味

しいバーベキューをご用意くださった船頭さん・奥様方をはじめとした黒崎連島漁協の皆様、ダイナ

ミックな造船現場をご紹介くださったサノヤス造船様、長年の環境行政の御経験をお話しくださっ

た倉敷市環境政策部部長の永瀬様、企業の環境への取組をお話しくださった福留様と古川様、そのほ

か本科目にご協力いただきました皆様方に御礼申し上げます。 

学内では、参加型授業の手法ついて様々な御助言を戴きました、高等教育開発推進センター准教授

の森岡明美先生に厚くお礼を申し上げます。本科目を助けていただいた地域総合研究センター研究

員の鷹野氏、この授業を開発され今年度の大幅な変更をご容認下さった三村先生、本科目についてご

意見・御助言を戴きました地域総合研究センター教職員に御礼申し上げます。また、発展段階の本科

目を履修した学生たちからは、多くのヒントや目が覚めるような意見・感想を貰いました。 

実践型社会連携教育は、新しい大学の授業のタイプであり、岡山大学でもようやく試行が始まったばか

りです。平成 28 年度から全学的な試行期間が開始しますが、地域との連携方法や評価等について暫くは

試行錯誤が継続するのではないかと考えられます。今後とも関係者各方面の方々のご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。

 

平成２７年１２月 

地域総合研究センター 

石丸香苗 

  



付録 1 学生アンケート 
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付録 

「倉敷市水島から学ぶ地域社会と環境」授業アンケート 

 

1. この授業を取った理由に当てはまるものをすべて教えてください。 

①シラバスを読んで     ②先輩に薦められて     ③題目名でなんとなく  

④フィールドワークに興味 ⑤試験がなかったので ⑥環境問題に興味があった 

➆水島という地域を知りたかった ⑧地域社会に関して興味があった 

⑨その他(                                                                            ) 

2. 特に印象に残っている授業の回を 2つ選んで左のマスに○を付けてください。また、その授業のど

ういう点が印象深かったか教えてください。 

理由(                                                                                    ) 

3. 授業で良かった・面白かったと思う取り組みがあれば○をしてください。 

①振り返りシート ②班でのポイント投票 ③班の人からの講評 ④講師・教員からの講評 

⑤班での感想のシェア ⑥ロールプレイ ➆お礼状のハガキ 

4. 出身はどちらですか。 

①水島 ②倉敷市 ③岡山県 ④中四国地方 ⑤その他の地方 

5. 授業で改善をしたほうが良いと思った点を挙げてください。次年度ですがきちんと対処します。 

 

 

 

 

先週(6/19)の主体間コミュニケーションでの感想があれば記入してください。

 水島の地域開発と公害 塩飽氏(みずしま財団) 

 公害患者の QOL  藤原氏(みずしま財団) 

 フィールドワーク 患者の方とのお話 患者会の方々 

 

 

フィールドワーク 企業の環境対策 水島の町 企業

人の取組 

サノヤス造船(造船会社)、水島商店街、福留氏(元川

崎製鉄)  

 倉敷市の環境行政 永瀬氏(倉敷市環境政策部) 

 フィールドワーク 漁業から見た水島 企業人の取組 黒崎水島漁協、古川氏(新水マリン) 

 和解について  石田氏(公害訴訟弁護団事務局長)、鷹野氏(岡山大

学) 

 主体間コミュニケーションとロールプレイ 藤原氏(みずしま財団) 

 オープンハウス  



付録 2 国際第三セクター学会(ISTR)発表原稿 
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付録 2 国際第三セクター学会(ISTR)発表原稿 
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付録 3 情報誌「環境」 
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