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ごあいさつ

　わが国は、急激な少子高齢化、本格的な人口減少問題に直面しています。加えて国や
自治体の財政難、東京一極集中の進展等もあり、地方では地域力を結集して活力の持続
を図っていくことが大きな課題となっています。そうしたなか、岡山大学は、平成29年
４月より、槇野博史第14代学長が就任、岡山ならではの「実りの学都」を創造すべく、
グローバルな視座に立ち、大学が地域資源として地域との連携強化を打ち出し、様々な
取り組みをスタートさせました。
　さて、岡山大学に地域総合研究センターが設立されたのは平成23年11月であり、爾
来、６年が経ちました。岡山の中心市街地に拠点を設け、地域社会と向き合いながら、
学生たちや留学生が、地域の皆様と共に、地域や社会の課題を議論し、その解決策を模
索して参りました。そうした経験を活かしつつ、学生たちが、これまでの大学教育に加
え、さらに社会での生きる力を身につけることを目的として、平成27年９月の国連サ
ミットで採択されたSDGs（Sustainable�Development�Goals：持続可能な開発目標）を学
内のみならず、地域社会や世界との共通言語として、教養教育から大学院教育に至る実
践型社会連携教育プログラムの開発・展開や国際的な実践型教育提携によるグローバル
教育制度の構築・展開を本格的に開始いたしました。
　また、平成28年４月には、岡山大学がプラットフォームとなり、岡山の持続的な発展
を支える知恵と駆動力の源となることを目的とする産官学民の連携組織「おかやま地域
発展協議体」を、同年10月には産官学民のトップで構成される「おかやま円卓会議」を
創設いたしました。そこでは、地域社会を取り巻く環境がさらに厳しくなる将来を見据
え、オール岡山の体制で、産官学民が同じ土俵で具体的な施策を成就させ、生き活きと
暮らせる地域社会の創造に向けて社会実装を図ることが重要であると考えて活動を本格
化しています。
　地域総合研究センターが、国際社会や地域社会と連携した世界に伍する最先端の研究
及び実践的かつグローバル教育の展開による「学びの強化」に取り組みつつ、岡山大学
と地域社会の持続的な発展を支える地域資源となりますよう、社会貢献活動と世界で通
用する地域人材の育成に尽力して参ります。
　何とぞ、皆様方のご指導、ご協力をお願い申し上げる次第です。

平成30年３月
岡山大学地域総合研究センター長
同大学院社会文化科学研究科教授

三　村　　　聡
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地域総合研究センターについて１
　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り、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、平成23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。
　地域総合研究センターの設立の理念は、『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。

参照：＜資料編＞設立趣意書

　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６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、関係団体と協働のプロ
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。特にグローバル人材養成の拠点として
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
　これまで各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立って、これらの活動を重点化し、強化していく。

３．地域諸問題に対するシンクタンク機能の発揮
　�　地域の諸問題に対し、国際的・学術的視点も加えながら、地域の将来の発展に資するシンクタンク

機能を果たす。

１-１　設立経緯と学都の定義

　『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。

１-２　主要ミッション
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地域総合研究センターについて １

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機能を果たし、地域の諸団体が行っている活動を支える。
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。
６．人材育成
　�　地域の諸問題や様々なリスクを主体的に捉え、リーダーシップ、チーム力、判断力、勇気と気概を

持った、将来にわたっての持続可能な社会の担い手を育成する。

１．研究活動
⑴ 専任教員による学都研究

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」「地域と教育・スポーツ」「技
術・環境」「まちづくり・地域創生」）を中心とした学都研究を行う。

⑵ 学都構想推進支援
専任教員による学都研究の実施に加え、各部局の学都構想推進に資する取り組みに対して、受託

事業や国・県・市などからの補助金への申請等支援を行う。
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：熊本、金沢、岡山県内など）

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。
（三都市シンポジウム（金沢・熊本・岡山）

・ 自治体の政策の後押しとなるシンポジウムを開催する。
⑵ 岡山市都市戦略懇話会、おかやま地域発展協議体、おかやま円卓会議

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いつつ、国際
学都実現のための産官学民の連携組織において、地域が抱える課題の解決と次代を担う人材の育成
を目的とした活動を目指す。
⑶ 岡山県内でのまちづくり

岡山県内の自治体、市民団体などと協働し、大学の知見をもって実践活動を行う。
学生（留学生を含む）がこれらの事業に参加し、岡山のまちを好きになることで、大学と地域が

岡山の友好親善大使を育てる取り組みを行う。
⑷ まちなかキャンパス事業

・ 学都チャレンジ企画（学生企画）
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を支援する。
・ 地域総合研究センター単独企画

１-３　平成29年度事業計画
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地域総合研究センターについて１
　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り、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、平成23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。
　地域総合研究センターの設立の理念は、『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。

参照：＜資料編＞設立趣意書

　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６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、関係団体と協働のプロ
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。特にグローバル人材養成の拠点として
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
　これまで各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立って、これらの活動を重点化し、強化していく。

３．地域諸問題に対するシンクタンク機能の発揮
　地域の諸問題に対し、国際的・学術的視点も加えながら、地域の将来の発展に資するシンクタンク
機能を果たす。

　１-１　設立経緯と学都の定義

『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。

　１-２　主要ミッション
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地域総合研究センターについて１  

　　　　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、調査・分析し地域発展に資する提言を行う。

４．窓口機能の強化
　　自治体、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、留学生のまちづくり報告書、実践型社会連携教育プログラムに関する実施報告書など

の発行（各年１回）。
　　実践活動における中で発行するニュースレター、リーフレットなど（不定期）。

６．実践型社会連携教育プログラム（概算要求関連）
　�　全学教育・学生支援機構教育開発センターと連携し、教養教育科目を中心に実施し、全学へ展開を

進める。

　４月から、新執行部体制への移行に伴い、高橋香代企画・評価・総務担当理事のもと、三村聡センター
長、前田芳男副センター長の体制でセンター運営を行うこととなった。
　実践型社会連携教育プログラムの推進のため、センター専任教員と実践型教育プランナーに対しては、
引き続き全学教育・学生支援機構への兼務が発令されている。
　事務体制としては、センターを専ら担当する組織として、引き続き総務・企画部社会連携支援室が設
置されており、昨年度は総務・企画部長が兼ねていた社会連携支援室長には、４月からは林忠行室長が
着任した。
　また、平成28年４月から開始された岡山市との人事交流は、派遣中の職員の交流期間を２年に延長し
て継続された。平成30年１月17日には槇野博史学長に、同19日には大森雅夫岡山市長に１年間の取り組
みを報告した。
　平成30年３月末現在で、教員６名、研究員２名、職員10名の体制となっている。

参照：＜資料編＞運営委員会名簿、地域連携専門委員会名簿

　地域総合研究センターは業務・活動を通じた学都創生の実現にむけて、自己点検・業務活動の客観性・
公平性を担保し、教育・研究・社会貢献の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、平成26年度よりアドバイザー委員会を設置し
ている。これまで、多方面にわたる活動を支援していただいている。

参照：＜資料編＞アドバイザー委員会名簿

１-４　組織体制

１-５　アドバイザー委員会
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まちなかキャンパス事業２
　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、まちづくりについて考えるさまざまな機会を創造すること
を目的としている。それは、各種シンポジウムやまちづくり活動などを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。

■哲学カフェ
世界各地で哲学的な対話イベントの実施やサポートを行う任意団体カフェフィロのメンバー松川絵里

氏（大阪大学CSCD�特任研究員）と岩淵泰助教は、城下ステーションにて身近な生活で気づいたこと
をテーマに「哲学カフェ」を開いている。６年目の活動となる。今年度は、ファシリテーター育成の場
としても用いられ、進行役を多様な人々が担うことがあった。
　参加者は学生だけでなく、社会人も多く、これまでは毎回10名ほどの参加であったが、今年度は城下
ステーションが満席となる15人を超える会も多かった。

哲学カフェは、政治参画や社会参画の視点からの評価も受け、総務省参加型学習教材研究会の『主権
者教育のための成人用�参加型学習教材（平成27年度版）』にもテキストとして採用されている。

〈今年度の哲学カフェ開催日とテーマ〉
５月14日　「うらやましい」
７月22日　「みんなの哲学」
９月18日　「安心ってなに」
10月21日　「哲学ウォーク」
11月23日　ミルトーク「より良く働くために」
12月17日　「教育はサービスか」
２月18日　「社会ってなに」
３月24日　「ありがとう。おつかれさま」

■公務員に聞く講座
経済産業省中国経済産業局に就職した本学法学部卒業生を招き、７月30日、岡山大学まちなかキャン

パス城下ステーションにて、中国経済産業局の機構や役割、そして職業としての公務員について学生た
ちに指導いただいた。
　中国経済産業局は、経済産業省の出先機関で、中国５県を担当し、地域や産業の振興を通じて地域の
活性化を図り、安心・安全で質の高い生活を構築するため、ビジョン策定、調査、許認可、資金援
助、産業界などへの支援などを行う国の組織であり、学生からも色々な質問が出され、深い議論が展開
された。コーディネーターは三村聡センター長がつとめた。

２-１　まちなかキャンパス
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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、調査・分析し地域発展に資する提言を行う。

４．窓口機能の強化
　　自治体、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、留学生のまちづくり報告書、実践型社会連携教育プログラムに関する実施報告書など
の発行（各年１回）。

　　実践活動における中で発行するニュースレター、リーフレットなど（不定期）。

６．実践型社会連携教育プログラム（概算要求関連）
　全学教育・学生支援機構教育開発センターと連携し、教養教育科目を中心に実施し、全学へ展開を
進める。

　４月から、新執行部体制への移行に伴い、高橋香代企画・評価・総務担当理事のもと、三村聡センター
長、前田芳男副センター長の体制でセンター運営を行うこととなった。
　実践型社会連携教育プログラムの推進のため、センター専任教員と実践型教育プランナーに対しては、
引き続き全学教育・学生支援機構への兼務が発令されている。
　事務体制としては、センターを専ら担当する組織として、引き続き総務・企画部社会連携支援室が設
置されており、昨年度は総務・企画部長が兼ねていた社会連携支援室長には、４月からは林忠行室長が
着任した。
　また、平成28年４月から開始された岡山市との人事交流は、派遣中の職員の交流期間を２年に延長し
て継続された。平成30年１月17日には槇野博史学長に、同19日には大森雅夫岡山市長に１年間の取り組
みを報告した。
　平成30年３月末現在で、教員６名、研究員２名、職員10名の体制となっている。

参照：＜資料編＞運営委員会名簿、地域連携専門委員会名簿

　地域総合研究センターは業務・活動を通じた学都創生の実現にむけて、自己点検・業務活動の客観性・
公平性を担保し、教育・研究・社会貢献の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、平成26年度よりアドバイザー委員会を設置し
ている。これまで、多方面にわたる活動を支援していただいている。

参照：＜資料編＞アドバイザー委員会名簿

　１-４　組織体制

　１-５　アドバイザー委員会
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まちなかキャンパス事業２

　学都チャレンジ企画は、地域総合研究センターが掲げるミッショ

ンの実現を目的とし、平成24年度から継続して行っている事業であ

り、今年度が６年目となる。

　昨年度に引き続き、学生がキャンパスの外に出て、企業や行政、�

NPO、地域の方々との交流や対話を通して、地域課題解決の手助

けや岡山を魅力的にするためのアイデアを実践することを目的とす

る「学都チャレンジ学生企画」を実施した。

　本事業を通して学生が、教室では学べない体験、また、成果を挙

げるべく責任を持って活動することを通して、実践人として成長す

ることを狙いとしており、今年度の実施にあたっては、募集要項・

実施要項を見直し地域総合研究センターが行う支援の明確化を図っ

た。
　６月に全学生に対し企画募集を行った結果、７企画の申請があり、

全学教育・学生支援機構および地域総合研究センター教員で構成する審査会による審査の結果、５企画

を採択、うち新規企画は１件であった。

■学生企画採択団体一覧

　採択された各団体は、限られた期間（７月から１月）での企画実現のために活動し、その成果を平成
30年１月26日に開催された成果報告会において発表した。成果報告会には学生・教職員のほかに両備グ
ループや岡山市政策局政策企画課からの参加者もあり、各企画に対して活発な意見交換が行われた。

２-２　学都チャレンジ企画

申請者・申請団体 企画名
岡山大学まちづくり研究会 まちけん'17－地域創造プロジェクト－

身舞RunRun
踊る・創る・観るRu・Ru・Ruプロジェクト
（大学と地域の協働による身体表現を核とする文化
芸術の活性化プロジェクト）

社会科教育学研究室 学生と市民が語り合うティーチイン岡山

岡山プロスポーツ文化
まちづくりサークルSCOP おかやまプロスポーツ文化百年構想

めめも会 大学生が考えるよりよく生きるプロジェクト
～離島訪問を通し高校生と共に考える死生観～
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まちなかキャンパス事業 ２  
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　学都チャレンジ企画は、地域総合研究センターが掲げるミッショ
ンの実現を目的とし、平成24年度から継続して行っている事業であ
り、今年度が６年目となる。
　昨年度に引き続き、学生がキャンパスの外に出て、企業や行政、
NPO、地域の方々との交流や対話を通して、地域課題解決の手助
けや岡山を魅力的にするためのアイデアを実践することを目的とす
る「学都チャレンジ学生企画」を実施した。
　本事業を通して学生が、教室では学べない体験、また、成果を挙
げるべく責任を持って活動することを通して、実践人として成長す
ることを狙いとしており、今年度の実施にあたっては、募集要項・
実施要項を見直し地域総合研究センターが行う支援の明確化を図っ
た。
　６月に全学生に対し企画募集を行った結果、７企画の申請があり、
全学教育・学生支援機構および地域総合研究センター教員で構成する審査会による審査の結果、５企画
を採択、うち新規企画は１件であった。

■学生企画採択団体一覧

　採択された各団体は、限られた期間（７月から１月）での企画実現のために活動し、その成果を平成
30年１月26日に開催された成果報告会において発表した。成果報告会には学生・教職員のほかに両備グ
ループや岡山市政策局政策企画課からの参加者もあり、各企画に対して活発な意見交換が行われた。
　学都チャレンジ企画は今年度で６年を終えた。学生企画に採択された活動は、学生の主体性が評価さ
れ、地域への影響を期待される活動であるという点から、学生には責任感のある行動が求められている。
また、大学が支援する事業であることから、学生には地域の人から学び、学生同士で学び合い、社会の
中で生きる力を獲得して成長することが求められる。授業として実践型社会連携教育科目が全学展開さ
れる一方で、地域総合研究センターは、学生の主体性を尊重しつつ、本事業を通して地域社会へ関与す
ることの意味合いを教育しながら、学生の実践知の向上と地域社会への貢献に取り組んでいきたい。

　２-２　学都チャレンジ企画

申請者・申請団体 企画名
岡山大学まちづくり研究会 まちけん'17－地域創造プロジェクト－

身舞RunRun
踊る・創る・観るRu・Ru・Ruプロジェクト
（大学と地域の協働による身体表現を核とする文化
芸術の活性化プロジェクト）

社会科教育学研究室 学生と市民が語り合うティーチイン岡山

岡山プロスポーツ文化
まちづくりサークルSCOP おかやまプロスポーツ文化百年構想

めめも会 大学生が考えるよりよく生きるプロジェクト
～離島訪問を通し高校生と共に考える死生観～

学都チャレンジ企画は今年度で６年を終えた。学生企画に採択された活動は、学生の主体性が評価さ
れ、地域への影響を期待される活動であるという点から、学生には責任感のある行動が求められている。
また、大学が支援する事業であることから、学生には地域の人から学び、学生同士で学び合い、社会の
中で生きる力を獲得して成長することが求められる。授業として実践型社会連携教育科目が全学展開さ
れる一方で、地域総合研究センターは、学生の主体性を尊重しつつ、本事業を通して地域社会へ関与す
ることの意味合いを教育しながら、学生の実践知の向上と地域社会への貢献に取り組んでいきたい。
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■２-２-１　学生企画

＜学生企画①＞

「まちけん’17－地域創造プロジェクト－」
岡山大学まちづくり研究会

■企画概要（目的）
�　瀬戸内市邑久町裳掛地区をメイン活動地域として、地域の活動のお手伝いや学生の自主的な活
動を行っている。私たちの大きな使命は、地域の中枢を支える機能をもつ裳掛小学校を守ろうと
する地域の方の活動の一助となることである。学生にできることは限られているが、学生にしか
できないこともあると考え、活動している。

■実施事項
�　研究会の発足以前から続けている児童学習支援「もかけてらこや」を主として、耕作放棄地対
策の「サツマイモ栽培」、情報紙「まちけん通信」の発行、「学生主体企画」の実施やどんど祭り
や夏祭りといった地域のイベントの支援と学生企画の出展、その他に地域や大学と協力して行う
ものまで様々な活動を実施した。
�　まちけん通信や芋掘りイベントなどを通して、今まで関わってこなかった方々と関わることが
できた。てらこやでは、子ども達の地域に対する興味が高まる、保護者の方々と仲良くなるなど
継続した活動の成果が表れてきた。
�　また、裳掛地区の内部からだけではなく外部からも求められる機会や活動が増え、全体を通し
て、裳掛地区との繋がりがより深く感じられるようになった一年であった。

■成果
　成果は大きく挙げて三つ挙げられる。
　一つ目は地域の方々と学生との関係の変化である。「もかけてらこや」などの継続的な活動と、
新たに行った「まちけん通信」の発行などにより、私たちの活動に関心を持つ方や実際に参加す
る方々が増えてきたと感じる。また、「裳掛文化祭」のように、地域の方から声を掛けていただ
いたことで、今年度初めて参加した行事もあり、ようやく地域の中に岡山大学まちづくり研究会

（通称：まちけん）が根付いてきたと実感している。
　二つ目は、地域外からも求められる機会が増えたことだ。今年度は「岡山ローカルアソシエイ
トin瀬戸内」で活動報告の機会をいただいた。外部の方々にも興味を持っていただける団体に
なりつつあると感じている。
�　最後に、組織としての成長として、「まちけん出前教室」など、学生から企画を提案する能動
的な活動も増えた。また、夏祭りなどの地域行事では、「クレーンゲーム」や「科学実験教室」
などを出展し、大学で学んだ専門知識を用いてメンバーの個性を生かした活動を行った。
�　一方で、今後の課題として、「まちけんの活動で提供できているもの」が裳掛地区の中で完結
してしまっていることが挙げられる。「JOIN移住定住&まちおこしフェア」に参加する中で、裳
掛の外に発信していく活動がまだまだ弱いと痛感した。また、裳掛地区への交通費や交通手段に
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関して未だに大学や地域のサポートを受けており、自立できていない点も問題であると感じてい
る。

�
■今後の展望
　　　�　今後の課題である、「まちけんの活動で提供できているもの」が裳掛地区の中で完結してしまっ

ていることを解決するために、私たちは三つの取組みを考えている。
　　　�　一つ目は、岡山市との繋がりを広げていくことである。大学がある岡山市と活動拠点である裳

掛地区を繋ぐためのお手伝いが私たちにはできるのではないかと考えている。二つ目は、まちづ
くり研究会以外の大学生に裳掛地区の活動を周知することで、そのためにまず、まちけん通信を
大学内に配布することを予定している。そして最後に、裳掛地域のまちづくりについて、地域の
方と一緒に考える機会を設け、より地域のニーズも踏まえた活動も行いたいと考えている。

�
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まちなかキャンパス事業２

■２-２-１　学生企画
�
＜学生企画①＞

「まちけん’17－地域創造プロジェクト－」
岡山大学まちづくり研究会　代表：正岡　志織

�
■企画概要（目的）
　　　�　瀬戸内市邑久町裳掛地区をメイン活動地域として、地域の活動のお手伝いや学生の自主的な活

動を行っている。私たちの大きな使命は、地域の中枢を支える機能をもつ裳掛小学校を守ろうと
する地域の方の活動の一助となることである。学生にできることは限られているが、学生にしか
できないこともあると考え、活動している。

�
■実施事項
　　　�　研究会の発足以前から続けている児童学習支援「もかけてらこや」を主として、耕作放棄地対

策の「サツマイモ栽培」、情報紙「まちけん通信」の発行、「学生主体企画」の実施やどんど祭り
や夏祭りといった地域のイベントの支援と学生企画の出展、その他に地域や大学と協力して行う
ものまで様々な活動を実施した。

　　　�　まちけん通信や芋掘りイベントなどを通して、今まで関わってこなかった方々と関わることが
できた。てらこやでは、子ども達の地域に対する興味が高まる、保護者の方々と仲良くなるなど
継続した活動の成果が表れてきた。

　　　�　また、裳掛地区の内部からだけではなく外部からも求められる機会や活動が増え、全体を通し
て、裳掛地区との繋がりがより深く感じられるようになった一年であった。

�
■成果
　　　�　成果は大きく挙げて三つ挙げられる。
　　　�　一つ目は地域の方々と学生との関係の変化である。「もかけてらこや」などの継続的な活動と、

新たに行った「まちけん通信」の発行などにより、私たちの活動に関心を持つ方や実際に参加す
る方々が増えてきたと感じる。また、「裳掛文化祭」のように、地域の方から声を掛けていただ
いたことで、今年度初めて参加した行事もあり、ようやく地域の中に岡山大学まちづくり研究会

（通称：まちけん）が根付いてきたと実感している。
　　　�　二つ目は、地域外からも求められる機会が増えたことだ。今年度は「岡山ローカルアソシエイ

トin瀬戸内」で活動報告の機会をいただいた。外部の方々にも興味を持っていただける団体に
なりつつあると感じている。

　　　�　最後に、組織としての成長として、「まちけん出前教室」など、学生から企画を提案する能動
的な活動も増えた。また、夏祭りなどの地域行事では、「クレーンゲーム」や「科学実験教室」
などを出展し、大学で学んだ専門知識を用いてメンバーの個性を生かした活動を行った。

　　　�　一方で、今後の課題として、「まちけんの活動で提供できているもの」が裳掛地区の中で完結
してしまっていることが挙げられる。「JOIN移住定住&まちおこしフェア」に参加する中で、裳
掛の外に発信していく活動がまだまだ弱いと痛感した。また、裳掛地区への交通費や交通手段に



10

まちなかキャンパス事業２

＜学生企画②＞

踊る・創る・観るRu・Ru・Ruプロジェクト
（大学と地域の協働による身体表現を
核とする文化芸術の活性化プロジェクト）

身舞RunRun　

■企画概要（目的）
�　本企画では、身体表現活動を地域の人々と共に行い、大学が蓄積してきた文化コンテンツを地
域に向けて発信し、①岡山における身体表現の活性化、②地域の人々に健康づくりの手段として、
身体表現の楽しさを体感してもらう、③ダンスを通じた地域の人々のコミュニケーションの活性
化に寄与することを目的とする。

■実施事項
�　平成29年12月20日（水）～23日（土）にかけて、中学生以上の
方を対象に創作ダンスワークショップを行った。ワーク
ショップでは、身体表現活動の＜踊る・創る・観る＞の三要
素を取り入れ、講師には岡山大学出身のYuka.さん・矢鳴孝
一郎さんを招き、ワークショップの内容には岡山の文化資源

（B’zの歌詞や横溝正史の映画サントラ曲など）を取り入れる
など、参加者の方々が地元岡山を身体で感じることにこだ
わった。
�　20日（水）～22日（金）にかけての「踊る」ワークショップで
は、Yuka.さんのパワフルな指導のもとでベリーダンスや
ジャズダンスの要素を取り入れた動きの体験、23日（土）「創
る」「観る」ワークショップでは、矢鳴孝一郎さんの落ち着
いた雰囲気の中、即興の動きをベースとした作品創りの体験
を行った。

■成果
　【参加者】

�　４日間で延べ147名の参加があった。内訳は岡山大学の学生が半分ほどで、中学生や高校生
の参加もあった。今後は、学外への普及改善を行いたい。
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ワークショップ参加者数

＊�中学生：芳泉中学校、高校生：創志学園高校、後楽館高校、大学生：岡山大学、就実大学、Tacoma�Community�College

　【効果】
アンケート調査の結果、「踊る」ワークショップでは、普段動かさない身体の部位を動かし新

鮮で楽しくできたという意見が多くみられた。また、「創る」「観る」ワークショップでは、身体
で表現することへの苦手意識が減った参加者が多く見受けられた。

　【自らの学び・成長】
�　私たちもワークショップを受講し、身体表現の指導方法を直に学ぶことができた。特に、指導
する人の人柄や参加者を包み込む空気感が指導において何よりも重要だと感じた。運営面では、
チラシやSNS等での宣伝力が以前より高まったように感じる。

■今後の展望
　【来年度以降の取り組み】

�　引き続き、毎年同時期に今回と同じワークショップの講師の先生方をお呼びし、２～３年継続
して開催したい。今回のワークショップにおいて、講師のYuka.さんのパワフルで元気なお人柄、
また、矢鳴孝一郎さんの周囲を温かく包み込むご指導が大変好評で、ワークショップの内容だけ
でなく講師の先生方の人柄に刺激を受ける参加者が多かったためである。また、中学生や高校生
へより力強い広報を行い、より一層幅広い地域の参加者を募ることを目指し、活動に取り組みた
い。
　【組織体制】

�　十分な人数のスタッフを集めることができなかったため、多方面に呼びかけ、スタッフ募集を
する必要がある。SNSを活用し、本活動の運営面での魅力を発信していきたい。

「踊る」
ワークショップ

「創る」「観る」
ワークショップ

日　　程 20日（水） 21日（木） 22日（金） 23日（土）
合　　計 42名 50名 33名 22名

内

訳

中学生 １
高校生 12 ３ ３ １
大学生 29 44 26 20
社会人 ３ ４ １

男 18 22 17 14
女 24 28 16 ８
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まちなかキャンパス事業２

＜学生企画②＞

踊る・創る・観るRu・Ru・Ruプロジェクト
（大学と地域の協働による身体表現を
核とする文化芸術の活性化プロジェクト）

身舞RunRun　代表：吉村　利佐子

■企画概要（目的）
　本企画では、身体表現活動を地域の人々と共に行い、大学が蓄積してきた文化コンテンツを地
域に向けて発信し、①岡山における身体表現の活性化、②地域の人々に健康づくりの手段として、
身体表現の楽しさを体感してもらう、③ダンスを通じた地域の人々のコミュニケーションの活性
化に寄与することを目的とする。

■実施事項
　平成29年12月20日（水）～23日（土）にかけて、中学生以上の
方を対象に創作ダンスワークショップを行った。ワーク
ショップでは、身体表現活動の＜踊る・創る・観る＞の三要
素を取り入れ、講師には岡山大学出身のYuka.さん・矢鳴孝
一郎さんを招き、ワークショップの内容には岡山の文化資源

（B’zの歌詞や横溝正史の映画サントラ曲など）を取り入れる
など、参加者の方々が地元岡山を身体で感じることにこだ
わった。
　20日（水）～22日（金）にかけての「踊る」ワークショップで
は、Yuka.さんのパワフルな指導のもとでベリーダンスや
ジャズダンスの要素を取り入れた動きの体験、23日（土）「創
る」「観る」ワークショップでは、矢鳴孝一郎さんの落ち着
いた雰囲気の中、即興の動きをベースとした作品創りの体験
を行った。

■成果
【参加者】
　４日間で延べ147名の参加があった。内訳は岡山大学の学
生が半分ほどで、中学生や高校生の参加もあった。今後は、
学外への普及改善を行いたい。
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＜学生企画③＞

学生と市民が語り合うティーチイン岡山
教育学部　社会科教育学研究室

■企画概要（目的）
ティーチイン岡山は大学生と市民が集まり、身近な社会の出来事や話題の社会問題について自

由に話し合い、互いの意見を交換するという活動である。市民がともに学ぶことができる教育プ
ログラムを、将来教職を志す学生と市民の協働作業で開発・実施することで、地域が一体となっ
て支える教育のあり方を示していく。活動では、岡山をよりよい地域にしていくために解決すべ
き課題を子どもと市民がそれぞれの視点から発見し、解決への見通しを持つことを目指している。
�　このような教育プログラムを開発することで、今の岡山を支える市民と、将来社会の担い手と
なる子どもたちが一緒に岡山について考え、また、学生と市民が協働して開発に取り組むことは、
地域が一体となって支える教育の在り方の具体的な姿を示すものとなると考えている。

■実施事項
ワークショップの開催（主な活動日、場所、内容、参加学生数）
⃝　３月16日：湯原中学校：私たちにできる国際理解に関するワークショップ（約20名）
⃝　４月25日：玉野スポーツセンター：選挙権年齢と政治参加に関するワークショップ（10名）
⃝　�５月20日：�岡山大学：あらゆる世代にとっての勉強する意義を考えるワークショップ（８

名）
　　　　⃝　�６月１日：�中国東北師範大学：日中の教科書の記述比較を通して、これからの日中関係を

考えるワークショップ（８名）
　　　　⃝　６月７日：岡山芳泉高校：高校生にとって勉強する意義を考えるワークショップ（５名）
　　　　⃝　�７月20日：�倉敷中央高校：日韓交流のために高校生にできることを考えるワークショップ

（12名）
　　　　⃝　�８月１日：�倉敷中央高校：地域に根ざす高校のイメージキャラクターを考えるワークショッ

プ（７名）
　　　　⃝　８月２日：京都福祉会館：異文化理解と国際協力に関するワークショップ（11名）
　　　　⃝　８月25日：倉敷中央高校：安心・安全のためのまちづくりに関するワークショップ（12名）
　　　　⃝　11月11日：岡山国際交流センター：異文化理解と国際協力に関するワークショップ（10名）
　　　　⃝　12月３日：岡山国際交流センター：歴史教科書と日中関係に関するワークショップ（９名）
　　　　⃝　�12月19日：�倉敷中央高校：東京オリンピックに向けて私たちにできることを考えるワーク

ショップ（12名）
　　　　⃝　12月25日：岡山芳泉高校：震災時の行動について考えるワークショップ（４名）
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■成果
�　今年度は例年の取り組みに加えて、中国でのワークショップの開催やバージニア工科大学の学
生を交えたワークショップの開催のように、より幅広い活動を行うことができた。
�　また、中学生から年配の方々まで一緒に話し合う場をつくることで、様々な世代、立場の人々
が自らの視点・考えを主張しながら相手の意見を取り入れようとする姿を見ることができた。
�　そして、私たち学生も参加してくださる方の立場等を考慮しながら、プログラムを開発するこ
とやファシリテートの方法を試行錯誤すること等を通して、更なる成長を実感することができた。

ワークショップに継続的に参加している高校生や、ファシリテーターをつとめたことがある高
校生にインタビューを実施したところ、教科の学習に関しても高校生の意識の変化が見られるこ
とが分かり、本企画を通して高校教育への示唆を得ることもできた。

■今後の展望
�　毎年課題となっている広報の活動に力を入れたい。また、参加学生に関しても教育学部以外の
学生へと広げていきたい。その具体的な方法を探るとともに、他団体との交流を行い、それぞれ
のノウハウを交換する場を持つことを一つの目標とする。さらに、ワークショップのフィードバッ
クに時間をかけることで参加学生のファシリテートに関する技量の向上とティーチインに対する
意識の向上を目標にしていきたいと考えている。
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＜学生企画③＞

学生と市民が語り合うティーチイン岡山
教育学部　社会科教育学研究室　代表：岩本　　健

■企画概要（目的）
　ティーチイン岡山は大学生と市民が集まり、身近な社会の出来事や話題の社会問題について自
由に話し合い、互いの意見を交換するという活動である。市民がともに学ぶことができる教育プ
ログラムを、将来教職を志す学生と市民の協働作業で開発・実施することで、地域が一体となっ
て支える教育のあり方を示していく。活動では、岡山をよりよい地域にしていくために解決すべ
き課題を子どもと市民がそれぞれの視点から発見し、解決への見通しを持つことを目指している。
　このような教育プログラムを開発することで、今の岡山を支える市民と、将来社会の担い手と
なる子どもたちが一緒に岡山について考え、また、学生と市民が協働して開発に取り組むことは、
地域が一体となって支える教育の在り方の具体的な姿を示すものとなると考えている。

■実施事項
　ワークショップの開催（主な活動日、場所、内容、参加学生数）

　　　　⃝　３月16日：湯原中学校：私たちにできる国際理解に関するワークショップ（約20名）
⃝ ４月25日：玉野スポーツセンター：選挙権年齢と政治参加に関するワークショップ（10名）

　　　　⃝　５月20日：岡山大学：あらゆる世代にとっての勉強する意義を考えるワークショップ（８
名）

　　　　⃝　６月１日：中国東北師範大学：日中の教科書の記述比較を通して、これからの日中関係を
考えるワークショップ（８名）

　　　　⃝　６月７日：岡山芳泉高校：高校生にとって勉強する意義を考えるワークショップ（５名）
　　　　⃝　７月20日：倉敷中央高校：日韓交流のために高校生にできることを考えるワークショップ

（12名）
　　　　⃝　８月１日：倉敷中央高校：地域に根ざす高校のイメージキャラクターを考えるワークショッ

プ（７名）
　　　　⃝　８月２日：京都福祉会館：異文化理解と国際協力に関するワークショップ（11名）
　　　　⃝　８月25日：倉敷中央高校：安心・安全のためのまちづくりに関するワークショップ（12名）
　　　　⃝　11月11日：岡山国際交流センター：異文化理解と国際協力に関するワークショップ（10名）
　　　　⃝　12月３日：岡山国際交流センター：歴史教科書と日中関係に関するワークショップ（９名）
　　　　⃝　12月19日：倉敷中央高校：東京オリンピックに向けて私たちにできることを考えるワーク

ショップ（12名）
　　　　⃝　12月25日：岡山芳泉高校：震災時の行動について考えるワークショップ（４名）
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＜学生企画④＞

おかやまプロスポーツ文化百年構想
おかやまプロスポーツ文化まちづくりサークルSCOP

■企画概要（目的）
�　本企画は岡山市に存在する地元プロ・スポーツクラブの魅力を試合会場にとどまらず、商店街
といった“まちなか”から発信することで、スポーツによる地域全体の活性化を図り、それを百
年続くまちのスポーツ文化としてデザインすることを目的としている。

　　　　平成29年度は下記の２つの企画による活動を行った。
① 奉還町ファジストリート計画

�奉還町商店街において、地元のプロサッカーチームであるファジアーノ岡山を商店街や街の
方々に日常的に感じていただけるように、試合結果を知らせるタペストリーの運営やイベン
トの開催を通じて、商店街の通りを“ファジストリート”にしようという企画。

② 岡山シーガルズ応援プロジェクト
�女子バレーボールチームである岡山シーガルズの岡山でのホームゲームの際に、関連イベン
トをスタジアムだけでなく、奉還町商店街をはじめ、“まちなか”で行うことで、まちと岡
山シーガルズとの距離を近づけ、市民に新たなスポーツ文化を発信し、地域活性化を図る。

■実施事項
・奉還町ファジアーノタペストリー更新（毎試合後　全メンバー参加）

毎試合終了直後から奉還町商店街に設置しているタペストリーへ試合の結果と順位を更新し、
商店街の方やそこを通る方へのファジアーノへの関心を高めることが狙いである。また更新の
状況をFacebookやTwitterにて報告することでより多くの方に発信した。

・おかやまスポーツプロモーション（SPOC）研究会（毎月開催　６名参加）
岡山の企業や自治体、大学などの様々な機関のメンバーで構成するスポーツによるまちづく

りを検討する研究会が毎月行われており、学生団体として唯一定期的に参加した。

　　　　・�「人・地域・地球にやさしいアクセスのためのファジアーノプロジェクト」イベント
　（８月16日実施　当日10名参加　メッセージ募集85名　バッチ配布200名）
�　「ファジアーノ岡山」の試合観戦者によるスタジアムまでのアクセスを、自動車利用から、
公共交通・自転車・徒歩等に転換する方法を検討するため、                                                                                            　岡山大学、国土交通省中国地方整

備局岡山国道事務所、株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブと岡山大学が「人・地域・
地球にやさしいアクセスのためのファジアーノプロジェクト実行委員会」を７月に発足させ
た。同プロジェクトの目的でもある渋滞緩和のためのモビリティ・マネジメントの一
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環として、奉還町商店街を通ってスタジアムへ向かう観戦者に対して同プロジェクトの理念を
説明した。あわせて限定缶バッチを配布することで、公共交通機関の利用や徒歩での移動への
意識付けを行った。当日用意した缶バッチ200個をすべて配布し、同時に募集したファジアー
ノ岡山への応援メッセージも85名の方からいただいた。

　・「�瀬戸大橋ダービーイベント」（９月 22 日開催　メンバー８名参加　メッセージ募集約
185名）

�　香川県を本拠地にしているサッカーJ２のカマタマーレ讃
岐との試合を、両県を結ぶ瀬戸大橋にちなんで「瀬戸大橋ダー
ビー」と名付け、奉還町商店街前にて両サポーターの応援へ
の機運を高めるイベントを開催。当日は讃岐サポーター91名、
岡山サポーター94名のメッセージが集まった。

　　　　・「ファジアーノ岡山写真展」（11月 12日～ 17日開催　メンバー７名参加）
�　奉還町商店街にある、コミュニティ施設りぶらの一階にあ
るギャラリーをお借りし、ファジアーノ岡山からお借りした
写真とサポーターの方から募集したファジアーノの写真を展
示して、多くの方に商店街を見に来ていただいた。

　　　　・「岡山シーガルズホーム戦応援イベント」（１月13日 14日開催　メンバー６名参加）
　岡山シーガルズ応援プロジェクトの一環として、ZIPアリーナ岡山で行われたVチャレンジ
リーグの公式戦で、シーガルズへの応援メッセージ絵馬を集めるイベントを実施。当日は91名
の方にメッセージを書いていただいた。

　　　　・「�TRYHOOP�OKYAMA岡山大会」大会アンケート収集補助
　（８月19日、20日実施　メンバー５名参加）

イオンモール岡山で行われた三人制バスケットボールプロリーグ３X3.EXEの岡山大会実施
の際に行った、地元岡山のバスケットボールチームTRYHOOP�OKAYAMAに関する観戦者
アンケート調査を実施した。

・奉還町ファジタペストリー更新（３月４日実施）
５年目を迎えた奉還町商店街に掲出している「ファジアーノタペストリー」をリニューアル

し、新しいデザインのタペストリーを制作した。2018年シーズンのファジアーノ岡山ホーム開
幕戦当日、除幕式を行い、新タペストリーをお披露目した。
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＜学生企画④＞

おかやまプロスポーツ文化百年構想
おかやまプロスポーツ文化まちづくりサークルSCOP　代表：仙田　圭佑

■企画概要（目的）
　本企画は岡山市に存在する地元プロ・スポーツクラブの魅力を試合会場にとどまらず、商店街
といった“まちなか”から発信することで、スポーツによる地域全体の活性化を図り、それを百
年続くまちのスポーツ文化としてデザインすることを目的としている。

　　　　平成29年度は下記の２つの企画による活動を行った。
　　　①　奉還町ファジストリート計画

奉還町商店街において、地元のプロサッカーチームであるファジアーノ岡山を商店街や街の
方々に日常的に感じていただけるように、試合結果を知らせるタペストリーの運営やイベン
トの開催を通じて、商店街の通りを“ファジストリート”にしようという企画。

　　　②　岡山シーガルズ応援プロジェクト
女子バレーボールチームである岡山シーガルズの岡山でのホームゲームの際に、関連イベン
トをスタジアムだけでなく、奉還町商店街をはじめ、“まちなか”で行うことで、まちと岡
山シーガルズとの距離を近づけ、市民に新たなスポーツ文化を発信し、地域活性化を図る。

■実施事項
　　　　・奉還町ファジアーノタペストリー更新（毎試合後　全メンバー参加）

　毎試合終了直後から奉還町商店街に設置しているタペストリーへ試合の結果と順位を更新し、
商店街の方やそこを通る方へのファジアーノへの関心を高めることが狙いである。また更新の
状況をFacebookやTwitterにて報告することでより多くの方に発信した。

　　　　・おかやまスポーツプロモーション（SPOC）研究会（毎月開催　６名参加）
　岡山の企業や自治体、大学などの様々な機関のメンバーで構成するスポーツによるまちづく
りを検討する研究会が毎月行われており、学生団体として唯一定期的に参加した。

　　　　・�「人・地域・地球にやさしいアクセスのためのファジアーノプロジェクト」イベント
（８月16日実施　当日10名参加　メッセージ募集85名　バッチ配布200名）
「ファジアーノ岡山」の試合観戦者によるスタジアムまでのアクセスを、自動車利用から、

公共交通・自転車・徒歩等に転換する方法を検討するため、
岡山大学、国土交通省中国地方整備局岡山国道事務所、株式
会社ファジアーノ岡山スポーツクラブと岡山大学が「人・地
域・地球にやさしいアクセスのためのファジアーノプロジェ
クト実行委員会」を７月に発足させた。同プロジェクトの目
的でもある渋滞緩和のためのモビリティ・マネジメントの一
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■成果
�　主な成果としては新たな取り組みとして産官学で主導するやさしいアクセスプロジェクトに商
店街側として参加し、国土交通省や岡山大学と商店街をつなげることができた。来年度以降はさ
らに商店街とより深くつながりを持たせていきたい。また既存のイベントについては昨年から手
を加えてよりクオリティの高いものにすることができ、年々より多くの注目を集めることができ
ている。またその結果、活動が多くの方に認知され、取材や声掛けをしていただくようになり安
定化し定着してきた。

■今後の展望
　　　　⃝　タペストリーの更新や応援絵馬イベントなど定着してきた企画・活動を継続する。
　　　　⃝　SPOC研究会への参加を継続し、学生ならではのアイデアや働きかけを行う。
　　　　⃝　活動メンバーや関わるまちの方々の数を増やす・多様性を高める。
　　　　⃝　将来にわたってサークルの活動を続けるための体制・基礎固めを進める。
　　　　⃝　サークル内でスポーツやまちづくりを学ぶ機会を増やす。
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＜学生企画⑤＞

大学生が考えるよりよく生きるプロジェクト
～離島訪問を通し高校生と共に考える死生観～

めめも会

■企画概要（目的）
�　めめも会は平成26年度から「学都チャレンジ企画」での助成を受け、瀬戸内海の離島訪問を行
い、普段の学生生活では出会うことができない「島でいきいきと暮らす高齢者」との対話を行っ
てきた。その経験を活かし、今年度は私たちから発信していく新たな企画として高松第一高校（香
川県）２年生の１クラスへ出張授業を伴う塩飽諸島広島への訪問を行った。
�　超高齢社会を迎える日本において、より良い生や死についての考え方がますます多様・複雑に
なる一方、特に大学生・高校生の世代では、日常生活の中で死生観について他者と語り合う機会
は極めて少ないと考える。そこで、本企画は大学生・高校生が離島を訪問し、住み慣れた島で最
期まで生き生きと暮らすことを願う住民との対話によって、死生観や「よりよく生きること」に
ついての世代を越えた話題共有を可能にすることを目的とした。また、「学都チャレンジ企画」
での活動を通し、学生主体で学外にも積極的に赴き学ぶ本会の活動について高校生や島の方にも
知ってもらえることで、岡山大学の魅力が瀬戸内海を越えて伝わることを期待する。

■実施事項
　【事前準備】

・塩飽諸島広島への事前訪問（４月27日、７月14日、８月18日）
・授業内容に関するミーティング、高校との打ち合わせ、ブックトーク練習、授業練習
【出張授業】
・８月21日　高校生とのブックトーク（めめも会：11名　高校生：40名+教員）
・�８月28日　塩飽諸島広島でのフィールドワーク（めめも会：９名　高校生：35名+教員　島

民：約10名）
　　　　・８月29日　フィールドワークリフレクション（班ごとに分かれた高校生によるポスター作製）

　（めめも会：12名　高校生：40名+先生）
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■成果
　主な成果としては新たな取り組みとして産官学で主導するやさしいアクセスプロジェクトに商
店街側として参加し、国土交通省や岡山大学と商店街をつなげることができた。来年度以降はさ
らに商店街とより深くつながりを持たせていきたい。また既存のイベントについては昨年から手
を加えてよりクオリティの高いものにすることができ、年々より多くの注目を集めることができ
ている。またその結果、活動が多くの方に認知され、取材や声掛けをしていただくようになり安
定化し定着してきた。

■今後の展望
　　　　⃝　タペストリーの更新や応援絵馬イベントなど定着してきた企画・活動を継続する。
　　　　⃝　SPOC研究会への参加を継続し、学生ならではのアイデアや働きかけを行う。
　　　　⃝　活動メンバーや関わるまちの方々の数を増やす・多様性を高める。
　　　　⃝　将来にわたってサークルの活動を続けるための体制・基礎固めを進める。
　　　　⃝　サークル内でスポーツやまちづくりを学ぶ機会を増やす。
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■成果
　　　　【全体】
　　　　・本会に教育学部生はいないが授業計画から実践まで学生主体ですすめる経験ができた。
　　　　・香川県に広島があることを知らなかった同県民の高校生たちに島を紹介できた。
　　　　・�「島で初めて40人もの若い人を迎え、死生観だけでなく、生活のことについてもたくさん話

をすることができ、とても有意義な時間であった、また来てほしい」と島民の方から事後ア
ンケートで言っていただけた。

　　　　・本会の活動について高校生や島の方にも知ってもらうことができた。
　　　　【ブックトーク】
　　　　・既成の死生観に囚われない、生死に対する率直な高校生の意見を引き出すことができた。
　　　　・普段の活動ではあまり行わないファシリテートを経験できた。
　　　　　→�普段のめめも会では、それぞれの経験や感じ方を尊重し共有するため、参加者が比較的自

分から話す。今回の企画では学生の力量によって差はあったものの、高校生をうまくファ
シリテートすることができ、今後の話し合いでも生かしていけると感じた。

　　　　・メンバーひとり一人が、話をまとめることやリードすることに関して自信がついた。
　　　　・島訪問経験のない高校生は島に「不便で暗い」というイメージを持つことが分かった。
　　　　　→�本会は何度も島訪問をしているため、島に行ったことのない高校生からの意見は新鮮だっ

た。
　　　　【広島訪問】
　　　　・高校生が気負わずに島の人と話せる雰囲気づくりができた。
　　　　【ポスター発表】
　　　　・３日間を通じて高校生の表情や意見が変わったことを実感できた。
　　　　　→「島には都会にはない楽しみがあると分かり、将来は田舎で暮らすのもいいなと思った」
　　　　　　�「人とのつながりや出会いを大切にして生きていくことが大切だと実感した」「不便だから

こそ今日明日をどう生きていくかを真剣に考え自分で自分の人生を創り上げていくことが
できる」等、将来の選択肢や考えが広がった。

　　　　・島への見方が変わったという意見が出た。
　　　　・生徒のポスター発表を聞き、私たちも島の良さを再認識できた。
�
■今後の展望
　　　　・OG・OBや高校生も交えた活動の継続
　　　　�　学生と教員のみならず、卒業や大学院への進学等を通し新たな考えや経験を得たOG・OB、

さらには新鮮な感性を持った高校生も加わることで、価値観の幅も広がるだろう。
　　　　・ブックトークの展開
　　　　�　今年度初めて行った、高松第一高校の生徒さんたちとのブックトークは非常に有意義なもの

となった。そこで来年度からは岡山県内の高校生とのブックトーク活動も視野に入れている。
　　　　・高校との連携授業の内容検討
�
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シンポジウム・報告会など３

地域社会の持続可能性を考える
－津山市と真庭市における環境事業の実践展開－

■申込み・問い合わせ
連絡／岡山大学 地域総合研究センター／info-agora@okayama-u.ac.jp
主催／津山市、岡山大学
共催／真庭市
後援／岡山県美作県民局、山陽新聞社
当日は写真撮影をして主催者および共催者の広報に使用することがあります。
撮影を希望されない場合はあらかじめご連絡ください。

津山市や真庭市はじめ美作圏域では、豊かな地域の資源を活用した新たな知恵とエネルギー活
用による地域創生活動が進んでいます。木質バイオマス、超小型モビリティの活用、カーボン・
オフセット施策の展開、さらには市民主導の地域振興組織が進める里山資源を活かしたスモール
ビジネス、市民協働発電所創設による地域内でのエネルギー生産など、循環型社会の形成や自然
と共生したコミュニティの維持が目標に掲げられています。
シンポジウムでは急激に進む少子高齢化や人口減少への対応が、日本全体の大きな政策テーマ

となる中で、中長期的な展望に立ち新たな活力を生み出すことにより持続可能なまちづくりを進
める道筋について考えます。

地域社会の持続可能性を考える－地域創生との接合－

パネリスト NPO法人エコネットワーク津山 理事長 神田 寿則 氏
一般社団法人アシタカ 代表理事 赤木 直人 氏
津山市 環境福祉部低炭素都市推進室 室長 谷口 克典

馬内 雄大（前出）

コーディネーター 三村 聡（前出）
無料 参加

自由
事前
申込
裏面

「産官民協働による地域活性化ソフト事業の展開」
津山市 環境福祉部低炭素都市推進室長補佐 小林 貴之

■津山発！

「真庭市の総合エネルギー政策の推進と地域創生」
真庭市 総合政策部長 馬内 雄大

■真庭発！

「都市と自然環境が共生する地域創生の構図」
岡山大学 地域総合研究センター長 三村 聡

■大学発！

---------■リレー講演■---------

---------■パネルディスカッション■---------

平成29年 ６ 月 ３ 日（土）１３：３０～１６：３０

津山市久米公民館

日 時

場 所

▲会場で展示されたコムス

日　　時：平成29年６月３日（土）　13：30～16：30
場　　所：津山市久米公民館
主　　催：津山市、岡山大学
共　　催：真庭市
後　　援：岡山県美作県民局、山陽新聞

　本シンポジウムでは、まず開会挨拶にて、津山市宮地昭範市長が、
クリーンエネルギーの活用による環境政策と地方創生の展開の重要
性について持論を披露した。

リレー講演では、津山市から環境福祉部低炭素都市推進室の小林
貴之室長補佐が「産官民協働による地域活性化ソフト化事業の展
開」、真庭市から総合政策部の馬内雄大部長が「真庭市の総合エネ
ルギー政策と地方創生」、岡山大学から地域総合研究センターの三
村聡センター長が「都市と自然環境が共生する地方創生の構図」の３題を講演した。
　パネルディスカッションでは、「地域社会の持続可能性を考える－地方創生との接合－」のメインテー
マで議論が行われた。

津山市からはNPO法人エコネットワーク津山の神田寿則理事長、真庭市からは一般社団法人アシタ
カの赤木直人代表理事が、それぞれの団体の活動を中心に自治体との連携や関係など、環境を大切にし
た地方創生への具体的な取り組みについて、現場での活動報告を行った。続いて津山市小林貴之室長補
佐と真庭市馬内雄大部長がコメントを述べた。パネルディスカッションのコーディネートは三村聡セン
ター長が担当し、全体の進行役は、岡山大学社会連携支援室の林忠行室長が担当した。

会場となった、津山市久米公民館の正面には、津山市が市民向けに利用促進を図っているパーソナル
モビリティ（EV：トヨタ車体製コムス）が３台展示された。

３-１　地方創生シンポジウム「地域社会の持続可能性を考える」
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まちなかキャンパス事業２

■成果
【全体】

　　　　・本会に教育学部生はいないが授業計画から実践まで学生主体ですすめる経験ができた。
　　　　・香川県に広島があることを知らなかった同県民の高校生たちに島を紹介できた。
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をすることができ、とても有意義な時間であった、また来てほしい」と島民の方から事後ア
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　　　　・３日間を通じて高校生の表情や意見が変わったことを実感できた。
　　　　　→「島には都会にはない楽しみがあると分かり、将来は田舎で暮らすのもいいなと思った」
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　　　　・ブックトークの展開
　今年度初めて行った、高松第一高校の生徒さんたちとのブックトークは非常に有意義なもの
となった。そこで来年度からは岡山県内の高校生とのブックトーク活動も視野に入れている。

　　　　・高校との連携授業の内容検討



20

シンポジウム・報告会３

086-251-8491 info-agora@okayama-u.ac.jp

第4回 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

要 事前申し込み

（裏面参照）

お申込み
お問い合わせ

TEL

被害者の声を受け止める
～ 寄り添うために私たちにできること ～

MAIL

岡山大学地域総合研究センター

開会挨拶

三村 聡 （岡山大学地域総合研究センター長・教授）

講演： 被害者支援の現場から

藤原 佐千子 （岡山県警察本部 犯罪被害者支援室係長）

大学生ボランティア活動発表

岡山県立大学、岡山商科大学、川崎医療福祉大学、環太平洋大学、
山陽学園大学、ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清心女子大学、美作大学、岡山大学

[日にち] 2017年12月6日（水）

[会 場] 岡山大学 （津島キャンパス）

創立五十周年記念館

主催： 岡山大学地域総合研究センター・岡山西警察署・岡山県警察本部

第１部 14:00～15:00 (13:30開場)

第２部 15:15～17:00

講演： 少年犯罪で息子を奪われた母の想い

武 るり子 氏 （少年犯罪被害当事者の会 代表）

会場内ディスカッション

総括： 山本 力（岡山大学名誉教授/就実大学心理教育相談室長）

司会： 岩崎 佳奈（岡山大学法学部4年）、永宗 花菜子（同3年）

たけ

日　　時：平成29年12月６日（水）14：00～17：00
場　　所：岡山大学創立五十周年記念館
参加者数：122人（大学生89人、一般・教職員33人）
主　　催：�岡山大学地域総合研究センター、岡山県警察本部、岡山

西警察署

　岡山県警察本部と毎年共同開催しているシンポジウムに、本年は
大阪から「少年犯罪被害者当事者の会」の武

たけ

るり子代表を講演者と
してお招きした。武代表は平成８年（1996年）、高校生だったご長
男を少年らの集団暴行によって殺害され、翌年、他の遺族の方々と
共に「少年犯罪被害当事者の会」を結成した。少年法改正を求める
活動や、遺族に必要な情報の提供を行っている。また事件の賠償金
を全額拠出して基金を設立し、少年犯罪被害者遺族の裁判費用など
の援助に充てるなど、犯罪被害者の置かれた状況を改革するために尽力してこられた。また大学生との
つながりも深く、当事者の会が大阪で年１回開いている、少年犯罪で命を落とした子供たちを追悼する
集い「W

ウ ィ ル

iLL」では、開始から19年にわたり、武さんを支援したいと自発的に集まる関西の大学生が運
営を支えている。
　岡山でも、一昨年から、岡山県警犯罪被害者支援室が実施する出張講義や遺族講話会に出席した大学
生が続々とボランティアを希望し、啓発活動に取り組むようになった。本年は、岡山県警察本部の橋渡
しにより、県下10大学の犯罪被害者支援サークルが連絡会を立ち上げるまでになり、全国にも類のない
活動として注目されている。岡山大学でも今年度初めて14人の法学部生がボランティアとして手を挙げ、
シンポジウムの企画、運営、司会を行った。

本シンポジウムでは、武代表の講演に先立ち、この大学生連絡会（名称は“あした彩
いろ

”）に参加するサー
クルの代表者が、これまでの活動について発表した。ロビーでは活動を紹介するパネル展示も行った。
大学生のほか、法学や臨床心理学、犯罪学の教員・研究者、支援員や保護司など専門職に就く方々、被
害者支援に関心の高い地域の方が参加し、交流した。また岡山の大学生の活動を知った京都産業大学の
学生がゼミの先生と一緒に参加してくださるという嬉しい出来事もあり、県を越えた大学生のネット
ワークの広がりを期待させるシンポジウムとなった。

武代表は、事件後の家族を救ってくれたのは地域の人々だったこと、大学生との交流で感情を取り戻
し、希望を持つことができたことなどを話してくださった。会場内ディスカッションでは参加者全員で
気づいたことを話し合い、質疑応答の後、就実大学の山本力教授（岡山大学名誉教授・臨床心理学）は、

「大学生が自覚してコミットしてくれるようになり、今年は空気が変わった。誰もが出来る支援は“関
心を持つこと”、そしてそれを継続させることだ」と締めくくった。
＜プログラム＞
　司　会：　　　　　（岡山大学法学部４年）、　　　　　（同３年）

【第一部】
（１）開会挨拶…三村　聡（岡山大学地域総合研究センターセンター長）

３-２　第４回犯罪被害者支援シンポジウム　被害者の声を受け止める　～寄り添うために私たちにできること～
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シンポジウム・報告会 ３

（２）講　　演：「被害者支援の現場から」
…藤原　佐千子（岡山県警察本部�県民応接課�犯罪被害者支援室係長）

（３）大学生ボランティア活動発表
…岡山県立大学、岡山商科大学、川崎医療福祉大学、環太平洋大学、

山陽学園大学、ノートルダム清心女子大学、美作大学、岡山大学
【第二部】
（４）�講　　演：「少年犯罪で息子を奪われた母の想い」

…武　るり子（少年犯罪被害当事者の会�代表）
（５）�会場内ディスカッション（司会：前田�芳男（地域総合研究センター副センター長））
（６）�総　　括…山本�力（就実大学大学院教授（教育臨床心理学）・岡山大学名誉教授）
（７）�閉会挨拶…　

＜参加者内訳＞

大学生 89人 岡山大学法学部（30、うちボランティア14）、岡山大学大学院教育学研究科（７）、
同�社会文化科学研究科（１）、岡山県立大学（２）、岡山商科大学（７）、川崎医療
福祉大学（４）、環太平洋大学（14）、京都産業大学（５）、山陽学園大学（９）、就
実大学大学院臨床心理コース（４）、ノートルダム清心女子大学（２）、美作大学（４）

岡山県
警察本部

４人 【業務部県民応接課】赤木陽介課長
【同�犯罪被害者支援室】森康樹室長、藤原佐千子係長、古田康係長

社会人 13人 （所属先）VSCO、岡山県議会、岡山市中地区保護司会、岡山教育事務所、岡山保
護観察所、総社市社会福祉協議会、他。

大学
教職員

16人 【就実大学】山本力教授（大学院教育学研究科教育臨床心理学）
【川崎医療福祉大学】進藤貴子教授（医療福祉学部臨床心理学科）
【山陽学園大学】上地玲子准教授（総合人間学部生活心理学科）
【岡山理科大学】島内恵三参与（学生支援室）�
【岡山大学法学部】原田和往准教授
【岡山大学大学院教育学研究科】塚本千秋教授
【岡山大学社会連携支援室】真田明主査、物部和彦主査
　奥井伸二朗主査、近藤亜希子、山脇知子、石川紫乃
【岡山大学地域総合研究センター】三村聡センター長、前田芳男副センター長、
　岩淵泰助教、鷹野郁子研究員

計 122人
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営を支えている。
　岡山でも、一昨年から、岡山県警犯罪被害者支援室が実施する出張講義や遺族講話会に出席した大学
生が続々とボランティアを希望し、啓発活動に取り組むようになった。本年は、岡山県警察本部の橋渡
しにより、県下10大学の犯罪被害者支援サークルが連絡会を立ち上げるまでになり、全国にも類のない
活動として注目されている。岡山大学でも今年度初めて14人の法学部生がボランティアとして手を挙げ、
シンポジウムの企画、運営、司会を行った。
　本シンポジウムでは、武代表の講演に先立ち、この大学生連絡会（名称は“あした彩

いろ

”）に参加するサー
クルの代表者が、これまでの活動について発表した。ロビーでは活動を紹介するパネル展示も行った。
大学生のほか、法学や臨床心理学、犯罪学の教員・研究者、支援員や保護司など専門職に就く方々、被
害者支援に関心の高い地域の方が参加し、交流した。また岡山の大学生の活動を知った京都産業大学の
学生がゼミの先生と一緒に参加してくださるという嬉しい出来事もあり、県を越えた大学生のネット
ワークの広がりを期待させるシンポジウムとなった。
　武代表は、事件後の家族を救ってくれたのは地域の人々だったこと、大学生との交流で感情を取り戻
し、希望を持つことができたことなどを話してくださった。会場内ディスカッションでは参加者全員で
気づいたことを話し合い、質疑応答の後、就実大学の山本力教授（岡山大学名誉教授・臨床心理学）は、

「大学生が自覚してコミットしてくれるようになり、今年は空気が変わった。誰もが出来る支援は“関
心を持つこと”、そしてそれを継続させることだ」と締めくくった。
＜プログラム＞
　司　会：　岩崎�佳奈（岡山大学法学部４年）、永宗�花菜子（同３年）
【第一部】
（１）開会挨拶…三村　聡（岡山大学地域総合研究センターセンター長）

　３-２　第４回犯罪被害者支援シンポジウム　被害者の声を受け止める　～寄り添うために私たちにできること～
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シンポジウム・報告会３

岡山大学高等教育フォーラム 
第１回中四国ＣＢＬ研修交流会 

フィールド調査力養成講座 

地域に出る前に・現場で・帰ってきた後に使えるテクニック 
■現場での自らの発見を、生徒への問いにすることができますか？

商店街でフィールド調査（調べ学習）をする際、担当の先生は、まずグループ学

習やアクティブ・ラーニングの成果を高めるためのチーム創りをしていますか。

事前準備として「どんなものが売られているかな？」「スーパーと商店街はどこ

が違うかな？」「商店街の課題を３つ挙げましょう！」的な問いを立てるだけで終わっていませんか。 

引率の先生は、お店での商品の陳列を大いに楽しめていますか。何か発見したこ

とをもとに、その場で生徒に即興で問いかけていますか。・・・例えば、「商店街

には“単位”は何種類あるんだろうねぇ」と。トマトの数え方は、一山、一盛り、

一カゴ、一個、一パック、一袋などですね。そこでいろんなお店に聞いてみると、

茶舗には茶舗の、米穀店には米穀店のハカリの世界があることが分かり、商店主とも会話が弾むの

です。その経験が、子どもたちの探求心や問いを立てる力を養うことにつながっていきます。 

大学生はと言えば、商店街の課題は「顧客の高齢化」「駐車場不足」「郊

外大型店との競合」など、現場に行かなくても言えそうな課題を３つ

挙げて終わりにしようとしがちです。実は、高齢化ひとつとっても深

い話がたくさんあるのに、です。 

地域での学びの成否は、教師の感受性と問いを立てる力量にかかって

いるのですが、これらは簡単なことではなく、それを教え合い、学び合う機会はあまりありません。

この講座は、このような課題を抱える教師をサポートし、生徒の能動的な学習姿勢を育むためのノ

ウハウをワークショップ形式で紹介します。また、参加者で意見交換し、知識や技術を交換します。

日 時  平成 29年7月 15日（土） 10:00~16:00
場 所  岡山大学津島キャンパス 国際交流会館          参加無料 
講 師  岡山大学地域総合研究センター 
対 象  教職員（小・中・高・大）、学生、商店主、企業・NPO担当者 等 
プログラム 

10:00~10:10 オリエンテーション 

10:10~12:00 第 1部：本当にアクティブ・ラーニングできるチームの創り方 

12:00~13:00 昼 休 み 

13:00~14:30 第 2部：フィールド調査の技術、考察のノウハウ 

14:30~15:45 第 3部：情報交換！ 来た時の１０倍の情報を互いに持って帰ろう 

15:40~16:00 まとめ 

 
主 催  岡山大学地域総合研究センター 

－真似して覚え、試して変える－ 

参加申し込み・お問い合せ

件名を「第１回中四国ＣＢＬ研修交流会」とし、所属、氏名、メールアドレスを明記し、info-
agora@okayama-u.ac.jpまで事前にお知らせください。（担当：吉川幸、山田晶子） 

日　　時：平成29年７月15日（土）10：00～16：00
場　　所：岡山大学国際交流会館
参加者数：約30名
主　　催：岡山大学地域総合研究センター
共　　催：岡山大学全学教育・学生支援機構高等教育開発推進室

　地域コミュニティに生徒・学生が見学や体験として参加する活動
が増えているが、より教育効果を高める方法を教職員が理解するこ
とを目的として、「真似して覚え、試して変える－地域に出る前に・
現場で・帰ってきた後に使えるテクニック－」をテーマに、フィー
ルド調査のノウハウや授業の組み立て方、成果を高めるチームの創
り方などを学ぶワークショップを実施した。
　第一部では地域総合研究センターの前田芳男副センター長を講師に、有効なフィールド調査をするた
めに重要なチーム創りについて学習した。前田芳男副センター長は「地域での学びの成否は、教師の感
受性と問いを立てる力量にかかっている」とアドバイス。参加者らは自己紹介カードを使いながらさま
ざまなワークを行い、目的を共有してチームの意見を生かすためのコツを学んだ。
　第二部は、アンケート調査やその集計方法について、同センターの山田一隆准教授による解説を聞き
ながら、グループワークを通して実践的に学んだ。参加者らは商店街の活性化を例に、アンケートの設
問文を作成。さらに単純集計結果の予測や、より実践に近いクロス集計の学習を通じて、調査から分かっ
たことを提案づくりにどう活かすか、という観点で議論を交わした。
　第三部では、第一部、第二部で得られた気づきを、少人数で席替えをしながら話し合う「ワールドカ
フェ方式」で共有しながら、同センターの吉川幸実践型教育プランナーがファシリテーターとなって問
題意識を多角的に議論し、理解を深めた。
　研修交流会には、高校や大学の教職員のほか、大学生、商店主、まちづくりNPO、岡山商工会議所、
社会福祉協議会、学校支援コーディネーターなど県内外の30人が参加し、地域をフィールドにした学習
方法への関心を高めた。

３-３　高等教育フォーラム　第１回中四国CBL研修交流会　フィールド調査力養成講座
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シンポジウム・報告会 ３

日　　時：平成30年１月20日（土）14：00～16：30
場　　所：岡山大学国際交流会館
参加人数：約50名
主　　催：�岡山大学地域総合研究センター、岡山大学全学教育・学

生支援機構教育開発センター実践教育部門
共　　催：岡山大学全学教育・学生支援機構高等教育開発推進室

　地域コミュニティに根差した学習方法であるCBL（Community�Based�Learning）は、本学が進め
ている実践型社会連携教育科目でも多く取り入れられている。そこで、「地域で育つこどもたちが地
域を愛し、将来的には地域を支える人材となってほしい」という問題に対する取り組みを共有する目
的で、参加者同士のオープンディスカッションの場を設けた。

第一部では地域総合研究センターの吉川幸実践型教育プランナーが、CBLの先進事例地区である米
国ポートランド州立大学で開催された教授法ワークショップの参加報告として、ポートランドの人的資
源やコミュニティと教育機関の連携について報告した。
　第二部は、同センターの山田一隆准教授と広島修道大学人間環境学部の木原一郎講師が、CBL実践
例を報告。山田准教授は、本学の実践型社会連携教育科目「実践型まちづくり論」を履修してNPOの
活動に参加した学生の気づきや、教員側の課題点を紹介した。木原講師は、広島修道大学で平成26年度
に新設された「地域イノベーションコース」での実践例を紹介し、大学１年次から座学や課題解決型学
習を行い、地域の課題を発見し、解決に取り組む人材育成につとめていることや、修了見込者を対象に
ポートランド州立大学でのフィールドワークを実施していることなどを報告した。
　第三部では、同センターの前田芳男副センター長がファシリテーターとなり、オープンディスカッショ
ンを実施。各報告の気づきを話し合いながら少人数でまとめる「Deliberation９方式」を取り入れ、各
参加者が考えを整理する時間を持つことで、理解を深めた。本学の石井一郎UAA（ユニバーシティ・
アドミッション・アドミニストレーター）の講評では、議論の大切さや振り返りにより理解を深めるこ
との意義が重ねて伝えられた。
　研修交流会には地域の方々、小学校・中学校・高等学校・大学等の教職員、生徒・学生、企業や団体
で働く人などが参加し、地域ぐるみの教育の可能性と方法について考える機会となり、参加者アンケー
トでもこのような交流事業を継続して開催してほしいとの声が多数を占めた。

３-４　高等教育フォーラム　第２回中四国CBL研修交流会　ポートランドに学ぶ実践知教育－コミュニティと教育機関の連携－
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シンポジウム・報告会３

岡山大学高等教育フォーラム
第１回中四国ＣＢＬ研修交流会

フィールド調査力養成講座

地域に出る前に・現場で・帰ってきた後に使えるテクニック
■現場での自らの発見を、生徒への問いにすることができますか？

商店街でフィールド調査（調べ学習）をする際、担当の先生は、まずグループ学

習やアクティブ・ラーニングの成果を高めるためのチーム創りをしていますか。

事前準備として「どんなものが売られているかな？」「スーパーと商店街はどこ

が違うかな？」「商店街の課題を３つ挙げましょう！」的な問いを立てるだけで終わっていませんか。

引率の先生は、お店での商品の陳列を大いに楽しめていますか。何か発見したこ

とをもとに、その場で生徒に即興で問いかけていますか。・・・例えば、「商店街

には“単位”は何種類あるんだろうねぇ」と。トマトの数え方は、一山、一盛り、

一カゴ、一個、一パック、一袋などですね。そこでいろんなお店に聞いてみると、

茶舗には茶舗の、米穀店には米穀店のハカリの世界があることが分かり、商店主とも会話が弾むの

です。その経験が、子どもたちの探求心や問いを立てる力を養うことにつながっていきます。

大学生はと言えば、商店街の課題は「顧客の高齢化」「駐車場不足」「郊

外大型店との競合」など、現場に行かなくても言えそうな課題を３つ

挙げて終わりにしようとしがちです。実は、高齢化ひとつとっても深

い話がたくさんあるのに、です。

地域での学びの成否は、教師の感受性と問いを立てる力量にかかって

いるのですが、これらは簡単なことではなく、それを教え合い、学び合う機会はあまりありません。

この講座は、このような課題を抱える教師をサポートし、生徒の能動的な学習姿勢を育むためのノ

ウハウをワークショップ形式で紹介します。また、参加者で意見交換し、知識や技術を交換します。

日 時 平成 29年7月 15日（土） 10:00~16:00
場 所 岡山大学津島キャンパス 国際交流会館 参加無料
講 師 岡山大学地域総合研究センター
対 象 教職員（小・中・高・大）、学生、商店主、企業・NPO担当者 等
プログラム

10:00~10:10 オリエンテーション

10:10~12:00 第 1 部：本当にアクティブ・ラーニングできるチームの創り方

12:00~13:00 昼 休 み

13:00~14:30 第 2 部：フィールド調査の技術、考察のノウハウ

14:30~15:45 第 3 部：情報交換！ 来た時の１０倍の情報を互いに持って帰ろう

15:40~16:00 まとめ

主 催 岡山大学地域総合研究センター

－真似して覚え、試して変える－

参加申し込み・お問い合せ

件名を「第１回中四国ＣＢＬ研修交流会」とし、所属、氏名、メールアドレスを明記し、info-
agora@okayama-u.ac.jpまで事前にお知らせください。（担当：吉川幸、山田晶子）

▲調査票を作成するグループワーク▲チームごとに議論する参加者ら

日　　時：平成29年７月15日（土）10：00～16：00
場　　所：岡山大学国際交流会館
参加者数：約30名
主　　催：岡山大学地域総合研究センター
共　　催：岡山大学全学教育・学生支援機構高等教育開発推進室

　地域コミュニティに生徒・学生が見学や体験として参加する活動
が増えているが、より教育効果を高める方法を教職員が理解するこ
とを目的として、「真似して覚え、試して変える－地域に出る前に・
現場で・帰ってきた後に使えるテクニック－」をテーマに、フィー
ルド調査のノウハウや授業の組み立て方、成果を高めるチームの創
り方などを学ぶワークショップを実施した。
　第一部では地域総合研究センターの前田芳男副センター長を講師に、有効なフィールド調査をするた
めに重要なチーム創りについて学習した。前田芳男副センター長は「地域での学びの成否は、教師の感
受性と問いを立てる力量にかかっている」とアドバイス。参加者らは自己紹介カードを使いながらさま
ざまなワークを行い、目的を共有してチームの意見を生かすためのコツを学んだ。
　第二部は、アンケート調査やその集計方法について、同センターの山田一隆准教授による解説を聞き
ながら、グループワークを通して実践的に学んだ。参加者らは商店街の活性化を例に、アンケートの設
問文を作成。さらに単純集計結果の予測や、より実践に近いクロス集計の学習を通じて、調査から分かっ
たことを提案づくりにどう活かすか、という観点で議論を交わした。
　第三部では、第一部、第二部で得られた気づきを、少人数で席替えをしながら話し合う「ワールドカ
フェ方式」で共有しながら、同センターの吉川幸実践型教育プランナーがファシリテーターとなって問
題意識を多角的に議論し、理解を深めた。
　研修交流会には、高校や大学の教職員のほか、大学生、商店主、まちづくりNPO、岡山商工会議所、
社会福祉協議会、学校支援コーディネーターなど県内外の30人が参加し、地域をフィールドにした学習
方法への関心を高めた。

　３-３　高等教育フォーラム　第１回中四国CBL研修交流会　フィールド調査力養成講座
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シンポジウム・報告会３

日　　時：平成30年３月24日（土）13：30～16：00
場　　所：岡山大学国際交流会館
主　　催：�岡山大学地域総合研究センター、岡山大学全学教育・学生支援機構教育開発センター実践教育部門

共　　催：岡山大学全学教育・学生支援機構高等教育開発推進室

　「地域で育つ子供たちが地域を愛し、将来的には地域を支える人材となってほしい」そのような声
を地域の方々から耳にすることが多くなった。第３回となる研修交流会は、地域に根差し、地域との
交流を取り入れた活発な学びを創出しておられる事例を共有いただ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き、学校や地域は、次世代を育む
ためにどのように連携すればよいのかを考えた。小学校・中学校・高等学校・大学等の教職員、生徒・学
生、企業や団体で働く人などが集まり、話し合う交流機会形式にし、地域ぐるみでの教育の可能性と方
法について、オープンディスカッションを通してともに深めた。

３-５　高等教育フォーラム　第3回中四国CBL研修交流会　地域で育む次世代の力―生徒・地域・学校の学び合い―
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まちづくり実践活動・地域連携４
■４-１-１　出石町周辺
■城下ステーション開設経緯

地域総合研究センターの重要な
ミッションの一つにまちなかキャ
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
近隣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。

■城下ステーションの利用状況
立地条件を活かし、城下ステーションでは地域総合研究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「学都チャレンジ事業」、市民を交えた各種の
研究会、授業やゼミ、サークル活動、留学生のまちづくり活動などに使用されている。また、岡山大学
を卒業したOB�や入試を控える受験生などが城下ステーションを視察に訪れ、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。

４-１　岡山市中心市街地の活性化

利用事例
視察対応 ・卒業生、受験生など
授業・ゼミ ・教育学研究科

・現役国家公務員から学ぶ仕事の取組み方勉強会
研究会 ・経営ビジネスモデル研究会

・美術研究会
・社会科教育研究会
・おかやまスポーツプロモーション（SPOC）研究会

調査 ・旭川ミズベリング　回遊調査
・石山公園周辺　通行量調査

打合せ ・�NPO�法人まちづくり推進機構岡山との地域総合研究センター運営に関する打
ち合わせ

・岡山市との連携施策についての意見交換会
・博学連携会議

市民との交流 ・まちなかキャンパス事業
・働く介護者の集い
・岡山大学子育て支援セミナー「孫育て講座」（保健学研究科）

その他 ・岡山大学グッズの販売・大学案内・入試願書の配布
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シンポジウム・報告会３

地域で育む次世代の⼒
―⽣徒・地域・学校の学び合いー

主催 岡山大学地域総合研究センター
岡山大学全学教育・学生支援機構教育開発センター実践教育部門

共催 岡山大学高等教育開発推進室

岡山大学高等教育フォーラム第3回中四国CBL研修交流会

岡山県矢掛町「YKG60」岡山県立瀬戸高等学校「セト☆ラボ」

とき 2018年3⽉24⽇（⼟）13時30分〜16時
（開場は13時00分）

ところ 岡⼭⼤学（津島キャンパス）国際交流会館
参加費 無料
申込⽅法 裏⾯ご参照のうえお申込みください。

当⽇は写真撮影を⾏い、主催者および共催者の広報に使⽤することがありますので、
撮影を希望されない⽅はお知らせください。

地域で育つこどもたちが地域を愛し、将来的には地域を⽀える⼈材となってほしい――
そのような声を地域の⽅々からお聞きすることが、最近多くなりました。学校や地域は、
次世代を育むためにどのように連携すればよいのでしょうか。
第3回となる本研修交流会は、地域に根差し、地域との交流を取り⼊れた活発な学びを
創出しておられる事例を共有いただき、⼩学校・中学校・⾼等学校・⼤学等の教職員、
⽣徒・学⽣、企業や団体で働く⼈などが集まり、話し合う交流機会として企画いたしま
した。地域ぐるみでの教育の可能性と⽅法について、オープンディスカッションを通し
てともに深めましょう。

日　　時：平成30年３月24日（土）13：30～16：00
場　　所：岡山大学国際交流会館
主　　催：岡山大学地域総合研究センター、岡山大学全学教育・学

生支援機構教育開発センター実践教育部門
共　　催：岡山大学全学教育・学生支援機構高等教育開発推進室

「地域で育つ子供たちが地域を愛し、将来的には地域を支える人
材となってほしい」そのような声を地域の方々から耳にすることが
多くなった。第３回となる研修交流会は、地域に根差し、地域との
交流を取り入れた活発な学びを創出しておられる事例を共有いただ
き、学校や地域は、次世代を育むためにどのように連携すればよい
のかを考えた。小学校・中学校・高等学校・大学等の教職員、生徒・
学生、企業や団体で働く人などが集まり、話し合う交流機会形式にし、地域ぐるみでの教育の可能性と
方法について、オープンディスカッションを通してともに深めた。

　３-５　高等教育フォーラム　第3回中四国CBL研修交流会　地域で育む次世代の力―生徒・地域・学校の学び合い―
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まちづくり実践活動・地域連携４  

■城下ステーションの閉鎖
　岡山大学が地域に出て活動するスタートとして、この場所にサテライトキャンパスを設置して以降、
市民との対話を重ねながら、学生や教員が地域とともにまちづくりを考える場となってきた。一定の成
果を得たと思われる一方で、同じ中心市街地に西川アゴラ（後述）がオープンしたことで、徐々にその
役割は移行されつつある。折しも、同施設の運営連携をしてきたNPO団体の事務所が移転することも
あり、平成30年３月31日をもって閉鎖することとなった。

■石山公園および旭川河川敷におけるまちづくり
　市民団体による石山公園（前頁地図参照）のパークマネジメントの実現を念頭に、平成28年度から岡
山市が主導で進める石山公園活用検討会が開催され、前田芳男副センター長が、検討委員として参加し
ている。平成29年度は、７月26日、11月17日に検討会が開催された。石山公園を岡山市の観光回遊の重
要拠点と位置づけ、外国人対応や後楽園・岡山城から市街地への観光客の滲み出しを念頭に、石山公園
に仮設の観光案内所を設置した社会実験が行われた。
　旭川ミズベリングは、10月22日の開催に向け準備が進められていたが台風の接近により、やむなく中
止された。ただし、この前後の時期に国土交通省岡山河川事務所による石山公園の歩行者通行量調査が
あり、本学の学生を調査員として派遣することでこれに協力した。
　旭川の整備に関しては、岡山市及び国土交通省による「旭川かわまちづくり」計画の見直しを受けて、
石山公園スロープ下の河川敷の「水辺の回遊路」整備の検討が行われ、舗装の方法やカラー舗装の色の
選定が行われた。
　※旭川ミズベリング：岡山市主導による、後楽園そばを流れる一級河川である旭川周辺の活性化イベント

■４-１-２　西川緑道公園周辺
■西川アゴラ開設経緯
　西川アゴラは、平成26年８月に、岡山市中心部にある西川緑
道公園に面したオフィスビルの２階に開設された。（〒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）城下ステーションに次ぐ、本学で２番目のまちな
かサテライトキャンパスである。平成26年10月、本学と岡山市
は「まちづくり協定」を締結し、西川アゴラを拠点に協働のま
ちづくり活動を活発化することとなった。
　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。岡山市も、これまでにこの地域では積極的にまちづ
くりに関わっており、回遊性向上のための様々な取り組みを
行ってきた。大学は、市民参加のまちづくりの歴史を調べたり、
イベントの集客効果を計測するなど、勉強会を通してその結果
を学生や行政、市民と共有している。
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まちづくり実践活動・地域連携 ４  

■西川アゴラの活用状況
西川アゴラでは、まちづくり勉強会、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。平成29年１月～12月の稼働日数は約165日であり、延べ利用者は約2,000名であった。受付簿に
記載のない人も利用している可能性は高く、実数は更に大きくなると考えられる。
　西川アゴラの存在は学内外で徐々に浸透してきている。以下が代表的な活動である。

利用事例
視察・取材対応 ・沖縄県那覇新都市通り会

・帯広市歩行者天国実行委員会
・宇都宮大学地域デザイン学部安森亮雄研究室
・地元紙

中心市街地における各種調
査の拠点

・景観調査
・歩行者天国来街者聞き取り調査
・通行量調査
・床利用調査

岡山大学関係者の利用 ・教育学研究科音楽研究会
・岡山大学若手職員塾
・新見市環境保全型森林ボランティア報告会
・学都チャレンジ企画　めめも会打合せ

岡山大学の授業 ・大学とまちづくり
・フィールド調査の基礎
・医学部インターンシップ
・岡山まちづくり論

研究会・講座 ・おかやまスポーツプロモーション（SPOC）研究会
・都市計画研究会
・環境省「エコ・リバブル」研究事業講座
・日本技術士会
・マチナカゼミ

行政主体の会議、会合 ・文化を活かすまちづくり会議
・文化創造事業検討会議
・岡山市インターンシップ研修
・大学生まちづくりチャレンジ事業キックオフ/成果報告ミーティング
・国際観光年都市会議
・県庁通りまちづくりセミナーやワークショップ
・岡山市民マラソン協働事業会議

市民グループの会合、作業 ・�実行委員会（満月BAR、ホコテン、キャンドルナイト、だっぴ、いち、
聞き書きなど）の会合

・NPO主催のセミナー
・NPOの定例会
・（公財）岡山市スポーツ・文化振興財団

イベント備品の一時保管 ・��満月BAR�や有機生活マーケットいちで使用する机、椅子、リユース
食器など

・�岡山市スポーツ・文化振興財団が保有する楽器や機材など
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まちづくり実践活動・地域連携４
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に仮設の観光案内所を設置した社会実験が行われた。
　旭川ミズベリングは、10月22日の開催に向け準備が進められていたが台風の接近により、やむなく中
止された。ただし、この前後の時期に国土交通省岡山河川事務所による石山公園の歩行者通行量調査が
あり、本学の学生を調査員として派遣することでこれに協力した。
　旭川の整備に関しては、岡山市及び国土交通省による「旭川かわまちづくり」計画の見直しを受けて、
石山公園スロープ下の河川敷の「水辺の回遊路」整備の検討が行われ、舗装の方法やカラー舗装の色の
選定が行われた。
　※旭川ミズベリング：岡山市主導による、後楽園そばを流れる一級河川である旭川周辺の活性化イベント

■４-１-２　西川緑道公園周辺
■西川アゴラ開設経緯
　西川アゴラは、平成26年８月に、岡山市中心部にある西川緑
道公園に面したオフィスビルの２階に開設された。（〒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）城下ステーションに次ぐ、本学で２番目のまちな
かサテライトキャンパスである。平成26年10月、本学と岡山市
は「まちづくり協定」を締結し、西川アゴラを拠点に協働のま
ちづくり活動を活発化することとなった。
　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。岡山市も、これまでにこの地域では積極的にまちづ
くりに関わっており、回遊性向上のための様々な取り組みを
行ってきた。大学は、市民参加のまちづくりの歴史を調べたり、
イベントの集客効果を計測するなど、勉強会を通してその結果
を学生や行政、市民と共有している。
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まちづくり実践活動・地域連携４  

▲「西川のすゝめ」リーフレットの一部

■西川緑道公園歩行者天国実行委員会の活動
平成29年１月に「西川緑道公園歩行者天国実行委員会」が設立された後、今年度は５回の「ホコテン！」

（歩行者天国のイベント）が実行委員会主催で開催された。テーマを掲げ、多様な市民がまちに訪れる
ように工夫している。
・６月４日
・７月23日　遊びと学びの天国「こどもホコテン！」
・10月８日　酎ハイ祭
・１月28日　冬のホコテン！「ぬく森スポーツフェスタ」
・�３月18日　おかやま愛されグルメ岡メシ

本実行委員会は、岡山大学からは前田芳男副センター長が実行委員に名を連ねている。委員会の設立
経緯については、平成28年度活動報告書を参照されたい。

■西川まち歩きリーフレットの作成
岡山市の大学生まちづくりチャレンジ事業（後述４-２を参照）の助成を受け、岩淵泰助教が学生た

ちと共に西川に訪れた人に見てもらうためのリーフレットを作成した。
　「西川のすゝめ」と題した本紙は、実際に西川緑道公園周辺を歩き、学生目線での魅力を取り出し、
西川緑道公園の特徴を調べ、リーフレットに盛り込む内容を吟味し、作成された。西川緑道公園周辺店
舗や岡山駅周辺、中心市街地の公共施設に設置する予定である。
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まちづくり実践活動・地域連携 ４  

　本事業は、人口に対する大学生の比率が高い岡山市の強みを生かして、大学生が企業や地域、NPO
等と協働して取り組む地域における活動を支援することを通じて、若者ならではの柔軟なアイデアの提
案・実践による地域課題の解決等を目指すとともに、地域づくりを担う人材育成と若者の地域への定着
を図るために、岡山市が平成29年度に新設した事業である。岡山市にとって、初めてとなる大学生と連
携した地域課題解決の取り組みであり、事業の骨子作成や事業趣旨の仕組み化にあたっては、前田芳男
副センター長が「学都チャレンジ企画」をふまえて助言を行ってきた。また、本学学生及び教員に対す
る周知広報の実施等、実施段階における協力を行ってきた。
　平成29年度においては、岡山市内の７大学で12の事業（岡山大学（４事業）、岡山商科大学（１事業）、
環太平洋大学（１事業）、山陽学園大学（１事業）、就実大学（１事業）、中国学園大学（２事業）、ノー
トルダム清心女子大学（２事業））が実施され、そのうち以下の２事業は地域総合研究センター教員を
団体代表者とするものである。

①事業名：熊本地震から学び、岡山の防災を考える
実施団体名：熊本地震復興から学び考える岡山の防災（団体代表者：山田　一隆准教授）
事業概要：�発災から１年余りが経過した熊本地震の被災地を訪れ、現地でのボランティア活動を通し

て被災地の「いままで」に思いを致す。その体験を通して、被災地の「これから」に寄り
添うこと、岡山でのわたしたちの暮らしを防災の観点から見直すことを、学生の視点から
市民に発信する。共感を広げるだけでなく、防災意識の高い学生を育て、社会に輩出する
ことを目指す。

②事業名：学生視点による西川緑道公園の魅力探検プロジェクト
実施団体名：西川緑道公園まちづくり探検隊（団体代表者：岩淵　泰助教）
事業概要：�西川緑道公園まちづくり探検隊は、岡山大学内で西川緑道公園のまちづくり史を学んだあ

と、西川緑道公園の魅力やブランド力アップの可能性について検討する。その後、西川緑
道公園をデザインした伊藤邦衛氏が残した写真を手掛かりに、公園の特徴を検討する。事
業のアウトプットは、学生たちが選んだ西川の写真から、学生や外国人にもわかりやすい
ソフトなパンフレットの作製、発行。

■キックオフミーティング
平成29年度「大学生まちづくりチャレンジ事業」キックオフミー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ティングが、７月15日、西川アゴ

ラで開催された。
事業に参加する大学生及び大学教職員20名が参加。大森雅夫岡山市長からの激励を皮切りに、それ

ぞれの団体の大学生がこれから実施していく活動の概要を説明したほか、参加者同士での活発な意見
交換が行われた。

４-２　岡山市大学生まちづくりチャレンジ事業
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▲実行委員会によるボランティア説明会

▲「西川のすゝめ」リーフレットの一部

▲ホコテンの様子

■西川緑道公園歩行者天国実行委員会の活動
　平成29年１月に「西川緑道公園歩行者天国実行委員会」が設立された後、今年度は５回の「ホコテン！」

（歩行者天国のイベント）が実行委員会主催で開催された。テーマを掲げ、多様な市民がまちに訪れる
ように工夫している。
・６月４日　
・７月23日　遊びと学びの天国「こどもホコテン！」
・10月８日　酎ハイ祭
・１月28日　冬のホコテン！「ぬく森スポーツフェスタ」
・３月18日　おかやま愛されグルメ岡メシ
　本実行委員会は、岡山大学からは前田芳男副センター長が実行委員に名を連ねている。委員会の設立
経緯については、平成28年度活動報告書を参照されたい。

■西川まち歩きリーフレットの作成
　岡山市の大学生まちづくりチャレンジ事業（後述４-２を参照）の助成を受け、岩淵泰助教が学生た
ちと共に西川に訪れた人に見てもらうためのリーフレットを作成した。
「西川のすゝめ」と題した本紙は、実際に西川緑道公園周辺を歩き、学生目線での魅力を取り出し、

西川緑道公園の特徴を調べ、リーフレットに盛り込む内容を吟味し、作成された。西川緑道公園周辺店
舗や岡山駅周辺、中心市街地の公共施設に設置する予定である。
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■活動報告会
平成29年度「大学生まちづくりチャレンジ事業」活動報告会が、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２月15日、ほっとプラザ大供で開

催された。
　大学生をはじめ、地域や企業から多数の参加者が集まり、事業に参加した大学生たちの熱意ある活
動報告に耳を傾けたほか、大学生及び大学関係者による次の展開に向けた意見交換が行われた。

■４-３-１「高梁川流域連携中枢都市圏ビジョン懇談会」
１月30日、「平成29年度高梁川流域連携中枢都市圏ビジョン懇談会」が倉敷市で開催された。高梁川

流域を形成する７市３町の産業界、大学、金融機関、医療・福祉機関、公共交通機関、地域コミュニティ
団体の代表者が一堂に会し、流域連携による地方創生活動の取り組みについて議論がなされた。会では、
事務局からの地方創生の進捗状況について報告がなされ、それを受けて積極的な意見交換がされた。ま
た、今後の流域連携活動の方向性について確認された。三村聡センター長が座長をつとめ、伊東香織倉
敷市長が議論をリードした。

■４-３-2　みずしま財団との連携による環境学習への取り組み
■SDGs勉強会

公益財団法人みずしま財団の企画・運営により、第２回教育
旅行勉強会「エス・ディー・ジー・ズってなんだ?!」が、11月
27日、倉敷市水島の環境学習センターで開催された。環境パー
トナーシップ会議の江口健介講師の講演に続き、地域総合研究
センターの流尾正亮事務職員（岡山市政策局から出向）が「大
学の立場から水島に期待すること」のテーマで話題提供を行い、
岡山大学の取組みや岡山市の活動について紹介、三村聡セン

ター長が補足説明を行った。全体の進行は、広島修道大学人間環境学部の西村仁志教授がつとめた。
　なお、SDGs（Sustainable� Development� Goals：持続可能な開発目標）とは、2015年９月の国連サ
ミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された、2016

４-３　高梁川流域

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年から2030

年までの国際目標である。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構
成され、そこでは地球上の誰一人として取り残さない（leave�no�one�behind）ことを誓っており、�
SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものとして、岡
山大学においても積極的に取り組みが進んでいる。
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▲会場の倉敷環境学習センター

■環境学習を通じた人材育成・まちづくりを考える協議会
環境学習を通じた人材育成・まちづくり活動の展開を目的

として続けられてきた、「環境学習を通じた人材育成・まち
づくりを考える協議会」（事務局：みずしま財団）の活動に、
岡山大学からは、三村聡センター長、石丸香苗准教授、鷹野
郁子研究員、流尾正亮事務職員が参加した。
　同協議会は、水島の将来に関心のある市民をはじめ、水島
商店街のおかみさん会、水島コンビナートや地元企業関係者、
倉敷市、学識経験者、環境NPOなどで構成されており、倉敷市「環境学習センター」を主な活動拠点
としている。
　高梁川流域で、地域の歴史・文化の伝承や環境の保全活動、地方創生や人材育成活動を進める「高梁
川流域学校」の活動と連携しながら、平成30年度に向けては、「G７倉敷教育大臣会合“倉敷宣言”」と
SDGsの精神や考え方を踏まえた滞在型環境学習プログラムの開発に産官学民が連携して本格的に着手
することが決議された。

■４-３-３　高梁川流域学校と高梁川ミーティング
倉敷市をはじめとする高梁川流域の７市３町での様々な市民活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を生かし、地域創生を進めるのが一

般社団法人高梁川流域学校である。地域総合研究センターは、この地域において、新見市における環境
保全型森林ボランティア（伐採作業）、水島地域における環境学習プログラムづくりとその推進組織の
立ち上げ、備中聞き書き実行委員会の活動支援などに携わっている。また、当該地域をフィー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルドとし
た本学の実践型社会連携教育科目として、「子どもの教育　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と福祉をつなげる支援活動（総社市）」「倉敷

市水島から学ぶ地域社会と環境」を開講しており、教育の場として高梁川流域とは深く連携している。
平成30年２月24日には、こうした活動の成果を確認し、更に発展させていくためのシンポジウム「高梁
川ミーティング」が開催され、地域総合研究センター教職員も参加した。

■４-３-４　新見市におけるまちづくりへの取り組み
■「クアオルト」プロジェクト

クアオルト（Kurort）とは、ドイツ語で、クア（Kur）「治療・療養、保養のための滞在」とオルト（Ort）
「場所・地域」を組み合わせた造語で、「療養地」を意味し、ドイツでは健康保険の対象になる気候性地
形療法と位置づけられる。新見市は、日本クアオルト研究所と太陽生命保険株式会社などと連携し、健
康寿命の延長と地方創生活動の一環として、地域住民を主体とした日本型クアオルト（療養地・健康保
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▲座長挨拶をする三村聡センター長 ▲議論をリードする伊東香織倉敷市長

▲報告する本学学生

▲話題提供する流尾正亮事務職員

■活動報告会
　平成29年度「大学生まちづくりチャレンジ事業」活動報告会が、
２月15日、ほっとプラザ大供で開催された。
　大学生をはじめ、地域や企業から多数の参加者が集まり、事業に
参加した大学生たちの熱意ある活動報告に耳を傾けたほか、大学生
及び大学関係者による次の展開に向けた意見交換が行われた。

■４-３-１「高梁川流域連携中枢都市圏ビジョン懇談会」
１月30日、「平成29年度高梁川流域連携中枢都市圏ビジョン懇談会」が倉敷市で開催された。高梁川

流域を形成する７市３町の産業界、大学、金融機関、医療・福祉機関、公共交通機関、地域コミュニティ
団体の代表者が一堂に会し、流域連携による地方創生活動の取り組みについて議論がなされた。会では、
事務局からの地方創生の進捗状況について報告がなされ、それを受けて積極的な意見交換がされた。ま
た、今後の流域連携活動の方向性について確認された。三村聡センター長が座長をつとめ、伊東香織倉
敷市長が議論をリードした。

■４-３-2　みずしま財団との連携による環境学習への取り組み
■SDGs勉強会
　公益財団法人みずしま財団の企画・運営により、第２回教育
旅行勉強会「エス・ディー・ジー・ズってなんだ?!」が、11月
27日、倉敷市水島の環境学習センターで開催された。環境パー
トナーシップ会議の江口健介講師の講演に続き、地域総合研究
センターの流尾正亮事務職員（岡山市政策局から出向）が「大
学の立場から水島に期待すること」のテーマで話題提供を行い、
岡山大学の取組みや岡山市の活動について紹介、三村聡セン
ター長が補足説明を行った。全体の進行は、広島修道大学人間
環境学部の西村仁志教授がつとめた。

なお、SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な
開発目標）とは、2015年９月の国連サミットで採択された「持
続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された、2016

　４-３　高梁川流域

養地）を広める活動を開始した。その導入に向けた助言を三村聡センター長が担当し、新見市クアオル
ト推進協議会アドバイザーを委嘱された。
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近年、全国各地で土砂崩れが起きています。その原因は放置された人工林！？
その問題を大学生の力で打開しませんか？山の中に入って、チェーンソーを使って自分の手
で木を切り倒します。
色んな大学の学生が同じ場所に泊まり、寝食を共にする。
普段の大学生活では味わえない、体験できない経験がしたい方へ、一歩踏み出すきっかけに。

活動場所 新見市内 ほか

期間

集合：平成29年8月31日(木) ※現地集合
活動：平成29年9月1日(金)～14日(木)
解散：平成29年9月15日(金) ※現地解散
※すべての日程に参加できなくても構いません。

活動内容 人工林の保育作業(間伐等)、雨天時：木材利用体験

持参物
（自己負担）

作業服（長袖、長ズボン）
作業靴(安全靴、スパイク地下足袋等)
着替え、雨具、軍手、印鑑、保険証の写し
※希望者は作業服、作業靴等を購入することが出来ます。
新見駅前の専門店へご案内します。

参考価格 作業服3,000円程度、地下足袋2,500円程度、手袋1,000円程度

費用

交通費：岡山県内～新見駅は岡山大学負担（岡大生に限る）
宿泊費：主催者負担
食 費：自己負担
入湯税：¥400/毎回
道具のメンテナンス代：¥2,500

申込・問い合せ 岡山大学 地域総合研究センター 担当：三村・近藤
TEL:(086)251-8491 Mail:info-agora@okayama-u.ac.jp

主催 一般社団法人 人杜守

近年、全国各地で土砂崩れが起きています。その原因は放置された人工林！？
その問題を大学生の力で打開しませんか？山の中に入って、チェーンソーを使って自分の手
で木を切り倒します。

人間交流人間交流
×××××××××××

林業

新たな人との出会い、山での活動が新たな人との出会い、山での活動が新たな人との出会い、山での活動が新たな人との出会い、山での活動が
刺激を与える！

■学内説明会開催 決定！
7月6日（木）7限（16:30～）
地域総合研究センター学生活動室にて

申込
締切

7/31(月)

また、10月22日、新見市で開催された太陽生命クアオルト健康ウオーキング「クアの道（健康の道）」
認定記念式典に同センター長が参加、池田一二三新見市長はじめ関係者と実際のコース体験を行った。
　なお、「太陽生命クアオルト健康ウオーキングアワード2016」には、全国から岐阜県飛騨市、岡山県
新見市、兵庫県多可町の３自治体が選定されている。

■「環境保全型森林ボランティア活動」
環境保全型森林ボランティア活動は、主催する一般社団法人�人

ひと

杜
と

守
もり

に加えて、新見市森林組合のフォレスター、林野庁、岡山県、
新見市、新見市地域おこし協力隊など、多数の専門家に指導を受け
ながら、共に人工林の保育作業（間伐等）に従事し、木材利用の活
動体験を通じて森林の持つ公益的機能等の森林･林業の重要性につ
いて学ぶ活動である。２週間の合宿生活を通じて、森林の保全や水
源の涵養について現地体験から理解し、さらに全国から大学生が参
加して、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、共同生活からチームワークの大切さを
学ぶ環境教育プログラムとして実施している。
　実習場所の岡山県新見市の森林状況は、森林面積79,327haの大部
分を民有林が占め（59,292ha）、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。ま
た、岡山県はヒノキの生産日本一を誇る。一方で、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つつあり、間伐等の保育作業を緊急に必要とする人工林が
増加している。こうした状況は全国のあちらこちらで発生しており、この現状を打開する手段として、
大学生達若者が、健全な人工林を造成する手助けをしている。
　平成29年度は９月、２月の２回実施。岡山大学からは９月に９名、２月に13名の学生が参加し、現地
での間伐作業や地元の小学生や地域住民との交流や対話を重ねた。最終日には、国、県、市、小学校関
係者、地元住民など関係者に対して、学生たち主催による報告会を実施した（他の国立大学からは京都
大学、三重大学が参加）。三村聡センター長が助言、近藤亜希子事務職員がコーディネートを担当して
いる。（詳細は一般社団法人人杜守が発行している「環境保全型森林ボランティア活動報告書」参照。）
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■４-３-５　備中地域での聞き書き
　「備中聞き書き」は、高校生が、地域に暮らす高齢者から個人史を聞き取り、書き起し文として作品
に仕上げる活動である。高梁川流域学校の連携事業の１つで前田芳男副センター長が支援した。
　６月24日に、岡山大学鹿田キャンパスのＪホールにて県内の６つの高校（真庭、津山工業、倉敷中央、
笠岡工業、矢掛、岡山後楽館）の生徒、教員約80人が集まり、聞き書きに関する研修指導を受けた。講
師は、NPO法人共存の森ネットワークの澁澤寿一理事長、備中聞き書き実行員、聞き書きOG有志がつ
とめ、前田芳男副センター長も聞き書きにおける対話の進め方や文書作成について指導した。
　７月29日、30日に、笠岡諸島にて１泊２日で聞き書きを実施し、前田芳男副センター長が振り返りワー
クショップを行った。12月23日に笠岡市民会館で「聞き書きフォーラム2017」を開催し、高校生が聞き
書き作品を発表した。また、総合振り返りのワークショップを前田芳男副センター長の進行で実施した。
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▲認定記念式典での集合写真 ▲（中央）池田一二三新見市長

近年、全国各地で土砂崩れが起きています。その原因は放置された人工林！？
その問題を大学生の力で打開しませんか？山の中に入って、チェーンソーを使って自分の手
で木を切り倒します。
色んな大学の学生が同じ場所に泊まり、寝食を共にする。
普段の大学生活では味わえない、体験できない経験がしたい方へ、一歩踏み出すきっかけに。

活動場所 新見市内 ほか

期間

集合：平成29年8月31日(木) ※現地集合
活動：平成29年9月1日(金)～14日(木)
解散：平成29年9月15日(金) ※現地解散
※すべての日程に参加できなくても構いません。

活動内容 人工林の保育作業(間伐等)、雨天時：木材利用体験

持参物
（自己負担）

作業服（長袖、長ズボン）
作業靴(安全靴、スパイク地下足袋等)
着替え、雨具、軍手、印鑑、保険証の写し
※希望者は作業服、作業靴等を購入することが出来ます。
新見駅前の専門店へご案内します。

参考価格 作業服3,000円程度、地下足袋2,500円程度、手袋1,000円程度

費用

交通費：岡山県内～新見駅は岡山大学負担（岡大生に限る）
宿泊費：主催者負担
食 費：自己負担
入湯税：¥400/毎回
道具のメンテナンス代：¥2,500

申込・問い合せ 岡山大学 地域総合研究センター 担当：三村・近藤
TEL:(086)251-8491 Mail:info-agora@okayama-u.ac.jp

主催 一般社団法人 人杜守

近年、全国各地で土砂崩れが起きています。その原因は放置された人工林！？
その問題を大学生の力で打開しませんか？山の中に入って、チェーンソーを使って自分の手
で木を切り倒します。

人間交流人間交流
×××××××××××

林業

新たな人との出会い、山での活動が新たな人との出会い、山での活動が新たな人との出会い、山での活動が新たな人との出会い、山での活動が
刺激を与える！

■学内説明会開催 決定！
7月6日（木）7限（16:30～）
地域総合研究センター学生活動室にて

申込
締切

7/31(月)

養地）を広める活動を開始した。その導入に向けた助言を三村聡センター長が担当し、新見市クアオル
ト推進協議会アドバイザーを委嘱された。
　また、10月22日、新見市で開催された太陽生命クアオルト健康ウオーキング「クアの道（健康の道）」
認定記念式典に同センター長が参加、池田一二三新見市長はじめ関係者と実際のコース体験を行った。
　なお、「太陽生命クアオルト健康ウオーキングアワード2016」には、全国から岐阜県飛騨市、岡山県
新見市、兵庫県多可町の３自治体が選定されている。

■「環境保全型森林ボランティア活動」
　環境保全型森林ボランティア活動は、主催する一般社団法人 人

ひと

杜
と

守
もり

に加えて、新見市森林組合のフォレスター、林野庁、岡山県、
新見市、新見市地域おこし協力隊など、多数の専門家に指導を受け
ながら、共に人工林の保育作業（間伐等）に従事し、木材利用の活
動体験を通じて森林の持つ公益的機能等の森林･林業の重要性につ
いて学ぶ活動である。２週間の合宿生活を通じて、森林の保全や水
源の涵養について現地体験から理解し、さらに全国から大学生が参
加して、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、共同生活からチームワークの大切さを
学ぶ環境教育プログラムとして実施している。
　実習場所の岡山県新見市の森林状況は、森林面積79,327haの大部
分を民有林が占め（59,292ha）、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。ま
た、岡山県はヒノキの生産日本一を誇る。一方で、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つつあり、間伐等の保育作業を緊急に必要とする人工林が
増加している。こうした状況は全国のあちらこちらで発生しており、この現状を打開する手段として、
大学生達若者が、健全な人工林を造成する手助けをしている。
　平成29年度は９月、２月の２回実施。岡山大学からは９月に９名、２月に13名の学生が参加し、現地
での間伐作業や地元の小学生や地域住民との交流や対話を重ねた。最終日には、国、県、市、小学校関
係者、地元住民など関係者に対して、学生たち主催による報告会を実施した（他の国立大学からは京都
大学、三重大学が参加）。三村聡センター長が助言、近藤亜希子事務職員がコーディネートを担当して
いる。（詳細は一般社団法人人杜守が発行している「環境保全型森林ボランティア活動報告書」参照。）
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■４-３-６　矢掛町における留学生のまちづくり事業
平成24年度から岡山大学と矢掛町との間で留学生を通じたまちづくり交流が続いている。国際教育オ

フィス（L-Café）の協力を得ながら岩淵泰助教と山脇知子事務職員が担当している。活動の詳細は、「留
学生のまちづくり報告書」（地域総合研究センター（平成29年））を参考にしてもらいたい。また、岩淵
泰助教が、高梁川流域連盟機関紙『高梁川』第75号（平成29年12月）にて、本事業での活動をもとに『地
方創生時代のまちづくり―矢掛町大名行列inサンフランシスコを一例に－』を執筆している。
　以下は平成29年度の活動記録である。

　その他、「平成29年度岡山県地域に飛び出せ大学生！おかやま元気！集落研究・交流事業」に申請、
採択され、調査研究費の補助を受けながら、矢掛町羽無地区のまちづくり支援を行った。

日付 場所 内容
７月15日～16日 矢掛町 ホームステイー１

留学生10名
（台湾４、英国１、タイ１、アメリカ２、イタリア２）
受入家庭10家庭
学生運営スタッフ５名（中国１、日本４）
教員：岩淵泰助教（地域総合研究センター）
　　　藤本真澄講師（国際教育オフィスL-Café）

10月９日 矢掛町
江良地区

秋祭り（神輿担ぎ）
留学生10名
（ケニヤ２、中国１、カナダ３、フランス４）
日本人学生５名
教員：岩淵泰助教（地域総合研究センター）

11月11日～12日 矢掛町 ホームステイー２
留学生８名
（カザフスタン１、英国２、タイ１、アメリカ４）
受入家庭８家庭
運営スタッフ６名（日本）
教員：岩淵泰助教（地域総合研究センター）
　　　藤本真澄講師（国際教育オフィスL-Café）
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▲会場の様子

　岡山県美作市上山地区が、トヨタ自動車（株）創設の「トヨタ・モビリティ基金（理事長は豊田章男・
トヨタ自動車（株）�代表取締役社長）」の国内初となる助成案件に選定され「中山間地域の生活・経済
活性化のための多様なモビリティ導入プロジェクト（通称：上山集楽みんなのモビリティプロジェクト）」
を展開している。助成を受けた団体は、岡山県を中心に中山間地域の活性化に取り組んでいるNPO法
人みんなの集落研究所（石原達也代表）と、美作市上山地区で棚田の再生に取り組むNPO法人英田上
山棚田団（井上寿美代表）の二団体である。岡山大学は、プロジェクト推進のため、助成団体から調査
研究業務を受託している。
　今年度は、大学院環境生命科学研究科の氏原岳人准教授が当該住民を対象とした移動実態調査、同研
究科の駄田井久准教授が当該棚田の再生計画プランについて専門的な知見から調査・助言を実施した。
地域総合研究センターでは、トヨタ・モビリティ基金、NPOとの調整を三村聡センター長と流尾正
亮事務職員、近藤亜希子事務職員が担当した。
　なお、平成30年度からは、岡山大学は、トヨタ・モビ

「第11回おかやまローカルアソシエイトin瀬戸内」が、６月17日、国立療養所長島愛生園の愛生会館
にて開催された。おかやまローカルアソシエイト（通称OLa）は、岡山県下を中心に「産・学・官・民・
農」の広範的なネットワークの活発な交流を促し、産業の発展及び農業の振興を図り、地域経済の活性
化に寄与することを目的にした組織である。今回のメインテーマは「地域団結」であり、会場が瀬戸内
市邑久町虫明にある国立療養所長島となったため、邑久町虫明（裳掛）で地域活動を続けている大学生
サークル「岡山大学まちづくり研究会」の活動が認められ、学生４名と顧問の三村聡センター長が参加
し、活動を報告した。

　基調講演では中小企業庁吉野恭司次長の「最近の中小企業・小規模事業者政策について」と題する講
話があり、続いて学生２名（（経済学部）、（環境理工学部））が「地域が学生を育て、学生が地域を元
気にする」と題して活動報告を行った。週１回放課後に行う小学生向け「も

４-４　美作市上山地区　モビリティ導入プロジェクト

リティ基金から、直接、調査研究を受託実施することで合意した。

４-５　瀬戸内市裳掛地区における地域活動
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▲江良地区の秋祭りに参加 ▲地元住民との交流

■４-３-６　矢掛町における留学生のまちづくり事業
　平成24年度から岡山大学と矢掛町との間で留学生を通じたまちづくり交流が続いている。国際教育オ
フィス（L-Café）の協力を得ながら岩淵泰助教と山脇知子事務職員が担当している。活動の詳細は、「留
学生のまちづくり報告書」（地域総合研究センター（平成29年））を参考にしてもらいたい。また、岩淵
泰助教が、高梁川流域連盟機関紙『高梁川』第75号（平成29年12月）にて、本事業での活動をもとに『地
方創生時代のまちづくり―矢掛町大名行列inサンフランシスコを一例に－』を執筆している。
　以下は平成29年度の活動記録である。

　その他、「平成29年度岡山県地域に飛び出せ大学生！おかやま元気！集落研究・交流事業」に申請、
採択され、調査研究費の補助を受けながら、矢掛町羽無地区のまちづくり支援を行った。

日付 場所 内容
７月15日～16日 矢掛町 ホームステイー１

留学生10名
（台湾４、英国１、タイ１、アメリカ２、イタリア２）
受入家庭10家庭
学生運営スタッフ５名（中国１、日本４）
教員：岩淵泰助教（地域総合研究センター）
　　　藤本真澄講師（国際教育オフィスL-Café）

10月９日 矢掛町
江良地区

秋祭り（神輿担ぎ）
留学生10名
（ケニヤ２、中国１、カナダ３、フランス４）
日本人学生５名
教員：岩淵泰助教（地域総合研究センター）

11月11日～12日 矢掛町 ホームステイー２
留学生８名
（カザフスタン１、英国２、タイ１、アメリカ４）
受入家庭８家庭
運営スタッフ６名（日本）
教員：岩淵泰助教（地域総合研究センター）
　　　藤本真澄講師（国際教育オフィスL-Café）
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かけてらこや」活動や子供たちの見守り、運動会への参加、空き家の再生による小さな拠点作りと活動、
耕作放棄地対策（収穫物の大学祭での販売による地元PR）、地元の「どんど祭り」への参加、移住定住
者の裳掛地区への誘致活動支援、地域住民の皆さんとの交流イベントの企画運営、情報誌「まちけん通
信」の発行などの社会連携活動の内容を報告した。同サークルは、平成25年12月に、地域総合研究セン
ターの学生企画活動に伴い設立され、裳掛地区での活動は５年目を迎えている。現在、８学部１コース
の総勢43名の学生（１年生19名、２年生11名、３年生９名、４年生４名）で構成されている。
　今回の「おかやまローカルアソシエイトin瀬戸内」へは、来賓や顧問として、元経済産業副大臣を
はじめとする国会議員６名、中小企業庁次長、経済産業省中国経済産業局長、長島愛生園長、瀬戸内市
長、岡山県産業振興財団理事長、岡山県商工会議所連合会専務理事、岡山経済同友会地域振興委員長、
就実大学副学長、などが参加され、地元の裳掛地区コミュニティ協議会から会長はじめ大勢の地域住民
が学生たちの応援に駆けつけた。報告終了後に学生たちは、国会議員や経済産業省、経済界、岡山県、
瀬戸内市長などと意見交換をさせていただき、貴重な経験を得て大きく飛躍を遂げることができた。

　前年度の地域創生に向けた三村聡センター長の新庄村への働きかけを受けて、新庄村と岡山大学の研
究業務に関する活動は次のように進められた。

（１）平成28年度まで
平成28年 12月７日　新庄村の地域活性化についての意見交換
　新庄村の地域活性化について、岡山大学から三村聡センター長、吉川賢特任教授、内藤賢一郎主査、
吉川幸実践型教育プランナーが、新庄村からは小倉博俊村長、石藤延史課長、池田洋文主事、黒田眞路
國六株式会社新庄事業所所長が出席して、意見交換を行った。
　新庄村が「林業産業化創出モデル地域」と「農地山林データバンク事業」の対象地域に指定された。
事業を進めるにあたって、新庄村の地域創生のためのシンクタンクとして岡山大学に参画してもらいた
いとの依頼を受け、体制の整備について検討を始めた。
平成29年２月２日　農業分野の事業計画の打合せ
　農業・農村事業の内の農業分野の調査・研究開発に関して、岡山大学から吉川賢特任教授、大仲克俊
大学院環境生命科学研究科准教授、吉川幸プランナーが、新庄村から石藤課長、池田主事、黒田國六事
業所長が出席して、打合せを行った。
　大仲克俊准教授から「新庄村農業・農村事業の研究・調査案」が提案された。その結果、「農地ナビ」
を利用した担い手の確定や集約営農方法の検討などが将来の農業活性化に有効であることが認識された。
また、ひめのもちのブランド化についても意見交換を行った。
平成29年２月 24日　林業分野の事業計画の打合せ
　農業・農村事業の内の林業分野の調査・研究開発に関して、岡山大学から吉川賢特任教授と坂本圭児
大学院環境生命科学研究科教授、鳥取大学から山本福寿乾燥地研究センター特任教授が、新庄村から石
藤課長、池田主事、黒田國六事業所長が出席して、打合せを行った。
　新庄村の「林業活性化策検討事項」、「地域再生計画」、「新庄村創生総合戦略」についての説明を受け
て、森林資源の利用促進と持続的管理のために取り組むべき課題について打合せを行った。

４-６　新庄村の地域創生
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（２）平成29年度から
昨年度からの打合せを踏まえ、新庄村から「農業・農村事業研究開発・アドバイザー業務」を受託し、

本格的に事業を進めることとなった。
４月12日　林業分野の事業計画の打合せ
　調査計画について、吉川賢特任教授と坂本圭児教授が鳥取大学農学部で長澤良太教授と打合せを行っ
た。特に新庄村の森林の現状や林地の利用状況などを空中写真等を用いた画像解析によって実施するた
めの検討を行い、岡山県が所有する人工衛星データ、空中写真、森林GISデータ（属性付き）の入手が
必要であることが明らかとなった。残念ながら、後日岡山県庁林政課と交渉したところ、ライセンスに
よる制限によって衛星画像、空中写真とも利用できないことが判明した。
５月２日
　岡山大学の小松泰信大学院環境生命科学研究科教授、大仲克俊准教授、食料生産システム管理学ユニッ
トの学生が、新庄村を訪問し、新庄村役場の担当者から新庄村の地域農業の概況について説明を受けた。
また、村内の交流・コワーキングスペースの見学や取り組みについて説明を受けた。
５月26日
　大仲克俊准教授は新庄村の建設産業課の担当者と、全国農業会議所を訪問し、「農地ナビ」の運用方
針や新庄村が独自利用するために必要な手続き・体制について確認した。
６月８～９日
　新庄村役場の協力に基づき、農業・農村活性化の調査を目的に小松泰信教授、食料生産システム管理
学ユニットの学生が新庄村役場、メルヘンプラザ等のヒアリング調査を行い、ヒメノモチの生産者の状
況や農産加工、ブランド化の取組みついて調査を行った。
７月３日
　小松泰信教授、食料生産システム管理学ユニットの学生が、新庄村・櫻家（コワーキングスペース）
へのヒアリング調査を行った。
８月22日
　小松泰信教授、食料生産システム管理学ユニットの学生が、新庄村の女性農産加工グループであるマ
マカフェへのヒアリングに基づく調査を行った。
９月26日
　新庄村の産業建設部の担当者と大仲克俊准教授が、村内の全戸アンケート調査（目的：地域内の農業
従事・農地利用に関する意向把握）について、打ち合わせを行った。
12月 15日
　新庄村に居住する全戸及び18歳以上の住民を対象に、地域農業・居住意識・農地・今後の農業の意向

（農地貸借・売買）についてのアンケート調査を実施した。このアンケートは１月15日に回収を行い、
新庄村内の今後の農業の担い手の意識や離農希望農家の状況について把握することを目的にしている。
また、本調査にあわせて、２月～３月にかけて、村内の担い手農業者に対するヒアリング調査を実施し
た。
　以上の活動を踏まえて、今年度の事業成果をまとめた報告書を作成し、新庄村に提出した。来年度に
ついても引き続き事業を進める予定となっている。
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かけてらこや」活動や子供たちの見守り、運動会への参加、空き家の再生による小さな拠点作りと活動、
耕作放棄地対策（収穫物の大学祭での販売による地元PR）、地元の「どんど祭り」への参加、移住定住
者の裳掛地区への誘致活動支援、地域住民の皆さんとの交流イベントの企画運営、情報誌「まちけん通
信」の発行などの社会連携活動の内容を報告した。同サークルは、平成25年12月に、地域総合研究セン
ターの学生企画活動に伴い設立され、裳掛地区での活動は５年目を迎えている。現在、８学部１コース
の総勢43名の学生（１年生19名、２年生11名、３年生９名、４年生４名）で構成されている。

今回の「おかやまローカルアソシエイトin瀬戸内」へは、来賓や顧問として、元経済産業副大臣を
はじめとする国会議員６名、中小企業庁次長、経済産業省中国経済産業局長、長島愛生園長、瀬戸内市
長、岡山県産業振興財団理事長、岡山県商工会議所連合会専務理事、岡山経済同友会地域振興委員長、
就実大学副学長、などが参加され、地元の裳掛地区コミュニティ協議会から会長はじめ大勢の地域住民
が学生たちの応援に駆けつけた。報告終了後に学生たちは、国会議員や経済産業省、経済界、岡山県、
瀬戸内市長などと意見交換をさせていただき、貴重な経験を得て大きく飛躍を遂げることができた。

　前年度の地域創生に向けた三村聡センター長の新庄村への働きかけを受けて、新庄村と岡山大学の研
究業務に関する活動は次のように進められた。

（１）平成28年度まで
平成28年 12月７日　新庄村の地域活性化についての意見交換
　新庄村の地域活性化について、岡山大学から三村聡センター長、吉川賢特任教授、内藤賢一郎主査、
吉川幸実践型教育プランナーが、新庄村からは小倉博俊村長、石藤延史課長、池田洋文主事、黒田眞路
國六株式会社新庄事業所所長が出席して、意見交換を行った。
　新庄村が「林業産業化創出モデル地域」と「農地山林データバンク事業」の対象地域に指定された。
事業を進めるにあたって、新庄村の地域創生のためのシンクタンクとして岡山大学に参画してもらいた
いとの依頼を受け、体制の整備について検討を始めた。
平成29年２月２日　農業分野の事業計画の打合せ
　農業・農村事業の内の農業分野の調査・研究開発に関して、岡山大学から吉川賢特任教授、大仲克俊
大学院環境生命科学研究科准教授、吉川幸プランナーが、新庄村から石藤課長、池田主事、黒田國六事
業所長が出席して、打合せを行った。
　大仲克俊准教授から「新庄村農業・農村事業の研究・調査案」が提案された。その結果、「農地ナビ」
を利用した担い手の確定や集約営農方法の検討などが将来の農業活性化に有効であることが認識された。
また、ひめのもちのブランド化についても意見交換を行った。
平成29年２月 24日　林業分野の事業計画の打合せ
　農業・農村事業の内の林業分野の調査・研究開発に関して、岡山大学から吉川賢特任教授と坂本圭児
大学院環境生命科学研究科教授、鳥取大学から山本福寿乾燥地研究センター特任教授が、新庄村から石
藤課長、池田主事、黒田國六事業所長が出席して、打合せを行った。
　新庄村の「林業活性化策検討事項」、「地域再生計画」、「新庄村創生総合戦略」についての説明を受け
て、森林資源の利用促進と持続的管理のために取り組むべき課題について打合せを行った。

　４-６　新庄村の地域創生
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　岡山大学は、平成28年度からの第３期中期目標期間に向けた大学改革構想と将来ビジョンを「岡山大
学改革プラン」として明確化した。そこでは、急激な少子高齢化・グローバル化を見据えて、「聖域な
き組織横断型改革」を断行するとともに、国際社会や地域社会と連携した世界に伍する最先端の研究及
び実践的かつグローバルな教育の展開による「学びの強化」に取り組み、大学が地域の資源として、そ
の成果を地域社会と連携することにより地域創生に活かすことを目標に掲げている。さらに長期的には、
人類が蓄積してきた知と、最先端の知とを総合的に継承するとともに、世界に向けて創造的な知の成果
と技の結実を発信し、以って、岡山の地域社会と共存・共栄しながら若い力を地域社会へ送り出し、岡
山はもとより、わが国のイノベーションを先導する真のグローバルな教育・研究拠点として輝くことを
めざしている。こうしたビジョンを踏まえ、岡山の社会を構成する組織、団体が英知を出し合い、産官
学民が一体となり、大学がプラットフォームとなり、連携、協働して地域が抱える種々のニーズや課題
に関する検討・研究を行いながら、岡山の持続的な発展を支える知恵と駆動力の源となることを目的と
して、平成28年４月１日に「おかやま地域発展協議体」（Okayama�Association� for�Community�
Development）を創設した。
　岡山大学は、協議体メンバーとなった岡山商工会議所、岡山経済同友会、岡山県、岡山市、倉敷市、
中国銀行、山陽新聞社をはじめ地域を構成する主要組織・団体と連携しながら、岡山大学が有する多様
な分野にわたる専門性や、大学機関という公正中立的な立場を地域貢献に積極的に活かしてゆく。また、
産官学民の情報共有の場として有効活用していくとともに、市民協働による地域活性化に資する活動に
つなげていくことを目指す。

参照：＜資料編＞おかやま地域発展協議体　設立案　
おかやま地域発展協議体　規約　　
おかやま地域発展協議体　委員名簿

５-１　目的・ねらい・体制

活動支援団体

後援団体 賛助団体 協力団体・企業

事務局　事務局長

おかやま地域発展協議体

おかやま円卓会議（ラウンドテーブル）

専門委員会

顧問・アドバイザー

監事
委員会　委員長
　　　　副委員長
　　　　委員

組織図
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■委員会・円卓会議の開催
・平成29年７月７日　第４回委員会

今年度初めての開催であることから、構成メンバーの変更に伴う規約の改正や新メンバーによる
挨拶が行われた。また、岡山市・倉敷市から、両市において大きな課題となっている空家の利活用を
進めるため、「おかやま空家対策研究会」を本協議体の専門委員会として発足させたいとの提案が
なされ、承認された。

・平成29年 10月５日　第５回委員会
　�　各専門委員会の活動が紹介され、その他関連事業の情報共有が

行われた。また、平成28年10月に発足したおかやま円卓会議の第二回会合を10月31日に実施すること
が確認された。

・平成29年 10月 31日　第２回おかやま円卓会議
（後述（５-３おかやま円卓会議）を参照）

・平成30年３月 22日　第６回委員会
　�　各専門委員会の活動が紹介され、その他関連事業の情報共有が行われた。また、メンバーの変更、

来年度以降の委員会開催スケジュール案が提示された。
　�　今回から岡山大学内から議題提案を募集し、集約する試みがなされ、学内から３件の議題が提出さ

れた。

■人材育成の推進（実践型社会連携教育、学校ボランティア支援システムなど）
実践型社会連携教育は学生が講義室にとどまらず地域社会に直接出て、企業や地域の様々な人との関

わりを通して学ぶ教育プログラムである。各種の現場での実体験と傾聴によって、リーダーシップ、チー
ム力、判断力、責任、気概の修得を目指す。本協議体では、協議体構成団体が協働して、実践的な教育
を受ける機会を作るとともに、活動を支援する。（詳細は後述（９章　実践型社会連携教育プログラム
の取り組み）を参照）
　また、学校支援ボランティア事業（※）については、岡山市内での実績を重ねていくために、岡山市
教育委員会、本学教育学部および教師教育開発センターとともに、学校ボランティアシステムを利用し
て学生の登録、マッチングを推進した。今年度は、本システムを他大学等に広められるよう、岡山市教
育委員会や他大学等への働きかけを行った。

※ 学校園において地域の教育力を生かすため、学生や地域の人にあらかじめ登録してもらい、学校園や地

域での子どもの学力向上に係る取り組みなどを支援する事業。

■産官学の人事交流
本協議体設立を機に始まった岡山市と岡山大学の人事交流は、双方ともに２年目も同じ職員が出向す

ることで継続された。２名は出向先で組織の垣根を越えた活動をし、市役所と本学のパイプ役となって
いる。互いの情報共有、協働は初年度よりも濃密なものとなり、岡山市のまちづくりのスピードアップ
に一役買っている。

５-２　活動実績
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　岡山大学は、平成28年度からの第３期中期目標期間に向けた大学改革構想と将来ビジョンを「岡山大
学改革プラン」として明確化した。そこでは、急激な少子高齢化・グローバル化を見据えて、「聖域な
き組織横断型改革」を断行するとともに、国際社会や地域社会と連携した世界に伍する最先端の研究及
び実践的かつグローバルな教育の展開による「学びの強化」に取り組み、大学が地域の資源として、そ
の成果を地域社会と連携することにより地域創生に活かすことを目標に掲げている。さらに長期的には、
人類が蓄積してきた知と、最先端の知とを総合的に継承するとともに、世界に向けて創造的な知の成果
と技の結実を発信し、以って、岡山の地域社会と共存・共栄しながら若い力を地域社会へ送り出し、岡
山はもとより、わが国のイノベーションを先導する真のグローバルな教育・研究拠点として輝くことを
めざしている。こうしたビジョンを踏まえ、岡山の社会を構成する組織、団体が英知を出し合い、産官
学民が一体となり、大学がプラットフォームとなり、連携、協働して地域が抱える種々のニーズや課題
に関する検討・研究を行いながら、岡山の持続的な発展を支える知恵と駆動力の源となることを目的と
して、平成28年４月１日に「おかやま地域発展協議体」（Okayama Association for Community
Development）を創設した。
　岡山大学は、協議体メンバーとなった岡山商工会議所、岡山経済同友会、岡山県、岡山市、倉敷市、
中国銀行、山陽新聞社をはじめ地域を構成する主要組織・団体と連携しながら、岡山大学が有する多様
な分野にわたる専門性や、大学機関という公正中立的な立場を地域貢献に積極的に活かしてゆく。また、
産官学民の情報共有の場として有効活用していくとともに、市民協働による地域活性化に資する活動に
つなげていくことを目指す。

参照：＜資料編＞おかやま地域発展協議体　設立案　
おかやま地域発展協議体　規約　　
おかやま地域発展協議体　委員名簿

　５-１　目的・ねらい・体制

活動支援団体

後援団体 賛助団体 協力団体・企業

事務局　事務局長

おかやま地域発展協議体

おかやま円卓会議（ラウンドテーブル）

専門委員会

顧問・アドバイザー

監事
委員会　委員長
　　　　副委員長
　　　　委員

組織図
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　おかやま円卓会議は、世界や国際情勢の動向に基づき、岡山の社会が対応すべき課題や解決方法につ
いて、高い視座から自由に意見交換を行い、各立場からビジョンを語り、共通軸を見出すことを目的と
して平成28年10月１日に設立された。
　10月31日に第２回目の会議が開催され、座長に山陽新聞社取締役会長の越宗孝昌氏が引き続き選出さ
れ、副座長は本学の槇野博史学長、事務局長は、おかやま地域発展協議体の委員長である本学の高橋
香代理事（企画・評価・総務担当）・副学長がつとめることが承認された。また、「おかやま地域発展
協議体」が支援する４研究会（おかやまスポーツプロモーション研究会、岡山まちとモビリティ研究
会、国際学都研究会、おかやま空家対策研究会）の概要説明及び活動報告があり、地方創生の取り組
み、スポーツによる地域活性化、地域への学生定着、SDGsの観点も交えた活発な意見交換が行われ
た。

■岡山広告賞（山陽新聞社）
昨年度、岡山大学は山陽新聞に「おかやま円卓会議の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発足記念特集」として広告記事を出し、この

記事が岡山広告協会（会長・松田正己山陽新聞社社長）が主催する平成28年度「岡山広告賞」の新聞
広告部門で金賞を受賞した。６月19日、贈呈式がホテルグランヴィア岡山で行われ、槇野博史学長に
山陽新聞社の松田正己社長から金賞を称える盾が贈呈された。

参照：＜資料編＞おかやま円卓会議　規約
おかやま円卓会議　名簿

■５-４-１　おかやまスポーツプロモーション（SPOC）研究会
本研究会は、経済界をはじめスポーツ関係者、岡山大学からは大学院教育学研究科の高岡敦史講師が

中心となり、毎回、様々なスポーツ団体からの話題提供やスポーツ行政に関する情報、調査研究報告や
新たな組織作りなど、多彩で幅広なテーマで開催されている。ほぼ毎月１回開催され、平成30年３月で
42回を数える。
　毎回、ファジアーノ岡山、岡山シーガルズ、天満屋女子陸上競技部をはじめとするスポーツ団体、岡
山商工会議所、岡山経済同友会、企業経営者、中国銀行、地元商店街、JR西日本、岡山県、岡山市、
岡山観光コンベンション協会、山陽新聞社、テレビ局各社、経済産業省中国経済産業局、日本貿易振興
機構（ジェトロ）、笹川スポーツ財団、岡山大学（学生を含む）や教育研究者など50名を超える参加が

５-３　おかやま円卓会議

５-４　専門委員会
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ある。
　６月30日に開催された第34回研究会は奉還町「りぶら」で開催され、ゲストとして、一般財団法人
日本バレーボール機構の嶋岡健治代表理事・会長をお招きした。同機構からは、東京オリンピック開
催を踏まえ、「Vリーグ改革」を推進する流れが加速しており、地域市民が支えながら活躍する岡山
シーガルズに期待を寄せていると力強いエールをいただいた。
続いて岡山シーガルズの河本昭義監督が、「Vリーグ改革」に合わせた岡山シーガルズ改革について報
告した。また、日本政策投資銀行地域企画部から桂田隆行調査役が、スポーツ庁、経済産業省が作成し
た「スタジアム・アリーナ改革ガイドブック」の要諦を紹介しつつ、政策的かつ戦略的な知見から岡山
スポーツ界に対して数々のアドバイスをいただいた。経済産業省中国経済産業局をはじめ参加者から多
くの意見が出された。

■おかやまスポーツコミッション設立準備委員会
第５回おかやまスポーツコミッション設立準備委員会（委員長は梶谷俊介氏）が３月13日、西川アゴ

ラで開催され、正式な「おかやまスポーツプロモーション機構」の設立について、運営委員・監事案や
事業計画（案）・収支予算（案）が協議された。
　事務局は(公社)おかやま観光コンベンション協会が担当し、岡山大学からは、大学院教育学研究科の
高岡敦史講師、地域総合研究センターの三村聡センター長が参画する方向で調整が進んでいる。　　

■５-４-２　岡山まちとモビリティ研究会
産官学及び市民団体の連携によって、都市交通及び関連する各種の問題に関し、行政の方向性を考慮

しつつ、学際的かつ業務的研究をはかり、都市交通ならびに地域の魅力や環境の向上に資することを目
的とした研究会として、第Ⅰ分科会「まちと公共交通を考える」、第Ⅱ分科会「移動の多様性を考える」、
第Ⅲ分科会「中山間地域の交通を考える」の三つの分科会ごとに、公共交通と公共交通を絡めたまちづ
くりに関連する事象をテーマに活発に議論を進めている。

■平成29年度第１回モビリティ研究会（総会）（４月17日開催）
岡山大学創立五十周年記念館で開催され、第Ⅰ分科会「まちと公共交通を考える」、第Ⅱ分科会「移

動の多様性を考える」から話題提供された。
・岡山市より平成28年度の超小型モビリティ実証実験の実施結果について報告
・宇野自動車株式会社より「岡山後楽園バス」の運行の決定について報告

研究会後には、「岡山後楽園バス」の車体となるラッピングバスがお披露目され、岡山後楽園事務所
の野崎正志所長が祝辞を述べ、続いて、宇野自動車株式会社の宇野取締役社長が挨拶に立った。「岡山
後楽園バス」は、４月27日に運行が開始され、本研究会の具体的な成果となった。
　本研究会および「岡山後楽園バス」お披露目式は、報道機関に公開して実施した。
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▲�おかやま円卓会議であいさつする槇野博史学長

▲贈呈式での槇野博史学長

　おかやま円卓会議は、世界や国際情勢の動向に基づき、
岡山の社会が対応すべき課題や解決方法について、高い
視座から自由に意見交換を行い、各立場からビジョンを
語り、共通軸を見出すことを目的として平成28年10月１
日に設立された。
　10月31日に第２回目の会議が開催され、座長に山陽新
聞社取締役会長の越宗孝昌氏が引き続き選出され、副座
長は本学の槇野博史学長、事務局長は、おかやま地域発
展協議体の委員長である本学の高橋香代理事（企画・評価・総務担当）・副学長がつとめることが承認
された。また、「おかやま地域発展協議体」が支援する４研究会（おかやまスポーツプロモーション研
究会、岡山まちとモビリティ研究会、国際学都研究会、おかやま空家対策研究会）の概要説明及び活動
報告があり、地方創生の取り組み、スポーツによる地域活性化、地域への学生定着、SDGsの観点も交
えた活発な意見交換が行われた。

■岡山広告賞（山陽新聞社）
　昨年度、岡山大学は山陽新聞に「おかやま円卓会議の
発足記念特集」として広告記事を出し、この記事が岡山
広告協会（会長・松田正己山陽新聞社社長）が主催する
平成28年度「岡山広告賞」の新聞広告部門で金賞を受賞
した。６月19日、贈呈式がホテルグランヴィア岡山で行
われ、槇野博史学長に山陽新聞社の松田正己社長から金
賞を称える盾が贈呈された。

参照：＜資料編＞おかやま円卓会議　規約
おかやま円卓会議　名簿

■５-４-１　おかやまスポーツプロモーション（SPOC）研究会
　本研究会は、経済界をはじめスポーツ関係者、岡山大学からは大学院教育学研究科の高岡敦史講師が
中心となり、毎回、様々なスポーツ団体からの話題提供やスポーツ行政に関する情報、調査研究報告や
新たな組織作りなど、多彩で幅広なテーマで開催されている。ほぼ毎月１回開催され、平成30年３月で
42回を数える。
　毎回、ファジアーノ岡山、岡山シーガルズ、天満屋女子陸上競技部をはじめとするスポーツ団体、岡
山商工会議所、岡山経済同友会、企業経営者、中国銀行、地元商店街、JR西日本、岡山県、岡山市、
岡山観光コンベンション協会、山陽新聞社、テレビ局各社、経済産業省中国経済産業局、日本貿易振興
機構（ジェトロ）、笹川スポーツ財団、岡山大学（学生を含む）や教育研究者など50名を超える参加が

５-３　おかやま円卓会議

　５-４　専門委員会
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■第Ⅰ分科会「まちと公共交通を考える」
平成28年11月30日に開催した分科会において、宇野自動車株式会社及び岡山電気軌道株式会社より、

岡山市中心市街地における新たな公共交通・モビリティについての提案が行われた。モビリティ研究会
では、市民の利便性向上を目指すため両者の提案について社会実装に向けて検討することとなった。
　その後、交通事業者及び関係機関等との調整を経て、平成29年４月17日の「岡山まちとモビリティ研
究会」において宇野自動車株式会社が、JR岡山駅-岡山後楽園の区間を結ぶ直行バス「岡山後楽園バス」
の運行を開始することが発表された。� （資料提供：宇野自動車株式会社）
①名　　　称：岡山後楽園バス
②運行事業者：宇野自動車株式会社
③運行ルート：岡山駅－岡山後楽園を結ぶ直行バス
④運 行 頻 度：毎日、30分に１本（全16便／日）
⑤運　　　賃：�均一140円（小児・障害者手帳所持の方は70円）

※平成30年２月１日から100円（小児等は50円）
⑥車内での提供サービス等：

○バスまだ（バス位置情報確認サービス）　○車内の無料Wi-Fi
○外国語対応の車内放送（英語・中国語）○車内の観光パンフレット設置等

■第Ⅱ分科会「移動の多様性を考える」
４月17日の研究会において平成28年度に岡山市が実施した超小型モビリティの実証実験の実施結果が

報告された。結果検証をふまえ、平成29年度にもさらに事業範囲を拡大して岡山市実証実験を行うこと
が発表された。
　平成28年度実証実験の総括として、平日・休日とも一定の利用があり、移動手段の一つとしての可能
性があることや、共同利用をすることによる環境負荷の軽減・交通課題の解決・回遊性の向上に向
けた可能性があること、普及に向けた課題があることが確認された。
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　平成29年度は、「日常生活への活用可能性実験」とし
て、
個別交通の新たな移動手段としての効果等を探ることを目的
とし、「公共交通連携（シェアリング）実験」では中心部に
おいて、鉄道駅・バス停から目的地までのラストワンマイル�
を結ぶ手段としての利用可能性やシェアリング（共有して使
う）方法による意識変革や行動変容の効果を検証することを
目的として実施した。
① 実�験�期�間：平成29年10月５日～平成30年１月14日

② 料　　　　金：初乗り15分・150円、その後は20円/分、途中降車時２円/分
③ �ステーション：貸出返却ステーション・表町（乾ガレージ）など５箇所、一時駐車ステーション・

岡山市役所西など３箇所

参照：＜資料編＞岡山まちとモビリティ研究会名簿、分科会趣意書

■５-４-３　国際学都研究会

　この趣旨のもとに、岡山の経済界、岡山市、岡山大学は、大学と都市が共に成長する戦略を検討して
きた。平成27年度に、産官学でアメリカ・ポートランドの視察を行った際は「まちの人が都市を変えた
経験がある街であり、道や広場の主人公は人間である。」というメッセージを受けた。また、平成28年
度は、フランス・ストラスブール大学のミシェル・デネケン学長とカトリーヌ・トロットマン議員を招
聘しシンポジウムを行った。トロットマン氏は「学生はダイヤモンドだ。まちは宝石箱だ。」と述べ、
大学への投資メカニズムや若者の定着支援についての講義を行った。これらを受け、平成29年度は、産
官学によるストラスブール視察の成功に向け、７月20日、８月25日、10月20日の３回にわたり、同市の
都市交通政策、都市と大学の関係性に焦点を当てた産官学合同での勉強会を行った。

＜国際学都研究会　設立趣旨＞
　「国際学都研究会は、21世紀における持続可能な都市発展に対して研究や教育がいかに貢献でき
るのかを検討する。知の拠点として大学が生き残ると同時に、知は人間の幸福にとって不可欠なも
のである。自然科学、人文社会科学を問わず広く研究者に呼びかけて、人々が生きやすい都市を作っ
ていくことを目指す。国際学都研究会は、各研究者の参加によって、新しい大学の姿に挑戦する。」
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▲総会 ▲岡山後楽園バスの前で記念撮影

■第Ⅰ分科会「まちと公共交通を考える」
平成28年11月30日に開催した分科会において、宇野自動車株式会社及び岡山電気軌道株式会社より、

岡山市中心市街地における新たな公共交通・モビリティについての提案が行われた。モビリティ研究会
では、市民の利便性向上を目指すため両者の提案について社会実装に向けて検討することとなった。
　その後、交通事業者及び関係機関等との調整を経て、平成29年４月17日の「岡山まちとモビリティ研
究会」において宇野自動車株式会社が、JR岡山駅-岡山後楽園の区間を結ぶ直行バス「岡山後楽園バス」
の運行を開始することが発表された。� （資料提供：宇野自動車株式会社）
①名　　　称：岡山後楽園バス
②運行事業者：宇野自動車株式会社
③運行ルート：岡山駅－岡山後楽園を結ぶ直行バス
④運 行 頻 度：毎日、30分に１本（全16便／日）
⑤運　　　賃：均一140円（小児・障害者手帳所持の方は70円）
　　　　　　　※平成30年２月１日から100円（小児等は50円）
⑥車内での提供サービス等：
　○バスまだ（バス位置情報確認サービス）　○車内の無料Wi-Fi
　○外国語対応の車内放送（英語・中国語）○車内の観光パンフレット設置等

■第Ⅱ分科会「移動の多様性を考える」
　４月17日の研究会において平成28年度に岡山市が実施した超小型モビリティの実証実験の実施結果が
報告された。結果検証をふまえ、平成29年度にもさらに事業範囲を拡大して岡山市実証実験を行うこと
が発表された。
　平成28年度実証実験の総括として、平日・休日とも一定の利用があり、移動手段の一つとしての可能

ストラスブールへの視察は11月３日～７日に亘り、岡山大学からは、槇野博史学長をはじめ、大学院
社会文化科学研究科の北川博史教授、大学院環境生命科学研究科の氏原岳人准教授、地域総合研究セン
ターの岩淵泰助教と流尾正亮事務職員がメンバーとなった。
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現地では、ストラスブール市役所、アルザス商工会議所で、都市成長と交通政策、大学との連携によ
る産業イノベーションの創出、環境配慮型の都市づくりについて、ヒアリングを行った。
　在ストラスブール日本国総領事館においては、欧州評議会常駐オブザーバーである佐藤隆正総領事を
訪問、ストラスブールにおける日本企業の動向や産業・研究機関の連携等について話し合いを行った。
また、ストラスブール・メトロポール（広域行政圏）では、ロベルト・ヘルマン議長、カトリーヌ・ト
ロットマン元市長との会談が行われたほか、交通政策の担当部門と学生支援の担当部門との会議も行わ
れ、ストラスブールにおける産学官連携や交通政策におけるLRT化の推進や、学生支援政策をふまえ
た具体的な学生生活を支援する施策などの取り組みに関して意見交換を行った。
　特に、平成28年度に来岡しシンポジウムに登壇したカトリーヌ・トロットマン氏からは、あらためて
岡山訪問団に対する歓迎の意が表されたほか、ストラスブール市として岡山市及び岡山大学を協力・連
携先として位置づけている旨と、今後の連携を強めていく方針であることが説明された。

ストラスブール市の国際担当副市長であるロラン・リス氏との会談においては、今後のストラスブー
ル市と岡山市との連携、ストラスブール大学と岡山大学との連携などについても今後お互いに協力し情
報共有して進めていくことなどが話し合われた。
　槇野博史学長は、ストラスブール大学を訪問し、医学部を中心として進められている先端研究を視察
した。海外からの研究者を積極的に受け入れている同大から、研究を通じて日本の大学との連携を深め
ていきたいとの考えを示すとともにお互いの研究分野について話し合われた。
　その他、アルザス商工会議所への訪問、都市交通の専門家であるヴァンソン藤井由実氏によるストラ
スブールに関するレクチャーなどもあり、岡山の産官学それぞれの立場から参加した訪問団の参加者が
同じまちを見て政策・施策について話し合う機会として有意義であった。
　なお、帰国後の平成30年１月25日に、岡山商工会議所まちづくり委員会の場で視察報告会を行った。
参加者は約25名であった。

■５-４-４　おかやま空家対策研究会
おかやま空家対策研究会は、現在増加しつつある空家及びこれに関連する各種の問題に関し、学際的

かつ業際的研究をはかり、利用可能な空家を市場で円滑に流動化させることなどを通じて、地域の魅力
や環境の維持、向上に資することを目的としている。第４回おかやま地域発展協議体委員会で岡山市、
倉敷市からの発足提案が承認され、２市に加え、本学が幹事となって発足された。
　今年度は、４回の研究会が開催され、大学院環境生命科学研究科氏原岳人准教授が独自の調査結果を

もとにした報告や提言を行うほか、岡山市、倉敷市の空家の現状を共有し、現状の問題点や今後の議論
の方向性について確認している。今後は、市街地における空家対策の方向性を確定し、利活用を促進す
るビジネスモデルの検討や、ビジネスモデルの運用に必要な支援策や規制緩和策の検討を進めてく予定
である。
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■第１回おかやま空家対策研究会（８月17日開催）
研究会規約や参加メンバー等の確認、空家の現状に関する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報共有が行われた。氏原岳人准教授か

らは、空家オーナーの現状や空家の発生抑制、現在の行政施策などに関しての情報提供があり、岡山
市及び倉敷市からは空家対策として老朽危険家屋の除去等の取り組み情報について報告された。

■第２回おかやま空家対策研究会（10月16日開催）
空家対策のモデルエリアの検討が行われた。岡山市、倉敷市、岡山大学、銀行・金融機関において検

討した候補地の分析結果について説明が行われ、岡山市・倉敷市のモデルエリアが決定された。
　また、株式会社つばめ不動産より、同社で取り組む空家対策に係るモデルについて説明があった。

■第３回おかやま空家対策研究会（12月20日開催）
岡山大学地域総合研究センターアドバイザー委員の本田伸孝氏より、中古住宅市場活性化に向けた課

題の整理と取り組み事例や対応モデルについての説明があった。
　説明をふまえて参加者で議論を行い、来年度実施する空家オーナー向けの調査内容、モデル作りに向
けたスケジュールや役割などについての協議が行われ、今後も継続して参加メンバーそれぞれの強みを
活かして空家対策について研究・協議を進めていくことが確認された。

■第４回おかやま空家対策研究会（３月22日開催）
氏原岳人准教授より、空家調査をするにあたっての、空家オーナー向けの調査内容、調査対象、空家

カルテの案が提示され、参加者で議論を行った。また、本田伸孝氏より空家流動化に向けたスキームの
具体的モデルの説明があり、来年度より、具体的調査を行うためのメンバーのそれぞれの役割を確認し
た。

▲参照：＜資料編＞おかやま空家対策研究会規約
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▲アルザス商工会議所会頭への挨拶 ▲カトリーヌ・トロットマン氏との記念撮影

　ストラスブールへの視察は11月３日～７日に亘り、岡山大学からは、槇野博史学長をはじめ、大学院
社会文化科学研究科の北川博史教授、大学院環境生命科学研究科の氏原岳人准教授、地域総合研究セン
ターの岩淵泰助教と流尾正亮事務職員がメンバーとなった。
　現地では、ストラスブール市役所、アルザス商工会議所で、都市成長と交通政策、大学との連携によ
る産業イノベーションの創出、環境配慮型の都市づくりについて、ヒアリングを行った。
　在ストラスブール日本国総領事館においては、欧州評議会常駐オブザーバーである佐藤隆正総領事を
訪問、ストラスブールにおける日本企業の動向や産業・研究機関の連携等について話し合いを行った。
また、ストラスブール・メトロポール（広域行政圏）では、ロベルト・ヘルマン議長、カトリーヌ・ト
ロットマン元市長との会談が行われたほか、交通政策の担当部門と学生支援の担当部門との会議も行わ
れ、ストラスブールにおける産学官連携や交通政策におけるLRT化の推進や、学生支援政策をふまえ
た具体的な学生生活を支援する施策などの取り組みに関して意見交換を行った。
　特に、平成28年度に来岡しシンポジウムに登壇したカトリーヌ・トロットマン氏からは、あらためて
岡山訪問団に対する歓迎の意が表されたほか、ストラスブール市として岡山市及び岡山大学を協力・連
携先として位置づけている旨と、今後の連携を強めていく方針であることが説明された。
　ストラスブール市の国際担当副市長であるロラン・リス氏との会談においては、今後のストラスブー
ル市と岡山市との連携、ストラスブール大学と岡山大学との連携などについても今後お互いに協力し情
報共有して進めていくことなどが話し合われた。
　槇野博史学長は、ストラスブール大学を訪問し、医学部を中心として進められている先端研究を視察
した。海外からの研究者を積極的に受け入れている同大から、研究を通じて日本の大学との連携を深め
ていきたいとの考えを示すとともにお互いの研究分野について話し合われた。
　その他、アルザス商工会議所への訪問、都市交通の専門家であるヴァンソン藤井由実氏によるストラ
スブールに関するレクチャーなどもあり、岡山の産官学それぞれの立場から参加した訪問団の参加者が
同じまちを見て政策・施策について話し合う機会として有意義であった。

なお、帰国後の平成30年１月25日に、岡山商工会議所まちづくり委員会の場で視察報告会を行った。
参加者は約25名であった。

■５-４-４　おかやま空家対策研究会
　おかやま空家対策研究会は、現在増加しつつある空家及びこれに関連する各種の問題に関し、学際的
かつ業際的研究をはかり、利用可能な空家を市場で円滑に流動化させることなどを通じて、地域の魅力
や環境の維持、向上に資することを目的としている。第４回おかやま地域発展協議体委員会で岡山市、
倉敷市からの発足提案が承認され、２市に加え、本学が幹事となって発足された。
　今年度は、４回の研究会が開催され、大学院環境生命科学研究科氏原岳人准教授が独自の調査結果を
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●主催
岡山市庭園都市推進課
岡山大学地域総合研究センター
●お問い合わせ先
庭園都市推進課
TEL：086-803-1393
FAX：086-803-1740
E-mail：
teientoshi@city.okayama.lg.jp

申 込 書
□1月30日ワークショップ □2月17日セミナー ☑をお願いします。

お名前 . 電話番号 .

□近隣住民 □沿道事業者（店舗） □その他（ ）

メールまたはFAXで
お申し込みください

＊県庁通りエリアの将来像
＊公共空間の使い方
＊仕組みやルール

歩いて楽しい、
もっと魅力的な県庁通りを

講師：明石 卓巳
株式会社レイデックス 代表取締役／
クリエイティブディレクター
ファジアーノ岡山ビジュアルディレクター／
日本グラフィックデザイナー協会岡山地区監事／
岡山デザイン推進会議副代表

県庁通り

あくら通り

下石井
公園

西川アゴラ
（2F）

入口

岡山ビジネス
カレッジ

これまでの活動内容を掲載しています！ 歩いて楽しい県庁通り 検索

県庁通りまちづくりワークショップ Vol.2

2018年1月30日（火）
14:30～16:30（開場14:00）
●会場 西川アゴラ
（岡山市北区田町1丁目8-30伊達ビル2F）

県庁通りまちづくりセミナー Vol.2

2018年2月17日（土）
14:00～16:00（開場13:30）
●会場 岡山ビジネスカレッジ401教室
（岡山市北区田町1丁目1-9）

共感と信頼、価値を生み出す
ーストックデザインとブランディングー

　今年度、地域総合研究センターが受託した業務は以下の通りである。

　４月10日、岡山市都市整備局庭園都市推進課より、「県庁通りの将来イメージ」が発表された。それ
を受けた今年度の受託事業は、従来の西川緑道公園界隈の調査事業に加えて、県庁通りの「歩いて楽し
い道路空間創出事業」について支援し、岡山市との共催でセミナーやワークショップを行った。
【調査事業】
　西川緑道公園筋における歩行者天国（「ホコテン！」）実施時及び通常時の交通量調査、ホコテン来
場者への聞き取り調査を実施した。また、西川周辺の外国人旅行者の実態把握のためのホテルへの聞
き取り調査、県庁通り周辺地域の建物調査、県庁通りまちづくりセミナー及びワークショップを実施
した。歩行者天国の企画・運営には、前田芳男副センター長、岩淵泰助教が参画した。�

　歩行者天国の開催は、６月４日、７月23日、10月８日、平成30年１月28日、３月18日のいずれも日曜
日５回であった。
　外国人観光客実態調査は、岩淵泰助教の授業の一環として、西川
界隈に立地するホテルに対するヒアリング調査を行うとともに、旅
行に関するインターネットサイトであるトリップアドバイザーの書
き込み分析を行った。
　建物調査に関しては、県庁通り沿線の全ての建物について階ごと
の入居テナント、営業時間を調べデータ化した。将来、定期的に同
じ調査をすることで、土地利用及び建物床利用の変化を分析するこ
とができる。
【セミナー・ワークショップ】
　県庁通りセミナーは、沿道事業者、まちづくりに関心のある市民、
大学研究者や学生等、各回100人ほどが参加した。前田芳男副セン
ター長が、セミナーにおいて基調報告、パネルディスカッションの
コーディネートを行った。

委託元 業 務 金額（千円）
岡山市 西川緑道公園界隈まちづくり関連等業務 2,268
岡山県 おかやま創生　高校パワーアップ事業に係る支援業務 3,866
吉井川流域DMO設立準備会 吉井川流域DMO設立準備アドバイザー業務 1,056
新庄村 農業・農村事業研究開発・アドバイザー業務 3,952
公益社団法人おかやま観光
コンベンション協会

国際会議参加者・外国人旅行者等の救急医療対応体制に
関する調査研究業務 600

公益財団法人岡山県市町村振興協会 調査研究事業観光研究会での講演及び指導・助言 561

一般財団法人トヨタ・モビリティ基金
高齢者を対象とした超小型モビリティ導入実験に関する
調査及び事業所を対象とした超小型モビリティ導入実験
に関する調査に関する業務

3,067

６-１　岡山市「西川緑道公園界隈まちづくり関連業務」
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▲県庁通りワークショップの様子

７月22日「県庁通りまちづくりセミナー（１）」
11月20日「県庁通りまちづくりワークショップ（Ⅰ）」
１月30日「県庁通りまちづくりワークショップ（Ⅱ）」
２月17日「県庁通りまちづくりセミナー（２）」

　その他、西川緑道公園の設計者である故伊藤邦衛氏の業績から西川を考えるシンポジウム「造園設計
家～伊藤邦衛～を感じる」を開催（10月25日）したほか、西川緑道公園界隈のまちづくり視察として、
沖縄県那覇新都市通り会、帯広市歩行者天国実行委員会、宇都宮大学地域デザイン学部安森亮雄研究室
などを受け入れた。

　本事業は、岡山県教育庁からの委託事業として実施したもので、前田芳男副センター長、山田一隆准
教授、吉川幸実践型教育プランナーが担当した。
　事業内容は、県内の六つの県立高校－真庭高等学校、勝山高等学校、勝間田高等学校、鴨方高等学校、
瀬戸南高等学校、邑久高等学校－において、地域の課題解決や企業見学、地域の職業人とのふれあいを
通して実践的に学ぶ教育プログラムを開発し、将来、その成果を全県展開するものである。それぞれの
高校のテーマは、先記の学校順に、「森林資源を活用したまちづくりを担う人材の育成」「高校段階から
教員を目指す人材の育成」「学校設定科目『美作の森林と産業』の開設を目指した地域課題学習～産官
学連携による環境保全活動を通じた地域貢献人材の育成～」「あさくち山環学プロジェクト（ASP）」「グ
ローバル市場を目指す『攻めの農業経営』人材の育成」「地域の魅力と課題を学び、地域の活性化に貢
献するリーダーの育成　～Be�a�SETOUCHI�Leader～」となっている。いずれも人材育成に力点が置
かれ、従来の教科研究の域を超えて、卒業生が地元に残り、またはＵターンするなど、地方創生につな
がることを強く意識した取り組みとなっている。
　受託した業務としては、①当該プログラムに参加している高校生の、授業を通した学習意欲や地域へ
の関心の変化を分析すること、②各校の取り組みを視察し、担当教諭と意見交換し、授業改善などをア
ドバイスすること、③各高校が設置したカリキュラム評価のための地域連携会議に参加することなどで
あった。各校２種類のアンケート、数回ずつの授業参観や意見交換のほか、高校の教員に対する教授法
指導ワークショップを開催した。

６-２　岡山県「おかやま創生　高校パワーアップ事業に係る支援業務」
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▲歩行者天国での調査

●主催
岡山市庭園都市推進課
岡山大学地域総合研究センター
●お問い合わせ先
庭園都市推進課
TEL：086-803-1393
FAX：086-803-1740
E-mail：
teientoshi@city.okayama.lg.jp

申 込 書
□1月30日ワークショップ □2月17日セミナー ☑をお願いします。

お名前 . 電話番号 .

□近隣住民 □沿道事業者（店舗） □その他（ ）

メールまたはFAXで
お申し込みください

＊県庁通りエリアの将来像
＊公共空間の使い方
＊仕組みやルール

歩いて楽しい、
もっと魅力的な県庁通りを

講師：明石 卓巳
株式会社レイデックス 代表取締役／
クリエイティブディレクター
ファジアーノ岡山ビジュアルディレクター／
日本グラフィックデザイナー協会岡山地区監事／
岡山デザイン推進会議副代表

県庁通り

あくら通り

下石井
公園

西川アゴラ
（2F）

入口

岡山ビジネス
カレッジ

これまでの活動内容を掲載しています！ 歩いて楽しい県庁通り 検索

県庁通りまちづくりワークショップ Vol.2

2018年1月30日（火）
14:30～16:30（開場14:00）
●会場 西川アゴラ
（岡山市北区田町1丁目8-30伊達ビル2F）

県庁通りまちづくりセミナー Vol.2

2018年2月17日（土）
14:00～16:00（開場13:30）
●会場 岡山ビジネスカレッジ401教室
（岡山市北区田町1丁目1-9）

共感と信頼、価値を生み出す
ーストックデザインとブランディングー

　今年度、地域総合研究センターが受託した業務は以下の通りである。

４月10日、岡山市都市整備局庭園都市推進課より、「県庁通りの将来イメージ」が発表された。それ
を受けた今年度の受託事業は、従来の西川緑道公園界隈の調査事業に加えて、県庁通りの「歩いて楽し
い道路空間創出事業」について支援し、岡山市との共催でセミナーやワークショップを行った。
【調査事業】
　西川緑道公園筋における歩行者天国（「ホコテン！」）実施
時及び通常時の交通量調査、ホコテン来場者への聞き取り調
査を実施した。また、西川周辺の外国人旅行者の実態把握の
ためのホテルへの聞き取り調査、県庁通り周辺地域の建物調
査、県庁通りまちづくりセミナー及びワークショップを実施
した。歩行者天国の企画・運営には、前田芳男副センター長、
岩淵泰助教が参画した。
　歩行者天国の開催は、６月４日、７月23日、10月８日、平成30年１月28日、３月18日のいずれも日曜
日５回であった。
　外国人観光客実態調査は、岩淵泰助教の授業の一環として、西川
界隈に立地するホテルに対するヒアリング調査を行うとともに、旅
行に関するインターネットサイトであるトリップアドバイザーの書
き込み分析を行った。
　建物調査に関しては、県庁通り沿線の全ての建物について階ごと
の入居テナント、営業時間を調べデータ化した。将来、定期的に同
じ調査をすることで、土地利用及び建物床利用の変化を分析するこ
とができる。
【セミナー・ワークショップ】
　県庁通りセミナーは、沿道事業者、まちづくりに関心のある市民、
大学研究者や学生等、各回100人ほどが参加した。前田芳男副セン
ター長が、セミナーにおいて基調報告、パネルディスカッションの
コーディネートを行った。

委託元 業　　　　　務 金額（千円）
岡山市 西川緑道公園界隈まちづくり関連等業務 2,268
岡山県 おかやま創生　高校パワーアップ事業に係る支援業務 3,866
吉井川流域DMO設立準備会 吉井川流域DMO設立準備アドバイザー業務 1,056
新庄村 農業・農村事業研究開発・アドバイザー業務 3,952
公益社団法人おかやま観光
コンベンション協会

国際会議参加者・外国人旅行者等の救急医療対応体制に
関する調査研究業務 600

公益財団法人岡山県市町村振興協会 調査研究事業観光研究会での講演及び指導・助言 561

一般財団法人トヨタ・モビリティ基金
高齢者を対象とした超小型モビリティ導入実験に関する
調査及び事業所を対象とした超小型モビリティ導入実験
に関する調査に関する業務

3,067

　６-１　岡山市「西川緑道公園界隈まちづくり関連業務」
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　瀬戸内市・赤磐市・和気町は、昨年度に引き続き、３市町で進める観光を起点にした地方創生プロジェ
クト「吉井川流域DMO」（※）の設立に向けた活動をしている。

本受託業務では、観光地域づくりを行うことについて、多様な関係者の合意形成、各種データ等の継
続的な収集･分析、データに基づく明確なコンセプトに基づいた戦略（ブランディング）の策定、ＫＰ
Ｉの設定･PDCAサイクルの確立、関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関する調整･仕組
み作りやプロモーションの観点から組織設立を支援した。
　また、「吉井川流域DMO設立有識者会議」の座長に三村聡センター長が委嘱され助言にあたった。
平成30年には、赤磐市・瀬戸内市・和気町を活動エリアとした「Peach�DMO（仮称）」が設立される予
定である。

　新庄村の地域創生について、以下のように逐次新庄村の農業・農村事業についてのコンサルティング
業務を実施した。

（１）４月18日　新庄村の地域活性化についての意見交換
新庄村の地域活性化について、岡山大学から三村聡センター長、吉川賢特任教授、吉川幸実践型教育

プランナー、坂本圭児大学院環境生命科学研究科教授、大仲克俊大学院環境生命科学研究科准教授、林
忠行社会連携支援室長、奥井伸二朗社会連携支援室主査が、新庄村からは小倉博俊村長、石藤延史課長、
黒田眞路國六株式会社新庄事業所所長が出席して、意見交換を行った。
　新庄村の活性化は第１次産業の再生によって実施する予定である。しかし、森林資源を正確に把握し
ていないので、その分析がまず必要である。また、減反政策が来年度で終了するので、新しい農業政策
が必要である。これらに対しての協力が要請され、将来の包括連携協定の締結も視野に入れた協力につ
いて検討することとなった。

６-３　吉井川流域 DMO 設立準備会「吉井川流域 DMO 設立準備アドバイザー業務」

６-４　新庄村「農業・農村事業研究開発・アドバイザー業務」

※�わが国におけるDMO（Destination�Management/Marketing�Organization）とは、「地域の『稼ぐ力』を引

き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する『観光地経営』の視点に立った観光地域づくりの舵取り役と

して、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を
策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人（観光庁HPより）」を指す。
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（２）11月22日　林業分野の委託事業の中間報告
林業分野の今年度の委託事業の進捗状況について、岡山大学から吉川賢特任教授、坂本圭児教授、鳥

取大学から長澤良太農学部教授が、新庄村から石藤課長、池田主事、國六株式会社から黒田事業所長が
出席し、中間報告を行った。
　高分解能プレアデス衛星画像を用いた分析によって新庄村の92％で土地利用分類ができ、森林簿によ
る利用区分を図示し、林冠の疎密度による分類を行ったことなどが報告された。意見交換の結果、近い
将来村に返還される採草地の現状の分析が必要であることが明らかとなった。また、森林利用計画の立
案のためのデータバンクの構築には材積推定が欠かせず、その方策を来年度検討することとなった。

担　当　者：�三村聡（地域総合研究センター教授・センター長）、山川路代（岐阜大学大学院医学系研
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難しい状況である。これらを踏まえて３月16日に開催された報告会において、山川路代助
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を行った。

６-５　公益社団法人おかやま観光コンベンション協会「国際会議参加者・外国人旅行者等の救急医療対応体制に関する調査研究業務」
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シンクタンク業務６

▲前田教授による高校教員研修 ▲成果発表会の様子 ▲高校生による木育イベント出展の様子
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き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する『観光地経営』の視点に立った観光地域づくりの舵取り役と

して、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を

策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人（観光庁HPより）」を指す。

　新庄村の地域創生について、以下のように逐次新庄村の農業・農村事業についてのコンサルティング
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　６-３ 吉井川流域DMO設立準備会「吉井川流域DMO設立準備アドバイザー業務」

　６-４　新庄村「農業・農村事業研究開発・アドバイザー業務」



50

シンクタンク業務６  

観光研究会 オープンセミナー

地域の活性化に向けた

この度、自治体の観光業務に従事する職員のスキルアップを図るべく、年間を通じて、観光の様々

な事例から学ぶ、観光研究会を実施します。この研究会では各分野で成功を収めている団体の担当者

や専門家を招へいし、毎回テーマを変えながら学び、また参加者同士が課題を話し合いながら進めて

いきます。

初回は当研究会をご指導いただく岡山大学地域総合研究センターセンター長・教授三村 聡 氏に

観光分野の現状と課題について事例を交えながらご講義いただく予定です。観光業務に携わっている

方、観光の事例から学びたい方、また研修生の上司等、多くの方々のご参加をお待ちしております。

・

・

・

講師 岡山大学

地域総合研究センター センター長・教授 三村 聡 氏

年愛媛県生まれ。
京都大学大学院経済学研究科博士（経済学）
社団法人全国労働金庫協会、社団法人金融財政事情研究会、金融財政総合研究所、
現代文化研究所（トヨタ自動車研究所）、愛知学泉大学を経て、 年 月
岡山大学着任、 月から岡山大学地域総合研究センター副センター長、教授、

年 月から同センター長、教授（大学院社会文化科学研究科）。

日時 月２６日（金） ～

申込・締切 別紙に必要事項を記入の上、５月２２日（月）までにご提出ください。

対象・定員 観光業務に携わっている・関心を持つ職員

■事務局

公益財団法人岡山県市町村振興協会

総務振興課 福元・宗田

〒 岡山市北区今

：

平成 ９年度調査研究事業

会場 岡山県市町村振興センター５階れじょんホール（予定）

岡山県内の自治体の観光部門を担当する職員を対象とした「観
光研究会」が、岡山県市町村振興センターにて発足した。
　県内11市町村から12名が研修生となり、今年度６回にわたり実施
され、各回は前半に講義またはオープンセミナー、後半にワーク
ショップの形式をとった。１年間の研修全体のコーディネートを三
村聡センター長と近藤亜希子事務職員が担当した。
　本研究会では、研修生が各自治体の観光戦略の企画提案書を作成
し、プレゼンテーションにまとめることを最終目標とした。

５月26日　第１回研究会
　三村聡センター長が、観光ビジネスの置かれた実情や課題、地方
創生に合わせて全国の自治体で進められているインバウンドを含む
観光客や交流人口の増加、移住定住の促進などを絡めた話題提供を行った。後半は研修生をグループ分
けし、自身のまちの観光資源、課題などを見出すワークショップを実施した。
７月12日　第２回研究会
　岡山県市町村振興協会研修センターにて、新見市哲西にある「道の駅�恋が窪」の運営主体、株式会
社アクティブ哲西代表取締役社長の水上真一氏（岡山県「道の駅連絡協議会」会長）をゲスト講師に迎
えた。「道の駅�恋が窪の管理運営について」と題して、平成28年度に国土交通省から「住民サービス部
門モデルの道の駅」に指定された地方創生拠点として果たしている機能、運営に関する創意工夫や課題
について話題提供いただいた。
８月18日　第３回研究会
　岡山大学を会場に、前半はオープンセミナー形式で開催した。後半は、鳥取県のNPO法人大山中海
観光推進機構（大山王国）より柄木孝志氏をゲスト講師に招き、「写真で気づき、写真で活かす『写真
で地域活性のススメ』」と題して、写真家・地域活性プロデューサーとして自らが手がけてきた、鳥取
県はじめ全国での観光資源の発掘によるツアー事業や地方創生活動について講演いただいた。
10月 20日　第４回研究会

サンピーチ岡山を会場に、前半をオープンセミナー形式で開催した。後半のゲスト講師は、株式会社
バリュー・クリエーション・サービスの佐藤真一代表取締役で、演題は「抱えている課題こそ、価値を
産む～単なる地域資源を価値ある観光資源として活用する方法～」と題して、熊本県日田市の地域創生
を約10年にわたり展開してきた経験とノウハウを紹介いただいた。
12月 11日　第５回研究会
　岡山県市町村振興協会研修センターにて行われた。研修生らが、自身の自治体に向けた観光戦略の企
画提案書の作成作業の進捗状況を順番にプレゼンテーションし、三村聡センター長が、発表ごとにコメ
ントとアドバイスを行った。
１月25日　第６回研究会
　岡山県市町村振興協会研修センターにて、本研究会の成果発表会が行われた。研修生は観光戦略企画
のプレゼンテーションを行い、同協会が招聘した審査員によって、企画力、プレゼンテーション力など

６- ６　公益財団法人岡山県市町村振興協会 調査研究事業「観光研究会での講演及び指導・助言」
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シンクタンク業務 ６  

の観点から審査された。最優秀賞に、里庄町企画商工課の古宮裕之氏、優秀賞には赤磐市商工観光課の
直原真弓氏が選ばれ、賞状が贈呈された。
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シンクタンク業務６
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　６- ６　公益財団法人岡山県市町村振興協会 調査研究事業「観光研究会での講演及び指導・助言」
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窓口機能の展開７
【講演】

　７-１　各種講演等

日付 講演先 催事 講演テーマ 役割
【三村　聡】
平成29年４月11
・14日

公益財団法人岡山県
市町村振興協会

岡山県市町村　新規採用
職員研修 これからの地方自治 講師

平成29年５月20日 地方創生にいみカ
レッジ「鳴滝塾」

第17回地方創生にいみカ
レッジ「鳴滝塾」

高梁川流域の地方創生を考え
る―新見市森林ボランティア
活動からみえる未来―

講演
パネルディスカッション

コーディネーター

平成29年５月29日 井原市市民生活部協
働推進課 リーダー養成研修会 自らの地域は市民協働で守

り・育てる 講師

平成29年８月23
・24日 中国フォーラム

「多様化・グローバル化
の中で、いま中国地方
は・・・」

第３分科会 座長

平成29年８月29日 大学コンソーシアム
岡山　岡山県

単位互換夏季集中授業
「地域温暖化論」 低炭素社会のまちづくり 講師

平成29年10月19日 岡山国道事務所 岡山県「道の駅」活性化
協議会

道の駅を活かした観光と
地域の活性化を考える 講師

平成29年12月15日 井原市市民生活部
協働推進課

協働のまちづくり職員研
修 協働とは 講師

平成29年12月15日 建設経済部　地域創
生課　魅力発信係

【井原市観光協会】観光
セミナー 井原市の観光を考える 講師

平成30年２月27日 岡山県議会 岡山県議会セミナー
岡山県における市民参加型に
よる観光まちづくり推進に向
けて

講師

【前田　芳男】

平成29年６月７日 岡山商工会議所 岡山商工会議所第２回運
営委員会

岡山商工会議所の将来ビジョ
ンについて 講師

平成29年６月21日 岡山市子どもセン
ター

平成29年度児童健全育成
活動指導者研修会―前期
―

震災の教訓から日常の子ども
の安全を考える 講師

平成29年７月６日 国際交流センター 岡山県地域国際化推進団
体連絡協議会　研修

熊本地震―発災後の避難行
動・支援活動の事例に学ぶ 講師

平成29年９月10日 井原市市民活動セン
ターつどえ～る

みんなが輝くまちづくり
セミナー�in�井原 地域活動の魅力と再評価 講師

平成29年10月16日 岡山コンベンション
センター

「持続可能な観光国際年」
記念国際観光シンポジウム 次世代との互換性 講師

平成29年11月21日 岡山県立玉野光南高
等学校

平成29年度岡山県実践的
安全教育総合支援事業 熊本地震に学ぶ 講師

平成29年10月24日 鏡野町立香々美小学
校

平成29年度岡山県実践的
安全教育総合支援事業 熊本地震に学ぶ防災 講師

平成29年11月17日 岡山地方気象台 職員研修 防災意識について 講師

平成29年11月24日 岡山市ふれあいセン
ター

平成29年度自主防災会交
流会

熊本地震に学ぶ地域での災害
への備え 講師

平成29年12月５日 西川アゴラ 技術士会岡山県支部月例
会

西川緑道公園の活性化に向け
て 講師

平成30年２月６日 おかやま西川原プラ
ザ

岡山県産業教育研究会同
友会 研究の進め方について 講師

平成30年２月21日 日生防災センター 備前市自治会連絡協議会 協働のまちづくり 講師

平成30年３月17日 瀬戸内市 瀬戸内市 熊本地震から得た教訓と子ど
もの防災教育 講師
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日付 講演先 催事 講演テーマ 役割
【山田　一隆】

平成29年５月20日 サービス・ラーニン
グ・ネットワーク

第２回全国フォーラム第
２分科会

「学生の成長を評価する」をデ
ザインする ファシリテータ―

平成30年７月20日 岡山大学高等教育
フォーラム

第１回中四国地区CBL
研修交流会

フィールド調査の技術、考察
のノウハウ 講師

平成29年９月20日 岡山大学全学教育・
学生支援機構

第20回桃太郎フォーラム
先進教育賞（社会連携・
社会実践教育分野）受賞
講演

「実践型まちづくり論１」の授
業実践について 講師

平成29年９月20日 岡山大学全学教育・
学生支援機構

第20回桃太郎フォーラム
第２分科会

「実践型まちづくり論」の授業
実践について 講師

平成29年10月20日
立命館アジア太平洋
大学アジア太平洋学
部

FD講座 岡山大学におけるサービス
ラーニングと授業実践� 講師

平成29年12月13日
～14日 宮城大学 サービスラーニング研修 岡山大学における実践型社会

連携教育と授業実践� 講師

平成30年１月20日 岡山大学高等教育
フォーラム

第２回中四国地区CBL
研修交流会

学生がコミュニティから学ん
だこと�―実践型まちづくり論
―

講師

平成30年１月26日 岡山県立大学 第３回「教育開発講座」 地域とともに作る授業科目の
企画、運営、評価 講師

平成30年２月15日 岡山市
岡山市大学生まちづくり
チャレンジ事業活動報告
会

熊本地震から学び、岡山の防
災を考える

指導教員
※�前田芳男教授と共同開

講した「実践型まちづ
くり論３A/３B」の活
動報告。植田真由さん

（文学部２年生）、中藤
寛人さん（経済学部２
年生）、梶本夏未さん

（経済学部２年生）が
登壇した。

平成30年３月24日 岡山大学高等教育
フォーラム

第３回中四国地区CBL
研修交流会 地域ぐるみの次世代育成 ファシリテーター

【吉川　賢】

平成29年４月20日 進化生物学研究所 特別シンポジウム 紅海沿岸のマングローブの遺
伝特性について 発表

平成29年８月25日 ラマダホテル水原
（韓国）

日中韓３カ国環境大臣会
合

乾燥地における造林技術と樹
木の生理生態学的研究 発表

平成29年10月28日 筑波大学東京キャン
パス

日本沙漠学会秋期シンポ
ジウム

沙漠化と向き合う―研究と実
践の融合に向けて― 発表

平成29年11月７日 東京大学農学部 日本沙漠学会乾燥地農学
分科会講演会

ドローン・ロボットを用いた
牧畜への新展開 開会の辞と総評

平成30年２月４日 早稲田大学大隈記念
講堂

第32回ニッセイ財団ワー
クショップ「地域から作
る社会イノベーションと
持続可能な社会（SDG
ｓ）」

真庭市のバイオマス発電と砂
漠化対策としてのアグロフォ
レストリー

発表

平成30年２月11日 東京都市大学二子玉
川夢キャンパス

日本緑化工学会乾燥地緑
化研究部会第23回公開シ
ンポジウム

スーダンで乾燥地を支える樹
木―アカシアとメスキート― 開会の辞と総評

平成30年３月10日 東京大学弥生講堂
農学会公開シンポジウム

「陸と海の豊かさを守り
育てる」

砂漠化に直面する乾燥地の森
林 発表

平成30年３月14日 インド国ポンディ
チェリ

The�13th� International�
Conference� on�Desert�
Technology

Keynote ; � Contr ibut ion� of�
adventitious�roots� to� the�sap��
flow�on� an� evergreen� shrub�
growing�in�semi-arid�region

発表
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窓口機能の展開７
【講演】

　７-１　各種講演等

日付 講演先 催事 講演テーマ 役割
【三村　聡】
平成29年４月11
・14日

公益財団法人岡山県
市町村振興協会

岡山県市町村　新規採用
職員研修 これからの地方自治 講師

平成29年５月20日 地方創生にいみカ
レッジ「鳴滝塾」

第17回地方創生にいみカ
レッジ「鳴滝塾」

高梁川流域の地方創生を考え
る―新見市森林ボランティア
活動からみえる未来―

講演
パネルディスカッション

コーディネーター

平成29年５月29日 井原市市民生活部協
働推進課 リーダー養成研修会 自らの地域は市民協働で守

り・育てる 講師

平成29年８月23
・24日 中国フォーラム

「多様化・グローバル化
の中で、いま中国地方
は・・・」

第３分科会 座長

平成29年８月29日 大学コンソーシアム
岡山　岡山県

単位互換夏季集中授業
「地域温暖化論」 低炭素社会のまちづくり 講師

平成29年10月19日 岡山国道事務所 岡山県「道の駅」活性化
協議会

道の駅を活かした観光と
地域の活性化を考える 講師

平成29年12月15日 井原市市民生活部
協働推進課

協働のまちづくり職員研
修 協働とは 講師

平成29年12月15日 建設経済部　地域創
生課　魅力発信係

【井原市観光協会】観光
セミナー 井原市の観光を考える 講師

平成30年２月27日 岡山県議会 岡山県議会セミナー
岡山県における市民参加型に
よる観光まちづくり推進に向
けて

講師

【前田　芳男】

平成29年６月７日 岡山商工会議所 岡山商工会議所第２回運
営委員会

岡山商工会議所の将来ビジョ
ンについて 講師

平成29年６月21日 岡山市子どもセン
ター

平成29年度児童健全育成
活動指導者研修会―前期
―

震災の教訓から日常の子ども
の安全を考える 講師

平成29年７月６日 国際交流センター 岡山県地域国際化推進団
体連絡協議会　研修

熊本地震―発災後の避難行
動・支援活動の事例に学ぶ 講師

平成29年９月10日 井原市市民活動セン
ターつどえ～る

みんなが輝くまちづくり
セミナー�in�井原 地域活動の魅力と再評価 講師

平成29年10月16日 岡山コンベンション
センター

「持続可能な観光国際年」
記念国際観光シンポジウム 次世代との互換性 講師

平成29年11月21日 岡山県立玉野光南高
等学校

平成29年度岡山県実践的
安全教育総合支援事業 熊本地震に学ぶ 講師

平成29年10月24日 鏡野町立香々美小学
校

平成29年度岡山県実践的
安全教育総合支援事業 熊本地震に学ぶ防災 講師

平成29年11月17日 岡山地方気象台 職員研修 防災意識について 講師

平成29年11月24日 岡山市ふれあいセン
ター

平成29年度自主防災会交
流会

熊本地震に学ぶ地域での災害
への備え 講師

平成29年12月５日 西川アゴラ 技術士会岡山県支部月例
会

西川緑道公園の活性化に向け
て 講師

平成30年２月６日 おかやま西川原プラ
ザ

岡山県産業教育研究会同
友会 研究の進め方について 講師

平成30年２月21日 日生防災センター 備前市自治会連絡協議会 協働のまちづくり 講師

平成30年３月17日 瀬戸内市 瀬戸内市 熊本地震から得た教訓と子ど
もの防災教育 講師
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■公益財団法人 岡山県市町村振興協会「岡山県自治体新人職員研修」
春から県下自治体に採用された新人職員（岡山市や倉敷市などを

除き約200名）の研修会が、４月11日、14日の２回、公益財団法人�岡山県市町村振興協会の主催で、
サントピア総社を会場に開催され、三村聡センター長が「これからの地方自治」をテーマに研修講師を
つとめた。
　講義を前半、そして後半は14班に分かれワークショップを実施、少子高齢化、人口減少、財源不足
が続く時代にあって、いかに市民のお役に立つべきか熟議を重ね、最後に各グループの代表から決意表
明をしていただいた。

■第 17 回地方創生にいみカレッジ「鳴滝塾」
三村聡センター長が、特別講演「高梁川流域の地方創生を考える

―新見市森林ボランティア活動からみえる未来―」と題して、高梁川流域における地方創生をメイン
テーマに、新見市が掲げる地方創生総合戦略と人口ビジョンを引用しながら話題提供をした。パネル
ディスカッションでは、「生み出そう新見の新たな活力」をテーマ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に小林義明氏（岡山県議会議員）、

水上真一氏（株式会社アクティブ哲西代表取締役）、多賀紀征氏（一般社団法人「人杜守」理事長）、公
文裕巳氏（新見公立大学学長）が登壇、三村聡センター長がコーディ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネートした。池田一二三新見市
長も地方創生に向けた思いをコメントした。

鳴滝塾は、新見公立大学を核として、大学のもつ専門性や知的・人的・物的資源等を有効に活用しな
がら、市全体で地方創生に取り組む組織であり、地方創生を共に学ぶ市民が塾生として参加している。

■第 28 回中国フォーラム
中国地方の各界による「第28回中国フォーラム松江会議」が、８月23日、24日の二日間、松江エクセ

ルホテル東急で開催された。世話人代表は島根県溝口善兵衛知事で、メインテーマを「多様化・グロー
バル化の中で、いま中国地方は」として、岡山大学からは大学院環境生命科学研究科阿部宏史教授と地
域総合研究センターの三村聡センター長が参加した。
　基調講演では「循環型社会に先駆する中国地方の可能性」と題して、一般社団法人持続可能な地域社
会総合研究所の藤山浩所長が地方創生に関する実践事例を豊富なデータを織り交ぜながら講演し、続い
て「IBM�Watsonの最新動向」と題して日本IBMの元木剛理事がAI（人工知能）の最新動向と今後の
開発可能性について話題提供した。
　分科会では、大原美術館大原あかね理事長など岡山から多数の有識者が参加し、メインテーマであ
る「多様化・グローバル化の中で、いま中国地方は」についてディスカッションが行われ、真剣な議
論が展開された。
　また、情報交換会では、岡山大学のSDGsを視座に置いたグローバル人材育成と地域貢献活動につ
いて、中国経済連合会�苅田知英�会長、中国経済産業局�波留静哉�局長、松下政経塾�河内山哲朗�塾長
らに三村聡センター長が話題提供した。

なお、岡山大学は、平成30年から中国経済連合会の正式メン�バーに加入している。�



55

窓口機能の展開 ７  

■大学コンソーシアム岡山・岡山県「地域温暖化論」
岡山県がコーディネートをつとめ、大学コンソーシアム岡山が主　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　催する単位互換の夏季授業「地域

温暖化論」が開催された。
　会場は岡山大学で、８月29日、「低炭素社会のまちづくり」をテーマに、三村聡センター長が授業の
一部を担当した。夏休み期間中ながら、複数の大学から大勢の大学生が参加した。

■岡山県「道の駅」活性化協議会
国土交通省中国地方整備局岡山国道事務所は、10月19日、岡山県「道の駅」活性化協議会を開催し、「道

の駅を活かした観光と地域の活性化を考える」のテーマで三村聡センター長が話題提供した。
　参加者は、岡山県内の道の駅の経営責任者と自治体担当者で、中国地方で道の駅の経営者と国、
県、基礎自治体が一堂に会して議論を重ねているのは岡山県だけである。講演では、北海道、関東、
中部など、県外道の駅の地方創生への取組みを素材にしながら、岡山県内の道の駅と比較する手法で
議論、相互理解を深めた。

■岡山県議会地域公共政策セミナー
今年度は、岡山県議会地域公共政策セミナーが４回開催された。

６月 13 日
　大学院自然科学研究科の河原伸幸准教授が、「水素エネルギー社会の構築に向けて」をテーマに講
演した。河原伸幸准教授は、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムで、水素を燃料とした二
酸化炭素を全く排出しないエンジンの技術開発などの研究を進めている。講演では、東京都が2020
年東京オリンピック・パラリンピックにおいて選手村を「水素社会」として運営することなど、水
素エネルギー社会の構築に向けた国内での取組例について話題提供した。また、水素社会の今後の
展望などについて、意見交換を行った。
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▲研修の様子

▲左から中国経済連合会 苅田知英 会長、中国経済
産業局 波留静哉 局長、岡山大学 三村聡当セン
ター長、松下政経塾 河内山哲朗 塾長

■公益財団法人 岡山県市町村振興協会「岡山県自治体新人職員研修」
　春から県下自治体に採用された新人職員（岡山市や倉敷市などを
除き約200名）の研修会が、４月11日、14日の２回、公益財団法人
岡山県市町村振興協会の主催で、サントピア総社を会場に開催され、
三村聡センター長が「これからの地方自治」をテーマに研修講師を
つとめた。
　講義を前半、そして後半は14班に分かれワークショップを実施、
少子高齢化、人口減少、財源不足が続く時代にあって、いかに市民のお役に立つべきか熟議を重ね、最
後に各グループの代表から決意表明をしていただいた。

■第 17 回地方創生にいみカレッジ「鳴滝塾」
　三村聡センター長が、特別講演「高梁川流域の地方創生を考える
―新見市森林ボランティア活動からみえる未来―」と題して、高梁
川流域における地方創生をメインテーマに、新見市が掲げる地方創
生総合戦略と人口ビジョンを引用しながら話題提供をした。パネル
ディスカッションでは、「生み出そう新見の新たな活力」をテーマ
に小林義明氏（岡山県議会議員）、水上真一氏（株式会社アクティブ哲西代表取締役）、多賀紀征氏（一
般社団法人「人杜守」理事長）、公文裕巳氏（新見公立大学学長）が登壇、三村聡センター長がコーディ
ネートした。池田一二三新見市長も地方創生に向けた思いをコメントした。
　鳴滝塾は、新見公立大学を核として、大学のもつ専門性や知的・人的・物的資源等を有効に活用しな
がら、市全体で地方創生に取り組む組織であり、地方創生を共に学ぶ市民が塾生として参加している。

■第 28 回中国フォーラム
　中国地方の各界による「第28回中国フォーラム松江会議」が、８月23日、24日の二日間、松江エクセ
ルホテル東急で開催された。世話人代表は島根県溝口善兵衛知事で、メインテーマを「多様化・グロー
バル化の中で、いま中国地方は」として、岡山大学からは大学院環境生命科学研究科阿部宏史教授と地
域総合研究センターの三村聡センター長が参加した。
　基調講演では「循環型社会に先駆する中国地方の可能性」と題して、一般社団法人持続可能な地域社
会総合研究所の藤山浩所長が地方創生に関する実践事例を豊富なデータを織り交ぜながら講演し、続い
て「IBM Watsonの最新動向」と題して日本IBMの元木剛理事がAI（人工知能）の最新動向と今後の
開発可能性について話題提供した。
　分科会では、大原美術館大原あかね理事長など岡山から多
数の有識者が参加し、メインテーマである「多様化・グロー
バル化の中で、いま中国地方は」についてディスカッション
が行われ、真剣な議論が展開された。
　また、情報交換会では、岡山大学のSDGsを視座に置いた
グローバル人材育成と地域貢献活動について、中国経済連合
会 苅田知英 会長、中国経済産業局 波留静哉 局長、松下政
経塾 河内山哲朗 塾長らに三村聡センター長が話題提供した。
なお、岡山大学は、平成30年から中国経済連合会の正式メン
バーに加入している。

９月８日
　大学院社会文化科学研究科の藤井和佐教授および大学院環境生命科学研究科の九鬼康彰准教授を
迎え、「岡山県における集落の現状と課題」をテーマに講演した。講演では、県内中山間地域を対象
に、GISデータに基づいた社会機能や安全性、ア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クセス性、利便性といった観点からの集落の現状

と集落住民の生活実態の報告があり、居住維持のための集落条件のあり方について話題提供した。
また、中山間地域の集落住民の安全かつ安心な暮らしの確保に求められる施策などについて、意見
交換を行った。
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12 月５日
　大学院医歯薬学総合研究科の浜田淳教授が、「岡山県における地域医療と地域包括ケア」をテーマに
講演した。講演では、地域医療構想による効率的な医療提供、地域包括ケアの事例紹介など、医療・介
護サービスを県民に適切に提供するための方策に関して話題提供した。また、高齢者の医療と介護につ
いて、意見交換を行った。

２月27日
　地域総合研究センターの三村聡センター長が、「岡山県における市民参加型による観光まちづくり
推進に向けて」をテーマに講演した。講演では、�DMO（観光地づくりなどを行う官民一体の観光地
経営体）などを例に挙げ、県内における具体的な事例や考え方を中心に、その課題や方向性に関して話
題提供した。また、観光による地域創生について、意見交換を行った。
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　７－２　外部委員・協議会等への参画

■一般財団法人地域公共交通総合研究所
東京六本木にある政策研究大学院大学にて、８月９日、地域公共交通総合研究所（代表理事：小嶋光

信�両備ホールディングス会長）が主催する、第５回モビリティシンポジウム「－地方創生に向けた公
共交通を含む諸方策の新たな総合的展開－」が開催された。わが国を代表するモビリティ分野の識者や
国の政策担当責任者、関係するトップ企業が一堂に会し、最新の情報に基づく将来予測や具体的な政策
論議など、熱い議論が交わされた。岡山大学からは三村聡センター長が同研究所理事として参加した。

外部委員・協議会 AGORA
担当者

日本計画行政学会　中国支部　理事・副支部長 三村　聡
人を大切にする経営学会　理事 三村　聡
岡山県　美作県民局　「美作国創生公募提案事業」　審査委員長 三村　聡
岡山県　企業誘致推進協議会　企業誘致アドバイザー 三村　聡
岡山市　「総務・市民政策審議会」　委員 三村　聡
岡山市　「包括外部監査人選定委員会」　委員 三村　聡
岡山市　「超小型モビリティ利活用推進協議会」　委員 三村　聡
真庭市　「未来を担う人応援基金事業　審査会」　審査委員長 三村　聡
井原市　第７次総合計画策定審議会　アドバイザー 三村　聡
新見市　クアオルト推進協議会　オブザーバー 三村　聡
倉敷商工会議所　外部評価委員会　委員長 三村　聡
公益財団法人　岡山県市町村振興協会　理事 三村　聡
公益財団法人　水島地域環境再生財団（みずしま財団）
環境学習を通じた人材育成・まちづくりを考える協議会　委員 三村　聡

高梁川流域連携中枢都市圏ビジョン懇談会　座長（倉敷市など7市3町） 三村　聡
吉井川流域ＤＭＯ設立準備会有識者会議　委員長（瀬戸内市・赤磐市・和気町） 三村　聡
一般財団法人　地域公共交通総合研究所　理事 三村　聡
岡山放送株式会社　番組審議会　委員 三村　聡
岡山シーガルズ　顧問 三村　聡
こくさいこどもフォーラム岡山「高校生懸賞論文2017」審査委員 三村　聡
トヨタ自動車「モビリティ研究会」委員 三村　聡
公益財団法人福武教育文化振興財団　「平成29年度文化活動助成」　審査委員 前田芳男
西川緑道公園筋歩行者天国実行委員会　委員 前田芳男
岡山県美作県民局　市町村職員研修「美作国“実・楽・彩”づくり塾」　コーディネーター 山田一隆
岡山市　「岡山地域『持続可能な開発のための教育』推進協議会」　運営委員 山田一隆
日本福祉教育・ボランティア学習学会　特任理事 山田一隆
特定非営利活動法人　まちづくり推進機構岡山　理事 山田一隆
岡山県　「環境学習協働推進広場運営委員会」　委員 石丸香苗
岡山県　協働による環境学習出前講座のあり方を考える検討委員 石丸香苗
公益財団法人　水島地域環境再生財団（みずしま財団）
環境学習を通じた人材育成・まちづくりを考える協議会　オブザーバー

石丸香苗
鷹野郁子

岡山市　「協働推進委員会」　委員長 岩淵　泰
岡山市　「明るい選挙推進協議会」　会長 岩淵　泰

新見市　地域医療ミーティング　オブザーバー 三村　聡
山川路代

農林水産省　途上国森林再生技術普及事業委員会　委員 吉川　賢
農林水産省　農林水産技術会議　イノベーション創出強化研究事業専門評価委員 吉川　賢
環境省　黄砂問題検討会　委員 吉川　賢
環境省　乾燥地における住民参加による持続可能な牧草地利用等検討事業委員会　委員 吉川　賢
環境省　日中韓三カ国黄砂共同研究運営委員 吉川　賢
環境省　日中韓三カ国黄砂共同研究第2作業部会　委員長 吉川　賢
日本沙漠学会　会長 吉川　賢
日本緑化工学会　評議員 吉川　賢
日本緑化工学会　乾燥地研究部会　部会長 吉川　賢
公益財団法人　国際緑化推進センター　理事 吉川　賢
特定非営利活動法人　地球緑化センター　理事 吉川　賢
鳥取大学乾燥地研究センター　温暖化プロジェクト　諮問委員 吉川　賢
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▲藤井和佐教授 ▲九鬼康彰准教授

▲浜田淳教授

▲三村聡センター長

９月８日
　大学院社会文化科学研究科の藤井和佐教授およ
び大学院環境生命科学研究科の九鬼康彰准教授を
迎え、「岡山県における集落の現状と課題」をテー
マに講演した。講演では、県内中山間地域を対象
に、GISデータに基づいた社会機能や安全性、ア
クセス性、利便性といった観点からの集落の現状と集落住民の生活実態の報告があり、居住維持のため
の集落条件のあり方について話題提供した。また、中山間地域の集落住民の安全かつ安心な暮らしの確
保に求められる施策などについて、意見交換を行った。

12月５日
　大学院医歯薬学総合研究科の浜田淳教授が、「岡山県における地域医療と
地域包括ケア」をテーマに講演した。講演では、地域医療構想による効率的
な医療提供、地域包括ケアの事例紹介など、医療・介護サービスを県民に適
切に提供するための方策に関して話題提供した。また、高齢者の医療と介護
について、意見交換を行った。

２月27日
　地域総合研究センターの三村聡センター長が、「岡山県における市民参加
型による観光まちづくり推進に向けて」をテーマに講演した。講演では、
DMO（観光地づくりなどを行う官民一体の観光地経営体）などを例に挙げ、
県内における具体的な事例や考え方を中心に、その課題や方向性に関して話
題提供した。また、観光による地域創生について、意見交換を行った。
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　さらに11月17日には、同じく政策研究大学院大学にて、同大学�家田仁教授（同研究所理事）の指導
のもとで、同研究所の新たな展開に向けた企画会議が開催された。

■井原市「第７次総合計画策定審議会」
井原市からの依頼により「井原市第７次総合計画策定審議会」の策定に岡山大学が学部連携をして協

力した。８月28日、11月20日に行われた本審議会の会長には、大学院保健学研究科の斉藤信也教授が就
任、大学院社会文化科学研究科の北真収教授、大学院教育学研究科の熊谷慎之輔教授が委員、三村聡セ
ンター長がアドバイザーとして参加、４名で井原市の総合計画の策定と地域創生戦略の展開を支援した。
同総合計画は平成30年度から施行予定。

■真庭市「未来を担う人応援基金」活用事業
　「未来を担う人を育て応援する基金を活用した人材育成事業」の審査会が、10月11日、真庭市で開催
され、三村聡センター長が昨年度に引き続き審査委員長をつとめた。この基金は、平成28年９月に総額
10億円で新設されたもので、教育や産業、福祉などの分野で、民間の柔軟な発想を取り入れた施策推進
につなげることを目的にしており、対象は①教育および学習、②産業振興、③市民の生活・文化・福祉
の向上、④未来を担う人材応援の４分野である。また、事業の形態は、真庭市が実施主体となる「政策
提案型」、市民や市内の企業・団体の取り組みを行政が支援する「市民実施型」のいずれかで、市民実
施型の場合、市が賃金や旅費など必要経費の半分を助成するという内容である。
　平成29年度の事業について、更なる事業検討の方向性など、ひとつひとつの事業を丹念に議論した。

■NPO法人こくさいこどもフォーラム岡山「高校生懸賞論文2017」
国際社会で活躍できる人材の育成に取り組むNPO法人こくさいこどもフォーラム岡山が岡山県の高

校生を対象に「高校生懸賞論文2017」を実施し、11月24日、中国学園大学学長室にて最終審査会が開催
された。
　論文のテーマは、①グローバル社会と私、②ESDと私、③岡山からの私の発信、から選択。最優秀
賞は岡山城東高校３年岡本莉奈さんの「身近なことからグローバルを」、優秀賞は清心女子高校３年兼
田紗綺さんの「私たちと世界」と金光学園高校１年田中茉莉子さんの「グローバルについて考えること」、
そして奨励賞が８点選ばれた。
　審査は、岡山県教育委員会日比謙一郎教育次長が委員長はじめ６名が担当、岡山大学からは三村聡セ
ンター長が委員をつとめた。
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　岡山市都市戦略懇話会は、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年に「岡山市経済戦略懇話会検討部会」として開催されて以来、魅力あるまちづくりについて、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インパクト、都心部の回遊性向上社会実験、ポー
トランドのまちづくりなどをキーワードに、産官学が一体となったまちづくりに向けて議論を重ねてき
た。平成27年度より経済面だけでなく、岡山のまちづくりそのものに焦点を当てた対話の場とすること
とし、「岡山市都市戦略懇話会」と名称を変更して、引き続き討議を行っている。

　５月12日、岡山市役所を会場として本検討会議が開催された。最初に岡山商工会議所から平成29年度
重点事業計画について説明があり、続いて本学から「おかやま地域発展協議体」に関連する事業として、
国際学都研究会における産官学合同でのストラスブール視察計画について説明を行った。最後に岡山市
から、「岡山市第六次総合計画前期中期計画」、「岡山連携中枢都市圏ビジョン」、「大学生まちづくりチャ
レンジ事業」、「県庁通り回遊性向上実験」、「西川緑道公園筋歩行者天国」などについて説明があった。

　岡山県立大学が代表校として、平成27年度に文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事
業（COC+）」に採択された「地域で学び地域で未来を拓く‘�生き活きおかやま’�人材育成事業」に、本
学も参加校として加わり協働して取り組んでいる。
　今年度も事業運営に関して、地域総合研究センター及び社会連携支援室の教職員が以下の会議に出席
した。
・おかやまCOC+�推進協議会
　　開催日：６月２日　開催場所：岡山県立大学
　　参加者：三村聡センター長、林忠行室長
・地域連携教育ワーキンググループ
　　開催日：10月17日　開催場所：岡山大学地域総合研究センター
　　参加者：林忠行室長、物部和彦主査、真田明主査
　さらに、平成30年２月21日、岡山県医師会館で開催されたおかやまCOC+�シンポジウム2018に吉川
幸実践型教育プランナーと真田明主査の２名が参加した。
　本事業にて整備された地域創生コモンズかさおかを利用して、実践型社会連携教育科目である「多職
種連携と地域包括ケアのワークショップ」の授業（11月11日、１月20日）が行われた。
　岡山県立大学と本学が協働で開発している雇用マッチングシステムについては、岡山県立大学の佐藤
洋一郎地域共同研究機構長にご尽力いただき、来年度から運用可能なシステムの開発が終了した。

　７－３　岡山市都市戦略懇話会検討会議

７-４　地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）への参加
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▲小嶋光信代表理事 ▲左二人目　政策研究大学院大学　家田仁
教授

　さらに11月17日には、同じく政策研究大学院大学にて、同大学 家田仁教授（同研究所理事）の指導
のもとで、同研究所の新たな展開に向けた企画会議が開催された。

■井原市「第７次総合計画策定審議会」
　井原市からの依頼により「井原市第７次総合計画策定審議会」の策定に岡山大学が学部連携をして協
力した。８月28日、11月20日に行われた本審議会の会長には、大学院保健学研究科の斉藤信也教授が就
任、大学院社会文化科学研究科の北真収教授、大学院教育学研究科の熊谷慎之輔教授が委員、三村聡セ
ンター長がアドバイザーとして参加、４名で井原市の総合計画の策定と地域創生戦略の展開を支援した。
同総合計画は平成30年度から施行予定。

■真庭市「未来を担う人応援基金」活用事業
「未来を担う人を育て応援する基金を活用した人材育成事業」の審査会が、10月11日、真庭市で開催

され、三村聡センター長が昨年度に引き続き審査委員長をつとめた。この基金は、平成28年９月に総額
10億円で新設されたもので、教育や産業、福祉などの分野で、民間の柔軟な発想を取り入れた施策推進
につなげることを目的にしており、対象は①教育および学習、②産業振興、③市民の生活・文化・福祉
の向上、④未来を担う人材応援の４分野である。また、事業の形態は、真庭市が実施主体となる「政策
提案型」、市民や市内の企業・団体の取り組みを行政が支援する「市民実施型」のいずれかで、市民実
施型の場合、市が賃金や旅費など必要経費の半分を助成するという内容である。
　平成29年度の事業について、更なる事業検討の方向性など、ひとつひとつの事業を丹念に議論した。

■NPO法人こくさいこどもフォーラム岡山「高校生懸賞論文2017」
　国際社会で活躍できる人材の育成に取り組むNPO法人こくさいこどもフォーラム岡山が岡山県の高
校生を対象に「高校生懸賞論文2017」を実施し、11月24日、中国学園大学学長室にて最終審査会が開催
された。
　論文のテーマは、①グローバル社会と私、②ESDと私、③岡山からの私の発信、から選択。最優秀
賞は岡山城東高校３年岡本莉奈さんの「身近なことからグローバルを」、優秀賞は清心女子高校３年兼
田紗綺さんの「私たちと世界」と金光学園高校１年田中茉莉子さんの「グローバルについて考えること」、
そして奨励賞が８点選ばれた。
　審査は、岡山県教育委員会日比謙一郎教育次長が委員長はじめ６名が担当、岡山大学からは三村聡セ
ンター長が委員をつとめた。



60

窓口機能の展開７  

■岡山商工会議所　常議員会
岡山商工会議所の運営を協議する常議員会が、６月14日に同会議所で開催され、女子バレーボールの

地元クラブチームである岡山シーガルズを、岡山商工会議所が中心となり、応援を強化するための企画
提案が議案とされた。副会頭の石井清裕ネッツトヨタ岡山株式会社取締役社長挨拶に続き、岡山シーガ
ルズの河本昭義監督から趣旨説明、SPOC研究会での議論を踏まえ、内容説明を三村聡センター長が行
い、岡山シーガルズ所属のオリンピックメダリスト山口舞選手らが、今後の活躍を誓った。
　同会議所スポーツ支援委員長の延原正浩株式会社マルシン物流取締役社長が、今回の企画提案の意義
と今後の進め方について賛同を得ることを改めて確認、常議員の皆様から承認を得た。

■人を大切にする経営学会「働き方改革シンポジウム」
本学会は、経済社会のボーダレス化・グローバル化、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソフト化・サービス化が進展するなかで、企業

に関係する人々の幸せを重視した経営学の実践と理論構築が求められており、業績重視・シェア重視と
いった経営ではなく、人の幸せを重視する経営の実践こそが、結果として企業に安定的な好業績をもた
らすという経営学の普及・　　　　　　　　　　　　深化をテーマに掲げている。シンポジウムは６月23日、県立広島大学サ

テライトキャンパスで開催された。
　岡山からは、「世のため人のため社員のために幸せを育む経営を考える」として、萩原工業株式会社
の萩原邦章代表取締役会長（岡山経済同友会前代表幹事）、セリオ株式会社の壹岐敬代表取締役社長が
登壇、各企業の取組みについて経営理念と実践について紹介した。三村聡センター長（同学会理事）が
コーディネーターを担当した。

萩原工業株式会社においては、第８回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞にて最高賞である経
済産業大臣賞を受賞し、３月16日に法政大学で行われた表彰式に林忠行社会連携支援室長が出席した。

■岡山県「おかやま環境教育ミーティング」
第５回となる「おかやま環境教育ミーティング」が、８月３日、岡山コンベンションセンターにて開

催された。このイベントの目的は、より良い環境に恵まれた持続可能な社会の実現に向けて、県内にお
ける効果的な環境学習を推進するため、行政、学校、企業、ＮＰＯ等の環境団体、地域など多様な主体

７-５　その他の社会貢献活動

が協働するきっかけづくりの場として開催されるもので、岡山大学からは、石丸香苗准教授と鷹野郁
子研究員の２名が、企画と出展を担当、倉敷市水島地域における環境学習活動について紹介した。
　県内から環境活動を続ける多くの団体や企業、高校、大学など幅広い参加があり、日ごろの成果報
告や意見を披露しながら、情報交換がなされた。
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■くるま育 in岡山
トヨタ自動車�くるま育研究所と鴻鵠塾が主催する「く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るま育in岡山」が、８月19日、20日の両

日、岡山市内で開催され、岡山市内の中高生が参加、フィールドワー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クを通して新たな視点や問題解

決に向けた気づきを得た。
「くるま育」とはモビリティの多様性を考えることを通して、未来の暮らしや社会の将来像を考

えるための実践的なプログラムであり、「３H� Drive」という「まちを訪ね魅力的な３時間旅行をデ
ザイン」する体験型学習の手法が用いられ、徒歩、電動車いす、自転車、公共交　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通、自家用車など、

各チームに分かれ、決められたモビリティで３時間をかけて岡山のまちを訪ね、そこでの経験や発見
を持ち帰り、そこから見えてきたモビリティの活用とまちの楽しみ方をグループワー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クで話し合い報

告書を作成、コンテスト形式で報告会を実施した。
岡山大学からは、大学院環境生命科学研究科の氏原岳人准教授、大学院教育学研究科高岡敦史講

師、地域総合研究センターの三村聡センター長、前田芳男副センター長の４名が、指導や助言者とし
て参加した。

■全国労働金庫協会理事・監事セミナー
全国の労働組合、協同組合の幹部を対象とした、一社）

全国労働金庫協会理事・監事セミナーが、９月20日、御茶ノ水のホテルジュラクにて開催された。
講師は、「麒麟ビール高知支店の奇跡～勝利の法則は現場で拾え」と題して麒麟ビール元代表取締役
副社長の田村潤氏、また、三村聡センター長が「勤労者福祉金融と地域社会」をテー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マに、働き方改革

を踏まえて講師をつとめた。主催者である全国労働金庫協会中江公人理事長（元防衛省事務次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　官）と

元岡山県内野淳子副知事（現在、横浜国立大学監� 事）と共通の話題が、岡山県西粟倉村の「森の学
校」であり環境保全と森林談義をテーマに懇親した。
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▲岡山シーガルズ・山口舞選手 ▲延原正浩スポーツ支援委員長挨拶

▲萩原邦章 萩原工業会長

■岡山商工会議所　常議員会
　岡山商工会議所の運営を協議する常議員会が、６月14日に同会議所で開催され、女子バレーボールの
地元クラブチームである岡山シーガルズを、岡山商工会議所が中心となり、応援を強化するための企画
提案が議案とされた。副会頭の石井清裕ネッツトヨタ岡山株式会社取締役社長挨拶に続き、岡山シーガ
ルズの河本昭義監督から趣旨説明、SPOC研究会での議論を踏まえ、内容説明を三村聡センター長が行
い、岡山シーガルズ所属のオリンピックメダリスト山口舞選手らが、今後の活躍を誓った。
　同会議所スポーツ支援委員長の延原正浩株式会社マルシン物流取締役社長が、今回の企画提案の意義
と今後の進め方について賛同を得ることを改めて確認、常議員の皆様から承認を得た。

■人を大切にする経営学会「働き方改革シンポジウム」
　本学会は、経済社会のボーダレス化・グローバル化、
ソフト化・サービス化が進展するなかで、企業に関係す
る人々の幸せを重視した経営学の実践と理論構築が求め
られており、業績重視・シェア重視といった経営ではな
く、人の幸せを重視する経営の実践こそが、結果として
企業に安定的な好業績をもたらすという経営学の普及・
深化をテーマに掲げている。シンポジウムは６月23日、
県立広島大学サテライトキャンパスで開催された。
　岡山からは、「世のため人のため社員のために幸せを育む経営を考える」として、萩原工業株式会社
の萩原邦章代表取締役会長（岡山経済同友会前代表幹事）、セリオ株式会社の壹岐敬代表取締役社長が
登壇、各企業の取組みについて経営理念と実践について紹介した。三村聡センター長（同学会理事）が
コーディネーターを担当した。
　萩原工業株式会社においては、第８回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞にて最高賞である経
済産業大臣賞を受賞し、３月16日に法政大学で行われた表彰式に林忠行社会連携支援室長が出席した。

■岡山県「おかやま環境教育ミーティング」
　第５回となる「おかやま環境教育ミーティング」が、８月３日、岡山コンベンションセンターにて開
催された。このイベントの目的は、より良い環境に恵まれた持続可能な社会の実現に向けて、県内にお
ける効果的な環境学習を推進するため、行政、学校、企業、ＮＰＯ等の環境団体、地域など多様な主体

　７-５　その他の社会貢献活動

■岡山経済同友会「地域振興委員会、観光委員会、文化スポーツ委員会合同委員会」
９月25日、岡山商工会議所１階会議室で開催された。
江尻博子文化スポーツ委員会委員長の進行、梶谷俊介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域振興委員会委員長の挨拶で始まり、三

村聡センター長が「スポーツ先進都市おかやまをめざして-文化の薫る観光・街づくり-」のテーマ
で講演した。
　地方創生の実情、新たな観光の定義と戦略シナリオ、�2020年オリンピック、パラリンピックを
念頭に置いたスポーツを活用した元気なまちづくりについて、議論が重ねられた。
　松田久岡山経済同友会代表幹事が講評、橋本豪介観光委員会副委員長の辞で閉会した。
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■中国銀行・山陽新聞社「岡山イノベーションコンテスト 2017」

中国銀行、山陽新聞社が主催し、最終審査会が、11月４日、岡山シンフォニーホールで開催された。
　最終審査に残った、高校生、大学生・専門学校生、社会人など５つの部門でプレゼンテーション

がされた。早稲田大学ビジネススクールの長谷川博和教授が審査委員長、中国銀行の宮長雅人頭
取、山陽新聞社の松田正己社長、岡山大学からは高橋香代理事（企画・評価・総務担当）・副学長
ら６名が審査員をつとめた。また、岡山大学経済学部学生の石黒楓さんに審査員特別賞が贈られ
た。

■岡山シーガルズ アリーナ建設に向け産官学民で検討開始
わが国が進める民間活力活用による地方創生と2020年東京オリンピック・パラリンピック開催を契機

としたスポーツを活用した地域の産業や観光の活性化に向けて、産官学民連携による具体的な取組みが
全国で展開されている。
　岡山はプロスポーツやアマチュアスポーツが盛んで、県内外はもとより海外からも多くの観客が来岡
している。この岡山が持つ天の利、地の利と、この集客力を活かして、宿泊、飲食、土産物、特産品、
観光、アフターコンベンションなどの、スポーツ振興をきっかけに更なる産業振興や観光振興の力を伸
ばし、観光事業を推進することを目指して、ストーリー性の高い事業モデルを検討し、地域全体が潤う
産業・観光施策を推進する好機が到来している。
　SPOC研究会では、このチャンスを如何に活かすか、同研究会の梶谷俊介委員長（岡山商工会議所副
会頭）、延原副委員長（岡山商工会議所スポーツ支援委員長）、高岡敦史副委員長（岡山大学大学院教育
学研究科講師）はじめオール岡山の体制で検討が進められてきた。
　こうしたなか、女子バレーボールのプロチームの岡山シーガルズは、大企業チームと異なり、専用練
習場や優先して使えるアリーナを持てないなかで、岡山の地域が支えるクラブチームとして活躍を続け
ている。このオリンピックメダリストを擁する岡山シーガルズは、公式試合のみならず、岩手県から鹿
児島県まで幅広い高校チームの合宿を受け入れ指導にあたり、また、県内外で子供向けバレーボール教
室は年間200回を超えて開催している。地域と共に歩むクラブチームとしての社会貢献マインドから、
バレーボール教室の依頼には極力応える方針で、多い日には同時に３箇所で手分けして開催することも
ある。
　こうしたバレーボール教室は、地域密着のクラブチームだからこそ成しえる日本で唯一の活動といえ、
メダリストを含むトップチーム選手や指導者が、こうした社会貢献活動を本気で実施する事例は他に類
を見ない。明日を担う子供たちに、世界を見せ、将来への夢を育むきっかけ作りを行い、健全な身体と
精神を涵養する活動といえる。
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　加えて岡山シーガルズは、ナショナルチームの招聘にも数多くの実績を誇る。Ⅴリーグ（一般社団法人
日本バレーボールリーグ機構）によれば、現在、世界のトップリーグで世界の加盟国数220カ国のなか、日
本女子バレーボールは世界ランク６位、この実績の一翼を担う岡山シーガルズの観客の受け入れ実績は、
有料入場者数が年間約２万人、合宿だけでも子供たちだけで8,500泊の実績がある。
　岡山大学では同チームの顧問を三村聡センター長が受け、組織改革、専用練習場の確保やアリーナ建設
に向けた助言を担当してきた。こうした社会貢献活動が一助となり、正式にオール岡山の体制（産官学医
金言士民など）で、念願の専用練習場、優先して利用できるアリーナ建設に向けた検討が開始されること
となり、平成30年２月16日、岡山経済５団体で構成する岡山県経済団体連絡協議会の中島博会長
（岡山県バレーボール協会会長）は、経済界連名で岡山市庁舎建替えに合わせたアリーナと産官学によ
る複合施設を併設する提言書を、大森雅夫岡山市長ならびに宮武博岡山市議会議長に提出した。アリー
ナと産官学による複合施設は民間主導で建設する予定。

岡山大学は、2020東京オリンピック・パラリンピックを契機として、岡山シーガルズの岡山での持続
的な定着と優先して利用できるアリーナ建設に向けた助言や市民の合意形成に向けた支援を引き続き進
めてゆく。
　また、３月22日に開催された、おかやま地域発展協議体にて、岡山商工会議所と岡山経済同友会から、
この協議会の設立目的と活動への理解・協力に関する提案がなされた。
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▲岡山経済同友会松田久代表幹事

▲高橋香代理事・副学長 ▲中国銀行宮長雅人頭取 ▲山陽新聞松田正己社長

■岡山経済同友会「地域振興委員会、観光委員会、文化スポーツ委員会合同委員会」
　９月25日、岡山商工会議所１階会議室で開催された。
　江尻博子文化スポーツ委員会委員長の進行、梶谷俊介
地域振興委員会委員長の挨拶で始まり、三村聡センター
長が「スポーツ先進都市おかやまをめざして-文化の薫
る観光・街づくり-」のテーマで講演した。
　地方創生の実情、新たな観光の定義と戦略シナリオ、
2020年オリンピック、パラリンピックを念頭に置いたス
ポーツを活用した元気なまちづくりについて、議論が重
ねられた。
　松田久岡山経済同友会代表幹事が講評、橋本豪介観光委員会副委員長の辞で閉会した。

■中国銀行・山陽新聞社「岡山イノベーションコンテスト 2017」
　中国銀行、山陽新聞社が主催し、最終審査会が、11月４日、岡山シンフォニーホールで開催された。
最終審査に残った、高校生、大学生・専門学校生、社会人など５つの部門でプレゼンテーションがされ
た。早稲田大学ビジネススクールの長谷川博和教授が審査委員長、中国銀行の宮長雅人頭取、山陽新聞
社の松田正己社長、岡山大学からは高橋香代理事（企画・評価・総務担当）・副学長ら６名が審査員を
つとめた。また、岡山大学経済学部学生の石黒楓さんに審査員特別賞が贈られた。

■岡山シーガルズ アリーナ建設に向け産官学民で検討開始
　わが国が進める民間活力活用による地方創生と2020年東京オリンピック・パラリンピック開催を契機
としたスポーツを活用した地域の産業や観光の活性化に向けて、産官学民連携による具体的な取組みが
全国で展開されている。
　岡山はプロスポーツやアマチュアスポーツが盛んで、県内外はもとより海外からも多くの観客が来岡
している。この岡山が持つ天の利、地の利と、この集客力を活かして、宿泊、飲食、土産物、特産品、
観光、アフターコンベンションなどの、スポーツ振興をきっかけに更なる産業振興や観光振興の力を伸
ばし、観光事業を推進することを目指して、ストーリー性の高い事業モデルを検討し、地域全体が潤う
産業・観光施策を推進する好機が到来している。

SPOC研究会では、このチャンスを如何に活かすか、同研究会の梶谷俊介委員長（岡山商工会議所副
会頭）、延原副委員長（岡山商工会議所スポーツ支援委員長）、高岡敦史副委員長（岡山大学大学院教育
学研究科講師）はじめオール岡山の体制で検討が進められてきた。

■ 子育て世代が抱えるワークライフバランス及び将来を見据えた大学生等の多様なライフプラン形成に
向けた課題・ニーズ調査プロジェクト
岡山市女性が輝くまちづくり推進課及び岡山市市民協働企画総務課と働く介護者ほっとステーション

「すまいる」及び岡山大学社会文化科学研究科�本村昌文教授の協働により「子育て世代が抱えるワーク
ライフバランス及び将来を見据えた大学生等の多様なライフプラン形成に向けた課題・ニーズ調査プロ
ジェクト」を実施した。
　本事業では、子育て家庭へ大学生が訪問し、育児に従事する子育て世代へのサポートを行う等の実体
験を通じ、現場の情報や課題を学ぶとともに家庭・大学生双方が得る効果および過程・大学生のニーズ
や課題意識を調査した。

コーディネートは、流尾正亮事務職員が行った。
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■大学連携による地域医療・ケア
笠岡市愛育委員協議会・栄養改善協議会・ヘルスアッ

プ推進会� 合同研修会が、平成30年１月20日、笠岡市保健センターで開催された。テーマは「共
生社会の実現に向けて～おたがいさま、おかげさまの地域づくり～」とし、講師は岡山大学医学部
の浜田淳教授と川崎医療福祉大学医療福祉学科の竹中麻由美准教授。
　急速に少子高齢化社会が進むなか、笠岡は瀬戸内海に面し笠岡諸島に多くの美しい島々がある。
こうした島嶼エリアの高齢事情も踏まえながらの研修会で、医学部を中心に岡山大学医学部の学生
が川崎医療福祉大学の学生と共に参加し、グループワークには、三村聡セ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンター長が学生と共に参

加した。笠岡市は全体でも人口減少が進行するなか、笠岡諸島の島嶼部は急速な高齢少子化が進ん
でおり、警察や銀行、コンビニも無い。こうした日常生活の不便さを自助、共助、公助をうまく
組み合わせ、いかに創意工夫をしながら、温かな助け合いの精神で、共生社会の実現に向けて「お
たがいさま、おかげさまの地域づくり」を進めてゆくか、真剣な議論がなされた（実践型社会
連携教育）。

■立命館アジア太平洋大学長来岡
平成30年１月より立命館アジア太平洋大学（APU）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の第四代学長に就任した、前ライフネット

生命創業者の出口治明学長が、12月11日に来岡、ホテルグランヴィアにて三村聡センター長とグ
ローバル大学が果たす地域社会への貢献をテーマに意見交換を実施した。また、岡山大学からは、
大学改革、グローバル人材の育成についての取組みを話題提供させていただいた。
　立命館アジア太平洋大学は、わが国のグローバル人材�の育成をリードするトップランナー大学
であり、今後とも岡山大学との情報交換を約束した。

■津山商工会議所と包括連携協定
津山商工会議所と岡山大学は、３月13日、岡山大学旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局庁舎にて「産学連携による地方創生

及び地域の人材育成に寄与することを目的とし、包括連携の推進に係る協定」を締結した。当日
は、津山商工会議所の松田欣也会頭と岡山大学槇野博史学長による協定書への署名、調印が執り
行われた。
　津山商工会館内に岡山大学に関する県北の総合窓口を設置し、地方創生の深化と地域の人材育成
及び確保に向けた取り組みを推進する。調印式には、高橋香代理事・副学長と三村聡センター長が
同席した。
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■総務省Ｇ空間情報×宇宙技術利活用ビジネスコンテスト
総務省が主催する企画で、「地域課題の解決や地域経　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済の活性化に資する、G空間情報といった宇

宙技術から得られるデータを活用した新たなサービスやビジネスの創出に必要な人材の育成を目的と
したコンテストである。
　岡山大学から文学部北川博史教授（地理学）が指導する学生たちが参加、３月15日、総務省から銅
賞を受賞した。学内コーディネートを地域総合研究センターが担当した。
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▲（左）出口治明学長

▲医学部の学生

■子育て世代が抱えるワークライフバランス及び将来を見据えた大学生等の多様なライフプラン形成に
向けた課題・ニーズ調査プロジェクト

　岡山市女性が輝くまちづくり推進課及び岡山市市民協働企画総務課と働く介護者ほっとステーション
「すまいる」及び岡山大学社会文化科学研究科 本村昌文教授の協働により「子育て世代が抱えるワーク
ライフバランス及び将来を見据えた大学生等の多様なライフプラン形成に向けた課題・ニーズ調査プロ
ジェクト」を実施した。
　本事業では、子育て家庭へ大学生が訪問し、育児に従事する子育て世代へのサポートを行う等の実体
験を通じ、現場の情報や課題を学ぶとともに家庭・大学生双方が得る効果および過程・大学生のニーズ
や課題意識を調査した。
　コーディネートは、流尾正亮事務職員が行った。

■立命館アジア太平洋大学長来岡
　平成30年１月より立命館アジア太平洋大学（APU）
の第四代学長に就任した、前ライフネット生命創業者の
出口治明学長が、12月11日に来岡、ホテルグランヴィア
にて三村聡センター長とグローバル大学が果たす地域社
会への貢献をテーマに意見交換を実施した。また、岡山
大学からは、大学改革、グローバル人材の育成について
の取組みを話題提供させていただいた。
　立命館アジア太平洋大学は、わが国のグローバル人材
の育成をリードするトップランナー大学であり、今後とも岡山大学との情報交換を約束した。

■大学連携による地域医療・ケア
　笠岡市愛育委員協議会・栄養改善協議会・ヘルスアッ
プ推進会 合同研修会が、平成30年１月20日、笠岡市保
健センターで開催された。テーマは「共生社会の実現に
向けて～おたがいさま、おかげさまの地域づくり～」と
し、講師は岡山大学医学部の浜田淳教授と川崎医療福祉
大学医療福祉学科の竹中麻由美准教授。
　急速に少子高齢化社会が進むなか、笠岡は瀬戸内海に
面し笠岡諸島に多くの美しい島々がある。こうした島嶼
エリアの高齢事情も踏まえながらの研修会で、医学部を
中心に岡山大学医学部の学生が川崎医療福祉大学の学生と共に参加し、グループワークには、三村聡セ
ンター長が学生と共に参加した。笠岡市は全体でも人口減少が進行するなか、笠岡諸島の島嶼部は急速
な高齢少子化が進んでおり、警察や銀行、コンビニも無い。こうした日常生活の不便さを自助、共助、
公助をうまく組み合わせ、いかに創意工夫をしながら、温かな助け合いの精神で、共生社会の実現に向
けて「おたがいさま、おかげさまの地域づくり」を進めてゆくか、真剣な議論がなされた（実践型社会
連携教育）。
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13:00～14:00
NPO「倉敷町家トラスト」の10年を振り返る

中村泰典（倉敷町家トラスト）
14:00～15:30
倉敷美観地区と周辺のまちあるき
－まちの姿、くらし、歴史と記憶－
15:30～17:00
まちづくり談義－思想と空間の継承－
若者、研究者、地域の人の総参加

17:00～19:00 倉敷の未来を語らう会
参加費：2500円
（コーディネーター 岩淵泰）

倉敷美観地区は、年間約300万人が訪れています。白壁の美しい町並みは、江
戸時代から続いており、国から重要伝統的建造物群保存地区として選定されまし
た。暮らしやすい町に向けた地域の思想を読み解くことが、本シンポジウムの
テーマです。

景観まちづくりの先端を走ってきた倉敷美観地区ですが、日本国内外から観光
客が訪れ、古い建物は減っており、新しい建物も建っています。暮らし、景観、
そして、成長のバランスは、どこにあるのでしょうか。本シンポジウムは、第一
に、まちづくりに取り組みながら、日本全国で均質的な風景になってしまってい
ること、第二に、都市開発が進む中で、次世代に渡すまちづくりの選択肢が狭め
られてきていることを、倉敷美観地区から検討します。

シンポジウムでは、倉敷町家トラストの中村泰典氏から景観まちづくりの展望
と課題を伺った後、まちあるきを行います。若者、研究者、地域の人々との議論
から地域の思想を明らかにし、継承を試みます。

日時 2017年12月2日（土）

主催／岡山大学地域創生ネットワーク・アゴラ、日本都市計画学会

場所

■申込み・問い合わせ
連絡／岡山大学 地域総合研究センター 岩淵
iwabuchi@okayama-u.ac.jp
086-251-8541
当日は写真撮影をして主催者および共催者の広報に使用することがあります。撮影を希望さ
れない場合はあらかじめご連絡ください。

無
料

倉敷町家トラスト
倉敷市東町1-21

　大学院社会文化科学研究科の有志教員を中心に、社会の直面する
課題や解決策を専門的な知見を活かしながら議論する組織「地域創
生ネットワーク・アゴラ」は、地域総合研究センターの前身であり、
現在、本センターは企画・運営で多面的に支援を仰いでいる。

ネットワーク・アゴラと日本都市計画学会の共催で、12月２日に、
次世代のまちづくりを考える「倉敷・未来の継承～まちづくりの選
択肢を残していく～」を開催した。美観地区のまち歩きと講演を行
い、景観・暮らしなどの昔と今を見つめ、次世代に残していく課題
や成長のバランスを考えるシンポジウムであった。
　その他、ネットワーク・アゴラの教員が岡山県議会セミナー講師
などをつとめるなど、地域連携活動を展開した。

　昨年度までに地域総合研究センターにて開発した学校支援ボランティアシステム（VALEO：
Volunteer�Activities�for�Learning�and�Education�in�Okayama）について、平成28年12月から岡山市教
育委員会と本学との間で運用を開始している。本学での運用にあたっては、学生への周知や問い合わせ
対応、岡山市教育委員会との調整などを教育学部（髙塚成信学部長ら）及び教師教育開発センター（橋
本拓治特任教授ら）と協働して実施してきた。今年度は、VALEOをさらに利用しやすいものに進化させ、
岡山市教育委員会と県内大学・専門学校との間で運用できるよう、連携してシステム開発と運用のため
の調整を進めた。来年度以降は教育学部・教師教育開発センターにおいて運用を担い、岡山市教育委員
会と県内大学・専門学校間でVALEOを利用した学校支援ボランティアの運用が進められることとなる。
　今年度のVALEO利用実績は以下のとおり。
　登録学生数　178名　ボランティアマッチング件数　86件（平成30年２月21日現在）

　平成27年度末まで地域総合研究センターにおいてモデル構築から科目開発を行ってきた実践型社会連
携教育プログラム構築業務は、平成28年度より全学教育・学生支援機構内の教育開発センター実践教育
部門に移管された。これに伴い、教育開発センターに実践教育専門委員会が設置され、地域総合研究セ
ンターの連携教員は本部門を兼務し、引き続き実践型教育の開発と全学展開を担当している。

　本学グローバル・パートナーズ、そして、全学教育・学生支援機構国際教育オフィスが運営する
L-Caféと地域総合研究センターは、留学生への地域活動に関する情報提供や参加募集において緊密な連

８-１　大学院社会文化科学研究科

８-２　教育学部・教師教育開発センター

８-３　全学教育・学生支援機構　教育開発センター

８-４　グローバル・パートナーズとL-Café
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携をとり、留学生が地域で活動する機会を提供している。
　加えて、UBC（カナダ・ブリティッシュコロンビア大学）のCo-opプログラムにおける学生受け入れ
や留学生向け授業の実施についても協力を得ている。

　12月４日～７日、岡山コンベンションセンターにおいて「SDGsの達成に向けたRCE第一回世界会議
（First�RCE�Thematic�Conference:�Towards�Achieving�the�SDGs）」が開催された。地域総合研究セン
ターからは、流尾正亮事務職員が企画運営を担うワーキンググループのメンバーとなり、岡山市をはじ
めとする共催・協力団体等との連絡調整及び学内の調整を行った。
　主催は、国連大学サステイナビリティ高等研究所、岡山ESD推進協議会、岡山大学、共催は岡山市。
真庭市、（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、両備ホールディ
ングス株式会社、イオントップバリュ株式会社、岡山フェアトレードの会などが協力。

会議には、22ヶ国から91名が参加、一般公開セッションでは参加者を含む230名が参加し、ESD及び
SDGsの達成に向けた議論が行われたほか、SDGsに関連する岡山大学での研究成果の発表なども行わ
れた。また、岡山大学の学生14名がスタッフとして運営支援を行った。

８-５　SDGsへの取り組み

８-６　学内会議の委員

会議・委員会 担当者
大学改革推進のためのプロジェクトチーム 前田芳男副センター長
岡山大学広報推進会議 山田一隆准教授
全学教育推進委員会 前田芳男副センター長（教育開発センター実践教育部門長）
全学教育・学生支援機構運営会議 前田芳男副センター長（教育開発センター実践教育部門長）
教育開発センター実践教育専門委員会 前田芳男副センター長（教育開発センター実践教育部門長）【委員長】

三村聡センター長
山田一隆准教授

教育開発センター実践型教育部会 山田一隆准教授【部会長】
三村聡センター長
前田芳男副センター長（教育開発センター実践教育部門長）
石丸香苗准教授
山川路代助教（平成29年12月31日まで）
岩淵泰助教
吉川賢特任教授
吉川幸実践型教育プランナー

教育開発センター社会連携教育専門委員会 前田芳男副センター長（教育開発センター実践教育部門長）
基幹教育センター教養教育専門委員会 前田芳男副センター長（基幹教育センター実践知部会長）

山田一隆准教授
基幹教育センター学系部会（実践知部会） 前田芳男副センター長【部会長】

山田一隆准教授【副部会長】
三村聡センター長

情報セキュリティ委員会 三村聡センター長
ICT�教育推進部会（学習環境ラボ） 山田一隆准教授
SDGs推進企画会議 三村聡センター長
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い
く

13:00～14:00
NPO「倉敷町家トラスト」の10年を振り返る

中村泰典（倉敷町家トラスト）
14:00～15:30
倉敷美観地区と周辺のまちあるき
－まちの姿、くらし、歴史と記憶－

15:30～17:00
まちづくり談義－思想と空間の継承－
若者、研究者、地域の人の総参加

17:00～19:00 倉敷の未来を語らう会
参加費：2500円
（コーディネーター 岩淵泰）

倉敷美観地区は、年間約300万人が訪れています。白壁の美しい町並みは、江
戸時代から続いており、国から重要伝統的建造物群保存地区として選定されまし
た。暮らしやすい町に向けた地域の思想を読み解くことが、本シンポジウムの
テーマです。

景観まちづくりの先端を走ってきた倉敷美観地区ですが、日本国内外から観光
客が訪れ、古い建物は減っており、新しい建物も建っています。暮らし、景観、
そして、成長のバランスは、どこにあるのでしょうか。本シンポジウムは、第一
に、まちづくりに取り組みながら、日本全国で均質的な風景になってしまってい
ること、第二に、都市開発が進む中で、次世代に渡すまちづくりの選択肢が狭め
られてきていることを、倉敷美観地区から検討します。

シンポジウムでは、倉敷町家トラストの中村泰典氏から景観まちづくりの展望
と課題を伺った後、まちあるきを行います。若者、研究者、地域の人々との議論
から地域の思想を明らかにし、継承を試みます。

日時 2017年12月2日（土）

主催／岡山大学地域創生ネットワーク・アゴラ、日本都市計画学会

場所

■申込み・問い合わせ
連絡／岡山大学 地域総合研究センター 岩淵
iwabuchi@okayama-u.ac.jp
086-251-8541
当日は写真撮影をして主催者および共催者の広報に使用することがあります。撮影を希望さ
れない場合はあらかじめご連絡ください。

無
料

倉敷町家トラスト
倉敷市東町1-21

大学院社会文化科学研究科の有志教員を中心に、社会の直面する
課題や解決策を専門的な知見を活かしながら議論する組織「地域創
生ネットワーク・アゴラ」は、地域総合研究センターの前身であり、
現在、本センターは企画・運営で多面的に支援を仰いでいる。
　ネットワーク・アゴラと日本都市計画学会の共催で、12月２日に、
次世代のまちづくりを考える「倉敷・未来の継承～まちづくりの選
択肢を残していく～」を開催した。美観地区のまち歩きと講演を行
い、景観・暮らしなどの昔と今を見つめ、次世代に残していく課題
や成長のバランスを考えるシンポジウムであった。
　その他、ネットワーク・アゴラの教員が岡山県議会セミナー講師
などをつとめるなど、地域連携活動を展開した。

　昨年度までに地域総合研究センターにて開発した学校支援ボランティアシステム（VALEO：
Volunteer Activities for Learning and Education in Okayama）について、平成28年12月から岡山市教
育委員会と本学との間で運用を開始している。本学での運用にあたっては、学生への周知や問い合わせ
対応、岡山市教育委員会との調整などを教育学部（髙塚成信学部長ら）及び教師教育開発センター（橋
本拓治特任教授ら）と協働して実施してきた。今年度は、VALEOをさらに利用しやすいものに進化させ、
岡山市教育委員会と県内大学・専門学校との間で運用できるよう、連携してシステム開発と運用のため
の調整を進めた。来年度以降は教育学部・教師教育開発センターにおいて運用を担い、岡山市教育委員
会と県内大学・専門学校間でVALEOを利用した学校支援ボランティアの運用が進められることとなる。
　今年度のVALEO利用実績は以下のとおり。
　登録学生数　178名　ボランティアマッチング件数　86件（平成30年２月21日現在）

　平成27年度末まで地域総合研究センターにおいてモデル構築から科目開発を行ってきた実践型社会連
携教育プログラム構築業務は、平成28年度より全学教育・学生支援機構内の教育開発センター実践教育
部門に移管された。これに伴い、教育開発センターに実践教育専門委員会が設置され、地域総合研究セ
ンターの連携教員は本部門を兼務し、引き続き実践型教育の開発と全学展開を担当している。

　本学グローバル・パートナーズ、そして、全学教育・学生支援機構国際教育オフィスが運営する
L-Caféと地域総合研究センターは、留学生への地域活動に関する情報提供や参加募集において緊密な連

　８-１　大学院社会文化科学研究科

　８-２　教育学部・教師教育開発センター

　８-３　全学教育・学生支援機構　教育開発センター

　８-４　グローバル・パートナーズとL-Café
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８-７　センター教員担当授業科目

教養、専門、
大学院 科目区分等 授業科目 担当教員 期 曜 時限 備考

教養 実践知・感性科目
（実践知）

「聞き書き」を通して
学ぶ地域社会 前田　芳男 夏季集中

教養 実践知・感性科目
（実践知）

フィールド調査の基礎
を学ぶ�スペシャル 前田　芳男 １学期 金曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

フィールド調査の基礎
を学ぶ　デラックス 前田　芳男 ２学期 金曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

子どもの教育と福祉を
つなげる支援活動I 前田　芳男 １学期 火曜�,�

金曜 随時

教養 実践知・感性科目
（実践知）

子どもの教育と福祉を
つなげる支援活動Ⅱ 前田　芳男 ２学期 火曜�,�

金曜 随時

教養 実践知・感性科目
（実践知）

子どもの教育と福祉を
つなげる支援活動Ⅲ 前田　芳男 夏季集中

教養 実践知・感性科目
（実践知）

子どもの教育と福祉を
つなげる支援活動Ⅳ 前田　芳男 ３学期 火曜�,�

金曜 随時

教養 実践知・感性科目
（実践知）

子どもの教育と福祉を
つなげる支援活動V 前田　芳男 ４学期 火曜�,�

金曜 随時

教養 実践知・感性科目
（実践知）

小中学生の協同教育の
ための教材開発 前田　芳男 ２学期 月曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

創造的討論技術を学ぶ�
スペシャル 前田　芳男 ３学期 木曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

創造的討論技術を学ぶ�
デラックス 前田　芳男 ４学期 木曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

支え隊～子どもの安
全・安心のために～

前田　芳男
宮本　香代子（大学院教
育学研究科）

夏季集中

教養 実践知・感性科目
（実践知）

守り隊～子どもの安
全・安心のために～

前田　芳男
宮本　香代子（大学院教
育学研究科）

３学期 月曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

岡山の祭りとその運営
－うらじゃへの参画－
１

前田　芳男
高岡　敦史（大学院教育
学研究科）

１学期 金曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

岡山の祭りとその運営
－うらじゃへの参画－
２

前田　芳男
高岡　敦史（大学院教育
学研究科）

２学期 金曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

岡山の祭りとその運営
－うらじゃへの参画－
３

前田　芳男
高岡　敦史（大学院教育
学研究科）

３学期 金曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

岡山の祭りとその運営
－うらじゃへの参画－
４

前田　芳男
高岡　敦史（大学院教育
学研究科）

４学期 金曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

サービスラーニングの
デザイン１ 山田　一隆 １学期 火曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目（実
践知）

サービスラーニングの
デザイン２ 山田　一隆 ２学期 火曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

サービスラーニングの
デザイン３ 山田　一隆 ３学期

教養 実践知・感性科目
（実践知）

サービスラーニングの
デザイン４ 山田　一隆 ４学期

教養 実践知・感性科目
（実践知） 実践型まちづくり論１ 山田　一隆 ３学期 木曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知） 実践型まちづくり論２ 山田　一隆 ４学期 木曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

実践型まちづくり論３
Ａ（熊本プロジェクト）

山田　一隆
前田　芳男 夏季集中

教養 実践知・感性科目
（実践知）

実践型まちづくり論３
Ｂ（熊本プロジェクト）

山田　一隆
前田　芳男 ３学期

教養 実践知・感性科目
（実践知）

実践型教育／学習概論
１ 山田　一隆 １学期 木曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

実践型教育／学習概論
２ 山田　一隆 ２学期 木曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

倉敷市水島から学ぶ地
域社会と環境 石丸　香苗 １,２学期 木曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

地域活性化システム実
践論 石丸　香苗 ３学期集中
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教養、専門、
大学院 科目区分等 授業科目 担当教員 期 曜 時限 備考

教養 実践知・感性科目
（実践知）

地域社会における多文
化共生 石丸　香苗 ２学期 火曜 ７�,�８

教養 知的理解
（現代と自然）

現代ブラジルの社会と
環境 石丸　香苗 ３,４学期 火曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

留学生と学ぶ日本伝統
文化

三村　聡
岩淵　泰
藤本　真澄（全学教育・学
生支援機構）

１学期集中

教養 実践知・感性科目
（実践知） 実践旅行医学

山川　路代
津田　敏秀（大学院環境
生命科学研究科）

２学期 金曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知） 地域高齢者と介護１

山川　路代
浜田　淳（大学院医歯薬
学総合研究科）

１学期 木曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知） 地域高齢者と介護２

山川　路代
浜田　淳（大学院医歯薬
学総合研究科）

２学期 木曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

多職種連携と地域包括
ケアのワークショップ

山川　路代
浜田　淳（大学院医歯薬
学総合研究科）

３,４学期 木曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知） 岡山まちづくり論（１）岩淵　泰 ２学期 火曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知） 岡山まちづくり論（２）岩淵　泰 ３学期 火曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

実践デモクラティッ
ク・ラーニング（１） 岩淵　泰 １学期 月曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

実践デモクラティッ
ク・ラーニング（２） 岩淵　泰 ２学期 月曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

実践デモクラティッ
ク・ラーニング（３） 岩淵　泰 ３学期 月曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

実践デモクラティッ
ク・ラーニング（４） 岩淵　泰 ４学期 月曜 ７�,�８

教養 実践知・感性科目
（実践知） 大学とまちづくり 荒木　秀治 夏季集中

教養 実践知・感性科目
（実践知）

ホームスティの運営と
実施

岩淵　泰
藤本　真澄（全学教育・学
生支援機構）

２学期集中

教養 実践知・感性科目
（実践知）

ホームスティの運営と
実施

岩淵　泰
藤本　真澄（全学教育・学
生支援機構）

３学期集中

教養 実践知・感性科目
（実践知） 国際インターンシップ 吉川　賢 特別

教養 知的理解
（現代と自然）

現代コミュニティーと
地域経済 三村　聡 １学期 火曜 ５�,�６

教養 知的理解
（現代と自然）

現代コミュニティーと
地域社会 三村　聡 ３学期 火曜 ５�,�６

教養 知的理解
（現代と自然）

現代コミュニティーと
地域創生 三村　聡 ２学期 火曜 ５�,�６

教養 知的理解
（現代と自然）

現代コミュニティーと
都市比較 三村　聡 ４学期 火曜 ５�,�６

教養 知的理解
（現代と生命） 介護予防の科学１ 山川　路代 ３学期 木曜 １�,�２

教養 知的理解
（現代と生命） 介護予防の科学２ 山川　路代 ４学期 木曜 １�,�２

教養 知的理解
（現代と生命）

海外に出る・海外で暮
らす－旅行医学入門 山川　路代 ４学期 月曜 ５�,�６

教養
汎用的技能と健康

（アカデミック・ラ
イティング）

アカデミック・ライ
ティング 前田　芳男 ３学期 木曜 １�,�２

教養
汎用的技能と健康

（アカデミック・ラ
イティング）

アカデミック・ライ
ティング 前田　芳男 ４学期 木曜 ５�,�６

専門 経済学部 実践コミュニケーショ
ン論 前田　芳男 ３,４学期 水曜 ５�,�６

専門 経済学部 実践コミュニケーショ
ン論

前田　芳男
鈴木　真理子（大学院社
会文化科学研究科）

３,４学期 火曜 ３

68

学内連携８

　８-７　センター教員担当授業科目

教養、専門、
大学院 科目区分等 授業科目 担当教員 期 曜 時限 備考

教養 実践知・感性科目
（実践知）

「聞き書き」を通して
学ぶ地域社会 前田　芳男 夏季集中

教養 実践知・感性科目
（実践知）

フィールド調査の基礎
を学ぶ スペシャル 前田　芳男 １学期 金曜 ７ , ８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

フィールド調査の基礎
を学ぶ　デラックス 前田　芳男 ２学期 金曜 ７ , ８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

子どもの教育と福祉を
つなげる支援活動I 前田　芳男 １学期 火曜 ,

金曜 随時

教養 実践知・感性科目
（実践知）

子どもの教育と福祉を
つなげる支援活動Ⅱ 前田　芳男 ２学期 火曜 ,

金曜 随時

教養 実践知・感性科目
（実践知）

子どもの教育と福祉を
つなげる支援活動Ⅲ 前田　芳男 夏季集中

教養 実践知・感性科目
（実践知）

子どもの教育と福祉を
つなげる支援活動Ⅳ 前田　芳男 ３学期 火曜 ,

金曜 随時

教養 実践知・感性科目
（実践知）

子どもの教育と福祉を
つなげる支援活動V 前田　芳男 ４学期 火曜 ,

金曜 随時

教養 実践知・感性科目
（実践知）

小中学生の協同教育の
ための教材開発 前田　芳男 ２学期 月曜 ７ , ８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

創造的討論技術を学ぶ
スペシャル 前田　芳男 ３学期 木曜 ７ , ８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

創造的討論技術を学ぶ
デラックス 前田　芳男 ４学期 木曜 ７ , ８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

支え隊～子どもの安
全・安心のために～

前田　芳男
宮本　香代子（大学院教
育学研究科）

夏季集中

教養 実践知・感性科目
（実践知）

守り隊～子どもの安
全・安心のために～

前田　芳男
宮本　香代子（大学院教
育学研究科）

３学期 月曜 ７ , ８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

岡山の祭りとその運営
－うらじゃへの参画－
１

前田　芳男
高岡　敦史（大学院教育
学研究科）

１学期 金曜 ７ , ８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

岡山の祭りとその運営
－うらじゃへの参画－
２

前田　芳男
高岡　敦史（大学院教育
学研究科）

２学期 金曜 ７ , ８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

岡山の祭りとその運営
－うらじゃへの参画－
３

前田　芳男
高岡　敦史（大学院教育
学研究科）

３学期 金曜 ７ , ８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

岡山の祭りとその運営
－うらじゃへの参画－
４

前田　芳男
高岡　敦史（大学院教育
学研究科）

４学期 金曜 ７ , ８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

サービスラーニングの
デザイン１ 山田　一隆 １学期 火曜 ７ , ８

教養 実践知・感性科目（実
践知）

サービスラーニングの
デザイン２ 山田　一隆 ２学期 火曜 ７ , ８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

サービスラーニングの
デザイン３ 山田　一隆 ３学期

教養 実践知・感性科目
（実践知）

サービスラーニングの
デザイン４ 山田　一隆 ４学期

教養 実践知・感性科目
（実践知） 実践型まちづくり論１ 山田　一隆 ３学期 木曜 ７ , ８

教養 実践知・感性科目
（実践知） 実践型まちづくり論２ 山田　一隆 ４学期 木曜 ７ , ８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

実践型まちづくり論３
Ａ（熊本プロジェクト）

山田　一隆
前田　芳男 夏季集中

教養 実践知・感性科目
（実践知）

実践型まちづくり論３
Ｂ（熊本プロジェクト）

山田　一隆
前田　芳男 ３学期

教養 実践知・感性科目
（実践知）

実践型教育／学習概論
１ 山田　一隆 １学期 木曜 ７ , ８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

実践型教育／学習概論
２ 山田　一隆 ２学期 木曜 ７ , ８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

倉敷市水島から学ぶ地
域社会と環境 石丸　香苗 １,２学期 木曜 ７ , ８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

地域活性化システム実
践論 石丸　香苗 ３学期集中
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学内連携８  

教養、専門、
大学院 科目区分等 授業科目 担当教員 期 曜 時限 備考

専門 工学部 実践コミュニケーショ
ン論 前田　芳男 ３,４学期 水曜 ５�,�６

専門 工学部 実践コミュニケーショ
ン論

前田　芳男
鈴木　真理子（大学院社
会文化科学研究科）

３,４学期 火曜 ３�,�４

専門 文学部 専門知と職業
山川　路代
本村　昌文（大学院社会
文化科学研究科）

３学期 金曜 ３�,�４

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

組織マネージメント概
論 三村　聡 後期 木曜 ７�,�８ ６コマ

担当

大学院 社会文化科学研究科
地域公共政策コース 自治体経営戦略論 三村　聡 前期 水曜 ６

大学院 社会文化科学研究科 ヨーロッパ都市論 岩淵　泰 前期 月曜 １
大学院 社会文化科学研究科 地域創生特別講義 三村　聡

岩淵　泰 後期 金曜 ６ 各２コマ
担当
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実践型社会連携教育プログラムの取り組み９
　平成26年４月１日をもって、地域総合研究センター教員が、全学教育・学生支援機構教育開発センター
兼務となり、併せて平成28年10月１日をもって旧来の地域総合研究センター実践型教育専門委員会を解
散し、新たに教育開発センターの配下に実践型教育部門が新設された。部門長及び実践教育専門委員会
委員長に前田芳男副センター長が就き、実践型教育部会長に山田一隆准教授が就いた。
　平成29年度は、毎月第１水曜日に実践型教育専門委員会を定例開催し、実践型社会連携教育科目の認
定要件の改訂、当該科目共通に適用するルーブリックの開発、学生・教員向けの「リスクとマナー」に
関するマニュアル作成などについて議論を重ねた。

■９-２-１　実践型教育導入の経緯
本学における実践型教育は、平成26年度概算要求に基づき、本格的に導入が始まった。当初は、地域

総合研究センターの教員が、実験的な科目を提供した。当該科目は、【リーダーシップ】【チーム力】【判
断力】【責任】【気概】といった「実践知」を有する実践人を育成することを目的に、地域社会との互恵
性を念頭に置きつつ、深い現場体験をするというものであった。
　翌27年度には、本学がスーパーグローバル大学（SGU）に認定され、その実現のための計画である

「PRIMEプログラム」に基づいて、教育の目標を「世界で活躍できるグローバル実践人の育成」と再設
定した。【会話力】【創造力】【行動力】【統率力】【決断力】と定義された「グローバル実践知」を身に
つけるために、実践型社会連携教育の実施は、先導的、かつ中核的取り組みであり、当該科目の年間受
講者数の目標値を、当初の1,000人から2,400人（毎年の学部入学者数に相当）に引き上げた。これにより、
実践型社会連携教育の全学展開の方針が明確に示された。
　PRIMEプログラムの教育の柱である３基幹力（教養力、語学力、専門力）と
３側面（異分野、異社会、異文化）に基づき、学生の学業や国際社会体験（留学等）
などを勘案し、優秀者を「高度実践人」として認定する仕組みを確立し、平成28
年度末の３回生の中から82人を選定、表彰した。また、名実ともに優れた人材で
ある高度実践人認定者を社会に認知してもらい、就職活動などで特別な評価がな
されるよう、高度実践人の名称とロゴマークを商標登録出願し、承認された。

■９-２-２　実践型社会連携教育プログラムの学生便覧・シラバスへの明示
実践型社会連携科目について、平成30年度新入生向けの学生便覧に説明書きを加えるとともに、一般

教養科目、専門科目のシラバスにおいて、当該科目である旨を明記することとした。これにより、当該
科目のシラバス上での把握ができるようになり目標管理が容易となるほか、学生においても高度実践人
の認定を理解し、受講計画を立てやすくなるなどの効果が期待される。
　学生便覧に記載する当該科目のタイプ分けは、その科目が、１）社会連携を伴うか、２）その現場が
グローバルな学修環境であるか、３）社会連携した実践活動の度合い（それに充当する時間数など）で
判断する。教養、専門に関わらず、また教養「実践知科目」として開講するものだけではなく、社会の
現場と連携して学修する科目全てが該当する。具体的には、以下のフローで判断する。

９-１　岡山大学の実践型社会連携教育プログラム推進体制

９-２　岡山大学の目指す実践型教育の方向

▲ロゴマーク
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学内連携８

教養、専門、
大学院 科目区分等 授業科目 担当教員 期 曜 時限 備考

専門 工学部 実践コミュニケーショ
ン論 前田　芳男 ３,４学期 水曜 ５ , ６

専門 工学部 実践コミュニケーショ
ン論

前田　芳男
鈴木　真理子（大学院社
会文化科学研究科）

３,４学期 火曜 ３ , ４

専門 文学部 専門知と職業
山川　路代
本村　昌文（大学院社会
文化科学研究科）

３学期 金曜 ３ , ４

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

組織マネージメント概
論 三村　聡 後期 木曜 ７ , ８ ６コマ

担当

大学院 社会文化科学研究科
地域公共政策コース 自治体経営戦略論 三村　聡 前期 水曜 ６

大学院 社会文化科学研究科 ヨーロッパ都市論 岩淵　泰 前期 月曜 １
大学院 社会文化科学研究科 地域創生特別講義 三村　聡

岩淵　泰 後期 金曜 ６ 各２コマ
担当
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実践型社会連携教育プログラムの取り組み９  

　実践型社会連携教育科目では、学生が地域に出向くことが多い。そこでは、現場に出る際の事前、事
後も含めたリスク管理とマナーに関する学生への指導が必要になる。山田一隆准教授が実際に授業で用
いた教材を大学ホームページで公開し、共有した。これは、実際に使用してもらい、意見や要望を受け、
逐次更新していくものである。なお、この資料の作成に当たっては、山田一隆准教授を中心に、地域総
合研究センターの職員、他部局の教職員の協力を得て、協議を重ねてきた。協議は、今後も実践型教育
部会において継続していく。

９-３　リスク管理
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実践型社会連携教育プログラムの取り組み ９  

　米国ポートランド州立大学（PSU）のコミュニティベース教授法（CBL）は、米国内での屈指の質と
量を誇る。全米のサービスラーニングを唱導する組織であるキャンパスコンパクトCampus Compact
によって、その先導的取り組みを取り上げられるなどしており、日本でも、いわゆるCOC、COC＋事
業に関連して、地域社会や現場で学ぶ科目が数多く開講されるようになるなかで、近年、急速にPSU
への注目が高まっている。
　平成29年10月30日から11月２日までの４日間、PSUの公共サービス研究・実践センターなどによって、
日本の研究者、実践家向けに「CBLワークショップ」が開催された。これに応じた日本からの参加者
は13大学、17名であり、地域総合研究センターからは、山田一隆准教授、吉川幸実践型教育プランナー
の２名が参加した。４日間の研修スケジュールは、次ページの表のとおりである。
　以下、本研修およびその期間中に、PSUのスタッフやワークショップ参加者、センター職員同士で
論議した主な点について概括する。なお、帰国後の平成30年１月20日に、「岡山大学高等教育フォーラム・
第２回中四国CBL研修交流会　ポートランドに学ぶ実践知教育―コミュニティと教育機関の連携―」
として報告会を開催した。（報告会については前述（３章シンポジウム・報告会）を参照。）

１．PSUのモットー「知識を以って街に仕えよ」が具現化されたCBL
　PSUのスクールモットーは、「Let Knowledge Serve the City」である。PSUでは、20世紀の後半、
大学の財政危機を契機に、地域に学生を出していくという特色を打ち出すようになる。以降、こんにち
に至って、30-40年の実践が蓄積されている。この間、「知識を以って街に仕えよ」というスクールモッ

９-４　ポートランド州立大学（PSU）のコミュニティベース教授法（CBL）について
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実践型社会連携教育プログラムの取り組み９

　実践型社会連携教育科目では、学生が地域に出向くことが多い。そこでは、現場に出る際の事前、事
後も含めたリスク管理とマナーに関する学生への指導が必要になる。山田一隆准教授が実際に授業で用
いた教材を大学ホームページで公開し、共有した。これは、実際に使用してもらい、意見や要望を受け、
逐次更新していくものである。なお、この資料の作成に当たっては、山田一隆准教授を中心に、地域総
合研究センターの職員、他部局の教職員の協力を得て、協議を重ねてきた。協議は、今後も実践型教育
部会において継続していく。

９-３　リスク管理
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実践型社会連携教育プログラムの取り組み９  

トーは、PSUの地域連携・社会貢献戦略の核となる哲学となっている。
そのうえで、後述する４年生のSenior Capstoneを頂点とする教養科目群University Studiesが構築さ

れ、在学中や卒業後に、学生が知識を持って、自律的に街に出られるように、教育システムが運用され
ている。
　このことは、本学における「実りの学都」をめざすという地域連携・社会貢献の姿を体現する「実践
型社会連携教育」と、理念的に共鳴するところが大きいと考えられる。

２． 教養科目群「University Studies」を通して培われる実践力
　PSUの要卒単位総数は180であるが、うち専門教育課程 （upper-division） の要卒単位数は72である。
他方で、教養科目群University Studies（UNST）の要卒単位数は45である。

　UNSTでは、コミュニケーション力や批判的思考、社会的倫理的責任、人々の経験の多様さなどへの
理解を深めることが、学習成果として強調されている。１年生から４年生まで、地域社会の現場で学ぶ
ことを軸にしながら、多様な専攻の学生が集い、学際的な環境で学ぶことが設計されている。
　１年生のFreshman Inquiryでは、１年間を通して、コミュニケーション力や批判的思考、社会的倫
理的責任、人々の経験の多様さについての導入が行われる。
　２年生のSophomore Inquiryでは、３年生のUpper-division Clusterの科目選択を見据えた学問領域
に根差したテーマの導入が行われ、当該Clusterに固有のキー概念や研究課題、研究手法についても導
入がなされる。
　３年生のUpper-division Clusterでは、１、２年生で培った知識とスキルを動員して、より学際的な

　出所：Portland State University  University Studies Chart
　https://www.pdx.edu/unst/university-studies-chart （平成30年１月30日アクセス）
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実践型社会連携教育プログラムの取り組み ９  

探求が行われる。
　４年生のSenior Capstoneでは、PSUの教員が開発したCBLに従事する。他の学問領域の学生とチー
ムを編成し、教室での学びを地域社会が直面する現実世界の課題に適応させ、課題を調査し解決策を開
発する。
　PSUのUNSTでは、専攻で学んだ知識を学際的に現実世界の課題に適用する「場」として、Cluster
やCapstoneが設計されている。本学においても、実践型社会連携教育や高年次教養が論議されるなかで、
示唆が多いと考える。

３．Facultyの一翼を担う高度専門職「Academic Professionals」の存在
　PSUのCBLワークショップを通して、ワークショップそのものの運営でも、実際のCBLのプログラ
ムの設計や運営・維持でも、Academic Professionals（AP）というFacultyの範疇にある高度専門職の
存在が、きわめて重要な役割を果たしていた。これは、地域総合研究センターからの参加者２名だけで
なく、日本からの参加者17名が共通して感じた点である。
　たとえば、前述のUNSTでのClusterやCapstoneでは、教場となるコミュニティパートナーとの日常
的な関係性の維持はAPが担っている。送り出された学生の状況を把握し、コミュニティパートナーか
らのニーズを継続的にくみとり、地域からの厚い信頼も獲得している。日常的なやりとりのなかで、新
たなニーズが発掘されれば、教員にプログラム開発のヒントとして情報提供する。APのそうした「ブロー
カー」的な立ち居振る舞いがPSUのCBLの屋台骨を支えている。

　現在、Capstoneプログラムは、１クオーターあたり55科目が開講されているという。教員（科目担
当者）だけでなく、AP がその運営を支援する。PSU 全体では、教員 Research and Instructional 
Faculty1,792名に対して、Academic Professionals and Managersが774名在籍する（PSU全体の職員数は、
学生雇用を含め、6,944名。（AY2016））。こうした厚みのある専門職の存在が、豊かな教育環境の醸成
に役割を発揮している。日本の大学等においては、まだ十分に認知、認識されていない教育支援のため
の専門職が、本学の実践型社会連携教育の展開に合わせて、その必要性と重要性を増してくることは論
をまたないであろう。

　出所： 吉川幸（2018）「ポートランドのCBLを支える教育コーディネート」
　　　　岡山大学高等教育フォーラム・第２回中四国CBL研修交流会　口頭発表資料
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トーは、PSUの地域連携・社会貢献戦略の核となる哲学となっている。
　そのうえで、後述する４年生のSenior Capstoneを頂点とする教養科目群University Studiesが構築さ
れ、在学中や卒業後に、学生が知識を持って、自律的に街に出られるように、教育システムが運用され
ている。
　このことは、本学における「実りの学都」をめざすという地域連携・社会貢献の姿を体現する「実践
型社会連携教育」と、理念的に共鳴するところが大きいと考えられる。

２． 教養科目群「University Studies」を通して培われる実践力
PSUの要卒単位総数は180であるが、うち専門教育課程（upper-division）の要卒単位数は72である。

他方で、教養科目群University Studies（UNST）の要卒単位数は45である。

UNSTでは、コミュニケーション力や批判的思考、社会的倫理的責任、人々の経験の多様さなどへの
理解を深めることが、学習成果として強調されている。１年生から４年生まで、地域社会の現場で学ぶ
ことを軸にしながら、多様な専攻の学生が集い、学際的な環境で学ぶことが設計されている。
　１年生のFreshman Inquiryでは、１年間を通して、コミュニケーション力や批判的思考、社会的倫
理的責任、人々の経験の多様さについての導入が行われる。

２年生のSophomore Inquiryでは、３年生のUpper-division Clusterの科目選択を見据えた学問領域
に根差したテーマの導入が行われ、当該Clusterに固有のキー概念や研究課題、研究手法についても導
入がなされる。
　３年生のUpper-division Clusterでは、１、２年生で培った知識とスキルを動員して、より学際的な

　出所：Portland State University  University Studies Chart
　https://www.pdx.edu/unst/university-studies-chart （平成30年１月30日アクセス）
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■９-５-１　留学生と学ぶ日本伝統文化
担当： 三村聡センター長（地域総合研究センター）、岩淵泰助教（地域総合研究センター）
　　　藤本真澄講師（国際教育オフィスL-Café）
　本講義は、グローバル実践型科目として、平成28年度年から開講している。
　鳥取県三

み

朝
ささ

町役場、鳥取県庁、地域のご支援と、三朝町にある本学惑星物質研究所の連携により、「異
社会」（日本の固有性要素を色濃く有する地域社会）、「異文化」（世界遺産と日本遺産からみる日本文化
への気づきや神仏習合からみる日本人の宗教観）、「異分野」（惑星物質研究所の有する卓越した世界的
研究の専門性）の観点から、鳥取県や三朝町の職員、三徳山三

さん

佛
ぶつ

寺
じ

ご住職、惑星物質研究所の研究員か
ら講話を受け、グローバルな視座に立ちながら地域の特色を活かして多文化共生の知見を得ることを目
的としている。４月28日から４月30日の二泊三日で、三朝町の伝統行事である御

お

幸
さち

行列に参加した。留
学生11名（アメリカ４名、フランス１名、イギリス１名、イタリア３名、中国２名）と日本人学生１名
のサポーターが参加した。
　留学生にとっては、大学キャンパス内では学ぶことが難しい地域の課題やまちづくりを知ることがで
き、貴重な経験となった。三朝訪問前には、事前授業を行い、岡山大学では振り返りの会を行った。な
お、全体のコーディネートは、鳥取県庁から岡山大学に出向している山本直生総括主査に担当いただい
た。
　留学生は三朝町の地域活性化に対して、何が必要であるのかを述べ、その内容を「留学生が学ぶ日本
の伝統文化報告書」にまとめ、本プログラムを支援していただいた三朝町の団体に配布した。三朝異文
化交流授業の詳細は、同書を参考にされたい。

教育プログラムの概要
【４月28日（金）】
Aグループ　９：50　L-Café集合、10：00　岡山大学出発

12：00　三朝到着
14：00　三朝温泉病院（鉱泥湿布体験、温泉治療施設見学）

Bグループ　13：50　L-Café集合、14：00　岡山大学出発
16：00　三朝到着

Cグループ　17：20　L-Café集合、17：30　岡山大学出発
19：30　三朝到着

【４月29日（土）】
９：30　「世界遺産とまちづくり」概論
10：20　三朝宿泊所出発
10：30　惑星物質研究所見学
11：00　温泉病院前からバスで「ブランナールみささ」へ
11：30　日本遺産-南苑寺、造り酒屋「藤井酒造」見学
12：00　昼食、行列衣装着替え、バスで三徳山へ

９-５　平成29年度開講の実践型社会連携教育科目の概要（AGORA教員主担当）
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15：00　三徳山御幸行列（第１部）
17：45　式典（キュリー広場）、御幸行列（第２部・三朝温泉大回り）
20：40　御幸行列終了、着替え
21：00　直会
22：30　解散

【４月30日（日）】
９：30　三朝宿泊所出発

日本遺産構成文化財・三朝温泉街見学
10：30　 三徳山三佛寺「山本邦道法嗣」講話、質疑・地域活性化（御幸行列・まち）に係

る意見交換会
12：00　三朝温泉街散策
15：00　三朝町出発
17：00　岡山大学到着
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■９-５-１　留学生と学ぶ日本伝統文化
担当：三村聡センター長（地域総合研究センター）、岩淵泰助教（地域総合研究センター）
　　　藤本真澄講師（国際教育オフィスL-Café）
　本講義は、グローバル実践型科目として、平成28年度年から開講している。
　鳥取県三

み

朝
ささ

町役場、鳥取県庁、地域のご支援と、三朝町にある本学惑星物質研究所の連携により、「異
社会」（日本の固有性要素を色濃く有する地域社会）、「異文化」（世界遺産と日本遺産からみる日本文化
への気づきや神仏習合からみる日本人の宗教観）、「異分野」（惑星物質研究所の有する卓越した世界的
研究の専門性）の観点から、鳥取県や三朝町の職員、三徳山三

さん

佛
ぶつ

寺
じ

ご住職、惑星物質研究所の研究員か
ら講話を受け、グローバルな視座に立ちながら地域の特色を活かして多文化共生の知見を得ることを目
的としている。４月28日から４月30日の二泊三日で、三朝町の伝統行事である御

お

幸
さち

行列に参加した。留
学生11名（アメリカ４名、フランス１名、イギリス１名、イタリア３名、中国２名）と日本人学生１名
のサポーターが参加した。
　留学生にとっては、大学キャンパス内では学ぶことが難しい地域の課題やまちづくりを知ることがで
き、貴重な経験となった。三朝訪問前には、事前授業を行い、岡山大学では振り返りの会を行った。な
お、全体のコーディネートは、鳥取県庁から岡山大学に出向している山本直生総括主査に担当いただい
た。
　留学生は三朝町の地域活性化に対して、何が必要であるのかを述べ、その内容を「留学生が学ぶ日本
の伝統文化報告書」にまとめ、本プログラムを支援していただいた三朝町の団体に配布した。三朝異文
化交流授業の詳細は、同書を参考にされたい。

教育プログラムの概要
【４月28日（金）】
Aグループ　９：50　L-Café集合、10：00　岡山大学出発
　　　　　　12：00　三朝到着
　　　　　　14：00　三朝温泉病院（鉱泥湿布体験、温泉治療施設見学）
Bグループ　13：50　L-Café集合、14：00　岡山大学出発
　　　　　　16：00　三朝到着
Cグループ　17：20　L-Café集合、17：30　岡山大学出発
　　　　　　19：30　三朝到着

【４月29日（土）】
　　　　　　９：30　「世界遺産とまちづくり」概論
　　　　　　10：20　三朝宿泊所出発
　　　　　　10：30　惑星物質研究所見学
　　　　　　11：00　温泉病院前からバスで「ブランナールみささ」へ
　　　　　　11：30　日本遺産-南苑寺、造り酒屋「藤井酒造」見学
　　　　　　12：00　昼食、行列衣装着替え、バスで三徳山へ

９-５　平成29年度開講の実践型社会連携教育科目の概要（AGORA教員主担当）
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■９-５-２　ティーチング・アワード受賞科目「実践型まちづくり論」
担当：山田一隆准教授（地域総合研究センター）
１．科目概要
科目区分 教養科目（実践知・感性（実践知））/選択１単位/講義番号912014、912015
実践型科目タイプ　　タイプA
学期・時限・教場　　３、４学期/木曜７、８限/一般教育棟A36教室

２．開講の動機
　岡山大学では、「実践型社会連携教育」プログラムを全学展開するにあたり、教養科目において「実
践型まちづくり論１/２」を、平成28（2016）年度から開講した。
　現在議論されている新しい学習指導要領は、小中学校では平成30（2018）年度から、高等学校でも平
成31（2019）年度から先行実施される。平成34（2022）年度には、新しい学習指導要領に基づいた高等
学校教育を受けた生徒が、大学に進学してくるのである。新しい学習指導要領では、従来の知識習得型
の学習構造を大きく見直し、知識の活用と探求、とりわけ探究活動に力点が置かれるようになる。また、
主体的な学び、対話的な学び、深い学びの実現が目指される。これは、社会や産業の構造が変化してい
く中で、定められた手続を効率的にこなしていくにとどまらず、感性を豊かに働かせながら、どのよう
な未来を創っていくのか、どのように社会や人生をよりよいものにしていくのかを考え、自分なりに試
行錯誤し、新たな価値を生み出していくことが求められるという認識に基づいている。
　この科目の教育手法として採用しているサービスラーニングは、まさに、知識の活用と探究活動に親
和的である。「高校→大学→社会」の「移行」過程のなかで、学生たちは、大学入学直後の既有知識の
体系をいったん「学びほぐす」必要がある。卒後に、彼らが主体的学習者として、自ら課題を設定し、
学び続ける素養を培う「練習」の場を、サービスラーニングを通して与えられるのでないか。科目担当
者は、そのような問題意識で試行錯誤の授業づくりをおこなった。

３．実施した授業内容
【授業の概要】
　大学での学びは、机の前に座っての学びを「デスクワーク」と呼ぶなら、街の動きの中で学ぶ「フィー
ルドワーク」という学び方もある。

高校→大学→社会という「移行」の問題を考える時、大学生の学びは、社会人への「移行」を念頭に
したものとなるべきであり、それを実践的に学習する場が、実践型社会連携教育であるといえる。
　この科目では、実践型社会連携教育の理念と親和的なサービスラーニングという教育手法を導入した。
　また、問題群（problems）から個別具体的な課題（issue）を見極め、見定めることができるよう、
世の中への目利きとなることを意図とした科目として展開される。
　したがって、この科目での「まちづくり」とは、狭義の都市計画・建築計画におけるそれにとどまら
ず、受講生を含めた生活者の主体的で社会的な営み全般をイメージしている。

【学習目標】
１． 地域課題や社会課題の現場での実践活動を通して、当事者のニーズとその背景にある本質的な課題

とを見定め、見極めることができる。
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２． 見出したニーズと課題に対して、適切な解決策を提示することができる。
３． チームで活動することを通して、チームのパフォーマンスを高めるリーダーシップとフォロワーシッ

プを、臨機応変に適切に発揮することができる。
４． チームで活動すること、また、受入先との協働を通して、「自分ではない他の誰か」に思いを致し、「素

の自分」の殻を破って、果たすべき役割を演じる（ロールプレイ）ことができる。

【授業計画】

【授業時間外の学習方法】
フィールドワークやグループワークを伴う科目であるため、時間割上で割り当てられた教室での講義

等の時間帯だけでなく、教室外活動を伴う活動を時間割上の時間を振り替えたり、授業外学習時間を活
用して主体的に学習することが求められる。

【成績評価】
　教室内活動および教室外活動における参加意欲
　グループ活動のパフォーマンス（学習、活動、プレゼンテーションなど）

レポート等の提出物における質

【研究活動との関連】
　科目担当者の専門分野は、サービスラーニング、ボランティア学習、地域コーディネート論、まちづ
くり教育、社会教育・生涯学習論である。

３学期：「実践型まちづくり論１」 ４学期：「実践型まちづくり論２」
01-02講：導入（現代社会とわたし）
03-08講： ツボ（問いと仮説、情報収集、クリティ

カルシンキング、チームビルディング）
09-14講：実践（１）（まちづくりの現場で学ぶ）
15-16講：まとめ（「問題解決」の先へ）

01-02講：導入（現代社会とわたし）
03-12講：実践（２）（まちづくりの現場で学ぶ）
13-14講： 発信と受容、分かち（プレゼンテーショ

ンとディスカッション、日常の再構築）
15-16講：まとめ（「問題解決」の先へ）

３、４学期に共通する実践活動に関する注記。
※ ３-４人のグループ単位で、まちづくりの現場や団体・組織、施設において、担い手として、活動に従事する。
※ 活動受け入れ先は、以下の通り。
【岡山】te.to.te岡山［子ども、子育て］
【岡山】岡山市子どもセンター［子ども、子育て］
【岡山】岡山・ホームレス支援きずな［ホームレス、就労支援］
※ 教室外活動を伴う活動を時間割上の授業時間を振り替えたり、授業外学習時間を活用して実施する（３学期は６授業

時間、４学期は10授業時間に相当する時間数）。
※ そのため、毎週木曜７、８限の授業を行わない期間があったり、平日夜間、土日休日を含めた「空きコマ」に、当該

活動が不規則に入ることに対応することが求められる。
※ 活動内容と場所は、受講生と受入先との希望やスケジュールを勘案して、開講後の授業時間に決定する。受講生と受

入先のマッチング後は、活動内容、日程等の微調整は、受講生と受入先との双方のやりとりでも行いうる。
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■９-５-２　ティーチング・アワード受賞科目「実践型まちづくり論」
担当：山田一隆准教授（地域総合研究センター）
１．科目概要
科目区分　　　　　　教養科目（実践知・感性（実践知））/選択１単位/講義番号912014、912015
実践型科目タイプ　　タイプA
学期・時限・教場　　３、４学期/木曜７、８限/一般教育棟A36教室

２．開講の動機
　岡山大学では、「実践型社会連携教育」プログラムを全学展開するにあたり、教養科目において「実
践型まちづくり論１/２」を、平成28（2016）年度から開講した。
　現在議論されている新しい学習指導要領は、小中学校では平成30（2018）年度から、高等学校でも平
成31（2019）年度から先行実施される。平成34（2022）年度には、新しい学習指導要領に基づいた高等
学校教育を受けた生徒が、大学に進学してくるのである。新しい学習指導要領では、従来の知識習得型
の学習構造を大きく見直し、知識の活用と探求、とりわけ探究活動に力点が置かれるようになる。また、
主体的な学び、対話的な学び、深い学びの実現が目指される。これは、社会や産業の構造が変化してい
く中で、定められた手続を効率的にこなしていくにとどまらず、感性を豊かに働かせながら、どのよう
な未来を創っていくのか、どのように社会や人生をよりよいものにしていくのかを考え、自分なりに試
行錯誤し、新たな価値を生み出していくことが求められるという認識に基づいている。
　この科目の教育手法として採用しているサービスラーニングは、まさに、知識の活用と探究活動に親
和的である。「高校→大学→社会」の「移行」過程のなかで、学生たちは、大学入学直後の既有知識の
体系をいったん「学びほぐす」必要がある。卒後に、彼らが主体的学習者として、自ら課題を設定し、
学び続ける素養を培う「練習」の場を、サービスラーニングを通して与えられるのでないか。科目担当
者は、そのような問題意識で試行錯誤の授業づくりをおこなった。

３．実施した授業内容
【授業の概要】
　大学での学びは、机の前に座っての学びを「デスクワーク」と呼ぶなら、街の動きの中で学ぶ「フィー
ルドワーク」という学び方もある。
　高校→大学→社会という「移行」の問題を考える時、大学生の学びは、社会人への「移行」を念頭に
したものとなるべきであり、それを実践的に学習する場が、実践型社会連携教育であるといえる。
　この科目では、実践型社会連携教育の理念と親和的なサービスラーニングという教育手法を導入した。
　また、問題群（problems）から個別具体的な課題（issue）を見極め、見定めることができるよう、
世の中への目利きとなることを意図とした科目として展開される。
　したがって、この科目での「まちづくり」とは、狭義の都市計画・建築計画におけるそれにとどまら
ず、受講生を含めた生活者の主体的で社会的な営み全般をイメージしている。

【学習目標】
１．地域課題や社会課題の現場での実践活動を通して、当事者のニーズとその背景にある本質的な課題

とを見定め、見極めることができる。
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【DP要素との関連割合】

４．サービスラーニングの理論に基づく学習過程の枠組み

５．学習過程を支える目標設定シート、活動日報

６．授業風景

７．今年度の改善点
　昨年度は、開講初年度であったため、試行錯誤での授業運営となった。にもかかわらず、本科目は、「平
成28年度ティチング・アワード表彰」において、「社会連携・社会実践教育分野」の「先進教育賞」を
受けた。科目担当者としては、大きな励みになったことはいうまでもないが、実際の授業運営では、い
くつかの課題を認識していた。すなわち、１）学生の学習支援に関する課題、２）活動先との関係性に
関する課題、の２点である。今年度の授業では、これらの２点にかかわるいくつかの改善を行った。課
題と改善については、下表のとおりである。

創造力・想像力【教養】 ５％ 情報活用力【情報力】 10％
論理的思考力・判断力【教養】 10％ 情報発信力【情報力】 ５％
幅広い分野への知的関心【教養】 10％ 主体的行動力【行動力】 25％
情報収集力【情報力】 10％ 自己実現力【自己実現力】 25％

▲岡山表町千日前商店街でのtricco活動
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８．授業前後の態度特性に関する自己評価
　「実践型まちづくり論」の受講を通して、
受講生の態度特性は、当事者のニーズから社
会の課題を見定め、自分自身の将来や大学で
学ぶことの意義を問い直すことができたであ
ろうか。
　授業前（第３学期第１講）と授業後（第４
学期第16講）で、同一の「自己評価シート」

（Díaz, D., Furco, A. and Yamada, H. （2000）
を修正した西田心平・中根智子（2007）の29
項 目 に、 自 己 主 導 学 習 者 self-directed 
learnerの３項目を追加した32項目）を用い
て、受講生の態度特性変化を観察した。事前、
事中と事後の変化については、以下のとおり
である。
事前→事後
　10％水準で平均の差が有意にみられたもの
は、academicに関する項目である「05. 体験
型授業を通じて大学での学びは深まると思
う。」、careerに関する項目である「17. 私は
希望する進路の実現へ向けて、必要な能力を
身につけようと努力している。」、self-directed learnerに関する項目である「30. 私は、自分が履修登録
している科目について、授業の内容に関心や疑問を持ち、それについて調べたり、あるいは先生に質問
したりしたことがある。」の４項目であり、いずれも消極的なほうに変化している。

平成28年度の課題 平成29年度の改善
学生の学習支援に関する課題
⃝ 他のチームとの学びと成長を交流する機会

が少なかった

⃝ 学生が活動日報を書く負担が大きかった

⃝ 期末レポートの発問がルーズだった

活動先との関係性に関する課題
⃝ 現場でのリアルな様子を知る機会がほとん

どなかった
⃝ 活動先との信頼関係の構築は、学生を受け

入れてもらいながら（「走りながら」）になっ
た

➡

➡

➡

➡

➡

学生の学習支援に関する改善
⃝ チームごとにメンターを導入した
⃝ 授業やコアタイムの際に、チームミーティ

ングの分かち合いを行った
⃝ 「手書きの様式をオフライン提出する」から、
「PDFフォームをメール提出」に変更した

⃝ 感想文や体験文にとどまらない論証型レ
ポートを書かせる発問にした
活動先との関係性に関する改善
⃝ 中間伺いの実施、遠くから活動を観察

⃝ 年度当初にプランを提示し、修正する往復
作業の実施
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【DP要素との関連割合】

４．サービスラーニングの理論に基づく学習過程の枠組み

５．学習過程を支える目標設定シート、活動日報

６．授業風景

７．今年度の改善点
　昨年度は、開講初年度であったため、試行錯誤での授業運営となった。にもかかわらず、本科目は、「平
成28年度ティチング・アワード表彰」において、「社会連携・社会実践教育分野」の「先進教育賞」を
受けた。科目担当者としては、大きな励みになったことはいうまでもないが、実際の授業運営では、い
くつかの課題を認識していた。すなわち、１）学生の学習支援に関する課題、２）活動先との関係性に
関する課題、の２点である。今年度の授業では、これらの２点にかかわるいくつかの改善を行った。課
題と改善については、下表のとおりである。

創造力・想像力【教養】 ５％ 情報活用力【情報力】 10％
論理的思考力・判断力【教養】 10％ 情報発信力【情報力】 ５％
幅広い分野への知的関心【教養】 10％ 主体的行動力【行動力】 25％
情報収集力【情報力】 10％ 自己実現力【自己実現力】 25％

▲初回の授業での活動先とのマッチング ▲岡山表町千日前商店街でのtricco活動 ▲インタラクティブプレゼンテーション
を導入した活動報告会
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事前→事中
　10％水準で平均の差が有意にみられたものは、academicに関する項目である「05. 体験型授業を通じ
て大学での学びは深まると思う。」、empowermentに関する項目である「02. 私は必要な場合は他人に
頼ることができる。」の２項目であり、いずれも消極的なほうに変化している。
事中→事後
　academicに関する項目である「0１．大学の授業は知的に刺激的なものだと感じている。」、careerに
関する項目である「17. 私は希望する進路の実現へ向けて、必要な能力を身につけようと努力してい
る。」、「24. 私は将来進みたいと思う進路に向けて現在準備している。」、civic responsibilityに関する項
目である「10. 私は、自分が住んでいる地域が今どんな課題を抱えているのか具体的に知っている。」の
４項目であり、academic、civic responsibilityに関する項目は積極的なほうに、careerに関する項目は
消極的なほうに、それぞれ変化している。
　山田一隆（2009）は、サービスラーニングのように、教室外活動を伴う科目での学習を通した態度特
性変化は、事中を屈曲点とする変化がみられることを指摘している。そこで、事前→事後、事前→事中、
事中→事後で有意差がみられた７項目について、各地点での平均の変化を観察し、１）右肩上がり、２）

「U」字型、３）「へ」の字型、４）右肩下がり、の４つに類型化した。

▲態度特性の変化　１）右肩上がり ▲態度特性の変化　２）「U」字型

▲態度特性の変化　３）「へ」の字型 ▲態度特性の変化　４）右肩下がり
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１）右肩上がり
これに分類されるのは、academicに関する項目である「0１．大学の授業は知的に刺激的なものだと

感じている。」とcivic responsibilityに関する項目である「10. 私は、自分が住んでいる地域が今どんな
課題を抱えているのか具体的に知っている。」の２項目である。事中→事後に積極的なほうに変化して
いる。活動を踏まえた省察のなかで、取り組んだ活動が地域課題や社会課題とどのように関連している
のか、を考えたことによるものとみられ、また、そのことが、学生のなかで大学での授業の意味を再定
位させることにつながったのかもしれない。
２）「U」字型
　これに分類されるのは、academicに関する項目である「05. 体験型授業を通じて大学での学びは深ま
ると思う。」、empowermentに関する項目である「02. 私は必要な場合は他人に頼ることができる。」の
２項目である。事前→事中に消極的なほうに変化している。活動を通して、体験型授業と日常の座学と
の接続（この科目では、「デスクワークとフィールドワークの往還」といっている）が、受講生のなか
でうまく咀嚼できなかったこと、また、チームや活動先の「同僚」との協働やそのために必要なうまく
助けを求めることが難しかったこと、などが想起される。この科目の学習目標に直接関与する事柄であ
るが、事前→事後の落ち込みは、学生自身の葛藤が表現されたものとみられる。他方で、事中→事後に
十分な上昇をみることがなかったことには、学生の省察を促す、教員のファシリテーション力に課題が
残ったといえよう。
３）「へ」の字型
　これに分類されるのは、careerに関する項目である「17. 私は希望する進路の実現へ向けて、必要な
能力を身につけようと努力している。」、「24. 私は将来進みたいと思う進路に向けて現在準備している。」
の２項目である。事中→事後に消極的なほうに変化している。これは、「右肩上がり」の２項目と対照
的とみる。すなわち、授業のなかで、地域社会や社会課題への理解が深まったものの、それに対して、
学生自身がどのように向き合えるのか、行動できるのか、そのために大学で何を学ぶのかを問い返すシー
ンがあった。そのことが影響し、学生たちは、いまの自分の学習スタイルと進路とを関連付けた学びを
行い得ていないことを自省しているのだとみられる。
４）右肩下がり

これに分類されるのは、self-directed learnerに関する項目である「30. 私は、自分が履修登録してい
る科目について、授業の内容に関心や疑問を持ち、それについて調べたり、あるいは先生に質問したり
したことがある。」の１項目である。今年度は、活動日報を手書きの現物提出から、PDFフォームをメー
ル提出に切り替えた。また、「サービスラーニングのデザイン」を新規に開講し、その受講生を各チー
ムのメンターとして配置したため、昨年度に比べて、ひとりひとりの受講生とフォーマル、ノンフォー
マルに話をする機会が減少した。そのことが影響しているのかもしれない。

参考文献
Dí az, D., Furco, A. and Yamada, H. （2000） Student Post-Survey （Service-Learning）, http://www.servicelearning.org/

filemanager/download/HEdPostSL_99.pdf（2013年５月15日現在）
西 田心平・中根智子（2007） 自己評価シート、未公刊。
山 田一隆（2009）「経済（学）教育とサービスラーニング――龍谷大学経済学部サービスラーニングセンターの取り組み

を通して」『経済教育』28号、171-186頁。
山 田一隆・尾崎慶太（2013） 「サービスラーニング受講を契機とした大学生の態度特性変化―活動の随意性に注億して―」
『日本福祉教育ボランティア学習学会』22号、77-88頁。
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事前→事中
10％水準で平均の差が有意にみられたものは、academicに関する項目である「05. 体験型授業を通じ

て大学での学びは深まると思う。」、empowermentに関する項目である「02. 私は必要な場合は他人に
頼ることができる。」の２項目であり、いずれも消極的なほうに変化している。
事中→事後

academicに関する項目である「0１．大学の授業は知的に刺激的なものだと感じている。」、careerに
関する項目である「17. 私は希望する進路の実現へ向けて、必要な能力を身につけようと努力してい
る。」、「24. 私は将来進みたいと思う進路に向けて現在準備している。」、civic responsibilityに関する項
目である「10. 私は、自分が住んでいる地域が今どんな課題を抱えているのか具体的に知っている。」の
４項目であり、academic、civic responsibilityに関する項目は積極的なほうに、careerに関する項目は
消極的なほうに、それぞれ変化している。
　山田一隆（2009）は、サービスラーニングのように、教室外活動を伴う科目での学習を通した態度特
性変化は、事中を屈曲点とする変化がみられることを指摘している。そこで、事前→事後、事前→事中、
事中→事後で有意差がみられた７項目について、各地点での平均の変化を観察し、１）右肩上がり、２）

「U」字型、３）「へ」の字型、４）右肩下がり、の４つに類型化した。

▲態度特性の変化　１）右肩上がり ▲態度特性の変化　２）「U」字型

▲態度特性の変化　３）「へ」の字型 ▲態度特性の変化　４）右肩下がり
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■９-５-３　実践型まちづくり論3A/3B（熊本プロジェクト）
担当：山田一隆准教授（地域総合研究センター）、前田芳男副センター長（地域総合研究センター）
１．科目概要
科目区分　　　　　　教養科目（実践知・感性（実践知））/選択１単位/講義番号912070、912071
実践型科目タイプ　　タイプA
学期・時限・教場　　夏季集中、３学期/その他/AGORA

２．開講の動機
　平成28年４月14日、16日に発災した熊本地震は、最大震度７を記録し、地震被害による直接の死者50
名、関連の死者200名近くの被害をもたらしている。震災復興は緒に就いたばかりであり、阪神淡路を
はじめとして先の震災復興過程の実務や研究は、経済的社会的のみならず、精神的にも継続的な支援を
行っていく必要を指摘している。
　他方で、本学の立地する岡山は、一般に「災害が少ない街」と認識されているが、実際には、干拓に
よる人工的な地形改変によって、水害に弱いことは専門家によって指摘されているばかりでなく、当該
干拓地に長らく住む住民には認識されている。にもかかわらず、行政を含め市民一般には、防災意識の
低さが指摘されて久しい。
　本学の卒業生の約半数は、岡山県外に巣立っていく。巣立った先は、岡山のように、必ずしも「災害
が少ない街」であるとは限らない。学生時代に過ごした街の防災意識の低さに引きずられて、卒業生も
そうなってはならないのであり、学生の防災意識を高めつつ、街の防災意識を高めていくことが必要で
あり、熊本の事例に学び、岡山に還元することで、社会的精神的に継続的な支援を具体的に行いつつ、
学生と街の防災意識を涵養する教育プログラムとして実施した。
　なお、本授業の取組みは、平成29年度岡山市「岡山市大学生まちづくりチャレンジ事業」の採択を受
け、学生の旅費、催事会場の設営に関する諸費に充てた。

３．実施した授業内容
【授業の概要】
　大学での学びは、机の前に座っての学びを「デスクワーク」と呼ぶなら、街の動きの中で学ぶ「フィー
ルドワーク」という学び方もある。高校→大学→社会という「移行」の問題を考える時、大学生の学び
は、社会人への「移行」を念頭にしたものとなるべきであり、それを実践的に学習する場が、実践型社
会連携教育であるといえる。
　この科目では、実践型社会連携教育の理念と親和的なサービスラーニングという教育手法を導入した。
　また、問題群（problems）から個別具体的な課題（issue）を見極め、見定めることができるよう、
世の中への目利きとなることを意図とした科目として展開される。
　したがって、この科目での「まちづくり」とは、狭義の都市計画・建築計画におけるそれにとどまら
ず、受講生を含めた生活者の主体的で社会的な営み全般をイメージしている。
　「実践型まちづくり論・熊本プロジェクト」は、夏季集中開講のこの科目「３A」と第３学期に開講
する「３B」（講義番号：912072）との連続履修を前提とした。平成28年４月14日、16日に発生した熊
本地震被災地での実践活動を通して、岡山での暮らしを災害に対して強くすることを構想した。
　現地に赴き、発災から１年余りが経過した被災地の現状に寄り添い、その災害復興過程に継続的にか
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かわりながら、わたしたちのふだんの暮らしを変えていく取組みを具体的に実践した。
夏季集中開講科目「３A」
　３学期に開講する「３B」で実施する、岡山での暮らしを災害に強くしていくための啓発活動を計画し、
実施するための下準備として、熊本・阿蘇地域等での実践活動を行った。
　具体的には、地震前から阿蘇地域の自然や人を撮り続ける写真家や、発災直後から多くの障害者を受
け入れ、また、地域のボランティアニーズの媒介となった福祉施設、体育館をはじめキャンパスが避難
所となり、その運営に携わった熊本大学の学生などへの聴き取りや、現地での復興支援ボランティア活
動に従事した。
　帰岡後、事後学習の機会を設け、実践活動を省察し、３学期に開講する「３B」で行う啓発活動の「焦
点」を見定めた。
第３学期開講科目「３B」
　夏季集中期間に開講した「３A」で行った熊本・阿蘇地域等での実践活動を通して、岡山での暮らし
を災害に強くしていくための啓発活動を計画し、実施した。
　具体的には、「３A」での実践活動の省察を経て、わたしたちのふだんの暮らしを防災の視点から変
えていく啓発的な取組み等（写真展、など）を岡山市内で企画し、実施した。
　啓発的な取組み等の実施を通して、岡山の人たちの暮らしにおける防災への意識の現状と課題を理解
し、それを乗り越えていくことを構想した。

【学習目標】
１．激甚災害によって、「それまで」の日常を断絶されることへの当事者性に寄り添うことができる。
２． 被災地、被災者のいまを伝えることで、被災の「内」と「外」の関係性やそこにある葛藤を見定め

ることができる。
３． 受講生自身の防災への身体性を言語化し、それを通して、他者のそれに影響を及ぼそうとすること

ができる。

【授業計画】

「３A」
第１講　８月８日（火）９限、10限の一部（18：40－20：50）
　事前学習１　オリエンテーション、チームビルディング、活動目標・行動計画の設定と共有
第２講　８月21日（月）９限、10限の一部（18：40－20：50）
　事前学習２　現地行動のデザイン
第３講-第７講　８月25日から８月27日まで（２泊３日）
　現地での実践活動
第８講　９月５日（火）９限、10限の一部（18：40－20：50）
　事後学習　ふりかえりとまとめ――被災地に思いを致す、わたしたちの暮らしを具体的に変える

「３B」
第１講、第２講　10月４日（水）９限、10限の一部（18：40－20：50）
　事前学習１　オリエンテーション、チームビルディング、活動目標・行動計画の設定と共有
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■９-５-３　実践型まちづくり論3A/3B（熊本プロジェクト）
担当：山田一隆准教授（地域総合研究センター）、前田芳男副センター長（地域総合研究センター）
１．科目概要
科目区分　　　　　　教養科目（実践知・感性（実践知））/選択１単位/講義番号912070、912071
実践型科目タイプ　　タイプA
学期・時限・教場　　夏季集中、３学期/その他/AGORA

２．開講の動機
　平成28年４月14日、16日に発災した熊本地震は、最大震度７を記録し、地震被害による直接の死者50
名、関連の死者200名近くの被害をもたらしている。震災復興は緒に就いたばかりであり、阪神淡路を
はじめとして先の震災復興過程の実務や研究は、経済的社会的のみならず、精神的にも継続的な支援を
行っていく必要を指摘している。
　他方で、本学の立地する岡山は、一般に「災害が少ない街」と認識されているが、実際には、干拓に
よる人工的な地形改変によって、水害に弱いことは専門家によって指摘されているばかりでなく、当該
干拓地に長らく住む住民には認識されている。にもかかわらず、行政を含め市民一般には、防災意識の
低さが指摘されて久しい。
　本学の卒業生の約半数は、岡山県外に巣立っていく。巣立った先は、岡山のように、必ずしも「災害
が少ない街」であるとは限らない。学生時代に過ごした街の防災意識の低さに引きずられて、卒業生も
そうなってはならないのであり、学生の防災意識を高めつつ、街の防災意識を高めていくことが必要で
あり、熊本の事例に学び、岡山に還元することで、社会的精神的に継続的な支援を具体的に行いつつ、
学生と街の防災意識を涵養する教育プログラムとして実施した。
　なお、本授業の取組みは、平成29年度岡山市「岡山市大学生まちづくりチャレンジ事業」の採択を受
け、学生の旅費、催事会場の設営に関する諸費に充てた。

３．実施した授業内容
【授業の概要】
　大学での学びは、机の前に座っての学びを「デスクワーク」と呼ぶなら、街の動きの中で学ぶ「フィー
ルドワーク」という学び方もある。高校→大学→社会という「移行」の問題を考える時、大学生の学び
は、社会人への「移行」を念頭にしたものとなるべきであり、それを実践的に学習する場が、実践型社
会連携教育であるといえる。
　この科目では、実践型社会連携教育の理念と親和的なサービスラーニングという教育手法を導入した。
　また、問題群（problems）から個別具体的な課題（issue）を見極め、見定めることができるよう、
世の中への目利きとなることを意図とした科目として展開される。
　したがって、この科目での「まちづくり」とは、狭義の都市計画・建築計画におけるそれにとどまら
ず、受講生を含めた生活者の主体的で社会的な営み全般をイメージしている。
「実践型まちづくり論・熊本プロジェクト」は、夏季集中開講のこの科目「３A」と第３学期に開講

する「３B」（講義番号：912072）との連続履修を前提とした。平成28年４月14日、16日に発生した熊
本地震被災地での実践活動を通して、岡山での暮らしを災害に対して強くすることを構想した。
　現地に赴き、発災から１年余りが経過した被災地の現状に寄り添い、その災害復興過程に継続的にか
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【授業時間外の学習方法】
フィールドワークやグループワークを伴う科目であるため、時間割上で割り当てられた教室での講義

等の時間帯だけでなく、教室外活動を伴う活動を時間割上の時間を振り替えたり、授業外学習時間を活
用して主体的に学習することが求められる。

【成績評価】
　教室内活動および教室外活動における参加意欲
　グループ活動のパフォーマンス（学習、活動、プレゼンテーションなど）

レポート等の提出物における質

【研究活動との関連】
　科目担当者の専門分野は、サービスラーニング、ボランティア学習、地域コーディネート論、まちづ
くり教育、社会教育・生涯学習論である。

【DP要素との関連割合】

４．サービスラーニングの理論に基づく学習過程の枠組み

人間性・倫理観【教養】 ５％ 情報活用力【情報力】 10％
創造力・想像力【教養】 10％ 情報発信力【情報力】 ５％
論理的思考力・判断力【教養】 ５％ 主体的行動力【行動力】 25％
幅広い分野への知的関心【教養】 ５％ 自己実現力【自己実現力】 25％
情報収集力【情報力】 10％

※ この科目で実施する熊本での実践活動に伴う交通費と宿泊費、催事の開催費用ついては、この科目の取組みに対して、
岡山市「岡山市大学生まちづくりチャレンジ事業」の採択を受け、さらに、岡山市の当該事業報告会（平成30年２月
15日実施）で受講生が報告のため登壇した。

第３講-第10講　10月11日、18日、25日、11月８日の各水曜日９限、10限の一部（18：40－20：50）
　実践活動１　啓発的な取組み（写真展、など）の企画、準備
第11講-第14講　11月14日（土）、15日（日）
　 実践活動２　啓発的な取組み（写真展、など）の運営（イオンモール岡山１階アトリウム「未来

スクエア」）
第15講、第16講　11月22日（水）９限、10限の一部（18：40－20：50）
　 事後学習１　ふりかえりとまとめ――わたしたちの暮らしを具体的に変えるために、いまから何

をするのか
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５．授業風景

６．受講生の学び
⑴ 学生たちが紡いだイオンモール岡山でのイベントのキーメッセージ

⃝Never happen is never.
⃝気持ちの賞味期限、を延ばす
⃝大切な人を守りたいなら、自分を守る
⃝被災者になった時のことをイメージする

⑵ 受講生レポートから
街の人の意識
⃝ 防災意識の低さは認識しても、何もアクションをしないとおっしゃった方が複数いらっしゃった

のは、課題だと思う。
　　⃝ 対話を通してまず気づいたのは、「岡山の人は、防災意識が低いことを自覚している」というこ

とである。岡山に住む人は、防災は実践しなければならないと分かってはいるけれど、行動には
起こせていない。

▲ 現地での聴きとりに備え質問事項を整
理（平成29年８月21日）

▲ ふりかえり――イベントを通して、伝
えたこと伝えられなかったこと、聞い
た語り（平成29年11月22日）
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【授業時間外の学習方法】
　フィールドワークやグループワークを伴う科目であるため、時間割上で割り当てられた教室での講義
等の時間帯だけでなく、教室外活動を伴う活動を時間割上の時間を振り替えたり、授業外学習時間を活
用して主体的に学習することが求められる。

【成績評価】
　教室内活動および教室外活動における参加意欲
　グループ活動のパフォーマンス（学習、活動、プレゼンテーションなど）
　レポート等の提出物における質

【研究活動との関連】
　科目担当者の専門分野は、サービスラーニング、ボランティア学習、地域コーディネート論、まちづ
くり教育、社会教育・生涯学習論である。

【DP要素との関連割合】

４．サービスラーニングの理論に基づく学習過程の枠組み

人間性・倫理観【教養】 ５％ 情報活用力【情報力】 10％
創造力・想像力【教養】 10％ 情報発信力【情報力】 ５％
論理的思考力・判断力【教養】 ５％ 主体的行動力【行動力】 25％
幅広い分野への知的関心【教養】 ５％ 自己実現力【自己実現力】 25％
情報収集力【情報力】 10％

※この科目で実施する熊本での実践活動に伴う交通費と宿泊費、催事の開催費用ついては、この科目の取組みに対して、
岡山市「岡山市大学生まちづくりチャレンジ事業」の採択を受け、さらに、岡山市の当該事業報告会（平成30年２月
15日実施）で受講生が報告のため登壇した。

第３講-第10講 10月11日、18日、25日、11月８日の各水曜日９限、10限の一部（18：40－20：50）
　実践活動１　啓発的な取組み（写真展、など）の企画、準備
第11講-第14講　11月14日（土）、15日（日）

実践活動２　啓発的な取組み（写真展、など）の運営（イオンモール岡山１階アトリウム「未来
スクエア」）

第15講、第16講　11月22日（水）９限、10限の一部（18：40－20：50）
事後学習１　ふりかえりとまとめ――わたしたちの暮らしを具体的に変えるために、いまから何
をするのか

受講生自身の意識の変化
⃝ 筆者の防災に対する意識も変化した。そして、この変化を来場者に知ってもらうことを目指して

イベントの運営を行い、その結果、来場者の一部にも意識の変化が見受けられた。
⃝ この講義を通じて、自分の防災意識を高めることを目標にしていたが、自分でも防災袋を作成し、

自分の部屋のすぐに見えるところに設置した。すぐ目の届くところに置くことで、日常的に防災
について考えることができるのではないかと思う。

⃝ プロジェクトを通じて、自身は防災の意識を確かに高めることができた。「キャンプ×防災」を
新たなキーワードとして捉え、無理のない範囲での、自身が楽しんでできる防災を見出すことが
できた。
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伝える/伝わる工夫
⃝ 筆者は、平成29年９月17日の台風により、ひざ下まで冠水した岡山市内で暗闇のなか迷子になり、

恐怖を覚えたという経験をした。この経験から、水害の恐ろしさを来場者に伝える工夫がしたい
と考えていた。それが、子どもの身長ほどの桃太郎と共に浸水する高さの凡例を可視化した「等
身大ももたろう君」のパネルであった。

⃝ ハザードマップで自宅のある地域の状況を想像してもらったり、熊本の写真を見ながら、長野さ
んの説明書きや前田先生から伺った当時の話を伝えたりしながら、声がけをすることで、何か意
識が変わったなと感じた方が、一定数いらっしゃったのでその点は良かった。

伝えられなかったこと、伝わらなかったこと
⃝ 「気持ちの賞味期限を延ばす」という点については、多くの来場者に理解してもらえたとは言え

ないと思う。
⃝ （上述（１）の）上記のキーワードを伝えるレベルにまで話を持って行くことは非常に難しかっ

た。そのように感じた要因としては、①「自分自身を守らないと、大切な人を誰一人守れない」
というキーワードがそもそもレベルの高い質問であった。②自身の対話の仕方に問題があった。
の二点が考えられる。

■９-５-４　実践型教育/学習概論
担当：山田一隆准教授（地域総合研究センター）
１．科目概要
科目区分 教養科目（実践知・感性（実践知））/選択１単位/講義番号912016、912017
実践型教育タイプ　　タイプB
学期・時限・教場　　１、２学期/木曜７、８限/一般教育棟A36教室

２．開講の動機
　岡山大学では、「実践型社会連携教育」プログラムを全学展開するにあたり、教養科目において「実
践型教育/学習概論１」を、平成28年度から開講した。
　学生は、二言目には、「実学的、実践的な授業をやってほしい」という。「学士力」や「社会人基礎力」、

「企業が求める人材像と必要な資質能力」などが唱道されているのか、参加型学習が必要なのか、と言っ
たことは、彼らには感覚的理解はあっても、経済政策や文教政策、科学技術政策のなかでどのように位
置付けられているのかは、ほとんど理解していない。
　大学教員や政策的含意のなかで、「実践的」と呼ばれる学びに込められている意図を理解したうえで、
その後の教養教育や専門教育に臨んでもらうことは、卒後に、彼らが主体的学習者として、自ら課題を
設定し、学び続ける契機を与えることになるのではないか。科目担当者は、そのような問題意識で試行
錯誤の授業づくりをおこなった。
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３．今年度の改善点
　昨年度の当該科目では、大学入学直後の１年生を主たる学習者と想定し、実践型社会連携教育科目へ
の緩やかないざないを意識して、大学での学び（方）を地域や社会との関係性のなかでとらえるための
考え方や、グループワークや社会調査の基本的な技法について実践的に伝えてきた。
　今年度は、高校→大学→社会という「移行」の問題を科目の軸にすえた。１学期の「実践型教育/学
習概論１」の内容は維持しつつ、２学期の「同２」の内容を刷新し、「１」では、高校→大学の移行を、「２」
では、大学→社会の移行を、主に扱うこととした。受講生は続けて履修することで、高校→大学の移行
の後、「近未来」の社会人となった自分自身のイメージをもつためのきっかけを与え、そこからバックキャ
ストして、大学での学びのデザインを行いうる素養を培うことをねらったものである。

また、「２」の刷新は、他の学部・研究科で有単位ないし事後申告で単位付与する、各種のインター
ンシップ科目に対して、比較的標準化された事前学習科目を開発する意図も含んでいる。すなわち、大
学での学び方を向社会的なものとすることとあわせ、インターンシップやサービスラーニングなど、現
場や地域、社会での実践活動を伴う科目を受講しようとする学生にとって、それらの活動シーンで求め
られる素養を、現場等に出る前に、前提知識となる知識を、受講者の能動性を前提としつつ、実践的に
教室で学ぶことも意図した。
　この刷新と試みにあたっては、地域総合研究センター実践型教育プランナー・吉川幸氏の発案とオー
ガナイズによるところが大きい。

４．実践型教育/学習概論１
⑴ 実施した授業内容
　【授業の概要】

　大学生の学びの場は、キャンパス内にとどまるものではない。社会実践的な体験を通して得られ
る学びは、人間的成長や、専門的知識への関心の喚起など、かけがえのないものである。
　高校→大学→社会という「移行」の問題を考える時、大学生の学びは、社会人への「移行」を念
頭にしたものとなるべきであり、それを実践的に学習する場が、実践型社会連携教育であるといえ
る。
　しかし、そのことは、活動を行っていない者にはなかなか理解しがたい。また、社会的な活動で
あるために、事前に注意事項を理解しておく必要がある。
　そのため、実践型教育/学習へといざなう動機付けとそれに参加するための心構えを修得するこ
とが本講義の目的である。

【学習目標】
以下の３点について、自分のことばで語れるようになること
１． 大学での学習（正課・課外、キャンパス内・外）、研究に対する自身の主体的な動機と意義（「な

ぜ、わたしは、大学で学ぶのか」）
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受講生自身の意識の変化
⃝筆者の防災に対する意識も変化した。そして、この変化を来場者に知ってもらうことを目指して

イベントの運営を行い、その結果、来場者の一部にも意識の変化が見受けられた。
⃝この講義を通じて、自分の防災意識を高めることを目標にしていたが、自分でも防災袋を作成し、

自分の部屋のすぐに見えるところに設置した。すぐ目の届くところに置くことで、日常的に防災
について考えることができるのではないかと思う。

⃝プロジェクトを通じて、自身は防災の意識を確かに高めることができた。「キャンプ×防災」を
新たなキーワードとして捉え、無理のない範囲での、自身が楽しんでできる防災を見出すことが
できた。
伝える/伝わる工夫
⃝筆者は、平成29年９月17日の台風により、ひざ下まで冠水した岡山市内で暗闇のなか迷子になり、

恐怖を覚えたという経験をした。この経験から、水害の恐ろしさを来場者に伝える工夫がしたい
と考えていた。それが、子どもの身長ほどの桃太郎と共に浸水する高さの凡例を可視化した「等
身大ももたろう君」のパネルであった。

⃝ハザードマップで自宅のある地域の状況を想像してもらったり、熊本の写真を見ながら、長野さ
んの説明書きや前田先生から伺った当時の話を伝えたりしながら、声がけをすることで、何か意
識が変わったなと感じた方が、一定数いらっしゃったのでその点は良かった。
伝えられなかったこと、伝わらなかったこと
⃝「気持ちの賞味期限を延ばす」という点については、多くの来場者に理解してもらえたとは言え

ないと思う。
⃝（上述（１）の）上記のキーワードを伝えるレベルにまで話を持って行くことは非常に難しかっ

た。そのように感じた要因としては、①「自分自身を守らないと、大切な人を誰一人守れない」
というキーワードがそもそもレベルの高い質問であった。②自身の対話の仕方に問題があった。
の二点が考えられる。

■９-５-４　実践型教育/学習概論
担当：山田一隆准教授（地域総合研究センター）
１．科目概要
科目区分　　　　　　教養科目（実践知・感性（実践知））/選択１単位/講義番号912016、912017
実践型教育タイプ　　タイプB
学期・時限・教場　　１、２学期/木曜７、８限/一般教育棟A36教室

２．開講の動機
　岡山大学では、「実践型社会連携教育」プログラムを全学展開するにあたり、教養科目において「実
践型教育/学習概論１」を、平成28年度から開講した。
　学生は、二言目には、「実学的、実践的な授業をやってほしい」という。「学士力」や「社会人基礎力」、

「企業が求める人材像と必要な資質能力」などが唱道されているのか、参加型学習が必要なのか、と言っ
たことは、彼らには感覚的理解はあっても、経済政策や文教政策、科学技術政策のなかでどのように位
置付けられているのかは、ほとんど理解していない。
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２． 大学の社会的役割を理解し、自身の大学での学びと現代社会が抱える課題との関連（「わたしは、
大学での学びを通して、現代社会の課題とどのようにかかわるのか」）

３． 自身の社会的な役割を果たすために、生涯にわたる主体的学習者としての学習課題の設定（「わ
たしは、現在および卒業後、社会の一員としての役割を果たすために、現在および卒業後、何
を学ばなければならないのか」）

【授業計画】
第１講、第２講　　導入/オリエンテーション
第３講、第４講　　実践型教育/学習へのまなざし

参加型学習の必要性/グループワークとその方法
第５講―第８講　　課題を探る

 現場に臨むための３つのデザイン/仮説のデザイン/調査のデザイン/現地活
動のデザイン/社会調査あれこれ

第９講、第10講　　中間まとめ
第11講―第14講　　地域人として生きる

（１）特定非営利活動法人岡山NPOセンター　西村こころさんのお話
（２）岡山市市長公室広報広聴課　遠藤千里さんのお話

第15講、第16講　　まとめ
「まなびほぐし」ということ

【授業時間外の学習方法】
　グループワークを伴う科目であるため、時間割上で割り当てられた教室での講義等の時間帯だけ
でなく、授業外学習時間を活用して主体的に学習することが求められる。
※実際、毎週の授業のうち、３分の１程度の時間は、２-５名でのグループ作業に充てた。
※ ほぼ毎回の授業で、事前学習課題、事後学習課題を指定し、ミニレポートは翌日までに提出する

こととした。

【成績評価】
　参加意欲
　グループ活動のパフォーマンス（学習、活動、プレゼンテーションなど）

レポート等の提出物における質

【研究活動との関連】
　科目担当者の専門分野は、サービスラーニング、ボランティア学習、地域コーディネート論、ま
ちづくり教育、社会教育・生涯学習論である。したがって、講義内容は、おもに社会科学の知見を
基盤としている。
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【DP要素との関連割合】

⑵ 受講生の受講前の「実践型学習」のイメージ
初回の授業で、「現時点での既有知識の限りで、「実

践型（の）学習」とはこういうものだなと思うこと（イ
メージ）を、根拠を示しつつ述べよ。」というミニレポー
トを課した。担当者の意図は、受講以前の「実践型（の）
学習」イメージを記述させておくことで、受講生自身
がこの科目の受講を契機として、イメージ変容を実感
する「基点」を提供すること、また、多様な学部から
受講している教養科目において、受講生間の多様なイ
メージ共有を図ること、本学が目指す「実践型社会連
携教育」の含意を紹介する導入とすること、であった。
翌週の授業では、テキストマイニングソフト「KH
Coder」による解析結果（右図）を示し、受講生が持
つイメージについて考察した。

⑶ 授業風景

創造力・想像力【教養】 ５％ 情報活用力【情報力】 10％
論理的思考力・判断力【教養】 10％ 情報発信力【情報力】 ５％
幅広い分野への知的関心【教養】 10％ 主体的行動力【行動力】 25％
情報収集力【情報力】 10％ 自己実現力【自己実現力】 25％

ミニレポートから得られた共起ネットワーク
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２．大学の社会的役割を理解し、自身の大学での学びと現代社会が抱える課題との関連（「わたしは、
大学での学びを通して、現代社会の課題とどのようにかかわるのか」）

３．自身の社会的な役割を果たすために、生涯にわたる主体的学習者としての学習課題の設定（「わ
たしは、現在および卒業後、社会の一員としての役割を果たすために、現在および卒業後、何
を学ばなければならないのか」）

【授業計画】
第１講、第２講　　導入/オリエンテーション
第３講、第４講　　実践型教育/学習へのまなざし
　　　　　　　　　参加型学習の必要性/グループワークとその方法
第５講―第８講　　課題を探る

現場に臨むための３つのデザイン/仮説のデザイン/調査のデザイン/現地活
動のデザイン/社会調査あれこれ

第９講、第10講　　中間まとめ
第11講―第14講　　地域人として生きる

（１）特定非営利活動法人岡山NPOセンター　西村こころさんのお話
（２）岡山市市長公室広報広聴課　遠藤千里さんのお話

第15講、第16講　　まとめ
「まなびほぐし」ということ

【授業時間外の学習方法】
　グループワークを伴う科目であるため、時間割上で割り当てられた教室での講義等の時間帯だけ
でなく、授業外学習時間を活用して主体的に学習することが求められる。
※実際、毎週の授業のうち、３分の１程度の時間は、２-５名でのグループ作業に充てた。
※ほぼ毎回の授業で、事前学習課題、事後学習課題を指定し、ミニレポートは翌日までに提出する

こととした。

【成績評価】
　参加意欲
　グループ活動のパフォーマンス（学習、活動、プレゼンテーションなど）
　レポート等の提出物における質

【研究活動との関連】
　科目担当者の専門分野は、サービスラーニング、ボランティア学習、地域コーディネート論、ま
ちづくり教育、社会教育・生涯学習論である。したがって、講義内容は、おもに社会科学の知見を
基盤としている。

⑷ 受講生自身が設定した期末レポート論題（抄）

私の拡大・縮小と地域人としての私
可能性を広げるということ
学び続ける生き方～今まで、そしてこれから～
生涯の課題
薬学部での学びを実践知に結びつけるには

大学と社会
私が学んだこの４年間「学ぶ」上で大事なこと
知識の発信者として学ぶ
オンリーワンになるための学び
薬学研究者が持つべき実践知とは
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⑸ 授業前後の態度特性に関する自己評価
　「実践型教育/学習概
論１」の受講を通して、
受講生は、単位や卒業の
ための学修から、自分自
身の将来のために大学で
学ぶ意義を見いだす契機
をつかんでくれたのだろ
うか。

　　 　授業前（第１講）と授
業後（第16講）で、同一
の「 自 己 評 価 シ ー ト 」

（Díaz, D., Furco, A. and 
Yamada, H. （2000）を修
正した西田心平・中根智
子（2007）の29項目に、
自 己 主 導 学 習 者 self-
directed learner の ３ 項
目を追加した32項目）を
用いて、受講生の態度特

性変化を観察した。事後と事前の変化量をグラフに示した。
　　 　その結果、学業academic、キャリアcareer、市民としての責任civic responsibility、自己主導学

習者self-directed learnerに関する項目で、統計的に有意に上昇したものがみられた。エンパワメ
ントempowermentに関する項目では、統計的に有意に下降したものがみられた。これからの大学
での学修を単位や卒業のためにとどまらず、卒業後の進路や生活、市民としての責任に結び付けて
考えようとする意識が高まった。また、グループでの学習や活動において、各自の役割を理解し実
行することができるようになった。他方で、自分の気持ちをうまく伝えることの難しさを改めて認
識した様子がうかがえる。
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５．実践型教育/学習概論２
⑴ 実施した授業内容
　【授業の概要】

　大学生の学びの場は、キャンパス内にとどまるものではない。社会実践的な体験を通して得られ
る学びは、人間的成長や、専門的知識への関心の喚起など、かけがえのないものである。
　高校→大学→社会という「移行」の問題を考える時、大学生の学びは、社会人への「移行」を念
頭にしたものとなるべきであり、それを実践的に学習する場が、実践型社会連携教育であるといえ
る。
　本科目は、インターンシップやサービスラーニングなど、現場や地域、社会での実践活動を伴う
科目を受講しようとする学生にとって、それらの活動シーンで求められる素養を、現場等に出る前
に、前提知識となる知識を、受講者の能動性を前提としつつ、実践的に教室で学ぶことを企図して
いる。
　とりわけ、本科目では、社会で働くことを念頭に、１）学生である自分と、社会で働くビジネス
パーソンとの「仕事観」「経験」「能力」「知識」の共通点、差異を考え、２）上記を参照して、働
く意味、在学中にインターンシップに参加する意味を考え、３）ビジネスマナー、基礎的なビジネ
ススキルを理解し、使えるようになる、ことを目的とした。

【学習目標】
１． 学習者として守られた状態ながら、「社会」や「社会人」、「働くこと」について垣間見て、社

会に出る前段階の大学生として、自分がどのように学ぶかが理解できる
２． 自分の学修目標について明確に語れるようになる

【授業計画】
第１講 イントロダクション

 講座のイメージ形成/学習動機の言語化/「社会」や「社会人」についての既
有知識の検証、現代社会の課題を検討

第２講 　「働く」を考える
自分の仕事観を言語化する/自分に不足している要素を可視化する

第３講、第４講　　「地域」を考える
 身近な地域として「岡山県」を題材に、人口、産業、社会の状態を知り、自分
事としてどう関わるかを考える

第５講、第６講　　「行政」を考える
 30代行政パーソンをゲストに迎え社会人の視点から見た行政施策や社会状況に
ついて考える
新庄村産業建設課主任　池田洋文さん

第７講、第８講　　「働く」を考える
20代ビジネスパーソンをゲスト講師に招き、数年後の自分をイメージする
倉敷木材株式会社住宅事業部　國代健介さん

第９講、第10講　　「働く」を考える
インプットの中間整理を行い、多様性の中で働くことを考える
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⑷ 受講生自身が設定した期末レポート論題（抄）

⑸ 授業前後の態度特性に関する自己評価
「実践型教育/学習概

論１」の受講を通して、
受講生は、単位や卒業の
ための学修から、自分自
身の将来のために大学で
学ぶ意義を見いだす契機
をつかんでくれたのだろ
うか。
　授業前（第１講）と授
業後（第16講）で、同一
の「 自 己 評 価 シ ー ト 」

（Díaz, D., Furco, A. and 
Yamada, H. （2000）を修
正した西田心平・中根智
子（2007）の29項目に、
自 己 主 導 学 習 者 self-
directed learner の ３ 項
目を追加した32項目）を
用いて、受講生の態度特
性変化を観察した。事後と事前の変化量をグラフに示した。

その結果、学業academic、キャリアcareer、市民としての責任civic responsibility、自己主導学
習者self-directed learnerに関する項目で、統計的に有意に上昇したものがみられた。エンパワメ
ントempowermentに関する項目では、統計的に有意に下降したものがみられた。これからの大学
での学修を単位や卒業のためにとどまらず、卒業後の進路や生活、市民としての責任に結び付けて
考えようとする意識が高まった。また、グループでの学習や活動において、各自の役割を理解し実
行することができるようになった。他方で、自分の気持ちをうまく伝えることの難しさを改めて認
識した様子がうかがえる。

私の拡大・縮小と地域人としての私
可能性を広げるということ
学び続ける生き方～今まで、そしてこれから～
生涯の課題
薬学部での学びを実践知に結びつけるには

大学と社会
私が学んだこの４年間「学ぶ」上で大事なこと
知識の発信者として学ぶ
オンリーワンになるための学び
薬学研究者が持つべき実践知とは
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第11講、第12講　　「他者とともに働く」を考える
 ビジネスマナーの具体例を学び、その意味や目的を考える/リスクマネジメン
トについて理解する

第13講、第14講　　学外活動「ジョブシャドウイング」
行政機関や企業を訪問し、社会人の様子を観察し、ビジネス現場を垣間見る

第15講、第16講　　振返り
今日この後からの学び方を計画する

【授業時間外の学習方法】
　グループワークを伴う科目であるため、時間割上で割り当てられた教室での講義等の時間帯だけ
でなく、授業外学習時間を活用して主体的に学習することが求められる。
※ 実際、毎週の授業のうち、３分の１程度の時間は、２-５名でのグループ作業に充てた。
※ ほぼ毎回の授業で、事前学習課題、事後学習課題を指定し、ミニレポートは翌日までに提出する

こととした。

【成績評価】
　参加意欲
　グループ活動のパフォーマンス（学習、活動、プレゼンテーションなど）

レポート等の提出物における質

【研究活動との関連】
　科目担当者の専門分野は、サービスラーニング、ボランティア学習、地域コーディネート論、ま
ちづくり教育、社会教育・生涯学習論である。
　したがって、講義内容は、おもに社会科学の知見を基盤としている。

【DP要素との関連割合】

⑵ ジョブシャドウイング
１）主旨

現実社会で起きている事象を様々な角度から切り取り、社会科学の視点で吟味する方法を学び、
主体的な学習者として「自ら問いを立てる力」を育てることを目的とし、社会人の働く職場を訪
問し、その「働く背中」を観察する。
２）実施手順

職場では学生を担当する「メンター」を指名し、学生はメンターの「影（シャドウ）」となっ
て業務の場に同席する。

創造力・想像力【教養】 ５％ 情報活用力【情報力】 10％
論理的思考力・判断力【教養】 10％ 情報発信力【情報力】 ５％
幅広い分野への知的関心【教養】 10％ 主体的行動力【行動力】 25％
情報収集力【情報力】 10％ 自己実現力【自己実現力】 25％
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３）実施上の留意点
学生は気づいた点についてメモを取る場合があるが、状況によりメモを取ることが許されない

場合は、職場の指示に従う。職場内の写真撮影や録音は禁じている。
４）実施協力機関、日程、学生数

５）活動日報からみた受講生の気づき
本活動の事後学習課題として、「活動日報」を作成し、活動日の翌日までに科目担当者にメー

ルで提出するよう、あらかじめ指示した。活動日報
の「発見・気づき、思ったこと・感じたこと」欄お
よび「そのように思ったり感じたりしたのはなぜか」
欄に学生12名が記入した文章を、テキストマイニン
グソフト「KH Coder」を使用して解析した。解析
対象の総語数は5,439語、文の数は240文であった。
 　出現パターンの似通った語同士を線で結び、共起
関係を表したネットワーク図を描いたところ、下図
の結果が得られた。なお、円は個々の語を指し、円
が大きいほど、出現頻度が高いことを意味する。ま
た、円と円を結ぶ線が太いほど、強い共起関係を意
味する。同じ色で表現された円は、互いに近しい文脈で使用されていることを意味する。
 　黄色や赤のグループには、職場でのコミュニケーションが良い関係に寄与していることが表れ
ている。緑のグループでは意見表明することが職場や会議で求められていると感じたことが、黄
緑や青のグループには、地域の行政や産業の現状を知らないことに気づいたことが表れている。
ピンクのグループには必要なスキルとしてのパソコン操作や電話対応力を認識したことが表れて
いる。また、「思う」－「自分」－「仕事」のつながりから、学生は「メンター」の姿に近い将
来の自分が働く姿を投影して考えていることがうかがえる。

機関名 部課名 メンター人数 学生人数
ANAクラウンプラザホテル岡山 管理部 １名 １名
岡山県ボランティア・NPO活動支援センター １名 ２名
岡山市産業観光局 産業振興・雇用推進課 １名 １名
岡山市政策局 政策企画課 ２名 ２名
岡山市都市整備局 都市企画総務課 １名 ２名
株式会社ミナモト建築工房 ３名 －
倉敷木材株式会社 ２名 －
丸善雄松堂株式会社 岡山支店 １名 １名
福武教育文化振興財団 ３名 ３名
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第11講、第12講　　「他者とともに働く」を考える
ビジネスマナーの具体例を学び、その意味や目的を考える/リスクマネジメン
トについて理解する

第13講、第14講　　学外活動「ジョブシャドウイング」
　　　　　　　　　行政機関や企業を訪問し、社会人の様子を観察し、ビジネス現場を垣間見る
第15講、第16講　　振返り
　　　　　　　　　今日この後からの学び方を計画する

【授業時間外の学習方法】
　グループワークを伴う科目であるため、時間割上で割り当てられた教室での講義等の時間帯だけ
でなく、授業外学習時間を活用して主体的に学習することが求められる。
※実際、毎週の授業のうち、３分の１程度の時間は、２-５名でのグループ作業に充てた。
※ほぼ毎回の授業で、事前学習課題、事後学習課題を指定し、ミニレポートは翌日までに提出する

こととした。

【成績評価】
　参加意欲
　グループ活動のパフォーマンス（学習、活動、プレゼンテーションなど）
　レポート等の提出物における質

【研究活動との関連】
　科目担当者の専門分野は、サービスラーニング、ボランティア学習、地域コーディネート論、ま
ちづくり教育、社会教育・生涯学習論である。
　したがって、講義内容は、おもに社会科学の知見を基盤としている。

【DP要素との関連割合】

⑵ ジョブシャドウイング
　　１）主旨

　現実社会で起きている事象を様々な角度から切り取り、社会科学の視点で吟味する方法を学び、
主体的な学習者として「自ら問いを立てる力」を育てることを目的とし、社会人の働く職場を訪
問し、その「働く背中」を観察する。

　　２）実施手順
　職場では学生を担当する「メンター」を指名し、学生はメンターの「影（シャドウ）」となっ
て業務の場に同席する。

創造力・想像力【教養】 ５％ 情報活用力【情報力】 10％
論理的思考力・判断力【教養】 10％ 情報発信力【情報力】 ５％
幅広い分野への知的関心【教養】 10％ 主体的行動力【行動力】 25％
情報収集力【情報力】 10％ 自己実現力【自己実現力】 25％
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⑶ 授業風景

⑷ 受講生自身が設定した期末レポート論題（抄）

⑸ 授業前後の態度特性に関する自己評価
　「実践型教育/学習概論２」の
受講を通して、受講生は、単位や
卒業のための学修から、自分自身
の将来のために大学で学ぶ意義を
見いだす契機をつかんでくれたの
だろうか。

　　 　授業前（第１講）と授業後（第
16講）で、同一の「自己評価シー
ト 」（Díaz, D., Furco, A. and
Yamada, H. （2000）を修正した西
田心平・中根智子（2007）の29項
目 に、 自 己 主 導 学 習 者 self-
directed learnerの３項目を追加
した32項目）を用いて、受講生の
態度特性変化を観察した。事後と
事前の変化量をグラフに示した。

▲ 仕事に含まれる要素を書き出し、理解度合いを可視化する
ワーク（平成29年８月３日）

「働くこと」を学ぶ
現在の自分とこれからの課題
社会人に向けての自己分析
大学生のうちに学修したいこと
「学ぶ」ことと「働く」こと
社会で活躍できる人になるために

社会人に向けての大学四年間
社会で取り換えのきかない人材になるために
真似て吸収する学び
社会人として活動するために今必要なこと
実践型学習概論２を振り返って
働き方と将来の社会を繋ぎ、導く大学での学び
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　　 　その結果、学業academic、キャリアcareer、市民としての責任civic responsibilityに関する項目
で、統計的に有意に上昇したものがみられた。これからの大学での学修を単位や卒業のためにとど
まらず、卒業後の進路や生活、市民としての責任に結び付けて考えようとする意識が高まった。ま
た、将来の進路をイメージしながら学生生活や大学での学修に備える姿勢が培われた。さらに、地
域社会が抱える課題への関心や関与、解決のための行動への意欲の高まりがみられた。

参考文献
Dí az, D., Furco, A. and Yamada, H. （2000） Student Post-Survey （Service-Learning）, http://www.servicelearning.org/

filemanager/download/HEdPostSL_99.pdf（2013年５月15日現在）
西 田心平・中根智子（2007） 自己評価シート、未公刊。
山 田一隆・尾崎慶太（2013） 「サービスラーニング受講を契機とした大学生の態度特性変化―活動の随意性に注億して―」
『日本福祉教育ボランティア学習学会』22号、77-88頁。

■９-５-５　「サービスラーニングのデザイン」
担当：山田一隆准教授（地域総合研究センター）
１．科目概要
科目区分　　　　　　 教養科目（実践知・感性（実践知））/選択１単位/講義番号912038、912039、

912040、912041
実践型科目タイプ　　タイプB（「１」と「２」）、タイプA（「３」と「４」）
学期・時限・教場　　 １、２、３、４学期/火曜７、８限（「１」と「２」）、その他（「３」と「４」）/

一般教育棟A36教室、ほか

２．開講の動機
　当該科目は、今年度（平成29年度）、新たに開講したものである。
　当該科目担当者は、１年生を主な学習者と想定した実践型社会連携科目「実践型まちづくり論」を、
３/４学期に開講している。「実践型まちづくり論」は、「地域課題や社会課題の現場での実践活動を通
して、当事者のニーズとその背景にある本質的な課題とを見定め、見極めることができる」ようになる
ことや、「チームで活動すること、また、受入先との協働を通して、「自分ではない他の誰か」に思いを
致し、「素の自分」の殻を破って、果たすべき役割を演じる（ロールプレイ）ことができる」ようにな
ることなどを目標に掲げている。昨年度、「実践型まちづくり論」を新たに開設し、受講生の変容を観
察したところ、経験的ではあるが、こうしたサービスラーニングプログラムの設計を学び、実際に運営
してみることが、「実践型まちづくり論」で掲げている学習目標の意図をより深く理解し、より主体的
な学習者の形成につながると考えられた。
　そこで、当該科目を開講し、サービスラーニングの歴史や原理を起点に、学習科学の知見を導入しな
がら、サービスラーニングプログラムを設計し、それを実際に「実践型まちづくり論」という科目をフィー
ルドとして運営する、という実践的に教育プログラムのデザインを学習する機会を設けることとした。
その主たる学習者像は、実践型社会連携教育科目を受講していることとし、受講生数は少数精鋭となる
ことを念頭した。時間割配当上は、２年生の教養科目が多く開講されている時限に置くことで、高学年
の受講を誘引した。
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　⑶　授業風景

⑷ 受講生自身が設定した期末レポート論題（抄）

⑸ 授業前後の態度特性に関する自己評価
「実践型教育/学習概論２」の

受講を通して、受講生は、単位や
卒業のための学修から、自分自身
の将来のために大学で学ぶ意義を
見いだす契機をつかんでくれたの
だろうか。
　授業前（第１講）と授業後（第
16講）で、同一の「自己評価シー
ト 」（Díaz, D., Furco, A. and
Yamada, H. （2000）を修正した西
田心平・中根智子（2007）の29項
目 に、 自 己 主 導 学 習 者 self-
directed learnerの３項目を追加
した32項目）を用いて、受講生の
態度特性変化を観察した。事後と
事前の変化量をグラフに示した。

▲仕事に含まれる要素を書き出し、理解度合いを可視化する
ワーク（平成29年８月３日）

▲感想や疑問点をKJ法で整理するワーク（平成29年７月６日）

「働くこと」を学ぶ
現在の自分とこれからの課題
社会人に向けての自己分析
大学生のうちに学修したいこと
「学ぶ」ことと「働く」こと
社会で活躍できる人になるために

社会人に向けての大学四年間
社会で取り換えのきかない人材になるために
真似て吸収する学び
社会人として活動するために今必要なこと
実践型学習概論２を振り返って
働き方と将来の社会を繋ぎ、導く大学での学び
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３．実施した授業内容
【授業の概要】
　大学生の学びの場は、キャンパス内にとどまるものではない。社会実践的な体験を通して得られる学
びは、人間的成長や、専門的知識への関心の喚起など、かけがえのないものである。高校→大学→社会
という「移行」の問題を考える時、大学生の学びは、社会人への「移行」を念頭にしたものとなるべき
であり、それを実践的に学習する場が、実践型社会連携教育であるといえる。
　本科目は、実践型社会連携教育の理念と親和的なサービスラーニングという教育手法について学ぶこ
とを目的として提供した。１学期では原理、２学期では計画論と評価論を学び、実際のサービスラーニ
ングプログラムの開発に取り組む。３学期と４学期では、２学期で開発したプログラムを実際に運営す
るなかで、運営と評価の実践論を学ぶ。１学期だけの受講も可能であるが、２学期、さらに、３学期、
４学期まで通して履修することで、サービスラーニングという教育手法を体系的実践的に習得すること
が期待できる。本科目は、座学（グループワークを含む）と教室外での実践活動を併用する授業スタイ
ルで行った。
サービスラーニングのデザイン１（１学期）

本科目（１学期）では、サービスラーニングという教育/学習手法やその周辺（ボランティア、ボラ
ンティア活動、ボランティア学習、問題発見・解決型学習、プロジェクト型学習）との異同について紹
介し、受講生自身のこれまでの実践型社会連携教育の体験を省察し、学びを深化することにも取り組ん
だ。
サービスラーニングのデザイン２（２学期）

本科目（２学期）では、サービスラーニングという教育/学習手法を、実際に導入するために求めら
れるプログラムの開発と計画、運営、評価と改善に関する実践理論を紹介し、受講生自身が、実際のサー
ビスラーニングプログラムを立案することを目標とした。
サービスラーニングのデザイン３/４（３/４学期）

本科目（３学期、４学期）では、サービスラーニングという教育/学習手法が取り入れられた科目に、
受講生自身がその運営に参画することを通して、サービスラーニングの運営、評価と改善の実際を、実
践的に体験し、第１、２学期で修得した実践理論への理解と技術を深めることを目的とした。
　具体的には、科目担当者が開講する「実践型まちづくり論１/２」の授業運営に参画し、サービスラー
ニングという教育/学習手法の初学者への支援的活動を通して、本科目受講生は自身の学びを深めるこ
ととなった。

【学習目標】
サービスラーニングのデザイン１

１． サービスラーニングという教育/学習手法について、その周辺や類似の教育/学習との異同を、
自分のことばで説明することができる。

２． 自分の体験的学習活動の体験を省察し、その意味や意義を、社会課題との関連づけながら、自分
のことばで語ることができる。
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サービスラーニングのデザイン２
１． サービスラーニングという教育/学習手法について、その周辺や類似の教育/学習との異同を、

自分のことばで説明することができる。
２． 自分の体験的学習活動の体験を省察し、その意味や意義を、社会課題との関連づけながら、自分

のことばで語ることができる。
３． 何らかの教育意図に合致した、独創的で実現可能なサービスラーニングプログラムを立案するこ

とができる。
サービスラーニングのデザイン３/４

１． サービスラーニングという教育/学習手法について、その周辺や類似の教育/学習との異同を、
自分のことばで説明することができる。

２． 自分の体験的学習活動の体験を省察し、その意味や意義を、社会課題との関連づけながら、自分
のことばで語ることができる。

３． 実際のサービスラーニングプログラムについて、その運営、評価と改善に関する基礎的素養を修
得し、それを独創的主体的に発揮することができる。

【授業計画】
サービスラーニングのデザイン１

01-02講：イントロダクション/社会変革にコミットする
03-04講：サービスラーニングの目的、要素、目標/『体験から学ぶ』とは
05-06講：サービスラーニングの歴史/民主主義と市民学習
07-08講：サービスラーニングと関係性/社会参画する○○
09-10講：サービスラーニングとその周辺/『ほっとけない』がモチベーション
11-14講：省察・リフレクション、互恵/『学んだつもり』を乗り越える
15-16講：まとめとふりかえり/計画論、評価論に向けて

サービスラーニングのデザイン２
01-02講：イントロダクション/サービスラーニングの計画と評価の概観・持続的改善のための評価/
03-04講：サービスラーニングの評価（１） /学習効果とその測定
05-06講：社会課題とサービスラーニング/「心のひっかかり」から始まる社会課題
※教場は、岡山県ボランティア・NPO活動支援センター（ゆうあいセンター、岡山市北区南方２-13-１）で実施。

07-10講：サービスラーニングのプログラムデザイン（１）
※07-10講は、産業技術大学院大学助教・大﨑理乃氏との共同開講。

11-12講：サービスラーニングの評価（２）/さまざまな当事者性と評価
13-14講：サービスラーニングのプログラムデザイン（２）/立案したプログラムを評価する
15-16講：まとめとふりかえり/運営と評価の実践に向けて

サービスラーニングのデザイン３/４
01-16講： 山田が開講する「実践型まちづくり論１」（第３学期）（講義番号912014）、「同２」（第４学

期）（講義番号912015）への授業運営への参画。
※ 当該科目は、木曜日７、８限に設定されているが、実践活動は、時間割設定時限にとどまらないため、本科目受講

生は、当該科目受講生（さらには、活動受入先）と個別に日程調整のうえ、サービスラーニング初学者への支援的
活動（メンター）に従事することになる。
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３．実施した授業内容
【授業の概要】
　大学生の学びの場は、キャンパス内にとどまるものではない。社会実践的な体験を通して得られる学
びは、人間的成長や、専門的知識への関心の喚起など、かけがえのないものである。高校→大学→社会
という「移行」の問題を考える時、大学生の学びは、社会人への「移行」を念頭にしたものとなるべき
であり、それを実践的に学習する場が、実践型社会連携教育であるといえる。
　本科目は、実践型社会連携教育の理念と親和的なサービスラーニングという教育手法について学ぶこ
とを目的として提供した。１学期では原理、２学期では計画論と評価論を学び、実際のサービスラーニ
ングプログラムの開発に取り組む。３学期と４学期では、２学期で開発したプログラムを実際に運営す
るなかで、運営と評価の実践論を学ぶ。１学期だけの受講も可能であるが、２学期、さらに、３学期、
４学期まで通して履修することで、サービスラーニングという教育手法を体系的実践的に習得すること
が期待できる。本科目は、座学（グループワークを含む）と教室外での実践活動を併用する授業スタイ
ルで行った。
サービスラーニングのデザイン１（１学期）
　本科目（１学期）では、サービスラーニングという教育/学習手法やその周辺（ボランティア、ボラ
ンティア活動、ボランティア学習、問題発見・解決型学習、プロジェクト型学習）との異同について紹
介し、受講生自身のこれまでの実践型社会連携教育の体験を省察し、学びを深化することにも取り組ん
だ。
サービスラーニングのデザイン２（２学期）
　本科目（２学期）では、サービスラーニングという教育/学習手法を、実際に導入するために求めら
れるプログラムの開発と計画、運営、評価と改善に関する実践理論を紹介し、受講生自身が、実際のサー
ビスラーニングプログラムを立案することを目標とした。
サービスラーニングのデザイン３/４（３/４学期）
　本科目（３学期、４学期）では、サービスラーニングという教育/学習手法が取り入れられた科目に、
受講生自身がその運営に参画することを通して、サービスラーニングの運営、評価と改善の実際を、実
践的に体験し、第１、２学期で修得した実践理論への理解と技術を深めることを目的とした。
　具体的には、科目担当者が開講する「実践型まちづくり論１/２」の授業運営に参画し、サービスラー
ニングという教育/学習手法の初学者への支援的活動を通して、本科目受講生は自身の学びを深めるこ
ととなった。

【学習目標】
サービスラーニングのデザイン１ 

１．サービスラーニングという教育/学習手法について、その周辺や類似の教育/学習との異同を、
自分のことばで説明することができる。

２．自分の体験的学習活動の体験を省察し、その意味や意義を、社会課題との関連づけながら、自分
のことばで語ることができる。
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【授業時間外の学習方法】
　グループワークを伴う科目であるため、時間割上で割り当てられた教室での講義等の時間帯だけでな
く、授業外学習時間を活用して主体的に学習することが求められる。

【成績評価】
　教室内活動および教室外活動における参加意欲
　グループ活動のパフォーマンス（学習、活動、プレゼンテーションなど）

レポート等の提出物における質

【研究活動との関連】
　科目担当者の専門分野は、サービスラーニング、ボランティア学習、地域コーディネート論、まちづ
くり教育、社会教育・生涯学習論である。

【DP要素との関連割合】

４．授業風景

５．期末レポート等の論題
サービスラーニングのデザイン１

サービスラーニングの可能性と限界について論ぜよ。その際、この科目の学習目標に即して、また、
各自の学生生活やこれまでの社会的な経験に引き寄せて、論じること。

サービスラーニングのデザイン２
サービスラーニングの計画論と評価論をめぐっては、学習者、授業者・設計者の視点の双方を導入す

る必要がある。授業者・設計者が抱く社会問題を学習課題化し、学習者の市民学習を促進する学習計画
の設計が求められる。また、学習者の評価は成績をつける（いわゆる採点）にとどまらず、それは、学
習目標、学習過程と整合して、学習者に学習の指針（針路）を示すものでなければならない。

人間性・倫理観【教養】 ５％ 情報活用力【情報力】 10％
創造力・想像力【教養】 10％ 情報発信力【情報力】 ５％
論理的思考力・判断力【教養】 ５％ 主体的行動力【行動力】 25％
幅広い分野への知的関心【教養】 ５％ 自己実現力【自己実現力】 25％
情報収集力【情報力】 10％

▲ 「想定する学習者像」を書き出す
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　各自が作成したサービスラーニングのプログラムの内容およびその作成過程に引き寄せて、サービス
ラーニングの計画論と評価論の要諦について具体的に論ぜよ。

サービスラーニングのデザイン３
　担当するチームのメンバーが作成した活動日報に、各自の授業設計、評価設計に基づいて、コメント
を付与せよ。さらに、そのコメントはなぜそのようなものになったのか。重視あるいは注目した点を総
括的に説明するミニレポートを作成せよ。

サービスラーニングのデザイン４
　「サービスラーニングのデザイン」では、１、２学期には、サービスラーニングの評価と設計をめぐ
る原論と方法論を教授し、実際の活動概要、授業設計、評価設計を行った。３、４学期には、それらに
基づいて、実際の「実践型まちづくり論」の教場と受講生をフィールドにし、その運用論の実際を臨床
的に学習した。

１）昨年10月から今年２月までの「実践型まちづくり論」受講生の実践活動に対するメンター活動
２） 「サービスラーニングのデザイン２」までに設計した、活動概要、授業設計、評価設計
これら１）、２）を重ね合わせ、１）および２）を評価し、改善策を論ぜよ。
なお、本レポートは、本科目の学習目標に即して記述することを前提に、実践活動における具体的な

いシーンやエピソードに引き寄せて執筆されることが想定されるが、体験文や感想文、反省文ではなく、
あくまで、論証型レポートであることに注意されたい。

「サービスラーニングのデザイン」レポート採点票（ルーブリック）
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【授業時間外の学習方法】
　グループワークを伴う科目であるため、時間割上で割り当てられた教室での講義等の時間帯だけでな
く、授業外学習時間を活用して主体的に学習することが求められる。

【成績評価】
　教室内活動および教室外活動における参加意欲
　グループ活動のパフォーマンス（学習、活動、プレゼンテーションなど）
　レポート等の提出物における質

【研究活動との関連】
　科目担当者の専門分野は、サービスラーニング、ボランティア学習、地域コーディネート論、まちづ
くり教育、社会教育・生涯学習論である。

【DP要素との関連割合】

４．授業風景

５．期末レポート等の論題
サービスラーニングのデザイン１
　サービスラーニングの可能性と限界について論ぜよ。その際、この科目の学習目標に即して、また、
各自の学生生活やこれまでの社会的な経験に引き寄せて、論じること。

サービスラーニングのデザイン２
　サービスラーニングの計画論と評価論をめぐっては、学習者、授業者・設計者の視点の双方を導入す
る必要がある。授業者・設計者が抱く社会問題を学習課題化し、学習者の市民学習を促進する学習計画
の設計が求められる。また、学習者の評価は成績をつける（いわゆる採点）にとどまらず、それは、学
習目標、学習過程と整合して、学習者に学習の指針（針路）を示すものでなければならない。

人間性・倫理観【教養】 ５％ 情報活用力【情報力】 10％
創造力・想像力【教養】 10％ 情報発信力【情報力】 ５％
論理的思考力・判断力【教養】 ５％ 主体的行動力【行動力】 25％
幅広い分野への知的関心【教養】 ５％ 自己実現力【自己実現力】 25％
情報収集力【情報力】 10％

▲「想定する学習者像」を書き出す ▲大崎助教による授業設計に関する授業
（平成29年７月４日）

▲「実践型まちづくり論」受講生のチー
ムミーティングにメンターとして参加

（平成29年10月12日）
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■９-５-６　大学とまちづくり―NPO 等との連携を通じて―
担当：荒木秀治（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）・国家公務員）
実施時期：平成29（2017）年度後期
領　　域：まちづくり

　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年度後期から引き続き実施・展開した。
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として受講生に提供した。
　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た授業展開を心懸けた。非常勤講師については、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、地域人として元岡山市行政担当者
や新聞社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、NPO法人だっぴ、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の各取り組みに参加や見聞きする中で様々なま
ちづくり・市民活動を経験することができた。

＜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デザインしていくこと、
自らの成長に合わせ社会移動が可能なあり方への模索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を自分のこととしてとらえ、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・２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、前半の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「各団体がめざしているものを各々の団体の組織的特性（NPO、財団法人、任意
団体）等も踏まえ、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」
について講義・意見交換を行った。
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　実践活動では単なるイベント活動とならないよう配慮し、「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」、『まなぶ・はたらく．くらす』という各観点を意識しながら「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。
　なお、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。
　本講義ではリフレクションを特に重視しており、その過程の中で自分の普段の生活を見返す中にでも、
身の回りにも、たくさんの課題が見つかることを通じ「NPO法人は課題があるから活動がある。組織
のために、活動があるのではない。活動のために、活動はあるのではない。」という言葉の意味を受講
生は実感した。
　後半の講義では、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
ショップを意識的に展開し、これまで経験・考察したことをもとに、これまで関わった非営利組織の活
動をふり返りながら受講生が発表、オープンハウスを実施し、カリキュラム全般を受講生や講師陣、非
営利組織関係者間で、共有化し課題認識を行った。

＜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。本授業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、なかでも実践活動を踏まえ、

図：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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■９-５-６　大学とまちづくり―NPO 等との連携を通じて―
担当：荒木秀治（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）・国家公務員）
実施時期：平成29（2017）年度後期
領　　域：まちづくり

　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年度後期から引き続き実施・展開した。
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として受講生に提供した。
　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た授業展開を心懸けた。非常勤講師については、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、地域人として元岡山市行政担当者
や新聞社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、NPO法人だっぴ、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の各取り組みに参加や見聞きする中で様々なま
ちづくり・市民活動を経験することができた。

＜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デザインしていくこと、
自らの成長に合わせ社会移動が可能なあり方への模索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を自分のこととしてとらえ、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。
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自分自身でテーマを選択し、レポートを作成した。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＞
連携教員
非常勤講師：河上直美（NPO法人タブララサ理事、株式会社いち、@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）

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事務局長、SPOxT代表）

協　　　力：大森美彩（満月BAR代表）
利根弥生（NPO法人タブララサ理事長）
岡山一郎（山陽新聞社編集委員室室長）
石田尚昭（公益財団法人岡山市スポーツ・文化振興財団常務理事）
深尾雅峰（龍谷大学政策学部准教授）

■９-５-７　子どもの教育と福祉をつなげる支援活動
担当：前田芳男副センター長（地域総合研究センター）、鷹野郁子
研究員（地域総合研究センター）
　本科目は、総社市が実施する生活困窮世帯の学習支援教室「ワ
ンステップ」事業（生活困窮家庭の子どもへの学習等支援事業）
と連携し、総社市内の中・高生の学習指導等を通じて、地域社会
に潜在する課題を認識し、子どもたちへの教育的支援と福祉的支
援との関係性を理解するとともに、自らの責任感醸成、リーダー
シップの資質向上、コミュニケーション能力の向上を図る実践型
科目として１年を通して実施した。平成26年度から開講しており、
今年度は、教育学部２年生２名、文学部２年生１名、医学部２年
生２名の計５名が受講した。毎週火曜日と金曜日の夜間に実践活
動が行われ、受講者はいずれかの曜日を週１回担当し、中学生へ
の学習指導や相談に応じる。本学学生のほか、岡山県立大学のボ
ランティア学生、元教員の社会人ボランティアも一緒に活動して
いる。
　受講学生には、毎回の学習指導とレポートの他に、学期ごとの振り返りワークショップ、岡山大学オー
プンキャンパスでの中学生の案内などを課すとともに、クリスマス会の開催、梅シロップづくりやオニ

▲梅シロップづくり

▲パンの差し入れ
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ギリの会などのふれあい活動も企画・実施させている。今年度から、地元の製パン工場の協力により、
おやつとしてパンの差し入れが続けられており、学習時間後に大学生も含めて全員でこれを食べながら
楽しくコミュニケーションをとることができている。

■９-５-８　支え隊/守り隊
担当：前田芳男副センター長（地域総合研究センター）
　子どもの生活を中心に据えて、リスク管理やリスク対応について学ぶとともに、子どもの通学路の安
全対策、子どもの安全意識向上や防犯知識の習得など、実際の社会で役立つ提案や直接の支援活動を行
う科目として実施した。夏季集中講義として、岡山県くらし安全安心課、岡山県警察本部から講師を招
聘し、県内での犯罪発生や防犯への取り組みの実態を講義してもらい、また、eラーニング教材を用いた、
子どもへの安全教育の指導法について指導を受けた。３学期は、実際の現場での活動に参加した。具体
的には、まちなかの防犯パトロールを行う「おかやまガーディアンズ」、子どもの森で実施されている「プ
レイパーク」、熊本地震の被災地の現状を伝える写真展「ゼロの阿蘇」の来場者聞き取り調査であった。

■９-５-９　小中学生の協同教育のための教材開発コンテンツ
担当：前田芳男副センター長（地域総合研究センター）
　小中学生のための協同学習の教材を開発する授業である。実践型科目として、大学生が小中高生に対
して教育支援を行うことは、いずれの学部学科の学生でも可能であり、そうしたサービス・ラーニング
の手法を確立するための実験的取り組みであった。受講生は、教育学部、法学部、経済学、理学部の計
８名であった。具体的には、小学生に分数同士の割り算を理解させる教え方の開発、短歌・俳句・詩へ
の興味を持たせる教材の開発、英語の前置詞の意味と用法を中学生に教える方法の開発をテーマに、チー
ムごとに取り組んだ。

▲開発した教材
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■９-５-10　「聞き書き」を通して学ぶ地域社会
担当：前田芳男副センター長（地域総合研究センター）
　この授業は、様々な産業（特に１次産業）に長年従事してきた名人を訪ね、その個人史を聞き取り、
文章化して作品にまとめるものである。聞き書きを通して、学生自らが地域の高齢者のもつ知恵、技術、
経験などを次代に繋いでいく橋渡し役となる。持続可能な社会とは何か、働くとは何か、そうしたこと
を深く考える貴重な経験になるとともに、ヒアリングや作文の技術だけでなく、社会人としてのマナー
やコミュニケーション力の向上も図る。受講者は２名で、まず、６月24日に本学鹿田キャンパスのJホー
ルで開催された「備中聞き書き」の研修に参加し、高校生の聞き書き甲子園を開催している、NPO共
存の森ネットワーク理事長の澁澤寿一氏から聞き書きに関する指導を受けた。その後、受講者それぞれ
が聞き書きを実施し、作品を仕上げた。テーマは、自分の祖父に聞き書きをした「祖父の人生」、笠岡
諸島の飛島で海運業に従事した男性に聞き書きをした「仕事をするのはだれのためか」であった。

■９-５-11　創造的討論技術を学ぶ
担当：前田芳男副センター長（地域総合研究センター）
　３学期：創造的討論技術を学ぶ-スペシャル、４学期：創造的討論
技術を学ぶ-デラックスとして開講した。グループ討論の手法や発想
法を講義したあと、学んだ討論技術を使って具体の社会課題を討論す
るワークショップ形式をとった。３学期のテーマは、本学でも推進さ
れている「アクティブ・ラーニングの意味を動画で教えるためのシナ
リオづくり」、４学期は、岡山地方気象台の「大雨情報を効果的に伝
える手段の検討」であった。前者には、民間企業のクリエーター、後者には岡山地方気象台の職員を講
師として招聘した。４学期は、岡山地方気象台に対して成果発表を行った。

■９-５-12　フィールド調査の基礎を学ぶ
担当：前田芳男副センター長（地域総合研究センター）
　この授業では、まず調査方法についての講義をした後、学生が修得した知識を用いた調査の実施及
び調査レポートの作成に取り組んだ。１学期は学内をフィールドとして「駐輪問題」をテーマとし、
２学期は「西川緑道公園の通行人調査」「交差点での信号無視の車両及び歩行者調査」「学生共用ス
ペースの活用特性」など、受講学生各人がそれぞれの課題を設定し、調査及びレポート作成を行っ
た。

■９-５-13　実践コミュニケーション論
担当：前田芳男副センター長（地域総合研究センター）
　工学部と経済学部が共同で開講する、３、４学期またがりの実践型社会連携教育科目である。両学
部から抽選された計40名の学生をA、Bの２クラスに分け（各クラスとも両学部生が混在）、それぞれ
に企業の商品開発などの課題を与え、様々なコミュニケーションの手法を学びながら、企画提案を
行った。

▲授業の様子
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　平成29年度の課題は、Aクラスは、（株）ザグザグ様への「20代30代のお客様の心に高揚感を生み出
すような新しいライフスタイル（衣食住）事業を提案する」であった。Bクラスは、ダイヤ工業（株）
様への「コルセット・サポーターのオーダーメイド技術を使った未来への提案」であった。
　このうち、前田芳男副センター長が、Bクラスを担当した。受講生は、経済学部生10名、工学部生６
名であった。３学期に様々な討論手法や発想法を学び、４学期は、ダイヤ工業（株）本社及び研究開発
棟の見学をしたのち、４チーム（経済学部、工学部混成）に分かれて提案づくりに取り組んだ。最終発
表会では、同社の村木聡一経営企画室長、石原健士メーカー本部デザイン部門、山陽新聞社から長田憲
司経済部副部長をゲスト審査員としてお迎えした。学生からは、「子育てのおんぶひもとコルセット・
サポーターの融合製品」、「磁石を用いた既存商品の改良」、「子ども向けコルセット・サポーター」「高
齢者のデスクワークのための椅子の開発」のアイデアが出された。いずれも、企業や社会への貢献を念
頭に置いた優れた提案であると評価された。

■９-５-14　アカデミック・ライティング
担当：前田芳男副センター長（地域総合研究センター）
　平成29年度より、教養教育科目の中に「アカデミック・ライティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ング」の区分が設けられ、レポー

ト・論文の書き方を指導する科目として、将来の全学展開を目指すこととなった。その先導的な授業と
して３、４学期に８科目が開講され、前田芳男副センター長がそのうちの１科目を担当した。「健康づ
くり」をテーマに論証型論文

■９-５-15　倉敷市水島から学ぶ地域社会と環境
担当：石丸香苗准教授（地域総合研究センター）
１　科目概要

⑴ 開講時期・曜日・時限・単位：１・２学期またがり、木曜日７・８限、２単位
⑵ 履修対象：学部１・２年生/履修者12名
⑶ 非常勤講師：

みずしま財団　藤原園子・塩飽敏史
地域総合研究センター　鷹野郁子

⑷ 協力者・協力企業・協力団体 （敬称略）：
石田正也 （みずしま財団　理事長・弁護士）
佐藤慶一 （倉敷市 環境リサイクル局 環境政策部　次長）
福留正治 （元JFE・岡山環境カウンセラー協会　顧問）
古川明 （元三菱石油・新水マリン株式会社　代表取締役社長）
安原一三 （倉敷市松江地区町内会長）
倉敷市公害患者と家族の会

　　　　　　　　　　　　　を作成するもので、授業では、①ある自治体住民の健康診断結果や、

健康に関する住民ヒアリングの結果を見ながらグループ討論し、健康づくりに関する課題を各自が設定
する。②課題に関する論証のための資料を収集する。③資料を活用しながら、最終的に3,000～3,600字
の論文を完成させることに取り組んだ。受講生は７名であった。
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るワークショップ形式をとった。３学期のテーマは、本学でも推進さ
れている「アクティブ・ラーニングの意味を動画で教えるためのシナ
リオづくり」、４学期は、岡山地方気象台の「大雨情報を効果的に伝
える手段の検討」であった。前者には、民間企業のクリエーター、後者には岡山地方気象台の職員を講
師として招聘した。４学期は、岡山地方気象台に対して成果発表を行った。

■９-５-12　フィールド調査の基礎を学ぶ
担当：前田芳男副センター長（地域総合研究センター）
　この授業では、まず調査方法についての講義をした後、学生が修得
した知識を用いた調査の実施及び調査レポートの作成に取り組んだ。
１学期は学内をフィールドとして「駐輪問題」をテーマとし、２学期
は「西川緑道公園の通行人調査」「交差点での信号無視の車両及び歩
行者調査」「学生共用スペースの活用特性」など、受講学生各人がそ
れぞれの課題を設定し、調査及びレポート作成を行った。

■９-５-13　実践コミュニケーション論 
担当：前田芳男副センター長（地域総合研究センター）

工学部と経済学部が共同で開講する、３、４学期またがりの実践
型社会連携教育科目である。両学部から抽選された計40名の学生を
A、Bの２クラスに分け（各クラスとも両学部生が混在）、それぞれ
に企業の商品開発などの課題を与え、様々なコミュニケーションの
手法を学びながら、企画提案を行った。 ▲発表会での優秀提案の表彰

▲授業の様子

▲学内駐輪場の実地調査
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　　　黒崎連島漁業協同組合
　　　水島商店街振興連盟
　　　清正堂 （水島商店街）

タカハシカメラ （水島商店街）
ランジェリー麻里 （水島商店街） 

２　本科目の概要と目的
　本授業では二回のフィールドワークや学外講師による講義とグループワークを通して、「水島」とい
う地域で起こった公害という問題にかかわる「環境」と「地域社会」に焦点を当てた。コンビナートが
出来る前の水島の地域社会、公害の概要とそれが水島の町と人に与えた影響、公害はどのような経過で
生まれたのか、企業人や行政はどのような気持ちで公害対策に取り組んできたのか。和解とは何を意味
するのか。そして、各々の立場の人たちが公害という環境問題を乗り越えた、水島の地域社会の今と未
来の姿はどんなものなのか？ 公害患者・企業・行政・地域で生きる人々など、多角的なまなざしから
水島の環境と地域を考え、将来学生が「企業人」そして「地域人」となった時に、それぞれの考え方や
行動の源となる倫理観と責任感・自分でものごとを見極める批判的思考力を涵養することを目指した。

３　授業実施内容
　３.１　授業のながれ

 　本授業は下記の流れに沿って行い、多様な立場からの視点に立って問題を捉えることで多面
的な情報の検証、問題の生まれる社会的な仕組についての洞察、社会問題に対する当事者性の
自覚の三点を得られるように構成した。
⑴ 水島の公害について基礎的な事実を知る
⑵  現在の水島の暮らしや課題を知り、過去の歴史とのつながりを考える企業・行政が公害を

経験しどのように環境対策をしているかを学ぶ
⑶  公害患者の方々と話し、公害が何をもたらしたかについて考える
⑷  和解を通し、どのような協力関係を結ぶことが良い未来の創造に重要であるかを考える
⑸  将来の企業人・地域人として社会・環境問題を未然に防ぐため必要な倫理や取り組みを考

える
　３.２　スケジュール回・

日にち 内容 着目ポイントと目的 講義担当者

第１回
（４/13） ガイダンス 前半は本科目の目的と流れの説明。後半は履修

希望者多数の場合抽選を行う。 石丸

第２回
（４/20）

水島の地域開発と公害問
題 水島の地域開発と公害問題の経緯を紹介する。 塩飽氏（みずしま財団）

第３回
（４/27） 公害患者のQOL 

大気汚染公害患者の実情や生活の質（QOL）
について知り、公害が人の生活に何を及ぼした
かを考える。

藤原氏（みずしま財団）

第４回
（４/29
土曜日）

フィールドワーク１
現在の人々の暮らしと環
境

フィールドワーク。漁業体験やコンビナートそ
ばにある松江の見学を通し地域の現在などを学
ぶ。昼食は漁業体験で取れた魚でバーベキュー。

黒崎連島漁協
松江地区
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４　評価
テストは行わず学生間や学外講師の方々を評価者に含めた総合的な評価を行った。オープンハウスで

の発表内容に合わせ、振り返りシートの内容や授業中の発言や質問も重要な評価対象に入れ、自ら考え、
意見交換を経て、意思形成する自律的な姿勢を評価した。具体的には下記で構成した。
① 毎回最後のグループワークでの班からの投票　（各回一人２ポイントが持ち点）
② 講師に対する質問や発言　（発言一回につき１ポイント）
③ 講師らと担当教員による振り返りシートの採点　（評価者３名×５段階評価）

■９-５-16　地域活性化システム実践論
担当：石丸香苗准教授（地域総合研究センター）
１　科目概要

⑴ 開講時期・単位：３学期集中・１単位
⑵ 履修対象：全学部全学年/履修者25名、フィールドワーク参加者22名
⑶ 協力者・協力団体（敬称略）：

植月家 （津山市阿波）

第５回
（５/11） 企業による環境対策１

企業が現在どんな取り組みをして水島の環境保
全に配慮しているか、企業人の公害に対する感
情や努力について知る。

福留氏
（元川崎製鉄：現在の
JFE）・古川氏（元三菱
石油）

第６回
（５/18） 行政による環境対策 倉敷市による、水島の歴史を踏まえた住民の生

活を良くするための取り組みを知る。
倉敷市環境政策部佐藤
氏

第７回
（５/27
土曜日）

フィールドワーク２
公害を経て水島で生きる
ということ

フィールドワーク。水島商店街の方々にお話し
を聞いたり、患者会の方々とお話しすることで、
水島で生きる方々の暮らしに接する。

水島商店街
患者会の方々

第８回
（６/１） 和解について

和解に至るまでの過程を学び、倉敷公害訴訟に
おける「和解」とは何を意味するのかについて
考える。

石田弁護士（みずしま
財団）

第９回
（６/15）

主体間コミュニケーショ
ン

今までの授業の経験を総和し、過去の過程を経
て、和解へ至り、乗り越えた上に皆で何を作り
上げていくかを考える。

藤原氏（みずしま財団）

第10回
（６/22）

因果関係分析とロールプ
レイ

様々な主体の立場を想像して地域の将来像と課
題を議論する。 石丸

第11回
（６/29）

オープンハウス（発表会）
に向けた準備 各班で前回の発表の用意を行う。 石丸

第12回
（７/６） オープンハウス 前回のロールプレイを踏まえて各班でプレゼン

テーションを行う。 石丸
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　　　小堺家 （津山市阿波） 
　　　稲田法子 （津山市阿波）
　　　冨倉健次 （津山市阿波） 
　　　歌房新修 （津山市阿波）
　　　大塚昭典 （津山市阿波） 
　　　佐々木操 （津山市阿波）
　　　あば村運営協議会
　　　あばグリーン公社
　　　谷口江利香 （津山市地域おこし協力隊）　

２　本科目の概要と目的
　本科目は、農学部で開講されてきた地域活性化システム論に連動して、実際に活性化に取り組む一つ
の地域に赴き、現地での経験や地域の方々との対話を通して実践の場での学びを得る、講義＋フィール
ドワーク型の集中講義として開講した。今年のフィールドワークは「小さな循環と地域の持続性」をテー
マに、津山市への合併10年目に、村の機能を取り戻そうと「あば村宣言」を行った旧阿波村を一泊二日
で訪れ、阿波地区の取り組みと暮らしから農林業や生活文化を通じて地域活性化について学んだ。
　「地域活性化」とはどんなものか。「誰がまたは何が」「どう活性化」することか。地域・地方が元気
である、ということはどういう姿であることか。また、都市化・グローバル化の中で、エネルギーや物
の流れは移動距離が増し、地域の行政単位は大きくなる中で、地方の生活や資源や環境にどのような変
化をもたらしたか。について観察し、学生・地域の方・教員との自由な議論の中で、自分の考えや意見
を形成することを目的とした。
　今回は特に「地域機能の担い手」という視点から中山間地域を見つめるため、グループ別に分かれて
地域生まれ・Uターン者・Iターン者の方々にお話を聞いた。また、在来の地域資源の利用方法を知る
ために、地域の方のお宅を訪ねて、山からの茅葺屋根の材料や薪の採取、エネルギーとしての水の利用
などについてお話を伺った。

３　授業実施内容
　３.１　授業のながれ

　本科目は、ガイダンス・農学部公開シンポジウム「先進技術で自然の恵みをプレミアムブラ
ンドに～ジャージー酪農と地域活性化～」聴講とフィールドワークへの参加から成り立っている。

　３.２　農学部公開シンポジウム概要
　第16回岡山大学農学部公開シンポジウム/平成28年度公開学術講演会
　日　時：平成29年10月21日（土）13：00-17：00
　会　場：岡山大学　農学部三号館４階「多目的室」

テーマ：「農学的視点からの地方創生・活性化への挑戦」
講演：１．「蒜山ジャージー～その特性と魅力～」

石倉健一氏（蒜山酪農農業組合顧問）
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　　　　２．「幻のジャージー牛肉を見つけだす遺伝子多型の同定」
辻岳人氏（大学院環境生命科学研究科（農）准教授）

　　　　３．「ジャージー ～「里山資本主義」のまち　真庭の宝物～」
新田直人氏（真庭市農業振興課長）

　　　　４．「料理人から見る ジャージー牛の可能性」
寺田真紀夫氏（リストランテ・テラダ　シェフ）

コーディネーター：西野直樹 教授

　３.３　フィールドワークのスケジュールと概要

日 時間 場所 内容
10月
28日

（土）

午前 公共交通機関による
各自移動

各自、自分で調べた公共交通にて移
動。

12：30 あば温泉前 集合 集合後、公民館でガイダンス。
13：00-14：30 阿波公民館 阿波地区の概要につ

いて：小椋道典運営
協議会会長・皆木憲
吾事務局長

あば村宣言や、それにまつわるプロ
ジェクトなどの全体像を、あばの「小
さな拠点」をめぐりながら、あば村
運営協議会の方に紹介していただく。

14：30-16：30 中山間地域の資源利
用と暮らし

中山間地域にある地域資源利用様式
とそこに立脚して成立した人々の暮
らし方を、地元の人々のお宅を訪問
して学ぶ。

16：30-18：00 あば温泉 入浴 あば温泉で入浴。
18：00-18：30 阿波公民館 交流会の準備 地域の方々との交流会
18：30-20：30 地域の方々と一緒に

交流会の準備
地域の方々の地産食材を使ったお料
理を食べながらの交流会を行い、阿
波で暮らすことについて地域の方々
とのお話を通して理解する。

20：30 森林公園キャンプ場 移動 移動・就寝。
10月
29日

（日）

８：00-９：15
９：15-９：30

森林公園キャンプ場
・渓流茶屋

朝食づくり・朝食・
片づけ

阿波産の米・薪・羽釜で炊いたご飯
と、岡山県のお味噌で作ったお味噌
汁で、野外で朝食をいただく。

９：30-11：30 あば地区内 個別訪問 ３．４参照
11：30-12：30 阿波公民館 昼食 渓流バーガーとスープをいただく。
12：30-15：00
15：00-16：30

阿波公民館 グループワーク

発表会

違う場所を訪問した人同士で経験を
シェアし、各自が阿波のどんな点に
集落の新しい担い手の在り方や、地
域の機能維持の鍵を感じたかを、発
表する。

17時あたり 岡山大学へ移動 マイクロバスにて帰校。19時過ぎ辺
りに岡山大学にて解散。
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「地域活性化」とはどんなものか。「誰がまたは何が」「どう活性化」することか。地域・地方が元気

である、ということはどういう姿であることか。また、都市化・グローバル化の中で、エネルギーや物
の流れは移動距離が増し、地域の行政単位は大きくなる中で、地方の生活や資源や環境にどのような変
化をもたらしたか。について観察し、学生・地域の方・教員との自由な議論の中で、自分の考えや意見
を形成することを目的とした。
　今回は特に「地域機能の担い手」という視点から中山間地域を見つめるため、グループ別に分かれて
地域生まれ・Uターン者・Iターン者の方々にお話を聞いた。また、在来の地域資源の利用方法を知る
ために、地域の方のお宅を訪ねて、山からの茅葺屋根の材料や薪の採取、エネルギーとしての水の利用
などについてお話を伺った。

３ 授業実施内容
　３.１　授業のながれ

　本科目は、ガイダンス・農学部公開シンポジウム「先進技術で自然の恵みをプレミアムブラ
ンドに～ジャージー酪農と地域活性化～」聴講とフィールドワークへの参加から成り立っている。

　３.２　農学部公開シンポジウム概要
　第16回岡山大学農学部公開シンポジウム/平成28年度公開学術講演会
　日　時：平成29年10月21日（土）13：00-17：00
　会　場：岡山大学　農学部三号館４階「多目的室」
　テーマ：「農学的視点からの地方創生・活性化への挑戦」
　講演：１．「蒜山ジャージー～その特性と魅力～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　石倉健一氏（蒜山酪農農業組合顧問）
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　３.４　グループ別訪問の内容

　３.５　２日目グループワークのスケジュール

B）移住者として（植月さん）
阿波に移住し、自分で家を建てるお父さん、ガーデンを作るお母さん、自然農に取り組む息

子さんのご一家。阿波に移住してからの生活について、また阿波で生きていく上での難しさに
ついてもお話を聞きます。

A）阿波生まれの若手として（歌房進修さん）
歌房進修さんは、生まれ育った阿波に戻って来られ、イベントや観光を中心にして、地域に

お金が生まれる仕組みを作り、地域の活性化に取り組もうとしています。阿波地域を担う若手
としてのお話しをお聞きします。

C）Uターン者として（冨倉健次さん）
冨倉さんは阿波で生まれてUターンをして、お兄様が経営していたりんご農園を継がれました。

故郷へのUターン者として見た阿波の暮らしや、りんご農園という生業についてお話をしてい
ただきます。

D）地域に根づいた家系の一員として（稲田法子さん）
稲田法子さんは嫁いでこられてから阿波に住んでいらっしゃいます。山間にあり人口が減少

する西谷集落の今昔をお聞きし、これからの阿波に何が必要かや若者への期待などを皆さんと
お話をしていただきます。

E）若手移住者として（小堺さん）
小堺さんはアクセスの悪い中土居集落に移住された弁護士さんご夫妻です。阿波での暮らし

を選んだ決め手や、移住とお仕事、子育て世代としての中山間地の魅力と課題などについてお
聞きします。

12：30-12：45 個人でのまとめ 「あばで感じた地域活性化とこれまでの地域活性化のイメージ
との違い」や「あばの何からそれを感じたか」について、FW
で経験したことから各人が考え、A４用紙に記入。

12：45-13：45 テーマ別の体験
のシェア

A４用紙に各自がまとめたことを基に、異なる場所に行った人
たちの間で、どのような事柄を見聞きして、どのような事に気
が付いたか・感じたかをシェアします。一人が話すごとに質疑
応答をしてください。全員が話し終えたら、各立場の人々から
の視点を比較し、阿波の地域機能の担い手・地域資源・経済・
職業などの課題点や利点、それらが生じる理由などをみんなで
議論。

13：45-14：45 グループワーク 各班であばから考えた「中山間地域が自律的に機能するために
必要な鍵」について、発表用に模造紙にまとめる。

15：00-16：30 発表 地域の方を含め、班ごとの発表と個人の発表をしてもらいます。
また、講師や地域の方々からの講評をいただく。

４　評価
　「地方における人と資源の持続可能性」について、シンポジウムで興味を持ったことやフィールドワー
クでの経験に基づいて、1,000字から1,500字程度でレポートを作成した。採点は、出席点50点と、残り
50点は自分の意見の形成、論理的整合性、シンポジウムおよびフィールドワークで得られた知見を反映
しているか、他人の意見やリファレンス等の客観的情報により独善的な判断が回避されているか、から
総合的に判断して算出した。
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■９-５-17　現代ブラジルの社会と環境
担当：石丸香苗准教授（地域総合研究センター）
１　科目概要

⑴ 開講時期・曜日・時限・単位：３・４学期またがり・木曜日７・８限・２単位
⑵ 履修対象：学部１・２年生/履修者12名
⑶ 協力者・協力団体（敬称略）：

レストラン　サボロザ
総社ブラジリアン・コミュニティ（SBC＆IF）

２　本科目の概要と目的
　環境問題は人間の関与なしには生じず、環境問題の生まれる原因には、社会の様々な要因が関係して
いる。よって環境問題の解決には、社会の根本的な規範の変化や消費行動の見直しなど人間の積極的な
関与が必要になる。同時に問題の原因の究明のためには、その社会構造・経済状況・自然地理・歴史と
いった、その問題が生みだした様々な背景について理解しなくてはならない。本科目では、ブラジルと
いう偉大な資源と自然を擁する大国を取り上げ、人間の社会が環境問題にどのように結びついていくか
について考えた。

３　授業実施内容
　３.１　授業のながれ

　講義前に当日の講義内容に関係する20分間の小テストを行い、講義を聞いたのちに振り返り
シートを記入して、講義前に自分がテストで述べた意見と講義後の考え方の差異を見つめる流
れで行った。最終の二回は課題となったブラジル料理について、講義を踏まえて料理や食材に
どのような歴史・環境・文化的な背景があるかを調べて発表を行った。また、毎回10分間のポ
ルトガル語会話を行い、最終回にはブラジル料理店オーナーや岡山在住のブラジル出身者らに
ポルトガル語で自己紹介を行った。
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　３.４　グループ別訪問の内容

　３.５　２日目グループワークのスケジュール

B）移住者として（植月さん）
　阿波に移住し、自分で家を建てるお父さん、ガーデンを作るお母さん、自然農に取り組む息
子さんのご一家。阿波に移住してからの生活について、また阿波で生きていく上での難しさに
ついてもお話を聞きます。

A）阿波生まれの若手として（歌房進修さん）
　歌房進修さんは、生まれ育った阿波に戻って来られ、イベントや観光を中心にして、地域に
お金が生まれる仕組みを作り、地域の活性化に取り組もうとしています。阿波地域を担う若手
としてのお話しをお聞きします。

C）Uターン者として（冨倉健次さん）
　冨倉さんは阿波で生まれてUターンをして、お兄様が経営していたりんご農園を継がれました。
故郷へのUターン者として見た阿波の暮らしや、りんご農園という生業についてお話をしてい
ただきます。

D）地域に根づいた家系の一員として（稲田法子さん）
　稲田法子さんは嫁いでこられてから阿波に住んでいらっしゃいます。山間にあり人口が減少
する西谷集落の今昔をお聞きし、これからの阿波に何が必要かや若者への期待などを皆さんと
お話をしていただきます。

E）若手移住者として（小堺さん）
　小堺さんはアクセスの悪い中土居集落に移住された弁護士さんご夫妻です。阿波での暮らし
を選んだ決め手や、移住とお仕事、子育て世代としての中山間地の魅力と課題などについてお
聞きします。

12：30-12：45 個人でのまとめ 「あばで感じた地域活性化とこれまでの地域活性化のイメージ
との違い」や「あばの何からそれを感じたか」について、FW
で経験したことから各人が考え、A４用紙に記入。

12：45-13：45 テーマ別の体験
のシェア

A４用紙に各自がまとめたことを基に、異なる場所に行った人
たちの間で、どのような事柄を見聞きして、どのような事に気
が付いたか・感じたかをシェアします。一人が話すごとに質疑
応答をしてください。全員が話し終えたら、各立場の人々から
の視点を比較し、阿波の地域機能の担い手・地域資源・経済・
職業などの課題点や利点、それらが生じる理由などをみんなで
議論。

13：45-14：45 グループワーク 各班であばから考えた「中山間地域が自律的に機能するために
必要な鍵」について、発表用に模造紙にまとめる。

15：00-16：30 発表 地域の方を含め、班ごとの発表と個人の発表をしてもらいます。
また、講師や地域の方々からの講評をいただく。

▲地域の方々との交流会 ▲リノベーションした古民家カフェを見学
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　３.２ スケジュール

回・日にち 内容 着目ポイントと目的
第１回

（10/３） ガイダンス 科目のながれの説明
科目の目的の説明

第２回
（10/10） ブラジルの歴史概論

どんな歴史をたどってつくられた社会であるのかを理
解する。帝政時代の奴隷と支配階級、多様な国からの
移民など。

第３回
（10/17） 多様な人種と地方色

広大な国土の自然と気候の多様性および、人種や地域
の豊かさなどを前回学んだ歴史を踏まえ地理学的に理
解する。

第４回
（10/24） ブラジルの格差

社会格差や地域間格差について、前回までに学んだ歴
史と地理を踏まえて学び、ブラジルの格差の状況を理
解する。

第５回
（11/７） ブラジルの教育 教育の制限によって支配階級が社会格差を生みだした

プロセスを前回までの授業内容を踏まえて理解する。

第６回
（11/14） ブラジルの様々な開発

ブラジルの開発の問題点を挙げ、その開発によって生
じる問題点がどのような背景やプロセスで生じたかを、
前回までの社会状況の理解を踏まえて理解する。

第７回
（11/21） 人口移動とそれに伴う環境問題 人口移動が生じた社会背景を理解し、その現象によっ

て生じる環境問題と講じられている対策について学ぶ。
第８回

（12/28） アマゾンの自然と人 アマゾンの自然資源を人間がどのように利用してきた
かを、持続性のアイデアにつながる在来知から学ぶ。

第９回
（12/９） ブラジルの農業と人 ブラジルの社会構造を反映した二つの農業の潮流と、

持続的な人間社会を可能にする農業の取り組みを学ぶ。

第10回
（12/10） ブラジルの持続的な開発とは

リオ・サミットのセヴァン・スズキスピーチを鍵に環
境と社会と経済について考え、エコロジカル・フット
プリントやREDD＋、NGOの取り組みなどから持続可
能な社会に必要となる連帯（Solidarity）を学ぶ。

第11回
（12/19）

次回研究発表に向けた資料収
集・作成

ブラジル料理を課題としたグループワークを図書館を
利用して行う。その料理や食材を主題にして、ブラジ
ルの社会や環境の関連性についてグループで調べ、最
終授業で行う研究発表の用意を行う。

第12回
（１/９）

次回研究発表に向けた資料収
集・作成

第13・14・15回
（１/13）

フィールドワークと研究発表
（倉敷市ブラジル料理店）

研究のテーマとなったブラジル料理を実際に食べなが
ら、ブラジル出身者に向けて研究発表とポルトガル語
での自己紹介を行う。

４　評価
　学期末テストは行わず、毎回の小テストと感想の評価と最終授業の研究発表から評価した。小テスト
では正解・不正解による採点ではなく、その着目点と判断理由として論理的な思考プロセスを踏んでい
るかどうかを重視した。また、最終発表会では、学生同士による相互評価を採点に加えた。
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■９-５-18　地域社会における多文化共生
担当：石丸香苗准教授（地域総合研究センター）、中東靖恵准教授（大学院社会文化科学研究科）
１　科目概要

⑴ 開講時期・曜日・時限・単位：２学期・火曜日７・８限・１単位
⑵ 履修対象：全学部全学年/履修者12名
⑶ 協力者・協力団体（敬称略、順不同）：

岡山市京山公民館
岡山市環境事業課
岡南学区連合町内会
清輝学区連合町内会
消防団岡南分団
消防団清輝分団
岡山外語学院
NPO結ふ （代表：大倉美恵）

２　本科目の概要と目的
　地域で暮らす外国人にとって、私たち日本人に当たり前のルールや常識は当たり前とは限らない。私
たちの暮らしで当たり前だと思うことは別の場所で生きてきた人には当たり前ではないことがたくさん
あるのではないか。
　暮らしの中の当たり前の感覚にまつわる違いを取り上げ、学生、地域の方々、日本に住む外国人の方々
が、どのような背景によってその「感覚の違い」が生まれるのかを調べ合う。日本はさまざまな外国の
方々の常識の背景を理解し、外国の方々は日本のそれらを理解する。また、地域に暮らす外国の方とコ
ミュニケーションを取ることで、言語の壁が地域の暮らしの中でどれだけバリアになっているかも体感
する。これらを通して、他者との違いが生まれる背景を理解する姿勢を身につけるものとする。

３　授業実施内容
　３.１　授業のながれ

 　本科目は大学での講義とディスカッションからなる部分と、公民館で地域の方々と地域の外
国人の皆さんとのグループワークの二つのパートがある。講義ではこの科目の目的について確
認し、大学院社会文化科学研究科の中東靖恵准教授から地域で暮らす外国人の状況についての
講義と、日本に暮らす外国人のための「やさしいにほんご」の使い方についての講義が行われた。
その後、岡輝公民館での地域防災に関するワークショップ、京山公民館でのごみ問題に関する
ワークショップをそれぞれ二回ずつ行った。最後にまた大学に戻り、それぞれが経験したこと
を学生同士でシェアするとともに、本科目の目的の確認と学習効果、今後への本科目で学んだ
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　３.２ スケジュール

回・日にち 内容 着目ポイントと目的
第１回

（10/３） ガイダンス 科目のながれの説明
科目の目的の説明

第２回
（10/10） ブラジルの歴史概論

どんな歴史をたどってつくられた社会であるのかを理
解する。帝政時代の奴隷と支配階級、多様な国からの
移民など。

第３回
（10/17） 多様な人種と地方色

広大な国土の自然と気候の多様性および、人種や地域
の豊かさなどを前回学んだ歴史を踏まえ地理学的に理
解する。

第４回
（10/24） ブラジルの格差

社会格差や地域間格差について、前回までに学んだ歴
史と地理を踏まえて学び、ブラジルの格差の状況を理
解する。

第５回
（11/７） ブラジルの教育 教育の制限によって支配階級が社会格差を生みだした

プロセスを前回までの授業内容を踏まえて理解する。

第６回
（11/14） ブラジルの様々な開発

ブラジルの開発の問題点を挙げ、その開発によって生
じる問題点がどのような背景やプロセスで生じたかを、
前回までの社会状況の理解を踏まえて理解する。

第７回
（11/21） 人口移動とそれに伴う環境問題 人口移動が生じた社会背景を理解し、その現象によっ

て生じる環境問題と講じられている対策について学ぶ。
第８回

（12/28） アマゾンの自然と人 アマゾンの自然資源を人間がどのように利用してきた
かを、持続性のアイデアにつながる在来知から学ぶ。

第９回
（12/９） ブラジルの農業と人 ブラジルの社会構造を反映した二つの農業の潮流と、

持続的な人間社会を可能にする農業の取り組みを学ぶ。

第10回
（12/10） ブラジルの持続的な開発とは

リオ・サミットのセヴァン・スズキスピーチを鍵に環
境と社会と経済について考え、エコロジカル・フット
プリントやREDD＋、NGOの取り組みなどから持続可
能な社会に必要となる連帯（Solidarity）を学ぶ。

第11回
（12/19）

次回研究発表に向けた資料収
集・作成

ブラジル料理を課題としたグループワークを図書館を
利用して行う。その料理や食材を主題にして、ブラジ
ルの社会や環境の関連性についてグループで調べ、最
終授業で行う研究発表の用意を行う。

第12回
（１/９）

次回研究発表に向けた資料収
集・作成

第13・14・15回
（１/13）

フィールドワークと研究発表
（倉敷市ブラジル料理店）

研究のテーマとなったブラジル料理を実際に食べなが
ら、ブラジル出身者に向けて研究発表とポルトガル語
での自己紹介を行う。

▲図書館でのグループ研究 ▲ブラジルの農産物と環境について発表



116116

実践型社会連携教育プログラムの取り組み９  

事の活かし方などの講義を行った。本科目のおおまかなながれをまとめると下記のようになる。
① 地域で暮らす外国人についての状況を知る
② やさしいにほんごについて学び、やさしいにほんごの使い方を身に付ける
③ 地域防災についてのテーマで、地域住民・外国人の人々と話し合う
④ ごみ処理についてのテーマで、地域住民・外国人の人々と話し合う

　３.２　スケジュール

　３．３　フィールドワークでのスケジュール詳細

回・日にち 場所 内容 担当
１回目
６/13 大学 ガイダンス

地域で暮らす外国人、総社市での活動事例についての講義
石丸・
中東

２回目
６/20 大学 やさしいにほんごについての講義と、やさしいにほんごの実践練

習 中東

３回目
６/25（日）

岡輝公民館
フィールドワーク

話題提供：岡山の災害と防災（NPO結ふ・石丸）
ワークショップ：色々な場所の災害事情と岡山との違い 石丸

４回目
７/２（日）

岡輝公民館
フィールドワーク

ワークショップ：あなたも私も安全に命を守るには
発表会 石丸

５回目
７/８（土）

京山公民館
フィールドワーク

話題提供：岡山のごみ処理について（岡山市環境事業課）
ワークショップ：色々な場所のごみ事情と岡山との違い 石丸

６回目
７/15（土）

京山公民館
フィールドワーク

ワークショップ： ○○から新しく来た人にゴミの出し方を分かり
やすく伝えるには

発表会
石丸

７回目
７/25 大学 振り返りとシェア、授業の総括 石丸・

中東

岡輝公民館 一時間目 日本の防災
・どんな災害が起きるか
・日本の地域防災
・岡山で提供される外国人向けの防災情報

二時間目 外国の方の地域における防災を調べる。
・どんな災害が起こりやすいか
・日本との違いはどんなところか

三時間目 班でその外国の人に防災について伝えるにはどのようにすればより分かりやすいか
を考えてまとめる。できれば試作してみる。

四時間目 発表会
・何故こういう伝え方にしたかを、相手の国の背景をもとに説明する。

京山公民館 一時間目 岡山のゴミ処理
・どんなゴミが出るか
・収集・処理システム（どう処理するからどう分別するか）
・ゴミ出し場の管理における町内会の役割

二時間目 外国や岡山市外におけるゴミ事情を調べる。
・どんなゴミが出るか、どんな収集・処理システムか
・岡山との違いは何か

三時間目 班でその外国の人に、岡山のゴミ出しについて伝えるには、どのようにすればより
分かりやすいかを考えてまとめる。できれば試作してみる。

四時間目 発表会
・班の外国人の国のごみ事情の紹介
・その国の人に伝わりやすい伝え方
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４　評価
　学期末テストは行わず、出席点と取り組み姿勢（50％）、最終レポート（50％）からの評価とし、レポー
トは中東靖恵准教授と石丸香苗准教授が評価を行った。

■９-５-19　多職種連携と地域包括ケアのワークショップ
担当： 山川路代助教（地域総合研究センター）、浜田淳教授（大学院医歯薬学総合研究科）、西田真寿美

教授（大学院保健学研究科）
１　科目概要

⑴ 開講時期・曜日・時限　　３・４学期・特別
事前講義、一泊二日の宿泊研修、市民講座（半日）、まとめの講義

⑵ 単位 ２単位
⑶ 領域 医療
⑷ 履修対象 学部１・２年生/定員25名
⑸ 非常勤講師 川崎医療福祉大学医療福祉学部　准教授　竹中麻由美

笠岡市地域包括ケア推進室　保健師　西江雅子
⑹ 地域人 NPO法人かさおか島づくり海社
⑺ 実習先 笠岡市、笠岡市北木島・白石島

２　授業の概要
⑴ 授業の目的

岡山県内の市町村に、多様な専門分野からなる学生と教職員が一泊二日で合宿し、地域の方々と
ともに、地域の医療・介護の問題、まちづくり（地域包括ケア）の問題について議論する。効率的
に議論を進めるための手法として、ワークショップを用い、市全体及び地域の問題に対する解決策
を見つける。一連の授業のまとめとして、市民公開講座を行い、知識をもとに現場経験を振り返る
場を設ける。

⑵ 学習目標
本授業では、市全体及び地域の問題、まちづくりの問題を理解し、話し合い、解決方策を見つけ

ることを目指す。学生は、地域に赴き、現場の問題に直接触れることによって、通常の講義形式の
授業では得られない実践的な問題解決能力を身につける。また、他学の学生や教職員、地域の方々
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事の活かし方などの講義を行った。本科目のおおまかなながれをまとめると下記のようになる。
　　　 ①　地域で暮らす外国人についての状況を知る
　　　 ②　やさしいにほんごについて学び、やさしいにほんごの使い方を身に付ける
　　　 ③　地域防災についてのテーマで、地域住民・外国人の人々と話し合う
　　　 ④　ごみ処理についてのテーマで、地域住民・外国人の人々と話し合う

　３.２　スケジュール

　３．３　フィールドワークでのスケジュール詳細

回・日にち 場所 内容 担当
１回目
６/13 大学 ガイダンス

地域で暮らす外国人、総社市での活動事例についての講義
石丸・
中東

２回目
６/20 大学 やさしいにほんごについての講義と、やさしいにほんごの実践練

習 中東

３回目
６/25（日）

岡輝公民館
フィールドワーク

話題提供：岡山の災害と防災（NPO結ふ・石丸）
ワークショップ：色々な場所の災害事情と岡山との違い 石丸

４回目
７/２（日）

岡輝公民館
フィールドワーク

ワークショップ：あなたも私も安全に命を守るには
発表会 石丸

５回目
７/８（土）

京山公民館
フィールドワーク

話題提供：岡山のごみ処理について（岡山市環境事業課）
ワークショップ：色々な場所のごみ事情と岡山との違い 石丸

６回目
７/15（土）

京山公民館
フィールドワーク

ワークショップ：○○から新しく来た人にゴミの出し方を分かり
やすく伝えるには

発表会
石丸

７回目
７/25 大学 振り返りとシェア、授業の総括 石丸・

中東

▲地域に住む外国人・日本人・岡大生が
お互いの常識の背景を話す

▲外国からの人に分かりやすく防災を伝
えるにはどうするか？についての発表

岡輝公民館 一時間目 日本の防災
・どんな災害が起きるか
・日本の地域防災
・岡山で提供される外国人向けの防災情報

二時間目 外国の方の地域における防災を調べる。
・どんな災害が起こりやすいか
・日本との違いはどんなところか

三時間目 班でその外国の人に防災について伝えるにはどのようにすればより分かりやすいか
を考えてまとめる。できれば試作してみる。

四時間目 発表会
・何故こういう伝え方にしたかを、相手の国の背景をもとに説明する。

との交流を通じて、自分以外の専門領域の人の考えを尊重しながら議論する力を身に付ける。
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３　参加状況
・履修者数　13名

学部内訳　 法学部３名、経済学部２名、理学部３名、医学部３名、工学部１名、農学部１名、グロー
バル・パートナーズ（留学生）８名

・川崎医療福祉大学の参加学生７名
学部内訳　医療福祉学科４名、リハビリテーション学科３名

４　授業実施内容

５　評価
　宿泊研修への出席とレポート、市民講座への出席とレポートによって評価した。レポートとして、学
生は宿泊研修及び市民講座後の所感をA４用紙１枚程度にまとめて提出した。
　評価のポイントとしては、講義、宿泊研修及び市民講座のワークショップに主体的に参加したかどう
か、宿泊研修及び市民講座のワークショップに関するレポートの内容（この授業を経験して自分がどの
ように感じ、考え、変化したかなど）を総合的に勘案して評価した。

回 内容
１ 事前講義：授業の趣旨説明（浜田）、質的調査法（西田）

２～12

笠岡市北木島「石切の杜」での宿泊研修
・ NPOかさおか島づくり海社の担当者による医療・介護を含めた、島の生活における問題説明と意

見交換
・ 北木島あるいは白石島でのフィールドワーク（島の人たちの暮らしや介護施設の見学、施設職員

や地域の方々へのインタビュー）
・笠岡市及び島しょ部における地域包括ケアの現状説明と意見交換
・問題に対する具体的な解決策を検討するためのワークショップ
・グループ発表と意見交換
・宿泊研修のまとめ

13～14
笠岡市民講座（合同研修会）
・講演『共生社会の実現に向けて』（浜田・竹中）、
・ワークショップ：『おたがいさま、おかげさまのまちづくり』

15 まとめ：宿泊研修と市民講座を踏まえた、授業を終えた所感の発表と意見交換
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■９-５-20　介護予防の科学
担当：山川路代助教（地域総合研究センター）
１　科目概要

⑴ 開講時期・曜日・時限　　３学期「介護予防の科学１」・４学期「介護予防の科学２」
月曜　１・２限

⑵ 単位 各１単位
⑶ 領域 医療
⑷ 履修対象 学部１・２年生/定員15名
⑸ 非常勤講師 社会福祉法人岡山市社会福祉協議会　主事　藤村息吹
⑹ 実習先（地域） 東新田がんばろう会（南区箕島）

KICCOいきいきサロン（南区妹尾）
野田南ふれあいサロン（北区野田）

２　授業概要
⑴ 授業の目的

講義・演習・フィールドワークを行い、高齢者の介護とそれに対する地域の取り組みを理解し、
現場（地域）から介護予防における課題を抽出し、それに対する解決策を検討する。

⑵ 学習目標
履修要件として、介護予防の科学１・２とも受講できるものとし、介護予防のために、高齢者や

高齢者の住まう地域に何が必要か、それに対して社会全体としてどんな支援が必要か、自分は何が
できるか、地域・個人の課題を抽出し、課題から解決策を導き出す力を身に付けることを目標とす
る。

３　履修状況
　履修者数　８名
　学部内訳　 法学部１名、経済学部１名、歯学部２名、教育学部２名、マッチングプログラムコース１

名、GP１名（留学生）

４　授業実施内容
⑴ スケジュール

回 内容
介護予防の科学１

１ オリエンテーション
２ 講義：介護予防がなぜ大切か
３ 講義：高齢者の障害を理解する１（総論、身体障害）
４ 講義：高齢者の障害を理解する２（認知症）
５ 講義：仮説の立て方、実習説明
６ 講義：高齢者サロン事業に関する話題提供と質疑（岡山市社会福祉協議会・藤村）
７ 地域実習（１）：高齢者サロンの見学と代表者へのインタビュー
８ まとめ
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との交流を通じて、自分以外の専門領域の人の考えを尊重しながら議論する力を身に付ける。

３　参加状況
　・履修者数　13名
　　学部内訳　法学部３名、経済学部２名、理学部３名、医学部３名、工学部１名、農学部１名、グロー

バル・パートナーズ（留学生）８名
　・川崎医療福祉大学の参加学生７名
　　学部内訳　医療福祉学科４名、リハビリテーション学科３名

４ 授業実施内容

５　評価
　宿泊研修への出席とレポート、市民講座への出席とレポートによって評価した。レポートとして、学
生は宿泊研修及び市民講座後の所感をA４用紙１枚程度にまとめて提出した。
　評価のポイントとしては、講義、宿泊研修及び市民講座のワークショップに主体的に参加したかどう
か、宿泊研修及び市民講座のワークショップに関するレポートの内容（この授業を経験して自分がどの
ように感じ、考え、変化したかなど）を総合的に勘案して評価した。

回 内容
１ 事前講義：授業の趣旨説明（浜田）、質的調査法（西田）

２～12

笠岡市北木島「石切の杜」での宿泊研修
・NPOかさおか島づくり海社の担当者による医療・介護を含めた、島の生活における問題説明と意

見交換
・北木島あるいは白石島でのフィールドワーク（島の人たちの暮らしや介護施設の見学、施設職員

や地域の方々へのインタビュー）
・笠岡市及び島しょ部における地域包括ケアの現状説明と意見交換
・問題に対する具体的な解決策を検討するためのワークショップ
・グループ発表と意見交換
・宿泊研修のまとめ

13～14
笠岡市民講座（合同研修会）
・講演『共生社会の実現に向けて』（浜田・竹中）、
・ワークショップ：『おたがいさま、おかげさまのまちづくり』

15 まとめ：宿泊研修と市民講座を踏まえた、授業を終えた所感の発表と意見交換

▲かさおか島づくり海社・石井氏による講義（地域創生コモン
ズかさおか）

▲笠岡市北木島での宿泊研修（白石島での地区踏査の様子）
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⑵ 実習内容
実習１回目では、各サロンで行われている活動に参加し、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設や高齢者の特徴を知ること、高

齢者と一緒に活動を体験し、サロンの代表者へインタビューを行い、サロンの概要について調査
した。実習２回目では、地域の課題や課題解決の方策を考えるために、サロンを利用する高齢者
にインタビューを行った。

⑶ 報告会（オープンハウス）
サロン関係者を迎え、学生がグループごとに実習の結果報告を行った。次に学生が提案した地域

の課題とそれに対する解決策について、地域の方々と意見交換した後、地域の方々の意見をふまえ
て修正した結果を発表した（２月８日実施）。

５　評価
　地域実習への出席は必須とし、講義への出席とレポート、報告会での発表により評価した。レポート
は、実習先の状況、参加者のニーズを知るために聞き取ったこと、それらに対する自分の考え、その地
域の現時点あるいは将来的な課題、課題解決のために必要なことが明記されているかを評価のポイント
とした。

■９-５-21　地域高齢者と介護
担当：山川路代助教（地域総合研究センター）、浜田淳教授（大学院医歯薬学総合研究科）
１　科目概要

⑴ 開講時期・曜日・時限　　 １学期「地域高齢者と介護１」、２学期「地域高齢者と介護２」、木曜
日７・８限

⑵ 単位 各１単位
⑶ 領域 医療
⑷ 履修対象 学部１・２年生/定員20名
⑸ 非常勤講師 岡山市保健福祉局保健福祉企画総務課　主任　松岡克郎

医療法人佐藤医院　介護福祉士、ケアマネージャー　圓山典洋
⑹ 地域人 医療法人佐藤医院　医院長・医師　佐藤涼介
⑺ 実習先 医療法人佐藤医院デイケア・デイサービスセンター

介護予防の科学２
１ オリエンテーション、介護予防の科学１の復習
２ ワークショップ：地域実習１のまとめ
３ 講義・演習：実習結果の発表
４ 講義・演習：実習計画の立案
５ 地域実習（２）：サロン参加者へのインタビューの実施
６ 講義・演習：地域実習２のまとめ
７ 講義：介護予防事業に関する論文の輪読
８ 報告会（オープンハウス）
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２　授業の概要
⑴ 授業の目的

本授業の目的は、行政職員や介護従事者との議論、介護現場の体験を通じて、高齢者介護分野に
明るい人材（職業人・地域人）を育成することである。高齢者にとっては、学生の訪問や学生が企
画した活動が、精神・心理的に良い刺激となることから、身体及び精神機能の活発化だけでなく、
生活の質（QOL）の向上にもつながる。また、学生の新鮮な発想や疑問は、介護従事者の学習意
欲や意識を向上させるとともに、より質の高いサービスの提供につながるものと期待される。

⑵ 学習目標
本授業では、介護をテーマに取り上げる。地域の通所施設での介護実習を通じて、地域高齢者の

介護問題を理解し、地域で出来るだけ長く生活を送るために役立つサービスは何かを考え、企画・
実践する力を身に付ける。

３　履修状況
　履修者数　23名
　学部内訳　 文学部２名、教育学部２名、法学部５名、理学部２名、医学部５名、薬学部２名、工学部

１名、農学部４名

４　授業実施内容
⑴ 授業スケジュール

⑵ 実習内容
実習１回目では、通所サービス（デイケア、デイサービス）の利用者の特性、並びに全体的な活

動の流れを知ることを目的とした。入浴介助（着替え）、リハビリ、看護、施設での活動をローテー
ションで体験した。実習２回目では、１回目の実習をもとに、グループごとになるべく多くの人が
参加でき、できるだけ心身の健康の維持・増進につながるような活動（体操などレクリエーション
及び脳トレの２種類）を企画し、実践した。

回 内容
地域高齢者と介護１

１ オリエンテーション、講義：介護とはどういうものか
２ 講義：医療・介護とまちづくり
３ 講義：岡山市の医療・介護の現状把握（岡山市・松岡）、意見交換
４ ワークショップ（１）：岡山市の医療・介護の問題をどう解決するか？

５ 講義： 高齢者通所（介護・リハビリ）施設の紹介と地域高齢者のニーズ（佐藤医院・圓山）、実習
説明

６～８ 地域実習（１）：介護実習（佐藤医院デイケア・デイサービスセンター）、講義：在宅医療１（佐藤
医院・佐藤）

９ まとめ
地域高齢者と介護２

１ 演習：高齢者を対象とした体操・脳トレプログラムの企画立案、実習説明
２～４ 地域実習（２）：企画したプログラムの実践、講義：在宅医療２（佐藤医院・佐藤）

５ 講義・演習：認知症サポーター養成講座（岡山市担当者）
６ ワークショップ（２）：高齢者介護の現場で感じたこと
７ 介護についての総括的な議論（浜田、山川、松岡氏、圓山氏）
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　⑵　実習内容
　実習１回目では、各サロンで行われている活動に参加し、
施設や高齢者の特徴を知ること、高齢者と一緒に活動を体
験し、サロンの代表者へインタビューを行い、サロンの概
要について調査した。実習２回目では、地域の課題や課題
解決の方策を考えるために、サロンを利用する高齢者にイ
ンタビューを行った。

　⑶　報告会（オープンハウス）
　サロン関係者を迎え、学生がグループごとに実習の結果報告を行った。次に学生が提案した地域
の課題とそれに対する解決策について、地域の方々と意見交換した後、地域の方々の意見をふまえ
て修正した結果を発表した（２月８日実施）。

５　評価
　地域実習への出席は必須とし、講義への出席とレポート、報告会での発表により評価した。レポート
は、実習先の状況、参加者のニーズを知るために聞き取ったこと、それらに対する自分の考え、その地
域の現時点あるいは将来的な課題、課題解決のために必要なことが明記されているかを評価のポイント
とした。

■９-５-21　地域高齢者と介護
担当：山川路代助教（地域総合研究センター）、浜田淳教授（大学院医歯薬学総合研究科）
１ 科目概要
　⑴　開講時期・曜日・時限　　１学期「地域高齢者と介護１」、２学期「地域高齢者と介護２」、木曜

日７・８限
　⑵　単位　　　　　　　　　　各１単位
　⑶　領域　　　　　　　　　　医療
　⑷　履修対象　　　　　　　　学部１・２年生/定員20名
　⑸　非常勤講師　　　　　　　岡山市保健福祉局保健福祉企画総務課　主任　松岡克郎
　　　　　　　　　　　　　　　医療法人佐藤医院　介護福祉士、ケアマネージャー　圓山典洋
　⑹　地域人　　　　　　　　　医療法人佐藤医院　医院長・医師　佐藤涼介
　⑺　実習先　　　　　　　　　医療法人佐藤医院デイケア・デイサービスセンター

▲高齢者サロンでのフィールドワーク（はま
ハウス・妹尾地区）

介護予防の科学２
１ オリエンテーション、介護予防の科学１の復習
２ ワークショップ：地域実習１のまとめ
３ 講義・演習：実習結果の発表
４ 講義・演習：実習計画の立案
５ 地域実習（２）：サロン参加者へのインタビューの実施
６ 講義・演習：地域実習２のまとめ
７ 講義：介護予防事業に関する論文の輪読
８ 報告会（オープンハウス）
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⑶ 報告会（オープンハウス）
まず、浜田淳教授から『社会保障の自助・互助・共助・互助と実際の地域活動』というテーマで

話題提供し、学生と岡山市の松岡氏、佐藤医院の圓山氏とともに意見交換した。

５　評価
　実習の出席は必須とした。評価は授業態度とレポート課題による。レポート課題として、学生は２
つの観点でレポートをまとめて提出した。一つ目は、１回目の感想文（介護についての自分の考え）
を読んで、今の自分の考えと比べて違う点など気付いたことを述べる、二つ目は、介護者に対してど
のような支援が必要かについて文献を参照しながら自分の考えを述べるというものだった。
　評価のポイントとしては、講義に主体的に参加しているかどうか、実習に真摯に取り組んでいるか
どうか、レポートの内容を総合的に勘案して評価した。

■９-５-22　実践旅行医学
担当：山川路代助教（地域総合研究センター）、津田敏秀教授（大学院環境生命科学研究科）

１　科目概要
⑴ 開講時期・曜日・時限　　２学期　金曜　７・８限
⑵ 単位 １単位
⑶ 領域 医療
⑷ 履修対象 学部１・２年生/定員25名
⑸ 非常勤講師 アジア農村協力ネットワーク岡山、農業（自営）　小林勉
⑹ 実習先 岡山県内にある各国料理レストラン
⑺ 特記事項  履修条件：４学期に開講される「海外に出る・海外に暮らす―旅行医

学入門」と併せて履修すること

２　授業概要
⑴ 授業の目的

本授業は、「海外に出る・海外に暮らす―旅行医学入門」と併せて、海外旅行を夢見る若者に、
旅行の準備、旅行先での行動や健康管理、旅行後のケア、並びにそれらの情報の収集方法、バック
パッカーとしての心得を教えることである。

⑵ 学習目標
開発途上国を中心に海外旅行を計画している旅行者として、渡航時の疾病や事故が発生するリス

クなどの定量的情報の読み方と、リスクを低減させるための対策を知る。予防接種、渡航先の気候、
社会情勢、地域的疾病などの情報をインターネット等で入手し、情報を活用して、最低限必要な対
策を自分で講じることができるようになることを目標とする。
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３　履修状況
　履修者数　26名
　学部内訳　 経済学部７名、工学部６名、医学部４名、理学部４名、法学部２名、農学部１名、文学部

１名、環境理工学部１名

４　授業実施内容
⑴ スケジュール

⑵ 実習内容
学生が行きたい旅行先の国のレストランを

国内で探し、そのレストランで食事を体験し
たり、店の人にインタビューを行った。行き
たい旅行先の国のレストランがない場合は、
インターネットで調べたり、自宅で調理する
こととした。食事の楽しみは、旅行を計画す
る上で重要なポイントである。そこで、その
国に旅行を計画している人に、味だけでなく、
食習慣や衛生状況なども含めて、食事の様子
が具体的に想起できるようにレポートするこ
とを目標とした。

⑶ 発表
グループ毎に実習先の食事について発表し、話し言葉、発表態度、ポイントの伝達という３カテ

ゴリー・10項目について評価した。評価については、授業を担当した教員及び非常勤講師、発表者
以外の学生が行った。

５　評価
　講義への出席とレポート、報告会での発表により総合的に評価した。発表会では、各グループの発表
に対して教員及び発表者以外の学生が評価を行った。レポートは、各学生が旅行先を選択し、その国へ
旅行に出かけると仮定して、旅の予算やルート、必要な準備、旅の情報収集を含めて、具体的な旅行計
画を立てることとした。

回 内容
１ オリエンテーション、イントロダクション（旅行先を決める）
２ 講義：旅の計画～準備
３ 講義：渡航先の健康・安全情報の入手と予防接種計画の立案
４ 講義：出発してから現地到着までの注意
５ 講義：現地に到着してから帰国後まで（宿・レストラン・観光地を探す）
６ 講義・演習：食事・飲み物の注意、衛生上の注意、旅行者下痢症
７ 地域実習：海外の食事を体験する（インド、東南アジアなど）
８ 発表会、まとめ

▲履修した学生が調理したハンガリー料理
　（左：グヤーシュレヴェシュ、右：ラコット・クルンプリ）
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　⑶　報告会（オープンハウス）
　まず、浜田淳教授から『社会保障の自助・互助・共助・互助と実際の地域活動』というテーマで
話題提供し、学生と岡山市の松岡氏、佐藤医院の圓山氏とともに意見交換した。

５　評価
　実習の出席は必須とした。評価は授業態度とレ
ポート課題による。レポート課題として、学生は
２つの観点でレポートをまとめて提出した。一つ
目は、１回目の感想文（介護についての自分の考
え）を読んで、今の自分の考えと比べて違う点な
ど気付いたことを述べる、二つ目は、介護者に対
してどのような支援が必要かについて文献を参照
しながら自分の考えを述べるというものだった。
　評価のポイントとしては、講義に主体的に参加
しているかどうか、実習に真摯に取り組んでいる
かどうか、レポートの内容を総合的に勘案して評価した。

■９-５-22　実践旅行医学
　担当：山川路代助教（地域総合研究センター）、津田敏秀教授（大学院環境生命科学研究科）
１ 科目概要
　⑴　開講時期・曜日・時限　　２学期　金曜　７・８限
　⑵　単位　　　　　　　　　　１単位
　⑶　領域　　　　　　　　　　医療
　⑷　履修対象　　　　　　　　学部１・２年生/定員25名
　⑸　非常勤講師　　　　　　　アジア農村協力ネットワーク岡山、農業（自営）　小林勉
　⑹　実習先　　　　　　　　　岡山県内にある各国料理レストラン
　⑺　特記事項　　　　　　　　履修条件：４学期に開講される「海外に出る・海外に暮らす―旅行医

学入門」と併せて履修すること

２ 授業概要
　⑴　授業の目的

　本授業は、「海外に出る・海外に暮らす―旅行医学入門」と併せて、海外旅行を夢見る若者に、
旅行の準備、旅行先での行動や健康管理、旅行後のケア、並びにそれらの情報の収集方法、バック
パッカーとしての心得を教えることである。

　⑵　学習目標
　開発途上国を中心に海外旅行を計画している旅行者として、渡航時の疾病や事故が発生するリス
クなどの定量的情報の読み方と、リスクを低減させるための対策を知る。予防接種、渡航先の気候、
社会情勢、地域的疾病などの情報をインターネット等で入手し、情報を活用して、最低限必要な対
策を自分で講じることができるようになることを目標とする。

▲学生が企画したプログラムの実践
（佐藤医院デイサービスセンター）
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■９-５-23　海外に出る・海外に暮らす-旅行医学入門
担当： 山川路代助教（地域総合研究センター）、石丸香苗准教授（地域総合研究センター）、津田敏秀教

授（大学院環境生命科学研究科）時信亜希子（大学院環境生命科学研究科）
１　科目概要

⑴ 開講時期・曜日・時限　　４学期・月曜・５・６限
⑵ 単位 １単位
⑶ 領域 医療
⑷ 履修対象 学部１・２年生/定員100名
⑸ 非常勤講師 アジア農村協力ネットワーク岡山、農業（自営）　小林勉

 独立行政法人国際協力機構（JICA）中国国際センター　国際協力推
進員　横山明子

⑹ 特記事項  本授業の履修生は来年度２学期に開講される「実践旅行医学」を受講
できる。

２　授業概要
⑴ 授業の目的

本授業は、「実践旅行医学」と併せて、海外旅行を夢見る若者に、旅行の準備、旅行先での行動
や健康管理、旅行後のケア、並びにそれらの情報の収集方法、バックパッカーとしての心得を教え
ることである。

⑵ 学習目標
開発途上国を中心に海外旅行を計画している旅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行者として、渡航時の疾病や事故が発生するリス

クなどの定量的情報の読み方と、リスクを低減させるための対策を知る。予防接種、渡航先の気
候、社会情勢、地域的疾病などの情報をインターネット等で入手し、情報を活用して、最低限必要
な対策を自分で講じることができるようになることを目標とする。

　履修者数　88名
　学部内訳　 文学部２名、教育学部10名、法学部７名、経済学部21名、理学部３名、医学部30名、歯学

部４名、薬学部３名、工学部２名、環境理工学部１名、農学部３名、マッチングプログラ
ムコース１名、グローバル・パートナーズ１名

３　履修状況 
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４　授業実施内容

５　評価
　講義への出席と小テスト（各回10点）、最終レポート（30点）で評価する。

■９-５-24　国際インターンシップとCo-op in Okayama
担当： 吉川賢特任教授（地域総合研究センター）、吉川幸実践型教育プランナー（地域総合研究センター）
１．国際インターンシップ
　本科目はカナダ国ブリティッシュコロンビア大学（以下、「UBC」と略す）のコーオプ教育プログラ
ムの一つ「Co-op in Okayama」と同時開催していることが特長である。本科目の学習目標は、日本の
木材生産とその利用の技術および課題を学び、その過程で日本の森林利用についての歴史と思想を感得
し、森林資源の持続的利用に向けた行動規範を修得することである。また、UBCの学生との共同作業
で得られる海外の森林と林業についての知見と日本の現状を比較し、日本の森林、林業の特性をグロー
バル的な視点から学び、このようにして修得した「実践知」をその後の大学での学習に反映させて、よ
り積極的な履修計画の策定に結びつけることである。
　UBCの学生が３か月間の岡山県滞在期間中に複数の企業で実践学習を行う間、岡山大学の学生はそ
れぞれ２～４週間UBC学生とともに就業しながら、日本の林学研究と企業活動について、座学と現場
実践を組み合わせて学ぶ。

２．UBCのコーオプ教育プログラム「Co-op in Okayama」
　UBCの学生は林学、林産学を専門としており、カナダ国内外でコーオプ教育プログラムに参加して
いる。彼らは企業活動に対してある程度の知識があるので、それを元に日本の森林、林業、林産業の特
徴、日本企業の活動内容、姿勢、考え方を学び、カナダでの学習、あるいは将来の活動にフィードバッ
クして生かすことが期待される。同時に、カナダとの違いを通じて日本文化を体得することも期待され
る。本プログラムは日本で実施するため、日本語、日本文化、日本の森林と林業に関する学習を岡山大
学が担当する。

３．スケジュール
　国際インターンシップは、５月から６月に募集と選考を行い、履修する学生を決定した。その後、８
月28日から５日間の事前教育を行い、就業目的の明確化や林業、林産業企業での就業に必要と思われる
基本的な知識を教授した。９月３日には来日したUBCの学生との顔合わせを行った。
　Co-op in Okayamaでは、あらかじめUBCと岡山大学の間で合意した内容に基づき、求人票を提出し

回 内容
１ オリエンテーション、イントロダクション
２ 渡航先の健康や安全情報を読む
３ タイに留学する
４ JICA日本人ボランティア・専門家を海外に派遣する、JICA専門家としてタンザニアに駐在する
５ 熱帯林を研究する（ブラジル・ペルー）
６ 開発途上国で農業を支援する（ラオス・バングラデシュ・ザンビア）
７ インドを旅する、インドに留学する（インド伝統医学アーユルヴェーダ）
８ まとめ
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■９-５-23　海外に出る・海外に暮らす-旅行医学入門
担当：山川路代助教（地域総合研究センター）、石丸香苗准教授（地域総合研究センター）、津田敏秀教

授（大学院環境生命科学研究科）時信亜希子（大学院環境生命科学研究科）
１ 科目概要
　⑴　開講時期・曜日・時限　　４学期・月曜・５・６限
　⑵　単位　　　　　　　　　　１単位
　⑶　領域　　　　　　　　　　医療
　⑷　履修対象　　　　　　　　学部１・２年生/定員100名
　⑸　非常勤講師　　　　　　　アジア農村協力ネットワーク岡山、農業（自営）　小林勉

独立行政法人国際協力機構（JICA）中国国際センター　国際協力推
進員　横山明子

　⑹　特記事項　　　　　　　　本授業の履修生は来年度２学期に開講される「実践旅行医学」を受講
できる。

２ 授業概要
　⑴　授業の目的

　本授業は、「実践旅行医学」と併せて、海外旅行を夢見る若者に、旅行の準備、旅行先での行動
や健康管理、旅行後のケア、並びにそれらの情報の収集方法、バックパッカーとしての心得を教え
ることである。

　⑵　学習目標
　開発途上国を中心に海外旅行を計画している旅
行者として、渡航時の疾病や事故が発生するリス
クなどの定量的情報の読み方と、リスクを低減さ
せるための対策を知る。予防接種、渡航先の気候、
社会情勢、地域的疾病などの情報をインターネッ
ト等で入手し、情報を活用して、最低限必要な対
策を自分で講じることができるようになることを
目標とする。

３　履修状況
　履修者数　88名
　学部内訳　文学部２名、教育学部10名、法学部７名、経済学部21名、理学部３名、医学部30名、歯学

部４名、薬学部３名、工学部２名、環境理工学部１名、農学部３名、マッチングプログラ
ムコース１名、グローバル・パートナーズ１名

▲インドの市民が利用する州立病院内の様子
（インド・コルカタ）
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た。３月から４月に募集と選考を行い、採用する学生を決定した。その後、岡山大学への受入手続きや
査証取得を経て、９月２日に学生が岡山に到着した。９月３日にはガイダンスならびに岡山大学の国際
インターンシップに参加する学生との顔合わせを行った。導入教育は９月上旬の２日間と10月上旬に分
けて行った。９月には日本文化、生活様式、基本的な日本語に関する講義を行った。10月には日本文化、
日本の林業に関する講義を行った。
　両プログラムの学生は共に就業した。就業内容は各企業、機関が発案し、林業教育コンソーシアムが
合意した（資料１）。各企業、機関は学生の就業状況を大学に報告するとともに、就業最終日に報告会
を実施し、評価を行った。その間、岡山大学の教職員は１週間間隔で企業に赴き、就業状況、課題、要
望などについて話し合いを持ち、企業ごとの報告会にも参加した。各企業、機関はそれらを元に学生を
評価し、大学に報告した。11月29日には成果報告会を実施した。

４．受け入れ企業、機関
　学生の就業体験を実施するにあたっては、県内の林業、林産業企業や自治体と岡山大学とで、林業と
その関連分野に係る包括連携協定を平成26年７月に締結し、次世代の人材育成に連携、協力するための

「林業教育コンソーシアム」を設置することとした。岡山大学大学院環境生命科学研究科はUBC林学部
と部局間学術交流協定を締結し、教員、学生の研究、教育交流の基本的枠組みを構築した。
　林業とその関連分野に係る包括連携協定と、岡山大学とUBCとの間の部局間学術交流協定を元に、
UBCの学生受け入れと、岡山大学の学生とUBCの学生の就業体験を実施することが可能となった。受
け入れ体制を資料２に模式的に示す。

服部興業株式会社
９月６日～９月29日
育林、伐木、集材

新庄村
９月６日～９月29日
伐木、集材、自治体業務

院庄林業株式会社
９月６日～９月29日
集成材製造、集成材加工

倉敷木材株式会社
10月10日～10月27日
木工、建築

岡山大学森林生態学研究室
10月10日～11月10日
研究補助

株式会社フォレストこいで
10月10日～10月27日
伐木、集材

銘建工業株式会社
10月30日～11月24日
集成材製造、集成材加工

株式会社ウッディワールドのざき
11月13日～11月24日
躯体設計、加工

岡山大学環境プロセス工学研究室
10月30日～11月10日
研究補助

岡山大学流域水文学研究室
11月13日～11月24日
研究補助

資料１　就業内容
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５．プログラム運営
　岡山大学の運営費交付金（グローバル実践型教育）、学都基金、受け入れ企業・機関からの寄付金に
より運営した。なお、国際インターンシップに参加する学生は宿泊費と交通費を実費負担するものとし、
実践型社会連携教育科目（国際インターンシップ）の企画と教育及び学生と企業、大学の橋渡しをする
プログラムの運営管理は地域総合研究センターが担当した。事前教育、導入教育、事後教育には、岡山
大学の学部、研究科、グローバル・パートナーズ、国際教育オフィス（L-Café）、地域総合研究センター
をはじめとする岡山大学の教員ならびに学外の専門家の協力を得た。また、社会連携支援室の職員が実
務面をサポートした。

６．教育効果
　国際インターンシップの受講者に対して、事前（事前学習終了時）と就業中、事後（就業体験終了時）
に同一の調査票「自己評価シート」に基づいて態度特性に対する自己評価を行った。
　態度特性の各項目のうち、特徴的なものについて、事前学習開始前、事前学習終了後、就業１週目、
就業最終週の態度特性の平均を、項目ごとに時系列にみたところ、これらの変化は、１）右肩上がり、２）

「N」字型、３）「へ」の字型、４）「U」字型の４つに大別される。変化が主に意味するところを以下に
示す。
　項目によって変化の仕方が違う。典型的なものとして、図１に見られるような右肩上がりの変化は、

「05. 体験型授業を通じて大学での学びは深まると思う。」、「11. 大学で学んでいることは、私の人生に役
に立っている。」、「27. 私は近い将来、自分が暮らす地域社会をよくするための取り組みに参画するつも
りである。」の３項目で見られた。事前学習での学びを踏まえ、就業という体験型学習を通して学びが
深まり、自分の人生に引き寄せて考え、地域社会を考える方向に変化していることがうかがえる。

資料２　受け入れ体制
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た。３月から４月に募集と選考を行い、採用する学生を決定した。その後、岡山大学への受入手続きや
査証取得を経て、９月２日に学生が岡山に到着した。９月３日にはガイダンスならびに岡山大学の国際
インターンシップに参加する学生との顔合わせを行った。導入教育は９月上旬の２日間と10月上旬に分
けて行った。９月には日本文化、生活様式、基本的な日本語に関する講義を行った。10月には日本文化、
日本の林業に関する講義を行った。
　両プログラムの学生は共に就業した。就業内容は各企業、機関が発案し、林業教育コンソーシアムが
合意した（資料１）。各企業、機関は学生の就業状況を大学に報告するとともに、就業最終日に報告会
を実施し、評価を行った。その間、岡山大学の教職員は１週間間隔で企業に赴き、就業状況、課題、要
望などについて話し合いを持ち、企業ごとの報告会にも参加した。各企業、機関はそれらを元に学生を
評価し、大学に報告した。11月29日には成果報告会を実施した。

４．受け入れ企業、機関
　学生の就業体験を実施するにあたっては、県内の林業、林産業企業や自治体と岡山大学とで、林業と
その関連分野に係る包括連携協定を平成26年７月に締結し、次世代の人材育成に連携、協力するための

「林業教育コンソーシアム」を設置することとした。岡山大学大学院環境生命科学研究科はUBC林学部
と部局間学術交流協定を締結し、教員、学生の研究、教育交流の基本的枠組みを構築した。
　林業とその関連分野に係る包括連携協定と、岡山大学とUBCとの間の部局間学術交流協定を元に、
UBCの学生受け入れと、岡山大学の学生とUBCの学生の就業体験を実施することが可能となった。受
け入れ体制を資料２に模式的に示す。

服部興業株式会社
９月６日～９月29日
育林、伐木、集材

新庄村
９月６日～９月29日
伐木、集材、自治体業務

院庄林業株式会社
９月６日～９月29日
集成材製造、集成材加工

倉敷木材株式会社
10月10日～10月27日
木工、建築

岡山大学森林生態学研究室
10月10日～11月10日
研究補助

株式会社フォレストこいで
10月10日～10月27日
伐木、集材

銘建工業株式会社
10月30日～11月24日
集成材製造、集成材加工

株式会社ウッディワールドのざき
11月13日～11月24日
躯体設計、加工

岡山大学環境プロセス工学研究室
10月30日～11月10日
研究補助

岡山大学流域水文学研究室
11月13日～11月24日
研究補助

資料１　就業内容
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　一方、「25r. 【反転】大学で学んでいることが、私の日常生活にとって何か意味があるとは思えない。」、
「10. 私は、自分が住んでいる地域が今どんな課題を抱えているのか具体的に知っている。」の２項目で
は（図２）、事前学習を通して学びは深めたが、実際の就業現場で、予想や想像とは異なる事態に遭遇し、
葛藤があった。しかし、就業終了時にはそれを克服できたことを示している。就業初期は、大学で学ん
できた既有知識が通用しない事態に戸惑ったものの、現場での活動によってこれまでの知識が活用でき
るようになったものと考えられる。

■９-５-2５　実践デモクラティックラーニング（主権者教育への取り組み）
担当：岩淵泰助教（地域総合研究センター）
　本科目は、NPO法人YouthCreateの原田謙介代表と共に、まちづくりの課題に触れながら地域から
国、グローバルな民主主義について考える講義である。岩淵泰助教は、民主主義論、アメリカやフラ
ンスの議会や市民参加論、岡山市内のまちづくりについて紹介し、原田謙介氏は、国政の動き、また、
全国で行われているシチズンシップ教育について紹介した。テーマを、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「民主主義とメディア」「民主

主義と行政」「民主主義

図１　右肩上がりの例
05. 体験型授業を通じて大学での学びは深まると思う。

図２　「N」字型の例
25r. 【反転】大学で学んでいることが、私の日常生活にとって
何か意味があるとは思えない。

　　　　　　　　　　　と教育」「民主主義と議会」に据えており、受講生は岡山市の行財政改革、

観光振興、医療政策、農業政策　　　　　　　　　　　　　　のチームに分かれ、課題を整理した後、直接岡山市市議会議員を二人招

待して、議論を重ねた。授業の特色は、民主主義の理論や議会改革についての学問的な探求に加え
て、行政や議員の当事者から実践的な活動やその役割について直接学ぶ機会を設けたことである。
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■９-５-26　岡山まちづくり論（１）（２）
担当：岩淵泰助教（地域総合研究センター）
　本科目は、第一に、西川緑道公園を設計した造園家伊藤邦衛氏の建築技法とその思想を調べ、現在
のまちづくりにいかに繋がっているかを、講義とフィールド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワークによって学び、第二に、「岡山

市大学生まちづくりチャレンジ事業」を活用して西川まち歩きマップの作製を行った。造園家伊藤邦
衛氏が残した写真を手掛かりに、伊藤氏がどこの視点から、なにを撮っていたかを探ることにより、
西川緑道公園がその他の公園　　　　　　　　　　　　　と異なった性格を持っていることを浮かび上がらせた。また、伊藤氏の

インタビュー記事や秘書の話から西川緑道公園に込められたまちづくりの意味を検討した。公園建
設反対運動から歩きやすいまちづくりへの転換について学んだ。加えて、西川まちあるきマップで
は、学生はホテル業者、まちづくり団体、商店主などと意見交換も行い、学生目線のまち歩きマップ
作製に尽力した。マップは1,000部作成し、観光協会や西川沿道に配布した。
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　一方、「25r. 【反転】大学で学んでいることが、私の日常生活にとって何か意味があるとは思えない。」、
「10. 私は、自分が住んでいる地域が今どんな課題を抱えているのか具体的に知っている。」の２項目で
は（図２）、事前学習を通して学びは深めたが、実際の就業現場で、予想や想像とは異なる事態に遭遇し、
葛藤があった。しかし、就業終了時にはそれを克服できたことを示している。就業初期は、大学で学ん
できた既有知識が通用しない事態に戸惑ったものの、現場での活動によってこれまでの知識が活用でき
るようになったものと考えられる。

■９-５-2５　実践デモクラティックラーニング（主権者教育への取り組み）
担当：岩淵泰助教（地域総合研究センター）

本科目は、NPO法人YouthCreateの原田謙介代表
と共に、まちづくりの課題に触れながら地域から国、
グローバルな民主主義について考える講義である。岩
淵泰助教は、民主主義論、アメリカやフランスの議会
や市民参加論、岡山市内のまちづくりについて紹介し、
原田謙介氏は、国政の動き、また、全国で行われてい
るシチズンシップ教育について紹介した。テーマを、

「民主主義とメディア」「民主主義と行政」「民主主義
と教育」「民主主義と議会」に据えており、受講生は
岡山市の行財政改革、観光振興、医療政策、農業政策
のチームに分かれ、課題を整理した後、直接岡山市市議会議員を二人招待して、議論を重ねた。授業の
特色は、民主主義の理論や議会改革についての学問的な探求に加えて、行政や議員の当事者から実践的
な活動やその役割について直接学ぶ機会を設けたことである。　

図１　右肩上がりの例
05. 体験型授業を通じて大学での学びは深まると思う。

図２　「N」字型の例
25r. 【反転】大学で学んでいることが、私の日常生活にとって
何か意味があるとは思えない。

▲岡山市議会議員を招待しての意見交換
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その他10
■第32回日本計画行政学会中国支部大会
日　時　平成29年４月22日
会　場　岡山大学国際交流会館
報告者　三村　聡センター長、岩淵　泰助教、石田尚昭非常勤研究員（前岡山市都市整備局審議官）
コーディネーター　三村聡センター長（以下の研究報告について）

⑴ 「国が進める地方創生の実際－地方創生人材支援制度の振り返り－」
（報告者：三村聡）

⑵ 「歩きやすいまちを目指して－岡山市西川緑道公園筋歩行者天国の試み－」
（報告者：岩淵泰、石田尚昭）

⑶ 「低炭素都市津山に向けた超小型モビリティの活用」
（報告者：津山市総務部　飯田早苗次長）

⑷ 「地方都市における都市スポンジ化の実態」
（報告者：岡山大学大学院環境生命科学研究科　阿部宏史教授・氏原岳人准教授・和氣悠氏）

■日本福祉教育・ボランティア学習学会第23回長野大会 in信州うえだ
日　時　平成29年12月２・３日
会　場　長野大学
報告者　山田一隆・尾崎慶太
テーマ　�サービスラーニングが培う資質・能力としての福祉マインド

―�受講生の卒業時の省察的語りから�―
報告者　古川秀夫・山田一隆・柴田和子・富川　拓・大束貢生
テーマ　�日本におけるサービス・ラーニングの展開（13）　―�有権者教育への示唆�―

10- １　学会・学術活動

■第 24 回大学教育研究フォーラム
日　時　平成30年３月20・21日
会　場　京都大学吉田キャンパス
報告者　前田芳男・山田一隆・吉川　幸
テーマ　�岡山大学の実践型社会連携教育　その１

―�Community-Based�Learning（CBL）の全学生展開�―
　　　　�岡山大学の実践型社会連携教育　その２

―�実践型まちづくり論」におけるサービスラーニングの設計と評価�―
　　　　�岡山大学の実践型社会連携教育　その３

―�トランジションへのレディネスを育む「実践型教育/学習概論」の展開�―
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■日本沙漠学会理事会
日　時　平成29年４月15日
会　場　東京都中央区女性センター
出席者　吉川　賢
用　務　�日本沙漠学会の運営と企画について、沙漠学会会長として会議を主導

■10th International Workshop on Sap Flow
日　時　平成29年５月22～26日
会　場　米国カリフォルニアFulolerton
報告者　三木直子岡山大学大学院准教授、吉川　賢
テーマ　�Water�movement�via� adventitious� root� of� Juniperus� sabina�with�prostrate� life� form� in

semiarid�areas�in�China

■日本沙漠学会学術大会
日　時　平成29年５月27・28日
会　場　千葉工業大学スカイツリータウンキャンパス
出席者　吉川　賢
用　務　�沙漠研究の最新成果の発表とその討議。沙漠学会会長として学会を運営

■日本沙漠学会理事会
日　時　平成29年７月８日
会　場　東京都荒川区民館
出席者　吉川　賢
用　務　�日本沙漠学会の運営と企画について、沙漠学会会長として会議を主導
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■第32回日本計画行政学会中国支部大会
日　時　平成29年４月22日
会　場　岡山大学国際交流会館
報告者　三村　聡センター長、岩淵　泰助教、石田尚昭非常勤研究員（前岡山市都市整備局審議官）
コーディネーター　三村聡センター長（以下の研究報告について）
　⑴　「国が進める地方創生の実際－地方創生人材支援制度の振り返り－」

（報告者：三村聡）
　⑵　「歩きやすいまちを目指して－岡山市西川緑道公園筋歩行者天国の試み－」

（報告者：岩淵泰、石田尚昭）
　⑶　「低炭素都市津山に向けた超小型モビリティの活用」

（報告者：津山市総務部　飯田早苗次長）
　⑷　「地方都市における都市スポンジ化の実態」

（報告者：岡山大学大学院環境生命科学研究科　阿部宏史教授・氏原岳人准教授・和氣悠氏）

■日本福祉教育・ボランティア学習学会第23回長野大会 in信州うえだ
日　時　平成29年12月２・３日
会　場　長野大学
報告者　山田一隆・尾崎慶太
テーマ　�サービスラーニングが培う資質・能力としての福祉マインド
　　　　　― 受講生の卒業時の省察的語りから ―
報告者　古川秀夫・山田一隆・柴田和子・富川　拓・大束貢生
テーマ　�日本におけるサービス・ラーニングの展開（13）　― 有権者教育への示唆 ―

　10- １　学会・学術活動

▲岩淵泰助教と石田尚昭研究員

■日中韓３カ国黄砂対策共同研究
日　時　平成29年７月24～31日
場　所　中国内蒙古自治区フルンボイル
参加者　吉川　賢
内　容　黄砂発生源対策としての流砂固定技術の現地実証測定
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■インド洋沿岸のマングローブの遺伝特性の解明
日　時　平成29年８月12～23日
場　所　マダガスカル国中西部から北部海岸とモーリシャス国東部海岸
参加者　吉川　賢
目　的　�マダガスカル国とモーリシャス国のヒルギダマシの遺伝特性を解明するための試料採取

■日本沙漠学会 30 周年記念事業検討委員会
日　時　平成29年９月８日
会　場　千葉工業大学
報告者　吉川　賢
用　務　�日本沙漠学会の30周年記念大会に向けた企画について、沙漠学会会長として会議を主導

■IUFRO side event seminar "Water use efficiency under drought"
日　時　平成29年９月18日
場　所　フランス国ナンシー
報告者　吉川　賢

テーマ　�乾燥ストレス下での植物の水利用効率についての最近の研究動向と今後の方針

■  International Union of Forestry Research Organizations 125th Anniversry
Congress

日　時　平成29年９月19～22日
場　所　ドイツ国フライブルグ
報告者　吉川　賢
目　的　森林研究の最近の研究成果の発表と論議

■日本地球惑星科学連合学協会長会議
日　時　平成29年10月12日
会　場　東京大学地震研究所
出席者　吉川　賢
用　務　日本沙漠学会会長として出席し、連合大会についての情報交換
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■日本沙漠学会理事会
日　時　平成29年10月28日
会　場　つくば大学東京キャンパス
出席者　吉川　賢
用　務　日本沙漠学会の運営と企画について、沙漠学会会長として会議を主導

■環境総合推進費国民対話シンポジウム
日　時　平成29年11月21日
会　場　早稲田大学WASEDANEOホール
報告者　吉川　賢
テーマ　地球温暖化対策の手段としての森林・農業―土壌の役割を中心として�―

■  1st International Workshop, Inpacts of Climete Cahanc on Drylands; Assessment
and adaptation

日　時　平成29年12月３日
会　場　鳥取大学乾燥地研究センター
出席者　吉川　賢
テーマ　モンゴル、スーダンにおける温暖化と砂漠化による農業活動の変化

■砂漠化地域における地球温暖化への対応に関する研究の諮問委員会
日　時　平成29年12月４日
会　場　鳥取大学乾燥地研究センター
出席者　吉川　賢
用　務　諮問委員として研究の展開の方向についての示唆を行った

■日中韓３カ国黄砂対策共同研究 WG ２会合
日　時　平成29年12月６・７日
会　場　山梨県山中湖町
出席者　吉川　賢
目　的　�黄砂発生源対策についての現地実証測定の結果を３カ国が持ち寄って共同で検討

■砂漠化対処条約関連事業検討委員会
日　時　平成29年12月21日
会　場　東京大学第２本部棟
出席者　吉川　賢
目　的　�環境省が進める砂漠化対処条約関連事業の今後について検討し、基本方針の内容を論議
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■日中韓３カ国黄砂対策共同研究
日　時　平成29年７月24～31日
場　所　中国内蒙古自治区フルンボイル
参加者　吉川　賢
内　容　黄砂発生源対策としての流砂固定技術の現地実証測定

■インド洋沿岸のマングローブの遺伝特性の解明
日　時　平成29年８月12～23日
場　所　マダガスカル国中西部から北部海岸とモーリシャス国東部海岸
参加者　吉川　賢
目　的　�マダガスカル国とモーリシャス国のヒルギダマシの遺伝特性を解明するための試料採取

■日本沙漠学会 30 周年記念事業検討委員会
日　時　平成29年９月８日
会　場　千葉工業大学
報告者　吉川　賢
用　務　�日本沙漠学会の30周年記念大会に向けた企画について、沙漠学会会長として会議を主導

■ IUFRO side event seminar "Water use efficiency under drought"
日　時　平成29年９月18日
場　所　フランス国ナンシー
報告者　吉川　賢
テーマ　�乾燥ストレス下での植物の水利用効率についての最近の研究動向と今後の方針

■ International Union of Forestry Research Organizations 125th Anniversry
Congress

日　時　平成29年９月19～22日
場　所　ドイツ国フライブルグ
報告者　吉川　賢
目　的　森林研究の最近の研究成果の発表と論議

■日本地球惑星科学連合学協会長会議
日　時　平成29年10月12日
会　場　東京大学地震研究所
出席者　吉川　賢
用　務　日本沙漠学会会長として出席し、連合大会についての情報交換
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■途上国森林再生技術普及事業検討委員会
日　時　平成29年12月22日
会　場　東京都文京区林友ビル
出席者　吉川　賢
目　的　農水省が進める普及事業のための研究開発の内容を検討

■日本沙漠学会理事会
日　時　平成30年１月６日
会　場　東京都中央区新富区民館
出席者　吉川　賢
用　務　�日本沙漠学会の運営と企画について、沙漠学会会長として会議を主導

■黄砂問題検討会
日　時　平成30年２月28日
会　場　日本環境衛生センター
出席者　吉川　賢
目　的　�環境省が進める飛来黄砂のモニタリング結果の分析とその対策についての検討
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【テレビ】 
平成29年８月27日 OHK 動き出す働き方改革　加藤勝信厚生労働大臣に聞く

平成29年４月14日 NHK岡山放送局 岡山ラジオ・おからじ！「防災」をテーマに前田芳男
教授出演

【新聞】　※は資料編を参照
平成29年４月１日 山陽新聞 「実りの学都」の実現目指す　学長　槇野博史氏
平成29年４月14日 山陽新聞 西原村の自宅が被災　岡山大・前田教授　防災意識の甘

さ痛感
平成29年４月18日 山陽新聞※ 岡山駅・後楽園直通バス　宇野自動車、岡電　27日から

運行
平成29年４月20日 産経新聞 JR岡山駅ー岡山後楽園　シャトルバスを運行　27日か

ら
平成29年４月23日 産経新聞 超小型EV評価上々　研究会、実証実験報告
平成29年４月26日 読売新聞 岡山駅－後楽園　待望　シャトルバス
平成29年４月28日 山陽新聞 直通バスで後楽園へ　岡山駅から観光客次々　宇野自動

車と岡電運行
平成29年５月11日 山陽新聞 ホームレス実情知って　岡山大２年植田さん　パネル展

企画
平成29年６月５日 津山朝日新聞（夕刊）※ 環境面視点の地域創生展望　シンポジウム津山、真庭市、

岡大　講演や実践報告
平成29年６月10日 津山朝日新聞（夕刊）※ 地域課題解決の力養おう　美作国実・楽・彩づくり塾
平成29年６月13日 山陽新聞夕刊 読書三昧　近刊私の１冊（前田芳男副センター長）
平成29年６月14日 山陽新聞（作州ワイド版）課題解決や政策立案　県民局研修講座スタート
平成29年６月15日 山陽新聞 人を大切にする経営学会　23日、中国支部設立
平成29年６月20日 山陽新聞 岡山広告賞を贈呈　協会総会　本年度事業を決める
平成29年６月26日 朝日新聞 留学生と災害対処考える　岡山大、北区でワークショップ
平成29年７月５日 山陽新聞 岡山武蔵倶楽部総会（三村聡センター長講演）
平成29年７月６日 山陽新聞 県庁通り　将来像策定へ　セミナーや現地調査　地元と

認識共有

10- ２　マスコミ報道
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■途上国森林再生技術普及事業検討委員会
日　時　平成29年12月22日
会　場　東京都文京区林友ビル
出席者　吉川　賢
目　的　農水省が進める普及事業のための研究開発の内容を検討

■日本沙漠学会理事会
日　時　平成30年１月６日
会　場　東京都中央区新富区民館
出席者　吉川　賢
用　務　�日本沙漠学会の運営と企画について、沙漠学会会長として会議を主導

■黄砂問題検討会
日　時　平成30年２月28日
会　場　日本環境衛生センター
出席者　吉川　賢
目　的　�環境省が進める飛来黄砂のモニタリング結果の分析とその対策についての検討
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平成29年７月14日 山陽新聞 市、７大学の12事業採択　若者の視点でまちづくり
平成29年７月18日 山陽新聞（夕刊） 読書三昧　近刊私の一冊（前田芳男副センター長）
平成29年７月21日 山陽新聞 県庁通り１車線化　理解促進へセミナー
平成29年７月23日 山陽新聞 県庁通り魅力アップを　１車線化テーマ　市セミナーに

110人
平成29年８月９日 日本経済新聞 岡山の産官学で空き家対策協議　17日立ち上げ
平成29年８月18日 山陽新聞※ 空き家対策研究会発足　産学官の地域発展協議体
平成29年８月25日 山陽新聞（夕刊） 読書三昧　近刊私の一冊（前田芳男副センター長）
平成29年９月14日 読売新聞 防災体制　道半ば　南海トラフ、風水害（前田芳男副セ

ンター長）
平成29年９月16日 朝日新聞 １車線化　実現へ動き　県庁通り
平成29年９月26日 山陽新聞（夕刊） 読書三昧　近刊私の１冊（前田芳男副センター長）
平成29年10月12日 山陽新聞

（笠岡・井原・浅口圏版）
みこし担ぎ「ワッショイ」矢掛江良住民　岡山大留学生
と交流

平成29年10月26日 山陽新聞 自然素材生かし美しく　親交深かった進士氏講演　西川
緑道公園設計・故伊藤邦衛氏にスポット

平成29年10月31日 山陽新聞（夕刊） 読書三昧　近刊私の１冊（前田芳男副センター長）
平成29年11月１日 山陽新聞※ おかやま円卓会議　都市交通在り方議論　スポーツ地域

活性化も
平成29年11月２日 山陽新聞 都市交通、大学連携は　市長　４日から仏先進地視察
平成29年11月９日 山陽新聞 魅力アップの方策探る　県庁通り１車線化　市が地元対

象ワークショップ　まちづくり事業意見交換
平成29年11月11日 山陽新聞 熊本地震　写真で紹介　きょうとあす倉敷　14、15に岡

山　50点を展示
平成29年11月15日 山陽新聞※ 防災意識　被災地から　熊本地震企画展　岡大生の取材

紹介
平成29年11月21日 山陽新聞 外国人客呼び込め　岡山・表町の商店会　留学生らと意

見交換会
平成29年12月７日 山陽新聞※ 犯罪被害者支援継続を　岡山大でシンポ　当事者の会代

表講演
平成30年１月14日 山陽新聞※ 地域とともにSDGs達成へ貢献する岡山大学
平成30年１月22日 山陽新聞 語る伝える　社会を変えるには若い力必要。寄り添える

人が増えてほしい。（「犯罪被害者支援シンポジウム」講
演要旨）

平成30年１月23日 山陽新聞 県庁通り１車線化　地元の関心高まらず
平成30年１月28日 山陽新聞（作州ワイド版）作州地域若手職員　地域活性化の方策は　高校生に研修

成果発表
平成30年２月１日 山陽新聞 学生が描くマチ　岡山の取り組み　防災意識向上（岡山

大）
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平成30年２月１日 山陽新聞 県庁通り１車線化　にぎわい創出策探る　ビジョン策定
へ　WSで実地調査

平成30年２月１日 山陽新聞 課題解決へ学生が事業案　岡山大　ザグザグダイヤ工業
に　産学連携型の授業

平成30年２月８日 山陽新聞 学生が描くマチ　岡山の取り組み　西川の魅力発見（岡
山大）

平成30年２月18日 山陽新聞 県庁通り１車線化へ市セミナー　魅力アップのこつは
まちづくりの実践紹介

平成30年３月５日 山陽新聞 学生企画「SCOP」奉還町商店街に新タペストリー掲出

【その他】
平成29年４月12日 山陽新聞デジタル 矢掛町大名行列inサンフランシスコ（上）素晴らしき

マンネリズム
平成29年４月30日 日本海新聞　Net�Nihonkai 時代絵巻　古式ゆかしく　鳥取・三朝「三徳山御幸行列」
平成29年５月８日 山陽新聞デジタル 矢掛町大名行列inサンフランシスコ（下）サムライセ

ブンからイレブンへ
平成29年５月18日 日経電子版 実践デモクラティックラーニング（１）街を起点とし、

民主主義を考え実践する岡山大学での授業
平成29年６月15日 山陽新聞デジタル コミューンの在り方問う大川村　地域民主主義の将来考

える契機に
平成29年７月12日 山陽新聞デジタル ストラスブールのまちづくり（１）歩行者空間から生み

出されるもの
平成29年８月７日 山陽新聞デジタル 学生たちを街に呼び戻せ　金沢市のまちづくり推進条例
平成29年９月５日 山陽新聞デジタル あたらしく、なつかしい暮らし　コミュニティスペース

「くらしのたね」を訪れて
平成29年10月１日 山陽新聞デジタル 次世代に美観地区の資産継承を　倉敷町家トラストの中

村さんに聞く
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平成29年７月14日 山陽新聞 市、７大学の12事業採択　若者の視点でまちづくり
平成29年７月18日 山陽新聞（夕刊） 読書三昧　近刊私の一冊（前田芳男副センター長）
平成29年７月21日 山陽新聞 県庁通り１車線化　理解促進へセミナー
平成29年７月23日 山陽新聞 県庁通り魅力アップを　１車線化テーマ　市セミナーに

110人
平成29年８月９日 日本経済新聞 岡山の産官学で空き家対策協議　17日立ち上げ
平成29年８月18日 山陽新聞※ 空き家対策研究会発足　産学官の地域発展協議体
平成29年８月25日 山陽新聞（夕刊） 読書三昧　近刊私の一冊（前田芳男副センター長）
平成29年９月14日 読売新聞 防災体制　道半ば　南海トラフ、風水害（前田芳男副セ

ンター長）
平成29年９月16日 朝日新聞 １車線化　実現へ動き　県庁通り
平成29年９月26日 山陽新聞（夕刊） 読書三昧　近刊私の１冊（前田芳男副センター長）
平成29年10月12日 山陽新聞

（笠岡・井原・浅口圏版）
みこし担ぎ「ワッショイ」矢掛江良住民　岡山大留学生
と交流

平成29年10月26日 山陽新聞 自然素材生かし美しく　親交深かった進士氏講演　西川
緑道公園設計・故伊藤邦衛氏にスポット

平成29年10月31日 山陽新聞（夕刊） 読書三昧　近刊私の１冊（前田芳男副センター長）
平成29年11月１日 山陽新聞※ おかやま円卓会議　都市交通在り方議論　スポーツ地域

活性化も
平成29年11月２日 山陽新聞 都市交通、大学連携は　市長　４日から仏先進地視察
平成29年11月９日 山陽新聞 魅力アップの方策探る　県庁通り１車線化　市が地元対

象ワークショップ　まちづくり事業意見交換
平成29年11月11日 山陽新聞 熊本地震　写真で紹介　きょうとあす倉敷　14、15に岡

山　50点を展示
平成29年11月15日 山陽新聞※ 防災意識　被災地から　熊本地震企画展　岡大生の取材

紹介
平成29年11月21日 山陽新聞 外国人客呼び込め　岡山・表町の商店会　留学生らと意

見交換会
平成29年12月７日 山陽新聞※ 犯罪被害者支援継続を　岡山大でシンポ　当事者の会代

表講演
平成30年１月14日 山陽新聞※ 地域とともにSDGs達成へ貢献する岡山大学
平成30年１月22日 山陽新聞 語る伝える　社会を変えるには若い力必要。寄り添える

人が増えてほしい。（「犯罪被害者支援シンポジウム」講
演要旨）

平成30年１月23日 山陽新聞 県庁通り１車線化　地元の関心高まらず
平成30年１月28日 山陽新聞（作州ワイド版）作州地域若手職員　地域活性化の方策は　高校生に研修

成果発表
平成30年２月１日 山陽新聞 学生が描くマチ　岡山の取り組み　防災意識向上（岡山

大）
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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

１-１．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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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

１-１．設立趣意書
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１-４．運営委員会名簿

岡山大学地域総合研究センター運営委員会名簿
平成30年１月１日現在

以上30名

氏　　　　名 任 期 備 考

１号委員 三　村　　　聡 －

２号委員 前　田　芳　男 －

３号委員 吉　川　　　賢 －

３号委員 石　丸　香　苗 －

３号委員 山　田　一　隆 －

３号委員 岩　淵　　　泰 －

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29年４月～平成31年３月 教育学研究科・教育学部

５号委員 鶴　田　健　二 平成29年４月～平成31年３月 自然科学研究科

５号委員 齋　藤　信　也 平成29年４月～平成31年３月 保健学研究科

５号委員 西　山　　　哲 平成29年４月～平成31年３月 環境生命科学研究科・環境理工学部

５号委員 那　須　保　友 平成29年４月～平成31年３月 医歯薬学総合研究科

５号委員 佐　藤　吾　郎 平成29年４月～平成31年３月 法務研究科

５号委員 北　川　博　史 平成29年４月～平成31年３月 文学部

５号委員 中　富　公　一 平成29年４月～平成31年３月 法学部

５号委員 平　野　正　樹 平成29年４月～平成31年３月 経済学部・大学院社会文化科学研究科

５号委員 竹　中　博　士 平成29年４月～平成31年３月 理学部

５号委員 浜　田　　　淳 平成29年４月～平成31年３月 医学部

５号委員 森　田　　　学 平成29年４月～平成31年３月 歯学部

５号委員 黒　﨑　勇　二 平成29年４月～平成31年３月 薬学部

５号委員 田　野　　　哲 平成29年４月～平成31年３月 工学部

５号委員 木　村　吉　伸 平成29年４月～平成31年３月 農学部

６号委員 高　橋　香　代 平成29年４月～平成31年３月 企画・評価・総務担当理事

６号委員 佐　野　　　寛 平成29年４月～平成31年３月 教育担当理事

６号委員 釣　　　雅　雄 平成29年４月～平成31年３月 グローバル・パートナーズ

６号委員 鈴　木　久　雄 平成29年４月～平成31年３月 基幹教育センター

６号委員 吉　川　　　幸 平成29年４月～平成31年３月 地域総合研究センター
実践型教育プランナー
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１-４．地域連携専門委員会名簿

岡山大学地域総合研究センター地域連携専門委員会名簿
平成29年４月１日現在

以上28名

氏　　　　名 所　　　属　　　等
１号委員 三　村　　　聡 地域総合研究センターセンター長・委員長
１号委員 前　田　芳　男 地域総合研究センター副センター長
２号委員 吉　川　　　賢 環境生命科学研究科
２号委員 石　丸　香　苗 地域総合研究センター
２号委員 山　田　一　隆 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
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　﨑　敏　文 大学院医歯薬学総合研究科・地域医療部門
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 田　野　　　哲 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
８号委員 浜　田　　　淳 医歯薬学総合研究科
９号委員 佐々木　幸　喜 グローバル・パートナーズ
10号委員 鈴　木　久　雄 基幹教育センター
11号委員 原　田　　　勲 学務部
11号委員 吉　川　　　幸 地域総合研究センター
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１-４．運営委員会名簿

岡山大学地域総合研究センター運営委員会名簿
平成30年１月１日現在

以上30名

氏　　　　名 任　　　　　期 備　　　　　　　考

１号委員 三　村　　　聡 －

２号委員 前　田　芳　男 －

３号委員 吉　川　　　賢 －

３号委員 石　丸　香　苗 －

３号委員 山　田　一　隆 －

３号委員 岩　淵　　　泰 －

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29年４月～平成31年３月 教育学研究科・教育学部

５号委員 鶴　田　健　二 平成29年４月～平成31年３月 自然科学研究科

５号委員 齋　藤　信　也 平成29年４月～平成31年３月 保健学研究科

５号委員 西　山　　　哲 平成29年４月～平成31年３月 環境生命科学研究科・環境理工学部

５号委員 那　須　保　友 平成29年４月～平成31年３月 医歯薬学総合研究科

５号委員 佐　藤　吾　郎 平成29年４月～平成31年３月 法務研究科

５号委員 北　川　博　史 平成29年４月～平成31年３月 文学部

５号委員 中　富　公　一 平成29年４月～平成31年３月 法学部

５号委員 平　野　正　樹 平成29年４月～平成31年３月 経済学部・大学院社会文化科学研究科

５号委員 竹　中　博　士 平成29年４月～平成31年３月 理学部

５号委員 浜　田　　　淳 平成29年４月～平成31年３月 医学部

５号委員 森　田　　　学 平成29年４月～平成31年３月 歯学部

５号委員 黒　﨑　勇　二 平成29年４月～平成31年３月 薬学部

５号委員 田　野　　　哲 平成29年４月～平成31年３月 工学部

５号委員 木　村　吉　伸 平成29年４月～平成31年３月 農学部

６号委員 高　橋　香　代 平成29年４月～平成31年３月 企画・評価・総務担当理事

６号委員 佐　野　　　寛 平成29年４月～平成31年３月 教育担当理事

６号委員 釣　　　雅　雄 平成29年４月～平成31年３月 グローバル・パートナーズ

６号委員 鈴　木　久　雄 平成29年４月～平成31年３月 基幹教育センター

６号委員 吉　川　　　幸 平成29年４月～平成31年３月 地域総合研究センター
実践型教育プランナー
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地域総合研究センター アドバイザー委員
平成28年４月１日現在

氏　　　　名 所 属
伊　藤　公　久 プロフェッショナルエンジニア
伊　藤　直　人 岐阜県白川村役場 政策顧問
大久保　憲　作 一般社団法人 高梁川流域学校 代表理事
梶　谷　俊　介 一般社団法人 岡山経済同友会 地域振興委員長
髙　次　秀　明 公益財団法人 岡山シンフォニーホール 専務理事
髙　原　弘　海 社会福祉法人 旭川荘 理事
平　本　真　樹 三菱地所株式会社 開発推進部　新機能開発室チーフマネージャー

ヴァンソン　藤井由実 都市交通ジャーナリスト
三　宅　　　昇 公益財団法人 岡山県産業振興財団 理事長
青　木　肇　也 旭化成株式会社　研究・開発本部　触媒技術開発センター
本　田　伸　孝 株式会社 HFMコンサルティング 代表取締役
徳　田　恭　子 特定非営利活動法人 まちづくり推進機構岡山 代表理事
河　上　直　美 特定非営利活動法人 タブラ ラサ 理事
石　原　達　也 特定非営利活動法人　岡山NPOセンター 副代表理事
石　田　篤　史 公益財団法人 みんなでつくる財団おかやま 初代代表理事
岡　山　一　郎 山陽新聞社
横　田　都志子 株式会社 unita設計室 代表取締役
吉　川　　　賢 岡山大学 大学院環境生命科学研究科 特任教授
加　賀　　　勝 岡山大学 大学院教育学研究科 教授
浜　田　　　淳 岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 教授
中　村　良　平 岡山大学 大学院社会文化科学研究科 教授
河　原　伸　幸 岡山大学 大学院自然科学研究科 准教授
三　木　良　一 山陽新聞社
石　田　尚　昭 岡山市都市整備局　まちづくりアドバイザー

公益財団法人岡山市スポーツ・文化振興財団　

以上24名

１-５．アドバイザー委員会名簿
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２-２．学都チャレンジ学生企画 　最終成果報告会　資料

平成29年度採択団体一覧
企画名 団体名

大学と地域の協働による身体表現を核と
する文化芸術の活性化プロジェク卜

身舞ＲｕｎＲｕｎ

大学生が考えるよりよく生きるプロジェクト
～離島訪問を通し高校生と共に考える死生
観～

めめも会

まちけん‘ －地域創造プロジェクト－ 岡山大学まちづくり研究会

学生と市民が語り合うティーチイン岡山 教育学研究科社会科教育学研究室

おかやまプロスポーツ文化百年構想
岡山プロスポーツ文化まちづくりサークル
ＳＣＯＰ

岡山大学地域総合研究センター

平成 年度 学都チャレンジ
学生企画成果報告会

日時 平成 年 月 日（金） ～
場所 岡山大学津島キャンパス中央図書館

ラーニングコモンズ

成果報告発表 団体 分（質疑応答含む）
平成 年度に採択された 団体による 年間の成果報告発表を行います。

意見交換 分程度
チャレンジ企画がもたらした教育効果や今後の展望について意見交換を行います。
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地域総合研究センター アドバイザー委員
平成28年４月１日現在

氏　　　　名 所　　　　　　　属
伊　藤　公　久 プロフェッショナルエンジニア
伊　藤　直　人 岐阜県白川村役場 政策顧問
大久保　憲　作 一般社団法人 高梁川流域学校 代表理事
梶　谷　俊　介 一般社団法人 岡山経済同友会 地域振興委員長
髙　次　秀　明 公益財団法人 岡山シンフォニーホール 専務理事
髙　原　弘　海 社会福祉法人 旭川荘 理事
平　本　真　樹 三菱地所株式会社 開発推進部　新機能開発室チーフマネージャー

ヴァンソン　藤井由実 都市交通ジャーナリスト
三　宅　　　昇 公益財団法人 岡山県産業振興財団 理事長
青　木　肇　也 旭化成株式会社　研究・開発本部　触媒技術開発センター
本　田　伸　孝 株式会社 HFMコンサルティング 代表取締役
徳　田　恭　子 特定非営利活動法人 まちづくり推進機構岡山 代表理事
河　上　直　美 特定非営利活動法人 タブラ ラサ 理事
石　原　達　也 特定非営利活動法人　岡山NPOセンター 副代表理事
石　田　篤　史 公益財団法人 みんなでつくる財団おかやま 初代代表理事
岡　山　一　郎 山陽新聞社
横　田　都志子 株式会社 unita設計室 代表取締役
吉　川　　　賢 岡山大学 大学院環境生命科学研究科 特任教授
加　賀　　　勝 岡山大学 大学院教育学研究科 教授
浜　田　　　淳 岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 教授
中　村　良　平 岡山大学 大学院社会文化科学研究科 教授
河　原　伸　幸 岡山大学 大学院自然科学研究科 准教授
三　木　良　一 山陽新聞社
石　田　尚　昭 岡山市都市整備局　まちづくりアドバイザー

公益財団法人岡山市スポーツ・文化振興財団　

以上24名

１-５．アドバイザー委員会名簿
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２-２．「まちけんʼ17－地域創生プロジェクト－」
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２-２．「まちけんʼ17－地域創生プロジェクト－」
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２-２．「まちけんʼ17－地域創生プロジェクト－」
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２-２．踊る・創る・観るRu・Ru・Ruプロジェクト
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２-２．踊る・創る・観るRu・Ru・Ruプロジェクト
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２-２．踊る・創る・観るRu・Ru・Ruプロジェクト
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２-２．学生と市民が語り合うティーチイン岡山
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２-２．学生と市民が語り合うティーチイン岡山
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２-２．学生と市民が語り合うティーチイン岡山
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２-２．おかやまプロスポーツ文化百年構想

pmpw286h
長方形

pmpw286h
長方形

pmpw286h
長方形

pmpw286h
長方形

pmpw286h
長方形



― 15 ― 

２-２．おかやまプロスポーツ文化百年構想
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２-２．おかやまプロスポーツ文化百年構想
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２-２．大学生が考えるよりよく生きるプロジェクト
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２-２．大学生が考えるよりよく生きるプロジェクト
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２-２．大学生が考えるよりよく生きるプロジェクト
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５-１．おかやま地域発展協議体　設立案

2016年３月11日

「おかやま地域発展協議体」設立

岡　山　大　学

１．「おかやま地域発展協議体」設立の意義

　岡山大学は、第３期中期目標期間に向けた岡山大学の改革構想と将来ビジョンを「岡山大学改革プラン」とし

て明確化した。

　そこでは、急激な少子高齢化・グローバル化を見据えて、聖域なき組織横断型改革を断行するとともに、国際

社会や地域社会と連携した世界に伍する最先端の研究及び実践的かつグローバル教育の展開による「学びの強化」

に取り組み、大学が地域の資源として、その成果を地域社会と連携することにより地域創生に活かすことを目標

に掲げた。

　さらに長期的には、人類が蓄積してきた知と、最先端の知とを総合的に継承するとともに、世界に向けて創造

的な知の成果と技の結実を発信し、以って、岡山の地域社会と共存・共栄しながら若い力を地域社会へ送り出し、

岡山はもとより、わが国のイノベーションを先導する真のグローバルな教育・研究拠点として輝くことをめざす。

　こうしたビジョンを踏まえ、岡山の社会を構成する組織、団体が英知を出し合い、産官学民が一体となり、大

学がプラットフォームとなり、岡山の持続的な発展を支える知恵と駆動力の源となることを目的として「おかや

ま地域発展協議体」を設立する。

２．目標実現に向けた組織提案

　⑴　おかやま円卓会議（ラウンドテーブル）の組成

　　 　「学び」を求めて世界から人々が集まる学都を創生するためには、岡山の持続的な発展を支えるビジョン

を産官学民が共有化し、人・もの・情報・資金についての相互支援体制の構築を協議する必要がある。その

ために、産官学民のトップで構成される、「おかやま円卓会議」（ラウンドテーブル、以下、「円卓会議」と

いう）」を組成し、定期的に議論する場を設けることを提案する。

　⑵　おかやま地域発展協議体の創設

　　 　地域創生の実現に向けた方策と、そこで求められる人材の育成について、各組織・団体のエキスパートが

同じ土俵で知恵を持ち寄り、互いが得意とする資源を出し合い相互補完しながら、岡山の地のプラットフォー

ム的な組織体『おかやま地域発展協議体』を設立する。その目的は、恒常的な事務局体制を設置し、岡山の

社会が対応すべき課題や解決の方向性、例えば各組織・団体の総合計画・目標を持ち寄り、共通理解を深め、

多様化する諸課題の解決に向けて具体的なアクションプランを協議する。

　⑶　産官学連携人財Farmの設置

　　 　岡山における人材育成の促進、雇用の創出のために、大学と地域が必要とする人材育成に関するネットワー

クを構築する。大学は、社会連携教育プログラムを深化させ、そのプログラムで育成を担当する教員と、そ

こで実践教育され一定のスキルを持った人材を登録する。一方で、地域は、地域人材育成に関わる有能な人
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５-１．おかやま地域発展協議体　設立案

材を地域人として登録する。その仕組みを『産官学連携人財Farm』と称し、地域発展協議体を下支えする

システムとして構築・運用する。世界に伍する卓越した力量を有する地域人材を育成・輩出することにより、

地域に密着した真の意味での新たな社会的イノベーションを巻き起こし、さらに、地域の秀逸な人材を確保

することにより、東京一極集中に歯止めをかけるスキームを完成させる。

３．円卓会議の具体イメージ

　⑴　会議のメンバー

　　 　円卓会議メンバーは、経済界（岡山県商工会議所連合会、一般社団法人岡山経済同友会、一般社団法人岡

山銀行協会）、行政機関（岡山県、岡山市、倉敷市）、大学（岡山大学）、マスコミ（山陽新聞社）それぞれ

の代表者、文化人等で構成される。

　⑵　会議の目的

　　① 　世界や国内情勢の動向に基づき、岡山の社会が対応すべき課題や解決方法について、高い視座から自由

に意見交換を行い、各立場からビジョンを語り、共通軸を見出す。なお、議題については、各団体の事務

局が集まり事前協議により決定、それに合わせた資料を準備する。

　　② 　岡山の社会が持続的に発展を続けるために、大学生に求められる資質、若手経済人に求められる資質、

若手自治体職員に求められる資質、それぞれの人材像について相互に意見交換を行い、人材育成の指針を

示す。

　　③ 　産官学民が互いに補完しあえれば、大きな成果が望める施策について、各事務局が事前準備したテーマ

や資料に基づき、トップの知見から相互に意見交換を行う。

　⑶　開催頻度

　　　年に２回程度開催する。

　⑷　会議の位置づけ

　　 　会議メンバー全員が、検討すべきであると賛同したテーマを、各事務局におろして議論を重ね、それを地

域発展協議体に持ち寄り、具体的な道筋を協議する。ただし、原則として決定権や拘束権は無い。

　⑸　開催場所

　　　各組織持ち回りで開催する。

　⑹　費用

　　 　基本的な開催費用は構成組織・団体が負担する。そのほか、特別に必要な経費は各団体が負担する。なお、

国内外など調査視察・訪問するような事案が発生した際は、原則として、各団体の負担とするも、詳細につ

いては別途検討する。

　⑺　公開性

　　 　話し合われた内容は、議事録にまとめ、地域発展協議体のホームページや各団体の広報媒体で公知にする。

４．おかやま地域発展協議体の具体イメージ

　⑴　おかやま地域発展協議体の目的と活動

　　 　おかやま地域発展協議体（以下、協議体という）は、諸課題の解決のために考えられる事案を持ち寄り、

具体的なアクションプランの展開可能性について協議・検討を行う。
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５-１．おかやま地域発展協議体　設立案

2016年３月11日

「おかやま地域発展協議体」設立

岡　山　大　学

１．「おかやま地域発展協議体」設立の意義

　岡山大学は、第３期中期目標期間に向けた岡山大学の改革構想と将来ビジョンを「岡山大学改革プラン」とし

て明確化した。

　そこでは、急激な少子高齢化・グローバル化を見据えて、聖域なき組織横断型改革を断行するとともに、国際

社会や地域社会と連携した世界に伍する最先端の研究及び実践的かつグローバル教育の展開による「学びの強化」

に取り組み、大学が地域の資源として、その成果を地域社会と連携することにより地域創生に活かすことを目標

に掲げた。

　さらに長期的には、人類が蓄積してきた知と、最先端の知とを総合的に継承するとともに、世界に向けて創造

的な知の成果と技の結実を発信し、以って、岡山の地域社会と共存・共栄しながら若い力を地域社会へ送り出し、

岡山はもとより、わが国のイノベーションを先導する真のグローバルな教育・研究拠点として輝くことをめざす。

　こうしたビジョンを踏まえ、岡山の社会を構成する組織、団体が英知を出し合い、産官学民が一体となり、大

学がプラットフォームとなり、岡山の持続的な発展を支える知恵と駆動力の源となることを目的として「おかや

ま地域発展協議体」を設立する。

２．目標実現に向けた組織提案

　⑴　おかやま円卓会議（ラウンドテーブル）の組成

　　 　「学び」を求めて世界から人々が集まる学都を創生するためには、岡山の持続的な発展を支えるビジョン

を産官学民が共有化し、人・もの・情報・資金についての相互支援体制の構築を協議する必要がある。その
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　⑵　おかやま地域発展協議体の創設
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社会が対応すべき課題や解決の方向性、例えば各組織・団体の総合計画・目標を持ち寄り、共通理解を深め、

多様化する諸課題の解決に向けて具体的なアクションプランを協議する。
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クを構築する。大学は、社会連携教育プログラムを深化させ、そのプログラムで育成を担当する教員と、そ

こで実践教育され一定のスキルを持った人材を登録する。一方で、地域は、地域人材育成に関わる有能な人
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　⑵　組織体制

　　①　委員会

　　　 　協議体は、経済界、行政（岡山県、岡山市、倉敷市）、大学（岡山大学）、NPO、マスコミ等から選ばれ、

委員長１名（岡山大学社会貢献担当理事・副学長 ）、副委員長６名（岡山商工会議所、岡山県、岡山市、

倉敷市、中国銀行、山陽新聞社）からなり、委員は各組織団体等から推薦された複数名の役職員で構成さ

れる（岡山商工会議所、一般社団法人岡山経済同友会、岡山県、 岡山市、倉敷市、中国銀行、山陽新聞社、

岡山大学等）。

　　②　事務局

　　　 　岡山市内に協議体事務局を設置し、常態的に事務局員を配置、常駐職員として、事務局長及び事務局員

を岡山大学から配置する。

　　③　顧問・アドバイザー

　　　 　協議すべきテーマや人材育成計画により、専門的な知見や経験が必要と認められた場合、岡山県内はじ

め内外の団体・機関、企業、NPO、学識経験者等から顧問およびアドバイザーを選び、意見を聞くこと

がある。

　⑶　運営方法及び費用

　　①　運営方法

　　　 　委員会を開催し、審議を行うこととする。ただし、委員会が必要と認める場合は、委員による実務者会

議を設置し、必要な検討等を行い、その結果に基づき、委員会で審議することができるものとする。ただ

し、原則として決定権や拘束権は無いものとする。

　　②　費用

　　　 　設立に係る費用及び当面の運営費用は、岡山大学が負担する。なお、参加機関は、各経営資源を持ち寄

り協議体の安定的な運営を確保するために、各組織の事業計画に盛り込み予算化する可能性を検討する。

　⑷　会議や委員会・専門委員会の開催

　　　総会は年１回、定例会議は年に数回程度開催する。

　　①　定例会議の委員決議により、テーマに応じて専門委員会を組成することができる。

　　②　専門委員会では専門委員が協議して委員会に協議結果を具申する。

　　③　委員会は、具申された結果を各組織へ持ち帰る。

　⑸　会議の場所

　　 　当面、総会、定例会議は岡山大学所有の施設、専門委員会は各組織が有する会場を持ち回りで利用する。

　⑹　費用

　　 　基本的な開催費用は地域発展協議体が負担する。そのほか、特別に必要な経費は各団体が負担する。なお、

国内外など調査視察・訪問するような事案が発生した際は、原則として、各団体の負担とする。なお、詳細

については別途検討する。

　⑺　公開性

　　 　話し合われた内容は、議事録にまとめ、必要と認められた事実については地域発展協議体のホームページ

や各団体の広報媒体で公知にする。
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５．産官学連携人財Farmの具体イメージ

　産官学連携人財Farm（以下、人財Farmという）は、おかやまの持続的成長を担う地域人材育成を支え、地

域社会と高等教育機関を有機的かつ効果的に結びつけることを目的として設置する。活動内容は下記の通り。

　① 　岡山大学を窓口として、同協議体の指導的役割を担う「産官学連携アドバイザー・データベースの構築」

を行う。

　② 　地域人からは「実践型社会連携教育プログラム」の実施に深く関わる、企業、自治体、関係団体、NPO、

専門家からなる「プロフェッショナル・データベースの構築」を関係機関の協力を得て行う。

　③ 　「実践型社会連携教育プログラム」を修了し、岡山の地域発展に役立つスキルを身につけた人材に対して、

就業や転職の機会をはじめ有益な情報を提供する「ネットワーク・データベースの構築」を行う。

　なお、開発・運営・保守管理組織は、協議体の内部に置くこととする。また、開発コストに関しては、岡山大

学が負担するものとし、外部業者に開発の協力を得て実施する。開発後に係る運営費及び保守管理費は、構成組

織・団体で協議の上で、負担しあう可能性を検討する。

　また、岡山全体の持続的な発展や地域創生の観点からは、こうした協議体や人財Farmの活用を、岡山大学に

閉じられた仕組みに留めず、岡山県下の大学で活用することを、併せて検討する。

活動支援団体

後援団体 賛助団体 協力団体・企業

事務局　事務局長

おかやま地域発展協議体

おかやま円卓会議（ラウンドテーブル）

専門委員会

顧問・アドバイザー

監事
委員会　委員長
　　　　副委員長
　　　　委員

組織図
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　　　 　設立に係る費用及び当面の運営費用は、岡山大学が負担する。なお、参加機関は、各経営資源を持ち寄

り協議体の安定的な運営を確保するために、各組織の事業計画に盛り込み予算化する可能性を検討する。

　⑷　会議や委員会・専門委員会の開催

　　　総会は年１回、定例会議は年に数回程度開催する。

　　①　定例会議の委員決議により、テーマに応じて専門委員会を組成することができる。
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　　③　委員会は、具申された結果を各組織へ持ち帰る。

　⑸　会議の場所

　　 　当面、総会、定例会議は岡山大学所有の施設、専門委員会は各組織が有する会場を持ち回りで利用する。

　⑹　費用

　　 　基本的な開催費用は地域発展協議体が負担する。そのほか、特別に必要な経費は各団体が負担する。なお、

国内外など調査視察・訪問するような事案が発生した際は、原則として、各団体の負担とする。なお、詳細

については別途検討する。

　⑺　公開性

　　 　話し合われた内容は、議事録にまとめ、必要と認められた事実については地域発展協議体のホームページ

や各団体の広報媒体で公知にする。
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おかやま地域発展協議体の設置に関する規約

第１章　総　　則

（名　称）

第１条　協議体は，おかやま地域発展協議体（以下「協議体」という）と称する。

（事務局）

第２条　協議体の事務局は，岡山大学組織内に置く。

第２章　目的および事業

（目　的）

第 ３条　協議体は，非営利組織として，岡山を構成する産・官・学・民の組織や団体が，協働して地域と教育，

地域と医療，技術と環境，まちづくり等に関する取り組みの検討や実践型社会連携教育活動等を行い，岡山の

持続的な発展ならびにそれを担う人材育成を通じて社会に貢献することを目的とする。

　 　また，協議体は，その目的遂行のため，世界や国内情勢の動向に基づき，岡山の社会が対応すべき課題や解

決方法について示唆を仰ぐために設立する「おかやま円卓会議（ラウンドテーブル）」及び，地域人材の育成

と社会の持続的成長を支援する目的で設立する「産官学連携人財Farm」の運営を行う。なお，「おかやま円

卓会議（ラウンドテーブル）」及び「産官学連携人財Farm」の詳細については，別に定める。

（事　業）

第４条　協議体は，前条の目的を達するため，次の各号の事業を行う。

　一　産官学民連携・協働による取り組み検討

　二　おかやま円卓会議（ラウンドテーブル）の企画・運営

　三　実践型社会連携教育の企画提案

　四　協働による調査研究，研究会，シンポジウムの企画・開催

　五　実践型社会連携教育関連分野における社会人・地域人の発掘・登録

　六　産官学連携人財Farm設置による人材データベースの構築

　七　その他，委員会において適当と認めた事業

第３章　組　　織

（委員会等）

第５条　協議体に，次の各号の委員会等を置く。

　一　委員会

　二　監事

５-１．おかやま地域発展協議体　規約



― 23 ― 

　三　顧問・アドバイザー

　四　専門委員会

（委員会）

第６条　委員会は，委員長，副委員長，委員により構成する。

２　委員会は，協議体の運営に関する重要事項を審議する。

３　委員会は，必要に応じて監事に出席を求めることができる。

４　委員会の議事は構成メンバーの過半数をもって決定する。

５ 　委員会は，次の各号の事項を議決する。

　一　規約の変更

　二　決算，事業報告および予算，事業計画等の承認

　三　委員等の選任

　四　専門委員会の設置ならびに廃止

　五　その他，委員長が持に必要と認めた事項

（委員の職務）

第７条　委員長は，協議体を代表し，会務を執行する。

２　副委員長は，委員長を補佐し，会務を執行する。

３　委員長に事故があるときには，副委員長がその職務を代行する。

４　委員は，委員長および副委員長を補佐し，会務を執行する。

（委員の任期等）

第８条　委員長，副委員長および委員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。

２　委員長は，岡山大学長が指名する理事を以て充てる。ただし，委員会の承認を必要とする。

３ 　副委員長および委員は，当面，協議体に参加する組織・団体の長が指名する。ただし，委員会の承認を必要

とする。

（監事）

第９条　協議体は会計および会務を適切に執行するために，監事を置く。

２ 　監事は，委員長が指名する。ただし，委員会の承認を必要とする。監事の任期は２年とするが，再任を妨げ

ない。

（顧問，アドバイザー）

第10条　顧問およびアドバイザーを置くことができる。

５-１．おかやま地域発展協議体　規約
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第１章　総　　則
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（事務局）

第２条　協議体の事務局は，岡山大学組織内に置く。
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第 ３条　協議体は，非営利組織として，岡山を構成する産・官・学・民の組織や団体が，協働して地域と教育，

地域と医療，技術と環境，まちづくり等に関する取り組みの検討や実践型社会連携教育活動等を行い，岡山の

持続的な発展ならびにそれを担う人材育成を通じて社会に貢献することを目的とする。

　 　また，協議体は，その目的遂行のため，世界や国内情勢の動向に基づき，岡山の社会が対応すべき課題や解

決方法について示唆を仰ぐために設立する「おかやま円卓会議（ラウンドテーブル）」及び，地域人材の育成

と社会の持続的成長を支援する目的で設立する「産官学連携人財Farm」の運営を行う。なお，「おかやま円
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２ 　顧問およびアドバイザーの定員，任期は委員会が決定する。

３ 　顧問およびアドバイザーは重要事項について委員会の諮問に応じる。

４ 　アドバイザーは自らが専門とする分野において，協議体の活動目的に沿う教育や研究活動等を通じて，会務

を支援する。

（専門委員会）

第 11条　専門委員会は，その設置目的に応じて，委員会委員，顧問，アドバイザーおよび学識経験者等により，

構成する。

第４章　規約の変更および解散

（規約の変更）

第12条　本規約の変更は，委員会出席者の３分の２以上の賛成を以てこれを決する。

（解散）

第 13条　協議体の解散は，委員会構成組織の５分の１以上の提案にもとづき，委員会出席者の３分の２以上の賛

成を得なければ，これを行うことができない。

附則

この規約は，平成28年４月13日から施行し，平成28年４月１日から適用する。

附則

この規約は，平成29年７月７日から施行し，平成29年４月１日から適用する。

５-１．おかやま地域発展協議体　規約
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おかやま地域発展協議体　委員名簿
平成30年1月1日現在　敬称略

氏　　　　名 所 属 ・ 役 職
委 員 長 高　橋　香　代 岡山大学理事（企画・評価・総務担当）・副学長
副委員長 髙　橋　邦　彰 岡山商工会議所 専務理事
副委員長 村　木　正　司 岡山県 総合政策局長
副委員長 鉄　永　正　紀 岡山市 政策局長
副委員長 竹　内　道　宏 倉敷市 企画財政局長
副委員長 福　田　正　彦 株式会社中国銀行 常務取締役
副委員長 岡　山　一　郎 山陽新聞社 編集委員室 室長
委 員 鶴　岡　良　孝 岡山商工会議所 理事・事務局長
委 員 羽　田　　　浩 一般社団法人 岡山経済同友会 事務局長
委 員 妹　尾　浩　志 岡山県 総合政策局　政策推進課　課長
委 員 折　口　範　昭 岡山市政策局　政策企画課　地方創生・政策調整担当課長
委 員 竹　本　泉　造 岡山市産業観光局　審議監（産業企画調整担当）
委 員 芳　原　　　保 岡山市産業観光局　観光コンベンション推進課　課長
委 員 番　場　伸　幸 岡山市都市整備局　都市企画総務課　課長
委 員 秋　山　　　剛 倉敷市 企画財政局　企画財政部　企画経営室　くらしき移住定住推進室長
委 員 小　林　靖　典 株式会社中国銀行 営業統括部 担当部長
委 員 喜　多　　　功 山陽新聞社 社長室 経営企画部 部長
委 員 髙　塚　成　信 岡山大学大学院教育学研究科　研究科長
委 員 田　中　共　子 岡山大学大学院社会文化科学研究科　研究科長
委 員 那　須　保　友 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　研究科長
委 員 冨　田　栄　二 岡山大学工学部　学部長
委 員 三　村　　　聡 岡山大学地域総合研究センター　センター長

【顧　問】
小　長　啓　一 岡山大学 全学同窓会 会長
吉　川　昌　宏 前岡山大学 監事

【監　事】
森　脇　　　正 森脇法律事務所

【事務局】
事務局長 林　　　忠　行 岡山大学総務・企画部社会連携支援室長

前　田　芳　男 岡山大学地域総合研究センター　副センター長
岩　淵　　　泰 岡山大学地域総合研究センター
奥　井　伸二朗 岡山大学総務・企画部 社会連携支援室
物　部　和　彦 岡山大学総務・企画部 社会連携支援室
真　田　　　明 岡山大学総務・企画部 社会連携支援室
流　尾　正　亮 岡山大学総務・企画部 社会連携支援室
近　藤　亜希子 岡山大学総務・企画部 社会連携支援室
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２ 　顧問およびアドバイザーの定員，任期は委員会が決定する。

３ 　顧問およびアドバイザーは重要事項について委員会の諮問に応じる。

４ 　アドバイザーは自らが専門とする分野において，協議体の活動目的に沿う教育や研究活動等を通じて，会務

を支援する。

（専門委員会）

第 11条　専門委員会は，その設置目的に応じて，委員会委員，顧問，アドバイザーおよび学識経験者等により，

構成する。

第４章　規約の変更および解散

（規約の変更）

第12条　本規約の変更は，委員会出席者の３分の２以上の賛成を以てこれを決する。

（解散）

第 13条　協議体の解散は，委員会構成組織の５分の１以上の提案にもとづき，委員会出席者の３分の２以上の賛

成を得なければ，これを行うことができない。

附則

この規約は，平成28年４月13日から施行し，平成28年４月１日から適用する。

附則

この規約は，平成29年７月７日から施行し，平成29年４月１日から適用する。
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おかやま円卓会議の設置に関する規約

（設　置）
第 １条　岡山県における地域創生、並びにグローバル化への対応を視座に置いた人材教育の推進に資す

るため、おかやま円卓会議（以下「円卓会議」という。）を設置する。
（目　的）
第 ２条　円卓会議は、おかやま地域発展協議体からの意見具申に基づき、地域課題の解決のため、持続

的かつ戦略的に地域創生活動に取り組み、それを推進することを目的とする。
（所掌事項）
第３条　円卓会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
　一　岡山における地域創生に関すること
　二　次代を担う人材教育に関すること
　三　グローバル化への対応に関すること
　四　その他まちづくりの推進に関すること
（組　織）
第４条　円卓会議は、次の各号に掲げる者で組織するものとする。
　一　岡山県商工会議所連合会の代表
　二　一般社団法人岡山経済同友会の代表
　三　一般社団法人岡山県銀行協会の代表
　四　岡山県知事
　五　岡山市長
　六　倉敷市長
　七　山陽新聞社の代表
　八　岡山大学長
　九　その他座長が必要と認める者
（役　員）
第５条　円卓会議に次の役員を置く。
　一　座長１名
　二　副座長１名
２　座長は、会議メンバーのうちから互選により選出する。
３　副座長は座長が指名する。
４　座長の任期は、１年間とする。ただし、再任を妨げない。

（役員の職務）
第６条　座長は、円卓会議を代表し、会務を総理する。
２　副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、副座長がその職務を代理する。
（招　集）
第７条　会議は、必要に応じ座長が招集する。
（意見の聴取）
第 ８条　座長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
（事務局）
第９条　円卓会議の事務局は、岡山大学に置く。
（庶　務）
第10条　円卓会議の庶務は、岡山大学地域総合研究センターにおいて行う。
（会　計）
第11条　円卓会議の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わるものとする。
（設立年月日）
第12条　円卓会議は、平成28年10月１日に設立する。
（その他）
第13条　この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附　則
（施行期日）
この規約は、平成28年10月１日から施行する。
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おかやま円卓会議　名簿
平成29年10月１日現在

氏　　　　名 所　属　・　役　職
岡　﨑　　　彬 岡山県商工会議所連合会　会長
松　田　　　久 一般社団法人 岡山経済同友会 代表幹事
宮 長 雅 人 一般社団法人 岡山県銀行協会 会長 
伊原木　隆　太 岡山県　知事
大 森 雅 夫 岡山市　市長
伊 東 香 織 倉敷市　市長

座　長 越 宗 孝 昌 山陽新聞社　取締役会長
副座長 槇 野 博 史 岡山大学　学長

事務局長 高 橋 香 代 岡山大学　理事（企画・評価・総務担当）・副学長

敬称略
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おかやま円卓会議の設置に関する規約

（設　置）
第 １条　岡山県における地域創生、並びにグローバル化への対応を視座に置いた人材教育の推進に資す

るため、おかやま円卓会議（以下「円卓会議」という。）を設置する。
（目　的）
第 ２条　円卓会議は、おかやま地域発展協議体からの意見具申に基づき、地域課題の解決のため、持続

的かつ戦略的に地域創生活動に取り組み、それを推進することを目的とする。
（所掌事項）
第３条　円卓会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
　一　岡山における地域創生に関すること
　二　次代を担う人材教育に関すること
　三　グローバル化への対応に関すること
　四　その他まちづくりの推進に関すること
（組　織）
第４条　円卓会議は、次の各号に掲げる者で組織するものとする。
　一　岡山県商工会議所連合会の代表
　二　一般社団法人岡山経済同友会の代表
　三　一般社団法人岡山県銀行協会の代表
　四　岡山県知事
　五　岡山市長
　六　倉敷市長
　七　山陽新聞社の代表
　八　岡山大学長
　九　その他座長が必要と認める者
（役　員）
第５条　円卓会議に次の役員を置く。
　一　座長１名
　二　副座長１名
２　座長は、会議メンバーのうちから互選により選出する。
３　副座長は座長が指名する。
４　座長の任期は、１年間とする。ただし、再任を妨げない。

（役員の職務）
第６条　座長は、円卓会議を代表し、会務を総理する。
２　副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、副座長がその職務を代理する。
（招　集）
第７条　会議は、必要に応じ座長が招集する。
（意見の聴取）
第 ８条　座長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
（事務局）
第９条　円卓会議の事務局は、岡山大学に置く。
（庶　務）
第10条　円卓会議の庶務は、岡山大学地域総合研究センターにおいて行う。
（会　計）
第11条　円卓会議の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わるものとする。
（設立年月日）
第12条　円卓会議は、平成28年10月１日に設立する。
（その他）
第13条　この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附　則
（施行期日）
この規約は、平成28年10月１日から施行する。

５-３．おかやま円卓会議　規約
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岡山まちとモビリティ研究会
平成29年４月１日現在

氏名・代表者 所　　　　　属
松　田　　　久 岡山経済同友会　代表幹事
梶　谷　俊　介 岡山経済同友会地域振興委員会　委員長 第Ⅱ分科会長
若　林　昭　吾 岡山商工会議所都市交通委員会　委員長 第Ⅰ分科会長
佐　藤　一　平 岡山商工会議所青年部　H29会長
高　見　宜　哉 公益社団法人岡山青年会議所　H29理事長
羽　原　富　夫 公益社団法人岡山県バス協会　事務局長
梶　川　政　文 一般社団法人岡山県タクシー協会　会長
小　嶋　　　彰 一般社団法人日本自動車連盟岡山支部　事務所長
梶　谷　俊　介 一般社団法人岡山県レンタカー協会　会長
森　本　卓　壽 西日本旅客鉄道（株）　執行役員岡山支社長
宇　野　泰　正 宇野自動車（株）　取締役社長
原　　　雅　之 両備ホールディングス（株）　代表取締役専務
礒　野　省　吾 岡山電気軌道（株）　代表取締役専務
永　山　久　人 下津井電鉄（株）　代表取締役社長
成　石　敏　昭 八晃運輸（株）　代表取締役社長
池　田　裕　二 国土交通省岡山国道事務所　所長
山　﨑　康　司 岡山市　都市整備局　参事
鹿子木　　　靖 岡山市　都市整備局　局長
石　田　尚　昭 岡山市　都市整備局　まちづくりアドバイザー
鉄　永　正　紀 岡山市　政策局　局長
岡　山　一　郎 山陽新聞社　編集委員室　室長
高　橋　香　代 岡山大学　理事・副学長 研究会委員長
三　村　　　聡 岡山大学地域総合研究センター センター長・教授 第Ⅲ分科会長

敬称略

氏　　　名 所　　　　　属
和　仁　敏　行 岡山県　県民生活部県民生活交通課　課長
徳　田　恭　子 NPO法人まちづくり推進機構 岡山　代表理事
石　田　篤　史 公益財団法人みんなでつくる財団おかやま　初代代表理事
阿　部　典　子 NPO法人みんなの集落研究所　首席研究員
佐　藤　則　明 トヨタ自動車（株）　ITS企画部渉外グループ　担当部長

敬称略

岡山まちとモビリティ研究会　オブザーバー
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敬称略

岡山まちとモビリティ研究会　顧問
平成29年４月１日現在

氏　　　名 所　　　　　属
石　田　東　生 筑波大学大学院システム情報工学研究科　教授
鎌　田　　　実 東京大学大学院領域創成科学研究科　教授
溝　上　章　志 熊本大学大学院自然科学研究科　教授
阿　部　宏　史 岡山大学大学院環境生命科学研究科　教授

敬称略

岡山まちとモビリティ研究会　事務局
平成29年４月１日現在

氏　　　名 所　　　　　属
林　　　忠　行 岡山大学総務・企画部社会連携支援室
奥　井　伸二朗 岡山大学総務・企画部社会連携支援室
物　部　和　彦 岡山大学総務・企画部社会連携支援室
真　田　　　明 岡山大学総務・企画部社会連携支援室
流　尾　正　亮 岡山大学総務・企画部社会連携支援室
近　藤　亜希子 岡山大学総務・企画部社会連携支援室

敬称略

岡山まちとモビリティ研究会　岡大研究チーム
平成29年４月１日現在

氏　　　名 所　　　　　属
阿　部　宏　史 　大学院環境生命科学研究科　教授 座長
冨　田　栄　二 　工学部　学部長 副座長
橋　本　成　仁 　環境生命科学研究科　准教授
氏　原　岳　人 　環境生命科学研究科　准教授
河　原　伸　幸 　自然科学研究科（工・機械システム系学科）　准教授
阿　部　匡　伸 　自然科学研究科（工・情報系学科）　教授
平　木　英　治 　自然科学研究科（工・電気通信系学科）　教授
豊　田　啓　孝 　自然科学研究科（工・電気通信系学科）　教授
前　山　祥　一 　自然科学研究科（工・機械システム系学科）　講師
池　田　　　直 　自然科学研究科（理・物理学科）　教授
中　村　良　平 　社会文化科学研究科（経済）　教授
浜　田　　　淳 　医歯薬学総合研究科　教授
高　岡 　敦　史 　教育学研究科　講師
前　田　芳　男 　地域総合研究センター　副センター長・教授
岩　淵　　　泰 　地域総合研究センター　助教
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岡山まちとモビリティ研究会
平成29年４月１日現在

氏名・代表者 所　　　　　属
松　田　　　久 岡山経済同友会　代表幹事
梶　谷　俊　介 岡山経済同友会地域振興委員会　委員長 第Ⅱ分科会長
若　林　昭　吾 岡山商工会議所都市交通委員会　委員長 第Ⅰ分科会長
佐　藤　一　平 岡山商工会議所青年部　H29会長
高　見　宜　哉 公益社団法人岡山青年会議所　H29理事長
羽　原　富　夫 公益社団法人岡山県バス協会　事務局長
梶　川　政　文 一般社団法人岡山県タクシー協会　会長
小　嶋　　　彰 一般社団法人日本自動車連盟岡山支部　事務所長
梶　谷　俊　介 一般社団法人岡山県レンタカー協会　会長
森　本　卓　壽 西日本旅客鉄道（株）　執行役員岡山支社長
宇　野　泰　正 宇野自動車（株）　取締役社長
原　　　雅　之 両備ホールディングス（株）　代表取締役専務
礒　野　省　吾 岡山電気軌道（株）　代表取締役専務
永　山　久　人 下津井電鉄（株）　代表取締役社長
成　石　敏　昭 八晃運輸（株）　代表取締役社長
池　田　裕　二 国土交通省岡山国道事務所　所長
山　﨑　康　司 岡山市　都市整備局　参事
鹿子木　　　靖 岡山市　都市整備局　局長
石　田　尚　昭 岡山市　都市整備局　まちづくりアドバイザー
鉄　永　正　紀 岡山市　政策局　局長
岡　山　一　郎 山陽新聞社　編集委員室　室長
高　橋　香　代 岡山大学　理事・副学長 研究会委員長
三　村　　　聡 岡山大学地域総合研究センター センター長・教授 第Ⅲ分科会長

敬称略

氏　　　名 所　　　　　属
和　仁　敏　行 岡山県　県民生活部県民生活交通課　課長
徳　田　恭　子 NPO法人まちづくり推進機構 岡山　代表理事
石　田　篤　史 公益財団法人みんなでつくる財団おかやま　初代代表理事
阿　部　典　子 NPO法人みんなの集落研究所　首席研究員
佐　藤　則　明 トヨタ自動車（株）　ITS企画部渉外グループ　担当部長

敬称略

岡山まちとモビリティ研究会　オブザーバー

５-４．専門委員会（岡山まちとモビリティ研究会）
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◇岡山まちとモビリティ研究会分科会

Ⅰ．「まちと公共交通を考える」分科会

　 　岡山市中心部の活性化には、今まで以上に多くの人が集い、回遊性が図れるまちに転換していく工夫が求め

られる。そうした視点から先進地の欧州やわが国各都市の施策を参考にしながら、1㌔スクエアを中心とした

市中心部及び大学や運動施設が集積する西口エリアにおける理想的な道路空間の在り方を検討するとともに、

市中心部に乗り入れる公共交通の利用促進を起点とした賑わいある街を創出するための総合的な交通施策を検

討する。

Ⅱ．「移動の多様性を考える」分科会

　 　公共交通と歩行者の間に位置する移動ツールとして、岡山市は2013年にコミュニティサイクル「ももちゃり」

を導入。非常に好評で、利用できるポートも順次増やし、本年度はJR岡山駅西口にも増設する。また、全国

各地では環境に優しく短距離移動に適した新たな移動ツールとして「超小型モビリティ」に着目し、実証実験

が行われている。岡山市でも本年度は実証実験に向けた調査を実施中だ。人の移動が活発化すれば、まちは活

性化するとの指摘はあるものの、公共交通との役割分担等をどう考えるべきなのかといった課題もある。より

良い自転車と超小型モビリティの活用の方策を研究する。

Ⅲ．「中山間地域の交通を考える」分科会

　 　中山間等の過疎地では、高齢化の進展とともに、バス路線の廃止が相次ぎ、移動の足の確保が大きな問題と

なっている。また、それが原因で進学時における若者や家族の都市への転居が中山間地域における過疎化を促

進させている。高齢者医療福祉や若者の中山間地域離れの観点から中山間エリアにおける交通問題をテーマに、

その解決策を検討する。

５-４．専門委員会（岡山まちとモビリティ研究会）
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おかやま空家対策研究会規約

（設置等）

第１条　本会は、おかやま空家対策研究会と称する。

２　本会は、おかやま地域発展協議体の設置に関する規約第５条に基づく専門委員会として設置する。

（目的）

第 ２条　本会は、産官学及び市民団体の連携によって、現在増加しつつある空家及びこれに関連する各種の問題

に関し、学際的かつ業際的研究をはかり、利用可能な空家を市場で円滑に流動化させることなどを通じて、地

域の魅力や環境の維持、向上に資することを目的とする。

（事業）

第 ３条　本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

（１）市街地における空家の利活用を促進するビジネスモデルの検討

（２）ビジネスモデルの運用に必要な関係機関等の支援策の検討

（３）空家の利活用の促進に必要な規制緩和の検討

（４）その他本会の目的達成に必要な事業 （非営利性と中立性）

第 ４条　本会は、その目的を達成するにあたって利潤を求めない。

２　本会は、いかなる政治的活動も行わない。

３　本会は、個別企業及び事業者、並びに組織及び団体の利害調整を行わない。

（会員）

第 ５条　本会の会員（以下「会員」という。）は、次に掲げる機関及び団体並びに個人（以下「機関等」という。）

をもって構成する。

（１）おかやま地域発展協議体構成機関等のうち本会の活動に参加する機関等

（２）岡山県下の空家を取り扱うにあたり法律等の専門知識を持った機関等

（３）その他本会の目的に賛同し、研究会が参加を認めた機関等

（機密情報等の保護）

第 ６条　会員又は会員であった者は、本会において知り得た機密情報等（個人情報の保護に関する法律第２条第

１項に規定する個人情報及び会員から本会に機密情報として提供された一切の情報をいう。以下同じ。）につ

いて、部外者に知らせ、又は提供してはならない。

２ 　会員又は会員であった者は、本会において知り得た機密情報等について、不正に利用し、又は毀棄等をして

５-４．おかやま空家対策研究会規約
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はならない。

３ 　会員又は会員であった者は、本会において知り得た機密情報等について、複写し、又は複製してはならない。 

（幹事）

第 ７条　本会に幹事を置く。

２ 　幹事は、岡山大学、岡山市及び倉敷市がこれを務める。

３ 　幹事は、合議により本会を招集し、共同してその運営に当たるものとする。

（アドバイザー等）

第 ８条　本会は、質の高いレベルの研究活動の実施及び政策分析能力の向上を図るためにアドバイザーを選任す

ることができる。

２　本会は、必要があるときは、外部学識者及び関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

（分科会）

第９条　本会の目的のうち特定の課題についての調査・検討を行うため、本会に分科会を設けることができる。

（雑則）

第10条　本規約に定めのない事項は、本会の議を経て別に定める。

附則

この規約は平成29年７月７日から施行する。

５-４．おかやま空家対策研究会規約
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