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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、双方の持続的な成長

を目指している。その成長をどこから把握していくのか。本年度は参加学生が日本の伝統・文化

を知り、学びとなる教育的要素と地域の人々がまちづくりに関わるという社会参画の双方から検

討した。 

留学生のまちづくり事業は、岡山大学のスーパーグローバル大学創成支援事業としてだけでな

く、地域の人々が留学生を受け入れることで機能している。矢掛町では「輝け！江良元気会」が

岡山県備中県民局協働事業「大学留学生との交流をとおして地域の活性化」の採択を受けている。

来年度から江良集落の若手が留学生のまちづくり事業の主体となり、岡山県中山間地域協働支援

センターの支援を受け、おかやま元気！集落に登録する予定である。加えて、岡山大学地域総合

研究センターは、岡山県から「地域に飛び出せ大学生！おかやま元気！集落研究・交流事業」に

採択され、矢掛町の羽無地区・桃源郷のまちづくりを調査した。歴史調査、特産品開発を通じて

交流人口を増やすユニークな学生提案も行ってきた。 

本報告書は、岡山大学の学生が、地域を学びながら、いかにまちづくりに影響を与えているか

を記したものであり、矢掛町江良地区、羽無地区、そして、鳥取県東伯郡三朝町の交流を中心に

構成されている。それらは、岡山大学地域総合研究センター、L-café、日本人学生、留学生、岡

山県、市町村、そして、地域の諸団体、地域のみなさんの協働によって支えられている。留学生

のまちづくり事業は、岡山大学の SDGs 活動事例集にも登録されており、若者と学びが集落の維

持に果たす役割を今後より明らかにしていく予定である。報告書を通じて岡山大学と地域の連携

による新しいまちづくりの交流の姿を確認してもらいたい。 

 

 
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 留学生のまちづくり事業とは 
 
留学生のまちづくり事業は、大学の持つ研究、教育、社会貢献の三つの柱を活用して、日本人

学生と留学生が地域課題やその解決方法を学ぶプログラムである。また、日本人学生と留学生は、

訪れる機会の少ない中山間地域のまちづくりを体験することで、岡山ならではの豊かな生活に触

れることができる。 
留学生のまちづくり事業の始まりは、留学生が東京や京都など大都市へ出かける機会には恵ま

れているが、農山村地域に滞在する経験はほとんどないという声が大学に寄せられ、大学と地域

を結んだ交流を構想したことである。そこで、本事業では、日本の原風景が残る地方の中で、留

学生が地域の人々と交流し、まちづくりのアイデアを提供するという大学と地域の互恵性を生み

出すプログラムを作成した。留学生と地域が共に成長していくことが本事業を持続的に展開する

ためのキーワードとなっている。大学と地域の双方で発見や学びの要素をつくっていくことで、

地域で活躍するグローバルな市民を育成することが本事業の狙いである。 
 
1-２ 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。 
 
1-３ 大学と地域の連携体制 
 
 留学生のまちづくり事業は、国際教育オフィス 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・パートナーズは学生生活の支援など、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。 
 連携によって、留学生の受け入れ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
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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。平成 29 年

度は、これまでの活動を基に大学と集落の間でよりスムーズな連携ができるように工夫した。 
 
1-４ 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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-５ 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採択され、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、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づ

くりに対する意識改革を起こす点にも着目している。 
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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。 
 当時の学内体制は、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（現国際教育オフィス）、留学生の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、長らく宿泊施設がなく、都市間の通過点となっていることであ

ったが、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、平成 27 年 3 月には、宿泊

旅館も営業を始めた。毎年 11 月の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。 
 
サムライ・トリップ参加者の変遷 
 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、「やかげ町屋交流館」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。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」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（やかげ小中高子

ども連合）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。 
 
２-５ 岡山県「おかやま元気！集落」 
  
 平成 27 年度に採択された岡山県備中県民局協働事業は平成 29 年度末で終了し、江良集落は

新たに岡山県「おかやま元気！集落」の登録申請を進めている。 
 「おかやま元気！集落」とは、市町村からの推薦を受けた岡山県内の小規模高齢化集落が、単

独では集落機能の維持が難しい活動に対し、岡山県と岡山県中山間地域協働支援センターから総

合的な支援を受ける制度である。 
 「輝け！江良元気会」は、活動の柱として以下の 4 項目を挙げ、申請中である。 
  ①人と文化の交流促進：岡山大学留学生との交流事業を継続し、地域住民の年代を超えた 
             協力体制づくりを促進し、広く海外に目を向けた子どもたちの育成 
             を目指す。 
  ②特産物の開発及び販路の開拓：留学生との交流を生かした新しい特産物の開発。インター 

ネットを活用した販売方法の開拓。 
  ③安心して生活できる江良地区の推進：買い物が困難となっている高齢者に向けて、「買い 

物の送り迎え支援」を計画。 
  ④江良地区の宝さがし：岡山大学の学生の協力の下、江良地区の良い所や問題点の調査を       
             行う。 
 以上のような目標に向けて、岡山大学と江良集落では来年度プログラムについて意見交換を続

けている。 
  
２-６ 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・
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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がおり、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。 
 
２-７ 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 29 年度の活動報告 
 

３-１ 岡山まちづくり実験室（岡山県備中県民局協働事業） 
 
<概要>  
平成 24 年度から平成 26 年度の 3 年間に渡って、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進めた。活動の詳細

については、次ページ以降に掲載する。 
 

<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Facebook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）ホームステイ１ 
 
□授業概要： （授業科目） ホームステイの運営と実施 

（担当教員） 藤本 真澄、岩淵 泰 
（学期）          2017 年度 2 学期集中 
（単位数）     1 
（概要）         ホームステイ体験、企画、運営などを実践しながら学ぶ 

このクラスは、運営側と参加者（留学生限定）に開講さ 
れている。ただし、留学生はホームステイを体験するが、 
運営学生はその企画や運営に携わる。 

 
＜受入家庭に対する説明会＞ 
□実施日： 平成 29 年 7 月 2 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＞ 10 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＞                 
    岩淵 泰（地域総合研究センター） 
    藤本 真澄（国際教育オフィス L-café）  
    運営学生スタッフ 4 名 

【受入家庭に対する説明会】 

   
 

＜留学生に対する事前事後の指導＞ 
平成 29 年 6 月 16 日（金） 
（1 回目）12：00～13：00 
（2 回目）17：00～18：00 

オリエンテーション 
（運営学生）ホームステイ運営手順確認 
 留学生の写真、ビデオレタ

ー撮影 
（留学生）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メッセー

ジをビデオレターで伝える 
平成 29 年 7 月 15 日（土）～16 日（日） ホームステイ 
平成 29 年 7 月 21 日（金）17：00～18：00 ホームステイについての意見交換 

矢掛のインバウンド増加のための提案 
アンケート提出 
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＜ホームステイ＞ 
 
□実施日： 平成 29 年 7 月 15（土）～16 日（日） 
□受入家庭： 10 家庭 
□ホームステイ 
参加者： 

 

合計 10 名      台湾   4 名 
                         英国   1 名 
                         タイ   1 名 
                         アメリカ 2 名 
                         イタリア 2 名 

□運営学生 
スタッフ： 

合計 5 名       中国   1 名 
                        日本   4 名 

□引率教員： 藤本 真澄（国際教育オフィス L-café） 
岩淵 泰（地域総合研究センター） 

□スケジュール： ＜7 月 15 日＞ 
8:10 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（借上げバス） 

 
9:30 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 

 ＜7 月 16 日＞ 
 各家庭で過ごす 
 15:30 矢掛町江良公会堂に集合 
 16:30 電車にて岡山へ 
 18:00 岡山大学到着 

 
【ホームステイ中の様子】 
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＜学生参加者アンケート結果＞ 
学生アンケート回答数： 9 

 
①-1 楽しかったですか？ 
とても楽しかった： 7 楽しかった： 2 

 
①-2 その理由を教えてください。 
・実家に戻ったみたいな感じで、リラックスできました。 
・農家の生活を体験して、おいしい物をたべました。 
・農村の生活を経験させていただいて、畑の作業をしたり、おいしい物を食べさせてもらったりしまし

た。 
・ホストファミリーはとても優しくしてくれました。 
・いろんな面白い話ができて、本当に楽しかったです。ホストファミリーはとてもやさしくて、いろいろ

教えてくれました。 
・いろいろ初めての経験をやりました。 
・ホストファミリーが家族のようにやさしくしてくれて、色んな面白い話もできて、うどん店で働く体験 
もできたからです。 

・The family was really kind, they treated me very well. We did a lot of activities.（家族は本当に親切 
で、私にやさしく接してくれました。たくさんのアクティビティをしました。） 

・The family has been very kind to me and I really appreciated that they made me do and teached me 
Many traditional things about Japanese culture. I’m also happy that I could have practiced my 
Japanese with them.（家族はずっととても親切で、日本の文化について、たくさんの伝統的なことを

経験させてくれたり、教えてくれたりして、本当に感謝しています。家族と話すことで日本語の練習が

できたこともうれしかったです。） 
 

②-1 食事は楽しめましたか？ 
はい： 9    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。 
・台湾の伝統料理もあって、日本の家庭料理もあります。すごくおいしかったです。 
・たくさんおいしいものをあげてくれました。 
・大好きな焼肉と果物をいただきましたから。 
・おいしかったです。 
・一緒にカツカレーを作って、本当においしかったです。 
・初めての真に日本料理食べました。とても美味しかったです。ごちそうがたくさんありました。 
・おとうさんが自分で植えた椎茸とおとうさんの手作りうどんが非常においしくて、夜も焼肉を作ってく 
れました。 
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・They asked me if everything was OK with me and what food did I like.（問題ないかどうか気にして 
くれて、私の好きな食べ物も聞いてくれました。） 

・I loved the fact we prepared together the dinner: We made temaki sushi. I enjoyed the food because 
  It was traditional Japanese food, and that’s what I wanted to try.（一緒に夕食の準備をしたことが、 

とても楽しかったです。手巻き寿司を作りました。日本の伝統的な食べ物で、食べてみたいと思ってい 
たので、うれしかったです。） 

 
③食事以外で、なにか困ったことがありましたか？ 
・虫がちょっと多い。 
・暑すぎました。それに、私は車酔くなりがちで、連絡車は狭かったので、気持ち悪かったんです。 
・虫いっぱいいたんです。 
・日本語話すのがあまりにがてですから、会話は本当に大変でした。 
・ホストファミリーとお店のお客さんが方言で喋りましたから、聞き取りにくくて少し困りましたが、方

言を聞くのが面白かったです。 
・No, they made it very easy for me.（いいえ、ホストファミリーは私をリラックスさせてくれました。） 
・The television came on Saturday afternoon and I felt a little embarrassed because I wasn’t told what 

to do, but at the end it was fun.（土曜日の午後にテレビ局が来て、私はどうしたらいいのかを聞かさ

れていなかったので、少し戸惑いましたが、最後には、楽しかったです。） 
・Comunication with son and daughter was a little bit difficult (they are very shy!) and sometimes I 
 felt a sence of distance with the family, but I think It’s because it was both their and my first 
 experience of homestay!（息子さんと娘さんとのコミュニケーションが少し難しく、（とても恥ずかし 
がりだったので）時々、家族との距離感を感じましたが、家族にとっても、私にとっても、初めての 
ホームステイ体験だったからだと思います。） 

 
④滞在中はどんな体験をしましたか？ 
・一緒に紫蘇ジュースやからし漬けを作ったり、温泉に行ったり、野菜を収穫したりしました。 
・本陣を見ました。ブドウを袋に入れた。焼肉を食べた。子供と遊びました。 
・まず、和室に泊まるのが初めてなので、部屋の構造や飾りは面白いと思いました。その他、農作の作業 
をして、祭りの準備もしました。 

・桃を取ったり、手作りをしたりして、いろいろ体験しました。 
・プラネタリウム、お寺、マーケット、いろいろなところに行きました。お寺は庭がとてもきれいだった。

マーケットでは、野菜と果物はほんまに安くてびっくりした・・・！あつかったから、マーケットの後、

アイス食べた。（本当においしかった！） 
・BBQ をやりました。初めての海に見に行きました。入りませんでした、泳げませんから。初めて秋田

犬を見て、洗いました。手作りうどんをたべました。 
・うどん店さんで働くこと。きつね寿司とおにぎりと作ること。柴犬と散歩すること。やかげ放送の 
 インタビューを受けること。 
・Everybody was entirely nice and also the children were really kind and funny.（みなさんずっと優

しくて、子ども達も親切で面白かったです。） 
・We talked a lot and they showed me some pictures of grandparents when they went to Italy. I could 

admire grandparents’ works (No masks and cut paper) and their beautiful house. We cooked 
together, we played cards, collect vegetables and fruit, did origami and shodo. They took me Yakage 
city and we visited an old tradithinal house. We went to eat delicious udon and to a shrine. They 
invited me the uncle, aunt and cousins who showed me some karate kata (because they knew I do 
karate) and I really appreciated that! They also made me try to wear a yukata, and welcomed me 
with a lovely welcome poter!（私たちはたくさん話をして、おじいさんとおばあさんがイタリアに行

った時の写真を見せてくれました。おじいさんが作った能面や切り絵といった作品に感銘を受け、美し

い家もすばらしかったです。一緒に料理をし、トランプで遊び、野菜や果物を収穫し、折り紙や書道を

しました。矢掛の市街地にも連れて行ってもらい、古い伝統的な家を訪れました。おいしいうどんを食

べに行ったり、神社に行ったりしました。私のために親戚の方々を呼んでくれていて、空手の型をいく

つか見せてくれ、(私が空手をしているのを知っていたので。) 有り難かったです。浴衣衣を着せよう

としてくれたり、かわいらしい歓迎ポスターで私を迎えてくれたりしました。） 
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⑤またホームステイをしてみたいですか。 

はい： 9                 いいえ： 1(帰国するため) 

（もっと長く 5 一泊 1 日帰り 2 未回答 1）  

 
⑤-2 その理由をおしえてください。 
・一泊のホームステイは短すぎて、もっとお父さんとお母さんと話したいです。それに田舎の日常生活

をもっと体験したいです。 
・一泊はちょっと長い。 
・また他の季節で違うところに日本の伝統的な生活体験したいです。 
・今回はたくさん勉強しましたが、ちょっと遠かったので、日帰りの方がいいと思います。 
・一泊は短すぎると思います。あっという間に過ぎ去ってしまった・・・。もっといろいろ楽しい会話

をしたいから、もっと長くホームステイしたいです。 
・残念です。私はやがて EPOK プログラムを終了して、米国に帰ります。 
・２日間は本当にあっと言う間に過ぎ去っていきました。ホストファミリーさんのこと、まだよく知り 
 合っていないうちに終わってしまったと思います。やかげの面白いところと見せたいところがまだい 
っぱいあるし、もう一度ホームステイできたらいいなと思います。 

・Since I had a lot of fun, I think spending more time with the family can help to reinforce the bond. 
（とても楽しかったので、もっと家族と過ごす時間があれば、絆を深めることができると思います。） 
・Yes, I would do this experience again. I think both overnight and longer are good: If I stay longer, I 

would get the opportunity to know them better and create a closer relathionship, because just 
overnight you just start ti know the family. But on the other side, staying more than one night I 
would be afraid to bother them.（またこの体験ををしたいです。一泊かもっと長い方がいいと思い

ます。もっと長くいれば、家族のことをもっとよく知り、もっと親密な関係を作る機会となるでしょ

う。一泊だけではやっと家族のことを知り始めたばかりというところで、終わりとなります。しか

し、一方、一泊以上滞在すれば、家族を煩わせることになるのではないかと心配です。） 
 

⑥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。 
・この二日間は本当に楽しかったです。同じ台湾から来て、日本で生活している人なのに、お母さんの人

生経歴は私と全然違って、その経験やお父さんとのラブ・ストーリーはすごく面白かったです。それだ

けではなく、家庭料理の作り方も教えてもらって、よかったです。 
・農村の生活は想像した以上不便ではなかった。私は年取ったら、こういう生活を好きになるかもしれま 
せん。 

・よかったです！！本当に本当に楽しかったです。 
・短い！でもホストファミリーの皆さんはとてもやさしかったです。今回のホームステイ経験ありがとう

ございます。 
・地元の人と接することができ、日本のもう一つの魅力を発見したような気がします。やかげの人たちの

話を聞いて、自分も色々考えさせられて、本当にいいプログラムだと思います。 
・It was fantastic to spend time with Japanese family. I now can say I have a Japanese family that I 

would like to meet again in the future.（日本人の家族と過ごせて、すばらしかった。将来会いたいと

思える日本の家族ができました。） 
・Thanks to the homestay experience, I had the opportunity to live in a tradithional Japanese house, 

know some Japanese costumes and a lot of interesting people with whom I could practice my 
Japanese. I’m really greateful for thiese experience!（ホームステイ体験のおかげで、日本の伝統的な

家屋で生活したり、和服のことを知ったり、日本語の練習ができるたくさんのたのしい人たちと知り合

う機会を持つことが出来ました。この体験に本当に感謝しています。） 
 

⑦矢掛に外国人観光客がたくさん来てくれるようにするには、どうすればよいですか。 
・田舎の景色と生活を中心にして PR するほうがいいんじゃないですかと思います。 
・農家の生活を体験させたら面白いと思います。 
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・本陣と果物以外のものもアピールしてみましょう。観光地はなかったら作っていい。地元がいいなと思

っていることを集めて、外国人に紹介したらいいと思います。 
・イベントとかまつり？？ 
・矢掛はより多くの農場と山ですから、外国人観光客があまりきてくれないと思います。外国人は大都市

が好きです。でも、時々、外国人は静かな環境をいりますから、その時矢掛に来ます。 
・2 日間のホームステイを通じて、矢掛の人々のやさしさと製作能力が感じられました。例えば、私のホ

ストファーザーが色々工夫して自分で椎茸を栽培しています。焼き物を作っている家族やぶどう園を運

営している家族などもいるらしいです。こういう物作りや果物狩り・野菜収穫体験のようなコースがあ

ったら、外国人観光客たちが矢掛の人々の優しさと矢掛の生産のことをもっと知ることができ、たくさ

ん来てくれるようになると思います。 
・I visited Yakage Honjin (former residence of the Ishii Family) and this place can be interesting for 

foreing tourists interested in Japanese ancient culture. In fact here you see not only the rooms of 
the house but also the instruments used to do rice and sake. It was the first time I saw something 
like this and it has been more interesting than a castle I visited. I also heard that in Yakage there’s 
the Daimyo Gyoretsu festival and also this can be a good opportunity to attract tourists. Try to make 
some advertisement and a good explanation of how to reach Yakage!（矢掛本陣（石井家の元住居）

を訪れて、日本の古い文化に興味のある外国人観光客にとって面白い場所になり得ると思いました。実

際、ここには部屋があるだけでなく、米や酒を作る道具もあります。こういうものを見るのは初めてで、

私が訪れたお城よりずっと面白かったです。また、矢掛には大名行列というお祭りがあると聞き、これ

は観光客を集めるいい機会になり得ると思いました。宣伝をして矢掛へ行く方法をうまく伝えるように

してみてはどうでしょう。） 
 
＜受入家庭へのアンケート結果＞ 

アンケート回答数： 10 
 

①ホームステイの受入をするのは、何回目ですか。 
初めて：4  二回目：3 三回以上：3 

 
②-1 ホームステイの受入をしてみて、いかがでしたか。  
とても楽しかった：8 楽しかった：1 少し大変だった：1 とても大変だった：0 

 
②-2 どういう点でそのように思われましたか。  
・何をすべきか迷いがあったので、本人と相談した。 
・家族のみんなが初めての体験でしたが、気遣いもなく孫たちと一緒にゲーム、花火をして遊んでもらい

ました。私たちも台湾の観光地、おいしい食べ物を尋ねるなど見聞を広めました。 
・おとなしい子だと思いましたが、夕食時に、楽しく会話ができて笑顔のステキな子でした。言葉も思っ

ていたより日本語ができ、優しくてかわいかったです。お酒を飲みすぎ、つぶれてしまい心配しました

が、翌日には元気になり、沢山の初めての経験をさせてあげられ嬉しかったです。また、文化の違い、

食べ物の違いなど色々なコミュニケーションができました。ネイティブな英語の指導もしてもらえ、勉

強にもなりました。 
・留学生と子供たちが遊べたこと。 
・ホームステイした留学生が我が家のテイストに合っていた様で、娘の友達も来ていまして、日本語が堪

能なので娘達ともよくコミュニケーションができ、楽しい時間が過ごせました。 
・色々な話が聞けて楽しかったです。かわいい子でした。 
・日本語でコミュニケーションがとれたので、自然に溶け込み、母国の話や大学での生活の様子が聞け

て、楽しく過ごせた。娘のようでした。 
・最初から家族に親しみやすく、日本語で話しかけて一生懸命さが伝わってきました。笑顔がとてもかわ

いかった。とても真面目でかわいかったです。 
・今回は２回目のホームステイの受け入れでした。2 回目なので、私たちにも少し落ち着いて安心して受

け入れられました。前回の留学生の方とも息子はとても仲良くなって、今回もとても仲良くなって、ず

っと一緒に過ごしました。帰る時に「もうお別れなんだね。もっと一緒にいたいな。」と淋しがってい

ました。言葉は日本語と英語でのコミュニケーションでしたが、分からない日本語をすぐに調べたり、
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私たちに伝えたくて、一生懸命に英語を日本語に変換してくれて頑張って伝えてくれました。その姿に

とても感動しました。お互いよかったと思います。コミュニケーションはしっかりととれました。 
 

③留学生とのコミュニケーションはとれましたか。  
できた：5     だいたいできた：4   半分くらいできた：1   
（ほとんど日本語：7   半分日本語：1   ほとんど日本語以外：1   未回答：1） 
・英語：スマホを使って会話、日本語を調べたり。ジェスチャー。 
・お店にブラジルの人が来られて、英語で話していました。日本で仕事をしている人で日本に来られ 
て 7 年ぐらいです。 

④-1 留学生は何かプレゼントを持ってきましたか。  
はい ：7 
いいえ：3 (内 1：帰国したら、ショーとブレッドとウェルシュケーキを送ってくれるそうです。) 

 
④-2 それはどのようなものでしたか。  
・プリン、ゼリー ・イタリアのお菓子 ・お茶の葉 ・手作りケーキ、クッキー ・オレゴン産ワイン 
・台湾製マグネット ・タイの小銭入れ（刺しゅうしたもの）、ペパーミント Field 

 
⑤-1 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 ：8    いいえ：1    未回答：1    

 
⑤-2 そう思われる理由を教えてください。  
・非日常で子どもだけでなく、家族全員良い刺激をもらい、いつも楽しいです。日本だけでなく世界中で 
 友達が増える事も嬉しく、ホームステイが終わってもつながっていけたらと思います。 
・相手の国について聞きたい。（今回はあまり言わなかった） 
・外国の文化や生活のことが聞けて、視野が広がる。孫たちも外国の人とと一緒の時間が持てることは 
 良い体験だと思います。 
・今回で 2 回目ですが、2 日ともお店がとても繁盛して、お客様もよろこんで下さいました。お客様から 
 声をかけて下さったようです。 
・一泊二日なら負担になりません。ただ、私も時々体調が悪い時があるので、「もし、ホームステイの時 
 に重なったら・・・。来る子も楽しくないだろうなあ。」という思いがあって、一か月位前から体調を 
 整える努力はしています。なんと言っても、異文化コミュニケーションは楽しい！！我が家の子ども達     
 は留学する勇気がない子達なので、子供たちにとっても良い勉強をさせてもらっていると思います。 
・楽しかったから。 
・外国人であっても違和感もなく、家族が増えた感じ。母国の話が聞けて、視野が広がる。 
・子供も外国にとても興味が持てました。日本以外のいろいろな国の事をもっと知ってほしいです。英語 
 を教えてもらったり(発音)して、英語の学力をつけるいい機会だと思います。都合と時間が合えば、考 
えます。このホームステイの経験が子供が大きくなった時に役に立つ事がきっとあると思います。 

・会社の休みをとらないといけないから、引き受けられない。 
 

⑥留学生とどのように過ごされましたか。  
・キュウリのからし漬けを作りました。シソジュースを作りました。畑作業。 
7/15 11：00 自宅着 しばらく歓談 
       うどん作り、昼食 
    13：00 竹細工で民芸品作製 
        手芸、 折り紙 
   17：00 桃の収穫 
   18：00 夕食 団らん 手芸 
   20：00 入浴 
   22：30 就寝 

7/16  8：00 起床 朝食 
   10：00 矢掛本陣見学 
    11：30 ちらし寿司を一緒に作る 
   12：30 昼食 団らん 
   14：00 お手玉 マジック 
   15：30 公会堂集合 
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7/15 10：30 自己紹介 
      Wii でゲームをする 
      犬と遊ぶ 
    12：00 うどんを食べによし野へ 
   13：00 こんにゃく作り体験 
   14：00 ゲーム スマホ  
                          写真を見たり、団らん 
   15：00 矢掛本陣 
      矢掛美術館 
                        （コイにえさをあげる） 
                          やかげ町屋交流館 
   16：30 マルナカへ買い物 
   17：00 たこ焼きを作る 
   20：00 花火 

7/16  9：00 朝食 
   10：30 吉備真備、谷川公園 
    11：30 美星青空市 
   12：00 星の郷で美星バーガーを食べる 
   13：00 ゲーム 、団らん 
   15：20 公会堂へ出発 

7/15 10：30 自宅着 家族と団らん 
   12：30 昼食（うどん・おにぎり） 
   13：30 吉備公神社 
   14：00 買い物 
   14：30  家族と団らん 
   17：00 夕食作り（手巻き・天ぷら） 
                          矢掛放送が来て撮影 
   20：00 子供たちと花火 
   22：00 UNO、トランプ、団らん他 

7/16  8：00 犬の散歩 
                          畑で収穫（スイカ、トマト、 
                                           トウモロコシ他） 
    8：50 朝食 

（ホットサンド、ヨーグルト） 
抹茶を飲む 

   10：00 得々市（矢掛駅）メダカすくい 
   10：30 矢掛美術館 

コイにえさをあげる 
   11：00 矢掛本陣 
   13：00 昼食（親子丼） 
   14：00 習字（「馬」と書く） 
   14：30 子供と LINE 交換 

7/15 10：40 自宅着 
   11：00 お店で接客 
   14：20 お店終了して、食事 
       （ざるうどんがとてもおいしか

ったようです。） 
   15：00 矢掛放送取材 
   16：30 真備町へ見物 
   17：30 夕食の準備を一緒に。隣の高校 
  三年生の女の子がきて、留学生 
  と二人で話をしていました。 
   19：00 夕食 
       食事は近所のお父さんの友人２

人とバイトの女の子１人と隣の

お母さんと５，６人で楽しく焼

肉をしました。 
   21：00 お風呂、家族団らん 
   22：30 就寝 

7/16  7：00 犬を連れて３人で散歩 
                          食事の用意を一緒にした。 
                          お店の準備を一緒にした。 
   11：00 開店 

7/15 10：00 自宅着 家族と団らん 
   11：00 自宅を出発して、笠岡のウッド 

ストックという café でランチ 
   13：00 美星へ到着 
       ファーマーズマーケット散策 
       ジェラートアイスクリームを 

食べる 
   14：30 鴨方天文台到着 
       プラネタリウム 

（上映時間１時間） 
   16：00 自宅到着 近所の散策 
   19：30 夕食     

7/16 11：00 矢掛町散策 
       大名寺－美術館－ 

矢掛屋あかつきの蔵－ 
真備公園内のうどん家でランチ 
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7/15 10：30 自宅着 
   12：00 ラーメン店で昼食 
      14：00 矢掛本陣見学 
   16：00 農作業手伝い、ぶどうの袋掛け 
    18：00 夕食後家族と団らん、就寝 

7/16  8：00 朝食、家族と団らん 
   10：00 笠岡の道の駅までドライブ 
   12：00 自宅にてバーベキュー 
   15：30 集合場所へ 

7/15 10：30 自宅着 自己紹介などをして 
                          過ごす 
   12：30 よし野で昼食 
      14：00 自宅でのんびり過ごす 
   15：00 マルナカへ買い物 
    18：00 笠岡の夜市へ 
   21：00 帰宅 

7/16 午前中     矢掛駅の朝市－ 
                          矢掛商店街、本陣、美術館へ 
   12：00 自宅で BBQ  
                          少しのんびりして過ごす 
 

7/15 10：30 公民館で地域の方と 
                          BBQ ランチ 
                          帰宅後団らん 
   18：00 夕食 
   19：45 花火 
   20：30 就寝 

7/16  7：30 起床 お風呂 
    8：15 朝食 お出かけ準備 
    9：25 海水浴へ 
                          海の家でランチ 
   13：00 近所の友達の家へ 
                          秋田犬とふれあい 
                          2 匹を洗ってあげ、散歩 
   14：45 帰宅 ゆっくり 

15：30  公会堂でさようなら 
7/15 11：00 自宅で今後のスケジュール相談 
   12：00 自宅で昼食 
   16：00 畑、田んぼの案内 
       犬の散歩、畑の耕耘体験 
   17：00 映画会（矢掛町文化センター） 
   20：30 自宅で夕食（焼肉） 

7/16  8：00 小さな神社の参道の掃除 
       （近所の人との共同作業） 
   10：30 矢掛町内の観光 

（美術館、矢掛本陣） 
   12：00 外食（留学生の希望で焼肉） 

 
⑦ホームステイ中に困ったことなどがありましたら、ご意見等お聞かせください。 
・困ったと言うほどのものではないですが、本人は犬が嫌いで、屋内犬（トイプードル）がいたので、少

し嫌がっていた。（犬は歓迎していた様子） 
・矢掛の町を見物するのに暑かったので、時期を 4 月か 5 月くらいにしたほうが良かったと思います。 

 
⑧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。  
・土曜日がお店が忙しかったので、しんどかったと思います。ごめんなさい。 
・やはり連休にホームステイを計画していただいたのは、こちらにも時間の余裕があるのでよかったと思

います。 
・2 日間の楽しい時間をありがとうございました。 ホストファミリーの受け入れ先が、新しく受け入れ

る方が少ないような気もします。初めての受け入れ先の方も不安があったりするのかと思います。留学

生と岡大の学生と一緒にペアでホームステイをしたりするとコミュニケーションの面や色々と受け入

れやすくなるのではないのかと思いました。(泊まりでなくても、ところどころに参加したり。) 
・日本語がある程度話せるとコミュニケーションが取りやすいし、深く関わることができる。ホストファ

ミリーとして受け入れやすくなる。特別な行事もなかったので、団らんの時間が長くゆったりと過ごせ

てよかった。 
・初めての女の子ということで、今までと違うかなと思いましたが、とても良い経験が出来ました。準備、

片付けなども手伝ってくれて、子供とも楽しく遊んでくれました。日本語が上手だったので、コミュニ

ケーションが取りやすく、楽しい時間が過ごせました。 
・言葉が通じる通じないどちらでもかまいませんが、積極的なコミュニケーションを取ってくれるとあり

がたいです。短い時間だからこそ、好き嫌い、したいしたくないをはっきりと言ってもらえると動きや

すいと思います。 
・もう少し、やりたかったことを具体的に書いてくれていた方が良かったです。 
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（２）秋祭り 
 

□実施日： 平成 29 年 10 月 8 日（日） 
□場 所： 岡山県小田郡矢掛町江良地区 
□内 容： 地域の秋祭りに留学生と日本人学生が参加し、幅広い年代の地域の

方々と交流をした。 
□参加者： ＜地域の方々＞                  約 30 名 

＜岡山大学＞                           16 名 
（留学生）                     合計 10 名     中国              1 名  
                                                                ケニア          2 名 
                                                                カナダ          3 名 
                                                                フランス      4 名 
（日本人学生）           合計    5 名 
（教員） 岩淵 泰（地域総合研究センター） 

 

□スケジュール： 8：30  岡山大学出発 
10：00  矢掛町江良到着 着替え等準備 
10：30  秋祭り開始  

はっぴを着て、神輿を担ぎ、町内を練り歩く 
12：00 昼食 地域の方々と交流 
13：00 神輿担ぎ再開 
15：00 秋祭り終了 
15：30 矢掛町江良地区出発 
17：00 岡山大学到着 

 

【秋祭りの準備】 
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【秋祭りのスタート】 
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（３）ホームステイ２ 
 

□授業概要： （授業科目)   ホームステイの運営と実施 
（担当教員）藤本 真澄、岩淵 泰 
（学期）         2017 年度 3 学期集中 
（単位数）   １ 
（概要）        ホームステイ体験、企画、運営などを実践しながら学 
        ぶこのクラスは、運営側と参加者（留学生限定）に開 

        講されている。ただし、留学生はホームステイを体験 
        するが、運営学生は、その企画や運営に携わる。 

 
＜受入家庭に対する説明会＞ 
□実施日： 平成 29 年 10 月 22 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＞ 8 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＞     
    岩淵 泰（地域総合研究センター） 
    運営学生スタッフ 2 名 

 
＜留学生に対する事前事後の指導＞ 
平成 29 年 10 月 19 日（木）17：30～18：30 
 

オリエンテーション 
（運営学生）ホームステイ運営手順確認 
      留学生の写真、ビデオレタ

ー撮影 
（留学生）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メッセー 
ジをビデオレターで伝える 

平成 29 年 11 月 11 日（土）～12 日（日） ホームステイ 
平成 29 年 11 月 15 日（金）16：30～17：30 ホームステイについての意見交換 

矢掛のインバウンド増加のための提案 
アンケート提出 

 【ホームステイ後の授業】 
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＜ホームステイ＞ 
□実施日： 平成 29 年 11 月 11（土）～12 日（日） 
□受入家庭： 8 家庭 
□ホームステイ 
参加者： 

合計 8 名   カザフスタン 1 名   英国     2 名 
      タイ     1 名   アメリカ   4 名      

□運営学生 
スタッフ： 

合計 6 名  日本     6 名 

□引率教員： 藤本 真澄（国際教育オフィス L-café） 
岩淵 泰（地域総合研究センター） 

□スケジュール： 
 

＜11 月 11 日＞ 
8:10 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（借上げバス） 

 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 

 ＜11 月 12 日＞ 
  各家庭で過ごす。 
 15:30 矢掛町江良公会堂に集合 
 16:30 電車にて岡山へ 
 18:00 岡山大学到着 

 
【ホストファミリーと対面】 
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【ホームステイ中の様子】 
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【ホームステイ後のお別れ会】 
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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 楽しかった： 1 

 
①-2 その理由を教えてください。 
・Very welcoming family. Even though there was langnguage barrier, I can feel very welcome.  

The children were very sweet!（とても歓迎してくれる家族でした。言葉の壁はあっても、とても歓 
迎してくれていると感じることができました。子供たちがとてもかわいかったです。） 

・The family were so incredibly kind and they took great care of me. We did lots of things together 
and really enjoyed myself.（家族はとても親切で、私のことをすごく気にかけてくれました。一緒に

たくさんのことをして、本当に楽しかったです。） 
・The family was so kind and accommodating! The food everyone made was so delicious.（家族はと

ても親切で、気にかけてくれました。みんなが作った食べ物は、とてもおいしかったです。） 
・They gave me a warm environment and treated me as a part of the family.（私を暖かく迎えてくれ

て、家族の一員として扱ってくれました。） 
・I had an amazing time in Yakage making masks, wearing a kimono and an amazing dinner. 
 （お面を作ったり、着物を着たり、おいしい夕食を食べたりして、矢掛でとても楽しい時間を過ごし

ました。） 
・They were very nice to me and made special food for me and shared their experiences. 
 （私にとてもやさしくしてくれ、特別な食事を私のために作ってくれ、一緒に体験をしました。） 
・They are all kind. They treated me like I am their real children. 
（みなさんが親切でした。私のことを本当の子どものように扱ってくれました。） 
・They had welcomed me as a part of their family. We’ve spent a lot of time just chatting over our 

lives. We joked around and we cook together. These are great and warm memories that makes me 
feel at ease when I’m down. (私を家族の一員として歓迎してくれました。私たちの生活についておし

ゃべりしたり、冗談を言ったり、一緒に料理を作ったりしました。どれもすばらしく、暖かい思い出

で、私が落ち込んだ時に癒しとなっています。) 
 

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。 
・I liked that I experienced a traditional Japanese breakfast. I always wanted to experience it. 
 （日本の伝統的な朝食を食べることができて、よかったです。ずっと食べてみたいと思っていたので。） 
・We made Okonomiyaki, hand roll sushi and Japanese curry. They were very tasty which was great 
  but even better I learned how to make Japanese food.（お好み焼き、手巻きずし、日本のカレーを作

りました。とてもおいしくて、さらによかったのは、日本食の作り方を学べたことです。） 
・They were so delicious.（とてもおいしかったです。） 
・We made food together so it made it double the fun. 
（一緒に料理を作ったので、2 倍楽しくなりました。） 
・I was able to try so many delicious food that were amazing. 
 （おどろくほどおいしい食事をとてもたくさん食べることができました。） 
・Very much. The first day, we had home cooked udon and we literally made everything from scratch. 
 Dinner was Nabe and in the morning I had a good Danish bread for breakfast.（とてもよかったで 
す。最初の日、自家製のうどんを作りました。文字通り、すべてを一から作りました。夕食は鍋で、朝 
は、朝食においしいデニッシュブレッドを食べました。） 

・I had カキオコ for the first time.（初めてカキオコを食べました。） 
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・Basically, I like Japanese food and fruits, and they provided me both. My hostmother also taught 
 me how to cook some Japanese dishes, and we went to supermaruket together.（基本的に日本の食 
事や果物が好きで、ホストファミリーはどちらも用意してくれました。また、ホストマザーは 日本食 
の作り方を教えてくれ、一緒にスーパーに買い物にも行きました。） 

 
③食事以外で、なにか困ったことがありましたか？ 
・As I said before language was difficult but I didn’t mind. It made Japanese words more memorable 

for me.（前にも言いましたが、言葉が難しかったのですが、気になりませんでした。むしろ、日本語を

覚えることができました。） 
・At first it was hard to communicate, but this was a great opportunity for practice!（最初はコミュニ

ケーションをとるのが難しかったですが、（日本語の）練習をするのにとてもいい機会でした。） 
・Other than the language barrier, it was amazing. 
 （言葉の壁はありましたが、それを超えて、すばらしい体験でした。） 
・I found the schedule and what we had to do was a little confusing. 
 （スケジュールとしないといけないことが少し混乱しました。） 
・The most thing I found it’s difficult is when we say goodbye. 
 （一番困ったのは、さようならを言うときでした。） 

 
④滞在中はどんな体験をしましたか？ 
・We looked around town, experienced Sukiyaki with other families! I enjoyed all the funny moments 

I had with the boys! （町を見て歩いたり、他の家族と一緒にすきやきを食べたりしました。子ども

たちとおもしろいことをして過ごし、楽しかったです。） 
・I loved every single minute of this homestay.（ホームステイのどの瞬間もとても楽しかったです。） 
・I truly had a really wonderful time. We shared many experiences together and I’ll never forget their 

kindness! I felt like part of the family.（本当にすばらしい時間を過ごしました。一緒にたくさんの経

験をし、家族のやさしさを絶対にわすれません。家族の一員になった感じがしました。） 
・We made udon, tempura, temaki sushi, and oden together. We also made frogs out of bamboo. We 

talked a little about politics and other stuff.（一緒にうどん、天ぷら、手巻き寿司やおでんを作りま

した。竹を使ってカエルも作りました。政治や他のことについて少し話しました。） 
・I was able to meet other people in the tour group, we all got along very well. I enjoyed seeing all of 

the different sites in Yakage.（セミナーツアーのグループで他の人に会うことができて、みんなとと

ても仲良くなりました。矢掛でいろいろな史跡を見て楽しみました。） 
・I hung out with the grandma mostly and I really enjoyed talking with her and everyone also in the 

village.（たいていはおばあちゃんと一緒にいて、彼女や村のいろいろな人と話しをするのが本当に楽

しかったです。） 
・Because my hostfather can speak Thai and he travelled in Thailand a lots. So mostly we spend time 

for talking and sharing our experience on first day. On second day, we went to festival and met a 
Thai family living in Okayama.（ホストファーザーはタイ語が話せて、何度もタイに旅行で行ったこ

とがあります。だから、一日目の大半は、話をしたり、それぞれの経験について語りあったりして、過

ごしました。二日目はお祭りに行って、岡山に住んでいるタイ人の家族に会いました。）   
 

⑤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 8 一泊 0 日帰り 0）  

 
⑤-2 その理由をおしえてください。 
・To really deepen the bond, two days may not be enough.（本当に絆を深めるためには、2 日では不

十分かもしれません。） 
・So I can talk more with everyone.（長くいれば、みなさんともっと話すことができるので。） 
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・By the time we bonded it was already time to say goodbye.（打ち解けたと思ったら、もうお別れの

時間でした。） 
・I’d like to spend more time with the family members and bond with them.（もっと長く家族と過ご

して、絆を深めたかったです。） 
・It was a great chance to practice Japanese speaking, to feel part of a family, to experience 

Japanese culture, to make new friends.（日本語の練習ができたり、家族の一員のようになったり、

日本の文化を体験したり、新しい友達を作ったりすることができて、とてもすばらしい機会でした。） 
・I want to get to know more of my host family! It’s a great way of learning Japanese language and 

culture.（ホストファミリーのことをもっと知りたかったです。日本語と日本の文化を学ぶのにとて

もすばらしい方法でした。） 
・It’s good choice for people who want to be a part of Japanese culture, me included. 
 （私もそうですが、日本の文化の一部になりたいと思っている人にはよい選択です。） 

 
⑥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 think the homestay program is an amazing one! It’s been the best weekend of my life here at 

Okayama University so far. And I’ll always remember it.（ホームステイプログラムはとてもすばら

しいと思います。岡山大学に来て、今までで一番楽しい週末でした。いつまでも忘れないでしょう。） 
・It’s really good but should be longer.（本当に良かったけど、もっと長いほうがいいです。） 
・I wish it could have been longer.（もっと長ければよかったのにと思います。） 
・I’d like to have another homestay and hopefully longer. Though there was a language barrier, I’m 

motivated to learn more Japanese.（また、ホームステイをしたいです。できれば、もう少し長く。言

葉の壁はありましたが、もっと日本語を学びたいという気持ちになりました。） 
・I absolutely loved everything about it.（何もかもが大好きでした。） 
・I would highly recommend homestay to anyone! It maked staying in Japan next level!（どの人にも

ホームステイをぜひおすすめしたいです。日本での生活を次のレベルに引き上げてくれます。） 
・I loved this program. I think this has been the best experience I have had since coming to Japan. 
 （このプログラムがとても気に入りました。日本に来てから一番すばらしい経験でした。） 
・The best course I’ve ever taken.（今までとった中で一番いい授業でした。） 

 
⑦矢掛に外国人観光客がたくさん来てくれるようにするには、どうすればよいですか。 
・Publicise the local festivals and events more such as daimyo gyoretsu procession that I went with 

my hostfamily. With greater tourist coming to new the event, they’ll be more people lodging in 
different accomodations.（私がホストファミリーと行った大名行列のような地域の祭りやイベントの

広報をする。新しいイベンにたくさんの外国人が来るようになれば、いろいろな宿泊施設に泊まる人も

多くなるでしょう。） 
・I think having tour guide like the one we had would improve foreign experiences. I also think 

improving transportation to Yakage would improve foreign tourist interest.（私たちが案内してもら

ったようなツアーガイドがいれば、外国人が体験する内容もよくなると思います。また、矢掛への交通

が改善すれば外国人の観光客も関心を持つようになると思います。） 
・I think homestay is a great way of attraction. Also agrigultural activities might attract. 
 （ホームステイは人を引き付けるすばらしい方法だと思います。また、農業体験も魅力的かもしれませ 
      ん。） 
・Yakage had lots to see! I enjoyed the Daimyo parade a lot.（矢掛には見るものがたくさんあります。

大名行列がとても楽しかったです。） 
・Its Mastsuri can certainly attract many foreiners. Its scenery and peacefulness were absolurtely 

beautiful.（矢掛の祭りは間違いなくたくさんの外国人を引きつけることができます。景色や静けさは

本当に美しいです。） 
・I think it’s a very interesting place already. It just needs some promotion to let people know how 

amazing it is.（すでにとても興味深い場所だと思います。どんなにすばらしいかを知ってもらうため

にプロモーションが必要です。） 
・Maybe more advertisements for events.（もっとイベントのお知らせを増やすといいかもしれません。） 
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・I think they should add public transports. I don’t know they have or not but I didn’t see. I think it’s 
not comfortable to travel by private car especially for tourists.（公共交通機関を増やしたほうがいい

と思います。あるかどうかわかりませんが、私は見ませんでした。 特に旅行者にとっては、自家用車

での移動というのは難しいと思います。） 
 
＜受入家庭へのアンケート結果＞ 

アンケート回答数： 8 
 

①ホームステイの受入をするのは、何回目ですか。 
初めて：4  二回目：1 三回以上：3 

 
②-1 ホームステイの受入をしてみて、いかがでしたか。  
とても楽しかった：7 楽しかった：1 少し大変だった：1 とても大変だった：0 

 
②-2 どういう点でそのように思われましたか。  
・日本語があまり話せないため、簡単な日本語や英語を使い、それでもお互い分かり合おうと一生懸命会

話したのが楽しかった。食事の手伝いや洗いもの、買物時の荷物持ちなど、とても気をつかってくれた。 
とてもよく勉強していて、様々な問題について、自分の考えを持っているし、イタリアへも留学してい

たりして、話の内容もおもしろいし、感心させられた。 
・以前からホームステイの受け入れに興味があったので、今回お話しがあったので、受け入れてみて、母

国の話とか、言葉とか、今までにない経験をさせて頂いて楽しかったです。 
・日本語が上手だったので、話がよくできて、困らなかった。 
・外出した先や家でしてあげたことに対して、喜んでもらえたこと。普段は使わない英語を必死になっ

て、考えて使ったので。 
・本人の人柄がとても愛らしく、すぐにうちとけてくれました。バックパッカーで何度も訪れた国です

が、やはりそれでも知らないことはいっぱいあって、今回色々な情報を得て、楽しかったです。彼女の

味覚も興味深いものでした。 
・日本語が上手で、コミュニケーションが十分できたので、お互いに質問し、色々な情報を得たり、人間

関係を深めたりすることができたから。 
・明るく、元気の良い子で家庭が明るくなりました。 
・一泊二日なので、お客さんとして見てしまい、手伝いとかを頼みにくい。言葉が通じないことがあった。 

 
③留学生とのコミュニケーションはとれましたか。  
できた：5     だいたいできた：1   半分くらいできた：2   
（ほとんど日本語：5   半分日本語：1   ほとんど日本語以外：2   ） 
・日本語以外の使用言語（英語：4／タイ語：1） 

 
④-1 留学生は何かプレゼントを持ってきましたか。  
はい ：7 いいえ：1 

 
④-2 それはどのようなものでしたか。  
・和菓子折り／タイのインスタントはるさめ：作ってくれて、おいしかった。 
・母国のチョコレート ・和菓子 ・キーホルダー ・チョコの詰め合わせ ・アメリカのクッキー 

 
⑤-1 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：1     

 
⑤-2 そう思われる理由を教えてください。  
・2 才と 5 才の子供や自分たちにとっても、異文化の方との交流を持つ良い機会だから。 
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・妻があまり丈夫でないので、体力的にきつい。 
（留学生がまだ 4 年くらい日本にいるので、彼女との交流を深めたい。） 
・不安はありましたが、言葉（日本語）ができたので、とても楽しく、コミュニケーションが取れました。 
 また、違う国の方との交流も楽しみたいです。 
・異国の文化をしることができて、楽しかったから。色々な国の人と会えるから。 
・昨年も、今年も、嫌な思いをしたことはありません。2 日間ずっと楽しく過ごしました。何を考えてい 
るのか、何を悩んでいるのか、語り合うことがとても楽しかったです。仕事で短期間ですが、カナダに 
ホームステイしました。留学生を引き受けることは、その時のホストファミリーへの遠回りの恩返しだ 
と思っています。 

・単調な日常生活に刺激を受けることができる。若い人がいると元気が出る。外国への視野が広がる。そ 
の国の様子や考え方を知ることができる。散歩などで近所の人も声を掛けてくれ、外国人に対する壁が 
低くなってくる。 

・留学生が母国のことを話してくれるのを聞くのが楽しい。いつもは意識していない日本の文化のよさを 
 再認識できるような気がします。 

 
⑥留学生とどのように過ごされましたか。  

11/11 10：30     自宅着 
        自己紹介、歓談 
    11：00    昼食準備 
        うどんを打つ、天ぷら 
       12：30    昼食、団らん 
    14：15    合同で散策しながら、柿と 
        キウイの収穫。 
        お寺参り、本堂見学 
     16：30 夕食準備 
        おでん、おむすび、酢の物 
        夕食、団らん 
    20：00 お風呂、着物体験（寝巻き） 
    22：00 就寝 

11/12 7：15 起床 
    7：30 朝食、団らん  
    8：30 手芸（竹細工） 
        カエルの置物作製 
   10：00  芋掘り、枝豆収穫 
   11：00  昼食準備 
        手巻き寿司、茶わん蒸し、汁 
   12：00  昼食、団らん 
   13：45  大名行列見学  
   15：15  公会堂集合 

11/11 10：30 手打ちうどん作り 
    12：00 お茶（煎茶手前） 
       （うどんを寝かせている間） 
        うどん作り再開 
   13：30 昼食（うどん） 

    14：00 柿とり 
    16：00 買物（スーパーで夕食朝食用） 
    18：00 夕食準備（なべ用野菜切り） 
    18：30 夕食 片付け 
    21：30 就寝      

11/12 8：30 起床 朝食（パン食） 
        話をする 
   11：00 帰る準備 
    11：30 大名行列見学へ 
   15：00 帰宅 
   15：10 江良公民館へ 
  

11/11 10：30     自宅着 
    11：00    買い物、しいたけ取り 
       11：30    昼食を一緒に作る 
                            食器洗いのお手伝い 
    14：00 自宅で柿といちじく採りを 
                            した 
     15：30 自宅でそば打ちを見学 
                            そば切りを体験 
    17：00 夕食作りを一緒にしました 
                            食器洗いのお手伝い 
    19：00 夕食 
                            あとかたづけ手伝い、団らん 

11/12 8：00 朝食、お手伝い 
    9：30 着物を着て、抹茶を建てる 

 体験 
                          をしました。 
   11：30 昼食 
   12：30 大名行列の見学と 
                          矢掛町内の散策 
   15：00 江良公民館へ 
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11/11 10：30 公会堂で解散 
    11：00 自宅でお茶 
    12：00 うどん屋よし野で昼食 
    13：00 矢掛散策 
        （お土産店、脇本陣など） 
    16：30  スーパーマルナカで買い物 
        （食品、日用品など） 
    18：00 別のホストファミリー宅に 
                            すきやきパーティーに呼んで 
                            いただいた 
    22：00 自宅で風呂に入って、就寝 

11/12  7：30 朝食 
     9：00 芋掘り(江良) 
    11：00 丸本酒造 

 150 周年イベント(鴨方) 
    13：00 大名行列（ 
    15：15 公会堂集合 
  
 

11/11 食材の買い出しにスーパーへ 
    昼食（たこ焼きを一緒に作った） 
    かき、キウイを採った。 
    お寺へ散策 
    おでんを作った 
    琴を弾いた 
    別のホストファミリー宅で夕食 

11/12 芋掘り 
    丸本酒造の祭り 
    大名行列    
  
 

11/11 13：00 外出（昼食、夕食の買い物） 
    17：00 夕食、団らん 

11/12  9：00 芋掘り 
    11：00 大名行列、昼食 

11/11  10：30     自宅着  
    11：30    昼食のお好み焼きを 
                            一緒に作る 
    13：00 近くの神社へ散歩 
    14：00 スーパーへ買い物 
    15：00 習字を書く 
    16：00 夕食の手巻き寿司を作る 
    17：30 夕食 
    19：00 小学校の活動を撮影した 
                            ビデオを見る 
                            抹茶を飲みながら談話。 
    21：30 就寝     

11/12  7：30 朝食（初めて納豆を食べる。） 
     8：30 折り紙を折る 
           お茶（ゆず茶）を飲む 
        家族と団らん 
    10：00  昼食のカレーを作る 
    11：10 昼食 
    11：50 大名行列に行く 
    14：10 家でお茶を飲む 
                            家族と団らん 
    14：50 江良公民館へ 

11/11 自宅到着後、トイレ、風呂、寝室の案

内、説明をした後、みんなで２日間の行

動計画について話し合う。基本的な姿勢

として、何でも遠慮しないこと、嫌なこ

とははっきり NO ということなども確認 
     昼食用の野菜を畑へ取りに行き、昼食準 

備を一緒にした 
       昼食後、若宮神社、買物(果物)、 

お寺見学 
夕食後の支度も一緒にした。 
食後は団らん 

11/12  朝食は留学生の手作り 
       郷土美術館、大名行列見物（10：30） 
    レストランで昼食 

（ゲームのくじ引きに夢中） 
 Tea ceremony はパス 
（「苦い」ので。） 
 帰宅（14：00 過ぎ） 
 畑でスナックエンドウに不織布をはる 
 手伝い 
 公会堂へ（15：00 頃） 

 
⑦ホームステイ中に困ったことなどがありましたら、ご意見等お聞かせください。 
・事前打ち合わせ会で全員の資料が整っていなかったので、一人のホストファミリーは不安を感じて帰っ

た。ビデオ紹介は、とてもよかった。 
・どこからどこまでのお金をこちらで負担すればいいかよくわからなかった。外食の時や屋台での買い物

等、当方で負担したが、本人もとまどっていたようなので、はっきりしておいてほしいです。また、食

費等について補助があると受け入れしやすいのではないでしょうか。 
・事前打ち合わせで我家だけ留学生の情報がなかった。その後もいろいろな行き違いで、２～３日前ま

で、何も情報が入らず、計画を立てるのに少し困った。 
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⑧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。  
・散策や柿取り、夕食など他の家族と一緒に活動することで、他の留学生とも話をする機会が増えて楽し

かった。 
・ホームステイをする人だけでなく、多くの学生が来てくれたのは嬉しいことである。より多くの人達と

交流できて、良かった。 
・短時間でいろんな体験をしてもらおうと思い、ハードスケジュールになってしまい、ちょっと疲れさせ

てしまったかもしれません。反省しています。 
・とても勉強熱心な学生で、お互いによい刺激となり、勉強になりました。 
・日本の学生よりも留学生の方が、将来の夢や祖国に帰ってからの事を考えているような気がする。日本

の学生さんもまじえての話をしてみたかった。サポーターの学生さん達はどのようなサポートをして

いるのか、こちらからはよくわからなかった。 
・布団の数が少ない家庭に貸し出ししてほしい。事前の本人アンケートは各項目、しっかり書いてもらえ

ると、もっとおもてなしの準備がしやすい。好きな食べ物、嫌いな食べ物、やりたいことなど。良い経

験ができました。ありがとうございました。 
 

＜留学生によるレポート＞ 
My host family experience was an indescribable one. I wasn’t hoping to bond with my host family 

that well over the two days of my stay but it turned out that I ended up having them as a friend or a family 
member for life. This was a surprising thing to me because I remembered clearly the feelings I had when I 
first read about who they are in the host family profile. They are an old couple with an ordinary walk of life. 
Both have retired from teaching and are now living their golden years in their small cozy house on the edge 
of a hill with a little garden and some kaki trees. I really admire their simple and yet peaceful livelihood 
which really gave me insightson the local life of people living in Yakage era. Sometimes as a foreigner we 
do not have much of an opportunity to expand our vocabulary of our life in Japan. Being on a homestay 
program, even if it’s just for two days, had enriched my experience here in Japan and furthermore. I got to 
have a conversation ranging from the Japanese stereotypes to the culture and education in Japan. On our 
fist day, we’ve talked about everything we could possible think of in the moment. I’ve felt like it wasn’t 
difficult to break my social wall because of their willingness to opem up themselves to me and accept my 
differences. We spent the whole afternoon to discuss how we think Japanese education was like and how we 
wish to see it change which is not the kind of topic we would be talking in our first encounter. Later, I’ve 
found out that both of them shared similar vision to me. I had a preconception that Japanese elderly people 
are less accepting towards foreign people, but both of them prove this wrong. They were just the opposite! 
Nobunaga-san loves reading manga and indeed he had transformed his old storage room into his fantasy 
world of manga and in the middle, a craft stidio t serve the times he wanted to make tradithional children’s 
toys like the bamboo-copter. Nobunaga-san is a kind-hearted and his humor can always save our 
conversation from silence. He gives away the bamboo-copter he made him in his little studio to kids who he 
doesn’t even know. He told me that he didn’t expect anything in return because he just simply enjoyed doing 
it and seeing their reactions when these bamboo-copters take off. These little and subtle things moved me 
as they are tiny actsof kindness that this couple has towards younger generations. Sachiko-san, on the other 
hand, could speak English better than Nobunaga-san and was helping me by being the bridge between me 
and Nobunaga-san whether I couldn’t explain things in Japanese. I can see that Sachiko-san has a natural 
gift for langeage as most of the times she was able to interpret what I was trying to convey. She loves to knit 
in her free time and do handmade crafts while Nobunaga-san loves to paint scenery. Both are talented and 
artistic in their own ways. We mad udon together using the ingredients that we have at home. I went outside 
to pluck shiitake mushrooms grown on the surface of the logs in their garden and brought them back for us 
all to eat.I knew that it was the starting of the local life I wanted to experience in Japan. 
    In my second day, I woke up later in the morning after both of them had already woken up and were 
talking in the common room. After having a difficult night sleeping on the ground in a futon, I woke up 
catching a cold. When I entered the common/dining area, I greeted them by saying “ohayogozaimasu” and 
they brightly said that back to me. Sachiko-san noticed my cold and told me that she will make warm hot 
yuzu with honey for me which made me feel so loved by her caring nature. She invited me to eat, and on the 
table was breakfast. I felt again very loved by their small actions and I knew they both showed love in their 
small and simple ways. We talked about last night’sThai dish that I made for them while I was eating my 
breakfast. Then we all prepared ourselves to go the daimyo gyoretsu which will take place in the town. 
    The festival was amazing as I got to see the Japanese drum performance and a lot of food stalls that 
were selling delicious food. In my mind, I was very excited for the daimyo procession that will happen later 
and my heart was set for it. And as soon as the procession started, I had my camera out to take photos of 
everything. And as soon as the procession started, I had my camera out to take photos of everything.I .did 
not want to miss any of it! My sickness left me because happiness was just the vibe in the time. Both of 
them were also very excited about this procession. I took out my camera and took a lot of selfies with them 
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because I want to keep them as a part of the best memories I have here in Okayama. To thank them later 
for their kindness, I actually printed out the photos and sent it to them as well. These were the best 
experiences that I have so far living in Okayama and I can’t wait for more to come. 
（ ホストファミリーと過ごした経験はすばらしいものでした。2 日間の滞在でホストファミリーとの

絆を深めることは期待していませんでしたが、最後には一生の友、あるいは家族の一員のようになりま

した。このように関係を深めることができたのは、驚くべきことでした。というのも、初めてホストフ

ァミリーのプロフィールを見た時の気持ちをはっきりと覚えているからです。ホストファミリーは普通

の生活を送る年配のご夫婦です。二人とも教職を引退し、小さな庭と柿の木がある丘の端の小さな心地

よい家で人生最高の時間を過ごしています。お二人のシンプルだけれど穏やかな生活は本当に称賛に値

し、矢掛に暮らす人たちの生活をつぶさに見る機会となりました。外国人である私たちは、日本で生活

する中で、日本語の語彙を増やす機会があまりありません。ホームステイプログラムに参加して、たっ

た２日間だけでしたが、ここ日本での経験が豊かなものになりました。さらに、典型的な日本人のイメ

ージから、日本の文化や教育についてまで幅広いテーマについて話をしました。最初の日に、その時思

いつくあらゆることについて話をしました。お二人が心を開き、違いを受け入れようとしてくれたおか

げで、私たちの間にある壁を壊すのは難しくないと感じました。午後にはずっと日本の教育についてど

う思うかやどのように変わってほしいと考えているかについて話をしましたが、初対面では普通話さな

いような話題でした。その後、二人とも私と同じような考えを持っていることがわかりました。年配の

日本人は外国人をあまり受け入れようとしないのではないかという先入観がありましたが、それが間違

いであるということを二人が証明してくれました。まるで反対だったのです。ホストファーザーは漫画

を読むことが大好きで、実際、古い物置の部屋を漫画のファンタジーワールドに作り替えていて、部屋

の中央には工作室があり、竹とんぼのような伝統的な子供のおもちゃを作りたい時に集中する場所にな

っています。とてもやさしい心の持ち主で、彼のユーモアのおかげで、私たちの会話はいつも途切れる

ことがありませんでした。知らない子供たちにその小さな工作室で作った竹とんぼをプレゼントしてい

ます。プレゼントをして、竹とんぼが飛ぶ時の子どもたちのリアクションを見るのが単純に楽しいの

で、お返しは何も期待していないそうです。若い世代に対するこのご夫婦のちょっとした優しい心遣い

に心を動かされました。一報、ホストマザーはご主人より英語を話すことができて、私が日本語で説明

できない時はいつも私とご主人の架け橋になって、助けてくれました。私が伝えようとしていることを

ほとんど通訳してくれて、彼女には言葉についての天賦の才があるようでした。余暇には編み物をする

のが大好きで、手作りのものを作っていて、一方、ご主人は風景画を描くのが大好きです。二人ともそ

れぞれ才能があって、芸術的な方たちでした。私たちは家にある材料を使って、一緒にうどんを作りま

した。外に出て、庭にある丸太の表面に生えているシイタケを採って、家に戻り、みんなで食べまし

た。私が日本で体験したいと思っていた地域での生活の始まりでした。 
二日目は、朝少し遅く起きたら、二人とも、もう起きていて、居間で話をしていました。私は床に敷 

いた布団に寝るのに慣れていなくて、起きたら、風邪をひいていました。居間に入って、「おはようござ

います」と挨拶をすると、二人は明るく「おはようございます」と返してくれました。ホストマザーは

私が風邪をひいていることに気づいて、はちみつ入りの暖かいホットゆず茶を作ってくれると言い、彼

女のやさしい気遣いに、私のことを大切に思ってくれていると感じました。食事をどうぞと言われ、食

卓には、朝食が準備してありました。ちょっとした心遣いに大事にされているなと改めて感じ、二人が

ささやかでシンプルな方法で気遣いを表現してくれていることがわかりました。私が朝食を食べている

間、昨夜、私が作ったタイ料理について話をしました。それから、町で開催される大名行列を見に行く

準備をしました。日本太鼓の演奏を見たり、おいしそうな食べ物を売る屋台がたくさんあったりして、

お祭りはすばらしいものでした。これから始まる大名行列のことを考えて、とてもわくわくして、心の

準備ができていました。大名行列が始まるとすぐに、私はカメラを取り出して、あらゆるものの写真を

とりました。何一つ見逃したくありませんでした。楽しい雰囲気がだったので、調子が悪かったのもど

こかへ行ってしまいました。ホストファミリーの二人もとてもわくわくしているようでした。ここ岡山

でのすばらしい思い出の一部として残したくて、ホストファミリーと一緒の写真をたくさん撮りまし

た。後で、親切にしてくれた感謝のしるしとして、写真を印刷し、送りました。岡山に住み始めて、今

までで一番たのしい体験でした。これからももっと楽しい体験ができると思うと待ちきれません。） 
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３-２ 地域に飛び出せ大学生！おかやま元気！集落研究・交流事業 
 
<概要>『憩いの館』のオープンに向け学生と集落の協働戦略 
地域総合研究センターは、岡山県地域に飛び出せ大学生！おかやま元気！集落研究・交流事業

に採択され、矢掛町羽無地区のまちづくり調査を日本人学生と留学生と共に行った。本調査は、

大学が地域と協働して課題を分析し、課題解決と地域活性化に向けた手法を検討するものである。

特に、若者の中山間地域等との交流を促進し、中山間地域等への関心や愛着の醸成等を目的にし

ている。 
矢掛町羽無地区が留学生のまちづくり事業の対象となったのは、(1)羽無地区は岡山県の「おか

やま元気！集落」に登録されており、交流施設の活用について学生のアイデアを必要としていた

こと、(2)地域総合研究センターが矢掛町のまちづくり調査を続けてきたこと、（3）吉祥寺や吉備

津神社、豊かな自然環境、地域課題など学生たちが参加するフィールドとして魅力的であること

が挙げられる。地域総合研究センターは、集落機能を維持するための地域資源の発掘をしながら、

『憩いの館』のオープンに向け、学生のアイデアをまちづくりに活かす研究・調査を行った。 
集落研究・交流事業は、(1)地域の自慢を発掘する、(2)地域のおいしいものを発掘する、(3)歴

史と文化を発掘する、(4)若者・留学生の意見を聞いて検討することを行った。 
 

<目的と成果> 
集落研究・交流事業の目的は、集落の活性化である。学生は、集落のチャレンジに並行しなが

ら、地域資源の発掘に向けたまちづくり調査を展開した。 
歴史調査では、吉祥寺が羽無地区誕生に深く関わっていることを明らかにした。ある僧が、お

寺の場所を探していたところ、夢の中で吉備津彦が小田郡で一番高い山に矢を打ち、そこが吉祥

寺となり、羽無地区となったそうである。吉祥寺は現在も集落のよりどころとなっている。また、

羽無地区では、きれいな水と澄んだ空気のおかげで、お米や果物といった農作物が非常においし

い場所となっている。学生からは、やまめ、燻製チーズ、おこわ、おもち、お茶、竹籠など特産

品開発に併せて、集落そのものを積極的に PR したほうが良いとの提案が行われた。その他の提

案には、(1)ドローンから桃源郷の景色を映すこと、(2)インスタ映えする集落、(3)ドローン教室

の開校、(4)ブラスバンドなどの合宿誘致などが挙げられた。 
一年間の活動を振り返り感じられることは、「羽無地区の住民は、まちづくりを楽しみながら

進めている。新しいことをやってみようという雰囲気が生まれている」ことである。集落の強み

は、吉祥寺と集落の誕生が重なっているように、桃源郷羽無地区は、住民の一体感があるという

点である。羽無地区では、交流施設の運営に向けて集落の宝探しを続けているが、今度のまちづ

くりで重要なことは、集落で生活する住民が、集落の外から人や情報が入り込むネットワークを

形成し、持続的な人の交流を続けることである。 
 
<調査日程> 

実施日 内容 参加者 
平成 29 年   

7 月 16 日 
ヒアリング調査 
（羽無地区住民、吉祥寺住職） 

学生 5 名 
教員 2 名（岩淵泰、藤本真澄） 

平成 29 年  

9 月 12 日 
高齢者サロン参加 
意見交換会 

学生 1 名、教員（岩淵、藤本） 
岡山県中山間地域協働支援センター 

平成 29 年  

10 月 9 日 
おもてなしランチ試食会 
意見交換会 

学生 11 名、教員（岩淵、藤本） 
岡山県中山間地域協働支援センター 

平成 29 年  

12 月 14 日 
ドローン撮影 教員（岩淵）、岡山県 

岡山県中山間地域協働支援センター 
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（１）おもてなしランチ試食会・意見交換会  
 

□実施日： 平成 29 年 10 月 9 日（月） 
□場 所： 岡山県小田郡矢掛町羽無地区 
□内 容： おかやま元気集落に認定されている矢掛町羽無地区を調査対象とし

て実施している岡山県「地域の飛び出せ大学生！おかやま元気！集

落研究・交流事業」の一環として、視察と意見交換会を行った。 
□参加者： ＜地域の方々＞                                            9 名 

＜岡山県職員＞                                            3 名 
＜矢掛町職員＞                                           １名 
＜中山間地域協働支援センター＞          1 名 
＜岡山大学＞                                             12 名 
（留学生）            合計 6 名    中国        1 名 
                      ケニア    2 名 
                      カナダ    3 名 
（日本人学生）    合計 5 名 
（教員）岩淵 泰（地域総合研究センター） 
                 藤本 真澄（国際教育オフィス L-café） 

 

□スケジュール： 10：00  宿泊所出発 
10：30  羽無地区到着 

「はなしの里」を散策 
・集落の視察（拠点施設現場、金毘羅天、吉祥寺） 
・秋の味覚狩り（栗、イチジク、柿など） 
・竹細工工房見学 

12：15 昼食(羽無集会所) 
・拠点施設で提供する料理の試食 
・料理紹介 
・意見交換会 
（はなしの里の魅力、拠点施設の名称について） 
・アンケート記入 

14：00 解散 
 

【羽無地区散策】 
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【試食した料理についての感想】 
・Today’s lunch was awesome definitely one of the best I’ve had since I came to Japan. The 

rice was very tastey. I like the salty taste. My favorite was clear soup.  
  It’s so relaxing when I took it. The other side dishes were perfectly prepared as well. I also 

like the smoked favour of the cheese. 
（今日のランチはとてもおいしかったです。日本に来てから食べたもので、一番おいしかっ

たです。お米がとてもおいしかったです。塩味が好きです。私のお気に入りはお吸い物です。

飲んだ時、ほっとする感じがしました、他の料理も同様にとてもおいしかったです。私はま

たスモークチーズの味が好きです。） 

・The rice was amazing. I have not tasted such great rice before in Japan. 
・The soup was also perfect. 
・The potato deep fried was good. It fell apart too quickly but very delicious. I liked the 

 sauce. 
・I personally don’t’t like chestnuts. 
・Vegetabled were very tasty and tasted fresh. 
・The cheese was very delicious. I tried a lot of smoked cheese in Canada, but this one is  

my favorite. 
・The desert could have been more sweet. 
（・お米はとてもすばらしかったです。日本で今までにこんなにおいしいお米を食べたこと 

はありません。 
・スープも完璧でした。 
・さつまいものフライはよかったです。すぐにボロボロになってしまったけど、とてもお 

いしかったです。ソースが気に入りました。 
・個人的に栗は好きではありません。 
・野菜はとてもおいしく、新鮮な味がしました。 
・チーズはとてもおいしかったです。カナダでたくさんのスモークチーズを食べたことが 

ありますが、ここで食べたものが一番好きです。 
・デザートはもっとあまくてもよかったと思います。） 

・Smoked cheese =Sweet taste →Smell and taste is same(which I like). 
・Clear soup＝very good 
・Sweet potato corccette＝I like the ingredients in side the crocette―maybe make a bit  

more salty to bring out sweetness.(My favorite) 
・Onigiri＝Delicious 
・Daikon＝very good falvours 
・Red bean soup dessert＝Great texure and soup is not thick.(I like) 
（・スモークチーズ＝甘い→匂いも味も同じです。（私は好きです。） 
 ・汁物＝とてもおいしかったです。 
 ・さつまいもコロッケ＝具材が好きです。甘さを引き立てるためにもう少し塩味を加える 

といいかもしれません。 
・おにぎり＝おいしかったです。 
・大根（たくあん）＝香りがとてもよかったです。 
・あずきのデザート＝舌触りがよく、スープがさらっとしていました。 

（私は好きです。）） 

・The food was amazing! Some of the best food I have had in Japan. I cannot make any  
recommendations for what should be changed. It was too good. The smoked cheese  
was also fantastic. I enjoy eating smoked food so I found it to be delicious. 

（料理はすばらしかったです。日本で食べた中でおいしかったものの中に入ります。ここ 
 を変えたほうがいいというような提案は特にありません。スモークチーズもすばらしか 
ったです。燻製した食べ物が好きなので、おいしいと思いました。  
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・The rice was excellent. The salt was just right according to my taste. 
  The yam was so so tasty. It also looked very healthy with the carrot and corn in it. 
  A very good substitute for meat. 
  The radish was a little too salty for me but I liked it. 
  The bean/chestnut desert was OK. However I would have more prepared it a little more 

sweeter. 
  The cheese was simply fantastic. You could innovate different shapes, sizes and wrap them 

individualy.  
  I really enjoyed the meal. I truly appreciate the thought and effort put into each of its 

dishes. 
（お米がとてもおいしかったです。塩加減も私の好みにぴったりでした。 
 お芋はとてもとても甘かったです。中にニンジンやコーンが入っていて、とてもヘルシーに

思えました。お肉に代わるものとしてとても良かったです。 
 大根（たくあん）は私には少し塩辛かったですが、気に入りました。豆と栗のデザートはよ

かったのですが、もう少し甘いほうがよかったです。 
 チーズは単にすばらしかったです。形やサイズを変えてみたり、個別包装にしてもいいかも

しれません。 
 本当に楽しい食事でした。参加者それぞれに容器に入れていただいて、工夫していただいた

ことに本当に感謝します。） 

 
 
（２）ドローン撮影  

 
□実施日： 平成 29 年 12 月 14 日（木） 
□場 所： 岡山県小田郡矢掛町羽無地区 
□内 容： 広報に使用するため、羽無地区のシンボルスポットである

吉祥寺や金毘羅天など 4 か所にて、ドローンでの撮影を行

った。 
□参加者： 岡山県中山間地域協働支援センター職員 

岡山県職員 
岩淵 泰（地域総合研究センター） 
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（３）研究成果報告会  
 

□実施日： 平成 30 年 2 月 22 日（木）10：00～12：00 

□場 所： サン・ピーチ OKAYAMA ピーチホール 
（岡山市北区駅前町 2－3－31） 

□内 容： 地域に飛び出せ大学生！おかやま元気！集落研究・交流事業に

採択された 6 団体が発表を行った。 
 

【報告会発表資料】 
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【報告会掲示用ポスター】 
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３-３ その他の事業 
 
（１）三徳山御幸行列三朝温泉大回り参加 

□実施日： 平成 29 年 4 月 28 日（金）～30 日（日） 

□場 所： 鳥取県東伯郡三朝町 

□内 容： 2017 年度 1 学期集中 教養教育科目として実施。 
鳥取県東伯郡三朝町で行われる三徳山三沸寺の御幸行列への参加に 
加え、日本遺産構成文化財、三朝温泉街の見学、三徳山三沸寺の山本 
法嗣による講話を通じて、日本の伝統文化について学んだ。 

□参加者： ＜学生＞合計 12 名        アメリカ 4 名   イタリア 3 名 
                                            フランス 1 名   中国   2 名 
                                             英国            1 名   日本   1 名 

 ＜教員＞ 藤本 真澄（国際教育オフィス L-café） 
     岩淵 泰、三村 聡（地域総合研究センター） 

□事前授業： 4 月 21 日（金）16:30～18:00  L-café にて実施 

□スケジュール： 4 月 28 日（金） 9:50 岡山大学 L-café 集合 

  10:00 岡山大学出発 

  12:00 三朝町到着 

  14:00 三朝温泉病院（鉱泥湿布体験など） 

 4 月 29 日（土） 9:30 講義「世界遺産とまちづくり」概論 

  10:20 三朝宿泊所出発 

  10:30 惑星物質研究所見学 

  11:30 南苑寺（日本遺産）、藤井酒造見学 

  12:00 昼食、行列衣装着替え、準備 

  15:00 三徳山御幸行列（第１部） 

  17:45 式典、御幸行列（第２部） 

  20:40  御幸行列終了、着替え 

  21:00  直会 

 4 月 30 日（日） 9:30  日本遺産構成文化財、三朝温泉街見学 

  10:30  三徳山三沸寺 山本邦道法嗣講話 
意見交換会 

  12:00  三朝温泉散策 

  15:00  三朝町出発 

  17:00  岡山大学到着 

□振り返り会： 6 月 2 日（金） 17:00～18:00 L-café にて実施 
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【三徳山御幸行列】 
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（２）株式会社岡山コンベンションセンターからの招待  
     2017LPGA ステップ・アップ・ツアー山陽レディ－スカップ 
 

□実施日： 平成 29 年 9 月 16（土） 
□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、2017LPGA

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： 合計 6 名 

バングラデシュ   4 名 
パプアニューギニア 1 名 
ベトナム      1 名 

□引率者： 藤本 真澄（国際教育オフィス L-café） 
□スケジュール： 9:50  岡山駅西口集合 
 10:10  岡山駅出発（シャトルバス） 
 10:55  東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ到着 

 11:00  昼食（各自出店で購入） 
自由行動 

 3:00  集合 
 3:20  東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ出発 
 4:00  岡山駅到着 解散 
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４．まとめ 
 
 岡山大学と矢掛町江良地区は、平成 24 年に交流を始め、6 年間の間に試行錯誤を続けなが

ら、様々な交流プログラムを作成してきた。平成 27 年には、江良地区の有志団体「輝け！江良

元気会」が岡山県備中県民局協働事業に採択され、「大学留学生との交流をとおして、地域の

活性化事業」を行ってきた。3 年間の支援期間が終了し、次年度は、岡山県元気集落！の登録

に向けて準備を続けている。 
以下は、「輝け！江良元気会」が作成した最終報告会の資料である。 

   

   

   

   
輝け！江良元気会側の報告は、岡山大学の活動から得られたものをまとめているため、相互

の評価を確認するうえで役に立つ。交流の目的には、(1)留学生の受け入れ準備を通して地区住

民（老若男女）の絆を深める。「おもてなし」の機運を高める。(2)地区住民の国際理解を深め

る。(3)子供たちの国際理解を深め、夢の実現に頑張る子供たちを育てる。(4)留学生にいろいろ

な情報手段で、地域を世界に発信してもらう。(5)留学生から、外から見た地域活性化に繋が

る、アイデアをもらう。(6)地区外の方に参加を促して、活動範囲を広める。が挙げられてい

る。振り返りには、「子供や高齢者を含む地区住民が留学生に気軽に話しかけるようになり、

外国人と接することの違和感が無くなり国際理解が深まりました。また、交流事業をとおし
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て、地域の老若男女が世代を超えて、互いに話すことも多くなり、地域住民同士の絆が一層深

まりました」と指摘している。江良地区では、矢掛町内においても国際的な取り組みをしてい

る認知が高まっており、地域住民との交流が活発になっていることがうかがえる。具体的な成

果には、2015 年 10 月、地域活性化を願う若者が 60 年ぶりの神輿を復活させたこと、2017 年

4 月、サンフランシスコ大名行列では、留学生が現地でボランティアを集めてくれたこと、

2018 年 4 月、留学生との交流を通じて国際活動に関心を持つ矢掛高校の学生が岡山大学への入

学が決まったことが挙げられる。 
留学生のまちづくり事業は、岡山大学と集落との小さな交流からスタートしたが、時間の経

過とともに、矢掛町のまちづくりに大きな影響を与え、そして、留学生も日本の伝統や文化の

理解が深まってきているといえる。矢掛町の大名行列がサンフランシスコで開催された折に

も、矢掛町を訪れた学生たちがイベントを盛り上げ、岡山大学に留学をしている。矢掛の大名

行列と岡山大学の関係については、機関紙高梁川七五号に書かれているが、留学生のまちづく

りは、学生と地域が共に成長する関係を少しずつ築かれてきていると指摘できる。 
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５．資料  
メディア掲載資料（新聞記事） 
 
【平成 29 年 10 月 12 日付 

山陽新聞（笠岡・井原・浅口圏版）山陽新聞社提供】 
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【平成 29 年４月 12 日付 

山陽デジタルコラム「まちづくり探検隊」山陽新聞社提供】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



資料
 

 
47 

 

【平成 29 年５月 8 日付 

山陽デジタルコラム「まちづくり探検隊」山陽新聞社提供】 
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