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ごあいさつ

　�岡山大学は、平成�29�年４月より、第�14�代学長に槇野博史教授が就任、地域社会に
根ざす岡山ならではの「実りの学都」を創　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　造すべく、平成�27 �年９月に国連サミッ

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掲げ、様々な取り組みをスタートさせ

軌道に乗せて参りました。そこでは、国際的連携による「国際学都おかやまの創生」を社
会実装し、もって、大学が地域資源としての機能を果たすべく、一層の社会連携強化を打
ち出し、着実な歩みを進めているところです。

　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、８年が経ちました。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、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、これまでの足跡を活かし、今年度は、米国ポートランド州立大学やカナダ国ブ
リティシュコロンビア大学との関係を深め、さらには「2020�東京五輪」を踏まえたスポー
ツによる国際交流の支援など、グローバルな視座から地域のまちづくりを考え、さらに
学生たちが社会で「生きる力」を身につけることを目的として、実践的な教育活動を展
開して参りました。
　一方、平成�30�年７月豪雨災害から�1�年が経過、元号も改まった令和元年を被災され
た地域の復興元年と位置付け、安心・安全なまちづくりに向けて、地域の皆様方に寄り
添う活動にも全力で取り組んで参りました。

　わたしたちは、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、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、すなわち、�
SDGs�が目指す�17�の目標達成を念頭において、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「知恵の泉」としてシンクタン
ク機能を果たせるよう尽力して参ります。
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。

　令和２（2020）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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１ 地域総合研究センターについて

１- １　設立経緯と学都の定義

　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。

『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。

参照：＜資料編＞設立趣意書 

１- ２　主要ミッション

　学都実現の拠点として設立された地域総合研究センターの主要なミッションは、次の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。
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地域総合研究センターについて１

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。

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- ３　令和元年度（平成 31 年度）事業計画

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）、国際学都シンポジウム）

・ 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 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。
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１地域総合研究センターについて

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

は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。

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、実践型社会連携教育プログラムに関する実施報告書の発行（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、リーフレットなどの制作（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、実践型社会連携教育プログラムを平成�28�年
度より教養教育科目を中心に実施し、概念、定義、学内外の体制などを整備・構築する。

１- ４　組織体制

　平成31年２月より、本学において地域との窓口機能体制整備の一環として国際学都おかやま創生本
部が設置された。本部長は槇野博史学長、統括コーディネーターは加賀勝副学長（社会連携担当）、専
任コーディネーターは橋ケ谷佳正教授である。地域総合研究センターの運営委員会は社会連携担当副
学長と地域総合研究センターの教員で構成され、同本部のもとで社会連携、地域貢献を後押ししている。
　令和２年３月末現在で、教員６名（兼担教員含む）、研究員１名（非常勤）、職員１名（実践型教育
プランナー）の体制となっている。また、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。さらに、平成31年１月～令和２年１月末までの１年間、岡山市中心市街地の水と緑の公共空間
の研究活動のため、アメリカ・オレゴン州ポートランドから日米教育委員会（フルブライト・ジャパン）
を通じて奨学金を受けた研究員を受け入れた。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・企画部社会連携課が担当している。

参照：＜資料編＞運営委員会名簿
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地域総合研究センターについて１

１- ５　アドバイザー委員

　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、地域の課題解決が求められ
る事案で、専門性の高い知見や判断が必要とされる際に、その分野で専門的な力量を有するアドバイ
ザーから助言を得て、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。平成30年４月１日より任期を更新したアドバイザーにおいては、多方面にわたる活
動を支援していただいた。グローバル実践型社会連携教育の国際インターンシップでカナダ・ブリ
ティッシュコロンビア大学との連携において伊藤公久氏、産業イノベーション創出およびスポーツに
よるまちづくりの分野で梶谷俊介氏、三宅昇氏、都市計画の分野で石田尚昭氏、空き家対策の分野で
本田伸孝氏、まちづくりの分野で徳田恭子氏の各氏から助言を得た。

参照：＜資料編＞アドバイザー委員会名簿 
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２グローバルな視座に立つSDGs活動
　SDGsとは、国連により採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に基づき、地球上の
誰一人として取り残さない（leave�no�one�behind）ことを目指した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る国際的な共通目標である。

２- １　ポートランドとの連携

▶︎２-１-１　サウミャ・キニ研究員
　平成31年１月～令和２年１月末までの１年間、日米教育委員会（フルブライト・ジャパン）を通じて、
奨学金を受けた研究員サウミャ・キニ氏を受け入れた。
キニ研究員は、アメリカ・オレゴン州ポートランドで育ち、オレゴン大学建築学部卒業後、ポート

ランド州立大学大学院で都市計画やアーバンデザインを学びながら、日本からの視察団体の通訳など
を経て、日本の都市計画やまちづくりに興味を抱いた。来岡のきっかけは、平成27年に岩淵泰助教が
岡山大学のまちづくり拠点を作るノウハウを学ぶために、ポートランド州立大学にヒアリングのため
渡米した際、西川緑道公園のまちづくりを紹介したことにある。その後も継続して交流を続ける中、
キニ研究員のフルブライト奨学生としての来岡が決まった。
キニ研究員の研究内容は、「西川緑道公園とその周辺の水と緑の公共空間が持続可能な社会に果たす

役割」とし、西川緑道公園が1970年代の車社会の時代に公園が作られた点を評価されるべきであり、
活用を進めるべきだとする。また、岡山は、人が交流するにはちょうどよい規模だとする。実際に、
キニ研究員は来岡後まもなく岡山のあらゆる場所や団体を訪問し、様々な人的ネットワークを開拓し
た。さらに、持続可能性は、車ではなく、生活する人にとって快適であるかを検討すべきだと提言する。
一方で、ポートランドは、100年前の公園計画がまちづくりの基盤になっているため、現在でも緑の道
が残されるようになった。岡山も日常的に水や緑が触れられるような工夫が必要であるとした。
キニ研究員の研究活動は、前田芳男副センター長と岩淵泰助教が支援した。

　参照：4章「岡山市中心市街地のまちづくり」

▶︎２-１-２　セリーン・フィッツモーリス氏
令和元年９月24日から６週間に渡り、日米教育委員会（フルブライト・ジャパン）を通じて、ポー

トランド州立大学の教員であるセリーン・フィッツモーリス氏がフルブライトスペシャリストとして
地域総合研究センターに滞在し、研究を行った。
　ポートランド州立大学は、地域社会と教育機関の協働体制によるコミュニティ・ベースト・ラーニ
ング（Community�Based�Learning、以下CBLとする）を全学規模で実践しており、世界的に注目され
ている。また、日本の大学教職員を対象とした「CBLワークショップ」も平成28年以降毎年開催して
いる。フィッツモーリス氏は、同大のユニバーシティ・スタディーズ部門（学際的な教養教育を行う
部門）の上級インストラクターおよび教育開発コーディネーターとして、CBL科目の中でも最終学年
の学生が卒業研究として行うキャップストーンプログラムの開発や運営に豊富な実績がある。同氏が、
2018年冬にフルブライト・ジャパンによるアワードを受賞し、その副賞にフルブライトスペシャリス
トとして在外研究を行う機会と費用支援の権利を得て、地域総合研究センターへの派遣を希望し、実
現したものである。
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グローバルな視座に立つSDGs活動２

　地域総合研究センターとしては、CBLの専門家が滞在して本学の実践型社会連携教育に参与するこ
とで質的向上が期待できること、前述の「CBLワークショップ」の企画を協働して進められること、
主体的学習者を育てるための教室運営ノウハウを得ることを目的とし、受け入れることを決定した。
　CBLは比較的新しい教育手法で、フィッツモーリス氏は大学での教育実践と研究にとどまらず、初
等中等教育でのCBLにも幅広い知見がある。本学の実践型社会連携教育ならびに高大接続に取り組む
教職員の業務との親和性が高く、相乗効果が期待できる。また前述の「CBLワークショップ」について、
ポートランド州立大学の要望により、今年度は本学を会場として実施することが決定していたため、
フィッツモーリス氏が本学の教育プログラムを参与観察したり、本学教員と交流したりすることでワー
クショップの内容に幅や深みが生まれることも期待された。

フィッツモーリス氏は滞在中に下記の活動を行った。受入主担当者である吉川幸実践型教育プラン
ナーが計画立案や実施運営に協力し、必要に応じて通訳を行い、前田芳男副センター長が担当する実
践型社会連携教育科目に参与することとした。
⑴ 本学教職員が実施する実践型社会連携教育の視察、改善提案（随時）
・ 講義番号912026「岡山の魅力を世界に発信する活動」（担当教員：前田芳男副センター長）
・ 講義番号912031「小中学生の教材づくり」（担当教員：前田芳男副センター長）
・ 講義番号912028「創造的討論技法を学ぶ　スペシャル」（担当教員：前田芳男副センター長）
・ 上記以外にも教員の要望を受けて単発での授業視察を複数実施

⑵ 本学教職員を主対象とする「アクティブ・ラーニング・ワークショップ」
・ 10月４日（金）13：00～15：00　Active�Learning:�A�Workshop�for�Educators（津島）
・ 10月21日（月）10：00～12：00　�Stepping� into� the�Stretch�Zone:�Helping�Students�become

Active�Learners（津島）
・ 10月31日（木）17：00～19：00　�Stepping� into� the�Stretch�Zone:�Helping�Students�become

Active�Learners（鹿田）
⑶　「ポートランド州立大学CBLワークショップ」の企画と実施（10月24日～27日）
⑷　「高梁川流域ミーティングinみずしま」への参加（９月27日）
⑸　「ジブンゴト学会」への参加（11月５日、主催：備中志事人、共催：岡山大学地域総合研究センター）

参照：8章「実践型社会連携教育プログラムへの取り組み」

　受入成果として、特に下記の点で有益であった。
⑴ �フィッツモーリス氏を媒介としてポートランド州立大学とのつながりがより強固になった。また、
双方の教職員間の信頼関係は強まり、ポートランド州立大学からは大学間またはセンター間の協
定を締結したい旨の提案がなされている。

⑵ �フィッツモーリス氏の来日以前からアクティブラーニング技法を伝授するワークショップを企画
し告知したため、多くの本学教職員がワークショップに参加し、フィッツモーリス氏と交流を深
めることができた。10月21日のワークショップ終了後にはランチ会を行い、クラス運営の工夫や
課題について忌憚ない意見交換をすることができた。アクティブラーニング技法や教育に関心を
持つ学内ネットワークが広がった。

⑶ �レッスンプランの作成、準備方法などについて、本学教職員がフィッツモーリス氏と打ち合わせ
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２グローバルな視座に立つSDGs活動

をしながら協働作成し、深く学ぶことができた。また、授業中の学生への声掛け、クラスが停滞
しないようにする工夫、学生の学びをより高める工夫、クラス運営の評価など、10数回以上の授
業参加を通して、協議を重ね、ブラッシュアップすることができた。

２- ２　みずしま財団との連携による SDGs 環境学習への取り組み

▶︎２-２-１　岡山大学実践型社会連携授業「倉敷市水島から学ぶ地域社会と環境」
８月24日（木）～26日（土）までの三日間、学生24名（岡大20名、熊本大学３名、金沢大学１名）

と教職員３名が参加し、アメリカ・ポートランド市公園局のジョニー・フェイン氏の指導のもとで、スー
パーマーケット・ニシナの駐車場を使ったユニークなまちづくり「パーキングディ」を行った。パー
キングディは、車中心の空間を人間が居心地の良い空間に変えることで、まちづくりを楽しく触れる
イベントである。みずしま財団は、公害の経験を講義し、現地では裁判闘争の記憶を学生たちに説明
した。その後、萩原工業（株）のブルーシート工場を見学した後、パーキングディに取りかかった。
終了後、学生たちはレポートを提出し、その内容はみずしまのまちづくりに活かされるようにした。
　主担当教員は岩淵泰助教で、前田芳男副センター長とサウミャ・キニ客員研究員が補佐を務めた。

参照：8章「倉敷市水島から学ぶ地域社会と環境」

▶︎２-２-２　高梁川ミーティング in 水島
９月27日、倉敷市水島で水島家守舎NAdiaが運営する『ゆとろ

ぎ館』に、地域団体、倉敷市、企業、大学、高校、NPOなどが集
まり、メインテーマをSDGsとして水島を舞台にした高梁川流域
学校が開催された。
　岡山大学からは、フルブライト・スペシャリストとして地域総
合研究センターに滞在し、CBLの研究を行うセリーン・フィッツ
モーリス氏、三村聡センター長、吉川幸実践型教育プランナー、
近藤亜希子事務員の４名で学習会に参加した。水島家守舎NAdia
は、水島臨海鉄道沿いのエリアを空きスペースの活用と公園利活
用、メディア戦略などを通じて、水島を楽しいエリアに再生する
ことを目指した非営利団体で、代表の古川明氏が、水島コンビナー
ト企業の最先端研究の現状や新技術を活用した地域づくりについ
て解説をされ、さらに多くの団体が、様々な活動報告を続けた。
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　水島コンビナートと商店街の歩み、住民の暮らしと地域コミュニティの歩みなどからSDGsを視座に
据えて、住民主導で新たな環境学習がスタートしている。

エクスカーションでは、まち歩きから『臨鉄ガーデン』に参加したあと、『水島コンビナート�ナイ
トクルーズ』へ参加した。わが国を代表する産業創造拠点である水島コンビナートの夜景を瀬戸内海
から眺めながら、海からコンビナートを次々と巡るルートで地元の岡山県立古城池高校の２年生２名
から、三菱自動車、三菱ガス化学、JX日鉱日石エネルギー、旭化成、中国電力、JFEスチールなど、
コンビナートを形成する各企業の特徴や強み、環境対策への取組み、国内外シェア、将来性について
クイズ形式で解説するプログラムが提供された。
　『水島コンビナートクルーズ』は、岡山大学が地域の協力者と推進する「水島滞在型環境学習コンソー
シアム」の実践型主力プログラムであり、留学生はもとより、世界から水島へ参加者を呼び込み、『水
島コンビナートクルーズ』が定常開催出来るようになれば、世界に誇る水島コンビナートを題材とした、
SDGs環境学習による観光・インバウンドプログラムとして、行政の補助金に頼らない、収支面でも民
主導による自立した地方創生プログラムへと成長できると考えている。

▶︎２-２-３　おかやま環境教育ミーティング
８月５日、コンベンションセンターにて、岡山県主催の「おか

やま環境ミーティング」が開催され、岩淵泰助教が、「水島発！
環境学習のまちづくり」と題し、（１）みずしま滞在型環境学習
コンソーシアムを設立した背景、（２）環境学習を経た学生の変
容について発表した。

ナイトクルーズから望む夜景

展示したパネル▶︎
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▶︎２-２-４　 みずしま滞在型環境学習コンソーシアムシンポジウム開催
11月８日、倉敷市水島障がい者支援センターはばたきにて、み

ずしま滞在型環境学習コンソーシアムのシンポジウム「若者の学
びでつくるまちのにぎわいin水島」が開始された。プログラムは、
冒頭、主催者を代表して、みずしま滞在型環境学習コンソーシア
ム副代表で、水島家守舎NAdia代表の古川明氏が、続いて倉敷市
生水哲男副市長が挨拶、そして「滞在型環境学習による新たなま
ちのにぎわいづくり」として、みずしま財団理事・研究員の塩飽
敏史氏がコンソーシアムの事業の進捗報告を行った。さらに、活
動報告Ⅰとして、岩淵泰助教が「環境学習をまちづくりに～水島
商店街を一例として～」と題し、８月に実施した実践型社会連携
授業の概要を報告した。岩淵泰助教は、発表の中で（１）水島の
環境学習を進めるうえで、資料・文献の整理不足。情報量が少な
いため、高校教員、大学教員はどこから手を付ければよいのかわからない。（２）公害の経験を伝える
ことが相当に困難になっている。また、どのように伝えればよいのか混乱が見られる。企業の努力も
あり、環境が改善の傾向もあるが、水島の公害、環境、技術のバランスのある説明が必要になっている。
（３）学生の活動がイベントになってしまう恐れがある。（実験的にそれをやったのであれば構わない
が。）（４）打ち合わせを含めて地域と教員との間で負担の多い授業となった。持続的にするための工
夫が必要となる。授業は、学生たちが、地域に楽しく触れてみるという点を重視した。の４点を伝え
るとともに、学生に身に着けてほしい能力について言及し、発表を終えた。
　活動報告２として「高校生が考える持続可能な地域づくり～これまでの活動とこれからの展望～」
と題して、岡山県立倉敷古城池高校生が報告した。
　「高校生の思いを、地域はどう受け止めるか」とのテーマで、坂ノ上博史氏をコーディネーター役と
して参加者同士がグループになり、コーディネーターの進行で、若者の学びを地域でどう支えるかを
考えた。

▶︎２-２-５　「水島プラットフォーム」設立
岡山県立倉敷古城池高校において、１月30日、高校が中心となって展開する水島地域の活性化活動

を、地域社会を構成する産官学はじめ地域団体がサポート、高校生たちの活動が大きな起爆剤となって、
水島地域全体のまちづくり活動に元気が出る流れを醸成することを目的とした「水島プラットフォー
ム」が設立され、岡山大学から三村聡センター長が来賓として参加、挨拶した。
古城池高校は、２年前から「総合的な学習の時間(古城池タイム)」を活用して分野別の課題研究「KT

課題研究」として「水島との地域連携や社会連携」との取り組みを開始、水島コンビナートをテーマ

当日の資料
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とした誘客プログラムや水島商店街の催事の支援、そして水島子ども食堂のお手伝い、先人の知恵や
歩みを伝承する「聞き書き」活動などを通じて、地域に密着した多様なまちづくり活動を展開している。
この取り組みは岡山大学が進める実践型社会連携教育と関係性を深めながら進められており、「聞き書
き」活動では、地域総合研究センターの前田芳男副センター長が指導支援にあたっている。

２- ３　東京五輪によるスポーツを活用した SDGs の展開（岡山シーガルズ）

▶︎２-３-１　岡山シーガルズクラブチーム創立20周年
昨年度に続き、地域総合研究センターではVプレミアリーグ女子バレーボールチームである岡山シー

ガルズの地域及びグローバル展開の支援を中心に活動をつづけた。

■2018/2019シーズン報告会
４月８日、岡山国際ホテルで、プレミアムリーグ９位の成

績でシーズンを終えた岡山シーガルズの2018/2019シーズン報告会が開催された。河本昭義監督の
シーズンを振り返る活動報告があり、経済界の重鎮や大森雅夫岡山市長はじめ自治体長のスピーチ
が続いた。

　キャプテンの山口舞選手やオリンピック日本代表が予定されている宮下遥選手、そして新人選手

の挨拶があり、また、　　　　　　　　　　シーガルズ協議会幹事長の梶谷俊介岡山トヨタ自動車（株）社長から、ア

リーナ整備に向けた会場の皆様へ協力を求める熱のこもったスピーチがあり、会場の熱気は最高に
盛り上がった。
　岡山大学がスポーツ庁の予算で実施したアリーナ整備に関する調査報告書など３点を参加者に配
布して「東京五輪を契機とした地方創生活動」の大切さを伝えた。

■クラブ創立20周年
岡山シーガルズがクラブチームとなり６月１日で創立20周年を迎えた。６月３日、岡山商工会議所

にてプレス発表及び記者会見を開催した。これを機に、チームの母体企業であった株式会社ウォーク
の社名を岡山シーガルズ株式会社と改め、代表取締役に河本昭義監督が就任し、河本新社長から、経
営理念とこれからの目指すべき道筋について報告がなされた。具体的な組織改革や財務改革について
顧問を務める三村聡センター長が説明、対応した。
　６月10日、プラザホテル岡山で感謝会が開催された。高田さゆり取締役マネージャーが20年間の足
跡をスクリーンで紹介、お世話になって支えて下さった方々が登壇した。岡山大学からは大学の社会
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貢献活動とシンクタンク機能発揮の立場から組織改革などを支援していることをお伝えした。
　山口舞キャプテンの引退に伴い、新キャプテンに吉田みなみ選手と川島亜依美選手の２人が就任、
二人の挨拶で締めくくった。

▶︎２-３-２　岡山シーガルズのSDGs活動とタイ王国との交流
■タイ遠征
岡山シーガルズの創立20周年記念事業として準備を進めてきた海外遠征国際試合として、７月６日

～９日までタイ遠征に顧問として三村聡センター長が随行した。
　国際試合へはタイのクラブチームを中心に、ベトナム、オーストラリア、フィリピン、そして日本
からは岡山シーガルズが参加した。
　この招待試合に合わせて、岡山商工会議所副会頭の梶谷俊介岡山トヨタ自動車（株）社長を団長と
して、タイ王国バレーボール協会会長、タイ国商工会議所会頭、タイトヨタやトヨタモビリティ基金
タイを相次いで表敬訪問、深い信頼関係を構築することが出来た。

■タイ　ナショナルチームの来岡
東京五輪カウントダウンを受け、またSDGs活動の一環として岡山シーガルズが11月２日～16日まで、

タイ王国ナショナルチームを日本での強化合宿のため岡山へ招聘した。また令和２年１月10日～14
日、岡山シーガルズがタイを訪問、タイ王国バレーボール協会との間で協定を締結した。

　地域総合研究センターは、JETRO、日本政策投資銀行、中国銀行、岡山経済界と連携して、この
企画をSDGs活動の一環として位置付け、誘致交渉や協定締結の交渉役を担当、女子バレーボールの活
動を契機として、SDGsが掲げる「質の高い教育をみんなに：すべての人々に包摂的かつ公平で
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質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」の実現に向け、さらには岡山県や経済界のタイ
へのアプローチ、岡山へのタイからの観光インバウンドの環境づくり、などについて情報交換や意見
交換を行う流れを醸成する大きな一歩を刻むことが出来た。

11月３日
タイ王国ナショナルチームは、倉敷市水島の福田体育館で開催された岡山シーガルズ対デンソーの

公式戦を観戦、タイの選手も会場で大きな声援を送った。始球式に伊東香織倉敷市長が、さらに近藤
隆則高梁市長も来場、タイの東京五輪への出場が決まれば、倉敷の体育館も利用して欲しいと伊東市
長からエールが送られた。

11月５日
　大森雅夫岡山市長や議員代表を表敬訪問した。市長はじめ関係者からの歓迎のあいさつを受け、タ
イ王国ナショナルチームも監督とキャプテンのヌットサラ・トムコム選手が挨拶、そして岡山シーガ
ルズは川島亜依美選手が挨拶した。
岡山市側からは記念のシャインマスカットが贈られ、タイ側は選手のサイン入りのユニホームはじ

めとする記念品の交換がなされた。

11月６日
　赤磐市のふれあい総合体育館にて赤磐市友實武則市長から歓迎を受けた。ここでも赤磐市特産の葡
萄がプレゼントされた。
　また、練習後、吉井川流域DMO（赤磐市、瀬戸内市、和気町の３市町で構成）活動の一環として、
ナショナルチームは赤磐市ドイツの森に招待された。

11月８日
　岡山シーガルズのスポンサーであるダイヤ工業（株）を訪問、食堂でヘルシーランチのもてなしを
受け、そのあとで選手やコーチは、オーダーメイドで運動能力支援装備の注文はじめプロを支える数々
のスポーツサポート用品を購入した。タイと岡山を結ぶ架け橋を岡山シーガルズがつとめ、岡山が鍛
えた技が両国の先進企業を結びつける流れとなることを祈念した。

11月10日
タイ王国ナショナルチームは、休暇を利用して、倉敷市内へ出掛け美観地区やアウトレットモール

で自由時間を楽しんだ。おかやまの魅力が、スター選手のSNSを通じて、世界に発信された。
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11月11日
　岡山理科大学所有の体育館で、夕方から、地元の小中学生のバレーボールチームを迎えて、タイの
選手による子供バレーボール教室が開催された。子供の指導での両国の交流を大切に育ててゆくこと
で合意した。

11月12日
　岡山商工会議所を会場に、タイ王国バレーボール協会との東京2020オリンピック競技大会における
事前キャンプに関する協定調印式が執り行われた。岡山側は、岡山市、岡山県、岡山県バレーボール
協会、岡山シーガルズの４者が出席し、オール岡山でタイとの関係を深める大きな第１歩を刻むこと
ができた。

令和２年１月10日～14日
　東京五輪女子バレーアジア最終枠決定戦に合わせ、岡山シーガルズとタイ王国バレーボール協会と
の協定締結を目的としてタイを訪問した。岡山大学は岡山シーガルズ河本昭義社長（監督）の意向を
反映した協定書の文案づくり、協定書翻訳、そして交渉役を担当した。訪問者は高田さゆり取締役、
中国学園大学山口舞さん（前岡山シーガルズキャプテン・ロンドン五輪銅メダリスト）、三村聡センター
長。協定書の翻訳作業は吉川幸実践型教育プランナーが担当した。

　協定の要諦は以下の通り。
第１条　�甲（タイ王国バレーボール協会）及び乙（岡山シーガルズ株式会社）は、2020年東京オリンピッ

クの開催を機に、今後とも、深い信頼関係のもとで、互いの国を訪問・交流を続けながらバレー
ボールの技を世界のトップレベルで継続的に競い、磨き合うことを約束する。

第２条　�甲及び乙は、子供向けのバレーボール教室などの教育面で連携し、両国の未来を担う子供た
ちに、世界を見せ、健全な身体と精神を涵養することにより、将来への夢を育むきっかけを
作る活動を実施する。

第３条　�甲及び乙は、バレーボールによるスポーツ分野の活動を基本に、両国が言語や文化をはじめ
とした相互の違いを自然に受け入れ、互いに認め合い、文化交流や経済交流の分野でも、友
好関係を深めることができるよう、互いに協力しながら貢献活動を行う。

第４条　�甲及び乙は、互いの友好関係の継承と選手及びチーム能力の向上を目的として、互いの協議
に基づき、若手の選手の相互受け入れや教育指導者を互いに派遣し合う活動についての実現
可能性について検討する。

　今回のタイ王国訪問は、バンコクで行われる東京五輪女子バレーアジア最終枠決定戦に合わせ、滞
在中はタイ王国ナショナルチームの試合を観戦した。各国とも国の威信をかけたプレーが続き、決勝戦、
韓国とタイの試合は、大歓声がスタジアムを揺らす応援の中で、アウェイのプレッシャーに耐え冷静
にプレーを続けた韓国に軍配が上がった。
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■2019/2020シーズン　岡山シーガルズ準優勝
１月25日、26日と国立代々木競技場第一体育館において2019-20�V.�LEAGUE�DIVISION1�WOMEN

SEMI-FINALとFINALが開催された。
　１月25日のセミファイナルでは、岡山シーガルズ�３�（26-24.�25-14.�19-25.�23-25.�15-7）�２�デンソー
エアリービーズと岡山シーガルズがデンソーエアリービーズをフルセットで下し決勝戦のファイナル
へ出場した。そして、１月26日(日)�ファイナルでは、またもフルセットの激闘の末に、岡山シーガル
ズ�２（22-25.�26-24.�25-23.�14-25.�7-15）�３�JTマーヴェラスのセットカウント２-３で、岡山シーガル

ズは惜敗したが、2019-20シーズンを準優勝（２位）という好成績で終えた。

▶︎２-３-３　「スポーツビジネスジャパン2019 together with スタジアム＆アリーナ2019」
東京五輪のカウントダウンを受け、11月19日～20日、さいたまスーパーアリーナで「スポーツビジ

ネスジャパン2019�together�with�スタジアム＆アリーナ2019」が開催され、日本と世界中のスポーツ
ビジネスに関わるプロや関係者が一堂に集った。（一社）日本トップリーグ連携機構の川淵三郎代表理
事、スポーツ庁の鈴木大地長官らのスピーチで開幕、SDGsを視座に置き、多くのテーマで議論が展開
された。また展示会では、地方創生や都市の持続可能性を具現化するために全国的にアリーナやスタ
ジアムを建設する流れが加速する様子が伝えられた。
セッションB-14「スポーツで日本とアジアを繋ぐ」（11月20日16：15～17：00）で、日本政策投資銀

行地域企画部の桂田隆行課長の進行により、Jリーグパートナー�事業部長兼国際部長の山下修作氏、�B
リーグ経営企画グループ・国際グループマネージャーの斎藤千尋氏と共に、岡山シーガルズ顧問の立

タイ・韓国戦

健闘した岡山シーガルズ選手たち
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場で三村聡センター長が登壇し、市民主役のクラブチームである岡山シーガルズのアジア展開を紹介、
東京五輪を契機としたSDGsを念頭に置く地方創生について話題提供した。

２- ４　地域と連携した SDGs 活動

▶︎２-４-１　サウミャ・キニ研究員の活動
サウミャ・キニ研究員は、岡山の水と緑の公共空間について、岡山の様々な場所に赴き、自らの研

究に基づいた発表を行っている。
　主に、（一社）経済同友会SDGs研究会やアスエコでの講演、大森雅夫岡山市長へのヒアリング、レディ
オ・モモ出演などがある。市長へのヒアリングでは、西川緑道公園の思いや中心市街地活性策の未来
について意見交換を行った。岩淵泰助教の山陽新聞デジタル「岡山まちづくり探検」を参照されたい。

▶︎２-４-２　 環境保全型森林ボランティア～FORESTRY
FIELD　CAMP～ 

　�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％。また、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。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、
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のが
現状である。このような状況が全国のあちらこちらで発生してお
り、こうした現状を打開する手段として、一般社団法人人杜守（ひ
とともり）が主催者となり、新見市、新見市森林組合、林野庁な

スポーツ界の SDGs
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ど多くの関係者が連携して、さらに岡山県備中県民局が後援しながら、新見市の健全な人工林を造成
する「環境保全型森林ボランティア活動」が実施されており、大学生が地域の専門家の指導を受けな
がら活動している。
　環境保全型森林ボランティア活動は、２週間の合宿生活を
通じて、関係する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林業・林産業の重要性につ
いて学ぶ活動である。その体験を通じて、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。
今年度から、「FORESTRY�FIELD�CAMP」と名称を改め、

SDGs17の目標のうち「13気候変動に具体的な対策を」と「14
海の豊かさを守ろう」「15陸の豊かさも守ろう」のテーマを
掲げ、前期は令和元年８月18日から、後期は令和２年２月19
日からそれぞれ約２週間の活動期間で実施された。
　三村聡センター長は前期の中間期間で行われる地域交流会
に参加し、地元関係へのヒアリングを行った。

　さらに、2019年度後期の同活動は、旧大佐の田治部地区の山林が作業場所として実施され、２月21日、
現地を三村聡センター長が訪れた。今回は、岡山大学からは２名の参加で、岡山より東京や大阪から
の参加の方が多い開催となった（無事故で終了している）。

　宿舎では、SDGs対応の新見市森林ボランティアの意義を学
生たちと主催者、関係者が語り合った。��
　また、この日は、新見公立大学へ公文裕巳学長を訪問、大
学改革や地方創生における大学の果たすべき役割など、高い
視座から深い示唆に富むお話を賜った。

玉切りをする参加者

宿舎外観

新見公立大学

間伐作業
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▶︎２-４-３　林業での人材育成のための意見交換会
５月18日、真庭市にあるCLT（Cross�Laminated�Timber：繊維方向が直交するように積層接着した

木質系材料）生産日本一を誇る銘建工業（株）を吉川賢名誉教授と三村聡センター長が訪問し、中島
浩一郎社長はじめ幹部の皆様と林業・林産業分野における人材育成やCLTを活用した地方創生の道筋
について意見交換をした。
　５月20日、岡山の森林資源を活かしたSDGsを考える勉強会を地域総合研究センターで開催し
た。カナダ・ブリティッシュコロンビア州から伊藤公久先生（地域総合研究センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アドバイ

ザー）、真庭市から銘建工業（株）中島浩一郎社長をお迎えして、岡山県美作県民局、そしてSDGs
モデル都市に選定された岡山市、真庭市、さらに経済界が参加し、CLTをキーワードに、東京五輪
やG20保健大臣会合を契機とした　　　　　　　　　　　　　　　　山川里海をつなぐサステイナブルなプロジェクトの可能性を考え

た。
　CLTの利用は近年各国で急速な伸びを見せ、東京五輪でも注目を集めており、構造躯体として建
物を支えると共に、断熱性や遮炎性、遮熱性、遮音性などの複合的な効果や木目や木の肌触りを感
じる心地のいい空間の創造など、木造建築分野での規制緩和を突破口とした地方創生の主力政策と
して注目されている。また、木材は持続可能な循環型資源として環境に優しい特性を活かし、SDGs
の観点からも今後の展開に期待が寄せられている。

▶︎２-４-４　「高梁川流域連携中枢都市ビジョン懇談会」（高梁川流域７市３町） 
人口減少・少子高齢社会にあっても、地域を活性化し経済を持続可能なものとし、国民が安心して

快適な暮らしを営んでいけるようにするため、地方圏において、相当の規模と中核性を備える圏域の
中心都市が近隣市町村と連携して、人口減少に対する、いわば「地方が踏みとどまるための拠点」を
形成することを目的に、高梁川流域では、倉敷市を中核都市として、流域の７市３町が連携して、高
梁川流域中枢都市圏を形成している。そのビジョン懇談会が1月23日、倉敷市で開催された。
　今回は、これまで4年間の成長戦略ビジョンの成果報告と第2期となる新たな成長戦略ビジョンの提
案がなされ、流域の商工会議所会頭、商工会会長、大学学長、病院長、金融機関、NPO、マスコミな
ど地域を構成する責任者一堂に会して議論がなされた。
　伊東香織倉敷市長が質疑に応答する形式で進められ、有識者から選任された三村聡センター長が会
長をつとめ、基本目標：11指標、KPI：35指標が採択された。
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グローバルな視座に立つSDGs活動２

▶︎２-４-５　岡山企業のSDGs経営を考える
７月２日、岡山大学創立五十周年記念館にて、SDGsを念頭に置
いた「働き方改革の実践展開～企業経営最前線からの報告� 」をメインテーマとして「人を大切
にする経営学会中国支部大会公開フォーラム」が開催された。

萩原工業（株）から浅野和志代表取締役社長（同学会常任理事・中国支部長「日本でいちばん大切
にしたい会社大賞」第８回経済　　　　　　　　　　　　　　産業大臣賞受賞企業）が「人本主義が持続可能な会社をつく

る」、（株）フジワラテクノアートから藤原加奈取締役副社長に「社員が輝く企業経営の実践から
未来志向の会社へ」との演題で報告があっ　　　　　　　　　　　　　　　　　　た。さらに、「人を大切にする経営こそが社会を救う」

と題して、人を大切にする経営学会の坂本光司会長から講話を受けた。
　パネルディスカッションでは、三村聡センター長がコーディネート役を務め、「SDGs経営を踏
まえた地域企業の新展開」と題して、参加者と登壇者による対話を通じて、中国地域のめざすべ
き企業経営の将来性について議論した。
　なお、令和２年１月16日、萩原工業（株）と岡山大学は、互いが有する資源の相互利用と緊密
な人的交流を通して得られた研究成果を効果的に活用することにより、学術研究の振興と研究成
果の社会活用の推進に貢献することを目的として、連携・協力に関する協定を締結した。

▶︎２-４-６　労働界とSDGs
東京お茶の水に位置するホテルジュラクにて９月18日、全　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国労働金庫協会主催により2019年度

全国労働金庫理事・監事セミナーが開催された。中江公人理事長（元防衛省事務次官）から国連
ILO創立100周年記念として発行されたSDGsレポートに日本の「労働金庫運動」が取り上げら
れ、労働界にもSDGsが必要であるとの基調講演に続き、三村聡センター長がSDGsを主題に
「勤労者福祉運動と金融包摂」をテーマに講演、「ひとりも取り残さない金融包摂の運動」につ
いて議論を深めた。
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２グローバルな視座に立つSDGs活動

▶︎２-４-７　岡山県「備中発！おかしBOX」～地域で広がるサポートの輪～
岡山県が音頭をとり、自治体、企業や障がい者支援者によ

▶︎２-４-８　その他
■高校生懸賞論文 2019
NPO法人こくさいこどもフォーラム岡山(インターキッズ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浜家弘巳会長)は、グローバル社会で活

躍する人材を育成するため、岡山県内の高校生を対象にした懸賞論文を募集している。2019年度第
７回のテーマは�「私にもできるSDGs�」で、審査委員を三村聡センター長がつとめた。
　多数の応募から下記の高校生が受賞し、2020年２月12日、最優秀賞の佐藤美咲さんに浜家弘巳
会長から表彰状と盾が贈呈された。�

・最優秀賞　（おかやま山陽高校２年）「心の壁を乗り越えた先に」
・優秀賞　　（岡山県立倉敷古城池高校３年）「知ることが第一歩」
・優秀賞　　（おかやま山陽高校１年）「食品ロス削減の店を目指して」
・奨励賞　　（岡山県立邑久高校３年）「観光で考えるSDGs」
・奨励賞　　（金光学園高校３年）「私にもできるSDGs」

■加藤勝信　厚生労働大臣
12月７日、加藤勝信厚生労働大臣に、これまでの岡山大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の平成30年７月豪雨災害への復旧・復興

支援や地方創生活動の取組みやSDGsの活動についてご説明させて頂く機会を得た。厚生労働省の
政策スタンスからコメントと岡山大学へのアドバイスを頂戴した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る「就労継続支援Ｂ型事業所」が運営す

る「おかしBOX」事業が進められている。本事業は、１個100円のおかしをBOXに詰め、企業や自治
体、福祉施設などに設置、好きな時に好きなだけチョイスして自己清算してもらい、その代金を働い
ている障がいのある人に支払われる工賃向上に役立てようとする事業である。�

　12月22日、OHK岡山放送が、本事業活動の支援を視野に入れて特別番組「備中発！おかしBOX～地
域で広がるサポートの輪～」を制作・放映した。
　SDGsがめざす「一人も取り残さない」との観点から三村聡センター長が番組のコメンテーターを務
めた。
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■山下貴司　前法務大臣
12月22日、瀬戸内市長船の備前福岡の市（毎月第４日曜日開催）にて、山下貴司前法務大臣に

岡山　　　大学のSDGsと地方創生の取組みについてご説明させて頂く機会を得た。グローバルな視座か

らコメントとアドバイスを頂戴した。（コーディネート：瀬戸内市議会議員布野浩子氏）

２- ５　学内 SDGs 活動の支援

▶︎２-５-１　『岡山大学SDGsアンバサダー』任命制度
令和元年度、岡山大学では、槇野博史学長を先頭に全学をあげた積極的なSDGs活動を展開し、活動

の裾野をさらに広げ、本学の大学生・大学院生・留学生にも『岡山大学×SDGs』活動に参加を促すべく、
『岡山大学SDGsアンバサダー』任命制度を新たに設置した。それを記念して、７月31日、創立五十周
年記念館においてキックオフミーティングを開催し、地域総合研究センターからは、三村聡センター
長（SDGs企画推進会議メンバー）と吉川幸実践型教育プランナーが出席した。
　槇野博史学長の話題提供に対して、高校生を含む多くの学生たちから質問があり、学長が丁寧に答
える流れで、自由な意見交換を行った。
　地域総合研究センターでは、センターに関りを持ちながら地域で活動する学生たちに参加を呼び掛
け、本制度の推進を進めている。

▶︎２-５-２　まちづくりサークルが合同でSDGsを考える
瀬戸内市裳掛地区を中心に地域活動する学生サークル「岡山大学まちづくり研究会」、岡山市奉還町

をベースにスポーツでまちを活性化する活動を展開する「おかやまプロスポーツ文化まちづくりサー
クルSCoP」、新見市神郷地区を拠点に「新見市環境保全型森林ボランティア活動」を展開する３つの
学生組織が、地方創生やSDGsを意識した活動を展開している。この３団体が、12月15日、岡山大学と
岡山市が共同運営する、まちづくり拠点「西川アゴラ」にて合同活動報告会を開催した。
　「岡山大学まちづくり研究会」は、少子高齢化や人口減少が進む瀬戸内市裳掛地区において、地元の
裳掛小学校の生徒も減少傾向にあり、それを食い止める一助になろうと、週１回放課後の「寺子屋」
活動の支援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を展開している。

備前福岡の市
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２グローバルな視座に立つSDGs活動

　「おかやまプロスポーツ文化まちづくりサークルSCoP」は、「『百年続くプロスポーツ文化を岡山
に』を合言葉に、この街をスポーツで盛り上げたい！そのために“まちなか”から学生の若い力でス
ポーツを発信したい！という想いで、2013年から商店街を拠点に活動を開始しました。」と活動の
目的や趣旨を謳っている。
　「新見市環境保全型森林ボランティア活動」は、木材材価の低迷、林業従事者の減少・高齢化等に
より、市内の森林施業の実施は年々困難になり、間伐等の保育作業を緊急に必要とする人工林が増
加しており、こうした現状を打開する手段として、大学生が地域の専門家の指導を受けながら、
一般社団法人人杜守（ひとともり）が主催、新見市、新見市森林組合、林野庁など多くの関係者
が連携して、さらに岡山県備中県民局が後援しながら、年２回、新見市の健全な人工林を造成す
る「環境保全型森林ボランティア活動」を実施している。
この日は、現役の学生に加えて、岡山県や岡山市などの自治体や企業へ就職した卒業生も大勢集ま
り、３団体から、現在の活動の様子、実績や気づき、そして今後に向けた課題を報告、続いて３つの
グループに分かれて、今後の活動を高めるために、各人の思いを「自分事として表明しあい、その
思いを持ち寄り、それらを一つにして組織力を高め合う」ことを目的としたワークショップが開催
された。
　こうして、学生や卒業生たちは相互に交流しながら互いの活動を理解・共有して、さらには互い
が助け合いながらSDGs活動を強化する道筋が検討された。

▶︎２-５-３　未来懇談会
岡山大学では、次世代を担う若手教職員が自由な発想で持続可能な岡山大学を考える新たな大学ガ

バナンスプラットフォームとして「岡山大学未来懇談会（未来懇）」を平成29年度より開催している。
企画や進行は、SDGs推進企画会議の中心メンバーがファシリテーターが行い、各部局から推薦された
若手教職員や学生有志が忌憚ない意見交換を行う場となっている。今年度、地域総合研究センターか
らは、吉川幸実践型教育プランナーがファシリテーターとして、岩淵泰助教が若手教員として参加した。

学生の活動資料
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▶︎２-５-４　おかやまの水とくらし　シンポジウム
７月６日、創立五十周年記念館にて、岡山大学が主催した「おかやまの水とくらし」シンポジ
ウム　　　が開催され、岩淵泰助教が岡山に流れる用水に注目し発表した。「岡山市は干拓のまちであ

るため、新　　　　　鮮な水を手に入れることに苦労した。用水は、肥沃な大地を潤すためにも、飲用水のた

めにも貴重であったが、高度経済成長期、用水は身近な存在であるため、汚れもひどくなった。岡
山市民は連合町内会を中心に西川の清掃活動を行い、美化に努めた。」と述べ、持続性には、市民
の日常的な参加が必要である点を提唱した。

▶︎２-５-５　事例発表など
岡山大学が進めるSDGsの理念に基づいた活動は、学内外に認知され、全国の様々な団体から視察、

講師などの依頼がある。地域総合研究センターでは、西川緑道公園を中心とした活動について、田辺
市議会、宇都宮大学、ESD教師教育世界大会などで発表する機会を多く得た。

■オランダ・ライデン大学　西川まちづくり勉強会（６月５日）
オランダ・ライデン大学日本語学科の学生20名が、西川アゴラを訪れて、水と緑のまちづくりを学

んだ。特に、岡山とオランダが干拓のまちづくりで繋がっており、オランダ人土木技師のムルデルが
児島湾の干拓を指導したことに、参加者は関心を持った。
　岩淵泰助教がコーディネートし、講師は、岡山市都市整備局庭園都市推進課まちづくりアドバイザー
の石田尚昭氏（地域総合研究センターアドバイザー・研究員）がつとめた。�

■2019年ESD教師教育世界大会（11月23日）
一般教育棟で行われ、岩淵泰助教が西川緑道公園での学びを「Making�Public�Space�through�ESD

Collaborations�–�The�Civic�Engagement�in�Nishigawa�Canal�Park�of�Okayama�City」というタイトル
名で発表した。参加者はアジアを中心に20名であった。

会場の様子
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３平成30年７月豪雨災害対応

３- １　倉敷市での活動

▶︎３-１-１　真備地区復興計画推進委員会
倉敷市真備支所1階会議室を会場に11月11日、第１回倉敷市真備地区復興計画推進委員会が開催され
た。本委員会は、平成30年７月豪雨災害からの復興に向けて、倉敷市真備地区復興計画に基づく事業
を着実に推進するために設置されたもので、初会合には、住民代表のほか、有識者として岡山大学か
ら大学院環境生命科学研究科の橋本成仁准教授と三村聡センター長など22人の委員が参加した。会で
は平成31年３月末に策定された「倉敷市真備地区復興計画」に基づき、真備の復旧・復興に向けたこ
れまでの取り組みや同計画の進捗状況などが報告され、さらに復興計画進捗の実態を把握するために
住民向けに開催された「真備地区復興懇談会」での意見を踏えた今後の見直しが倉敷市から説明がな
された。本推進委員会では、同計画策定委員会に続き三村聡センター長が委員長を拝命した。

▶︎３-１-２　真備町災害公営住宅等整備事業者選定委員会
６月25日、倉敷市本庁舎で第１回委員会が開催され委員長に

三村聡センター長が選ばれた。
　９月30日、被害が甚大であった「川辺地区」での建設につい
て公募型プロポーザル審査会として必要な要求水準や応募要領、
審査要領に基づき４グループから提出された設計・施工を一体
としたデザインビルド方式による提案の審査を実施した。
　12月24日の委員会では、「川辺地区」に続き、真備町「箭田
地区」と「有井地区」の災害公営住宅建設計画と業者が決定した。合計３カ所に災害公営住宅が2020
年度末を目標に合計で約120戸が建設される予定である。

▶︎３-１-３　災害に強い地域をつくる検討会
倉敷市は、「平成30年７月豪雨災害対応検証報告書」を４月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に取りまとめ、この結果を踏まえ、住

民への情報提供や周知の在り方、自主的な避難を促進するための検討を行う「倉敷市災害に強い地域
をつくる検討会」を設置、９月17日、11月29日に検討会を開催した。第２回目となる検討会では、豪
雨災害で亡くなられた方51人の避難行動調査の結果が公表され、この結果を踏まえた対策や方策が議
論された。

倉敷市役所庁舎

　本検討会は、防災教育や避難対策の有識者、住民代表など８人で構成されており、伊東香織市長を
囲みながら、今後は地区防災計画策定などに向けた行動計画を取りまとめてゆく予定。委員長には東
京大学大学院の片田敏孝特任教授、さらに有識者としては、東京大学生産技術研究所の加藤孝明教授、
香川大学IECMS地域強靱化研究センターの磯打千雅子特命准教授、京都大学巨大災害研究センターの
矢守克也教授、岡山大学から三村聡センター長で構成されている。
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▶︎３-１-４　総合計画審議会
11月22日、第１回倉敷市総合計画審議会が開催され、令和　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３年度から10年間にわたる総合的な

まちづくり計画の策定作業を実施する第7次総合計画審議会が35名の委員で構成されキッ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クオフ

し、会長に三村聡センター長が選任された。

７月豪雨災害からの復興と地方創生、少子高齢・人口減少社会対応、G7教育大臣会合倉敷宣言、
瀬戸内海と高梁川流域を　　　　　　　　　　　　フィールドにしたSDGsの社会実装など、テーマごとに５つの分科会が組

成され、委員全員が力を合わせて取組む事を誓った。
　１月20日から24日にかけて、テーマごとに５つの分科会が開催され倉敷市が示す課題やテーマに
ついて、各委員が知見や意見を述べ質疑応答がなされた。

▶︎３-１-５　国土交通省「平成30年７月豪雨による被災から考える」
公益社団法人土木学会中国支部と国土交通省中国地方整備局の共催により、第71回土木学会中国支

部研究発表会特別講演会が、６月１日、創立五十周年記念館金光ホールで開催された。
「平成30年７月豪雨における対応について」と題して、中国地方整備局の中川哲志統括防災官が国の
施策の全体像について説明、続いて「岡山県の河川災害の状況と課題」と題して、大学院環境生命科
学研究科で高梁川水系小田川堤防調査委員会委員長の前野詩朗教授が、今回の豪雨により被害を受け
た個所の被害発生のメカニズムや被害状況、その課題と今後の対応に向けた方向性について、専門的
な知見から豊富な解析データを駆使して解説した。さらに「真備町の復興まちづくりに向けた取組の
紹介」と題して、三村聡センター長が真備地区復興計画策定委
員会委員長を担った立場から復興計画について講演した。
　また、この内容は国土交通省中国地方整備局から報告書とし
てまとめられた（一般には配布公開されていない）。

会場に展示されたポスター

冊子表紙
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▶︎３-１-６　小田川と高梁川合流点付替治水対策事業着工式
西日本豪雨災害で甚大な被害を受けた小田川と高梁川の合流点を付替える治水対策事業の着工式が、

６月16日、倉敷市船穂柳井原小学校体育館で開催された。
　再び災害に至る現象が起きないよう2023年の完成を目標にわが国の土木技術の粋を尽くし活かした
大工事がはじまった。
　式では、国土交通省副大臣及び倉敷市長の挨拶に続き、来賓として加藤勝信衆議院議員、岡山県知
事の挨拶を受けた。岡山大学からは大学院環境生命科学研究科前野詩朗教授、三村聡センター長など
が列席した。

▶︎３-１-７　倉敷市追悼式
西日本豪雨災害から１年を迎え、７月６日、倉敷市真備に

て「倉敷市追悼式」が開催され伊原木隆太岡山県知事、伊東
香織倉敷市長はじめ加藤勝信厚生労働大臣はじめ関係者が参
列した。岡山大学から真備地区復興計画策定委員長及び真備
町災害公営住宅等整備事業者選定委員会委員長を務める三村
聡センター長が列席した。

▶︎３-１-８　倉敷市真備に「おひさま広場」オープン
３月１日、真備有井地区に、NPO法人Gorillaやグリーンコープ生協おかやま災害支援センターなど

が中心となって、被災した公民館の代替施設、マルシェなどイベントの開催など地域の拠点として「お
ひさま広場」が本格オープンした。被災前より輝くまちを創ろうと、地域住民が助け合いの精神を大
切にしながら、懸命に一歩一歩、未来へ進む姿が紹介された。この準備から２月22日の内祝いまでの
様子が、テレビせとうちのニュース特集で紹介され、三村聡センター長がコメンテーターを担当した。

倉敷市追悼式

会場の様子
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３- ２　高梁市「高梁市地域防災力向上委員会」

　�平成30年夏の７月豪雨災害の経験を活かし、２年間をかけて、命と暮らしを守る仕組みを高梁
市全域に作り上げるために、高梁市は「高梁市地域防災力向上委員会」をスタートさせた。
　11月26日の第１回委員会は、高梁市図書館４階多目的室で行われ、開会にあたり、近藤隆則市長
が「全国的に大きな被害をもたらす災害が全国で発生している中、災害に強いまちづくりを進める
ためには、市民、地域、行政がお互いを補完しつつ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連携により地域の支え合いの中、地域防災力

の向上を進める必要がある。このため、高梁市は「自助」、「共助」、「公助」の相互連携による防
災体制の強化を図るため、「高梁市地域防災力向上委員会」を設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置した」と宣言した。
　岡山大学から大学院環境生命科学研究科氏原岳人准教授が副委員長、三村聡センター長が委員長
に選任された。
　また、２月25日、第２回の同委員会が、高梁市の国際ホテルを会場として開催された。事務局か
ら防災向上に向けた具体的な活動のプラン案が示され、委員全員から活発な意見が出された。進行
役を三村聡センター長がつとめた。

３- ３　その他の活動

▶︎３-３-１　岡山大学危機対策本部
　『平成30年7月豪雨災害対応記録集』

　�岡山大学危機対策本部（本部長は槇野博史学長）から『平成30年
７月豪雨災害対応記録集』が発行された。本紙は５章構成で、地域
総合研究センターは、第３章「復旧・復興支援活動」の章において、
主に学生たちの岡山市、倉敷市、矢掛町での活動の様子と岡山県議
会への報告、真備地区での復興計画策定委員会でのお手伝い等の記
録の収録を担当した。

▶︎３-３-２　（一財）地域公共交通総合研究所
　岡山市に本社を置く両備グループのシンクタンクである（一
財）地域公共交通総合研究所主催の災害対策を念頭に置いた未
来の公共交通のあり方やモビリティ政策を考えるシンポジウム
が、８月９日、10日、熊本市や熊本大学、国土交通省の協力を
得て、熊本国際交流会館大ホールで開催された。第６回となる
今回のシンポジウムでは、「激甚災害」、「公共交通の本質」をキー
ワードとして、国が進めるSociety�5.0（超スマート社会）に深 両備ホールディングス本社

記録集表紙▶︎
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くかかわるMaaS実現に向けた様々な課題や実現可能性について、
公共交通を視座に置き議論が展開された。
　基調講演では、「地域公共交通の再デザイン　熊本市の挑戦と
その成果」と題して、熊本大学溝上章志教授、次に「災害時の
地域交通マネジメント」と題して、広島大学藤原章正教授、さ
らに「地域公共交通のイノベーションに向けて」と題して、国
土交通省から総合政策局交通政策課の杉田茂樹同課長補佐（予
定の蔵持京治課長が公務のため欠席）が登壇した。
　パネルディスカッションでは、「災害復興から明るい未来への
道筋を示す～公共交通の役割と希望」をテーマに熊本都市バス
株式会社の高田晋社長、（一財）地域公共交通総合研究所小嶋光
信理事長、株式会社玉の湯の桑野和泉社長、国土交通省九州地
方整備局の前佛和秀部長、東京大学生産技術研究所の伊藤昌毅
特任講師、政策研究大学院大学家田仁教授が登壇、コーディネーターを三村聡センター長が務めた。
　二日目は、熊本市による、地震からの復興と中心市街地の再開発計画の説明を受け、エクスカーショ
ンとして、新しく生まれ変わるバスターミナルの現地と熊本城の復興作業の進捗状況を見学した。

■富山市訪問
また、２月28日、同研究所の調査研究活動の一環として、JR富山駅の路面電車を駅高架下でつなぐ「南

北接続」事業の開業を3月21日に控えた富山市を三村聡センター長（同研究所理事）が訪問した。この
「南北接続」事業は、コンパクトシティの代表都市を標榜する富山市の仕上げの事業といえ、中村健一
副市長から豊富な資料で説明を受けた後、徒歩と路面電車を使い、富山市立図書館はじめ魅力のスポッ
トや創意工夫を凝らされた地点、富山駅の構内と工事現場を案内頂いた。
中村副市長は、岡山市に勤務の経験があり、富山市と岡山市の都市交通計画の比較をしながら、富

山市が目指すコンパクトシティの神髄をご披露頂いた。
　４月には森雅志市長を表敬訪問させて頂く依頼をさせて頂いた。

富山市立図書館

被災地であった熊本
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４- １　学都チャレンジ企画

　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本年度が８年目となる。
　本年度は昨年度に引き続き、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現することを目
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いる。
　６月にメーリングリストなどにより全学生に対し企画募集を行い、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、４件を採択、うち新規企画は２件であった。

■学生企画採択団体一覧

申請者・申請団体 企画名
岡山大学　犯罪被害者支援
ボランティアsmile（スミレ） ティーチイン岡山と犯罪被害者支援シンポジウム

岡山大学まちづくり研究会 2019年度まちけん　瀬戸内市裳掛地区貢献プロジェクト
岡山プロスポーツ文化
まちづくりサークルSCoP おかやまスポーツまちづくりプロジェクト2019　for�SDGs

ART×CUTE×AREA ART×CUTE×AREA

　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、その成果を令
和２年１月17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、両
備グループ青年重役会からの参加もあり、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８年目を終えた。学生企画に採択された活動は、学生の主体性が評
価され、また地域への影響を期待された活動であるため、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という点では、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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＜学生企画①＞

「ティーチイン岡山と犯罪被害者支援シンポジウム」
岡山大学犯罪被害者支援ボランティアsmile（スミレ）　

■企画概要（目的）
ティーチイン岡山とは、市民と学生が一緒になってあるテーマについて考え、発表する場である。

犯罪被害者支援ボランティアsmileとしては、本年度初めて取り組んだ企画で、岡山大学教育学部
の桑原敏典先生とそのゼミの学生にご協力いただき実現することができた。今回は、smileの学生
がどのようなテーマにするか話し合いを重ね、スライドを作成し、ファシリテーターや司会など
も担当した。
　�　次に、犯罪被害者支援シンポジウムは、毎年ボランティアの学生有志で行っており、今年度で
第6回を迎えた。今回は「被害者遺族の見えない想いをかたちに～過去と向き合い、未来へ歩む懸
け橋になる～」と題し、佐世保女児殺害事件で妹さんを亡くされた御手洗さんをお招きし、パネ
ルディスカッションやグループワークを通して犯罪被害者の兄弟姉妹への支援について考えた。
「まちづくり」や「地域貢献」とは少し遠いように感じるかもしれないが、被害者支援はまちづく
りなどを考えるうえで重要なことである。このようなシンポジウムなどを通して、被害者支援の
重要性が地域に広まり、ボランティアがいなくても地域で被害者支援が行われるようになってほ
しいと思い活動している。

■実施事項
●ティーチイン岡山　8月9日　18：00～20：00
・場所：国際交流センター
・参加者：60名
・テーマ「�犯罪被害者支援として、私たちにできる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことは何か」

　課題：⑴��被害者支援の問題を解決するために、警　　　　　　　　　　　　　　　　　　察・地域社会・ボラン

ティア・個人がそれぞれにできることは何か。

⑵ �その支援を連携するにはどうしたらいいか。

○プログラム
18：00～　趣旨説明
18：05～　アイスブレイク
18：10～　犯罪被害者支援についての説明
18：40～　グループワーク
19：30～　全体発表
19：55～　まとめ
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●犯罪被害者支援シンポジウム　12月８日　13：00～16：30
・場所：岡山大学国際交流会館　参加者：100名

〇プログラム　
　　第一部　・開会挨拶

・大学生ボランティア活動報告
・講演、パネルディスカッション
　「事件から15年、犯罪被害者兄の見えない想い」講師：御手洗氏

　　第二部　・グループワーク
テーマ「犯罪被害者の兄弟姉妹への支援」
・講評

■成果
ティーチイン岡山は被害者支援ボランティアでは初の試みであった。今までは岡山大学として

の活動はシンポジウムだけだったが、何か自分たちで企画をして開催したいという思いから実施
した。当日は予定していた人数を上回る人に参加していただき、被害者支援について考えること
を広めることができた。一方で、「テーマが曖昧であり話し合いをするのが難しかった」という意
見がいくつかあったので、今後に生かしたい。
シンポジウムでは、昨年の50人という参加者を大きく上回る100人の参加であった。これは地道

な広報と開催日を日曜日に設定したことが要因と考えられる。被害者支援についてはまだまだ知
らない人が多いので、多くの人に参加してもらい、その問題点や現状について考える機会を与え
ることができたことが一番の成果である。内容に関しては、例年の講演とは違い講師を交えたパ
ネルディスカッションを行ったことで、様々な角度から被害者支援の現状や問題点を考えること
ができとても良かった。

■今後の展望
　　今後は、岡大の公認サークルとして活動することを予定している。現在は３回生が中心に活動し
ているが、１・２回生にも参加してもらって継続性がある団体にしたい。また、公認サークルとなる
ことで被害者支援ボランティアというものの存在をより多くの学生に知ってもらうことができると思
われる。来年度も引き続きシンポジウムや他大学の講演会への参加は続け、それに加えてティーチイ
ンなどの岡大独自の活動も行っていきたい。岡山県警などのお力もお借りしながら被害者支援の輪を
広げていきたい。
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＜学生企画②＞

「2019年度まちけん　瀬戸内市裳掛地区貢献プロジェクト」
岡山大学まちづくり研究会　

■企画概要（目的）
　�　瀬戸内市裳掛地区に存在している地域課題の一つに、「小学校保護者世代が地域コミュニティ活
動に興味・関心を持っていない」というものがある。地域コミュニティの運営メンバーには高齢
者が多く、存続が危ぶまれているにもかかわらず、次世代の担い手である小学校保護者世代が地
域コミュニティ活動に興味・関心を持っていないというのは大きな課題である。

　　�　課題解決のためには、両者が「対話」によって互いの立場・思いを理解し合うことが必要である。
その「対話」の場を作るためには、我々大学生という第３者、そして過疎化が進む裳掛地区の未
来を担う小学生たちが両者の間に入ることが有効だと考えた。
　�　そこで、耕作放棄地対策として行っていたサツマイモ栽培、移住者の活動支援として行ってい
た農作業のお手伝いなどを絡め、「サツマイモを使った小学生向け料理教室」を実施することにし
た。料理教室というカタチで小学生に料理を作ってもらい、それを保護者の方・地域の方に振る
舞うという機会を、両者の「対話の場」として創り出すことを目指した。
　�　また、小学生と一緒にサツマイモを育て、それを使って作った料理を保護者の方・地域の方に
ふるまうという企画を通して、「１から何かを作り上げる」という経験を小学生にしてもらうこと
も狙いの１つであった。

■実施事項
＜料理に使うサツマイモを地域の子どもたちと栽培＞
・５/12（土）サツマイモ植え（参加者：こども11人、保護者４人）
・10/13（日）サツマイモ収穫（参加者：子供12人、保護者７人）

　　＜料理教室を通じての対話の場づくり＞　
・11/17（日）料理教室
　（参加者：こども14人、保護者７人、地域コミュニティメンバー８人）

■成果
サツマイモを育てる経験をしてもらうとともに、料理を作ってお世話になっている保護者、地

域の人にふるまうことで、普段はなかなか伝えられない感謝の気持ちを伝える機会を、子どもた
ちに作ってあげることができた。また、普段面と向かって話をすることの少ない、保護者と地域
コミュニティメンバーが対話をする機会を創り、両者が互いの立場や現状、想いを伝えあう架け
橋とすることができたとともに、課題解決の糸口として、「気軽に参加できる地域行事が少ない」、
「地域で生まれ育ち、子育てをしている保護者が認知されていない」といった、より具体的な問い
を見出すことができた。
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■今後の展望
　�　今回解決を目指した「小学校保護者世代が地域行事・コミュニティ活動に関心がない」という
地域課題をさらに深堀りしていく。気軽に参加できる地域行事を増やす・継続していくにはどう
したらよいか。生まれ育った地域に残って子育てをしている保護者の人がどれくらい認知されて
いるのか。こうした、今回新たに生まれた問いに対し、自分たちで考え、仮説を立て、実践し、
さらにその結果を考察していくという我々独自の「まちづくり研究」を続けていきたい。
　�　また、今回取り上げたもの以外にも瀬戸内市裳掛地区には多くの課題が存在する。代替わりを
経て新体制となった来年度においても、別の地域課題を見出し、その解決を目指した「実践的な
企画」を実施し続けていきたい。
　�　１年間を振り返ると、今年度は主体学年である２回生の数が少なく、企画の運営には大変苦難
を強いられた。現在の１回生は人数も多く活動的なメンバーがそろっているため、より規模の大
きい企画や、今年度以上に充実した活動を目指すことができる。また、１サークルとして魅力の
ある団体にできるよう、メンバーの所属意識や仲間意識を育てていき、それを新入生にも伝えて
いくことで、多くの学生が「地域貢献」「まちづくり」に対して興味・関心を持ち、多角的な視点
をもつことができるような組織作りに努めたい。
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＜学生企画③＞

「おかやまスポーツまちづくりプロジェクト2019　for SDGs」
岡山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、主に以下の２つの企画により構成される。
①まちの賑わいを生む実践的活動（まちプロ）
　「おかやま百年構想」時代から進めてきた「奉還町ファジストリート計画」を中心とした活
動について整理し、スポーツを通じてまちの賑わいを生み出す活動を行う。まず、サークル開
始当初からの継続してきた活動として、J２リーグ毎試合後のファジアーノタペストリーの試
合結果の更新作業及び、応援絵馬の掲出を行う。加えて、今年度は商店街のお祭りにて、岡山シー
ガルズ企画を行う。11月には商店街でファジアーノ岡山の写真展を催す。

②スポーツまちづくりを学ぶ（まなプロ） 
スポーツを通じたまちづくり活動を行うことを目的として活動している当団体は、メンバー

全員がスポーツやまちづくりについて理解をした上で、活動をしていく必要がある。そのため
に、奉還町商店街を中心とした岡山のまちづくりの現状、スポーツを用いたまちづくりの事例
を学ぶ必要がある。今年度は特にクラブに寄り添った企画の進め方を学ぶため、顧問である地
域総合研究センターの三村聡先生にコーディネートして頂き、岡山のプロスポーツに関わる人
との勉強会を開く。今年度はクラブスタッフとの意見交換を基に、プロスポーツ業界の現状や
私たちの活動に求められているものについて学ぶとともに、これからどのようなまちづくりを
行うべきかを考える。

■実施事項
①まちプロ企画
・奉還町商店街お祭り × 岡山シーガルズ企画

奉還町商店街で7月27日に催された「浪漫ティック奉還祭」にて、岡山シーガルズとコラボし
た企画を出店した。バレーにちなんだ垂直跳びやクラフト作りを実施し、100人を超える方々に
楽しんで頂いた。

・ファジアーノ岡山写真展
シーズン終盤である11月11日から16日の期間中、奉還町商店街・文化施設「りぶら」のギャ

ラリーにて、ファジアーノ岡山の今シーズンを振り返る写真展を開催した。写真はファジアー
ノ岡山、ファジウォーカープロジェクトから提供して頂いた。ここでしか見れない貴重な写真
を総勢217名のサポーターの方に見に来て頂いた。
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※ファジウォーカープロジェクト
�岡山大学（大学院環境生命科学研究科氏原岳人准教授研究室）、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の産官学が中心となり進めている「人・地域・地球にやさしいアクセスのためのプロジェクト」。ファジアーノ岡山
のホームゲーム開催時の渋滞緩和のために、徒歩や自転車、公共交通などを利用してスタジアム周辺への来場を促す取り組み。

・ファジアーノコラボ食堂
ファジアーノ岡山のホーム最終戦11月16日に合わせ、商店街の店主の方が選んだ選手に関連

した内装に変更するコラボ食堂を実施した。内装に店主の方が選んだ選手の写真と直筆のサイ
ンを展示し、ファジアーノ岡山のユニフォーム着用をして頂いた。また、ご来店のお客様にオ
リジナル紙製コースターを配布した。

②まなプロ企画
・三都市シンポジウムへの参加

９月18日に地域総合研究センターが主催した、三都市シンポジウムにメンバー６名が参加し、
岡山、金沢、熊本の三都市の商店街の取り組みを学び、商店街のこれからについて考えた。様々
な方と交流し、貴重な経験となった。

・岡山シーガルズ、奉還町商店街との交流
　�　６月12日にメンバー８名でシーガルズの練習を見学し、あわせて岡山シーガルズのスタッフ
の方と意見交換をする場を設けた。さらに今年度から奉還町商店街の会議にも出席し、よりク
ラブや商店街に寄り添った活動をするよう努めた。
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■成果
　�　昨年度の学びを生かして今年度は実践的な活動を多く進めることができた。その中で初めて奉
還町商店街の店舗とコラボレーションするなど、周りを巻き込んだ企画を実行することができた。

　�　このような活動ができたのは岡山シーガルズのスタッフの方と意見交換をしたり、奉還町商店
街の会議に参加したりするなどにより、クラブや商店街と関係を築いていった成果であると考え
ている。
　�　さらに今年度は、１回生が積極的に活動に参加することできた。その中で計画、予算に余裕が
なかったことや作業の分担がうまくいかなかったことなど失敗から多くを学び、来年度の企画を
立案、実行するうえでの経験を積むことができた。

■今後の展望
　�　本企画の終了後に、奉還町商店街の商店主の方と奉還町商店街を通行する人に聞き取り調査を
行った。

　�　調査はSCoPがこれまで奉還町商店街で活動してきた成果の測定や、商店主の方々や商店街を通
行する方々の理解を進めることを目的として実施した。これをもとに、来年度は商店街で店を営
む方々や商店街を通行する人とのニーズにあった企画を進めていきたいと考えている。

　�　また、今年度の活動を通して成長した1回生を中心に、今後も綿密に指導教員と連携して活動を
行う。
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＜学生企画④＞

「ART×CUTE×AREA」
ART×CUTE×AREA　

■企画概要（目的）
　�　岡山大学の教養教育の講義「クリエイティブディレクター養成講座」の中で発足した団体で、
講義終了後も継続して有志メンバーで活動を進めている。岡山県民に岡山の文化資材を知っても
らい、観光地としての自覚を持ってもらうことを目標に、主に若者に向けて岡山カルチャーゾー
ンの情報を発信する活動をしている。カルチャーゾーンのホームページを作り女子大生の視点で
広報することで若者女子から岡山の観光資源に魅力を感じてもらいたいという思いで平成31年３
月より本格的に始動。それ以後、実際にカルチャーゾーン協議会、カルチャーゾーンの各施設と
の連携をとりながら実際に取材し、女子大生の視点でカルチャーゾーンをPRするホームページを
運営している。

■実施事項
　�　岡山県立美術館、岡山県立博物館、岡山市立オリエント美術館、林原美術館、夢二郷土美術館、
岡山後楽園、岡山城の７施設の広報担当者に連絡を取り、協力のお願いに行き、取材をして記事
を作成。その後トップページのみを作成したページを公開し、現在のホームページの作成を同時
進行で進める。�
　�　令和元年11月、ホームページを正式に公開。12月に岡山県立美術館・夢二郷土美術館、岡山後
楽園・岡山城のページを公開し、記事を追加。担当の先生と話し合いを継続して定期的に行いつつ、
ホームページの内容を増やしている。令和２年１月にホームページの広報としてチラシを作成、
印刷した。
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�
■成果
　　�　ホームページを作成/公開、各施設との協力体制の構築などがあげられるが、一番の大きな成果
としては自分たち自身の各館や美術についての知識を得ることができたということである。岡山
カルチャーゾーンの課題に気づき、解決案を考えたりすることもできた。また、企画の進め方、
進めるために必要なこと、継続するために何が不足していて、お互いのスタンスとのか関わり合
い方など、プロジェクトの進め方について多くのことを学んだ。

�
■今後の展望
　　�　今年度に引き続いて活動を続けて行く予定。継続については担当の先生と相談し、再度体制や
企画について見直す予定である。

�
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４- ２　岡山市中心市街地のまちづくり

▶︎４-２-１　「西川アーカイブス」出版
岩淵泰助教は、平成24年から続く西川緑道公園まちづくり研究

をまとめた『西川アーカイブス』（吉備人出版）を出版した。
　研究成果としては、第33回自治体学会堺大会での発表「まちづ
くりアーカイブスの編纂－岡山市西川緑道公園における市民活動
の系譜－」に詳しい。　　
　西川緑道公園のまちづくりを、（１）江戸時代から第二次世界大
戦後まで－西川の水と暮らし、（２）高度経済成長期－汚れる西川
とまちづくり運動、（３）1980年代から1990年代まで－公園まちづ
くりの息吹、（４）21世紀以降－市民協働の時代からなる４つの時
期に分けた。その中で、写真、記事、報告書を時系列に並べながら、
各時代のまちづくりリーダーたちのインタビューを掘り起こして
いった。地域総合研究センターでは、平成24年から学生と共に、
約30名以上の当該地域でまちづくりに関わった人々へのヒアリング調査を続けた。その結果、ほとん
ど忘れられていた西川緑道公園の誕生背景が明らかになった。また、時代ごとに活躍したまちづくり
集団の活動目的に焦点を当てた。
　市民、行政、経済団体の協働によるまちづくりが西川緑道公園の誕生をさせたのであり、岡山市民
の重要な公共空間へと成長している。
　岡山市は、中心市街地の活性化に賑わいと回遊性を政策に掲げているが、その基盤となるデータは、
岡山市と岡山大学の協働で調べられたものだ。また、まちづくり資料も増えており、情報交換も積極
的に行っている。
「西川アーカイブス」の出版記念として、５月23日（木）（20名参加）と６月21日（金）（10名参加）
に西川アゴラにおいて市民向けに「西川アーカイブスを紐解く会」を開催し、岡山市職員、市民、学
生などが参加した。また、７月19日に西川パフォーマー事業の参加者（10名）にも岩淵泰助教が講義
を行った。

▶︎４-２-２　ホコテン実行委員会
西川緑道公園歩行者天国実行委員会は、沿道の商業者、イベントへの出展者などを中心にした実行

委員会組織で、岡山市役所庭園都市推進課、地域総合研究センターの前田芳男副センター長が委員と
して参加している、本年度は、令和元年５月、６月、９月、令和２年１月、３月の計５回の「ホコテン」
を計画し、開催準備をすすめた。地域総合研究センターは、会場設営などを手伝うボランティアを積
極的に集め、毎回の開催時には高校生や大学生の若い力が大いに活躍し、ホコテンが新たなまちづく
り人材の発掘や育成の場になってきた。また、３月のホコテンでは、ボランティアが発案した「流し雛」
を行う予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため開催中止・延期の要請があり、中

止となった。
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▶︎４-２-３　満月BAR
今年度の西川緑道公園での満月BARは、４月20日、５月18日、６月15日、７月27日、９月18日、10

月16日の合計６回開催であった。
　岡山大学が運営する西川アゴラを準備拠点として岡山大学の学生たちも企画や運営に深くかかわり、
まちづくりを直接経験している。
　５月18日は、サウミャ・キニ研究員はじめ海外を含め関係者が大集合して企画を盛り上げた。
　地域総合研究センターは、本企画に参画して７年目、緑と水辺の親水空間の創造によるまちづくり
を続けている。

▶︎４-２-４　西川クリーン探検DAY
８月18日（日）、西川周辺の市民が参加して西川清掃が行われた。

これは、農業用水である西川のメンテナンスを目的に行われてい
た「川干（かわひ）」作業であり、投棄されたゴミの除去や、繁
茂した川藻の刈り取りなどをするものである。平成30年度より、
周辺の小学生や保護者にも参加を呼びかけ、環境学習の場とも
なっている。令和元年度は、岡山大学の学生も清掃活動に参加し、
併せて小学生に対してSDGsのミニレクチャーを実施した。

満月 BAR
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▶︎４-２-５　岡山×ポートランド パブリックスペース研究発表会
12月18日、１月14日、サウミャ・キニ研究員による「岡山とポートランドのパブリックスペース」

研究発表会を開催した。
● 日　時：令和元年12月18日（水）16：30～18：00
● 場　所：西川アゴラ
● 参加者：約20名
岡山市、広島市、徳島市、熊本市、大阪府における水辺空間の再生について発表を行った。

● 日　時：令和２年１月14日（火）16：30～18：00
● 場　所：岡山大学国際交流会館
● 参加者：約50名
１月14日は、大学構内での開催にもかかわらず、市民、経済界、自治体関係者を中心に約50人が参

加した。開会に先立ち、槇野博史学長が挨拶。サウミャ・キニ研究員は岡山市中心市街地の西川緑道
公園に着目し、岡山のパブリックスペース（公共空間）における１年間の研究成果を披露し、「西川緑
道公園を拠点とした水と緑の空間は、岡山のまちづくりに良い影響を与えているが、それを発展させ
るには、市民、行政、経済界の人々との話し合いを通じて大きなまちづくり戦略を立てるべきである」
と提案した。質疑応答もあり、「パブリックスペースは、人のまちに対する愛着や安心感、防災、防犯
などの可能性を秘めている」、「自転車に乗る人が住みやすいまちのデザインも考えるべき」、「地方創
生における予算と人材、市民の温度差を突破するにはコミュニケーションとPDCAサイクルが大切だ」
など活発な意見交換や感想が寄せられ、提案を受け、岡山のまちづくりが世界から注目されているこ
とを参加者で確認した。
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４- ３　高梁川流域

▶︎４-３-１　新見市「新見ふるさと塾21」
10月６日、新見市にて「新見ふるさと塾21」が開催され、岡山県議会議員はじめ新見市の産官学言

の有識者が参加した。
　講師として日本クアオルト研究所の伊藤直人会長が招かれ、岡山大学から三村聡センター長がコメ
ンテーターとして参加、岡山県内の地方創生に関する動向や岡山大学の最近の取組みについて紹介した。

▶︎４-３-２　吉備国際大学公開講座
地域防災をテーマに、2月25日、吉備国際大学の高尾茂子先生を代表とする「保健師の地域防災の教

育ガイドライン」の研究チームが主催する公開講座「公衆衛生における防災・減災と人材育成」が、
吉備国際ホテルで開かれ、岡山大学から三村聡センター長がゲストとして招かれた。
　記念講演では、日本の防災工学の権威である室崎益照（よしてる）先生が登壇され、地域コミュニティ
の現場に根差した公衆衛生を念頭に置いた防災・減災の講話に来場者は耳を傾けた。

▶︎４-３-３　備中地域での聞き書き
　「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。備中聞き書き学実行委員会が主催し、地域総合研究センターの前田芳男副センター
長も講師の一人として生徒を指導した。令和元年度は、県内の３つの高校（倉敷中央高校、古城池高校、
矢掛高校）の15名の生徒が取り組んだ。６月22日（土）に総社市立図書館にて合同研修会を開催し、
例年の通り、NPO共存の森ネットワーク理事長澁澤寿一氏の講演があった。７月27日（土）、28日（日）
には、岡山大学中央図書館において聞き書きの作文指導を実施した。ここでは、本学学生も、他大学
学生と協力して聞き書きOGとして高校生の指導にあたった。高校生は、それぞれに夏休み期間を使っ
て聞き書きを実施した。12月21日（日）に倉敷中央高校にて「聞き書きフォーラム2019」を開催し、
高校生が聞き書き作品を発表した。
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まちづくり実践および研究活動４

４- ４　金沢・熊本・岡山　三都市シンポジウム in おかやま

　日　時：令和元年９月18日（水）、19日（木）
　場　所：ソバラ屋　２階（表町　紙屋町商店街内）
　参加者：18日約50名、19日約20名

　金沢・熊本・岡山三都市シンポジウムは、2005年に第１回が
熊本市にて開催され、以後、３つの都市で順次開催され、今年
で11回目を数えた。今回は、岡山大学が主幹校となり、「あきな
いつなぎ～商店街のたのしみかたとあじわいかた～」をテーマ
に、９月18日（水）、19日（木）の両日、表町商店街のソバラ屋
２Fイベントスペースを会場に開催した。参加者は、金沢大学、
金沢市、片町商店街振興組合、金沢市ＴＭＯ、熊本大学、熊本市、
すきたい熊本協議会、上通商栄会、熊本商工会議所、岡山市、
表町商店街連盟、岡山理科大学学生、山陽学園大学、岡山商工
会議所、株式会社ビザビ、協同組合岡山情報文化研究所、岡山
大学地域総合研究センター、岡山大学学生などである。
　今年度は、９月19日に＋１（プラスワン）とし、サウミャ・キニ研究員による、ポートランドのま
ちづくり講演も合わせて行われ、三都市の行政関係者、商店街関係者、大学が学んだ。
　18日、岡山駅に集合した一行（16名）は、JR岡山駅から、地下街を通り、イオンモール岡山を経由
して、県庁通りを通り、西川緑道公園、クレド岡山、天満屋百貨店、表町商店街（アーケード）、西大
寺町商店街を歩きながら、まちの様子を探索し、会場のソバラ屋へ到着した。開会挨拶として、岩淵
泰助教がこれまでの三都市シンポジウムの経緯および今回の趣旨説明を行い、表町商店街連盟の長谷
川誠理事長が、歓迎の言葉、今回のシンポジウムに期待することなどを述べた。事例紹介では、金沢
市からは金沢市片町商店街振興組合の小間井隆幸氏、熊本市からは、熊本市上通商栄会の河島一夫氏、
すきたい熊本協議会の泉冬星氏、熊本大学の冨士川一裕氏、岡山市は表町商店街連盟の矢部久智氏
が、各都市のまちづくりを発表した。続けて、『商店街に寄ってみるには？－人が集まる魅力づくり
―』ワークショップを実施し、まちづくりにおける持続可能性を考えた。

　前田芳男副センター長は、ワークショップを『今回は、岡山理科大学、岡山大学から学生の参加
があり、商業者などの生の声を聞くことができ、社会人も含め良い勉強ができた。会場となった
「ソバラ屋」さんは、岡山理科大の授業も行われるなど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学社融合の拠点になっており、そこに商店街

のひとつの新しい� 可能性が見える』と総括している。
　また、熊本大学まちなか工房の両角光男先生が全体講評をし、『シンポジウム全体を振り返り、それ
ぞれの都市の発表事例は、単に商店街のことだけでなく、商店街を含む中心市街地全体の活性化の取
り組みであることを確認し、今後の都市づくりにおける三都市シンポジウムの学びを大切にしたい』
とその意義を述べた。
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４まちづくり実践および研究活動

　19日の、キニ研究員による、ポートランドのまちづくり講演では、ポートランドの有名なパイ
オニアコートハウス広場の実現に至る秘話などを交え、パブリックスペースの質の重要性と地域
住民のコミュニケーション（帰属意識）が力説された。岩淵泰助教は、ポートランドはまちづく
りのお手本として手が届く事例であると総括した。

４- ５　ストラスブール大学研究者の受け入れ

�岡山大学研究推進機構が実施する、岡山大学フランス・スト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラスブール大学の研究者交流の協

定に基づき、ストラスブール大学スポーツ学部よりMichel �KOEBEL教授が来学した。 �
KOEBEL教授の研究は、社会学とりわけ地域政治が専門であることから、岡山では、岡山市議
会、新庄村などへ足を運び、議員へのヒアリングを行い、その受け入れ支援および地域との連

携コーディネートを岩淵泰助教がつとめた。
　令和２年２月14日から２週間の滞在で、２月27日には、津島キャンパスL-Caféにおいて、研究
の成果を披露する場を設けた。
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５シンクタンク

５- １　岡山市「西川緑道公園界隈まちづくり関連等業務」

　例年通り、岡山市庭園都市推進課の委託事業を受け、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。ホコテンの開催は、
令和元年５月19日（日）、６月23日（日）�９月29日（日）、令和２年１月26日（日）、３月15（日）の５
回である。（３月15日は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止）
　本年度は、サウミャ・キニ研究員による水辺の公共空間の調査が行われ、その成果報告会を研究の
伸長に合わせて数度開催した。
　同氏の研究に合わせ、大阪市や広島市、熊本市の水辺空間の調査も行った。研究成果は英文でまと
められており、次年度以降、邦訳や地域総合研究センター研究員との共同執筆による図書の作成など
につなげていく予定である。

５- 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」

　本事業は岡山県教育庁からの委託事業として平成28年度より実施するもので、県立高校の地域学の
推進を支援している。平成28年度の第１期推進校も合わせ、これまで10校に関わってきた。本事業の
目的は、推進校が、地域資源の活用や地域の課題解決を目指した教育活動を通して、おかやま創生を
担う人材育成や地域活性化に貢献する高校としての魅力アップを図るものである。推進校の取組は、
おかやま創生のモデルとして、県下に展開していくことになる。各推進校では、この事業を進めるに
あたり、行政や地元企業、有識者などを委員とする地域連絡会議（高校により呼称が異なることがある）
を設置し、助言や支援を受けるほか、スーパーバイザー、アドバイザーを活用できる。事業の実施期
間は、第１期校は平成28年度から30年度までの３か年であり、高校の取組に対して、岡山県が必要経
費の一部を補助した。第２期校は平成30年度から令和２年度までの３か年を予定している。推進校の
取組テーマは次表の通りである。

第１期校（指定年度：平成28～30年度）

学校名 テーマ 主担当
瀬戸南高等学校 グローバル市場を目指す「攻めの農業経営」人材の育成 山田
邑久高等学校 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～
吉川

広島市視察



46

５シンクタンク

学校名 テーマ 主担当
勝山高等学校 高校段階から教員を目指す人材の育成 山田
真庭高等学校 森林資源を活用したまちづくりを担う人材の育成 山田
鴨方高等学校 産学官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）～
吉川

勝間田高等学校 木材資源を活用した地域振興を担う人材の育成　～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～

前田

第２期校（指定年度：平成30～令和2年度）

学校名 テーマ 主担当
井原高等学校 地域創生に貢献する人材の育成　～地域に求められる学校づくり～ 吉川
新見高等学校 産学官連携による、新見地域の多様な資源を活用した、街づくりを担

う人材の育成
岩淵

勝山高等学校
（蒜山校地）

地域と連携した深い学びで郷土愛を育み、地域に貢献する人材を育て
る。　～高校立てり　野に立てり、学びのフィールド「蒜山」～

山田

林野高等学校 林野高等学校林野Will　～Work・愛・Living・Learn～　若者のU/I/
Jターンを促すまちづくりに貢献する人材の育成モデルの研究

前田

　本事業を受託するにあたり、地域総合研究センターにスーパーバイザー及び地域アドバイザーを置
き、以下の業務を行った。スーパーバイザーは、総括業務として、岡山県教育庁に対し、本事業に係
る助言を行い、支援業務全体を総括するとともに、アドバイザーに対し支援業務に係る指導助言を行う。
また、必要に応じて、推進校同士の連携や生徒の能力向上、教員の指導力向上等を図る事業（推進校
連絡協議会、生徒・教員対象講習会等）を実施し、本事業全体の取組の評価および報告書の作成を行う。
地域アドバイザーは、スーパーバイザーの指導助言に従い、推進校支援業務として、担当する推進校
に対し、推進校の現状と到達目標に応じたカリキュラム研究の内容、進捗状況について指導助言を行う。
必要に応じて、生徒・教員対象の講習会等の実施や、地元自治体、企業と推進校との調整を行う。また、
推進校が設置する地域連携組織の会議に出席し意見を述べるほか、推進校がアンケート等調査を実施
する場合には推進校の求めに応じて、アンケート作成、実施、分析について指導助言を行う。さらに、
推進校の事業に係る評価項目及び評価規準に基づいて、推進校の研究内容について評価する。スーパー
バイザー業務には前田芳男副センター長があたり、地域アドバイザー業務は前田芳男副センター長、
山田一隆准教授、岩淵泰助教、吉川幸実践型教育プランナーが担当した。
　今年度は第２期校の中間発表の年度にあたる。11月14日に岡山大学創立五十周年記念館で開催した
「地域と連携した『高校の魅力化』フォーラム」では、本事業の指定第２期校４校の他、地域との協働
による高等学校教育改革推進事業指定校２校、地域と連携した教育活動を実施している高等学校６校、
津山４校間連携4校の合計16校が特色ある取組を発表し、岡山県下の高校の教職員や生徒、自治体関係
者など約200人が参加した。
　午前中は、各校の事例発表が５つのブースに分かれて行われた。各校の生徒や教員が発表し、参観
者と質疑応答した後に、参観者全員からのコメントを書いた付箋を受け取るなど、発表者と参観者の
活発なコミュニケーションが行われた。
　午後には一般社団法人地域・教育魅力化プラットフォームの岩本悠共同代表による基調講演や、教員、
生徒、コーディネーターに分かれての分科会を実施した。教員分科会は岡山県教育庁高校教育課の室
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シンクタンク５

貴由輝参事が進行し、地域総合研究センターの前田芳男副センター長が生徒分科会、吉川幸実践型教
育プランナーがコーディネーター分科会をそれぞれ進行した。

５- ３　岡山県「地域課題解決支援プロジェクト天文・
星空資源の活用による誘客促進協議会コーディネート業務」

　岡山県総合政策局地方創生推進室が平成30年度から進める「地域課題解決プロジェクト」として、
岡山県の星空の美しさや天文施設の集積の高さを生かした「天文・星空資源活用による誘客促進事業」
のコーディネート業務を行った。担当は、三村聡センター長、前田芳男副センター長、吉川幸実践型
教育プランナー、岩淵泰助教、近藤亜希子事務員である。
　活動初年度（平成30年）は、この事業に参加した７市町（岡山市、倉敷市、浅口市、井原市、赤磐市、
矢掛町、吉備中央町）が岡山県の呼びかけで協議会を発足させ、「天文王国おかやま」として、PRツー
ルを製作し、次年度に向けての事業の立案を行った。協議会の事務局は、岡山県が担当した。
今年度の協議会は、さらに「天文王国おかやま」を推進するために、７市町連携事業としてスタンプ

ラリー事業、モニターツアー（井原市、浅口市、矢掛町）、プラネタリウム３館連携事業（倉敷市倉敷科
学センター、岡山市サイピア、浅口市岡山天文博物館）を行い、これらをPRするための広報活動を行った。

「天文おかやま」PRスタート（左からノベルティ、スタンプラリー台紙、集合写真、ロゴ）

　地域総合研究センターはコーディネーターとして、協議会の事業を後押しするため、効果的なPR手
法やニーズ調査・分析をアドバイスすること、天文資源や夜空に対する県民の関心誘発を目的に地域
課題の抽出や資源の磨き上げを行った。また、都市部の消費者ニーズ調査を行った。
　協議会については、本年度をもって県からの２か年の支援期間が終了するが、井原市を中心に複数
の自治体が独自に予算措置をし、引き続き活動を継続していくことになった。
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５シンクタンク

■三宮アウトドアフェスタ・観光PR展（5月24日）＠神戸市三宮駅地下街“さんちか夢広場”
報知新聞社が主催する同イベントに本協議会が出展した。会期は５月24日～26日で行われ、備中県

民局、岡山県大阪事務所などの協力も得ながら、岡山県、井原市、浅口市が中心となり、出店ブース
のスタッフをつとめた。�地域総合研究センターは、５月24日午後に吉川幸実践型教育プランナーが現
地周辺を含めた視察とブースでのスタッフとして稼働した。

■ツーリズムEXPOジャパン（10月25日）＠インテックス大阪
世界中の旅行業者、旅行者のための商談会とされる「ツーリズムEXPOジャパン」に本協議会が出

展した。三村聡センター長が参加し、協議会が制作した「天文王国おかやま」のＰＲツールを活用し
て会場で広報活動を支援した。

　同会場には、平成30年６月、日本で初めてアルベルゴ・ディフーゾの認定を受けた矢掛屋を、イ
タリアから来日した「アルベルゴ・ディフーゾ協会」の会長が紹介、岡山か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らは岡山商工会議所の

松田久会頭と丸五の藤木茂彦社長（岡山経済同友会SDGs研究・推進会議座長）が参加、SDGs　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を踏

まえつつ岡山の魅力を世界に発信した。

会場外観
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■資源の磨き上げ
文芸を通して、岡山が誇る夜空や星空に関心を向けるようにすることを意図し、短歌部や俳句部の

学生たちが、井原市美星天文台、流れ星が落ちたとされる神社などを訪れ、短歌や俳句を楽しんだ。
　また、中秋の名月には、津島キャンパス学生会館前で、満月を見ながらの句会や短歌会を行い、学
生のほか地域の住民も参加した。担当した前田芳男副センター長の授業では、これらの作品から秀作
を選定し、作品集「詩歌句」を制作した。作品集は1500部印刷し、協議会参加の市町の天文施設や観
光施設において、施設利用者に配布している。
・９月２日　美星吟行ツアー　於　井原市美星天文台・星尾神社など
・10月13日　満月の歌会　　於　岡山大学津島キャンパス学生会館前

■浅口市　医学系の留学生の日本体験～L-Café（12月１日）
　「晴れの国」の利を活かした活動として、医学系の留学生たちが浅口市寄島「海と魚の祭典」と国立
天文台を見学した。
　浅口市の協力により、瀬戸内が持つ天・地・海の恵みを体感すべく留学生たちは「海と魚の祭
典」に参加、開始の宣言が出されるや否や、ワタリガニや牡蠣、シャコやタコ、ヒラメや地魚が飛ぶ
ように売れる様を見学、瀬戸内の豊かさを実感として学んだ。

　次に、留学生たちは、古い街並みや昔ながらの名物「手延べうどん」の製造工程を見学後、出来立
ての味とのど越しを堪能した。
　国立天文台では、浅口市のご厚意により入場料は無料で館内の解説を聞いた後で、貸し切りで
プラネタリウムを見学した。アポロ11号の月面着陸編で大きな天井に映し出さ

美星町での吟行 句集「詩歌句」

中秋の名月　俳句会（授業）津島キャンパスにて
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れるダイナミックな映像に見入った後、山頂の天文台まで登り、ドームを見学した。
　こうした取り組みは、現地での様々な学びはもとより、岡山地域の持つ天・地・海の利と恵みを直
に肌で感じ、学ぶことにより、岡山の魅力を母国と比較しながら母校や友へ発信してもらう目的とね
らいがある。
　全学教育・学生支援機構国際教育オフィスL-caféの藤本真澄准教授が留学生のとりまとめを行い、
地域総合研究センターの三村聡センター長が浅口市との調整を行った。

■課題解決フォーラム（１月31日）＠メルパルク岡山
　「地域課題解決支援プロジェクト」の活動報告会が開催された。今年度は、同時に、活動内容を知っ
てもらうための展示ブースも設けられ、「スポーツを活用した地域づくり」「生ごみの堆肥化等による
資源循環型地域の形成」「天文・星空資源の活用による誘客促進」の３テーマが発表した。
　地域総合研究センターが支援した事業は、協議会を構成する７市町の中心となった井原市定住観光
課より倉橋和大氏が活動内容の報告と成果を発表した。前田芳男副センター長と吉川幸実践型教育プ
ランナーは、コーディネーターとして活動の評価と総括を発表した。
第２部のコーディネーターディスカッションでは、三村聡センター長が進行役となり、各取り組み

の講評を行い、コーディネーターが事業取組みへの感想を述べた。

ブース出展
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　６- １　各種講演等

【講　演】

日付 講演先 催事 講演テーマ 担当
三村　　聡
平成31年４月

11・13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 講師

令和１年８月24日 全国無所属市長全国大会 パネリスト

令和１年11月21日
中国地区高校
定時制通信制教育
振興会

定時制通信制教育振興会大会 学校教育の社会連携を学生
目線で考える 講師

令和１年10月８日 ㈱トヨタレンタリース
岡山 社内研修会 トヨタレンタリース岡山の未

来を考えるヒント 講師

令和１年６月１日 公益社団法人
土木学会 中国支部研究発表会 真備町の復興まちづくりに向

けた取り組みの紹介 講演

令和２年１月16日 井原市議会 井原市議会研修会 高梁川流域を中心とした地
方創生 講演

前田　芳男

令和１年12月13日 岡山県高等学校総
合学科研究協議会 岡山県高等学校総合学科研修会 ファシリテーター

令和２年１月15日 一般社団法人
公園緑地協会

令和元年度�Park-PFI�推進支援
事業�特別企画
シンポジウム「新たな公民連携の
あり方を考える」in�関東・甲信�

岡山市の西川緑道公園にお
ける市民主体のまちづくり活
動

講演

岩淵　　泰

令和１年６月29日 徳島大学 徳島大学・こまつしまリビングラボ
「20分圏内のまちづくり」

『Portland�Way－まちづくり
への活かし方－』 講師

令和１年８月５日 岡山県 おかやま環境ミーティング 水島発！環境学習のまちづく
り 講師

令和１年11月８日 みずしま滞在型環境
学習コンソーシアム

若者の学びでつくるまちのにぎわ
いin水島

環境学習をまちづくりに～水
島商店街を一例として～ 講師

吉川　　幸

平成31年４月24日 岡山県立邑久高等
学校 セトリー授業 SDGs入門講座：セトリー×

SDGs 講演

令和１年７月３日 公益財団法人岡山
県環境保全事業団 環境学習指導者入門講座 伝える人として押さえておき

たいSDGsの基本と捉え方 講演

令和１年７月９日 岡山県立和気閑谷
高等学校 探究学習授業 指導助言

令和１年９月１日 井原市教育委員会 夢源ミーティング SDGs入門編 講演

令和１年９月11日 岡山県立鴨方高等
学校 プレゼン研修 講演

令和１年10月４日 岡山大学 Active�Learning�Workshop Active�Learning�Workshop�
for�Educators

ファシリテーター、
通訳

令和１年10月５日 公益財団法人岡山
県環境保全事業団 環境学習指導者入門講座

SDGsカードゲームを使った
環境教育プログラムについ
て

講演

令和１年10月21日 岡山大学 Active�Learning�Workshop Stepping�into�the�Stretch�
Zone

ファシリテーター、
通訳

令和１年10月31日 岡山大学 Active�Learning�Workshop Stepping�into�the�Stretch�
Zone�in�鹿田

ファシリテーター、
通訳

令和１年12月13日 岡山県高等学校総
合学科研究協議会 岡山県高等学校総合学科研修会 ファシリテーター

令和１年12月19日 岡山県立和気閑谷
高等学校 卒業探究発表会 講評

令和１年12月20日 神奈川大学 教職員向け特別講演会

大学と地域社会の連携
－ポートランド州立大学におけ
る�コミュニティベースドラーニ
ングの実践から�日本の高等
教育機関が学べること－

講演
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日付 講演先 催事 講演テーマ 担当
吉川　幸

令和２年１月7日 井原市教育委員会 職員研修 SDGsとは何か
－考え方と捉え方－ 講演

令和２年２月１日 岡山県立和気閑谷
高等学校 探究学習発表会 指導助言

令和２年２月22日 語らい座
大原本邸

くらしき未来教師塾Second�Stage
事業

「アメリカで一番住みたい町」
の市民参画型教育 講演

令和２年３月５日 赤磐市 地方創生SDGs研修会 「SDGs�de�地方創生」
カードゲーム ファシリテーター

■公益財団法人岡山県市町村振興協会「自治体新入職員研修」
公益財団法人岡山県市町村振興協会からの依頼により、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４月10日と12日、岡山県市町村振興セン

ターサントピア岡山総社において、同協会主催「岡山県自治体新入職員研修」の講師を三村聡セン
ター長が務めた。参加者は約200名。少子高齢・人口減少社会や国債の大量発行・財源不足はじ
め、わが国が直面する様々な課題と自治体がいかに向き合うべきか、自治体職員としての心構えを
講話、後半は、各回、�10チーム以上に分かれてグループ討議を実施した。

■中国地区高等学校定時制通信制教育振興会大会及び研究協議会
第60回（令和元年度）中国地区高等学

■ポリテクセンター防災講話
令和元年11月26日（火）、中国職業能力開発大学校（岡山県倉敷市）にて、「被災現場から学ぶ課題

と対応とは」をテーマに、前田芳男副センター長が、自身の熊本地震の被災体験などを踏まえ講話を行っ
た。中国ブロックの職業訓練大学校の職員研修の一環である。
　近年の自然災害（地震や大雨など）は、これまで発生が予見されなかった地域でも生じており、突

　　　　　　　　　　　　　　　　　　校定時制通信制教育振興会大会及び研究協議会が、11月21

日、22日の２日間、岡山市「ピュアリティまきび」で開催され、定時制通信制高校に学ぶ生徒に対
する文化的事業及び体育的事業を実施し、再挑戦の機会を与えると共に逞しく生きる品格ある人間
としての青少年健全育成を支援することを目的として中国５県から高等学校の校長、教頭らが参集
した。
　22日、三村聡センター長が、「学校教育の社会連携を学生目線で考える」と題して記念講演を担当
し、岡山大学の夜間主授業や実践型社会連携教育の取組みについて話題提供した。
　幹事をつとめた北浦信夫会長はじめ岡山県立烏城高等学校、同岡山操山高等学校、玉野市立玉野
備南高等学校、倉敷市立工業高等学校など県外を含む関係する校長から謝辞を頂いた。

発的に発生する激甚な災害への対応にも限界が生じている。その中でも、西日本豪雨災害（H30.7）、九
州北部豪雨（H29.�7）、熊本地震（H28.�4）など、記憶に新しいところである。
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「自らの命は自らが守る」意識の醸成、公的機関として職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場における日頃の備え、施設利用者をス

ムーズに避難させる・自ら避難行動を起こさせる支援、防災情報の分かりやすい提供等について、
職員の知見を深め、今後の取組への機会とすることが目的であった。

■日本公園緑地協会シンポジウム
公益財団法人日本公園緑地協会が、新たな公園活用促進制度である「パークPFI」の普及を図る

ため　　　のシンポジウムを全国ブロック別に開催した。このうち、四国、中部、北陸、東北、関

東・甲信の４つのブロックのシンポジウムにおいて、西川緑道公園における市民参加のまちづく
りの事例を、前田芳男副センター長が発表した。市民主体のイベント開催やパークマネジメント
への取り組み、西川アゴラを拠点とする大学の関りが注目されており、全国の公園活用の先進事
例として評価されたものである。本シンポジウムの主たる来場者は、造園業者、自治体の公園関係
部署の職員であった。

■井原市議会議員勉強会
国が進める地方創生をキーワードに、平成26年度、全国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自治体に地域創生総合戦略と人口ビジョ

ンの策定を指示、平成27年度、そこで策定された同計画やビジョンが今年度末に５年目となる最終
年度を迎えることを受けて、１月16日、井原市にて井原市議会議員を対象とした議員勉強会が開催
され、三村聡センター長が講師として、「地方創生第2 ラウンド」をテーマに話題提供した。

これまでの井原市地域創生総合戦略の評価や第２ラウンドを迎える継続計画の策定について、令
和２年度から作業を支援する予定である。

関東・甲信大会の様子（１月 15 日）
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６- ２　外部委員・協議会等への参画

外部委員・協議会 AGORA担当者
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
倉敷市　真備地区復興計画推進委員会　委員長 三村　　聡
倉敷市　災害に強い地域をつくる検討会　委員 三村　　聡
倉敷市　第７次総合計画審議会　委員長 三村　　聡
倉敷市　真備町災害公営住宅等整備事業者選定委員会　委員長 三村　　聡
高梁市　地域防災力向上委員会　委員長 三村　　聡
井原市　公共施設等マネジメント推進会議　委員長 三村　　聡
井原市　元気いばら創生戦略会議　委員長 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

三村　　聡
岩淵　　泰

高梁川流域連携中枢都市ビジョン懇談会　座長（倉敷市など７市３町）� 三村　　聡
一般社団法人　吉井川流域ＤＭＯ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
一般財団法人　地域総合整備財団（ふるさと財団）　アドバイザー 三村　　聡
トヨタ自動車「モビリティ研究会」委員 三村　　聡
石川文化振興財団　教育文化助成「WAKABA」選考委員 三村　　聡
全国労働金庫協会　教育研究講師 三村　　聡
労働金庫連合会　教育研究講師 三村　　聡
日本計画行政学会　理事・中国支部支部長 三村　　聡
人を大切にする経営学会　理事 三村　　聡
公益財団法人福武教育文化振興財団　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
みんなでつくる水辺フェス♪～岡山旭川2019～実行委員会 前田　芳男
岡山市立岡山後楽館地域協働学校運営協議会　実行委員 前田　芳男
岡山県教育委員会　地域協働事業（県立和気閑谷高等学校）運営指導委員会委員 前田　芳男
総社市社会福祉協議会　総社市生活困窮支援センター協議会　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
特定非営利活動法人　岡山NPOセンター　理事 山田　一隆
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
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
井原市ひとづくり推進本部　井原市ひとづくりアドバイザー 吉川　　幸
岡山県立井原高等学校　パワーアップ推進員 吉川　　幸
岡山県立鴨方高等学校　地域連携委員 吉川　　幸
岡山県立和気閑谷高等学校　魅力化推進協議会高大接続部会委員 吉川　　幸
全国高校生マイプロジェクトアワード　中四国Summit実行委員 吉川　　幸
中国四国地方環境事務所　ナッジ等を用いた小学校における地球温暖化防止行動促進手法業務検討会アドバイザー 吉川　　幸
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■OHK岡山放送　創立50周年記念
４月８日、ホテルグランヴィア岡山で、ＯＨＫ岡山放送創立50周年記念の式典が開催された。冒頭で、

創業から現在至る貴重な足跡映像が放映され、会は中静敬一郎社長の挨拶ではじまり、伊原木隆太岡
山県知事や宮内正喜フジテレビ社長などの来賓挨拶が続いた。
　岡山大学からは槇野博史学長、佐野寛理事・副学長が最前列にご招待いただいた。

　また、４月27日、同局50周年記念「大原美術館とあなたが紡ぐ物語」が、大原美術館にて開催
され、全国から大原美術館の作品、建物、庭などをテーマとした短編文の応募があり、芥川賞作
家の小川洋子さんにより20の作品が選定された。美術館の絵画が展示された空間で古澤かおるさ
んによるオカリナ＆ピアノが演奏されるなか、岡山放送のア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナウンサーが朗読するという舞台仕

立てであり、ゲスト朗読者は俳優の渡辺徹さんがつとめた。岡山大学から三村聡センター長が招かれ
た。

■岡山県美作県民局協働事業「美作国創生公募提案事業」
４月18日、津山市にある岡山県美作県民局にて岡山県美

作県民局協働事業「美作国創生公募提案事業」審査委員会
が開催された。
　本事業は、岡山県美作県民局が、国民的な関心が高まっ
ている人口減少問題をはじめとする管内の様々な課題等に
ついて、ボランティア・ＮＰＯなど多様な主体との協働に
より、その解決を図り、にぎわいと活力にあふれ、安心で
生き活きと暮らせる美作地域づくりを進めるために、地域ニーズを踏まえ、資源等を生かしたノウハ
ウやアイデアによる高い効果の期待できる県民局と協働で取り組む事業の提案を募集し、その事業化
を図ることを目的として実施している。
　また、９月26日、令和元年「美作国創生公募提案事業」中間報告会と平成31年度同事業成果報告会が、
岡山県美作県民局で開催され創生活動の中間報告が４組、終了した各団体の具体成果が披露された。
三村聡センター長が委員長を務めた。

■一般財団法人地域総合整備財団（ふるさと財団）「地域再生マネージャー事業」
５月30日、12月６日、総務省所管の一般財団法人地域総合整備財団（ふるさと財団）「地域再生マネー

ジャー事業」に選ばれた真庭市へ同財団関係者が視察・ヒアリングを実施、同財団アドバイザーの立

記念品

会場の津山市
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場で三村聡センター長が参加した。
　一般財団法人地域総合整備財団は、地域における民間能力の活用、民間部門の支援策として考え出
され、昭和63年12月21日、自治大臣（現：総務大臣）及び大蔵大臣（現：財務大臣）の許可を得て、
都道府県、政令指定都市の出捐による財団法人として発足、地方自治の充実強化のため、地方公共団
体との緊密な連携の下に、民間能力を活用した地域の総合的な振興及び整備に資する業務を行うとと
もに、地方公共団体が実施する長期資金の融資業務を支援することにより、地域における民間事業活
動等の積極的展開を図り、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与することを目的としている。
　真庭市の地域再生のテーマは、「歴史を生かした里山資本主義による持続可能な未来集落形成事業」
で、その概要は以下の通り。
1．地域の担い手発掘、組織形成
2．地域の結・地域資産を活用した大御堂茅葺き替えによる地域のつながり（誇り）継承と再生
3．放置竹林の活用や地域循環農業等による商品化および販売方法の検討
4．地域の歴史ガイド等と特産品開発による交流促進と小さな経済創出
5．観光客と地域の高齢者の移動手段に電動自動車を利用するビジネス・仕組みづくり
6．現代のニーズにマッチした手法による演出・情報発信を地域外の若者を巻き込みながら実施

　真庭市湯原温泉は、温泉として知名度は高いものの温泉だけではリピーターの確保が難しく、プラ
スアルファの魅力を創出するために「地域再生マネージャー事業」を活用して、湯原温泉と程よい距
離で隣接する社（やしろ）地区と連携して、同地区が持つ中世延喜式に登場する式内八社をはじめ、
大御堂や石造物などの遺産が、互いに関係しあうことにより、新たな魅力を発信する流れを醸成しよ
うとする事業である。
　旧湯本小学校校舎である真庭市湯原振興局の会議室や真庭市役所本庁舎にてプロジェクト進捗報告
や意見交換会が開催された。
�　また、１月27日、令和元年度地域再生マネージャー事業の報告会が、東京都千代田区二番町にある
全国市町村職員共済組合連合会東京グリーンパレスにて、さらに１月28日、令和２年度同事業の審査
会が、東京都千代田区麹町の地域総合整備財団（ふるさと財団：会長は岡山県津山市出身の元総務省

「やしろもち」 湯原温泉 真庭市が取り組む SDGs
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事務次官の林省吾氏）で開催され、三村聡センター長がアドバイザーとして報告会の評価、事業予算
採択の審査を担当した。
　地域再生マネージャー事業とは、地域再生に取り組む市町村に対し地域再生マネージャー等各分野
の専門的知識や実務的ノウハウを有する人材を活用する費用の一部を支援する事業で、当該地域の段
階・実情に応じた地域再生の取組を促進することを目的としている（１事業最高700万円の補助金が給
付される）。
　岡山県からは、前述の真庭市のSDGsを念頭に置いた、社（やしろ）地区と湯原温泉エリア活性化事
業が採択されており、事業の進捗状況が報告され高い評価を得て、次年度も事業の継続が確定した。

■吉井川流域DMO有識者会議
９月20日、和気町役場を会場に吉井川流域DMO有識者会議が開催された。

参加した有識者からは、各分野の専門家の立場から活発な意見が出され、
今後のDMOの方向性について貴重な意見が相次いだ。
　新たな体制構築の準備が進む中で、有識者会議は具体的に支援できる活
動を実施してゆくことで全員が合意した。三村聡センター長が座長をつと
めた。
　また、吉井川流域DMO（赤磐市、
瀬戸内市、和気町の３市町で構成）
活動の一環として、11月６日、赤磐
市のふれあい総合体育館にてタイ王
国女子バレーボールナショナルチー
ムを赤磐市が迎え歓迎した。友實武則市長が祝辞、赤磐市特産の葡萄がプレゼントされた。練習の後で、
ナショナルチームを、赤磐市にあるドイツの森に招待した。昼食を振舞い、園内を散策、アルパカと
遊ぶなど、リラックスした時間を過ごしてもらった。
　この活動を岡山シーガルズと地域総合研究センターが協力支援した。

■井原市　「公共施設等マネジメント推進会議委員」
７月12日、井原市では人口減少や税収不足などによる将来
の財政健全化に備えて、公共施設の見直しを図るための「井
原市公共施設等マネジメント推進会議委員会」を設置した。
第７次総合計画のアドバイザーを担当した関係から委員長
に三村聡センター長が選任された。

■公益財団法人　岡山県市町村振興協会
公益財団法人岡山県市町村振興協会理事会の理事会が、

２月17日、岡山市北区今にある同協会にて開催され、理事と
して三村聡センター長が出席した。
　当日は、理事長が総社市の片岡聡一市長（岡山県市長会会
長）に交代した初めての理事会であり、令和元年度事業報告

和気町を流れる吉井川 和気清麻呂像

井原市出身の彫刻家・平櫛田中作　鏡獅子 像

岡山県市町村振興協会
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と令和２年度事業計画が審議された。
　地方創生を担う公務員人材のあるべき姿と育成のあり方について議論がなされた。
　また、岡山大学へも更なる連携意見が出された。

６- ３　その他の社会貢献活動

■赤磐市、トヨタ自動車、トヨタモビリティ基金
６月３日、IOT（Internet�of�Things）、ロボット、人工知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　能（AI）、ビッグデータ等の新たな技

術をあらゆる産業や社会生活に取り入れてイノベーションを創出し、一人一人のニーズに合わせ
る形で社会的課題を解決する新たな社会であるSociety� 5.0を視座に据えて、「産」はトヨタ自動
車とトヨタモビリティ基金（理事長は豊田章男氏）、「官」からは

■文部科学省「COC＋地（知）の拠点事業」
６月12日、岡山県立大学を会場に、文部科学省が進める　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「COC＋地（知）の拠点事業」を岡山

県内で推進する「おかやまCOC+推進協議会」が開催され岡山大学からは三村聡セ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンター長が出

席、「教育改革」、「域学連携」及び「産学連携」活動を相互に連携・実施しながら、若者の地域定
着を進める産・学・官・民協働の体制を整備し、地域で学び、地域を志向し‘生き活きおかやま’を創
生する人材育成について議論された。

　参加大学は、岡山県立大学（COC+大学）、岡山大学、岡山理科大学、ノートルダム清心女子大
学、就実大学、山陽学園大学、吉備国際大学（COC大学）、倉敷芸術科学大学（COC大学）、くら
しき作陽大学（COC大学）、自治体は、岡山県、総社市、笠岡市、備前市、真庭市、岡山市、倉敷
市、高梁市が、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤磐市、「学」からは岡山大学

とした産官学が揃い、地方創生の在り方や地方財政の健全化が課題となるなかで、地方自治体の
道路や橋梁の老朽化やメンテナンスにまつわる有効施策の検討とコストの問題を持続可能な社会実
現の観点から意見交換会を岡山大学で行った。
　赤磐市は、平成17年３月７日、赤磐郡内の山陽町、赤坂町、熊山町及び吉井町が合併して誕生
した岡山市に隣接する自治体で、豊かな自然や文化遺産に恵まれる一方で、交通網の発達など都市
的な環境整備も課題となっている。「人“いきいき”まち“きらり”」をキャッチフレーズに掲げる友
實武則赤磐市長自らが来学、槇野博史学長を学長室へ表敬訪問し大学との連携について意見交換が
なされた。
　会議では、トヨタ自動車からの問題提起、話題提供を受けて、道路や橋梁の老朽化とメンテナン
スの必要性について、専門性と長年の経験に裏付けられたプランが提案され、岡山大学側は、高橋
香代理事はじめ加賀勝社会連携担当副学長、工学部長、環境理工学部長、専門領域の学科長はじめ
多くの教員が参加、熱のこもった率直な意見交換、情報交換の会となった。この会のコーディネー
トを地域総合研究センターが担当した。



59

窓口機能６

さらに経済団体や地域組織から、岡山県経済団体連絡協議会、岡山県商工会議所連合会、岡山県経営
者協会、一般社団法人岡山経済同友会、岡山県中小企業団体中央会、岡山県商工会連合会、公益財団
法人岡山県産業振興財団、中国銀行、トマト銀行、一般財団法人岡山経済研究所、山陽新聞社、特定
非営利活動法人岡山NPOセンターなどがメンバーとなり岡山の人材育成と地方創生を進めた。
　そして、２月17日、本事業の５年目の結びとして、おかやまCOC+事業のフィナーレを飾るシンポ
ジウム「大学と地域が切り拓く未来」が、メルパルク岡山で開催された。
　本事業は、「文部科学省では、平成27年度から、大学が地方公共団体や企業等と協働して、学生にとっ
て魅力ある就職先の創出をするとともに、その地域が求める人材を養成するために必要な教育カリキュ
ラムの改革を断行する大学の取組を支援することで、地方創生の中心となる「ひと」の地方への集積
を目的として『地（知）の拠点大学による地方創生推進事業』を実施します。」という事業であり、岡
山大学からは三村聡センター長が委員として参加した。
　５年間の事業期間を経て、文部科学省からの事業予算を礎に、自らが活動を継続してゆく道筋を探
る検討が始まった。

■岡山市　『BRANCH岡山北長瀬』オープン
６月26日、27日の両日、『BRANCH岡山北長瀬』のオープニングセレモニーが開催された。新しい

センスでおもてなしする、おかやまの名所として27日からグランドオープンした。岡山市民病院に隣
接して保育園やCafé、サイクリングショップやスポーツジムなど新たなコンセプトの店舗や施設が完
成した。
　大和リース（株）の森田俊作代表取締役社長の挨拶、大森雅夫岡山市長の祝辞に続き、岡山大学生
らによる「うらじゃ」踊りがあり、めでたくテープカットがされた。
　岡山大学から三村聡センター長が招かれ、大和リース（株）森田社長と今後の大学との連携可能性
について意見交換の時間が持たれた。

BRANCH 岡山北長瀬
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■中国経済連合会「中国フォーラム」
８月27日、28日は、広島市にあるグランドプリンスホテル広島で中国フォーラム「令和元年！中国

地方の未来を語ろう」が開催され、中国５県の経営トップをはじめ国、県、自治体、金融界、文化人、
新聞社、大学人らが集った。
　世話人代表はホスト県である広島県湯崎英彦知事、全体の企画は中国経済連合会苅田知英会長、事
務局は日本IBM、三村聡センター長が岡山の世話人と分科会（オープンイノベーション部会）の進行役
を担当した。飛躍的に進化を遂げるIT社会に合わせて企業や自治体の未来戦略を描くためには、IT社
会に人や組織が如何に適切に対応できる「人間中心の将来像」を描けるかが重要であるとの結論を得た。
　懇親会では岡山県から岡山トヨタ自動車（株）の梶谷俊介社長が挨拶に立った。令和２年度は鳥取
県で開催予定。

■連合岡山30周年記念
１月28日、ホテルグランヴィア岡山において、県内各地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の自治体首長や関係団体代表者など、

総勢約600名の参加のもと「連合岡山2020新年交歓会」「連合岡山結成30周年記念式典・祝賀会」が
開催され、岡山大学から三村聡センター長が招待された。

　連合岡山の金澤稔会長があいさつにたち、来賓として連合本部逢見直人会長代行、岡山県から伊
原木隆太知事、岡山市大森雅夫市長らが祝辞を述べた。
　会では、これまでの30年を振り返る映像が流され、構成組織、地域協議会と一体となり、新たな決
意で取り組んでいく連合運動への決意が表明された。

６- ４　高大連携と地域に根差した学習

　地域総合研究センターの設立理念の一つである「地域の方々と連携しつつ、地域の良き頭脳となり、
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」の具現
化のひとつとして、地域総合研究センターでは学習手法としてのコミュニティ・ベースド・ラーニン
グ（CBL、地域に根差した学習）の研究実践を行っている。そして、CBLの世界的な先進事例である
米国ポートランド州立大学（PSU）とは、日本の研究者や実践家を対象として開催される「CBLワー
クショップ」への参加を契機として関係性を深めている。また、その成果を地域に還元するため、岡
山県教育委員会の「おかやま創生　高校パワーアップ事業」推進校や、その他の高等学校等への助言
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等を行っている。このことは中央教育審議会（2018年11月26日）「2040年に向けた高等教育のグランド
デザイン（答申）」において、2040年を見据えた高等教育と地域との連携について、「『個人の価値観を
尊重する生活環境を提供できる社会』とは、各人が望む地域で、自らの価値観を大切にして生活して
いくことができる社会であり、地域に住む人自らがその環境を維持し、その価値を創造していくもの
（p.13）」とうたわれているように、地域で育つ次世代の力を、地域で学ぶことにより高めようとする取
組を支援しようとするものである。

参照：おかやま創生　高校パワーアップ事業は、第5章「シンクタンク業務」　  　 
CBLワークショップは、８章「実践型社会連携教育プログラムの取り組み」

▶︎６-４-１　「高校教育の質向上とその課題」
　　　　～フランスの教育制度改革、教室の現場、

市民教育の視点から～
　日　時：令和元年12月４日（水）、５日（木）
　場　所：岡山大学国際交流会館
　参加者：各日約10名
ストラスブール大学教師教育大学院のディレクターである、

ジャン＝リュック・ドゥニ教授を招待して、２日間にわたり、（１）
フランス教育制度改革（２）質の高い教育に必要なもの（３）市
民教育の必要性の三点を基に、質の高い教育をするためにどのよ
うな実践が求められているのかを、日本とフランスの高等教育を
比較しながら学んだ。フランスでは、大統領や政権が変わるたび
に、理論的な教育と実践的な教育の双方に揺れ動くという。その
中で、教育の現場では、どのように授業を展開するのかについて
悩みが出てくる。一方で、教育だけでは、市民教育に与える影響
は限定的であり、その改革についてフランスでは議論が続けられ
ている。

▶︎６-４-２　高校生による探究活動の支援
地域総合研究センターの教育活動を担当する教職員は、地域で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行われている様々な主体による

活動の中でも、特に探究活動や地域学の取組を支援している。

■備中志事人「ジブンゴト学会」
�（主催：備中志事人、共催：地域総合研究センター、後援：岡山県教育委員会、協力：マイプロ

ジェクト実行委員会（NPOカタリバ等）、助成：公益財団法人福武教育文化振興財団）

　11月４日、岡山大学津島キャンパスの文法経講義棟で開催された。井原市を中心に活動する社
会教育団体である備中志事人が認定NPO法人カタリバによる「全国高校生マイプロジェクトア
ワー
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ド」への代表選考会を兼ねて開催したもので、地域総合研究センターが共催した。15組30名の高校生
等が自身のマイプロジェクトを発表し、約130名の大学生や社会人が観覧した。開会挨拶に立った地域
総合研究センターの前田芳男副センター長からは、現在、岡山県の様々な場所で「高校」と「地域」
の連携が推進されており、高校生が地域の方々と手を取り合いながら地域活性化や課題解決等の活動
に取り組んでいて、岡山大学も様々な方々と連携し、共にまちづくりや人づくりに取り組んでいきた
いという思いから、県内各地で広がる様々な取り組みに携わる高校生をはじめとした若い世代を応援
していきたいというメッセージが送られた。

■マイプロジェクト中四国実行委員会
　「全国マイプロジェクトアワード2019　中四国Summit」
�（主催：マイプロジェクト中四国実行委員会、共催：地域総合研究センター、後援：岡山県教育
委員会、協賛：COACH �FOUNDATION、後援：日本ユネスコ国内委員会、文部科学省、協力：株
式会社マザーハウス）

　１月13日、岡山大学津島キャンパスの創立五十周年記念館と薬学部１号館で開催された。中四国
地方から74プロジェクト・205名の高校生が参加した。引率者や観覧者も含めると、総勢380名が来
場し、創立五十周年記念館は探究活動に注力する高校生のエネルギーと、応援する人々の熱気に満た
された。午前中は全74プロジェクトの発表が13ブースに分かれて行われ、発表と質疑応答の後、観覧
者が応援コメントをメッセージカードに書き、発表者と交流した。各ブースから選出されたプロジェ
クトは午後の代表セッションに臨み、審査により中四国代表となった３つのプロジェクトが、３月に東
京で開催される全国Summitに招待されることが決定した。

　全国Summitへ招待されたプロジェクト
　【学校部門】
・�未来の医療と食べることの素晴らしさ～高校生の私でも健康にできるんじゃけん！～
／�岡山県立津山東高等学校

・�海星保育園を作ろう／広島県立大崎海星高等学校
・�高校生企画！「子ども食堂で、いただきまあす！」／岡山県立倉敷古城池高等学校

　【個人部門】
・�High�School�Life�EXPO／鳥取県

■岡山県立和気閑谷高等学校「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」
同校は文部科学省の平成31（2019）年度新規事業「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」

の地域魅力化型（全国で20校）に指定され、地域課題の解決等を通じた学習を各教科・科目や学校設
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■岡山県高等学校総合学科研修会
12月13日、総合学科を有する県内の７つの高校の生徒間の交流を図るとともに、演習・協議等を通

して、学校が地域と連携することの重要性を理解するとともに、リーダーとして仲間に伝える技術や
考え方を習得するために、研修会が開催された。講師を前田芳男副センター長と吉川幸実践型教育プ
ランナーが務め、地域学の目的や学習方法を実践的に習得するためのワークショップを行った。

■井原市教育委員会「井原市ひとづくりアドバイザー会議」、「井原市ひとづくり実行委員会」
　「ふるさと井原の未来を創るひとづくり事業計画」が作成された。地域の子どもたちがふるさと井原
の「ひと」「しごと」「もの」に出逢い、それらの魅力や課題を見出すとともに、地域の大人たちと一
緒に新たな価値の創造や抱える課題の解決に参画する場を設定する「ワーク＆ライフキャリア教育」
を推進して、子どもたちがこれからの時代を生き抜くために必要な資質・能力、ふるさとを愛し、能
動的に関わっていこうとする意欲や態度を養うとともに、地域の大人たちが「ひとづくり」を自分事
としてとらえて積極的に関わろうとする意識と実践力を醸成することで、ふるさと井原を自らの活躍
の場として選び、よりよい未来を自らの手で創り出そうとする高い志と熱い想いをもった「井原『志』
民」の育成と「志縁コミュニティ」の形成を図るものである。
　計画策定やふるさと教育、起業家教育の推進、中高生の活躍の場づくりや高大社接続の促進等によ

定科目等において体系的に実施するためのカリキュラムを構築し、地域ならではの新しい価値を創造
する人材を育成することに取り組む。同校の研究開発テーマは「『恕』の精神を持って地域と協働する
探究人の包括的育成」である。本構想は、指定校が規定する「地域と協働する探究人」育成を目的とし、
卒業までに身につけさせたい資質・能力「７つのチカラ」の向上を目標とする。そのために、（ア）各
教科・科目における地域協働カリキュラム、（イ）地域協働デュアルシステムカリキュラム、（ウ）総
合的な探究の時間における地域協働カリキュラム、（エ）各教科・科目等と連動する課外活動、（オ）（ア）
～（エ）を支援する体制の構築の５点について研究開発するものである。
　同校が「閑谷學」と呼ぶ地域探求学習を推進するために、岡山県教育委員会が管理機関となり、同
校の従来の「魅力化推進協議会」を発展・拡充し、地域の大学、産業界、自治体、教育関係者で構成
する新たなコンソーシアムが構築された。その下にワーキング・グループとして、「小中高接続部会」、「産
学官連携部会」、「高大接続部会」が設置された。また、地域人材育成に資する地域課題の解決等に向
けた研究を中心とした教育課程の研究開発を行うため、運営指導委員会が設置された。
　地域総合研究センターからは、前田芳男副センター長が運営指導委員会委員を、吉川幸実践型教育
プランナーと大学院教育学研究科の宮本浩治准教授が高大接続部会委員を委嘱された。それぞれの会
議に出席するほか、同校の行う地域学の授業や発表会を参観し、アドバイスするとともに、生徒や教
員との積極的な対話をとりながら、事業の推進を支援している。
　また、同校は、令和２年に閑谷学校の創立から数えて350周年を迎えることから、その記念事業の一環
として「聞き書き」を行うこととなり、前田芳男副センター長が生徒有志への聞き書き指導も行った。�
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る井原市におけるひとづくり事業の充実に向けた助言や支援を行う高い専門性を持つ人材を、「ひとづ
くり実行委員会」や各種研修会のアドバイザーとして招聘する。
　地域総合研究センターからは、吉川幸実践型教育プランナーがアドバイザーとして委嘱された。

■岡山市立岡山後楽館高校
岡山後楽館高校の「総合的な学習の時間」において、「調査＆提案の基礎学ぶ」と題して、フィール

ド調査とその結果の分析、資料作成の方法について、教員に対してアドバイスするとともに、演習授
業に参加した。前田芳男副センター長が担当した。
　１年生を対象とした授業で、フィールドとして、①岡ビル、②岡山駅前商店街、③奉還町商店街を
設定し、そこでの買い物客などの通行量調査、店舗調査、店主や客への聞き取り調査を行った。調査
結果は、ポスターにまとめ発表した。１年生の生徒は、この経験を生かし、２，３年生につながる調
査活動のテーマを決定することになる。

■津山市四校連携講座「地域創生学」
津山市内の４つの県立高校（津山高校、津山東高校、津山商業高校、津山工業高校）の連携による

夏季集中講義が行われ、前田芳男副センター長が、地域学の基礎について講義した。平成29年度から
開催されており、第３回目となる本年度のテーマは「美作地域への移住・定住の促進」であった。各
校から４・５名の生徒を選抜し、学校横断的な４チームを編成し、それぞれが「医療・福祉」「産業」「教
育・人材育成」「環境・防災」の課題解決にむけて事業所見学、ヒアリング調査等を行い、提言を作成
した。本学から、ほかに青尾謙副理事がアドバイザーとして参画した。
　なお、地域創生学は、経済産業省の第９回「キャリア教育推進連携表彰」を受け、全国的にも高い
評価をされた。

▶︎６-４-３　バングラデシュ視察
研究と教育が地域の発展にどのように寄与するかについて調査を行うため、６月７日から13日の日

程でバングラデシュ人民共和国を訪問した。訪問団は前田芳男副センター長、岩淵泰助教、吉川幸実
践型教育プランナー、矢掛町江良地区の地域活性化を推進する福井竹男氏である。現地コーディネー
ターは同国出身で岡山大学研究員として勤務していたカリム氏が務めた。訪問の目的は、（１）地域密
着型教育の実施状況の視察、（２）コミュニティ開発と教育の関わり方の視察である。
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カリム氏の事前調整により、現地では、ダッカ大学、ラジシャヒ大学を訪問し、高等教育機関と地
域協働に関する状況を知ることができた。両大学の教員の他、ジャガンナス大学の教員とも意見交換
を行った。また、日本の中等教育機関に相当するゴパールブルカレッジ、ラジシャヒカレッジでは、
教員や生徒と交流し、学習状況や学習目的などについて意見を聞くことができた。また、コミュニティ
開発に関してはコメ研究に携わる研究所や教育支援団体関係者とも面会し、意見交換を行った。これ
らの視察からの考察をディプ・モニ教育大臣に面会して報告し、地域と教育機関の協働の重要性や、
若年人口の多い同国での教育政策の方針等について意見交換を行った。
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７- １　国際学都おかやま創生本部

　地域総合研究センターは、平成31年２月に設置された国際学都おかやま創生本部のもと、地域連携
と社会貢献活動を進めている。
　平成31年３月まで担当した「おかやま地域発展協議体」の事務局機能は国際学都おかやま創生本部
へ移管され、現在は三村聡センター長が委員の一人をつとめている。加えて、地域総合研究センター
が事務局であったときに設置された「おかやま空家対策研究会」「岡山まちとモビリティ研究会」など
は引き続き担当している。
　今年度の「おかやま空家対策研究会」は12月16日に開催し、真庭市で活動しているNPO法人市民活
動センターまにわの稲田文夫氏を講師に招聘し、同市で取り組む空家を利活用につなげる具体事例や、
空家になる前の物件へのアプローチ法を学んだ。また、大学院環境生命科学研究科の氏原岳人准教授
は空き家予備軍世帯等を対象にした、「空き家にさせないための産官学プロジェクト」を開始した。こ
のプロジェクトは、所有者が親族等の関係者と将来のご自宅について考えてもらうことで、態度・行動
変容（情報収集、業者へ相談、登記確認等）を誘発させて、放置空き家になることを抑制することを目
指している。今年度は試行期間と位置づけ、まずは岡山市の郊外団地を対象として、令和元年12月よ
り、町内会への説明会や情報提供、アンケート形式による将来のご自宅について考えてもらうきっかけ
づくり等を進めている。

７- ２　米国務省「重要言語奨学金（CLS）プログラム」の支援

　岩淵泰助教とサウミャ・キニ研究員は、本学が受け入れた米国国務省CLSプログラムの留学生30名
に対し、西川緑道公園の市民参画事例を発表した。学生たちは、岡山市におけるまちづくりの特徴と
して、（１）水と緑のまちづくりの重要性、清掃活動をしてきれいなまちを目指した点、（２）西川緑
道公園の誕生と歩きやすいまちづくりに挑戦している事を学んだ。さらに、岡山固有のサステナビリ
ティについて参加者と意見交換を行った。

７- ３　大学院ヘルスシステム統合科学研究科との連携

　岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科の志水武史特任准教授が企画運営している、岡山リ
ビングラボオープンイノベーションプログラムの第２回「女性の美と健康、運動の習慣化に向けたス
ポーツビジネス」が岡山駅前商店街のももたろう・スタートアップカフェ（イコットニコット２階）
で11月14日に開催され、地域総合研究センターから三村聡センター長が参加した。
スポーツビジネスは2020年の東京オリンピックに向けて関心が高まる一方で、スポーツ・運動を習

慣的に行っている人の割合はまだまだ低い状況である。こうした中、女性を対象に「美と健康」をう
たうことで、運動を習慣化することのできるスポーツビジネスのアイデアが求められており、今回の
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プログラムでは、地域内外の企業、自治体や大学の関係者、地域住民など多様な参加者がヘルスケア
／生活関連分野のテーマについて自由に討議し、革新的なサービス・商品のアイデア等を創出するこ
とを目指した。
　ゲストスピーカーには、（株）ルネサンス�専務取締役�健康ソリューション本部長の髙﨑尚樹氏が招
かれ、企業からロート製薬が共催・事業参画して実施された。

７- ４　全学教育・学生支援機構

　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・学生支援機構内の基幹教育センター実践
教育部門に移管された。これに伴い、同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を担当している。

７- ５　L-Café

　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向け
の授業実施や地域活動に関する情報共有や協働において、緊密な連携を取り、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についても協力を得ている。

会場の様子
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７- 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）
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
未来懇談会 岩淵泰助教

吉川幸実践型教育プランナー
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７- 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 学期 曜日・時限

教養教育科目 知的理解
（現代と社会）

現代コミュニティーと地域
創生 三村　聡 夏季集中

教養教育科目 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

浜田　淳（大学院医歯
薬学総合研究科）
三村　聡

３・４学期 火曜７・８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） 留学生と学ぶ日本伝統文化

藤本　真澄（全学教
育・学生支援機構）
三村　聡

学期集中

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） アカデミック・ライティング 前田　芳男 ３学期 木曜１・２

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） アカデミック・ライティング 前田　芳男 ４学期 木曜５・６

教養教育科目 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

教養教育科目 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

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

岡山市の魅力を世界に伝え
る活動 前田　芳男 １学期 火曜７・８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

岡山市の魅力を世界に伝え
る活動 前田　芳男 ２学期 火曜７・８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

岡山市の魅力を世界に伝え
る活動 前田　芳男 ３学期 月曜７・８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

岡山市の魅力を世界に伝え
る活動 前田　芳男 ４学期 月曜７・８

教養教育科目 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

教養教育科目 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

教養教育科目 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

教養教育科目 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

教養教育科目 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

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） 郷土の歴史から学ぶ財政論 前田　芳男 １学期 木曜５・６

教養教育科目 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 ２学期 月曜７・８

教養教育科目 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 ３学期 金曜７・８

教養教育科目 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

教養教育科目 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

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

桃太郎・桃子チャレンジ
～知識を社会に・経験を学
びに～

前田　芳男 夏季集中

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） 地域高齢者と介護１

浜田　淳（大学院医歯
薬学総合研究科）
前田　芳男

１学期 木曜７・８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） 地域高齢者と介護２

浜田　淳（大学院医歯
薬学総合研究科）
前田　芳男

２学期 木曜７・８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

コミュニティ・ベースド・
ラーニングのデザイン１ 山田　一隆 １学期 火曜７・８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） ボランティア学習論 山田　一隆 １学期 水曜７・８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） 災害復興のまちづくり論１ 山田　一隆

前田　芳男 ２学期 水曜７・８

教養教育科目 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
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教養・専門・
大学院 科目区分等 授業科目 担当教員 学期 曜日・時限

教養教育科目 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

教養教育科目 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１・２

教養教育科目 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

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

SDGs：持続可能な社会に向
けた岡山のまちづくり事例

岩淵　泰
三村　聡
前田　芳男

１学期 月曜７・８

教養教育科目 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

岩淵　泰
三村　聡
前田　芳男

夏季集中

教養教育科目 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 月曜７・８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） 岡山まちづくり論（２） 岩淵　泰 夏季集中

教養教育科目 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 学期

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） 岡山を知る１

藤本　真澄（全学教
育・学生支援機構）
岩淵　泰

学期集中

教養教育科目 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

専門 工学部・経済学部 実践コミュニケーション論

前田　芳男�
田中　秀雄（大学院自
然科学研究科）
坂田　有三（大学院自
然科学研究科）
長光　正明（大学院社
会文化科学研究科系）
依馬　正（大学院自然
科学研究科）

３・４学期 水曜５・水曜６

大学院 自然科学研究科　
FlexBMDコース 組織マネージメント概論 三村　聡 夏季集中

大学院 ヘルスシステム統合
科学研究科 医療政策

中瀬　克己(医学部)
原田　新（全学教育・
学生支援機構）
岩淵　泰

前期後半 木曜１

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３

大学院 社会文化科学研究科 地域創生特別講義
（各２コマ担当）

三村　聡
岩淵　泰 後期 金曜６
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実践型教育科目

実践型社会連携
教育科目

８- １　岡山大学の実践型社会連携教育プログラム

▶︎８-１-１　推進体制
平成29年４月１日より、地域総合研究センター教員及び実践型教育プランナーは、全学教育・学生

支援機構基幹教育センター兼務となり、教養学系部会の実践教育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が就いた。同委員会では、毎月１回のペースで会議を招集し、実践型社会連
携教育科目の認定要件の改訂、シラバスへの当該科目の記載などに関する協議を行うとともに、これ
までの蓄積したノウハウを学内外の関係者と共有する目的で「CBL（Community�Based�Learning）」
研修交流会を開催した。また、当該科目の新規開講を促すために、「実践型社会連携教育科目の作り方・
教え方－教育向けガイドブック」を作成した。
　また、岡山商工会議所人材育成委員会（委員長：黒田季之�(株)ブックス取締役社長）が、会議所会
員の中から、授業への講師派遣、討論課題の提供、などをしてくれる企業を紹介していただけるよう
になり、授業開発がスムーズに進むようになった。

▶︎８-１-２　実践型社会連携教育の導入経緯
本学における実践型教育は、平成26年度算要求に基づき、本格的に導入が始まった。当初は、地域

開発センターの教員が、実験的な科目を定期要した。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年には、本学が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。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ができた。実践型社会連携教育科目の成績は、
日程のための要件となっている。
　平成30年度以降、シラバスにおいて、各科目が実践型であるか、またその場合のタイプはどれに該
当するかを明記することになった。さらに、令和元年度は、シラバスの記載情報に基づき、本学の学
部における実践型科目の開講状況を調べ、必修により当該科目を徐行することが確実な学生、選択必
修により当該科目を履修することが可能な学生を把握した結果、ほぼすべての学生が履修可能である
ことが確認できた。これにより、実践型科目の全学展開は、数の上ではほぼ達成できたものとし、今
後は教育方法の質的向上に力点を移すこととなった。

▶︎８-１-３　実践型社会連携教育の定義及びタイプ分け
（１）定義
実践型教育科目と実践型“社会連携”教育科目を分けて考えるこ

ととする。
　学生が実践活動を通して学ぶものを実践型教育科目とする。例
えば、測量実習なども実践活動を伴うから、これに該当する。し
かし、測量実習では単に実技を学んでいるにとどまり、社会の人
や組織、具体の課題に触れることはない。これに対し、人や、組織、
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具体の課題を通した社会連携が伴うものを実践型社会連携教育科目とする。
　社会連携を具体的に説明すると、岡山大学のSGU-PRIMEプログラムに示された３側面を体験できる
現場を通し学ぶものとするである。例えば、①教員と学生に加え企業の研究者等が議論を重ね、試作
や分析をしている（異社会の側面）、②複数部局の教員や学生が参加し、それぞれの専門を融合させる
中で新しいものを生み出そうとするもの（異分野の側面）、③教育実習など、学生が学校現場に出向き、
児童・生徒や教職員と触れ合い学ぶもの（異社会の側面）である。

３
側
面

１）異文化体験 （学修現場が海外である、留学生・外国人と一緒に学ぶなど）
２）異分野体験 （専門以外の世界を知る、異分野の学生や研究者等と交流するなど）
３）異社会体験 （行政や企業、町内会といった様々なコミュニティに直接触れるなど）

※社会連携教育という場合の社会は、上表の３）異社会体験に限定されない。

参考：以下の学修（教育）に該当する場合は、基本的に実践型社会連携教育科目である

学修（教育）の名称 内　　　容

サービス・ラーニング 学生が、自分の持つ何らかの知識や技能を用いて、地域社会に貢献す
る活動を通して学ぶ。

ＣＢＬ 学生が、地域コミュニティでの活動を通して学ぶ。
インターンシップ 学生が、企業などでの就業体験を通して学ぶ。

２）授業内容としての「準備」と「省察」の重要性
実践型社会連携教育科目は、ただ単に現場に出ればよいのではなく、一連の授業の中に準備のステー

ジと省察のステージをセットで組み込むことを必要条件とする。
　例を挙げると、「地域の安全を考える」という科目があり、その活動の一環で、交通安全キャンペー
ンに参加し、ティッシュを配るとする。その際、ティッシュを配るだけではなく、「事前に配る場所の
通行人の特性を調べ、それに合わせた配布資料を作ったり、通行人に対する聞き取り調査を準備する。
事後には、ティッシュを受け取った人の反応や、キャンペーンの効果、以後のより効果的なキャンペー
ンのあり方を話し合い、改善策を提案する」ステージがある、というイメージである。

（３）タイプ分け
まず、社会連携を伴う「実践型社会連携教育科目」と、社会連携を伴わない「実践型教育科目」に

分け、次に、実践型社会連携教育科目についてのみ、以下のタイプ分けをする。

判断基準 記号 解　説

社会連携した
実践活動の度合い

Ａ

a）地域や企業等の現場に出向き、
b）その時間数が全授業時間数の３分の１以上
c）�成果報告会を開催する（学外の関係者が参加し、授業自体の評
価をすることが望ましい）

　の３条件を満たす。

Ｂ
地域や企業等の現場に出向く、または現場の課題を抱える当事者と
のディスカッション等の活動が１回以上ある。ただし、単に外部講
師が講義するだけの授業は対象としない。
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浅

深

低
低

問題指向性

技術
指向
性

高

高 現
場
指
向
性

判断基準 記号 解　説

学修環境としての
グローバル要素の付加

Ｇ＋ 社会連携して学修する現場が外国または国内の外国人コミュニティ
であるなど、異文化の環境に深く入っていく授業。

Ｇ 留学生と日本人学生が協同することにより異文化理解を進めつつ学
ぶ授業、海外とのテレビ会議など多言語で討論が行われる授業など。

▶︎８-１-４　実践型社会連携教育科目の分類
現在、実際に開講されている教養における実

践型社会連携教育科目は、右図の３軸によって
分類される。
　社会連携の特性を生かすためには、現場指向
性を深めていく必要があるが、これには、学生
が具備する技術（調査や提案等）と社会問題へ
のコミットの度合いを高めることが不可欠であ
り、この方向性で既存の全ての授業をステップ
アップさせていかねばならない。

８- ２　PSU（ポートランド州立大学）との協働

▶︎８-２-１　PSUと地域総合研究センターの協働経緯
米国オレゴン州ポートランド市に位置するポートランド州立大学（PSU）は、コミュニティベース

ドラーニング（CBL）を教育の柱に据え、学生教育および地域のコミュニティパートナーとの連携に
おいて、最先端の存在として世界中の注目を集めている。CBLや地域学校協働の方法を模索する日本
の大学等教育機関も多く訪問したり、研究者を招いたりするなどしている。
　PSUは平成28（2016）年度より日本語でのCBL教授法の研修を開催しており、毎年20名前後の大学
教職員がポートランドに渡航して参加する。地域総合研究センターからも毎年２～３名が参加してい
る。平成30（2018）年度の渡米時にPSU側より、CBLのさらなる認知拡大のために、次年度（2019年度）
は日本での開催を検討しており、岡山大学を会場に実施できないかとの相談があり、今回の開催に至っ
た。
　本学は参加当初より実践型社会連携教育とCBL技法の親和性に着目しているうえ、「中四国CBL研究
会」を連続開催するなど大学と地域の協働に努めている。PSUとのワークショップ共催は、本学の実
践型社会連携教育の質向上はもとより、県内および国内の地域学校協働の取組に貢献し、その意義を
訴求する好機であると考え、積極的に関与することとした。
　なお、ワークショップ開催に先駆けて９月よりPSU教員であるセリーン・フィッツモーリス氏をフ
ルブライトスペシャリストとして受け入れており、本学教職員を対象とするアクティブ・ラーニング・
ワークショップを３回開催した。
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▶︎８-２-２　アクティブ・ラーニング・ワークショップ
令和元年９月24日から６週間に渡り、日米教育委員会（フルブライト・ジャパン）を通じて、ポー

トランド州立大学の教員であるセリーン・フィッツモーリス氏がフルブライトスペシャリストとして
地域総合研究センターに滞在し、研究を行った。フィッツモーリス氏はポートランド州立大学のユニ
バーシティ・スタディーズ部門（学際的な教養教育を行う部門）の上級インストラクターおよび教育
開発コーディネーターとして地域と協働する多様な教育プログラムを開発し実施しているが、教育の
質を高めるためには学生が安心して学べる環境が必要であるため、教員によるクラス運営の手法を工
夫している。フルブライトスペシャリストとして本学に滞在するにあたり、その手法を日本の大学教
職員に広く共有し、意見交換したいという意欲を持っていた。来日にあたり、大学での役割や実践型
社会連携教育について数年来意見交換をしている吉川幸実践型教育プランナーとオンラインでの会議
を重ね、６週間の滞在期間内に３回のアクティブ・ラーニング・ワークショップを実施するに至った。

参照：２章「ポートランドとの連携」

■Active Learning: A Workshop for Educators
（アクティブ・ラーニング：教育者のためのワークショップ）
10月４日、岡山大学津島キャンパス中央図書館のラーニングコモンズで開催し、大学院ヘルスシス

テム統合科学研究科、大学院医歯薬学総合研究科、大学院自然科学研究科、経済学部、全学教育・学
生支援機構、大学改革推進課等から18名が参加した。「安心して学べる環境づくり」は会場設営段階か
ら考慮され、フィッツモーリス氏が参加者一人一人に声を掛けながら出迎えた。参加者の座る椅子は、
互いに顔が見えるように円形に配置された。ワークショップの中でアクティブ・ラーニングの技法が
次々に紹介され、参加者はそれらの技法を学習者として体験した後、構造的に理解するという順序で
進められた。参加者からは「学生をどうやって評価すればよいか」、「効果的な授業運営のポイントを
知りたい」「学生や地域関係者のニーズをマッチングするにはどうすればよいか」等の質問がなされ、
希望する教員の授業を後日フィッツモーリス氏が訪問し、現場で具体的な助言を行った。
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■Stepping into the Stretch Zone: Helping Students become Active Learners
　（ストレッチゾーンへ踏み出そう：学生がアクティブ・ラーナーになるように支援する）
10月21日、岡山大学津島キャンパスのL-Caféで開催し、大学院社会文化科学研究科、大学院ヘルス

システム統合科学研究科、異分野基礎科学研究所、全学教育・学生支援機構、グローバル人材育成院
等から９名が参加した。前回同様にフィッツモーリス氏が参加者一人一人に声を掛けながら出迎えた。
自己紹介の後、テーマは環境変化が事例として与えられ「水」を題として、CBLの実践的教育法の指
導を受けた。社会の課題解決を考える際に、まず、学生たちに社会を取り巻くリスクについての概念
を伝えることが大事であることを教わった。（１）日常生活で楽しい時間を過ごす（学習者が最も力を
伸ばす）領域「ストレッチゾーン」と、②その逆に、自らの限界点が問われた瞬間やそこに身を置い
た経験の領域「コンフォートゾーン」について共有し、そしてCBLでは、③その双方を意識した中間
領域で社会経験を積むという学びにより、はじめて「実践知」を身に着けることが可能となる、との
説明を受けた。
　また、人によりストレッチゾーンとなる領域は異なること、一斉授業でも学習者個人の成長のため
に必要な意識付けや声掛けは異なることなどを学んだ。午前中のワークショップであったため、希望
者は引き続きランチを取りながら交流を行い、大いに盛り上がる勉強会となった。

■Stepping into the Stretch Zone in Shikata
(ストレッチゾーンへ踏み出そう：学生がアクティブ・ラーナーになるように支援する）
鹿田キャンパス　実施協力：医療教育センター
津島キャンパスで10月21日に行った内容を鹿田キャンパスで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も開催してほしいとの要望が

あり、医療教育センターの実施協力を得て、10月31日、岡山大学鹿田キャンパス総合診療
棟西棟第13カンファレンスルームで開催し、大学院医歯薬学総合研究科、大学院保健学研究
科、大学院ヘルスシステム統合科学研究科、大学院自然生命科学研究支援センター、医療教
育センター等から20名が参加した。学生はもとより患者とのコミュニケーショ
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ンの深化やチーム医療展開時の相互理解の重要性など、命を守る現場へのアクティブ・ラーニングの
適用を探る学びに対して、医療に従事しているスペシャリストの立場から積極的に議論へ参加いただ
きグループ対話や発表が続いた。

▶︎８-２-３　 コミュニティ・ベースド・ラーニングワークショップ
日程：令和元年10月24日（木）～27日（日）
場所：岡山大学創立五十周年記念館、中央図書館
　　　　西川緑道公園、倉敷市水島地区
　参加者数：合計66名
　主催：�ポートランド州立大学パブリックサービス実践・研究センター
　共催：岡山大学地域総合研究センター
　ワ　ー　ク　シ　ョ　ッ　プ　は　３　日　間　プ　ログ　ラ　ム　と　し　て　計　画　さ　れ　た　。　ま　た　、３日目午後の基調講演のみの参加も

可能とした。さらにその翌日（４日目に相当）には任意参加でのフィールドトリップを開催した。
３日　間　の　ワ　ー　ク　シ　ョ　ッ　プ　に　は　国　内　の　大　　学　教　職　員　等3　9　名が参加した。３日目午後の基調講演のみの参

加者は県内教育関係者を中心に27名、任意参加のフィールドトリップには10名が参加した。

【10月24日】
ワークショップの一日目には、温かな雰囲気での自己紹介の後、PSUが大学改革の一環としてCBL

を導入した経緯や、現在行われているCBL教授法についての紹介がなされ、その後、PSU卒業生でも
ある地域総合研究センターのサウミャ・キニ客員研究員の体験談と、PSU教員から見た学生の成長に
ついての紹介があった。一日目の夕方には大学生協ピーチユニオンで懇親会を行い、参加者によるご
当地紹介や活動紹介などで盛り上がる中、親睦を深めた。

【10月25日】
　二日目はアクティブ・ラーニングを経験しながら学ぶ時間となった。前日の学びを振り返った後、「な
ぜCBLをするのか」「アクティブ・ラーニングの技法」などを、グループワークを交えながら学んだ。
午後には全員で岡山市の西川緑道公園を訪問し、地域総合研究センターと共働して活動しているコミュ
ニティパートナーの方々から話を聞き、意見交換を行った。
意見交換の後は、岡山大学まちなかキャンパスである西川アゴラを見学し、前田芳男副センター長
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や岩淵泰助教の案内で西川緑道公園を歩き、岡山市立岡山後楽館高等学校に向かった。岡山後楽館高
校では地域総合研究センターの協力を得て地域学での探究活動を学んでおり、その中から柴田美智子
教諭の紹介で高校２年生が地域研究について２つの事例を発表した。午後の活動全体を振り返るため、
吉川幸実践型教育プランナーがファシリテーターとなり、PSUの手法を使ってリフレクションを行った。

【10月26日】

　三日目午前は岡山大学に戻り、これまでの学びを振り返りながら、２つのグループに分かれて忌憚
なく話し合った。教員グループとアカデミック・プロフェッショナル（コーディネーターに近い役割）
グループの２つで、それぞれにPSUと岡山大学の教職員がつき、自分たちの業務内容を例に取りながら、
地域と協働して行うCBLの実施方法や教育の質の高め方について話し合った。その後、３日間のワー
クショップ全体を振り返り、参加者には修了証が授与された。
三日目午後は、PSU教育学部のクリスティーン・クレス教授による特別講演会『教育と地域をつなぐ：

教授・学習・成長のための戦略』と、それに続くリレートーク「ポート
ランドでの学びを日本の教育に活かす」が開催された。

【10月27日】
　四日目は岡山大学の実践型社会連携科目「小中学生の協同教育のための教材開発」（前田芳男副セン
ター長）の倉敷市水島地区での現地調査に同行するフィールドトリップがあり、希望者10名が参加した。
コミュニティパートナーの紹介により地域の方々６名を学生たちと参加者が訪問し、地域の歴史と人々
の生活について聞き取り調査を行った。
　PSUと地域総合研究センターは、2016年度に本学教員３名がPSUで行われたCBLワークショップに
参加して以来、交流を深めている。今年度のCBLワークショップの共同開催やフルブライトスペシャ
リスト受入では、定期的なオンラインミーティングを重ね、信頼関係の元で作業を進めることができ、
関係性を一層強化することができた。また、来日したPSUメンバーは岡山大学の槇野学長にも面会し、
岡山大学に関する共感をさらに深めることができた。これらの結果、両大学は協定締結に向けて準備
段階に入っている。
　また、CBLワークショップを日本で開催したことにより、米国で開催するよりも多様な参加者が
CBLを学ぶために本学に集う事となった。地域と教育機関の協働で本学が果たしている役割が広く知
られることとなり、今後もさらに貢献できるように努力したい。
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ポートランド州立大学ワークショップハンドブック
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８-３　令和元年度開講の実践型社会連携教育科目の概要（センター教員担当科目）

▶︎８-３-１　実践型まちづくり論１／２
担当：山田一隆准教授

　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912030、912039
　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

授業の概要 大学での学びは、机の前に座っての「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
教育手法を導入する。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。

到達目標 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。

２．�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。

３．�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 ３学期「実践型まちづくり論1」
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）

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）
03-12講：�実践（２）（まちづくりの現

場で学ぶ）
３-14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）



80

８実践型社会連携教育プログラムへの取り組み

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。

※ �受講生の希望を考慮した３-４人のグループを組成するので、希望者が少ない
活動先は、分野を考慮して、別の活動先のグループになることがある。

※ 今年度の活動受入先（予定）は、以下の通り。
　【岡山】大野ダルマガエル保全プロジェクト［環境、マーケティング］
　【岡山】岡山市子どもセンター［子ども］
　【岡山】岡山・ホームレス支援きずな［ホームレス、就労支援］
　【岡山】te.to.te岡山［子育て］
　【おもに岡山】ほっと岡山［被災地支援］
【おもに岡山】�まちづくり推進機構岡山［防災］［まちづくり］［ユニバーサ

ルデザイン］
※ �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（6授業時間に相当する時間数＝おおむね20時間）。

※ �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。

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
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▶︎８-３-２　実践型教育／学習概論１
担当：山田一隆准教授

　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912007、912008
　実践型科目タイプ：タイプB
　学期・時限・教場：１・２学期／木曜１・２限および木曜７・８限／一般教育棟A36教室

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
をとお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
を修得することを本講義の目的とする。

到達目標 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」）

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６講　課題を探る（１）
・現場に臨むための3つのデザイン

第７講、第８講　課題を探る（２）
・社会調査あれこれ

第９講、第10講　中間まとめ
第11講、第12講　地域人として生きる（１）・ゲスト講師
第13講、第14講　地域人として生きる（２）・ゲスト講師
第15講、第16講　まとめ
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▶︎８-３-３　コミュニティ・ベースド・ラーニングのデザイン
担当：山田一隆准教授

　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912004
　実践型科目タイプ：タイプB
　学期・時限・教場：１学期／火曜７・８限／一般教育棟A36教室

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

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
をとお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コミュニティ・ベースド・ラー
ニング（CBL）という教育手法について学ぶことを目的として提供する。第1学期
では原論、第2学期では計画論と評価論を学び、実際のコミュニティ・ベースド・ラー
ニング（CBL）プログラムの開発に取り組む。第３学期と第４学期では、第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。第1
学期だけの受講も可能であるが、第２学期、さらに、第３学期、第４学期までと
おして履修することで、コミュニティ・ベースド・ラーニング（CBL）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
スタイルである。
本科目（第１学期）では、コミュニティ・ベースド・ラーニング（CBL）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
取り組む。

到達目標 １．�コミュニティ・ベースド・ラーニング（CBL）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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▶︎８-３-４　ボランティア学習論
担当：山田一隆准教授

　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912058
　実践型科目タイプ：タイプB
　学期・時限・教場：１学期／水７・８限／一般教育棟A36教室

授業計画 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：コミュニティ・ベースド・ラーニング（CBL）の目的、要素、目標
　「体験から学ぶ」とは
05-06講：コミュニティ・ベースド・ラーニング（CBL）の歴史
民主主義と市民学習

07-08講：コミュニティ・ベースド・ラーニング（CBL）と関係性
社会参画する○○

09-10講：コミュニティ・ベースド・ラーニング（CBL）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

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

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
をとお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。
本科目では、ボランティアがその主体性によっておこなう活動（ボランティア活動）
がもつ学習性に注目する。とくに、学生をはじめとする若者が、よりよき市民社
会を形成する担い手となるためのレジネス（準備態、準備性）を培うレッスンと
して、ボランティア活動に向かうことの意義を考え、そのために必要な基礎知識
を紹介する。具体的には、ボランティアの原理や、それが求められる社会背景、
ボランティア活動が持つ学習性、ボランティア学習の実際、について、講義とと
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授業の概要 もに、協同的、実践的な学習活動を導入し、受講生どうしの経験をも共有しなが
ら学びを深めたい。

到達目標 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．�学習者としてのボランティア、学習活動としてのボランティア活動について、
基本的な知識を説明することができる。

２．�受講生自身が、これまでの生活歴やこれからの生活設計に引き寄せて、ボラ
ンティアやボランティア活動に取組む意義を語り、具体的な行動を示すこと
ができる。

３．�よりよき市民社会を形成する担い手として、他者や社会を巻き込むための素
養を、具体的に示すことができる。

授業計画 【注】・2019年度は学事日程が変則的であるため、講義順序を入れ替えることがある。
・受講生数との関係で、内容の変更や講義順序を入れ替えることがあります。

第１講、第２講　導入
・オリエンテーション
・ボランティアとは何か

第３講、第４講　ボランティアが求められる社会背景
・市民社会、新しい「公共」、共生社会
・ボランティアの「動員」「派遣」
第５講、第６講　ボランティアと社会教育・生涯学習
・社会教育における現代的課題と地方創生
・学習の成果を幅広く生かす

第７講、第８講　ボランティア学習の実際（１）・ゲスト講師
・まちづくりとボランティア

第９講、第10講　ボランティア学習とその周辺
・ボランティアの「主体性」と設計された学習活動

第11講、第12講　中間まとめ
第13講、第14講　ボランティア学習の実際（２）・ゲスト講師　
・ボランティアコーディネーション
・災害とボランティア

第15講、第16講　まとめ

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
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▶︎８-３-５　災害復興のまちづくり論１
担当：山田一隆准教授

　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912059
　実践型科目タイプ：タイプB
　学期・時限・教場：２学期／水７・８限／一般教育棟A36教室

授業の概要 大学での学びは、机の前に座っての「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、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。
「災害復興のまちづくり論1」では、1995年１月17日に発生した阪神・淡路大震災
を皮切りに、2016年４月に発生した熊本地震、2018年７月に発生した岡山水害ま
での激甚災害のうち、科目担当者が実践的にかかわったものを中心に、災害の状
況と復興の過程について、政策的、社会的に概観する。また、被災地、被災者の
くらしに焦点を当て、それらの歩みが現在進行形であることを、当事者性をもっ
て考え、行動するレジネスを培うことを目的としている。
各講では、科目担当者からの話題提供と合わせ、受講生自身による事前学習を前
提とした知識と意見の交流を中心に展開する。

到達目標 １．�「被災」に対する当事者性：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．�「復興」における葛藤の理解：被災地、被災者の復興過程は、現在進行形であ
ることを理解し、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．�「防災」へのレジネス：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。自分と他者の生命と財産
を守る行動がとれる。

授業計画 ※�東日本大震災、熊本地震、岡山水害の関係者をゲスト講師として招へいするこ
とを予定している。そのため、各講の順序が入れ替わることがある。
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授業計画 【６月19日】
第１・２講　�オリエンテーション/阪神・淡路大震災以降の激甚災害概観（山田・

前田）
キーワード：�中越地震、中越沖地震、東日本大震災、（熊本地震）、大阪北部地震、（岡

山水害）
【６月26日】
第３・４講　阪神・淡路大震災以降の震災復興の政策過程と社会変動（山田）
キーワード：NPO・ボランティア、コミュニティ、受援力、被災地のリレー
【７月03日】
第５・６講　熊本地震の被害状況と現在の状況（１）�（前田）
キーワード：前震・本震、直下型地震、震災関連死、「みなし仮設」
【７月10日】
第７・８講　熊本地震の被害状況と現在の状況（２）�（前田）
キーワード：PTSD、「絶対ない」はない
【７月17日】
第9講・10講　ゲスト講師（東日本大震災、熊本地震関連の関係者）（前田・山田）
【７月24日】
第11・12講　岡山水害の被害状況と現在の状況（山田）
キーワード：「災害のない街」、災害ボランティアネットワーク
【７月31日】
第13講、第14講　ゲスト講師（岡山水害関連の関係者）（山田）
【８月07日】
第15講、第16講　まとめ�――�次の災害に備えて（前田・山田）
キーワード：心の賞味期限

成績評価 学習過程に関する評価（50%）
・ 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）
・ 毎週の事後学習課題（ミニレポート）等の提出物における質
学習到達度に関する評価（50%）
・ 期末試験は実施せず、期末レポート課題を課す
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▶︎８-３-６　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
総社市と総社市社会福祉協議会が実施しているワンステップ事業（教育支援事業）と連携し、総社

市内の中・高生の学習指導を通じて、福祉の問題を深く考える実践型社会連携教育科目を実施した。
平成26年度から開講しており、令和元年度は、医学部、教育学部、グローバルディスカバリープログ
ラム、経済学部から15名が受講し、昨年度までの受講生５人が引き続きボランティアとして参加した。
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・高生へ
の学習指導や生活の悩み相談に応じる。本学学生のほか、岡山県立大学のボランティア学生、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、学期ごとの振り返りワークショップ、教授法やピアカウンセリングに関する研修会
を通して、福祉や教育に関して学ぶ機会が提供される。また、受講生は、岡山大学オープンキャンパ
スでの中高生の案内、クリスマス会の開催などふれあい活動も企画・実施している。

▶︎８-３-７　支え隊　～子どもの安心・安全のために～
　担当：前田芳男副センター長
　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を目的に、岡山県くらし安全安心課、岡山県
警から講師を招聘し、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った。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。受講生は、１・２年生を
中心に45名であった。

クリスマス会

授業で作成した地域安全マップ
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▶︎８-３-８　小中学生の協同教育のための教材開発
担当：前田芳男副センター長、吉川幸実践型教育プランナー
水島滞在型環境学習コンソーシアムのプログラムと連動した授業である。学生が、水島でのヒアリ

ング調査を実施し、水島コンビナートができた当初のことを知る地域の高齢者に話を聞いた。そして、
この結果を基に、社会科の副教材として使える水島の歴史（市民の暮らしの実態）を学ぶ資料を作成
した。このヒアリングは、ポートランド州立大学によるCBL研修のオプショナルツアーとしての位置
づけもあり、受講学生と共に全国から研修に参加した大学教員ら10人が学生と共にヒアリングを行っ
た。受講生は８人であった。

▶︎８-３-９　創造的討論技術を学ぶ
担当：前田芳男副センター長、吉川幸実践型教育プランナー
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。
　今年度のテーマは、「天文王国おかやま」を盛り上げるための企画・提案である。これは、地域総合
研究センターが岡山県から受託している「星空・天文資源の活用による誘客促進」事業と連動したも
ので、星空・天文資源の磨き上げ、観光客誘致のプロモーションを学生目線から考え、提案するもの
である。
　３学期は、文芸を通して県民が夜空に関心を向けるようにすることを意図して、星や月、夜空をテー
マにした短歌や俳句を作り、別途行った学生による句会や短歌会の作品も併せて秀作を選定し、作品
集を作った。作品集は1500部印刷し、天文台などの施設において、施設利用者に配布している。
　４学期は、大学生の合宿を県内施設で実施してもらうための条件整理や、関連施設に合宿を誘致す
るためのポスター作製に取り組んだ。また、実際の合宿施設の視察も行った。授業では、（株）JTB岡
山支店営業担当部長（DMC戦略・教育事業特命）田村秀昭氏に講義していただいた。
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▶︎８-３-10　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
大学での研究活動に必要な調査、レポート作成の基礎を学ぶこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とを目的としている。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「ある場所
に集う（行き交う）人の特徴」などをテーマとして、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。

▶︎８-３-11　実践コミュニケーション論
担当：前田芳男副センター長
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手法を学びならが、企画提案を行った。この
うち、Bクラス（工学部担当）を前田芳男副センター長が、田中秀雄名誉教授、坂田有三非常勤講師と
ともに受け持った。
　Bクラスの課題は、カモ井加工紙株式会社様からの ｢マスキングテープの新用途提案｣ であった。授
業は、３学期に様々な討論手法や発想法を学び、４学期は、実際のマスキングテープの製造現場の見
学や企業様との意見交換を行い、それまでの検討成果を生かして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、カモ井加工紙株式会社の鴨井尚志社長様、佐
藤充工場長様、協働組合岡山情報文化研究所上席研究員神田將志様、岡山大学産学連携・技術移転本
部本部長渡邊裕教授にもご参加いただいた。

▶︎８-３-12　アカデミック・ライティング
担当：前田芳男副センター長
平成29年度より、教養教育の中に「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ため前田芳男副センター
長がそのうちの１科目を担当した。講義では、「健康づくり」を大きなテーマとして受講生各人が論証
テーマを設定し、論証型論文を作成した。
　受講者には、論文の構造の作り方、参考文献の示し方、引用文献やデータの正しさの検証や妥当性
など、一人ひとり丁寧に添削指導を行った。学生は、最終的に3000～3600字の論文を完成させた。
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▶︎８-３-13　郷土の歴史に学ぶ財政論
担当：前田芳男副センター長
本科目は、平成29年度まで経済学部から提供されていた教養科目であるが、担当していた教員の退

職に伴い、前田芳男副センター長が引継ぎ実施している。幕末に備中松山藩の財政再建に成功した山
田方谷の思想や経済政策をオムニバス形式で学び、網本善光氏（笠岡市役所市民生活部長）、三宅康久
氏　（山田方谷研究会事務局長）、河田章氏（岡山大学非常勤講師）が講義を担当した。その後、方谷
の思想を踏まえ、実際の社会問題である「動物愛護（ペットの殺処分問題）」について討論した。これ
には、NPO法人岡山ニャンとかし隊代表理事�廣畑佐知子氏、岡山市保健所衛生課課長補佐�丸山稔氏
の協力をいただいた。

▶︎８-３-14　岡山の魅力を世界に伝える活動
担当：前田芳男副センター長
主として１年生を主対象として、実社会で活躍する様々な人を訪ね、その魅力をエッセイにすると

いう授業内容である。毎学期、同名の科目が提供されており、本年度は計30人が受講した。学生は、
一人ひとり違う相手にインタビューをし、それに必要なアポイントや事前・事後の連絡調整、お礼といっ
た社会人マナーを修得することができる。また、論文とは違う文章の書き方も指導する。学生は、イ
ンタビュー相手がどのようなロジックをもって活動しているかを知り、キャリア形成にもつながって
いく。仕上がったエッセイは冊子にまとめ、インタビュー相手にお渡しするとともに行政等にも配布
している。インタビュー相手のリストアップには、岡山商工会議所人材育成委員会の協力を得た。

１年で４冊のエッセイが完成
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▶︎８-３-15　多職種連携と地域包括医療ケア
担当： 浜田淳教授（大学院医歯薬学総合研究科）、三村聡センター長、

　　　　竹中真由美教授（川崎医療福祉大学）

　岡山大学は川崎医療福祉大学と連携して、毎年、実践型社会連携教育として、授業のテーマを「人々

の暮らしを考える」と位置づけ、多職種連携と地域包括ケアのワークショップ授業を実施している。

　本授業は、岡山大学が定めた実践型教育の定義「実践型社会連携教育のタイプ分けの基本」のう

ち、島しょ部における地域包括医療ケアをテーマに、「判断基準」：社会連携した実践活動の度合いA

タイプ「（a）地域や企業等の現場に出向き、（b）その時間数が全授業時間数の３分の１以上、（c）成

果報告会を開催する（学外の関係者が参加し、授業自体の評価をすることが望ましい）の３条件を満た

す。」を忠実に守り授業を実施している。

　具体的な授業日程と授業全体のカリキュラムは下記の２単位の授業。
　１．10月１日（火）16時20分～オリエンテーション（岡大津島キャンパス・一般教育棟C25）
　２．11月19日（火）16時20分～事前講義（岡大津島キャンパス・一般教育棟C25）
　３．11月23日（土）～24日（日）笠岡諸島北木島合宿（宿泊研修施設「石切りの杜」）
　４．12月７日（土）�笠岡市の合同研修会、午前10時~11時半認知症サポーター養成講座（場所は笠岡

市内）。午後は笠岡市の愛育委員の方々と合同研修会（笠岡市内）
　５．12月17日（火）16時20分～まとめの講義（岡大津島キャンパス・一般教育棟C25）

　対象を全学とし、文系、理系、医歯薬系の学生から幅広く募集し、今年度の参加者は、岡山大学８

名、川崎医療福祉大学７名の15名であった。

カリキュラム編成の留意点は、学生が異分野（介護・福祉・医療を通じた地域包括ケア及び多職種

連携）、異社会（大都市とは異なる岡山県内で最も少子高齢化が進行する島しょ部の社会）、異文化（日

本が古来由より受け継いできた島の歴史、文化、風土、暮らし）の経験知を得ることにより、現場で

必要な、対話力、創造力、行動力、統率力、決断力を涵養し、実践の現場で適切な判断をくだすこと

ができる能力（実践知）の修得を目指すことに置いている。

　担当教員は、主担当が医学部の浜田淳教授、副担当が地域総合研究センターの三村聡教授、川崎医

療福祉大学医療福祉学部の竹中麻由美教授の３名。地域のサポーターとして、笠岡市保健福祉部西江

雅子地域包括ケア推進室長（保健師）、学生たちの指導に笠岡市の今城慶太氏の体制で実施した。ま

た、島でのプログラム全体のコーディネートを、NPO法人島づくり海社に依頼した。

　授業計画は、事前学習、フィールドワーク、事後学習の３段階に分かれ、まず事前学習で課題を明

確にし、現地調査の目的を学生たちは理解、授業の準備を行った。

　そして11月23日、24日の一泊二日の北木島フィールドワークとして、笠岡市とNPO法人かさおか島
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づくり海社のご協力を得て、現地視察として介護ケア施設や高齢者の自宅訪問を２コース４班に分か
れて実施、ヒアリングや交流、夜も島の関係者との意見交換を行い報告書にまとめた。
　さらに12月７日、笠岡市愛育委員協議会研修会（約200名）へ参加、笠岡市の職員や愛育委員の情報
提供や講話にあわせて、学生代表が北木島「地域包括医療ケア」授業の活動報告を実施、併せて、竹
中麻由美教授、浜田淳教授、三村聡教授の３名がリレー講演を実施した。
　これらの活動を経て、主担当教員の浜田淳教授の指導で振り返りの授業を実施、現場体験では理解
の落とし込みが不十分であった点を、学生が提出した成果報告を活用して意見交換を行い、教育効果
を高めた。

▶︎８-３-16　国際インターンシップとCo-op in Okayama
担当：吉川賢特任教授、吉川幸実践型教育プランナー

　科目区分：教養科目（実践知・感性（実践知））
　講義番号：912056（４単位）／912057（３単位）
　実践型科目タイプ：G+Aタイプ

授業の概要 カナダ国ブリティッシュコロンビア大学（UBC)の特別聴講生と一緒に、岡山県内
の林業、林産業、製材業および本学研究室のいずれかで6、７、８月の３ヶ月間の
間に２～４週間の長期インターンシップを行う。長期就業体験を基に大学での学び
を深化させ、外国人と協働することで、異文化に触れ、労働を通じて国際感覚を磨く。
なお、就業実習期間が3週間を超える場合は取得単位数は４単位となり、講義番号
912056を、２週間以下の場合は取得単位数は３単位となり、講義番号912057を履
修する。

到達目的 講義の目的は明確な学習目標を持って、実社会での就業を体験することで、大学
において取得する専門的知見と社会の関わりを学び、将来の学習、研究、社会生
活のための指針を得ることである。また、UBCの学生と協働することで、異文化
への理解を深め、国際感覚を養う。

到達目標 学習者は森林関連の研究あるい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。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ぶ。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。

授業計画 授業は講義（30%）と就業体験（70%）で行う。UBCの学生と英語でコミュニケー
ションを取りながら、受け入れ先企業での実務体験を中心としたものである。業
務遂行のための安全教育などは受け入れ先企業の担当者が座学として実施する。
【事前教育】４、５月
派遣先企業の活動や就業マナー、林業・林産業の基礎知識を習得する。
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▶︎８-３-17　SDGs：持続可能な社会に向けた岡山のまちづくり事例
担当：岩淵泰助教、前田芳男副センター長
本科目は、岩淵泰助教と前田芳男副センター長がコーディネーターとなり、岡山の特徴あるまちづ

くりを紹介し、岡山のまちづくりに触れて、持続可能な社会について考える授業である。岩淵泰助教
は西川緑道公園の市民活動を紹介した後、岡山市庭園都市推進課が、賑わいと回遊性からなるコンパ
クトシティ構想を説明した。また、岡山市は、ESDとSDGsの取組みを披露したほか、倉敷市の事例と
して、みずしま財団が公害から環境まちづくりへの発展について講義を行った。

▶︎８-３-18　倉敷市水島から学ぶ地域社会と環境
担当：岩淵泰助教、前田芳男副センター長、三村聡センター長
８月24日（木）～26日（土）までの三日間の集中講義で学生24名（岡山大20名、熊本大学３名、金

沢大学１名）の履修であった。
　24～25日にかけて事前講義を行った後、25日夕方から駐車場のユニークな活用方法を学ぶフィール
ドワークとして、『パーキングデイ』を行った。この授業では、水島でしか体験できないことや聞くこ
とができないことを中心に授業を構成した。授業評価は、水島商店街に対する地域振興策を策定し、
みずしまのまちづくりに活かされるようにした。

【８月24日】
　９：30～12：00�� （１）「水島の発達史～地域開発、公害から環境へ～」

講師：塩飽敏史（みずしま財団）、岩淵泰助教（地域総合研究センター）

授業計画 【派遣先企業でのインターンシップ】
６月～８月の間で実施し、２～４週間の就業体験中は毎日作業日誌を作成し、見
返りを行い、最終日には活動報告を行う。
【フォローアップ】
９月にフォローアップの授業を２時間ほど行う。

成績評価 事前教育、就業体験中の日報、最終発表、フォローアップ講義についての担当教
員と受け入れ先企業の担当者による評価を総合して判定する。
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　13：00～14：30� （２）ポートランド版・パブリックスペースの作り方
講師：ジョニー・フェイン氏（アメリカ・ポートランド市公園局）

　15：00～16：00� （３）商店街の楽しみかた
講師：前田芳男副センター長（地域総合研究センター）

　16：10～16：30� （４）パーキングデイに向けて

【８月25日】
　９：30～11：00� （５）「水島の公害問題を学ぶ」

講師：太田映知氏（倉敷市公害患者と家族の会）
　11：30～12：30� （６）「水島商店街のエトセトラ」

講師：藤原商店街会長
　14：00～16：00� （７）「水島の産業を学ぼう～萩原工業（株）工場見学～」

案内・解説　吉田淳一氏（萩原工業（株））
　17：00～20：30� （８）パーキングデイへの参加

萩原工業 ( 株 ) 工場見学

パーキングデイの計画図
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【８月26日】
　９：00~11：00� 振り返りの会
　11：30~12：30� 水島環境クルージング

▶︎８-３-19　岡山まちづくり論
担当：岩淵泰助教

■岡山まちづくり論（１）矢掛町江良地区
テーマは「江良の宝探し」で10名の学生が履修した。大学での事前講義を受けた後、７月20日と21

日に矢掛町において、まちづくりフィールドワークを行った。学生は一泊二日の間、集落の写真を撮り、
その中で、まちづくりの発見について発表した。特徴的なのは、歴史や文化についての発表が中心であっ
たが、花、昆虫、景色についても提案が多かったことである。受け入れ団体である「輝け！江良元気会」
は、このデータをまちづくりに役立てる予定である。７月20日は、『世界一の田舎づくり懇話会』と題し、
これまでのまちづくり交流を振り返ると共に、岩淵泰助教が訪問したバングラディッシュのまちづく
りについて話題提供した。

■岡山まちづくり論（２）西川緑道公園
９月28日（土）、石田尚昭・岡山市まちづくりアドバイザー、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サウミャ・キニ研究員、前田芳男副セ

ンター長、岩淵泰助教が講義をした。参加者は70名を超えた。

　９月29日（日）のホコテン！では、西川まちづくりラボを出店したほか、滞留調査や通行量調査、
キニ研究員による西川でやりたいこと調査を行った。�

学生のレポート

やりたいこと調査



96

８実践型社会連携教育プログラムへの取り組み

▶︎８-３-20　デモクラティックラーニング
担当：岩淵泰助教
岡山市選挙管理委員会や岡山市市民協働局ESD推進課の支援を受け、岡山市のまちづくりに触れた

後、民主主義の課題について検討した。また、学生は、岡山市明るい選挙推進協議会機関紙・せんきょ
岡山45号の作成に携わったり、女性が輝くまちづくり推進課を訪れ、ヒアリング活動を行った。

▶︎８-３-21　グローバル実践型社会連携教育「留学生と学ぶ日本伝統文化」
担当：藤本真澄准教授（L-Café）、三村聡センター長
５月２日から５日まで鳥取県三朝町にて３泊４日の日程で現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地実施する、2019年度（令和元年

度）岡山大学教養科目実践型教育『留学生と学ぶ日本伝統文化』の事前学習を４月25日、

L-Caféにて実施した。
本科目は、山陰を代表する名湯「三朝温泉」がある「日本遺

産指定第１号」の鳥取県三朝町で、国指定重要無形民俗文化財に指定された三朝温泉花湯まつりの
中で、陣所（ジンショ）と呼ばれる大綱引きへの参加体験を主眼に置いた授業で、今回で４年目を迎
えた。
　陣所とは、五穀豊穣と商売繁盛を願う綱引きであり、東が勝てば豊作、西が勝てば商売繁盛になる
と言われ、留学生と日本人学生約20名は、120年前から伝わる祭りに参加しながら、地域関係者と共に
日本の歴史・文化・祭礼を学び多文化共生について議論した。
　三朝での初日、５月２日は、つたを編む綱作りの事前準備作業を実施、まず綱を編むためには、つ
たを柔らかくしなければならず、そのため川に浸けておいたつたを取り出す作業を手伝った。
　二日目、５月３日は、「陣所（ジンショ）」“大綱引き”準備開始であり、つたから綱を編む作業「綱が
らみ」を、地域関係者の指導の下で終日実施した。そして夜には留学生や日本人学生たちは、東西二
本の巨大な綱を編みあげた。
　三日目、５月４日は、朝から三徳山三徳寺の国宝「投入堂」に参拝した。ここは三朝温泉と共に、
日本遺産第１号に認定され、日本で最も参拝が難しく危険な国宝の寺と言われており、参道は険しく、
「三徳山投入堂」への道は六根清浄を表し、断崖絶壁での参拝により「六根（目、耳、鼻、舌、身、意）」
を清め、六感治癒として、麓の三朝温泉での湯治により「六感（観、聴、香、味、触、心）」を癒すと
言われている。日本独特の自然と人間の調和を説いた教えを留学生は実経験することにより、霊験あ
らたかな人と自然が融合する修験道を体感した。
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実践型社会連携教育プログラムへの取り組み８

　夜は「陣所大綱引き」の本番に参加、そして後片付けまでフル参加することで、伝統文化の保存と
地域の取組み、そして日本文化体験を終えた。
　最終日、５月５日は、合宿所において、気づきと振り返りの授業を通して、多文化共生の大切さ
について理解を深めあった。また、松浦弘幸三朝町長に時間を頂き、岡山大学の連携や観光まちづ
くりについて意見交換を行うことが出来た。

　岡山大学と三朝町との間で留学生を通じて顔の見える関係が構築できた。
　主担当は全学教育・学生支援機構の藤本真澄准教授、副担当は地域総合研究センターの三村聡セン
ター長及びグローバル人材育成院の木島正博講師の３名である。

▶︎８-３-22　地域高齢者と介護
担当：前田芳男副センター長
医学部浜田淳教授が開講している科目を前田芳男副センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長が連携教員として支援した。１・２

学期またがりで実施し、受講者数が80人を超える大人数の実践型科目の好例である。
　受講生は、市内の４つの高齢者福祉施設にて実際の業務の補助的な仕事を体験したり、施設職員か
ら福祉の仕事に関するレクチャーを受けたりする。また、学生のチームが、高齢者のレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリエーショ

ンのための遊びやゲームを考案し、実際にそれを行う。学生受け入れで協力いただいているのは、光生
病院（デイケアセンター）、佐藤医院（デイケア、デイサービス）、丸の内ヒルズ（デイサービス、
ショートステイ）、愛光苑（デーサービス、デイケア）の各施設様である。
　体験終了後は、岡山市高齢者福祉課岡ひとみ保健師による認知症に関する講義と、認知症サポーター養
成講座の講義を受け、受講生は養成講座終了の証としてオレンジリングをもらうことができる。



98

８実践型社会連携教育プログラムへの取り組み

桃太郎・桃子チャレンジ2019～知識を社会に・経験を学びに～
渡る世間はオニばかり。そこでしっかり働いて、「犬」「猿」「雉」に象徴
される「誠実」「知恵」「勇気」という宝物を身につけて戻っておいで！

８月5月 6月 ７月 ９月１～３月 ４月

夏休み(８-９月)の本番に向けて受け入れ先と準備を重ねます

企業、ＮＰＯ、財団、
行政等での就労を通
した、課題発見、課
題解決に取り組む。

企業等で成果を発表
する。また、成果のレ
ポート提出が必須。

事後、一連の経験を
省察する。

学生 活動企画書
を作成提出

教員 技術指導

４月 履修説明会
お見合い会

５月 履修登録

企業、NPO、
行政など、協
力者を募集。

２単位

授業を
担当す
る教員

授業を
履修す
る学生

学生受
入れの
企業等

その学生、その課題のためだけの特別指導！
活動企画を実施するための調査方法、企画手法等
を指導する。活動中も適宜指導助言を行う。

お見合い
企業等と学生
のマッチング

求人
企業等から課題解決のニー

ズ（就労内容）と、そのために
求める学生像を示してもらう。

求人情報の提供 履修説明会

活動企画書の提出
企業等のニーズに応える活動
計画書を提出し、調整する。

▶︎８-３-23　桃太郎・桃子チャレンジ　～知識と社会に・経験を学びに～
　担当：前田芳男副センター長
　本科目は、初年次生を主対象としたインターンシップ型科目であり、本年度新規に導入した。
通常のインターンシップと異なる点は、受け入れ先から具体的な課題を出してもらい、それを解決す
ることで何らかの貢献をするように授業が設計されている点である。本年度は、公益財団法人福武教
育文化財団様、一般社団法人SGSG様、山陽新聞社様、岡山後楽館高校様が、それぞれ１~３名の学生
を受け入れてくださった。
　受講生は、それぞれの現場での活動を通して、自らの能力や適性を知り専攻した専門領域に関連付
けて学修の視座を得る。地域には多様な働き方・暮らし方があることに気づき、その経験を踏まえ、
自らが地域の営みに参加し社会に貢献する人材となる自覚を促すことを目的としている。３年生が行
う、就活と絡めたインターンシップとは目的を異にしている点が特徴である。初年次の学生が社会の
現場を“早めに”体験することに意義がある。
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９その他

９- １　学会・学術活動

催事 日時 会場 報告者 テーマ
人を大切にする経営学会
中国支部大会

令和元年
７月２日 岡山大学 三村聡 働き方改革の実践展開

～企業経営最前線からの報告～

第33回自治体学会�堺大会 令和元年
８月23日（金）

堺市産業振興
センター 岩淵泰

まちづくりアーカイブスの編纂－
岡山市西川緑道公園における市民
活動の系譜－

全国まちづくり会議2019�in
東京

令和元年
９月７日８日

株式会社�
竹中工務店
東京本店

岩淵泰 『世界一の田舎づくり』－留学生交
流を通じた村おこし－

2019�Global�Conference�on�
Teacher�Education�for�
Education�for�Sustainable�
Development

23�November�
2019 岡山大学 岩淵泰

Making�Public�Space�through�ESD�
Collaborations�–�The�Civic�
Engagement�in�Nishigawa�Canal�
Park�of�Okayama�City�

第７回公害資料館連携
フォーラムin倉敷

令和元年12月
13日から15日

川崎医療福祉
大学 岩淵泰 地域づくり分科会（13日）と企業

分科会を担当

９- ２　マスコミ報道

日付 報道機関 タイトル

【新聞】
平成31年４月19日 山陽新聞 地域の魅力PR飲食店あす開店

平成31年４月19日 山陽新聞 県議選・岡山市議選投票率最低　投票しなかった若者
に聞く

平成31年４月24日 山陽新聞 天文王国発信へ（県と７市町村でつくる協議会）

平成31年４月26日 山陽新聞 吉井川流域DMO３市町長座談会

令和元年５月17日 山陽新聞 西川アーカイブス勉強会開催

令和元年５月17日 山陽新聞 西川ホコテンとアペリティフ�in�okayama

令和元年５月23日 山陽新聞 豊富な天文施設PR　スタンプラリー

令和元年６月２日 山陽新聞 土木学会、西日本豪雨テーマに講演会

令和元年６月13日 読売新聞 豪雨と復興�専門家語る

令和元年６月14日 毎日新聞 浸水被害�振り返り検証

令和元年６月19日 山陽新聞 西川街づくり関係者新旧交流会

令和元年６月21日 山陽新聞 和気の魅力掘り起こす　岡山大生モニターツアー

令和元年６月28日 山陽新聞 岡山経済同友会SDGs研究推進会議でセンター研究員が
研究発表

令和元年７月５日 山陽新聞 岡山の水とくらしシンポジウム

令和元年７月20日 読売新聞 参院選2019　識者に聞く

令和元年７月23日 山陽新聞 西川緑道公園テーマに本（西川アーカイブス）

令和元年９月４日 山陽新聞 おかやま円卓会議　SDGs一層推進

令和元年９月18日 読売新聞 岡山、熊本、金沢　商店街活性化を考える
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９その他

日付 報道機関 タイトル

【新聞】
令和元年９月19日 山陽新聞 魅力ある商店街に　三都市シンポジウム

令和元年10月22日 山陽新聞 岡山大学の未来を語る

令和元年11月13日 読売新聞 岡大　授業に参加型学習「CBL」

令和元年11月15日 山陽新聞 「高校の魅力化フォーラム」開催

令和元年12月12日 環境新聞 ２つの和解　みずしま環境学習コンソーシアムができ
るまで

令和２年１月29日 山陽新聞 みずしま財団3’月設立20周年　公害の教訓　継承に力

令和２年２月１日 山陽新聞 天文観光やスポーツのまち　広域連携の成果紹介

令和２年２月１日 山陽新聞 語る伝える　岡山の公共空間を研究したサウミャ・キ
ニさん

【テレビ】
令和元年７月21日 TSC（テレビせとうち）池上彰の参院選ライブ　三村聡センター長出演

令和元年11月11日 NHK岡山放送 もぎたて！「第１回真備地区復興推進委員会」　三村聡
センター長コメント

令和元年12月22日 OHK岡山放送 特別番組「備中発！おかしBOX～地域で広がるサポー
トの輪～」　三村聡センター長出演

令和２年２月４日 NHK岡山放送 もぎたて！「もぎたてツーリスト～We�Are�The�World�
in�西川」　サウミャ・キニ研究員出演

令和２年２月４日 TSC（テレビせとうち） TSC�News５「西日本豪雨前より『絆』強く真備町で『復
興まちづくり』」　三村聡センター長コメント
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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
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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。
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氏　名 備 考

１号委員 加　賀　　　勝 社会連携担当副学長

２号委員 三　村　　　聡 センター長

３号委員 前　田　芳　男 副センター長

４号委員 吉　川　　　賢 センター専任教員

４号委員 山　田　一　隆 センター専任教員

４号委員 岩　淵　　　泰 センター専任教員

５号委員 吉　川　　　幸 実践型教育プランナー

６号委員 渡　部　廉　弘 総務・企画部長

岡山大学地域総合研究センター運営委員会名簿
平成 31 年 4 月 1 日現在 

以上８名 
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地域総合研究センター アドバイザー委員
平成 31 年 4 月 1 日現在

以上 17 名 

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

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 常務理事

平本 真樹 株式会社ぐるなび　営業本部　プロモーション部門

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　化学・プロセス研究所

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

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 理事

岡山 一郎 山陽新聞社

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　

桂田　隆行 日本政策投資銀行　参事役
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１-１．４- １．学生企画（2019 年度まちけん　瀬戸内市裳掛地区貢献プロジェクト）
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１-１．４-１．学生企画（おかやまスポーツまちづくりプロジジェクト2019 for SGDs）
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１-１．４-１．学生企画（おかやまスポーツまちづくりプロジジェクト2019 for SGDs）
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１-１．４- １．学生企画（ART × CUTE × AREA）
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４- １．学生企画（ART × CUTE × AREA）
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