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ごあいさつ

　平成�26�年度の事業報告書を刊行するにあたり、一言ご挨拶を申し上げます。
　私は、昨年度の報告書の挨拶で、「岡山県内の自治体との具体的協力関係は前進し、た
とえば岡山市中心市街地活性化事業においては、センターが事業展開の重要なパート
ナーとして認知されつつあり」と書きましたが、今年度は、まさにこの点の具体的展開
が実り、岡山市と岡山大学が協定を締結し、岡山市中心市街地活性化のための拠点とし
て「西川アゴラ」という事務所を設置するという具体的な展開を果たすことができまし
た。今後、この「西川アゴラ」を拠点として、岡山市における、行政・市民・大学の一層
の連携事業の深化が期待されます。
　岡山市との連携事業で特筆すべきもう一つの取り組みは、スモール・モビリティによ
る交通システムの社会実験や研究活動です。今後は、大学と自治体とのこのような具体
的連携が他の自治体との関係においても一層広がっていくことが期待されます。
　また昨年の挨拶では、私は、地域と大学の連携活動の中で、「大学と地域が協力して、
学都を担う人材そのものを作り出す活動」の重要性を指摘しておきましたが、この点で
も今年度は大きな前進を遂げています。これまでに、まちづくり、地域医療、地域教
育、ものづくり・環境の４領域で、実践型社会連携教育プログラムの実施に向けて、セン
ター内部で議論が積み重ねられ、本プログラムのガイドラインが提示され、この４領域
における先進的ケース作成のために５人の教員と1名の研究員が採用されました。平成�
26年度の概算要求事業『社会の持続的発展を志向する実践型社会連携教育プログラム』
の実施に向けた体制は整いつつある、といっていいでしょう。また昨年秋に文部科学省の

『スーパーグローバル大学創生支援事業』に採択されたことを踏まえて、グローバル実
践人の育成に向けた取り組みも始まっており、カナダＵＢＣと環境生命科学研究科との
連携をサポートする教育プログラム実施の今後の取り組みが大いに期待されるところで
す。
　また学外との連携事業として取り組まれた文部科学省『留学生交流拠点整備事業』の
最終年の取り組みやまちなかキャンパスの利用の拡大、三都市シンポジウムの金沢開催
への協力、自治体の要請にこたえた種々のシンクタンク機能の取り組み、ポートランド
州立大学・ジョンソン博士との交歓を含めたポートランド市・大学との交流事業もあり、
国内、国外の学都連携も進展しました。
　来年度は、こうした取り組みが一層確実な成果を生み出すことを期待しています。

　2015 年３月

地域総合研究センター長　荒　木　　勝
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１ 地域総合研究センターについて

『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。

　『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、翌年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、同年 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、運営委員会名簿、地域連携専門委員会名簿、実践型社会連携教育専門委員会名簿

１- １　設立経緯と学都の定義

　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生し、「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』を創生すると
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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地域総合研究センターについて１
１- ２　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
　�　美しい学都を創生するために、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

を創生する中・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、地域の創生に必要不可欠な情報を発信する。

１- ３　平成 26 年度事業計画

１　研究活動
⑴ 専門委員による学都研究

地域総合研究センターのミッションである大学と地域の連携に関する学術研究の蓄積を行い、�
学都創生に必要不可欠な情報を発信するため、４つの柱（「地域と医療」「地域と環境」「地域と教
育・スポーツ」「まちづくり・地域創生」）を中心とした学都研究を行う。

⑵ 大学機能強化戦略経費 学都構想推進支援
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

を満たす取組に対して、支援を行う。
⑶ 国外・国内研究

視察調査を行う。（国外：ポートランド、ストラスブール���国内：京都、新潟）など

２　実践活動
⑴ シンポジウム・報告会

・�学都のモデルとなる都市の研究を行い、国内外のモデル都市から識者を招いてシンポジウムを
開催し、学都の創生について学び、その方策を検討する。
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１地域総合研究センターについて

　（三都市シンポジウム（金沢・熊本・岡山）、国際学都シンポジウム）
・学都研究及び職員・学生企画の中間報告会、成果報告会を実施する。

⑵ 岡山市経済戦略懇話会、国際学術都市構想会議
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を行う。

⑶ 留学生のまちづくり
留学生が、岡山のまちづくりに参加し、岡山好きになることで、大学と地域は岡山の友好親善

大使を育てる取り組みを行う。
　（オカヤマ Study�tour、まちづくり仕掛人、サムライ・トリップ�in やかげまち、岡山大学うぇ
るかむデー�“The�World�Kitchen”、就職支援セミナー）

⑷ まちなかキャンパス事業
Ⅰ　職員・学生企画（学都チャレンジ学生・職員企画）

　�職員や学生自らがまちづくりに積極的に参加できるように、活動企画を募集・審査し、
基準を満たした企画に対して、活動支援を実施する。

　　　　Ⅱ　地域総合研究センター単独企画
�まちなかキャンパスにおいて、さまざまな話題を地域の人々とともに考え、語り合う。

３　シンクタンク機能の発揮
　　�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。

４　窓口機能の強化
　　市民、NPO、企業から寄せられるまちづくりに関する相談窓口体制の整備を行う。

５　情報発信
　　成果報告書・学都研究報告書・機関誌・留学生のまちづくり報告書の発行（各年 1 回）�

６　概算要求関連（実践型社会連携教育プログラム）
　　�実践型社会連携教育プログラムの構築として、平成�28�年度からの教養教育科目の本格的実施に向

けて計画・実施する。

１- ４　人事関係

　４月から、前田芳男准教授、山川路代助教、佐藤大介助教、鷹野郁子非常勤研究員の４名が着任した。
また、事務所も旧陸軍師団本部時代のレンガ造りの建物へ引っ越した。４月1日、着任式が荒木勝理事・
副学長室で行われた。�



5

地域総合研究センターについて１

　さらに、10 月から新たに石丸香苗准教授と絢野那陳（アヤノ・ナチン）助教の２名が地域総合研究
センターに加わった。10 月1日、荒木勝理事・副学長から辞令授与がなされた。また、地域総合研究
センターの授業を担当する荒木秀治財務企画課長に対しても特別准教授の任命がなされた。

１- ５　アドバイザー委員会の設置

　今年度、岡山大学地域総合研究センターは業務・活動を通じて学都創生の実現に向けて、自己点検・
評価活動の客観性・公平性を担保し、教育・研究・社会貢献水準の更なる向上を図るため、学内外有
識者による意見を伺い、その意見を業務改善に反映させることを目的として、アドバイザー委員会を
設置した。�

＜資料編＞アドバイザー委員会名簿 

岡山大学地域総合研究センター事務所



6

２学都研究

研究の柱

地域と医療 地域と教育・スポーツ まちづくり・地域創生 地域と環境

　大学と地域の連携に関する学術研究を蓄積し、学都の創生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である。平成 26�年度は各種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　専門委員による学都研究

　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
創生に必要な情報を発信することである。学都岡山の創生のため、平成 25 年度に引き続き「地域と医
療」、「地域と教育・スポーツ」、「まちづくり・地域創生」、「地域と環境」の４つを研究の柱とし、さ
らに岡山大学と岡山県が持つ独自性を意識した「学都データベース」の構築に向けた、研究を実施した。�
　具体的には、地域総合研究センター地域連携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。�
　なお、これらの学都研究については、平成 27�年 1�月 16�日開催の平成 26�年度成果報告会において
報告を行った。詳細は後述（4 章シンポジウム・報告会）に記す。�

● 地域と医療
�地域貢献・教育実践・学都研究をめざして「地域と医療」プロジェクトの展開
�浜田淳（大学院医歯薬学総合研究科教授）・山川路代（地域総合研究センター助教）�

● 地域と教育（1） 
�教育を受ける権利と学校のガバナンス改革～地域とつくるいじめ授業～
�中富公一（大学院社会文化科学研究科教授）�

● 地域と教育（2） 
�学校経営や授業と家庭・地域及び大学との関わりについての調査・研究～実践例を通して～
�橋ケ谷佳正（大学院教育学研究科教授）�

● 地域とスポーツ
�地域スポーツ振興をめぐる論理の多様性と統合のエスノグラフィー
�高岡敦史（大学院教育学研究科講師）�
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● 地域と環境・技術（1） 
UBC と岡山県内林業事業者、行政との連携ネットワーク構築による学都創生モデルの研究
吉川賢（大学院環境生命科学研究科教授）�

● 地域と環境・技術（2） 
環境共生型社会実現に向けた地域資源としての大学の役割
河原伸幸（大学院自然科学研究科准教授）�

● まちづくり・地域創生（1） 
“ おかやま ” まちづくり教育研究プロジェクト
氏原岳人（大学院環境生命科学研究科助教）�

● まちづくり・地域創生（2） 
西川緑道公園におけるまちづくり研究
前田芳男（地域総合研究センター准教授）・岩淵泰（地域総合研究センター助教）�

● まちづくり・地域創生（3） 
�実践型教育の開発による学都創生『総社市地域包括ケア』と『ESD 倉敷市水島から学ぶ地域社会
と環境』�
三村聡（地域総合研究センター教授）・鷹野郁子（地域総合研究センター研究員）�

● 学都データベース
文化・経済・環境指標からみた学都岡山のポテンシャリティを探る
平野正樹（大学院社会文化科学研究科教授）・千田俊樹（地域総合研究センター教授）
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＜地域と医療＞

地域貢献・教育実践・学都研究をめざして
「地域と医療」プロジェクトの展開
大学院医歯薬学総合研究科　浜田　　淳／地域総合研究センター　山川　路代

■研究概要 （意義・目的）：森田ビジョンの「より戦略的かつ組織的な地域づくり」を行うために、地
方自治体との協働、多職種連携と地域包括ケアのワークショップ、地域と医療に関する研
究という三つの取り組みを展開してきた。�

■成　果： 
　（1）��「地方自治体との協働」として、岡山県の医療計画、医療費適正化計画の策定作業へ

の参画、岡山市、高梁市、真庭市、新見市、笠岡市等での医療・介護のあり方検討会
でのとりまとめ、地域医療ミーティングやワークショップへの参加、県のデータヘル
ス事業のアドバイザーとしての参加等を行ってきた。

（２）��「多職種連携と地域包括ケアのワークショップ」を2010年から６市を巡回して実施。
県内５大学の教員、学生、地域の方々、総勢67名が参加（別冊報告書参照）。�

（３）��地域と医療に関する学都研究として、政府の介護特区である岡山市で、デイサービス
の質の評価の研究、リハビリの有効性の研究を実施。医療分野での大学人による地域
貢献の取り組みを医学雑誌に発表予定（近刊）。

■今後の展開 ：本研究の目的は、（1）地域との連携関係の構築、（２）岡山大学の社会実践型教育へ
の貢献、（３）学都研究への取り組みである。今後も、この３つをバランスよく展開して
いく予定である。

　（1）��地域との連携構築：市町村における地域包括ケアの構築をめざす作業、岡山県におけ
る地域医療ビジョンの策定作業に参画する。�

　（２）��社会実践型教育への貢献：平成27年度から、教養及び大学院において、施設実習を含
む「地域高齢者と介護」、地域に出て地元の方々と交流する「地域包括ケアのワーク
ショップ」、インド・コルカタの岡大拠点と連携する「国際保健・旅行医学」など６
本の講義をスタートさせる。

　（３）��学都研究：岡山市でのデイサービス等の研究を論文にするとともに、「地域医療ビジョ
ン・地域包括ケアと大学人の役割」を発表（近刊）する。
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＜地域と教育＞

教育を受ける権利と学校のガバナンス改革 
−地域とつくるいじめ授業−

大学院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岡山の学校教育現場の問題の根本に学校の秩
序の乱れがある。この秩序を確立するために、教育委員会、校長、教師のあるべき責任体
制について考察を進める。同時に、子ども達に、自分の身を守り、相手の人権を尊重する
ことの意味を教えることが必要である。言わば、人権と統治機構の統一的把握を、いじめ
を素材として考える。�

　�　また、それを学生や生徒に伝えるための実践授業の教材を研究し、その授業を学生とと
もに学校現場で行うことにより学生の活性化を図る。そのために、地方議会、弁護士会、
地域の学校・教師、教育学部・法学部の教員、学生の連携を図る。�

■成　果： 本年度は以下の事業を実施した。
1　�大津いじめ事件以来問題となってきた教育委員会の問題とその克服方法について、教育再生実

行会議、中教審答申、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」（2015
年４月1日施行）を素材として理論的検討を行った。�

　２　�この検討の過程で、倉敷市議会、笠岡市教育委員会に赴き、講演を行うと同時に、教育委員会
と議会、首長との関係について意見を交換した。�

　３　法教育研究会の活動�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�
　�この部分は今年度、別のプロジェクト（法学部主催：岡山県法教育事業の展開）に引き継がれ、

それに協力した。�
　４　�「道徳と法」研究会　子どもが安心・安全な環境で勉強が出来るよう、子どもに人権感覚を持た

せるとともに道徳心を養う。�
　　　a　�中富がいじめ授業教材Aを開発し、８月19日笠岡市において学生とともに公開ゼミを行った。

同時に、笠岡市議、笠岡市教育委員会と交流した。
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　b　�中富がいじめ授業教材Bを開発し、８月11日美作市役所において学生とともに公開ゼミを
行った。�

　c　�学生、弁護士の協力のもと、中富が教材Aを使い、10月18日城東高校２年生360人を対象に、
全国初めての「いじめの問題」大規模ワークショップを行った。

■今後の展開 ：
・��教育委員会とも連携し、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。
・�教材となるケースブックの作成に向けて

地域で生じる紛争を題材に、教材の豊富化をはかる。
　　　　また教師も実施できるようなマニュアルを作成する。�

・�法学部のアクティブ・ラーニングとしての実践型授業へと発展させていく。

活動の受益者

サービス・ラーニング

コミュニティ・サービス 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�Education”）
志々田まなみ・熊谷慎之輔「地域社会と連携教育活動に対するアセスメントに関する考察」

日本生涯教育学会年報第30号の紹介による

サービス・ラーニング概念図
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＜地域と教育＞

学校経営や授業と家庭・地域及び大学との関わりについての
調査・研究〜実践事例を通して〜

大学院教育学研究科���橋ヶ谷　佳正

■研究概要 （意義・目的）：教育を総合的な視点から捉え、新たな教育を模索する学校や教師集団の実
践活動について報告、検証を行い、校種や教科を越えた学校・教師間の連携・協働とともに、
学校教育における家庭、地域、学校及び大学の連携・協働の持つ意義や重要性を明らかに
する。

■成　果：  　岡山中央中学校のCharacter�Education導入に関しては、生徒及び教員へのアンケート調
査を行う。現在、調査結果の分析途中であるが、生徒達の生活習慣に対する意識向上が見
える。生徒に対する教員の評価からも、厳しいが、意識が高まっている結果が見える。生
活習慣と学習意欲や学力との関係については、これからの調査である。�
　興譲館高等学校に関しては、礼儀作法等において生活態度の改善が見られたとともに、
大学進学率も上がっている点から、Character�Educationで育む生活習慣と学習意欲や学力
との関係はあるという結論を得る。また、今まで築いてきた学校と地域との関係から、学
校の教育理念に基づく新たな取り組みがスタートすることとなる。�
　教育実践としては、教科横断型授業の報告・意見交換会を開催する。また、昨年に引き
続き、テーマは「岡山の教育についてみんなで語ろう─パート２」を開催する。テーマは、

「学力について考える～日常の授業や教科横断型学習からのアプローチ」である。

■今後の展開：
 　岡山中央中学校のCharacter�Education関しては、学校だけでなく、家庭や地域へと広が
りつつある活動を継続して行いながら、アンケート調査・検証を行う。�
 　興譲館高等学校に関しては、次年度からスタートする教育活動と地域貢献・地域づくり
という新たな取り組みを、大学教育にも展開できるよう企画・提案および実践を行う。�
　教育実践としては、教科横断型授業の報告・意見交換会を継続して開催する。また、テー
マは未定であるが「岡山の教育についてみんなで語ろう─パート3」を開催する。
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�＜地域とスポーツ＞

地域スポーツ振興をめぐる論理の多様性と統合のエスノグラフィー
大学院教育学研究科　�高岡　敦史

■研究概要 （意義・目的）：　今日のスポーツの振興とスポーツによる地域振興は、マルチ・ステイ
クホルダーによるソーシャル・イノベーションとして展開されつつある。全国各地にスポー
ツ関係団体、市民団体、経済界、大学、地域住民等がひとつの協議体を立ち上げ、プロスポー
ツやビッグスポーツイベントの招致・企画を推進する取り組みが散見される。
しかし、地域スポーツ振興に対する各ステイクホルダーの期待や思惑の違いはコンフリ

クトの源泉になりうるリスクを抱えている。スポーツを通して地域振興を企図しようとす
るとき、スポーツの活用に関わる論理の差異性を乗り越え、多様性を内包した組織化・事
業展開に成功するための要因を明らかにしておく必要があるだろう。

　�　そこで本研究では、マルチ・ステイクホルダーで地域スポーツ振興が展開している事例
から、地域スポーツ振興の論理の多様性を統合へと向かわせる要因を明らかにすることを
目的とする。なお、学都研究としては、大学が担うべき機能について特に着目していきたい。

■成　果：
１．岡山市のケース

　岡山市では、スポーツによる中心市街地活性化をねらいとした「おかやまスポーツプロモーショ
ン研究会（以下、「SPOC研究会」と略す）が創設された。SPOC研究会の創設プロセスには、複
数の地域課題を起点にして各ステイクホルダーの取り組みが連動してスポーツを資源とした地域
活性化に巻き込まれていくプロセスが見出され、７つの要因（地域課題の認知、正統化、非公式
対話、クラスター創出、弱い紐帯、知識共有、知識創造）が抽出された。（図1参照）�
　SPOC研究会創設において、大学は地域活性化に対する主体的参画を基盤にして、マルチ・ステ
イクホルダーな情況下において地域課題の認知と当該課題をスポーツを活用して解決するという
ことを正統化する役割を担った。

２．さいたま市のケース 
　�　さいたま市では、観光資源としてスポーツイベントを活用し、交流人口の増加と経済波及効果

を求め、スポーツイベント誘致と大規模スポーツ施設の有効活用をワンストップですすめる「さ
いたまスポーツコミッション」（以下、「さいたまSC」と略す）が2011年４月に創設された。さい
たまSCの創設プロセスには、３つの要因（地域課題の認知、正統化、知識共有）が抽出された（図
２参照）�
　さいたまSC創設において、大学（教員個人）はスポーツツーリズムの権威として�首長によって
巻き込まれ、専門知による正統化という役割を担った。

３．仙台市のケース 
　仙台市では、新たなスポーツ振興を模索した凝集性の高いスポーツ関係者集団（自称「スポー
ツマフィア」）によって経済界と大学が巻き込まれ、仙台市スポーツコミッション（以下、「仙台
SC」と略す）が創設された。仙台SC創設プロセスには、４つの要因（地域課題の認知、正統化、
非公式対話、知識共有、知識創造）が抽出された。（図３参照）仙台SC創設において、大学は地
域スポーツの専門家として巻き込まれ、専門知による正統化という役割を担った。
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３つのケースから、マルチ・ステイクホルダーな情況下で論理の多様性を統合へと向かわ
せる上での大学の役割とは、その専門知をもって地域課題を発掘して広く認知させ、いく
つかある解決策の中から一定のアイディアを正統化していくことにあると考えられる。岡
山市のケースは、大学のまちづくりへの主体的参画が他事例にない特長であることが明ら
かとなった。

■今後の展開：
�2014年10月末に発足したSPOC研究会は、回を重ねながら参加者を増やし続けている。スポー
ツ振興を契機とした中心市街地活性化の取り組みは全国的にも先進事例になりうるもので
ある。今後、マルチ・ステイクホルダーのスポーツまちづくりクラスター形成に大学がど
のような役割を演じるべきか、ということについて検討していきたいと考えている。

図１　 おかやまスポーツプロモーション研究会創設プロセス

図２　 さいたまスポーツコミッション創設プロセス

図３　 仙台市スポーツコミッション創設プロセス
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�＜地域と環境・技術＞

�UBCと岡山県内林業事業者、行政との
連携ネットワーク構築による学都創生モデル

大学院環境生命科学研究科���吉川　　賢

■研究概要 （意義・目的）：　岡山大学が提案する「世界で活躍できる実践人を育成するPRIMEプロ
グラム」は、国内外の幅広い分野において中核的に活躍可能な高い総合的能力と人格を備
えた人材育成を目指すものである。そのPRIMEプログラムの中心としてグローバル実践型
教育システムの構築を目的とするものである。

■成　果： 　ブリティッシュコロンビア大学（UBC、カナダ）のCo-opプログラムは、修学期間を５
年に延ばした上で、５回の長期就業体験（各４ヶ月）の過程で実務を通して地域と企業に貢
献し、その実務経験を自らの学習にフィードバックするプログラムであり、本学が目指すグ
ローバル実践型教育の一つのヒントとなる教育システムである。そこで、平成26年７月に岡
山大学がイニシアティブをとって、岡山県内の５企業と岡山県が参画した林業教育コンソー
シアムを設立した。７月29日には岡山大学生命環境学研究科とUBC森林学部で学術交流協
定を締結した。以上のことで平成27年度にUBCのCo-op学生を受け入れる組織的な準備を完
了した。さらに平成26年８月から９月にかけて、岡山大学の学生、院生が上記の企業および
県森林研究所でインターンシップを行い、学生受け入れに係る課題の検討を行った。UBC
のCo-op学生の受け入れに際してのカリキュラムは10月に完成し、平成27年1月にUBCで19
名のCo-op応募学生の選抜面接を行うと共に、カリキュラムの内容についての確認を行って、
平成27年６月からの受け入れ準備は完了した。

■今後の展 開：　上記の準備を経て、平成27年６月1日から３ヶ月間UBCのCo-op学生を２名受け入れ、
各企業で３週間ずつの実習と岡山大学での３週間の研修を行う予定である。その際、岡山
大学の学生・院生の森林利用インターンシップ（仮称）を同時に行うことで、UBCの学生
と岡大の学生の交流を図り、語学研究を兼ねたグローバル教育をすすめる予定である。こ
のインターンシップは岡山大学が新たに構築するグローバル実践型教育の第一歩となるも
のである。そこで、平成27年３月にUBCからCo-op担当の３教員を招聘し、グローバル実
践型教育構築に向けた国際シンポジウムの開催を予定した。
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�＜地域と環境・技術＞

�環境共生型社会実現に向けた地域資源としての大学の役割
大学院自然科学研究科　河原　伸幸

■研究概要 （意義・目的）：　本プロジェクトでは、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を研究するとして「岡山知恵とエネルギーネットワーク構想」を推進
してきた。３年目のテーマを「環境共生型社会実現に向けた地域資源としての大学の役割」
として目標を段階的に高めることにより、実際の都市交通計画に展開することにより、学
都創生の具現化を進めるための研究・計画検討を行った。「知恵とエネルギーネットワーク」
を念頭に、水素を含むクリーンエネルギーを利用したパーソナルモビリティの普及可能性
を探るための情報収集やシンポジウム、研究会や学習会を開催して、岡山の独自性を考慮
した環境共生型社会実現に向けた活動を展開した。調査研究用に小型モビリティを５台購
入した。

■成　果： 　研究活動の成果報告により、次回の瀬戸内国際芸術祭において、クリーンエネルギーを
利用したパーソナルモビリティ（EV）により島内移動の安心・安全を確保するプロジェク
トへの参画依頼がありシナリオ作りに着手した。また、津山市や備前市で社会実験がスター
ト、岡山市でも本格的な導入に向けた計画が開始された。時あたかも、岡山らしさを踏ま
えた公共交通と個別交通とを総合的にマネジメントする発想である「都市交通マネジメン
ト」が求められており、こうした事情を勘案して、11月５日、パーソナルモビリティを新
たな移動手段として考えるきっかけを作るために、超小型モビリティと呼ばれる「i-ROAD」

（２台）とコムス（３台）をトヨタ自動車の協力によりお借りして、展示・試乗会を岡山大
学工学部前・教育学部前周辺を会場に設定して開催した。

■今後の展 開：　次回の瀬戸内国際芸術祭に向けた準備を進めながら、先のシンポで、国土交通省徳
山日出男技監が、地方創生の動きや今後の地方の政令指定都市における役割と地方の拠点
都市における都市交通システムのあり方と進むべき方向性を示唆、さらに大森雅夫岡山市
長が、岡山市における都市及び交通の問題、コンパクトシティ構築へ向けた取り組みなど、
これからの岡山市の都市交通計画のあるべき方向性を提起したことを受けて、「環境共生型
社会実現に向けた地域資源としての大学の役割」を果たすべく、専門的な知見と学生教育
の両面で、具体的なロードマップを描き、学都の実現を目指したい。
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図１　岡山市中心部のエリア設定

�＜まちづくり・地域創生＞

�“おかやま”まちづくり教育研究プロジェクト
大学院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。また、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、人々が集い賑わう魅力的な�“おかやま”のための有益な知見を提示する。
本年度は、岡山市内の回遊性向上を主なテーマとして掲げる。具体的には、2014年12月の
イオン開業で様変わりする中心部の回遊性を高めるにはどのような政策が必要なのかにつ
いて、来街者を対象とした調査分析を通じて明らかにする。

■成　果： 　2014年12月中旬に、岡山市中心部にてまちなか回遊性調査を実施した。調査内容は以下
の通りである（表1）。また、調査風景を写真1に示す。�

　　　　１．岡山中心部の移動実態調査 
　中心部の来街者に対して、立ち寄り施設ベースで、その目的や移動手段、消費金額など
を尋ねた。これにより来街者の行動実態を詳細に把握する。�

　　　　２．駅前エリアと表町エリアの回遊バリア調査�
　�　岡山駅エリアと表町エリアを定義し（図1）、それらエリア間の回遊行動の実態やそれを

妨げる障壁（バリア）を把握する。�
　現在、分析作業中であるが、その結果の一例を図２に示す。表町と駅前のエリア間バリ
アは欲求的バリアが最も高いが、次いで移動過程の沿道環境バリアが高い。特に、高齢者
は「途中に休憩所がない」ことがエリア間を妨げる障壁となっている。



17

学都研究２-1

写真１　アンケート調査風景

図２　分析結果の一例
表町と駅前のエリア間バリア（エリア間を回遊しない理由）

表１　アンケート調査の概要

■今後の展 開：　引き続き分析作業を進め、年度内に研究成果としてまとめ上げる。
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＜まちづくり・地域創生＞

西川緑道公園のまちづくり研究
地域総合研究センター　岩淵　　泰・前田　芳男

　岡山市中心市街地に位置する西川緑道公園は、1977年に第一期工事が完成し、市民の憩いの場となっ
ている。現在、岡山市庭園都市推進課は、西川パフォーマー事業を通じて年間70以上のイベントを支
援しており、2012年度から地域総合研究センターに委託調査を行っている。大森雅夫市長は、西川緑
道公園を岡山市中心市街地活性化パッケージの中で、賑わいと回遊性の核と位置付けている。2014年
12月のイオンモール岡山のオープンの後は、西川緑道公園における人や車の動きに注目が集まっている。

■研究概要 （意義・目的）：　西川緑道公園のまちづくりは、西川が岡山市中心市街地のまちづくりで
不可欠な存在であるにも関わらず、まちづくり団体の活動、設立経緯、まちづくりネットワー
クの解明や、また、定量的な把握が十分に行われてこなかった。そこで、本研究では①ま
ちづくりアクターに対するヒアリング活動・②イオンモール出店後の消費者行動、交通量
調査を行った。この研究を通じて、西川緑道公園のまちづくりが持続的に展開するための
施策を提案し、また、西川緑道公園界隈のまちづくりをデザインすることを目的としている。

■成　果： ①　岡山大学と岡山市のまちづくりに関する地域連携協定書の締結
　�　岡山市と岡山大学は、西川緑道公園のまちづくり研究を出発点にまちづくり協定書を

結んだ。これは、長期的な協力体制、人材と資源のサポートを進めるためである。�
② 西川アゴラのオープン

続けて、まちづくりの拠点として西川アゴラをオープンした。西川アゴラをサロンと
することで、勉強会や会議の場を中心市街地に設置した。�

③ 歴史調査
西川緑道公園の建設について市民・まちづくり団体・行政のそれぞれからヒアリング

をした。渡辺圭介氏（岡山市元助役・西川緑道公園建設を指揮）によると、『若手経営者
のJCや市議会議員は、公園づくりのプランを持っていた。色々な団体が協力し合ってい
た。』と述べていた。また、設計を担当した伊藤邦衛氏（造園家・西川緑道公園の設計）
によると、『1970年代、公園は子どもの遊び場としてしか考えられていなかったが、西川
緑道公園は、子どもからお年寄りが活動する舞台として設計した。まちの人が音楽や市
を行うことを念頭にいれていた。』そして、『西川緑道公園のコンセプトは全国的に珍し
いものであった。』ことが分かってきた。�

　�　このように歴史調査では、西川緑道公園の建設時点から市民協働の場として位置づけ
られて生まれたことが分かった。
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④ 消費者行動
以下の図でわかるように、イオンモールへの来場者調査では、西川緑道公園のいち

（ファーマーズ・マーケット）を好む人と、一般の買い物客との間では、大型ショッピン
グセンターへの意識が違うことが明らかになった。

■今後の展開：
　�　来年度、西川歴史ヒアリングは、イベントを開催している人々や西川緑道公園沿いに出

店している人々から西川の関わりを調査していく予定である。また、西川アゴラを拠点と
した定期的な勉強会を行い、西川アゴラが持続的に運営できる体制を構築する。
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�＜まちづくり・地域創生＞

�実践型教育の開発による学都創生
~『総社市地域包括ケア』と『ESD倉敷市水島から学ぶ地域社会と環境』~

地域総合研究センター　三村　　聡・鷹野　郁子

■研究概要 （意義・目的）：　総社市山手地区は旧山手村としての歴史や文化、慣習や伝統的コミュニ
ティを所与としつつ、新たな総社市になるなかで、そこで暮らす市民が真の安心、安全、
豊かさを実感できるまちづくりをめざしている。また、倉敷市水島地区から地域社会と環
境学習の実践型教育を確立するために、教育システムの研究開発を実施した。岡山大学の
有志学生たちは、その地を拠点として、豊かな人間性を育もうとする志と地域社会の課題
を解決しようとする高度な専門性をして、『生きたコミュニティ』社会を形成しようと活動
を続けた。学生たちの学ぶべき目的は地域の課題に気づき、人間性の滋味にあふれる現代
コミュニティへの関わりを体験することである。

■成　果： 　総社市山手地区地域包括ケアへの学生参画では、新住民と旧住民の対話機会の欠如が地
域課題であると抽出、それに対する学生参画による課題解決策として地域イベントに合わせ
て交流機会の創出を行った。学生たちは自ら地域住民と対話し、活動計画を決定、具体的な
活動展開を通じて、地域の関係者に評価された。この成果を「人を大切にする経営学会」に
て報告した。�

　�　また、倉敷市水島地区での環境学習では、実際の公害訴訟のプロセスと問題解決に取り
組む地域住民や医師・看護師、それを支える団体や自治体の取り組みを学び、合わせて、
コンビナート企業の環境対策についても学び、総合的なワークショップを開催して、環境
改善が生活にとって重要であることを身をもって学ぶことができた。

　�　こうした成果をESD世界会議の成果報告会にてパネル展示を行い、世界から訪れた環境
問題に取り組む関係者に示すことができた。さらに、この活動について、環境省と岡山大
学が共催した「循環共生型社会の実現による地域再生に向けて～地球環境と地方創生への
知の貢献～」と題したシンポジウムにて基調講演として報告した。

■今後の展 開：　総社市山手地区の活動に関しては、学都研究としての成果を得て、その役割を終え
ることができた。学生と地域との連携が自主的に継続されることを期待している。�

　�　倉敷市水島地区での環境学習は、岡山大学がめざす、スーパーグローバル大学における
実践知教育プログラムとして、今後継続して研究を重ね、世界に通用する「水島ESDプロ
グラム」へ進化すべく、さらに研究を続けてまいりたい。
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�＜学都データベース＞

�文化・経済・環境指標からみた学都岡山のポテンシャリティを探る
大学院社会文化科学研究科　平野　正樹

■研究概要 （意義・目的）：　地域総合研究センターでは「森田ビジョン」がめざす「学都」の定義づ
けを行っているが、その後半部分には次のような記載がある。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。」と。�

　�　だが、学都となるための必要条件と位置づけられる「文化的、経済的、環境的に豊かで
魅力的な空間が形成」されている地域とは一体どのような地域であるのか、また、それら
がどのような事実や数値によって裏づけられるかは必ずしも明確でない。�

　�　そこで、今年度は①文化、②経済、③環境の３つの側面から魅力的と呼ぶにふさわしい
地域であることを端的に示す客観的で測定可能な指標の抽出を試みた。そして、これらの
指標を都道府県別に得点化することにより、岡山県が全国の中でどのようなポジションに
あるかを明らかにし、以て、学都岡山のポテンシャリティを探ることとした。

■成　果： 　学都が形成されるためには、人種、性別、嗜好などの差を超えて、多様な人々がその地
に移り住みたくなるような高い魅力を備えた地域であることが求められる。�

　�　その魅力度を測る尺度として、われわれは文化、経済、環境の各分野からそれぞれ13個
ずつ合計39個の指標を抽出した。そして、これら一連の指標群を学都創生に必要な「地域
の魅力度指標」と名づけた。�

　�　「地域の魅力度指標」の全国47都道府県のランクづけを行った結果は、岡山県は文化関連
分野で第９位（偏差値：54点）、経済関連分野で第10位（偏差値：53点）、環境関連分野で
第９位（偏差値：52点）と高いポジションにあることが明らかとなった。また、３分野を
統合した総合得点では全国第５位（偏差値：53点）にランクされ、学都岡山を創生するポ
テンシャリティが相対的に高いことを示唆する結果となった。

一方、学都創生には十分条件として、高度な教育研究力を備えた大学の存在が不可欠で
ある。これについては、国内的には遜色ない水準にあるものの、目を世界に転じると岡山
大学の存在感は薄く世界に伍する学都を創生していくためには更なるレベルアップが必要
であることが明らかとなった。

■今後の展 開：　地域の魅力度指標に基づいた今次研究の分析結果は、岡山県の地域アイデンティティ
の形成、あるいはシビック・プライドの向上に活かされるべきものと考えられる。この観
点から、今後各種学会での発表等を通じ、広く認識を共有化していきたい。�

　�　また、岡山県は、学都創生の必要条件は相応に満たしているものの、十分条件となる高
度な教育研究力という点では、世界的に見るとまだまだ不十分である。教育研究力を向上
させる現実的な方向性としては例えば、①研究面ではハーバード、ＭＩＴといった世界トッ
プクラスの大学のスタイルを参考にしながら、いくつかの分野で世界のトップクラスを目
指すこと、②教育面ではポートランド州立大学のように地域に根ざした「サービス・ラー
ニング」など特徴のある教育を目指すこと、③学部教育ではリベラル・アーツ分野を強化
すること、の３点が挙げられる。われわれは将来、②をベースにしながら、①と③を同時
に追及する「第３の道」を模索し、世界の冠たる岡山らしい魅力的な学都岡山が形成され
ることを望んでいる。このためには、今次の研究が各方面からのさらなる議論を通じて深
化し、学都研究が全国展開することを期待している。
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２- ２　大学機能強化戦略経費学都構想推進支援

　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 �岡山県法教育事業の展開（波多野敏・法学部）�
② �技術力を核とした産官学連携による学都構築の推進（冨田栄二・工学部）�
③ �地域との連携を生かした小学生実験教室の実施（小郷義久・工学部）�
④ �体験型 ESD 教育による環境意識向上の実践（梶原毅・環境理工学部）�
⑤ �岡大発親子が共に育つ子育て支援（早川倫子・大学院教育学研究科）�
⑥ �ネットワーク・アゴラによる「地域と医療」プロジェクト（平野正樹・大学院社会文化科学

研究科）�
⑦ �「学都岡山」実現のための官学連携多文化共生プロジェクト（成廣孝・大学院社会文化科学研

究科）�
⑧ �子育てと女性の QOL 増進のための地域人材育成プロジェクト（大井伸子・大学院保健学研究

科）�
⑨ �学生ダンス教育プロジェクト（鈴木久雄・スポーツ教育センター）�
⑩ �ESD の実践「集まれ市民のエコライフ＆テクノロジー」（神崎浩・廃棄物マネジメント研究セ

ンター）�
⑪ �岡大ファームマーケットイン J テラス（齋藤邦行・農学部）�
⑫ �財政的に自立した遠隔教育支援の仕組み構築（赤磐モデル）（寺澤孝文・大学院教育学研究科）�
⑬ �岡山カルチャーゾーンの教育利用による学社連携の推進（桑原敏典・大学院教育学研究科）
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＜学都構想推進支援①＞

岡山県法教育事業の展開
大学院社会文化科学研究科（法学系）　波多野　敏

■取組概要 （意義・目的）：本事業は、法の基本的な価値や考え方を地域の人々に広く知ってもらい、
岡山の中学校・高校と連携して地域の教育に貢献する取り組みである。岡山法教育研究会
を中心組織として、学校関係者の協力のもと本学部生を連れて清心中学校にて法教育の授
業を行い、岡山弁護士会との共催で中高生を対象としたジュニア・ロースクール（JLS）を
開催する。

■成　果： 　本年度は以下の事業を実施した。
・法教育シンポジウムの開催

2014年11月23日午前に、岡山大学法学部と岡山弁護士会の共催で、法教育シンポジウ
ム「多様な主体の連携・協働による法教育」を開催した。�

シンポジウムでは、樋口雅夫氏（文部科学省�初等中等教育局�教育課程課�教科調査官）
の基調講演、岡山弁護士会弁護士、岡山県教育委員会指導主事、岡山県立高校教員及び岡
山大学法学部教員によるパネルディスカッションを行った。�

多様な主体との連携・協働は、異なった考え方、アイデア、イメージ、発想法が出会
い、切磋琢磨することにより、既成概念にとらわれない新たな考え方、手法を生み出しな
がら、社会問題を発見・解決するところに意味があることが指摘された。�

・第10回ジュニア・ロースクールの開催

　�　2014年11月23日午後に、岡山弁護士会と岡山大学法学部の共催で、第10回ジュニ
ア・ロースクール岡山を開催した。中学生８人、高校生９人、計17人の生徒に参加し
ていただき、�第1限「『契約』について考えよう」では、法学部学生が作成した教材を用
いて、第２限「刑事裁判を考えよう～こんな『証拠』アリですか？」では、弁護士の先生
による授業で、４人程度のグループで話し合い、考えてもらった。
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・清心中学校での法教育授業の実施

　法学部の法教育演習の本年度履修者16名に６月から法教育の教材を作成してもら
い、2014年12月16、17日に彼らを清心中学校へ連れて、３年生を対象に、２日間に
３クラスで各1�回計３回の法教育授業を行った。12月16日には２クラスに教材「もし
もバスケットボール部のマネージャーがルールを作ったら」を用いて、公正なルール
とは何か、ルールがルールと言えるための合法性の条件とは何かを学んでもら
い、12月17日には1クラスに教材「部活の予算をどう分けよう？」を用いて、効率
的で公正な配分方法を実際に考えてもらうことを通して、「実績」「必要」「貢献」な
どの複数の配分基準があることを学んでもらった。

・金沢大学法友会との交流
本学と同じように、地域の法教育授業に取り組んできている金沢大学法友会と交流会
を行った。９月17－19日には金沢大学法友会の学生を招待して、２月21－23日（予
定）には本学法友会の学生を引導して、２回交流会を開催し、教員同士でも情報交換
をした。

■今後の展 開：　これまでの展開してきた法教育事業を引き続き実施するととともに、さらにそれら
を拡大・深化することを目指す。予算の限界もあり、本年度実施することはできなかったが、
新規の法教育教材の作成、視察・情報交換による法教育事例の検討、岡山県内の中学・高
校での法教育授業の展開、法と教育学会等での活動報告なども計画している。これまでの
実績を元に、今後は弁護士会や地域の学校との連携を深め、法教育事業の内容と対象を拡
充することによって、自由で公正な社会にふさわしい法の諸価値を周知するとともに、地
域の教育環境を向上させることに貢献したい。
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＜学都構想推進支援②＞

技術力を核とした産官学連携による学都構築の推進
工学部　冨田　栄二

■取組概要 （意義・目的）：　先進技術の研究開発を牽引力として学都岡山の構築を図る。岡山大学工
学部が主催する研究会を中心に産官学の連携を強化する。地域の情報通信技術レベルと生
産技術レベルの向上を図るとともに、情報発信により岡山大学の活動をアピールする。

■成　果： 　主たる成果は、岡山大学工学部、岡山県情報政策課、岡山市情報企画課、一般社団法人
システムエンジニアリング岡山（SEO）で構成される岡山情報通信技術研究会（OICT）の
活動と工学部特殊加工学研究室が主催する電気加工懇話会の活動である。

　　　岡山 情報通信技術研究会（OICT）�　　研究会発足３周年記念シンポジウムを開催した。国立情
報学研究所曽根原教授と（株）ACCESSシニア・スペシャリスト山上氏の招待講演を開催
するとともに、３年間の活動を総括した。参加人数は90人。�
また、一般社団法人全国地域情報産業団体連合会（ANIA）�の大会に参加し、OICT
の活動をアピールした。

この大会は全国の19団体が加盟しており、今回はSEOが                                                                       　　　　主幹事を務め、岡山では十数年

ぶりの開催であった。ここでのパネルディスカッションに参加し、OICTと岡山大学工学
部の活動をアピールした。�������

　　　電気 加工懇話会　　今年度は研究会の中で研究情報や技術的情報の提供だけでなく、様々な研
究開発助成事業の情報を提供することにも努め、会員企業への産学連携関連の外部資金獲
得への意識を高めた。今後産学連携事業への応募が増えることが期待できる。また、これ
まで中国四国地方での研究会や見学会を主としていたが、今年度は初めて関東地方（神奈
川県厚木市�牧野フライス製作所）において研究会と見学会を開催し、更なる産学連携の推
進と活動の広域化を進めた。

■今後の展 開：
　　　岡山 情報通信技術研究会（OICT）　　�隔月での会合は今後も続ける。会合の目的は、従来通り

最新技術動向と岡山県、岡山市の情報通信政策の共有である。来年度は、OICTとして地方
創成予算に関連した公募やSCOPEなどの競争的研究資金の獲得を目指す。先々は県や市に
対する情報政策提言ができる団体へとOICTを発展させていく。��

　　　電気 加工懇話会　　本研究会は発足して約20年であるが、岡山大学と岡山県を中心とした活動
範囲を着実に拡大してきており、更なる拡大を図っているところである。今回の事業で全
国レベルへと発展させる基盤を築くことができた。岡山地域は特殊加工技術において全国
でも有数な拠点であり、さらに発展させて確固たる基盤を築くとともに、産学連携の強化
とこの研究会をベースとした外部資金の獲得を推進していく予定である。
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＜学都構想推進支援③＞

地域との連携を生かした小学生実験教室の実施
工学部創造工学センター技術支援部門　技術長　小郷　義久

■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いる。子どもたちに科学実験を
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。本経費が採択されたことにより、
今年度は以下の実験教室を実施することが可能になった。�

（1）日ようび子ども大学（岡山県生涯学習センター�６/1）�
①自分の指紋を観察しよう（午前）　②ペットボトルで顕微鏡をつくろう（午後）�

（２）わくわく体験教室2014（岡山大学教育学部附属�特別支援学校・高等部�６/11）�
①芳香剤をつくろう　②水の不思議を体験しよう　③入浴剤をつくろう
④色を分けてみよう　⑤ぷくぷくカルメ焼きをつくろう

（３）わくわく体験教室2014（倉敷市茶屋町学区児童育成おにっこクラブ�７/30）�
①ペットボトル万華鏡をつくろう　②入浴剤をつくろう

（４）夏の夜空を観察しよう（まちなかキャンパス城下ステーション�８/３）��
（５）小学生のための工学実験教室2014（岡山大学工学部�８/11）�

①レーザーでプレートを作ろう　②光学カメラを作ろう　③“めっき”をしてみよう

（６）合同開催科学大好き岡山クラブ（岡山理科大学�８/31）�
ペットボトルで顕微鏡をつくろう

（７）わくわく体験教室2014（中国・杭州長江実験小学校、杭州天長小学校�９/10-12）�
①芳香剤をつくろう　②人工イクラをつくろう　③色を分けてみよう

（８）わくわく体験教室2014（岡山大学教育学部附属
特別支援学校・中学部�10/17）�

①芳香剤をつくろう　②水の不思議を体験しよう
③入浴剤をつくろう　④色を分けてみよう
⑤ぷくぷくカルメ焼きをつくろう
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（９）青少年のための科学の祭典2014倉敷大会（ライフパーク倉敷��11/15-16）�
・ひえひえスライム

（10）わくわく体験教室2014（岡山県立岡山西支援学校�３/18）�
①芳香剤をつくろう　②ひえひえスライムで遊ぼう　③万華鏡をつくろう
④ぷくぷくカルメ焼きをつくろう

（11）かいのきわくわく実験教室2014（岡山大学工学部３/27）�
①レーザーでプレートを作ろう　②光学カメラを作ろう　③“めっき”をしてみよう

　また、平成24年度震災復興・日本再生支援事業計画（５/９～12）に連携大学として参
画した長岡科学技術大学を訪問し、プレゼンテーション能力の向上と地域貢献（出前実
験等）に関連した勉強会を開催した。

■成　果： 　今年度の出前実験も大変好評であり、継続的な出展や開催が望まれている。地域との結
びつきを深めるために始めた「小学生のための工学実験教室」は今年度で５回目の開催と
なった。夏休みに定例行事となっているようで、申込み開始後すぐに定員に達する程の人
気行事である。今年は、夏休み中に倉敷に帰省した外国人の親子にも参加してもらうこと
ができた。インターネットを利用して体験教室を検索している方も多く、特に夏休みは宿
題の手助けにもなっているようである。また、長岡科学技術大学での合同研修会では、長
岡技術科学大学技術支援センターが取り組んでいる社会貢献活動や組織について情報収集・
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：　大学コンソーシアム岡山や科学トライアングル岡山に協力し、岡山大学として参加
する「日よう日子ども大学」、「科学大好き岡山クラブ」への出展や「小学生のための工学
実験教室」の実施、「青少年のための科学祭典」への出展を技術職員で協力し、継続的に実
施していく予定である。また、科学実験に接することが少ない特別支援学校での出前実験
も継続して実施する。さらに学童クラブ等の指導員向けのワークショップを開催し、意見
交換を行う場を設ける予定である。そのために安全対策・危険対応に関する研修会に積極
的に参加し、プレゼンテーション能力の向上を図るための勉強会を開催する。
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＜学都構想推進支援④＞

体験型ＥＳＤによる環境マインドの醸成
環境理工学部　梶原　毅

■取組概要 （意義・目的）：　現在、一般市民対象のＥＳＤに関しては、学部で実施する公開講座や出
前講義等により実施している。また、学部学生対象の専門教育科目では、「ＥＳＤ実践演習」
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。本学部のような理工系の場
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、学外での実施を前提とした、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、実験機器等の充実を図るものである。また、学部学生と市民の
触れ合いにより、学生のESD�実践の促進を行った。�

■成　果： 　「実践型水辺環境学及び演習」を受講している学生達は、平成26年６月８日（日）に「身
近な水環境の全国一斉調査」に参加し、児島湖流域の30地点において環境理工学部環境管
理工学科３年生、環境保全団体児島湖流域エコウェブの会員達と共に、水質調査（COD、
pH、EC、生物・水環境調査）を実施した。また、昨年度より継続しているが、９月末及び
12月７日（日）にも同様の調査を実施して、そのデータを持ち寄り、岡山県、環境理工学
部実践型環境教育との共催で開催した「児島湖流域エコウェブフォーラム22」において、
２年間の６月と12月との水質の違いについて、106名の参加者と意見交換を行った。当初、
これらの水質分析に必要な消耗品類の購入に経費を活用する予定であったが、今まで現地
で水中光量子を測定していた機器類が突然故障したので、急遽、その代替品購入に経費を
活用した。なお、採水したサンプルは現地調査では得られない実験室の分析に供試し、来
年度の継続調査へのデータの蓄積を行っている。ESD�実践演習においては、受講学生は「大
量生産・大量消費・大量廃棄を減らす楽しい企画提案づくり」をテーマにしてESDカフェ
という場で社会人にプレゼンし意見交換することで、�ESD�を実践した。

■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。公開講座等
は環境マインドの醸成に効果的であるが、受講者が限定される。上記「身近な水環境の全
国一斉調査」では、子どもも含めた幅広い年齢層の参加により、体験学習型の環境教育に
は最適である。また、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実践演習」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、
本学が推進している実践型教育としての展開も期待される。
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＜学都構想推進支援⑤＞

岡大発「親子が共に育つ」子育て支援プロジェクト
大学院教育学研究科　早川　倫子・片山　美香

■取組概要 （意義・目的）：　本事業は、大学機能（教員の研究内容と環境）を生かした社会貢献とし
て、アカデミックで親子が共に育つ子育て支援事業を行うことを目的とした。�
�　昨年に引き続き、①「安心」して参加できる子育て支援事業、②親にとっても子どもにとっ
ても、双方に意味ある内容の事業となることを目指し、子育て支援に関する継続的な調査
とワークショップ・交流会等の実践を行なうこととした。また、もう一つの大学機能として、
学生の協力も得ることによって、教員養成における教育的意義もあると考えた。�

■成　果： 　このプロジェクトの担当教員２名（研究チーム名：岡大Musicare）で、一昨年より継続
的に「子育て支援」に関する情報を収集するとともに、昨年度実施したワークショップの
アンケート結果を踏まえて、よりよい子育て支援事業の内容について協議をすすめてきた。

昨年度は、「親子が共に育つ」事業として、別々の部屋に分かれて、母親対象の内容と子
ども対象の内容をそれぞれ別々に同時進行するという形をとったが、「子どもの様子が心
配」、「子どもが楽器で遊んでいる様子がみたい」との声があったため、今年度は、同じ部
屋で親子が一緒に学べる場を提供しようと企画した。実施は、平成27年３月28日（土）に
行う予定であるが、前半に親子一緒のワークショップとして、「親子でふれあい音楽遊び～
一緒に歌おう、音を出そう～」を、後半は、交流会として「子育てについてみんなで話し
ましょう」を行うこととした。なお、交流会の間、子どもたちは同じ会場内で学生たちと
音遊びができる様に環境構成する予定である。�
　実際の様子については、実施後報告したい。

■今後の展 開：　このプロジェクトは、概要に述べたように、大学機能（教員の研究内容と環境）を
生かした形で行いたいと考えたものである。しかし、大学で開催ということが安心な環境
である一方で、敷居の高いものと感じる方々もいることが、調査の過程で認識できた。今
年度も、実施内容のテーマを少しやわらかい表現に変える等、チラシ作成を工夫したが、
さらにニーズを調査し検討していく必要があると考えている。�

　�　また、広報についても難しさを感じている。継続的に行っていく中で、その存在を地域
にアピールしていく必要があるだろう。
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＜学都構想推進支援⑥＞

地域創生ネットワーク・アゴラによる「地域と医療」プロジェクト他
大学院社会文化科学研究科　平野　正樹

■取組概要 （意義・目的）：　ネットワーク・アゴラとは、自治体職員や議員、各種の経済団体、法曹
や建築士、まちづくり・地域創生に関わるNPOのメンバーや関心のある市民、学生・院生が、
地域びと（個人）として自由に参加し、地域が抱える課題を共有・対話をすることで、そ
の解決へのヒントやアイデアを見つけることを目的に６年前に設立された組織である。�

　�　これまで、「まちづくり」や「農都」「医都」等をテーマに種々活動してきたが、2012年
度からは『地域と医療』をメイン・テーマに掲げ、プロジェクトを実施してきた。今年度
は３年間の総括の年であった。�

■成　果： 　2012年度は、「地域における医療・介護の現状と課題」に関する講演会および勉強会を実
施し、中山間地域や島嶼地域が抱える課題と都市部が抱える課題の違いを明らかにした。
2013年度は主として「地方財政と社会保障」の講演会を開催し、社会保障の地域格差につ
いて議論を深めた。�
�　今年度は総括の年として、まず「地域の医療・介護を考えるワークショップ～尊厳をもっ
て生きる～」を開催した。20代の学生から80代の民生委員まで幅広い年齢層と様々なバッ
クグラウンドを持った参加者がひとつのテーブルを囲み、「どうすれば『地域の中で尊厳を
もって生きる』ことができるか」を話し合った。

　�　各グループからは「生きがいを持ち、自己決定ができる」生活のために、「みんなお互い
様」「ちょっとしたお節介」の精神で、「個人・家族を地域に開き」「地域力＝自立する力を
高め」「尊厳死のガイドラインを作り」「地域で食を共有し」「見守り、助け合いのしくみ」「医
療・介護の環境整備」していくこと等、活発で有意義な議論が出された。�
　もう一つの取り組みとして、実践型教育のひとつである経済学部・工学部の講義「実践
コミュニケーション論」において、『地域の医療と介護』をテーマとした授業を行った。学
生達はチームを組み、学外の医療・介護関係者に対し、地域に住む介護者をサポートする「コ
ミュニティビジネス」や「日々の生活を豊かにする商品」を提案した。この授業は、介護
問題に関心の薄かった学生達が、自分たちの身近な問題として介護を捉え、今後、社会の
一員として積極的に関与していく契機となった。
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その他にも地域創生ネットワーク・アゴラでは、下記を実施した。�
① 議会向けセミナーの実施

⃝岡山県議会公共政策セミナー（６/12、９/30、２/27の計３回）�
⃝倉敷市議会公共セミナー（５/７、６/19、８/27、11/26、３/16の計５回）�
⃝岡山市議会公共セミナー（９/２の計1回）�

② 教科書「現代公共政策のフロンティア」の執筆
⃝発行は来年度前期の予定

③ 大学院地域公共政策コースとの連携
⃝ワークショップ（月1回）�

④ 学内運営委員、地域総合研究センター員間での情報交換
⃝運営委員会の開催（月1回）�
⃝地域総合研究センターや学都研究関連イベントへの積極的参加

⑤ その他
⃝メーリングリストによる各種イベントの案内
⃝ホームページ、Facebookによる情報発信
⃝ネットワーク・アゴラ事業にかかる資料集の整備
⃝文法経1号館３階の「ネットワーク・アゴラ」部屋の整備

■今後の展 開：　来年度以降の新たな活動テーマについては、メンバー間で協議し、今後決定していく。
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＜学都構想推進支援⑦＞

「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」
大学院社会文化学研究科　成廣　　孝

■取組概要 （意義・目的）：　岡山大学社会文化科学研究科（主に法学系）一部メンバーが岡山県下の
自治体と継続して連携し運用している「多文化共生政策研究会」における政策研究の推進・
政策ネットワークの構築、および法学部メンバーにおける多文化社会における法的・政治
的諸問題に関する研究・教育の展開への寄与。�

■成　果：
１．施策の検討　
　住民と外国人に最も住みよい環境づくりのために、県や市と定期的な政策研究会を継
続開催した。従来の会員に加え、高梁市のように近年多文化共生に興味を示すようになっ
た自治体、災害時多文化支援の実績をもち日本全国で活動するNPOなどとの関係構築を
進めた。現在、来年度中に予定されている岡山県防災計画への多言語支援組織設置を促
す施策提言作成にむけ、とりまとめを進めている。�

２．多文化共生先進地での情報収集　
　昨年度までの学長裁量経費により、外国人集住都市、長野県飯田市（河原、黒神、李）、
静岡県湖西市（佐野、河原）、愛知県豊田市（竹内）、群馬県大泉町（成廣、李）におい
てヒアリング調査を実施した。引き続き多文化共生関係団体および先進自治体の情報収
集を進めている。26年度９月には、西宮市・神戸市に研究会メンバーと阪神淡路大震災
時の在住外国人の問題や、それ以後の多文化にかかわる組織的取組を視察するための県
外視察バスツアーを実施し、大学および岡山県・国際交流センターを始め市町村メンバー
も多数参加し防災における多文化問題の重要性を再認識するとともに、阪神淡路大震災
以降、多言語支援センターの設置に向けシステムを構築しつつある兵庫県内諸団体との
協力関係を構築するなど有意義な視察となった。�

３．多文化共生のための人材育成　
　26年度後期には、本研究会作成の教科書を用いた教養科目「多文化共生の法と政治」
を実施した。これを通じて諸外国における多文化共生状況の進展と多文化共生政策の現
代的意義や、岡山県における状況や取り組みについての教育が進められている。また、
当該講義においては現在進行中のテーマである災害時の外国人への支援についても概説
された。法学部所属メンバーの行う個別の専門講義においても、多文化問題に関係する
トピックが広く論じられている。
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＜学都構想推進支援⑧＞

子育てと女性のQOL増進のための地域人材育成プロジェクト
大学院保健学研究科　大井　伸子

■取組概要（意義・目的）
1．地域での子育て支援や子ども虐待予防に向けた人材育成を行う。

1　岡山県内の専門職（保健師、助産師、看護師等）を対象にしたリカレント教育を行う。
①子どもの虐待予防編：平成26年12月20日（土）13：00～16：00

岡山大学医学部マスカットキューブ３階講義室
テーマ：「子ども虐待の現状と課題」
講　師：西澤　哲（山梨県立大学人間福祉学部・教授）
テーマ：「岡山県の子ども虐待の現状と課題」
講　師：松尾　冀（元岡山県中央児童相談所・所長）

②母乳育児編：平成27年２月28日（土）13：00～16：00
岡山大学医学部マスカットキューブ３階講義室
テーマ：「お母さんと赤ちゃんに寄り添う母乳育児支援」

　【理論編】講師：中村　和恵（国立岡山医療センター・新生児科）
　【実技編】講師：水井　雅子（みずい母乳育児相談室・院長）

2　高齢者を対象にした子育て支援教育プログラムを開発する。
①�岡山県助産師会及び岡山県内の市町村およびシルバー人材センターと協働して教育

プログラムを作成する。
②高齢者を対象にした子育て支援講座を開設し、評価を行う。

孫育て講座：平成27年３月17日（火）13：30～15：30
　　　岡山大学まちなかキャンパスステーション
　　　岡山市北区石関町２-1　総合福祉会館1階

テーマ：「こどもの心が育つ楽しい孫育て」
講　師：長谷川喜久美（はせがわ助産院・院長）
講　師：大井伸子（岡山大学大学院保健学研究科・准教授）

２．地域での女性のQOL増進のための人材育成を行う
1　�浅口市地域包括センター保健師と連携して、尿失禁症状を有する中高年女性の支援

を行うためのリカレント教育を行う。
①�女性外来の医師により、地域の中高年の女性を対象に女性泌尿器科疾患および骨盤

底筋体操に関する講演を行う。
平成26年10月27日（月）

②�保健師が尿失禁症状を有する高齢者に対して、骨盤底筋体操に関する指導を行う上
での教育指導および助言を行う。
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③�保健師と連携して、実際に尿失禁症状を有する地域の中高年の女性を対象にTV機能
付き携帯電話を用いて遠隔指導を行い、指導時の助言を行う。

　　　初 回 指 導：平成26年11月20日（木）
　　　1か月後指導：平成26年12月18日（木）
　　　３か月後指導：平成27年２月19日（木）

④�指導前と指導後の効果を検証し、保健師が事後指導を行う。また、必要な場合は医
療機関へ紹介する。

■成　果： 　専門職（保健師、助産師、看護師等）を対象にしたリカレント教育では、子育て支援セ
ミナー「こども虐待予防編」を開催し、岡山県内から保健師や助産師や看護師や子育て支
援を行っている地域ボランティアなど41人が参加した。また、「母乳育児編」では、IBLCE（国
際ラクテーションコンサルタント）認定単位の申請を行い、受講者には3.0単位の発行を行っ
た。「母乳育児編」では計61人が受講し、中国・四国地方など県外からも11人が参加した。

シルバー人材センターの方と打ち合わせを行い、来年度に向けて教育プログラムを検討
した。また、高齢者を対象にした子育て支援講座は山陽新聞に掲載されたため問い合わせ
が多かった（参加者20人）。

また、備中県民局からの見学者が２人あった。

　�　地域での女性のQOL増進のための人材育成では、浅口市地域包括支援センターの保健師
と連携して行い、計10人を対象に遠隔指導を行った。TV機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。
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■今後の展 開：　「健やか親子21」に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、�現在社
会問題となっている虐待予防のために、今後も継続した専門職教育を行う必要がある。また、
地域社会の中で、社会経験も豊富な高齢者の存在は大きく、子育て支援での重要な人材で
あり、活躍が大いに期待できる。今後は子育て支援活動を行う上での高齢者の人材育成を
行う上での企画を、シルバー人材センターや岡山県などの行政機関、岡山県助産師会と連
携して実施していきたい。また、尿失禁は成人女性の20-30%に認められ、遠隔地に居住す
る高齢者は受診行動にはつながりにくい現状があり、�特に地域での女性のQOL増進に向け
た人材育成を行う必要がある。特に、岡山県内の保健師を対象に尿失禁の問題や骨盤底筋
体操の啓蒙を行い、各保健センターで指導ができるように、今後はテレビ会議システムを
使用して、尿失禁症状を有する中高年女性の支援を行うための教育を行っていく。そして、
これらの取り組みは地域で活動する専門職同士が更に連携を深めていくことになる。
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＜学都構想推進支援⑨＞

学生ダンス教育プロジェクト
スポーツ教育センター　鈴木　久雄

■取組概要 （意義・目的）：　昨年度、ダンスプログラムとして小・中・高校生を対象とした「白桃ダ
ンス」を制作し、岡山市保健所と協働で岡山市民を対象とした「OKAYAMA!市民体操」（以
下、市民体操）（鈴木久雄・酒向治子監修）を制作することができた。この２つのダンスプ
ログラムを用いて、学生によるダンス指導プログラムを構築する。その成果をもとに、各
学校あるいは地域での指導活動を実践する。これらを通じて学生の実践知を高め、学校の
ダンス教育の充実発展に役立て、また地域においては健康づくりに貢献する。

■成　果： 　「白桃ダンス」については、学内においてダンス部員（約25名）を中心に指導者養成を行っ
た。さらに学校教員養成課程の二つの授業（「初等科体育内容研究」［200余名の学生］およ
び「体育実技（ダンス基礎）」［30名の学生］）で取り上げ、内容の習得と指導法の検討を行っ
た。その成果として学生による小学生を対象とした地域のワークショップを1回試みてい
る。学外では普及のための指導者講習を２回（教員免状更新講習、全国幼児教育研究協会
の定例大会での講習会）行った。

　�　一方、ホームページおよび指導のための白桃ダンスDVDは３月末に完成し、４月より動
画投稿サイトへの動画投稿を始めとする広報を開始した。（新聞報道：３件、TV報道：２件）。
また、マスコット（着ぐるみ）、ダンスのプロモーションビデオ映像、白桃ダンス進捗シー
ル、パンフレット製作を２月に完成させ、本格的広報活動を開始した（新聞報道：山陽新
聞1件）。
「OKAYAMA!市民体操」については、学内において学生指導者10名を養成した。活動は

岡山市保健所と協働で、1．発表イベント（岡山市民の日、健康市民おかやま21普及啓発
イベントの２回）：学生主導、２．地域運動指導者（市民体操普及員）養成講習会２回：学
生は指導補助、３．地域での指導：学生は指導補助（３箇所）、４．岡山市４区研修会（４ヶ
所）での市民体操指導：学生参加と講話を行った。

　�　以上の活動によって、ダンス及び体操指導を行い、学生の指導力および指導実践による
実践知を高めることができたと思われる。

■今後の展 開：　本年度は昨年度に作成したダンスや体操の指導ができる大学内外の指導者の養成を
目指し、普及活動ためのプロモーションビデオ映像の制作およびホームページ等の作成や、
授業や講習会における実践的指導を行った。地域におけるイベントや講習会での実践にお
いては、主に教員が中心となり学生が指導実践を行った。

　�　次年度はイベントや学校現場などの指導現場からの要請がさらに高まることが予想され
る。そこで学生自らが指導者として指導現場に出向くことを前提に、学生主導のもと企画・
運営・指導を行えるような環境づくりを行う。学生主体の活動によって、学生がさらに実
践知を高めていくことを目指す。
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＜学都構想推進支援⑩＞

ESDの実践「集まれ市民のエコライフ＆テクノロジー」
廃棄物マネジメント研究センター　神崎　　浩

■取組概要 （意義・目的）：　廃棄物マネジメント研究センターでは市民を対象とした環境教育のプロ
グラムを継続して行ってきた。第５回として「集まれ！未来のエコ博士」のサブタイトルで、
小学生を対象とした「両親と共に学ぶESD」のイベントを平成26年８月に開催する。今年
度は参加した子どもが保護者と家庭で対話できるように、環境ワークブックを試作する。�

■成　果： 　26年８月５日に工作、実験、体験、展示、クイズを通して、地域の子どもたちが環境に
ついて楽しく学ぶことを目的とした環境啓発ESDイベントを開催した。対象を大学周辺の
小学生およびその保護者として、参加した子どもと保護者が家庭で対話することにより、
大人にも啓発効果があると期待した。本年度は、イベントに参加するだけでなく、イベン
ト後も家庭で学習できるように「環境ワークブック」を作って配布した。このワークブッ
クは「自然の恵み（資源）を大切に使うために考えること」をテーマとし、木、水、土、空、
生ごみ、プラスチックのページのそれぞれについて、クイズやまめ知識がまとめられている。
参加者は午前・午後とも50名ずつ事前予約を募ったがすぐに定員を超えた。当日のイベン
ト参加者は参加者の両親を含めて午前79名、午後89名と盛況であった。

イベントパンフレット 自習用 環境ワークブック
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■今後の展 開：　本イベントはESDを実践するイベントとして、岡山市、岡山市エコ技術研究会、倉
敷総社温暖化対策協議会、エネルギーと未来を考える会、みずしま財団などの団体ととも
に共同して開催してきた。今年度はマレーシア工科大学の環境啓発のグループと「学習ワー
クブック」の内容について議論しており、環境教育に関する情報交換は国際的に広がりつ
つある。来年度においても本プロジェクトを継続して申請し、学外組織との連携を深めな
がら、より効果的なESD教育イベントを実践してゆきたいと考えている。
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＜学都構想推進支援⑪＞

Okadai ファーム・マーケット in J-Terrace
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）：　農学部附属山陽圏フィールド科学センターで生産される農産物は、セン
ター内の販売所と岡大生協、また週２回天満屋岡山店に出店し、岡大ブランドの農産物と
して販売している。民間会社との共同企画で「おお岡大」、「岡大クッキー」等を開発して、
マスコミからも注目され、消費者からも好評を得るとともに、岡大ブランドの定着化が図
られつつある。平成24年度からは「岡大農場」を商標登録し、新たに岡山大学果樹園産の
白桃・ブドウを材料としたジュレ・ぷりん・ゼリー・アイスを開発した。本年10月に竣工
する「地域と大学をつなぐ架け橋Ｊテラス」において、FSセンターで生産される農産物の
Okadai�ファーム・マーケット�in�J-Terraceを開催する。

■成　果：　 1月29日（木）、２月26日（木）、３月26日（木）の13：30～14：30にOkadai ファーム・
マーケット in J-Terraceを開催した。大学内の教職員に加えて、学外の地域住民の皆
さまが、岡山大学ブランド農産物を購入され、ファーム･マーケットが賑わった。

ファーム・マーケット�in�J-Terraceの開催日以外の木曜日（13：30～14：30）は農学部
1号館玄関でファーム・マーケット inのうがくぶ�を開催した。

２月13日（金）以降の毎週金曜日（10：00～11：00）は自然科学系総合研究棟玄関でファー
ム・マーケット inきただんちを開催した。

■今後の展 開：　Okadai ファーム・マーケット in J-Terraceを月に1回程度、継続的に実施する。
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＜学都構想推進支援⑫＞

財政的に自立した遠隔教育支援の仕組み構築（赤磐モデル）
大学院教育学研究科　寺澤　孝文

■取組概要 （意義・目的）：　全国学力状況調査の結果等から岡山県の学力低位、問題行動の頻出が明
確となっており、その状況を変えることは、岡山の最大の関心事といえる。その状況を実
質的に変えるため、県下でも学力調査で最下位となっている赤磐市が主体となり、産官学
の連携事業を企画し、新たな実践事業が９月から開始された。本プロジェクトは、その取
り組みを岡山大学として支援し、『教育県岡山』の復活の糸口を見出すことを第一の目的と
した。さらに岡山市内に限らず、遠隔において岡山大学と地方の教育関係者をつなぐ新た
なメディアの創出を第二の目的とした。それにより学生の派遣が難しい岡山の遠隔地であっ
ても、本学のパワーを注ぎ込める新たなルートづくりを目指している。

■成　果：
【自治体と協働し、教育県岡山の復活を目指す道筋が見え始める】 
　一人ひとりの子どもの成績の変化が可視化できる、新型ドリル（マイクロステップドリ
ルと呼ぶ）を本学で印刷・郵送し、赤磐市内の小学校４校でドリルを実施、そのデータを
スキャナで回収・解析し、個別に下のような成績の変化のフィードバックを個別に行う支
援を９月より約130人の小学生を対象に継続している（来年度８月まで予定）。その結果、
漢字の読み学習の成績は、ほぼすべての子どもで上昇が確認された他、特に、フィードバッ
クを受け、教師等から励ましを受けた子どもの意欲が改善される事実が示された。

また、このドリル支援に対して、岡山経済同友会が新たな教育の取り組みとして関心を
寄せ、11月23日に、経済同友会主催の『教育フォーラム』で伊原木県知事とともに代表者
が登壇し、支援の様子を紹介した他、12月10日に山陽放送のメッセージという1時間番組
で取り上げられ、『教育県岡山の復活』に向けたアプローチとして紹介を受けた。さらに、
1月27日には、伊原木知事が赤磐の支援対象となっている小学校を視察され、その様子が、
岡山のローカル局３局で取り上げられた他、新聞（朝日、山陽他）で紹介された。
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【フィードバックの紙面を使った新たなメディアの創出】 
　当該ドリル支援で描き出される、学習者ごとの成績の個人内変動のデータは、これまで
のテスト技術では得られなかった、学習者にとっては非常に貴重な情報となる。言い換え
れば、学習者の成績のフィードバック文書は、学習者は必ず手に取ってみるメディアとなり、
さらにそれは、小中学校を通じて配信される、各家庭に届くユニークなメディアになる。
そのようなメディアを構築するため、個人ごとの成績の解析結果をグラフ出力し、さらに
そのグラフの前後に、学習者の名前などを挿入し、学習者に共通する任意の情報を挟み込
んだうえで冊子体として印刷するフィードバックシステムを開発してきた。今回、県知事
が視察されたタイミングで、高塚教育学研究科長の子どもと保護者向けの支援のメッセー
ジを表紙に印刷し、留学生からのメッセージなどを最後につけた冊子体を自動作成し、配
布するフィードバックを行った。前頁の図はその表紙のサンプル。その自動印刷システム
の改良に本助成を利用している。

■今後の展 開：　フィードバックの冊子を新たなメディアにし、支援企業や支援者のメッセージを掲
載し、各家庭に届ける仕組みが構築できたため、そこに掲載するメッセージを、本学トッ
プや企業のトップ等に寄せてもらう活動を本格化させる。その趣旨に沿って学部学生を募っ
たところ４人の学生が集まり、顔合わせを行った。その学生がメッセージやコンテンツ記
事をインタビューなどを行い掲載する活動に関わる他、ファジアーノ等の選手やお笑い芸
人等から支援のメッセージを収集する活動を本格化させ、その記事をそのフィードバック
メディアに掲載していく。高塚研究科長の支援のメッセージのように、本学トップの先生
方からメッセージを集め、それをフィードバック冊子に掲載することは、すなわち、岡山
大学が地元の子どもたちの教育を支援していることを目に見える形で伝えることになる。
この仕組みは、大学から離れた地域でも活用できる方法となり、岡山県内の場所に依存せず、
岡山大学の存在意義を高めていくことが可能になると考える。

　�　さらに、年末から学力以外の大きな問題へ対応を開始している。すなわち、経済的に厳
しい家庭の子どもの学力が低いという格差の問題を根本から解決する活動を、県内の中学
校からの依頼を受け本格化させている。すなわち、家庭の経済力が反映される典型は塾が
挙げられるが、塾の機能はそこへ行くと勉強する以外のことを子どもができないこと、つ
まり学習時間が延びることが学力に反映している可能性が高い。さらに、保護者が塾に子
どもを行かせる理由は、子どもが自分から勉強をしようとしないことに尽きる。逆に、自
分から子どもが学習をしようという意識が高まり、具体的に学習するコンテンツとそれを
見守る存在があれば、自宅であっても、保護者が十分目をかけてくれない環境であっても、
自分の力で積み残しを解消し、這い上がっていくことができると考えられる。その点で、
新型ドリルによる成績のフィードバックにより、特に学力低位の子どもが学習を継続しよ
うという意識が高まることが明確となってきていることは意味が大きい。従来、学力低位
の子どもを学習面で褒めることは難しかった問題を、科学的に解決できる可能性が高い。�

　�　現在、問題行動の頻発する中学校で紙によるドリル支援を開始している。さらに、本年
度中にタブレットを配布し、支援のコストを最小にする予定である（複数の研究助成費を
利用することを予定）。このプロジェクトは貧困の連鎖を断ち切る、全く新しいアプローチ
になると考えている。その成果は来年度報告できると考えている。
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＜学都構想推進支援⑬＞

岡山カルチャーゾーンの教育利用による学社連携の推進
大学院教育学研究科　桑原　敏典

■取組概要 （意義・目的）：　岡山市出石町周辺には後楽園を中心に県立美術館や県立博物館など文化
施設が集中し、岡山カルチャーゾーンと呼ばれ注目されている。しかし、各施設が別々に
運営されているため、施設同士の連携は必ずしも十分ではなく地の利が活かされていると
は言い難い。本事業は、同地区の中心部にまちなかキャンパス「城下ステーション」を持
つ岡山大学が核となって、岡山カルチャーゾーンの諸施設の連携を構築し、同地区を地域
の教育の中心地として活性化させようとするものである�。

■成　果： 　現在までの成果としては下記の５点を挙げることができる。
1．�　城下ステーションを活用して、周辺の後楽園や岡山城を中心とする岡山カルチャー

ゾーンの史跡を巡るワークショップを学生中心に開催をした（４月）。史跡を巡り、そ
の由来等について考察したうえで、それらの教育利用の可能性について検討した。�

２．�　岡山県立博物館において、小中高等学校教員を対象とする授業力向上のための講習
会を開催した（７月）。講習会には学生も参加し、博物館の展示物を活用した教育プロ
グラムを考案した。�

３．�　城下ステーションにおいて、地域の課題解決に取り組む小中学校社会科の単元開発
研究についての打ち合わせを行った（８、９月）。�

４．�　岡山県立図書館において、地域の課題解決に取り組むワークショップを高校生や市
民を招いて開催した（12月）�

５．�　城下ステーションにおいて、地域の課題解決に取り組む教育プログラム開発研究に
関する会議を、広島大学の永田忠道准教授や愛媛大学の鴛原進准教授を招いて開催し
た。同時に、後楽園及び周辺の文化施設の順権を行い、それらの教育利用について意
見交換を行った。

■今後の展 開：　岡山県立博物館や岡山県立図書館だけではなく、岡山市立オリエント美術館や岡山
県立美術館のスタッフと意見交換を行い、それらの施設のより効果的な教育利用の方法や
連携の可能性について意見交換を行う。また、城下ステーションを活用して、岡山カルチャー
ゾーンの諸施設を活用したワークショップを開催し、本事業の成果を広く地域社会に還元
する。
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２- ３　国内調査

● 高松市商店街
４月14日、５月６日の２度にわたり、郊外型の大型商業施設が全盛となり、全国の商店街が苦戦す

るなか、活気あふれる商店街として注目を集める高松市丸亀町商店街をはじめ、アーケードの全長が
日本最長といわれる高松市の中央商店街の調査を実施した。ヒアリング結果、収集した冊子や資料、
写真を整理し岡山のまちづくりの参考にすることが目的。（担当：三村聡、案内役：岡山市中之町街づ
くり株式会社中野沙紀氏）

● 「日南市油津商店街」視察調査 
　５月26日、政令市として５年を経た岡山市を考えるRSK山陽放送の番組「地域スペシャル」に出演
された宮崎県日南市で商店街の再生に取り組む木藤亮太（きとうりょうた）氏を訪ね、現地にて、詳
しいまちづくり活動状況の詳細についてヒアリングを実施した。（担当：三村聡）

● イオンモールプノンペン・グランドオープン調査
岡山放送の依頼により、６月29日～７月２日の間、イオンモールプノンペンのグランドオープンに

参加して、現地ヒアリングを実施し
た。現地では、フン・セン首相主催
のオープニングセレモニーなど、イ
オンのオープンに対するカンボジア
国民の関心の高さがうかがえた。ま
た、近隣の商業施設の調査をあわせ
て実施した。（参加者：三村聡）�

丸亀町商店街

カンボジア イオンモール。プノンペン
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● 三島市「清流を活かしたまちづくり」調査
10月17日、岡山市中心市街地を流れる西川を拠点としたまちづくりへのヒントを探るためである。

静岡県三島市の中心市街地で展開される、清流を活かしたまちづくりについて調査した。かつては汚
染がひどかった川が、住民を主体としてNPO、自治体の協力により浄化が進み、いまでは清水流れる
まちのシンボルとなっている様子をヒアリングした。（担当：三村聡）�

● 京都市歩くまち戦略推進室ヒアリング調査
岡山市では、平成26年度に、イオンモール岡山と表町商店街を結ぶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県庁通りにおいて一部車両通

行規制を伴う交通社会実験を行う予定であった。同様の社会実験は、京都市において平成19年、22
年に実施されており、京都市はその結果をもとに、京都市のもっとも繁華な通りである四条通りの
歩道拡幅と公共交通優先施策に着手した。岡山市の社会交通実験は次年度に持ち越されることに
なったが、京都市の取り組みは岡山の参考になるものであった。そこで９月17日、京都市都市計画
局歩くまち京都推進室を訪ね、交通社会実験の進め方やその結果についてヒアリングを行った。ヒ
アリング結果はレポートにまとめ、学会関係者に配布した。また、この知見を広く市民や市役所職
員人の共有してもらう目的で、翌年２月９日、西川アゴラにて、京都市歩くまち京都推進室横田正
一係長を招き、岡山市、岡山県、市民、学生約15人を対象に、講演会を行った。（担当：前田芳男、
岩淵泰）�

● 旭川市七条緑道
北海道旭川市は、昭和40年代に全国に先駆けて歩行者天国の買物公園を整備するなど、都市計画の

ユニークな取り組みで知られる。買物公園と直行する七条通りは、中央分離帯と両側の歩道が遊歩道
になっており「緑道公園」と呼ばれている。また、買物公園に続くJR旭川駅に隣接してイオンモール
が建設されている。この状況は、岡山市と類似しており、地域総合研究センターが進めている西川緑
道公園界隈のまちづくりの参考となる。そこで、平成26年11月27日、28日、旭川市役所土木部土木管

三　島
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理課の鷲見陽一課長補佐およびNPO法人かわうそ倶楽部の中尾伊早子
理事長、澁澤寿一理事を訪ね、七条緑道公園の建設経緯や現状の活用
状況などをヒアリングした。また、前田にて、旭川市役所職員、まち
づくりにかかわる市民、学生など約30人を対象に、岡山市のまちづく
りの状況や満月BAR、パフォーマー事業などを紹介するとともに、ま
ちづくりについての意見交換を行った。旭川市のまちづくり市民グルー
プとの話し合いを通して、旭川市においても満月BARを開催すること
になり、岡山市と同日に開催することを目指すなど、人的つながりが
生まれた。（担当：前田芳男）�

２- ４　海外調査

●ストラスブール
　平成27年２月15日～22日、フランスのストラスブールへ視察調査を実施した。教育学研究科高

岡敦　　史講師、地域総合研究センター三村聡教授、同岩淵泰助教、企画広報課石田達彦総括主査の
４人が渡仏。
　ストラスブールでは、日仏異文化研修講師・地域総合研究センターアドバイザーのヴァンソ

ン・藤井・由実� 先生に現地コーディネート兼通訳をお願いした。地域総合研究センターは平成24
年度にストラスブール政治経済学院・シルマン学院長とストラスブール大都市共同体（CUS）・
ヘルマン議長を招聘し、ストラスブールのまちづくりを学ぶ国際学都シンポジウムを開催してい
る。

�　初日は、ストラスブール政治経済学院を訪問し、シルマン学院長に２年ぶりに再会した。翌日か
らの、地域におけるスポーツ振興をテーマにしたヒアリングでは、メノー・スタジアムを訪れ、ス
ポーツ局・スポーツライフ課長から詳しい運営の手法についてヒアリングを実施した。また、ス
トラスブール大都市共同体（CUS）ヘルマン議長への表敬訪問をはじめ、大学改革について経済
発展局高等教育課長やスタッフから、そして市民参加のテーマでは都市活性化局・青年会議課長
と近接民主主義局の担当者から具体的な取組についてヒアリングを行い、交通政策では、交通局
長から最近のコミュニティサイクルと自転車道の整備、�LRTやBRT延伸の状況など、高度で市民
や大学生を意識した理にかなった政策の数々をレクチャー頂いた。ストラスブールを後にしてパ
リへ移動、パリ政治学院を訪問、ジェ

旭川市七条通り

　　　　　　　　　　　　　　　　　ロムオスト先生からフランス全体の大学改革の実態につ

いてヒアリングを実施した。
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●カナダ・ブリティッシュコロンビア大学および林業関連企業
平成27年1月27日～31日、カナダのブリティッシュコロンビア大学（UBC）および林業関連企業へ

視察調査を実施した。メンバーには環境生命科学研究科から吉川賢教授、坂本圭児教授、地域総合研
究センターから石丸香苗助教授、三木良一センター長補佐、渡部英広主任、絢野那陳助教、コープ学
生受入企業服部興業株式会社から服部俊也代表取締役社長の７人が加わった。
　視察には、①岡山大学コーププログラムに応募したUBC森林学部の学生の選考面接。②UBC森林学
部林産学科のコープ関係者と面会し、選考面接の結果、UBCコーププログラムin岡山および実践型教
育国際シンポジウムの準備について意見交換した。③UBC森林学部にて、森林保全学科のコープ報告会、
林産学科のコープ報告会、Centre� for�Advanced�Wood�Processing主催のオープンハウスに参加。④
Terminal�Forest�Products�Co.�Ltd.、Weyerhaeuser�Co.�Ltd.、Pacific�Rim�Cabinets�Co.�Ltd.を視察し、
製材と家具加工のほかに、コープ学生の受け入れ状況の紹介を受けた。

▲  UBC 森林学部林産学科コープ報告会の
様子。
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３-１　城下ステーション

　岡山大学地域総合研究センターの重要なミッションのひとつにまちなかキャンパス事業がある。こ
の事業を展開する象徴的な空間として平成 24 年６月 26 日に「城下ステーション」を開設した。�
　城下ステーションは、県立美術館、県総合福祉会館、オリエント美術館、岡山神社などに近接する
岡山市北区石関町にある。この地が選ばれたのは、1. 市内中心部であること、２. 歴史・文化施設に
近いこと、３. 景観が良いこと、４. まちづくりを進める NPO 団体との連携が期待できること等の理由
からである。�
　これらの立地条件を活かし、城下ステーションでは、当センターが直接主体となって企画する狭義
の「まちなかキャンパス」にとどまらず、職員・学生による「学都チャレンジ企画」、市民を交えた各
種の勉強会、授業やゼミ、サークル活動などを開催し、年間 200 回近い利用がある。まさに、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らいを通じて、信頼のある対話
を創造する重要な空間となっている。

３- ２　まちなかキャンパス

　まちなかキャンパス事業は、大学の教員・職員・学生と地域の人々との絶えざる交流を通じて、魅
力ある岡山のまちづくりに貢献するとともに、学生がさまざまな経験を積むことで課題解決の実践力
を身につけることを目的としている。したがって、各種シンポジウムやまちづくり活動なども含む幅
広い取り組みである。�
　ここでは、地域総合研究センターが主体として開催した事業について、その概要を紹介する。

■３-２-１　地域公共政策コースを修了された社会人と語る会（全４回）
岡山大学大学院社会文化研究科公共政策科学専攻（博士前期課程）には、地域公共政策というコー

ス（定員：12 名）がある。このコースは、地方が自立し地域の実情にあった政策を展開しなければ
ならない時代にあって、政策を企画・立案・評価できる優れた公共政策人の育成を目指し、平成 20
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年４月に設置された。�
　�　このコースには自治体職員をはじめ地方議会の議員など公的な仕事に携わっている方々が多く入

学して学んでいるが、すでに 20 名の修了者を輩出している。こうした方々をゲストに招いてお話を
伺い議論を深めていくことは、現役の学部学生にとっては大学で学ぶことの意味や社会との関わり
を改めて問い直す良い機会になると思われる。また一般市民の方々にとってもこれからの地域づく
りを考えるうえで大きなヒントになると思わ
れる。さらにコースを修了された方々にとっ
ても、コースで学んできたことの意味を改め
て問い直す良い機会にもなっている。�

　�　こうしたことから、平成 26 年度は昨年度
に引き続き「地域公共政策コースを修了され
た社会人と語る会」と題する企画を「城下ス
テーション」を会場に、下記のとおり全４回
（通算：第４回～第７回）にわたって開催し
た。

・第 4 回：平成 26 年 5 月 21 日（水）18：30 ‐ 20：00
ゲスト　友延由紀恵�氏�
　　　　岡山市�岡山っ子育成局�こども福祉課�子育て給付係長�

　　　地域公共政策コース�平成 25 年３月修了�
　　　　研究テーマ：地方公共団体の文化政策－創造都市岡山市の可能性－�
概　要　�友延氏は、岡山市役所に勤務する現役の公務員である。これまでに職員厚生課、

市民税課などさまざまな仕事に携わってこられたが、大学院に入学するきっかけ
となったのは、文化政策課で岡山市デジタルミュージアムの開設等の仕事に携わっ
たことだという。現在はこども福祉課という研究テーマの文化政策とは直接関係
のない部署に所属しているが、大学院での経験によって物事の考え方に厚みがで
きたこと、仕事に関係する論文を読む習慣が身についたことなどで役立ってい
ることなどを力強く語っていただいた。参加学生からは、市役所で実際にどの
ように働かれているかを知ることができ、進路の参考になったとの感想も聞かれ
た。�

・第 5 回：平成 26 年 6 月 18 日（木）18：30 ‐ 20：00
ゲスト　中井俊雄�氏�
　　　　総社市社会福祉協議会�障がい者基幹相談支援センター長�
　　　　地域公共政策コース�平成 26 年３月修了�
　　　　研究テーマ：障害者・高齢者の地域生活支援のための法政策�

26 年度「語る会」総合案内
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�����������－総社市での権利擁護システムの構築を中心に－
概　要　�中井氏は、総社市社会福祉協議会の職員として、大学院で学んだことを活かしな

がら「障がい者千人雇用」をはじめとするさまざまな先進的な事業に取り組んで
いる。�

中井氏は、大学院で学ぼうとした理由について、法律が苦手だったから、分析
することも苦手だったからと謙虚に語る。しかし、社協の現場で行っている事業
は大変素晴らしく、障がい者の雇用支援をめぐるさまざまな体験談や行政と一体
となった社協ならではの支援、市民との心温まる交流などを熱く語っていただい
た。なかでも「理論を伴わない実践はありえない」という中井氏の言葉は特に印
象が強く、参加者一同の胸に強く響くものとなった。�

・第 6 回：平成 26 年 10 月 29 日（水）18：30 ‐ 20：00
ゲスト　大森一生�氏�
　　　　高梁市議会議員�
　　　　地域公共政策コース�平成 24 年３月修了�
　　　　研究テーマ：スポーツと文化の融合、その社会的効果と経済的効果�

����������－ FC 高梁吉備国際大学を事例に－
概　要　�大森氏は、平成 20 年９月の選挙で初当選した現役の高梁市議会議員（無所属、

２期目）である。�
　　　　�大森氏が市議会議員になってみて感じたことは、議会は議論をするべきところな

のに議論がない、多くの議員が思考停止に陥っているのではないか、理論をしっ
かり学ばないと独善に陥ってしまう、ということだったという。�

　　　　�こうした思いから大学院への入学を決意し、まちづくりの理論と実践を学んだの
だという。�

　�そして、これからのまちづくりには現状　　　　　　　　　　　　　　　　　　を客観視することが重要との立場か

ら、郷土が生んだ偉人山田方谷の教えにも触れながら、高梁市の現状について
丁寧に分析していただいた。政治の世界においても学ぶことがいかに大切であ
るかを改めて考えさせられる場となった。�

・第 7 回：平成 26 年 11 月 19 日（水）18：30 ‐ 20：00
ゲスト　池田憲太郎�氏�
　　　　笠岡市�総務部�税務課�係長�
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　　　　地域公共政策コース�平成 26 年３月修了�
　　　　研究テーマ：地域のソーシャル・キャピタルの醸成と公民館活動について�
概　要　�池田氏は、笹岡市役所に勤務する現役の公務員である。現在の税務課に異動する

前の８年間、協働のまちづくり課に在籍し、笠岡諸島の振興の仕事に従事され
た。この仕事では毎日島に行くのが日課で、島民の方々からは市の職員というよ
りも仲間として受け入れられ、自分も島民のために役立ちたいという思いを日々
強めていったという。こうした思いから大学院への入学を決意し、ソーシャル・
キャピタルの研究を行ったのだという。�
レクチャーでは、笠岡市が進める「まちづくり協議会」の取り組みにも触れ、

住民同士が絆を強め、自分たちのまちをどうしていくのか、必要なこと、必要
でないことを見極めていくことが重要であることなどを力強く語っていただい
た。

■３-２-２　リレートーク「岡山城・後楽園エリアの魅力を語る」（全３回）
岡山市中心部の岡山城、後楽園などの歴史・文化遺産が集積する一帯は、城下町岡山の原点とで

もいうべきエリアである。しかし、戦災や戦後の近代都市
としての成長、発展の中で多くの遺産が失われるとともに、
城下町としての市民のアイデンティティも薄れつつある。

　�　こうした現状に対処すべく岡山市では「岡山市都心創生
まちづくり構想」を策定する一方、民間団体においてもこ
のエリアの魅力、伝統を見直そうという動きか見られる。�

　�　地域総合研究センターでは、これらの動きをさらに促進
するため、岡山城・後楽園エリアの復興・再生に熱い心を
持つ方々を順次お招きし、その思いや取り組みを語ってい
ただく、リレートーク「岡山城・後楽園エリアの魅力を語る」
と題する企画を「城下ステーション」を会場に、下記のと
おり全３回わたって実施した。

・第 1 回：平成 26 年 10 月 21 日（火）19：00 ‐ 21：00
ゲスト　黒瀬仁志�氏�
　　　　山陽ヤナセ株式会社�代表取締役�

　　　　　　　　後楽園魅力向上委員会�会長�
　　　　�　　　　　　ＮＰＯ法人バンブ・オブ・アーツ�理事／特別顧問�
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　点で研究するとともに、北区弓之町の

福岡屋保存活用プロジェクトなどの実践活動でも活躍されている方である。�
宇喜多家、小早川家、池田家と引き継がれた備前岡山の歴史や見どころを興味
深く語っていただいたが、なかでも岡山城周辺の本当の価値や面白さがあまり
知られていないという黒瀬氏の指摘が非常に印象に残った。�
岡山城というと復元された天守閣があるあたりだけだと思っている人が多い。
だが、実際は外堀が現在の柳川筋にまで及ぶ広大なお城で、大阪城や広島城に
も匹敵するお城なのだという。このエリアには現在いろいろなものが建ち分か
りにくくなっているが、岡山城は国内屈指のお城の一つであるという事実をわ
れわれはもっとよく認識すべきであろう。こんなことを気づかせるとても有意
義なお話であった。�

・第 2 回：日 時 平成 26 年 11 月 26 日（水）19：00 ‐ 21：00
ゲスト　中島悌吾�氏�
　　　　岡山市�政策局�事業政策課�主査�
概　要　�中島氏は、岡山城・後楽園エリアの民間　　　　　　　　　　　　　　　　　プロジェクトと深く関わる市民目線

を持った公務員である。�
中島氏によれば、全国の主要都市のほとんどは城下町である。しかし、復元さ
れたものを含めお城を持つ都市はそれほど多くない。復元したくても、お金がな
い、図面がない等の理由から復元できない都市も多いという。そのような中で、
復元されたものであるとはいえ、お城を持つ岡山は実は幸運なのだというお話が
あり、それがとても印象に残った。�
また、赤穂市、姫路市、金沢市、松本市など、お城を中心としたまちづくりで頑
張っている他都市の事例をかなり詳しく紹介していただいた。さらに、岡山のこ
のエリアのまちづくりをどのようにしていくべきかについて、役所の公式見解と
は異なる独自の観点から語っていただいた。�

・第 3 回：日 時 平成 27 年 1 月 14 日（水）19：00 ‐ 21：00
ゲスト　小玉康仁�氏�
　　　　小玉促成青果株式会社�代表取締役社長�　　　　
　　　　ＮＰＯ法人バンク・オブ・アーツ�理事　　　　
　　　　京橋朝市実行員会�幹事�

概　要　�小玉氏は、平成元年以来今日まで 300 回　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上にわたって続いている京橋朝市の

動をリードしてきたキーパーソンのお一人である。�
小玉氏には、京橋界隈の見どころや逸話を興味深く語っていただくとともに、京

概　要　�黒瀬氏は、城下町岡山の歴史を独自の視
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橋朝市を始めようとした動機、活動の変遷、現在の到達点などを語っていただいた。�
　　　　�小玉氏によると、京橋朝市は決して順風満帆の歴史ではなかったようだ。昔は野

菜や魚などの素材を売る店が多かったという。それだけ農家や漁業者が元気だっ
たということだ。その後、素材を売る店が少なくなり集客も少なくなった。�

　　　　�そんな中で若手を中心に「京橋朝市を考える会」が立ち上がり、各種のイベント
を行うようになり、すぐに食べられるものを売るお店が増え、家族連れも多くなっ
たという。今では第一日曜日の朝を彩る風物詩となった京橋朝市。そんな地域に
根ざした地道な活動がまちの魅力を高めていることを実感させるお話であった。�

■３-２-３　超・実践型ワークショップ技術普及研究会（全５回）
■研究会の目的

実践型地域連携教育では、アクティブラーニングが基本になる。すなわち、教師から学生へ一方
的に知識を伝達する（学生側からすれば受動的な）学習ではなく、学生同士がワークショップなど
を通して主体的に学習することが重要である。そのための基礎的なワークショップ手法を広めるこ
とが、本事業の第一の目的である。また、実践型教育を通した実践知の涵養効果を判断する項目と
されていた、リーダーシップ、判断力、チーム力などが、実際の授業において計測・評価に使える
かを検証することも目的とした。�

■開催状況
　　以下のとおり５回開催した。各回とも学生だけでなく一般社会人にも参加を呼び掛けた。

　 　

回 テーマ 開催日 会場 参加人数 
１回目 合意形成の方法 2014年４月16日（水） 城下ステーション 学生４、社会人12 
２回目 人口データ分析 2014年５月14日（水） 城下ステーション 学生７、社会人 ８ 
３回目 空き缶シャッフル 2014年６月９日（月） 城下ステーション 学生５、社会人 ８
４回目 絵本のお話づくり 2014年７月17日（木） 城下ステーション 学生６、社会人 ７
５回目 レシートプロファイリング 2014年11月20日（木） 西川アゴラ 学生６、社会人 ３ 

■各回概要
第１回 合意形成の方法
　グループ討論において、カードに意見を書き出
す作業がよく行われるが、それは参加者に負担感
を与えるものでもある。カードを活用する効果に
ついて納得した上で作業してもらうことが重要であり、その理解促進の手法として、「誕生日のプレ
セントゲーム」を体験してもらった。また、これをＷＳの導入部のアイスブレークとして実施した
上で、その後にどのようにＷＳを展開すればよいかなどを講義した。振り返りアンケートを実施した。

第２回 人口データ分析 
　空き家を活用して、中山間地に若者の交流人口を呼び込む方策を考える作業を一通り体験。合わ
せて、人口データの分析方法、アンケート調査の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組み立てや調査をするにあたっての課題設定の仕
方も学習した。�
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第３回 空き缶シャッフル 
　「空き缶シャッフル」という空き缶を使ったゲー
ムを体験した。これは、グループ討論の際に話が
脱線することなく集中力を保ち、短時間にたくさ
んのアイデアや語彙を得ることができる方法であ
る。これを応用して、具体的な課題として、岡山県内の商業施設（デパートやスーパー）が、消費
者にどのように認識され、序列化されているのかを話し合った。

第４回 絵本のおはなしづくり 
　既刊の絵本の各ページの絵（文書なし、26場面）をカード化し、場
面を自由に並べ替えてオリジナルのストーリー（文）を創る。協同に
よる創作活動を体験し、文章表現力を高めること、創発の体験をする
こと、合意形成の過程を学ぶことなどを目的とするものである。�

第５回 レシートプロファイリング 
　ある人の1週間分程度の買い物レシート（10～15枚程度）の情報か
ら、その買い物をした人の人物像（年齢、性別、住所、家族構成、職
業、その他）を推定する。記載内容からは、店名や品名、価格、購入
数量のほか、日時、場所、釣銭の額、ポイントや割引の有無などの情
報が得られる。さらに、例えば野菜に関しては、無農薬栽培であるこ
とや生産者名等が記載されていることもある。参加者は、レシートか
ら読み取った様々な情報を基に人物推定のグループ討論を行った。

■実践型教育の評価盲目の検証
実践型教育を通した実践知の涵養を、リーダーシップ、チーム力、判断力、責任、気概の指標で

評価する場合、実際にその変化を計測することは容易ではない。しかし、平成28年度からの実践型
教育の本格導入に向け、指標の有効性や評価の方法を確立する必要がある。そこで、毎回の講座に
おいてアンケート調査を行い、実践型教育の評価方法を検討した。�
　表1は、第1回講座の内容と教育効果を例に示したものである。表２の15の設問（５件法）、表３
に示す自由記述のアンケートを行った結果、「人の話をよく聞く」ことができ、「一人では持ちえなかっ
た発想」が得られ、自分の「学ぶべきことや強化したいこと」が見えたという項目で、ほとんどの
参加者で高評価であった。また、教材の作り方や内容も、参加者の関心と力量に応じたものであっ
たと言える。学生と社会人を比較してみると、学生では、「一人では持ちえなかった発想が得られた」、

「現場の実際を知ることができた」という点に関し、社会人よりも評価が高くなっている。これは、



54

３-２ まちなかキャンパス

学生においては、ワークショップの経験も現場の経験も少なく、経験豊富な社会人と同席したので
あるから、順当な結果であろう。社会人との対話の中で学ぶものがあったのだと言える。「学んだこ
とを実践できているイメージが湧いた」という点については、学生の方が社会人よりも評価が低い。
これも、学生は実践の場をすぐには持ちえないことや、これまでの現場経験が少ないことを考えれば、
順当な結果と言えよう。�
　このようなアンケートをすることで、リーダーシップや判断力が高まったことを、どういう観点
で観察すればよいのかが見えてきた。講座の内容は実際の授業とは条件が異なるものの、この作業は、
実践型科目の認定条件の検討の際に役立った。

表１．第１回講座の概要と実践型地域連携教育の視点でみた講座の効果

表２．参加態度、学びや気づき、理解度などに関する自己評価の結果



55

まちなかキャンパス３-２

表３．学生、社会人別　自己評価の平均得点

表４．本日学び考えたことを踏まえ、何ができるようになりたいか
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■３-２-４ やさしく語り合う科学の世界
岡山大学は全11学部を擁する総合大学として、人文、社会科学だけでなく理学、工学、農学、医

歯薬学等を含む広範な自然科学の教育・研究が行われている。岡山を世界に輝く学都としていくた
めには、こうした自然科学の成果を広く市民の方々にも知っていただく必要がある。このため、当
センターでは、昨年度より「やさしく語り合う科学の世界」と題する企画を実施している。

平成26年度は、通算第４回目となる「やさしく語り合う科学の世界」を工学部長の冨田栄二教授
を招聘して平成27年２月27日（金）に城下ステーションにおいて開催した。�

「スモールモビリティとエネルギー問題」と題する冨田教授の講話では、近年環境共生型社会
の実現に向けて開発・普及が進んでいるスモールモビリティの動向を語っていただくとともに、省
エネルギー化に向けた技術開発についての将来を展望していただいた。参加者からは「省エネに向
けた意識づけとして非常によい機会になった」などの声が聞かれた。

■３- ２- ５　哲学カフェ
松川絵里・大阪大学 CSCD 特任研究員と共に、城下ステーションにて、毎月、哲学カフェを開催

している。参加者は、毎回 10 名程である。哲学カフェでは、学生だけではなく、�社会人の参加が多く、
福岡、大阪、島根などの県外からも参加者が集まることもある。３年目の活動となる。

2014 年４月 24 日（木）「ひとりがいい？」�
2014 年６月 15 日（日）「旅をする」�
2014 年７月６日（日）「人はなぜ恋をするのか？」�
2014 年８月９日（日）自由テーマ�
2014 年９月�27 日（土）�「人はなぜ怒るのか？」�
2014 年�10 月�12 日（日）「相談するとはどういうことか」�
2014 年 11 月 22 日（土）「お金の使い方」
2014 年 12 月 21 日（日）「ショッピング」�
2015 年２月８日（日）「ワークライフバランス」�
2015 年３月1日（日）「チームを応援するってどういうこと？」
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３- ３　学都チャレンジ企画

　まちなかキャンパス事業の学都チャレンジ学生・職員企画とは、学生や教職員が住民や行政、企業、
経済界などと対話をしながら、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。�
　教員だけではなく学生や職員自らがまちづくりに積極的に参加できる機会を提供するプログラムで
あり、大学は活動企画を審査し、その基準を満たした企画に対して、25 万円を限度に活動支援を行っ
ている。�

　平成 26 年度は職員企画は５企画、学生企画は 14 企画が採択された。学生企画については、10 月６
日から 17 日まで津島キャンパス附属図書館で『学都チャレンジ学生企画』パネル展をおこなった。続
けて、平成 27 年1月 16 日開催の平成 26 年度成果報告会において、それぞれの成果発表とグループディ
スカッションを開催した。学生団体と職員は４つのグループに分かれて、活動概要、成果、反省点、
大学への要望、今後の展開などについて話し合いを行った。成果報告会の詳細は後述（４章シンポジ
ウム・報告会）に記す。以下、各活動の概要と成果および今後の展開である。

附属図書館ラーニングコモンズでのパネル展
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＜職員企画①＞

身近な材料でカラフル・キラキラ科学を体験しよう〜
工学部創造工学センター技術支援部門　小郷　義久

■企画概要 （目的）：岡山大学には、総合大学の利を生かした社会貢献という目標を掲げている。工学
部創造工学センター技術支援部門でも、技術職員が協力して出前実験教室を開催し、地域
や学内に対して積極的に社会貢献を行っている。この活動は、地域との信頼関係を構築す
るものであり、科学を通して将来の岡山を担う若者を育成するための布石としての活動で
あり、将来岡山大学を目指す人材の養成として期待できる。これまでの行った実験教室も
大好評で、今回は特に、生活と科学を関連付けたテーマを準備し、県内小学生向けの実験
を実施する。

■実施事項：
実施日：平成 26 年 12 月 24 日（水）�
　　　　第1部�13：30�～�14：45、第２部�15：00�～�16：15�
実施場所：まちなかキャンパス城下ステーション�
参加人数：16�名（内訳：小学生�10�名、保護者６名）�
　同会場で開催する実験教室は３回目の実施となり、「芳香剤を
つくろう」、「万華鏡をつくろう」の２テーマを企画し、工学部
HP、子ども向け新聞で広報し、参加者を募集した。今回はダイバー
シティ推進本部男女参画室の協賛により、博士前期の女子学生

にサポートをお願いすることができた。

＜テーマ１ 芳香剤をつくろう＞ 
　岡山大学と国際協定校である中国・浙江工業大学のXiaoFan�
准教授に英語で説明をしていただき、実験を進めました（日本語

での通訳有）。最初に高分子ポリマーに関する説明をじっくりと聞き、わずかな（0.2�ｇ）超吸水
性樹脂が水を吸収して膨らんでいく様子を観察してもらった。つぎに柔軟剤とアクリル絵の具
入りの色水を加えて吸水した後、ビーズ等でカラフルに飾ってもらいオリジナルの芳香剤作りを
体験し�てもらった。最後に、同じポリマーの保冷剤を用いてボルタの電池を作成し、�LED�
点灯の演示実験も行った。時折、中国語での説明も加わり、アットホームな雰囲気で楽しんでも
らえた。

■３-３-１　職員企画
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＜テーマ２ 万華鏡をつくろう＞ 
　ペットボトルを本体としたシンプルな形状の万華鏡を作製してもらった。蓋の部分に穴をあ
け、鏡面仕上げをした塩化ビニル板を使用し、オブジェクトとしておはじき、色つきクリアク
リップ、カラフルビーズを使った。万華鏡に必要なパーツは、本学技術職員が工学部工作セン
ターの機械を使用して作製した。できあがった万華鏡を交換し、お互いに楽しんでいる様子が
見られた。　　　　

■成果（今後の展開）：
　今回初めて、博士前期課程の学生に参加協力してもらった。子どもたちにとっては
大学生のお兄さんやお姉さんと過ごすことも楽しみの一つのようだった。学生にとっ
ては、小さい子どもさんに分かりやすく説明するという事を学ぶ良い機会が持てたよ
うである。今後は他学部の学生の方と協働で実施することを検討している。毎回参加
してくれる家族もおり、定着しつつある城下ステーションでの出前実験を継続して開
催していきたい。また西川アゴラでも同様の実験教室の開催を検討している。
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＜職員企画②＞

アーユルヴェーダウィークin岡山〜自分を知って健康になろう！〜
大学院環境生命科学研究科�津田・頼藤研究室　時信　亜希子

■企画概要 （目的）：地域の方々が個々の生活を振り返り、自分の体質・気質とそれに適した食事法・
生活法を知り、持続的に今後の健康維持・増進に役立てることを目的とし、インド医学アー
ユルヴェーダの観点からセミナーとカウンセリング＆トリートメントを行う。

■実施事項：1 週間のイベント
①アーユルヴェーダセミナー（11 月 23 日（日）�14：00 ～ 17：00 ＠環境理工学部棟 104 講義室）�

1．M.S.Kamath 先生『Know�Yourself�and�Be�Healthier』�
２．�上馬塲和夫先生『パーソナライズド・アンチエイジング（予防医療）のための安全で�自然、

経済的な手法』�

参加人数：約 25 名

②個別カウンセリング＆トリートメント（11 月 24 日（月）～ 29 日（土）＠津島宿泊所）�
�1人 90 分の予約制で、アーユルヴェーダ医師がアーユルヴェーダの問診票と診察をもとに体質、
食事、生活法などのカウンセリングを行った。その後、症状と希望に応じて施術を行った。�

参加人数：23 名�
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■成果（今後の展開）：
成　　　果
⃝��岡山ではなかなか接するチャンスがないアーユルヴェーダを少人数ではあるが岡山の

人々に伝えることができた。�
⃝��アーユルヴェーダの基本コンセプトをセミナーで紹介するとともに、個別セッションを

設けることで、パーソナライズド医学の重要性の理解をより深め、日々の生活で活用し
やすくした。�

⃝��本場のインド人アーユルヴェーダ医師を招聘することで、イベントがより盛りあがった
ように思う。�

反　省　点
⃝��もっと多くの人が参加できるように、告知や時間配分を工夫すべきだった。�
⃝��チームメンバーが少なかったので準備に苦労し、行き届かなかった点がある。�

今後に向けて
⃝��より多くの人にアーユルヴェーダの健康に対する考え方とその実践法を習得してもらい

たいので、拡大版アーユルヴェーダウィークスin岡山を計画。インドと日本のアーユル
ヴェーダ専門家の協力も得られるので、より深く広い内容のセミナーやワークショップ
を開催できればと思う。�

⃝��学内のチームメンバーを増やして、もっと効率的に準備をし、もっと規模を拡大して実
施できるとよいので、学内の有志を募集する。�

⃝��地方大学からアーユルヴェーダを人々に広める意義は大きいと思う。アーユルヴェーダ
に興味がある人は潜在的に多いようなので、ネットワークを広げ、アーユルヴェーダの
よさをできるだけ多くの人と共有したい。�

⃝��アーユルヴェーダ活動を通じて、自分の健康は自分で責任を持つという意識を一人一人
が自覚し、日々の生活で実践し、それが今日の医療問題にプラスに活かされるようにな
ることが望ましい。
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＜職員企画③＞

留学生多言語ラジオ放送局 
グローバル・パートナーズ事務室�　山本　三紀子

■企画概要 （目的）：　本企画は日本人学生・留学生・ゲストが「まちづくり」について話し合い、そ
の過程を�収録し、ラジオ番組としてインターネット上で公開するというものである。�

　�　本企画の目的は次の３点である。1）留学生と日本人学生が協働して課題に取り組むこ�
とで相互交流を促進する。２）留学生に学内で活動する機会を提供することで、彼�らの学
内コミュニティー形成を促進する。３）ラジオ放送を通じて「まちづくり」を考え�ることで、
制作側・リスナー共に岡山と岡山大学の魅力を発見する。�

　�　日本人学生として岡大放送文化部の学生に参加してもらい、かつ同部の所有する機材を�
使用してラジオ番組を制作する。収録は企画を通して２本行う。留学生が日本人学生とと
もにメインパーソナリティーを勤め、ゲストとして招かれた大学教職員と議論する。�

　�　番組制作にあたって、まずグローバル・パートナーズ職員立ち会いのもと、留学生・日�
本人学生でラジオ番組の制作会議を行う。�

　�　また留学生には事前に本企画の予算を用いて、アナウンス講座を受講し、発声方法を初�
めとするスキルを身につけてもらう。

■実施事項： 
（１）アナウンス講座

質の高い番組を目指し、フリーアナウンサーを講師として招き、アナウンス講座を開催した。
パーソナリティを務める留学生と岡大放送文化部の学生は、ラジオ番組制作にあたっての心構
え、腹式呼吸法、発声練習等についての講座を受けた。

　　　　実施日：11 月 27 日（木）�、12 月３日（水）��
　　　　参加者数：６名�

（２）留学生ラジオ局制作会議
番組の配信内容は、日本人学生と留学生が主体的に打ち合わせをして決定し、留学生向けの

生活情報や各国の紹介等、本学留学生が必要な情報だけではなく、外部の人が聴いても楽しめ
る内容を目指した。岡大放送文化部に番組作りのノウハウを示してもらいながら、番組の進行
を留学生・職員で模索し、「まちづくり」に関する番組を作成することを決定した。また、本会
議で、ラジオ番組名は「留学生ラジオ�in�OKADAI」とした。

　　　　実施日：12 月３日（水）�
　　　　参加者数：６名�
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（３）ラジオ収録
ラジオ収録は、岡大放送文化部の部室内スタジオに５本のマイクを立てて行った。第一回収

録では予定していたゲストの都合が悪くなり、急遽、「冬の過ごし方」について、留学生の母国
と比較しながら語り合った。第二回収録では、誰でも始められる簡単な「まちづくり」につい
て地域総合研究センター岩淵泰助教と自由に討論を行った。�

　　　　実施日：12 月 15 日（月）、12 月 17 日（水）�
　　　　参加者数：10 名�

（４）ラジオ公開
収録したラジオは、グローバル・パートナーズホームページで公開した。

■成果（今 後の展開）：　今回、ラジオ制作の参加者からは、「日本語が上手に話せるようになった」「ま
ちづくりを考えるきっかけを得た」などの声があがり、当初の目的を達成できたように思う。
今後は、多くの人に聞いてもらえるよう、ラジオ制作局の認知度を高めることが大きな課
題である。まずは、引き続き、グローバル・パートナーズのホームページ上でラジオ番組
を公開するとともに、ポスター等で告知を続けていく予定である。�
　また、今後も活動を続けていくために、岡大放送文化部のメンバーと本企画で築いた信
頼関係を維持し、定期的な連絡をとるようにしていきたい。本企画実施後に、岡大放送文
化部が「世界各地の正月」に関する特別番組を組み、留学生に参加してもらったように、
今回の企画をきっかけにして、本企画とは関係のないところでも留学生と日本人学生との
相互交流が進むよう促していく。�
　そして、今後は、放送文化部と連携し、学内での収録にとどまらず、地元のFM局に参加
できるよう制作力・アナウンス能力の向上を図るように努めていきたい。
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＜職員企画④＞

「まちなか連想 ビブリオバトル2014」 
附属図書館学術情報サービス課　中　　京子

■企画概要 （目的）：　「ビブリオバトル」という人の魅力を引き出し、人を繋ぐことのできる特性を
持つ図書の紹介コミュニケーションゲームを通して、岡山大学附属図書館を通した岡山大
学と地域のつながりの1つを醸成するため開催した。�
　ビブリオバトルとは参加者が面白いと思った本を持って集まり、一人５分間で本を紹介、
その発表後に参加者全員で２～３分ディスカッションを行った後「どの本が一番読みたく
なったか？」で投票数を競うという、本を通したコミュニケーションゲームのことであり、

「書評情報共有機能」「スピーチ向上機能」「良書探索機能」「コミュニティ開発機能」の機
能がある。�

　�　今年度は昨年度の授業連携から枠組みを広げ、「地域に向けて岡山大学の教育研究等を広
報し岡山大学のもつ知的資源を供給すること」「（学生が発表者の場合）学生のコミュニケー
ション・プレゼンテーション能力の更なる向上」「（学生が参加者）学生へ岡山大学の教育・
研究、岡山県内の活動等を知り、教養を深める機会を提供すること」を目的とし、岡山大学・
岡山県内にて行われる研究や取組をテーマとした。また、発表者は学生や教職員、岡山県・
岡山市で先進的な取り組みを行っている方とした。
　全３回のうち、２回は学内部局、市内公立図書館と協力し実施した。

■実施事項： 
平成 26 年８月～平成 26 年 10 月にかけて行ったまちなかキャンパス企画全３回を下記に記載する。
① リケジョ×まちなか連想ビブリオバトル
　　　日　時：2014 年８月８日（金）�発表者３名、参加者数 23 名�
　　　場　所：岡山大学附属図書館本館1階�リフレッシュスペース�

テーマ：�“ 理系のおもしろさ ”
　理系を志す女子高生を対象とした男女共同参画室主催オープンキャンパスイベントにご協力
を仰ぎ、高校生や保護者の方、高校教職員を対象としたビブリオバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トルを実施した。女性の大
学生、大学院生の計３名から、　　　　　　　　　　　　　本の魅力のほか、現在の研究内容や理系を目指したきっかけ、興味

を持っていることが語られ、アンケートでも理系の魅力や岡山大学生の魅力がリアルに伝わっ
たと好評をいただいた。
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② ESD ×まちなか連想ビブリオバトル
　　日　時：�2014 年 10 月 21 日（火）�発表者４名、参加者数 24 名�
　　場　所：岡山市立幸町図書館（※岡山市立幸町図書館との共催企画として実施）�

テーマ�：�“ESD（持続可能な社会のための開発）の活動周知 ”

平成�26 年�11 月に岡山市で開催された�ESD に関するユネスコ世界会議を受け、岡山大学、
岡山県・市のESD 活動の周知と、ESD 活動に取り組まれる専門家の魅力を地域へ伝達するべく
開催した。ESD 世界会議推進局小西様より�ESD の概要について解説をいただいた後、岡山の�
ESD に先進的に関与されている４名の講師から本の紹介をいただいた。

参加者からは、「その人の活躍と、本のつながりを知り、興味深かった」「それぞれの人生観
も分かり、活動への関心がわいてきた」「もっと一般の人、社会の人と学生をつなぐイベントと
して増えてほしい」などの感想が寄せられた。�

③ 岡山市内大学生ビブリオバトル予選会
　　日　時：2014�年�10�月�26�日（日）��

　　　発表者：６名、参加者数�13�名�
　　　場　所：岡山県立図書館�
　　　発表者：�岡山市内在住・在学の大学生を対象とした応募に申し込んだ６名の大学生�

　岡山内でのビブリオバトルの普及活動、岡山の大学生の魅力をアピールするため開催した。参
加者からは大学生の実力に感嘆する声とともに、継続したイベントの開催を望む声が聞かれた。

■成果（今 後の展開）：　今後の連携に発展することのできる接点を形成できたこと、市民の方と新た
な関係性が築けたこと、ビブリオバトルが、テーマ自体や人の魅力を十二分に伝えること
ができると知ることができ、附属図書館でのビブリオバトルによる地域貢献・地域連携の
今後へ期待を持つことができた。�

　�　また、現在附属図書館では、知好楽セミナーを開催し学生の皆さんの修学上の能力向上
を計っている。ビブリオバトル開催も同様に、学生の教養力や、専門家との結びつき、異
文化・異社会・異文化との結びつきがつくれる一助となると感じる。�

　�　今後も、岡山大学のもつ知的資源を地域の方に供給していくほか、学生の皆さんへ地域
とつながる場を提供することのできる場として、継続的な活動を行っていきたい。�
�　実施に当たり、AGORAの皆様、男女共同参画室の皆様、岡山市市立図書館の皆様、ご協
力いただきました各講師の皆様、学生の皆様へ深く感謝申し上げます。�
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＜職員企画⑤＞

10年後の岡山大学をデザインしてみる？ 
大学改革推進室　木下　志穂

■企画概要 （目的）：　本学の若手職員が、外部有識者による講演・ワークショップを通じ、高校現場
の視点から、今、教育に何が求められ、大学でどのような教育が必要とされているか、「岡
山大学」を客観的に捉え、大学のあるべき姿について自分事として考えられるようになる。
また、教員と合同で行うことで、教員・職員がそれぞれの立場から岡山大学の未来につい
て語り合い、ビジョンを共有する。

■実施事項： 
【日時】 
　平成 26 年 12 月1日（月）�18：00 ～ 20：00��

【場所】 
　岡山大学�津島キャンパス�附属図書館1階�ラーニングコモンズ�

【当日プログラム】 
　1．荒瀬克己先生セッション「コミュニケーションをデザインする」�＜約1時間＞�

　�グローバル化が進む中、異なる価値観で構成されるグループにおけるコミュニケー
ションの意義と手法についてレクチャー。

　２．意見交換「岡山大学の 10 年後を、デザインしてみる？」�＜約1時間＞�
　�教職員混合でワールドカフェ。地元高校教諭の視点から、岡山大学の強みと今後の

姿についてディスカッション。�ファシリテーション：三浦隆志先生（前・勝山高等
学校�副校長）�

【参加者】 
　13 名（職員６名�　教員６名�　外部参加者1名）

▲模造紙を使ったワールドカフェ
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■成果（今 後の展開）：
【成果】 
⃝��「岡山大学の強み・特色」について学外の視点から改めて考えることができ、参加者にとっ

て気づきのある会となった�
▼参加者の声より
「『岡大の良いところを挙げて』と言われて即答できない自分に気づきました。今後、もっ
と岡大に興味をもって過ごしたいと思います。」 

「例えば、教員・職員がふだんから改善すべきと考えていることを忌憚なく意見交換でき
る場があれば、お互いの業務改善・負担軽減につながるのではないでしょうか。」 

「学生も参加できるとよいと思います。教職員と一緒に話に参加する。」 

【反省点】 
⃝��時間不足で、グループワークの共有まで行き着かなかった。�
⃝��参加者同士面識のあるメンバーだったが、「本音」を引き出しにくかった。�
　（単発の会議だと互いに慣れず、どうしても時間がかかる）�

▼参加者の声より
「後半のワークショップはテーマに対して、全体的に時間が足りなかったのが惜しいと感
じた。面識のある参加者ではあったが、互いに少し遠慮しあっていて、本音を出しあう
段階まで至らず時間切れになった印象。」 

【次年度に向けて】 
　「岡山大学の強み・弱みと今後あるべき姿を語り合い、ビジョンを共有する」といったテー
マで定期的に教職員・学生が議論することの必要性・意義について、参加者と目線あわせ
できた。ただ、こうした教職員・学生協働型のワークショップに関しては、職員企画では
一過性のイベントとなり、他の研修・勉強会との接続が困難であり、学内に対しても参加
意欲を喚起しづらい。次のステップとして、大学が企画する研修（人事課企画・SD研修等）
の一環として行えないか、各部署に働きかけ、共に検討したい。

▲２つの課題（テーマ）について参加者それぞれの共感度をシールで貼り、提示
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■３-３-２　学生企画

＜学生企画①＞

奉還町ファジストリート計画 
おかやま百年構想　

■企画概要 （目的）：　～スポーツで商店街を活性化！～
岡山駅西口・奉還町商店街において、地元のJクラブ・ファジアーノ岡山の応援イベントや
タペストリーによる情報発信を行い、商店街の通りを「ファジストリート」にする。
スポーツの話題で市民のコミュニティを生み出し、まちの活性化を目指す。

■実施事項： 
①ファジアーノタペストリー（順位・試合結果を発信） 
概　要：�昨年、商店街に設置したファジアーノタペストリーの

情報更新を毎週末実施。通勤・通学利用の多い商店街で、�
月曜日の朝に最新の順位と試合結果を発信している。�

実施日：2014 年３月２日～ 11 月 23 日までの�J ２リーグ全試合後�
�����������（全 42 回更新）�

②ファジアーノ応援絵馬イベント
概　要：�ホームゲーム開催日に商店街入口にて、サポーターに応援メッセージを絵馬に書

いてもらう。試合日以外は常時、商店街の文化施設にて絵馬の応援メッセージを
受付。�

実施日：2014 年３月２日��J ２リーグ1節・富山戦�
　　　　2014 年６月 21 日��J ２リーグ 19 節・横浜 FC 戦（W 杯イベントと同時開催）�
　　　　2014 年 11 月1日��J ２リーグ 39 節・京都戦�
参加者数：シーズン中に約 400 枚の絵馬の応援メッセージを受付�

③サポーター座談会
概要：�商店街主催のパブリックビューイングと同時開催で、ファジアーノサポーターが集

う座談会を実施。ワークショップ形式で、ファジアーノをより盛り上げるためのア
イディアを出し合った。

実施日：2014 年 11 月９日��J ２リーグ 40 節・横浜 FC 戦�
参加人数：10 名�

④ファジアーノイラスト展
概要：�商店街の文化施設にて、一般サポーターの方�のファ

ジアーノイラストを展示。�昨年に続き第２回の開催
で、�今回はベストゲーム投票企画も実施した。�

実施日：2014 年 11 月1日～ 11 月 10 日�
来場者数：170 名（受付記名者数）

サポーターの方によるイラスト
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⑤瀬戸大橋ダービー・応援メッセージイベント
概　要：�初開催となったカマタマーレ讃岐との瀬戸大橋ダービーにちなんだイベント。
　　　　「桃」と「うどん」のシールにメッセージを書き、瀬戸大橋のボードを埋めた。�
実施日：2014 年７月５日��J ２リーグ 21 節・讃岐戦�
参加者数：岡山・讃岐両クラブサポーターから寄せられた 116 のメッセージを受付�

⑥ 2014 FIFA ワールドカップ・日本代表応援イベント
概　要：�W 杯開催にちなんだ優勝国予想や、日本代表選手投票、応援絵馬イベントを開催。
　　　　岡山県出身の青山敏弘選手を応援するメッセージが多数寄せられた。�
実施日：2014 年６月 21 日�日本代表応援絵馬イベント�
　　　　2014 年６月 13 日～７月 14 日�商店街内に掲示板を設置し、絵馬・投票を受付

■成果（今 後の展開）：　�今年度で２年目となり活動が定着しつつある。学内外での活動報告やメディ
アを通じて多くの方に活動を知ってもらうことができた。特に今年は、FIFAワールドカッ
プや瀬戸大橋ダービーなど、話題性のあるスポーツイベントと連動した企画を行い、大き
な反響を呼ぶことができた。

　�　活動メンバーの多くは、必ずしもスポーツに詳しいわけではないが、“スポーツ”と“まち
づくり”を結びつけ、色々なアイディアを出し合っている。それぞれがスポーツの魅力を発
信する中で、メンバー自身もスポーツに興味を持つようになったことは成果である。�
�　今後も、活動メンバーを増やすとともに、他のスポーツクラブとの連携や、商店街の方々
や地元高校生、市民・サポーターとの輪を広げ、奉還町商店街から“スポーツを通じた地域
活性化”の歩みを進めていきたい。

▲イベント当日の様子
香川から大挙して来場した讃岐サポーター
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＜学生企画②＞

ＭＡＣＨＩ ＦＥＳ 
ＭＡＣＨＩ�ＦＥＳ　

■企画概要 （目的）：　「学生の夢をかなえる」というコンセプトのもと、積極的に街に出て地域の人
と関わる学生が増えることを目指す。大学内のみでの活動が多く、大学外へと足を運ぶ機
会の少ない学生との活動機会を増やすことで、自分たちが暮らす街の良さや課題に気づく
きっかけとなり、長期的な街の賑わいへの貢献を図る。

■実施事項： 

　４月６日に実施した『現役女子大生「加野のぞみ」が1日で 1000 人と出逢い、一緒にゴ
ミを拾ったら岡山からゴミがなくなる！そんな素敵な世界にしたい！という夢を叶えるイ
ベント。』の様子。約 200 人が参加し、岡山市中心部を歩きながらゴミ拾いをした。

　10 月 18 日に開催された岡山大学ホームカミングデイの様子。MACHI�FES は同窓生に
よる出店ブースの空間コーディネートを行った。

11月22日～24日の３日間行ったART�FES�#2の様子。県内大学生の作品を出石町のフリー
スペース「晴れ間」で展示し、３日間で約 40 名が訪れた。
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■成果（今 後の展開）：
成果と反省 
⃝��イベントを２回主催し、イベントコーディネートを1回行った�
⃝��それぞれイベントの規模は違うが、50～200程度が参加した�
⃝���新聞・ラジオなど多くのメディアで活動が取り上げられた�
⃝��いくつかの学生団体でつくる「Liens～おかやまを彩る学生の家～」に参加し、まちづく

りを行う他の団体や学生と交流できた�
⃝��人手不足によりイベントの準備が思うように進まず、規模を大幅に縮小することになっ

てしまった�

今後の展望 
⃝��来年度はメンバーが減るため、新しいメンバーを勧誘しつつ他の団体が主催するイベン

トに出店するなどして活動を継続していく
⃝��他団体との交流・連携により活動の幅を広げ、学生の活動の活性化に貢献する�
⃝��MACHI�FESにメンバーとして、あるいはイベントの当日スタッフとして関わってくれ

た学生が、MACHI�FESのみならずさまざまな団体・活動へと広がっていくような、きっ
かけとなれる団体を目指す�
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＜学生企画③＞

まちづくり研究会たんぽぽ 
まちづくり研究会たんぽぽ　

■企画概要 （目的）：　大学と地域の協働を考え、大学生が地域から学び、また地域に貢献していくこ
とや、総社市山手地区において地域包括ケアやまちづくりについて、地域課題に対し取り
組んでいける方法を考え、地域の方々に提案し大学と地域協働による解決を目指している。
今年度は、特に新旧住民・新旧世代の交流という地域課題の解決に貢献することを目標と
している。

■実施事項： 
⃝�５月、６月、７月、８月にマップ作りをするため山手地区を下見、まちあるき。�
⃝�７月 13 日に地域の方とワークショップ。�
⃝���８月からなかよしウォーキングに向け、マップ作りとクイズラリー、レクリエーション

の準備。�
⃝��10 月５日になかよしウォーキング開催、運営側として参加し、クイズラリーやレクリエー

ションを行う。
⃝���３月８日の山手健康福祉フェアでは、介護予防のための知識やストレッチなどを展示、

実践するコーナーで参加予定。

■成果（今 後の展開）：　�山手地区役員の方と交流・意見交換を行い、地域コミュニティの維持やそ
の役割を担う人の存在の意義を知ることができた。また、子どもや保護者とも接点を持て
るようになり、地域の課題に対し、実際にその地域を見て回り、住民の方からお話を聞く
ことでより深く理解できた。さらに、去年の課題であったイベントへの企画段階からの参
加を達成できた。�
　その反面、学生間や地域の方との連携が不十分であったり、事前準備に不備があったこ
とで、イベント当日の急な変更に対して臨機応変に対応できなかったという課題も残って
いる。�
　今後はまちづくり研究会裳掛班と本格的に協働し、なかよしウォーキングや健康福祉フェ
アなどへの参加を継続させたいと考えている。そのために参加メンバーの増員を目指す。

さらに、今年度は達成することができなかった、各メンバーの所属する学部の専門性を
生かす企画の立案や、地域の方との交流を増やしていきたい。



73

学都チャレンジ企画３-３

＜学生企画④＞

2014夏ふくバト×おかバト福島PR合宿 
おかやまバトン　

■企画概要  （目的）：　福島の子どもたちを岡山に招待してのプロジェクトは今回が4度目の実施となる。
  　今回は、福島で『自分たちは被災者ではあるけれど被災地を元気にしたい』と里の子会
が始めた「ふくしまバトン活動」の一環として、「福島PR」ということを目的の一つとし活
動を行った。�
  　今までも行ってきた海水浴等に加え、お世話になっている岡山の方々を招待しての「福
島里の子会日本舞踊ディナーショー」、また台風の影響により中止となった「日本舞踊発表
会」を予定していた日程ではより多くの方に子どもたちの気持ちが届くよう、日本舞踊の
様子や福島PRの発表の様子のビデオ撮影を実施した。�
  　先ほど述べた「福島PRの発表」とは、子どもたちによる手作りの模造紙や、さし棒を使っ
ての発表のことである。里の子会の子どもたちは日本舞踊教室のメンバーの集まりである
ため普段通っている学校もバラバラで、学年も小学生から高校生まで幅広く、集まること
が難しいなど様々な困難があったようであるが、高校生が中心となり準備をしてきてくれ
ていた。発表は３グループに分かれ、伝統工芸品、観光地、農産物について子どもたちが
調べ、感じたことを踏まえながら行われた。�また、この農産物に関連して福島の農産物を使っ
たお料理教室や野菜やお米、果物の配布も行いその安全性を岡山の方々に向けて発信した。

■実施事項： 
開催日：2014 年８月６日～ 11 日�
対　象：福島県福島市�花柳流里の子会の子どもたち（12 名）と引率者（２名）�
活動内容：�ウェルカムパーティー、日本舞踊ディナーショー、日本舞踊教室、お料理教室、

海水浴（直島）、日本舞踊ダイジェストムービー撮影、おかバト塾、フェアウェ
ルパーティー�等
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■成果（今 後の展開）：　�いちばんには子どもたちが自分たちの言葉で福島PRを十分にできたことが
挙げられる。そのなかで今まで観客とステージ上の出演者としての関わり方をしていた里
の子会とおかやまバトンを支えてくださっている岡山の企業団体、その他の方々がより近
い距離で交流できたことも今後につながる大切なことだったのではないかと感じている。
また今まで弱かった自分たちの活動の発信という点においては期間中、Facebookや
twitter、ブログの更新も積極的に行えた。�

　�　またこれはメンバーの中での意識のことではあるが、まだ子どもたちに会ったことのな
かった新メンバーの意識が子どもとのかかわりをとおして「誰かのために」から「あの子の、
この子の笑顔のために」という具体的な対象に思いをもてるようになったことは非常に大
きな変化であり、成果でもある。�

　�　今後の展開としては今までつながりをもってきた岡山の方々とのかかわりを大切に、子
どもたちのことをいちばんに考えて、自分たちらしく活動を続けていきたい。�
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＜学生企画⑤＞

岡山大学をSNSで盛り上げよう 
学生取材班　

■企画概要  （目的）：
目的としては、岡山大学公式Facebookを用いて岡山大学のファンを増加することである。�
学生が大学広報の一端を担うこと。
具体的には以下の内容で行った。�
　1　大学の四季の自然や風景を、スナップ写真で切り取り特集する。�
　２　大学生が活躍している活動に注目し、その内容などを特集する�
基本的にはこの投稿内容で行い、週三回の定期投稿を行った。�
また、記事の投稿において、紹介記事と記事を補助する写真の添付を行った。

■実施事項： 
【企画概要1】�
岡山大学の魅力的な施設や四季の風景の投稿を行った（左図）。�

【企画概要２】�
AGORA 採択企画のいくつかの団体に伺い、活動の様子などを撮影し紹介した。�
また、注目した学生と共同で物語調の企画も行った（右図）。�
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■成果（今 後の展開）：　�今後の展開としては、以下のことを考えている
1　動画投稿の拡充�

　Facebookには動画を投稿することが可能なので、岡山大学の公式動画を投稿するユー
チューブとリンクして運営することが考えられる。

２　投稿内容の拡充�
　�　人数不足もあるが、十分な内容の投稿を行えているとは言いがたく、大学にはまだま

だ魅力が眠っているので、新企画や既存の投稿のレベルアップを図り、益々岡山大学に
好感を持つ方を増やすことができると考えられる。�
　そして、それだけでなく文章執筆力や撮影技術の向上も図っていきたい。�

３　岡山大学関連施設の紹介（学外へ活動の場を広げる）�
　�　他の広報が上手な大学のフェイスブックを見てみると大学の敷地外のネタも取り入れ

ているところが多い。�
　�　例として、岡山大学の学生には今年の一月から後楽園など入場が無料になるサービス

を開始している。このようなサービスの紹介を行うことで、情報の周知や関心を持って
もらう機会になると考えている。他にも学生に人気の飲食店なども取り上げたいと考え
ている。
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＜学生企画⑥＞

七　　夕　　祭・イルミネーション企画 
Li☆Luck　

■企画概要 （目的）：　学生による実行委員会を組成し、七夕祭やイルミネーション企画で岡山大学と
その周辺の地域との交流を図り、人と人とのつながりを作る場を設け、地域の活性化を目
指す。

■実施事項： 
⑴ 七夕祭
７月 12 日
参加者数：1000 名以上
うらじゃ、ダンスなどのパフォーマンス
飲食ブース
短冊作成ブース
笹を飾り付け、会場に飾り
その他装飾

⑵ イルミネーション企画
12 月 17 日
参加者数：500 名程度
うらじゃパフォーマンス
飲食ブース
イルミネーション装飾（ピーチユニオン、交流広場）��
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■成果（今 後の展開）：
⑴ 七夕祭
⃝�来場者1000名以上。地域の方々に気軽に来場していただけた。
⃝�地域ポスティングや、近隣校へのポスターやビラの散布の効果が見られた。
⃝�子どもから大人まで、飲食、娯楽店舗に行列を作ることができた。
⃝�ステージ企画も盛り上がりを見せることができた。
⃝�会場装飾も夏っぽさや、夏祭りのような雰囲気を演出することができた。

⑵ イルミネーション企画
⃝�イルミネーションの追加により、例年より色鮮やかなイルミネーションができた。
⃝�当日スタッフを多く集めることができ、学生同士の交流を深められた。
⃝�NHKの取材があり、「大学のイルミネーション」として盛り上がりを感じた。
⃝�多くのお客さんの歓声が聞こえた。
⃝�次年以降はもっと規模の大きなイルミネーションにしたい。
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＜学生企画⑦＞

ILOHA STUDY PROJECT 〜岡山で学び、岡山で還す〜  
国際医療勉強会ILOHA　

■企画概要 （目的）：　現代社会を取りまく医療状況及び国際情勢とその課題について学び、将来社会
に出て活躍する際に役立つような幅広い知識と積極性を身に付ける。また得た知識を用い
て身近な問題に気づき、解決に向け自らアクションを起こすことができる力を身につける。�

【単年度の活動目標】 
　1年間1テーマを決め、現場での経験を含む学習を自主的に行う。この中で得た学びか
ら自分の地域での問題に気づき、アクションを起こすことで自らの学びを地域に還元する。
こうした活動の中で、地域の方と学生の間に顔の見える関係づくりを構築していく。�

■実施事項： 
春プロ研修＠大阪、岡山、東京／　2014 年３月 
　医療を教育・ジェンダー・宗教という観点から見つめ、考え方の幅を広げることを目的に
実施した。こどもの里ファミリーホーム（大阪）や浄心寺（東京）等を訪れた。本研修を通
し、自分の知らない現状が未だ日本国内にも多く存在するという印象を受けた。海外で自分
の価値観が壊される体験も必要だが、日本でも新たな発見はまだまだ出来ると感じた。�
参加人数：部員 11 人�

勉強会（第 3 期） ／　2014 年４月～ 2014 年７月 
　『What�is�your�standard?』をテーマに、様々な世界の standard の比較を通し学びを深め
た。具体的には、「世界のトイレ」「宗教」「経済思想・主義」「教育」を各月のテーマとし
て取り扱った。無意識のうちに形成していた自身の価値観から一度脱し、他の価値観に触
れ理解する重要性を再認識した。�
参加人数：部員全員�

夏プロジェクト ／　2014 年８月 
　前期で学んだ『standard』の違いを体感するた
めに、日本と同じアジアながら多民族国家である　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フィリピンで研修を行った。現地で

は� Tuloy � Foundation（ストリートチルドレン、孤児等の子どもたちをケア・教育する�
NGO・NPO� 団体）・Salt� Payatas（スラム街の子どもたちに教育の機会を作る� NPO� 団
体）等の訪問に加え、煙をあげるスモーキーマウンテンも目の当たりにした。これらを通
し、教育・医療を受ける機会に対し『standard』が及ぼす影響力の大きさを痛感し、

同時にそれとの向き合い方を再考するべきだと感じた。

参加人数：部員５人
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勉強会（第 4 期）／　2014 年 10 月～ 2015 年３月 
　当フィリピン研修を通し、人間の健康を考える上で不可欠である環境の大切さを痛感し
たことをきっかけに『環境問題』を第４期テーマとして設定した。水、食糧、公害、動物
多様性といった幅広い分野の勉強会を通し、個別具体的且つ体系的に環境問題に対する見
識を深めた。�
参加人数：部員全員�

吉岡秀人医師講演会／　2014 年６月 
　特別非営利活動法人�Japan�Heart�代表で、ミャンマー、カンボジア、ラオスなどで医
療活動を行う吉岡秀人医師の講演会を企画した。岡山市北区表町にある美容室�KamonR�
さんでは毎年吉岡先生の講演会を開催しており、昨年から�ILOHA�も企画段階で関わら
せていただいている。今年は吉岡先生の最近の活動報告に加え、吉岡先生と美容師、学
生を合わせたトークセッションも行った。�
参加人数：外部より�70�名程度�

頼藤貴志先生講演会／　2014 年 11 月 
　2014�年度後期の勉強会テーマを「世界の環境問題」と定めていたため、水俣病の世界
的研究者である頼藤貴志准教授（本学大学院環境生命科学研究科）をお招きして、水俣
病問題について講演していただいた。環境は人間の健康を考える上で欠かせないが、環
境保護の裏には経済的発展の阻害という側面があることを理解する重要性と、学生だけ
では得られない最新かつ正確な知識を教えていただく機会を得た。�
参加：部員�+�外部より５名

■成果（今 後の展開）：
⃝��ILOHAサイクルを徹底することで一貫性のある学びを達成することができた。�
⃝��IFMSAを通じてモロッコからの留学生受け入れを実施した。その結果、国際問題に関す

る意見交換、文化交流をすることができた。�
⃝��外部の方を招いての講演会・WSを行うことで、内輪のみでの学びを回避することがで

きた。
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＜学生企画⑧＞

学生によるスクールボランティア活性化支援事業 
岡山大学教師教育開発センター�

スクールボランティアビューロー学生スタッフ

■企画概要 （目的）：　現在、岡山県では全国一斉学力テストの結果からも分かるように、学力低下問
題が顕在化している。また、発達障害の子どもを含む通常学級においても、1学級1担任
制を設けている現状、支援員や学生ボランティアの協力を得るなどして対応しているが、
圧倒的に数が足りていない。こうした背景から、学校側はボランティア活動ができる学生
からの支援を要請しているが、岡山大学における学生ボランティアの数はその需要に追い
ついていない。本企画は、スクールボランティアに携わる学生を1人でも多く輩出するこ
とで地域（学校）の課題解決の一助を果たすものである。そのために、スクールボランティ
アに関心のある学生に対して、彼らが実際に学校現場でボランティアできるまでのサポー
トを行う。

■実施事項： 
①スクールボランティアフェアの開催
４月５日開催、参加者 142 名（学校関係者・大学教職員を含めると 182 名）�

スクールボランティアに関心のある学生たちを集め、学生同士、また、各教育委員会・
学校等との交流ができるイベントを行い、学生のボランティア意識を高めた。また、スクー

②スクールボランティア事例集の作成
５月～３月

スクールボランティアとして各学校で活躍している学生の事例を集めた、『スクールボラ
ンティア事例集』を作成し、配布に向けて取り組んだ。スクールボランティアに携わって
いる学生の具体的な活動内容等を冊子としてまとめ、学生に配布することで、これからス
クールボランティアを始めようとしている学生へのサポートを行うことができることを期
待している。

ルボランティアを必要としている地域（学校）の人々と面と向かって話をすることで、
お互いに求めていることを確認し合い、そ�の場でマッチングできるような環境づくりを
提供した。

③早島ボランティアツアーの開催
10月18・25日開催、18日参加者６名（教員1名）、25日参加者12名（教職員４名）�
　早島町で毎週土曜日の午前中に行われている小中学生の学習支援「土曜日はやしま塾」
にボランティアとして参加する体験型ツアーを催行した。スクールボランティアに興味が
ある学生を対象に、ツアーを通して一度スクールボランティアを体験してもらうことで、
ボランティアに対する不安や緊張を少なくし、活発な活動を促した。�
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■成果（今 後の展開）：
成果は以下の通りである。
⃝��ボランティアフェアにて、学生と教育現場がともに、お互いのことを知れる機会をつく

ることができたことについて、大きな反響があった。�
⃝��インタビューを通して、教育委員会や現場の先生方に本団体についての認知を高められ、

つながりを強化することができた。�
⃝��「はやしま塾」にボランティアとして参加する学生を増加させることができた。�

今後の展開としては、以下のことが挙げられる。�
⃝��新たに新規メンバーを加えた新体制で活動を継続していく体制の構築�
⃝��スクールボランティアフェアの継続的な実施�
⃝��ボランティアそのものに力を入れた新事業の構想�
⃝��メンバーの主体性を促せるようなマネジメントによる組織経営�
⃝��教育現場における本団体の認知の向上�
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＜学生企画⑨＞

瀬戸内市裳掛地区再生プロジェクト
岡山大学まちづくり研究会裳掛班　

■企画概要 （目的）：　本企画は、岡山県瀬戸内市裳掛（もかけ）地区を活動の中心としている。�裳
掛地区は、古くは平安時代の和歌に登場するなどの歴史があり、また、「迫門の曙」と呼ば
れる朝日は絶景で、日本の朝日百選に選ばれるほどである。しかし、裳掛地区は現在の日
本で大きな問題となっている、少子高齢化の進んでいる中山間地域である。小学校の生徒
数は42人、高齢化率は50％を超えている。そのような状況の中で、「地域のコミュニティを
維持し、地域を元気にしていく」ことを目的として結成された「裳掛むらおこしプロジェ
クト」の方々と学生が協力して、様々な活動を行う。今年度は、裳掛地区をPRするパンフレッ
トを作ることを目的として活動を行った。

■実施事項： 
◆実施日・内容・参加人数（裳掛地区での活動に限る）

※原則として、毎週日曜にミーティングを行っている。

◆今年度は地域住民から集めた意見を基に、以下の３つの活動を中心に行った。
①農産物販売による裳掛 PR

【目的】 
⃝��耕作放棄地の利用
⃝��裳掛の PR

【今年度の活動内容】 
⃝��サツマイモの栽培
⃝��収穫後、「大学祭」、「有機生活マーケットいち」で販売
⃝��販売の際、パネル、パンフレットで裳掛地区および本活動の PR

実施日 内容 参加人数
５/11 活動発表会 11名

５/31、６/1 農地開墾・サツマイモを植える 13名
８/24 裳掛歩き 12名
９/５ 裳掛小夏祭りへの出展 12名
９/21 サツマイモ畑の草抜き 6名
10/11 サツマイモ収穫 13名
10/19 交流会 12名
11/16 古民家の掃除 11名
1/17 どんど祭りへの参加 14名
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②裳掛地図作り
【目的】 
多くの人に裳掛を知ってもらうための
地図を作る

【今年度の活動内容】 
⃝��まちあるき
⃝��住民の方から情報収集
⃝��集めた情報を基に、地図の作成

③裳掛住民との交流会
【目的】 
学生と地域の密接な関係を築く

【今年度の活動内容】 
⃝��裳掛にある組織との交流（例：コミュニティ協議会、PTAなど）�
⃝��今年度はコミュニティ協議会と「地図作り」というテーマで開催

■成果（今 後の展開）：
◆農産物販売による裳掛PR
栽培・管理・販売と、すべて学生が中心となって活動することができた。目的としている
裳掛のPRについては、収穫したサツマイモを販売する際に、パネル展示やパンフレットの
配布という形で行った。購入される方だけでなく、店の前を通る方もパネルに目を通すなど、
自分たちの活動や裳掛に興味を持った人は多く感じられた。

◆裳掛地図作り
学生が裳掛について詳しく知ることができた。現在、集めた情報を基に地図を作成しており、
年度末の完成を目指している。

◆交流会
今年度は、裳掛コミュニティ協議会と開催した1回のみとなってしまった。原因として最
も大きいことは、私たちが裳掛にどんな組織があって、どんな活動をしているのか分から
なかったことや、地域の方との連携不足である。今後は、来年度に向けての改善を図る。

◆来年度に向けて行うこと
⃝��活動の中心を現在の２回生から1回生に引き継ぎ
⃝��今年度行った企画を、裳掛の方々と見直す
⃝��来年度も続ける企画、改善して行う企画、新たな企画の検討
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＜学生企画⑩＞

ティーチイン岡山
社会科教育学専修　

■企画概要 （目的）：　ティーチイン岡山では、大学生と市民が集まって、いま世の中で起こっている
出来事や話題になっている社会問題について自由に討論し、互いの意見を交換しています。
これから教師になる私たち自身が社会に直接かかわり市民として行動していく必要がある
と考えています。

■実施事項 ： 　今年度の活動は、愛媛大学の学生との共同開催を含め、４回ありました。まず、第1
回は２月 22 日に愛媛大学で、「主体的に行動できるような主権者になろう」をテーマに、
選挙について考えていきました。第２回は５月 20 日に行い、韓国からの留学生を交えて、
日韓両国のよりよい関係について考えていきました。第３回は８月 31 日に行いましたが、
温羅伝説をテーマに岡山の事例を取り上げることで、よりよい岡山のまちづくりについて
考えることができました。第４回は 12 月 12 日に行った森永ヒ素ミルク中毒事件について
ですが、この時も岡山で起こった事件を取り上げ、歴史から学ぶことの大切さを実感しま
した。このように今年度は４回活動することができ、参加者はすべて 30 から 40 名程度で
した。また、11 月1・２日には、ティーチイン岡山での活動を愛媛県で行われた学会で発
表することで、県外の多くの方の意見を聞くことができ、これからのティーチイン岡山の
活動を考えるうえで、参考になることがたくさんありました。

■成果（今 後の展開）：　今年度活動する中で得られた成果は４点あると考えています。まず1点目は、
ティーチイン岡山のような大学生と市民が議論することのできる活動を継続していくこと
の重要性を実感することができたことです。市民の方々と語り合うことで様々な見方や考
え方を学ぶことが出来ました。２点目は、高校生の参加者があり、幅広い広い年齢層での
話し合いができたことです。この点については来年度以降も力を入れていきたいと考えて
います。３点目は、一人ひとりが岡山のまちづくりについて考えていくことができたこと
です。ティーチイン岡山では、自由に意見を語ることがテーマであるため、参加者一人ひ
とりがよりよい岡山のまちづくりについて考えていくことが出来ました。４点目は、学生
が企画し、プレゼンテーションを行うことで、どうすれば上手く伝わるのかということや
今何を議論する必要があるのかということを考えることができたことです。これから教員
になる私たちにとってはとても重要なことだと感じています。今後は今年度の活動や反省
点を踏まえ、活動していきたいと考えています。現段階で３月に信州大学での合同のティー
チインが開催予定であり、７月には岡山の高等学校へティーチインの活動を出張で行う依
頼がきています。このように、ティーチイン岡山の活動を多くの市民や学校、他の団体に知っ
ていただき、活動の場を広げていきたいと考えています。
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＜学生企画⑪＞

満月BAR 
満月�BAR�実行委員会（仮）　

■企画概要 （目的）：　満月BARは満月の夜にだけ開催され、岡山の街中にありながら緑と自然あふれ
る西川緑道公園で美味しい料理、お飲物、ライヴをお楽しみ頂く場として2012年６月より
始動。フード、ドリンク共に西川緑道公園周辺の飲食店と提携し、西川緑道公園との繋が
りを重視したイベントである。20代を中心とする学生・社会人の有志のメンバーで企画・
運営を行っており、�
　〇西川にもっと賑わいをつくること。�
　〇西川の素敵なお店を知っていただくこと。�
　〇若者が自分たちで街をつくっていくこと。�
などを目的として活動している。�
　満月BARは、よりお客様と共におしゃれで心地よい空間にするために、月ごとに異なっ
たテーマに沿った企画・音楽ライヴを行い、より多くの人に認知されたイベントにするた
めに、席数の増加、運営方法の見直しを積極的に行うなど、回を重ねるごとに洗練された
イベントになるよう精進している。

また、今年は行政とのコラボレーション企画である石山公園での満月BARや、学生メン
バーのみで運営・企画を行った、岡山大学学園祭出店など新たな試みも行っている。

■実施事項 ： 　【2014 年満月 BAR 実施事項】�

〇満月 BAR のスタイル�
　西川緑道公園周辺の飲食店、フード５店舗、ドリンク３店舗と提携。お客様に、最初に�¥500�
×�10�＝�¥5,000�のチケットを購入してもらい、そのチケットを使ってドリンクやフードと交
換してもらう。キャスト（男性スタッフ）は、テーブルを回って料理のオーダーを取り、
飲食店から運ばれてくる料理の提供などを行う。幅広い年齢層のお客様にご利用いただき今
では毎回�500�人以上を集客している。

月日 実施イベント名
４月19日（土） 満月BAR�Vol.15
５月17日（土） 満月BAR�Vol.16
６月14日（土） 満月BAR�Vol.17
７月12日（土） 満月BAR�Vol.18
９月９日（火） 石山公園×満月BAR
９月13日（土） 満月BAR�Vol.19
10月８日（水） 石山公園×満月BAR�
10月18日（土） 岡山大学ホームカミングデイ2014ブース出店�

11月1日（土）・２日（日） 岡山大学学園祭ブース出店�
11月５日（水） ESD�Welcome�Party×満月BAR
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〇石山公園×満月BAR 
　西川緑道公園とは、一味違う雰囲気を味わえる石山公園での満月
BAR。９月と10月の満月の日に計二回行われ。最高のロケーション
と美味しい料理、お酒が飲めるということで1000人近くのお客様を
集客した。�

〇 ESD Welcome Party×満月BAR 
　毎年恒例のイルミネーション点灯式と合わせて、「ESDに関するユネスコ世界会議」で県
外・海外から岡山を訪れた方々へのおもてなしを行った。お料理、飲み物だけではなく岡山
で活動されている方々による作品販売ブースも設け、日本の伝統や岡山の魅力を存分に伝
えることができた。

■成果（今 後の展開）：
【成果】 
　⃝��昨年を上回る集客数�
　⃝��岡山武蔵倶楽部大賞受賞（特別表彰式において）するなど岡山では認知されたイベン

トに。
　⃝��認知されたことにより満月BARキャストの増加�

【課題】 
　⃝��昨年より席数を増やしたものの、お客様が増えたことにより席数、チケット枚数不足

が昨年と同様に発生�
⇒席数、チケット枚数の更なる増加を検討。
⃝��お客様の導線の確保
⇒レイアウトの変更、キャストの増員を検討。
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＜学生企画⑫＞

頭島に架かる希望の橋 PARTⅡ
〜日生諸島の変化を追って〜

文学部社文文３回生　

■企画概要 （目的）：　現在離島である頭島と日生本土を結ぶ「備前♡日生大橋」は2015年４月に完成
予定である。昨年に引き続き、この架橋が日生諸島住民の生活に与える影響を、頭島だけ
でなく、隣接する大多府島も含めて考察するのが本企画の目的である。架橋がもたらす潜
在的利便性を探るとともに、頭島住民と大多府島住民との意識のずれ、地域格差の出現や
孤立化の可能性などについても調査する。また、今回の架橋が、日生本土と諸島が一体となっ
て、新たな観光資源の発見・開発や観光戦略に結びつく契機となるかどうかを追究する。

■実施事項 ： 　３月 27 日 ~30 日に行ったプレ調査では、14 名全員が参加した。この学年として初め
て実際にインタビューを行い、テーマを絞り込んだ。その後、プレ調査で得た収穫や新た
な疑問から、各々のテーマを再考し、それ以降は各自で計画を立てて追加調査を行った。�
　内容としては三つの地域に分かれ、日生本土では主に観光について、頭島では島民の生
活と行事、カキ養殖を中心とした漁業やミカンといった産業について調査した。また、今
回は頭島の隣の大多府島にも調査に行き、すでに廃校となった小学校の運動会や、島内の
寺院、架橋と島の関係をテーマに設定した。

■成果（今 後の展開）：　文献で得た情報と、フィールドワークで聴き取りを行って得た情報に違いが
見られた。また、何度も調査地域へ通うことにより、多くの方から意見を伺えたので、そ
れぞれのテーマについて考えを深めることが出来た。実際の生活の場に行くことで、島の
方々が何を重要視しているか、対話の中で探ることが出来た。一つの問題でも多くの立場
からの考えがあることに気付いた。このように、実際のフィールドワークに出ることの重
要性を体感した調査となったことが大きな成果である。�
　今後の展開としては、平成27年４月に備前♡日生大橋が開通することを踏まえて、架橋
前後の日生地域の変化を調査する予定である。具体的には、頭島が陸続きになることで小
学校に変化は見られるのか、定期船を含む交通は今後どうなるのか、といった問いが考え
られる。�
　なお、この調査は昨年度から引き続き行われ、昨年度、今年度、来年度のレポートをま
とめて報告書を作成することが最終目標である。まずは今年度のレポートをまとめて、来
年度中心となって調査する２回生の資料として役に立つことを目標としている。
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＜学生企画⑬＞

大学生の考える「よりよく生きる」プロジェクト
−地域で語り合い、発信する「死生観」−

めめも会　�

■企画概要 （目的）：　めめも会は「死とは何か」「生とは何か」という問いを学部の垣根を越えて、
考え語り発信することを目標に活動している団体です。まちなかキャンパス企画に参加す
ることで、より広く学びの場を持つこと、身近な地域に根ざした交流や企画を実施するこ
とを目的としました。

■実施事項 ： 
１） 講演会『最期まで、自分らしく生きる』の主催及び交流会の実施�

10 月 25 日（土）�13：30 ～ 16：00��（岡山大学付属図書館�鹿田分館にて）�
講演『看取りを支えるために大切にしたいこと～在宅緩和ケアの経験から～』�
講演者：赤瀬佳代先生�（日本財団在宅看護センター企業家育成事業研究生）�
参加人数�20 名程度�

２）光岡助産院訪問 光岡助産師さんとの交流
9 月 28 日（日）�10：00 ～ 12：00�（光岡助産院、岡山市中区門田屋敷にて）�
参加人数７名

３）犬島訪問 島民の方との交流会
11 月 22 日（土）～ 23�（日）�（岡山市東区犬島コミュニティハウスにて）�
参加人数 10 名�
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■成果（今 後の展開）：　講演会や訪問などの企画に取り組むことで、地域との交流の場を設けること
ができ、より広く様々な人々と交流することができました。今回の企画を通して、普段の
生活ではあまり意識されない死生観について様々な角度から考えるきっかけが得られ、死
生観の多様さを感じることができたと考えています。�
　しかし今年は活動初年度ということもあり、企画の準備に多くの時間を取られてしまっ
たことが反省されます。実施前の準備や実施後の意見交換を通して、メンバー個人やめめ
も会全体で考えを深め共有することができたと実感しているので、次年度は活動後に学ん
だこと、感じたことについてメンバー間でより深い意見交換をしていきたいと思います。�
　また今後の目標は、死生観について考えることのできる場をメンバー以外の学生や地域
の人々に対しても、より広く提供できるようになることです。私たちが学んだ「死生観」
について、地域の中学校、高校を訪問することで、中高生と共有ができたらと考えています。
そして今年度に山陽新聞社に活動を取り上げていただいたことは一つの成果であり、死生
観に対する社会の関心の高さが表れていると言えると思うので、これからは広報もより一
層意識して行いたいです。実施している企画や活動を知ってもらうことで、学内や地域に
根付いていくことを目標に、今後も継続的な活動を行っていきたいと考えています。
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＜学生企画⑭＞

高校生トークinOC
学生トーク実行委員会　

■企画概要 （目的）：　大学受験を控える高校生に対し、現役の岡山大生や卒業生と交流する機会を設
ける。交流を通して自身の将来像や大学に進学する意味を主体的に考えてもらうきっかけ
を創出する。同時に岡山大学、岡山という土地に魅力を感じてもらう。

■実施事項 ： 　岡山大学にて開催されたオープンキャンパスイベントにブース形式で参加。
【日時】 
　平成 26 年８月８日�
　（台風接近のため、規模を縮小して開催）�

【場所】 
　岡山大学図書館３F セミナールーム�

【参加者】（　）内は参加者数�
　⃝��オープンキャンパスに訪れた高校生（20）�
　⃝��現役の学生（12）�
　⃝��既卒生（卒業生（４）及び教職員（３））�

【概要】 
　高校生、大学生、卒業生、および教職員を一堂に集めグループトークを展開。�
　�場に与えられたトークテーマについてスケッチブックを利用し、自身の意見を書いても

らうことで各々の意見を都度共有してもらいながら議論を深めていった。�
※ トークテーマ例
⃝��勉強する意味とは？
⃝��卒業後の進路はどんな具合？
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■成果（今 後の展開）：　高校生、大学生、既卒生の３つの立場の参加者が一堂に集まることで三者三
様の受け取り方があったように感じられた。�
◯高校生・大学生・既卒生

�高校生は大学生、既卒生から大学生活の様子や、卒業後の進路、大学生になって思い悩
んでいることなどの話を聞くことで、自らの将来を考えるきっかけになっている様子だっ
た。実際、参加した高校生から高校卒業後の進路を考えるきっかけになったという感想
が多数あった。

◯大学生・既卒生
�大学生が持つ将来像や、抱えている不安などを共有してもらうことにより、さらに年上
の既卒生の人々から助言や、経験談を聞いている様子も見受けられた。

【今後の展開】 
　�本番当日、台風によりイベントのスケジュールが大幅に変更されるなどトラブルも多かっ

たが、参加者の反応は上々で、本イベントに大きな手応えを感じている。改善点も多数
発見できたため来年以降に生かしていきたいと考えている。
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４- １　聞き書きを学ぶ

■目的
実践知教育で重要な「深い現場体験」と「傾聴」を組み

込んだ学習の手法として「聞き書き」がある。これは、例
えば、学生が、長年林業に従事してきた高齢者のもとを訪
ね、その人の人生や知識・技術等について一対一で聞き取
りし、録音に基づいてその人の個人史として文章化するも
のである。学生は、事前の質問項目の洗い出し、下調べ、
聞き取り実施のためのアポイント、事後の文章校正のお願
い、礼状出しなど、様々な実務、ビジネスマナーも合わせ
て学ぶことになる。�

　この手法は、岡山大学の実践知教育に広く応用できるも
のであると考え、その第一人者である澁澤寿一氏（明治の
実業家、澁澤栄一の曾孫にあたる）を講師に招き、勉強会
を開催した。なお、県内では、澁澤氏の指導によって高校
生の聞き書きが行われており、岡山県もこれを支援してい
る（備中県民局）。岡山大生が聞き書きの技術を覚え、経
験を積んだ場合、大学生が高校生を指導するサービスラーニングが可能になる。その実現に向けて、
高梁川流域学校（荒木勝理事が校長を務める）との連携を進め、流域学校のプログラムとして聞き書
きを企画、実施する予定である。�

■開催概要
日時／平成 26 年９月 25 日（木）�14：00 ～ 17：00
場所／中央図書館ラーニングコモンズ
参加／学生９人、教職員５人、一般社会人（岡山県・市職員など）５人
内容／①聞き書きの意義と手法について講話（澁澤寿一氏）�

②聞き書きの模擬体験
③アンケート

講座の様子
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■「聞き書き」の手法（澁澤 寿一 氏） 
① 郷土史や民俗調査は、事実・史実の積み重ねであるが、それらの行間を埋める作業が ｢聞き書

き｣ である。情感が大事であり、その人の職業や想いを通じ、そこに生きた人間の人生を浮かび上
がらせる。

②準備
【心構え】��相手の人生を聞く、聞かせていただく。1 対 1 でその人の人生を正面から受けるというこ

とは、なかなか無いこと。例えば大工さんは、聞き手から見れば1つの職業だが、話し
手にとっては大工という生き方。相手を尊敬し、謙虚な心で聞く。「それは違うでしょう」
「こういう理由でしょう」ということだけはやらないこと。相手の理解どおりでよい。
話しの中で相手に気づいてもらうことはある。��

【風土を読�む】その人が生きてきた情景を見る。歩いて考える。坂道の勾配、土の匂い、水の冷たさ。
少しでもその人のことを勉強して知る。例えば、石積みの棚田。石積みの分だけ田んぼ
を広くしようという思いの結晶。米づくりのことだけ聞いていても、その人の人生が浮
かばない。日本の自然は人間が全部手を入れてきた。全部意味がある。人間の「思いの
証し」が集落の風土。なぜそうなのかを考え質問する。��

【質問を用�意する】自分が何を聞きたいか、あらかじめ質問を用意する。会話の「きっかけ」として。
しかし、質問の羅列では良い聞き書きはできない。�

【録音機の�準備】ここの失敗は致命的。電池の残量、機材の特徴の把握（集音範囲、ノイズなど機
材により録音は異なる）。必ず事前にチェックする。�

③まず相手に伝えること
｢聞き書き｣ とはどういうものであるかを伝える。なぜそこに来たか、民俗調査ではないこと、聞

き書きの意味を伝える。そして、録音し、カメラで写真を撮らせてもらう了解を得る。聞き書き作
品に仕上げるには、ポートレートが必要であり、録音は遠慮せず相手の近くに置く。ポートレート
も一歩近寄って写真に収める。一歩その人に近づける信頼関係を作ってからでないと聞き書きに入
れない。実は、録音も写真もその人の心の中に土足で踏み込む行為に他ならない。
　原稿はご本人に確認し、不都合があれば修正、削除できることを伝える。書いたものは発表する
前に必ず話し手に見せることを約束する。これが、信頼関係の形成には不可欠である。修正できな
いと思うと、話し手は間違ってはいけないと緊張する。その緊張をほぐすことで、本音を引き出す。��

④聞く
　聞き書きは「対話」である。しかし、作品は、最後に聞き手の質問のところを削り、まとめる。
どうやって初対面の知らない人とうまく「おしゃべり」できるかが決め手。話し手にとっては当た
り前のこと（炭窯の火の色、木材の性質・・・）が本質であることが多い。話し手はそれをあえて
説明しようとはしない。繰り返しになっても、何度も聞きなおす。��

メモは会話を補足する。「これくらいの・・・」という会話はメモを取ることで、作品の中に具体
的な大きさとして示せる。メモは作品にまとめる時、構成と展開を考える上でとても重要である。
メモを取ると、しっかり見て、しっかり聞ける。録音に頼っては駄目である。しかし、メモはカメ
ラと同じに相手から見るといやな行為。プロはメモをとらない。

たくさんの分からない言葉が出てくるが、それは勇気を持って聞く。聞きなおす、漢字を聞く、
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見せてもらう、やってもらう、ことが大事である。また、自分の常識を疑うことも大事である。例
えば釘を打つということでも、釘1本でもいろいろな種類があり、自分が知っているものとは別物
であること考えられる。そのような思い込みを捨てること、何気ない言葉を逃がさないことが重要
である。�
　よくある困ったことに、「会話が途切れる」ということがある。聞き書き作品は、話し手の興味、
人生も併せて浮かびあがらせるのであるから、聞き手が自分のことを話さないと、会話は続かなく
なる。従って、話しやすい雰囲気作りが重要。人生論を語る人、民俗学の知識を語る人、テレビの
解説者のような話をする人・・・いろいろである。話しのお付き合いも必要だが、本論に戻す努力
をしなければならない。過剰な謙遜と事実でないことばかり聞いても意味がない。��

⑤まとめ
録音テープの書き起こしは大変な仕事である。原稿用紙1枚（200 字）が約1分のお話しに相当す

る。２時間のお話であれば、膨大な枚数の書き起こしをすることになるが、これが基本の作業。そ
の後、削除の作業に入る。削り方が勝負で、どんどん削っていく。要らない部分は、聞き手の質問、「あ
のう、だけど・・・」など。
　削除の後、作品に仕上げていく。文章を整えつつ、人格を崩さないようにする。趣旨を曲げない
範囲で書き直し、書き加えを行い、表現は統一する。話のまとまりごとに小見出しをつけるとよい。
作品の読者の立場に立つことで、読者の興味を引く小見出しを考える。出だしの物語を決め、本来語っ
た順番とは違う並べ替えをしてもよく、読者が興味を持ち読み進んでくれるように構成する。表題
は最後に決める。

■アンケート結果
　参加者に対して、聞き書きについての感想や、今後、聞き書きをどのような場面で活用したいか
を自由記述で答えてもらった。結果は、次表の通りである。�
アンケート結果

NO. 職業 問１
印象に残ったこと、学びを２つまで

問２
聞き書きしたい相手と内容

問３
聞き書きをどこで活用できるか

1 NPO
①聞き書きを通して、自然や人との関
係性を見直す。②未来の選択肢を広げ
る。

【祖父母】残念なことにもういない。
どんな人生で、そのルーツなども聞き
たかった。

地域を限定して、地元高校生が聞き書
きに行く。

2 学生

①私たちの今の暮らしが今後続いてい
くわけではない。今日の自分の生活が
未来までずっと続くと思っていました。
②「聞き書き」について何も知らずに
来ましたが、前田先生のお話で聞き書
きの作業を体験してみると非常に面白
かった。

【父】会社を辞めて今の仕事に就いた
理由。自営業なのに自分に跡を継がせ
ようとしなかった理由。

地元に帰る時、ついでにやると、地元
のことを知るきっかけになるのでは

（自分は地元の特色をよく知らないの
で）

3 学生

①今と昔の人間や、自然等との関係の
違い。②聞き書きによる学生の意識の
変化の話。

【何でもいいので何かに打ち込んでい
る人】その何かに打ち込む理由（単純
に興味がある）。【まちづくりに関わる
人】どのようにまちづくり、まちおこ
しにかかわっていくべきか（まちづく
り、まちおこしに興味があるため）。

各地にあるまちおこしの団体が互いに
話を聞き合っても面白いかもしれない。

4� 行政
①聞き書きはコミュニケーション。②
聞き書きは、聞き手と書き手の共同作
業。

【名人】技術を習得した苦労等。【農家】
農業による自然とのふれあい。

児童生徒の総合的な学習の時間で、老
人ホームに行き、高齢者から聞き書き
をする→児童生徒の他世代との交流、
老人の生きがいづくり。
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４- ２　犯罪被害者支援シンポジウム　： 被害者にも加害者にもならないために

　日　時：　�2014 年 10 月 22 日（水）14：30 ～ 17：45（４- ５時限）�
　主　催：　岡山県警察本部、岡山大学�
　協　力：　山陽学園大学�
　場　所：　岡山大学創立 50 周年記念館�
　出席者数：約 110 人（学生、一般）�
　内　容：

・�講話と護身術実演：�岡山県警察本部犯罪被害者支援室課
長補佐�髙本�恵介

・�講演：�「犯罪被害者の心情と現状�～被害者支援の必要性
について～」�
�公益社団法人被害者支援センターとちぎ事務局長／全国
被害者支援ネットワーク理事�　和氣�みち子

・�パネルディスカッション「被害者にも加害者にもならな
いために」�
コーディネーター：�

�岡山大学大学院教育学研究科教授�山本�力

5 学生

①「おはよう」は、文字データなら
8bit。しかし、対面して聞く場合、表
情や言い方などで感情が伝わる。その
情報量は2300万bit。情報量の違いが
興味深かった。②過去50年、関係性を
切断してきた。経済発展をこういう否
定的なとらえ方をはじめて聞いた。

【政治家】普段感じていることや意気
込み。

研究職の研究紹介→その分野を目指す
人の増加。

6 学生

①「木を植える」ということが何世代
にもわたってビジョンを共有するとい
うこと。②現代の暮らしに慣れた者に
とって、村の暮らし（水の管理など）
の価値観を理解するのは難しい。

【祖父母】先祖代々の土地をどのよう
に管理してきたか。

7� 学生

①「時間の継承」という言葉と考え方
はとても感動しました。家族でも伝承
するのは難しいのに、仕事というくく
りで何百年も続かせること。すごい。
②相手の今の話は今しか聞けない。

【私のおじいちゃん】戦争の話、孫の話。
【全くかかわりのない地域のおばあ
ちゃん】生い立ちと今の生活。

地域づくりをしている大人と、地域づ
くりをしてきた大人に話を聞く。

8 学生
①村の暮らしと現代の暮らしの違い→
行政サービスの在り方について少し考
えました。②価値観の伝承→自分の親
とも価値観が違うなと思いました。

【おじいちゃん】暮らしの変化とか、
戦争の時の話とか。【母】学生のころ
の話とか結婚に至るまでとか。

中学生の児童→いろいろな職場に行っ
て、一緒に働いたり、どんなことをし
ているのか聞いてみる。

9 学生
①戦後の日本の社会システムの限界を
人間と複数の要素の関係から考えるこ
とができる。②その考えを進めるにあ
たって「聞き書き」という手段がある。

10 学生
①現在は、持続可能な社会ではない。
②聞き書きは、相手の思いに自分を重
ねて、その人の生きてきた証を残すこ
と。

【親】小さいころの夢と今の夢。
【祖母】好きなこと。

11 学生� ①何も自分は知らないということ。②
今のライフサイクルの不自然さ。

【県庁職員】仕事のやりがい。働く意味。
【前田先生】恋愛話をぜひ。

12 学生
①生活の中での知恵を学ぶことは大切
だと思った。それを人とのコミュニ
ケーションを通して学ぶので心に響き
やすいのではないかと思う。

13 行政 ①地球の元金に手を付けている。②聞
き書きに正解はない。

中山間のおじいさん、おばあさんに地
域の良さを再認識してもらう。
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　　パネリスト：全国被害者支援ネットワーク理事�和氣�みち子�
岡山大学大学院法務研究科教授・弁護士�吉沢�徹�
岡山県警察本部犯罪被害者支援室課長補佐�髙本�恵介�

　　学内協力者：大学院教育学研究科教授�山本�力（社会心理学）�
大学院法務研究科教授・弁護士�吉沢�徹（刑事実務）�
大学院法務研究科教授�神例�康博（法学部専門教育科目『法解釈の基礎』コーディネーター）�

　�関連する授業課目：�『法解釈の基礎』（2014 年度後期�法学部専門課目）---�オムニバス授業の一部と
して犯罪被害者支援をテーマとする講義があり（担当：吉沢教授）、シンポジウムは授業の一環、受
講生は出席してレポートを提出。�

　岡山県警察では、犯罪被害の実態や生命の大切さ、犯罪被害者支援の重要性について市民の理解を
深めるため、大学や民間支援団体と連携して各地で講演会や講義を行っている。岡山大学でもかつて
講演会を実施したことがあるが、今回は、新たに地域の窓口となった地域総合研究センターが県警か
らの提案を受け、学内での調整と参加の呼びかけを行った。シンポジウムの内容の方向付けや学生へ
の呼びかけについては、長年犯罪被害者のカウンセリングについて研究し民間団体のアドバイザーを
務めてこられた山本力教授、刑事実務を専門とし弁護士としても活躍される吉沢徹教授のご尽力をい
ただいた。�

テーマとしては、学生にとっても身近な問題となりうる交通事故犯罪が取り上げられた。講演者の
和氣みち子さんは、2000 年 7 月に愛娘を飲酒居眠り運転の大型トラックによる衝突事故で亡くされた
後、悪質な交通事故犯罪の厳罰化を求めて署名活動等を展開し、他の被害者遺族とともに刑法の改正�
「危険運転致死傷害罪」の新設（2001 年）に尽力した。犯罪被害者の心情や生活の激変、支援の必要
性については、なかなか世の中に知られることがない。愛娘の遺品と共に檀上から穏やかに語り掛け
る和氣氏の講話に、会場は水を打ったように聞き入っていた。パネルディスカッションでは、犯罪被
害者への支援はどのようなものであるべきかについて、当事者、警察、弁護士、心理学者、それぞれ
の立場から議論された。フロアからも自らの支援体験に基づくコメントや、カウンセリングの方法を
学ぶ学生による質問等が出された。被害者への最大の支援は加害者にならないこと（和氣氏）、「声な
き声」に耳を傾けたい（山本教授）、これまで加害者の人権擁護に関心が集中してきたが、まず被害者
に目を向けてほしい（吉沢教授）とのコメントで討議は締めくくられた。
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　４- ３　直前討論！イオンモール岡山オープン ～専門士業者はこう見る～

　日　時：　2014 年 10 月 25 日（土）13：00 ～ 16：00
　場　所：　岡山商工会議所�会議室（岡山市北区厚生町 3-1-15）
　主　催：　�NPO 法人岡山企業法務研究会、岡山商工会議所、岡

山大学地域総合研究センター
　後　援：　�岡山弁護士会、一般社団法人岡山県中小企業診断士会、

公益社団法人岡山県不動産鑑定士協会、岡山県司法
書士会、岡山県土地家屋調査士会、岡山県社会保険
労務士会、岡山県行政書士会

内　容
　開会挨拶：�岡﨑　彬（岡山商工会議所�会頭）
　話題提供：�「イオンモール岡山オープンを巡るこれまでの動き」
　　　　　　三村聡（岡山大学地域総合研究センター教授・副センター長）
　パネルディスカッション：「Win・Win の関係をめざして私たちプロは、こう見る」
　パネリスト：不動産鑑定士　長家�靖
　　　　　　　社会保険労務士　岡�喜久雄
　　　　　　　税理士　小橋�倫太郎
　　　　　　　中小企業診断士　安東�官
　　　　　　　下関市立大学経済学部教授　難波�利光
　モデレーター：吉岡　伸一（岡山大学大学院社会文化科学研究科�教授、弁護士・行政書士）
　閉会挨拶：三村聡（岡山大学地域総合研究センター教授）
　出席者数：約 80 名（学生、教職員、一般）
　2014 年 12 月のイオンモール岡山開業を目前に控え、巨大商業施設の進出が地域の経済や社会に与
える影響について、公認会計士などいわゆる “ 士業 ” と呼ばれる専門家で構成される NPO 法人、岡山
企業法務研究会の会員を中心とする人々が討議する公開討論会を開催した。
　まず、三村副センター長が、2014 年６月に視察を行ったカンボジアの首都プノンペンにおけるイオ
ンモール開店の様子を報告しながら、岡山店を “ 西日本旗艦店 ” として地域と共に発展することを狙
うイオンの事業戦略を紹介し、地域総合研究センターが行った来街者調査等の結果を基に、岡山市が
持つ魅力を活用し、イオンとも WinWin の関係を築いていくことの重要性について問題提起した。続
いて士業の方々から、それぞれの専門的知見に基づいて、岡山の現状分析と今後の発展のための提言
が行われた。不動産鑑定士の長家氏は、平野部の広い岡山市におけるスプロール化（都市の無秩序な
発展）の問題を指摘し、交通手段のエネルギー効率を高め中心部の集積率を上げるべきだと提案。社
会保険労務士の岡氏は、イオン進出で予想される他企業での人手不足対策として、既存従業員の尊厳
を守り生産性を上げることの必要性を主張した。税理士の小橋氏は、イオン進出以外にも、病院のリ
ニューアル等による建設特需が起きている現状を分析し、これが一段落する平成 28 年以降に来街者を
いかに定着させるかが重要であると提言した。中小企業診断士の安東氏は、駅前商店街や表町商店街、
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デパートが、イオンと地域限定ポイント等の協定を結ぶなどで共存共栄の方策を探りつつあることを
示し、地域の特性を生かして自分の顧客を作っていく努力が必要であって、脅威はイオンではなく後
継者の不在であると指摘した。下関市立大学の難波教授は、北九州市や小倉市の事例と比較しつつ、
商店街活性化には街全体の “ 公共性 ” に着目することが重要であると論じた。吉岡教授が各パネリスト
とさらに詳細について質疑応答を行った後、三村副センター長が、大学は地元の専門家からの示唆を
大切にしつつ、行政とも連携しながら、巨大商業施設と地域が共存共栄する方法について研究と提言
を行っていく旨を述べて会を締めくくった。

４- ４　おかやま交通シンポジウム「地方都市の創生を目指す都市交通システムを考える」

　日　時：　平成 26 年 11 月５日（水）�
　場　所：　�試乗会：岡山大学津島キャンパス工学部前、教育学部前周辺�

シンポジウ�ム：岡山大学自然科学研究科棟２階�大会議
室（大講義室）�

　参　加：　�約 150 名（行政・経済団体・NPO 関係者、
学生、教職員）�

　11 月５日、国土交通省から徳山日出男技監を招いて、
活力ある地方都市岡山の暮らし・観光をはぐくむ交通シス
テムの創造を目的として、「岡山交通シンポジウム『地方
都市の創生を目指す都市交通システムを考える』」を岡山
大学津島キャンパスにおいて、開催した。

シンポジウムに先立ち、岡山大学津島キャンパス工学部
前、教育学部前周辺を会場に超小型モビリティ試乗会が行
われた。�
　超小型モビリティと呼ばれる「i-ROAD」（２台）とコ
ムス（３台）をトヨタ自動車の協力によりお借りし、森田
潔岡山大学学長をはじめゲストとして国土交通省徳山日出
男技監をお招きし、大森雅夫岡山市長、経済界、NPO、マスコミはじめ大勢の学生たちが、小型モビ
リティの運転体験を行った。

▲ COMS（コムス）試乗会の様子

▲ i-ROAD（アイロード）に試乗する岡山トヨタ社長の梶谷俊介氏

pmpw286h
長方形
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シンポジウムでは全体の進行役を三村聡教授、開会挨拶を社会貢献担当理事・副学長の荒木勝

教授がつとめた。次いで国土交通省から徳山日出男技監による「地方都市の創生に資する国土交
通政策について」と題した基調講演では、人口減少に伴う市街地人口の低密度化が進む未来にお
ける、地方都市におけるコンパクトな地方拠点とその間のネットワーク構築の重要性、富山県を
例にそのために必　　　　　　　　要な交通システムの機能分化についての講話があった。地方創生の動きや今後

の地方の政令指定都市における役割、そして地方の拠点都市における都市交通システムのあり方
と進むべき方向性を示唆した。�
　引き続き、大森雅夫岡山市長による基調講演では、「岡山市の取組と都市交通政策への期待」と
題して岡山において高い自動車依存がまちなかのにぎわいへどのような影響を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及ぼしている

か、迫りくる人口減少社会における交通ネットワークの在り方に基づいた上で、公共交通網の
空白地帯における超小型モビリティの役割についての展望が語られた。
　そして、岡山市における都市及び交通の問題、コンパクトシティ構築へ向けた取り組みな
ど、これからの岡山市の都市交通計画のあるべき方向性を提起した。
　パネルディスカッションでは、地方中核都市のまちづく�りと都市交通システムを考えること
をメインテーマとして筑波大学大学院石田東生教授をモデレーターに、まず鎌田実東京大学大
学院教授によって「低速モビリティの活用」と題した話題提供が行われた。多様な超小型電気自
動車コムスの活用方法、車体のコンパクトさを活かし都市中心部における　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移動圏拡大の事例が紹

介され、活用場所による用途の分化と都市部での活用の際の状況整備が必要であることが述べら
れた。続いて溝上章志熊本大学大学院教授による話題提供では、「地方の創生と新たな都市交通シ
ステムについて�-�ワンウェイ型�MEV�シェアリングシステムの導入可能性�-」と題した超小型モビ
リティを使用したカーシェアリングに関する研究結果が披露され、利用者特性やシミュレーショ
ンによる環境負荷削減効果などの報告とともに、岡山での社会実験に際しては社会実装を意識し
た上で行うことが重要と結論付けられた。鎌田教授、溝上教授らは、新しい都市交通の可能性、
これからのモビリティの進むべき方向性、高齢者の移動機会拡大に向けた取り組み、地域の活性
化に向けた熊本市の取り組みについて持論を展開した。
� 　地元からは、梶谷俊介岡山経済同友会地域振興委員長（岡山トヨタ自動車㈱代表取締役社長）
が、岡山市と経済界が進めてきた都市計画と交通計画に関する成果と現状の課題、トヨタ自動車
としてのまちづくりの考え方について披露し、環境と調和した社会のありかたを考え、超小型モ
ビリティ導入による地方創生を目指すことが必要であると論じられた。�
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　徳山技監から地方創生に向けた国の都市交通政策の今後の方針を、また、大森岡山市長から
岡山市の取り組みが述べられ、荒木勝（岡山大学社会貢献担当理事・副学長）は大学と行政・
経済界と� NPO� や市民が連携してまちづくりを進める上でいかに小型モビリティを活用してゆく
べきかについての持論を述べた。

　その後、話題提供者らと徳山技監、大森市長、荒木岡山大学理事・副学長によって、社会構造
が変革しつつある中でのまちづくりと交通システムのあるべき姿について、会場からの質疑応答
を含めた活発な議論が行われ、最後に後援として経済界を代表して、一般社団法人�岡山経済同友
会�萩原邦章�代表幹事（萩原工業代表取締役社長）の挨拶により閉会した。このシンポジウム
が、岡山市における新しい都市交通のあり方を議論するきっかけとなり、今後の岡山市における
まちづくりと交通体系の方向性を見出す第一歩となることを参加者一同が確認した。
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４- ５　金沢・熊本・岡山三都市シンポジウム

金沢・熊本・岡山三都市�学都シンポジウム�in�金沢：
「学都とは何か�─�大学と地域、学生と地域との関わりから考える」
　日　時：　2014年12月６日（土）13：00～16：30
　場　所：　I�Tビジネスプラザ武蔵６F交流室1

　（金沢市武蔵町14-31）
　主　催：　金沢大学、熊本大学、岡山大学
　後　援：　金沢市、熊本市、岡山市
　事務局：　金沢大学�地域連携推進センター（金沢市角間町）
　参加者：　�各都市の行政担当者等、岡山大学生、金沢大学生、 主催３大学の教職員

内　容
　開会挨拶：　福森義宏�金沢大学理事・副学長
　趣旨説明：　横山壽一�金沢大学地域連携推進センター長
第1部　学都とは何か�─各都市の特徴と学生の気質─
　岡山：　学都研究から見えてきたこと（岡山大学地域総合研究センター�千田俊樹教授）

西川アゴラの取り組みについて（岡山市都市整備局�石田尚昭審議監）
　熊本：　学都・熊本について（熊本大学工学部まちなか工房�冨士川一裕特任教員）
　金沢：　個性ある学習文化都市�金沢（金沢大学地域連携推進センター�浅野秀重副センター長）

雑誌『學都』の取り組みから（都市環境マネジメント研究所�西川和弘主任研究員）
第２部　ワークショップ　─学生・市民が考える学都とまちづくり─
　閉会挨拶・全体総括　横山壽一�金沢大学地域連携推進センター長

　金沢市、熊本市、岡山市の三都市が交流を図りつつ都市の振興策を考える「三都市シンポジウム」は、
３都市の大学と行政、市民団体によって平成17年（2005年）から開催されてきた。平成24年（2012年、
第４回）から参加している地域総合研究センターは、今回、多くの教職員に加えて、三村副センター
長が担当教官を務める教養教育科目「現代コミュニティと地域社会」（2014年度後期開講）の受講生な
どから希望者を募り、９人の学生を開催地金沢に送った。ゲストスピーカーを含む岡山市、岡山商工
会議所からの参加者と合わせ、岡山からは総勢20人での参加となった。

シンポジウムに先立ち、岡山からの参加者のうち希望者は、大雪に見舞われた金沢市内の街歩きを
行った。まず、昔ながらの活気ある近江町市場（おうみちょういちば）と、再開発によって生まれ変わっ
た歴史ある竪町（たてまち）商店街を訪れ、三村教授の解説を受けながら、イオンモール進出に揺れ
る岡山の市街地との比較を試みた。次に、金沢市が重厚な伝統建築物を買受け、学生と市民のまちづ
くり活動の拠点として開放している「学生のまち市民交流会館」を訪問し、金沢市の常駐職員から、
施設の概要や金沢市の理念、取組みについて説明を受けた。

シンポジウムは、金沢大学理事・副学長（社会貢献担当）の福森義宏教授による開会挨拶で始まり、
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金沢大学地域連携推進センター長の横山壽一教授がシンポジウムの趣旨について説明、その後、「学都
とは何か」のテーマの下に各都市の特色について発表が行われた。まず、岡山大学地域総合センター
千田俊樹教授が、学都研究から見えてきた岡山の課題について報告、岡山市都市整備局の石田尚昭審
議官は、西川緑道公園の整備の歴史と岡山大学との協働事業について発表した。熊本については、日
本都市計画家協会「まちづくり大賞」を受賞した熊本大学工学部まちなか工房（2005年設立）の冨士
川一裕特任教員が、産官学協働による様々なまちづくり活動を紹介した。金沢からは、金沢大学地域
連携推進センター副センター長の浅野秀重教授が、学びの風土と資産を活用した「生涯学習のまち金沢」
としての学都のあり方について説明した。さらに、金沢に拠点を置くシンクタンク、環境マネジメン
ト研究所の西川和宏主任研究員が、2002年から10年間にわたり北陸３県で発行した商業誌『學都』の
内容と意義について発表した。
　報告に関する質疑応答の後、出席者全員が５グループに分かれてワークショップを行った。前半では、
各都市での学生と市民の交流の様子について情報交換し、学生・市民にとって魅力的な学都とはどん
な都市かを議論した。後半では、そのような魅力ある学都はどうすれば作れるか、３大学・３都市の
連携でできることは何かについて全員が熱心に意見を出し合った。最後に再び金沢大学地域連携推進
センター長の横山壽一教授が、ワークショップにおける学生の積極的な発言に注目し、それぞれの都
市と大学が「学都」の創生・創造に向けて取り組むというシンポジウムの趣旨は果たせたと評価した。
このように、今回のシンポジウムは、三都市からの参加者と主催者の全員が同じフロアで議論すると
いう、熱気あふれる交流の場となった。

「学生のまち市民交流会館」の視察
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４- ６　アメリカポートランドのまちづくり（環境、暮らし、市民の力）

　2014 年 12 月 11 日から 16 日までポートランドまちづくりウィークを開催した。このまちづくり講演
会には、学生、教員、一般の市民を併せ約 200 人の参加があり、ポートランドにおけるまちづくりの
関心の高さを表すものであった。�

■講座の目的
　平成�26�年�10�月、岡山市と岡山大学は、「まちづくり協定」を結び、市民・行政・大学が協働する
新しいまちづくりに取り組んでいる。その中心的課題は市民参加であり、ポートランドに学ぶところ
は大きい。また、ポートランド州立大学のサービスラーニング「CAPSTONEプログラム」は、岡山
大学が進めている実践型社会連携教育のモデルとなるものである。
　そこで、著名な政治学者であり、同市の市民参加型まちづくりの実践者であるとともに�
CAPSTONE�プログラムの開発・推進の中心的役割を果たしてきたジョンソン博士を招待し、講座を
行った。ポートランドを範とすべき第一の点は、大学と市民、行政が一体となって学び、まちづくり
を進めているところである。また、第二の点は市民の学びに大学が大きな役割をはたしていることで
ある。今回の講座も、学内の教員や学生だけを対象とするのではなく、市民、行政、経済界などに幅
広く参加を呼びかけ、約�200�人が集まった。

講座の内容とスケジュール

スティーブ・ジョンソン博士（ポートランド州立大学特任教授） 
米ポートランドにおいて、70 年代から環境 NPO をはじめとする多くの市民活動に携わ
り、90 年よりポートランド州立大学で教鞭をとる。2001 年アメリカ政治学会の都市政治部
門で最優秀博士論文賞を受賞。2006 年から世界20 ケ国以上を回り講義やワークショップを
行っている。

講座の内容 日時 場所
講演
　ポートランドの市民参加史

12月11日（木）
14：00～17：00 岡山大学国際交流会館

まちづくりワークショップ
　岡山のまちづくり物語－持続可能なコミュニティ

12月12日（金）
14：00～17：00
12月13日（土）
14：00～17：00

西川アゴラ

講演
　岡山のまちづくり－ポートランドとの比較から

12月15日（月）
14：00～16：00 �岡山大学創立50周年記念館

講演
　ポートランド州立大学のサービスラーニングについて

12月16日（火）
13：00～15：30 岡山大学創立50周年記念館�
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■講座の概要
ポートランドは、“ 全米一住みやすいまち ”、“ ヤングクリエイティブの多いまち ”、“ 自転車のまち ”、

そして “ 市民参加の最も進んだまち ” として有名である。そのポートランドの市民活動の隆盛は、
1970 年代に萌芽を見ることができる。アメリカの政治学者、ロバート・パットナムは、アメリカ社
会では第二次大戦後、市民活動の団体が衰退してきたということを自著で指摘しているが、ポート
ランドでは、同時期に市民活動が成長している。公聴会へ参加する市民の数でみると、1960 年代か
らアメリカ全土では減少し続けているが、ポートランドでは逆に 1970 年代から増加しているのであ
る。その要因は、市民の草の根活動にある。市民団体の変遷をみると、1960 年代に 31 であった擁護
団体・支援団体（Advocacy）は 1999 年には 402 に増えている。一方、伝統的な市民団体（Traditional
Civic）は 1960 年代には 370 あったが 1999 年には 132 になり、80％もの団体は今はもう消えてしまっ
た。伝統的市民団体は、協働の時代に合わせて変わろうとしなかったからである。

Civic Organization population 1960-1999（ポートランドにおける市民団体数の変遷）

　1960 年代後半から 70 年代、ポートランドでは様々な市民活動が発生している。現在のポートラン
ドは、自転車のまちと言われるほど自転車愛好家にやさしいまちであるが、その運動は、政府によっ
てではなく、1970 年代初めのポートランド州立大学（PSU）の教師や学生が始めた。ほかの分野で
もそのような草の根活動があり、ポートランドでは、そうした草の根活動を市政に生かすという取
り組みを続けてきた。例えば、まちの中心部にあるパイオニアスクエアという市民の憩いの広場は、
もともと駐車場だったところを市民がお金を出し合って公園にしたものである。また、マウントフッ
トフリーウェイという高速道路の計画があったが、市民の力でその計画を阻止し、代わりにライト
レールを導入した。オレゴンコーストという公共海水浴場があるが、そこには市民や企業が勝手に
建物を立てられないようになっている。
　ポートランドでは、NGO の 60％と行政機関の 60％が協働していると言われている。ただ、これ
は一夜にしてできた改革ではなく、以前は、このように市民と行政が協働する土壌はなく、試行錯
誤を重ねて今に至っている。行政、市民、企業が互いの持ち味を生かし、草の根団体は革新的なこ
とを行い、行政がその力を引き出していくという友好的な関係づくりが大事である。今、ポートラ
ンドでは約２万人の人が何らかのまちづくり団体に属している。彼らは、様々な公聴会やイベント
に参加して情報を持ち、政府の人と同等かそれ以上の知識を有して、ありとあらゆる資源を活用して、
まちづくりに参画している。

Sector 1960 1972 1985 1999
Advocacy（アドボカシー団体） 31 184 222 402
Arts＆Culture（芸術文化団体） 19 58 86 111
Business（ビジネス団体） 174 195 227 248
Labor（労働団体） 164 172 118 78
Social�Service（社会福祉団体） 124 199 263 334�
Traditional�Civic（伝統的市民団体） 370 341 278 132
Total 882 1149 1194 1305

資料：ジョンソン先生のスライドより
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　こうした、市民参加のまちづくりを考える
とき、Story�というものが大変重要である。
ポートランドのまちづくりには、�Story�が決
定的に重要な役割を持つ。持続可能な政策で
注目されているポートラ　　　　　　　　　　　ンドでも、40年前
は、森の木はどんどん切り倒していたし、川
は汚染されてい　　　　　　　るというひどいところだった。
　しかし、ひどいところだと言っているだけでは何も変わらないので、外に対して、「環境に関心が

あるならポートランドに引っ越して来て、一緒にサスティナブルな街をつくろうじゃないか」と呼び
かけることにした。つまり、そういう�“�まちづくり�Story”�を示したのである。今では、ポートラン
ドと聞けば、全米の人が、環境にやさしいまち、リサイクルのまちと認識している。実際ポートラ
ンドでは、幼稚園児が当たり前にリサイクルをし、小学生になれば持続可能な社会とは何かが分
かっていて、高校生ともなれば行政が政策決定において自分たちに門戸を開いていることを理解し
ている。このように、市民一人ひとりが、このまちでどのように暮らしていくかという将来のビ
ジョンを描く力が大事である。岡山市民であることは、自分にとってどんな意味があるのか、を考え
ることが必要である。

■今後の展開
�　ジョンソン博士自身は、ポートランド中心部から車で 10 分ほどのところにある広い森のような
敷地の家に住み、そこを、子どもにエコロジーを教える大学生のサービスラーニングの場として提
供し、自らも小学生に環境教育をしている。また、「徒歩 20 分以内で買い物が不便な場所は都市の
どこに分布しているか」といった生活利便性評価を行い、それを市民がまちづくりを検討する際に
活用できるよう公表している。大学のプログラムとして、小学生から大人まで幅広い層を対象とし
たまちづくりの技術を教える市民向け講座も担当している。�
　今年度、岡山大学が、まちづくり拠点として設置した西川アゴラの目的は、こうした学びと活動
の推進拠点になることに他ならない。岡山における市民参加のまちづくりを推進していくべく、今
後も PSU 及びジョンソン博士との定期的な交流を続けていく。�
　また、今回の企画を受け、岡山市、経済界、大学の構成メンバーでポートランドまちづくり視察
をするため平成 27 年度４月に渡米する予定である。

４- ７　平成 26 年度成果報告会

　日　時：　平成 27 年1月 16 日（金）
第一部　学都研究報告（９：30 ～ 12：00）�
第二部　学都チャレンジ企画ワークショップ（13：30 ～ 15：00）�

　場　所：　岡山大学附属図書館中央図書館３階セミナー室�
　内　容：�

　今年度の地域総合研究センターの1年を総括する学都研究等の成果報告会を附属図書館セミナー



108

４シンポジウム・報告会

室にて実施した。「学都創生に向けて～地域資源としての大
学の役割～」と題するこの報告会では、「UBC と岡山県内林
業事業者、行政との連携ネットワーク構築による学都創生モ
デルの研究」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（10�テーマ）の成果報告が行われた。また、学都
チャレンジ企画の代表として、職員企画より環境生命科学研
究科の時信亜希子研究員の「アーユルヴェーダウィーク in 岡
山～自分を知って健康になろう！～」、学生企画より、めめ
も会の「大学生の考える「よりよく生きる」プロジェクト～
地域で語り合い、発信する「死生観」～」の活動が報告された。

　第二部では、学都チャレンジ企画の総括として大学職員や
学生が自らまちづくりに積極的に関わる職員企画（５企画）
と学生企画（14�企画）の代表者が５グループに分かれ、その
取り組みと成果について報告を行った。活動を通しての反省点、自身の成長、また、学都チャレンジ
企画の運営に対する要望などをディスカッションし、本事業の取り組みにおける課題と改善項目を共
有した。�

《第二部 学都チャレンジ企画ワークショップのまとめ》 
各企画の成果 
　⃝��大学のプロジェクトであるため、外部へ学生たちの活動を発信しやすかった。�
　⃝��普段のキャンパスライフでは会わない人と活動をした。�

各企画の改善案 
　⃝��フェイスブックなど発信力をつけたほうが良い。�
　⃝��固定したメンバーばかり活動している。そのため、継続するための組織間や協力体制を検討した

方が良い。�
　⃝��参加人数を増やすことが難しくなっている。�
　⃝��現在、活動していない学生を柔軟にリクルートする。�
　⃝��スポーツファンではなく、まちづくりのファンを増やしていきたい。学生の拠点作りも必要だ。�

アゴラへの期待、ひとこと
⃝��学生企画を授業の中で実施すると面白い。単位を出すという形で、商店街の活性化よりも、実践

で学ぶ機会を増やしていく。�
　⃝��アゴラとの関わりを作るまで時間がかかる。アゴラに行けばまちづくりができるということが学

生に伝わることが大切である。また、学生が集まる機会を増やしてほしい。アゴラの良いところは、
企画がなければ会わない人に会えることである。�

　⃝��問題点は、発信力の弱さである。広報の支援が必要だ。学生にとっては、交通費、宿泊費、車は
使えるのかなど分からないことが色々ある。�
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　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 26 年度成果報告会資料

４- ８　実践型教育国際シンポジウムーグローバル実践型教育プログラムの構築に向けて－

　日　時：　2015 年３月 19 日�（木）�13：00 ～ 17：00�
　場　所：　岡山大学�鹿田キャンパス�Junko�Fukutake�ホール�
　主　催：　岡山大学��
　後　援：　�University�of�British�Columbia/ 岡山県 / 林業教育コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンソーシアム�/�岡山経済同友会�/�

山陽新聞社
　内　容：　

【開会】�開会挨拶�荒木�勝�（岡山大学理事（社会貢献・国際担
当）・副学長）�

　【セッ�ション1】�日本とカナダの林業、林産業の比較
�カナダの林産業�Robert�Kozak�（UBC 森林学部教授�）��
�カナダから見た日本の林業と林産業�伊藤公久�（K.�Ito�&
Associates�Ltd. 取締役）
�新しい日本の林産業 -CLT-�安東真吾�（銘建工業株式会社取締役総務部長）�

　【セッ�ション２】UBC の Co-op プログラムとスーパーグローバル大学構想
�UBC�Co-op プログラムの概要と運営�Simon�Ellis�（UBC 森林学部准教授）

�Co-op プログラムにおける学生と企業のマッチング�Sudeh�Jahan�（UBC 林産学科 Co-op プ
ログラムコーディネーター）
�スーパーグローバル大学の理念と実践型教育�荒木�勝�（岡山大学理事・副学長（社会貢献・
国際担当））
�経済界が求めるグローバル人材�萩原邦章�（萩原工業株式会社代表取締役・岡山経済同友会代
表幹事、三村�聡、岡山大学地域総合研究センター副センター長代読）�

　【セッ�ション３】パネルディスカッション「岡山大学グローバル実践型教育」
司会：�吉川�賢�（岡山大学大学院環境生命科学研究科教授）
話題提供：�岡山大学グローバル実践型教育プログラム（案）�三村�聡�（岡山大学地域総合研究

センター副センター長）�
パネラー：�Simon�Ellis�（前出）・伊藤公久（前出）・安東真吾（前出）・三村�聡（前出）�

　【閉会】閉会の辞�許�南浩�（岡山大学理事・副学長（教育担当））��
総合司会・進行�坂本圭児�（岡山大学大学院環境生命科学研究科教授）�

　岡山大学と UBC のコープ関係者、コープ学生を受入予定先企業の関係者により UBC におけるコー
ププログラムの展開とカナダの林業林産業の現状、日本の林産業の現状、日本の企業が求めている人
材像など、教育側、雇用側の視点から実践型人材の育成についての見解が述べられた�。
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４- ９　サテライトキャンパスサミット

　平成�27�年２月�26�日（木）～�28�日（土）、新潟市において開催されたサテライトキャンパスサ
ミットに、地域総合研究センター准教授前田芳男、助教岩淵泰、特別准教授荒木秀治が参加した。
サミットは、新潟青陵大学と地域総合研究センターの発案により企画され、第一回を、新潟メディ
アキャンパス（新潟青陵大学、新潟青陵短期大学、長岡造形大学、新潟薬科大学の４大学合同サテ
ライトキャンパス）が主催して開催され　　　　　　　　　　　　　　　　　　たものである。26�日は、「産業界のニーズに対応した教育

改善・充実体制整備の一環として、先進事例から今後のキャリア教育のあり方を学ぶ」をテーマに
事例発表会があり、岡山大学の取り組みを前田が発表したほか、福岡テンジン大学、長崎大学、新
潟青陵大学などの事例紹介があった。27�日は、サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テライトキャンパスの事例として、西川アゴラ

の活動報告を前田が行い、続いて実践型社会連携教育と職員の役割について荒木が発表した。この
ほか、北九州まなびと� ESD� ステーション、徳島市市民活力開発センター、長岡造形大学、山形大
学の事例　　　　報告があり、参加約�50�名の教職員、学生、市民と意見交換した。�28�日は、NPO�法人グ

リーンバード代表横尾俊成氏の講演のあと、「大学や大学生と地域の持続可能な関わり方と取り組
み」をテーマにグループ討論を行った。サテライトキャンパスは、新しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育の場として重要で

あり全国の多くの大学が開設しているが、今回のようにそれらが一堂に会する機会はなかった。各
大学とも共通の課題を抱えていることが分かり、次年度の開催に向け、参加を拡大していくことを
確認した。
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４-10　おかやまスポーツプロモーション研究会

　日　時：�　2015 年３月９日（月）14：00�～ 17：00�
　主　催：　�おかやまスポーツプロモーション研究会、岡山大学地

域総合研究センター、NPO 法人チーム岡山スポーツク
ラブ県民講演会

　共　催：　�岡山商工会議所スポーツ支援委員会 / 一般社団法人岡
山経済同友会

　協　力：　�（公社）おかやま観光コンベンション協会 /（株）岡山
コンベンションセンター

　後　援：　�岡山市 / 岡山市体育協会 / 山陽新聞社 / 山陽放送 / 岡
山放送 / テレビせとうち /�一般社団法人日本スポーツ
ツーリズム推進機構

　場　所：　�岡山大学創立 50 周年記念館金光ホール�
　内　容：��
　講　演：原田宗彦（早稲田大学教授、日本スポーツツーリズム推進機構会長）�
　　　　「スポーツによる地域活性化～スポーツコミッションの意義と役割～」�
　パネルディスカッション「スポーツによる中心市街地活性化～日本初！おかやまモデルの模索～」
　パネリスト：�原田宗彦（前出）、大森雅夫（岡山市長）�、梶谷俊介（岡山 SPOC 研究会会長、岡山経

済同友会地域振興委員長）�、三村聡（岡山大学地域総合研究センター教授）、間野義之（早
稲田大学教授、スマートベニュー研究会座長）

コーディネーター：高岡敦史（岡山大学教育学研究科講師）�

　岡山市のスポーツを活かした地域活性化を目指す産・官・学・市民が集まり創設した「おかやまスポー
ツプロモーション研究会」（SPOC 研究会）は、スポーツを活かした地域活性化を志向する関係者が集い、
それぞれが抱える問題意識を共有し、スポーツコンベンションやスポーツツーリズムを糸口にした問
題解決の戦略を構想することを目指し、３月９日、キックオフシンポジウムを実施した。
　基調講演に、早稲田大学教授の原田宗彦氏を迎え、「スポーツによる地域活性化～スポーツコミッショ
ンの意義と役割～」と題して講演していただいた。続いて、パネルディスカッションでは、「スポーツ
による中心市街地活性化～日本初！おかやまモデルの模索～」というテーマで、岡山市の中心市街地
活性化の流れの中でスポーツの活かし方を考え、それを実現させるための体制づくりについてディス
カッションを行った。
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４-11　岡山の地域創生を考える－政策担当者と語る産学官市民連携の新しい姿－

　日　時：　�平成 27 年２月 27 日（金）16：00 ～ 18：30�
　場　所：　倉敷市立美術館�
　主　催：　�倉敷市／倉敷商工会議所／児島商工会議所／玉島商工会

議所／岡山商工会議所／�岡山経済同友会／岡山大学�
　内　容：　■開会挨拶　倉敷商工会議所�会頭　井上　峰一�

●基調講演Ⅰ
　「地方創生と政策金融及び官民ファンド」�
　　　財務省理財局総務課�課長　古谷　雅彦�氏�
●基調講演Ⅱ
「地域ネットワークと地域資源による地域再生」�

　　　独立行政法人製品評価技術基盤機構
企画管理部�部長　増田　仁�氏�

●パネルディスカッション
テーマ：��「地方創生の実現に求められる条件～地方中枢拠点都市圏構想を考える～」�
パネリスト：�古谷�雅彦�氏（前出）/ 増田　仁�氏（前出）/ 倉敷市長�伊東　香織 / 倉敷商工

会議所�副会頭�坂本�万明 / 岡山商工会議所�副会頭　古市�大蔵 / 一般社団法人水
辺のユニオン�会長　大久保　憲作 / 岡山大学�社会文化科学研究科�教授�平野�正
樹�

モデレーター：�岡山大学�社会貢献担当理事・副学長　荒木　勝
■閉会挨拶：�岡山経済同友会�代表幹事　萩原　邦章

　地方創生が国策のテーマとなるなかで、伊東香織倉敷市長が、国の「地方創生有識者会議委員」に
選ばれた。これは、人口減少・少子高齢社会にあっても、地域を活性化し経済を持続可能なものとし、
国民が安心して快適な暮らしを営んでいけるようにするため、地方圏において、相当の規模と中核性
を備える圏域の中心都市が近隣市町村と連携して、人口減少に対する、いわば「地方が踏みとどまる
ための拠点」を形成する構想とも関連している。産学官市民連携による “ 拠点都市 ” の構想について考
えるために、地域総合研究センターが倉敷市や地元経済界に呼びかけてシンポジウムを開催した。�
参加者：約 130 名。
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シンポジウム・報告会４
４-12　教育シンポジウム～岡山の教育についてみんなで語ろう PART2 ～

　日　時：　�平成 27 年３月 22 日（日）13：00 ～ 17：00�
　場　所：　�岡山大学教育学部講義棟 5102 教室�
　内　容：　�報告1：�昨年度発表「キャラクター・エデュケーション」

のその後
報告２：今年度の取り組み�

基調講演：�福岡県立城南高等学校「ドリカム・プラン」の目指
すもの�

講師：下田浩一先生、荒木礼子先生�
討議：�「学力について語ろう」��　異校種混合グループに分かれ

て討議、その後まとめを発表�

　昨年度から続く地域と教育の分野における学都研究（研究代表：橋ヶ
谷佳正（大学院教育学研究科）として、Character�Education や
Universal�Design をコアとした新しい教育を模索する学校や教師集団
から経過報告と、他県から講師を招聘し講演していただいた。また、
グループディスカッションでは、「学力」とはなにか、そのために日
常の授業を通じて出来ることや、「教科横断型学習」について、参加
者全員が意見交換をした。�
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５まちづくり実践活動

５- １　西川緑道公園界隈の活性化

■５- １- １　岡山市とのまちづくり協定の締結
■協定の締結

岡山大学は、岡山市との間で「西川緑道公園界隈を中心と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　するまちなかにおける市民協働による

まちづくり」を推進するための連携に関する協定を締結し、平成�26 年�10 月８日、岡山大学附属図
書館ラーニングコモンズにて、森田潔学長、大森雅夫市長による調印式を執り行った。�

この協定は、「両者の相互連携の下、それぞれが有する人的・知的資源の交流と物的資源の活用
を図り、西川緑道公園界隈を中心とするまちなかにおける市民協働によるまちづくりを推進して
いく」ことを目的とし、連携の範囲は次の通りである。�

1）市民・学生が主体的にかかわるまちづくり体制の構築に関すること
２）まちづくりにかかわる人材の育成・交流に関すること
３）西川緑道公園界隈を中心とするまちなかにおけるまちづくりの資料収集、調査研究に関すること
４）西川緑道公園界隈の魅力向上に繋がるまちなかの情報発信に関すること
５）その他、協定の目的を達成するために必要な事項に関すること

■協定締結の背景
西川緑道公園は、およそ 400 年前に城下町の西の外堀として築かれた西川（現在は農業用水路）の

ほとり約２km�にわたって作られたプロムナードである。整備が行われた�1980�年代初頭から今日ま
で、様々なまちづくり市民グループがフリーマーケットやコンサートなどのイベントを開催してき
た。岡山市においては、中心市街地活性化を目的として、平成�22�年度より、西川魅力にぎわい創造
事業として「西川パフォーマー事業」をスタートさせ、大小合わせて年間およそ�70�ものイベントを開
催している。最近では、満月�BAR�や有機生活マーケット「いち」が開催され、岡山市民だけではな
く観光客からも、おしゃれな空間として西川が認知されるようになってきた。また、昭和�30�年代後
半から始まった市民ボランティアによる公園の清掃活動は今も続けられている。市民が公園を育て、
また公園があったからこそ様々な市民活動が育まれてきた、西川緑道公園は、岡山市の市民参加のま
ちづくりのシンボル的な場所である。�
　地域総合研究センターは、平成� 24� 年より岡山市庭園都市推進課からの委託調査事業を受け、「西
川パフォーマー事業検証及び西川緑道公園周辺調査（H24�年度）」、「西川パフォーマー事業検証・
西川緑道公園界隈のまちづくり基礎調査（H25�年度）」に取り組んだ。この調査を通して、新しい時
代の市民主体のまちづくり組織の必要性を大学と岡山市の双方が強く感じたところである。平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成�25�
年度調査では、まちづくり団体、住民等と連携した「まち�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　づくり検討委員会（仮称）」を立ち上げ、西

川緑道公園沿道に市民主体の地域づくり活動の拠点を設ける必要がある旨の提言を行った。こうした
流れを受け、平成� 26� 年度には「西川緑道公園及び界隈まちづくり組織設立のための基礎調査」を実
施した。市民参加の新しいまちづくりの仕組みを構築するためには、岡山市と岡山大学の連携をより
確かなものとすることが重要であり、今般の協定の締結に至ったものである。
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まちづくり実践活動５

■５- １- ２　西川アゴラの開設及び利用状況
■開設の経緯

　平成 26 年 10 月、岡山市と締結した「まちづくり協定」を受け、まちづくり
の推進拠点として「西川アゴラ」を開設した。岡山市中心部にある西川緑道公
園に面するオフィスビルの２階を借りた小さなサテライトキャンパスである。�

（〒 700-0903�岡山市北区田町 1 丁目 8-30�伊達ビル２階／常駐スタッフはおい
ていない）�
　平成 24 年度、25 年度に地域総合研究センターが岡山市から受託し実施した
調査を通して、「現在いくつかのＮＰＯ等が西川緑道公園界隈のまちづくりに参
画しているが、これらが集う現地の拠点がないこと」が課題となっていた。また、
この調査実務（ヒアリングなど）に大学生が参加することでＮＰＯや地域住民、
商業者などにも活力を与え、学生自身も実践的な学びができる点で教育効果も
高いことが分かってきた。このように、西川緑道公園界隈は、今後岡山市の中
心市街地のまちづくりにおける核となる地域であり、研究や学生の活動の場と
して適していること、そしてこれまで岡山市もこの地域では積極的にまちづく
りに関わっており、社会実験の対象ともなっていることなどから、岡山大学・
岡山市・市民協働のまちづくり拠点として「西川アゴラ」の開設に至ったもの
である。平成 26 年８月より準備を始め、同 10 月 20 日に、岡山市、まちづくり
市民団体、大学関係者などを招き、開所式を行った。地域総合研究センターが
賃借料を負担し、運営・管理を行っている。�

まちづくり検討委員会のイメージ（H25 年度調査報告書より）
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■西川アゴラの活用状況
西川アゴラでは、まちづくり学習会、学生によるまちなかの調査、まちづくり団体の会合などを行っ

ている。以下が代表的な活動である。

分　類 事　例

視察対応 ・大学の視察（千葉大学、熊本大学）�
・浜松まちなかマネジメント株式会社

まちづくり研究会

・スティーブン・ジョンション博士ワークショップ
・西川カフェ（ポートランドまちづくり勉強会など）�
・講演会「歩くまち京都の戦略と戦術を学ぶ」�
・おかやまＳＰＯＣ研究会（スポーツのまちづくり）�
・岡山の都市と交通を考える勉強会
・ケアラー研究会、働く介護者のつどい
・超実践型ワークショップ研究会

学生の活動
・おかやまバトン夏プロジェクト報告会
・満月ＢＡＲ学生チーム会議
・岡山まちの夢事業プレゼン研修会

市民グループの会合

・満月ＢＡＲ実行委員会会議
・キャンドルナイト実行委員会会議
・ハーモニーフェスタ実行委員会会議
・表町空き店舗リノベーション企画会議
・ボーターズバー（若者の政治参加を考える会）

まちづくり調査
・歩行者通行量及び自動車交通量調査
・イベント来訪者聞き取り調査
・路上駐輪自転車調査
・西川ヒアリング

打ち合わせ ・岡山市庭園都市推進課との業務打ち合わせ
・岡山市庭園都市推進課との西川アゴラ運営に関する打ち合わせ

取材対応 ・各新聞社、テレビ局、雑誌の取材
市民との交流 ・開所記念茶話会

イベント備品等の保管 ・満月ＢＡＲ用机、椅子、リユース食器など
・交通量調査用数取り器、画板など
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まちづくり実践活動５
■西川アゴラの稼働率

平成 26 年 10 月以降の月別稼働状況は、次表のとおりである。市民団体が会議で使用することが多く、
西川アゴラの開設目的である、市民参加のまちづくりの拠点としての役割を果たしていると言える。

西川アゴラの稼働状況（平成 27 年 2 月 23 日現在）

■今後の展開
大学が行う基礎調査として、これまでのまちづくりの歴史調査を行い、イベントの集客効果を計測

してきたが、その結果を勉強会などを通じて行政、市民、学生と共有していく。それを基盤として市
民主体のまちづくりの仕組みを生み出すことが狙いである。また、これらの調査活動には学生が参加
する体制をとっており、今後、これを教養科目の授業に発展させ、岡山大学独自の実践型地域連携教
育プログラムを開発していく。

平成26年 平成27年  合計10月 11月 12月 1月 2月
稼働日数（日） 24 20 17 18 12 91
利用件数（件） 32 28 20 22 15 117

延べ利用者数（人） 227 196 214 280 119 1,036
利用時間帯別

人数（人）

午前 26 46 70 38 16 196
午後 125 73 171 167 29 565
夜 133 90 46 137 74 480

利用者の種類別

人数（人）

AGORA 28 52 90 32 8 210
岡山大 46 31 90 82 48 297
岡山市 11 12 3 0 0 26

市民団体 56 40 23 52 21 192 
その他 86 61 8 114 42 311

利用・来訪目的

別人数（人）

会議 68 57 74 145 87 431
作業 60 58 19 13 1 151
講座 0 36 75 66 13 190
授業 0 0 0 0 0 0
調査 22 21 41 13 0 97
視察 0 1 0 3 5 9

その他 77 23 5 42 13 160 
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５- ２　総社市山手地区包括ケア

■活動の目的
岡山大学の掲げる学都構想に基づき、大学と地域の協働　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を考え、大学生が地域から学び、また地

域に貢献していくことを目指す取り組みである。総社市山手地区において、地域包括ケアやまちづ
くりに関する課題について大学と地域が協働して解決していくことを目的とする。平成�24�年度か
ら活動を開始し、現在までに、山手まちじまん壁新聞づくりや仲良しウォーキング、健康福祉フェ
アの支援活動を行ってきた。

■活動概要
本年度は、学都チャレンジ企画（学生企画）の「まちづくり研究会たんぽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽ」が中心となって活

動した。まず、平成�26�年�10�月に総社市山手地区で行われた「やまてなかよしウォーキング」に向け
て、当日歩くコースのマップ作りを計画した。そのための準備として６月� 28�日に山手地区を訪れ、ま
ちあるきをした。その後のミーティングでは、実際にまちあるきをしてみて学生各々が感じ
た山手の魅力や気になった場所、マップに盛り込みたい場所などについて発表し、当日の流れや
マップ作り、ウォーキング後のレクリエーションについて話し合った。７月� 13� 日には、山手ふれあい
センターでワークショップを行い、地域の方々から子どもの頃の暮らしや学校生活、遊びなど
の思い出や当時の習慣、行事について話を聞いた。当日は学生の方でカレーを作り、住民の方と会食
することで地域の方々とよりふれあうことができた。

　なかよしウォーキングは、地区社協主催で行われる地域住民間の交流を図るイベントであり、平成
26�年�10�月５日に開催された。当日は天候が不安定でウォーキングの開催が危ぶまれたが、地域の方々
の後押しもあり、無事に開催することができた。午前中は地域の方がガイド役となり、子どもたちと
保護者の方と学生とが一緒にウォーキングをして、地域の特徴や歴史を学び、地域の魅力を再発見した。

　最後に、アンケート調査を実施した。�
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まちづくり実践活動５
　健康福祉フェアは、平成 27 年３月８日に実施され、簡単な運動機能テストや誤嚥防止、転倒防止の
パネル展示を行った。

５- ３　瀬戸内市裳掛地区における地域活動

　現在、学生たちが中心となって、瀬戸内市裳掛地区を舞
台に、小学生の放課後の見守り、地域包括医療ケア活動へ
の協力、耕作放棄地対策、地域魅力マップづくり、空き家
対策と、多面的な活動を展開している。５月 31 日、地域と
岡大生が協働で企画した、裳掛小学校の校庭奥にある旧裳
掛中学校の跡地を開墾したさつまいもと花卉栽培プロジェ
クトが本格稼働した。荒地として放置され大きな木立まで
伸び放題になっていた中学校跡地は、トラクターが入り綺
麗に整地され、地域の協力と指導により、学生たち 10 名が

作業に精を出し、さつまいもの苗（ベニアズマ、黄金千貫、鳴門金時の３種類）を植え付ける準備を済ま
せ、害獣から作物を守るための電気柵、柵を飛び越えてくる鹿を防ぐための網を張り巡らせる作業を完了
した。
９月６日、学生サークル「まちづくり研究会」と大学生協から推薦された学生たちが、裳掛小学校体育館で開催さ

裳掛小学校で耕作開始
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５まちづくり実践活動

れた地域の夏祭りに参加した。総勢�10�名を超える学生たちが、この日のために模擬店やアトラク
ションの準備に勤しんだ。�
　この活動の目的は、地域の活性化であり、高齢化対策であり、子どもたちの見守りでもある。夏祭
りには地域から大勢の住民が集まり、裳掛小学校の皆さんの太鼓演奏で大いに盛り上がった。学生
たちが企画・準備したお楽しみコーナーへも多くの子どもたちが詰めかけた。�
　10�月�18�～�19�日、今回で第６回となる「地域包括医療ケア」ワーク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ショップが、瀬戸内市裳掛

地区で開催された。「地域包括医療ケア」ワー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クショップに続き、会場を裳掛小学校内のコミュニ

ティセンターに移して、地域活性化に向けた「地域マップづくり」ワークショップが開催された。
６グループに分かれて、地域

　今後は、利用規定や活用方法について、様々なアイデアを出す作業に入る。�

　　　　　　　　　　　　　のみなさんから学生たちが裳掛地区の持つ魅力ポイントをヒアリング

しながら、神社仏閣など歴史的な史跡、景観の素敵なポイント、有名人情報、公共施設、特産品な
ど、地図に書き込む作業を行った。
　11�月1日、「岡山大学祭（津島祭）祭輝再来�岡大祭～変わらぬ楽しさ祭スタート～」が開催さ
れ、学生企画の「まちづくり研究会」が瀬戸内市裳掛地区で栽培した「さつまいも」をチップスに
して、ひと袋�200�円で販売した。また、収穫したさつまいもは、西川緑道公園で開催された「有機マー
ケットいち」で販売したり、年末に大学内で開催されたイベントにも提供するなどして完売した。
　11�月�16�日、10�名を超える学生たちが地域の方と協働して、空き家になって久しい「旧教会」の
大掃除に着手した。築�100�年は過ぎる旧家で、マスクと軍手姿の学生たちは、家の押入れや物置か
ら、放置された品々を次々と運び出した。1月�25�日、大工さんが入り、古い畳の運び出しや修繕作業が
済み、電気や水道も使えるようになった。周囲の草刈や大まかな清掃をし、不要な古い家財道具を運
び出し、資源ゴミや粗大ゴミを分別して回収、処理した。�

瀬戸内市裳掛「旧教会」復活作業開始

　12�月�22�日、1年の振り返りとして、活動報告と課題の抽
出、今後の活動の進め方と関係者による情報共有のあり方な
どについて意見交換を実施した。参加者は、「まちづくり研
究会」の学生のほか、地元からは裳掛地区コミュニティ会
議、瀬戸内市役所、裳掛地区で耕作放棄地対策活動を行って
いる「生活協同組合おかやまコープ」と現地へ学生を送る支
援をいただいている岡山大学生協、そして地域総合研究セン
ターの教職員の総勢�20�名。現在�栽培中の旧裳掛中学のグラウ

pmpw286h
長方形
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まちづくり実践活動５

５- ４　新見市神郷町環境保全型森林ボランティア

　９月４日から２週間の日程で「環境保全型森林ボランティア」を実施した。昨年度から参加している
この活動は、２週間の合宿生活を通じて、森林組合のフォレスター（森林管理者）と共に人工林の保育
作業（間伐等）に従事し、森林の持つ公益的機能などの森林･林業の重要性について学ぶとともに、森
林の保全や水源の涵養について現場での体験から理解することを目的に開催されている。さらに、異な
る大学で学ぶ学生が一堂に会して、作業ミーティング、地域交流、チーム作業や炊事、洗濯、チェーン
ソーの手入れなどを行い共同生活からチームワークの大切さを体感するプログラムとなっている。

実習の場所となる岡山県新見市の森林状況は、森林面積79,327haの大部分（59,292ha）を民有林が占め、
林野率は約87％、人工林率は約59％で、その大部分はスギ・ヒノキ（94％）で占められている。活動責
任者であり学生への指導を担当いただいている一社）水辺のユニオンの仲村正彦理事は、「木材材価の
低迷、林業従事者の減少・高齢化等により、市内の森林施業の実施は年々困難になり、間伐等の保育
作業を緊急に必要とする人工林が増加しています。この現状を打開する手段として、大学生等の若者と
共に新見市の健全な人工林を造成する「環境保全森林ボランティア活動」を実施するのです。」と語る。
参加大学は、早稲田大学社会科学部、三重大学生物資源学部、広島経済大学経済学部、広島女学院大
学国際教養学部、広島修道大学人間環境学部、岡山大学法学部・環境理工学部、新見公立大学看護学
部で構成され、総勢31名が参加。岡山県備中県民局新見地域森林課や森林組合、そして新見市地域お
こし協力隊などから指導を頂き、道具の基本的な取り扱いの指導を受けたあとで、伐採作業や枝打ち作
業にかかり２週間の実習を終えた。実践的な体験を通して、生きる力を身につけて、山を降りてきた学
生の変貌ぶりは見事である。（担当：三村聡、指導責任者：一社）水辺のユニオン仲村正彦理事）�

ンドを利用した「さつまいも」の販売方法や広報戦略、教会の有効利用、学生による学校ボランティア
や放課後の学習指導などのあり方について活発な意見交換を行った。

新見市森林組合長や県民局の方から指導を受ける学生

pmpw286h
長方形
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５まちづくり実践活動

　また、今年度２度目となる森林ボランティア活動は３月４日から２週間の期間で実施された。岡
山大学環境理工学部２年の三道哲也君が全体リーダーとなり、他に岡山大学在学生２名、卒業生�
1名に加え、当センターの三村聡、石丸香苗、絢野那陳が参加した。

５- ５　 岡山市の交通システムを考える

　これからの地方都市のあり方が問われるなか、都市経営、環境負荷の軽減、地方創生などの視点で
まちづくりを考える時代が到来している。これからのまちづくりでは、人々の移動の質量の拡充、回
遊性の拡大が地域（中心市街地）の活性化につながると考えられており、公共交通と個別交通とを総
合的にマネジメントするという発想に基づく「都市交通マネジメント」が求められている。�
　11月５日、パーソナルモビリティを新たな移動手段として考えるきっかけを作るために「おかやま
交通シンポジウム」を開催した。詳細は前述（４章シンポジウム・報告会）に記す。

■５- ５- １　津山の先行事例ヒアリング
津山市は10月24日に超小型モビリティ「コムス」を26台導入して、�商店街、ＮＰＯ、企業をはじめ

多くの市民から利用に関するアイデアを募集、様々な利用方法にチャレンジしている。そこで津山市
環境福祉部新エネルギー環境政策室からヒアリングを行い、市民参加型による超小型モビリティの利
用促進について活動内容を教示いただいた。岡山大学からは、超小型モビリティを、身近な都市内移
動手段として注目する視点から、歩行や自転車などを中心とした人々の移動ニーズやシーンに焦点を
当て、シルバーカーを含むタウンモビリティや小型コミュータなど、今後ニーズが高まることが予想
される小型・低速モビリティの可能性を探る必要があること、また、人と自転車、自家用車のあり方
や都市・道路空間との関係から、その利用について検討をする必要があることを指摘した。�
　今後、津山市と岡山大学が連携して、普及・啓発に向けて情報交換を継続することで合意した。
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まちづくり実践活動５

■５- ５- ２　「おかやまの都市と交通を考える勉強会」発足
12 月 22 日（月）、西川アゴラを会場として、経済団体、交通事業者、NPO、自治体、大学から約 20

人を集めて「おかやまの都市とモビリティを考える勉強会」が開催された。本勉強会は 11 月に開かれた、
おかやま交通シンポジウム「地方都市の創生を目指す都市交通システムを考える」を受け、市民と観
光客の心地よい回遊と活力あるまちを生み出す岡山の都市交通システム整備を考える事を目的に発足
したものである。�
　勉強会開始にあたり、荒木勝理事・副学長の挨拶として本勉強会の大学側からの趣旨説明があり、
続いて話題提供として三村教授、岩淵助教によるストラスブールのまちづくりと都市交通システムの
事例紹介、梶谷岡山経済同友会地域振興委員長による岡山市の交通政策の紹介が行われた。�
　会に参加した方々からの意見として、松田岡山経済同友会会長によって、まちづくりと交通政策の
成功には広い顔ぶれで市民と行政間の合意形成を徹底することが重要との意見が出たほか、自治体か
らは石田岡山市審議官から自由な雰囲気がある忌憚ない議論の場が必要であること、また、渡辺岡山
国道事務所所長が市民参加の体系的システム構築の必要性を述べたように、市民と行政による合意形
成の場の重要性が確認された。佐藤トヨタ自動車部長と田中下電観光バス取締役からは、交通戦略の
実行において必要な都市計画と交通計画の一体化が容易な岡山のポテンシャルは非常に高いという意
見や、岡山の地方都市モデルとしての可能性が語られた。そのほか向井岡山商工会議所青年部会長に
よる、都市活性化におけるターゲットの明確化や、小林県民生活交通課課長の中山間地域の生活交通
に対する議論の必要性など、活発な意見交換が行われた。�
　最後に、再び荒木理事・副学長により、今後は継続的に内外からの識者による話題提供の機会を設
けるほか、まちづくり関係者の更なる参加を呼びかけ、多様なステークホルダーによる岡山の交通シ
ステムとまちづくり構想の実行に向けた意見交換・提言の場として発展させていく予定であることを
確認して締めくくられた。

津山市で超小型モビリティ導入ヒアリング

　また、第２回は平成 27 年３月 31 日（火）西川アゴラにて、「今後の岡山市の都市交通政策のあり方
を考える」のテーマで活発な意見交換が行われた。
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５まちづくり実践活動

■５- ５- ３　ストラスブール市や大学との連携
岡山市の、中心市街地活性化には、回遊性の創出が不可欠として、総合的な政策パッケージが提起

され、展開が始まっている。そうしたなか、経済界や岡山大学、企業や研究機関などが知恵を出し合
いながら、この政策を後押しすべく、具体的な方策について議論を進めており、岡山大学では、コミュ
ニティサイクルや公共交通を活用した岡山市の新たな都市交通政策の可能性について、岡山市やトヨ
タ自動車と情報・意見交換を重ねている。トヨタ自動車側でも、フランスをはじめ世界の都市で、実
験的な取り組みが進みつつあり、岡山大学では、都市交通先進都市であるストラスブール市や大学を
数度にわたり訪問しながら、彼らが持つノウハウを学ぶ活動を継続している。平成 26 年度は２月 15
日～ 22 日の日程で現地調査に訪れた。また、こうした活動の一環として、今年度予算で小型モビリティ
を５台購入した。
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６留学生のまちづくり事業

６- １　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交流拠点整備
事業に申請し、応札された。�
　本事業（「留学生のまちづくり」事業）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、留学生の生活支援から、まちづくりへの参加、企業との連携、就職支援をコンソー
シアムが企画・運営する。

６- ２　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
されている。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
構岡山である。�
　また、学内では、グローバル・パートナーズ、地域総合研究センター、言語教育センター（L-cafe）、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、コーディネータは徳田恭子（NPO�法
人まちづくり推進機構岡山）、事務補佐員として山脇知子（地域総合研究センター）が務めている。
地域総合研究センターでは、主に岩淵泰助教が企画している。

６- ３　事業内容

　平成 26�年度に実施した「留学生のまちづくり」事業の主な活動は、以下の通りである。�
�各事業の詳細については、『留学生のまちづくり報告書（平成 26�年度）』を参照されたい。�
1．2014 年７月 12 日（土）おかやま Study�Tour�
２．2014 年９月 20 日（土）せとうち・ピクニック�
３．2014 年 10 月 15 日（水）おかやま学生まちづくり仕掛人�任命式�
４．2014 年 11 月７日（金）「「JENESYS2.0」ミャンマーの学生と岡山大学の学生の交流会�
５．2014 年 11 月８日（土）The�World�Kitchen へ L-cafe が出店�
６．2014 年 11 月９日（日）サムライ・トリップ in やかげまち�
７．2014 年 11 月 15 日（土）おかやま学生まちづくり仕掛人・幻想庭園ワークショップ�
８．2014 年1月 20 日（火）留学生多言語ラジオ放送局の配信開始�
９．2015 年1月 24 日（土）～ 25 日（日）�矢掛町江良地区でのホームステイ�
10．2015 年1月 31 日（土）～２月1日（日）�岡山県主催留学生県北モニターツアー�
11．2015 年２月 24 日（火）おかやま学生まちづくり仕掛人・活動報告会�
12．2015 年３月６日（金）�留学生交流拠点整備事業報告会・兵庫会場（報告：荒木勝理事（副学長）

岩淵泰助教）
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６留学生のまちづくり事業

13．＜留学生派遣＞�
① 2014 年６月 16 日（月）�岡山県知事へのフランス語指導
② 2014 年 11 月 18 日（火）�タイからの訪問団（現地旅行代理店、マスコミ関係者）�

との交流、タイ語通訳�
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７シンクタンク機能

７- １　西川緑道公園及び界隈まちづくり組織設立のための基礎調査事業

　本事業は、平成 26 年度岡山市庭園都市推進課の委託業務を地域総合研究センターが受託し、実施し
たものである。委託調査業務は、平成 24、25 年度から続けられており、その実績を踏まえ、西川緑道
公園界隈での継続的なまちづくりの取り組みを目的としている。歴史・経過を正確に把握し、現在の
魅力と合わせて市民に紹介・アピールするとともに、西川魅力にぎわい創出事業の効率化（多世代が
気楽に参加できる事業への転換、市民主体で行うための仕組み・組織作り等）の具体策検討を行うこ
とを目的とする。また、今回の作業を通じ、西川緑道公園界隈に若い世代（学生）が実際に足を運び、
まちづくりを考える機会をつくろうとするものである。委託業務の内容は以下の通りである。�

1）西川緑道公園界隈のまちづくりの歴史・経緯調査
２）西川緑道公園界隈のまちづくり活動への参加を促す啓発活動の企画・実施
３）西川緑道公園界隈にふさわしいまちづくり組織の検討・試行
４）西川緑道公園界隈交通量調査

①西川緑道公園界隈のまちづくりの歴史・経緯調査

　平成�24�年度から、西川緑道公園の整備や公園を活用した催し物に関係した人、当該地での生活

経験のある人を対象に聞き取り調査を実施してきた。本年度は、西川緑道公園の整備後間もない�
1980�年代初頭にまちづくりをリードしてきた「チーム�25」や、その後を引き継いだ「西川倶楽
部」、現在西川の様々なイベントの中心的役割を担っている�NPO�法人タブララ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サのメンバーにヒア

リングを行った。その他、西川緑道公園建設当時の行政や経済界の動きについてヒアリングも行った。
その結果、公園整備にあたり経済界の働きかけが重要であったこと、建設反対運動の実際、市民と行政
が現在のように協働するに至る過程が明らかになった。さらに、西川緑道公園の設計者である伊藤邦衛
氏のヒアリングが実現し、建設当時、この公園にどのような位置づけを与えようとしていたかを確認で
きたことも大きな成果であった。さらに、国土交通省徳山日出男技監にも、子ども時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代に西川で遊んだ

思い出話などをヒアリングする機会を得た。ヒアリング、交通量調査等に参加した学生の総数は、約�
150�人であった。

　表１．調査業務への学生参加人数
調査項目 人数（人）

ヒアリング調査（15名） 23�
交通量調査（４日間合計） 104
ハーモニーフェスタ来場者調査・通行量調査 8
有機生活マーケット「いち」来場者調査・通行量調査 18

合　　計 153
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７シンクタンク機能

②西川緑道公園界隈のまちづくり活動への参加を促す啓発活動の企画・実施講演会や勉強会を中心

に、まちづくりに関する意見交換を行った。まず、米ポートランド市のまちづくりについて、７月
に吹田良平氏（『グリーンネーバーフッド』の著者）、12�月にスティーブン・ジョンソン博士
（ポートランド州立大学特任教授）の講演会及びワークショップを開催した。また、本学の岩淵泰
（地域総合研究センター助教）、氏原岳人（環境理工学部助教）によるポートランド視察報告会を
開催した。国内では、京都市の公共交通政策や交通社会実験に関する先進的取り組みについてヒア
リングするとともに、その担当者である京都市歩くまち京都推進室の横田正一係長を招聘し講演会
を開催した。学生向けには、岡山市都市整備局石田尚昭審議監による「西川緑道公園のまちづくり
の今」と題した特別授業をしていただいた。なお、これらの啓発事業に参加した市民や学生の総数
は延べ約�350�人であった。

表２．啓発事業への市民・学生の参加人数

③西川緑道公園界隈にふさわしいまちづくり組織の検討・試行
平成 26 年 10 月、岡山市と締結した「まちづくり協定」

を受け、岡山大学・岡山市・市民協働まちづくり拠点「西
川アゴラ」を開設した。地域総合研究センターが賃借料を
負担し、運営・管理を行っている。ここでは、まちづくり
の市民団体が会合したり、学生がまちづくりのイベント企
画を行ったり、大学などの主催によるまちづくり学習会が開催されたりしている。また、満月ＢＡＲ
など、西川緑道公園で開催されるイベントの備品も仮置きしており、実際の市民活動に密着した活用
がなされている。稼働状況もよく、平成 26 年 10 月～平成 27 年２月中旬までの４ケ月半の間に延べ約
1,000 人が訪れている。まちづくり市民団体と大学との人的ネットワークも深まり、また、市内外から
西川アゴラへの視察が訪れており、岡山市中心市街地のまちづくりの発信と蓄積が進んでいる。

調査項目 人数（人）
西川清掃活動 20
吹田良平氏�ポートランドのまちづくり講演会 40
西川アゴラ開所記念カフェ� 30�
三都市シンポジウム（金沢市にて学生参加ワークショップ） 10�
西川緑道公園のまちづくりの今（岡山大学中央図書館にて講話） 13
西川カフェ（ポートランドのまちづくりなど） 32
S.ジョンソン博士�ポートランドのまちづくりを学ぶ 192
歩くまち京都の戦略と戦術を学ぶ 15

合　　計 352
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シンクタンク機能７
④西川緑道公園界隈交通量調査

平成�26�年�12�月に開業した「イオンモール岡山」の影響を分析する目的で、開業直後の�12�月に２
回、翌1月と３月の計４回にわたり、公園沿いの道路や、県庁通り、あくら通りの歩行者通行量・自動
車交通量を計測した。また、歩行者に対し、来買い頻度やイオンモール岡山の利用状況について聞き
取り調査を実施した。さらに、開業前の予備調査として、西川緑道でのイベント開催時（ハーモニー
フェスタ、有機生活マーケット「いち」）に、歩行者通行量調査と、来場者聞き取り調査を行った。
　調査事業の実施体制としては、准教授前田芳男、助教岩淵泰、事務職員近藤亜希子と�NPO�法人ま
ちづくり推進機構岡山の徳田恭子理事が担当した。�
　なお、調査結果の詳細は、「平成�26�年度西川緑道公園及び界隈まちづくり組織設立のための基礎
調査等業務委託報告書」を参照されたい。�

７- ２　岡山市女性の活躍促進に向けた調査事業

　岡山市では、女性の能力が最大限に発揮できるような地域社会の実現を重要課題のひとつに位置づ
けている。だが、結婚や出産・子育てに伴う退職など、女性にとってはまだまだ働きにくい社会であり、
その知識や経験が社会の中で十分に活かされにくい状況がある。�
�こうしたことから、岡山市では女性が活躍できる環境づくりに向けた施策の立案、実施の基礎資料を
得ることを目的に、約 1600 社の企業および 3000 人の市民を対象にアンケート調査を行うこととなった。�
�岡山大学地域総合研究センターでは、アンケートづくりに参画するとともに、市の委託を受けて本調
査の集計、分析を行った。�
　平成 27 年1月に取りまとめた報告書では、分析結果として以下の諸点を指摘した。�
1．岡山市においても女性の職業的な能力が十分活かし切れていない実態があること�
２．女性従業員数の増加は企業業績の向上をもたらす可能性があること�
３．企業が女性従業員に期待する能力・資質として特徴的なのは「細やかさ・気配り」であること�
４．��回答企業の約３分の２が女性の雇用を重視する一方、重視しない企業の多くは重視しない理由と

して「女性が就ける職種が限られているから」を挙げていること�
５．��女性従業員の増加を阻んでいるのは、職種的な制約感に加え、仕事と家庭の両立に関わる問題で

あること�
６．��結婚や出産・育児が女性の就労継続を妨げたり、就労意欲を低下させないようにするためには、

仕事と家庭が両立できる状況をつくり出す必要があること�
７．��女性が働き続けるために必要なものとしては、公的支援制度の充実、企業や組織における仕事と

家庭の両立支援制度の整備、充実を挙げる回答が多いこと�
８．��仕事と家庭の両立支援制度の導入はあまり進んでおらず、制度は導入されてもその利用は低調で

あること。その一方で、利用者の役立ち度合いに関する評価は高いこと�
９．�女性の管理職を増やそうという企業の取り組みはあまり進展していないこと�
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10．�女性管理職が増えることに対する市民の意識としては、９割を超える人が肯定的に捉えていること�
11．��女性管理職が少ない理由に関しては、半数を超える市民が家事や育児の負担を理由に挙げている

こと�
12．��女性の職業能力の発揮には、約６割の市民が出産・育児による休業がハンディとならない人事制

度の導入が必要としていること�
13．�企業や組織の中での働き方としては、管理職を目指して働くよりも技術やスキルを高めて働きた

いとする市民が圧倒的に多いこと�
14．�管理職を目指す理由としてはやりがいのある仕事ができること、目指さない理由としては能力、

体力の問題などが挙げられていること�
15．�働くことの目的・意味に関しては、やはり家計の維持が最も多くなっていること�

　また、これらの分析を踏まえ、女性の活躍促進の施策化に向けた基本的な方向として、次の３点に
ついて提言を行った。�
1．�女性が活き活きと働きそれが企業の活性化にも結びついているような先進事例をロールモデルと

して収集し、広く紹介、顕彰すること�
２．�仕事と家庭の両立を促進するため、企業・組織の経営層・管理者層、子育てをしながら働く女性、

イクメンやカジダンを目指す男性などを対象とする各種講座を実施すること
３．��子育て中の女性たちの集い、子育て中の女性と子育てを卒業した女性とのマッチングなど、多様

な交流の場、研修の場を用意すること�

　調査事業の実施体制としては、地域総合研究センター教授千田俊樹、同研究統括ディレクター（経
済学部教授）中村良平が担当した。

７- ３　岡山市総合特区事業・デイサービス改善インセンティブ事業

　岡山市の調査事業に参加を表明した市内デイサービス事業所は 98 事業所／ 290 事業所（平成 26 年
10 月現在）であった。これらの事業所を利用し、調査の参加に同意した高齢者は 3295 名であった（調
査対象者）。�
　平成 26 年 11 月に初回調査を実施し、高齢者の状態像に関連するアウトカム調査に必要な情報を収
集した。情報収集のために、性別や年齢、要介護度、家族構成、疾病状況などを含む高齢者の基本情
報の質問票と日常生活機能評価表を利用した。�
　平成 27 年２月４日現在、第２回調査を実施中であり、今後３か月ごとにフォローアップを行う。情
報を蓄積した後、事業所情報と突合したデータセットを作成する。作成したデータを用いて、どのよ
うな事業所、あるいはどのようなサービスが、高齢者の状態像の維持・改善に影響しているかという
仮説を検証する。結果をもとに、高齢者の状態像の維持・改善の割合が相対的に高い事業所に対しては、
奨励金を授与する予定である。�
　調査事業の実施体制としては、地域総合研究センター助教山川路代、同センター事務補佐員石川紫乃、
大学院環境生命科学研究科修士課程佐才めぐみ、大学院医歯薬学総合研究科教授浜田淳が担当した。
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７- ４　データヘルス推進モデル事業アドバイザー派遣

　�笠岡市は、健康寿命の延伸「笠岡市健康づくり計画（第２期計画）」、医療費の適正化「笠岡市特定
健診実施計画（第２期）」を目標達成に向けて、適切な保健指導の実施を重点的に取り組む必要性があ
るという認識を持っていた。そこで、笠岡市は、岡山県によるデータヘルス推進モデル事業アドバイザー
派遣事業に応募し、データヘルス計画の策定における健康課題の把握と翌年度以降の事業実施に向け
て課題の検討に対する協力を要請した。岡山大学大学院医歯薬学総合研究科・浜田淳教授、地域総合
研究センター・山川路代助教は、岡山県の要請を受けて、笠岡市にアドバイザーとして派遣された。�
　笠岡市の現状として、精神疾患による受診件数（外来・入院）及び医療費が他地域と比較して多い
こと、循環器疾患が精神疾患に次いで件数及び医療費が多く、特に脳血管疾患の割合が高いこと、
特定健診は一部の中高年者しか受診していないことなどの問題点が挙げられた。�
　現状把握のため、市の国民健康保険（国保）データ、KDB�システム等を活用し、仮説形成とデータ
分析方法について助言を行った。循環器疾患のうち、疾患別にリスク因子や生活習慣の分布、治
療・投薬費用の状況等を確認し、現状を明らかにした。

表１．日常生活機能評価表
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８- １　岡山市経済戦略懇話会検討部会

　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回検討部会を開催し、これまで合計 10 回（平成 23 年度２回、平成 24 年度４回、
平成 25 年度２回、平成 26 年度２回）の会合を行ってきた。�
　開催以降、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、平成
26 年 12 月に出店した大型商業施設イオンモール岡山の出店に向けて、産官学が一体となったまちづく
りをするための議論を行ってきた。�
　平成 26 年度は、３年目となった本懇話会の在り方と発展性について討議を行うとともに、今後も三
者の協力体制を強化するための会議となった。�

《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検討部会�
（テーマ：若者が住みたくなる街・住み続けたくなる街）�
【平成 24 年２月 15 日】�第２回岡山市経済戦略懇話会検討部会
（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検討部会
（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回岡山市経済戦略懇話会検討部会
（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回岡山市経済戦略懇話会検討部会
（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回岡山市経済戦略懇話会検討部会
（テーマ：COC への協力と今後の提案の方向性）�
【平成 25 年６月３日】�第７回岡山市経済戦略懇話会検討部会
（テーマ：商店街等調査事業について）�
【平成 26 年1月 30 日】�第８回岡山市経済戦略懇話会検討部会
（�テーマ：商店街等調査事業・コンベンション誘致推進体制・岡山市経済戦略懇話会の今後の体制に

ついて）�
【平成 26 年９月 20 日】�第９回岡山市経済戦略懇話会検討部会�
（テーマ：コンベンション誘致推進体制、本懇話会の今後の発展に向けて）�
【平成 27 年３月 16 日】�第 10 回岡山市経済戦略懇話会検討部会
（テーマ：本懇話会の今後の在り方について）

８- ２　岡山商工会議所「イオンモール岡山出店協議会」

　西日本最大級の商業施設「イオンモール岡山」の開業を踏まえて、岡山商工会議所が主催する「イ
オンモール岡山出店協議会」が岡山商工会議所内で開催された（全６回）。アドバイザーとして三村聡
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が出席、話題提供やコメントを担当した。最終回となる９月26日は、会の結びとして、イオン側からオー
プンするイオンモール岡山の具体的な店舗構成やフロアの概要、岡山放送局入居のコンセプトや地元
NPO との地域連携活動計画などが紹介された。また、三村から、①迎える側である岡山が、固有の歴
史や文化、地の利、気候、利便性の高い公共交通、多くの大学や病院、名所旧跡など、他の都市と比
較した際の優位性を活かし、回遊性の創出に向けて何をなすべきか、②イオンモール岡山は西日本の
フラッグ店であるが、同時にイオンはマルナカ、マックスバリュー、コンビニ、宅配サービス、ネッ
ト販売、イオンバンク、テレビ局を起点としたマルチメディアビジネスなど岡山全県を対象とした総
合的なビジネスモデルを描いており、イオン対商店街という狭い構図で岡山のまちづくりを考えるこ
とは消耗戦となるだけで前向きな発想とは言い難く、時まさに岡山市の都市マスタープランを描き直
す時期が到来している。③都市全体の構図からイオンをどのように位置づけるかという視座でまちづ
くりを考えるべきであり、それが Win × Win の関係構築につながる、とのコメントを行った。（担当：
三村聡）

８- ３　岡山県「生き活き美作協働事業」審査委員会

　５月 13 日、岡山県からの依頼で、岡山県が実施する「生き活き美作協働事業」の２次審査委員（審
査委員長）を三村聡が担当した。この事業は、［1］移住・定住・交流の促進、［２］歴史・芸術・食
文化等を生かした美作国づくり、［３］地域の子育て・見守り力の強化、の３テーマから募集する「委
託型」と、自由なテーマの「補助金型」の二つに分かれている。（担当：三村聡）

８- ４　岡山県「異業種交流プラザ協議会」

　５月 16 日、（公財）岡山県産業振興財団からの依頼により、岡山県異業種交流プラザ協議会「'91 プ
ラザ第２回（５月）例会」にて「イオンモール進出と岡山のまちづくり」の演題で話題提供した。（担当：
三村聡）

８- ５　岡山県商店街振興組合連合会

　６月２日、岡山県商店街振興組合連合会の依頼により、岡山商工会議所・岡山市・岡山大学の３
者で実施した「商店街等調査事業」の結果報告会を開催した。目的は、イオンモール岡山の出店を
控え、商店街等調査事業の結果をイオンと商店街や専門店との共存共栄に活かすこと。調査結果
の話をベースに、内外の都市でまちづくりを進める事例を紹介した。（担当：三村聡）
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８- ６　岡山商工会議所通常議員総会

　６月 24 日、岡山国際ホテルで開催された岡山商工会議所通常議員総会にて「イオンモール岡山のオー
プンが岡山市の経済に与える影響」について話題提供した。（担当：三村聡）

８- ７　真庭商工会による岡山市表町視察

　９月�12�日、真庭商工会が岡山市中心市街地のひとつである表町商店街の状況を視察した。案内役
は、岡山市中之町街づくり会社の片山進平社長。視察後、街づくり会社にて意見交換会を開催し、
片山社長が「街づくり会社の活動状況と今後の取組み」、三村聡が「真庭と表町のコラボレーションの
可能性」を話題提供、小さなことから協力できることを探り、実行に移すことで合意した。

（担当：三村聡）

８- ８　岡山商工会議所女性会

　９月�18�日、岡山商工会議所女性会の依頼で「商店街調査事業とまちづくりの動きについて～女性
の視線を大切にしたまちづくりの方向性～」について話題提供を行った。（担当：三村聡）

８- ９　岡山経済同友会「企業経営・環境委員会」

　10�月８日、（一社）岡山経済同友会「企業経営・環境委員会」が、うちさんげ電気ビル３階のエネ
ルギアホールで開催された。「岡山大学が取り組む地域の環境プロジェクト」と題して話題提供を
行った。（担当：三村聡）

８-10　公益財団法人水島地域環境再生財団（みずしま財団）

■ ESD 世界会議
11 月７日、ESD 世界会議イベント「未来へつなごう！お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かやま�ESD�ふれあい広場」が岡山駅

西口のコンベンションセンターを会場に開催された。イベントホール及びロビーでは、ESD�に取り
組む団体や企業の活動を紹介するパネル展示や体験型のワークショップブースがあり、岡山大学地
域総合研究センターは、公益財団法人水島地域環境再生財団（みずしま財団）と共催で「水島�
ESD」と銘打って「岡山大学の水島地域における環境学習」についてパネル展示を行った。（担当：
三村聡・鷹野郁子、みずしま財団：塩飽敏史研究員）�
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■まちづくり人材養成研修

公益財団法人水島地域環境再生財団（みずしま財団）が倉敷市からの受託事業として行った「水島
中心地域まちづくり研修事業」の企画・運営を支援した。11 月 29 日に開催した「ぼく・わたしがみつ
ける " 水島の秋 " ～初めてのカメラマン体験～」は、就学前から小学校低学年の子どもとその保護者が
デジタルカメラを使い、水島中央公園内で秋をテーマにした写真撮影を行った。このような活動を通
して、子どもと親が、地域への愛着を深めることが狙いである。約 30 人が参加し、子どもが撮影した
ものを中心にベストショット 19 点をパネルにして水島商店街内の店舗のショーウィンドウやレジ横に
展示した（2014 年 12 月～ 2015 年1月）。また、2014 年 12 月 12 日～ 24 日までの 13 日間、水島臨海
鉄道の車両内でも中釣広告のスペースを活用して展示した。これにより、商店街や水島臨海鉄道に足
を運んでもらうことにつながった。�
　これに先立つ 11 月 22 日には、「幼稚園・保育園児のための遠足プログラムづくり」のワークショッ
プを行った。保育園の教諭や大学生、倉敷市内のまちづくり団体の関係者など、28 名の参加があった。�
　地域を元気にするために、より多くの子どもたちが地域を訪れ、愛着を育むために何をすればみん
な楽しく参加し続けることができるのか、公園の活用をテーマにみんなで話し合った。�前田からは、
公園を活用したまちづくりの実践事例、野外での子どものための環境学習、ふるさと学習の事例を紹
介し、まちづくりの基本的な考え方についてもレクチャーした。（担当：前田芳男）�

■倉敷市水島地区「環境学習報告会」 
1月 25 日、みずしま財団を中心に、この２年間、市民・企業・行

政・大学等が協働して進めてきた、倉敷市水島地域における環境学
習活動の取り組み内容に関する成果報告会が、倉敷市環境学習セン
ターで開催された。活動のテーマは「みんなでつくろう！世界一の
環境学習のまちみずしま～持続可能な地域づくりと人材育成を考え
る～」報告会は、みずしま財団の塩飽敏史研究員の進行、広島修道
大学人間環境学部の西村仁志准教授のコーディネートで始まり、岡
山大学から鷹野郁子研究員が「社会連携型実践教育：倉敷市水島に
おける環境学習」の実施報告を行った。参加者全員がグループをつ
くって討議を行うパネルディスカッションでは、石丸香苗准教授が
パネリストとしてコメントを担当した。報告会は、これからもみず
しま財団が事務局をつとめながら、地域住民が主役となって環境省
や倉敷市などの自治体や地域企業、そして大学などが連携して、環
境学習活動を持続可能な地域づくりに発展させることを宣言して閉
会した。（担当：三村聡、石丸香苗、鷹野郁子）

８-11　中四国南北軸交流懇談会岡山交流会

　1月 23 日、鳥取県、島根県、岡山県、香川県、徳島県、高知県の商工会議所が一堂に会して、日本海、
瀬戸内海、太平洋という南北軸を視座に置き経済を中心に多面的な交流を図ることを目的とする「中
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四国南北軸交流懇談会」を、ホテルグランヴィア岡山を会場に開催した。岡山商工会議所がホスト役
をつとめる交流会では、イオンモール岡山がテーマとなり、同社の武田久和ジェネラルマネージャー
より「イオンモール岡山の概要」と題したビデオ映像を用いた紹介があり、続いて三村聡より「イオ
ヱモール岡山開業後の岡山中心部の課題」と題して話題提供を行った。（担当：三村聡）

８-12　おかやまスポーツプロモーション研究会（SPOC 研究会）

　岡山県ではファジアーノ、シーガルス、湯郷ベルなどのプロスポーツ団体が活動を続けている。
これからのまちづくりを考える上で、スポーツ産業振興や教育、まちの活性化に結びつける活動を
総合的な視点で展開するために、インフラ整備を含む企画やアイディアを具体的な取り組みに展開
するためのネットワークや重層的な組織の形成が大切である。こうした構想を推し進めていくこと
を目的に経済界を中心に、マスコミ、自治体や学生を含む大学が加わり「おかやまスポーツプロ
モーション研究会（SPOC�研究会）」が�10�月�28�日に組織化された。毎月1回程度、定例的な研究
会を実施している。
　同研究会の会長は、岡山経済同友会地域振興委員会の梶谷俊介委員長（岡山トヨタ自動車代表取
締役社長）、岡山大学からは教育学部の高岡敦史講師が研究会をリードしている。さらに、３月９日
にはキックオフシンポジウムを開催した。
シンポジウムの詳細は前述（４章シンポジウム・報告会）に記す。（担当：三村聡）

８-13　「高梁川ミーティング 2014」

　12 月 14 日、倉敷市環境交流スクエアにおいて、主催：高梁川流域学校準備委員会・STOP�温暖化く
らしき実行委員会、後援：倉敷市・岡山県備中県民局・高梁川流域連盟により、「高梁川ミーティング
2014」が開催された。今回のミーティングでは、地域における環境教育の展開を目的として「高梁川
流域学校」の 2015 年４月開校を目指すことが決議された。基調講演では、公益社団法人日本環境教育
フォーラム理事長�川嶋�直�氏がゲストとして招かれ、「川と生きる�持続可能な地域を創る環境教育」と
題して環境教育の重要性と展開手法について、KP�法（シンプルに伝える紙芝居プレゼン）やグループ
ディスカッションがなされた。続くシンポジウムでは、「高梁川流域学校の目指す地域、人づくり」と
題して、モデレーターを岡山大学の荒木�勝副学長・理事（社会貢献�･�国際担当）がつとめるなか、パ
ネリストを大久保�憲作�氏（倉敷木材株式会社代表取締役）、小見山�節夫�氏（NPO�法人フォレスト
フォーピープル岡山副理事長）、辻�信行�氏（株式会社暮らしき編集部代表取締役）、山辺�啓三�氏
（有限会社まるみ麹本店代表取締役）、岡山大学から三村聡がつとめた。（担当：荒木勝、三村聡）�
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８-14　新見市地域医療ミーティング推進協議会

　第 10 回協議会は、平成 26 年 11 月 20 日（木）13 時 30 分～ 15 時、まなび広場にいみ３階学習室に
て行われた。岡山大学からは、大学院医歯薬学総合研究科・浜田淳教授、同研究科・岩瀬敏秀助教、
大学病院・溝尾妙子助教、地域総合研究センター・山川路代助教がオブザーバーとして参加した。�
　太田隆正副会長（太田病院理事長、新見医師会長）の司会で、医療・看護就職フェア開催結果、ふ
れあいミーティングの開催状況について経過報告がなされ、今後の取り組みとして、シミュレーショ
ントレーニングの開催について紹介された。

新見市では医師看護師など医療者不足が顕著で、加えて医療者の高齢化の問題もあり、医療者をい
かに確保するかが深刻な問題となっている。新見公立大学の一学年定員 64 名のうち、地域枠で地元出
身の学生1、２名を確保できるようになった。しかしながら、地元以外の学生が卒業後も新見市で就
職することはまれであることから、看護師が大幅に増加する可能性は高くない。医療・看護就職フェ
アのような場で、ターゲット（例えば、地元中高生）を絞って、集中的に就職 PR できればいいのでは
ないかという意見があった。また、看護資格を持っているが、現在就業していない休職者を再就業さ
せるのは困難という意見があったが、休職者の再就業における問題点を把握し、休職者の再就業を増
やすことも検討すべき課題と思われた。
　本年度の医療・看護就職フェアの参加者数は 111 名（うち来場者 56 名）であり、昨年度（186 名、
うち来場者 123 名）に比べて減少していた。こういったイベントの参加者を増やすこと、参加者を新
見市での就業に着実に結びつける方策についても、今後、引き続き意見交換する予定である。（担当：
山川路代）

８-15　在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク大会

　平成 26 年９月 14 日（日）～ 15 日（月・祝）の二日間にかけて、NPO 法人在宅ケアを支える診療所・
市民全国ネットワーク第 20 回記念大会全国の集い in 岡山 2014 が行われ、大会第二日目（９月 15 日）
に、「岡山大学・自治体連携の取り組み：地域にかかわる・地域で学ぶ . 医療・介護とまちづくり」と
いうテーマで、岡山大学地域総合研究センター・三村聡副センター長が座長、山川路代助教がコーディ
ネーターとして、シンポジウムを行った。

超少子高齢化が延伸し、高齢者の医療と介護は切実な問題となっている中、大学は地域包括ケアの
実現に向けて、地域と連携した取り組みが求められている。シンポジウムでは、岡山大学医学部と地
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域総合研究センターが共同で実施してきた「多職種連携と地域包括ケアのワークショップ」にご協力
いただいた自治体から、網本善光氏（笠岡市健康医療課・課長）、大熊江美子氏（真庭市健康推進課・
課長）、山崎博子氏（真庭市高齢者支援課・参事）を迎えた。その他、岡山大学卒業生代表として、脇
本弘正氏（現岡山県美作県民局地域政策部総務課）、岡山大学医学生の村田友里恵氏（岡山大学医学部
医学科）を交えて、合計５名のパネリストが参加し、表題のテーマに沿って議論した。シンポジウム
では、まず、笠岡市や真庭市における医療や介護における課題と対応の状況、学生が行った総社市で
の地域と連携した活動、国際医療勉強会サークルによる地域での活動について発表を行った。その後、
学生の地域貢献活動の意義、地域の学生に対する期待、地域の問題を解決するために何が大切かにつ
いて会場の参加者も意見交換を行った。�
　議論を通じて、地域の大学や学生に対する期待が大きく、大学には、こうした地域の期待に応えら
れる学生も少なくないが、学生にとっては、地域での活動は学業との両立にかなりの負担となるため、
大学として支援体制をより強化していく必要があることが分かった。岡山大学では、現在、地域総合
研究センターを中心に、教養教育における実践型授業の取り組みに着手している。実践型授業は、学
生の地域と共同した活動を授業に組み込むもので、大学が地域の期待と学生の希望に応えられる、新
たな地域貢献の手法となると思われた。（担当：山川路代、三村聡）

８-16　岡山市総務・市民政策審議会

　1月 26 日、岡山市の総務・市民政策審議会が岡山市で開催された。岡山市が進める文化・芸術に関
する政策・施策の内容について、岡山市から市民参加を重視した具体的な取り組みと達成度合いにつ
いて説明がなされ、出席した委員から活発な意見や質問が出された。委員として三村聡が出席した。（担
当：三村聡）

８-17　岡山放送番組審議会

　岡山放送の番組審議委員として、三村聡が毎月1回の委員会に出席した。イオンモール岡山出店を
取り上げた番組や、地域の社会問題を取り上げた番組などが審議の対象とされた。委員長は大原謙一
郎氏（大原美術館理事長）。（担当：三村聡）
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８-18　広島県神石高原町域学連携事業

　広島県神石高原町が行う域学連携事業の一環として、岡山大学の学生５名と共に８月 26 日から 28
日まで、まちづくり合宿を行った。岡山大学としての神石高原町での合宿は２回目であり、前回の活
動地であった有木地区の自治振興会からの要望で今回の学生派遣となった。学生たちは有木地区の方々
に来学いただき事前講義を受け、合宿期間中は農業体験、そば打ち、こんにゃくづくりなど体験する
ほか、まち歩きをして住民へのヒアリングを行った。（担当：岩淵泰）

８-19　消費者教育推進の公聴会での実践型教育の紹介

　2014 年 12 月 16 日、消費者庁の消費者教育推進会議小委員会が岡山市で開催され、消費者教育の実
践事例を報告した。�
　当日は、消費者庁坂東久美子長官、消費者教育学会西村隆男会長のほか、岡山県消費生活センター、
岡山県くらし安全安心課をはじめとする県内の消費者関連の機関や行政の担当者が出席し、消費者教
育に関する岡山県の現状を報告した。�
　岡山大学で実施した実践型のワークショップ研修の事例として、「レシートプロファイリング」「空
缶シャッフル」などの教材とその効果について報告した。また、ＥＳＤ関連の地域貢献として、水島
コンビナートにおける実践型事業や高梁川流域学校における地域総合研究センターの関わりを紹介し
た。（担当：前田芳男）

８-20　岡山市歴史まちづくり回遊社会実験企画審査委員

　岡山市が平成 26 年３月に策定した「岡山市都心創生まちづくり構想」に基づき実施された「歴史ま
ちづくり回遊社会実験」において、提案公募された事業の審査会の採点委員を務めた。（担当：岩淵泰）
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８-21　総社商工会議所

　総社商工会議所からの依頼で、３月 25 日に議員総会において研修会の講師を務めた。昨年３月にも
講演しており、今年度で２度目となる。イオンモール岡山の現状と今後の岡山市の取り組みをテーマ
に取り上げ、話題提供した。（担当：前田芳男）

８-22　内閣官房まち・ひと・しごと創生本部及び内閣府地方創生推進室

　内閣官房まち・ひと・しごと創生本部及び内閣府地方創生推進室が公募した「地方創生人材支援制度」
により、岡山大学から三村聡教授が井原市へ派遣されることとなり、３月20日、25日、26日の３日間、
内閣府と首相官邸で開催された研修会と激励会へ出席した。この制度は、地方創生に積極的に取り組
む市町村に対し、意欲と能力のある国家公務員や大学研究者、民間人材を、首長の補佐役として派遣し、
地域に応じた「処方箋づくり」を支援する事業。平成27年４月から２年間、地方創生のアドバイスを
行う職員（顧問、参与等の非常勤特別職）として活動を開始する。（担当：三村聡）
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９- １　ネットワーク・アゴラ

　岡山大学大学院社会文化科学研究科の教員が中心に活動する地域創生ネットワーク・アゴラと地域
総合研究センターはメンバーが相互に重複していることなどから、従前より緊密な連携、協力のもと
に活動を行ってきた。�
　平成 26 年度は、ネットワーク・アゴラが平成 24 年度以来行ってきた地域の医療・介護を考える取
り組みの集大成として 10 月 25 日に『地域の医療・介護を考えるワークショップ～「尊厳をもって生
きる」～』を国際交流会館で開催し、当センターはその実施を側面から支援した。��
　このワークショップでは、７つのグループに分かれて、どうすれば「地域の中で尊厳をもって生きる」
ことができるかをテーマに、たとえ病気や介護を必要とする状態になっても、自分らしい高齢期を送
るにはどうしたらよいか、家で介護している人の負担を減らすにはどうしたらよいかといった今日起
きている問題を真剣に話し合った。�
　参加者からは、尊厳ある生き方について包括的に考える良い機会になった、普段こうした交流の機
会がないのでとても刺激になった等の感想が寄せられた。�
　さらに、今年度ネットワーク・アゴラでは「現代公共政策のフロンティア」と題する「岡山大学版」
教科書作成することとなり、その一部の執筆を担当した。�
　⃝�第９章�現代コミュニティと地域経済－岡山県における事例を中心として－（担当：三村聡）�
　⃝�第 10 章�地域づくりとソーシャル・キャピタル（担当：千田俊樹）�
　⃝���第 11 章�フランスにおける学都創成－ストラスブール市における大学と都市のまちづくり－（担

当：岩淵泰）�
　⃝�第 12 章�ポートランドのまちづくり物語（担当：岩淵泰）

また、倉敷市議会公共政策セミナーの講師を担当した。�
　⃝�６月 19 日「フランスのまちづくり～参加と政策～」（担当：岩淵泰）�
　⃝�８月 27 日「イオンモール岡山の出店が倉敷に及ぼす影響」（担当：三村聡）�
　⃝�３月 16 日「文化・経済・環境指標からみた学都岡山のポテンシャリティを探る」（担当：千田俊樹）

９- ２　岡山大学若手職員塾

　岡山大学若手職員塾は、２年前に若手事務職員有志によって始まり、現在３年目の取り組みと
なっている研究会で、講師との人的ネットワークの構築や、前年度受講者が次年度の企画を行うリ
レー方式の運営などが特徴である。今年度のテーマのひとつが、「おかやまで働く～外部から見た岡
山大学～」。10�月�10�日、企業人生活が長く、また県外から来た教員という理由から、三村聡が講師
を担当した。（担当：三村聡）
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９- ３　研究推進産学官連携機構

　「知恵の見本市 2014 ～魅せます！岡山大学の研究力～」において、地域貢献をテーマにブースを出
展し、「岡山市スマートモビリティタウン構想の実践展開（社会実験）」についてパネルを展示した。（担
当：三村聡）

９- ４　先進基礎科学特別コース

「課題調査・課題解決インターンシップ」最終報告会・意見交換会 
　11 月 27 日、地域総合研究センターが協力する、岡山大学大学院自然科学研究科・環境生命科学研究
科先進基礎科学特別コース「課題調査・課題解決インターンシップ」最終報告会・意見交換会が開催
された。学生たちは、前回の中間報告会での反省を活かし、スライドを用いた口頭発表での報告内容
も充実、ポスターセッションも企業から好評を博した。（担当：三村聡）

９- ５　シンポジウム「循環共生型社会の実現による地域再生に向けて」

　1月 15 日、環境省総合環境政策局と岡山大学の共催により、「循環共生型社会の実現による地域再
生に向けて～地球環境と地方創生への知の貢献～」と題したシンポジウムが岡山大学創立五十周年記
念館を会場に開催された。主催者代表として、環境省から小林正明総合環境政策局長が、岡山大学か
ら山本進一理事（研究担当・副学長）があいさつに立ち、学識者事例発表で、岡山大学環境生命科学
研究科神崎浩研究科長が岡山大学としての研究の内容を、三村聡が岡山大学の地域貢献活動紹介とし

先進基礎科学特別コース成果報告
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て、環境にやさしいクリーンエネルギーに配慮したパー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソナルモビリティを利用したまちづくり

と倉敷市水島で進める実践型環境学習のテーマで話題提供した。さらに、自治体等からの事例
発表として、富山県立山町、岡山県西粟倉村、岡山県津山市、一般社団法人徳島地域エネル
ギーの代表者が、そして企業からはイズミヤ株式会社、積水ハウス株式会社の代表者が現場で
の具体的な取り組 みについて報告した。続くパネルディスカッションでは、
コーディネーター役を岡山大学花岡千草上級リサーチ・アドミニストレーターがつとめた。（担当：
三村聡）

９-６　言語教育センター／グローバル・パートナーズ

　文部科学省留学生交流拠点整備事業「留学生のまちづくり」の実施のため、留学生と関わるセンター
と緊密なコンタクトをとっている。「おかやま StudyTour」や「サムライ・トリップ in やかげまち」
など、岡山大学の留学生と地域が交流するプログラムについては、言語教育センターが運営する
L-Cafe の藤本真澄講師や、グローバル・パートナーズの宇塚万里子教授の積極的な支援のもと、開催
に至っている。留学生を直接担当しない当センターでは、こうした他センターとの協働体制を築き、
留学生のまちづくり事業を展開している。来年度以降、文科省における本事業は終了となるが、引き
続き協働体制をとり、事業継続を予定している。詳細は「岡山留学生のまちづくり報告書（平成26年度）」
を参照されたい。

９- ７　センター教員担当授業科目

　平成 26 年度に地域総合研究センターの教員が担当した授業科目は、以下のとおりである。�

三村聡教授�
�⃝�教養教育科目�

�前期�木曜２時限�現代コミュニティと地域経済�
　前期�金曜３時限�倉敷市水島から学ぶ地域社会と環境�
　後期�木曜２時限�現代コミュニティと地域社会�

�⃝�大学院社会文化科学研究科博士前期課程公共政策科学専攻（地域公共政策コース）��
　　前期�水曜６時限�自治体経営戦略論��

�⃝�大学院自然科学研究科・環境生命科学研究科博士前期課程副専攻（先進基礎科学特別コース）�
　後期�木曜４時限�組織マネージメント概論（６コマ）�

千田俊樹教授�
�⃝�教養教育科目�

　前期�金曜３時限�“�新しい公共 ”�の意味を問う�
　　後期�金曜３時限�ソーシャル・キャピタル論への招待�

�⃝�大学院社会文化科学研究科博士前期課程公共政策科学専攻（地域公共政策コース）��
　後期�木曜７時限�地域創生特別講義�地域づくりとソーシャル・キャピタル（２コマ）�
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岩淵泰助教�
�⃝�教養教育科目�

　前期�木曜２時限�世界のまちづくり�
　　後期�木曜２時限�市民参加への招待�

�⃝�大学院社会文化科学研究科博士前期課程�
　　　前期�水曜２時限�ヨーロッパ都市論��

佐藤大介助教�
�⃝�教養教育科目�
　　　前期�金曜1時限�総合英語３

荒木秀治特別准教授（実践型社会連携教育プログラム）�
�⃝�教養教育科目�

　後期�木曜２時限�大学とまちづくり－ NPO・NGO 等との連携を通じて－�

（大学院法務研究科�西田和弘教授�主担当教員）�
前田芳男准教授、佐藤大介助教�
�⃝�教養教育科目�

　後期�その他�地域社会貢献型学習支援活動（実践型教育科目）�

山川路代助教�
�⃝�専門基礎科目（医学部保健学科）�

　　後期金曜２時限�ヘルスプロモーション入門（２コマ）�
�⃝�大学院医歯薬学総合研究科（修士一般コース）�

　前期�社会医歯科学（1コマ）
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10 実践型社会連携教育プログラムへの取組み

10- １　実践型社会連携教育プログラム

■ 10- １- １　岡山大学の目指す「実践型社会連携教育プログラム」とは
現代は、経済や社会制度の発展によって生活必需品や社会サービスは行き渡ったものの、少子高齢

化と人口減少、地方の過疎化、財政赤字、予測不能で大規模な災害や事故といった、様々なリスクと
不安を抱えた「成熟社会」でもある。このような社会に出ていく若者に、想定の範囲を越える問題や
解答のない問題に適切に対応できる判断知と先見性、不確定な未来を社会の他の人々と共に担ってい
けるだけの責任感、連帯力、気概といった能力が求められている。岡山大学は、「実践型社会連携教育
プログラム」を提供することによって、成熟社会に適応できるような大学生の能力を開発する。そして、
現在の自分たちだけでなく将来の世代の幸福までも考慮に入れることのできる人材を育成し、持続的
発展を可能とする社会の担い手を世に送り出したいと考えている。
　４つの領域・テーマ（①教育再生、②医療、③技術・環境、④まちづくり）を設定し、各領域・テー
マにおいてそれぞれ地域の課題を考え、解決策を見出だすことによって、「学都・岡山」の実現を目指す。
すでに、開設から３年目を迎えた当センターは、�４つのテーマそれぞれに関して専門的能力を持つ准
教授および助教をスタッフ増員し、本プログラムの拡充に向けて準備を進めている。

■ 10- １- ２　タイプと志向性

■ 10- １- ３　4 つの領域・テーマ
１　教育再生
　かつて「教育県」と呼ばれた岡山県は、不登校やいじめ、学力低下等の多岐にわたる深刻な問題が
顕著となっている。閑谷学校や岡山藩医学校を代表する高度な庶民教育の伝統に恥じないよう、岡山
県の教育を再生することが本教育のテーマの一つと捉え、教育者を志望する学生のみならず、教育に
関心や熱意を持つ全学の学生を対象に、学校や地域での子供の学習支援や見守り等の教育支援活動・
専門知を生かした現場の教科内容の充実を展開する授業等が想定される。

２　医療
　福祉行政が縮小され、高齢化が進行する現在、高齢者や子ども、障害や病気を抱えた人々を地域の様々
な専門家と市民が見守っていく「地域包括ケア」の活動が、政策的にも草の根の自発的活動としても
進展している。学生がこうした活動に参画することにより、社会の実態を在学中に認識することがで
きれば、かけがえのない実践知を身につけることができ、卒業後、医療専門職や公務員職に就いた場

※ �Advanced�Type が専門科目、Basic�Type が教養科目という区別ではなく、これは実践型教育における Advanced
Type（A タイプ）と Basic�Type（Ｂタイプ）です。
�また、Community-based とは、地域・社会をフィールドとして「異分野」、「異社会」とのかかわりによる実践型社会
連携教育プログラムを意味し、Global-oriented とは、「異分野」、「異社会」に加え、「外国の異文化体験」を含むグロー
バル実践知教育を目指しています。

番号 タイプ タイプ概要 志向性 フィールド・連携 志向性別タイプ 

1 Advanced�Type 本プログラムの開講要件を満たし
ているタイプ

Community-based 地域、企業等� Aタイプ��
Global-oriented 外国、外国人協働 G-Aタイプ

2 Basic�Type 本プログラムの開講要件として最
低限度を満たしているタイプ

Community-based 地域、企業等 Bタイプ
Global-oriented 外国、外国人協働 G-Bタイプ
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合も、現実に即した配慮のできる人材として活躍することができるとし、本領域においては自治体や
社会福祉協議会、病院等と連携し授業等が想定される。

３　技術・環境
　社会の持続的発展を実現するためには、環境に配慮した新しい技術の開発と社会を活性化するイノ
ベーティブな技術が必要である。在学中に岡山県の自然環境を活かしたエネルギー技術や、公害削減
技術、新世代モビリティ技術等が実用化されている現場に触れることで、新しい技術の動向を知り、
それらの技術が生まれた社会背景を実感として理解していく。大企業や地元の中小規模の企業、企業
と市民を結びつける様々な団体の協力のもと、理科系・人文系・医療系すべての学生が技術・環境を
自分の問題として考えることのできる授業が想定される。�

４　まちづくり
　自治体の都市計画、中山間地域・島嶼部の活性化やまちづくり計画に大学の専門知識を活かし、学
生が都市計画の PDCA サイクル（事業活動における計画・実施・評価・改善のサイクル）の原動力と
して参加する方策を探ることで、より良い社会は自分たちの手で作るしかないことを学ぶ。当センター
ではこれまで、自治体の社会調査への教員と学生による協力、岡山市内西川流域の歴史調査（ヒアリ
ング調査）など、まちづくりに関わる様々な活動を独自に展開した。今後は、これらの活動から得ら
れた経験とネットワークを活かしまちづくりを授業化することが想定される。

■ 10- １- ４　満たすべき標準モデル
番号 開講要件 要件概要 Aタイプ/ G-Aタイプ Bタイプ/ G-Bタイプ  

1 実践知を涵養すること

「実践知」とは、自ら社会の現場を体験し、人々の話を傾聴す
ることを通して養われる知識、知性のことです。その内容は、
①判断知、②リーダーシップ、�③チーム力、④社会的倫理であ
り、本プログラムは、教室での座学だけでなく、社会・地域
でのフィールドワークを必ず盛り込み、社会・地域と連携す
ることで、学生に「実践知」を身につけさせるための教育プ
ログラムであることが求められます。

実践知の涵養を意識
した授業目的が望ま
れます。��

2 教養教育と専門教育を
相互連携させること

実践知は、あらゆる専門的な研究活動の基盤として必要なも
のであり、教養教育科目（主として1、２年生が対象）とし
て提供する場合や学部・分野によっては専門教育科目として
提供す場合が考えられますが、教養教育と専門教育を架橋し
相互連携を可能にした教育を提供することが求められます。

［教養教育科目として開講する例］実社会への関わりから地域
の課題を学び、解決策を考え、地域の人々と語り合える「幅
広い知性と社会性倫理、気概を育てるような科目が該当しま
す。［専門教育科目として開講する例］医療系分野では、地域
医療実習のような実践型科目を提供することで、高齢社会の
包括医療やケアの問題を地域の現場で解決できる人材を養成
することができます。［教養教育と専門教育を相互連携し開講
する例］社会・地域の課題を包括的に考える実践型の教養科
目シラバスと、地域包括医療の問題を考える実践型の専門科
目シラバスを連携させることにより、医療系の専門科目を学
ぶ学生は、地域の課題を学ぶ教養科目を履修し、自分の専門
性に広がりと深みを持たせることができるようになります。

1～７すべて必須要件

学生の教養教育また
は専門教育を意識し
た上で、いずれかの
教育に特化した開講
を可とします。��

3
連携体制（四極体制：
学生、主担教員、連携
教員、地域人・社会人）

を取ること

学生の実践知を養うには、専門知識を持った大学教員の他に、
社会・地域の人々との授業計画・実施・評価のおいて連携が
不可欠です。また、多面的に課題を思考し整理するためには、
大学教員も1人ではなく複数関わることが必要となる場合もあ
ります。本プログラムの実施に当たっては、①学生、②主担
教員（主担当教員として授業の最終責任を負う大学教員等）、
③連携教員（主担教員を支援する大学教員や学外非常勤講師
等）、④社会人・地域人（フィールドワーク等現場実践での協
力や成果報告会への参加等、継続的に学生と教員を支援する
社会・地域の方等）から成る四極体制であることが求められ
ます。

学外の地域人や企業
人による支援を意識
した授業構成が望ま
れます。��
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実践型社会連携教育プログラムへの取組み10

10- ２　平成 26 年度　実践型社会連携教育科目の開講

■ 10- ２- １　倉敷市水島から学ぶ地域社会と環境
実施時期：�平成 26 年度（2014 年）前期
領　　域：�地域と技術・環境
担当教員：��三村聡（地域総合研究センター副センター長・大学院

社会文化科学研究科教授）�

　実践型社会連携教育授業の第一弾であるこの授業は、平成 26 年度
前期に、教養教育プログラムの一つとして、A グループ（教育、理学、
医学、歯学、薬学、環境理工、農学の各学部）に属する1・２年次
生を対象に実施した。日本有数のコンビナートを擁する倉敷市水島
から地域社会と環境問題について考えることを目的とし、学外講師
を招いたオムニバス形式の授業にフィールドワーク２回を含む、総
合的な地域環境学習プログラムを提供した。�
　担当教員は、自治体政策やまちづくり、企業活動の研究に長年携わってきた専門性を活かし、三村
聡�副センター長・教授が務めた。非常勤講師には、水島公害訴訟の和解金を基に設立された「公益財
団法人�水島地域環境再生財団（みずしま財団）」の研究員と、水島地域を河口とする高梁川水系の環境・
文化の保全を目的とする「一般社団法人�水辺のユニオン」の代表を招いたほか、地域人として倉敷市、
岡山県、環境省の専門家に講義1コマずつを委嘱した。フィールドワークでは、黒崎連島漁業協同組
合の漁業関係者やコンビナート企業の人々とも身近に接することができた。

番号 開講要件 要件概要 Aタイプ/ G-Aタイプ Bタイプ/ G-Bタイプ  

4 実践内容の評価を含め
ること

評価については、①学生に対する評価（主担教員と連携教員
が共同で行い、最終的な採点は主担教員が行う）と、②授業
実践・取り組み内容に対する評価（地域人・社会人による評価）
の2種類あることが求められます。

学外の地域人や企業
人による評価・コメ
ント等を可能な範囲
で取り入れることが
望まれます。

5 課題解決型であること

本プログラムは、学生を社会の「現場」の中で教育する実践
的な教育プログラムを根幹とします。そのため、まず学生自
身による「深い現場体験」「現場傾聴」の経験・体験を通して、
現場（社会・地域）が提起する課題を具体的に解決する方策
を考える「課題解決型の授業実践」が求められます。さらに、
すべてのタイプにおいて、現場教育・現場実践がプログラム
全体の3分の1以上含め、プログラムの最後に成果報告・成果
共有を関係者間で実施する必要があります。 1～７すべて必須要件

学生自身による課題
解決ではなく、現場
体験・現場傾聴・共
感が中心となる授業
も可とします。

6 グッド・ハビットの形
成に寄与こと

「グッド・ハビット（good�habit）」とは、良い習慣付けを意味
します。学生は単位取得のために授業を履修するのではなく、
生涯を通じて実践知を持続し、社会・地域の中で共有できる
良き習慣を涵養することが求められます。そのため、大学と
社会・地域には実践知教育を持続的に展開するための安定的
な信頼関係の構築が求められます。

特に求めません。課
題解決型学習がなさ
れなければ、グッド
はビットの形成は難
しいと考えています。��

7 互恵性のあること

社会・地域の人々から学ばせていただく以上、大学との連携
によって生み出される社会・地域にとってもの報労も必要と
なります。本プログラムは、短期的または長期的な実践を通
して、振り返りを含めて評価可能な形での社会・地域との「互
恵性」を実現できる授業であることが求められます。

将来を含めた社会・
地域との互恵性を志
向することが望まれ
ます。
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＜授業開始までの経緯： 関連団体・行政との協力関係に基づいて＞ 
　倉敷市水島地区と地域総合研究センターとの関係は、平成 24 年（2012 年）12 月から翌年1月にか
けて、当センターが岡山大学国際センターの主管する「キャンパスアジア」事業を支援し、中国・韓
国からの留学生と岡大生の水島・倉敷訪問をコーディネートした時に始まった。その後も、当センター
の呼びかけに応じた岡大生が、水辺のユニオンや倉敷市が主催するイベントにボランティアとして参
加・協力してきた。平成 25 年（2013 年）には、みずしま財団が主催する学習ツアー「水島コンビナー
トと海の環境再生を学ぶ旅」に岡大生とセンター職員が参加した。さらに同年、みずしま財団が事務
局を務める環境省事業「環境学習を通じた人材育成・まちづくりを考える協議会」の発足にあたっては、
三村副センター長が委員を拝命している。実践型授業に必要な地域での人脈と信頼関係は、これらの
活動を通じて構築されてきた。

＜水島地区から学ぶことの意義：さまざまな立場の人々の努力で公害が克服されてきたことを学ぶ＞ 
　倉敷市水島地区のコンビナートは、戦後の経済成長期にはわが国の復興と成長に大きく寄与したが、
同時に、甚大な被害をもたらした公害の発生源ともなった。大学生は、すでに小中高の社会科等の授
業で公害について学んできているが、大学1年生の段階では、まだ企業＝加害者（悪）、住民＝被害者
とみなす単純な思考を出ることができない。この授業では、みずしま財団という、住民と企業の和解
条項に基づいて設立された公益財団の研究員、長年にわたって地元企業の取り組みを見守って来た倉
敷市の公害規制担当者、岡山県と環境省の環境問題担当者、またコンビナートの水源である高梁川水
系の環境保全をミッションとする一般社団法人「水辺のユニオン」の代表者を講師として招くことで、
市民・企業・行政それぞれの立場から考えることを学ぶ機会を作った。�

＜授業の流れ＞ 
　受講生は、まず最初に、ビデオなどを使った講義によって、現在もまだ公害病（後遺症）に苦しむ人々
や、支援に尽力する医療専門家の存在があるという現実を知った。次に、コンビナート沖の海での漁
業体験を通じて、住民の訴えを受けた企業の公害削減努力で海の環境が復活したことを実感として学
んだ。その後、学外講師の方々から、市民・企業・行政の間での議論や情報共有の在り方を学び、さ
らに、コンビナート企業と行政の環境監視センターを訪問して、企業や行政の活動がどのようなもの
であるかを目の当たりにした。２回のフィールドワークの後には、みずしま財団研究員の指導の下に
ワークショップが行われ、受講生は他の受講生との議論を通じて自分の学びを確認し、発展させた。

＜授業の成果＞ 
　受講生は、公害や環境保全の問題がさまざまな立場や利害を背景とし、簡単に答の出せない問題で
あることを「体験的に」学び取り、どのようにして解決策を見出だしていくべきかを「自分で考える」
きっかけを得た。その成果は、最終日の成果発表会（オープンハウス）において、授業に関わった講
師や教員の前でグループことに発表された。発表会の模様は山陽新聞社が終始取材し、翌日の朝刊に
掲載された。�
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＜受講状況＞ 
　学生の募集に当たっては、フィールドワークやグループワークの実施上の都合もあり、定員を 30 人
に限定したところ、26 人の履修登録があった。履修生は県外出身者が多く、倉敷市のことも水島地区
のこともほとんど知らない学生が大半だった。出席状況は非常に良好で、授業は毎回ほぼ全員が出席、
フィールドワーク第1回は全員参加、フィールドワーク第２回と成果報告会も、試験時期と重なった
ことによる欠席者1人のみ。
　　履修者数：�26 人（男子 19 人、女子７人）�
　　学部内訳：�医学部３人、歯学部1人、農学部６人、環境理工学部 13 人、教育学部３人�

＜受講生の評価方法＞ 
　毎回、出欠の確認を兼ねて、A5 サイズの用紙に授業の感想文を手書きで記入してもらい、授業終了
時に回収した。また最終回（成果報告会）の日を締め切り日として、授業全体の振り返りを 1000 文字
のレポートで提出してもらった。授業感想文とレポートは地域総合研究センターでワード文書化して
外部講師に送付。みずしま財団の講師２人からは、授業期間終了後、個々の学生への講評を入力して
いただいて、受講生一人一人にフィードバックした。最終日の成果報告会では、みずしま財団の講師
の他、地域総合研究センター専門委員である各学部の教官が、グループごとの発表内容に対して教育
的なコメントを送った。�
　個々の学生の成績は、担当教官が、提出物と発表の内容、出席状況、受講態度や積極性を総合的に
判断し採点した。結果は、体調不良等で欠席がありレポート提出の少なかった学生が B 評価だった他は、
全員 A 評価となった。数値化できるような客観的な採点基準を設けにくい科目であることは事実だが、
学生の熱心な受講態度ゆえの結果でもある。�

＜関係者・団体＞ 
担当教員：�三村�聡（岡山大学地域総合研究所副センター長、大学院社会文化科学研究科教授）�
連携教員（非常勤講師）：�

藤原�園子（公益財団法人 水島地域環境再生財団（みずしま財団）事務局長）�
塩飽�敏史（同理事・研究員）�
岡野�智博（一般社団法人 水辺のユニオン専務理事）�
永瀬�一雄（倉敷市環境リサイクル局�環境政策部�部長）�
高田�豊和（岡山県環境文化部�新エネルギー・温暖化対策室�室長）�
藤岡�満樹（環境省中国四国地方環境事務所�環境対策課長）�

助　　手：鷹野�郁子（岡山大学地域総合研究センター研究員）�
協力企業・団体：黒崎連島漁業協同組合�

　　　玉島黒崎公民館�
　　　三菱自動車工業株式会社 水島製作所�
　　　JFE スチール株式会社 西日本製鉄所（倉敷地区）
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＜授業概要（実績）＞
授業科目名 倉敷市水島から学ぶ地域社会と環境
講座番号 911163
開講時期 平成26年度（2014年度）前期
授業の概要 日本有数のコンビナートを擁する倉敷市水島地域の環境問題を考える実践型授業。公

益財団法人水島地域環境再生財団（みずしま財団）を中心に倉敷市、環境省、岡山県
の協力を得て、フィールドワーク２回（①コンビナート付近の海の環境を知るための
漁業体験、②コンビナート企業と倉敷市環境学習センターの見学）を含む総合的な地
域環境学習プログラムを提供する。

学習目標 経済成長を支える巨大企業と地域住民とが環境問題に取り組んできた歴史と技術を学
ぶことにより、環境学習の重要性を実践的に理解する。

授業計画 第1回：ガイダンス、及び、実践知教育・ESDについて
第２回：水島地域における地域開発と公害の歴史
第３回：公害患者の生活の質（QOL）向上に向けた取り組み
第�４・５・６回（土曜日終日）：第1回フィールドワーク：�瀬戸内海の現状を知る�～

海から見るコンビナート、漁業体験
第７回：倉敷市の環境行政の歴史
第８回：主体間コミュニケーションを考える（1）
第９回：環境をまもる行政の取り組み
第10回：主体間コミュニケーションを考える（2）
第11回：地球温暖化問題を地域から考える
第�12・13・14回（土曜日終日）：第２回フィールドワーク：�環境を守る現場の仕事�～

コンビナート企業、倉敷市環境学習センター
第15回：オープンハウス�

曜日・時限 金曜日３時限（12：45～14：15）
単位 ２単位�
タイプ（専門／教養） 教養（主題科目（現代の課題））
領域（①地域と教育／②地域
と医療／③地域と技術・環境
／④まちづくり）

③地域と技術・環境

講義形式（通常／集中） 通常
スタイル 授業（担当教員と外部講師によるオムニバス形式）とフィールドワーク（現場見学と

ワークショップ）
履修対象学生（学部・年次） Aグループ（教育、理学、医学、歯学、薬学、環境理工、農学）

1・２年次�
定員 30人�
履修者数
1）�男女内訳
2）�学部内訳
3）�備考

26人
1）�男子19人、女子7人
2）�医学部３人、歯学部1人、農学部６人、環境理工学部13人、教育学部３人
3）�県外出身者が大半。倉敷市出身者1人、水島出身者なし。留学生なし。

出席状況 毎回ほぼ全員出席。フィールドワーク第1回全員参加・第２回1人不参加。オープン
ハウス欠席者1人（欠席届受領）。

成果報告（オープンハウス）
1）形式、2）場所

1）�班ごとにスライドを使ったプレゼンテーション
2）�岡山大学津島図書館ラーニングコモンズ

評価方法（担当教員による） 出席状況、授業アンケート、レポート、成果発表の内容を総合的に評価し採点する。
評価方法（非常勤教員・協力
者による）

非常勤教員独自の基準に基づいて、授業アンケート、レポート、成果発表の内容を総
合的に評価。提出された授業アンケート・レポートにコメントを記入して受講生に
フィードバックする。非常勤教員のコメントは担当教員の採点には反映されない。

成績 A：25人、B：1人
担当教員 三村　聡（地域総合研究センター副センター長・岡山大学大学院社会文化科学研究科

教授）
担当教員の研究活動との関連 地域経済、地域政策、企業倫理に関する研究活動に基づき、県内関係団体や行政の活

動への理解を深めるような授業とする。
連携教員 －
非常勤教員 塩飽　敏史（公益財団「みずしま財団」理事・研究員）

藤原　園子（公益財団「みずしま財団」事務局長）
岡野　智博（一般社団法人「水辺のユニオン」専務理事）
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■ 10- ２- ２　地域社会貢献型学習支援活動
【基本情報】 

【背景】 
　平成 25 年度に生活困窮者自立支援法が成立し、平成 27
年度より同法に基づく事業が市町村の責任で実施されるこ
とになる。それに先立ち、総社市では生活困窮家庭の中学
生に対する学習支援事業（モデル事業）を平成 26 年度に実
施することとなり、支援者として岡山大学の学生への協力要請があった。�

５月 15 日（木）：授業の開講方法および指導体制に関する学内協議�
６月 27 日（金）：会場下見、総社市および総社市社会福祉協議会との意見交換�
７月２日（水）：第 1 回授業説明会の開催（学生1名参加）�
８月 25 日（月）：授業計画、活動記録方法、履修学生募集についての学内意見交換�

地域人・企業・団体 永瀬　一雄（倉敷市�環境リサイクル局�環境政策部部長）
高田　豊和（岡山県環境文化部�新エネルギー・温暖化対策室室長）
藤岡　満樹（環境省中国四国地方環境事務所�環境対策課長）
JFEスチール株式会社 西日本製鉄所（倉敷地区）
三菱自動車工業株式会社 水島製作所
黒崎連島漁業協同組合
玉島黒崎公民館�

コーディネーター －
アドバイザー －
実習先 黒崎連島漁協（漁業体験）

玉島黒崎公民館（みずしま財団によるワークショップ）
水島コンビナート（JFEスチール、三菱自動車工業の見学）
倉敷市環境学習センター（環境学習とみずしま財団によるワークショップ）

科目区分 学期 単位
主題科目（現代の課題） 後期 ２単位

履修学生内訳�
学年 文 教 法 経 理 医 歯 薬 工 環 農 MP 合計
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
２ 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
３ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
４ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4

９月 24 日（水）：第２回授業説明会の開催（学生 11 名参加）�
10 月７日（火）：学内打合の後、総社市および総社市社会福祉協議会との最終調整�
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　本授業の履修にあたっては、授業趣旨に対する事前の理解を必要とするため、履修希望学生を対象
とした説明会を開催し、履修要件とした。�

【担当教員および支援体制】 
⃝主担当教員　　　大学院法務研究科　　　　西田　和弘�教授�
⃝協力教員　　　　キャリア開発センター　　中山　芳一�助教
⃝連携教員　　　　地域総合研究センター　　前田　芳男�准教授�

同 佐藤　大介�助教�
⃝地域人 総社市社会福祉協議会　　劔持　美典�相談支援員（非常勤講師）�
⃝支援員 地域総合研究センター　　鷹野　郁子�研究員�

【授業概要】 
　本授業では、総社市の生活困窮家庭の中学生への学習支援事業（モデル事業）に学生が協力するこ
とにより、学生自身の社会的困難に対する理解を促進するとともに、当該家庭の中学生に学習するこ
との意義を伝え、貧困の再生産を食い止めることに貢献することを目指している。学生は毎週火曜日
または金曜日 19：00 ～ 20：30 まで総社市総合福祉センターで実施される学習等支援教室「ワンステッ
プ」に通い、中学生に対して学習支援を行う。学習等支援の内容については、毎回「実践型社会連携
教育授業科目 Web システム」を活用し、報告してもらう。�
　なお、本支援にあたっては、履修学生のほかに、西田教授研究室のゼミ学生 10 名の協力により実施
することができた。�

【授業実施内容】 
10 月 11 日（土）�

⃝授業概要説明（西田）�
⃝総社市における生活困窮者支援に関する説明（劔持）�
⃝学習支援を行う上での注意事項（中山）�
⃝アンケート調査に関する説明（佐藤）�

1 ０月：14 日（火）、17 日（金）、21 日（火）、24 日（金）、28 日（火）、31 日（金）�
11 月：４日（火）、７日（金）、11 日（火）、14 日（金）、18 日（火）、21 日（金）、25 日（火）、28 日（金）�
12 月：２日（火）、５日（金）、９日（火）、12 日（金）、16 日（火）、19 日（金）�
1月：６日（火）、９日（金）、13 日（火）、16 日（金）�
　　⃝学習支援活動��※交通費は総社市社会福祉協議会が支給�
２月 14 日（土）�
　　⃝成果報告会�

【成果と課題】 
　本授業を通して、履修している学生はすべて、生活困窮者の現状や地域が取り組んでいる支援につ
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いての関心が深まり、実践を通してより一層意識的にこうした社会問題に対して目を向けることがで
きるようになった。また、同時に、「中学生に教える」活動を繰り返す中で、指導の難しさやコミュニ
ケーションの大切さを支援の中から学んでいる。ただ学習支援をするだけではなく、中学生との休憩
時間中の会話を通して、進路への悩みや対人関係の悩みなど、年齢の近い大学生だからこそ、気軽に
相談に乗ってもらうことで中学生にとっても有意義な居場所となっていた。また、本授業の開講にあ
たっては、中学生の出席率や集中力の持続、プライバシーの問題など懸念事項として挙げていたが、
開始すると杞憂に過ぎず、中学生はワンステップという同じ空間で、個々に学習に熱心に取り組んで
おり、12 月にはクリスマス会（授業外）も実施し、学生も参加して和気藹々とした雰囲気で楽しんで
いた。
　今後の課題として、授業の学習目標と内容が少なからず乖離しており、一貫性の取れた授業実施が
求められている。また、ワンステップでの継続的な支援が可能な体制を構築するための検討も今後実
施していく必要がある。来年度はさらに内容を精査し、より一層連携を強化した形での授業実践に取
り組んでいく予定である。�

■ 10- ２- ３　大学とまちづくり -NPO・NGO との連携を通じて -
実施時期：�平成 26 年度（2014 年）後期
領　　域：まちづくり
担当教員：�荒木　秀治（岡山大学地域総合研究センター特別准教授（実践型社会連携教育プログラム）・

岡山大学財務部財務企画課長）�

　実践型社会連携教育授業の第一弾であるこの授業は、平成 26 年度後期に、教養教育プログラムの一
つとして実施した。高度成長期の単線的な生き方ではなく、低成長ではあるかもしれないが、多様な
価値観を受容することができつつある社会の現状を肯定的に捉え、自らの思考に基づきキャリアをま
さにデザインすることのたのしさやよろこびが存在することを大学・非営利組織とまちづくりの関係
の中で認識することを目的とし、学外講師を招いたオムニバス形式の授業に実践活動（フィールドワー
ク）前半・後半を含む、総合的な地域学習プログラムを提供した。

担当教員は、高等教育行政、非営利組織マーケティング、学習科学の研究とまちづくりの実践に携わっ
てきた経験と専門性を活かし、荒木秀治特別准教授（実践型社会連携教育プログラム）財務企画課長
が務めた。非常勤講師は、担当教員がこれまで NPO 等の民間非営利組織活動への�参画の中で構築し
てきた岡山県内で活発に活動している NPO 等とのネットワークを活用し、学生との年齢が近い 20 代、
30 代中心のメンバー中心に活動している民間非営利組織等から代表等（NPO 法人タブララサ、NPO
法人岡山 NPO センター、NPO 法人だっぴ、公益財団法人みんなでつくる財団おかやま）を招き、講
義を委嘱した。また、地域人として岡山市 ESD 担当者等の多彩な関係者に講義で意見を出してもらい、
実践活動では、前半には有機生活マーケットいち、満月 BAR、みんなでつくる財団おかやま、後半に
はおかやまバトン、だっぴ、岡山 NPO センターの各�取組に参加する中で様々なまちづくり・市民活
動を経験することができた。�
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＜地域から学ぶことの意義：多様な社会課題を実感し、生活することと学ぶことの関係を統合させ学
習する意義を学ぶ＞ 
　グローバル社会への移行、人口減少社会の到来、ライフスタイルの多様化、新興国の台頭、雇用制
度の変化等、日本を取り巻く環境の変化が顕在化し若者が夢や将来像を描きにくい状況にある。その
様な中、高度成長期の単線的な生き方ではなく、低成長ではあるかもしれないが、多様な価値観を受
容することができつつある社会の現状を肯定的に捉え、自らの思考に基づきキャリアをデザインして
いくことが重要になってきている。
　そのため、岡山の公共分野における NPO 等民間非営利組織の活動を通じて、多様な社会課題を実感
し、なかでもまちづくりは自分事であることを学び、そこに携わる魅力的な人材の活動やキャリアを
通して、自分自身を構成する要素であるまちをはじめとする環境への関心と生涯に渡る主体的学びを
統合することの重要性に気付き、学生達の多くが持つ創造的潜在能力を活かしていくことを目指した。

＜授業の流れ＞ 
　全体を講義形式と実践活動で構成している。まず第1回で「大学とはどのような存在なのか」、「NPO
等民間非営利組織とは」を認識した後、第２回から第５回では岡山で実際にまちづくり活動を行って
いる NPO 関係者等からの「各団体の制度的説明（NPO とは、財団法人とは、任意団体とは）とその
メリット・デメリット」、「連携教員が各団体に所属するようになったきっかけ」、「各団体がめざして
いるもの」について講義・意見交換し非営利組織や多様な生き方の存在に触れるなかで、実践活動（前
半）に向けての心構えの形成を行った。実践活動（前半（6 ～ 10 回）・後半（11 ～ 13 回））は単なる
イベント活動とならないよう配慮し、前半は「学生の協調性の育成（学生同士や社会とのネットワー
クの構築）」、「社会課題を認識し責任感を感じる」、「コミュニケーション力を伸長し自己肯定感を強め
る」、後半は『まなぶ・はたらく・くらす』という各観点から「コミュニティへの関わりの実感」「自
己表現を通じた批判的思考力の醸成」、「学習動機を高めることによる学習態度の改善」につなげる設
計とした。
　各項目は「全米青年リーダーシップ評議会（NYLC）」の掲げるサービスラーニングの教育目標にも
近似している。

岡山大学における実践型社会連携教育プログラムの考え方をベースとした
「大学とまちづくり」の構造モデル
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実践型社会連携教育プログラムへの取組み10
　第９回は大学生が先行して行っている様々なまちづくり活動を知り、第 10 回では講義と実践活動（前
半）の学びを「NPO 等にできること、大学とまちをつなぐには？」という視点で振り返り、�中間の総
括を行った。�
　第 14 回と第 15 回は、これまでの授業で学んできた内容を内在化させるための振り返りとしてワー
クショップを実施し、これまで経験・考察したことを模造紙にまとめ、発表を行った。さらにオープ
ンハウスを実施し、カリキュラム全般を参加者で議論し、共有化と課題認識を行った。

＜授業の成果＞�
　以下から本カリキュラムが目指した方向性を概ね達成できたものと想定される。�
　受講生は、講義と前半・後半の実践活動を通じて社会・地域が抱える様々な矛盾を認識し、その上
で「まなぶ」、「はたらく」、「くらす」というテーマを通じて「大学がまちづくりを通じて、地域にい
かに関わることができるか」ということについて主体的に考え、振り返ることを通じて自分なりに新
しい価値観を内在化していった。その過程を通じて受講する専門科目への向き合い方への変化を表明
している学生が出てきている。
　また、ある外部講師が「『教える』ではありませんね、『教わる』でした。」と感想を述べるように参
加者相互が学び合う互恵性の端緒を構築することができた。

＜受講状況＞
　学生の募集に当たっては、実践活動実施の関係上、定員を 25 人に限定したところ 100 人超の受講希
望者があったが、調整の結果最終的には19人の履修。県内外の出身者、幅広い学部からの履修登録であっ
たが、岡山県への理解やまちづくり経験はほとんどない学生が大半だった。出席状況は非常に良好で、
なかでも実践活動は前半後半とも全員参加であった。
　履修者数：19 人（男子７人、女子 12 人）
　学部内訳：�教育学部８人、法学部1人、経済学部２人、理学部２人、医学部３人、薬学部1人、環

境理工学部２人

＜受講生の評価方法＞
　本プログラムのような授業科目はカリキュラムの設計・実施に相当の労力が求められる一方の評価
については、一般的には客観的な評価基準を設定することが難しいとされ、教員側は悩みながらも漠
然とした評価基準のもとに成績を付けている、一方学生側もどの様に授業に臨めばよいか自分の中に
目標を描ききれずにただ受講している傾向が見受けられる。したがって学習成果や成績評価を可能な
限り定量化する手法の開発も重要な課題である。今回この科目においては毎回、ふり返りシートを用
い授業での学びを省察してもらい、提出を求めた。また、この授業の目的である「社会における大学
の役割を理解し、大学のまちづくりへの関わり方について考察する」、「現代社会における大学の役割、
大学が地域にいかに関わることができるか」ということについてこれまでの講義、なかでも実践活動（後
半）を踏まえ、自分自身でテーマ（おかやまバトン選択者「まなぶ」、だっぴ選択者「はたらく」、岡
山 NPO センター選択者「くらす」）を踏まえ 3000 字以上 4000 字以内のレポートを課した。レポート
及びふり返りシートの評価にあたっては検討の結果、カナダで実践される ICE モデルを導入すること
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とし、教える基礎知識（Ideas）の間のつながり（Connections）を適切な質問と指導を通じて理解させ、
さらに自らの体験に結びつけた知の応用（Extensions）へ発展させる、�主体的な学びを質的に評価する
ため ICE ルーブリックを「大学」「NPO」「実践活動」「社会課題」「実践型社会連携教育プログラム」
の観点で作成し「Ideas」「Connections」「Extensions」の各段階に達しているかで評価を行った。その
上で個々の学生の成績は、受講態度を含む出席状況、�提出物に加え実践活動等の行動点を総合的に判
断し採点した。�

＜関係者・団体＞ 
担当教員：��荒木　秀治�（岡山大学地域総合研究センター特別准教授（実践型社会連携教育プログ

ラム）・岡山大学財務部財務企画課長）�連携教員
非常勤講師：河上　直美�（NPO 法人タブララサ��理事長、株式会社いち��代表取締役社長、＠ nu�

n�代表）�
　石原　達也�（NPO 法人�岡山 NPO センター�副代表理事、NPO 法人�みんなの集落�研

究所�代表執行役、公益財団法人�みんなでつくる財団おかやま�理事、
NPO 法人�遠足計画代表）�

　武田　悠佑�（満月 BAR 代表、NPO 法人タブララサ、岡山大学病院）
　柏原　拓史（NPO 法人だっぴ代表、公益財団法人�岡山県環境保全事業団）�
　石田　篤史（公益財団法人みんなでつくる財団おかやま代表理事、SPOXT 代表）�

実施支援：�石丸　香苗（岡山大学地域総合研究センター准教授）�
協力者・団体等：�

高橋　真一（有機生活マーケットいち）�
渡辺　一史（NPO�法人タブララサ）
利根　弥生（NPO�法人タブララサ）
北内　はるか（岡山�NPO�センター主任アドバイザー）�
流尾　正亮（岡山市�ESD�世界会議推進局主任）
出原　真子（株式会社ビザビプロモーション）�
河原　彩花（NPO�法人だっぴ）�
岡山市都市整備局・環境局�
（おかやまバトン、岡山大学文学部３回生）�
（MachiFes、岡山大学自然科学研究科地球科学専攻博士前期課程２回生）�

（せんごみ・MachiFes、岡山大学文学部４回生）�
（おかやま百年構想、岡山大学経済学部４回生）�

授業科目名 大学とまちづくり
講座番号 911164�
開講時期 �平成26年度（2014年度）後期�
授業の概要 大学の成り立ちや現代的な機能、課題を学んだ上で、社会と大学との互恵性を意識しながら

NPO・NGO等との連携を中心に大学のまちづくりへの関わり方を考えます。
なお、岡山で実際にまちづくり活動を行っているNPO関係者等の方からの講義、及び意見交換を
行うことを予定しています。受講生は、教員とともに、まちに出かけ、社会での現場体験を通じ
て実践知について学びます。
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実践型社会連携教育プログラムへの取組み10
授業科目名 大学とまちづくり

学習目標 一般目標（GIO）：社会における大学の役割を理解し、大学のまちづくりへの関わり方について考
察する。
行動目標（SBOs）：現代社会における大学の役割等について具体的に述べることができる。また、
大学が地域にいかに関わることができるかを自ら考え行動することができる。

授業計画 第1回：ガイダンス.大学の成り立ちと役割、課題等
第２回：まちづくりについてかんがえる①NPOタブラ・ラサ⑴�
第４回：まちづくりについてかんがえる①NPOタブラ・ラサ⑵�

（満月BAR・有機生活マーケットいち等）
第４回：まちづくりについてかんがえる②NPOだっぴ
第５回：まちづくりについてかんがえる③（公財）みんなでつくる財団おかやま
第６回～第８回：まちに出てかんがえる（実践活動）※1
第９回：中間総括①NPOにできること、大学とまちをつなぐには？�（NPO法人岡山NPOセンター）
第10回：大学生とまちづくりの事例から考える（おかやまバトン、おかやま百年構想、せんごみ
第11回.第13回：まちに出てかんがえる（実践活動）※２
第14回：中間総括②大学生にできること
第15回：総括・オープンハウス
※1第６回～第８回：実践活動（前半）：いずれかを選択して参加
○有機生活マーケットいち：11月16日（日）およびその準備活動への参加等
○�みんなでつくる財団おかやま：11月29日ツクる日企画への参加�（参加者としてではなく財団サ

イドでの参加）
○�満月BAR：11月5日（ESD世界会議との連動企画）満月BARへのスタッフ参加や事前ミーティ

ングへの参加等
※２第11回～第13回：実践活動（後半）：いずれかを選択して参加
○おかやまバトン：東北の子どもたちを受け入れる冬プロジェクトへの参加（２日以上）
○�NPO�だっぴ：企画会議参加（90分×２）、インタビュー（課外）、記事作成（課題型）への参加

等
○�岡山NPOセンター：これまでの講義を通じて学んだ社会課題を解決する方法を考えるプロジェ

クト参加
本講義の実践活動は、実践連携先への参加が必要なため各実践活動予定日程（土日等含む）の日
程での活動参加が必要。なお、どの実践連�携先に参加するかは受講者の希望・学習状況などによっ
て相談の上調整した。

曜日・時限 木曜日２限（10：25～11：55）
単位 ２単位
タイプ

（専門／教養）
教養（主題科目（現代の課題））

領域
（①地域と教育／
②地域と医療／③
地域と技術・環境
／④まちづくり）

④まちづくり

講義形式
（通常／集中）

通常

スタイル 授業（担当教員と外部講師によるオムニバス形式）と実践活動（フィ�ールドワーク）
履修対象学生

（学部・年次）
Aグループ（教育、理学、医学、歯学、薬学、環境理工、農学）
1・２年次

定員 25人
履修者数
1）�男女内訳
２）�学部内訳��

1）19人（男子７人、女子12人）
２）教育学部８人、法学部1人、経済学部２人、理学部２人、医学部３人、薬学部1人、環境理
工学部２人

出席状況 毎回高い出席率。実践活動前半・後半ともに全員参加。
成果報告とオープ
ンハウス
1）形式、２）場所

1）実践活動グループごとに模造紙を使ったプレゼンテーションの後、外部講師からの講評、及
びカリキュラム全体を参加者で議論
２）岡山大学附属図書館1Fラーニングコモンズ

評価方法
（担当教員による）

出席状況、ふり返りシート、レポート、成果発表等の活動内容を総合的に評価し採点する。

評価方法
（非常勤教員・協
力者による）

非常勤教員独自の基準に基づいて、ふり返りシート、レポート、授業アンケート、成果発表等を
評価。実践活動中の活動内容についての非常勤教員のコメントは担当教員の採点の際の参考とする。

成績 A＋：４人、A：９人、B：２人、C：２人、F２人
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＜授業概要（実績）＞ 
■ 10- ２- ４　瀬戸内市の回遊性を考えるフィールド授業

岡山県は魅力あふれるスポットが数多くあり、今年は瀬戸内海国立公園 80 周年を迎えた。その瀬戸

授業科目名 大学とまちづくり
担当教員 荒木　秀治（岡山大学地域総合研究センター特任准教授（実践型社会連携教育プログラム）・岡山

大学財務部財務企画課長）
担当教員の研究活
動との関連

高等教育行政、非営利組織マーケティング、学習科学に関する研究活動に基づき、大学とNPO法
人をはじめとする非営利組織の活動を通じ�ての主体的な学びへの理解を深めるような授業とする。

連携教員 —�
非常勤教員� 河上　直美（NPO法人タブララサ�理事長、株式会社いち�代表取締役社長、＠nun代表）

石原　達也（NPO法人�岡山NPOセンター�副代表理事、NPO法人�みんなの集落研究所�代表執行役、
公益財団法人�みんなでつくる財団おかやま�理事、NPO法人�遠足計画代表）
武田　悠佑（満月BAR代表、NPO法人タブララサ、岡山大学病院）
柏原　拓史（NPO法人だっぴ代表、公益財団法人��岡山県環境保全事業団）
石田　篤史（公益財団法人みんなでつくる財団おかやま代表理事、SPOｘT代表）

地域人・企業・団
体

高橋　真一（有機生活マーケットいち）
渡辺　一史（NPO法人タブララサ）
利根　弥生（NPO法人タブララサ）
北内はるか（岡山NPOセンター主任アドバイザー）
流尾　正亮（岡山市ESD世界会議推進局主任）
出原　真子（株式会社ビザビプロモーション）
岡山市都市整備局・環境局�他

コーディネーター —�
アドバイザー —
実習先 有機生活マーケットいち

公益財団法人みんなでつくる財団おかやま
満月BAR
NPO法人岡山NPOセンター
NPO法人だっぴ�
おかやまバトン

内海国立公園のなかで景観が最も美しい場所の一つであると言われる瀬戸内市牛窓を拠点とした観光
マーケティングをベースにして、７月５日、瀬戸内市の回遊性を考えるフィールド授業を実施した。
授業科目は「現代コミュニティと地域経済」（教養科目）。授業では、コトラーの『マーケティングコ
ンセプト』をテキストに用い、また、各地での取り組み事例を座学で学んだ。それを受けて、学生達
はグループに分かれ、瀬戸内市の基本データや観光事業に関して基礎的な調査を行い、問題意識の明
確化を図り、訪問先へ事前の質問表を送付した。当日のルートは、生誕 130 年を迎えた竹久夢二の生家、
備前焼のルーツと言われる寒風陶芸会館、東洋一のメガソーラー発電所の建設が動こうとしている錦
海塩田跡地と瀬戸内牡蠣筏の見学、牛窓海岸での昼食、牛窓オリーブ園でのヤマモモ収穫体験、瀬戸
内市美術館で作品鑑賞とワークショップ。当日は、各施設が直面する課題を担当チームごとにヒアリ
ングと意見交換を実施。そして最後に瀬戸内市立美術館の会議室を借りて、各施設の皆さんや地域住
民に参加いただきワークショップを実施した。瀬戸内市の回遊性をテーマにした新しい観光まちづく
りイノベーションをテーマに、授業で結果を取りまとめて報告し、現地へお送りした。（担当：三村聡、
鷹野郁子）�
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10- ３　Co-op プログラム

　７月４日、カナダ・ブリティシュ・コロンビア大学（UBC）が実施する Co-op プログラム学生を岡
山大学と岡山の林業企業５社、岡山県が連携して受入れすることが正式に決定した。�
　岡山大学環境生命科学研究科と UBC 森林学部が結んだ部局間交流協定を基づき、森林・林業・木材
産業分野の知識や技術の交流を深めると共に、森林の持続的利用、次代の担い手の養成を目的に岡山
大学と林業企業５社による包括連携協定の締結が決定した。2015 年度から実施する林業 Co-op プログ
ラムに UBC 森林学部の学生を受け入るため、下記の準備作業を行った。

牛窓オリーブにて

pmpw286h
長方形
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■ 10- ３- １　カナダ・ブリティッシュコロンビア大学（UBC）との連携
■ 10 月に林業教育コンソーシアムを結成

目　　的：�林業関連団体が相互に連携することにより、森林・林業、木材産業分野に関して知識・
技術の交流等を深め、相互の連携を強化し林業生産活動の活性化と森林の持続的利用を
円滑に推進するとともに、次世代の林業を担う人材の育成を目的とした教育を共同して
実施すること。�

メンバー：�①岡山大学、②銘建工業株式会社、③國六株式会社、④服部興業株式会社、⑤倉敷木材
株式会社、⑥院庄林業株式会社、⑦岡山県�

■岡山大学林業コーププログラムのカリキュラムを作成
カリキュラムは岡山大学で開く日本語、日本の文化、日本の林業に関する座学をはじめ、現場で林業・

林産加工・製造と研究という流れで、日本の森林事業を川上から川下までシステム的に体験し、それ
らが在来文化と地域コミュニティとの関係を理解できるように構成した。�

■教養教育科目「国内留学インターンシップ」（仮題）の全学評価基準を作成
岡山大学 Co-op プログラムと並行する「森林利用グローバルインターンシップ」（３週間）を４単位

で評価する基準を作成した。�

■カナダ視察
2015 年1月 27 日から 31 日にわたって、岡山大学 Co-op 関係者６名と Co-op 学生受入企業の関係者

1名、合計７名のメンバーで渡加し次の業務と視察を行ってきた。�
1．�UBC�Co-op プログラム in 岡山に応募した UBC 学生の選考面接を行った。応募者 19 名、書類選

考通過者６名、採用予定者２名。�
２．�UBC 森林学部林産学科の Co-op 関係者と会合し、議題には UBC 学生の面接結果説明、UBC�

Co-op プログラム in 岡山の準備状況の紹介と確認、３月に開催する実践型教育国際シンポジウムの
趣旨とプログラムの確認が含まれた。�

３．�UBC 森林学部にて、①森林保全学科の Co-op 報告会、②林産学科の Co-op 報告会、③ Centre�for�
Advanced�Wood�Processing 主催のオープンハウスに参加した。「実践型人材」をキーワードに
Co-op プログラムは大学・学生・企業の間に密接な関係を構築していることを良く理解できた。また、
留学生の活躍ぶりを通じて UBC のグローバル的な展開を確認できた。�

４．�① Terminal�Forest�Products 社の Mainland�Sawmill で製材工程、② Weyerhaeuser 社の Parallam�
Plant で複合構造材 Parallam の製造工程、③ Pacific�Rim�Cabinets 社のショールームと製造工場を視察
した。Co-op 学生の受け入れ状況についての説明を受けた。�

■ UBC 森林学部関係者の岡山視察
2015 年３月 16 日から 18 日の３日間に渡って、UBC 学生が参加するコーププログラム in 岡山の受

入先を視察し、担当者と意見交換を行った。
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■実践型教育国際シンポジウム「グローバル実践型教育プログラムの構築に向けて」の開催

３月 19 日に岡山大学と UBC は実践型教育国際シンポジウム「グローバル実践型教育プログラムの
構築に向けて」を共催した。岡山大学と UBC の Co-op 関係者、Co-op 学生を受入予定先および岡山
経済同友会の関係者により、UBC における Co-op プログラムの展開とカナダの林業林産業の現状、日
本の林産業の現状、日本の企業が求めている人材像など、教育側、雇用側の視点から実践型人材の育
成についての見解が述べられた。�

シンポジウムの詳細は前述（４章シンポジウム・報告会）に記す。

■ 10- ３- ２　農学部インターンシップと報告会
岡山大学 Co-op プログラムの実施準備として、６月 22 日～９月 25 日間に農学部で「林業インター

ンシップ」を実施した。今回のインターンシップは①林業、②林産、③製造建築、④研究などの分野
の 6 つの企業と研究所の協力を得た。
　参加者は博士課程学生1名、修士課程学生２名、学部生７名を含む合計 10 名であった。参加者はそ
れぞれ1週間２週間の現場研修を受け、最終日に研修成果報告と受入先への提言を行っている。�
各分野での研修内容、�

① �林業分野：森林の経営管理、枝打ち、伐倒、木取り、集材、木材搬出、木材市場調査、下草刈り、
森と地域の関係、森林セラピー体験、子供向けの自然教育。

② �林産分野：安全教育、集成材に利用する原材料木材のムラトリ、フィンガージョイント（FJ）、
接着剤塗布、品質管理、補修、梱包、ピッキング、図面拾い、建設現場視察。

③ �製造分野：家具加工現場の視察、建築現場の視察、在来木造住宅の構造と伝統工法の紹介、県産
材利用についての事例紹介、県産材の利用と地域の自然環境保全、材木の特性に応じた利用、木
材を長期的に活用するための工夫。�

④ �森林研究所：ナラ枯れ調査、カシノナガキクイムシに対する粘着シート効果調査、昆虫の分類、
森林測量方法別の作業効率調査、少花粉品種の DNA 分析、炭化実験、バイオマス燃料用間伐材
の乾燥実験、間伐材を用いた落石防護柵の維持管理のための調査、JAS 製材品審査の視察、製材
工場の視察。

　10 月1日に、岡山大学（中央図書館ラーニング・コモンズ）にて「林業インターシップ」成果報告
会を行った。インターシップに参加した学生全員が研修成果と感想を報告し、それらに対して受入企
業と研究所の担当者がコメントと意見を述べた。�

「林業インターンシップ」の参加した学生が報告した成果と感想例：�
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�

① 森林は将来への投資であり、山に対する情熱と会社の部署を超えた横のつながりに感銘を受けた。
② 林業の機械、チェーンソーなどを操作することができるようになった。
③ 林業を仕事にすることの大変さを知ることができた。
④ 林業の現場には危険がたくさん潜んでいる。
⑤ 林業は信頼関係。
⑥ 林業だけでなく、村おこしや、子どもに向けた自然教育など、幅広い話が聞けた。
⑦ 森林の管理は森林内だけでなく下流域の環境にも影響を与える。
⑧ 地域、市場、自治体等多岐にわたる関わりを持つ林業には社会的な重要性がある。
⑨ 林業とは過去の数十年間が現在の生産基盤を作っている。
⑩ 木材を生産するという産業の側面と周辺の環境を保全するという環境保全の側面を持つ。
⑪ 急速な生産向上が望めるものではなく、森林の資源の無駄のない活用が必要である
⑫ お客様の求める製品を自分が作っていることを通じ、仕事のやりがいを実感できた。
⑬ 仕事での自分の影響力を意識することが働く意欲を引き出すのだと感じた。
⑭ �仕事の内容がやりたいかどうかで選ぶのでなく、自分ならその仕事に対してどんなことができる

のかをまず考えてみて、面白さを自ら探し出そうとする姿勢が大事だと思う。
⑮ 次は何か！？というより…今あるものに何かをプラスする未来？

インターンシップへの参加は受入先の操業内容のみならず、その仕事が回りの自然や社会と関係を
理解できたことと、仕事のやり甲斐はその内容とそれに対する自らの理解によるものだと感じたこと
が、今回の「林業インターンシップ」がもたらしたもっとも大きな成果と言えよう。�

　一方、報告会に参加したインターンシップ学生の受入側から、参加学生は現場で積極的だったが、

服部興業（株）山林部の作業現場。伐倒作業 國六新（株）庄事務所の作業現場。重機による集材作業

受入先の操業内容と問題意識の面での事前準備不足が指摘された。このような指摘は今後のインター
ンシップとコーププログラムにおける参加学生に対する事前教育に重要な課題として呈示された。
成績評価は農学部の担当教官吉川賢教授と坂本圭児教授によって行った。
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10- ４　コーディネートシステム構築

　平成 25 年度文部科学省「地（知）の拠点整備（Center�of�Community：COC）事業」に岡山大学と
して、「地域と大学が協創する新たな教育拠点構築」事業を申請した。申請時（そして現在も引き続き）、
岡山県は学力低下や問題行動等多岐に渡る深刻な教育問題を抱えており、県民の約半数（就学中の園児・
児童・生徒およびその保護者・家族）が直接的に教育に関わる状況下において、地域社会に与える影
響は非常に大きく最重要課題であった。そこで、申請事業では、地域と地域のすべての大学が連携す
ることで実現する実質的な教育拠点の構築につながり、これまでの大学からの一方向性の「協力」関
係の枠組みを超え、大学と地域が真に協働することで、双方がこれまでにない協創（ともに創り出す）
する新たな教育拠点を構築することを目指すものであった。この実現のために必要となるシステムと
して、「マッチングシステム」の開発も目指していた。�
　しかし、本申請は不採択となったが、このシステム開発を含む申請事業は岡山大学が取り組む実践
型社会連携教育プログラムの開発に必要な事業であり、さらに拡張させることで汎用的に利用できる
よう継続した開発を実施することとなった。

■ 10- ４- １　コーディネートシステムの開発
■システム開発の概要

実践的社会連携教育に関わる学生（サポート）と課題解決に意欲ある企業人・地域人が属する様々
な組織・団体（デマンド）の登録を行い、双方向での情報交換・情報共有、サポート学習者（学生）
とデマンドサイドのマッチング支援（条件登録、双方向検索から人材スカウト、マッチング承諾に至
るまで）、大学・地域一体となった学生サポート体制の強化（オープンコースウェア（Open�Course�
Ware：OCW）等による事前学習・事前研修管理）、教員および企業人・地域人からの報告および評価（学
生やデマンドサイドによる活動記録・ポートフォリオ機能およびそれらの分析機能）、さらに組織とし
ての所属構成員の情報・状況把握など、実践型社会連携教育プログラムに関連する多様な情報を一元
的に管理し、参画する利用者間の交流促進を図ることが可能となるコーディネートシステムを構築す

銘建工業（株）の建築作業現場。落合中学校の
体育館の屋根に使う大断面湾曲集成材。

倉敷木材（株）の建築作業現場。国産材を
一部使った注文住宅。
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る。�
将来構想として、汎用性をもたせた上でオープンソースソフトウェアとすることにより、他の地域に
よる大学支援の場、例えば、学校支援ボランティアを地域の教職課程認定大学と地域の教育委員会・
行政で共同利用できるシステムとしての利用拡大を図り、一大学では困難な事業に対しても広域にわ
たる複数の大学が連携・協働し取り組むことで、より効率的で実効性の高い事業での活用につなげて
いきたい。まずは、プロトタイプとして、岡山県内の学校支援ボランティア等での運用を目指し開発
に着手する。�

■平成 26 年度活動内容
システム開発に当たり、仕様書の作成および関係機関との協議・調整、推進組織の組成に着手した。

まず、システム開発におけるコアシステムとして、国立情報学研究所が開発するコンテンツ管理シス
テム「NetCommons」を COC 事業申請時より採用しており、それに基づき仕様書の作成を行った。こ
の NetCommons は、①基本機能のパッケージ化、②リリースの主体が明確、③セキュリティレベルを
一定に保てる、④オープンソースソフトウェア、等の理由から選定した。
　また、プロトタイプが岡山県内の学校支援ボランティア等事業であることから、大学院教育学研究科・
教育学部・教師教育開発センターの協力を得ながら、連携協力関係にある岡山県教育委員会および岡
山市教育委員会の各担当部署との協働が必要であり、さらに、岡山県が抱える課題への一助を成す観
点から、岡山県知事部局および岡山市市長部局との協働も視野に入れ調整を行った。�

５月 21 日（水）� ：国立情報学研究所および NPO 法人コモンズネットとの意見交換�

図 事業概要図
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５月 29 日（木）� ：岡山市教育委員会との連携協力会議専門部会にて協議�
５月 23 日（月）� ：岡山市教育委員会との意見交換�
６月 26 日（木）� ：NetCommons ３もくもく勉強会にて開発者向けの説明を実施�
７月９日（水）� ：岡山県教育委員会との連携協力会議専門部会にて協議�
８月５日（火）� ：NetCommons ユーザカンファレンス 2014 で情報収集�
９月９日（火）� ：岡山県教育委員会との意見交換�
９月 17 日（水）� ：岡山市教育委員会とのシステム開発・推進上の協議�
９月 18 日（木）� ：岡山県教育委員会とのシステム開発・推進上の協議�
10 月 15 日（水）� ：岡山県総合政策局とのシステム開発・推進上の協議�
10 月 27 日（月）� ：マッチングシステム推進部会員の委嘱依頼�
11 月 12 日（水）� ：第 1 回マッチングシステム推進部会開催�
11 月 13 日（木）� ：�平成 26 年度岡山大学大学院教育学研究科、岡山大学教育学部、岡山大学教

師教育開発センターと岡山県・岡山市教育委員会との合同連携協力会議で進
捗状況の説明�

11 月 28 日（金）� ：国立情報学研究所等との仕様書内容に関する打合せ�
12 月 10 日（水）� ：見積公告開始�
12 月 18 日（木）� ：業者を「株式会社オープンソース・ワークショップ」に決定�
２月４日（水）� ：�国立情報学研究所、株式会社オープンソース・ワークショップ、岡山大学の

三者合同会議の開催�
　なお、11 月 12 日開催の第1回推進部会にて、「マッチングシステム」から「コーディネートシステム」
へ名称変更の提案があった。その理由として、今回開発するシステムがマッチングにとどまらず、オー
プンコースウェアやポートフォリオの機能を有することから、すべてを総称して「コーディネート」
システムとして変更を行った。

当システムの開発は、今後３年をかけて汎用的なシステムへと開発を継続して行い、広く利用して
もらえるよう将来的にはオープンソースウェアとして公開する予定である。�

■推進体制
⃝コーディネートシステム推進部会

コーディネートシステム推進部会は、地域総合研究センター�実践型社会連携教育専門委員会の下部
組織に位置づけ組成を行った。�

氏　名 所属等
加賀　　勝＊� 岡山大学大学院教育学研究科・実践型社会連携教育専門委員会【教育再生】
大橋　　功 岡山大学大学院教育学研究科・実践型社会連携教育専門委員会【教育再生】
熊谷愼之輔 岡山大学大学院教育学研究科・実践型社会連携教育専門委員会【教育再生】
松下　義之 岡山県総合政策局政策推進課
辻田　詔子 岡山県教育庁高校教育課
宮安　好子 岡山市政策局政策企画課
安東　信哉 岡山市教育委員会事務局生涯学習課
山根　文男 岡山大学教師教育開発センター・教職コラボレーション部門�
江木　英二 岡山大学教師教育開発センター・教職コラボレーション部門�
曽田佳代子 岡山大学教師教育開発センター・教職コラボレーション部門�
近藤　弘行 岡山大学教師教育開発センター・教職コラボレーション部門�
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＊部会長�
⃝国立情報学研究所�
　新井　紀子�社会共有知研究センター長・情報社会相関研究系教授�
⃝内閣府認定 NPO 法人コモンズネット�
　寺口　浩平�理事�
⃝株式会社オープンソース・ワークショップ�
　永原　　篤�代表取締役�
　牟田口　満�プログラマー�

■来年度に向けて
開発においてまず運用フェーズを確定するため、平成 27 年度後期にかけて、試験運用を実施できる

よう、画面構成やフローの確認作業を株式会社オープンソース・ワークショップと進める。また、コ
アシステムである NetCommons は、現在バージョン２からバージョン３へのメジャーアップデートに
向けて作業を進めており、本システム開発において新たなバージョンでの運用を視野に入れ、システ
ム開発上の仕様などについて情報交換を随時行っていく予定である。

また、実際の運用試験においては、岡山県教育委員会や岡山市教育委員会、また学生等の協力を得
ながら、改善点やバグ等について情報を随時共有しながら、汎用的なシステムとなるよう調整を繰り
返し実施する。そのために、関係者に対しては、事前に十分に試験運用上の課題等について整理し意
見交換を重ねたい。

氏　名 所属等
後藤　大輔 岡山大学教師教育開発センター・教職コラボレーション部門�
村上　昌己 岡山大学情報統括センター�
河野　圭太 岡山大学情報統括センター�
三村　　聡 岡山大学地域総合研究センター�
佐藤　大介 岡山大学地域総合研究センター�
三木　良一 岡山大学地域総合研究センター
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岡山大学地域総合研究センターＡＧＯＲＡ

（ ）

設置趣意書

平成２３年８月

■経緯

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精力的に行った。

その結果，部局や教員個人レベルでは多方面の非常に多くの地域連携活動が行

われていることが明らかになったが，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、各種の社会団体との組織的な協力によって，方向性

を共有し、大学と都市・地域が全体的ビジョンを持って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

と都市・地域が共同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を具体化する作業に着手し、そして，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ＡＧＯＲＡを設

置する運びとなった。

■設立理念

センター・ＡＧＯＲＡ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、大学と都市、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。

センター・ＡＧＯＲＡはこのような学都を実現するための知的拠点として設

立される。

■主要なミッション

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街中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

１．設立趣意書
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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

大学と地域の連繋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。

■組織

図のように組織し、岡山大学に地域連携推進戦略会議を置き、そのもとに大

学全体の学内調整機関としての地域連携推進委員会と、センター・ を置

き、大学全体としての地域政策を決定し、推進する。

■今後の方向

さらに協議を進めて具体的な展開方策案を検討しつつ，２４年４月には包括

協定を締結，また，ラウンドテーブルを設置。トップレベル協議による合意を

もとに種々の連携方策を展開することしたい。

１-１．設立趣意書
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地域総合研究センター運営委員会名簿
平成26年12月1日現在

以上36名

氏　　　　名 任 期 備 考
１号委員 荒　木　　　勝 －
２号委員 三　村　　　聡 －
３号委員 千　田　俊　樹 －
３号委員 前　田　芳　男 －
３号委員 石　丸　香　苗 －
３号委員 絢　野　那　陳 －
３号委員 山　川　路　代 －
３号委員 岩　淵　　　泰 －
３号委員 佐　藤　大　介 －
４号委員 花　谷　　　正 － センター規程第６条一号　地域連携学習推進部門
４号委員 尾　本　哲　朗 － センター規程第６条二号　産学官連携部門
４号委員 尾　﨑　敏　文 － センター規程第６条三号　地域医療部門
４号委員 坂　入　信　也 － センター規程第６条四号　学生地域活動支援部門
５号委員 三　村　由香里 平成26年４月～平成27年３月 教育学研究科・教育学部
５号委員 石　田　祐　之 平成25年12月～平成27年３月 自然科学研究科
５号委員 竹　田　芳　弘 平成25年12月～平成27年３月 保健学研究科
５号委員 坂　本　圭　児 平成25年12月～平成27年３月 環境生命科学研究科
５号委員 浅　海　淳　一 平成25年12月～平成27年３月 医歯薬学総合研究科
５号委員 佐　藤　吾　郎 平成25年12月～平成27年３月 法務研究科
５号委員 北　川　博　史 平成25年12月～平成27年３月 文学部
５号委員 中　富　公　一 平成25年12月～平成27年３月 法学部・大学院社会文化科学研究科
５号委員 平　野　正　樹 平成25年12月～平成27年３月 経済学部
５号委員 竹　中　博　士 平成25年12月～平成27年３月 理学部
５号委員 大　塚　文　男 平成25年12月～平成27年３月 医学部
５号委員 鳥　井　康　弘 平成25年12月～平成27年３月 歯学部
５号委員 黒　﨑　勇　二 平成26年12月～平成27年３月 薬学部
５号委員 阿　部　匡　伸 平成26年４月～平成27年３月 工学部
５号委員 梶　原　　　毅 平成25年12月～平成27年３月 環境理工学部
５号委員 木　村　吉　伸 平成25年12月～平成27年３月 農学部
６号委員 許　　　南　浩 －
６号委員 中　村　良　平 平成25年４月～平成27年３月 研究統括ディレクター
６号委員 大　林　純　子 平成25年12月～平成27年３月 グローバル・パートナーズ
６号委員 劔　持　　　淑 平成25年12月～平成27年３月 言語教育センター
６号委員 佐々木　健　二 平成25年12月～平成27年３月 教育開発センター
６号委員 太刀掛　俊　之 平成26年４月～平成27年３月 学生支援センター
６号委員 鈴　木　久　雄 平成25年12月～平成27年３月 スポーツ教育センター

１．運営委員会名簿
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地域総合研究センター地域連携専門委員会名簿
平成26年10月1日現在

以上29名

氏　　　　名 所　　　属　　　等
１号委員 三　村　　　聡 地域総合研究センター副センター長・委員長
２号委員 千　田　俊　樹 地域総合研究センター
２号委員 前　田　芳　男 地域総合研究センター
２号委員 石　丸　香　苗 地域総合研究センター
２号委員 絢　野　那　陳 地域総合研究センター
２号委員 山　川　路　代 地域総合研究センター
２号委員 岩　淵　　　泰 地域総合研究センター
２号委員 佐　藤　大　介 地域総合研究センター
３号委員 花　谷　　　正 教育開発センター・地域連携学習推進部門長
３号委員 尾　本　哲　朗 研究推進産学官連携機構 ・産学連携部門長
３号委員 尾　崎　敏　文 大学院医歯薬学総合研究科・地域医療部門長
３号委員 坂　入　信　也 キャリア開発センター ・学生地域活動支援部門長
４号委員 橋ケ谷　佳　正 教育学研究科
４号委員 寺　澤　孝　文 教育学研究科
４号委員 高　岡　敦　史 教育学研究科
５号委員 中　村　良　平 社会文化科学研究科
５号委員 藤　井　和　佐 社会文化科学研究科
５号委員 北　川　博　史 社会文化科学研究科
５号委員 中　村　　　誠 社会文化科学研究科
５号委員 中　富　公　一 社会文化科学研究科
５号委員 平　野　正　樹 社会文化科学研究科
６号委員 阿　部　匡　伸 自然科学研究科
７号委員 氏　原　岳　人 環境生命科学研究科
７号委員 藤　原　健　史 環境生命科学研究科
７号委員 坂　本　圭　児 環境生命科学研究科
８号委員 浜　田　　　淳 医歯薬学総合研究科
９号委員 小　川　秀　樹 グローバル・パートナーズ
10号委員 鈴　木　久　雄 スポーツ教育センター
11号委員 原　田　　　勲 学務部

１．専門委員会名簿
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地域総合研究センター実践型社会連携教育専門委員会名簿
平成26年10月１日現在

以上30名

氏　　　　名 所　　　属　　　等
１号委員 三　村　　　聡 地域総合研究センター副センター長・委員長
２号委員 佐々木　健　二 教育開発センター副センター長
３号委員 前　田　芳　男 地域総合研究センター
３号委員 石　丸　香　苗 地域総合研究センター
３号委員 絢　野　那　陳 地域総合研究センター
３号委員 山　川　路　代 地域総合研究センター
３号委員 岩　淵　　　泰 地域総合研究センター
３号委員 佐　藤　大　介 地域総合研究センター
３号委員 加　賀　　　勝 教育学研究科
３号委員 大　橋　　　功 教育学研究科
３号委員 熊　谷　愼之輔 教育学研究科
３号委員 高　岡　敦　史 教育学研究科
３号委員 北　川　博　史 社会文化科学研究科
３号委員 髙　谷　　　幸 社会文化科学研究科
３号委員 中　村　良　平 社会文化科学研究科
３号委員 池　田　　　直 自然科学研究科
３号委員 河　原　伸　幸 自然科学研究科
３号委員 吉　川　　　賢 環境生命科学研究科
３号委員 浜　田　　　淳 医歯薬学総合研究科
３号委員 片　岡　仁　美 医歯薬学総合研究科
３号委員 森　田　　　学 医歯薬学総合研究科
３号委員 狩　野　光　伸 医歯薬学総合研究科
３号委員 齋　藤　信　也 保健学研究科
３号委員 保　科　英　子 看護研究・教育センター 
３号委員 矢　野　正　昭 教育開発センター
３号委員 宇　塚　万里子 グローバル・パートナーズ
３号委員 鈴　木　久　雄 スポーツ教育センター
３号委員 中　山　芳　一 キャリア開発センター
３号委員 尾　本　哲　朗 研究推進産学官連携機構
３号委員 原　田　　　勲 学務部

１．実践型社会連携教育専門委員会名簿
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地域総合研究センターアドバイザー委員会名簿

順不同

氏　　　名
委員長 荒　木　　　勝

伊　藤　直　人
ヴァンソン　藤　井　由　実
平　本　真　樹
高　原　弘　海
梶　谷　俊　介
大久保　憲　作
青　木　肇　也
高　次　秀　明
山　根　文　男
本　田　伸　孝
三　宅　　　昇
伊　藤　公　久

１-５．アドバイザー委員会名簿
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２-1．UBCと岡山県内林業事業者、行政との連携ネットワーク構築による学都創成モデル
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２-１．UBCと岡山県内林業事業者、行政との連携ネットワーク構築による学都創成モデル
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２-１．UBCと岡山県内林業事業者、行政との連携ネットワーク構築による学都創成モデル
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２-１．「地域と医療」プロジェクト地域貢献・社会実践教育・学都研究
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２-１．「地域と医療」プロジェクト地域貢献・社会実践教育・学都研究
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２-１．「地域と医療」プロジェクト地域貢献・社会実践教育・学都研究
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２-１．教育を受ける権利と学校のガバナンス改革
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２-１．教育を受ける権利と学校のガバナンス改革

pmpw286h
長方形
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２-１．教育を受ける権利と学校のガバナンス改革

pmpw286h
長方形

pmpw286h
長方形
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２-１．教育を受ける権利と学校のガバナンス改革

pmpw286h
長方形

pmpw286h
長方形

pmpw286h
長方形
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２-１．教育を受ける権利と学校のガバナンス改革
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２-１．学校経営や授業と家庭・地域及び学校との関わりについての調査・研究〜実践事例を通して〜
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２-１．地域スポーツ振興をめぐる論理の多様性と統合のエスノグラフィー
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２-１．地域スポーツ振興をめぐる論理の多様性と統合のエスノグラフィー
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２-１．地域スポーツ振興をめぐる論理の多様性と統合のエスノグラフィー
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２-１．環境共生型社会実現に向けた地域資源としての大学の役割
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２-１．環境共生型社会実現に向けた地域資源としての大学の役割
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２-１．環境共生型社会実現に向けた地域資源としての大学の役割
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２-１．環境共生型社会実現に向けた地域資源としての大学の役割
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２-１．環境共生型社会実現に向けた地域資源としての大学の役割
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２-１．環境共生型社会実現に向けた地域資源としての大学の役割
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２-１．“おかやま”まちづくり教育研究プロジェクト
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２-１．“おかやま”まちづくり教育研究プロジェクト
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２-１．“おかやま”まちづくり教育研究プロジェクト
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２-１．“おかやま”まちづくり教育研究プロジェクト
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２-１．西川緑道公園まちづくり研究
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２-１．西川緑道公園まちづくり研究
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２-１．実践型教育の開発による学都創成
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２-１．実践型教育の開発による学都創成
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２-１．実践型教育の開発による学都創成
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２-１．実践型教育の開発による学都創成
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２-１．実践型教育の開発による学都創成
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２-１．実践型教育の開発による学都創成
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２-１．文化・経済・環境指標からみた学都岡山のポテンシャリティを探る
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２-１．文化・経済・環境指標からみた学都岡山のポテンシャリティを探る
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３-３-１．身近な材料でカラフル・キラキラ科学を体験しよう
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３-３-１．身近な材料でカラフル・キラキラ科学を体験しよう
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３-３-１．アーユルヴェーダウィークin岡山 〜自分を知って健康になろう!〜
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３-３-１．アーユルヴェーダウィークin岡山 〜自分を知って健康になろう!〜
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３-３-１．「まちなか連想ビブリオバトル」2014
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３-３-１．「まちなか連想ビブリオバトル」2014
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３-３-１．留学生多言語ラジオ放送局
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３-３-１．留学生多言語ラジオ放送局
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３-３-１．岡山大学の10年後を、デザインしてみる？
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３-３-１．岡山大学の10年後を、デザインしてみる？
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３-３-２．奉還町ファジストリート計画
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３-３-２．奉還町ファジストリート計画
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３-３-２．MACHI FES
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３-３-２．MACHI FES
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３-３-２．まちづくり研究会たんぽぽ
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３-３-２．まちづくり研究会たんぽぽ
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３-３-２．福島の子ども受け入れプロジェクト
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３-３-２．福島の子ども受け入れプロジェクト
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３-３-２．岡山大学を公式Facebookから盛り上げよう
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３-３-２．七夕祭・イルミネーションイベント
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３-３-２．七夕祭・イルミネーションイベント
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３-３-２．学生によるスクールボランティア活性化支援事業
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３-３-２．学生によるスクールボランティア活性化支援事業
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３-３-２．ILOHA STUDY PROJECT 〜岡山で学び、岡山で還す〜
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３-３-２．ILOHA STUDY PROJECT 〜岡山で学び、岡山で還す〜
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３-３-２．瀬戸内市裳掛地区再生プロジェクト
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３-３-２．瀬戸内市裳掛地区再生プロジェクト
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３-３-２．ティーチイン岡山
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３-３-２．ティーチイン岡山
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３-３-２．満月BAR
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３-３-２．満月BAR
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３-３-２．『大学生の考える「よりよく生きる」プロジェクト-地域で語り合い、発信する「死生観」-』
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３-３-２．頭島に架かる希望の橋　PARTⅡ
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３-３-２．頭島に架かる希望の橋　PARTⅡ
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３-３-２．大学生とトークディスカッション　in オープンキャンパス
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【新聞】
2015/２/28 山陽新聞 「岡山の地方創生を考える」シンポジウム
2015/２/21 山陽新聞 中心市街地活性化政策の記事にて、前田准教授がコメント
2015/２/20 山陽新聞 ワンステップ成果報告会
2015/２/５ 日本経済新聞 実践講座：実践コミュニケーション論
2015/１/27 山陽新聞 Voters Bar in西川アゴラ
2015/１/25 山陽新聞 学生団体Liens代表入江恭平さんが山陽新聞にてコメント
2015/１/24 山陽新聞 中四国南北軸交流懇談会　三村先生参加
2015/１/21 毎日新聞 イオン開業後調査　岡山商工会議所
2015/１/20 山陽新聞 西川カフェ
2015/１/11 山陽新聞 岡山・倉敷・総社市生活保護世帯対象　中学生の学習サポート
2015/１/11 山陽新聞 高梁川流域学校の記事にて、三村先生がコメント
2015/１/６ 山陽新聞 滴一滴　ポートランドのまちづくり
2015/１/４ 中国新聞 西川緑道公園イベント・西川アゴラ紹介
2014/12/26 山陽新聞 西川ヒアリング 伊藤邦衛さん
2014/12/26 山陽新聞 おかやまバトン　志津川中学校野球部交流試合
2014/12/16 山陽新聞 イオンモール岡山開業に伴う交通量調査
2014/12/14 山陽新聞 スティーブン・ジョンソン先生　まちづくりワークショップ（西川アゴラ）
2014/12/12 山陽新聞 学生企画「めめも会」　死生観を考える座談会
2014/12/11 山陽新聞 ティーチイン岡山
2014/12/８ 山陽新聞夕刊 まちづくりワークショップ スティーブン・ジョンソン先生特別講義（西川アゴラ）
2014/12/２ 山陽新聞 まちづくりワークショップ開催
2014/12/１ 山陽新聞 県内市町首長懇談会　三村先生がコメント
2014/11/29 読売新聞 読売新聞にて　イオンモール岡山開業の記事で三村先生がコメント
2014/11/27 山陽新聞 学生団体「Liens」企画　まち巡りクイズラリー
2014/11/25 山陽新聞 岡山大学SGUに選定
2014/11/17 山陽新聞夕刊 西川アゴラ　山田哲弘さん絵本出版記念講演
2014/11/13 山陽新聞 超小型EV試乗会・シンポジウム
2014/11/11 山陽新聞 西川カフェ「山田哲弘さん絵本出版記講演」
2014/11/６ 山陽新聞 超小型EV試乗会・シンポジウム
2014/11/６ 山陽新聞 満月Bar・西川イルミ点灯式
2014/11/６ 毎日新聞 「開業目前イオンモール」三村先生がコメント
2014/11/２ 山陽新聞 おかやま百年構想企画　イラスト展
2014/10/29 山陽新聞 おかやまスポーツプロモーション研究会
2014/10/28 山陽新聞 超小型EV活用策研究（11/５シンポジウム）
2014/10/25 リビングおかやま 西川エリア イベント紹介
2014/10/24 山陽新聞 社説：まちづくり拠点（西川緑道公園・西川アゴラ）
2014/10/23 山陽新聞 ESDテーマに書評合戦　岩淵先生ご紹介の本がチャンプ本に
2014/10/23 山陽新聞 犯罪被害者支援を
2014/10/23 読売新聞 犯罪被害者の声 耳傾けて（犯罪被害者支援シンポジウム）
2014/10/21 山陽新聞 西川アゴラ開所
2014/10/21 山陽新聞 犯罪被害者支援シンポジウム
2014/10/21 夕刊　山陽新聞 西川アゴラオープン
2014/10/20 山陽新聞 まちづくりの拠点始動　西川アゴラ開所
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2014/10/18 山陽新聞 イオンモール岡山 地域への影響を考えるシンポジウム（士業シンポジウム開催）
2014/10/15 山陽新聞 「地域の活性化と地方紙の役割」について三村先生がコメント
2014/10/９ 山陽新聞 岡山大学と岡山市「まちづくりに関する地域連携協定」
2014/10/９ 山陽新聞 大盛トーク「まちづくりで意見交換」
2014/10/７ 山陽新聞 学生企画「満月BAR」皆既月食に合わせ石山公園で開催
2014/10/１ 山陽新聞 「西川アゴラ」開設
2014/９/23 山陽新聞 特別講話「聞き書きを通して学ぶ」開催
2014/９/23 山陽新聞 哲学カフェ「人はなぜ怒るのか」開催
2014/９/21 山陽新聞 女子プロゴルフ「山陽新聞レディース杯」岡大の留学生が観戦
2014/９/12 中国新聞 イオンモール12月開業の岡山中心部　社会交通実験断念
2014/９/12 中国新聞 「イオンモール12月開業の岡山中心部　社会交通実験断念」について三村先生がコメント
2014/９/10 山陽新聞 学生企画「満月BAR」石山公園で開催
2014/８/28 山陽新聞 ティーチイン岡山開催
2014/８/26 山陽新聞 ティーチイン岡山開催
2014/８/19 山陽新聞 西川清掃活動に参加
2014/８/10 読売新聞 西川緑道のまちづくりについて、行政やNPOが講義
2014/８/７ 山陽新聞 [学生企画]おかやまバトン福島里の子会合宿受け入れ
2014/８/２ 山陽新聞 実践型社会連携教育科目「倉敷市水島から学ぶ地域社会と環境」オープンハウス実施
2014/７/26 山陽新聞 「滴一滴」留学生のまちづくり「おかやまStudyTour」について
2014/７/17 山陽新聞 激変 「県都のかたち」にて岡山市の社会交通実験について三村聡教授がコメント
2014/７/12 読売新聞 実践型社会連携教育科目「地域社会貢献型学習支援活動」総社市と連携
2014/７/10 山陽新聞 西川緑道公園界隈岡山市委託調査事業に関する講演会開催
2014/７/４ 山陽新聞 (公財)ウエスコ学術振興財団の助成対象に岩淵泰助教が選出
2014/７/３ 山陽新聞 [学生企画]「おかやま百年構想」奉還町商店街でのファジアーノ応援企画
2014/６/14 山陽新聞 「帰りなん、いざ」にて岡山市の西川パフォーマー事業について、岩淵泰助教がコメント
2014/６/14 山陽新聞 [学生企画]満月BAR、おかやま百年構想の活動
2014/６/１ 山陽新聞  岡山市調査事業「女性の活躍促進に向けた施策を検討のための企業実態、ニーズ等の把握・

分析」実行委員会に千田教授がメンバーとして参加
2014/５/29 山陽新聞 県商店街振興組合連合会主催「岡山市商店街等調査事業報告会」６月５日開催
2014/５/23 山陽新聞 西川緑道公園界隈岡山市委託調査事業の調査結果
2014/５/18 山陽新聞 激変　県都のかたち　学生パワー　にぎわい創出に活躍
2014/５/11 山陽新聞 「西川を語る」にて岩淵泰助教がコメント
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【テレビ】
2015/２/14 倉敷ケーブルテレビ 地域貢献型学習支援活動の成果報告会
2014/12/29 テレビせとうち 「徹底討論　岡山市の中心で愛を叫ぶ」
2014/８/11 瀬戸内海放送（KSB） 岡山市の社会交通実験断念についてのコメント
2014/７/１ RNC（西日本放送） News every.にて三村聡教授がイオンモール岡山出店に関するコメント
2014/５/14 KSB（瀬戸内海放送） スーパーJチャンネルにて三村聡教授がイオンモール岡山出店に関するコメント
2014/５/７ KSB（瀬戸内海放送） スーパーJチャンネルにて三村聡教授がJR吉備線LRT化に関するコメント
2014/４/２ RSK（山陽放送）  地域スペシャル～メッセージ「政令市５年の岡山 生かせるか！ビッグチャンス ～

中四国拠点の街づくりは～」三村聡教授が出演
【ラジオ】  
2014/12/６ レディオモモ 「夢創る　おかやま人」前田准教授が出演
2014/10/３ RSKラジオ RSKラジオ「朝まるステーション1494」三村聡教授が出演
2014/10/２ RSKラジオ RSKラジオ「朝まるステーション1494」三村聡教授が出演

【その他】  
2014/10/21 内外教育（時事通信社）   困窮家庭の学習支援で国立大と連携
2014/８/１ （一財）日本地域開発センター   「学都岡山の実現可能性を探るー全国「学都」ランキングに基づく

実現可能性の検証」掲載
2014/７/22 野村総合研究所「パブリックマネジメントレビュー」 2013年度「商店街等調査報告書」について掲載
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