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巻頭言

　平成23年11月15日に、森田ビジョンに掲げられた「美しい学都」を実現する拠点と

して岡山大学地域総合研究センターが設立されてから、もうすぐ1年半を迎えようと

しています。岡山大学ではこれまでも地域との連携に取り組んできましたが、全学を

挙げて地域の様々な分野における教育・研究を支援することは例がなく、設立以来、

センターの活動に関わる教員・事務方にとっては、まさに暗中模索と疾風怒涛の時間

だったと思われます。事業開始早々から、センター内の組織の立ち上げや、「学都」

の定義を巡る議論の展開等が行われ、まさにゼロからの出発と言って過言ではないで

しょう。そのことを思うと、ここにこのセンターの活動報告書を取りまとめることが

できたことを率直に喜びたいと思います。そして、センターの教員、事務方の献身的

な努力、また、学都研究に取り組んだ教員や学生の真摯な意欲、さらにセンターの活

動を支えていただいた学内外のみなさまに、心からの感謝を申し上げる次第です。

　目次をみればわかるように、センターの活動は実に多岐にわたっており、この報告

書は、センターの今後の多方面な活動の拠り所となるでしょう。また他方では、今後

のセンターの活動の整理・統合のための資料ともなるでしょう。

　いずれにしても、設立以降、大学と地域の関係はより緊密な関係になったと思われ

ます。今後は、この間に播かれた種をどのように育てていくか、センター関係者の責

任はますます大きくなっていくと思われます。その意味においても、今後一層学内外

の多くのみなさまのご支援を心から祈念したいと思います。�

　最後に一言申し上げれば、この地域総合研究センターが目指す学都創成に関わる研

究と実践は、日本においては先駆的な意義を持つ事業であり、その成功は多くの人々

の注目するところとなっています。センター関係者の今後のさらなる健闘を心から期

待したいと思います。

地域総合研究センター長　荒　木　　勝
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１岡山大学地域総合研究センターの設立

『学都』とは、固有の歴史と文化を持った地域と高度な教育研究機関である大学が、豊かな人
間関係を築き、協働して創りあげる地域をいう。すなわち、そこでは人権と福祉が保障され、文
化的、経済的、環境的に豊かで魅力的な空間が形成され、そこに『学び』を求めて世界から人々
が集う地域のことである。

　岡山大学は、平成 22 年 7 月、地域連携の進め方について検討する「岡山大学戦略的社会連携・地域

貢献ワーキンググループ」を設置し、2月末までの 8か月間にわたって国内・国外の現地視察を含めた

調査検討を行った。その結果、部局や教員個人レベルでは多くの地域連携活動が行われているが、他

方で、岡山大学全体の地域貢献の姿が不明確であることも明らかとなった。今後はこれまでの成果を

踏まえ、さらに岡山県内自治体や経済界、各種団体との組織的な協力によって、大学と地域が全体的

ビジョンを共有し、取り組んでいくところに、一つの活路があることが浮かび上がった。

　平成 23 年 4 月、新しく森田学長が就任し、「森田ビジョン」を掲げ、大学と地域が協働して美しい

学都を創造する方針を明確にした。私たちは、この新しい学都構想の具体化を目指し、11 月 15 日にリー

ジョナル・センターの中核となる岡山大学地域総合研究センターを設置する運びとなった。

≪資料編≫設立趣意書、組織図、スタッフ名簿、運営委員名簿、専門委員名簿

　1- 1　地域総合研究センター設立の理念と『学都』の定義

　地域総合研究センターの設立の理念は、「森田ビジョン」によって提起された新しい学都構想の中に

明らかにされている。

　すなわち、大学と地域が連携して、魅力的な美しい学都を創成し、「国際的な学術ネットワークの中で、

人文社会、環境、自然、医療の分野を包含したリージョナル・センターを持つ、真に個性的な、卓越

した大学となり」、「岡山の地にあって、世界から人が集まり、世界に輝く大学となること」、さらに、「地

域の方々と連携しつつ、地域の善き頭脳となり、地域のための優れた人材養成の場となって、地域の

自立と創造的発展に貢献する大学となること」である。

　地域総合研究センターはこのような学都を実現するための知的拠点として設立された。

　『学都』とは、森田ビジョンにあるように、大学と地域が協働で作り上げていく魅力的な空間である。

そこでまず『学都』の構成部分が明らかになる。大学という高等教育機関と、都市とその周りに存在

する地域社会が不可欠の構成部分である。さらにこれまでの我が国の『学都』という言葉に込められ

た意味として、歴史的に形成された高度な学術機関の存在、またその歴史のなかで形成されてきた、

固有の佇まい、風景、地理的集積というものがある。したがって、それらの構成部分が『学都』に不

可欠であるが、さらに今回われわれが追求している『学都』は、これらの構成部分が有機的に結びあい、

協働して『学都』を創成するという動的な、機能的な、意志的な側面が含まれている。したがって、

当面『学都』を以下のように定義することとした。
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岡山大学地域総合研究センターの設立１
1- 2　開所シンポジウム

　地域総合研究センターの発足に当たっては、平成�23�年�11�月�15日に開所記念式、キックオフシンポ

ジウムならびに記念祝賀会を開催した。シンポジウムでは、近藤誠一文化庁長官の「日本の未来：大

学と地域の役割り」と題した基調講演の後、大学と地域の創造的連携をテーマにパネルディスカッ

ションが行われた。

≪資料編≫キックオフシンポジウムチラシ

1- 3　地域総合研究センターの主要なミッション

　学都実現の拠点として設立された地域総合研究センターの主要なミッションは、次の５つである。

1．学都構想の実現
　�美しい学都を創成するために、産・官・民と協議し、美しいキャンパスをもつ国際的な学術都市

を創成する中・長期的なビジョンを作成し、実現可能な政策については、適時、関係団体と共同のプ

ロジェクトを作成し、国その他の資金協力を得て実行していく。とくにグローバル人材養成の拠点と

しての国際学術都市政策の策定と、研究・教育・地域貢献において地域の人々との絶えざる交流を志

向するまちなかキャンパスの展開を具体化する。

2．大学の社会貢献活動の調整・強化

　これまで部局で積み上げられてきた多方面の地域貢献の諸活動を支援し、地域の人々、諸団体にこ
れらの活動を紹介し、さらに大学全体の視点にたって、これらの活動を重点化し、強化していく。

３．地域諸問題におけるシンクタンク機能の発揮

　地域の諸問題に対し、国際的学術視点も加えながら、地域の将来の発展に資するシンクタンク的機

能を果たす。

４．地域連携に関する大学の窓口機能

　大学に対する市民の要求を受け止める窓口的機能をはたし、地域の諸団体が行っている活動を支
援する。　　

5．情報発信

　　大学と地域の連携に関する学術研究の蓄積を行い、地域の創成に必要不可欠な情報を発信する。



�

1- 4　地域総合研究センターの平成 24 年度事業計画

　５つの主要なミッションを具体化するため、初年度となる平成 24 年度事業計画を次のとおり定めた。

地域総合研究センター平成 24 年度事業計画
―　学都構想の実現に向けた事業展開　―

1　学都構想の作成と実践
　　1 −1　研究活動
　　　国際比較研究　　�　学都の創成に向け先進都市事例を研究、当該都市の大学や自治体、経済界

とネットワークを構築（ストラスブール、ナント、ポートランド、ピッツバー

グ、吉林大学、成均館大学など）

　国内比較研究　　�　学都の創成に向け、学都を標榜する国内都市事例を研究しつつ当該都市に
おける大学や自治体、経済界とのネットワークを構築（“旧６国立大学、旧制

高校の大学、中四国の大学 ”との関係重視）

　歴史・文化研究　�　吉備学に代表される歴史・文化を社会文化科学や地理農学、環境理工など
多面的・重層的に研究、岡山や中四国を対象としたハイカルチャー領域のレ

ベルアップを図り、成果を海外や地域社会に還元

　学都データの構築�　オリジナリティに富む都市・企業データ（例えば地方政令指定都市データ
比較など）の構築に向け、公的統計データや公開データなどの整備を自治体

や経済界と協働で開発

　　1 −2　実践活動
　国際学術都市構想会議の開催

メンバー枠を県内全大学に広げ呼びかけ。また、オープンディスカッションを重視、学生

や市民との議論や対話を広げる。構想会議の定例開催と開催場所の多様化を図る（年 4回程

度開催）。　

トロットマン元ストラスブール市長招聘委員会の組成
　大学と経済界が連携し招聘委員会を組成、①事前学習会の開催（学都構想の明確化）と招

聘準備・予算検討、②プログラム企画とフォーラム開催、③報告書作成、都市計画提言、施

策反映活動の展開

　留学生のまちづくり
�　留学生や若者が集える総合的なまちづくり（ゾーニング）をめざし、居住空間確保、歴史

文化を体感しながら楽しめる商店街、UDに配慮した移動環境の整備など、経済界、行政、商

店街、NPO、学生参加によるシティプロモーションを実施

2　まちなかキャンパスの展開
　　2−1　まちづくりチャレンジ・プロジェクト：学内研究者公募
　　　地域・国際貢献に資する研究テーマに取り組む研究者（教員）を公募（予算枠設定）

１岡山大学地域総合研究センターの設立
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　　2−2　まちづくりチャレンジ・プロジェクト（学生公募）
地域・国際貢献に資する研究テーマに取り組む学生団体を公募（資金補助）

　　2−３　事業経費
　哲学カフェ、スポーツカフェ等企画運営費、広聴・広報費（地域調査費、活動・交通費、

HP・プログラム・チラシ制作費等）、外部ゲスト講師謝金・旅費交通費・宿泊費（学内は無償）、

地域イベント支援実費（文房具・交通費・学生保険代）

　　2−４　 学びの広場 “ おかやま魅力会議 ” の組成
　“おかやまのまちづくり ”をテーマにした研究会を自治体、経済界、住民団体、商店街、NPO

などと協働で組成（イオン出店の影響や公共交通（LRT延伸問題）など具体的なホットイシュー

を取り上げ、国内外から最先端・最前線で研究活動を行う研究者や実務家を招聘して、研究成

果を公表・公開、同時にデータベース化する

3　シンクタンク機能の発揮
　　３−1　地方学都の事例収集と調査研究・分析・提案

�　�熊本、金沢、新潟、東京、ポートランド、ストラスブールなど各地の学都を調査・研究した

成果を比較分析する（1−1　研究活動と関連）

4　窓口機能の強化
�　市民、NPO、企業から寄せられるまち作りに関する相談窓口体制の整備（産学官連携本部と

の関係維持による機能強化）

5　情報発信
　　5−1　年報・機関誌の発行（各年1回）
　　5−2　学都パンフレット・アゴラ案内：各理事の学都論とセンターへの期待
　　5−３　ホームページ開設、メーリングリスト（メルマガ発行＆双方向での広報・広聴）
　　5−４　学都叢書・選書：第一巻「学都とは何か」

岡山大学地域総合研究センターの設立１
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２平成24年度学都研究

　大学と地域の連携に関する学術研究を蓄積し、学都の創成に不可欠な情報を発信することは、地域

総合研究センターに課された重要なミッションの一つである。平成 24 年度は各種のシンポジウムを開

催するとともに、専門委員の教員による学都研究の実施とその成果についての報告会を開催した。また、

学都構想を推進する各部局の取組を支援するとともに、先進的なまちづくりを進めていている都市へ

の視察調査などを行った。

2- 1　学都研究報告会

■2-1-1　国際学都シンポジウム（ストラスブール）
　平成�24�年�11�月�6�日「第�1�回岡山大学国際学都シンポジウム　学都とは何か？−ストラスブールの

挑戦−」を創立五十周年記念館で開催した。参加者は、約�200�名であった。地域総合研究センターでは

森田潔学長が提唱する「学都岡山」構想の実現に向け学都モデルとしてストラスブール研究を進めて

いる。平成�24�年�3�月と�6�月に二度のストラスブール視察を行い、6�月の訪問では、森田学長が、第一回

学都シンポジウム実現のため、ローランド・リス・ストラスブール市長とアラン・ベリッツ・

ストラスブール大学長と会談を行っている。

11�月のシンポジウムでは、大学と地域の協働のまちづくりを学ぶためにストラスブールから二人

の講師を招聘した。ストラスブール市のロベルト・ヘルマン第一助役が基調講演。都市と大学が一体

となったまちづくりを行いながら経済戦略においても協働し、都市全体の成長を目指していることを

紹介した。特に、『ストラスブールは学生が大好きだ』キャンペーンなど、地域が大学を支援する方策

やキャンパス改造に大学と地域の双方の投資が行われている点など、岡山のまちづくりに寄与するア

イデアを紹介した。
　続いてストラスブール政治学院のシルヴァン・シルマン院長の講演では、欧州公共行政連合の設立

を通じて、国、地方公共団体、高等教育機関の連携による人材養成が実現していると説明した。これ

は、ストラスブール市にある高等教育機関が、インターンシップや研究指導において協力し合い、優秀

な学生を世界各国から集めるために行われている。

　講演後は荒木勝・地域総合研究センター長を進行役に、「ストラスブールのまちづくり」の著書であ

るヴァンソン藤井由実氏を交えて、ヘルマン氏、シルマン氏が会場の参加者と対話し、「学都」を実現さ

せるまちづくりの方策について考えた。

　今後は、将来の学都創成に向けて、ストラスブールからトロットマン�EU�議会議員（元ストラスブー

ル市長）を招聘すべく、経済界や行政、NPO�と一体となった「トロットマン招聘委員会（仮称）」を

平成�25�年度春に組成し、総合的な岡山のまちづくり政策に活かすべく、定期的に研究会を開催する予
定である。

≪資料編≫国際学都シンポジウムチラシ、国際学都シンポジウム資料、パネルディスカッション要約
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今回、フランス・ストラスブールからお二人の識者をお招きいたしました。
ストラスブール市は、「学都岡山」のモデル都市として考えており、本年６月には、私自身視察
させていただき、ストラスブール市長、ストラスブール大学長とも会談を行ってきました。
本日は、ストラスブールのまちづくりについて、行政と大学のそれぞれの視点でのご講演をい
ただき、そして、岡山における「まちづくり」を考え、さらには「学都岡山」とはどうあるべ
きかを考える機会となればと考えております。� 森田学長　挨拶より

■2-1-2　三都市シンポジウム（金沢・熊本・岡山）
平成 24 年 12 月 8 日、岡山大学国際交流会館において、「学都研究中間報告会＆三都市シンポジウ

ム」を開催した。

第1部の中間報告では、森田ビジョンによって提起された「美しい学都」の創成に向け、地域と

医療、地域と教育・スポーツ、まちづくり・地域再生などさまざまな視点から実施している学都研

究の進捗状況や成果を 7人の代表教員が報告し、今後の進め方をめぐる活発な意見交換を行った。

　�　第2部の「三都市シンポジウム」では、「大学と地域の連携―学都の創成を目指して―」と題する

パネルディスカッションを行った。

　�　金沢市、熊本市、岡山市の三都市は、明治期に旧制四高、五高、六高が開学した「学都」の伝統

を有する都市である。この三都市に立地する金沢大学、熊本大学、岡山大学においてこれまで行っ

てきた大学と地域の連携に関する研究や実践を出し合い、これからの学都の創成に必要な条件を探

ることを目的に実施した。

　�　この日は、金沢大学から松下重雄�・地域連携推進センター准教授（地域連携部門長）、熊本大学

から溝上章志・自然科学研究科教授（工学部まちなか工房代表）、岡山大学から中村良平・社会文化

科学研究科教授（地域総合研究センター研究統括ディレクター）がパネリストとして登壇した。

これからの学都創成に向けた課題として、松下准教授は、学生が自発的に地域と関わっていく仕

組みづくりが必要との立場から新たな教育プログラムの導入の必要性を強調した。溝上教授は、国

からの補助金に頼るだけでなく、外部資金を集めてくることの重要性を指摘した。中村教授は、産

学官連携促進の立場から行政がもっと大学の�“�知�”�を地域に活かすべきことを強調した。最後に、

モデレーターを務めた荒木勝・地域総合研究センター長が「四高・五高・六高の伝統を引き継ぐ三

大学が手を携えてすばらしい学都をつくっていきたい」と締めくくり、シンポジウムは盛況裡に終

了した。

なお、この企画には学内だけでなく、岡山県、岡山市、倉敷市、経済界、NPO、ネットワーク・

アゴラ地域びとなど約�50�名の参加があった。

≪資料編≫学都研究中間報告会＆三都市シンポジウムチラシ、三都市シンポジウム議事録
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■2-1-3　平成24年度成果報告会
　平成�25�年�2�月�27�日、岡山大学創立五十周年記念館において、学都研究等の成果報告会を開催し

た。森田学長をはじめとする本学関係者、学生に加え、地域・行政・経済界等から約�140�名の参加が

あった。
　「学都創成に向けて�～地域資源としての大学の役割～」と題するこの報告会では、「“�おかやま�”�

防災まちづくり教育研究プロジェクト」など地域総合研究センター専門委員の教員による学都研究（7

テーマ）に加え、「キャンパスアジア�“�まちなかキャンパス�”」や「岡山と被災地をつなぐ学生の被災

地支援活動」など大学職員や学生が自らまちづくりに積極的に関わる職員企画（4�企画）と学生企画

（8�企画）についても、その取り組みと成果について報告が行われた。

本報告会は、地域の生活現場と関わりの深い実践型の研究や取り組みについての意義や成果を確

認するとともに、地域資源としてのこれからの大学の役割を考える機会となった。

≪資料編≫平成24年度成果報告会資料

■2-1-4　公開学都シンポジウム「岡山知恵とエネルギーネットワーク構想」
　平成�25�年�3�月�21�日、学都研究の成果報告の一環として「岡山知恵とエネルギーネットワーク構想」

を開催した。吉田寛・おかやま次世代自動車技術研究開発センター（OVEC）長と佐藤則明・トヨ

タ自動車�IT・ITS�企画部渉外担当部長から、クリーンエネルギーを活用したスマートシティやモビ

リティについて話題提供があった後、プロジェクトチームの冨田栄二・自然科学研究科教授、河原

伸幸・同研究科准教授、池田直・同研究科教授、氏原岳人・環境生命科学研究科助教、三村聡・地

域総合研究センター教授が、地域のエネルギーモデル構築や太陽電池パネルによる発電、EV�ステー

ションなどによる大学キャンパスのスマートタウン化、災害時における防災拠点としての役割、岡

山市や岡山県のクリーンエネルギーや新型モビリティの多様性に考慮したまちづくりの将来像につ

いて報告した。

《資料編》公開学都シンポジウムチラシ
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研究の柱

2- 2　専門委員による学都研究（6- 1予算）

　地域総合研究センターのミッションの一つは、大学と地域の連携に関する学術研究を蓄積し、地域

創成に必要な情報を発信することである。学都岡山の創成のため、平成 24 年度は「地域と医療」、「地

域と教育・スポーツ」、「まちづくり・地域創成」、「地域と環境（クリーンエネルギー）」の４つを研究

の柱とし、さらに「学都データベース」の構築に向けた、岡山大学と岡山県が持つ独自性を意識した

研究を実施した。

　具体的には、地域総合研究センター専門委員会において研究分野の担当を分担し、専門委員の各教

員が中心となって次の研究を行った。

● 地域と医療（代表：浜田　淳・医歯薬学総合研究科教授）

大学から地域へ−�｢地域と医療｣ プロジェクトの実績と今後の展開

● 地域と教育（代表：中富公一・社会文化科学研究科教授）

地域と教育、そして大学−地域と学校の連携、そして大学との連携を模索して−

● 地域とスポーツ（代表：高岡敦史・スポーツ教育センター助教）

美作市のスポーツライフ調査研究　−スポーツでまちは元気になるか？−

● まちづくり・地域創成①（代表：中村良平・社会文化科学研究科教授）

産官学民連携組織「ネットワーク・アゴラ」による地域貢献活動

● まちづくり・地域創成②（代表：氏原岳人・環境生命科学研究科助教）

“おかやま ”防災まちづくり教育研究プロジェクト

● 地域と環境エネルギー①（代表：冨田栄二・自然科学研究科教授）

バイオマスを活用した地域エネルギー創成

● 地域と環境エネルギー②（代表：河原伸幸・自然科学研究科准教授）

岡山知恵とエネルギーネットワーク構想

● 学都データベース（代表：平野正樹・社会文化科学研究科教授）

学都岡山の実現可能性を探る

　なお、これらの学部研究については、平成 25�年2月 27�日開催の平成 24�年度成果報告会において報

告を行った。�

地域と医療 地域と教育・スポーツ まちづくり・地域創成 地域と環境
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＜地域と医療＞

大学から地域へ－ ｢地域と医療｣ プロジェクトの実績と今後の展開
医歯薬学総合研究科　浜田　　淳

■研究概要 （意義・目的）：岡大の教員・学生が主導して、各地域の医療・介護関係者と対話を通して
信頼関係を築き、地域人と協働して、その地域の医療、介護政策のビジョンと具体策を提

示し、実践していく。同時に、学際研究を進めるとともに地域に貢献する人材育成を行う。

■成　果：1　「多職種連携と地域包括ケアのワークショップ」の開催
・美作市と総社市で、岡大各学部、他学の教員と学生が参加。地域の人々と意見交換。

2　新見市・新見公立大学との協働プロジェクト

・協働して、新見市の医療、介護体制整備に関するビジョンを打ち出していく。

３　真庭市、岡山市、総社市でのプロジェクトの立ち上げ

・�地域ミーティング、在宅医療研究会、厚労省プロジェクトなどに参加し、地域自治体

や地域人と協働して、各地域の課題の洗い出しや問題解決と実践を行っていく。

４　ネットワーク・アゴラとしての勉強会の活動

・�中山間地と都市部に分けて計３回の勉強会を実施。大学人と地域人の参加による講演

とシンポジウムで問題認識を共有した。

■今後の展開：
・ 医療、介護、健康づくりと社会参加、交通の確保等の問題は、地域にとって切実であり、
大学が地域に関わっていくことは、好意的に受け止められている。地域の医療、介護現場

でがんばっている地域人を支援し、協働してまちづくりを行うというのがわれわれの基本

的立場。

・�岡大の内外に教員と学生と地域人のネットワークを構築し、地域支援と学生教育をともに

めざす。

・関連する研究費や国のプロジェクトを含め、あらゆる資源を活用する。

・地域包括ケアの構築に向けて、学際的な立場から地道な研究を進めていく。
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＜地域と教育＞

地域と教育、そして大学
−地域と学校の連携、そして大学との連携を模索して−

社会文化科学研究科　中富　公一

■研究概要 （意義・目的）：様々な問題が指摘されている学校教育現場の実態を把握するとともに、そ
の状況を改善するための諸方策を研究する。そのため教育に関する法制度の研究、子ども

たちに人権感覚を身につけさせる法教育教材の開発、学校と地域のよき連携のあり方の探

求、学校と地域への大学の協力体制の探求、それによる学生の成長および地域力アップを

図る。

■成　果：1「地域と教育」に関する緒論点の洗い出しと選択
2　教育委員会の法的地位、大阪府教育基本条例の内容およびその意味の解明

その成果を県議会、倉敷市職員との勉強会で還元

３　�学校と地域の関係のモデルとしての総社市山手地区でのフィールドワーク・ワーク

ショップ

「地域と医療」との連携、学部を超えた学生の参加、総社市および社協の協力

学校と地域の協力関係の調査、学生の協力可能性の模索

４　�子どもたちに人権感覚を身につけさせる法教育教材の開発、法学部生がチューターと

して活躍することによるサービス・ラーニングの実施

ジュニア･ロースクール（岡山弁護士会、法学部共催）の開催

　「一票の格差」「民事模擬仲裁　ある自転車事故での公正な解決を考える」

清心中学、高校での法教育の実践

　�「フレックスの旅—人生は綱渡り—（社会保障制度と税制度を通して効率と公正を考

える）」

活動の受益者

サービス・ラーニング

サービス・ラーニング 実施研究

ボランティア活動 インターンシップ

活動の狙い

サービスの利用者 サービスの提供者

サービス 学習

（Furco,�A�“�Service�Learning：�A�Balance�Approach�to�Experiential�Educat”）

サービス・ラーニング概念図
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■今後の展開：
・�法教育との関係で教材開発および実践を積み重ねているが、これを中学生、小学生レベル

での授業でも実施できるよう指導案にまで練り上げて行く。また道徳教育と法教育との関

係についても考察が必要であり、教育学部の協力も得ながら、「道徳と法」研究会を立ち上

げる。

・�学校と保護者のコミュニケーション手段の開発と活用

小テストのグラフ化による児童・生徒の問題状況の把握に伴う諸問題の検討

・�岡大の内外に教員と学生と地域人のネットワークを構築し、地域支援と学生教育をともに

めざす。

・�地域研究ケースブックの作成に向けて

公務員を目指す学生の地域力をアップするためのケース・スタディの集積
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＜地域とスポーツ＞

美作市のスポーツライフ調査研究
−スポーツでまちは元気になるか？−

スポーツ教育センター　高岡　敦史

■研究概要 （意義・目的）：岡山県は地域密着のプロ・スポーツの宝庫である。美作市・湯郷にも地域
振興を図ることを目指した女子サッカークラブ「岡山湯郷ベル」がある。プロ・クラブが
地域に存在することによって、地域住民は元気になるのだろうか？そもそも、地域住民に
とってプロ・クラブとはどのような存在なのだろうか？
�　一方、地域住民自身のスポーツライフの詳細は明らかにされていない。彼・彼女らが豊
かにスポーツと関わるようになれば、生活の豊かさ（幸福度）は向上するのだろうか？そ
もそも、地域住民にとってスポーツとはどういう意味を持つのだろうか？
�　これらの問いに答えることは、地域をスポーツという切り口から理解することに他なら
ない。

■成　果：�　本研究は、岡山湯郷ベルが生み出している地域の人と人のつながり（社会的ネットワーク）
を可視化し、その中での当該クラブの存在性を理解する質的研究と、美作市６地区のスポー
ツライフの現況と幸福度との関係性を理解する量的研究を行った。

　【質的研究の成果】
　湯郷地域における岡山湯郷ベルをめぐる社会的ネットワークが可視化できた（図参照）。
地縁系ネットワークは旧知の関係を基盤にしており、美作地区内に相互関連性の弱い下位
ネットワークが散在している。各下位ネットワークの参加者は、各々の「美作（地区）へ
の思い」を基盤にした「クラブとのかかわりの論理（ねらい）」を持っている。彼らにとっ
て、岡山湯郷ベルは各自の地域への思いを実現するための「場」であり、現状ではそれら
の思いが下位ネットワークを超えてつながっていないと理解することができるだろう。
　開放系ネットワークはインターネット上で形成され、やがてスタジアムでの再会を契機
に強固なつながりへと発展することが想定されるファン・ネットワークである。このネッ
トワーク参加者は中山間地をホームタウンとするクラブの「緩やかな雰囲気」に魅力を感
じている。彼／彼女らにとって岡山湯郷ベルは、新しいつながりを育むことができる「場」
であるとともに、湯郷地域を「なじみの土地」にするための「アンカー」になっていると
考えられる。

　【量的研究の成果】
�　岡山湯郷ベルをめぐる人と人のつながりと地域生活の幸福度や地域への意識との影響関
係を分析した結果、地域におけるファンとの交流の活発さと、地域における人間関係の豊
かさや地域に対する意識がポジティブになることとが相互に高め合う関係であることが明
らかになった。質的研究を踏まえると、地域生活の文脈の共有がクラブへの意味づけの共
有へとつながり、それがクラブをめぐる交流の活性化をもたらし、さらなる文脈共有が進
展し、幸福度や地域に対する意識の高まりがもたらされるという仮説的なスパイラルアッ
プ・モデルが構築された。
�　また、スポーツライフの豊かさと地域生活の幸福度との影響関係を分析した結果、市内
各地域によって多様に認識されたが、するスポーツ、観るスポーツの豊かさは幸福感の低
さを克服するモチベーションが源泉になっており、支えるスポーツの豊かさは暮らしの豊
かさを克服するモチベーションが源泉になっているということが発見された。今後は、各
地域におけるフィールドワークが必要になる。
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図 岡山湯郷ベルをめぐる社会的ネットワーク

■今後の展開：
　【美作研究の展開】
　美作市教育委員会スポーツ振興課は次期10年間のスポーツ振興計画を策定しつつある。
当計画は美作市各地域のスポーツライフ格差を埋めることに資するのか。行政施策として
のスポーツ振興がもたらすスポーツライフの変容を理解していきたい。

　【地域スポーツ研究への拡大】
　岡山県には約40の総合型地域スポーツクラブが設立されており、今後も新規クラブの創
設が進められる。この動向は、地域住民によるスポーツクラブの自主運営が広義のまちづ
くりを導くことを企図したものである。地域住民の生活は総合型地域スポーツクラブによっ
てどのように変容したのか。この問いに答えていきたい。
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�＜まちづくり・地域創成①＞

産官学民連携組織「ネットワーク・アゴラ」による地域貢献活動
社会文化科学研究科　中村　良平

■研究概要 （意義・目的）：本事業の目的は、社会文化科学研究科における地域公共政策コース関係教員と自
治体職員や議員を中心とする院生及び修了生、また経済学部、法学部、文学部、環境理工学部な
どの学部学生、地方自治体職員、経済団体の関係者、そして地域活動をする者たちが、地域びと
からの問題提起を受け、現地でワークショップ形式の議論をすることで、地域固有の課題につい
て問題意識を共有化し、相互連携を深め、地域課題解決へ貢献することである。また、その活動
記録をホームページ等に掲載し、岡山大学社会文化科学研究科「アゴラ」の地域貢献活動を広め
ること、併せて学生・院生への人材育成としての教育効果をだすことも目的・目標である。

■成　果：�　ネットワーク・アゴラの活動は、メンバー全体の知的水準を高め、地域づくり・まちづくりへの
政策還元が見込まれる。こういった企画は大学関係者のみならず岡山市や倉敷市職員・議員にとっ
ても政策立案に有用で、地域貢献の実践の場となる。地域公共政策コースには、県議会議員・市議
会議員も在籍しており今後も入学が期待される。そういった人たちがこの企画で地域創生学を身に
つけ、同時に地方議会の場において積極的な政策提案が期待される。これまでも医療福祉都市、地
域防災コミュニティなどのテーマで開催してきた。
�　今年度は、「地域と医療」をテーマに、５月26日にアゴラ・ワークショップとして「倉敷のまち
づくりの協働と可能性」を実施し、倉敷中央病院を見学し、意見交換を行った。前者の参加者は50
名、後者の参加者は60名であった。「倉敷中央病院を中心とするエリアをどういうエリアと位置付
けるのがよいか」に重点を置き、利用者（患者、職員）、地区住民（商店街など）、倉敷市全体とし
て（エリアを俯瞰した目線で）の視点による３グループに分かれて活発な討論が行われ、様々な提
言が生まれた。いずれも、大学関係者に加えて、学生、社会人院生、民間、行政など幅広い分野か
らの参加で、活発な意見交換が行われた。６グループに分かれたワークショップの成果は、それぞ
れがパワーポイントのスライドにまとめられている。10月11日には、通算で第６回目のアゴラ講演
会を実施した。本学医歯薬学総合研究科の浜田淳教授による「地域における医療・介護の現状と課
題」というタイトルで講演がなされ、講演後は活発な意見交換が行われた。11月30日には、アゴラ
勉強会「地域と医療①」を実施。テーマは「中山間地域や島しょ地域の医療・介護を考える」で、
①地域でのしくみづくり～医療機関と自治体との関係を考える～では、渡辺病院院長　遠藤彰氏、
西粟倉村保健福祉課長　関正治氏、②地域でのしくみづくり～利用者の視点で考える～では、岡山
県医療推進課保健師　井上五月氏、山陽新聞社社会部記者　阿部光希氏をパネラーに学習と意見交
換が行われた。そして平成25年2月７日には、「都市部の医療・介護を考える～地域でのしくみづ
くり～」と題して、パネル討論会が行われた。パネラーと報告タイトルは、①岡山県の都市部の医
療介護の現状と課題（大学院地域公共政策コース院生　中塚周一氏（岡山県議））、②岡山市の医療
施策の現状と課題～在宅医療・介護サービス～（岡山市保健・医療・福祉連携担当局長　森　真弘
氏）、③高齢者が抱える現状と課題　～介護支援～（岡山市北区中央地域包括支援センター長　野
口福子氏）。
　地域公共政策ワークショップでは、院生の定期的報告に加えて、今年度は、ネットワーク・アゴ
ラとの協働で、講演会と現役生・修了生の意見交換会を執り行った。参加者は30名程度であった。
また2月23日には、「事業仕分けの手法について」というタイトルでワークショップを実施。

■今後の展開：
�　「地域創生とまちづくり」「持続可能なまちづくり」といった大きなテーマの中での各論として「地
域と医療」を今年度は対象とした。次年度もこれを継続しつつ、その成果が地域社会へ還元されて
いく方策を考える。また、新たな各論に取り組む場合は、メンバーでの協議を経てからとなる。
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�＜まちづくり・地域創成②＞

 “おかやま”防災まちづくり教育研究プロジェクト
環境生命科学研究科　氏原　岳人

■研究概要 （意義・目的）：私たちの住む“おかやま”をフィールドとして、まちづくりに関する調査及
び解析を通じて、“おかやま”のまちづくりに貢献できる高度な知識と技術、並びに調査・
研究能力を有した人材を育成する。さらには、教員、学生によって実施された調査・研究
の分析結果に基づいて、安全で快適かつ文化的な生活を営むことのできる魅力ある�“おか
やま”のための有益な知見を提示する。
本年度は、主に防災まちづくりの視点から、プロジェクトを進める。

■成　果：�　本年度の取組み内容及びスケジュールは以下の通りである。
　【プロジェクト①　課題発見力を養う】
�　「まちなかの問題は何か？」学生自身がまちなかに出て主体的に行動することにより、
岡山のまちなかの問題点を体感し、その実態を把握するとともに、課題解決に向けた知
見を得るための方法論を自ら考える。
2012年５月～８月　魅力ある“おかやま”のためのまちづくりの課題抽出
2012年９月　富山市、金沢市におけるフィールドワーク（事前勉強会、調査報告）

　【プロジェクト②　情報・データ収集力を養う】
　まちなかの問題を定量的に把握するためには、どんな情報あるいはデータが必要なの
か、また、それらはどのようにすれば収集できるのか？などデータ解析のための情報を
収集する能力を養う。
2012年５月～６月　地理情報システム（GIS）を用いた空間解析手法の修得
2012年６月～７月　統計データを用いた統計解析、多変量解析手法の修得

　【プロジェクト③　情報・データ解析及び提言力を養う】
　地域課題を客観的かつ定量的に解析することで、魅力ある�“おかやま”に向けた有益な
情報を得るための解析能力と、それらを整理しわかりやすく政策提言できる能力を養う。
2012年９月～2013年2月　“おかやま”の防災まちづくりのための調査、解析
2013年３月～　“おかやま”の防災まちづくりのための政策提言

　　　“おかやま”の防災まちづくりのための調査、解析
1　津波避難行動・意識調査の実施
　岡山市沿岸部の住民（世帯主）を対象とした津波避難行動・意識調査を実施した。ア
ンケート調査票を直接配布し郵送回収した結果、1000部のうち444部の回答が得られた。
調査内容は、南海トラフ巨大地震について、地域との関わり、防災対策、避難行動（避
難タイミング、移動手段、避難ルート）等、約50問の設問から構成されている。

2　津波避難行動・意識調査の解析作業及び現地調査
�　岡山市沿岸部の住民の津波避難意識の実態や、南海トラフ巨大地震時に想定される避
難行動が浮き彫りになった。また、避難経路ネットワーク解析等から、避難のタイミン
グや手段が及ぼすリスク増大の可能性、それらの高リスク地域を抽出することで、人的
被害ゼロに向けた津波避難計画の課題や具体的な対策を検討している。
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■今後の展開：
引き続き解析作業を進め、それらの結果を地域へフィードバックさせる予定である。
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＜地域と環境エネルギー①＞

バイオマスを活用した地域エネルギー創成
自然科学研究科　冨田　栄二

■研究概要 （意義・目的）：岡山県では、バイオマス資源が豊富に存在する。この有効利用に関して、
光合成、森林再生、間伐材搬出、BDF活用、キノコ生産と処理木粉利用、また、生成され

たバイオマスガスを使用して発電し、その排熱を有効利用するシステムの構築に向けて、

融合的に研究する。

■成　果：�　①エネルギー変換系の光化学系複合体の分子集合機構を明らかにした。②放棄され大径
木化した落葉広葉樹二次林を対象とし、ナラ枯れ拡大の防止と落葉広葉樹材の利用を目的

として皆伐を行い、その後の森林の再生過程を明らかにし、再生した森林の有効利用と公

益的機能の確保を目指す、③間伐等の適切な保育が実施されず放置されている低質人工林

において、高性能林業機械を用いた省コスト施業法を確立し、未利用バイオマス資源の有

効利用と森林の公益的機能確保を目指す研究を実施した。④バイオマスタウン実現に向け

たBDF利活用システムの構築に関して研究し、農家のBDFに対する潜在的需要がかなりあ

ることがわかった、⑤岡山県産ヒノキ木粉を真庭のキノコ生産で用い、その生産がヒノキ

木粉でも可能であることを証明し、その処理木粉を利用したウシ、山羊用の飼料調製を行い、

これらの飼育に問題ない飼料調製を達成した。⑥種々のBDFの着火性、燃焼性の評価をした、

⑦低温熱源を動力源とする、有機系収着剤を用いた新規デシカント空調によるバイオマス

ガス発電時の廃熱等有効利用について調査し、その現象を解明した。

■今後の展�開：光エネルギーによる水分解反応機構を完全に解明し、水分解の人工触媒の作成に重要
な知見を提供する。立地条件の劣悪な奥地での低質人工林資源を効率的に搬出利用する方

策の確立を図る。食用廃油回収方法に関する選好の計測、生産過程でBDFを利用した農業

生産物の付加価値創出可能性の検討とその経済効果の計測、岡山県産木質バイオマスを利

用したキノコ生産を達成するとともに、その際生じるキノコ処理木粉を利用した飼料の実

用化生産を目指す。バイオマスガスのエンジン燃焼に関する熱効率の限界条件の把握、有

機系収着剤によるデシカント空調の効率向上のため、様々なシステムの提案および実機レ

ベルの性能評価を行う。

　本プロジェクトは、バイオマスにより二酸化炭素の循環を利用して、地球温暖化抑止およびエネル

ギーの創成の同時達成を目指すものであり、光合成から始まり、森林の再生、間伐材の搬出、BDFの

利活用システム、キノコ生産とその処理木粉利用の飼料生産の実用化、バイオマスを用いたエンジン

による発電の高効率化およびその排熱利用という、広範囲にわたる融合的研究である。それぞれのテー

マは以下のようになっている。
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①光合成の光エネルギー変換系の光化学複合体の水分解反応機構の解明

　　　自然科学研究科　地球生命物質科学専攻　生物科学講座　高橋裕一郎、沈建仁　

②放棄された落葉広葉樹二次林の皆伐と再生

　　　環境生命学研究科　環境科学専攻��環境生態学講座　坂本圭児

③未利用間伐材の省コスト搬出に関する研究

　　　環境生命学研究科　環境科学専攻　環境生態学講座　�嶋一徹

④バイオマスタウン実現向けたBDF利活用システムの構築に関する研究

　　　環境生命学研究科　環境科学専攻　環境生態学講座　駄田井久

⑤岡山県産ヒノキバイオマスのキノコ処理による高機能化

　　　環境生命学研究科　　農生命科学専攻　生物機能化学講座　神崎浩

　　　環境生命学研究科　　農生命科学専攻　動物機能開発学講座　西野直樹

⑥バイオマスを利用した発電用エンジンの高効率化に関する研究

　　　自然科学研究科　産業創成工学専攻　エネルギーシステム学講座　冨田栄二、河原伸幸

⑦新規デシカント空調によるバイオマス利用時の廃熱等有効利用

　　　自然科学研究科　産業創成工学専攻　エネルギーシステム学講座　堀部明彦、春木直人

⑧地域コミュニティ

　　　地域総合研究センター　三村　聡

森林再生

間伐材搬出
光合成（メカニズム、効率）

処理（破砕、発酵、触媒）

CO2循環サイクル
経済
政策提言

排熱の有効利用

各種要素技術
エネルギー利用（動力源）

ガスエンジン

二酸化炭素、炭素の分離・固定化

植物（エネルギー作物）

エタノール

廃食油

バイオマス由来の燃料
BDF 木材チップ→ガス化

加工

メタン

CO2

H2O

エネルギー利用（燃焼）

二酸化炭素の循環過程
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＜地域と環境エネルギー②＞

岡山知恵とエネルギーネットワーク構想
（Okayama kNowledge and Smart Energy Network： ONSEN）

自然科学研究科　河原　伸幸（冨田　栄二）

■研究概要 （意義・目的）：地域のエネルギーモデル構築ならびにエネルギー拠点となるべき学都：岡
山大学を研究する。駐車場屋根部の太陽電池パネルによる発電、EVステーション、大学キャ

ンパスのスマートタウン化、大学キャンパス内でのエネルギーの見える化等を行うことで、

地域のエネルギーモデル構築ならびに災害時エネルギーステーションとしての役割を検討

する。

■成　果：�　３つの成果が挙げられる。
① 構想を具現化するパース作成：大学本部棟周辺、津島キャンパス、市内、県内の④種

類のパースを作成した。このパース作成にあたり、組み込むべき内容を検討した。

② 提案を検証するミニ・シンポジウムの開催（予定）：ミニ・シンポジウムを開催した。

官公庁、行政、自動車メーカ、部素材メーカの方々に参加いただき、地域のエネルギー

モデル構築ならびにエネルギー拠点となるべき学都：岡山大学に関して、討論を行った。

③ 酸化鉄太陽電池技術研究組合との連携：連携を行うことで、地域のエネルギーモデル

構築ならびにエネルギー拠点となるべき学都：岡山大学の実現可能性を検証している。

■今後の展開：
① 予算確保の取り組み：駐車場屋根部の太陽電池パネルによる発電を行うにも予算が必

要になる。構想を具現化すべくより具体的な構想の発案を行う。また、②と関連し、優

先事項を検証し、予算化を進める。

② 大学キャンパスのスマートタウン化への優先事項検証：予算規模により、優先事項が

異なってくる。具体的な構想を立てつつ、予算規模に応じた優先順位付けを行う。

③ 地域行政との連携模索：今回の構想は、大学だけでは、十分とは言えない。岡山県、

岡山市を含めた地域行政と話し合いながら、構想の具現化を進める。
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専門委員による学都研究（6-1予算）２-2

研究体制
　　自然科学研究科　産業創成工学専攻　　河原伸幸

　　自然科学研究科　数理物理科学専攻　　池田　直

　　自然科学研究科　産業創成工学専攻　　冨田栄二

　　環境生命科学研究科　資源循環学専攻　氏原岳人

　　地域総合研究センター　　　　　　　　三村　聡
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２-2 専門委員による学都研究（6-1予算）

＜学都データベース＞

学都岡山の実現可能性を探る
社会文化科学研究科　平野　正樹

■研究概要 （意義・目的）：本研究報告書は国内で同規模の旧制高校であった四高（石川県）、五高（熊
本県）そして六高（岡山県）の３県についての社会経済関連のデータで地域力の比較をす
るとともに、「学都」の定義に基づき、新たに作成した「学都指標」というデータを用いて
客観的に比較することによって、学都岡山の実現可能性について考察したものである。

■成　果：�　以下の目次に基づいて研究報告書を作成した。
　（1）大学と地域との協働関係強化の背景とその必要性
　（2）学都岡山の実現可能性を探る

①岡山県と石川県・熊本県との地域力比較
②学都の定義と学都指標の作成
③学都指標からみた岡山県の特徴

（３）岡山県が学都になるための条件

■今後の展開：
�　今年度の学都研究は本研究のためのほんの一里塚にすぎない。今後、学都研究を更に発展・
展開していくためには以下の諸点の研究が望まれる。

　（1）学都の定義に関する深い考察
　（2）�学都指標の精緻化
　（３）��社会科学分野だけでなく、教育・医療分野を含む自然科学・人文科学分野の基礎デー

タ整備
（４）大学と行政機関などとの協働関係の実態
（５）大学の研究力に関する基礎データの整備
（６）国際学術都市としてのストラスブールなどと大学との協働関係に関する考察
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大学機能強化戦略経費 学都構想推進支援（6-2予算）２-3

２- ３　大学機能強化戦略経費 学都構想推進支援 （６- ２予算）

　地域総合研究センターでは、専門委員による学都研究の実施に加え、各部局から学都構想推進に資

する取組を募集し、要件を満たす次の７つの取組に対して、大学機能強化戦略経費を活用して、その

実施を支援した。

① 体験型ＥＳＤの実施による環境マインドの醸成（難波徳郎・環境理工学部教授）

② �美作まるごと食農体験実習による地域農業との双方向交流（齊藤邦行・農学部附属山陽圏

フィールド科学センター�教授）

③ �多文化共生を通じた官学連携「学都岡山」実現プロジェクト（河原祐馬・社会文化科学研究

科教授）

④ �子育てから女性のＱＯＬ推進を目指した地域支援プロジェクト（大井伸子・保健学研究科准教授）

⑤ �中国・四国地域における災害廃棄物対策ネットの形成（藤原健史・廃棄物マネジメント研究

センター教授）

⑥ �小中学生を対象とした地域貢献型の工学実験教室への取り組み（竹内英人・工学部技術専門員）

⑦ 岡山大学から発信する現代音楽～齋藤武作品を中心として～（齊藤武・教育学研究科教授）
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２-3 大学機能強化戦略経費 学都構想推進支援（6-2予算）

＜学都構想推進支援①＞

体験型ＥＳＤの実施による環境マインドの醸成
環境理工学部　難波　徳郎

■取組概要 （意義・目的）：現在、一般市民を対象としたＥＳＤに関しては、学部で実施する公開講座
や高大連携事業などによる出前講義等により実施している。また、学部学生を対象とした

専門教育科目では、「ＥＳＤ学外実習」と「実践型水辺環境学及び演習」を提供している。

教育効果を高めるためには、実習や実験を通した参加者体験型のメニューを含めることが

望ましい。本学部のような工学系の場合、実演や実験には実験機器が不可欠である。しかし、

参加者に実験等を体験してもらうための実験機器は不足しており、ほとんどの場合、ビデ

オ等の映像による紹介に留まっている。本事業では、出前講義や実験教室など、学外で実

施することを前提とした、環境教育に資する効果的な実演・実験プログラムの企画を行う

とともに、より多くの参加者が実験を体験することができるよう、実験機器の充実を図る

ものである。

■成　果：�　全国の市民団体等が国土交通省や財団法人河川管理財団と連携して、毎年６月の第一日
曜日に「身近な水環境の全国一斉調査」が実施されている。今年度も６月３日に実施され

たが、上記「実践型水辺環境学及び演習」の履修者がインストラクター役を務め、足守川

水系、倉敷川、笹ヶ瀬川等23地点において、一般市民や高校生の指導を行った。次年度も

上記調査に参加し、協力する予定であるが、その際用いる水質測定（pH、EC、酸化還元電

位）用の機器と簡易検査用のキット（パックテスト）を購入した。

■今後の展�開：本事業の最終目標は一般市民の環境マインドの醸成であり、これを達成するためには
幼少期の段階から体験学習型の環境教育を継続的に行うことが重要である。公開講座や出

前授業は環境マインドの醸成に効果的であるが、受講者が限定されてしまうことが問題と

も言える。上記「身近な水環境の全国一斉調査」では、子供も含めた幅広い年齢層の市民

が参加しており、体験学習型の環境教育には最適であると言える。また、一般市民のみな

らず、指導役の学生の意識も高めることができるため、本学の教育研究機能の向上に資す

るとともに、地域の再生・活性化にもつながると考える。岡山市と連携した「ＥＳＤ学外

実習」も含め、一般市民参加型の環境教育活動を更に充実させることにより、本学が推進

しようとしているCOC事業としての展開も期待される。
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大学機能強化戦略経費 学都構想推進支援（6-2予算）２-3

＜学都構想推進支援②＞

美作まるごと食農体験実習による地域農業との双方向交流
農学部附属山陽圏フィールド科学センター　齊藤　邦行

■取組概要 （意義・目的）：美作市は岡山県の北東部に位置し、東を兵庫県、北を鳥取県と接する、中
山間地域にある。美しい自然と景観に恵まれているが、過疎や担い手の高齢化、耕作放棄
地拡大により、基幹産業である農業は衰退傾向にあることは否めない。地域を美作に限定し、
美作市、JA、農業者の協力を得て、全学の学生を対象に９月～10月の３日間（不連続の土
曜日）に全学開放科目「美作まるごと食農体験実習（1単位）」を開講する。実際に中山間
地域の農業の現場へ行き、美作地域特有の農業と食を体験し、農業者と交流することを通
じて、都市と農村の共生、対流に理解を深め、中山間地域の農業再生と地域活性化につい
て考える機会とする。

■成　果：�　履修者は合計７名であったが、自由参加者も募集して留学生も含め30名の参加があった。
美作地域おこし協力隊員（MLAT）に棚田再生、古民家再生、耕作放棄地解消の意義を説
明され、獣害と闘いながら中山間地域で企業的農業経営をする農業者は儲かるとの話しを
聞き、地域資源を有効に活用することの重要性を認識した。美作地域の自然・食・農を体
験することを通じて、中山間地域農業の現状を理解し、農業者との交流を通じて問題点を
抽出し、美作農業の今後を展望した。大学と地域の交流を通じて、地域振興に果たす資源（人
･自然･文化）の活用と参加型の地域活性化活動の重要性を理解できた。農学部公開シンポ
ジウム（10月13日）に参画し中山間地域活性化方策を議論した。

■今後の展開：　美作市、JA、農業者との双方向交流を継続する。

時　間 ９月22日（土） 時　間 10月20日（土） 時　間 10月27日（土）
�8：30 岡大出発 ��8：30 岡大出発 �8：30 岡大出発
10：00 上山着 10：00 赤田着 10：00 梶並着

棚田稲刈り
地域おこし協力隊

日程説明
サツマイモ掘り

古民家再生、炭焼き小屋、
工作放棄地巡り

12：00 昼食（美作カレー） 12：00 猪・鹿肉バーベキュー 12：30 鹿肉バーベキュー
13：00 稲束はざ掛け

棚田水路巡り
13：00 アンケート

ニンニク植付け
14：00 耕作放棄地解消作業

草刈機使用説明
15：10 意見交換会 15：10 意見交換会 15：10 意見交換会
16：00 終了、帰宅 16：00 終了、帰宅 17：00 終了、帰宅
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２-3 大学機能強化戦略経費 学都構想推進支援（6-2予算）

＜学都構想推進支援③＞

多文化共生を通じた官学連携「学都岡山」実現プロジェクト
社会文化科学研究科　河原　祐馬

■取組概要 （意義・目的）：地域に定住する外国人と共に暮らし、共に地域づくりをしていくことを意
味するいわゆる「多文化共生」は今日、全国の自治体において共通の重要なキーワードとなっ

ている。本事業では、この「多文化共生」をテーマに、これまでの実績をもとに自治体と

連携して施策を検討・実施し、さらにそれを人材育成に繋げていくことを主眼としている。

具体的には、自治体との定期的な施策検討研究会の開催、多文化先進地域における情報収集、

作成教材による講義を通じた人材育成および留学生教育とキャリア支援を継続して実施し

ようとするものであり、こうした取り組みは本学が推進する「学都構想」や「国際戦略ビジョ

ン21」を実現する上での一助となるものである。

■成　果：�　本年度は、主に、これまで継続的に行ってきた「岡山多文化共生政策研究会」を中心と
した活動を通した岡山県国際課をはじめとする県下の自治体との官学連携による多文化共

生施策の検討、「外国人集住都市会議東京2012」への参加や三重県鈴鹿市をはじめとする外

国人集住都市等の多文化先進地域における情報収集を目的としたヒアリング調査の実施、

多文化共生をめぐる問題を主題とする教養講義（2012年後期「多文化共生社会における法

と政治」）の実施および同講義に関わる教材の作成（『多文化共生の潮流―内外の法と政治

から岡山県の施策のあり方を考える―』、岡山大学出版会、2013年３月刊行）等の活動を行っ

た。特に、ここで紹介した講義用教材は、「世界」「日本」「岡山」という三つの基本的な次

元から多文化共生に関わる諸問題を多様な観点から簡明に解説するものであり、多文化共

生のための啓発活動および人材育成を企図した今後の活動を進めていく上での価値ある成

果の一つであると考えられる。

■今後の展�開：本年度の成果を踏まえて、次年度以降は、「岡山多文化共生政策研究会」を通じた自治
体との官学連携による多文化共生施策の検討、多文化先進地域におけるヒアリング調査、

作成教材を用いた多文化共生講義の実施といった活動を発展的に展開していく。こうした

活動と並行して、「大学COC事業」との関連で構想されている本学のプロジェクト「独創的

な地域実践型教育プログラムの構築による国際的な地域人材育成」を視野に入れ、大学に

在籍する留学生を地域社会の貴重な担い手と捉える観点から、留学生教育およびそのキャ

リア支援に関わる活動にも比重をおきつつ、本事業の成果報告を兼ねた多文化共生シンポ

ジウムの開催にも取り組んでいきたいと考えている。
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大学機能強化戦略経費 学都構想推進支援（6-2予算）２-3

＜学都構想推進支援④＞

子育てから女性のQOL増進を目指した地域支援プロジェクト
保健学研究科　大井　伸子

■取組概要 （意義・目的）：
　　　　1．地域での子育て支援体制を充実する。

1-1）「岡山大学子育て支援セミナー」の開催
①母乳育児編：�平成25年2月16日（土）13：00～16：30　【講師】大山牧子（神奈川県

立こども医療センター）越山茂代（つぐみ助産院）
②子どもの虐待�予防編：平成25年2月23日（土）13：00～16：30　【講師】佐藤拓代（大

阪府立母子保健総合医療センター）、徳永雅子（徳永家族問題相談室）
1-2）祖父母を対象にした孫育て講座の開催：平成25年3月15日（金）13：30～15：30
1-３）低出生体重児等のハイリスク児への育児支援
①NICU同総会�の開催：平成24年10月21日（０歳～1歳児）、平成24年12月９日（2歳

児以上）
②ハイリスク児の母親へのTV機能付き携帯電話を用いた育児相談の実施

1-４）�岡山大学病院の退院後の支援体制の整備：周産母子センター、外来、母乳相談室な
どへの母乳育児・育児支援に関する専門書と母乳育児ケア用品・備品の配備

�2．女性のQOL向上のための支援体制を確立する。
2-1）�産後1か月健診時に腹圧性尿失禁の症状を有する女性に対して、骨盤底筋トレーニ

ング指導を実施と効果の検証
2-2）�美咲町と浅口市の保健師と連携して、尿失禁の症状を有する女性高齢者に、TV機

能付き携帯電話を用いた相談システムの検証

■成　果：�　子育て支援セミナーの開催では県外からも参加があり（計161人）、院内外の専門職の知
識や技術の向上となった。NICU同総会の参加者は０～1歳児では計18人、2歳児以上では
計37人で、全家族が会の継続実施を希望していた。TV機能付き携帯電話を用いた育児相談
の延べ件数は41件（平成25年1月末）である。女性のQOL向上のための取り組みでは、�産
後1ヶ月の女性は育児等で多忙であるが、体操を継続実施することで症状の改善がみられ
た。高齢女性へ支援については美咲町と浅口市で行い、TV機能付き携帯電話を用いて映像
による体操の実施状況の確認や質問に対応することができた。

■今後の展 開：　「健やか親子21」にもあげられている母親の育児不安の軽減や母乳育児の増加、虐待
予防のために、今後も専門職が連携を深め、知識・技術のレベルアップ向上のための企画
を行う。また、�岡山大学病院では低出生体重児や心疾患等のハイリスク児の出産が多く、
育児の困難さが予測される母親に対しての育児支援を行う。女性にとって腹圧性尿失禁は
QOLに関わる重要な問題であり、�今回は受診行動につながりにくい①出産後の女性と、②
遠隔地に居住する高齢女性への支援システムについて検討した。ITを用いた医療支援はさ
まざまな取り組みが行われているが、携帯電話は手軽に使用できるツールであり、�今後も
女性のライフサイクルに沿った支援に活用する。
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２-3 大学機能強化戦略経費 学都構想推進支援（6-2予算）

＜学都構想推進支援⑤＞

中国・四国地域における災害廃棄物対策ネットの形成
廃棄物マネジメント研究センター　藤原　健史

■取組概要 （意義・目的）：平成23年の東日本大震災の経験より、各県では今後の巨大地震に備えて津
波被害の見直しが進められている。中国・四国地域では台風による高潮や局地豪雨による

河川氾濫の件数が増えており、それによる家屋の浸水や倒壊も視野に入れて、平静より被

害のレベルを予測し対策を練っておくことは重要である。そして、これらの自然災害は広

域で発生することが多く、多市町村が連携して災害対策に当たることが望ましい。本事業

では、瀬戸内海沿岸地域で発生する水害に対して、廃棄物量の推計や仮置場の選択、がれ

きの輸送計画、がれき処理能力の把握と処理計画などの支援するツールを開発し、それら

を利用して中国・四国地域の関係自治体間で災害復興対策ネットワークを形成してゆくこ

とを目的とする。

■成　果：�　本平成24年度は岡山市を対象にして、洪水災害マッ
プを利用することで市内の水害廃棄物の発生量分布

を明らかにし、市内にある仮置場の候補地を選択し、

発生した廃棄物を円滑に仮置場に輸送するための最

適な収集輸送計画を作成する研究を行った。まず、

岩手県を対象として開発した、GISを用いたがれき

量の推計手法（平成23年度）を災害マップを用いた

推計方法に発展させて、水害廃棄物の市内発生分布

を求めた。そして、公園、学校の校庭、飛行場など

を仮置場とした場合の水害廃棄物の収集輸送計画問

題を、線形計画法を用いて解いた。

■今後の展�開：　平成24年度は岡山市だけを対象として、水害廃棄物量の推計と仮置場への退避を検
討したが、平成25年度はそれを中国・四国地方の他市にも広げることによって市町村単位

の被害発生量を明らかにし、焼却施設や処分施設の処理能力、トラックやバックホーなど

の重機類の制約条件を考慮して、広域連携での水害廃棄物処理計画を描く。また、津波や

洪水シミュレーションの結果とリンクさせることにより、より正確な水害廃棄物の発生量

を推計してゆくとともに、災害時の輸送経路制限なども組み込む。最後に成果を市町村に

提供し、災害復興対策ネットワークの形成を図る。

岡山市洪水災害マップと建物地図を
重ね合わせた図
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大学機能強化戦略経費 学都構想推進支援（6-2予算）２-3

＜学都構想推進支援⑥＞

小中学生を対象とした地域貢献型の工学実験教室への取り組み
工学部創造工学センター技術支援部門　竹内　英人

■取組概要 （意義・目的）：工学部創造工学センター技術部支援部門では、平成21年度から体験型実験
教室の開催、科学イベントでの出展に技術職員が協力して取り組んできた。小・中学生へ

実験を届けることにより、地域に知的サービスを提供し、岡山大学が地域に根ざしたより

身近な存在であると感じてもらえることを期待している。以下に今年度の取組を記す。

1）わくわく体験教室2012（岡山大学教育学部附属特別支援学校高等部：7/3）

2）御野学区東江道子ども会�わくわく体験教室2012（岡山市御野小学校：7/24）

３）家族の日/わくわく体験教室2012（岡山大学工学部：8/1）

４）小学生のための工学実験教室2012（岡山大学工学部：8/7）

５）かいのきわくわく体験教室（岡山大学工学部・国際交流会館交流棟：8/22）

６）科学大好き岡山クラブ出展（ライフパーク倉敷：8/26）

７）児童育成おにっこクラブわくわく体験教室2012（倉敷市茶屋町学区：8/28）

８）わくわく体験教室2012（岡山大学教育学部附属特別支援学校中等部：10/26）

９）青少年のための科学の祭典出展（ライフパーク倉敷：11/17-18）

■成　果：�　今年度は学外での出前実験開催の機会が増えたため、安全面に配慮した内容の検討や充
分な予備実験でいずれも安全かつ楽しく開催することができた。今年度の出前実験・出展

も新聞・テレビ等でも報道され、大変好評であり、継続的な開催や出展が望まれている。

また、若手技術職員を中心として、名古屋工業大学技術グループで行った勉強会では、名

古屋工業大学技術グループが行っている地域貢献授業の様子や組織について情報収集を行

うことができた。出席者全員がプレゼンテーションを行い、意見交換をすることができ、

今後の地域貢献活動の参考となった。

■今後の展 開：今年度予定していた「岡山大学独自の実験教室」については、異分野融合先端コア教
員の協力で、実験のプロトコルを作成することはできたが、中学生を対象とした実験教室

を実施するまでには至っていない。今後、京山中学校科学クラブの協力を得て、さらに教

材研究を進めていく予定である。また、新しいテーマの探求はもちろんだが、これまで進

めてきたテーマをしっかりと育てていきたい。そのためにも職員間での勉強会を設け、プ

レゼンテーション能力の向上をはかるだけでなく、安全面に関する研修も行う予定である。
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２-3 大学機能強化戦略経費 学都構想推進支援（6-2予算）

＜学都構想推進支援⑦＞

岡山大学から発信する現代音楽　〜齊藤武作品を中心として〜

教育学研究科　齊藤　武

■取組概要 （意義・目的）：　現代音楽作品は近年益々高度化、複雑化している。上演するには、優秀
な演奏家が高度な演奏技術・表現に取り組み相当な労力を費やさなければできないため、

多くは大都市に限られてしまっている。

�　しかしここ数年岡山でも本学の若手教員、大学院修了生など優秀な演奏者が現代作品を

演奏できる能力を身につけ、作曲者と共に新たな表現技術の開拓を行ってきた。

�　そして岡山大学で創作された現代音楽作品を地域に向けての発信を望む声が多く上がる

様になった。本学教員、学生、大学院生、修了生等と、さらに地域の多くの優秀な演奏家

達との共演を企図し、学内外の関係者、多くの地域音楽愛好家に向け新たな音楽表現のあ

り方を広く提示し、また一般の方々にも親しみやすい音楽創りを目指し、岡山の音楽文化

発展に寄与することを目的とした。

■成　果：��　12月26日に本学教育学部音楽棟３Fホールにおいて、COMTEMPORARY�MUSIC
CONCERT�Takeshi�SAITOH�Works�命、光、風、そして再生へ同時代の響きを紡ぐ～岡

山大学からお送りする現代音楽のメッセージ～齊藤武作品演奏会Vol1を開催した。教員４

名、卒業生３名、院生５名、学部生1８名、地域演奏家５名という総勢35名が出演する大き

なコンサートを実施した。宣伝効果もあり、学内関係者はもちろん多くの地域の一般の方々

がご来場くださり、音楽を通じ多くの交流が生まれ、高い技術の演奏と会場が熱気に包ま

れる充実した演奏会として成功した。このコンサートの模様はRSK山陽放送テレビ1月25

日イブニングニュースで一部放映された。

■今後の展�開：今後もさらに現代音楽の表現技術を実験を重ねながら追求し、また新たな境地を開拓し、
地域に向けた意義ある演奏会を開催していきたい。

�　またこうした独自の研究も、本学で研究する教員、学生たちや多くの積極的に参加して

下さる地域の演奏家の協力なしには成り立たないので、こうした交流を深め、より充実し

た深化した内容で発信していけるように努力し、岡山大学でしかできない取り組みとして、

地域に向けてまた新たな展開をしていきたい。
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視察調査２-4

２-４　視察調査

　地域総合研究センターでは、主要な地方中核都市や魅力あるまちづくりを進めている都市を訪問し、

その実態や協働によるまちづくりに如何に大学が関係しているかなどについて調査を行い、岡山のま

ちづくりや学都創成に資するための地域研究を展開している。

　平成 24 年度は、熊本市、金沢市、京都市、長浜市、彦根市、東京丸の内、ストラスブール市（フラ

ンス）などを訪問して大学や自治体などと意見交換を行った。

■２-４-１　熊　本
岡山大学では、金沢市、熊本市、岡山市の三つの都市比較を進めているが、特に、熊本市は、中

心市街地の活性化問題、大学と地域交流、市役所のありかたなど参考になる点が多い。平成 23 年 12

月 19 日～ 20 日と平成 24 年2月 13 日～ 14 日の二回、視察を行った。

　�　平成 23 年 12 月 19 日～ 20 日は、岡山大学から荒木勝教授、阿部宏史教授、青山勲名誉教授、中

村良平教授、三村聡教授、岩淵泰助教、岡山市からは、川野豊東区長、石田尚昭・都市整備局次長、

大野慶子・庭園都市推進課主査、その他、中村良平ゼミ学生も参加した。視察先は、熊本市企画財

政局、すきたい熊本協議会、熊本大学まちなか工房を訪問した。熊本市財政局では、田上聖子氏か

ら政令都市後のまちづくりや市民協同課の活動について意見交換を行った。すきたい熊本協議会で

は、泉冬星氏から上通りと下通りの商店街と地元百貨店鶴屋による中心市街地活性化方策などにつ

いてヒアリングを行った。

　�　最後に、両角光男熊本大学副学長、溝上章志教授から熊本大学まちなか工房の活動について意見

交換を行った。まちなか工房では、工学部都市計画を中心にまちづくり勉強会、都市調査、学生ゼ

ミの開催など行っているが、まちなかキャンパスを進める上での注意点や課題などアドバイスをも

らった。

　�　続けて、平成 24 年2月 13 日～ 14 日では、中村誠教授、中富公一教授、平野正樹教授、三村聡教授、

氏原岳人助教、岩淵泰助教で視察を行った。熊本大学工学部まちなか工房では、富士川一祐研究員

から、大学と地域の共同研究やまちづくりの課題について意見交換を行った。

　�　熊本視察の成果は、平成 24 年 6 月に城下ステーション開催に向けて、重要なモデルとなったこと

である。また、熊本大学では、市と大学の共同調査を進めており、どのようなテーマが可能である

のか、そして、学生と地域の双方のメリットなどを探ることができた。

■２-４-２　金　沢
平成 24 年 10 月３日～４日、平野正樹教授、三村聡教授、千田俊樹教授、岩淵泰助教の４名で金

沢市内に立地する日本政策投資銀行北陸支店、金沢大学地域連携推進センターおよび金沢市市民局

市民参画課を訪問し、ヒアリング調査を実施した。

　�　最初に訪問した日本政策投資銀行北陸支店では、仲倉修企画調査課長から北陸３県の歴史・風土、

産業、文化等の概況とその中における石川県および金沢市の特色について説明を受けた。

　�　金沢大学地域連携推進センターでは、神谷浩夫センター長（地域創造学類�教授）ほか５名の方々

から、金沢大学における「地域連携」の位置づけ、同センターの運営体制、能登半島を舞台に展開
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している人材養成プログラムなどの主要な事業について説明を受けた。

　�　最後の金沢市市民局市民参画課では、山口和俊グループ長と柿本紀希主査から同市が全国に先駆

けて制定した「学生のまち推進条例」（平成 22 年４月1日施行）の目的・理念、それに基づく具体

的な施策や事業の実施状況について説明を受けた。また、学生と市民の交流の場、まちづくり活動

の拠点として市が整備した「学生のまち市民交流館」（平成 24 年９月 29 日オープン）を視察した（詳

細は資料編参照）。

　�　金沢では、旧制第四高等学校の旧校舎が「石川四高記念館」として保存、活用されているほか、『學

都』という雑誌が隔月刊で定期発行されているなど、市民の中に「学都」という意識が相当強く根

づいていることをうかがわせる調査であった。

≪資料編≫調査報告書（金沢市役所）

２-4 視察調査
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３まちなかキャンパスと地域活動

　まちなかキャンパスは、大学と地域との対話と交流の空間である。城下ステーションは、大学と地

域との協働のまちづくりを展開する象徴的な空間となっている。以下の文章は、ホームページに記載

してあるまちなかキャンパスの趣意書である。

　以上のように、まちなかキャンパスを通じて、大学と地域の対話と交流を柱とした学都を目指して

いる。

　岡山大学は、岡山の人々ともに、地域と世界へさまざま貢献を行ってきた。しかしながら、

岡山大学の活動が、岡山の風土や文化など暮らしの中に根付かなければ、私たちの目指す学都

とは言えない。なぜなら、学都とは大学と都市・地域とが、ともに力をあわせて作り上げる空

間だからである。大学と地域の信頼関係を確認し合い、学問への信頼、科学への信頼、医療へ

の信頼は住む人も訪れる人も幸せな岡山を作ることとなる。

　次に、まちなかキャンパスは、世界的な広がりをもった対話の場となることを目指している。

学都・岡山は、世界の社会変化に、適応しながらも、固有の暮らしも維持しなければならない。

そのためには、学生・教職員・まちの人々と、岡山と世界について、自由に語りあわなければ

ならない。この自由な対話は、世界から学都岡山への応援団を引き寄せることにつながる。は

じめは、小さなものかもしれないが、やがては大きな波に変化するであろう。

　最後に、まちなかキャンパスは、学都・岡山を担う若者の育成を目指している。若者は、岡

山から世界へ旅立つかもしれないが、その土地、土地で、岡山で学んだものを花開かせ、岡山

から世界への結びつきを強めていくであろう。また、若者は、岡山の地にあって岡山を活力あ

る魅力的な都市・地域につくりかえる仕事にたずさわるかもしれない。そのいずれにおいても、

まちなかキャンパスは、若者の真の学びの場として貢献することは間違いない。信頼的対話・

自由・教育は、岡山大学のみで実現できるものではない。学生は、大学で学んだものを、岡山

の地で発揮できる可能性を求めている。大学・都市・地域はそれをサポートしていくべきで、

その仕掛けが、まちなかキャンパスである。

　岡山大学は、岡山の人々ともに、地域と世界へさまざま貢献を行ってきた。しかしながら、

岡山大学の活動が、岡山の風土や文化など暮らしの中に根付かなければ、私たちの目指す学都

とは言えない。なぜなら、学都とは大学と都市・地域とが、ともに力をあわせて作り上げる空

間だからである。大学と地域の信頼関係を確認し合い、学問への信頼、科学への信頼、医療へ

の信頼は住む人も訪れる人も幸せな岡山を作ることとなる。

　次に、まちなかキャンパスは、世界的な広がりをもった対話の場となることを目指している。

学都・岡山は、世界の社会変化に、適応しながらも、固有の暮らしも維持しなければならない。

そのためには、学生・教職員・まちの人々と、岡山と世界について、自由に語りあわなければ

ならない。この自由な対話は、世界から学都岡山への応援団を引き寄せることにつながる。は

じめは、小さなものかもしれないが、やがては大きな波に変化するであろう。

　最後に、まちなかキャンパスは、学都・岡山を担う若者の育成を目指している。若者は、岡

山から世界へ旅立つかもしれないが、その土地、土地で、岡山で学んだものを花開かせ、岡山

から世界への結びつきを強めていくであろう。また、若者は、岡山の地にあって岡山を活力あ

る魅力的な都市・地域につくりかえる仕事にたずさわるかもしれない。そのいずれにおいても、

まちなかキャンパスは、若者の真の学びの場として貢献することは間違いない。信頼的対話・

自由・教育は、岡山大学のみで実現できるものではない。学生は、大学で学んだものを、岡山

の地で発揮できる可能性を求めている。大学・都市・地域はそれをサポートしていくべきで、

その仕掛けが、まちなかキャンパスである。
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３-1 城下ステーション開所式

柳川

まちなかキャンパス
城下ステーション

▼

城下

後楽園

シンフォニー●
ホール

●
市民会館

●
岡山城

石山
公園

岡山●
中央中学校

県立美術館●

就実学園●
高校・中学校

３- １　城下ステーション開所式

　まちなかキャンパスでは、大学の教員・職員・学

生がキャンパスの外に出て、地域の人々との自由な

語り合いを通じて、岡山の地に信頼的対話の空間を

創造することを最も重要な目的としている。

　平成 24�年６月 26�日岡山市北区石関町に、学外の

活動拠点として「まちなかキャンパス城下ステーショ

ン」がオープンした。この場が選ばれたのは、1．市

内中心部、2．歴史・文化施設に近い、３．景観が良い、

４．まちづくりを行うNPO�との連携を期待できるからである。また、まちなかキャンパスでは、魅力

ある岡山のまちづくりに貢献するとともに、学生らが経験を積むことで課題解決の実践力をつけること
を目指している。その他、まちなかキャンパス事業以外にも、ゼミやサークル活動で利用したり、留

学生と地域との交流拠点としたりすることもできる。

【住所】〒700-0813　岡山市北区石関町2-1
（駐車場1台あり）

【開館時間】9：00〜18：00

≪資料編≫城下ステーションオープンチラシ

■３-１-１　城下ステーションの稼働実績とまちなかキャンパスの開催状況
　平成�24�年�6�月のオープンから平成�25�年�3�月末までの城下

ステーションの利用回数は�80�回を数え、大小のミーティングを挙げれば更に利用回数は多くなる。
その中で、公開講座である、まちなかキャンパスは、13�回にのぼる。

　城下ステーションでの活用では、第一に、アゴラ喫茶や勉強会での使用、第二に、カルチャー

ゾーンの近さを活用した美術史のゼミやまちづくり講師を招いたゼミ、第三に、西川緑道にぎわい

調査など打ち合わせなどに活用されている。また、後楽園に通じる石関町にあるため、観光客や岡

山大学OB� なども足を運ぶことがある。このような活動の他、まちづくりに対する学生企画や職員

企画でも、城下ステーションを活用しており、大学と地域を繋げるサロン空間となっている。

　まちなかキャンパスでは、様々な講師を招いて大学生へ講義も行っている。例えば、徳田恭子・

NPO�法人まちづくり推進機構岡山理事、川野豊・岡山市南区長、筒井祐治・岡山市都市整備局長、

吉田淳一・日本政策投資銀行岡山事務所長を招いて、岡山のまちづくり講義を学生に行い、15�人ほ

どの学生参加があった。

　城下ステーションの活動は、新聞やラジオなどで取り上げられ、少しずつであるが学内外で認知

度が広がっている。
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３- ２　まちなかキャンパス実践活動

■３-２-１　岡山市との連携：西川緑道公園界隈の活性化
　岡山駅と表町商店街の中間に位置する西川緑道公園（全長� 2.4km）。これは、一時死の川と化し

た空間を� 1960�年代以降、都心の潤い空間として甦らせたものだ。現在は、ジャズ・フェスティバ

ルや満月�Bar�などの様々なイベントを楽しめる市民の憩いの場となっている。
この貴重な資産を活用して、岡山市をさらに魅力とにぎわいのあるまちにしていくにはどうした

らよいか？　当センターでは、行政やまちづくり関係者との対話や学生による実態調査などを通し

て、この疑問に答えることとした。この観点から、岡山市等と協働して、以下の事業を行った。

・５月30日　西川緑道公園活性化プロジェクト講演会　第1弾

　（講師：石田尚昭・岡山市都市整備局次長）

・６月９日　まち歩き企画“まちなか探検隊”

・６月27日　西川緑道公園活性化プロジェクト講演会　第2弾

　（講師：河上直美・NPO法人タブララサ理事長　他）

・10～12月　西川緑道公園にぎわい調査（岡山市からの委託事業）

・2月９日　西川緑道公園にぎわい調査報告会

≪資料編≫西川緑道公園活性化プロジェクト講演会チラシ

■３-２-２　岡山市との連携：カルチャーゾーン出石エリアでの活動
美術館や後楽園などが集まり、カルチャーゾーンと呼ばれる出石町。そこで活動している若手起業

家や芸術家、地域の人々と対話し、歴史や文化、魅力について若者の視点から発信する活動を展開した。

　また、このエリアに残されている建造物の利用・保存や出石町の活性化のための方向性を議論す

る集会にも参加した。

■３-２-３　倉敷市との連携：美観地区や高梁川流域での活動
　水島、倉敷、総社、高梁、新見の生活を支える高梁川。自然遊びや歴史遺産の探索を通じて、地

域の豊かさを発見し、未来構想への提言を行った。現在、多くのまちづくりプログラムを実施して

いる�GREENDAY�実行委員会や一般社団法人水辺のユニオン、「だっぴ倉敷」の活動やイベントに

学生参加を含め連携協力した。

　また、倉敷市、GREENDAY�実行委員会と共催で「亀の秘密　倉敷のこころ」と題し「水と

命」‐�高梁川流域の美しい環境とまちを愛す�‐�をテーマに、まちなかキャンパス�in�倉敷を開催し

た。

≪資料編≫亀のひみつチラシ
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■３-２-４　地域医療（新見・美作）
　地域医療、ケアを通じたまちづくりを中心テーマとして、９月1日～2日、フィールドワークや

合宿を通じて中山間地が抱える課題（過疎と高齢化）解決に取り組んだ。地域社会や他大学との協

働として位置付け、岡山大学は医学部が中心となり、社会文化科学系、自然科学系と幅広い学生

が、さらに川崎医療福祉大学、新見公立大学、美作大学など総勢�50�名を超える教員・学生が参加

した。講師は美作市、西粟倉村から招聘した。

≪資料編≫美作合宿チラシ、総社合宿チラシ

■３-２-５　総社市地域包括ケア ワークショップ
平成 25 年2月 16 日～ 17 日、岡山大学の有志学生、教職員が総社市山手地区を訪問しワークショッ

プを開催した。これは、総社市の社会福祉関係団体の方との対話を通じて地域の課題を発見し、少

子化・高齢化する同地域の包括的な活性化のために学生達たちが今できることを発見し、解決策と

中長期的な活動の方向性を探ることを目的に実施した。

　なお、この取り組みは、学都研究「地域と医療」を核に「地域と教育」、「まちづくりと地域創成」

を複合化した実践展開と位置付け、将来の岡山大学サービス・ラーニングを視野に入れた取り組み

として実施した。� ≪資料編≫総社ＷＳチラシ

■３-２-６　ファジアーノ岡山＆奉還町（西口エリア）での活動
スポーツ教育センターの高岡敦史助教が中心となって「地域とスポーツ」というテーマのもとで

展開した取り組みのひとつが、わが町にプロ・スポーツクラブがあることの価値を体感する「はじめ

てのファジアーノ岡山」であった。これは、プロ・サッカーのゲームを楽しく観戦するためのヒント

を学ぶオリエンテーションを受けた後、参加者全員で一緒にスタジアムまで移動し、観戦するとい

うものである。オリエンテーションはファジアーノ岡山のホームタウン活動発祥の地である奉還町商

店街である。参加者は、ホームゲームが開催される日、わが町に「ファジアーノ岡山」が溢れてい

ることを見、スタジアム周辺の熱気を感じ、スタジアムでの熱狂に巻き込まれ、「岡山」を体感した。

　平成 24 年度は、計 10 回（平成 24 年６月 13 日、７月８日、７月 15 日、７月 29 日、８月５日（一

般公募開始）、８月 22 日、８月 26 日、９月 17 日、10 月 14 日、11 月 4 日）開催した。

　もうひとつの取り組みが、奉還町商店街の若手経営者と学生たちが、ファジアーノ岡山のホーム

タウンであることや周辺に大学が集積していることを活かしながら商店街の活性化を考える「奉還

町商店街活性化プロジェクト」（仮称）の定期開催である。商店街活性化のアイデアが多岐にわたっ

て提案されるため、会議が開催されるたびに新しいメンバーを巻き込んでいく必要があり、参加者

が増えている。その中から、即座に実現へと動き出せるものから着手すべく、まさに今、助走を終

えて走り出したところである。
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　いずれの取り組みも、ひとりの学生の「スポーツで岡山を元気に！」という情熱と、その勢いに

同調した元気な学生たちに支えられている。彼は、全国津々浦々 16 ものプロ・クラブのホームタウ
ンと商店街の視察に単身出かけ、貴重な知見を私たちにもたらしてくれた。その溢れんばかりの情

熱は、商店街活性化のエンジンになっている。

　この取り組みが、彼にとって情熱を思う存分ぶつけられる場となり、貴重な学びの機会になるよ

うにデザインされることは、今後、参加する学生たちの主体性発揮と学びを保証するための試金石

になるだろう。こうして、教員もこの取り組みを通して学び続けている。

≪資料編≫はじめてのファジアーノチラシ

■３-２-７　岡山県との連携：岡山まちの夢アイデアコンテストへの参加
　岡山の街がもっと楽しくなるような仕掛けなどを募集する学生対象コンテストに参加。用意され

た県内３つのバスツアーのコースから興味あるものに参加し、ワークショップに参加した後、まち

づくりのアイデアを考え、コンテストに８組が応募した。その結果、アイデア企画として３組が入

選され、主催者から表彰状が授与された。

平成24年５月26日　岡山街歩きバスツアー（笠岡・倉敷・岡山コース）

平成24年６月2日　岡山街歩きバスツアー（玉野・日生・岡山コース）

平成24年６月９日　岡山街歩きバスツアー（津山・高梁・岡山コース）

バスツアー３コースで延べ30名の岡山大学学生・職員が参加。

平成24年６月23日　第1回まちづくりワークショップ　-まちとの関わりを見つけよう-

平成24年９月1日　第2回まちづくりワークショップ　-コンテストの応募企画書を作ってみよう-

平成24年10月16日　まちのアイデアづくり出前ワークショップ

平成24年10月31日　アイデアコンテスト募集締め切り

平成25年2月23日　アイデアコンテスト審査会・表彰式

■３-２-８　岡山県との連携：岡山県総合計画「第3次おかやま夢づくりプラン」を読み解く会
　６週にわたって岡山県の総合計画『第３次おかやま夢づくりプラン』を読み解く会を開催。岡山

県からは、講師として総合政策局や教育庁（委員会）などに協力頂いた。最終回の８月1日（水）

には、岡山県庁において、参加した学生たちが2班に分かれ、自らが話し合いで決めたテーマをも

とに企画提案書を作成、その成果発表を兼ねたプレゼンテーションを実施。学生たちのプレゼンテー

ションに対して、質問・意見や感想を含め活発な意見交換が行われた。最後に総合政策局の矢吹周

平課長より、大学と岡山県連名による「修了証」が学生一人一人に授与された。

≪資料編≫学生プレゼン資料



��

３-2 まちなかキャンパス実践活動

■３-２-９　アゴラ喫茶（公開講座）
アゴラ喫茶では、岡山初の「哲学カフェ」や鐸木道剛・

社会文化科学研究科准教授による「Art�カフェ」が行われた。「Art�カフェ」では、地元岡山市が

生んだ国吉画伯や海外の美術など幅広いテーマで、その魅力や楽しみ方について考える機会を提供

した。さらに、世界を意識したテーマでは、７月14日フランス革命にちなんで、フランスのまちづ

くりについて、岡山の保育園でインターンシップを行うドイツ人カリナ女史を招き、彼女の眼から

見た日独比較講座、ロンドンオリンピックにちなみ現代オリンピックを考える「スポーツ哲学カ

フェ」（高岡敦史・スポーツ教育センター助教）を開催した。

　岡山市民を対象としたテーマでは、岡山市民の幸福度を考えるカフェ、西川緑道界隈を中心とす

る岡山市の中心市街地の形成について、岡山人の物語や岡山城や西川の歴史を含めて学ぶ機会を提

供するなど、学生　　　　　　　　や市民が共に対話を通じて岡山を考える機会を提供した。

【公開講座の開催状況】
平成24年７月14日　アゴラ喫茶「岡山で考えるフランスのまち」

平成24年７月26日　「欧州の最新事情から岡山の都市・交通・環境秘策を考える」

平成24年７月31日　アゴラ喫茶「岡山における哲学の発祥」

平成24年８月３日　「スポーツ哲学カフェ」

平成24年８月28日　アゴラ喫茶「岡山市民の幸福度を考える」

平成24年８月29日　「スポーツ哲学カフェ」

平成24年９月27日　アゴラ喫茶「ソーシャル・キャピタルを考える」

平成24年10月９日　アゴラ喫茶「カリナさんから見た日本の保育」

平成24年11月16日　アゴラ喫茶「働きがいとは何か」

平成24年11月21日　アゴラ喫茶「岡山まちづくり発見！中心市街地の歴史を追いかけて」

平成24年12月22日　「EUの現在と未来」

平成25年1月13日　哲学カフェ�「ほんとに反省してる？」

平成25年2月10日　哲学カフェ�「義理チョコって必要？」

≪資料編≫アゴラ喫茶チラシ、スポーツ哲学カフェチラシ



�9

職員・学生企画３-3

３- ３　職員・学生企画

　地域総合研究センターの取り組みとして、教員のみならず学生や職員自らがまちづくりに積極的に

参加できるように、活動企画を審査し、その基準を満たした企画に対して、活動支援を行う制度を導

入した。

　支援を行った職員企画は４企画、学生企画は８企画あり、以下、その概要と成果および今後の展開

について記す。なお、これらの企画については、平成 25 年2月 27 日開催の平成 24 年度成果報告会に

おいて、それぞれの成果を発表した。

≪資料編≫学生企画募集チラシ
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＜職員企画①＞

岡大×中四国大学×ベネッセ若手職員合同合宿
財務部財務企画課　久保田　将弘

■企画概要 （目的）：高等教育行政や大学改革実行プランに関する基礎講座を設け、職員として持つべ
き高等教育に関する大局観を養成するとともに、「高大連携、地域貢献」をテーマとして各
大学の取組状況や地域の高等学校における先進的実践からの視点を加え、今後の大学の姿
や職員としてできること等について議論を行う。また、地域課題に立ち向かう活動に触れ、
地域貢献のあり方を肌で感じる機会を経験する。これらのことを通して、地方国公立大学
が持つ課題に対して主体的に考え関わることのできる職員を養成することを目指す。
�　また、他大学・異業種・異年齢間でのキャリア経験談を通じて、各組織の若手職員が大
学職員や企業職員としての知識やプロ意識を高め、仕事に対するモチベーション向上と、
今後の自身のキャリア構築に資する機会を提供する。日常から離れた環境の中で自分自身
を見つめながら、他機関職員との合同合宿形式による、寝食を共にしたコミュニケーショ
ン機会を通して、深い人間関係の構築と自己の発見をもう1つの目的とする。

■実施事項：実施事項：
日　時：平成24年10月27日（土）～28日（日）
場　所：かんぽの宿美作湯郷、いちょう庵（美作市上山地区）
参加者：�33名（岡山大学17名、島根大学４名、高知工科大学３名、ベネッセ５名、岡山県

立高等学校2名、山陽新聞1名、NPO1名）
1日目
(１)自己紹介・アイスブレイク
(２)講師講演
�高等教育（大学の歴史、大学改革プラン）、高校現場からの問題提起や先進的地域連
携事例についての講演。

①「�大学で生・活する」/�岡山大学財務部財務企画課　荒木秀治氏
②「�これからの高大連携のデザインを考える～地域の高等学校から岡山大学に期待する
こと～」/�岡山県立勝山高等学校教頭　三浦隆志氏

③「�林野高等学校における地域課題への取り組みと、岡山大学に期待すること」/�岡山
県立林野高等学校教諭　岸本奈緒子氏

(３)各大学事例紹介
�参加大学（岡山大学�、島根大学、高知工科大学）から「地域貢献」、「高大連携」につ
いて事例紹介
(４)グループディスカッション・共有会
　「�地域貢献」、「高大連携」の2テーマについて５グループに分かれての議論及び全体
共有会
(５)キャリア座談会
懇親会形式のフリートークセッション

■３-３-１　職員企画
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2日目
(１)地域貢献活動体験
「�美作市地域おこし協力隊」の協力のもと、美作市上山地域において講義及び地域貢
献活動体験
(２)合宿振り返り会
�2日間を通して学んだこと、職員としてできること、今後の抱負について全体で共有

■成果（今後の展開）：
◆地域と大学、高校と大学の連携について
・�講義やディスカッション、地域貢献の現場を見て、国公立大学が地域の教育水準や優秀
な人材供給を担う部分は大きく、高大連携活動も地域連携活動もその機能をより効果的
に発揮するための手段という点の再発見に至った。

・�高等学校、大学、地域それぞれにとって連携目的が異なっていることや、学習指導要領、
大学の各種ポリシー、組織のミッション等、様々なルールの中で活動していること等が
十分に共有理解されないまま取組みが実施されている部分があるのではないか。様々な
層や機会の中での対話を通して目的を共有する場が、互いにWin-Winとなる為に重要で
あることを共有した。

・�大学という様々な地域・学問の人が集う「外の視点」が、まちと関わることで、地域ら
しさの再発見につながる可能性を再認識。

・�今までは学生や教員が点として関わる部分が多かったが、今後大学全体として継続的に
関係構築と活動を行っていくためには、その大学や地域に継続的に関われる職員層がキー
であるという1つの答えを共有することができた。

◆参加者自身について
・�参加者の感想やアンケート結果からも、現場で体験する重要性や、実践から学ぶ大切さ
を挙げる者が多く、「地域に学ぶ、地域を学ぶ」経験を得られたことも成果の1つとなった。

・�この合宿を通して、自大学の歴史や取組みを十分に知らないという課題や、他機関から
の参加者との議論を通して各個人が持つ課題が浮き彫りになった。特に採用数年の若手
職員には、それら課題意識や多くのロールモデルと出会う機会が得られたことは、自身
のキャリアを考える上で非常に有用であったと感じられる。

◆今後について
・�今後の大学の在り方について明確な答えが出せた訳ではないが、今回の様に様々な立場
の若手参加者が一堂に会して議論できたことは、大学が地域にある意味を考える継続的
関係性のスタートだと感じている。今後もこういう場を持ち続け、組織風土、文化とし
て根付かせ、地域に開かれ地域の期待に応えられる大学作りを進めていきたい。
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＜職員企画②＞

新しい学びのデザイナー育成講座
教育学研究科寺澤研究室　坂本　清美

■企画概要 （目的）：私自身民間企業と行政関連の団体で長年勤務し、その間岡山大学教育学研究科で
学ぶ機会を持ちました。その中で岡山大学の素晴らしい資源を目の当たりにし、岡山大学
の良いところや岡大らしさをもっと地域に広めたいと思ったことが本企画の出発点です。
そして従来の大学の試みに加え新しい形で地域の活性化を促進したいと考えました。その
中で大切にした視点は2つあります。1つ目は元々学術に関心があり大学の講演会などに
来ていただける方のみならず、学術にそれほど関心を持たない方々をいかに引き付け、そ
のような方々に岡山大学を知っていただく機会を作っていくかです。2つ目として学外で
の学生の育成を念頭に、市民と協働しながら大学の魅力をアップしていくことです。そこで、
誰もが関心を持つ「食」をテーマに、研究とともに岡大を発信する方策を考えました。場
として大学ではなくまちなかの洗練されたレストランで人が集う会を開くことにしました。
レストランにも新たな顧客層の開拓に繋がるメリットを伴うのではと考え、以下のような
企画を学生や市民と協働連携しながら実施致しました。
1）大学発　食育を通して人を学ぶ会（H24.12.9開催）
2）ライフスタイルを彩る教養講座①「五感で味わうスローなイタリアン」（H25.1.26開催）
３）�ライフスタイルを彩る教養講座②「論理と感性のはざまで楽しむワイン」（H25.2.22
開催）

■実施事項：
1）大学発　食育を通して人を学ぶ会

　「地元でとれる食材に関わっている人の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  努力を知ろう！」
トマトをテーマに生産者や携わる人の思いを聞くこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とにより、自分の食生活を支

える様々な人の努力により成り立っている事を子どもたちに気づかせる親子向
けプログラムを、大学、行政、企業の協力を得て行いました。定員人数を超え、約80名の
ご参加をいただきました。まず「地元でとれるトマトについての作り方や栽培についての
努力」として、岡山県農林水産総合センター（赤磐市）の垣内勝哉さんより、トマトの作
り方や農家の工夫をご講演いただき、次に、岡山県青果物販売（株）の藤原崇子さんより「ト
マトを使ったデザート誕生のひみつ」と称して、トマトが加工されトマトジュレになるま
での工程をご説明いただきました。その後、トマト等の栽培方法を研究している農学部の
桝田名誉教授より、「防根給水ひも」を使った栽培方法について、御講演いただきました。
教育学部学生らにより、地元の食材の産地や、給食に使用されている地元食材のクイズを
行いました。その他、会場には岡大農場で収穫された野菜、学校給食の献立の移り変わり
を示したパネル（協力：公益財団法人岡山県学校給食会）を展示しました。教育学部学生
らにより、地元の食材の産地や、給食に使用されている地元食材のクイズを行いました。
最後に、展示していた研究成果によりつくられたトマトと、トマト米粉パン（協力：米粉
パン専門店大元工房）を試食した子どもたちは目を輝かせていました。参加者へのお土産
として、桃太郎トマトのキャラクターであるタキットくんストラップ（協賛：タキイ種苗

（株））、でざあとトマト（協賛：岡山県青果物販売（株））配布しました。アンケートには、
「大変有意義な講座だと思います。ぜひまた企画していただきたいです。地元の農家、JA
などの方達のお話も伺いたいです。今回大人も非常に勉強になりました。地産地消を心が
けていきたい」「食育を通して人を学ぶ会を全部行ってみたい。冗談もあっておもしろかっ
た（小学生）」という声がみられ、次回案内はほぼ全家族が希望をすると回答が得られるな
ど好評で、山陽新聞さん太タイムズ（H25.1.27）1.2面にも掲載されました。
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2）ライフスタイルを彩る教養講座①「五感で味わうスローなイタリアン」
イタリア料理レオ―ニを会場に約40名に参加いただき、「知られざる感覚の世界～崇高な

思考に必要なもの～」として、教育学研究科の寺澤教授に記憶のメカニズムや感覚情報と
味覚等についてご講演頂き、岡大農場のレモンを使ったドリンクで乾杯し、シェフによる
イタリア・トスカーナの郷土料理のお話、岡山大学交響楽団による生演奏や食事を楽しみ
ながら、岡山市在住のイタリアの方、セルビア出身の岡山大学留学生に地中海の食生活を
お話いただきました。その後、文学部学生により「日本とイタリアのトマト事情」として、
生食・加工トマト等の生産量、供給量や推移、食材のグローバル化の説明を受け、最後に
中国四国農政局消費安全部・業務課の枝松真由美さんにより「食料自給率と日本型食生活
について」�として、食料自給率向上等に向けた取り組みのお話をいただき閉会となりまし
た。その他会場には、「パスタが出来るまで」「食事バランスガイド」等のパネル展示や資
料配布を行いました（協力：中国四国農政局・岡山県栄養士会日本製粉（株））。参加者の
アンケートには「知識と人の増幅になった」「寺澤さんの研究にとても興味がわきました。
一般受講をぜひしていただきたいです。時間が短すぎます・・」「学生にもどったようで久
しぶりに頭をつかいました。楽しかったです」「食と農は私の最大の関心事です。是非企画
から参加したいと思います」等のコメントがみられました。

３）ライフスタイルを彩る教養講座②「論理と感性のはざまで楽しむワイン」
荒木センター長をお迎えし「ワインと西洋文化」、寺澤教授に「文化が醸し出す思考」を

お話いただく他、船穂町の行政の取り組みであるワイナリー工場長による「船穂ワイナリー
のこだわり」、岡山県農林水産総合センター「匠が生み出す緑の至宝～船穂町のマスカット
栽培～」、「感覚情報で楽しむワインテイスティング」としてソムリエに実演いただくなど、
ワインと文化、地域をテーマに岡山大学交響楽団による「音楽生演奏」�をお楽しみいただ
く夜の宴を実施し、山陽新聞さん太タイムズ（H25.1.27）に掲載されました。
　その他、御後援・御協力等をいただいた団体と企業は以下の通りです。
大学コンソーシアム岡山、岡山県教育委員会、岡山県農政企画課、山陽新聞社、岡山県教育庁生涯学習課、
岡山県農政企画課、おかやま観光コンベンション協会、 山陽新聞社、在日イタリア商工会議所、倉敷コン
ベンションビューロー、日本製粉（株）、VINTIMEMATONO（ワイン専門店）

■成果（今 後の展開）：３回の講座の企画準備を通し、岡大が中心になることで行政や企業、他団体に
もメリットを提供しつつ企業・行政機関に深く協力していただける事が明確になったと思
います。継続して大学を発信し、新たな関係性を構築し岡大ファンである市民の方々との
ネットワーク基盤を作り、連携を深めていきたいと考えております。今後はさらに、今回
の企画のために行ったリサーチや、実施を通じて関わった商店や企業や、過去の講座テー
マに関心がある新たに出合った方々との接点を大事にし、対話の場を共有しながら地域の
発信や地域課題の発見につながるテーマと方策を考えていきます。プロジェクトを継続す
ることを通してサービスや教育の質の向上、学術の付加価値をひろめられればと思います。
実際に講演をした教員に他大学での講演依頼があったと聞いており、主体的に大学で学ぶ
市民が増え、異分野の研究領域の融合などが見られれば大学の活力や知の還元に貢献でき
ると考えます。
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＜職員企画③＞

まちなか出前実験教室
工学部創造工学センター　竹内�英人

■企画概要 （目的）：　まちなかキャンパス城下ステーションを会場として、「まちなか出前実験教室」
を開催し、科学を通して子どもの育成を図ることを目的とする。

■実施事項：
実施日：平成24年12月25日（火）、26日（水）
参加者：12／25　未就学児～小学６年生　８名、

保護者６名
12／26　未就学児～小学６年生　６名、

保護者４名
　「自分の指紋を調べよう（プチ鑑識体験）」と「う
ちわで地デジを観よう」の2テーマを企画し、HP（岡
山大学、子育てポケット）や子ども向け新聞で参加
者の募集を行った。会場の都合で、定員は10名程度
と通常の実験教室より少人数を設定したが、定員を
上回る応募があったため、2回（12／25と12／26）
実施することに変更した。

テーマ1　自分の指紋を調べてみよう〔プチ鑑識体験〕　　　　　　　　　警察の「鑑識」
の仕事の中から、「指紋の検出」を体験してもらった。指紋に含まれる成分（水分、脂肪、
アミノ酸）や指紋を採取する対象物（金属、ガラス、紙）に応じて、シアノアクリレート法、
アルミニウム法、　　　　　　　　ニンヒドリン法の３つの方法で指紋を採取し、指紋採取シートに貼り付
けた。また、発展実験としてパ　　　　　　　　　　　　　　ラフィンなどを使って指のレプリカである３D指紋を作っ
た。これら4種類の方法で採取できた指紋と自分の指の指紋ファイル（スタンプを使って
作成）と見　　　　　比べた。実際に接する機会のない指紋採取を体験し、参加者からは、“テレビ
ドラマみたい”。との声も聞こえた。肌色に着色された３D指紋は、本物に近い出来上が
りに大変驚いた様子であった。

テーマ2　うちわで地デジを観よう
地上デジタル波受信用アンテナを、うちわとキッチン用アルミホイールを利用して作製

した。作業過程で同軸ケーブルの処理やアルミホイールの除去に、カッターナイフを使用
するので、作業風景の写真を多用した分かりやすい手順書を配布するとともに、多くの技
術職員に協力を得て、指導員として配置することで、安全面の対策をした。さらに、保護
者との共同作業の形を取ることで、「安全」と「楽しさ」に配慮した。視聴する際、自分た
ちで作製したアンテナでテレビに番組が映ったことに、多くの驚きと喜びの声が上がった。
保護者から受信原理や部品素材についての質問などもあがり、家族で楽しめる科学的なテー
マになったと感じている。

■成果（今 後の展開）：のべ参加者24名の体験型実感教室を2日間に渡り行った。実験室ではない場所
での実施となり、安全確保を最優先した。そのために多くの技術職員が協力して実験のサ
ポートにつき、少人数クラスの実験を行うことができた。ひとつの行程を終える度に、参
加者から「指紋浮いて出てきたよ。」とか「うわぁ～テレビついたよ。」などの声が上がり、
充実した家族の時間を過ごしていただいたと実感している。
�　また、“まちなかキャンパス”は、市中心部からも近く、きれいな場所と好評であった。立地
条件もあってか、岡山市以外の方にも多数参加をいただいた。「また参加したい。」、「これか
らの活動を是非教えて欲しい。」の声もいただき、広報活動も継続して行う必要があると感じ
ている。なお、今回の活動報告は、工学部websiteや岡山大学facebookにも掲載されている。
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＜職員企画④＞
まちなかキャンパス
〜未来をつくる人を育てる〜

国際センターキャンパスアジア事務局　云　洪凌

■企画概要 （目的）：キャンパス・アジア（CA）まちなかキャンパス企画はCA学生が住民や行政、企業、
経済界などと対話しながら、地域が抱える課題の解決方策を考えたり、まちづくりのアイ
ディアや大学と地域をつなぐ取り組みを実践したりするものである。

■実施事項：�　平成24年11月～平成25年1月にCA事務局では下記三つのまちなかキャンパス企画を実
施した。

① 岡山高校生との交流「つなぐ、東アジアの未来へ」
�市立岡山後楽館高等高校を訪問し、中国語・韓国語を履修している高校生との語学や文
化交流を行った。

② 水島地区「環境再生の視点から地域開発を学ぶ」
�水島地区に行き、フィールドワーク、JFEスチール工場見学、「水島コンビナートと地域
社会（市民）とのこれまでの歴史や関係」のご講演、学生グループワークなどを通じて、
「環境再生の視点から地域開発を問う」をテーマに学習した。

③ 倉敷地区「幸せな発展とは〜高度経済成長が伝統的な暮らしに与えた影響〜」
�倉敷地区に行き、松江・呼松・倉敷町家フィールドワーク、三菱自動車工場見学、「まち
に灯りをともすとりくみ」のご講演、学生グループワークなどを通じて、「幸せな発展と
は～高度経済成長が伝統的な暮らしに与えた影響～」をテーマに学習した。

■成果（今 後の展開）：
企画1：
　高校での語学や文化交流を通じて、CA学生は留学経験、自分の国文化を母国語で高校生
に伝えて高校生は語学を勉強する意欲を高めた一方、CA学生にとっては言語の大切さと母
国文化を再認識する良いきっかけになった。

企画2： 
　学生ならびに教職員は環境と地域開発、企業・地域の共生、東アジア共通の環境課題な
どについて学び、議論を通じて共通認識を更に深めた。本企画をきっかけとして、環境再
生の話題を盛り上げていくのは勿論、東アジア共生社会の創成について共通認識を更に確
信し、健康で幸せに暮らせる社会づくりに取り組んでいく。

企画３：
　社会の発展とともに人々の暮らしも変わってきた。かつての農村風景や漁業風景を一変
し、工場やコンビナートに変えた。変わっていくまちをみんなでみて、一体何を変えてい
くべきか、何を守るべきか、今の私たちができることが何か、「幸せな発展とはなにか」に
ついてグループワーク各国の事情を踏まえて議論を行い、グループごとに経済発展と伝統
的な暮らしの調和・バランスについて意見を述べられた。



��

３-3 職員・学生企画

　地域と密着して上記三つの企画を実施した。上記の企画を通じて、学生は普段触れない
ことを触れることによって、良い刺激となった。特に後者の二つのプログラムはみずしま
財団の協力で実施できて、全体の構成から内容まで一貫していると同時に多角度からアプ
ローチ（経済、行政、技術、法律、市民運動など）によって、一日の短いスパンで体験的
に「人々暮らしの環境と地域開発」問題に取り組む仕組みになっている。学生達が互いの
地域社会の問題として考える機会を日中韓の学生が共にする経験は、各々が東アジアとい
う社会の一員とし課題を共有し、また協働し合うことができるという一つの実践的な自覚
を促すものとなっている。今後、プログラムにおける学生自身のグループワークは重要な
位置づけを以て、十分の時間をとって行いたい。CA事務局教職員はこれらの企画成果を生
かして、来年度CA共通教育科目の日本文化演習に取り入れて実施する。
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＜学生企画①＞
福島のこども受け入れプロジェクト

おかえり岡山！あいでみ響夏合宿！
おかやまバトン　

■企画概要 （目的）：福島県は昨年３月11日に起きた東日本大震災による福島第一原発事故によって放
射能被害が問題となっています。様々な情報が飛び交い、実際の被害実態は私達一般人には、
はっきりと分かりにくいのが現状です。その様な中で日々不安と隣り合わせの中で暮らす
子ども達に、夏休みのたった1週間ほどではありますが、ここ岡山で何の気兼ねもなく、
楽しく過ごしてほしいということ、なおかつ日本舞踊や三味線・民謡の稽古合宿を岡山で
行ってもらい、その練習の成果を岡山の方々に発表する中で文化的交流を図ることが、私
達おかやまバトンの願いです。同時に、福島から遠く離れたここ岡山でも、震災のことを
忘れていない人達がたくさんいるという事実を伝え、更に岡山の企業の方達に御協力いた
だくことで、岡山県自身の地域活性化、震災への意識向上につながって欲しいという想い
もあります。昨年度と同じ子ども達を受け入れる理由につきましては、メンバーの話し合
いのもとで、一度生みだした絆をより深めることが、「息の長い被災地支援」を掲げるおか
やまバトンにとって、現在最も必要なことだという結論に至った故です。

■実施事項 ：
８月３日　岡山到着、ウェルカムパーティー
４日　うらじゃ（おかやま桃太郎まつり）見学、花火大会
５日　うらじゃ（おかやま桃太郎まつり）総踊り参加�
６日　岡山大学内の清掃活動、料理対決、日本舞踊教室開催
７日　牛窓で海水浴、バーベキュー
８日　山田養蜂場訪問、津山観光
９日　岡山大学内施設で日本舞踊発表会、フェアウェルパーティー（お別れ会）
10日　大掃除、岡山出発
※４～９日の午前中は日本舞踊の稽古、学校の勉強

■成果（今 後の展開）：今後の展開としましては、来年度新メンバーを中心にまた様々な活動を現在計
画中です。
　受け入れ活動の継続は未定ですが、岡山に移住してきている方々との交流や、地域の方々
への報告会など、今まで以上に視野を広げて、おかやまバトンの目指す“息の長い被災地支
援”を続けていく所存です。

■３-３-２　学生企画
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＜成果＞

＜実施事項：写真＞



�9

職員・学生企画３-3

＜学生企画②＞

『カンタ！ティモール』上映会＆監督トークショー
I,S,A（日本国際学生協会）　

■企画概要 （目的）：　なかなか知ることのできない東ティモールという国の過去と今、そして日本と
の深い関わりについて多くの人に知ってもらいたい。そしてこの映画を作成した監督さん
の直の声を聴いてほしいと思った。

■実施事項 ：
開 催 日：2012 年 10 月 18 日（木）
参加人数：約 30 名
内　　容：I,S,A 活動紹介

映画『カンタ！ティモール』上映会
監督トークショー

■成果（今 後の展開）：開催が決まったのが本番から1週間前ということで、広報の時間がほとんど取
れないため人が集まるかどうか心配していたが、当日は学生をはじめ、地域の方も来てい
ただくことができ、非常に嬉しかった。
　また、監督さんのトークショーでも多くの人が質問をしてくださったため、多くの話し
を聞くことができ、短い時間ながらも充実したトークショーになったのではないかと思う。
アンケートを見てみても、東ティモールという国の現状、日本との関係について興味を持っ
てくださった方もいて、私たちが目指していた「知ってもらうこと」は達成できたように
思われる。
　これからの目標としては、こうした世界の現状を知ってもらい、考えてもらえる機会を
更に作っていきたい。そして、その中で地域の方々との交流を行っていきたい。
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＜学生企画③＞
Study tour

I.S.A.（日本国際学生協会）　　他66名

■企画概要 （目的）：国際学生会議（ISC：International�Student�Conference、英語を公用語として世
界各国の学生が様々な社会問題についてディスカッションするI.S.A.主催のプログラム、
2012年は東京で開催）に参加する海外の学生に日本の文化を感じてもらうためにI.S.A各支
部の学生が企画する研修旅行。今年は2人の外国人（フィリピン人女性、韓国人男性）が
岡山Study�Tourに参加。８月22日～25日の４日間、Day1「児島」Day2,３「広島」Day
４「後楽園、岡山城」といったプランで開催。日本人学生としてはリアルな英語に触れ英
語でコミュニケーションを図る貴重な機会である。岡山城、後楽園といった身近な観光名
所を巡ることで岡山の良さを再発見でき、また地域の施設を利用することで地域の活性化
にもつながる企画である。

■実施事項 ：８月 22 日�児島
倉敷市児島市民交流センター
（韓国・フィリピンの勉強会、千羽鶴の作成）

８月 23 日�広島
原爆ドーム、平和記念資料館、
温泉、お好み焼き

８月 25 日�岡山
岡山城、後楽園、Farewell�party

野崎家塩業資料館

８月 24 日�広島
宮島、もみじまんじゅう作り

■成果（今 後の展開）：岡山�Study�tourとしては類を見ない参加者数で、他大学からの参加も多く交流
という点では多様性に溢れた充実した企画となった。参加者からは「岡山の良さを再発見
できた」「英語で話すことの楽しさや難しさを体感した」といった感想が挙がり、とりわけ
他国の学生と共に原爆資料館を訪れることができたのはとても有意義な体験だったと言え
る。反省点としては外国人学生と日本人学生の人数比から英語でのコミュニケーションを
徹底できなかったこと、ディスカッションのように学びの場や旅行経験をフィードバック
する場を設けなかったことなどが挙げられる。まちなかキャンパスにおいては施設利用や
交通費の面で援助いただいた。次年度はまちなかキャンパスの特色であるまちづくりや地
域の特色を活かした企画を盛り込むことができればと考えている。また岡山大学の留学生
にも広報し、多様かつ密度の濃い国際交流を行いたい。
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＜学生企画④＞
子どもと学ぶ岡山の課題発見教育プログラムの開発

�社会科教育講座大学院　代表　

■企画概要 （目的）：　本企画は、子ども、学生、市民が一緒になって学ぶことができる「社会問題」
をテーマとする教育プログラムを、学生・院生が中心となって企画・運営、実施しようと

するものである。�

�　開発する「岡山の課題発見プログラム」は、岡山をよりよい地域にしていくために解決

すべき課題を子どもと市民がそれぞれの視点から発見し、議論を深めていくことを目指し

ている。今の岡山を支える「市民」、将来を担っていく「子ども」たちが一緒におかやまに

ついて考えることは、自分たちがすべきことについて見通しが持てるようになるだろう。

また、学生と市民が共同で作成する教育プログラムは、地域と学校が関わり、支える教育

のあり方の具体的な姿を示すものとなる。�

本企画は４つの取り組みを行うものである。

1「岡山の課題発見プログラム」のための教材研究　 
2「岡山の課題発見プログラム」の開発　 
３「岡山の課題発見プログラム」の試行イベントの開催　 
４「岡山の課題発見プログラム」の広報と評価 
　以上のような取り組みを中心に、次年度以降も継続していくことが可能な企画の基盤を

作り上げていきたい。

■実施事項 ：
① 「森永ヒ素ミルク中毒事件」教材研究

森永ヒ素ミルク中毒事件資料館長と連携、協力し被害者家族や関係者などにインタビュー

を実施。

② 第 64 回全国人権・同和教育研究大会　展示と交流（倉敷市民会館）　12 月2日

森永ヒ素ミルク中毒事件資料館ポスターセッションに協力

③ 第３回　ティーチイン　岡山　（京山公民館）2012 年 12 月８日実施

「私たちの問題を考えよう～森永ヒ素ミルク中毒事件～」
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④ 「いじめ問題」教材研究

チャイルドライン岡山、現場の教員にインタビューなどを実施。

⑤ 第４回　ティーチイン　岡山　（京山公民館）2013 年1月 18 日実施

　「いじめ問題に対して、私たちはなにができるの？

⑥ 第８回岡山市北区京山地区ESDフェスティバル　2013 年 1 月 26 日実施

　�「持続可能な社会の構想をめざす市民と学生による地域の課題発見型ワークショップの実

践」

⑦ 第 24 回社会系教科教育学会　自由研究発表　　2013 年2月９、10 日実施

（1）人権保障における科学の役割と限界を捉えさせる社会問題学習の単元開発研究

−中学校社会科小単元「森永ヒ素ミルク事件からみる食品公害」の開発を通して−

（2）地域の課題発見をめざすワークショップ型社会科授業の構想

⑧ 学生サミット 2013　学生交流会参加

⑨ 「地域の課題発見教育プログラム」の冊子化

■成　　果：　成果としては以下の４点をあげられる。
1．第3回ティーチインに43名、第４回ティーチイン41名の参加者を集めることができた。

2．�岡山が問題の中心となった『森永事件』を教材研究し、教育プログラム化することが

できた。

３．岡山の学校いじめ事例を社会の問題として捉える教育プログラムを開発した。

４．�森永事件資料館の館長さん（市民の方）、岡山NPOセンターやチャイルドライン岡山さ

んと協力、連携することができた。

■今 後の展開：
　今後の展開としては、社会科教育講座の学生、院生に引き継ぎを行っていく予定である。

ティーチインの回数は年４回を予定しており、前半二回を学部生が後半二回を院生が担

当する。桑原教官、山田教官、現参加メンバーはそれらの支援・指導にあたることになっ

ている。
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＜学生企画⑤＞
岡山大学うぇるかむデー

Li☆Luck（ライラック）岡山大学ウィンター企画実行委員会

■企画概要 （目的）：
1） 大学と地域の繋がり強化による地域活性と東日本大震災の復興支援
2） 岡山大学内団体の繋がり強化と学生の意欲、企画力の向上とリーダー育成
３） 留学生、学生、地域、岡山大学間の多面的な交流

■実施事項 ：�　【開催日】2012 年 12 月 12 日（水曜日）
　地域の方々や多くの学生に参加してもらえるような内容にしようと考え、様々な分野で
活躍している学生団体が集まって企画運営をした。具体的には、うらじゃ連、ダンスサー
クル、手話同好会、ダブルダッチサークルなどによるステージパフォーマンス、観客参加
型のビンゴ大会、農学部で採れた野菜を販売する物産市、フォーミュラカーの乗車体験コー
ナーの設置、東日本大震災の復興支援ブースの設置、福祉の店の委託販売としての雑貨や
お菓子の販売、留学生による世界の料理の提供、ピーチユニオンのイルミネーション点灯
など、様々な企画を行った。また、8000 枚のチラシの配布やポスター掲示、ラジオ・新聞
での告知など、情宣にも力を入れた。26 の学生団体が参加し、大規模なイベントとなった。

■成　　果 ：地域の方、大学生、高校生、職員の方や先生方など、多くの方にご来場いただけた。昨
年まで参加していなかった新しい団体の参加もあり、繋がりが広がった。イルミネーショ
ンのみ実施していた年から数えて５年目となるイベントであるので、冬の風物詩として大
学や地域に根付いている手応えを感じた。地域ポスティングや近隣校へのチラシやポスター
の配布の効果もみられた。週に2回のウィンター企画実行委員会を実施したことで、実行
委員のメンバーの繋がりが強まった。今回の企画で�Li☆Luck�のメンバーの人数も増えた
ので、今後もより充実した活動をしていきたい。また、企画終了後も大学にイルミネーショ
ンを見に足を運んでくださる方がいたことも嬉しい。
今年度は企画の動き出しの時期が遅く慌ただしかったので、次年度は早い時期から準備

を進めていきたい。また次年度は、今年度会場としていた場所に工事が入り使用できない
ため、開催場所の検討が課題である。今後の実施の際には、来場者や参加団体を増やすこ
とを目指し、facebookやtwitter、ブログ等によるコンスタントな情宣や、企画内容の充実
に力を入れたい。
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＜学生企画⑥＞
満月BAR

�満月BAR実行委員会（仮）　　

■企画概要 （目的）：“おもてなし”をコンセプトに西川沿いにて満月の夜にバーを設置。岡山市中心部
を流れる西川に人を呼び込むと同時に大学生や若手社会人が中心となって企画・運営に携
わることによって若者の地域参加、引いては地域振興にも微力ながら貢献していきたい。

■実施事項 ：　目的として “ 岡山の男子のおもてなし力を高めること ”、“ 西川にもっと賑わいをつく
ること ”、“ 西川の素敵なお店を知っていただくこと ”、“ 若者が自分達で街を作っていくこ
と ”の４点を掲げた “満月 BAR” を西川緑道公園にて実施してきた。
【日時】　６/４、７/４、８/2、８/31、９/30（台風のため中止）、10 ／ 30、11 ／ 28

17：00 ～ 21：00
【場所】西川緑道公園野殿橋デッキステージ周辺にて。
【規模】�参加者いずれも 150~200 人程度。スタッフは毎回学生、社会人併せて 20 名程度。

様子は別途添付参照

■成果（今 後の展開）：　前述の通りこれまでに６回の満月BARを開催し、いずれの回もコンスタント
に200人超のお客様に来ていただいた。老若男女問わず様々な層の方々に来ていただいてお
り、また毎回のように足を運んでくれるお客さんも見られるようになった。市役所の方々
や西川周辺の飲食店の協力のおかげもあり“満月BAR”は西川の文化として徐々に広がりを
見せていることが実感でき、それがキャストのモチベーションにも繋がっているように感
じられる。
　その一方でお客様に”満月BAR”のコンセプトを伝えきれてない等と言った課題も残って
いる。がしかしいずれにしろ、この一年間”満月BAR”を開催したことにより基盤となるシ
ステムは固まってきた。今後の展開としては、お客さんにこれまで以上に楽しんでもらえ
るよう、テーブル席の増設などといった現在のシステムの問題点の把握、及び改善。次に
岡山ならではのものとコラボレート（ex.岡山県産フルーツをメニューに取り入れる）する
ことにより、西川のみならず岡山全体を発信していけるような場作りを展開していきたい。
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＜学生企画⑦＞
p[h]oto（ポト）

�P[h]oto（ポト）��

■企画概要 （目的）：
①岡山にかかわる学生に、岡山を自慢するきっかけを作る。

②学生と街が相互にかかわり、成長できる機会の創出。

③岡山の活性化。

■実施事項 ：　※今年度の活動はすべて「岡山市出石町」をフィールドに行う。
　　　来年度以降は未定だが、今後も出石町にて活動を続ける予定。

　　　また、今回は「写真」をテーマにしたが、今後は活動の幅を広げる。

① 岡山芸術回廊に合わせてフォトツアーを開催。
学生を集め街歩きをしながら写真を撮影する。ここで撮影した写真を中心に

出石町へ何度も訪れるきっかけを創出する。

（岡山県主催の企画に学生参画）

2012�年�11�月�17�日

　午前の部　10 時～（一眼レフ用）　

午後の部（デジカメ /ケータイ用）

2012 年 11 月 18 日

　午前の部（デジカメ /ケータイ用）

　午後の部（一眼レフ用）　

参加人数：大学生 25 名

② 12 月 5 日　P[h]oto cake
学生同士のコミュニケーションの場、出石の方とのコミュニケーションの場として作る。

参加者を対象に街への再来を促す目的と交流を図る目的で撮影した写真をシェアする会を

開催。お気に入りの一枚を選ぶという名目。

ゲーム等を取り入れ、取り組みやすい物にした。

参加者がどういった思いで写真を撮ったか、出石についてどう思うか、どう感じたかなど

をゲーム形式で意見発表できる時間を設ける。この場に出石町の方にも参加していただく。

これらを通して、学生自身だけでなく、出石町の方々にも新たに地域の魅力を発見できる

場となることを目的としている。

また、出石に所在するケーキ店からお菓子を取り寄せ食べ飲みしながら会を進行する。

参加人数：13 名
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③ 12012 年1月中旬〜 2013 年2月中旬　P[h]oto 展
協賛をいただいたカフェ・ギャラリー（８店舗）に学生たちが撮影した写真を展示。

カフェからはクーポンを発行してもらい相互補助を行う。学生の再来を促す。

参加人数：学生�25�名（主催者側把握分のみ）

■全体を通しての今後の課題

・�街との連携が不足。街の思いと学生の思いをどうマッチングさせるか考える事が重要。

・�継続性の問題。今回写真をテーマにしたが、写真と言う切り口で何年も継続できるもので

はない。新しい企画を後輩と考え、次につなげていかなければならない。

・�予算面今回は大学から予算を頂く事ができたが今後の活動がわからない。

・�物品購入手続きが煩雑で購入できなかった物品も多数ある。改善してほしい

・�情報共有の方法を確立させる。

・�学生をしながら企画を行うことは精神的に厳しく、物理的にも集まれる時間も少ない。情

報共有し、互いの仕事を把握できる仕組み作りをしなければいけない。

■成果（今 後の展開）：
①フォトツアー
参加した学生からは「自分の暮らしている街にこんなところがあるのは知らなかった」「町

の人との交流が楽しかった」との感想をいただいた。街と学生をつなげるきっかけになっ

たと思う。と同時に、学生を受容する街側の意見を広く聞くことや、継続性の問題などに

直面した。当企画を一度きりの企画にしないことが重要であると思う。長い目で見た岡山

の将来によい影響をもたらすことができるプロジェクトを続けたい。

②p[h]otoケーキ
再度学生が集まるのかという不安もあったが、半数以上が参加してくれた。感想の中には「交

流がとても楽しかった」「コンセプトがよく楽しめた」などというものがあった。しかし企

画側としては出石町との連携が甘く、なかなかお住まいの方にお越しいただけなかったこ

とが悔しい。学生同士だけではなく、街と関わる機会をさらに創出したい。

③p[h]oto展
クーポンの交渉、展示準備、各店舗ごとの展示コンセプト決めなどに多大な時間を要した。

主催者側の役割分担が必要であり、円滑な組織運営が求められると考えた。

参加者は「また街に来る機会ができてうれしい」「クーポンをもらえたのはよかった」など

の声を寄せてくれた。
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＜学生企画⑧＞
岡山芸術回廊学生企画「学校を疑う！？」

プロジェクトチーム「ゴ」　

■企画概要 （目的）：
・�県が主催する「岡山芸術回廊」の中で学生企画のパフォーマンスをすることで、地域と

大学をむすぶ。

・仙台の学生と合同企画をすることで、他の地域と大学をもむすぶ。

・�大学、そして今回の舞台である小学校という「教育」の場と、芸術という「文化」の場

をむすぶ。

■実施事項 ：
①「岡山×宮城＝∞」〜展示企画〜
日時：H24.11.3~25　11：00 ～ 16：00　　来場者：262 名

岡山と宮城の学生がそれぞれ作成した普通とは一味違うハザードマップと、岡山と仙台の

魅力を描いたパネルなどを展示。ハザードマップとは？�岡山と宮城の魅力は？�楽しみなが

ら知ってもらうための展示企画。

②「岡山×宮城＝∞」〜しゃべり場〜
日時：H24.11.3　11：00 ～ 11：30、15：00 ～ 15：30　11.4　11：00 ～ 11：30、15：00 ～

15：30

来場者数：39 名

「岡山大学×東北大学×来場者の方々」の真剣意見交換の場。普段なら触れ合う事の少な

い東北の学生と、決められたいくつかのテーマに沿って、ささいなことから深いことまで

楽しくゆっくりと話し、お互いの気付きを導き出した。

③ Jazz Bar「You and the School and the Music」
日時：H24.12.1　18：00 ～ 20：30　12.2　18：00 ～ 20：30　　来場者数：57 名

学校では教えてもらわなかったジャズを、絶対に入れなかった夜の学校で、ドリンクを片

手に楽しむ。あのころの学校とはなんであったのか。おとなになった今、私たちの信じて

いた学校を再び問い直す。

④朗読劇「THE STORY 」〜知っているけど誰も知らない。新しい朗読劇〜
日時：H24.12.2　11：00 ～ 12：00、13：00 ～ 14：00　　来場者数：62 名

誰もが知っている国語の教科書に載っているお話を、誰も見たことのない形で表現する。身

体表現と音楽と朗読。それらを融合し、今までに見たことのない国語教科書を創り上げる。

※いずれも開催場所は旧内山下小学校生徒会室。全企画の総来場者数は 420 名。
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３-3 職員・学生企画

■成果（今 後の展開）：約1ヶ月間にわたり、毛色の異なる企画を複数行えたのが良かったと思う。宮
城との合同企画では年配の方や被災地支援に関わっている方が多く見られ、ジャズバーで

は学生から中高年まで幅広い世代が、朗読劇では古市福子さんにご出演を依頼したことも

あって演劇関係者なども客席に多く見られた。様々なターゲットを呼び込み、好評を得た

のが何よりであった。

　また、我々としても、行政の方々や他大学の学生、県内のアーティスト、バーのマスター

など幅広い世代、多様なジャンルの方々と一緒に作品をつくることが出来、大学の中では

感じられないこと学べないことなど多くの収穫があったように思う。

　来年度以降も何らかの形で、学生が行政の場や教育以外の場で活躍できる機会があるこ

とを強く望む。
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４- １　留学生のまちづくり

目的・ねらい
　留学生がまちとの関わりを通じて地域とふれあい、岡山の企業を知り、さらに母国の歴史・文化の

紹介を通じて地域社会との相互交流を図る主体となる活動を支援する文部科学省留学生拠点整備事業

に申請し、応札された。

　留学生のまちづくり事業では、留学生が、岡山のまちづくりを経験し、岡山が好きになることで、

岡山の友好親善大使を育てる大学と地域の協働の取り組みである。

　３ヶ年をかけて、留学生の来日時点の生活支援から、来日中のまちへの参画、企業との関係づくり、

県内での就職、帰国後にも岡山のファンになってもらう総合プランをコンソーシアムが構築する。

組織体制
　岡山留学生のまちづくりコンソーシアムでは、国際学術都市構想会議のメンバーを母体として組成

される。そのメンバーは、岡山大学、岡山県、岡山市、倉敷市、岡山商工会議所、（社）岡山経済同友会、

（公財）岡山県市町村振興協会、岡山県市長会、岡山県町村会、NPO�法人まちづくり推進機構岡山で

構成される。

　また、学内では、国際センター、地域総合研究センター、言語教育センター、キャリア開発センター

の 4�センターが共同でプロジェクトを遂行し、コーディネータとしてNPO�法人まちづくり推進機構

岡山の徳田恭子理事を、サブコーディネーターとして石田聡子氏（国際センター所属）を選任した。

地域総合研究センターでは、主に岩淵泰助教が企画を、コンソーシアムとの関係調整を三村聡教授が

担当する。

■４-１-１　サムライトリップINやかげまち
　平成�24�年�11�月�11�日、イングリッシュカフェ、国際センター、言語教育センター、地域総合研究

センターは、留学生のまちづくり企画を基に、矢掛町の大名行列といのしし対策を行っている江良
地区のまちづくり見学を行った。

　矢掛町は、山陽道の宿場町として栄え、年に一度の大名行列はまちの一大イベントとなってい

る。このまちの特徴は、宿場町の歴史と景観を活用しながらまちづくりを進めていることである。

日本人学生と留学生は、豪華な行列を見学しながら、江戸期の政治体制や生活について学ぶことを

通じて、日本の地域への愛着を深めていった。

　また、江良地区のいのしし対策では、少子高齢化など条件不利地域における住民のまちづく

りを勉強した。住民は、荒れた河川の復活や山林に公園をつくること
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で、新しい交流の空間を作っており、都心では学ぶことができない地域課題の解決アプローチを体

験することになった。

サムライ・トリップの前には、本学の松川渉君や久保善基君を中心にパンフレットづくりや留学

生の呼びかけを行ってくれた。そして、矢掛町役場とNPO吉備野工房ちみちからも企画の段階から

サポートを頂いた。� ≪資料編≫サムライトリップ INやかげまちチラシ

■４-１-２　うぇるかむデー World Kitchen出店
岡山大学の複数の学生サークルが連携して企画運営するXmas イベント「うぇるかむデ～」の一

環として、留学生のオリジナル企画やイベントを支援した。

　文部科学省留学生拠点整備事業と連携して、留学生と地域の交流を行った。アメリカ、イギリス、

フランス、中国、インドネシアなど多国籍料理を振る舞った。

≪資料編≫うぇるかむデーチラシ

■４-１-３　宮城県南三陸町・気仙沼市視察
平成 25 年1月 18 日から 21 日まで、岡山大学留学生のまちづくり企画「安心・安全なまちづくり

を目指して」という企画の中で留学生３名、学部生2名、岡山市市役所職員などと宮城県南三陸町・

気仙沼市視察を行った。視察では、東日本大震災の後、まちづくりがどのように進んでいるのかを

調査し、日本人学生と留学生の視点から、復興のまちづくりを勉強することで、日本の地域での特

徴やその課題について、自由に議論を行った。

　視察では、南三陸町町長、水産加工会社社長と中国人実習生、外国語教師、志津川の教育委員会、

気仙沼市役所国際課にてヒアリングを行い、『復興グルメF−1大会』のボランティア活動も行った。
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■４-１-４　餅つき大会

平成 25 年 1 月 26 日留学生のまちづくり企画の中で、年の瀬に帰国しない留学生たちのために新

春餅つき大会を行った。餅つき大会の杵や臼は、農学部から借り、多くの留学生が、イベントを楽

しんだ。当日は、約 60 名の参加があり、日本人学生と留学生の交流を行った。

■４-１-５　大分・山口事例調査
平成 24 年 12 月 10 日、大分大学国際センターにて、留学生まちづくり事業の意見交換会を行った。

大分方式の特徴は、既に留学生コンソーシアムが完成しており、10 年ほどの活動を行っていること

である。大分大学が基幹校になっているが、大学で予算を消費することはなく、コンソーシアムに

全学委託する形で行っている。

　平成 25 年1月 15 日、山口大学学生センター長室にて、福屋利信・留学生センター長、井上恵・

留学生センター・コーディネーター、渡邉早苗・学長戦略部国際・連携課副課長と、岡山大学から

岩淵泰助教、徳田恭子コーディネーター、石田聡子サブコーディネーターが留学生のまちづくりに

ついての意見交換を行った。

■４-１-６　「留学生が見た東日本大震災」シンポジウム
平成 25 年2月 20 日、岡山国際交流センターにて、「安心・安全のまちづくり～留学生が見た東日

本大震災～」シンポジウムが開催された。

シンポジウムでは、1月の宮城県南三陸町と気仙沼市視察を基に、留学生の思い出に残った写真を

３枚紹介してもらい、調査の感想を発表した。当日は、80 名の参加があり、岡山が本当に安心安全

なまちづくりを行っているのかという問いから始まり、防災意識について議論を行った。

≪資料編≫安心・安全のまちづくりチラシ
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５地域連携

　学都の創成は、大学だけではなく、地域との協力が不可欠である。この観点から、地域総合研究セ

ンターでは、これまで行政や経済団体とともに国際学術都市として魅力あるまちづくりについて検討

してきた。その対話の場として、国際学術都市構想会議と岡山市経済戦略懇話会が挙げられる。

５- １　国際学術都市構想会議

　国際学術都市構想会議は、グローバル人材養成の拠点となる国際学術都市としての中・長期的なビ

ジョンを作成するとともに、研究・教育・地域貢献において地域の人々との絶えざる交流を志向する

まちなかキャンパスの具体化を目指して組成した会議体である。岡山大学、岡山県、岡山市、倉敷市、

岡山商工会議所、（社）岡山経済同友会、（公財）岡山県市町村振興協会（岡山県市長会、岡山県町村会）

等で構成される。

　地域総合研究センターが正式に発足する前の平成 25 年 10 月 3 日に第 1回会議を開催したのを皮切

りに、これまで合計 6回（平成 23 年度 3回、平成 24 年度 3回）の会議を重ねてきた。平成 24 年度の

会議では、フランス・ストラスブールのまちづくりや岡山における留学生のまちづくりなど、時機を

得たテーマを設定し、議論を深めた。

　《これまでの開催状況》
【平成23年10月３日】　平成23年度第1回国際学術都市構想会議

【平成24年1月18日】　�平成23年度第2回国際学術都市構想会議／岡山大学グローバル・キャリア・シ

ンポジウム

【平成24年1月25日】　�平成23年度度第３回国際学術都市構想会議／サウジアラビア王国トルキス

ターニ特命全権大使特別講演会（サウジアラビアと日本、岡山の関係）

【平成24年８月1日】　平成24年度第1回国際学術都市構想会議

【平成24年11月20日】　平成24年度第2回国際学術都市構想会議

【平成25年2月８日】　平成24年度第３回国際学術都市構想会議

５- ２　岡山市経済戦略懇話会

　岡山市経済戦略懇話会は、岡山大学、岡山市、岡山商工会議所の三者で構成される会議体である。

平成 23 年 11 月に第1回懇話会を開催し、これまで合計 6回（平成 23 年度 2 回、平成 24 年度 4 回）

の会合を行ってきた。

　平成 24 年度の懇話会では、「学都、賑わいのある都市（まち）をめざして」や「イオンモールを活

かしたまちづくり」などをテーマに魅力あるまちづくりについての議論や COC（Center�of�

Community) への対応についての議論を行った。

　《これまでの開催状況》
【平成23年11月18日】　第1回岡山市経済戦略懇話会

（テーマ：若者が住みたくなる街・住み続けたくなる街）
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地域連携５
【平成24年2月15日】　第2回岡山市経済戦略懇話会

（テーマ：創造都市）

【平成24年７月３日】　第３回岡山市経済戦略懇話会

（テーマ：賑わいのある都市（まち）をめざして）

【平成24年８月28日】　第４回経済戦略懇話会

（テーマ：イオンモールを活かしたまちづくり）

【平成24年11月26日】　第５回経済戦略懇話会

（テーマ：岡山市コンベンション戦略プラン案について）

【平成25年３月25日】　第６回経済戦略懇話会

（テーマ：COCへの協力と今後の提案の方向性）

≪資料編≫岡山市経済戦略懇話会議事録資料
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６シンクタンク機能の発揮

　地域総合研究センターの重要なミッションにシンクタンク機能が挙げられる。それは、地域の諸問

題に対して、学術的な視点から、地域発展に資する提言を行うものである。

　平成 24�年度は、岡山市から「西川パフォーマー事業検証及び西川緑道公園周辺現況調査業務」を受

託（受託額：300�万円）し、企画提案を含む報告書を市に提出した。また、岡山市商工会議所連合会

が実施した「倉敷市大型商業施設の影響調査の分析」や赤穂市「サスティナブルタウン研究会」への

アドバイスなどを行った。

６- １　西川パフォーマー事業検証及び西川緑道公園周辺現況調査業務

　都心のオアシスと位置づけられる西川緑道公園では、岡山市や市民による多彩なイベントが実施さ

れている。西川パフォーマー事業とは、イベントでのパフォーマーを募り、西川緑道公園の魅力を高

めるテーマ性のある企画に対して市が支援する事業である。

　本受託事業は、こうした西川パフォーマー事業の効果を検証するするとともに、西川緑道公園に若

者たちが集うより魅力ある空間にするための方策を検討することを目的として実施した。なお、岡山

市がこの業務を岡山大学に委託した背景には、学生が調査に深く関わることによる効果、すなわち一

般のシンクタンクには期待できない効果を期待してのものであった。
　調査の具体的な中身は、次の５つから成る。

① �西川パフォーマー事業検証のための市民アンケート調査の企画・設計と集計・分析（中村良平研

究室のゼミ生が中心）

② �学生によるイベントモニタリング調査（６つのイベントを対象に学部横断的に募集した延�159�

名の学生が参加）

③ �西川緑道公園および周辺部の歩行者・自転車の通行量調査（６日間にわたり延�234�名の学生が

参加して実施）

④ �西川緑道公園沿道の土地利用現況調査（８名の学生が参加）

⑤ �西川緑道公園周辺部の駐車場と交通規制状況調査（８名の学生が参加）

　以上の調査結果をもとに、2月９日、西川アイプラザにおいて「西川緑道公園にぎわい調査報告

会」を開催した。これまでの調査報告に加え、中村良平研究室のゼミ生� 13�名がイベント内容や情報

提供方法に関する具体的な提案を行った。

　本事業の成果は、岡山市の今後の発展に資する実のある提言ができたことである。また、それを通

じて、岡山市と本学のより強固な信頼関係を構築することができた。

　さらに、学生への教育的な成果も見逃せない。本事業に積極的に参加することを通じ、多くの学生

が①社会調査の基礎知識を習得することができた。また②岡山市やNPOの活動を現場で学ぶことがで
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シンクタンク機能の発揮６
きた。さらに③地域の課題を自ら考え、解決策を提案する実践力を身につけることができた。

≪資料編≫�アルバイト募集チラシ、西川緑道公園の展望、地域アンケート調査の概要、モニタリング
調査の概要、通行量調査の概要、建物現況調査の概要、駐車場調査の概要、イベント内容・
情報提供方法、西川緑道公園にぎわい調査報告会チラシ

６- ２　倉敷商業施設（岡山、倉敷、総社）の影響調査の分析

　岡山県商工会議所連合会が実施した「倉敷市大型商業施設の影響調査（倉敷イオン、三井アウトレッ

ト、アリオ倉敷（ヨーカドー））」の分析を同連合会から受託した。本調査は、市民向けと事業者向け

二調査からなっている。

　なお、この調査は平成 26 年 11 月に開設予定のイオンモール岡山駅前店が地域に及ぼす影響につい

ての試金石的な役割を担っている。

　この報告書に基づき、三村聡・地域総合研究センター教授が 11 月 29 日総社商工会議所、12 月６日

倉敷商工会議所、12 月７日岡山商工会議所（議員総会）、2月 20 日岡山ロータリークラブなどで、分

析結果の報告、解説を行った。

６- ３　赤磐市「サスティナブルタウン研究」へのアドバイス

　赤磐市では、�自然とテクノロジーの調和が新たなコミュニティを創造すると題して、平成 24 年 10

月にスマートコミュニティビジョンを発表した。これまで早稲田大学マーケティング研究所や住友電

工、デンソー、アイシン、大和ハウス等が進めている「赤磐市サスティナブルタウン研究会」に対し

て岡山大学への参画依頼があり、三村聡教授が専門的な立場からアドバイスを行った。なお、同市の

事業は岡山県から平成 25 年度の県支援事業に選ばれている。

　さらに、学都研究「地域と環境（クリーンエネルギー）」で進める太陽光エネルギー利用による新モ

ビリティシステム研究の流れに合致する場合には、参画の可能性がある。赤磐市では、緑地改善、緑

道の優先場所を決めて、新モビリティ導入イベント、散策ルート整備やスマートシティ、ニューモビ

リティ特区、電動カンガルーバイクの試乗、ハイウェイオアシス・道の駅、メガソーラーと新交通ミュー

ジアム（練習場）などの計画を進める予定である。

６- ４　「自転車先進都市おかやまシンポジウム」の開催

　岡山市と岡山商工会議所の依頼により、現在、岡山市が導入を考えているコミニュティサイクルを

はじめ、自転車先進都市を目指すことの意義や必要性について市民と一緒に考えるシンポジウムを開

催した。三村聡教授が基調講演でパリやストラスブールなど欧州の自転車事情を説明した。
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７窓口機能の展開

　地域総合研究センターが開設されて以来、地方自治体、経済界、NPO�などからまちづくりに関する

大学連携についての問い合わせが増えている。その内容は、まちづくりイベントの紹介や共同調査の

依頼、講師依頼、共催や後援依頼など多岐にわたる。

講師派遣
　岡山県内には現在、約2万人の外国人が生活しており、国際化の波は確実に各市町村に押し寄せて

いる。こうした状況に鑑み、公益財団法人岡山県市町村振興協会では国際化に対応できる自治体職員

の養成を支援するプログラムとして、フランス・ドイツを視察する「平成 24 年度海外研修」（10 月 14

日（日）～ 21 日（日）の８日間）を企画した。

　海外研修をより実りあるものとするためには、現地事情についての事前学習が重要である。このため、

両国の地方自治、福祉政策、農業事情等の各分野に造詣の深い本学の複数の教員に講師派遣の依頼が

地域総合研究センターにあった。学内の各部局とも協議し、西田和弘・法務研究科教授（独・仏の高

齢者福祉：７月 20 日）、横溝功・環境生命科学研究科教授（独・仏の条件不利地域における農業事情：

８月９日）を派遣し、地域総合研究センターから三村聡教授（独・仏の地域交通政策）と岩淵泰助教（フ

ランスのまちづくり）が講師を務めた。

なお、この海外研修は、県内 13 市町村から 13 名の若手職員が参加して滞りなく実施された。2月

18 日に開催された海外研修報告会には、三村聡教授及び岩淵泰助教が参加した。

共催・後援依頼
　「だっぴ 50�×�50」の後援依頼、岡山市 ESDカフェの案内、京山公民館活動の案内、西川緑道イベ

ントの案内、三丁目劇場跡地利用を考える会、奉還町の活性化、瀬戸内国際芸術祭を支えるサポーター

「こえび隊」の案内、岡山芸術回廊の開催、「街なか賑わい再生ワークショップ」の案内、『ハレノミ

～ノ』準備スタッフ募集、岡山商工会議所『第４回宇喜多秀家☆フェス』の案内、岡山県・岡山まち

の夢�学生アイデアコンテストなどの支援、協力要請があった。

　地域総合研究センターでは、これら岡山大学におけるまちづくりの窓口として、学内と学外の情報

を共有し、諸団体への助言を行った。
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８学内・学外との連携

８- １　学　内

■８-１-１　研究推進産学官連携機構
「知恵の見本市 2012」への出展要請があり、パネル展示とプレゼンテーションを実施した。

≪資料編≫知恵の見本市展示パネルデータ

■８-１-２　キャンパスアジア
国際センター主管のキャンパスアジアプログラムの支援を目的として、「環境再生の視点から地域

開発を学ぶ」をテーマに倉敷市とみずしま財団と連携して企画協力を行った。平成 24 年 12 月に、

水島コンビナート（JFEスチール）見学、「環境カフェ」（会場：倉敷市環境学習センター）、クルー

ジングによる海上からのコンビナート視察、平成 25 年1月に三菱自動車工場ならびに倉敷町屋の見

学（会場：倉敷町屋トラスト）を実施・支援した。

■８-１-３　社会連携委員会
社会連携委員会からの依頼で三村聡・地域総合研究センター教授が「吉備創成カレッジ」の講師

を務めた。テーマは「世界遺産を訪ねるまちづくり」（全３回）、会場はさん太キャンパス。大学コ

ンソーシアム岡山が山陽新聞社と連携して開催する市民向け講座であり、社会連携委員会から地域

総合研究センターへ担当依頼があり実施した。

　�　さらに、岡山県生涯学習センターが実施する大学院コースについて、同センターの運営委員長を

つとめる教育学部橋ヶ谷佳正教授より、平成 25 年度大学院コース「国際理解」の担当について依頼

があり、地域総合研究センター、国際センター、言語教育センター、キャリア開発センターが協力・

連携し、実施することが決定した。

８- ２　学　外

■８-２-１　ESDカフェコラボ
平成�24�年�12�月�20�日、環境学習センター「アスエコ」にて、岩淵泰・地域総合研究センター助教
が、第９回�ESD�カフェ「熟議と近さのまちづくり～持続可能な都市における大学の役割～」につい
て講演を行った。これは、岡山�ESD�推進協議会と共同で行われた。「熟議と近さのまちづくり～持
続可能な都市における大学の役割～」では、ポートランド、ストラスブー

ルのまちづくりの事例や、岡山のまちづくりについて紹介した。ポートランド、ストラスブールの
事例では、大学と地域の　　　　　　　　　　　　　対話の機会が多く、熟議の質と量がまちづくりのパフォーマンスに繋

がっていることを紹介した。一方、岡山大学まちなかキャンパスでも、将来のまちづくり計画を共

有のため、産官学と地域との対話を進めたいと述べた。



��

８学内・学外との連携

■８-２-２　GREEN DAY 2012「企業と世代を繋ぐ持続的環境教育（フォーラム）」
平成 24 年 12 月９日、GREEN�DAY 実行員会が主催する、「企業と世代を繋ぐ持続的環境教育

（フォーラム）」が倉敷市水島の倉敷市環境交流スクエア（学習施設）で開催された。この企画は、

清流高梁川流域において本格的な自然学校「GREEN�DAYS�COLLEGE」の立ち上げを目指してい

る（社）水辺のユニオンや流域のNPO団体、自然を愛する人たちにより開かれたフォーラム。パネ

ルディスカッションでは、GREEN�DAY実行委員長の大久保憲作・倉敷木材社長をはじめ、企業か

ら三菱自動車、クラレ、自治体から岡山県備中県民局、倉敷市、またNPOフォレストフォーピープ

ル、さらに岡山ユネスコ協会など多彩なパネリストが登壇し、それぞれの知見から地域貢献、また、

CSR,�ESD：Education� for�Sustainable�Development（持続発展教育）の観点から環境問題について

持論を展開した。モデレーターの荒木勝・地域総合研究センター長が、学生と地域びとが共同して

高梁川流域の環境を守る教育や活動を展開すべきであると結んだ。

■８-２-３　島根県松江市フランス視察サポート
松江市では、松江市青年・女性海外派遣事業があり、平成 24 年度は 11 月 22 日（木）～ 11 月 29

日（木）まで、パリとナントを視察する。ストラスブールの研究を続ける地域総合研究センターに

依頼があり、岩淵泰助教が、フランスのまちづくりについて講演を行った。
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１-２．キックオフシンポジウムチラシ

岡山大学地域総合研究センター
AGORAキックオフ

シンポジウム

岡
山
が
目
指
す「
美
し
い
学
都
」と
は
大
学
と
地
域
の
連
携
の
あ
り
方
を
求
め
て

平成23年11月15日○火期日
岡山大学創立五十周年記念館 場所
岡山大学主催

13：00～ 開場
13：30～ 岡山大学地域総合研究センターＡＧＯＲＡ 開所記念式
　　　 （於 ： 岡山大学創立五十周年記念館 金光ホール）

 ・ 岡山大学長 挨拶
 ・ 来賓（岡山県知事、岡山市長、倉敷市長） ご祝辞

キックオフシンポジウムに先立ち記念式を開催しますので
是非ご参加ください。

後　援　岡山県、岡山市、倉敷市、岡山県市長会、岡山県町村会、
　　　　岡山県経済団体連絡協議会、岡山県商工会議所連合会、岡山県経営者協会、
　　　　社団法人岡山経済同友会、岡山県中小企業団体中央会、岡山県商工会連合会 

後　援　岡山県、岡山市、倉敷市、岡山県市長会、岡山県町村会、
　岡山県経済団体連絡協議会、岡山県商工会議所連合会、岡山県経営者協会、
　社団法人岡山経済同友会、岡山県中小企業団体中央会、岡山県商工会連合会 

プログラム

開所記念式

A
G
O
R
A

cademic &

eneral

KAYAMA Univ.

egional Research

ssociation

入場料

無料
【対象】

 どなたでも参加でき
ます

。
14：00～ 於 ： 岡山大学創立五十周年記念館 金光ホール 

テーマ　岡山（県民、岡大等）が目指す「美しい学都」とは
～大学と地域の連携のあり方を求めて～

14：00～14：40  　基調講演
タイトル

　「日本の未来：大学と地域の役割り」

15：00～16：30  　パネルディスカッション
テーマ

地域が変わる ～大学と地域の創造的連携～
コーディネーター　荒木 　勝　岡山大学理事 （社会貢献・国際担当） 
コメンテーター　近藤 誠一　文化庁長官
パネリスト　　 古市 大蔵　岡山商工会議所副会頭

傍士 銑太　日本経済研究所専務理事
福武 純子　直島福武美術館財団副理事長
花岡 洋文　国土交通省大臣官房審議官 （都市局担当）

プログラム

近 藤  誠 一
文化庁長官

こんどう　 　せいいち
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1955 3 17
1979 2004
2001
2008

1989 ( EU )
2001 2008

6
11 6 1

1989 (2001 2008 )
1989 2001
1995 2001
2001
2008

Concertation

1955 1 23

2010 2
2010

1999 2004 L Université de Metz  
2000 2007 L Université Franco-allemande  Sarrebruck 
2003 Université R. Schuman  Strasbourg  
2009 Université de Strasbourg 

2011 2012
IEP de Strasbourg 
Ecole Nationale d administration (ENA)  Strasbourg 

2006 3 9
Quel ordre européen ? : De Versailles à la chute du IIIe Reich, Edition Armand Colin (9 mars 2006), 

2011 9 15
2011 2 15
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VILLE ET UNIVERSITE : LE CERCLE VERTUEUX 
M. Robert HERRMANN,

premier adjoint au Maire de Strasbourg 
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L Agora de rentrée
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Talk by Mr Robert HERRMANN, Deputy Mayor of Strasbourg

OKAYAMA – November 2012

Outline of the presentation

1. City and University: shared development

2. An alliance for economic development
and international appeal

3. Mixed infrastructure, services and public

２-１-１．国際学都シンポジウム資料

Introduction:
the European ambition of 

Strasbourg

05/11/2012 4

Strasbourg

Strasbourg in a nutshell

Strasbourg, 
a geographical crossroads in Europe

Located in one of the most 
dynamic regions of Europe

• A population of 35 million within 
a 200km radius around Strasbourg

• A city that lies in the Upper Rhine
region: 6 million inhabitants and
2.8 million jobs 

• 474,500 inhabitants in the 
conurbation

• Budgets of the City and Urban 
Community of Strasbourg:

•Operating: €1,114 million
•Investment: €423 million

A city of history

• Over 2000 years of history
reflected in the city’s architecture

• The city changed hands
5 times between 1870 and 1945

Strasbourg, the link 
between France and Germany

The footbridge of the Jardin des Deux Rives:
a symbol of French-German reconciliation 
and EU construction

Host in 2009 of the NATO 
summit led by 
President Barack Obama 
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２-１-１．国際学都シンポジウム資料

An exceptional heritage

• The historic centre of Strasbourg around the cathedral
(the "Grande-Île) became a UNESCO world heritage
site in 1988.

• Strasbourg was the first French city to be listed not for
a single monument, but for its historic city centre as a
whole.

• Strasbourg is currently applying for UNESCO heritage
status for its "German district“, or "Neustadt", built at
the time of the Reichsland of Alsace Lorraine (late
19th century)

Strong tourist appeal

• Close to 3.5 million tourists come to 
Strasbourg every year

• Alsace ranked first among the top 10 regions 
worth a visit in the world selected by Lonely
Planet in 2010

• Strasbourg and Alsace are also reputed for the 
quality of their cuisine. The sunlit vineyards of 
Alsace produce world-famous wines.

• The traditional Christmas Market, which 
dates from the 16th century, draws over 2
million tourists every year

• Since 10 June 2007, Strasbourg is only 2 
hours and 20 minutes away from Paris with 
the East-European TGV high-speed rail
link.

A rich and varied culture

• Institutions of excellence: 10 museums, including a 
Museum of Modern and Contemporary Art, a National 
Opera, a Ballet, a Philharmonic Orchestra, a National 
Theatre, a Youth Theatre, a Conservatoire, a School of 
Applied Arts, 26 libraries and multimedia libraries, and 
much more.

• A multitude of initiatives (e.g. Musica, Europe’s leading 
contemporary classical music festival)

• 24% of the city's budget is devoted to culture

• A cultural district including the 
Music and Dance centre and the
new André Malraux library

• Zénith
(10,000 seats)

A eco-friendly city with a high quality of life

• A city with a human 
dimension and a long-
standing commitment to the 
values of sustainable 
development

• A well-preserved natural 
and living environment that
offers inhabitants a high 
quality of life (280 hectares of 
parks and gardens)

• Strasbourg is recognised 
across Europe and the 
world for its pioneering role 
in the area of transport and 
eco-mobility (largest tram 
network in France, with 
55km)

• Strasbourg is the leading 
city in France for cycling
(500km of bicycle lanes)

The Strasbourg Urban Community boasts: 

The most extensive urban tram network in France, with:
- 6 lines, 55.8km of track and 67 stations
- 8 park-and-ride car parks, 3,900 parking spaces
- 270,000 tram passengers per day, or 63.1 million

per year
- 400,000 public transport (tram and bus) 

passengers per  
  day, or 100.3 million per year

- the first system in the world with 100% low-floor 
vehicles

1997-2009 – the modal share of public transport in Strasbourg rose 
from 11 to 15%, and from 8 to 11% in the close vicinity

63% of journeys within the city centre are by public transport, by 
bicycle or on foot

Innovative intermodal mobility Strasbourg, capital of Europe

• Second diplomatic city 
in France: over 75
diplomatic missions and 
consulates

• Seat of many European 
institutions: Council of Europe,
European Court of Human Rights, 
European Parliament, Headquarters 
of Eurocorps etc.

• With New York and Geneva, Strasbourg shares 
the privilege of being the seat of international
institutions without being a State capital

 A leading, connected University 

• The University of Strasbourg is a leading university that is open to the world 
with 42,000 students, and a total of 54,000 on the university and science sites.

• The University of Strasbourg has set up close partnerships with the universities 
of Karlsruhe and Freiburg-im-Breisgau in Germany and the university of Basel in 
Switzerland. Together, these universities have set up the EUCOR (European
Confederation of the Universities of the Upper Rhine, with over 100,000 students).

• A strong international dimension due to the proportion of
foreign students (21%), well above the national average (12%).

• 6,000 researchers, lecturers, engineers, 
 technicians and administrative staff.

• High economic impact with an annual 
 budget of approximately €445 million.

%).

A city open to the world: 
the Europe of Strasbourg and Europe in Strasbourg

The values of the Europe of 
Strasbourg
• Strasbourg, symbol of French-German 
reconciliation and European humanism, 
inheritor of a humanist legacy

• Strasbourg, European capital of 
democracy, human rights, dialogue 
between civilisations and peoples

The Eurodistrict, a 
laboratory of Europe in 
our daily life
• a new form of cross-border 
governance in a pilot region 
with a special status (GECT)

• bringing closer and facilitating 
the daily lives of people on 
both sides of the Rhine 
(formalities, transport, health, 
education etc.)Europe lives in Strasbourg

• Strasbourg is the place where a citizens' Europe is being made 

• Close partnership with the Council of Europe and the European
Parliament: support for action in favour of Europe in Strasbourg
(Democracy Conference, Strasbourg Dialogues, Sakharov Prize etc.)

• Celebration of Europe Month every year in May

• Planned creation of the Place for Europe - first stage of refurbishment
of Villa Kaysersgueth



― �� ―

The Golden Triangle of Research

Part of the Golden Triangle of Research:
highest concentration of researchers,
laboratories and high-tech industries in Europe.

Internationally reputed researchers:

Prof. Jean-Marie Lehn – Nobel Prize for
Chemistry 1985
Prof. Jules Hoffmann – Nobel Prize for
Medicine 2011
Prof. Pierre Chambon – Lasker Prize
Prof. Jacques Marescaux - World Leader
of minimally invasive surgery
Three professors at the Collège de France
10 members of the Institut Universitaire
de France
Eight members of the Académie des
Sciences

City and University: shared 
development

1
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The university: a 
remarkably rich urban 

heritage

Additional steps for protecting and 
enhancing the heritage

• Protection and enhancement 
plan for the historical centre,
covering all the periods of
development of the
conurbation

• Heritage aspect of the Local 
Urban Planning Scheme (Plan
local d’urbanisme) concerning
the whole conurbation

The position of the campuses in relation 
to the protected area

Historic campus

Esplanade campus

Over 200 buildings are protected 
historical monuments

19th century 
campusThe main architectural route of Neustadt
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The Palais Universitaire

BNUS – €61 million
an emblematic heritage operation

3 million books, 200,000 with open access, 57km of 
shelving

The Bibliothèque Nationale Universitaire de 
Strasbourg (BNUS)

The observatory and botanical gardens The Esplanade campus

Campus perimeter

Faculty of Law 
building

Listed in the additional
inventory of historical
monuments in 2005, this
building is recognised as
a part of 20th-century
heritage

Chemistry tower

Creation of 
accommodation

OPERATION CAMPUS

€377 million

A university that is part of the city

Campus

Halls of residence

Integration of the central 
campus in the city
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Esplanade: a district that is emblematic of 1960s 
architecture

Campus limits

Faculty of Law
Chemistry Tower

Avenue du 
Général de Gaulle

North

２-１-１．国際学都シンポジウム資料

The campus today: rue René Descartes

New patio (Office of the President of the UDS) Residential 
buildings

A timeworn environment

Front of INSA

Opening onto Allée Gaspard Monge

New multimedia 
library

Place d’Athènes

New sports centre

Researchers' office

Place du Foin

Operation Campus and 
interfaces

An example of collaboration between U of S and 
the City: refurbishment of the place d'Athènes

University City
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City and University: an alliance for 
economic development and 

international appeal

2
Medical Technology Campus of Strasbourg 

"Create a Campus of Excellence dedicated to medical device and 
instrumentation, in the heart of the University Hospital of 

Strasbourg"  

Alsace BioValley Cluster 
Strasbourg Urban Community 

University of Strasbourg  
University Hospital of Strasbourg 

A medical technology centre within the Hospital
• Creating a campus of excellence dedicated to the development of new technology 

and medical instrumentation at the heart of the historic site of the UHS. 
• Bringing together in a single area all the key people and activities involved in the 

development of medical technologies:  
- Care, Research, Education, Technology Transfer
- Practitioners, Researchers, Engineers, Industry

Creation of two centres of excellence
o Institute of Image-Guided Minimally Invasive Surgery (IHU)
o Biomedical Implants Med Tech Institute

Creation of two business sites
o The Stables Biocluster
o Technology Park

Key figures
o Over 700 researchers, surgeons, engineers
o Over 2,000 students
o Over 6,000 surgeons trained every year

Objectives within 10 years
o Creation of 2,000 direct and indirect jobs
o Attracting 5 to 10 R&D centres of leaders of Med Tech
o Creation and setting up of 50 companies

CONCEPT

Hospital

Faculty
of medicine

IRCAD

Stables

2014
Operational

Building - OK

2014
Operational
Equipment

2014
Renovation - OK

Operational

2014
Land - OK
Scheduling

Technology Park - Land 
(2.5 hectares)

4

Stables - Biocluster
3

Faculty
Dental Surg.

CADCAD
Anatomy

Biomedical Implants 
institute

2

Carnot approval

Institute of Image-Guided 
Minimally Invasive Surgery

1

IHU label

2012
Open

pH8
5

Strasbourg TechMed Campus

A medical technology centre within the Hospital

RECONVERSION OF THE SITE OF THE STABLES OF 
STRASBOURG

Medical Technology Campus

• Former stables of Strasbourg (Louis XV)

• A restaurant, a hotel, the biocluster

• Biocluster: 17 facilities for MedTech businesses.

• Total investment: €25 million

The Biocluster in the former stables

A medical technology centre within the Hospital

PAPS PCPI

€52 million

Urban reconversion of the North-
East area of the Hospital
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City and University: mixed 
infrastructure, services and 

public

3 1.  Verum fugiatem faccus
Sequam iusci quia volut aliquuntus et eossita quo ipic temo quo ditat audis entur, 
temodis quo cuptatur sam quos aut et reperi ratusapiet dolum con rero voloritatat 
volupid et lit rehenet faceria que plaborundi nos nusciis a consecte vitis magnima

2.  Verum fugiatem faccus
Sequam iusci quia volut aliquuntus et eossita quo ipic temo quo ditat audis entur, 
temodis quo cuptatur sam quos aut et reperi ratusapiet dolum con rero voloritatat 
volupid et lit rehenet faceria que plaborundi nos nusciis a consecte vitis magnima

Titre 12
International University House

２-１-１．国際学都シンポジウム資料

INTERNATIONAL UNIVERSITY HOUSE:
A DOORWAY TO THE WORLD FOR THE UNIVERSITY (€18 MILLION)

Services:
Department of International Relations of the University 

 of Strasbourg

128 student dwellings

40 dwellings with hotel-type services

Public:
Students and researchers, itinerant or in residence
Resident artists and creative workers in the nearby 'Docks'

INTERNATIONAL UNIVERSITY

HOUSE

Reconversion of the Seegmuller Tower

Reconversion of the Tobacco Factory

22/06/11 

The Tobacco Factory: at the heart of transformation 

The Tobacco Factory in relation to the Grande-île and 
campuses

Place Kléber

International University House

Strasbourg loves its students

from urban to human

5. Background material
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Strasbourg loves its students

Pooling, coordinating, boosting, creating links

               Departments and amenities of the City 
and the Urban Community of Strasbourg

Student organisations 
and initiatives

Higher educational institutions: 
University of Strasbourg, grandes écoles etc. 

Cultural, economic, social, voluntary 
and other local players

Key international, European, 
national and regional players

Strasbourg loves its students

Policy in favour of student and university life

 Thank you for listening!
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LE PEAP DE STRASBOURG Pôle Européen d Administration Publique
Sylvain SCHIRMANN 

Directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg 

2004 PEAP CUS
ENA INET

3

ENA

PEAP

2009 2011 3
3

PEAP
2 PEAP

PEAP 2009
2011 800,000 2012 2014

600,000
PEAP

2007
PEAP

10 ENA
PEAP
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２-１-２．学都研究中間報告会＆三都市シンポジウムチラシ









10:00  12:30 

13:30  15:00
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15
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25
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74

２-１-２．三都市シンポジウム議事録

2

1962 150
150

2008

20

3

1

12

20

4

10
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5

20
73

1900
1960 2015

65
JR

32 22

34 22 20
15 3

3
4 13

22 3

２-１-２．三都市シンポジウム議事録

6

35
2 30

17

150 40

60 20

130

1698

7

1 30 40

17

100

17 21

22

1000

23

26

8

1000 370

120

300

11
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9

10

2

２-１-２．三都市シンポジウム議事録

10 

11 

A

200

200 3 4

NPO

B

50 60

12 

40 50

PTA

C

22

4
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13 

２-１-２．三都市シンポジウム議事録

14 

10

15 

2

1

24

10 15 20

16 

70
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17 

20 30

40 60 20

30

PTA

２-１-２．三都市シンポジウム議事録

18 

NPO
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9:30

9:35

10:10

11:40
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13:00

12:00

14:40

14:50
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3

5

10

3

OKAYAMA

3

1.

2.

3.
2 27

1.

2.

3.

4.

2012
2013

2013

6

7
50 8 8



― 34 ― 

２-１-３．平成24年度成果報告会資料

10

2012 12 20

•
45%

27%
•

47% 24%

• 41% 31%
37%

17% 2% 4%

11

• * 5%( 20 )
28% 120

• * 71% 15
11%

   

*

2012 12 20

12

• 25% 10 1
12% 11 30 37%

• 45% 45%

• 79%
21%

2012 12 20

1.

2.

3.

4.

5.

2. 5.

Ex.Ex.

15

Ex.

Ex.

Ex. 1

3

30

60

70
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3

25.6%
24.3%

17.0%

10.6%
8.2%

5.2% 4.2%
2.3% 1.2% 0.7% 0.4% 0.2% 0.1%0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

3
9% 4,500

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0h 0.5h 1h 1.5h 2h 2.5h 3h

20%

1.8km/h

20%

3.6km/h

3

1 20% 2

3 /

3

3.6

2
1 3

3

1.81.8

3
182

3

12m

3
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1.

2.

3.
2 27

1.

2.

3.

4.

2012
2013
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26



― 37 ―

２-１-３．平成24年度成果報告会資料



― 38 ― 

２-１-３．平成24年度成果報告会資料



― 39 ―

２-１-３．平成24年度成果報告会資料

1 3 8 11
2 4 19 23

  3 4 20 24

JFE
( )

NPO

•

•

•

•

•

•

•



― 40 ― 

２-１-３．平成24年度成果報告会資料

    

•
•
•

•

•

•



― 41 ―

２-１-３．平成24年度成果報告会資料

•

(

•

• •



― 42 ― 

２-１-３．平成24年度成果報告会資料

• 10

• 11 30 1

• 2

•

•
•

•
•

• 6 10

•

• 11

•

…

•
•

(

•

•

•

(

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•



― 43 ―

２-１-３．平成24年度成果報告会資料

•

•

•



― 44 ― 

２-１-３．平成24年度成果報告会資料

25 2 27

2009 11
• …

•

•

•

NPO 

•
•
•
•
•
•
•

• 24 18 30 20:30 

•

•

•

•

•

• 50

• 24

•

•

•

•

•
•
•
                           

•
   
•

• 24

•

• NPO

•



― 45 ―

２-１-３．平成24年度成果報告会資料

• 25 XX

•

•
• ” ”

• 18:30 20:00 

•

•
•

      

• 25 18:30 20:15 

•

•

•

( )

2 26

• 17:30 20:50 

•

•

•

•
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(2)

•

•

•

•

2011
• 2012 3 10 5

• 2011.05 21 6  in 
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2010
• 2010.5.29 3 in 

13 14 30 ( )
15 15 30
15 45 16 30

16 30 18 … FM

• 2010.0717 19
14:30
16:30

”

• 2010.10.16 4

(40 )
 (45 ) 70

(40 )

2010
• 2010.11.27 E11

14:00 15:20
— T

15:50 17:30 (100 )

• 2011.3.12 5

45

(60 )

2009
• 2009.7.25

( )
• 2009.10.24

( )
• 2009.11.28

 : 2 5 35

&

• 2010.3.27 15:00 18:00 13

:

•
http://www.okayama-u.ac.jp/user/hss/education/course.html

•
http://www.okayama-u.ac.jp/user/hss/education/agora.html
e-mail ou-agora@cc.okayama-u.ac.jp
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2012
45 3 42

1000 8.6 2
1000

13.7 3

2011 11 2

2013 1 31
HP
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Furco, A “ Service Learning: A Balance Approach to Experiential Education.”

2012 
3 14

5 25

2013 2 16-7

WS
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…

Case book
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Page 16 Page 17 

Page 18 

18
47

90

Page 19 

62 6

Page 20 Page 20 

Page 22 Page 23 
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Page 24 

2010

Page 25 

Quacquarelli Symonds 2004
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40

10 20
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501 550

551 600
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24

1.
2.
Okayama kNowledge and Smart Energy
Network:ONSEN

0.5mm
263.5

15.8
14.8

1,141mm
1,613mm 472mm

70

2,010
1,886 124

107

( )

2 5

BDF

1.

CO2

H2O

CO2

CO2

CO2

( Kamada et al. 1991) 1
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Experimental apparatus

Diesel fuel 
injector

TDC signal

C
H

4

C
O

2

N
2

Air compressor

Common rail

Diesel fuel

Exhaust gas

H
2

C
O

Dynamometer

Mass flow 
controller

Pin=200kPa

1.

2.

3.
BDF

4.

1.

2.

in:20g/kgDAout in:20g/kgDAout in:20g/kgDAout

[ ]

2.
Okayama kNowledge and Smart Energy Network:
ONSEN

EV
3 21
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BEMS Building and Energy
Management System

BEMS

EV PHV

3 21
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pmpw286h
長方形
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Study Tour  

I.S.A.
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• Day 1
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• Day 4 Farewell party 

• Study tour

•
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•
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…
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p[h]oto

( ) P[h]oto

[ ] 2012/12 2013
[ ]

…

2012/12/15 12/22 pieni.. ecole cafe +

2012/12/15 12/25 +

2012/12/16 12/25 Gallery & café +

2013/1/12 1/20 Antenna +

2013/1/12 1/20 COZY +

2013/1/12 1/20 patisserie PLYWOOD RANCH +

2013/1/12 1/20 JAM 

2013/2/8 2/15 

(7) p[h]oto

２-１-３．平成24年度成果報告会資料
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•

•

•

•

•

2013

P[h]oto

２-１-３．平成24年度成果報告会資料
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２-１-３．平成24年度成果報告会資料
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２-１-３．平成24年度成果報告会資料
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２-１-４．公開学都シンポジウムチラシ
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-４-２．調査報告書（金沢市役所）２
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２-４-２．調査報告書（金沢市役所）
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２-４-２．調査報告書（金沢市役所）
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２-４-２．調査報告書（金沢市役所）
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２-４-２．調査報告書（金沢市役所）
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２-４-２．調査報告書（金沢市役所）
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-１．城下ステーションオープンチラシ

24 6 26 ( ) 14 00 16 00

10

2 1

３
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３-２-１．西川緑道公園活性化プロジェクト講演会チラシ

2012 5 30
13:30 14:30

A 1
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３-２-３．亀のひみつチラシ

GREENDAY WAVE

24 10 27
13 00 15 00

&&

pmpw286h
多角形
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３-２-４．美作合宿チラシ

24 9 1 2
WS

30

(086)235-7171
(086)235-7173 :
j-hamada@md.okayama-u.ac.jp

(086)251-8491
info-agora@okayama-u.ac.jp
http://www.okayama-u.ac.jp/user/agora

24 7 18 14:30-16:00
A
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３-２-４．総社合宿チラシ



(086)251-8491 info-agora@okayama-u.ac.jp
http://www.okayama-u.ac.jp/user/agora

2012 11 28
14 30 16 00

A
WAKUWAKU

11 14
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３-２-５．総社WSチラシ



(086)251-8491 info-agora@okayama-u.ac.jp
http://www.okayama-u.ac.jp/user/agora

2 5
(

2013 2 13
14 30 16 00

A
WAKUWAKU

1 2

2013 2 16 17
16
16 &
16

17 15:00
16:00

 2 17 ( )
16 ( )

16 ( )
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３-２-６．はじめてのファジアーノチラシ

•
•
•
• http://www.houkancho.com/info/ribura/index.htm

hajimete.fagiano@gmail.com
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３-２-８．学生プレゼン資料

     

  

1.
2.
3.
4.
5.
6.

•

26 37

•

•

•

2

(
)

NPONPO
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３-２-８．学生プレゼン資料

•

•

•

•

•

•

NPO

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
• ( )
•

2

•

•

•
•

3

•

•
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３-２-８．学生プレゼン資料
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３-２-８．学生プレゼン資料

「でーれーきれいで、

　　ぼっけー身近な街

おかやま」

PR

PR

UP 

…

UP 

UP 
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３-２-８．学生プレゼン資料

PR

FB
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３-２-８．学生プレゼン資料

でーれーきれいで、

　　ぼっけー身近な街

　　　　　　 　おかやま
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３-２-９．アゴラ喫茶チラシ
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３-２-９．アゴラ喫茶チラシ

Tel (086)251-8491 mail info-agora@okayama-u.ac.jp http://www.okayama-u.ac.jp/user/agora

in

1 14 00 15 20

2 15:30 16 45

14:0014:0014:0014:00 16:4516:4516:4516:45

50505050 2F2F2F2F

pmpw286h
楕円
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３-２-９．アゴラ喫茶チラシ
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３-２-９．スポーツ哲学カフェチラシ
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３-２-９．アゴラ喫茶チラシ
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３-２-９．アゴラ喫茶チラシ



― 108 ― 

３-２-９．アゴラ喫茶チラシ
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３-２-９．アゴラ喫茶チラシ
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３-２-９．アゴラ喫茶チラシ



― 111 ―

３-２-９．アゴラ喫茶チラシ
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３-３．学生企画募集チラシ

is
hi
ha

ra
c@

ad
m
.o
ka
ya
m
a
u.
ac
.jp
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-１-１．サムライトリップINやかげまちチラシ４
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-１-２．うぇるかむデーチラシ４
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４-１-６．安心・安全のまちづくりチラシ

pmpw286h
長方形

pmpw286h
長方形
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-２．岡山市経済戦略懇話会議事録資料５
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５-２．岡山市経済戦略懇話会議事録資料
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５-２．岡山市経済戦略懇話会議事録資料
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５-２．岡山市経済戦略懇話会議事録資料
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５-２．岡山市経済戦略懇話会議事録資料
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-１．アルバイト募集チラシ６
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６-１．西川緑道公園の展望

  

168, 12% 

474, 33% 

370, 25% 

436, 30% 

30 30 49 50 64 65

436, 31% 

993, 69% 

216, 15% 

1228, 85% 
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６-１．西川緑道公園の展望

78, 5% 

254, 18% 

109, 8% 

59, 4% 

799, 55% 

112, 8% 

29, 2% 

33

131 

122

346

123

243

156

262

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30 30 49 50 64 65
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６-１．西川緑道公園の展望

7

4

7

24

19

28 

35 

25 

22

55

27

28 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30 30 49 50 64 65

82

44

50

28

30

183

133

144

135

99 

152 

97 

148

38

91

144 

92

176 

40

98

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30 30 49 50 64 65
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６-１．地域アンケート調査の概要

Page 0 

2013 2 9

Page 1 

Page 2 

9
4 4 1

24

Page 4 Page 5 

Page 6 Page 7 
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６-１．地域アンケート調査の概要

Page 8 



― 127 ―

６-１．モニタリング調査の概要

Page 0 

2013 2 9

Page 1 
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６-１．通行量調査の概要

Page 0 

2013 2 9

Page 1 

68 6

Page 2 

17

Page 3 
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６-１．通行量調査の概要

Page 4 

1 10-20

10 6

Page 6 Page 7 

10 6

10 10

10 11

10 13

10 13

10 13
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６-１．通行量調査の概要

Page 8 

66.3

33.4

0.3

70.2

29.5

0.3

55.5

44.2

0.2

60.2

39.5

0.3

45

54.4

0.6

61.2

38.7

0.1

52.6

47.3

0.1

54.1

45.6

0.3

43
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0.1

52

47.6

0.4

35.2

64.5
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６-１．建物現況調査の概要

Page 0 

2013 2 9

Page 1 

8

Page 2 

AGURA DINING

Page 3 

Page 4 Page 5 

Page 6 Page 7 
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６-１．建物現況調査の概要

Page 8 Page 9 

44
3 1 15
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６-１．駐車場調査の概要

Page 0 

2013 2 9

Page 1 

Page 2 Page 3 
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６-１．駐車場調査の概要

Page 4 

103 1996

Page 5 

N
P



― 135 ―

６-１．イベント内容・情報提供方法

Edited by 

•

•

•

•
•

•
•

•

•  in 
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
 HP

•

•  in facebook 

•
http://okayama-jazz-impacts.blogspot.jp/2012/08/2012.html

• HP
Facebook

• Twitter facebook 

• NPO HP
http://nporasa.blog112.fc2.com/blog-entry-197.html

• Bar http://mangetsu-bar.com/

• http://www.ichi-jp.org/#id49

• http://no4.harenomi.com/
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６-１．イベント内容・情報提供方法

•

•
•
•

SNS

HP HP SNS
HP
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６-１．イベント内容・情報提供方法

SNS

• SNS 
facebook facebook
twitter 
mixi

•
•
• PC
•
•
• Ustream
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
B

•
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６-１．イベント内容・情報提供方法

• SNS

FB

FB

•

•

•

•
•
•

• FB SNS
•
•

•
•

SNS

•

twitter facebook

or



― 139 ―

６-１．イベント内容・情報提供方法
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•

•
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twitter  facebook
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６-１．イベント内容・情報提供方法

•
HP

•

• SNS Twitter FB mixi
•
•

•

•
•
•

–
–

•

• SNS
–
–

–
•

–

•

•

•

•

•

• Point 
1.9

•
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•

•
HP SNS
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６-１．イベント内容・情報提供方法

•

Hint !!

!!

•

•
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•
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６-１．イベント内容・情報提供方法

•

• •

•

• SNS

• •

•
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６-１．西川緑道公園にぎわい調査報告会チラシ
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-１-１．知恵の見本市展示パネルデータ

info-agora@okayama-u.ac.jp
http://www.okayama-u.ac.jp/user/agora/

８
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８-１-１．知恵の見本市展示パネルデータ

info-agora@okayama-u.ac.jp http://www.okayama-u.ac.jp/user/agora/

2012 6 7












2012 8 19
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報道一覧
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報道一覧
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報道一覧
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報道一覧
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報道一覧

pmpw286h
長方形
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報道一覧

pmpw286h
長方形

pmpw286h
長方形
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報道一覧

pmpw286h
長方形

pmpw286h
長方形
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