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はじめに 
 

留学生のまちづくり事業は、留学生と地域の人々が対話と交流を通じて、人と地域がともに成

長を続けていくことを目指している。 

平成 24年から平成 29 年まで５年の活動が続けられてきた。文部科学省留学生交流拠点整備事

業から岡山県備中県民局協働事業へと引き継がれ、年間を通じたプログラムと二回のホームステ

イ、そして、活動の単位化など、地域の人々のあたたかい交流を基にして、着実に発展してきた。 

とりわけ、本年度の事業を行う中で印象深く残っていることは、『矢掛町のまちづくりが元気

だ』という言葉を幾度となく耳にしたことである。岡山県下では、人口減少社会の中で、どのよ

うな地方創生を実現するのかが焦眉の課題となっている。地方創生は、産業、教育、観光、福祉

など地域の特色を活かしたアイデアを洗練し、実践することである。現在、矢掛町は、やかげ町

家交流館や宿泊施設の誕生だけでなく、観光客の増加やブランドのＰＲに力を入れている。日本

全国でインバウンドを期待するようになり、留学生という外からの視点が重視されるようになっ

た。留学生に期待されていることは、日本人とは違った視点から地域の宝を発見することなので

ある。 

本報告書は、岡山大学国際教育オフィス L-café と共に、留学生が岡山を好きになり、地域を

学びの場として考える実践型教育を意識するものだが、しかし、その実現は、矢掛町をはじめと

した市町村、地域の皆様、ＮＰＯの支援を得て、なしうるものである。そのような意味で本報告

書は、教育活動報告に収まるものではなく、留学生と地域によるまちづくりの姿を提示している

のである。 

 

 

岡山大学地域総合研究センター 岩淵 泰 
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１．留学生のまちづくり事業の概要 
 

1-1 目的 
 

留学生のまちづくり事業の目的は、日本人学生と留学生が、地域の人々との対話や交流を通じ

てまちづくりの現状と課題を発見すること、そして、地域社会に根ざしたグローバルな実践人を

育成することである。また、留学生の学びと視点を通じてまちづくりを支援することで地域の発

展に貢献することを目指している。 

 本事業の特徴は、留学生の活動を通して大学の研究、教育をまちづくりの発展に活かすために、

市民、大学、NPO、集落、行政が実践的なプログラムに参加し、大学教員とコミュニティが、地

域の特色を活かした交流プログラムの実施を目指していることである。 

 留学生のまちづくり事業は、まちづくりという市民社会への参画を柱に据えているが、大学と

地域が協働して行う理由は以下の点が挙げられる。 

 

（１） 岡山大学は、地域と連携して特色のある実践型教育プログラムを提供することができる。

言い換えるならば、岡山大学にしか提供できない地域を題材とした教育プログラムが、

岡山大学に留学を希望する学生たちにとって魅力となるのである。 

（２） 地域は、岡山大学の留学生との交流、またその視点を活用することで、地域の財産を発

掘することができる。また、地域の若者が留学生と交流することでコミュニティのグロ

ーバル化に貢献することができる。 

（３） 産官学で支援することで、留学生が岡山の親善友好大使になり得る。 

 

 留学生のまちづくり事業は、地域に根ざした実践的グローバル人材の育成とまちづくりの双方

を目的とするものである。 

 

1-2 大学と地域の連携体制 
 

 留学生のまちづくり事業は、言語教育センター（L-café）、地域総合研究センター、グローバ

ル・パートナーズの連携を通じて実施されている。L-café は留学生生活の支援、地域総合研究セ

ンターは大学と地域のまちづくり活動、グローバル・パートナーズは地域を題材にした授業の作

成など、各センターの特色を活かした連携を敷いている。地域からの窓口は、地域総合研究セン

ターが担当している。 

 三センターが連携をとることで、留学生の受入から帰国までの間に様々な実践的プログラムを

準備することが可能となる。第一に、留学生が地域に触れるステップ、第二に、留学生が地域の

課題を学ぶステップ、第三は、留学生を通じて地域のまちづくりを活性化させるステップである。

2016年度は、ホームステイの単位化など活動を持続するための施策を検討した。 

 

1-3 得られる成果 
 

 留学生のまちづくり事業の成果は、大学と地域の双方に見られる。学生は、キャンパス内での

学びに限定せず、日本の地域社会の実情に触れることができ、自国と比較することで多面的な思

考を身につけることが可能となり、地域は、コミュニティでの連帯を高めることができる。大学

と地域がパートナーシップを結ぶことで、留学生が訪れたい地域社会を創造すると共に、魅力の

ある教育プログラムを作成することが可能となるのである。 
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1-4 ストラスブール市・学生支援モデル 
 

留学生のまちづくり事業は、岡山大学が大学と地域のまちづくりモデルとして位置づけている

ストラスブール市の学生支援政策を参考にしている。ストラスブール市では、学生が安心して生

活ができる環境を整えることで、若者の定住を促進し、クリエイティブなまちづくりを進めてい

る。ストラスブール市は、人口における大学生比率が高く、市内各地に教育施設を抱えている。

2010年時点で、ストラスブール市の人口 27万人の内、学生は約５万人を占めており、そのうち、

19.6％の 9893 人が留学生である。世界の学生がストラスブール市に住みたくなることが重要な

政策と位置づけられており、若者のアクセスや活動の支援を続けている。 

同市が実施する『ストラスブールは学生が大好きだ』キャンペーンは、2010 年、ローランド・

リス市長のイニシアチブで始められている。このキャンペーンでは、学生の新生活支援に併せて、

80の施設で活用できる文化カードの発行、路面電車やバスの学生割引を紹介する他、年間 70を

超えるイベントが企画されている。例えば、観光協会におけるまちあるき、欧州議会の見学、夜

の歴史博物館の開館、コンサートや映画祭、文学祭なども含まれている。 

岡山大学における留学生のまちづくり事業は、『ストラスブール市は学生が大好きだ』キャン

ペーンとは規模が異なっているが、学生はまちづくりの財産であるという理念のもと、大学と地

域の協働体制が築かれている点で軌を一にしている。留学生のまちづくり事業においても、大学

単体で実施する事業ではなく、パートナーシップを通じた活動を柔軟に取り組むことで、留学生

が地域と対話する機会を増やしている。

大学での

学び 

まちづくりへの 

波及効果 地域との 

交流 

留学生 
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２．留学生のまちづくり事業の発展 
 

2-1 留学生との交流を通じた地域の活性化 
 

 本章では、文部科学省留学生交流拠点整備事業の発展と岡山大学と矢掛町のまちづくり交流に

ついてまとめる。特に、留学生の活動を通じた市民参加型のまちづくりを紹介する。 

 岡山大学では、平成 24 年に採択された文部科学省留学生交流拠点整備事業のキャッチフレー

ズを『若者が地域と対話するまち』とし、留学生がまちづくりの現場に触れることで、地域にあ

る課題とその対策を学ぶ実践的プログラムを展開していった。その中で組成された産官学のコン

ソーシアムは、各団体が交流プログラムに参加することで岡山の親善友好大使を育てることを目

標に据えた。岡山大学の特徴は、NPO法人まちづくり推進機構岡山と連携し、大学と地域を繋げ

るコーディネーターが、地域の歴史、文化や課題を知るために『地域で頑張る人』を紹介し、ま

ちづくりの現場と留学生教育の橋渡しを行った点である。 

平成 26年度に文部科学省留学生交流拠点整備事業は終了したが、平成 27年度以降は、矢掛町

江良地区の有志が「輝け！江良元気会」を結成し、岡山県備中県民局協働事業に申請し、国の事

業から大学と地域がイニシアチブをとることで留学生のまちづくり事業が展開することになっ

た。 

 留学生のまちづくり事業では、大学、地域それぞれのニーズにおけるギャップを調整すること

が不可欠なため定期的な意見交換を行った。また、消費活動による経済振興に限定されず、留学

生の視点からまちづくりの気づきや評価を整理することや、ソーシャルメディアを活用した情報

発信に重きを置いた。 

 文部科学省留学生交流拠点整備事業を引継いだ岡山大学留学生のまちづくり事業では、地方創

生が叫ばれる中で、留学生が市民と対話をし、グローバルな意識を高め、まちづくりの姿に触れ

るために展開された。 
 

2-2 大学まちづくりと留学生 
 

 大学が留学生のまちづくりに参画する背景をまとめておきたい。文部科学省留学生交流拠点整

備事業を継続する中で、大学を活用した地方創生への期待が高まるようになっていく。   

例えば、平成 25 年４月 15 日、安倍晋三首相は教育再生実行会議にて『「大学力」は、国力そ

のものです。大学の強化なくして、我が国の発展はありません。』と答え、政府は、イノベーシ

ョン産業を牽引する研究、教育における大学の支援や外国人留学生 30 万人計画など成長戦略に

資する大学を求めるようになっていった。 

大学が地域に与える影響について都市経済学者であるフロリダは、３つの Tの重要性を説いて

いる。フロリダは、グローバル経済を牽引するクリエイティブ・クラスが、暮らしやすいまちに

集積する傾向を明らかにしているが、大学は、３つの T（技術：technology、能力：talent、寛

容：tolerance）の力を持っており、大学まちづくりのポイントは、優秀な研究者や学生を集め

る知のマグネット機能を地域に波及させることだと述べている。留学生のまちづくり事業におい

ても、大学と地域が暮らしやすいまちに向けた連携をとることを重視する。 

 一方、東京工業大学佐藤准教授（佐藤 2015）は、留学生をどのようにまちづくりに活かすのか

についての研究を行っている。佐藤准教授によれば、大都市と地方で留学生の受入が異なるとす

る。地方では、産業の衰退、雇用の減少のため、若者が大都市圏に流出する一方で、少子高齢化

により地域経済が衰退する悪循環があるとする。加えて、地方では、グローバル人材の育成と定

着には、国際的な教育にコストがかかっており、卒業後に育成した人材が大都市圏に流出する傾

向を明らかにしている。 

 最後に佐藤准教授は、地方では、優秀な外国人獲得を目的とした留学生の誘致や就職支援をす

る「人材獲得アプローチ」と教育と地域の国際化を目的とした「国際化アプローチ」があるとす

る。留学生のまちづくり事業では、“シビック・エンゲイジメント”など留学生との交流がまち



事業の発展

 

 
4 

 

づくりに対する意識改革を起こす点にも着目している。 

岡山大学と矢掛町江良地区との交流においては、集落が留学生との交流をきっかけとして、住

民イニシアチブでイベントを立ち上げ、人と団体の結びつきが強化されるようになっている。 

 

2-3 文部科学省留学生交流拠点整備事業の経緯 
 

 平成 24 年、岡山大学は、文部科学省留学生交流拠点整備事業の実施に向け、産業界やコミュ

ニティの協力を得て、全国 10の交流拠点に採択された。その中で、『若者が地域と対話するまち』

をキャッチフレーズに、産官学の連携による岡山の親善友好大使の育成を目指し、『岡山まちづ

くり実験室』『オカヤマ・ウェルカム・ピクニック』『キャリア・サポート』『まちづくりフォー

ラム』の４つのプログラムを実施していく。課題解決やまちづくりを頑張る人に会うことで日本

の状況を知り、留学生の国々に役立ててもらうことを教育目的に据えていった。 

 学内体制は、まちづくり連携拠点である地域総合研究センター、留学生交流拠点 L-café の運

営を行う言語教育センター、留学生生活支援をするグローバル・パートナーズ、キャリア開発セ

ンターが連携し、各センターの教員チームは、NPO 法人まちづくり推進機構岡山を通じて大学と

地域を結んでいった。そして、『岡山まちづくり実験室』プログラムの１つとして、矢掛町との

交流を始めていった。矢掛町は、岡山県南西部、倉敷市と井原市に挟まれ、中山間地域の集落を

多く抱えている。本陣と脇本陣など旧山陽道の宿場町として知られ、岡山市から車で約 1時間の

距離に位置する。人口は約 15000人であり、米作の他、柿、いちじく、梨、ぶどうなどの農業が

主要産業である。教育の面では、ESD（Education for Sustainable Development）や国際理解に

力を入れているのが特徴である。 

矢掛町のまちづくりの課題は、長らく宿泊施設もなく、都市間の通過点となっていることであ

るが、近年行政は、観光客を呼び込む地域資産の発掘に力を入れるようになっている。毎年 11

月第二日曜日に開催される宿場まつりは、台風の洪水被害から復興の道を歩むために開催された

市民の祭りである。岡山大学では、宿場まつりで行われる大名行列の見学に加え、地域との交流

を行うプログラムをサムライ・トリップと名付け、歴史絵巻と中山間地域のまちづくりを学んだ。 

 平成 24 年、岡山大学は、サムライ・トリップを始める。大学は、町長、行政職員、集落にサ

ムライ・トリップの趣旨説明を行い、矢掛町は留学生の受入準備や事前講義を提供した。当日は、

留学生の一団が宿場町を訪れ、国際色豊かな賑いを作ることに成功した。留学生は、大名行列を

見学した後、人の手が入らず荒れていた江良谷公園を清掃し、耕作放棄地対策や害獣駆除などを

行っている江良地区のイノシシ倶楽部から中山間地域の現状を学んでいった。留学生は、柿を食

べながら江良地区の人々と初めて交流を行うことになった。 
 
参加者の変遷 

 留学生 日本人学生 スタッフ 合計 

平成 24年 43名 14名 ５名 62 名 

平成 25年 31名 ７名 ４名 42 名 

平成 26年 77名 ４名 10名 91 名 

平成 27年 75名 ７名 10名 92 名 
 
 平成 25 年以降、サムライ・トリップを通じた交流も続いていき、矢掛町のまちづくりに変化

が見られるようになる。行政は、「矢掛町まちや交流館」など交流・宿泊施設の整備にも力を入

れ始め、観光まちづくりの気運が高まっていく。サムライ・トリップを通じた岡山大学との交流

は深まっていき、平成 25 年度は、矢掛町職員と大通寺の住職による事前講義を大学内で行い、

留学生オリエンテーションの際には、矢掛町のゆるキャラ・やかっぴーが大学訪問をするなどソ

フトな連携を強めるようになる。 

 岡山大学と矢掛町の交流は深まっていくが、約 520 名の集落に毎年大勢の留学生が押し寄せる

ようになると、イノシシ倶楽部だけでは準備が難しくなっていく。そこで、文部科学省留学生交

流拠点整備事業以降の交流についても話し合いが持たれるようになる。 
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2-4 岡山県備中県民局協働事業 

   「輝け！江良元気会」によるまちづくり交流  
 

 平成 27年、大学は、規模縮小を視野に入れつつも江良地区との交流の継続を検討してきたが、

江良地区からは、地区の様々な団体が参画する交流企画が提示される。江良地区では、一団体の

留学生受入が難しくなると、ばらばらであった集落の諸団体が連携を深め、子供達から高齢者ま

で一緒に楽しめる機会を求められるようになる。 

 平成 27 年４月、江良地区の有志団体「輝け！江良元気会」が申請した「大学留学生との交流

をとおしての地域の活性化事業」が岡山県備中県民局協働事業に採択され、岡山大学を協賛団体

とすることで、留学生と交流する集落づくりを行っていく。江良地区では、道路舗装などハード

の整備だけではなく、「おもてなし」「国際理解」「情報発信」「留学生のアイデア」などソフトの

活動を重視するようになる。集落の７団体が連携した「輝け！江良元気会」では、国の事業をき

っかけとして始まった留学生との交流事業を県の協働事業として引継ぐこととなり、元気会では、

子供たちがグローバルに楽しめる田舎の最先端を目指すことになる。 

 

「輝け！江良元気会」における留学生交流の狙い 

ひと・もの・ことを活用して、「江良を元気にする・活性化する」ことを目的とする。 

1． 受入準備をとおし、地区民の絆を深める。 

2． 国際交流をとおし、住民の国際（世界）理解を深める。 

3． 保小中高生に外国について夢を持たせ、実現に向けて頑張る子を育てる。 

4． インターネット・携帯電話などの情報手段で、留学生が母国の家族・友人に「江良」

を世界に発信。元気会は facebookで活動を紹介する。 

5． 留学生から、外から見た江良についてアイデアをもらう。 

 

 「輝け！江良元気会」は、平成 27年 10月、60年ぶりに秋祭りの神輿を復活させ、交流プログ

ラムは集落の活動を活発化させることになる。その頃、矢掛町では、様々なまちづくり活動が動

き出していた。平成 26年７月に矢掛町合併 60周年記念に誕生した YKG60（小中高の子供たちが、

大人たちと共にワクワク感のある矢掛づくりを目指す団体）の誕生、平成 27 年 2 月、やかげ町

屋交流館のオープン、同年４月、矢掛町産業観光課の設置などである。地方創生が叫ばれる中で、

矢掛町は、グローバルな集落づくりと留学生交流、若者活動団体の誕生、インフラ整備、観光ま

ちづくりを含めた行政改革が重なるようになり、留学生の視点もまちづくりのコンテンツへと発

展していく。 

 

平成 28年度矢掛町交流スケジュール 

平成 28年４月９日 いちご狩り＆小中高生との交流会 

６月 25日 田植え体験と交流会 

７月９日 矢掛町立中川小学校交流会 

８月 13日 イングリッシュキャンプ 

10月９日 秋祭り 

11月 12～13 日     ホームステイ１ 

11月 12～13 日     大名行列ボランティア 

11月 20日 やかげウェルカムパーティー 

平成 29年１月７～８日 ホームステイ２ 
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2-5 岡山大学における矢掛町との交流成果 
 

岡山大学における交流の成果とメリットは以下の点が挙げられる。第一に、岡山県備中県民局

協働事業の枠組みで矢掛町が検討するプログラムを活用することで、運営費の負担を大きく減ら

すことが可能になった。第二に、留学生が地域の生活に触れながら、日本の自然や文化、生活に

触れることができる。第三に、岡山への留学インセンティブを与えることができる。サムライ・

トリップが留学生に好評であった理由には、東京や京都は、新幹線に乗って観光することができ

るが、留学生にとって地元の中山間地域に足を延ばす機会は少ないためプレミア感が高いことが

挙げられる。第四に、ホームステイなど大学キャンパス以外の人々と知り合うことができる。第

五に、事前の学習を加えることで、地域に根ざしたグローバル実践人を育成できる。 

岡山大学と矢掛町の交流が続けられたのは、江良地区では、海外とビジネスをしている住民、

教員経験者、語学が堪能な子育て世代など、地区のポテンシャルを最大限に活用し、スムーズな

交流ができたためである。 

 

2-6 まちづくりと互恵 
 

留学生のまちづくり事業では、イベント主義で終わらないように話し合いと振り返りの機会を

つくり、交流の足跡を残していくため、毎年報告書を作成している。その中で、留学生と地域の

互恵性を保つため、以下の点を重視している。 

 

１ 諸団体のメリット・インセンティブを明らかにすること。 

２ 学生とコミュニティの双方で学びの機会が存在していること。 

３ 特色ある大学づくりのため、コミュニティと協働すること。 

４ 留学生の地域との交流がまちづくりの潤滑油になっていることに注目すること。 

 

留学生のまちづくり事業で特筆すべきは、集落の人々自らが、留学生を受け入れる土壌作りを

始め、諸団体のチームワークがコミュニティを活性化させている点である。矢掛町のまちづくり

が動き始める時期に岡山大学が矢掛町との関係性を構築できたことは、留学生プログラムの多様

化を実現することにつながった。 
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３．平成 28 年度の活動報告 
 

3-1 岡山まちづくり実験室 
 
<概要>  
平成 24 年度から平成 26 年度の３年間、文部科学省留学生交流拠点整備事業の一環として、

矢掛町と交流を続けてきた。平成 27 年度からは矢掛町江良地区の有志団体「輝け！江良元気

会」が主体となって行う岡山県備中県民局協働事業と連動して事業を行い、今年度は９つの活

動を行った。 
 
活動は以下の通りである。詳細については、 

次ページ以降に掲載する。 

（1） いちご狩り＆小中高生との交流会 

（2） 田植え体験と交流会  

（3） 矢掛町立中川小学校交流会  

（4） イングリッシュキャンプ  

（5） 秋祭り  

（6） ホームステイ１ 

（7） 大名行列ボランティア 

（8） やかげウェルカムパーティー 

（9） ホームステイ２ 

 

<目的と成果> 
まず、岡山大学が目指すものを挙げる。岡山まちづくり実験室の目的は、留学生の活動を通

じて新しい地域のチャレンジを生み出すことである。この活動を通して、地域においては、グ

ローバル化に貢献し、連帯の力を高めること、そして、留学生にとっては、岡山固有の教育交

流プログラムに参画することで、大学内では体験し難い日本の伝統と文化に触れる機会を得る

ということが期待される。また、地域と留学生との交流やそこで生まれるアイデアによって、

直接的な経済波及を生み出す可能性に加えて、留学生が、岡山県各地を巡ることで、SNSなど

を利用し、まちづくりの様子を国内外に PRすることも考えられる。 

続いて、「輝け！江良元気会」は留学生との交流目的を以下のように定めている。 

１.交流を通し、地域住民の絆を深める。 

２.地域住民の国際理解を深める。 

３.子ども達の国際的視野を広くし、夢に向かって頑張る子を育てる。 

４.留学生の情報手段やFace book で、地域を広く発信する。 

５.留学生から、外から見たこの地区についてアイデアをもらう。 

このように江良地区と岡山大学は、相互の目的を明白にし、互恵性を見つけようとしている。 

 岡山県備中県民局によれば、留学生が地域の子供から高齢者といった幅広い年代の人たちと

国際的な交流を継続的に行っている点、更に、地域住民が、新しいまちづくりリーダーを育て

ながら、集落の将来を議論している点で、岡山県内でも画期的なことであり、大学と地域が連

携した新しいまちづくりモデルとなっているということである。この点で、山陽新聞社や矢掛

放送でも大きく取り上げられた。 

 成果としては、岡山県備中県民局協働事業におけるグローバルなまちづくりに貢献できてい

ること、また、留学生が、地域に触れるグローバルな実践人になるプログラム作成が実践的に

展開できたことが挙げられる。ただし、特筆したいことは、相互の度重なるミーティングと地

域の協力があって、達成されていることである。 
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（１）いちご狩り＆小中高生との交流会 
 

□実施日： 平成 28年４月９日（土） 

□場 所： 水車の里フルーツトピア（岡山県小田郡矢掛町） 

矢掛商業高校跡地 

□内 容： 日本でのいちご狩りを体験し、その後、やかげ小中高子ども連合（ＹＫG60） 

と交流を行った。留学生が自国のいちごに関する事柄を調べ、資料を作 

成し、当日、発表を行った。 

□参加者： ＜やかげ小中高子ども連合会＞ 約 35名 

 ＜岡山大学＞ 留学生７名、日本人学生１名 

 Peiser Samira Alina（ミラ） ドイツ 

 Muhammad Mahfuzh Huda（フダ） インドネシア 

 David Bath（デイビッド） アメリカ 

 Mcghey-Allen, Brighde Molly（レイ） 英国 

 Valence, Sarah（サラ） カナダ 

 Flynn Margaret Mary Rosalie（マギー） アメリカ 

 山本 蒼 日本 

 教員：国際教育オフィス L-café 藤本 真澄 

地域総合研究センター 岩淵 泰 

 ＜メディア＞山陽新聞、中国新聞  

□スケジュール： 8:00 a.m. 岡山大学清水体育館前に集合 

 9:30 a.m. 水車の里フルーツトピア到着 

 10:00 a.m. いちご狩り開始 

 11:00 a.m. フルーツトピア出発 

 11:20 a.m. 矢掛宿場の青空市きらり到着 昼食、買い物 

 12:30 p.m. 矢掛宿場の青空市きらり出発 

 12:50 p.m. 矢掛商業高校跡地到着 

 13:00 p.m. 留学生によるプレゼンテーション 

 14:00 p.m. 矢掛町中心地を散策、交流 

 15:30 p.m. 矢掛町出発 

 17:00 p.m. 岡山大学到着 
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【いちご狩り】フルーツトピアでいちご狩り 

   

   

 

【発表】自国のいちごについて発表 
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【散策】矢掛町の中心地を散策 

   

   

 

【交流】YKG60 の拠点場所の扉に絵を描く作業 
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（２）三朝温泉「花湯まつり陣所大綱引き」 
 

期 間：平成 28 年５月３日(火)～５日(木) 

参加者：ACHTERMEIER JAN STEFFEN（ドイツ）、ORAIGO CHRISTOPHER (アメリカ）、    

CASTILLO SAMUEL JOHN（アメリカ）、MUHAMMAD MAHFUZH HUDA（インドネシア）、 

VALENCE SARAH（カナダ）、MATSUDA MEGAN AKEMI（アメリカ）、LINDSAY-WEBSTER 

CHELSEA LIBERTY（英国）、SMITHAM TEGAN（オーストラリア）、KEDDEH AMIRA（オー

ストラリア）、椿 貴裕（日本）  

担 当：地域総合研究センター 三村 聡、岩淵 泰 

   惑星物質研究所 山本 直生（総括主査） 

 

三朝町と岡山大学 

鳥取県東伯郡三朝町は、岡山県真庭市、鏡野町と隣接する、鳥取県の中央部（東伯郡の由来の

とおり伯耆国の東部）にある町で、人口は平成 26 年３月末現在で 6,928 人、内男性 3,268 人、

女性 3,660 人、高齢者数 2,389 人（高齢化率 34.5 %）です。ここ三朝町には、山陰を代表する

名湯「三朝温泉」があり、豊富な湯量は中四国屈指です。 

また、三朝町には、岡山大学惑星物質研究所があります。研究所の HP の一部を引用しますと

「我々は、世界最先端の総合的分析実験技術と、これまでに蓄積された経験に基づき、固体地球

科学に必要なほぼ全ての基礎的パラメータを高精度に提供する能力を確立しつつあります。しか

し、地球惑星物質科学の特徴は、46 億年に渡る広範囲な時間と空間（地球を含む太陽系全体）お

よび物質特性を総合的に研究することにあり、その研究の幅は他分野と比較して極めて広いもの

です。本センターにおいても「地球の起源・進化・ダイナミクス」に関する先導的研究を実施す

るなかで、地球を構成した太陽系物質の起源や物質進化に対する情報を求め、地球科学が惑星物

質研究をも内包する形で研究領域が広がっています。」とあります。例えば「はやぶさ」が「イ

トカワ」から持ち帰った鉱物（物質）の研究分析を行っている世界的に有名な研究所です。 

また、残念ながら平成 28 年（2016 年）３月末日に閉院した、岡山大学病院三朝医療センター

があり、大学附属の病院として、複合温泉療法などを取り入れた医療が有名で、タレントの植木

等や地元選出の石破茂大臣のご母堂が温泉療法をされるなど、地域治療の拠点として貢献してい

ました。こうしたご縁で岡山大学と三朝町は深い歴史があります。ここ三朝の温泉は、高濃度の

ラドン含有量を誇る世界屈指の放射能泉です。ラドンとは、ラジウムが分解されて生じる弱い放

射線で、身体に浴びると新陳代謝を活発にする「ホルシミス効果」と呼ばれる免疫力や自然治癒

力が高まる効果があると書かれてあります。お昼をご一緒した、惑星物質研究所の中村栄三所長

によれば、「昔は、ラジウムとラドンの因果関係が正確に解明されておらず、科学的に不十分な

理解があるなかで、今でも放射線を浴びることが、一般的には「被爆」することになるのではと

三朝の温泉効果について疑問視する声を聞きます。こうした点を、地球を構成する「物質」研究

の観点から、精緻に解き明かし、その効能を明示

する使命が研究所にあると考えています」と語っ

てくださいました。 

今回、留学生９名（アメリカ３名、英国１名、

オーストラリア２名、カナダ１名、ドイツ１名、

インドネシア１名）と日本人学生１名、そして地

域総合研究センター三村、岩淵の 12 名が、５月

３日から５日まで三朝町に滞在して、多くの貴重

な経験を積ませて頂きました。案内役を鳥取県庁

から岡山大学惑星物質研究所へ出向されている

山本直生総括主査にお願いいたしました。 

さて、三朝温泉は「日本遺産指定第 1 号」で

す。源泉が見つかり、浴場として人々に親しまれ

https://ja.wikipedia.org/wiki/2016%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%9028%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%97%85%E9%99%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%A9%E6%B3%89%E7%99%82%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%8C%BB%E7%99%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8D%E6%9C%A8%E7%AD%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8D%E6%9C%A8%E7%AD%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%A9%E6%B3%89%E7%99%82%E6%B3%95
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るようになって平成 28 年で開湯 850 年を迎えました。発祥の地・元湯である「株湯」（300 円）、

中心街にある「たまわりの湯」（500 円）、そして三徳川の中にある露天風呂「河原風呂」（無料）

という３ヶ所の共同浴場があります。そして三徳川両岸には大小 20 数軒の旅館が建ち並び、温

泉街には、木造 3 階建ての老舗旅館をはじめ、食堂やスナック、レトロな理容室や射的場、みや

げ物屋が軒を連ねています。現在は営業をしていませんが、今ではユニークなストリップ劇場の

看板がそのまま残され、昔ながらの温泉街の風情をとどめています。一方、川の対岸には大型の

観光ホテルが軒を連ねています。旅館やホテルにより金額が異なりますが、立ち寄り湯が楽しめ

ます（島崎藤村はじめ文人墨客や皇族が利用・宿泊した「依山楼岩崎（いざんろういわさき）」

は有名です）。 

 

「陣所（ジンショ）」“大綱引き” 

今回は、５月４日に開催された三朝温泉「花湯まつり」に合わせて、120 年前から伝わる国の

重要無形民俗文化財指定の「陣所（ジンショ）」“大綱引き”に、準備から本番までフル参加いたし

ました。このお釈迦様の生誕を祝って開催される「花湯まつり」は平成 28 年で 140 回を迎えま

す。三朝町地域づくり支援室長の吉田弘幸氏（三朝町総合文化ホール館長）によれば「そもそも、

この祭事は、子どもの無病息災を願ったもの（菖蒲綱引き）が由来であると言われていますが、

他にも重要なポイントがあります。藤かずらは、大切な木々に巻きつき、その成長を妨げるため、

森林保全の観点からも大切な作業であり、また、藤かずらを伐採する時期も、成長の具合や雪解

け、田植えなどの年間行事などを勘案すると、この春の時期が最もタイミング的に良く、自然の

摂理と人の暮らしのなかで生まれた祭事であると言えます。また、この地域は温泉街であるため、

近隣地域からの湯治客はもとより、全国から大勢の人たちが集まり、昔は歓楽的な要素が強く、

博徒により賭け事が盛んであるなど、そうした賑わいの裏側で諍いが起こるなどしたため、この

エネルギーを「陣所」“大綱引き”という祭事に変えて、発散、収束させたと言われています。」

とご説明頂きました。 

 

  
手ほどきを受ける留学生               ｢綱からみ｣ 

 

岡大の一行 12 人は、祭りに使われる東西二本（雄・雌）の綱を編む｢綱からみ｣という作業に

加えて頂きました。この綱は、１本が全長約 80 メートル･総重量２トン･胴回り 1.5 メートルと

いう巨大なもので、一日かけて、言葉を失うほどに巨大な綱の製作が行われました。この作業の

ために､まず約３週間かけて、地域の皆さんが地元の山を中心に藤かずらを集めてきます。こう

して集められた藤かずらは、まず数日間川に浸して柔らかくしてあり､これをさらに木槌で叩い

て加工しやすくします。かずらを結ぶ紐も、同じかずらの皮を剥いで作ります。留学生たちは、

三朝区ジンショ保存会の藤井博美会長はじめ地域の皆さんや地元小学生から指導、手ほどきを受

けながら、木槌でかずらを加工しやすくする作業と、皮を剥いで紐を編む作業の二組に分かれ活

動を開始しました。次に、こうして準備されたかずらを、それを数人がかりで､手で抱えあげな

がら、掛け声に併せて 80 メートルになるまで、つなぎ合わせ、さらに太い１本の綱になるよう
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束ねて編み込んでいきます。そして、解けないよう等間隔で結わえながら、それを綱引きの引き

手としても活用します。全て天然の藤カズラを使って編む伝統の知恵と技が凝縮された手法に驚

きました。東軍が勝てば五穀豊穣、西軍が勝てば商売繁盛、大綱（縄）の先端部は、巨大な♂♀

を形作ってあり、和合を表しているとの事、留学生達は目をぱちくりさせていました。 

 

  
   地域の皆さんや地元小学生と記念撮影       大綱（縄）の先端部 

 

５月４日は祭り本番です。午前中は、三朝温泉の守り神的存在の神社に参りました。大己貴命

（大国主命・オオクニヌシ）や素盞鳴尊（スサノオ）などが祀られています。また、今は明治維

新の神仏習合以来、神社と仏閣にあまり違いが無いとお教えいただきました。温泉地ならでは、

手水所からはラジウム温泉が湧いており、飲泉であることから、留学生たちにお参りの前には、

ここの手水所にて手と口を清めることを伝えました。そして、三朝神社に参拝してから、三朝温

泉の源泉である「株湯」に参りました。現在は「足湯」になっていて誰でも利用できます。古い

木で組まれた湯船に足を浸けて留学生たちも上機嫌です。さらに、お昼からお薬師供養祭がある

と伺い薬師堂に詣でました。まず、２人の僧侶がお薬師さんに般若心経を奉じ、温泉の恵と皆の

健康に感謝します。それに続き、可愛い子供たちが舞を奉納します。この衣装と舞を留学生たち

は、とても興味深そうに見入っていました。そして、この稚児行列やみこしが薬師堂から三朝神

社までの行程で温泉街を練り歩きます。 

 

  
三朝神社の温泉手水所            源泉である「株湯」（足湯） 

 

丁度、お腹も空いてきましたので、三徳川のたもとにオープンした「ふるさと健康村」へ向か

いました。ふるさと健康村は、陶芸工房と織物工房を併設する体験型施設です。陶芸工房では白

狼焼陶芸体験や絵付け体験、織物工房「アトリエ グリシヌ」では、草木染め糸を使った「みさ

さ織」が体験でき、販売しています。物産館にある「喫茶サンテ」で、地元でとれた大豆で丁寧

に作られた納豆で勝負する「神の食卓」とネーミングされた納豆定食を食しました。とても大粒
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かつ柔らかな納豆で、おかわりをさせて頂きました。流

石に納豆を食べることは出来ないと答える留学生も多

く、彼らは、ご当地名物「三朝ラードン麺（三朝温泉の

ラドンが由来）」を食しました。物産館で対応してくれ

た職員は、三朝町企画観光課に所属する地域おこし協力

隊の井上正樹さんで、三朝についてヒアリングをさせて

頂きました。大阪出身の彼は、昔は広告代理店に勤務し

た経験を持ち、今では三朝の観光広報や地域活動の展開

に大きな戦力となっているようです。地域おこし協力隊

としての任期は今年 1 年だそうですが、引き続き定住

する予定だそうです。「みささ織」のショールを土産に

買い求めました。 

昼食を済ませ、ここで夕方まで自由行動として分かれました。私たちは、山本さんの案内

で、三徳山へ向かいました。標高 899.9m の三徳山にある三佛寺（さんぶつじ）は、天台宗の

古刹であり、山腹にある「投入堂」は国宝です。麓の道路から拝ませていただきました。この

ような急峻な山肌に、よくも、このようなお堂を建立したものだ、と感じ入りました。想像で

すが、日本で一番、拝観するのに骨の折れる国宝であ

ると思います。なお、山全体が国の名勝・史跡に指定

されており、平成 26 年（2014 年）３月に一部地域が

大山隠岐国立公園に編入されています。 

 

隣町の倉吉市 

さて、そこから倉吉市に足を伸ばして白壁土蔵群を

見学して廻りました。鳥取県の観光案内によると「玉

川沿いに並ぶ白壁土蔵群は江戸、明治期に建てられた

建物が多く、今でも当時の面影を見ることができま

す。国重要伝統的建造物群保存地区に選定されてお

り、玉川に架けられた石橋や、赤瓦に白い漆喰壁が見

られる風情のある町並みです。かつて、造り酒屋や醤油屋として使用されていた白壁の土蔵や

建物が、物産館、喫茶店、ギャラリーなどさまざまなかたちで利用され、レトロな魅力を感じ

ることができ、また、穏やかな時間がゆっくり流れていくのが感じられます。」とあります。

ここは伝統的建造物群保存地区（城下町、宿場町、門前町など全国各地に残る歴史的な集落・

町並みの保存を図り、保存条例に基づき地区内の保存事業を計画的に進める）に選定されてい

ます。大正時代に建てられた醤油の仕込み蔵を改装した赤瓦 1 号館には、工夫を凝らした店舗

が並び、特に眼を引いたのが、伝統的な竹細工店の名店で、歴代の天皇家に竹細工を献上して

いる老舗「創作工房中野竹芸」です。逸品の数々に感嘆です。そして赤瓦２号館は「ワイン

蔵」など、こうした「赤瓦」のネーミングで統一された施設が１号館から 16 号館まで整備され

ています。 

また、国登録重要文化財「白壁倶楽部」は、旧国立第三銀行倉吉支店で、明治 41 年建築の

堂々とした擬洋風建築、今は洋食レストランとして賑わっています。二階を見学させて頂きま

した。日本銀行の旧館と同じく２階からは１階の様子が見下ろせる造りになっています。これ

は、強盗に備えるためで、昔ながらの銀行建築となっていました。次は、金山時味噌を使った

創作ラーメン「あじくらや」に立ち寄りました。店長の浅田和佳さんに、起業にいたる経緯や

味の特徴、客層やもてなしのポリシー、今後の店舗展開についてヒアリングさせて頂きまし

た。土産に金山時味噌を買い求めました。 

最後は、今も変わらぬ昔ながらの方法で醤油を製造する桑田醤油醸造場を訪ねました。玉川

伝統的建造物群保存地区の中で代表的な京風の商家造りとして親しまれています。ここでは名

物「醤油アイス」をご馳走になりました。とても上品な味付け、そして女将さんも上品で、ほ

っと一息、疲れを癒してくれました。岡山県では、倉敷美観地区が、伝統的建造物群保存地区
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に指定されています。倉吉と倉敷、どちらも地域の伝統と文化を守りながら、地域の拠点とな

っている点が共通しています。また訪れてみたい倉吉でした。 

 

  
   倉吉市玉川伝統的建造物群保存地区     国登録重要文化財「白壁倶楽部」 

 

三朝町長や地域人、観光客とのふれあい 

さて、夜は、留学生たちと夕食を済ませてから、観光案内所「三朝温泉ほっとプラ座」で、吉

田秀光三朝町長にお目にかかり「留学生や岡山大学の皆さんに期待しています」とコメントを頂

きました。留学生たちは自己紹介と三朝の感想を述べさせて頂き、記念撮影をいたしました。そ

して、いよいよ「花湯まつり」を彩る花火大会が始まりました。恋谷橋周辺で、例年は３日、４

日と約 1,000 発の花火が温泉街の夜空を鮮やかに染めます。今年は３日が強風のために花火の打

ち上げが中止され、４日に二日分の花火が同じ時間内で打ち上げられたため、時間当たりの密度

が 2 倍になったということで、間断なく打ち上げられる花火は迫力満点、アメリカからの留学生

から「アメリカ建国祭の折に地元で打ち上げられる花火よりも凄かった」と感嘆の声が上がりま

した。 

花火終了後、公民館にて留学生たちのなかで綱引きに参加する学生たちに法被が渡されました。

そして、昨夜、それぞれ２本の大綱を移動した場所から、陣所が行われる「緑門」中央場所へ「オ

イサー」のかけ声を上げながら担ぎ出します。夜も９時を回り、いよいよ陣所が始まります。雄

と雌の大綱の頭部を樫の木の棒で結合させて大綱引きが始まります。法被をきた面々が大綱の先

端を高く掲げ、その先端に双方から選ばれた荒武者が登って結合させようと挑みますが、なかな

か結合できません。やっと７回目の仕儀で結合しました。その瞬間に大綱引きがスタートです。

東西に分かれ、見知らぬ同士が「オイサー」の掛け声に合わせて渾身の力で綱を引き合います。

私の隣はカナダからの留学生サラさんです。そして惑星物質研究所の先生や研究者の方（みんな

外国人）も大勢が参加しています。勝負は東の勝ちと宣言されましたが、実は西が勝っていたと

思います（西が勝利宣言をして、全員が綱を離した後に、その綱が東側へするすると曳かれてい

きました）。ともあれ勝敗は問題ではありません。地元の人々と観光客、そして外国人も大勢が

参加、一堂に会し一体となり、まつりに参加して喜びを分かち合う感動の瞬間、その素晴らしさ

に胸を打たれました。この先人の知恵に裏付けられた伝統と文化の継承は地域、そして日本の宝

であると思います。そして、留学生たちにとっては、得がたい日本の伝統や文化に肌で接するこ

とが出来たと思います。こうした機会を提供することが、スーパーグローバル大学を目指す岡山

大学にとって、とても重要であると改めて認識を強くいたしました。公民館へ帰り、法被を返却、

そして反省会をしてから宿泊所へ戻ったのは 11 時を過ぎていました。興奮冷めやらぬ留学生た

ちは、ラウンジに集まって感想会です。話題は、まつりの話から、いつしか自らの母国の話題に

なって行きました。そして、スマホを取り出して、お気に入りの曲を披露します。英語、フラン

ス語、ドイツ語の曲が一度に流れ、室内で溶け合いました。歌いだす留学生もいます。グローバ

ルとは、こうしたことを言うのかも知れないと感心しきりでした。 
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吉田秀光三朝町長と         日本の花火       大綱引き 

 

グローバル人材の養成 

つまり、「グローバル化」という言葉は日常用語として気軽に使われています。しかし、わが

国や、とりわけ大学教育のなかで、そこに潜む課題＝グローバル化の真の意味は何か、という議

論や対話は、明らかに不足していると言えましょう。経済を論ずる際の基礎となる、身近な「衣

食住」について考えてみても、「衣」は完全に西洋化が進み、冠婚葬祭時を除くと、日常的に和

装をする人は京都や金沢など古都といわれる一部エリアに限られるか、今回の祭りに使われた伝

統的な法被も年に１度か２度の着用です。「食」についても同じで、国策として議論されている

TPP にまつわる農産物分野での議論から、私たちの日常の風景として横たわる大型商業施設内

に世界博覧会的に展開するレストランやワールドカフェまで、日々の暮らしの中に国際色豊かな

話題や物資、文化性を帯びたものが溶け込んでいるように見えます。せいぜい「住」のなかに日

本建築や畳の上での暮らしが残っているくらいで、都市化の波は西洋建築やマンション居住を一

般化しつつあります。しかし、現実的に人間同士としての外国人とのふれあいは、特定の人を除

いて極めて少ないのが実情であると申せましょう。それゆえに、市民生活や市民意識を前提とす

る「国際理解」といった人間の本質に迫る問題に接した場合において、その理解の脆弱性から核

心に迫ることが不十分なために、いざ問題が生じた際に解決策が見出せないケースがしばしばあ

ると思われます。また、観光やグルメは楽しみます。しかし、いまの日本人は、その地の人たち

の日常の暮らしに直接に接したり、家族ぐるみで交流したりすることは稀であると言えましょう。

すなわち、私たちにとっては、日常の生活で外国人の人たちと対話し、また思い切って留学をす

ることにより、そうした経験を持つことが大切なのです。「グローバル化」の定義を「世界の中

で自国や民族意識を客観化して相対的に比べ、そして共生する道筋を探ることである」とするな

らば、経済優先の国づくりがもたらした過度の都市化や、利潤追求型社会の産物といえる自己中

心型思考や行動規範の変質が、現代社会の形成に生起したツケは大きいと言え、もう一度、「グ

ローバル化」とは何か、「グローバル化」するには何が必要かについて猛省・再考する必要があ

るのではないでしょうか。 

つまり、私たち大学に奉職する者、あるい

は学ぶ者が、「グローバル化」の意味を理解

する上で最も大切なことは、語学の熟達も重

要ですが、日本に留学している世界中の人た

ちと直接に交流する機会を増やし、できれば

自らも留学をして、さまざまな国の人たちと

直接に交流し、国境を越えて互いの歴史や文

化、苦しみや喜びを共有することを通じて相

互に理解を深め、たとえ距離が遠く離れてい

ようとも良き隣人として共感する気持ちを

分かち合うことなのです。もちろん、こうし

た機会を持つのは学内に限りません。市民と
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してキャンパスの外へ出かけ、外国から日本へ来て生活を営む人や観光目的で来日している人と

地域社会の中で交流する習慣を身に付けることにより、私たちは国際性を磨き、グローバルな視

野で良識を持って地域経済に貢献する「良き市民」になることができると言えます。 

 

岡山大学留学生の学び 

最終日の５月５日は、午前中に惑星物質研究所を見学させて頂きました。観測、分析機材の見

学や研究員の方から活動内容の説明を受けました。留学生からも質問が出されました。また、閉

院した岡山大学病院三朝医療センターの施設についても説明を受けました。そして荷物をまとめ

て宿泊所を後に、再び、観光案内所「三朝温泉ほっとプラ座」を訪ね、三朝温泉観光協会の御舩

豊（みふねゆたか）事務局長から、三朝温泉観光について講話をお聴きした後で、留学生が見た

三朝温泉の良さ、そして外国人観光客の視点でみた「三朝温泉に求められるもの、足りない点、

残念な点」について、全員が意見を述べさせていただき、意見交換の時間を持ちました。コーデ

ィネートは岩淵泰先生が担当いたしました。この仕上げとも言える時間は、とても貴重な学びの

時間となりました。観光協会との話し合いで、三朝町の改善点について留学生から出された主な

意見として、まちの中でインターネット環境が整備されていないこと、買い物が行いにくく外国

人旅行者向けの品揃えが少ないいという意見が出てきました。インターネット環境の整備につい

ては、観光協会が改善策を練っており、整備を進めている段階であるそうです。また、買物が行

いにくいのは、三朝町の温泉郷では、旅館やホテルの内部で買い物ができるようになっており、

外で買い物をする状況にはなりにくくなっていることが挙げられるようです。そのため、共通し

たイベントを増やすことで、お客さんが出やすい環境づくりを進めていきたいとのことです。 

また、留学生は、川付近での遊びに関心があり、岩や水の流れが大変興味深いと言う意見が出

てきました。また、トレッキングなどまち歩きや山歩きも、観光資源として魅力的だということ

です。 三徳山・三朝温泉が「日本遺産」の第１号になっており、外国人観光客の増加が見込ま

れるため、留学生の意見もまちづくりに貢献できるものと考えます。 

 

  
岡山大学「惑星物質研究所」見学      「三朝温泉ほっとプラ座」で意見交換 
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まとめ 

（１） 議事録(山本直生) 

日時：５月５日(祝・木)12:30～13:30 

場所：ほっとプラ座(三朝温泉観光商工センター) 

対応者：三朝温泉観光協会 御舩 豊 事務局長 

＜留学生の気づきと御舩事務局長さんのコメント＞ 

○宿泊所や温泉街など各所で wifi 環境を充実してほしい。 

 留学生）・岡大宿泊所が一部の部屋とラウンジで入りにくい。 

     ・観光情報拠点のココ(ほっとプラ座)自体に届かない。 

 御舩氏）・フリースポットがあるが接続可能数が少なくて電波も弱いため、今年度 wifi 環境

整備に向けて検討中。 

○身近な日用品等の種類が豊富なお店が幾つかあってほしい。 

御舩氏）・各旅館が館内に取込む形で衰退していった反省を踏まえ、イベント等により購買 

需要を館外に設けて行く方向で議論がされている。・綱引きショップのニーズもある。 

○留学生も気に入った河原に椅子等の寛げる空間がほしい。 

 留学生）・川中に飛び込んで遊びたい。大岩、清流など興味深く居るだけで楽しい。 

 御舩氏）・蛍を増やすために草刈は抑制。川床あそび(料理)の案も出ている。 

○温泉が良いのでマッサージ等を充実してほしい。 

 留学生）・あるだろうけどあっても良くわからないし高い。 

 岩淵氏）・ドイツから世界に広がるクアオルト(療養地)的な取り組みも有用。 

      >> http://kurort.jp/kurort/japan_kurort/index.html 

 御舩氏）・歩いて、浸る・飲む・吸う温泉として、世界規模で良い効能。 

      ・ノルディックウォークは、10 以上の旅館のトップが資格を取得。 

○花湯祭「陣所」 

 一 同）・素晴らしい連帯の体験。 

      ・皆さんがとても親切で、わかりやすく教えてくださったので、やる気がみなぎ 

り、 肩や喉が痛くなるほど張り切ることができた。 

 御舩氏）・最も年齢層の少ない今回参加の留学生のような方たちの参加を今後も切望。  

      ・今までは高齢化の一途であったが、今回の皆さんや、以前居た中学美術教員が、 

       町外から生徒を連れて来てくださるなど、皆さんのお陰でたいへん盛況で嬉し 

い。 

      ・言葉の壁は、留学生の皆さんの思いやりのお陰で全く問題なく、しっかり歓迎さ 

れていた。  

○その他 

 御舩氏）・空港連絡バス(片道 1,450 円)等アクセスも良いので海外観光客も多い。 

      ・観光資源造成の取り組み 

     ◇ホタルの夕べ‥６月１日～30 日(６月８日～15 日 20 時～21 時予定  

ホタルウィーク) 

      >> http://www.jalan.net/theme/hotaru/tottori/31_hotaru02.html 

     ◇スターウォッチングイベント‥4～10 月の月一度の土日 

      >> http://spa-misasa.jp/news/1867.html 

     ◇投入堂で有名な三徳山炎の祭典「火渡り神事」‥10 月最終日曜 

      >> http://www.mitokusan.jp/gyoji.html 

     ◇風情豊かな雪景色 

      >> http://iyashi.midb.jp/best/1796 

     ◇年間宿泊客 35～36 万人。1 割程度は通過型。 

     ◇ノルディックウォーク 

      >> https://www.facebook.com/MisasaDeNorudikku/ 

     ◇バイオリン美術館‥温泉に因んで音泉と表現している。 

http://iyashi.midb.jp/best/1796
https://www.facebook.com/MisasaDeNorudikku/
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（２）感想とコメント（岩淵 泰） 

三朝町における大学と地域のまちづくりについて述べます。今回は二泊三日の短い滞在でした

が、三朝町にはまちづくりのポテンシャルを大きく感じました。その中で、三朝に研究所を置く

岡山大学がどのような貢献ができるのかを考えてみました。 

一つ目は、伝統行事を引継ぐ担い手が不足する地域に若者の力を入れ込むことです。今回のボ

ランティアでは、縄作りから綱引きまで留学生が参加しましたが、日本の文化伝統を学びながら

まちづくりに貢献することができました。ボランティアとして地域活動に参画することができま

す。 

二つ目は、三朝町の抱える課題解決に向けて専門的な知見を活かすことです。三朝町では、豊

富な湯だけではなく、自然も豊かで、様々なチャレンジを展開することができます。ただ、お土

産、滞在型、健康づくり、食事、PR など総合的なまちづくり戦略も必要になっているように感

じました。例えば、湯布院町や黒川温泉などでは、まちづくりの物語が形成されており、人々の

活動が、まちのアイデンティティとなって引き継がれています。ブランドとして高めている点は

参考になるかもしれません。三朝町は、温泉郷という強みを活かして、新しい客やファンを獲得

することに力を入れるべきでしょう。 

三つ目は、三朝町がユニークであることは、ラドンやラジウムが健康に役立てられ、研究が行

われていることです。三朝町は、研究、教育、癒しのそれぞれが共生する世界的に稀有なまちだ

といえます。人々が湯を通して癒された歴史、産業の変遷、ラジウムと暮らしの共生など調査の

対象になると思います。岡山市と三朝町は、バスで約２時間 30 かかるため、毎週や毎月の調査・

交流は難しいかもしれません。しかし、三朝の持つまちづくり資源を研究や教材として活用する

ことは、大学と地域のまちづくりを明白にするにあたって、大変有効なのではないかと思います。 

ところで、古来より、日本人には、地域コミュニティ自らが山林や田畑、そして集落や街道を

守り整備してきた歴史・文化があります。その大切にされてきた山林や田畑、そして集落や街道

を基点に地域コミュニティはそれぞれ独自の歴史や文化を育んできました。こうした歴史や文化、

景観を如何に未来へと継承すべきか、今回のように、本来は地元の皆さんが中心となって準備す

る「陣所大綱引き」に、準備段階から、よそ者はおろか外国人が大勢参加して、汗をかくことを

甘受するといった新たな動きがあることに心をうたれ、そして大きな気付きを得ることができま

した。また近年では、「本来、まつりは誰のものなのか」という原点回帰の論議が注目を集めて

います。街道沿いの往来に軒を連らねる温泉街は、地元と来街者が集いあう共同利用の場所とし

ての顔を持っていました。もはや人口減少が急激に進む地方都市の問題は、地元と来街者の双方

が参加しなくては維持できない時代が近づきつつあることを意味しています。いまこそ、歴史や

生活文化と人々の心を紡ぎ、地域の共有財産としての地域資源の価値を再発見できるような取組

みが必要でありましょう。そうした積み重ねから、地域創生に対する成熟した意識を生み出すこ

とが可能となりましょう。 

 

（３）感想とコメント（三村 聡） 

一般的に、地域における祭事や諸活動が、個々独立した事象として運営、或いは開催されるこ

とは、統合的なまちのグランドデザインを描くうえや、まちづくりの観点からみれば、限られた

活動資源の散逸となるケースが多いと思われます。本来、それぞれの組織・団体が独自の個性を

発揮しながらも、インバウンド（外国人観光客誘致）の議論も含んだコミュニティ・デザインの

形成からすると、地域を構成する人々が、これまで以上に、同一ベクトルを保持しながら進むこ

とが望ましいのです。それは、最初は何気ないベクトルの相違が、時として大きな対立軸を生み

出し、まちづくりの効果的継続性の阻害要因となることが往々にしてあるためです。それを避け

るためにも、これからの課題は地域が果たすべき役割や責任を明らかにし、具体的な手順や手法

を社会に定着させることが重要です。 

また、個人や事業者の利益・利害は前提としながらも「地域にとって大局的な見地で何が必要

かという共通軸を維持しながら論議を進めること」が、最終的に地域に関わる人々全体に幸せを

もたらすことにつながると考えます。加えて、温泉街の場合、マーケティング的な観点からは、

「それが来街者を幸せにしているか」と問う視点が、ますます大切になります。これまで、観光
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協会や組合、或いは自治体や商工団体はあるにせよ、旅館は旅館、店は店、そして街は街として、

それぞれに個別に考えられ、進化してきました。それを支えてきたのが、わが国では、互いに隣

人同士が心にゆとりを持ちながら豊かな社会生活をおくるためのルールとして公徳心や譲り合

いの精神であるといえます。 

現代社会は、社会全体が企業の成長や自己の利益を優先するあまり、こうした日本人が古来よ

り受け継いできた品格までも失いかねない危険な状態にありはしないでしょうか。温泉街やそれ

に連なる街道の機能の多様化や地域の資産の有効活用などの視点に基づき、地域が主体となり、

当該地域や郊外部などそれぞれの特徴に応じて、“訪れる人”と“迎える地域”の交流による温泉街

づくりを、新たな視点から支援する仕組みや体制の確立が必要でありましょう。ここ三朝の美し

い風景を拡げるとともに地域コミュニティの維持や、景観、自然、歴史、文化等の地域の資源を

活かした多様な顔を持つ温泉街の形成を目指したいものです。さらにグローバルな観点からは、

三朝が持つ陣所大綱引きに代表される、個性ある地域資源に磨きをかけ、そこに暮らす人々が誇

りを持ち、訪れる人を魅了する、そして、世界に発信できる質の高い歴史・文化・風景・祭りの

形成を目指し、途絶えることにない、息の長い運動を展開しつつ、復古・再生、新たな交流空間

の創造をすることを目的とされることを念じます。 

 

三朝温泉観光協会 http://spa-misasa.jp/ 

岡山大学惑星物質研究所 http://www.misasa.okayama-u.ac.jp/jp/ 

三徳山三佛寺 http://www.mitokusan.jp/sanbutsuji.html 

白壁土蔵群 http://www.tottori-guide.jp/tourism/tour/view/159 

倉吉観光案内 http://www.apionet.or.jp/kankou/html/midokoro1_aka.htm 

参考文献『公共政策のフロンティア』（2015）岡山大学出版会刊 
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三朝温泉「花湯まつり陣所大綱引き」参加報告会 

 

□実施日： 平成 28年６月 21日（火）14：30～15：30 

□場 所： 岡山大学 L-café 

□内 容： ５月３日～５日に留学生９名、日本人学生１名を地域総合研究センタ

ーの三村先生、岩淵先生が引率し、鳥取県東伯郡三朝町で行われた花

湯まつりで大綱を編み上げ、祭りのメインである「陣所」と呼ばれる

綱引き神事に参加した様子を報告した。 

□参加者： ・許 南浩（教育担当理事） 

・惑星物質研究所 山崎 征洋（事務長）、山本 直生（総括主査） 

・国際教育オフィス・L-café 藤本 真澄 

・地域総合研究センター 前田 芳男、岩淵 泰、 

石川 紫乃、山脇 知子 

・留学生  MUHAMMAD MAHFUZH HUDA（インドネシア） 

       CASILLO Samuel John（アメリカ） 

□次 第： 1. 開会のあいさつ    前田先生 

 2. 三朝大綱引き報告   岩淵先生 

 3. 三朝町でのようす   山本総括主査 

 4. 留学生からの報告   (1) MUHAMMAD MAHFUZH HUDA 

               (2) CASILLO Samuel John 

  5.  今後の展望      藤本先生 

  6.  総括          許理事 

 

【報告会の様子】 
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（３）田植え体験と交流会 
 

□実施日： 平成 28年６月 25日（土） 

□場 所： 矢掛町江良公会堂 

□内 容： 地域の方々や子どもたちと田植え体験や交流会を行った。 

□参加者： ＜地域の方々＞ 約 40名 

 ＜岡山大学＞ 留学生 5名、日本人学生１名 

 Nathaniel Adam Van Cleare（ヴァン） アメリカ 

 Bryce Allen Bodily（ブライス） アメリカ 

 Sarah Valence（サラ） カナダ 

 Stone Caleb（ケイレブ） ニュージーランド 

 Selene Santos（セリーン） グアム 

 角谷 謙斗 日本 

 職員：地域総合研究センター  内藤 賢一郎、山脇 知子 

 ＜メディア＞山陽新聞 

□スケジュール： 8:15 a.m. 岡山大学清水体育館前に集合 

 8:30 a.m. 岡山大学出発 

 9:50 a.m. 矢掛町江良地区到着 

 10:00 a.m. 地域の方々にご挨拶 田植え開始 

 11:15 a.m. 江良公会堂に移動 

 12:00 p.m. 昼食（カレーライス）、柏もち作り 

 13:00 p.m. じゃんけんゲーム 

 13:20 p.m. 七夕かざり作り 

 14:30 p.m. 各グループによる七夕かざりの発表 

 15:30 p.m. おわりの会 

 16:00 p.m. 矢掛町出発 

 17:15 p.m. 岡山大学到着 
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【はじまりの挨拶】留学生の自己紹介 

   

 

【田植え】地域の方々、子どもたちと協力しての田植え 
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【昼食と柏もち作り】カレーライスと柏もちのおもてなし 

   

   

   

 

【じゃんけん大会】日本語、英語、フランス語、スペイン語でじゃんけん 
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【七夕かざり作り】３グループに分かれて、笹を飾り付け 

 
 

  

   

 

【お別れ】地域の方々に見送られて、お別れ 
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＜参加者アンケート結果＞ 

学生アンケート回答数： ６ 

①このイベントに参加した理由は何ですか？ ②このイベントに満足しましたか？ 

おもしろそうだったから ４ とても楽しかった ５ 

新しい人たちと出会うため ４ とても満足 １ 

日本語の練習のため ３ やや満足 ０ 

日本語以外の言葉の練習のため １ どちらともいえない ０ 

友人に誘われたから ３ やや不満 ０ 

その他 ０ とても不満 ０ 

 

③一緒に参加したメンバーや町の人たちと活発に会話できましたか？ 

とてもできた ５ 

できた １ 

まあまあ ０ 

できなかった ０ 

全くできなかった ０ 

 

④このイベントで次の内容はどうでしたか？ 

 大変よい よい まあまあ よくない 
全く   

よくない 

矢掛の人たち ６ ０ ０ ０ ０ 

田植え ４ ２ ０ ０ ０ 

食事 ３ ３ ０ ０ ０ 

アクティビティ ６ ０ ０ ０ ０ 

 

⑤意見 

・A little hard to follow in Japanese. 

（日本語の会話についていくのが少し大変でした。） 

・That was so much fun! Thank you for the experience! 

（とても楽しかったです。この経験をさせてもらって、ありがとうございました。） 

・It was a lot of fun and I hope there are more events in the future. 

（とても楽しかったです。これからもっとイベントがあるといいなと思います。） 

・Wish it wasn’t raining.（雨じゃなかったらよかったのに。) 

・Love them.（みんな大好き。） 

・Yakage is awesome!（矢掛は、すばらしい！） 

・It was fun. I would like to try a homestay next!!! 

（楽しかったです。次はホームステイをしてみたいです。） 

・Longer. More work. 

（もっと長くいたかった。もっとたくさんの活動がしたかった。） 
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（４）矢掛町立中川小学校交流会 
 

□実施日： 平成 28年７月９日（土） 

□場 所： 岡山県小田郡矢掛町立中川小学校 

□内 容： 岡山大学のマレーシアからの留学生７名が中川小学校を訪問し、マレ

ーシアについてのプレゼンテーションをした後、小学生と交流会を行

った。 

□参加者： ＜中川小学校４～６年生＞ 18名 

 ＜輝け！江良元気会＞ ５名 

 ＜岡山大学＞ 留学生７名 

 Ismail Syuairoh（シュ） マレーシア 

 Sharifan Normasmalia（アリア） マレーシア 

 Norfarahhana Binti Abd Wahid（ハナ） マレーシア 

 Siti Suhalia Binti Abd Wahid（ズハイラ） マレーシア 

 Kharynnisa Binti Othman（ニサ） マレーシア 

 Leaw Tang Siong（リャウ） マレーシア 

 Nur Syazwani Binti Mohd Bohari（ワニ） マレーシア 

 教員：地域総合研究センター 岩淵 泰  

□スケジュール： 8:30 a.m. 岡山大学 L-café 前に集合 

 8:40 a.m. 岡山大学出発 

 9:50 a.m. 矢掛町立中川小学校到着 

 10:00 a.m. はじまりのあいさつ(図書室) 

 10:20 a.m. 留学生によるマレーシアについての発表 

 11:00 p.m. マレーシアの遊び 

 11:50 p.m. フルーツポンチ作り、試食（家庭科室） 

 12:30 p.m. お別れのあいさつ 

 12:40 p.m. 江良地区へ移動 

 13:00 p. m. 流しそうめん、水鉄砲などで交流 

 15:00 p.m. 矢掛町出発 

 16:20 p.m. 岡山大学到着 
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【中川小学校での交流会】 

   

   

 

【留学生によるマレーシアの説明】 

   

   

 

【マレーシアのダンス】 
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【調理の前の手洗い】 

   

 

【フルーツポンチ作り】 
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【交流の時間】 

   

 

【江良地区での交流】 
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（５）イングリッシュキャンプ 
 

□実施日： 平成 28年８月 13日（土） 

□場 所： やかげ文化センター 

□内 容： オーストラリア出身のデイビッド先生と矢掛町の小中学生が英語を

使って、交流を行った。 

□参加者： ＜矢掛町＞ 20名 

 ＜講師＞  David Haynes（オーストラリア） 

 ＜教員＞  地域総合研究センター 岩淵 泰     

□スケジュール： 10:50 a.m. 集合 

 11:00 a.m. 矢掛町散策 

 12:00 p.m. 昼食（流しそうめん） 

 1:00 p.m. やかげ文化センターにて英語で交流会 

 3:00 p.m. 解散 

 

【矢掛町散策】 

   

 

【昼食】 

   

 

【英語で交流会】 
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（６）秋祭り 
 

□実施日： 平成 28年 10月９日（日） 

□場 所： 矢掛町江良地区 

□内 容： 地域の秋祭りに留学生とその家族が参加し、神輿を担ぎ、地域の 

人たちと交流をした。 

□参加者： ＜矢掛町江良地区の方々＞ 約 30名 

 ＜岡山大学＞ 16名 

 Numanul Haque Golam Kibria Md バングラデシュ 

 Pervin Mst Naznin バングラデシュ 

 Haque Nirjon Ahnaf バングラデシュ 

 Das Pretam Kumar バングラデシュ 

 Dr Karim Md Ziaul バングラデシュ 

 Pervin Mst Sonia バングラデシュ 

 Karim Md Zawad Al バングラデシュ 

 Nawar Samin バングラデシュ 

 Karim Zarika バングラデシュ 

 Khandaker Md Alamin バングラデシュ 

 Mashruffe Alam バングラデシュ 

 Sumon Kumar Ddebnath バングラデシュ 

 Saha Mousumi バングラデシュ 

 John VIiera カナダ 

 Christina Lam カナダ 

 教員：地域総合研究センター 岩淵 泰 

 ＜メディア＞山陽新聞 

□スケジュール： 8:30 a.m. 岡山大学出発 

 10:00 a.m. 矢掛町江良到着、着替え等準備 

 10:30 a.m. 秋祭り開始 神輿を担いで町内を練り歩く 

 12:00 p.m. 昼食 地域の方々と交流 

 1:00 p.m. 神輿担ぎ再開 

 3:30 p.m. 矢掛町江良地区出発 

  5:00 p.m. 岡山大学到着 
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【準備】はっぴに着替えて、秋祭りの準備 

   

   

 

【秋祭り開始】お神輿をかついで、出発 
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【やかっぴー】 

   

 

【取材】新聞社や地元のケーブルテレビからの取材 

   

 

【昼食】 

   

 

 

【神輿再開】 
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（７）ホームステイ 1 
 

＜留学生に対する事前事後の指導＞ 

平成 28年 10月 12日(水) オリエンテーション 

ホストファミリーへの情報提供のため、各自の情

報を記入 

ホストファミリーへのビデオレター撮影 

平成 28年 10月 19日（水） ホームステイについての留意事項等を伝える 

平成 28年 11月 12日(土)～13日(日) ホームステイ 

平成 28年 11月 30日(水) グループプレゼンテーション 

レポートの提出 

アンケートの記入 

 

＜受入家庭に対する説明会＞ 

□実施日： 平成 28年 11月６日（日） 

□場 所： 岡山県小田郡矢掛町江良公会堂 

□内 容： ホームステイの受入家庭との、意見交換を行い、留意事項を伝

えた。ホームステイをする学生の情報をお知らせし、学生から

のビデオレターを視聴した。 

□参加者： ＜ホームステイ受入家庭＞ 

７家庭 

＜輝け！江良元気会＞ 

坪井悟様、福井竹夫様、奥村幹雄様 

＜岡山大学＞ 

 教員：地域総合研究センター 岩淵 泰 

    国際教育オフィス L-café 藤本 真澄  

    グローバル・パートナーズ 中 詳子 

 職員：地域総合研究センター 山脇 知子 
 
【説明会】 
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＜ホームステイ＞ 
 

□実施日： 平成 28年 11月 12(土)～13日(日） 

□内 容： 今年度は授業としてホームステイを行った。矢掛町江良地区を中心に 

ホストファミリーを募集し、授業に登録した学生の中から矢掛町での 

ホームステイ希望者を募り、宿場まつりの日程に合わせて、1泊 2日 

のホームステイを行った。 

ホームステイを通じて、岡山の農村部での生活や文化に触れ、体験す 

ることで、日本の生活様式や文化について学ぶ。また、普段接するこ 

との少ない様々な世代の人たちと交流することを目的とした。 

□受入家庭： ７家庭 

□参加者： 

 

７名  

Alexander Bates（アレックス） オーストラリア 

Adrian Ubiarco-Ortiz（エイドリアン） アメリカ 

Luigi Anne Aument（ルイージ） イギリス 

Bryan Hui（ブライアン） アメリカ 

Sarah Booze（サラ） アメリカ 

Cristina Randazzo Papa（クリスティーナ） イタリア 

Melissa Dolmen（メリッサ） フランス 

□引 率： 岩淵 泰（地域総合研究センター） 

□スケジュール： ＜11月 12日＞ 

 10:20 岡山大学清水体育館前に集合 

 10:30 矢掛町江良地区に向けて出発 

 

12:10 矢掛町江良地区に到着 

江良公会堂にてホストファミリーと対面後、 

各家庭へ 

 ＜11月 13日＞ 

 各家庭で過ごす。 

 16:00 矢掛駅に集合  

 16:30 電車にて岡山へ 
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【ホームステイ中の様子】 
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＜参加者アンケート結果＞ 

学生アンケート回答数： ７ 

①-1 楽しかったですか？ 

とても楽しかった： ７ 

 

①-2 その理由を教えてください。 

・Lots to do. Lots of food. Drinking involved. Potato digging. 

（たくさんすることがありました。たべものもたくさんありました。お酒を飲んだこと。いも掘り。）                 

・I got to experience inaka and stay with very kind people. 

（田舎を体験し、とても親切な人たちと過ごしたこと。） 

・The activities we did were fun and I managed to learn a lot about the traditional Japanese family. 

（どの活動もおもしろかったし、伝統的な日本の家族について、なんとかたくさん学ぶようにしました。） 

・I really enjoyed my homestay a lot, it is an experience I will never forget. I went fishing for the first 

time, I had a great conversations about life in Japan and in the states. Overall, I was treated like 

family and it was wonderful. 

（本当にとてもホームステイは楽しかったし、決して忘れることのない体験となりました。初めて、釣り

に行き、日本とアメリカの生活について有意義な話ができました。全体的に家族のように扱ってもら

い、すばらしかったです。） 

・Got to explore many different foods and got to drink alchol 

・Felt as if I had lived there for a long time. 

（たくさんの違った食べ物を食べてみたり、お酒を飲んだりしました。長い間そこに住んでいたように感

じました。）                   

・They were so nice, welcoming and understanding, so it was really pleasant to spend those 2 days 

with them. Actually, I wish it had lasted longer. 

（ホストファミリーはとてもすばらしく、歓迎してくれ、理解してくれました。だから、ホストファミリ

ーと過ごした２日間は本当に楽しいものとなりました。実際、もっと長く続けばいいのにと思いまし

た。） 

・奥村さんたちは優しいし、皆とよく話したし、矢掛町を発見することができました。 

 

②-1 食事は楽しめましたか？ 

はい： ７    いいえ： ０ 

 

②-2 なにがよかったか、わるかったか、教えてください。 

・The food was delicious, I am not entirely sure what I ate but I definitely enjoyed the dinner I was 

fed. It was very special and delicious. 

（食べ物がおいしかったです。何を食べたかよくわかっていませんが、出してもらった夕食を間違いなく

楽しみました。本当に特別でおいしかったです。） 

・I ate lots of meat and fresh vegetables from the garden, so it was delicious. 

（たくさんの肉や魚、家庭菜園で採れた新鮮な野菜を食べました。本当においしかったです。） 

・ I casually mentioned that I went to Akashi and tried the B-class Gourmet there, which is 

Akashiyaki, and Mr. Harada went out of his way to prepare that dish for lunch! 

（何気なく明石に行って、B 級グルメの明石焼きを食べた話をしたら、原田さんはわざわざ昼食に明石焼

きを用意してくれました。） 

・Haven’t eaten home cooked meals in a long time. 

・Used fresh ingredients. 

・たくさんあった。 

（長い間手料理を食べていなかったので、よかったです。新鮮な食材を使っていました。） 

・和食が大好きなので、おいしかったです。 
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・There was so much variety.・The food was cooked to perfection.・Well-balanced meals. 

・did not have to pay any money 

（とてもたくさんの種類がありました。料理は完璧でした。バランスの取れた食事。お金を払う必要があ

りませんでした。） 

・Both the Udon, Nabe and traditional breakfast were delicious. 

（うどん、なべ、伝統的な朝食はどれもとてもおいしかったです。） 

 

③食事以外で、なにか困ったことがありましたか？ 

・I need to study more to express myself and understand better. Regardless, we understand each other 

really well. 

（私は、自分を表現したり、よりよく理解したりすることをもっと学ぶ必要があります。とにかく、ホス

トファミリーとはお互いに本当によく理解し合えました。） 

・Sometimes communicating was difficult, but we used our phone sometimes to help. 

（ときどき、コミュニケーションを取るのが難しかったですが、助けとして携帯電話を使うこともありま

した。） 

・Communicating with my limited Japanese was difficult, but not very so. 

（私の限られた日本語力でコミュニケーションを取るのは難しかったですが、非常にというほどではな

かったです。） 

・Having to leave. 

（帰らなければいけなかったこと。） 

 

④滞在中はどんな体験をしましたか？ 

・We went sightseeing, ate yummy food, and enjoyed our time together. 

（観光に行って、おいしい食べ物を食べて、一緒に楽しい時間を過ごしました。） 

・The first night I got to meet the family I met K-kun and H-chan. K was excited to meet me but H 

was shy throughout the stay. After meeting the kids and my homestay mother, I went fishing, then 

shopping for groceries and a very exciting dinner. The next day we went to the festival. Overall it 

was a great experience. 

（家族に初めて会った日、K くんと H ちゃんに会いました。K くんは私に会うことをすごく楽しみにし

ていましたが、H ちゃんは滞在中ずっとはずかしがっていました。子供たちはホストマザーと会った

後、釣りに行って、それからスーパーに買い物に行き、わくわくするような夕食を食べました。次の日

は祭りに行きました。全体的にすばらしい体験でした。） 

・Takoyaki lunch. ・Visited おてら and じんじゃ.・Potato picking ・Big family dinner.・Climbed 

the small mountain.・Traditional breakfast.・Daimyo festival 

（たこやきの昼食。お寺と神社を訪れた。芋掘り。大家族の夕食。小さな山の登山。伝統的な朝食。大名 

祭り。） 

・Very enjoyable and rewarding experience.・Yakage people are very friendly. 

・Lots of food!・Was able to see what life is like in a Japanese home. 

（とても楽しくて、満足感のある経験でした。矢掛の人たちはとてもフレンドリーでした。たくさんの食

べ物がありました。日本の家庭での生活の様子を見ることができました。） 

・Despite my poor Japanese and their English levels, we were able to have good conversation. 

・They taught me about certain foods that I eat today or hope to eat more of in the future. 

・Got to explore the surrounding area. 

（お互いに完璧ではない日本語力、英語力にも関わらず、楽しい会話ができました。ホストファミリーは

私が今日食べたある食べ物やこれから食べたいと思いっている食べ物について教えてくれました。周

辺を散策しました。） 

・They taught me a lot about traditional cuisine and way of living related to both the place they live 

in and their job, aside from letting me experience it first hand. 

（ホストファミリーは直に私に体験させてくれることに加えて、伝統的な食事や住んでいる場所や仕事

に関する生活様式について、たくさん教えてくれました。） 

・矢掛でさんぽをしたり、レストランで食べたり、大名行列を見に行ったりしました。 
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⑤ホストファミリーへのお礼の連絡（E メールなど）を出しましたか。 

はい： ７    いいえ： ０ 

（フェイスブック： １）   

（E メール： １） 

 （LINE： ２） 

（手紙・カード： ４） 

 

⑥またホームステイをしてみたいですか。 

はい： ７                 いいえ： ０ 

（もっと長く ７ 一泊 ０ 日帰り ０）  

 

⑥-2 その理由をおしえてください。 

・I enjoy homestays because it gives you a personal connection to the people and allows you to 

experience Japanese life first hand. 

（ホームステイは人と個人的な関係を作れたり、日本の生活を直に経験できたりするので、とても楽し

かったです。） 

・There are a lot more things to explore and talk about with your homestay family that cannot be 

done in a short time frame. As a food fanatic, there is only so much food I can physically try in one 

weekend. 

（散策や、ホストファミリーとの会話など、短い時間ではできないようなことがまだまだたくさんあり

ます。フードマニアとしては、一回の週末だけで挑戦できる食べ物の量には体力的に限りがありま

す。）  

・Because I would have liked to get to know them better and ask them many more things than 

those I got to. 

（ホストファミリーのことをもっとよく知りたかったし、もっといろいろなことを聞きたかったからで

す。） 

・Appointing to spend more time with the host family. 

・Learn more about Japanese home life. 

（ホストファミリーともっと一緒に過ごしたいし、日本の家庭生活についてもっと学べる。） 

・I felt like the entire weekend, whilst fun, was very rushed. I only had a chance to catch a glimpse 

of what Inaka lifestyle was like. 

（週末は、楽しかったけど、とても慌ただしかったです。「田舎」の生活がどんなものなのかを垣間見る

ことしかできなかったです。） 

・田舎の生活を理解するために一泊は短いと思います。 

 

⑦ホームステイについての意見や感想を自由に書いてください。 

・I really enjoyed my homestay and will recommend it to others. 

（本当にホームステイは楽しかったので、他の人におすすめします。） 

・Good selection of families. 

・Good timing of homestay → Daimyo festival 

（ホストファミリーの選択がいい。ホームステイのタイミングがいい。→大名祭り） 

・本当に楽しかったです。様々なことをしたので、面白かったです。いい授業です。 

・I would have appreciated it if they told us that we needed to prepare a speech and it will filmed way 

before the day. I like to be prepared about those kind of things. 

（スピーチをしないといけなくて、それを録画するというということを前の日までに言っておいてくれ

たらよかったのにと思いました。私はこういうことには準備をしてのぞみたいと思っています。） 
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・I really enjoyed it from beginning to end. Even the other families were really nice and warm, 

whether they were host families or not. I made so many pleasant memories that I finally feel 

comfortable about living in Japan. 

（最初から最後まで本当に楽しかったです。他の家族も、ホストファミリーであるかそうでないかは関係

なく、とてもすばらしく、あたたかかったです。とうとう私も日本での生活が心地いいと感じられる楽

しい思い出がたくさんできました。） 

・Really enjoyable 

・Was able to experience inaka life 

・See a different side of Japan (aside from big cities) 

・Once again Food! 

（とても楽しかったです。田舎の生活を経験することができました。日本の大都市とは違った面をみるこ

とができました。もう一度言います。食事です。） 

 

＜受入家庭へのアンケート結果＞ 

アンケート回答数： ７ 

①-1 受入留学生に対する全体的な印象 

好感がもてた： ７    好感がもてなかった： ０ 
 

①-2 その理由を具体的にお書き下さい。  

・たくさん話をしてくれた。日本に興味がある。 

・母国の話をたくさんしてくれたので。 

・日本語があまり話せなかったけれど、一生懸命コミュニケーションをとろうとしていた。 

・日本語は難しいようでしたが、こちらが言うことを一生けん命に理解しようとしてくれた。明るく、話

していて楽しかった。 

・自分から話をしてくれた。お店のために自分から進んでしてくれた。 

・とても自然に溶け込んでくれました。家事（主として食事の支度）も積極的に手伝ってくれましたし、

おだやかで気配りのできる人柄でした。めったに会えない息子が食卓にすわっているようでうれしか

ったです。 

・とにかく日本語が堪能でびっくりしました。それ以外でも、自分の気持ちも上手く伝えることができ、

人の意見もしっかり聞けるお嬢さんだったので、家族はとてもリラックスしていました。 

 

②留学生とのコミュニケーションについて  

できた： ３    だいたいできた： ５    

（ほとんど日本語 ３  半分日本語 ４）  

（日本語以外     （フランス語）１    （英語）４） 
 

③ホームステイ後に留学生からお礼（E メール・電話）がありましたか。  

はい： ６    いいえ（11/20 現在） １ 

（E メール： ３）   

（Facebook： １）   

（その他： ２）  

 

④-1 留学生は何かプレゼントを持ってきましたか。  

はい： ６    いいえ（11/20 現在） １ 
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④-2 それはどのようなものでしたか。  

・オーストラリアフットボールのボール、チョコ菓子、ベジマイト（オーストラリアのペースト状の食品） 

・キーホルダーを２ついただいた 

・イギリスのお菓子（クッキー） 

・ソル・レオーネビオ(ストロベリー、ブルーベリー） 

・お酒（ジャック ダニエル） 

・ボルドーワイン 

 

⑤留学生とどのように過ごされましたか。  

・一緒にお酒を飲んだり、子供達と一緒に遊んだりしました。 

11/12 11：00~12：00 矢掛散策 

       昼食（たこ焼き） 

14：00~15：00 芋掘り 

       団らん  

11/13 10：00~11：30 山登り 

11：30~15：30 大名行列見学 

 

11/12 11：00 自宅着 家族と団らん 

    12：00 うどん吉野で昼食 

    13：00 西方院見学 

    13：15  若宮サロン参加 

    16：00  団らん 

    16：30 買い物 

    17：00 団らん 

    18：00 夕食 

21：00 就寝 

11/13 7：30 朝食 

    8：30 いちじく採り 

    9：00 洞松寺見学 

   11：00 国分寺五重塔見学 

   12：30 大名行列見学 

   16：00 矢掛駅 

    

11/12 江良公会堂 

    自宅（しばらく歓談） 

    マルナカで買い物 

    たこ焼きを作って昼食 

    さつまいも掘り 

    お茶タイム 

    テレビを見ながらのんびりと 

    お風呂 

    夕食（肉じゃが、豆腐、いなりずし 

チキンカツなどつまみ） 

    近くに住む弟夫婦も合流 

11/13 朝食 

（豚汁、卵焼き、鮭、納豆など）  

    がらん山登山 

    大名行列 

    お昼ごはんは屋台で 

    矢掛駅 

  

11/12 10：30  自宅着 

    11：00  うどん店お手伝い 

       14：30 食事、休憩 

    16：00 陶磁工房よし野へ見学 

     17：00 夕食の買い物に行く 

     18：00 食事、団らん 

11/13     朝食 

        お店の準備 

   11：00 うどん店のお手伝い(接客) 

   

＊とても日本語が上手で、お客様にもよろこん

でいただきました。 

11/12  11：00 自宅着 昼食用意 

     12：00 昼食 

    14：30 散歩 

        （流れ橋、若宮神社、 

         西方院、伽藍山登山） 

    17：00 夕食準備 

    18：00 夕食 

    23：00 帰宅、就寝     

11/13 8：30 朝食 

    9：30 大名行列現物に出発 

       （テンペ、黒うどんなどに興味） 

神楽鑑賞 

    16：00 矢掛駅 
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11/12  10：50 自宅到着後、自己紹介など 

        して歓談 

     12：00 カフェ「くらら」で食事    

    14：00 本陣見学 

        美術館（コイに餌やり） 

    16：30 スーパーで一緒に買い物 

    19：00 夕食（鍋、手巻き寿司） 

    23：00  就寝     

11/13 10：30 大名行列 

        （昼食は屋台で） 

        お茶席 

    15：00 家で１時間程休憩 

     16：00 矢掛駅見送り 

 

⑥また、ホストファミリーを引き受けてもよいと思われますか。 

はい： ７    いいえ： ０ 

 

⑦その他、ご意見、ご感想などありましたら、お聞かせください。 ・ 

・打合せ会で出身州をカリフォルニアと聞いていたので、とても楽しみにしていましたが、（ロサンジェ

ルス郊外に娘一家が住んでいたので、毎年通って滞在していたということもあって）、当日、彼はニュ

ーヨーカーということを知り、びっくりしました。合衆国は特に広いので、出身地の正確な情報は必要

かと思います。 

・私どもは大阪に 40 年以上住んで、こちらに U ターンしてまだ、19 ヶ月なので、矢掛については詳し

くなく、大名行列も初めて見ました。私どもにとりましても、故郷再発見でした。 

・同年代の娘がいたので、仲よくなれてよかったです。他の留学生の人とも話をしてみたかったです。 

・食事についてなんでも食べられるとありましたが、結構食べられないものがありました。正直に書いて

いただければと思います。 

・もう少し日本語ができた方がよかった。 
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＜参加学生のレポート＞ 
 

【Cristina Randazzo Papa】 

私のホストファミリーは○○家です。60才ぐらいの夫婦で、チビちゃんと言う柴犬と一緒に住んでいます。ホ

ストファミリーは家の隣にあるうどん屋を営んでいます。その前、山の向こう側にある町に住んでいて、カメラ

のお店がありましたが、今は皆が携帯のカメラを使ってきたので仕事を変えることにしました。 

お店に着いた時、あまりお客さんが来てくれないと思いました。それは、矢掛町の中心から遠いし、お店も小

さいし、着きにくいですから。お店の中には畳の上にあるテーブルが2つで、その他には12名様の座席があって、

外にもテーブルが4つありますが、その日は本当に寒かったから誰もあそこに座りたくないと思いました。でも、

一時間後、私の考えたことは現実と全然違うのをわかりました。その店のうどんはまるで美味しくて有名なので、

隣の町からもお客様がいっぱい来てくれて、店の外に15分も待っている人もいました。日曜日にも、大名行列が

あったのに、お店は満員でした。ただでさえ、一週間に土曜日は一番人が多い日ですから、その日だけお手伝い

さんが来てくれます。お母さんもお父さんも週末にはいつも込んでいますが、日曜日には土曜日よりゆっくりし

てもいいと言っていたので、また人が多かったからちょっとびくりしました。 

営業時間は11時から2時半までだけです。お母さんによって、お客さんが少ないかもしれないし、疲れている

し、夜には開いていません。お客さんが来るかどうか詳しく知りませんが、午後には若い人にも体が本当に痛く

なります。それに、営業前も後もの準備は長い時間がかかりますので、平日は忙しくない日なのに、6時半に起

きて、お母さんが家でおにぎりやいなりずしを作る間にお父さんお店に行って生うどんを作って後ろの建物にあ

る冷蔵庫に入れます。あそこには、他のうどんの形のための機械もあります。それから、まだ時間があったら、

うどんの量を量って別けておきます。それを終わったあと、皆が店の掃除をして、もう営業時間になります。店

を閉めた後、もう1回掃除をしたり、うどんの放送の注文をもらったりして、もうすぐ夕方になります。 

色々な違う量ばかりでなく、種類がいっぱいで冷たいのも暖かいのもあって、自分の好きな材料や調味料の強

さが選べますから、仕事の時には一生懸命フォキャスしなければなりませんでした。でも、小さい店ですから、

お客さんにとって親しい気分があって、あそこにはまるでゆっくりしもいい感じがします。ですから、人々が他

のテーブルに座っているお客様と一緒に話したり、働いている人とじょうだんしたりすることがおおいですが、

私にとっても、お母さんとお父さんにとっても、その仕事の一番いい点は美味しいうどんを作って、楽な気分が

できて、お客様の笑顔を見ることです。 

 

 

【Melissa Dolmen】 

皆さんこんにちは、メリッサと申します。これから、矢掛でのホームステイの体験について発表します。どう

ぞよろしくお願いします。 

私はフランスのボルドーの郊外の「グラディニャン」と言う町に住んでいるので、田舎に住んだことがありま

せんでした。この授業のおかげで、矢掛町でホームステイをする機会を持てました。本当に楽しかったですが、

はじめはそんな気持ちではありませんでした。矢掛に到着した時、すごく緊張していました。「ホストファミリ

ーはどうだろうか。優しいだろうか。それとも厳しいだろうか。外国人に会ったことがあるだろうか。私は失礼

なことをしたらだめよ！」と思い悩みました。しかし、お父さんに会った後、全てのストレスや悩みが解消しま

した。お父さんはとても親切な人でした。すぐに私に優しくしてくれて、日本語でゆっくり話してくれたので、

リラックスできました。お父さんは公務員で、毎週忙しいので、家に帰った時は映画を見たり家族と一緒に時間

を過ごしたりすることが好きだと言いました。 

ホストファミリーの自宅の前に金物屋があって、おばあさんのものです。彼女は 83歳でもまだ毎日働いてい

ます。すごく元気なおばあさんなので、私も８０代時おばあさんのようになりたいですが、それができるかどう

かまだ分かりません。ホストファミリーは「丸ちゃん」と言う犬も飼っています。私は犬が好きですが、丸ちゃ

んは異人が嫌いなので、私は嫌われてしまいました。 

家に入った時、お父さんの奥さんに会いました。奥さんも親切な人でした。奥さんは英語の家庭教師なので、

日本語で話すのに困った時、英語で説明してくれて、とても助かりました。奥さんは花が好きなので、暇な時間

はガーデニングをしています。次は、息子さんに会いました。息子さんは法学部の大学生なので、平日は一人暮

らしで、週末は家に帰り暮らしています。彼は歌うことが好きなので、歌のクラブの部長をしています。彼の歌

は本当に上手と言われていましたが、彼はちょっと恥ずかしがって歌のパフォーマンスを見せてくれなくて、残

念でした。その後、娘さんに会いました。彼女は銀行員で、私が来た時、彼女は仕事に行っていたので、夜遅く

にしか会えませんでした。とても優しい人で、同じ年齢なので、すぐ仲良くなりました。 

皆とよく話したり、遊んだりしました。お昼ご飯は和風の喫茶店で食べて、本当においしくて、楽しかったで

す。その後、本陣を見物しました。ガイドの話は少し難しくて、分かりにくかったですが、奥さんが英語で複雑

な言葉を通訳してくれました。あっというまに夜が来て、晩ご飯を作るために奥さんと鍋と手巻き寿司の材料の
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買い物をしました。和食が大好きので、とてもおいしいかったです。その後、きれいな和室でよく寝ました。次

の日は、矢掛の大名行列を見に行きました。お父さんと息子さんは忙しいので、来ることが出来ませんでした。

奥さんと娘さんと一緒にその祭りで楽しく遊んだり、様々な和食をたべたり、留学生の行列を見たりしました。

その後、もうホームステイの終わりでした。「あぁ！早いわ！もう少しホストファミリーといたいのに」と考え

ました。しかし、しかたがない、終わりでした。ですが、私は皆さんの電話番号を知っているので、「連絡を取り

続けましょう」と言いました。「はい。ぜひ、また今度遊びに来てください」お母さんは答えました。12 月にも

う一度ホストファミリーと会う予定です（会います）。 

 

 
【Adrian Ubiarco-Ortiz】 

During my homestay with the family, I spent a lot of time with my homestay father who was more than eager 

to talk about Yakage and his passion: fishing. Although I have never gone fishing, I have been wanting to go 

since I was a child. Since it was only the two of us, we spent a lot of time talking and asking about each 

other’s’ lives. In terms of work, he assembles auto parts for an automobile company as well as volunteers for 

the local fire department. To my surprise, his fellow firemen came to pick him up with a firetruck for his 

night shift. On the other hand, my homestay mother sells miscellaneous goods on Sundays but for the most 

part takes care of the kids. It seems that the family is very content with living in an Inaka. From my 

understanding, my homestay father mentioned that, “There isn’t anything really wrong with living the 

country life, it is full of humanity. I wish more people would come.” It is very quiet, peaceful, there is a lot of 

space to play baseball, badminton, soccer and other sports.  

Speaking of baseball, the family, especially the boys which include my homestay father and uncle, are 

very passionate about baseball. When they were kids, baseball was very popular among boys. In order to 

reminiscence the youth of their childhood, my homestay father told me that he heavily encourages his son to 

play baseball. The son as well as his cousins seem to share the same passion that their fathers had when 

they were young. They take interest in joining the local little league and even more now after surprising my 

homestay family as well as myself with my ridiculous homeruns. I have not played baseball since I was 11 

but one things’ for sure, I am much stronger now than I was when I was 11.  

My homestay father did mention however that when he was a child, there were many more children 

than there are now. In comparison to when he was a child, there are now roughly one third of the children in 

Yakage than there were before, possibly due to Japan’s declining birthrate. He mentioned that Yamakicho (I 

don’t remember) is famous for its old shopping district, (しゅくばまち) which has a traditional Japanese 

shopping district as well as traditional roads. All in all, growing up as a city boy, I have a very different 

perspective of in comparison to the peaceful calm of inaka life. I now think that people who live in heavy 

urban areas, especially in Japan, seem to overlook the little things in life. I came to Okayama because I 

couldn’t breathe in the dense pollution of city life, I couldn’t hear because of the noise of metropolitan cities, 

and I couldn’t see the beauty of a simplistic life in the countryside. For people who grow weary of the busy 

city life, experiencing places like Yakage are eventually necessary for peace of mind and mending of the soul. 

（ホストファミリーの家でホームステイしている間、私はたくさんの時間をホストファミリーのお父さんと

過ごしましたが、彼は矢掛や大好きな釣りの話をとても熱心にしていました。私は釣りに行ったことはなかっ

たのですが、子供の頃からずっと行きたいと思っていました。 

私たち二人だけだったので、お互いの生活について話したり、尋ねたりして、たくさんの時間をすごしまし

た。彼は自動車部品を組み立てる仕事をしていて、地域の消防団でもボランティアとしても活動しています。

彼の仲間の消防団の人が夜の当番のために消防車で迎えに来たのには、驚きました。一方、ホストファミリー

のお母さんは日曜日に雑貨の販売をしていますが、ほとんどは子どもの世話をして過ごしています。一家は田

舎の生活にとても満足しているようです。私の理解では、ホストファミリーのお父さんは「田舎で生活するこ

とは本当に何も問題はなく、思いやりに満ちている。もっとたくさんの人に来てほしい」と言っていました。

この辺りはとても静かで、穏やかで、野球やバドミントン、サッカーや他のスポーツをする場所がたくさんあ

ります。 

 野球といえば、一家は、ホストファミリーのお父さんや叔父さんも含めて特に男性陣が野球にとても情熱を

持っています。彼らが子どもだった頃、野球は男の子の間で、とても人気がありました。若かりし頃の子ども

時代を懐かしんで、ホストファーザーは自分の息子に野球をするように一生懸命に励ましていると言っていま

した。息子とそのいとこも彼らの父親が若かった頃に持っていた野球に対する情熱と同じくらいの情熱を持っ

ているようです。子どもたちは地元のリトルリーグに入ることを考えていて、私自身も驚いたのですが、ホス

トファミリーを驚かすようなとんでもないホームランを私が打った後はさらに、その思いが強くなったようで

す。11 歳の時以来ずっと野球はしていなかったのですが、１つ確かなのは、11 歳の時より今の方がはるかに強

くなっているということです。 

 ホストファミリーのお父さんが子どもの頃には今よりもっとたくさんの子どもたちがいたそうです。恐ら

く、日本の出生率の低下により、矢掛の子どもたちは大体、3 分の１ほどに減ったそうです。やまきちょう
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（覚えていないのですが）は古い街道があることはもちろん、古い宿場町、商業地域としても有名だと言って

いました。概していえば、都会で育った私は、田舎の静かで穏やかな生活との比較について、違った視点を持

っています。大都市、特に日本の大都市に住む人たちは生活の小さないろいろなことを見過ごしているように

思えます。大都会ではひどい大気汚染で呼吸がしにくかったり、騒音の中では聞くことが難しかったり、田舎

のシンプルな生活の美しさを見ることができないので、私は岡山に来ることにしました。忙しい都会の生活で

疲れ果てている人々にとって、矢掛のような体験的な場所が精神の平穏や心を癒すためにやがて必要となるで

しょう。） 

 
 
【Sarah Booze】 

The Positive and Negative Aspects of Inaka 
My experience in Yakage was a special and educational one. I noticed several things (both good and bad) 

about inaka during my stay in Yakage. One of the positive aspects is the strong sense of community. The 

people of Yakage are dedicated in seeing the village survive and prosper. They host community events and 

work together to solve the problems within the town. This strong sense of community can be seen in how the 

people of Yakage treat one another.  

The people are friendly and respectful to their fellow townspeople. I experienced this type of behavior 

firsthand during my stay in Yakage. When walking around the town, people would always greet one another, 

regardless of who they were or what they were doing. Seeing people’s smiles and hearing them say “Good 

morning” made me feel very welcome and at ease. Yet another example of how interconnected people are in 

inaka towns is when I went to the grocery store with my host family. They saw many people they knew at 

the market and stopped and had nice, meaningful chats with them. I think this illustrates the unity and 

sense of community in countryside towns brilliantly. While this can help build a powerful and personable 

community, there are some drawbacks to this kind of interconnectedness in small towns.  

One such drawback is that bad news and gossip travels quickly since people are so in touch with one 

another. Rumors can spread quickly and get out of hand. Such rumors often negatively affect the lives of 

people within the community. There are some other problems within inaka communities, as well. One such 

problem is lack of resources. The people of inaka are very determined, but there are some problems that are 

difficult to resolve without proper resources such as money or access to transport. And with an ageing 

population and no inflow of younger citizens, it can be even more difficult to overcome the problems facing 

countryside towns.  

But despite all of these issues in inaka towns, I am still amazed by the dedication and kindness of the 

people who live in inaka towns. While it is a generalization to say everyone in inaka towns is a warm-hearted 

person, inaka communities often have many people who simply live their everyday lives and are always 

willing to help their fellow townspeople. This helps create a positive atmosphere in inaka towns. I feel 

fortunate to have experienced this kind of positive atmosphere firsthand during my time in Yakage, and I 

hope visit Yakage often and learn more about inaka.  

（田舎のいい点と悪い点） 

（私の矢掛の体験は特別で教育的なものでした。矢掛での滞在中、田舎についていくつかのこと（いい面も悪

い面も両方）に気づきました。いい面の１つは、集落の強いつながりです。矢掛の人たちは村の存続と繁栄に

対して献身的です。彼らは、集落の行事を主催し、町の問題を解決するために協力して動きます。この集落の

強いつながりは、矢掛の人たちがお互い、どのように接しているかを見ればわかります。 

 矢掛の人たちはフレンドリーで町の仲間の人たちに敬意をもって接しています。矢掛での滞在中、私はこの

ことを実感する経験をしました。町中を歩いていると、矢掛の人たちはその人が誰であろうと、何をしていよ

うと、お互いにいつも挨拶を交わしていました。その笑顔を見たり、「おはようございます」というのを聞いた

りすると私はとても歓迎されていると感じ、安心しました。また、田舎に住む人たちがどのように交流してい

るかを示す別の例としては、ホストファミリーと一緒にスーパーに行ったときの様子が挙げられます。ホスト

ファミリーはスーパーで知っている人にたくさん会って、立ち止まり、有意義なおしゃべりをしていました。

このことは、田舎町における結束と共同体意識をまさに表していると思います。この共同体意識が力強く魅力

のある集落を築く手助けをする一方で、小さな町ではこのようなつながりにはいくつかの欠点もあります。 

 欠点としては、人々はお互いにとても密接なので、悪いニュースやゴシップは瞬く間に駆け巡ることです。

噂はすぐに広まり、収拾がつかなくなります。このような噂が集落内の人々の生活に悪い影響を与えることも

よくあります。田舎の集落には同様に他にもいくつかの問題もあります。その一つは資源がないことです。田

舎の人たちは確固とした意志がありますが、お金や交通機関へのアクセスと言った適切な資源なしには解決す

ることが難しい問題もいくつかあります。さらに高齢化や若い住民が入って来ないといったこともあって、田

舎の町が直面している問題を乗りこえることはさらに難しいと思われます。 

 しかし、田舎の町のこれらすべての問題にも関わらず、田舎の町に住む人々の献身的な態度や思いやりがあ

る様子には驚かされます。一般的によく言われることですが、田舎の人たちは皆、心があたたかく、田舎の集



活動報告

 

 
48 

 

落にはシンプルに日々の生活を送り、いつも町の仲間を助けようとしている人たちがたくさんいます。こうい

ったことが田舎の町の前向きな雰囲気を作り出す助けとなっています。矢掛で過ごす間に、直にこのような前

向きな雰囲気を体験することができ、幸運だと思います。そして、矢掛を訪れる機会を増やし、田舎について

もっと学びたいと思います。） 

 

 

【Alexander Bates】 

Homestay Experience 
When I originally signed up for the Homestay class, I was not quite sure what to expect, the idea of staying 

inside a complete strangers house was a little daunting at first. However, after completing the homestay 

program, I can honestly say that it was one of the most rewarding experiences so far during my time in Japan. 

I have never experienced such hospitality and kindness from strangers as I received from the family and the 

people of Yakage. The People of Yakage really went above and beyond any expectation I had throughout my 

stay in the village. While spending time with my host family, I had the opportunity to ask them questions 

about themselves, the village and about Okayama in general. 

After arriving at my host families house, the first thing I noticed was that the house they lived in was 

quite large, which is in stark contrast to the apartments mostly seen around Okayama city.  When asked, 

my host family said that while a house is a lot larger, an apartment within Okayama city would have been 

more convenient (they still prefer the house). Throughout the first day I participated in many activities such 

as cooking (and eating a lot), walking around the peaceful town, sweet potato picking (second favourite part) 

and drinking at night (First favourite part). 

While eating dinner and drinking a beer (or 10) I had an opportunity to ask the host family a few 

questions about himself, and the village of Yakage. During the walk through the town, I was amazed at how 

kind the people of Yakage were, I think everyone said hello. While drinking, we talked about many things. 

My hostfamilies dad said that he enjoyed the community within Yakage. However, found some things 

inconvenient about living within an Inaka village. The hosfamilies daughter had to travel to Fukuyama for 

ballet practice. He also had to travel all the way to Okayama city for work . Even though he had to travel 

very far for work, he did not mind as he had a real interest in driving (and owned a nice car).  

The next day (after waking up without a hangover) myself, and my host family climbed a small 

mountain. The view at the top was beautiful. At the top, my host family stated that the best part about living 

in Inaka was that it was a lot quieter and more relaxing than the city. After that, it was time to visit the 

Daimyo festival.  

As soon as we arrived, the festival was already busy, it was already hard to move. It was obvious that 

this was a big event, everyone was excited and was eager to see the parade. From this alone, it was clear that 

this was one of the biggest events of the year. 

Unfortunately once the festival had ended, so had my time in Yakage. All throughout the time I was 

amazed at just how welcoming the people were, and while leaving, I was already looking forward to visiting 

the village again the following Sunday. I cannot thank the Inoue family enough for the time they spent with 

me and I hope that I can spend more time with them in the future 

（ホームステイの経験） 

（最初にホームステイのクラスに登録したときは、どうなるのかよくわかりませんでしたが、全く見知らぬ人

の家に滞在することを考えると最初は少し怖気づいてしまいました。しかし、ホームステイプログラムが終わ

った後は、私が日本に滞在している中で最も満足のいく体験の一つだったと心から言えます。ホストファミリ

ーや矢掛の人たちから受けたようなおもてなしや思いやりを他人から受けたことは一度もありませんでした。

私が矢掛に滞在している間ずっと、矢掛の人々は本当に私が期待する以上のことをしてくれました。ホストフ

ァミリーと過ごす間にホストファミリーや村、岡山についての一般的な質問をする機会がありました。 

 ホストファミリーの家に着いて、最初に気づいたことは彼らの家がかなり大きいということでした。岡山市周

辺でよくみられるアパートとは全く対照的でしたホストファミリーに尋ねたところ、一軒家はとても広いけれど、

岡山市内のアパートはもっと便利だということでした。（それでも、ホストファミリーは一軒家のほうがいいそ

うです。）最初の日は料理をしたり（そして、たくさん食べました。）、静かな町を歩き回ったり、いも掘りをした

り（二番目に気に入ったこと）、夜にお酒を飲んだり（一番気に入ったこと）といったたくさんのことをしまし

た。 

 晩御飯を食べ、ビールを飲みながら、ホストファミリーのことや矢掛のことを質問する機会がありました。町

を散策している間、矢掛の人たちがとても親切なことに驚きました。みんなが「こんにちは」と言ってくれまし

た。。飲んでいる間、たくさんのことを話しました。ホストファミリーのお父さんは矢掛の中の地域社会を楽し

んでいると言っていました。しかし、田舎の村で暮らすのは不便だと思うこともいくつかありました。ホストフ

ァミリーの娘さんは、バレーの練習のために福山まで通わなければならないそうです。お父さんも仕事のために

岡山市まではるばる通わなければなりません。仕事のためにとても遠くまで通わないといけないけれども、運転

するのがとても好きなので、苦にならなそうです。（素敵な車を持っていました。） 
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 次の日は（二日酔いもなく起きました。）、私とホストファミリーは小さな山に登りました。頂上からの眺めは

美しかったです。頂上でホストファミリーが言っていたのは、田舎で暮らしていて一番いいのは都市部よりとて

も静かでさらにくつろげるところだということです。その後、大名祭りに行く時間となりました。 

 私たちが到着すると、もうすでにお祭りは混雑していて、動くのも大変でした。このお祭りが大きなイベント

であることは間違いなく、みんながわくわくしていて、パレードをどうしても見ようとしていました。このこと

だけでも、このお祭りが一年で最も大きなイベントの一つだということは明らかでした。 

 残念ながら、お祭りが終わるということは、私の矢掛での滞在も終わるということでもありました。矢掛での

滞在中ずっと、私は矢掛の人たちがとても歓迎してくれていることに驚き、矢掛を離れる頃には、次の日曜日に、

もう一度、村を訪れることが楽しみになっていました。一緒に過ごしてくれた一家には感謝してもしきれません。

今後、もっと長い時間を一家と過ごすことができればいいなと思います。） 

 

 

【Bryan Hui】 

Homestay Paper Assignment 
Although it was just for a weekend, I thought my homestay family experience was unique and a nice 

getaway from student life at Okayama University. With the help of the teachers, I was matched with the 

wonderful family consisting of the husband, the wife and also her mother. At first, I was skeptical because 

of their age, but I soon came to realize that it did not matter. I genuinely enjoyed my time in their care and 

hope to visit again soon. 

To my surprise, both the husband and the wife had only moved to Yakage 19 months prior. They had 

been living in Osaka with their son before that. Their daughter was married and was not living with them 

at the time. Yakage was her hometown and due to her mother’s health, they thought it would be best to 

move back in order to take care of her. Shigeru had always wanted to work on a garden, and moving to 

Yakage enabled him to do that. The move itself was easy because they are both retired, however, I got the 

feeling that they missed city life in Osaka. They did not know too much about Yakage, but we did still enjoy 

chatting and eating with one another. 

The husband and the wife did not miss any opportunity to give me food. I had told them that I was a 

big food person and from the time that I arrived until the time that I left, I was barraged with an array of 

foods.  Over the course of the homestay, I’ve had some of the best home cooked Japanese food since I have 

arrived in Japan. I told them I was a drinker and they immediately offered wine, beer, 日本酒, and other 

liquors. For lunch, we grilled 秋刀魚、椎茸、 pork, chicken, and green peppers outside, made おでん, and 

grated fresh daikon from the garden. She had also introduced me to シジミ汁, a great hangover remedy 

because it removes the alcohol toxins in the liver. For dinner, we had 手巻き寿司 consisting of たまごや

き、cucumber, shrimp, avocado, and lettuce. In addition, she allowed me to both prep and cook the steaks 

as I told her I enjoyed cooking as well. On top of that, we had homemade shrimp, 椎茸、and ごぼう 

tempura. This was my first time hearing of and also eating ごぼう which I thought was one of the best 

tempuras I have ever tried. We ended the night eating fresh persimmons from the garden. 

I really wanted to ask my host family more about how they view city life, being that they were living 

in Osaka, after moving to Yakage. As for me, traveling to Okayama, known to be the countryside, from 

New York City, the gap is pretty huge. I had also lived in Tokyo for 2 months and feel as if Okayama can 

only offer so much. I feel like there are a lot of missed opportunities for people living in in the countryside. 

He has an interest in Thai, and was both taking classes and conversing with people in Osaka, but now does 

not have that opportunity. She was an English teacher 5 years ago, but had slowly lost interest in the 

language, especially since moving back to Yakage. It was only when I saw her last did she say that I had 

rekindled her passion for learning English again. Next time I want to ask them about all the things they 

left behind in Osaka and how they are making do with it in the Yakage. 

I was lucky to have been part of a homestay family that treated me as if I was their own. It touched 

me when they had told me I had reminded me of their son when he comes to visit and that they thoroughly 

enjoyed my being there as much as I did theirs. We all got to enjoy the 大名行列 for the first time together 

and the whole weekend overall. I cannot imagine staying with a better host family and hope to see them 

soon. 

（週末だけでしたが、ホームステイの経験は特別で、岡山大学の学生としての生活から離れることができて、

よかったです。先生方の助けもあって、夫と妻、妻のお母さんがいる、すばらしい家族の家に滞在することに

なりました。最初は、ホストファミリーの年齢を聞いて大丈夫かなと思っていましたが、すぐに、年齢は問題

ではないということがわかりました。ホストファミリーにお世話になりながら、私は純粋に楽しかったです

し、またすぐに訪れたいと思います。 

 驚いたのは、ご夫婦は 19 ヶ月前に矢掛に引っ越してきたばかりだったということです。以前は、息子さんと

大阪で暮らしていました。娘さんは結婚していて、一緒に住んではいませんでした。矢掛は奥さんの故郷で、奥

さんのお母さんの健康状態を心配して、世話をするために矢掛に戻るのが一番いいと考えたそうです。ご主人は
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ずっと家庭菜園をしたいと思っていて、矢掛に移住することで実現することができました。お二人は引退されて

いるので、移住そのものは難しいことではなかったようですが、私はお二人が大阪での都市部の生活を恋しく思

っているように感じました。お二人は矢掛のことはあまりよく知らないようでしたが、私たちは一緒におしゃべ

りしたり、食事をしたりして、楽しみました。 

 奥さんとご主人は常に私に食べ物をすすめてくれました。私は大食漢だと伝えていたので、到着してからお別

れするまで、ずっとたくさんの食べ物を出し続けてくれました。ホームステイの間、私は日本に来てから食べた

中で一番おいしい日本の家庭料理を食べました。お酒が飲めると伝えるとすぐに、ワインやビール、日本酒やそ

の他のお酒を出してくれました。昼食には屋外でサンマや椎茸、豚肉、鶏肉、ピーマンを焼いて食べたり、作っ

てあったおでんを食べたりしました。家庭菜園で採れた新鮮な大根の大根おろしもありました。奥さんはシジミ

汁を紹介してくれたのですが、シジミ汁は肝臓のアルコール毒素を取り除くので、二日酔いを和らげるのにとて

も効果があるそうです。夕食には卵焼き、きゅうり、えび、アボカドやレタスで手巻き寿司をしました。加えて、

奥さんはステーキの準備や調理をさせてくれて、料理をするのは楽しいと伝えました。その上、家庭で揚げたえ

び、椎茸、ごぼうの天ぷらを食べました。この時初めて「ごぼう」というものを知って、食べましたが、今まで

食べた天ぷらの中で一番おいしいかったです。庭で採れた新鮮な柿を食べて、この日の夜は終わりました。 

 矢掛に移住した後、以前住んでいたのが大阪ということで都市部の生活がどんなものかについて、もっとホス

トファミリーに聞いてみたいと、とても思いました。私自身について言えば、ニューヨークから地方と言われる

岡山に来てみて、その差はあまりにも大きかったです。私は２か月間、東京にも住んでいたのですが、岡山でで

きることは限られているように感じます。私は地方に住む人たちは多くの機会を逃しているように感じます。ご

主人はタイに興味があり、大阪ではタイ語のクラスに通い、タイの人たちと話していましたが、今はその機会が

ないそうです。奥さんは５年前まで英語の先生でしたが、特に矢掛に戻ってからは、言葉への興味はゆっくりと

なくなっているそうです。この間、奥さんに会ったときに、私に会ったことで、また英語を学ぶ気持ちが蘇って

きたと言っていました。大阪に残してきたすべてのものと矢掛ではそれをどのように埋め合わせているのかにつ

いて次回は聞いてみたいと思います。 

 私をまるで家族のように扱ってくれて、家族の一員として過ごせたことはラッキーでした。私を見ていると、

矢掛に訪ねてくる息子さんを思い出すと言ってくれたり、私もホストファミリーと一緒にいて楽しかったように、

彼らも私がいてくれてとても楽しいと言ってくれたりして、感動しました。週末はずっと、一緒に初めての大名

行列を楽しみました。これ以上すばらしいホストファミリーはいないと思います。すぐにまた会えたらいいなと

思います。） 

 

 

【Luigi Anne Aument】 

Yakage’s Pride 
Yakage is a small town approximately one hour away by car from Okayama City. The homestay class 

travelled by bus to spend the weekend with a local Japanese family, and the aim is to gain insight into the 

way in which Japanese households functioned. My host family, the Haradas, along with the other families 

greeted us international students with such warmth, and overall I felt that the weekend I spent in Yakage 

was one of the best weekends I have had here in Japan. Not only did I go out of my comfort zone (I climbed 

a small mountain and made friends with the pet dog!), but I also revisited some familiar habits, such as 

visiting Shinto shrines (じんじゃ) and Buddhist temples (おてら). The latter of the two, I think, should be 

considered as one of the prides of Yakage, despite the town’s fairly obvious ties to the Edo practice of 

sankin-kotai (参勤交代). 

Yakage is an historic town. Formerly a post station along the Sanyodo (山陽道), which is a Japanese 

geographical term meaning “an ancient division of the country and the main road runningthrough it” 

(Frédéric, 2002), it boasts an inn for governmental officials called honjin (本陣). Resulting from all this 

history is the samurai parade held annually in November, whereby volunteers dress in the traditional gear 

of the Edo period and walk down the streets in a steady procession. Yakage is clearly proud of this 

heritage, although I would argue that the town has more to offer than a parade that happens once a year. 

I visited a Shinto shrine and two Buddhist temples, all in the span of one afternoon. It helped that 

they were all within walking distance, but the fact that the Harada family made an effort to show me these 

places was interesting to me. The Shinto shrine was new and the torii (鳥居) were made of concrete, so I am 

reluctant to say that this shrine is not quite what you would want foreign visitors to see. The Buddhist 

temples, however, were breathtaking to behold: they were well-kept and structurally beautiful. They were 

almost intimidating to visit, especially when I was invited to enter one of the main buildings in the second 

temple and saw the splendor of the treasures kept within. Not only was the sight overwhelming, but so was 

the scent; incense permeated the room. 

 

Aside from the physical attributes of the Buddhist temples, I found the family’s behavior whilst 

visiting these places a little interesting. Either they were delighted for me, a foreigner who would not likely 
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have had a lot of experiences with Japanese shrines and temples, or they were excited to show off their 

town’s religious sites. When we talked with the temple’s priest, the host mother immediately offered to 

take a picture. The fact that I didn’t have to ask meant that she considered meeting the priest as an 

important event. I was both humbled and proud to have been able to experience something like that. 

In conclusion, I will reiterate that Yakage has more than just the samurai festival to be a proud of. It 

has more than just the honjin, too. It has, at the very least, two very beautiful Buddhist temples. And not 

only that, but I feel that the true object of pride for a town like Yakage is its people: the host families 

welcoming us international students with warm smiles and generous words is something that cannot be 

replaced. 

Works Cited 

Frédéric, L. (2002). Japan Encyclopedia. London: Harvard University Press. 

（矢掛は岡山市から車で約 1 時間離れたところにある小さな町です。ホームステイクラスの私たちは、地元の日

本の家庭で週末を過ごすためにバスで行きました。そしてその目的は、日本の家庭がどのように機能しているか

について理解を深めることでした。私のホストファミリーは、他の家族と一緒に留学生である私たちにあたたか

く挨拶をしてくれました。全体として矢掛で過ごした週末は私が日本で過ごしたなかでも、すばらしい週末とな

りました。心地良い場所に出かけて行っただけでなく、（小さい山に登ったり、ペットの犬と友だちになったり

しました。）神社やお寺といったような、町の人たちに根付いている身近な場所を再訪したりもしました。この

町は江戸時代の参勤交代と密接な関わりがありますが、それ以上にお寺は、矢掛の誇りとすべきもの一つだと思

います。 

 矢掛は歴史のある町です。元々は山陽道沿いの宿場町でした。山陽道というのは日本の地理学的な観点では、

「古くから国を分け、その国を通り抜ける主要な道」です。(Frédéric, 2002) 矢掛は本陣と呼ばれる幕府の官僚

のための宿を誇りにしています。この歴史的な事実に基づいて、11 月には毎年、大名行列が行われ、ボランティ

アの人たちが江戸時代の伝統的な服を着て、通りを行列になって、一歩一歩着実に進んで行きます。矢掛は明ら

かにこの遺産を誇りに思っているようですが、私としては一年に一回のパレードよりもっと提供すべきものがあ

ると強く言いたいです。 

 私は午後の時間を使って、神社と２か所のお寺を訪れました。どの場所も歩いて行ける距離にあって良かった

のですが、家族がこの場所を私に見せようとしてくれていることが私には興味深かったです。神社は新しく、鳥

居はコンクリートで作られていたので、言いにくいのですが、この神社はあまり、矢掛を訪れる外国人に見せた

いというものではありませんでした。しかし、お寺を見た時は、息をのみました。お寺は手入れが行き届いてい

て、構造的に美しかったです。訪れるのが怖いような雰囲気で、特に二つ目に訪れたお寺の本堂に入るよう促さ

れて、その中にある宝物の輝きを見た時にそう感じました。圧倒されるような光景だけでなく、匂いもそうでし

た。部屋中に染み渡っている線香の香りです。 

お寺の建物としての特徴の他に、ホストファミリーのこういう場所を訪れるときのふるまいが少し興味深いと

思いました。日本の神社やお寺に行ったことがあまりないような外国人である私を案内できて喜んでいる、ある

いは彼らの町の神社仏閣を紹介できて、とても楽しいといったような感じでした。お寺の僧侶と話をした時にホ

ストマザーはすぐに写真を撮ることをお願いしていました。彼女が、僧侶と会うことが重要な出来事だと考えて

いることは聞くまでもありませんでした。このようなことを経験することができて、恐縮もし、誇りにも思いま

した。 

 結論として、繰り返しますが、矢掛には大名行列以上に誇りに思うべきものがもっとあります。本陣だけでも

ありません。少なくとも、矢掛にはとても美しい二つのお寺があります。そして、それだけでなく、矢掛のよう

な町にとって真の誇りとなるものは、そこに住む人々だと感じます。私たち留学生を暖かいほほえみと思いやり

のある言葉で歓迎してくれるホストファミリーのみなさんは何物にも代えがたいものです。 

参照：Frédéric, L. (2002). Japan Encyclopedia. London: Harvard University Press.） 
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（８）大名行列ボランティア 
 

□実施日： 平成 28年 11月 12(土)～13日(日） 

□場 所： 岡山県小田郡矢掛町 

□内 容： 「矢掛の宿場まつり」大名行列実行委員会に協力をいただいて、第 41 

回岡山県矢掛町の宿場まつり大名行列に留学生９名が参加した。前日 

に準備の手伝いをし、当日は大名行列の一員として、衣装をつけ、化 

粧をし、町を歩いた。 

□参加者： 

 

９名  

Bethany Cummings（ﾍﾞｻﾆｰ ｶﾐﾝｸﾞｽ） 英国 

Sydny Williamson（ｼﾄﾞﾆｰ ｳｨﾘｱﾑｿﾝ） アメリカ 

Mariah Armstrong（ﾏﾗｲｱ ｱｰﾑｽﾄﾛﾝｸﾞ） アメリカ 

Simona Pakutinskaite（ｼﾓｰﾅ ﾊﾟｸﾃｨﾝｽｹｲﾃ） リトアニア 

Ryan Nishioka（ﾗｲｱﾝ ﾆｼｵｶ） アメリカ 

Shou D Zhang （ｼｭｰ ﾃﾞｨｰ ｻﾞﾝ) アメリカ 

David Lakin（ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ ﾚｲｷﾝ) 英国 

Murtaza Dostdar（ﾑﾙﾀｻﾞ ﾄﾞｽﾄﾀﾞｰ） オーストラリア 

Tyler Shoffner（ﾀｲﾗｰ ｼｮﾌﾅｰ） アメリカ 

□引 率： 地域総合研究センター 岩淵 泰 

国際教育オフィス L-café 藤本 真澄 

グローバル・パートナーズ 宇塚 万里子 

□スケジュール： ＜11月 12日＞ 

 10:20 岡山大学清水体育館前に集合 

 10:30 矢掛町江良地区に向けて出発 

 12:00 矢掛町に到着、昼食 

 13:30 大名行列準備の手伝い 

 15:30 解散 宿泊 

 ＜11月 13日＞ 

 8:00 集合(衣装着付け、化粧、練習) 

 12:30 大名行列出発 

 15:00 大名行列到着 

 15:30 解散 

 16:00 矢掛駅集合 

 17:00 岡山駅到着 解散 
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【大名行列の準備】 

   

   

   

 

【大名行列】 
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（９）やかげウェルカムパーティー 
 

□実施日： 平成 28年 11月 20日（日） 

□場 所： 岡山県小田郡矢掛町江良地区江良谷川公園 

□内 容： 矢掛町江良地区の有志団体「輝け！江良元気会」が中心となり、青 

年部や子ども会、高齢者サロンの協力を得て実行委員会を立ち上げ、 

岡山大学の留学生との交流会を実施した。 

□参加者： ＜矢掛町江良地区の方々＞約 30名 

 ＜岡山大学＞留学生 32名・日本人学生３名 

 （留学生内訳） 

 リトアニア １名 アメリカ ７人 

 オーストラリア １人 イタリア １人 

 フランス ２人 中国 ９人 

 イラン ３人 ミャンマー ４人 

 マレーシア １人 ドイツ １人 

 ベトナム １人   

 教員：地域総合研究センター 岩淵 泰 

    国際教育オフィス L-café 藤本 真澄 

    グローバル・パートナーズ 宇塚 万里子、中 詳子 

□スケジュール： 8:00 岡山大学清水体育館前に集合 

 8:30 矢掛町江良地区に向けて出発 

 9:50 矢掛町江良地区に到着 

 10:00 班に分かれて、自己紹介、ゲームなど 

 12:00 昼食、もちつき 

 13:30 矢掛町江良地区散策・芋掘り 

 15:30 お別れの会 

 16:00 矢掛町江良地区を出発 

 17:30 岡山大学に到着、解散 
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【交流の時間】 

   

   

   

   

   

   
 



活動報告

 

 
56 

 

【散策と芋掘り】 

   

   

   

【お別れ】 
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＜参加者アンケート結果＞ 

学生アンケート回答数： 31 

①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） 
②参加して楽しかったですか？ 

大変よく交流できた 13 とても楽しかった 26 

よく交流できた 11 楽しかった 5 

まあまあ 3 ふつう 0 

あまり交流できなかった 3 あまり楽しくなかった 0 

ぜんぜん交流できなかった 1 ぜんぜん楽しくなかった 0 

 

③今回のアクティビティについてどう思いましたか？ 

 大変よい よい まあまあ よくない 
全く   

よくない 

地元の人とのゲーム 22 8 1 0 0 

フォークダンス 19 9 2 0 1 

昼食 30 1 0 0 0 

江良地区の散歩 26 5 0 0 0 

芋掘り 20 10 1 0 0 

      

どのゲームが一番おもしろか

ったですか？ 

Dancing（ダンス）、いもほり、しあわせのダンス、 

しあわせなら dance（ダンス）、dancing with music（音楽に合わせ

てのダンス）、じゃんけんぽん、Rabbit Dance(ラビットダンス) 

ダンスは楽しかったので、もう「じゃんけん」をしたくないです。 

何が一番おいしかったです

か？ 

魚、さつまいも、鮎、さかなや焼き鳥、おもち、とり、あんこもち、

やきにく、全部、お汁とやきとり、とりやきともち、ぜんざい、スー

プ、果物 

お肉が好きですが、魚もおいしかったです。 

団子を作るのもたのしかったです。 

どこが一番よかったですか？ 寺、家、芋掘りの場所、二番目に行った寺、長い廊下のある建物、す

べてがよかった、じんじゃ、すべての場所、神社（若宮神社）、お寺

はすごいきれいだったし、紅葉もきれいだった、川と木、いなか道、

山、きんじょとお寺 
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④ いちばん楽しかったことは何ですか？ 

 Dance(ダンス)＜イラン＞ 

 I loved to meet so many different people! I can’t say, that I loved one thing more than the others. 
Going on the walk, digging up potato, dancing or eating. Everything was very good! 

（たくさんのいろいろな人に会って楽しかったです。ひとつだけ一番楽しかったことを選ぶなんてこ 

とはできません。散策、芋掘り、ダンス、食事。すべてがとても良かったです。）＜ドイツ＞ 

 

 I’m very happy in all day. All the part in Yakage town are very fun, and I enjoy it very much, 

delicious food and hospitable people in the town makes all the thing very unforgettable. 
（一日中とても幸せでした。矢掛町のどの部分もすべてとても楽しく、とても楽しめました。おいし 

い食事やおもてなしがすばらしい人たちのおかげで、すべてが忘れがたいものとなりました。） 

＜中国＞ 

 ぜんぶは楽しかったです！＜リトアニア＞ 

 I enjoyed eating a variety of foods and participating in the making of mocha. 

（いろいろな食べ物ともちつきに参加したのが、楽しかったです。）＜アメリカ＞ 

 Walking around the town. （町を歩き回ったこと。）＜ミャンマー＞ 

 Eating and talking with everyone.（食事といろいろな人と話したこと。）＜ミャンマー＞ 

 もちをつくることです。＜中国＞ 

 In this event, my favorite parts were participation of children with playing games and sweet 

potato digging event.（このイベントで楽しかったのは子どもたちと一緒にゲームをしたことと、芋

掘りをしたことです。）＜ミャンマー＞ 

 Dancing with the local people and having a lunch with them. 

（地域の人たちとダンスをしたり、一緒に食事をしたりしたことです。）＜イラン＞ 

 江良散策＜日本＞ 

 皆と写真を撮ること。＜中国＞ 

 I liked the BBQ because I could walk with many people and share delicious food with them. 

（たくさんの人たちと話し、おいしい食事を一緒に食べられたので、BBQ が楽しかったです。） 

＜アメリカ＞ 

 子供と一緒に遊んだことが一番楽しかったです。でも、違う地域の人もよかったです。現地人に会

うとき、彼らのおもてなしを感じて、すごいいい雰囲気がありました。＜フランス＞ 

 First, I think the game is very interesting, second, the lunch is so delicious. And the people is so 

kind. Thank you very much. It’s so lucky for me. 

（一つ目にゲームはとてもおもしろかったです。二つ目に昼食はとてもおいしかったです。そして、 

地域の人たちはとても親切でした。ありがとうございます。本当にラッキーでした。）＜中国＞ 

 Have lunch with everyone. Make mochi.（みんなとランチを食べたこと。もちつき。） 

＜フランス＞ 

 いもほり。こどもとしゃべりながら、いもほりして、とてもいい交流ができた。＜マレーシア＞ 

 First, when we play games with local people, I really feel happy to join this event. Second, I taste 

the traditional Japanese food by local people. I really happiness. 

（一つ目に地域の人たちとゲームをしたとき、このイベントに参加して楽しいと本当に幸せでした。 

二つ目に地域の人たちが用意してくれた伝統的な日本食を味わったことです。本当に幸せでした。）

＜中国＞ 

 Dancing. Playing with kids.（ダンス。子どもたちと遊んだこと。）＜イラン＞ 

 I really enjoyed potato digging. I had a lot of fun, especially with the kids. The kids really made 

this event extremely enjoyable. 

（芋掘りが本当に楽しかったです。とても楽しく、特に子供と一緒に楽しめました。子供がいたこと 

で、このイベントが本当に楽しいものとなりました。）＜アメリカ＞ 

 Walking around with the local, visiting the temple and making mocha. 

（地域の人たちと歩き回ったことやお寺を訪れたこと、もちつき）＜フランス＞ 

 おいしい食べ物を食べるながら、みんないっしょに話すことが好きでした！＜アメリカ＞ 

 It was definitely the walk in group with the children while taking pictures together with 

everybody else. 

（間違いなく、子どもたちと一緒にグループで写真を撮りながら、他の人たちも一緒に散策をしたこ 

とです。）＜イタリア＞ 
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⑤ 感想・意見 

 ありがとうございます！また、やかげへ行きたいです！＜アメリカ＞ 

 I want to do the homestay in January!（１月にホームステイをしたいです。）＜フランス＞ 

 Have more free time to walk in Yakage.（矢掛でもっと自由時間が欲しかったです。） 

＜フランス＞ 

 

 The hospitality of Japanese people is beyond my understanding! I have never felt so welcomed, 

especially as a foreigner. I really enjoyed my time in Yakage, I would love to come often. 

（日本人のおもてなしは私の理解を超えています。特に外国人としてこんなに歓迎されたことはあり 

ませんでした。矢掛では本当に楽しみました。また、来たいと思います。）＜アメリカ＞ 

 It was wonderful day. I enjoyed a lot. The people were extremely warm and welcoming. 

（すばらしい日でした。とても楽しかったです。地域の人たちはとても暖かく、歓迎してくれまし 

た。）＜イラン＞ 

 I have been Japan for one year. This is the best time to stay with local people, talk, play games, 

and enjoy delicious food. I really thank you for your arrangement. I hope we can have more 

chance. 

（私は１年日本にいますが、地域の人たちと時間を過ごし、話し、ゲームをし、おいしい食べ物を楽 

しむことができて、今回が一番楽しい時間となりました。企画していただき、ありがとうござい 

ます。もっとこんな機会があればいいと思います。）＜中国＞ 

 全部よかったです。＜マレーシア＞ 

 It’s a great day. We have a great time with each other. The local people is so kind. I can eat 

forget the memory. It’s so interesting. And I want to join the same party again. 

（すばらしい日でした。みんなと一緒にすばらしい時間を過ごしました。地域の人たちはとても親切 

です。今日の思い出を忘れることはできません。とてもおもしろかったです。また、同じパーティ 

ーに参加したいです。）＜中国＞ 

 私はもっとブラブラ歩きたかったんです。あの地域はきれいだから、たぶん山に登ったほうがいい

と思います。＜フランス＞ 

 Today’s event was so much fun. I met many people and talked a lot. I hope to be able to do it 

again in the future. 

（今日のイベントはとても楽しかった。たくさんの人たちに会って、たくさん話をしました。もう一 

度、こんなイベントに参加することができたらいいなと思います。）＜アメリカ＞ 

 とても楽しかった。また来ます。＜中国＞ 

 やかっぴーが来てくれてよかったと思う。いろいろな人（留学生もやかげの人も両方）に声をかけ

ることができた。＜日本＞ 

 It was a very good day and I enjoyed a lot. 

（とてもいい日でした。とても楽しかったです。）＜イラン＞ 

 I don’t have any suggestions, it was very fun! 

（提案は特にありません。楽しかったです。）＜アメリカ＞ 
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 I would like to understand more Japanese, so I can communicate well with people. My 

Japanese was poor now. I will try more. Thank you for everything. 

（もっと日本語を理解したいです。そうすれば、上手にコミュニケ―ションが取れるからです。 

今は、私の日本語は上手ではないです。もっと挑戦したいです。いろいろとありがとうございまし

た。）＜ミャンマー＞ 

 たのしかったです。日本語つかえるし、おいしいたべものをたべるし、とてもよかったです。ま

だ、いきたいです。＜中国＞ 

 Please provide the detailed schedule in advance. 

(詳細なスケジュールを事前に用意してください。)＜ミャンマー＞ 

 I think we should have some seating as standing on the hill can be quite disorienting. It would 

be cool if we could help in the preparing of some of the foods. 

（斜面に立っているのはかなり不安定な感じだったので、どこか座る場所があったほうがよかったと 

思います。食事の準備のお手伝いができるとすばらしかったです。）＜アメリカ＞ 

 I liked it very much. I want to visit Yakage again. The people there are so nice and generous. I 

am happy, that I could meet them all. 

（このイベントはとても楽しかったです。また、矢掛を訪れたいです。矢掛の人たちはすばらしく、 

思いやりがあります。矢掛のみなさんに会えて、とても幸せです。）＜ドイツ＞ 

 とてもたのしかったです。ありがとうございました。＜リトアニア＞ 

 Thank you for doing so much thing for us. I really have a good day. The local people are very 

hospitable and very interesting and the gifts are very great. Thank you all the people in the 

town and all teachers. 

（私たちのためにいろいろとしてくださり、ありがとうございます。本当に楽しい一日でした。地域 

の人たちはおもてなしの気持ちをとても持っていて、また、とてもおもしろい人たちでした。お土 

産もとてもすばらしかったです。町のみなさんと先生たちに感謝します。）＜中国＞ 

 Thank you for everything and your hospitality. 

（いろいろとおもてなしをありがとうございます。）＜イラン＞ 
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（１０）ホームステイ２ 
 

＜留学生に対する事前事後の指導＞ 

平成 28年 12月７日(水) オリエンテーション 

ホストファミリーへの情報提供のため、各自

の情報を記入 

ホストファミリーへのビデオレター撮影 

平成 28年 12月 21日（水） ホームステイについての留意事項等を伝える 

平成 29年１月７日(土)～８日(日) ホームステイ 

平成 29年１月 25日(水) グループプレゼンテーション 

レポートの提出 

アンケートの記入 

 

＜受入家庭に対する説明会＞ 

□実施日： 平成 28年 12月 18日（日） 

□場 所： 岡山県小田郡矢掛町江良公会堂 

□内 容： ホームステイの受入家庭との意見交換を行い、留意事項を伝え

た。ホームステイをする学生の情報をお知らせし、学生からの

ビデオレターを視聴した。 

□参加者： ＜ホームステイ受入家庭＞ 

９家庭 

＜輝け！江良元気会＞ 

坪井悟様、福井竹夫様、奥村幹雄様 

＜岡山大学＞ 

教員：地域総合研究センター 岩淵 泰 

   国際教育オフィス L-café 藤本 真澄 

職員：地域総合研究センター 山脇 知子 
 
 
【説明会】 

   
 

 

 

 

 

 

 

  



活動報告

 

 
62 

 

＜ホームステイ＞ 
 

□実施日： 平成 29年１月７(土)～８日(日） 

□内 容： 授業として今年度二回目のホームステイを行った。矢掛町江良地区を 

中心にホストファミリーを募集し、授業に登録した学生の中から矢掛 

町でのホームステイ希望者を募り、宿場まつりの日程に合わせて、１ 

泊２日のホームステイを行った。 

ホームステイを通じて、岡山の農村部での生活や文化に触れ、体験す 

ることで、日本の生活様式や文化について学ぶ。また、普段接するこ 

との少ない様々な世代の人たちと交流することを目的とした。 

□受入家庭： ９家庭 

 Samuel Calonkey（サミー） アメリカ 

Jonny Ting（ジョニー） アメリカ 

Murtaza Dostdar（ムルタザ） オーストラリア 

金 唯濱（ユビン） 韓国 

曹 小映（ソヨン） 韓国 

Kim Joong Hyun（ヒュン） 韓国 

Andy Hare（アンディー） アメリカ 

Jonathan Nuwanyakpa（ジョナサン） アメリカ 

Kyle Nelson（カイル） アメリカ 

□スケジュール： ＜１月７日＞ 

 8:15 岡山大学清水体育館前に集合 

 8:30 矢掛町江良地区に向けて出発 

 

9:40 矢掛町江良地区に到着 

江良公会堂にてホストファミリーと対面後、 

各家庭へ 

 ＜１月８日＞ 

 各家庭で過ごす 

 16:30 矢掛駅に集合  

 17:00 電車にて岡山へ 
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【ホストファミリーとの対面】 

   

 
 

 

【ホームステイ中】 
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【お別れ】 
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＜参加者アンケート結果＞ 

学生アンケート回答数： ８ 

①-1 楽しかったですか？ 

とても楽しかった： ８ 
 

①-2 その理由を教えてください。 

・My host family gave me a tour of Yakage, as well as allowed me to experience what life is like in a 

Japanese household. 

（ホストファミリーは、日本の家庭の生活がどのようなものなのかを体験させてくれたのはもちろん、

矢掛の町の案内もしてくれました。） 

・The family were very warm and hospitable. I felt as if I were a part of their family. 

（ホストファミリーはとてもあたたかく、歓待してくれました。まるで家族の一員になったように感じま

した。） 

・Spoke lots of Japanese. Experienced traditional lifestyle. Good and new food. Explored the historical 

and beautiful town of Yakage. Learned a lot. 

 （日本語をたくさん話しました。伝統的な日本の生活を体験しました。おいしくて、初めての食べ物。

歴史がある美しい矢掛の町を散策しました。たくさんのことを学びました。） 

・They cared me a lot and I can feel how they prepared for me. They were really nice and complimented 

a lot for me to have confidence with using Japanese. 

（ホストファミリーは私のことをとても気にかけてくれて、私を迎えるためにどれほど準備をしてくれ

ていたかを感じることができました。本当に素晴らしい人たちで、私が自信を持って日本語を話すよう

にたくさんほめてくれました。） 

・It was really fun meeting with all of family members especially the two children. Talking with all 

the family members. 

（ホストファミリーの人たち、特に２人の子どもたちと会えて、話したことが本当にたのしかったです。） 

・Lots of Japanese practice. Genuine experienced Japanese culture and homelife. Got “inside view” of 

inaka city. Nice to be member of family. 

（日本語の練習がたくさんできました。日本の文化と家庭生活の本物の経験をしました。田舎を内側から

見ることができました。家族の一員になれて、よかったです。） 

・食べ物がめっちゃおいしかった。超親切な家族。おみやげももらって・・・。マゴが本当にかわいくて

たまらなかった。 

 

②-1 食事は楽しめましたか？ 

はい： ８   いいえ： ０ 
 

②-2 なにがよかったか、わるかったか、教えてください。 

・刺身を直接作ってみたり、一緒にお互いの国の料理をしまして、楽しかったです。 

・My host family cooked a variety of new foods for me to try. I was surprised by the amount of food 

that is eaten during each meal. It was very delicious. 

（ホストファミリーは私が試せるように、いろいろな種類のあたらしい食事を作ってくれました。それぞ

れの食事で食べる食べ物の多さに驚きました。とてもおいしかったです。） 

・The dishes were homemade, and I was able to help out preparing some of the dishes. 

（食事は手作りで、食事の準備を手伝うこともできました。） 

・Good variety of ingredients. Healthy and delicious. 

（おいしくていろいろな種類の食材があり、健康的でおいしかったです。 

・Everything was really delicious and they seem like put a lot of effort to it. 

（すべてのものが本当においしくて、準備にたくさんの手間暇をかけてくれているようでした。） 

・It was the first time I tried nabe and it was great, same as all of the food. 

（初めて鍋を食べましたが、どの食べ物とも同じように、とてもおいしかったです。）     

・They were new foods, and I liked them. （どれも初めて食べて、どれも気に入りました。） 

・ぜんぶ口に合った。超おいしかった。 
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③食事以外で、なにか困ったことがありましたか？ 

・ありませんでした。 

・My Japanese language ability was poor, so I had some difficulty having conversations with my 

family. However, we were able to understand each other. 

（私の日本語の能力は低いので、ホストファミリーと会話をするのは難しかったです。しかし、お互いに

理解することはできました。） 

・Communications was difficult as I don’t speak fluent Japanese but we overcome this through 

helping. 

（私が日本語を流暢に話せないので、コミュニケーションは難しかったですが、助け合いで乗りこえまし

た。） 

・Speaking, because of my limited Japanese skills. 

（話すことです。私の限られた日本語力のためですが。） 

・すべてがすばらしかったです。 

・Speaking was a bit difficult due to my Japanese level, however, the family spoke English so it was 

good. 

（私の日本語レベルせいで、少し話すことが難しかったです。しかし、ホストファミリーは英語を話して

くれたので、よかったです。） 

・別にない。外国人なので、日本語が完璧でないから、ちょっと無礼だったかもしれないです。 

 

④滞在中はどんな体験をしましたか？ 

・文化センターにいって一緒に運動したり、料理を作りました。二日目は雨が降って、家の中でおしゃべ

りしました。 

・The first thing we did was explore the surrounding countryside. After that we bought groceries for 

lunch and dinner. I was able to experience sitting under a kotasu for the first time, as well as playing 

with the family dog (a Shibaken). The next day we went to the Ebisu matsuri, and relaxed for the 

rest of the afternoon. 

（まず最初に、周辺の田舎を歩き回りました。その後、昼食と夕食の食材を買いました。初めてこたつに

入る経験をしたり、家で飼っている犬（柴犬）と遊んだりしました。次の日はえびす祭りに行って、そ

の後はゆっくりと過ごしました。） 

・It was really good. I had fun being a part of Seyama’s family. I really hope that we will be able to 

meet in the future. 

（本当にいい体験でした。せやまさん一家の一員になれて、楽しかったです。いつかまた会うことができ

たらいいなと本当に思います。） 

・Quiet, peaceful, relaxing, very educational. Went to explore the nearby town, and rested at home a 

lot chatting about life with host parents. Very nice! 

（静かで、穏やかで、くつろいで、とても教育的な内容でした。家で休みながら、人生についてお父さん、

お母さんとたくさん話しました。とてもすばらしかったです。）  

・I cooked lunch or dinner with my host mother. We went to the festival or old traditional Japanese 

plays. 

（ホストファミリーのお母さんと一緒に昼食や夕食を作りました。祭りや古い伝統的な日本の演劇をみ

に行きました。） 

・The family were really nice and welcominb. Meeting and talking with them about Yakage was a lot 

of fun. 

（家族はとてもすばらしく、歓迎してくれました。彼らと会って、矢掛について話せたことはとてもおも

しろかった。） 

・Quiet weekend with traditional farm family. Toured city, worked a bit in garden, talked a lot about 

life in Yakage+Japan. 

（農業を営む伝統的な家族との静かな週末。町を散策したり、庭で少し作業をしたり、矢掛や日本での生

活についてたくさん話しました。） 

①食べる（多くの食べ物） ②ケーキを作る ③畑でやさいを取る ④矢掛本陣訪問 ⑤美術館訪問 
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⑤ホストファミリーへのお礼の連絡（E メールなど）を出しましたか。 

はい： ８    いいえ： ０ 

（電話： １）   

（E メール： ４） 

 （LINE： ２） 

（不明： １） 

 

⑥またホームステイをしてみたいですか。 

はい： ８                 いいえ： ０ 

（もっと長く ２ 一泊 ６ 日帰り ０）  

 

⑥-2 その理由をおしえてください。 

・冬だけじゃなくて夏にも遊びに行ってみたいです。 

・I enjoyed the time that I spent with my host family, but I wish that I was able to stay longer and 

interact with them more. It felt like there wasn’t enough time to get to know them. 

（ホストファミリーと過ごした時間は楽しかったです。しかし、もっと長くいて、ホストファミリーと

もっと交流できたらよかったと思います。お互いを知る時間が十分になかったような気がしました。） 

・I really like the experience. It is in my opinion, a must for foreign exchange students to participate 

in. 

（この体験は本当によかったです。私の意見では、ホームステイは留学生にとって参加必須のプログラ

ムだと思います。） 

・Great experience! Learn a lot. Good to get out of comfort zone. Experience REAL Japanese life and 

culture. 

（すばらしい経験です！たくさんのことを学びました。快適な場所から出ることもいいことです。本物

の日本の生活や文化を経験できます。） 

・I had a lot of fun at homestay and it is great being with an actual family, since we live in student 

dorm in Uni now, so brings back some memories. 

（ホームステイはとても楽しかったです。今は大学の寮に住んでいるので、本当の家族と過ごすのはと

てもすばらしかったです。思い出を持って帰ります。） 

・I think living with a family is much different than living with international students in a 

dormitory. I want to see the home-side of Japan also. 

（家族と生活するというのは寮で留学生と暮らすというのとはかなり違うと思います。私は日本の家庭

の部分もみたいです。） 

・長かったら体がくたくたになるかもしれないと思って。 

 

⑦ホームステイについての意見や感想を自由に書いてください。 

・すごく楽しかったです。 

・I was nervous at first because I didn’t I’d be able to communicate with my host family, and while 

some of that came true, I was able to greatly enjoy my time in Yakage. My host family was very 

nice, and they treated me like one of their own. I would like to do homestay program again someday 

in the future. 

（最初は緊張していました。ホストファミリーとコミュニケーションができると思わなかったからです。

なんとかコミュニケーションができるようになって、矢掛での時間をとても楽しめるようになりまし

た。ホストファミリーはとてもすばらしく、私を家族の一員のように扱ってくれました。いつかまた、

ホームステイプログラムに参加したいと思います。） 

・行く前におたがいに連絡を取った方がいいと思います。 
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・This program is very organized. I would recommend that they ask of student’s level of Japanese. In 

order to make communication easier between the host family and student. 

（このプログラムはとてもまとまっていました。ホストファミリーと学生のコミュニケーションをより

たやすくするために、学生に日本語のレベルを確認することをお薦めしたいと思います。） 

・I only have good things to say.-I feel close to Japan + Japanese than I did before. I hope to also host  

students in the future. 

（いいことしか思いつきません。以前より日本と日本人のことを近くに感じています。将来、学生を受け 

入れられればいいなと思います。） 

・The program is really nice, it provides a great opportunity for all and everyone should take the 

chance. 

（このプログラムは本当にすばらしいです。こういう経験をしてみたいと考えている人にとってすばら 

しい機会を提供しています。）    

・Everything was great.（すべてすばらしかったです。） 

・I’m very grateful to the homestay program for providing me these opportunities to experience life 

with a Japanese family. It has given me unforgettable memories, and I will encourage others to join 

if they have the chance. 

（日本の家族と一緒に生活をする機会を与えてくれたこのホームステイプログラムにとても感謝しま 

す。忘れることのできない思い出をくれました。機会があれば、他の人たちにも参加することをおす 

すめします。） 
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＜受入家庭へのアンケート結果＞ 

アンケート回答数： ８ 

①-1 受入留学生に対する全体的な印象 

好感がもてた： ８    好感がもてなかった： ０ 
 

①-2 その理由を具体的にお書き下さい。  

・控えめでやさしい青年でした。 

・日本語が堪能で様々な分野の知識があり(例えば政治の分野等)、努力家である事。お酒を飲みながら楽

しく語り合えた。 

・子どもたちにも積極的に関わってくれ、一緒にいる時間はとても楽しかった。礼儀もきちんとしてあ

り、好感がもてた。 

・明るく人なつっこくて、礼儀正しい方で孫らも大喜びで楽しい時間を過ごしました。気配りが出来る素

晴らしい女性でした。笑顔が最高です。 

・真面目な穏やかな学生で息子のような気がした。（外見が日本人に似ている。） 

日本文化を理解しようとする努力がみられた。 

・こちらがさせてあげたいことに積極的に取り組まれたことが良かった。 

・いつもニコニコしていて、おだやかな印象だった。わかりづらい岡山弁（江良弁）での会話も一生懸命

聞いてくれて、年寄りの相手も良くしてくれた。自分の事、家族の事などたくさんたくさん話してくれ

た。「何か手伝う事がありますか？」など積極的に声をかけてくれた。 

 

②留学生とのコミュニケーションについて  

できた ４ だいたいできた ２ 半分できた ２ 

（ほとんど日本語 ６ 半分日本語 １  日本語以外（英語）  １） 
 

③ホームステイ後に留学生からお礼（E メール・電話）がありましたか。  

はい： ６    いいえ（1/16 現在） ２ 

（E メール： ３）   

（電話： １）   

（その他： ２）  

 

④-1 留学生は何かプレゼントを持ってきましたか。  

はい： ６    いいえ ２ 

 

④-2 それはどのようなものでしたか。  

・米国のチョコレート 

・韓国のり 

・韓国海苔とお菓子 

・韓国のり、ラーメン 

・オーストラリアドル、新しくできたプラスチック製のもの 

・外国のコイン、英語の絵本 
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⑤留学生とどのように過ごされましたか。  

1/7 11：00 自宅着 家族と話 

     12：00 昼食（お好み焼きを作る） 

   13：00 本陣・矢掛屋見学 

   14：00 明日の山仕事の準備 

       夕食の食材を取りに畑へ行く 

   18：00 夕食（鍋） 風呂 

19：00 家族と団らん  

22：00 就寝 

1/8 8：00 起床 朝食（雑煮） 

  10：00 矢掛（えびす祭見学 

      矢掛ギャラリー） 

12：00 昼食 

  フリータイム 

   (三味線を聞かせる) 

16：15 矢掛駅へ 

 

1/7 四位神社(氏神様)に初詣 

   近所を散策 

  「きらり」で買い物 

   昼食 

   やかげ総合運動公園へ 

   犬と散歩 

   夕食、団らん、入浴 

1/8 朝食（七草かゆ） 

   矢掛「えびす祭り」へ 

   子ども神楽を鑑賞 

  「福の種」を拾う 

   昼食 

   こたつでゆっくり  

   矢掛駅へ送る 

1/7 11：00 自宅着  

         自己紹介 ティータイム 

   11：45 家の中を案内 

   12：00 近所を散策 

（滝様、若宮神社など） 

   13：00 昼食 団らん 

   15：00 矢掛商店街をぶらぶら 

        (本陣、脇本陣、町屋交流館へ) 

   17：00 夕食の食材を採りに畑へ 

       (白菜、ねぎ、水菜、大根など) 

18：00 入浴 

19：00 夕食 

20：00 団らん、トランプなど 

22：00 就寝 

1/8 7：30 朝食 

   9：00 文化センターへ 

        (新成人と写真をとる)  

9：30 矢掛商店街をぶらぶら 

   屋台で昼食(えびす祭り、美術館へ) 

    市場散策 

13：00 神楽鑑賞 

16：45 矢掛駅へ 

1/7 10：30 自宅着 

       お抹茶でおもてなししながら、 

会話 

  11：40 七草がゆを食べる 

  13：00 生け花 

  14：30 お習字（かき初め） 

  15：30 たこあげ 

  16：00 野菜の収穫→すき焼き作り 

      →夕食 

  18：30 マジックを見る 

  19：30 折り紙を折る（ひよこ、鶴、箱、 

にわとり、） 

  20：00 入浴→就寝 

   

 

1/8 8：00 起床 

   8：30 朝食 

(みそ汁、ご飯、納豆、卵焼き、 

ウィンナー、キャベツ、 

レタス、リンゴ） 

   9：30 矢掛恵比須祭り 

子供神楽見学 

  11：30 帰宅 

  13：00 昼食を食べる（天ぷら） 

  14：00 洋風寿司作り 

       (自分の作った洋風寿司をおみや 

げに持ち帰ってもらった。) 

  15：00 ドミノ倒し 

(中川小学校行事参加) 

  16：00 佐藤巧様と合流し、話し合い、 

交流  

  17：00 佐藤巧邸発→送り 

  18：30 岡大到着 

1/7 10：00 自宅着 子どもと遊ぶ 

     12：00 ランチ 団らん 

   14：00 ゴルフセンター打ちっぱなし、 

       若宮神社へ立ち寄り 

   16：00 夕食買い物 

   18：00 夕食 団らん 

22：00 就寝 

1/8 8：30 朝食（おぞうに） 

  10：00 矢掛町 えびす祭り  

    得々市、子ども神楽鑑賞 

    市場散策 

13：00 帰宅 団らん ランチなど 

16：30 矢掛駅 おわかれ 
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毎食の調理、片付けを一緒にした。（そば打ちも経験） 

誕生日のパーティー（ユビンさんの誕生日） 

書き初め（孫と一緒に） 

家族と団らん 

孫との触れ合い 

公民館の催し物参加（豚汁を地元の小学生と一緒に味わった） 

本陣、美術館の見学 

４時頃、一緒に買い物に行って、５時頃、大根の剣と刺身を切り、盛り付けもしてくれました。日

本の巻きずし、金くんには韓国のキンパを作ってもらいました。水炊きをして、雑談しながら、３

人でお酒を飲んで、盛り上がりました。 

１日目は総社の国分寺、鬼の城 

２日目は矢掛の本陣～美星の中世夢が原～児島ジーンズ手作り体験 

 

⑥また、ホストファミリーを引き受けてもよいと思われますか。 

はい： ５    考え中： １ 

いいえ： １（今回は家族の仕事が休め、できたので、次回はできないと思う。） 

 

⑦その他、ご意見、ご感想などありましたら、お聞かせください。 ・ 

・寒い時期だったので、カゼをひかせないかと心配でした。我が家は昔の建物なので、とても寒いので、

もう少し暖かい季節の方がおすすめでした。 

・最初、女性を希望していたが、女子学生がホームステイを希望しないので、いたしかなかった。 

・わかりやすくていねいな調整をしていただき、安心して受け入れできました。 

・こちらの希望通りの方だったので、大変良かった。 

・ホームステイが決まり、「あれをさせてあげたい」「これも一緒にしたい」「このお布団に寝かせてあげ

よう」「この食べ物はすきだろうか？」など、準備をするのも、息子が家に帰ってくるような感じで、

とても楽しかったです。いろんな国に滞在した事がある方だったので、その時の話などを聞く事がで

き、とても勉強になりました。世界観の違いにちょっとしたカルチャーショックも受けました。ホスト

ファミリーは初めてでしたので、不手際な事もあったかと思いますが、とても貴重な体験をさせていた

だきました。ありがとうございました。 

・ほぼ日本語で理解できたので、感動喜びの表情が感じられた。 

・ほとんど日本語が話せなかったので、コミュニケーションには苦労しました。子どもには言葉のかべは

ないのか、沢山ふれあってくれたので、子どももいつも以上にはしゃぎ、嬉しかったようです。言葉が

通じなくてもそれなりに会話もできて、大人も良い体験になりました。あまり感情を表に出すような方

ではなかったので、喜んでくれたのか心配です。 

・２泊３日位の期間でも良いかなと思いました。 

・主人の体調がすぐれず（２日目寝込む）（風邪）予定していた内容を十分体験してもらうことができず、

申し訳なかったです。田舎の日常は退屈なので、三世代家族のように家族数が多い方がホストファミリ

ーとしてよいのではと思いました。 

・ホストファミリーとしては英語力がないため、十分、日本文化を紹介することができなかった。一泊二

日はそれほど負担ではないが、お互いの語学力が今一つのため、深い所での理解は難しい。 
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＜参加学生のレポート＞ 
 

【Samuel Calonkey】 

言うまでもなく、この経験はとても快適でした。矢掛町と鴨方町は短距離だけ離れていますのに、各経験は

大きく違いました。矢掛町の家族は農場に住んでいる伝統的な生活を暮らし、ほかのは町に住んでいるもっと

現代的な夫婦からです。わかってきたのは、各ホームステイは面白いところがあった通りに、各暮らしぶりは

プラスとマイナスもあります。それより、ともに自分なりに特別なところもあります。それで、以下ではこの

特別なところについて話したいと思っています。 

 今から一ヶ月のところ前、矢掛から E メールをもらいました。E メールの内容によると、ずっと前からあそ

こでの農場に働き住んでいる外国人と会ったことがない家族でした。添付を開けたと、ニコニコ笑っている歓

迎そうな数人がいました。矢掛に行き、玄関を上げたら、目が広いおばあちゃんはお茶を持ってきました。し

ばらくすろとお父さんとお兄さんと矢掛町観光旅行をそに行って、晩ご飯のため庭からの野菜ものを取って帰

りました。経験はこういう風に続きました: それとは、私は普通の家族員としたら週末を過ごしました。驚い

たことに、帰ったら懐かしい感じは入っていたのを気づきました。 

 逆に、先週の鴨方町でのホームステイはもっとオシャレ、駅で会った後でいいレストランに行きました。矢

掛の“地球/ここ”を集中にした経験の反対に、今回大空を見ながら天文台に歩き回りました。日曜日早く起き

て香川での大きいお寺に行って、日本文化や仏教について話したり、うどんやくりを食べたり、見物しまし

た。それ上、子供と同じように隣の小学校でけん玉を練習して５級を取りました。この家族は私が来た前にた

くさんの留学生に泊まらせました。経験者で面白いことがいっぱいあった週末を計画してもらいました。 

 今、再び行ってきました後でのわかってきたのは、家族は大事なことです。里心のような感じがしていたの

で、家族の一人である機会がも一度あって、うれしいでした。各経験は素晴らしい、将来友達と遊びに行くつ

もりです。さらに、帰国したら私も留学生と働きたいと思うんだけど。つまり、この家族の二団をいつも覚え

るので、この経験をいただきありがとうございます。 

 

 

【Jonny Ting】 

For my homestay experience, I stayed with the family, a retired couple of 67 and 65 years old. I was happy, 

because I’d be able to observe first-hand the daily life of a Japanese family, and how they dealt living in such 

a rural area. I chose to interview them on this topic, and gathered answers from their responses as well as 

by my own observation. 

My host parents are very educated in the local history and traditions of Yakage. Because it’s such a 

small town, they are familiar with many of the people, places and events of the town. My host father is 

actually the ‘village chief ’ of the village that they live in (Nakagawa? Out of the 7 divisions of Yakage). During 

our downtime, they liked to talk and teach me about the history of Yakage as well as the entire of Japan. 

They are very proud of their town Yakage. 

Both of my host parents weren’t originally from Yakage. My host mother was originally from Okayama 

where she grew up and studied until she married, while my host father was from Tokyo. The first two years 

after moving to Yakage, my host mother claimed to not have liked the town because she was used to a city 

life. However, as time passed, she got used to the Inaka lifestyle and grew fond of Yakage, the main reason 

being it’s a very calm and peaceful life within a close-knit community. 

Both my host parents have been enjoying retired life for the past 7 years. Currently, as mentioned before, 

the husband serves as the village chief. He has the responsibility of organising and managing certain local 

events, and has to work to relay every information and update to the village residents. During my homestay, 

on the Sunday, there was to be a special event held, where the overgrown weeds in the close-by mountain is 

mowed or scythed early in the morning, and the weeds gathered in bunches to be burnt (the actual name of 

the ritual I have forgotten). The whole process is expected to take a couple of hours, usually concluding before 

noon or lunchtime. This is an event that is held twice yearly within this little village. However, during my 

stay, it was forecasted to rain on the Sunday, forcing the event to be postponed to a later date. Because of 

this, my host father had to contact everyone who was expected to join through telephone, email and walking 

door to door to deliver the news. Originally, I was supposed to awake at 7am and spend the whole morning 

participating in this event, but because of the cancellation, I spent the whole Sunday chatting at home 

instead. It was a real shame I wasn’t able to experience this special local tradition and seeing my village chief 

host father in action, but on the bright side, I had time to talk more with my host parents about various 

topics, which was a good experience by itself. 

In the rest of his downtime, my host father likes to do farming and maintain the garden in the front of 

the house. Around the house, they have plants and vegetables which they grow themselves. Every evening, 

he will harvest some of the ripe produce to use for dinner, and shares with other neighbours who need it. 

Other than farming and being the village chief, the rest of time he spends watching TV and simply relaxing 
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and enjoying retired life. 

My host mother used to work as a teacher in high schools, so she has the personality and passion for 

teaching which I can tell when she talks to me. Occasionally, she visits back to the high school to substitute 

for absent teachers, but she no longer works full time. At home, she does all the cooking for her and her 

husband, but they have established roles, where she does the cooking and her husband does the washing up. 

She enjoys music, and in particular, loves to play the shamisen (三味線), a traditional Japanese instrument 

with only 3 strings. She believes that it’s a shame not many people, especially young people, know how to 

play the shamisen anymore. Every night, she likes to take their dog for a walk around the village, which I 

joined her on the Saturday night. 

I have learned so much from my host parents, and have truly enjoyed my short but fulfilling stay with 

them. I will treasure this experience in my heart forever. 

（私のホームステイ体験についてですが、もう退職をされている 67 歳と 65 歳のご夫婦の家庭に滞在しました。

直接、日本の家族の日常生活やこういう田舎での生活がどのようなものなのかを観察することができて、楽しか

ったです。ホストファミリーにこのテーマについてインタビューをして、得た回答と私自身が観察したことを書

きます。 

 私のホストファミリーは地域の歴史や矢掛の伝統についてとても詳しい方たちです。小さな町なので、町のた

くさんの人たちと顔見知りで、その町や行事についても、詳しいです。ホストファーザーは住んでいる地域の町

内会長をしています。休憩中に矢掛の歴史について、また日本全体のことについても教えてくれました。ホスト

ファミリーは自分の町である矢掛をとても誇りに思っています。 

 ご夫婦のどちらも元々は矢掛の出身ではありません。ホストマザーはもともと岡山市出身で結婚するまで岡山

市で暮らし、勉強をしていました。一方、ホストファーザーは東京の出身です。矢掛に引っ越して最初の２年間、

ホストマザーは都市の生活に慣れていいたので、この町のことが好きになれそうにないと言っていたそうです。

しかし、時が過ぎ、田舎の生活に慣れてきて、矢掛のことが好きになったそうです。一番の理由は、結束の強い

共同体のなかでの静かで穏やかな生活ができるからです。 

 ご夫婦のどちらも退職後の７年間をたのしく過ごしています。最近は、ご主人のほうは町内会長として貢献し

ています。地域の行事を企画し、運営する責任者で、あらゆる情報を地域の住人たちに伝えなければならなりま

せん。ホームステイ中の日曜日に特別な行事がある予定でした。山の近くの伸びすぎた雑草を早朝に大鎌で刈っ

て、燃やすために集めて、束ねるというものでした。すべてが終わるには数時間かかり、昼食頃までかかります。

これはこの小さな村で１年に２回行われます。しかし、私のホームステイ中の日曜日は雨という予報がでて、こ

の行事は延期されました。このため、私のホストファーザーは参加する予定だった人すべてに電話やメールまた

は、家に訪ねて行って、この知らせを伝えなければなりませんでした。当初は７時に起きて、午前中はずっとこ

の行事に参加することになっていましたが、延期のため、日曜日の午前中は、おしゃべりをして過ごしました。

この地元に続く行事を経験できず、ホストファーザーが町内会長として活躍するところを見られなかったのはと

ても残念ですが、一方で、いろいろなことについてご夫婦と話す時間ができたこと自体はいい経験になりました。 

 ホストファーザーは余暇に家庭菜園をしたり、家の前の庭の手入れをしたりすることが好きだそうです。家の

周りに、野菜を植えて、育てています。いつも夕方になると、夕食のために野菜を収穫し、近所の人たちに配る

こともあるそうです。家庭菜園や町内会長の仕事以外の時間は、テレビを見て、ただくつろぎ、退職後の生活を

楽しんでいます。 

 ホストマザーは以前、高校の教師として働いていたので、私に話しかけてくれる時には、先生のような感じで、

熱心に教えてくれました。時々、仕事を休む先生の代理で高校に教えに行くことはありますが、もうフルタイム

では働いていません。家では食事作りはすべて彼女がしていますが、役割分担をしていて、彼女が料理をすると、

ホストファーザーが食器を洗います。彼女は音楽が好きで、特に伝統的な弦が３本の日本の楽器である三味線を

弾くことが好きです。今では、特に若い人ですが、三味線の弾き方を知っている人がそれほど多くないというこ

とが残念だと思っています。毎晩、飼っている犬を散歩に連れていくのを楽しんでいます。私も土曜日の夜に一

緒に行きました。 

 ホストファミリーからとてもたくさんのことを学びました。そして、短かったですが充実した時間を一緒に楽

しみました。この経験をずっと心の中で大切にしていきます。） 
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【Soyoung Cho】 

My experiences during homestay 
I went to Yakage homestay for two days and it was one of the most memorable experience in Japan. I am 

raised in city for all my lifetime so I did not have that much opportunity to experience countryside’s life style. 

It was interesting to collect the ingredients from the field and use it right away to cook. Also, they usually 

get their ingredients from their farm or neighborhood. They look like living in humanistic life style. After 

eating lunch, the family introduced various Japanese traditional activities. At first, we did Kakizome and 

flower arrangement. We all went to outside and did kite-flying and ground-golf. I never do these kinds of 

activities since middle school so it was really refreshing. Also, I can feel how much they care about me. Like 

other Japanese, they always compliment a lot and this makes me feel more relaxed. I think it is good 

characteristic. The highlight of my homestay is magic show. Homestay father did magic show for us. I can 

easily notice the trick so we laughed a lot. Because of his consideration, I can feel like more close to the family. 

On the next day, I went to the town with my family. We saw Kodomokagura. I did not recognize that they 

were about middle school students before they told me. It was really surprising to see that Japanese keep 

their tradition everywhere. Sometimes there are some traditional events to show off and attract tourists. 

However, I can notice that Japanese people care a lot about their tradition and put a lot of effort to keep it. 

Before I come back, they printed out pictures that we took and gave it to me as a present. I can feel the 

warmth until the last moment with this homestay program. 

（矢掛のホームステイに２日間行き、日本で最も思い出に残る経験の一つとなりました。私は、これまでずっと

都市で暮らしてきたので、田舎の生活様式を経験する機会がほとんどありませんでした。畑から材料を取ってき

て、すぐに料理に使うのは、とても興味深かったです。たいてい、農場や近所から材料を手に入れているようで

す。彼らは、お互いを尊重し合って生活しているように見えました。昼食後、家族はいろいろな日本の伝統的な

あそびを紹介してくれました。最初に、書き初めと生け花をしました。みんなで外へ出かけて、たこ揚げやグラ

ンドゴルフをしました。中学生の時以来、こういう遊びをしていなかったので、とてもリフレッシュしました。

また、家族が私のことをどれほど気にかけてくれているかを感じることができました。他の日本の人もそうです

が、いつもたくさん褒めてくれて、私はとてもくつろぐことができました。すばらしい特性だと思います。ホー

ムステイで一番楽しかったのは、手品ショーです。お父さんが私たちのために手品ショーをしてくれました。私

が簡単にしかけに気づいたので、みんなで大笑いしました。お父さんがいろいろと考えてくれていたので、家族

のことを更に近く感じることができました。次の日、家族と一緒に町へ行って、「子ども神楽」を見ました。言わ

れなければ、子どもたちが中学生だとは気づきませんでした。日本の人たちがあらゆる場所で伝統を守り続けて

いることは本当に驚きでした。時々、伝統的な行事がお披露目され、観光客の関心を引き付けることがあります。

しかし、日本の人たちは伝統を守るために細心の注意をはらい、最善の努力をしていることに気づきました。私

が帰る前、私たちが撮った写真を印刷して、プレゼントしてくれました。ホームステイプログラムの最後の瞬間

まであたたかさを感じることができました。） 
 

Interview about my host family’s job 
My host family father is a social welfare worker. In their community welfare center, there are 100 old people 

and 100 workers. However, the workers rotate shift so one worker is usually taking care of 20 people at one 

time. He practices a magic for entertaining people at the community center. I am touched by how he likes his 

job and tries his best to improve. He also performs for the town people. In his welfare center, they not only 

just take care of basic needs but also prepare some games for old people and many other activities. He said 

that the happiest moment of his work is when the old people express gratitude to him. On contrast, it is most 

difficult to deal with dementia patients and help going to the toilet. Nevertheless, he felt a lot of worth with 

his job and said that he wants to work until he is healthy. 

（私のホストファミリーのお父さんは社会福祉士をしています。地域の福祉センターには 100 人のお年寄りと

100 人の介護士がいます。しかし、介護士はシフト制で働いているので、一人の介護士が一度に介助できるのは

20人です。お父さんはコミュニティセンターでみなさんを楽しませるために手品を練習しています。彼がどれほ

ど自分の仕事が好きで、改善しようと努力しているかを知って、感動しました。彼は、町の人たちの前でも手品

を披露します。福祉センターでは、基本的な介助をするだけでなく、お年寄りのためにゲームやたくさんの活動

を準備しています。彼が仕事をしていて一番幸せを感じるのは、お年寄りの人たちが彼に感謝の気持ちを伝えて

くれるときだそうです。また、認知症の方の介助をするのはとても難しいそうです。しかしながら、自分の仕事

にとても価値を感じていて、健康な間は、働きたいと言っていました。） 
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【Yubin Kim】 

Agricultural life of Yakage 
Yakage is such a great place that I would want to live there.  The main reason I want to is because of the 

food, especially the food my host family made for me.  They have a really big farm near their houses.  They 

grow a large variety of crops and vegetables which include carrots, radish, and spinach and more.  Almost 

every ingredient in their food comes from their farm usually.  Their morning starts by taking vegetables 

from the farm and washing the soils off the vegetables.  I experienced this type of morning, too.  I gathered 

spinach and radish for Ozoni(お雑煮), and carrot for omelette and rice(オムライス).  For teatime, we drank 

yuzu tea which was homemade.  I swear the food was great.  I am sure that was because the vegetables 

were harvested and eaten quickly.  They were really fresh and even tasted a little naturally sweet, but I 

didn’t put any sugar or powder.   

What I learnt from my host family was how, in life, it is important to eat fresh food.  We buy fruits or 

vegetables at the supermarket.  However, what is the reason you choose that fruit or vegetables?  Brand 

or origin can be the answer, or for students like me the price is the main deciding factor.  I even go to the 

supermarket really late at night to get cheaper vegetables.  But, I have never checked if agricultural 

pesticides were used on the vegetables.  My host family said, even though there is a sign written that says 

pesticides were used, we still don’t know how much was used for only one time.  Also, after using pesticides, 

the farmer can renew the soil or not for next crops, but if he didn’t renew the soil, we could eat vegetables 

which may come from polluted, accumulated soil.  Therefore, the host family warned me to buy vegetables 

carefully and wash them clearly.  Also, they insisted on the fact that country life can be healthy to eat their 

farm crops.   

Yakage family’s farming is meaningful for three reasons.  First, it is very delicious.  Freshness is the 

best of course, naturally sweetness can be attained, and the crops were so juicy and watery, not dry.  Second, 

you can trust your crops.  They never add poison in their food, neither do the farms.  They didn’t put 

pesticides on their farm, so they just washed the vegetables with water only one time.  It takes time to 

cultivate a farm, but I think it is really worth the time for health.  Last, it is also fun to harvest crops from 

the farm directly.  I live in the city, so I have never visited any farms in my life.  For that reason, the 

experience at the farm was unfamiliar but worthwhile.  Unexpectedly, the vegetables were easy to pull out, 

and it was really fun like to pop out pills from tablets easily.  Therefore, I really enjoyed Yakage’s life and 

their agricultural life.  

Unexpectedly, the vegetables were easy to pull out, and it was really fun like to pop out pills from tablets 

easily.  Therefore, I really enjoyed Yakage’s life and their agricultural life.   

 （矢掛はここで暮らしたいと思うほど、すばらしい場所です。一番の理由は、食べ物です。特にホストファミ

リーが私のために作ってくれた食事です。家の近くにとても大きな畑があり、にんじんやほうれんそうなどたく

さんの作物や野菜を育てていました。食事の材料のほとんど全てはその畑から取っていました。彼らの朝は畑か

ら野菜を収穫して、泥を落とすところから始まります。私もこの朝の体験をしました。ほうれんそうや大根をお

雑煮用に、にんじんをオムライス用に収穫しました。お茶の時間には、自家製のゆず茶を飲みました。食事がす

ばらしかったと断言できます。それは、間違いなく、野菜を収穫してすぐに食べるからです。野菜は本当に新鮮

で、全く砂糖は使っていないのに、少し自然な甘さがありました。 

 私がホストファミリーから学んだことは人生において新鮮な食べ物を食べることが重要だということです。私

たちはフルーツや野菜をスーパーで買います。しかし、そのフルーツや野菜を選ぶ理由は何でしょう。ブランド

や産地も選ぶ理由になり得ますが、私のような学生は値段で決めることが多いです。私は夜遅くにスーパーに言

って、更に安い野菜を買うこともあります。しかし、私は、農薬が野菜に使われているかどうかを確認したこと

がありませんでした。ホストファミリーが言っていたのは、農薬が使われていると書かれていても、一度にどれ

くらいの量を使っているのかは私たちにはわからないということです。農薬を使った後、農家の人は次の作物の

ために土を入れ替えることができますが、土を入れ替えていなければ、汚染がされた土が積み重なった土壌で育

てられた野菜を食べることになるのです。だから、ホストファミリーは私に野菜を買うときは慎重に選んで、よ

く洗ったほうがいいと教えてくれました。そして、また、田舎の生活は自分で作った作物を食べて、健康になれ

るということを強く言っていました。 

 矢掛での家族農業はの利点は次の３つです。第一に、とてもおいしいということです。新鮮なのはもちろん、

自然な甘さが加わり、作物はとてもみずみずしく、ぱさぱさしていません。第二に、自分の作った作物は信用で

きるということです。自分の食べ物や育てる畑に毒を入れる人はいません。自分の畑では農薬を使わないので、

一回、水で洗うだけでいいのです。畑を耕すのは時間がかかりますが、健康でいるためには本当に価値のある時

間です。最後に直接、畑から作物を収穫するのはとても楽しいです。私は都市に住んでいるので、今まで人生の

中で農地を訪れたことはありません。これらの理由により、農家での経験は、珍しく、意義のあるものでした。

思っていたより、野菜を引き抜くのは簡単で、錠剤を取り出すようにおもしろかったです。私は本当に矢掛での

生活と農家の生活を楽しみました。） 
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【Murtaza Dostdar】 

Host Family in Yakage 
My host family lived in Yakage about 10 minutes’ drive away from Yakage Train Station. The family had 6 

family members whom all lived together in one big house, however the grandad and grandmother lived 

separately from the rest of the family, separated by a large tatami room. The family members were really 

kind to me and I was able to stay at both the grandparents’ house and the family with the children.  

The grandchildren were age of 6 and 3 which made the house quite lively at most times. The 

grandchildren both attended a local kindergarten in Yakage along with their neighbor’s kids.  

On the first day I was able to go along with the grandfather to a local golf center where he always goes 

to play some golf. It was my first time going to a gold center and he was able to teach me how to properly 

swing the golf clubs. Although it took me awhile to learn properly and have some good shots, nonetheless I 

was able to have fun.  

Along with all of this I was also able to attend a local Kids Kagura festival held at Yakage on Sunday 

8th of January which was quite new to me as I have never seen one before. There were other members of my 

class that attended the same festival and at the end of the dance the performers were throwing snacks at the 

audience. This was also quite new to me and my family were able to collect a lot of it sharing mostly with the 

two young kids. My homestay ended on this weekend, however, I was able to have a lot of fun and the 

experience of staying with a local Japanese family who have been really kind and welcoming to me. 

（私のホストファミリーは矢掛駅から車で 10 分くらいのところに住んでいました。６人家族で、大きな家にみ

んな一緒に住んでいます。しかし、祖父母は他の家族とは別に、大きな畳の部屋に離れて住んでいました。家族

は本当に親切で、祖父母の家にも子どもたちのいる家族の家にも滞在することができました。 

 孫たちは６歳と３歳で、彼らがいるおかげで、ほとんどずっと家の中がにぎやかでした。孫たちは近所の子ど

もたちと一緒に地元の保育園に通っています。 

  最初の日、おじいさんがいつも行っている地元のゴルフセンターに一緒に行くことができました。ゴルフセ

ンターに行ったのは初めてで、彼が正しいスイングの仕方を教えてくれました。きちんと学ぶのに少し時間はか

かりましたが、いいショットがいくつか打てて、なにより楽しかったです。 

 １月８日の日曜日に開かれた地元の子ども神楽を見に行ったのですが、今までに全く見たことのないものでし

た。同じクラスのメンバーもこの神楽を見に来ていました。神楽の終わりに演者たちは観客に向けて、お菓子を

投げていました。これも私には初めてのことで、私の家族はたくさんもらうことができて、二人の子どもたちに

ほとんど分けていました。私のホームステイは週末で終わりましたが、とても楽しい時間を過ごすことができ、

本当に親切で私を歓迎してくれた地元の日本の家族との生活を体験することができました。） 
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3-2 その他の活動 
 
（１）株式会社岡山コンベンションセンターからの招待  

     2016LPGA ステップ・アップ・ツアー山陽レディ－スカップ 

 

□実施日： 平成 28年９月 16(金) 

□内 容： 株式会社岡山コンベンションセンターから招待いただき、2016LPGAス

テップ・アップ・ツアー山陽新聞レディースカップ観戦に参加した。 

□参加者： 11 名  

Li Md Arshad バングラデシュ 

Das Pretam Kumar バングラデシュ 

Numanul Haque Golam Kibria Md バングラデシュ 

Pervin Mst Naznin バングラデシュ 

Haque Nirjon Ahnaf バングラデシュ 

Kazi Mostafijur Rahman バングラデシュ 

Khaleda Akter バングラデシュ 

Saha Mousumi バングラデシュ 

 Dr Karim Md Ziaul バングラデシュ 

 Pervin Mst Sonia バングラデシュ 

 Sumon Kumar Debnath バングラデシュ 

 教員：地域総合研究センター 岩淵 泰  

□スケジュール： 10:00 a.m. 岡山駅西口集合 

 10:20 a.m. 岡山駅出発（シャトルバス） 

 11:20 a.m. 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ到着 

 
11:30 p.m. 昼食（各自出店で購入） 

自由行動 

 3:20 p.m. 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ出発 

 4:15 p.m. 岡山駅到着 解散 

 

【会場到着】 
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（２）L-café・NPO 法人まちづくり推進機構岡山との協働活動 
 

岡山県内の中山間地域へ応援団として参加 
 

□応援団の趣旨 

岡山県の27市町村のうち22の市町村が中山間地域である。その面積は県内の75％。中山間

地域は、自然景観の保全や水源確保など、人が耕作し住み続けることで下流域や都市部に

も恵みと豊かさをもたらしている。しかし、高齢化と過疎化による人手不足で、草刈りや

清掃、お祭りなど共同作業が困難になりつつある。そのような集落に応援団としての派遣

を行う中山間地域協働支援センターからの要請で留学生が日本人学生と共に地域の活動に

参加し、地域の人々とのコミュニケーションを図り、有意義な体験を行った。 

 

□応援団参加地域 

名 称 第 13回 富原お茶まつり 

日 時 平成 28年５月 15日（日） 9：00～16：00 

集 落 真庭市富原地域（とみはら元気集落推進委員会） 

参 加 団 体 岡山大学生 ５名（留学生３名 日本人学生２名） 

活 動 内 容 来場者へのお茶の接待・出店販売の手伝いなど 

 

  

  

・お祭りに参加させていただいただけでなく、消防団の話なども聞くことができて、とて

も興味深かった。また来年も参加したい。 

・今回の活動をきっかけに、地域支援に興味を持ち始めた。 
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名 称 芝桜の植栽 

日 時 平成 28年５月 28日（土）～29日（日）  

集 落 西粟倉村大茅地区（大茅地区活性化協議会） 

参 加 団 体 岡山大学生 11名（留学生５名 日本人学生６名） 

活 動 内 容 芝桜の植栽 

 

  
 

  

・去年植えた芝桜が生い茂っているのを見られたのが感動した。自分たちが植えた芝桜

が毎年増えていくのがやりがいになる。黒いシートを張ってくれたり、芝桜を植える配

置などの準備をしてくださった大茅の方々のお陰でのびのびとボランティアが出来た

ことを今回は理解できた。私が玉野市の公務員になって地域おこしのボランティアを

迎えることがあれば、然るべき準備によりボランティアの人たちが働きやすくなる環

境を作ることも大事なのだと学んだ。毎年恒例となって、自分自身も楽しみにしている

新濱さんとの飲みでは、今回は僕の就職などの相談をしてくださった。新濱さんのアド

バイスで気持ちが楽になった言葉があるのだが、「22歳から就職したとしても、仕事人

生は最低でも 40 年以上あるし、定年超えても人生は続くんだから、最初の就職先が自

分の人生全てになると深く考え過ぎずに就活してもいいと思うよ。」と言われたとき、

本当に市役所の公務員で良いのか？という迷いが少し晴れた。 

汪君とも来週Ｌ－ＣＡＦＥで会う約束をしたので、友達も増えてよかった。 

・また芝桜が咲いた時期にきたい。 

・初めての畳、初めての農作業、とても刺激的だった。 
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名 称 社祭り 神輿担ぎ 

日 時 平成 28年 10月９日（日） 10：00～16：00 

集 落 真庭市社地域 

参 加 団 体 岡山大学生 ７名 （留学生２名 日本人学生５名) 

活 動 内 容 神輿担ぎ 

 

  

  

・神輿を担ぐことで地域の方との一体感も生まれ、より一層交流が深まった。祭りを通

して人と人との繋がりを改めて尊いものだと感じた。地域の方からも「今までできて

いなかった祭りを、にぎやかに行えて、地域住民も貴重な体験ができました」とお言

葉をいただき感激した。重い神輿は古い歴史があり、神輿だけでなく歴史を担いでい

るような貴重な体験ができた。 

・30 人という多くの学生を集めて行われた祭リへの参加は、これが初めてだった。多く

の学生と交流が出来、短い時間だったがお酒を飲みながら、腹を割って話すことがで

きたのでとても楽しかった。また、神輿を使った伝統的行事を絶やさないことで、地

域のコミュニティが続いてほしいと考えた。 
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名 称 らくらく祭 

日 時 平成 28年 10月９日（日） 10：00～15：00 

集 落 真庭市水田地域 

参 加 団 体 岡山大学生６名 （留学生３名 日本人学生３名) 

活 動 内 容 司会進行 等 

 

  

  

・三世代が一堂に会するお祭りで、幅広い層の住民の方と交流することができました。

様々な伝統芸能を体験することができ、今後の地域における祭りのあり方を考えるき

っかけになった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



活動報告

 

 
82 

 

名 称 桜と紅葉まつり 

日 時 平成 28年 11月６日（日） 10：00～15：00 

集 落 真庭市上田 

参 加 団 体 岡山大学生６名 （留学生３名 日本人学生３名) 

活 動 内 容 お餅を丸める、蕎麦出し、洗い物、柿の種飛ばし、縄なり 
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名 称 平川渡り拍子 

日 時 平成 28年 11月 23日（水） 9：30～17：30 

集 落 高梁市備中町平川 

参 加 団 体 岡山大学生３名 （留学生２名 日本人学生１名) 

活 動 内 容 「渡り拍子」のサポートスタッフ、地域の方との交流 

 

  

  

・今回は祭りの太鼓運びをメインに行った。留学生は鐘を打たせていただけた。お昼は

交流会を行い、祭りの踊りは複雑で地元の人も間違えることも多いとのこと。華やか

な踊りと衣装に古い日本文化を感じることができた。 
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名 称 雪あかり in大茅 2017 

日 時 平成 29年２月 11日（土）～12日（日） 9：00～17：00 

集 落 西粟倉村大茅地区（大茅地区活性化協議会） 

参 加 団 体 岡山大学生 17名 （ 留学生５名 日本人学生 12名） 

活 動 内 容 ランタン打ち上げ補助、テント設置、雪の小道設置等 

 

  

  

  

・西粟倉村に実際に行き、民泊もできてとてもいい経験になった。 

雪の中での作業は大変でしたが、スカイランタンを飛ばすことができて良かったと思

う。待ち時間や何をすればいいのか分からない時間が少しあったように感じた。こち

らから聞くべきだったところもあると思うが、もう少し指示がほしいと思うところも

あった。 
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・今年は、村の人のおもてなしに加え、絶景の雪景色とイベントの成功を経験すること 

ができて、1番心に残ったボランティア活動になったと思う。本当にありがとうござ 

いました！ 

・雪の中をあるいたり、活動したりしたことはすごく楽しかったので、都合が合えば雪 

のないときにも行きたい。自然が好きな友人も誘ってみたいと思う。 

・知り合いがいない中参加するボランティアは初めてだったので、すごくドキドキして

いましたが、一緒に参加したメンバーや、大茅の皆さんがとても優しく受け入れてく

ださり、すごく楽しい２日間だった。 

新しい出会いがたくさんあり、貴重な経験ができた２日間だったと思う。 

井上さんのお家に民泊をさせていただいたことで、大茅での暮らしをより聞くことが

できましたし、木のおもちゃを実際に触らせていただいたり、暖炉を眺めたり、圏外

が多かったり、いつもとは全く違う環境で過ごす楽しさも味わうことができた。 

楽しい思い出がいっぱいできた半面、ボランティアとして何か役に立てたのかなと少

し不安なのですが、雪あかりというイベントに参加できてよかったと感じている。 
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４．留学生と地域の交流を振り返る 
 

4-1 江良地区との交流 
 

本章では、2017年２月３日(金)に、留学生交流に関する元気江良会とのヒアリングの一部を

取り上げる。留学生の交流がどのように生まれたのか、また、集落への影響や課題について話

し合った。岡山大学と江良地区は、2012年から 2017年まで５年の交流を持ち、手探りの中で

プログラムを作成してきた。その中で、大学と地区の意識合わせを行うことは大切であり、そ

の意見交換から留学生交流のありかたを検討する。 

 

１ 矢掛町と岡山大学の交流について 

 

江良元気会の発足前は、江良谷公園が 60年間放棄地であったのを、地元の有志が、整備し、

果樹を植え始めたのがきっかけである。大きな木を切っている間に、岡山大学が大名行列を見

学に来るようになり、矢掛町役場がまちづくり団体を紹介する形で、視察の交流が始まった。

３年続く中で、岡山県備中県民局の支援を得るようになった。 

 

２ 広報活動の展開について 

 

 広報活動の内容は、地域の人々に留学生交流の様子を知ってもらうために作っており、ニュ

ースレターも賛否があり、役に立つかわからないが、見る人が喜んでもらうことが大切であ

る。江良元気会は、江良を元気にするための会なので、地域の人が動くことが大切であり、そ

れを共有したいと考えている。励みになるのは、新聞に載り、矢掛放送で放送されることであ

り、掲示板や広報活動を重視している。 

 

３ 江良の評判について 

 

 江良地区の活動は、矢掛町では有名であり、『矢掛町では江良っていったらようやっりょる

なって留学生ようやっりょるなぁ』と声をかけられる。すごいことをしていると町内で言われ

ることは素晴らしいことである。 

 

４ 子供たちの変化 

 

矢掛町が、矢掛プランという、英語を積み上げていくようなプランを作り出し、英語に力を

入れる教育になっている。矢掛全体が外国語教育に力を入れている。ホームステイも中川地区

にとどまらなくなれば、徐々に拡大していくべきであろう。 

 若い人達は、楽しいだけではなく、子供の成長が一番楽しいのであり、外国の方が来ること

で人見知りをせず、英語も学ぶことができる。留学生がホームステイをすると、学校ではその

話になる。子供たち自身は特別なことだと考えていないかもしれないが、ほかの地区からも関

心があるご家族は広がってほしいと思う。 

 

５ 矢掛のまちづくりへの影響 

 

偶然であり、計画したものではないが、矢掛の田舎で留学生が交流していることは、いろん

な話のネタになり、水戸の駅や大名行列のサンフランシスコ開催などへと繋がっている。やか

っぴーが来てくれるなど、子供たちも喜んでいる。 
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６ ホームステイの課題 

 

交流がマンネリ化しており、ホームステイに合わせて、農作業を手伝うなど、お客さんでは

なく、田植えなどを手伝うといい。人によるが、女性は気を使う人も多く、一泊二日でもよい

のかもしれない。 

集落の反応は、やってみると、案外楽なものだが、集落の方のアドバイスは大切である。冬

だと鍋を普通に食べるなどがあるが、言葉の壁は大きいといえる。 

 気軽に三日ほど泊まってもらっていいし、結果が見えにくい事業だから、結果を見出すのは

難しいが、子供の成長を楽しみにしている事業でもある。 

 

７ 集落の役割 

 

若い人は岡山で働き、高齢者、婦人会、自治会はそれぞれに地域で活動している。一方、ウ

ェルカムパーティーでは、若い衆は焼き鳥を焼き、高齢者はおもちやおにぎりを作って、みん

なで集まりましょうというようにしている。地域でも普段はあまり会うことのない人たちと話

す機会が生まれている。二年も交流を続けていると、田植えを担当してくれる人や餅つきを担

当してくれる人が自然と決まってきて、なんとなく役割分担ができており、みんながそれぞ

れ、自分はこれで貢献しようというものができてきている。 

 

８ 希望する交流 

 

交流を目的にしているが、交流の意味が難しくなっている。接待になると、長く続かなくな

るからだ。学生アンケートには、お客さんではなく、お手伝いするとうれしいという意見があ

り、なにか一体感があるようなことができればよい。一つ任せてみたい。 

若いひとからは一杯飲んだ交流がしたいという意見が大きい。昼は仕事をして、夜はお世話

になる交流でもよいのではなういか。趣味も家族も世代も違うとそれぞれの交流が異なってく

る。 

 

９ ホームステイに望むもの 

 

 ホームステイでは、学生の目的が明確だと、何かできるというのが受け入れ家族の姿勢であ

る。宗教や仏教ならお寺に連れていくこともできるし、勉強したいことがあれば支援もでき

る。何でもしてあげるが、何をしたらいいのかわからないのが実情だが、受け入れ家庭と学生

がマッチングすると感謝の気持ちで涙が出てくる。 

 基本は、日本の家庭の様子やご飯を食べるのが学びだが、ご飯だけではないものを提供した

い。 

 

１０ 大学への要望 

 

大学は交流事業にどのように考えているのかを明白に伝えてほしい。大学にとってどのよう

に役立っているのか、手伝いができるのかわかりにくくなると、張り合いがなくなってくる。 

その問いに対して、大学側からは次のように伝えた。ホームステイを実際に受け入れてくれ

る地域は少なく、留学生を受け入れてくれる地域は非常にありがたい。このことが、岡山で学

びたい若者が増えるきっかけにもなる。大学としては、岡山市内を離れて、日本の昔ながらの

姿を知る機会を提供したい。みなさんの協力は大学を支えている。 

 

 

 

 



課題と発展

 

 
88 

 

１１ まとめ 

 

江良地区の留学生交流は、地区内のみならず、矢掛地区一帯で大きな反響を呼び、知名度が

高まっており、矢掛町におけるグローバル化の一助になっていることがわかる。その中で、メ

ディアに取り上げられ、声をかけられることで交流のモチベーションになっていることが分か

ってきた。ホームステイ先を探すのは、元気会がチラシを作成して配り、直接声をかけるなど

している。ホームステイでは、日本語で交流できることがありがたいが、交流から接待になっ

てしまうと、家族が疲れてしまうことも明らかになった。交流の在り方も、世代や個人によっ

て異なるが、田舎の作業を手伝った後、懇親会を集落全体でやりたいとの意見もあれば、一方

で、家族でゆっくり過ごしたいとの意見もあり、大学と地区の間でやり取りが不可欠だといえ

る。江良地区からは、大学に対して留学生交流への期待と成果を教えてほしいとの意見が挙が

っており、それについての返答を行うべきであると考える。 

 

4-2 交流事業に関する岡山大学の考え方 
 

留学生は、半年や一年の日本滞在の後、帰国するため、東京や京都など大都市へ旅行に出か

けることがあるが、農山村地域に滞在することは非常にまれである。伝統と文化が残る日本の

地方の中で、留学生が魅力的な人たちや地域と交流することで、日本の生活を学び、日本の原

風景を感じられる機会を提供できるこの交流事業は、岡山大学にとって魅力ある教育プログラ

ムとして位置付けられる。また、地域の皆さんにとっては、様々な国の留学生と交流すること

で、グローバルな世界に触れることができ、双方が成長できる機会を提供できていることは大

変ありがたいと感じている。 

学生たちが岡山にやってきてよかったと感じられることは、矢掛町と岡山大学にとってよい

PRになる。また、近年、グローバル化が叫ばれているが、実際に留学生と地域が向き合って交

流を続けている事例はめずらしく、来年度も、ゆっくりと充実した交流内容を組み立てていき

たい。 

大学は、研究・教育・社会貢献という三つの柱で支えられており、留学生の交流が、矢掛町

のまちづくりに有形無形に資することができているのであれば、うれしく思うとともに、この

交流プログラムは、ユニークなものとして内外に知れ渡り始めている点にも関心を持ってい

る。 

地域の皆様が、若者をあたたかく迎えようとしていただいていることに、大きな感謝をして

いる。 
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５．資料 
 

メディア掲載資料（新聞記事） 

 
【2016 年 4 月 14 日付中国新聞（備後版）中国新聞社提供】 
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【2016 年 6 月 30 日付山陽新聞（笠岡・井原・浅口版）山陽新聞社提供】 
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【2016 年 7 月 12 日付山陽新聞（笠岡・井原・浅口版）山陽新聞社提供】 
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【2016 年 8 月 30 日付山陽新聞（岡山都市圏版）山陽新聞社提供】 
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【2016 年 10 月 12 日付山陽新聞（笠岡・井原・浅口版）山陽新聞社提供】 
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【2016 年 10 月 16 日付中国新聞（備後版）中国新聞社提供】 
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【2016 年 11 月 23 日付山陽新聞（笠岡・井原・浅口版）山陽新聞社提供】 
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【2017 年 2 月 5 日付山陽新聞（笠岡・井原・浅口版）山陽新聞社提供】 
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【2017 年 2 月 5 日付中国新聞（備後版）中国新聞社提供】 
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