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地域における小学校と連携した実習
～模擬保護者会を通じて～

模擬保護者会の授業の様子①

「小学校での学級運営サポート」と「大学での模擬保護者会」を主軸とした活動です。
実習と授業をリンクさせる「往還型学習」を通じて教育現場支援と教育者育成の両立を
目指します。

目 的 小学校の学級運営サポート／現場での学びを得ることによる教員志望者の学習の補充・深化・統合

連携メンバー
および役割

吹田市内小学校教員･･･学級運営、学生指導
関西大学文学部教授 石井康博･･･学生指導、活動にあたっての各種調整
関西大学文学部学生･･･ボランティアでの学級運営補助

活動地域 大阪府吹田市内の複数の小学校

活動期間 2007年4月～（継続中）

関西大学文学部に初等教育学専修が設置された初年度から本活動が開始。教育現場での実学的な学習を通じて
学生の教育者としての能力を高めることを目指し、初等教育学専修の教員が一丸となって教育委員会や小学校等
の調整を行った。

（１）小学校のサポート
（２）大学における教育現場に応じた教育プログラムの創出

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇
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大学の正課カリキュラム「学校参加とフィールドワーク1・2」の一環として、大学1～2回生が主体となって
展開する活動である。
本活動において、学生はそれぞれ吹田市内の小学校に赴き、学校で体験したことを報告し、討論し、課題解決
の糸口を見つける。そこで週1回のスクールボランティア（学級運営サポート）にあたる。
本活動においては、大学の授業内で模擬保護者会として、学生が教員役と保護者役に分かれたロールプレイを
行う。
このような教育現場と授業の両面からの学習活動を行う意図は、教育現場をサポートすることに加え、大学の
中と外を「往還」することによって学生の学級運営能力を高めることにある。
学生は実際の教育現場で観察・分析した小学校教員の指導や判断を大学に持ち帰り、それを参考にしながら、
模擬保護者会において、時には教員、時には保護者となり学級運営に関する模擬的な受け答えを行う。これは、
教員になった際、どのような方針を掲げて児童および保護者と相対していくかのトレーニングに繋がっていく。
このように、教育者を目指す学生の学びの補充・深化・統合のために日々活動を続けている。

◇研究者の紹介◇

文学部 教授
石井 康博

（いしい やすひろ）

専門は教科教育（算数科教育）。小学校算数科で利用される具体物、子どものインフォーマルな知識、小学校入門期
における子どもの数的活動について研究をしている。

（１）小学校における児童との信頼関係構築
（２）小学校からの活動報告書による各種意見

（１）往還型学習の効果検証

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇

模擬保護者会の授業の様子②
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目 的 構成的エンカウンター・ソーシャルスキルトレーニング（SST）を通し、生徒の心理的成長と人間関係能力
の育成・向上を目指す

連携メンバー
および役割

神戸市教育委員会･･･全体企画
神戸市立摩耶兵庫高等学校教員･･･プログラム作成の目的や方法を検討
関西大学高大連携センター･･･連携にかかる各種調整
関西大学文学部教授 松村暢隆･･･プログラムの実施前および成果の公表の相談
関西大学心理学研究科博士後期課程 小黒明日香

･･･教員と協同してプログラムを作成、当日のプログラムの実施
関西大学大学院修了生 稲田一善･･･当日のプログラムの実施

活動地域 兵庫県神戸市中央区

活動期間 2011年～（継続中）

費 用 実施学年での年度予算、神戸市における特別支援教育の枠内で捻出

摩耶兵庫高等学校において本学学生の実習受け入れなどが行われていたことを契機に、神戸市教育委員会およ
び関西大学高大連携センターが神戸市パイロットスクール事業を計画して、実施の依頼を受けた。

（１）不登校を経験している生徒が多い
（２）人とのコミュニケーションが難しい生徒がいる
（３）生徒が新しい仲間づくりを躊躇する風土もある

生徒が人や社会と繋がりたくなる取り組み
～教師と心理系大学院生との連携～

大学院生が高校教員と協力・作成したプログラムを実施して、生徒が未経験の役割や活動を
通して個人から学校、地域へと広がる繋がりを感じる中で、人間関係能力を育成しています。

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇

ワークの様子①
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＜2012年度 実施例＞
目的：ソーシャルスキルトレーニング（SST）を通し、生徒の心理的成長と人間関係能力の育成・向上を目指す。
①スキルの獲得そのものよりは、生徒間のコミュニケーションの風土を促進する。
②ひとつの問題を生徒どうしで共有できるような、共同注視の風土を促進する。

内容：シナリオロールプレイを実施し、人間関係能力と問題解決能力の育成と向上を目指す。
対象生徒：1学年昼間部36名（1組：18名，2組：18名）
講師：押江隆先生
準備物：椅子4つ、プリント①30枚、プリント②30枚、アンケート用紙60枚
タイムテーブル：15:00～15:20 人間知恵の輪（アイスブレイク）

15:20～16:20 シナリオロールプレイ
16:20～16:35 アンケート記入
16:35～ 教室に戻らずその場でホームルーム

◇研究者の紹介◇

文学部 教授
松村 暢隆

（まつむら のぶたか）

専門は、発達・教育心理学。発達障害児者の才能・認知的
個性を活かす学校教育実践の在り方について、日本学術振
興会科学研究費研究代表者等で研究を続けている。

専門は、認知・発達心理学、特別支援教育。
関西大学学生相談・支援センターの学生コーディネー
ター。小学校～大学までの学習・社会支援の実践に取り
組んでいる。

心理学研究科博士後期課程
小黒 明日香
（おぐろ あすか）

（１）クラス、学年を越えた生徒どうしの交流が促進された
（２）教員、大学院生が生徒の授業以外の一面を見ることができた
（３）教員と生徒の関わりを促すことができた
（４）教員どうしのコミュニケーションを促進する効果が見られた
（５）実施後も、生徒のコミュニケーションに良い変化が見られた
（６）事後アンケートで、生徒の大半が活動を肯定的にとらえ、とくにすべての生徒が「楽しかった」と答えた

◇学生の紹介◇

（１）年度により生徒の様子や特性も異なるため、毎年検討を要する
（２）継続的な実施が重要となってくる
（３）昨年度は、年に3回実施したが、実施時期や回数の検討が必要

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇

ワークの様子② ワークの様子③
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能勢の文化遺産・再発見

目 的 伝統文化を通して住民の愛郷心を高揚させ、地域づくりに貢献／学生たちの伝統文化の実際の学習

連携メンバー
および役割

大阪府能勢町
地域住民･･･伝統文化に関する情報提供・ワークショップへの協力、参加
財団法人日本民家集落博物館学芸員・ボランティアの皆さん･･･ワークショップへの協力
関西大学文学部教授 森隆男･･･監修・調査・研究の指導。講座の講師・ワークショップなどへの参加
関西大学文学研究科大学院生／文学部学生･･･企画・調査・研究・講座の講師・ワークショップへの参加

活動地域 大阪府豊能郡能勢町

活動期間 2013年～（継続中）

費 用 教員と学生の自己負担

能勢町長と、伝統文化を活用した地域づくりの可能性について意見を交換し、まず教員と学生たちが年中行事や
食・住文化について調査に取り掛かった。また食と住に関わる文化を体験的に学ぶために、地元の空き民家と日本
民家集落博物館（大阪府豊中市）に移築されている能勢の民家において住民の方々とワークショップを行った。

（１）過疎化と高齢化が進む中で、地域の活力が衰退
（２）伝統文化の継承

大阪府能勢町において、食文化や住文化、年中行事などの伝統文化に関する調査を
実施し、その成果を活用したワークショップを実施しています。

古民家で地元の方々とともに行ったワークショップの様子

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇
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能勢町で伝承されてきた伝統文化について調査・研究し、その特色を明らかにするとともに今後継承すべきも
のを提示する。
現在注目しているのは、毎年小正月に行なわれるキツネガエリの習俗である。若者たちがわらで作ったキツネ

をもって各家を訪問し災いを除くとともに新しい年の祝福を行うもので、現存するのは天王地区だけである。ま
た秋に行われるイノコの行事でも、わらで作った獅子頭をもって各家を訪れ、キツネガエリの習俗と同様の目的
で舞う。いずれの習俗も将来地域を支える若者たちが地域内の状況を把握するとともに、構成員の一人であるこ
とを認識する行事といえる。若者が減少して行事の継続が危機に瀕している今、これらの行事が地域づくりに重
要であることを提言し、その存続に向けた方法も検討したい。
また住民と一緒に、空き民家を利用して当地の伝統食の再現を行い、試食するワークショップを行った。取り

上げたのは現地で入手できる食材を使用した「地産地消」の食文化であり、当地の豊かな食文化を再発見する機
会になったといえる。
今後、上記に加えて祭礼や特色ある民家など能勢町の伝統文化を文化遺産として活用する意義について、現地

の施設で住民に対して講座形式で伝える場を設定したいとを考えている。

◇研究者の紹介◇

文学部 教授
森 隆男

（もり たかお）

専門は住文化論。日本列島の住まいについて、外観・間取り
の構成と配置・神や祖先の祭祀・日常と非日常における人の
動線などの視点から分析し、住まいの意味を考察している。

・地域住民の方

学生たちとのワークショップを通して、地元住民が気付
かなかったことも教えられ、有意義な時間を共有できた。

・大学院生

伝統的民家の中に、便利なところと不便なところが併存
している点を体感。フィールドワークを通して、「生き
た文化」の魅力を発見することができました。

（１）住民が伝統文化の意義を再確認
（２）学生たちが伝統文化の現状を具体的に学び、理解を深めた

◇現場の声◇

（１）学生たちの研究をすすめる上でのフィールドとして、さらに調査を実施
（２）研究成果を講座等により地元に還元
（３）成果の記録を活用
（４）高齢化が進んだ地元との世代間の交流
（５）旅費等、研究費の確保

移築民家で子どもたちと伝統食を再現 各戸を訪れるキツネガエリの習俗

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇
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目 的 学校外の地域社会に貢献する活動への参加を通し、子どもたちの自発性や創造性、社会性を培う学習を実践

連携メンバー
および役割

吹田市立山手小学校･･･吹田くわい栽培による学習の主体
吹田くわい生産農家 平野紘一氏･･･くわい栽培の技術指導
吹田市役所地域経済振興室、広報課･･･くわい栽培のサポートおよび広報
奈良女子大学大学院・日本学術振興会特別研究員 冨澤美千子氏･･･学習活動の企画およびサポート
関西大学文学部教授 山住勝広／文学部初等教育学専修学生･･･学習活動の企画およびサポート

活動地域 吹田市立山手小学校

活動期間 2005年～（継続中）

費 用 2005年～2009年度は文部科学省「私立大学学術研究高度化推進事業」／
2010年度以降は日本学術振興会「科学研究費助成事業」による補助金

2005年度採択、文部科学省「私立大学学術研究高度化推進事業」において、関西大学人間活動理論研究セン
ターが、子どもたちの新たな放課後学習活動「ニュースクール」の実践開発を開始した。学習と日常生活を結び
つけ、創造性を育むことを目的に、小学生にとって身近な「食」に着目し、地元の伝統野菜「吹田くわい」を
テーマに選定した。また、吹田市立小学校4校に吹田くわいをテーマにした総合的な学習を導入するに至った。

（１）環境学習および食育の機会創出
（２）吹田市の伝統野菜「吹田くわい」の復活
（３）郷土の歴史・文化を学ぶ機会の創出
（４）創造性の育成

「ニュースクール（※）」プロジェクト
～伝統野菜「吹田くわい」とかかわる子どもたちの創造活動～

小学生と関西大学文学部初等教育学専修の大学生が、地元伝統野菜「吹田くわい」の再生・
普及をめざし、生産農家、市役所、市民と協力し、学びあう活動に取り組んでいます。

※ニュースクール…吹田市立山手小学校の小学生と関西大学文学部初等教育学専修の大学生が、地域の伝統野菜「吹田くわい」をテーマに、
1年間を通したグループ学習や映像作品づくり、農業、調理の体験を通し、協働の学びをつくり出す社会連携プロジェクト

平野農園での吹田くわいの植え付け

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇

吹田市イメージキャラクター「すいたん」と
ニュースクールの子どもたち
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吹田市内の小学校において、地元伝統野菜「吹田くわい」をテーマに、「ニュースクール」と名づけた学習プ
ログラムを展開。文学部初等教育学専修で小学校教員をめざす大学生が、毎週水曜日の放課後や休日、小学生の
創造活動を支援することを通して、教員としての力量を形成する実習プログラムになっている。

学生が企画した学習コンテンツの一例は以下の通り。
（１）小学校内に設置した鉢でのくわい栽培（くわい生産農家・平野氏による技術指導）
（２）iPad等を活用した映像制作（くわいに関するドキュメンタリーやドラマ等）
（３）「吹田まつり」でのパレードの実施（各家庭から持ち寄った牛乳パックなどを使った神輿を製作）
（４）くわいを使ったレシピの考案および調理実習
上記のコンテンツは、「ニュースクール」が提唱する新たな学習方法の考え方にもとづいて展開されている。
「ニュースクール」は、新たな生活のあり方の創造をめざし、学校の外に出て、より広い現実世界の多様な活動
に参加し、新しいつながりや結びつきをつくり出す「拡張的な学習」を実践しようとするものであり、子どもた
ちの想像力と創造性を培うことを重視していることが特徴である。

文学部初等教育学専修教授
山住 勝広

（やまずみ かつひろ）

子ども主体の小学校教育をテーマに、カリキュラムと
授業、学習と成長・発達に関する研究に取り組んでい
ます。また、日本、フィンランド、アメリカの小学校
教育に関する国際比較研究も進めています。

日本における「子どもの側に立つ教育」の歴史的系譜を、大正
期の自由教育運動から今日の小学校教育まで辿っていく研究に
取り組んでいます。また、吹田くわいをテーマにしたニュース
クールと小学校での総合的な学習の実践開発を進めています。

奈良女子大学大学院博士後期課程院生／
日本学術振興会特別研究員

冨澤 美千子
（とみざわ みちこ）

（１）吹田市内の一部小学校における
「総合的な学習の時間」への採用

（２）子どもの郷土愛の醸成
（３）子どもの創造性の向上
（４）吹田くわいの知名度向上

（１）地域の特色を題材にした学習のモデルケース確立

◇現場の声◇

・上内さきほさん（吹田市立山手小学校4年生）

大学生や学校の友達と一緒に活動していて、とても楽しいです。
紙ねんどやダンボールで吹田くわいを作るのが面白かったです。
だから、ニュースクールが大すきです。

・髙須はるな（関西大学文学部初等教育学専修3年生）

小学生と大学生が協力し創り出すニュースクールの中で、私は
普段なら経験できない多くの学びを得ています。子ども達と共
に自分自身も成長できる場であると思っています。

吹田まつりでの「くわいのみこし」パレード

◇研究者の紹介◇ ◇研究者の紹介◇

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇
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明日香村内史跡の
再現CGアニメーション作成プロジェクト

第1作「石舞台古墳～巨大古墳築造の謎～」のCG画像

明日香村内の史跡をCGアニメーションによって再現しました。

目 的 明日香村の魅力を可視化して小学校教材および観光ツールとして発信すること

連携メンバー
および役割

奈良県明日香村･･･村内の各種調整、CGおよび副読本作成における監修作業の協力
東京大学生産技術研究所 池内・大石研究室･･･各種データの提供
株式会社アスカラボ（池内克史研究室発ベンチャー企業）･･･CG作成
関西大学文学部教授 米田文孝／関西大学考古学研究室･･･CGおよび副読本作成における監修と執筆

活動地域 奈良県明日香村／関西大学千里山キャンパス

活動期間
2010年1月1日～2011年3月31日（第1作）
2011年4月1日～2013年3月31日（第2作）
2013年5月27日～（第3作 ※作成中）

費 用 明日香村からの受託研究費

関西大学と明日香村は、1972年（昭和47年）の高松塚古墳壁画発見をはじめ、考古学を中心としたさまざまな
連携を進めてきた。その実績を基盤として、明日香村より小学校教材および観光ツールとして活用することを目
的として、明日香村内の史跡再現CGアニメーション作成について依頼があり、本プロジェクトが始動した。

（１）村内の魅力を目に見える形で発信すること

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇
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このプロジェクトは明日香村の要望に基づいて設定されたテーマに応じて、明日香村内の史跡を再現するCGアニ
メーションおよび副読本を作成することを目的としている。
CGアニメーションは明日香村との共同監修の下、東京大学生産技術研究所の池内・大石研究室からの各種3次元

データ提供協力、および同研究室発ベンチャー企業「アスカラボ」へのCGアニメーション作成業務委託によって制
作された。
また、CGアニメーションに併せ、各方面の協力を得て、考古学研究室の学生が主体となり、小学校教員用の解説

副読本も作成した。
これらの成果として、第1作「石舞台古墳～巨大古墳築造の謎～」（2009～2010年度）、第2作「飛鳥寺と飛鳥大
仏」（2011～2012年度）が完成。明日香村より、畿内約3,000校の小学校に教材として無償配布された。
2013年度からは第3作「水落遺跡再現CGアニメーション」の作成に取り組んでいる。完成したCGアニメーション

は、明日香村HPや明日香村内の各種施設において閲覧可能。

◇研究者の紹介◇

文学部 教授
米田 文孝

（よねだ ふみたか）

仏教が日本に来た道をもとめて約25年、仏教のはじまりの地であるインド共和国で仏教遺跡の発掘調査や踏
査を行ってきました。その後、寄り道、道草をはさみながらユーラシア大陸を東にすすみ、仏教が日本で最
初におこった奈良県の飛鳥の地にたどり着きました。1400年前から約一世紀間、倭国･日本国の都であった
国際都市、飛鳥の姿を一度目にしたいと夢想しています。

第2作「飛鳥寺と飛鳥大仏」のCG画像 作成にあたっての連携メンバー打合せの様子

古代の守り神（四神）をモチーフにしたオリジナルキャラクター（考古学研究室の学生が作成）

青龍 朱雀 白虎 玄武

（１）教育現場における使用実態調査
（２）小学校教材としての問題点や提案のフィードバック
（３）児童の理解度調査による成果品の修正

◇大学の役割◇

◇今後の展望◇
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目 的 学校図書館支援／こどもたちの学習環境支援／出版文化・活字文化振興支援

連携メンバー
および役割

東北地方の学校図書館（小中学校）･･･学校図書館整備
紀伊國屋書店･･･出版情報の収集・提供
NPOあくせす・ぽいんと／関西大学文学部教授 渡邊智山

･･･児童書の収集・書誌のデータベース化・児童書の寄贈

活動地域 関西大学千里山キャンパス（文学部渡邊智山研究室）

活動期間 2011年4月23日～（継続中）

費 用 外部資金（例：2013年度公益財団法人JR西日本あんしん社会財団活動補助金）／支援者による個人献金

本が持つ最大の魅力は、その圧倒的な世界観である。2011年3月11日。東日本大震災により多くの人々が、その
世界に触れる機会を失うこととなった。特に未来を創っていく「こどもたち」にとっては大きな問題であり、学
校教育環境の復興も含め、こどもたちの学習環境を充実させることは緊急の課題である。NPOあくせす・ぽいん
とは、「復興」に寄与するべく、学校図書館を支援するプロジェクトを立ち上げた。

（１）東日本大震災による学校教育環境の復興
（２）学校図書館における運営補助金等の不足
（３）学校図書館用参考図書及び児童書の不足
（４）「子どもの貧困」等による教育環境の対処

学校図書館へ本を「贈ろう」プロジェクト：
Books for You

出版文化・活字文化の大切さを共有しながら、図書館とは何か、公共の福祉とは何かについて、
関大生が中心となり、地域を支える人間力の向上を目指すべく活動しています。

本を贈るパッケージ

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇
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「学校図書館へ本を『贈ろう』プロジェクト：Books for You」は、全国から児童書（絵本を除く）を募り、
必要とされる児童書のみを学校図書館へ寄贈する活動である。児童書を希望する学校図書館は、NPOあくせす・
ぽいんとが提供するデータベースから児童書をチェックし、メール等でリクエストすることで、あくせす・ぽい
んととの連携が始まる。主たる活動は、構成メンバーである関西大学の学生（大学院含む全学部）と文学部の教
員有志、および民間企業（紀伊國屋書店）が担い、「地域」「民間」「大学」との関係を前提に、児童書の収
集・管理・提供を行っている。児童書を寄贈したい全国の人々と、児童書を必要とする学校図書館との間に媒介
するメディエーターとしての役割（情報を媒介する図書館的な機能）を果たすのが、NPOあくせす・ぽいんとの
活動である（プロジェクトイメージ図参照）。

写真説明文

◇研究者の紹介◇

文学部 教授
渡邊 智山

（わたなべ としたか）

専門は、図書館情報学。図書館に
おける情報通信技術の活用、および図書館サービスの在り
方について、図書館の社会的使命を基本に考察している。

（１）岩手／宮城／福島の学校図書館への児童書寄贈
（２）福島スタディツアーの実施（2013年）
（３）東日本大震災関連シンポジウムの参加および

ポスターセッション
（４）公共図書館での「英語絵本の読み聞かせ」の実施

（１）寄贈図書（児童書）の継続的収集および広報活動
（２）外部資金獲得のための諸活動
（３）図書館支援のための新プロジェクトの継続：

英語絵本の読み聞かせ・アクティビティの企画
（４）学生ボランティア同士の持続的確保

プロジェクトイメージ図

本の募集ポスター

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇
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目 的 全国の交通まちづくりに関心のある人のネットワークを形成し、問題意識の共有と政策提言を行う

連携メンバー 人と環境にやさしい交通をめざす協議会／NPO法人エコエネルギーによる地域交通システム推進協会／
国土交通省／環境省／新交通システム推進議員連盟／関西大学経済学部教授 宇都宮浄人

活動地域 全国
（これまで、宇都宮、京都、横浜、東京、岡山、新潟、水戸においてシンポジウム・フォーラムを開催）

活動期間 2005年～（継続中）

費 用 大会の参加登録料／シンポジウム等の資料代／趣旨に賛同する団体・企業からの協賛金および助成金
（環境再生保全機構「地球環境基金」＜2008年～2011年＞など）

関西大学赴任以前の宇都宮に対し、 エコエネルギーによる地域交通システム推進協会からの依頼があり連携が
開始した。

交通まちづくり

交通によるまちづくりに関心のある市民、行政、学界、事業者、メーカーなど
様々な立場の方が集まるフォーラム等を企画し、政策提言を行っています。

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

2012年に水戸市で開催された「スマートまちづくりフォーラムin水戸」のパネルディスカッション
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これまでの交通経済に関する研究内容を基礎に、
交通まちづくりに向けた取り組みを講演、シンポ
ジウム等で発信するとともに、そうした活動を通
じて、交通まちづくりの各地の団体のネットワー
ク拡大に寄与。また、2013年に新潟で開催した
「人と環境にやさしい交通をめざす全国大会in新
潟」においては、関西大学環境都市工学部の学生
も報告に参加するなど、学生の視点からの交通ま
ちづくりに関する分析、提言も実施。

「第6回 人と環境にやさしい交通をめざす全国大会in新潟」の研究発表大会で発表する本学学生

◇研究者の紹介◇

経済学部 教授
宇都宮 浄人

（うつのみや きよひと）

日本銀行調査統計局物価統計課長などを経て2011年から関西大学へ赴任。専門は、経済統計学。経済学の考え方をベースに、
交通問題の研究を進めており、日本の交通政策やまちづくりについて各地で提言を行っている。

（１）地域公共交通活性化に向けた制度の検討
（２）交通政策基本法の制定に向けた議論の喚起
（３）交通まちづくり活動のネットワーク化

◇解決すべき課題◇

◇大学の役割◇

東日本大震災で被災した水戸弘道館を見学する様子
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地域商業・産業振興、まちづくり、
中心市街地活性化等に関する研究調査および

研究発表（ゼミナール活動）

調査結果のプレゼンテーションの様子

地域の抱える課題に関して、フィールドワークを通して調査研究し、その成果を各種ゼミ
ナール研究発表大会でプレゼンテーションする。

目 的 地域の抱える問題に対する調査・研究発表活動を通じ、学生の研究およびプレゼンテーション能力の
向上を図る

連携メンバー

近畿経済産業局／小浜市／吹田市／高槻市／豊中市／彦根市／大阪商工会議所／ JA／
いたみタウンセンター／川西市中心市街地活性化協議会／関西地域活性化イベント協議会／
新長田まちづくり株式会社／ JR吹田駅前周辺まちづくり協議会／伏見夢工房／
伊丹中央サンロード商店街／京橋中央商店街／吹田市旭通商店街／千林商店街／天神橋筋商店街／野
田新橋筋商店街／コープ自然派事業連合／大阪エヴェッサ／大丸／早和果樹園
関西大学経済学部 佐々木保幸ゼミ ほか

活動地域 大阪府吹田市、大阪市を中心に近畿県内で調査活動を行ってきた

活動期間 各調査は毎年6月～12月にかけて、ゼミナールの研究調査グループごとに実施している。また、10月～12月
にかけて各種ゼミナール研究発表大会で研究成果を発表している。

ゼミナールでは、地域商業や中心市街地の現状や活性化について学び研究してきた。これらのテーマの解明に
は、フィールド調査が必要であり、ゼミナール生はさまざまなフィールドに飛び出し、現地調査を進めるように
なった。それら研究成果は、各種のゼミナール研究発表大会でプレゼンテーションすることを義務付けている。
それゆえ、本ゼミナールでの取り組みは、純然たる「地域連携」とはいえないことにも留意いただきたい。

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇
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ゼミナール生を1組4人程度のグループに分けて、各グループごとに関心のある研究テーマ（地域商業や産業、
まちづくり等）を設定する。各グループは、関係団体等へのヒアリングやアンケート調査等のフィールド調査を
実施し、研究考察をおこなう。研究内容は、必ず各種のゼミナール研究発表大会で、成果発表する。その際、研
究結果から、政策提言的なプレゼンをすることもある。

◇研究者の紹介◇

経済学部 教授
佐々木 保幸

（ささき やすゆき）

日本とフランスの流通政策研究を専門としています。最近は、地域商業振興政策や大規模小売業の「国際化」に関しても
研究を進めています。

（１）2010年度日本学生経済ゼミナール大会プレゼン部門の分野優勝
（２）2011年度日本学生経済ゼミナール大会プレゼン部門の分野優勝
（３）2012年度日本学生経済ゼミナール大会プレゼン部門の分野優勝
（４）2013年度日本学生経済ゼミナール大会プレゼン部門の分野優勝
（５）2012年度関西ブロック大会の分野優勝

（１）観光を活かした中心市街地活性化
（２）地域経済に対する「ゆるキャラ」の効果
（３）「バル」等最近の地域商業活性化策の効果
（４）みかん産地の6次産業化の方向性
（５）「食」を活かしたまちづくりの理念と方向
（６）買い物難民問題の現状と対策
（７）bjリーグの地域密着マーケティング戦略

大会でのプレゼンテーションの様子

◇解決すべき課題◇

◇解決すべき課題◇

◇成果◇

－ 19 －



自治体が直面する経済政策上の
課題に関する研究（ゼミナール活動）

大学内イベントにおけるアンケート実施の様子

関西大学経済学部の授業「経済学演習」の中で、自治体が直面する経済問題を学生が取り上げ、
これに関する調査・研究活動を行い、問題解決のための具体的政策提言をまとめました。

目 的 発見した政策課題と問題解決のための政策提言の地域への発信と、活動を通した学生の能力向上

連携メンバー 大阪府吹田市／関西大学経済学部 本西泰三ゼミ

活動地域 大阪府吹田市及び周辺自治体

活動期間 2010年頃～（継続中）

費 用 自己負担（交通費程度）

吹田市は、「まちづくり吹田学塾」の実施や、関西大学における講義科目「吹田市と関西大学」の担当など、
市政の課題を情報発信し、市民と共に考える中で、問題解決の方策を探る地域連携に大変熱心な自治体である。
一方関西大学では、政策教育の中で取上げる経済政策上の課題と、研究を進めていく上で必要な情報提供先を求
めていた。市政に関する情報提供の依頼に、吹田市にはいつも快く応じて頂いている。

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇
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学生は講義科目「吹田市と関西大学」に出席し、市職員による講義の中で、市政が抱える様々な政策上の課題
について学ぶ。この講義の内容などから、学生は経済政策上の課題を発見する。政策課題に関する研究を進める
うえでは、市の関係部局からの情報収集が必要となることも多く、学生がこの取材を担当する。アンケートの実
施は学生が調査員として用紙の配布・回収を行うことを基本にしているが、吹田市の側から協力の申し出を頂く
場合もある。学生はこうした情報を元に、政策課題を解決するための政策提言内容を1年程度かけてまとめ、ゼ
ミナール大会を初めとする研究発表の場でこの内容を報告する。こうした場で得られたコメントなどを元に、さ
らに1年程度かけて論文の内容を充実させ、最終的には卒業論文としてまとめる。卒業論文は調査にご協力頂い
た吹田市の担当部局に送付させて頂いている。

◇研究者の紹介◇

経済学部 教授
本西 泰三

（もとにし たいぞう）

経済政策を教える中で、具体的な政策提案につながる教育の重要性を痛感し、学生には常に市の担当者や
市民から得られる生の声を重視して研究を進めるよう指導している。

（１）スポーツ施設の民間委託方式
（２）商店街活性化
（３）放置自転車
（４）災害発生時の防災協力
（５）千里ニュータウンの世代間交流
（６）デートDV問題の啓蒙

（１）学生の課題発見・政策提案能力向上および市政に関する理解の深化
（２）大会報告などを通じた関西大学及び他大学学生への情報発信
（３）吹田市への研究成果の報告

（１）現在の関係を維持し、今後も学生の政策提案能力の向上に努めたい
（２）吹田市からは教えて頂くことばかりだが、今後は発信を一層重視し、市政が抱える問題の啓発を促進したい

◇解決すべき課題◇

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇
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環境意識向上に向けた
市民目線からの情報発信

吹田市民の環境に対する意識向上に向け、学生の発想で環境・エコに関する情報発信を行っています。

目 的 吹田市民の環境意識向上とライフスタイル見直し／学生の学習成果の見える化

連携メンバー
および役割

吹田市役所、アジェンダ21すいた･･･『エコプレス』企画会議における掲載コンテンツの検討
吹田市内の環境に関する各種NPO法人･･･独自企画実施と大学への当該企画への参加依頼
関西大学生活協同組合･･･『エコプレス』のコンテンツ「エコクッキング」への食材提供等の協力
関西大学経済学部教授 良永康平･･･学生への指導
関西大学経済学部良永ゼミ

･･･『エコプレス』企画会議における掲載コンテンツの検討と作成、NPO法人の独自企画への
ボランティア協力

活動地域 大阪府吹田市内の公共施設および山・川等の自然／関西大学千里山キャンパス

活動期間 2006年～（継続中）

費 用 吹田市からの『エコプレス』作成にかかる編集経費

吹田市から『エコプレス』（環境問題に関する広報紙）の作成をご依頼いただいたことがきっかけとなって連
携を開始。協力内容を検討する中で、同市からは『エコプレス』全体の企画作成の要望が挙げられた。そこで、
市民に対して環境に関するさまざまな情報を発信することを目指し、エコ情報だけでなく環境に関する書籍・映
画等、幅広く情報発信を行うこととなった。

『エコプレス』の取材のためのリサイクル工場見学

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇
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環境に関するさまざまな情報を発信するために日々活動を行っている。市民の方々にとって身近な情報をお届
けするため、学生が主体となってコンテンツの提案から作成までを手掛けている。具体的な活動内容例は以下に
挙げるとおり。
（１）エコプレスの発行

この活動の核となる取り組みであり、アジェンダ21すいたの情報誌である『エコプレス』を年4回、発行
している。紙面では市内のイベントはもちろんのこと、遠方での取材活動など話題性のある情報を収集・
発信する。なお、掲載するコンテンツは「アジェンダ21すいた」および市役所の方々と協働で行う企画
会議の中で決定している。後述する「エコクッキング」もコンテンツの一つである。

（２）エコクッキング
『エコプレス』に掲載するコンテンツとして、関西大学生活協同組合の協力を受け、市民ボランティアの
方と共に、家庭でも実践できるエコな料理を学んでいる。食材の購入から調理方法、後片付けにいたるま
で、多くの情報が詰まった企画である。

（３）各種イベントへの参加
環境問題に取り組むNPO法人の方々が実施するリサイクルフェア等のイベントにボランティアとして参加
している。

以上のように、学生が大学の内外で学んだ情報を「見える化」して「市民目線」で情報発信することが
この活動の特色である。

（１）学外の団体間のコミュニティ構築の一端を担ったこと
（２）『エコプレス』に対する市民からの多数のご意見を得られたこと

◇研究者の紹介◇

経済学部 教授
良永 康平

（よしなが こうへい）

福岡県久留米市生まれ。1981年一橋大学経済学部を卒業。経済統計学、国民経済計算論、産業連関論が専門。現在の
研究テーマはEUの統計。学生に社会で生き抜く力を身につけさせることを目指し地域での学びを実践している。

（１）取り組みを継続すること

エコクッキングの様子

（１）吹田市･･･ごみ処理にかかる行政上の各種課題解決
（２）吹田市･･･学生・市民への環境教育の充実
（３）NPO法人･･･学生の若い力の獲得
（４）関西大学生活協同組合･･･環境問題に関する取り組みの実施

学生同士のディスカッション

◇解決すべき課題◇

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇
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中小企業の事業承継をサポートする講義

講義の様子①

関西大学商学部では中小企業の事業承継を支援する講義を2014年度より開講しています。

目 的 実家が家業を営む学生が、きちんと家業に向き合うことを支援する活動を正課授業の中で行う

連携メンバー
および役割

大阪産業創造館チーフプロデューサー 山野千枝氏
･･･講義内容の構成・講師の依頼、ディスカッションの司会

関西大学商学部教授 荒木孝治･･･各講義におけるサポート
受講学生･･･講義に出席し、積極的にディスカッションに参加する。また、毎回簡単なレポートを提出

活動地域 関西大学千里山キャンパス

活動期間 2014年4月～（継続中）

費 用 関西大学による負担

関西大学商学部は、大阪産業創造館（大阪府大阪市中央区）と従来より連携してきた。その中で、他大学（関
西学院大学、甲南大学）で行っている事業承継に関する講義を関西大学でも実施しないかという提案があった。
これは古くて新しい課題であるとともに、事業承継に関する保護者・学生からの悩みを聞いていたこともあり、
関西大学独自（内容および講師）の形で実施できるよう調整し、開講に至った。

（１）学生の保護者が抱える事業承継の問題
（２）学生が抱える事業承継の問題
（３）起業時の問題を事業承継の視点で捉える

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇
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◇現場の声◇

2014年春学期（金曜4限）より講義「ビジネス研究（次世代の後継者のための経営学）」を開講している。
コーディネーターは大阪産業創造館の山野千枝氏で、講義内容の検討および講師の選定をお願いしている。現役
の経営者を講師として招き、約半数が関西大学の出身者である。また、講師は全員、業種は様々であるものの、
自らが家業を承継した経験を持つ。
本講義は、実家が家業を営む学生を主な受講者として、彼らが将来直面するであろう家業を承継するかどうか
の決断時によりよい意思決定ができることを目的としている。また、実家は家業を営んではいないが、ファミ
リービジネスや起業に関心のある学生も受講の対象としている。
講義では、事業承継の本質とは何か、後継者のキャリアデザインのあり方、新規事業への進出や業態転換の難
しさ、創業者と後継者との関係、老舗における革新の必要性等幅広く、また興味深い内容が展開されるとともに、
毎回、充実したディスカッションを行っている。また、ライフラインを用いる過去を振り返る実習を行うことに
より、学生にとって今後の生き方の指針を得る手助けにもなる工夫を行っている。

◇研究者の紹介◇

商学部 教授
荒木 孝治

（あらき たかはる）

専門は統計学・品質管理。ゼミでは過去に2回、山﨑製パ
ン株式会社とともに関大ランチパックの開発を行った。現
在、ものづくり系企業や理工系学部との共同プロジェクト
をゼミ生とともに推進している。

（１）2014年4月よりスタートしたところであり、明確な成果はまだないが、毎回のレポートからは受講者により
高く評価されていることがわかる（上記、「現場の声」の受講生の声参照）

（２）ディスカッションの時間を十分に取り、理解を深めている
（３）受講生が毎回提出するレポートより、VOC（Voice of Customer）を確認

（１）他学部からの受講生受け入れの拡大
（２）受講生を、実家が家業を営む学生に限定するかどうかが課題

◇研究者の紹介◇

大阪産業創造館
チーフプロデューサー

山野 千枝
（やまの ちえ）

大阪産業創造館は大阪市経済戦略局の中小企業支援拠点。
同館発行情報紙「Bplatz press」編集長を兼任。事業承
継をテーマに大学で教鞭をとっている。

講義の様子②

・山野千枝氏（大阪産業創造館 チーフプロデューサー）

現役後継経営者とのディスカッションを通して、ファミ
リービジネスがもたらす企業存続力、世代交代がもたら
すイノベーションについて受講生の理解が深まっている。

現役経営者よりさまざまな視点・経験から事業承継の
話を聞くことができ、たいへん参考になっている。

今まで家業に関心はなかったが、家業のありがたさや
可能性、それを次世代に承継する必要性に気づくことが
できた。

・受講生

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇
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地域の有力な中小企業の課題を解決

M ラボ 課題解決ラボ発表会（2013年10月19日）

有望な中小企業と学生がコラボレーションし、地域と企業の発展と学生の成長機会を創出。

目 的 中小企業の活性化および、企業と学生とのマッチング

連携メンバー
および役割

神戸新聞社･･･「課題解決ラボ」の主催
兵庫県内の中小企業（オリバーソース株式会社、株式会社ジェム、株式会社リアル）

･･･学生とのコラボレーション、調査のための商品・情報提供
関西大学商学部 西岡健一ゼミ･･･企業の課題調査および解決策の提案

活動地域 兵庫県内／関西大学千里山キャンパス

活動期間 2013年～（継続中）

神戸新聞社が主催し中小企業庁・全国中小企業団体中央会の補助事業である 「Mラボ（※）」。その中核事業
として、学生が企業の課題解決策を提案する「課題解決ラボ」に参加。この事業の開催にあたり、主催者の神戸
新聞社から西岡ゼミに参加の打診があり連携が開始した。
※「Mラボ」･･･中小企業と大学生の就職マッチングを目的とした情報発信や交流機会の創出などを展開する事業。

（１）中小企業の経営課題と地域経済の発展
（２）大学生に対する中小企業の認知度向上
（３）特に新卒雇用のミスマッチに対する対処

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇連携の経緯◇
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「課題解決ラボ」は、同企画に応募した大学と兵庫県内の企業が連携し、商品の販売促進戦略や新市場開発、
さらには業務オペレーションの改革といった企業が抱える課題について、学生が解決策を提案するというもの。
西岡ゼミの3年生が3チームに分かれ参加している。
学生はまず、商品に関する市場調査や企業へのヒアリング等の綿密な調査により、課題の発生要因を探り、企業

へ調査結果を報告する。その後、企業と打ち合わせを重ね、調査結果およびゼミの専門領域に基づく課題解決策を
練り、10月の発表会でプレゼンテーションを行う。

2013年度の活動の一例は以下のとおり。
（１）オリバーソース株式会社との連携

目的 ：新調味料「しょース（醤油風味のソース）」の認知度向上
調査方法 ：同社から「しょース」のサンプル提供を受け、アンケート調査を実施。
調査で抽出した課題：消費者は「新調味料」ではなく「変わった味のソース」として認識していた。
学生の提案 ：①「新しい調味料」のイメージを発信するためのコンセプト設定

②しょースの使い方を発信することを目的とした、料理教室や料理レシピ投稿サイト
との連携

（２）株式会社リアルとの連携
目的 ：米ぬかを用いたスキンケア商品の販売促進
調査方法 ：商品サンプルを用いた使用者調査と市場調査
調査で抽出した課題：新商品発売による一時的な売り上げ増加に頼る販売戦略
学生の提案 ：既存商品の販売促進を図ることを目的とした、使用者によるSNSでの情報発信サイク

ルの確立

◇研究者の紹介◇

商学部 准教授
西岡 健一

（にしおか けんいち）

エジンバラ大学ビジネススクール博士課程修了、PhD（エジンバラ大学）。日本電信電話株式会社ネットワークサービスシ
ステム研究所、西日本電信電話株式会社等を経て、現職。専門はサービス・イノベーション論。ゼミではマルチプロジェク
トの参加と日本語だけでなく英語での発表機会が多い。

（１）現実のビジネスに関する問題設定と解決案の立案を通した活動による学びの場を学生へ提供
（２）発表会でのグランプリ、3位獲得
（３）TV（サンテレビ）、新聞（神戸新聞）等による関西大学のパブリシティ向上

企業訪問の様子（於株式会社リアル） 中間発表会の様子

◇大学の役割◇

◇成果◇
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地域の生活文化を見つめ
人生を丸ごと記録する「聞き書き」

学生による「聞き書き」の様子

長谷川ゼミの学生が現地に赴き、聞き手として話し手と一対一で向き合い、話し手のこれ
までの人生を聞き、それを話し手の言葉で文章にまとめ公表します。

目 的 人々が自然とともに生きる中で育んできた有形、無形の文化、歴史、生きるための知恵、生き方を記録する

連携メンバー
および役割

陸前高田市米崎小学校仮設住宅自治会･･･聞き書き対象者（話し手）の紹介
モンチアズール住民協会･･･聞き書き対象者（話し手）の紹介、ホームステイ先のアレンジ
イパチンガ日伯文化協会（ANBI）･･･聞き書き対象者（話し手）の紹介、ホームステイ先のアレンジ
トメアス総合農業協同組合（CAMTA）･･･聞き書き対象者（話し手）の紹介、ホームステイ先のアレンジ
関西大学商学部 長谷川伸ゼミ･･･聞き手の現地派遣

活動地域 関西大学千里山キャンパス／岩手県陸前高田市／ブラジル連邦共和国サンパウロ州サンパウロ市／
ミナスジェライス州イパチンガ市／パラ州トメアスー市

活動期間 2013年4月～（継続中）

（１）2012年6月に陸前高田市米崎小学校仮設住宅自治会長による学術講演会「東日本大震災を忘れない：被災地
陸前高田からの教訓」を商学部で実施。その際に、長谷川が「聞き書き」の協力を要請。

（２）2012年8月に長谷川ゼミの学生が上記自治会長を始めとする被災者の方々への「聞き書き」を実施。
（３）2013年度には「聞き書き」をブラジル（サンパウロ、イパチンガ、トメアスー）でも実施。

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

（１）震災による人口流出（陸前高田）
（２）他地域からの訪問人口の減少（陸前高田）
（３）震災記憶の風化（陸前高田）
（４）日本の若者による訪問の減少（ブラジル）

◇解決すべき課題◇
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発展途上国での夏季研修にとりくんできた「国際協力・技術移転・人材育成の現場を歩く」長谷川ゼミナール
は、2011年5月から東日本大震災の被災地への支援を始めたが、その途上で「被災地の聞き書き101」に出会っ
た。「被災された方々が日常を取り戻していく上で拠り所となるのは、『被災地』という抽象的な括りではない、
ご自身が積み重ねてきた日々の営み、暮らしに溶け込んだ生活文化ではないか」（東京財団・共存の森ネット
ワーク（編）『被災地の聞き書きプロジェクト101』2012年、3頁）。だから「聞き書き」は一人ひとりの人生、
普段の暮らしを聞く。
このプロジェクトに共感したゼミ生たちが、2012年夏に被災地で「聞き書き」を行った。その結果、話し手

（被災者）と聞き手（学生）が親戚のような関係になること、聞き手（学生）にとって生き方を見直す機会とな
ること、といった「聞き書き」の果実が見えてきた。そこで2013年度は海外研修でも「聞き書き」を行うこと
とし、海外研修先の一つとして私はブラジルをゼミ生に提案した。これに8名のゼミ生が呼応しブラジルの日系
の方々への「聞き書き」を昨年夏に行うに至った。
なお「聞き書き」の手順は次の通りである。長谷川ゼミの学生が現地に赴き、話し手の仕事を見学したり手

伝ったりするなどして信頼関係を築いた後、話し手と一対一で向き合い、話し手のこれまでの人生を聞き手（ゼ
ミ生）が2時間程度で聞く。それを話し手の言葉で文章（6,000字前後）にまとめ、冊子やWEB上で公開する。

（１）2013年度『聞き書き作品』（第1版）を発行し、関係者に頒布

◇現場の声◇

◇研究者の紹介◇

商学部 准教授
長谷川 伸

（はせがわ しん）

専門は国際技術移転論。長年ブラジルを研究対象としている。学生時代を仙台で過ごすなど東北に縁があり、3.11後は
被災地支援を行っている。一般社団法人参画文化研究会理事。日本防災士機構防災士。

◇大学の役割◇

◇成果◇

・陸前高田の話し手

私は思い出ってほらずっと宝物になるから、私は聞き書きとかそういうのもいいと思います。あってもいいよね。自分た
ちのとか、みんなのいろいろなのを絵本みたいにするんでしょ？みんなね、年もいろいろだしね、やっぱりみんなの仕事と
か場所も違ってるしね、年代も違うし。だからこういうことがあったとかわかるからいいと思います。自分たちで今の時代
はわかってるけどもこう薄れていくこともあるでしょ。ほんとにこうその場だけは覚えてるけど。いつまででもね自分たち
では、わかんないこともあるからね。そっちの方ではこういうこともあったのかなあと思ったりね。よその避難所でもまた
違うからね。

・ブラジル・サンパウロの話し手

夢っていったら、私の人生を本にしたかったことだから、あなたたちが今日叶えてくれてるよね。これってすごくおもしろ
いと思わない？だって自分が夢を持っていて、それを叶えようと思うんだけど、自分で叶えられない。私は、自分の本を書
きたかったんだけど、書けない。でもそれを、偶然たまたまこうやってブラジルの裏側から来た二人の女の子たちが叶えて
くれてるんだよ。ありがとう。だから、私は、なんで自分の人生であなたたち二人と出会えたのかがわかる。

・聞き手＝長谷川ゼミ生

聞き書きで一人の人と向き合うことで人とのつながりや感謝の気持ちを忘れないこと、自分の好きなことを続けることが大
切であることを教えていただきました。

震災によって生活や環境が大きく変わってしまいましたが、前を見て強く生きているお二人に出会い、私も毎日を精一杯生
きていかなければならないと強く思いました。

お二人が自分の中に住んでくれているような感覚があり、自分の私生活がうまくいかない時は立ち止まって、よく二人のお
言葉を思い出します。

一緒にいた時間は決して長くはないけれど、ブラジルに帰るべき場所ができたような気がしました。
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学生提案科目
「関大生の私にできること

〜被災地（大槌町）に向き合う〜」

授業でのグループワーク（場づくりラベル図解）の様子

被災地（岩手県大槌町）の「いま」に焦点をあてて、被災地の復興にいま必要なこと、
被災地・被災者がほんとうに求めていることを理解し、関大生ができることを見つけます。

目 的 被災地（大槌町）から学び、被災地（大槌町）のために関大生ができることを見つける

連携メンバー
および役割

岩手県大槌町･･･町長講演
一般社団法人おらが大槌夢広場･･･講師派遣
関西大学社会学部教授 与謝野有紀･･･授業での講演者
関西大学社会的信頼システム創生センター（STEP）･･･大槌町長などの講演のセッティング
科目提案委員会社会性チーム･･･授業の企画運営
関西大学商学部 長谷川伸ゼミ･･･講師派遣とラベル図解指導

活動地域 岩手県上閉伊郡大槌町／関西大学千里山キャンパス

活動期間 2012年10月～（継続中）

（１）関西大学と岩手県大槌町が2012年7月に同町の自律的復興支援を目的として連携協定を締結
（２）科目提案委員会社会性チームが2012年秋に被災地（大槌町）を題材とする授業を企画立案
（３）2013年度春学期に「関大生の私にできること～被災地（大槌町）に向き合う～」開講

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇
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「被災地（大槌町）の『いま』に焦点をあてて、被災地の復興にいま必要なこと、被災地・被災者がほんとう
に求めていることを理解し、関大生ができることを見つける」ことをねらいとした関西大学の学生（科目提案
委員会社会性チーム）による授業を企画・運営（2013-2014年度春学期開講、履修者60名前後）。この授業への
ゲストレクチャラーとして、大槌町長と一般社団法人おらが大槌夢広場の代表理事を招いた。
この授業を履修した学生を中心として、9月に大槌町スタディ＆グルメツアー、11月に関西大学学園祭での
大槌町物産コーナーの運営などが行われた。科目提案学生委員はこの授業実践を第9回三大学連携事業「震災に
おける支援活動と防災・減災」ポスターセッション（2013年7月）、「学生FDサミット2013夏」（2013年8月）
などで発表した。

◇研究者の紹介◇

商学部 准教授
長谷川 伸

（はせがわ しん）

専門は国際技術移転論。長年ブラジルを研究対象としている。学生時代を仙台で過ごすなど東北に縁があり、3.11後は
被災地支援を行っている。一般社団法人参画文化研究会理事。日本防災士機構防災士。

◇現場の声◇

（１）震災による人口流出（大槌町）
（２）他地域からの訪問人口の減少（大槌町）
（３）震災記憶の風化（大槌町）

この授業実践を「学生FDサミット2013夏」で発表する科目提案学生委員 学園祭で大槌町から仕入れた材料を使った商品を販売する様子

◇大学の役割◇

◇解決すべき課題◇

・履修生

私は一度ボランティアで被災地に行ったことがあるのでこの科目を発見した時、とるしかない！と思った。本当に期待ど
おりの授業で、とってよかった。たくさんの人がたくさんのことを実行しているので関大に入学してよかったとも思った。
班活動では真剣に話し合うことができたし、先輩の話もたくさん聞けて嬉しかった。毎回の講演ではいつも泣きそうにな
りながらきちんとメモをとった。毎回の授業が本当に貴重であった。この授業のおかげでたくさんの人と出会い、たくさ
んの事を得ることができた。実行委員のみなさんも長谷川先生も、本当にありがとうございました。

（政策創造学部1年次）

この授業をとって本当によかった。この授業を履修した人全員の頭に「震災を風化させてはいけない」ことが少なくとも
インプットされたのだから、それもまた風化させない取り組みの１つとなる！たくさんのレクチャーを聞かせてもらう機
会の中で、自分は「どうあるべきか」を何度も考えさせられた。「人との出会いの大切さ」「風化させないためには」で
図解を作って。結論づけて、より理解を深めることができた。しかし実際のところ今思い返すと、「私ができること」っ
て何があるの？って思った。けど私が今までラベルなどに書き込んだ「被災地に行く」「有言実行」という言葉を信じて、
今できることからやっていこうと思う。（商学部2年次）

関大生の私にできることは、子どもたちに震災について伝えていくことである。2回生の頃、被災地へ行った時、実際に見
たもの、被災地の方から聞いた話を、教員となった時、子どもたちに伝えようと感じた。しかし、この授業を受け、ただ
見たものや、感じたことを伝えるだけではなく、そこから「震災が来たらどうするか」を子どもたちに考えてもらいたい。
「人を大切にすること」「命を大切にすること」をこの授業で学んだことを基に伝えるという強い思いが生まれた。

（文学部4年次）
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「ながくて幸せのモノサシづくり」
～市民・行政協働のまちづくり～

ワークショップの様子

「市（町・村）は果たして誰のものなのか？」ありきたりの答えですが「住民」です。しか
し、現実はどうかといえば、住民がまちづくりに関わることは少なく、どんな些細なことで
さえも、役所にお任せになっていることが多い。住民主体でまちづくりを推進していくため
に、新たな行政のしくみに変えていくことが必要とされています。長久手市では、市民の力
を引き出して、新しい行政のしくみづくりをするチャレンジをしています。

目 的 住民が幸せに生活できる理想のまちづくりをイメージし、その実現を目指して市民と行政の連携により、
ながくて幸せのモノサシづくり活動に取り組んでいます。

連携メンバー
および分担

愛知県長久手市･･･活動の事務局、資料・施設・設備等の提供、幸せ実感調査の実施
ながくて幸せ実感調査隊･･･長久手市の幸せ実感調査の企画・分析

（調査票作成、分析、まとめ）
関西大学社会学部教授 草郷孝好

･･･市民・行政協働型自治システム及び幸せ実感調査全般のアドバイス
（調査隊ファシリテーション、幸せ実感調査の設計・実施・分析・報告）

活動地域 愛知県長久手市

活動期間 2013年8月～（継続中）

費 用 愛知県長久手市による負担

「幸福度が高いまち＝日本一の福祉のまち」実現を行政目標に掲げる愛知県長久手市から草郷研究室に対し、
「新しいまちのかたちづくり」への協力要請があり、草郷が市のアドバイザーに就任し、連携関係が構築された。

（１）市民一人ひとりの幸福度が高いまちづくりの推進

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇
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草郷は、アクション・リサーチ（実践的研究）に取り組む行動する社会科学者である。アクション・リサーチ
は、当事者の主体性を重んじることに主眼を置き、さまざまな社会的実践活動の改善を目指す先進的研究手法を
指す。たとえば、学校の場合、教員と生徒が主体的に教育活動を創造していくことであり、医療現場であれば、
医療従事者と患者が協働して病や怪我に立ち向かうことである。アクション・リサーチは、社会調査やワーク
ショップなどを活用して、これらの活動を側面支援する。行政の場合、住みやすい市（町・村）を目指し、多様
な行政サービスを展開している。しかし、そのサービスは、必ずしも、市民の主体性に根ざして展開されている
わけではない。現実には、市民は受身に回ることが多く、市役所にお任せするというスタイルになっていること
が多い。愛知県長久手市もご他聞に漏れず、似たような問題を抱えていた。しかし、長久手市は、2012年に町
から市に移行し、同時に、「幸福度が高いまち＝日本一の福祉のまち」を目指し、市民の行政参画を目的に「市
民と市役所の協働」へと舵を切り、新たな取り組みを始めた。

草郷は、ブータン発の斬新な社会発展モデル「GNH（国民総幸福）」を日本型GNHへとアレンジし、その導
入を提唱してきた。日本型GNHのエッセンスは、市民自治に根ざす真に豊かな生き方を目指すことのできる地
域社会の実現にあり、そのための具体的な仕組みとして、「地域ドック手法」、「地域生活プロセス評価手法」、
「生活実感調査」、「エンパワメント評価」を展開している。そこで、長久手市は、市民自治の実践協働研究に
通じる草郷を長久手市のアドバイザーとし、長久手市の市民と市職員の協働活動の推進と住民参画型のまちづく
りの展開を目指すこととなったのである。

長久手市は、「住民主体のまちづくり」を目指し、まずは、現状と将来ビジョンを明らかにするための調査に
取りかかった。草郷は、本格始動に先駆け、「しあわせ」をキーワードに市民に向けた講演会を実施。また、講
演会に併せ、理想のまちづくりのために市民参加型のワークショップも行った。この講演会とワークショップが
起爆剤となり、市民有志や若手市職員による「ながくて幸せ調査隊」が結成されることとなった。草郷は、調査
隊に対し、市民主導型の生活実感調査づくりをアドバイス。調査隊独自の調査票も完成し、2014年2月にはつい
に「ながくて幸せ実感アンケート」を実施、調査結果の分析と市民へのフィードバックを計画している。

草郷は、独自の調査手法として「地域ドック」を共同開発し、地域発展ツールとして導入を推進している。こ
の手法は、地域という社会をまるで人間の体のようにみなし、その地域社会を構成する住民、行政、民間企業な
どが主体的に地域の有り様をチェックしていく仕組みである。つまり、自分の暮らすまちが「健康」か否かは、
地域住民がまちの現状に関する情報を収集し、その情報を咀嚼した上で診断し、見つかった強みや課題を自分た
ちで育てたり、改善していくという仕組みである。関西大学の役割は、アクション・リサーチを展開する研究者
を市アドバイザーとして協働チームに加えることで、市民と市職員の力を引き出して、長久手市のまちづくりを
展開していく仕組みづくりにチャレンジしていることにある。

◇研究者の紹介◇

社会学部 教授
草郷 孝好

（くさごう たかよし）

愛知県岡崎市生まれ。東京大学経済学部卒業後、民間企業、世界銀行、国連開発計画、北海道大学、大阪大学等を経て関西
大学着任。軽快なフットワークと鋭い観察眼を持って、住民主体の地域発展システムづくりに挑戦する実践的研究者。長久
手の活動では、調査隊メンバーとは、お互いにニックネームで呼び合うなどオープンな人柄。スタンフォード大学M.A. 
（開発経済学）、ウィスコンシン大学マディソン校Ph.D.（開発学）。

（１）市民と市職員による生活実感調査の協働（ながくて幸せ実感アンケート調査）
（２）ながくて幸せ実感調査隊メンバー（市民と市職員）間及び同隊と市役所との信頼関係の醸成

（１）調査結果の集計とフィードバック
（２）市民の幸福度を高めるためのまちづくり政策の検討

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇
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サスティナブルな地域社会を支える
しくみづくりとその支援

目 的 地域の活動に不足しがちな若者の力を発揮して、地域内外の交流の促進や地域資源の掘り起しをはかる

連携メンバー
あいとうふくしモール（滋賀県東近江市）
関西大学社会学部准教授 大門信也
Myi’s（学生企画組織）

活動地域 滋賀県東近江市愛東地区

活動期間 2013年10月～（継続中）

2012年度から2013年度にかけて社会学部社会学専攻の大門信也ゼミでは、滋賀県東近江市とその周辺での、
食やエネルギーをテーマとした地域社会の動向について調査を行った。また調査をきっかけとして、被災地支
援のボランティアへの参加をはじめ、いくつかの地域との交流が生まれた。2013年度の後半からは、ゼミ活動
をこえて、学生を主体とした地域との連携を模索するチームが生まれ、現在の地域支援活動へと展開している。

福祉・食・環境をつなげる地域の活動に関西大学の学生たちが参加。
先進的な取り組みに学びながら、そのお手伝いをしています。

あいとうふくしモール

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇
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あいとうふくしモールが月1回で主催する「もったいないやりとり市」に地元の食材を使った屋台の出店や、
地元小学生を対象とした企画を進めている。また、地域内の企画参加者へのヒヤリングや、地元小学校との
交流など、企画の前後に行っている調査・打合せ等によって、地域の社会的資源の掘り起しを目指している。

Myi's
（マイス）

あいとうふくしモール開催の「もったいないやりとり
市」の活性化のお手伝いのために結成された学生企画組
織です。自分たちの力が地域社会にどのように役立つの
かを模索して、日々奮闘中。

あいとうふくしモールにて開催される「もったいないやりとり市」

◇研究者の紹介◇

社会学部 准教授
大門 信也

（だいもん しんや）

専門は環境社会学。地域にねざしたサスティナブルな社
会構築の取り組みについて研究しています。2012年度よ
り滋賀県の湖東・湖南地域で、ゼミ生とともに地域の
様々な活動に関する調査を行っています。

（１）高齢化に対する地域福祉の増進
（２）若者を軸とする地域内外の交流の促進
（３）社会資源（社会関係資本）の掘り起しと活性化
（４）絆を深める場の構築とその定着化

◇学生団体の紹介◇

◇解決すべき課題◇

◇大学の役割◇
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被災地高校生への学習支援プロジェクト

“ KUPIDO ”

KUPIDOスタッフによる添削活動の様子

岩手県立大槌高校生への学習支援プロジェクト。関西大学学生が遠隔地にいながらにして
ITを駆使して被災地の高校生の学習をサポートしています。

目 的 短期的目標･･･大槌町の大学進学率向上
長期的目標･･･大槌町の復興の担い手を輩出

連携メンバー
岩手県立大槌高等学校／岩手県上閉伊郡大槌町／関西大学社会的信頼システム創生センター（STEP）／
KUPIDO（学生サークル）／関西大学社会学部教授 与謝野有紀／関西大学外国語学部教授 田尻悟郎

活動地域 岩手県立大槌高等学校／関西大学千里山キャンパス

活動期間 2014年1月22日～（継続中）

費 用 文部科学省「戦略的研究基盤形成支援事業」および関西大学の各種研究費

関西大学と岩手県大槌町は2012年7月に同町の自律的復興支援を目的として連携協定を締結。それ以来、社会学
部の与謝野がセンター長を務める関西大学社会的信頼システム創生センター（以下、「STEP」）は同町において
各種支援活動を展開している。
活動を通じて、STEPは、町が被災の影響により、急激な過疎化と、それに起因する進学率低下という課題を抱

えることを発見。過疎化と低進学率は、大学での専門的訓練を受けた人材を得難い状況を招く要因となることか
ら、遠隔地からの学習支援を開始することとなった。

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

クピード
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活動にあたり、各連携メンバー間の調整等のトータルデザインをSTEPが担当。また、STEPが立ち上げた学生
サークルKUPIDOが主体となって高校生の学習支援を行い、大学がそれをバックアップしている。KUPIDOの学
習支援内容は、現在は英語に特化して、課題の添削と、添削を補完するための電子会議システムを通じた対面で
の指導を行っている。そして、その特色は高校生に対して、いかにひらめきを与える添削を行うか、という点に
あるが、この指導方法を監修するのが、外国語学部の田尻である。
さらに、本プロジェクトの本格始動に先立ち、田尻は大槌高校現地での授業や電子会議システムを用いたキッ
クオフ講義を行うなど、高校生のニーズを捉えた支援を行うための基盤づくりも担っている。
実施を一手に引き受けるKUPIDOの学生は教員を目指す学生や東北出身で被災地支援への関心から参加を志し

た者など、その背景は多様である。それぞれの研究領域を持つ人的資源が密接に絡み合って織りなす学習支援プ
ロジェクト。それがKUPIDOである。
支援の期限は定めておらず、被災地の復興が果たされるまで永続的に実施していくことを目標に、日々模索を
続けている。

電子会議システムを使ったキックオフ講義の様子

◇研究者の紹介◇

外国語学部 教授
田尻 悟郎

（たじり ごろう）

島根県松江市生まれ。神戸市の公立中学校2校、島根県
の公立中学校5校に26年間勤務したのち、関西大学に着
任。2001年に英語教育界の最高賞であるパーマー賞を受
賞。授業、野球部長としての仕事、50名を超える学生の
就活支援などに全力を尽くす一方で、全国各地を駆け回
り小中高の先生方のサポートをしている。

◇大学の役割◇

◇今後の展望◇

（１）高校生の学力向上
（２）学習支援を軸とした大阪と地方の繋がりのあり方の模索

◇研究者の紹介◇

社会学部 教授
与謝野 有紀

（よさの ありのり）

東京都生まれ。文部科学省の助成を受けた関西大学社会
的信頼システム創生センター（STEP）のセンター長とし
て、地域活性化に対する社会的信頼の機能を実践的に明
らかにする研究を行う。膨大な数のプロジェクトを統括
し、安全安心や過疎化が進む地方のあり方など、社会的
課題の解決に全精力をもって取り組む。

（１）仮設住宅在住や交通手段喪失等の学習環境悪化
（２）復興への希望に起因する高校生の学習意欲増加への対応
（３）若者の減少
（４）進学率低下

◇解決すべき課題◇
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「環境先進都市いけだ」を目指した
小学校出前授業プロジェクト

取材の様子

関西大学政策創造学部橋口勝利ゼミナール、池田市市民生活部環境にやさしい課、NPO法
人いけだエコスタッフと協働で、これまで3年間（2011年度～2013年度）池田市子ども環
境基本計画に取り組んできました。

目 的 「池田市子ども環境基本計画」を、子どもたちの具体的学びに繋げて市内への浸透を図ること

連携メンバー
および役割

池田市市民生活部環境にやさしい課･･･小学校・関係団体との交渉、企画実施の支援
NPO法人いけだエコスタッフ･･･企画全体のマネジメント、小学校との事前交渉、地域協力者との調整
池田市立緑丘小学校、池田市立細河小学校･･･環境教育プログラムの検討と実施
関西大学政策創造学部 橋口勝利ゼミ･･･環境教育プログラムの企画と運営

活動地域 大阪府池田市

活動期間 2011年度～2013年度

池田市は、環境都市を目指して、「池田市新環境基本計画」を策定。これに伴い「子ども環境基本計画」も合
わせて策定された。橋口ゼミは、この「子ども環境基本計画」策定に参画したこともあり、この計画を具体的に
実現させるために、小学校への環境教育の企画・運営を担当することになった。

（１）環境教育にむけた教育プログラムを作ること
（２）子どもたちの意欲を高めるような授業内容を作ること
（３）地域企業や住民との連携を図り、教育プログラムに巻き込むこと

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇
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池田市内小学校へ向けた環境出前授業は、学生、池田市役所環境にやさしい課、NPO法人エコスタッフと協働
で、2011年度から実施している。授業は、1年間で5回行った。
授業内容の立案、授業運営は基本的に学生が担当する。授業形式は、小学生を4～6名のグループに分け、環

境に関わるテーマについて議論する。そして、提案、実行、報告へと繋げていく。大学生は、講義の運営、各グ
ループのファシリテーターとして参加し、学習効果の向上を図っていく。
特に2013年度の事業は、池田市細河地域を拠点とする各事業所6カ所と連携して実施するなど、地域とのつな

がりの深化を目指すものであった。今後も環境学習を通じて地域コミュニティの深化を図ることを本事業の目的
としていきたい。
本事業は、学生が企画、交渉、授業運営を行う中で、池田市役所環境にやさしい課職員、NPO法人エコスタッ
フ、そして小学校教員の方々から手厚い助言や協力を得ることで、活動実績が高まっている。そして小学生への
教育活動を通じた交流も深まって、学生たちの取り組み意欲も年々高まっている。
今後も環境学習の成果が上がるよう、学生とともにチャレンジしたい。

◇研究者の紹介◇

政策創造学部 准教授
橋口 勝利

（はしぐち かつとし）

専門は地域経済史。ゼミのモットーは「企画力」と「行動力」です。地域では多くの出会いがあります。熱い気持ちで地
域の課題に取り組んで、一緒に成長していきましょう。

（１）2011年度：小学校内の廃油の回収量増加、電気料金減少などを実現
（２）2012年度：小学生は、グループごとに緑丘小学校区の将来図を作成、報告へ繋げた
（３）2013年度：現場での企業取材を重ね、解決案をプレゼンテーションすることで、地域企業の課題や解決

策を小学生自身の課題としてとらえて実践する地域学習につながった

課題 （１）「環境」を子供たちにわかりやすく伝えること
（２）地域住民や地域企業との連携を深めること

展望 （１）環境学習プログラムを池田市全域、そして全国へ発信すること
（２）大学生の自主性、企画力、行動力を高めていくこと

授業の様子① 授業の様子②

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇
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コミュニティFMの番組づくりへの参加

コミュニティFM 放送の様子①

ゼミ活動の一環として、コミュニティFMの番組づくりに参加して、防災や商店街の
活性化等のテーマに関して、若者目線で何ができるのかを提案する活動。

目 的 学生が、フィールドワークによって実際の社会について学ぶとともに、社会にその成果を還元する

連携メンバー
および役割

千里ニュータウンFM放送株式会社･･･番組枠を提供することによって学生のコミュニティFM放送への
参加機会を提供

関西大学政政策創造学部 橋本行史ゼミ

活動地域 大阪府吹田市

活動期間 2012年4月～（継続中）

ゼミ学生が参加する「防災」をテーマとする学生政策コンペにおいて、大学内でのサテライトスタジオの設置
を政策提案して優秀賞をいただいた。その調査時における取材活動が信頼を生んで、FM千里（正式名称は、千里
ニュータウンFM放送株式会社）から、ゼミ学生が主体となった番組制作の依頼を受けた。

（１）地域密着型番組の作成
（２）若者目線の活用
（３）まちづくり、地域活性化への貢献

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇
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学生が実際に作成したコミュニティFMの番組が、「やってんねん関大！“防災の巻”」である。放送部の部員
にMCを依頼し、ゼミ学生が取材内容を報告した。大学で内容を録音して放送局に持ち込み、2012年4月14日か
ら9月22日まで6か月間に亘って放送された。番組内容は、吹田市の災害史について郷土史研究会会長への取材、
吹田市の防災対策についての総務部危機管理室主幹への取材、当時の共通科目に採り上げられた防災授業の紹介、
阪神淡路大震災の教訓について人と防災未来センター（兵庫県）への取材、福島県の被災地へ訪問した学生との
トーク、現地でのボランティアの話などに広がった。2013年4月からは、北千里のまちづくりをテーマにして、
局のアナウンサーとゼミ学生が生放送でトークを繰り広げる新しい企画が始まった。番組名は「やってんねん関
大！“まちづくりの巻”」で、毎週水曜日16時40分～17時の間、2013年4月から12月末まで放送された。商店街や
ニュータウンに賑わいをもたらすことと、商店街でどのようなビジネスを起こせるかの2つのアプローチから、
北千里のショッピングセンターの活性化を目的にして、各4人で2チームを組んで、放送に取り組んだ。4月から
6月までは放送局を出て、商店街のドームの下に仮設スタジオを組んで放送した。7月からは移動中継車の中で
も放送をおこなった。2014年4月からは、深井麗雄ゼミ（関西大学政策創造学部）にバトンタッチして、同じく
水曜日に「やってんねん関大！“おおさかまち探し”」として、コミュニティFMの番組づくりを続けている。

◇研究者の紹介◇

政策創造学部 教授
橋本 行史

（はしもと こうし）

約20年にわたる公務員生活を経て大学教員へ。2010年、関西大学に着任。専門は行財政改革と地域活性化。最近は条件
不利地域の活性化研究に力を入れている。

（１）若者の参加による地元や商店街の方々への元気の誘発
（２）コミュニティFM放送への参加という貴重な体験をすることによる学生の成長

（１）学生参加の社会連携活動の難しさは、企画や活動を次の世代にどうバトンタッチするかにある
（２）学生の番組づくりは、コミュ二ティFMの活動領域を今後どう広げていくかの実験でもある

コミュニティFM 放送の様子②

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇
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鰻谷商店街における地域商業活性化事業

約90cmの大鰻マップ

鰻谷商店街（大阪市中央区）の活性化のため、デジタルコンテンツを使い、
幅広い層へのアピールを行いました。

目 的
鰻谷商店会事業協同組合と一般企業、関西大学（政策創造学部 深井ゼミ、橋口ゼミ）が連携して実施し
た産学連携のプロジェクトであり、鰻谷通りの来街者数を増やし、集客を計るため、デジタルコンテンツ
を活用し情報を運用することで、若者を初め幅広い層にアピールする

連携メンバー 鰻谷商店会事業協同組合／関西大学政策創造学部教授 深井麗雄／同学部准教授 橋口勝利

活動地域 鰻谷商店街（大阪府大阪市中央区）

活動期間 2010年12月～2011年3月

費 用 国からの助成金（経済産業省の平成22年度地域商業活性化事業（補正予算事業）に採択）

株式会社スポーツニッポン新聞社が鰻谷商店街内にイベントスペースを開設したことをきっかけに深井麗雄ゼ
ミ・橋口勝利ゼミと同社との連携がスタート。イベントのサポートを手がける中で、鰻谷商店街とゼミ間での連
携も生まれ、鰻谷商店街が経済産業省の平成22年度地域商業活性化事業に採択を受けたことを契機として、地図
作りに取り組むこととなった。

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

う な ぎだ に
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活性化委員会（鰻谷商店会事業協同組合員の約10企業のスタッフで構成）は、鰻谷通りのビルや店舗が掲載
された「大鰻マップ」を作成。その大鰻MAPにQRコードを掲載し、携帯電話で読み込むと各店舗のプロモー
ション映像が配信されるコンテンツを、深井ゼミ・橋口ゼミの学生が制作した。
各店舗への取材、撮影、および編集まで、すべて関西大学の政策創造学部の学生が手がけた。プロモーション
映像撮影・編集を含め制作期間は約1ヶ月。

◇研究者の紹介◇

政策創造学部 教授
深井 麗雄

（ふかい よしお）

専門はメディア論。特に限定された地域をカバーするメディア（地域新聞や地方のテレビ局など）の役割などについて
研究しています。またゼミでは地域貢献とメディアの関係や、それに学生がどう関われるのかについて具体的に実践し
ています。

大鰻MAPの“放流”＝大鰻マップの配布

（１）会員の増加
鰻谷商店会会員、約130店舗（2011年2月上旬当初）であったのに対し、プロジェクト進行の1ヶ月間に約100店舗
新規会員加盟に成功、それにより現在鰻谷商店会加盟店舗数は約210店舗（2011年3月1日現在）

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇解決すべき課題◇

（１）鰻谷商店街への来街者の減少、来街者の高齢化
（２）鰻谷商店街の空き店舗増加
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関目商店街活性化イベント
「小さな商店街から大きな感謝を

～関目七夕風鈴レター～」

子どもたちが風鈴づくりに取り組む様子

関目商店街のにぎわいおよび地域住民のつながりの創出を目指し、地域住民との協働で
様々なイベントを企画・運営しています。

目 的 関目商店街（大阪府大阪市城東区）のにぎわい創出および地域住民のつながり創出

連携メンバー
城東区地域活性化事業実行委員会／
大阪市城東区役所／大阪商工会議所東支部／関目商店街振興組合／
関西大学政策創造学部 深井麗雄ゼミ

活動地域 関目商店街（大阪府大阪市城東区）

活動期間 2012年～（継続中）

地域の子どもたちにとって商店街が身近でなじみ深い場所になってほしいという商店街と大学双方の思いが
実り、このイベントを実施することとなった。

（１）商店街への来街者の減少
（２）来街者の高齢化

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇
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この活動は、2011年より開始し、毎年七夕の季節にあわせて実施している、子ども対象の風鈴の絵付けイベ
ント。地元の小学校の協力を得て募集を行い、2014年度は地域の子どもたち196名が参加した。ガラスの風鈴の
絵付けには、同区内にある株式会社サクラクレパスから提供されたサインペンを使い、大学生に作り方を教わり
ながら楽しく作成。また、風鈴の短冊には「感謝」「願い事」「秘密事」のうちから1つを選んで書いてもらう
という、風鈴と手紙の要素を組み合わせた全国的に先例のない催しになっている。完成したガラス風鈴は、商店
街の軒先に2週間飾られ、毎年涼しげな音色を奏でている。
飾られた風鈴の中から上位5位を選び、表彰するイベントも行っており、学生は「商店街が地元の人や子ども

たちにとってなじみ深い思い出の場所になるよう、これからも継続して行いたい。『関目商店街といえば風鈴』
と言われるような名物にしたい」と意気込んでいる。

深井ゼミではこのほかにもさまざまな関目商店街活性化事業を企画立案しており、これまでに「100人大合唱
クリスマスセール」、小学校と連携した「フェアトレードチョコレート屋さん」「小学生のおつかい企画」など
を行った。
企画・運営にあたっては、大学から一方通行の提案になることがないよう商店街の役員会と何度も打ち合わせ
を行い、地域の方々が商店街を身近に感じられるイベントになるよう常に検討を重ねている。

◇研究者の紹介◇

政策創造学部 教授
深井 麗雄

（ふかい よしお）

専門はメディア論。特に限定された地域をカバーするメディア（地域新聞や地方のテレビ局など）の役割などについて
研究しています。またゼミでは地域貢献とメディアの関係や、それに学生がどう関われるのかについて具体的に実践して
います。

（１）商店街への新規来場者の増加
（２）商店街のイメージアップ
（３）親子層など、若い客層と商店街の親近感が増す

（１）学生が代替わりしても継続的にイベントを行い、活性化につなげる

表彰式の様子商店街に飾られている風鈴と七夕飾り

商店街を彩る風鈴

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇
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ひらかたパークで行う手作り結婚式
「ひら婚♪」 〜花嫁空を飛ぶ〜

ひらかたパーク内ローズガーデンで行われた「ひら婚♪」

目 的 ひらかたパーク内のバラが咲き誇るローズガーデンを会場に、バラのフラワーシャワーや枚方市内の音楽
団体の生演奏など、枚方ならではの演出や企画でお二人を祝福する

連携メンバー
および役割

京阪電気鉄道株式会社･･･場所の提供、結婚式運営のサポートなど
大阪府枚方市 ･･･協力団体の紹介、結婚式運営のサポートなど
大黒屋（枚方の老舗和菓子処）･･･手作りの和菓子ウェディングケーキ作成
大阪工業大学吹奏学部「ウィンドアンサンブル」･･･当日の演奏
関西大学政策創造学部 深井麗雄ゼミ･･･企画、運営、トータルサポート

活動地域 大阪府枚方市

活動期間 2013年9月～2014年5月18日（結婚式当日）

＜深井麗雄ゼミ＞ ゼミ活動の方針が、「既存の地域財産を生かした社会貢献をすること」であるため。
まず、枚方市の「花と音楽のまちづくり」政策に目をとめて、ローズガーデンのあるひらかたパークを経営する
京阪電鉄にも協力していただくことになった。
＜京阪電気鉄道株式会社＞ 枚方市の魅力を発信するにあたり、多くの方にご愛顧いただき600種4000株ものバ
ラが咲きほこるひらかたパークのローズガーデンをご利用いただくことは「花と音楽のまちづくり」のコンセプ
トにも合致し、地域共生にふさわしいと考えたため。
＜枚方市＞「住みたい、住み続けたいまち」の実現に向け、「花と音楽にあふれたまち・枚方」を推進し、枚方
市の魅力を広く発信していくため、関西大学深井麗雄ゼミの提案を受け入れ、音楽団体の紹介や広報等のPRなど
支援を行う。また、学生・市民・事業者・行政など多様な主体の連携により、枚方市の魅力を内外に発信するこ
とができ、交流促進や集客・定住の増加が期待できると考えている。

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

ひらかたパーク内のバラが咲き誇るローズガーデンを会場に、バラのフラワーシャワーや
枚方市内の音楽団体の生演奏など、枚方ならではの演出や企画でお二人を祝福します。
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◇研究者の紹介◇

政策創造学部 教授
深井 麗雄

（ふかい よしお）

専門はメディア論。特に限定された地域をカバーするメディア（地域新聞や地方のテレビ局など）の
役割などについて研究しています。またゼミでは地域貢献とメディアの関係や、それに学生がどう
関われるのかについて具体的に実践しています。

（１）朝日放送、朝日新聞、毎日新聞、京阪タイムリー、枚方市広報、
ブームスポーツ、関大タイムスが「ひら婚♪」を取り上げた

（２）枚方市やひらかたパークの魅力発信、イメージアップ
（３）当日の多くの来場者に「ひら婚♪」の活動を知らせることができた

・新郎新婦様
晴天の中、多くの友人や子どもたちに囲まれて、楽しい遊園地で、幸せな結婚式を挙げることができました。
深井ゼミの皆さん、一生の思い出をありがとうございました。

・ひら婚♪班リーダー（関西大学政策創造学部 深井ゼミ）
今回のひら婚♪は参加者が多数であったため成功するか不安であったが、人前式もアトラクションを使った企画も無事
成功し、遊園地らしい華やかで盛大な結婚式となり安心した。

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇現場の声◇

今回で「ひら婚♪」は6回目である。初めに、結婚式のメイン企画を考えた。遊園地で行うからこそ出来る、
かつ前例のない企画はないかと日々思考錯誤した。実際に、ひらかたパークへ行きアトラクションに乗り「空中
ブランコやメリーゴーランドを使用すれば多くの人に囲まれ、遊園地らしい華やかな企画ができる。」などアイ
デアを出し合った。そこに、枚方市の魅力である花と音楽を加え今回の「空中ブランコからのローズシャワー」
という企画にたどり着いた。
挙式者を1組募集し、応募者の方々に「ひら婚♪」について理解を深めていただくために現地説明会を行った。

挙式者の抽選後は、式についての具体的な流れを決めていく。
式の流れが決まると、司会者のセリフを考えそれに合わせて警備や誘導をする学生スタッフ約40人の動きを場
面に分けて考えた。この作業が最も大変だった。当日は営業中に式を行うということもあり、ゲスト約135人、
新婦様の小学校の生徒約100人、演奏して頂く音楽団体約20人全員の誘導をスムーズに行わなければならなかっ
た。現地でリハーサルを5回行ったがその度に、京阪電鉄、枚方市の方々からご意見を頂き、自分たちが本番の
人混みや危険性をいかに想定出来ていなかったか理解した。司会者のセリフ・学生スタッフの誘導を何度も練り
直し、学内でも週2回程度の学生スタッフへのレクチャーを行い本番に向けて入念なリハーサルを重ねた。
本番では予想以上の人の多さだったが、学生スタッフはリハーサルを重ねた甲斐もあり、ゲストや一般のお客さ
んに対して臨機応変に対応出来ていた。

新郎新婦と、空中ブランコからのローズシャワー「ひら婚♪」を運営する学生たち

ウェディングケーキ
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英語絵本の読み聞かせプロジェクト

絵本の読み聞かせの様子①

絵本がひらく 絵本でひらく

目 的 英語絵本に親しんでもらう機会の提供

連携メンバー 吹田市立幼稚園／高槻市立幼稚園／関西大学外国語学部 石原敏子ゼミ

活動地域 吹田市立幼稚園／高槻市立幼稚園

活動期間 2012年～（継続中）

関西大学外国語学部 石原敏子ゼミでは、主に英米で出版され
た絵本を扱い、絵本の持つ文化的意味を探る研究を行っている。
研究の発展・成果の還元として、絵本の魅力を子どもたちに知っ
てもらうため、課外での英語絵本の読み聞かせを企画。外国語学
部長を通じて受け入れを希望する幼稚園を探した結果、吹田市立
幼稚園、高槻市立幼稚園にて実施することとなった。

（１）子どもたちが普段目にすることの少ない英語の絵本に
接する機会の創出

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇

絵本の読み聞かせの様子②
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石原ゼミの学生が、幼稚園を訪問し絵本の読み聞かせを行っている。扱う英語絵本は、教員の助言を受けなが
ら学生が中心となって選定。学生たちは園児らの関心を引くため、読み聞かせだけではなく、紙で人形を作る、
絵本の場面を大きな絵にする、英語の歌やダンスを織り交ぜる等、楽しく英語に接することができるよう工夫を
凝らしている。また、英語絵本に加え、学生が制作した
オリジナル絵本を使った読み聞かせも行っている。

◇研究者の紹介◇

外国語学部 教授
石原 敏子

（いしはら としこ）

専門は、英語・英米文学。
主に英米の絵本を研究しています。絵本は、子どものみな
らず大人の読物です。より多くの人に絵本が愛されるよう
努力しています。

◇現場の声◇

（１）英語絵本を介した楽しい時間の共有
（２）子どもたちの英語への関心の向上

（１）英語絵本の読み聞かせの継続
（２）子どもの創造性へとつながるアクティビティの導入

・石原ゼミの学生

絵本選びをはじめとして、プロジェクトの計画・実
施まですべて自分たちで行う中で、共働の楽しさを
知りました。子どもたちの今後の英語学習に役立て
たらうれしいです。

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇

絵本の読み聞かせの様子③ 英語を使ったアクティビティ

打ち合わせの様子
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スポーツ推進審議会の運営

スポーツ推進審議会が策定した「高槻市スポーツ推進計画」概要図

高槻市のスポーツ推進計画の策定と実施に向けてスポーツ推進審議会の会長を務め、
会議の進行と意見の調整に寄与しています。

目 的 スポーツ推進計画の策定に向けた審議会の答申作成と、計画の実施過程における修正案の提言

連携メンバー 大阪府高槻市／スポーツ推進審議会委員（高槻市民や学識経験者等）／
関西大学人間健康学部教授 西山哲郎

活動地域 大阪府高槻市

活動期間 2013年5月31日～（継続中）

高槻市からスポーツ推進審議会委員への就任について依頼があったことを契機として連携が開始。
2011年スポーツ基本法の制定に伴い、全国の自治体にスポーツ推進にかかる取り組みが義務付けられ、同市に

おいても審議会が設置された。その際、市内にキャンパスを置く大学から有識者を招致したいという同市からの
要請を受け西山が委員就任。審議会の中で会長に選出され進行調整役を務めることとなった。

（１）スポーツ推進計画の策定

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇
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◇今後の展望◇

◇成果◇

◇大学の役割◇

スポーツ推進審議会の中で会長を務め、スポー
ツ推進計画の策定と実施に向けて、会議の進行と
意見の調整に寄与している。
高槻市は2011年から2020年までの10年間の総合

戦略プランを掲げており、その中では「行き交う
人々でにぎわう魅力あるまち」という将来都市像
が描かれている。審議会でもその方針に則り、
2020年をゴールとするスポーツ推進にかかる答申
を作成。サイクリング・ウォーキング道の整備や
障がい者スポーツの振興に加え、子どもの体力向
上や高齢者の健康寿命の延長等を目指して、具体
的に数値化された目標を設定することとなった。
少子高齢社会におけるスポーツの推進計画は、

壮年者の行う競技スポーツだけでなく、高齢者や
障がい者を視野に入れた健康スポーツの促進が重
要である。ウォーキングやハイキングのように以
前ならスポーツと見なされなかったものを含め、
楽しさを追求する視点を高槻市に継続して提供し
ていく。

◇研究者の紹介◇

人間健康学部 教授
西山 哲郎

（にしやま てつお）

スポーツ文化の価値を、個人の健康維持や人間関係に広がりをもたらすものとして評価するだけでなく、地域社会
から国際社会までの政治や経済に影響を及ぼすものとして捉え、そのあるべき活用法を検討している。
さらに人間の身体文化について、現代社会で通用する能力の探究や人類の未来を開くための可能性を追求している。

（１）スポーツ推進にかかる答申の作成と実施過程
における修正案の提言

（１）スポーツ推進計画の実施とその過程における
問題解決

（２）高槻市でのスポーツ指導者不足解消に向けた
教員志望学生の投入 高槻市のハイキング道（一例）
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身体表現 ／ ダンス・ワークショップ

Performance Theater KAYMO（学生サークル）との活動の様子（堺キャンパス祭にて）

参加者同士の交流を軸とした身体ほぐしと創作表現を内容とするダンスのワークショップ。
高齢者を対象とし、「しなやかな心と身体」の獲得を目指しています。

目 的 身体表現を通したコミュニケーションと表現力の向上／
その結果としての精神活動の活性化と健康の維持増進

連携メンバー 大阪府堺市／関西大学人間健康学部 原田純子ゼミ／ Performance Theater KAYMO（学生サークル）

活動地域 関西大学堺キャンパス

活動期間 2011年～（継続中） 現在はひと月2回のペースで実施

費 用 学内における各種資金

人間健康学部は開設当初より、地域の活性化に貢献するための様々な連携事業を行ってきた。本講座は、その
一つとして始まった。堺市の高齢人口の増加はもとより、それまで市がやっていた出張型の健康測定などのプロ
グラムが無くなったこともあり、堺キャンパスが地域の健康管理の拠点になればという思いから企画・運営する
に至った。

（１）心身の健康を目指す独自のプログラムの開発
（２）異年齢間の交流
（３）地域との連携強化

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇
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◇現場の声◇

2011年度は5回の連続講座として、さらに2012年度からは月に2回のペースで実施。2014年度は関西大学の創
作ダンス・サークル「KAYMO（カイモ）」のメンバーを中心に展開している。参加者同士または参加者と学生
が、活動を通して交流をはかる場を提供すると共に、指導・サポートする学生にとっても、異年齢の参加者との
接し方や指導法を学ぶ貴重な機会となっている。参加者と学生との創作作品を堺キャンパス祭で披露したり、学
生とクリスマス・パフォーマンスを開催するなど、身体表現という「自己開示」のあり方が、心身の健康につな
がることを実証している。

電子会議システムを使ったキックオフ講義の様子

◇研究者の紹介◇

人間健康学部 准教授
原田 純子

（はらだ じゅんこ）

専門は舞踊教育学。
“ダンスはすべての人のために”をモットーに、人間教育と
しての創作ダンス・身体表現を研究、実践しています。
インクルーシブなダンスのワークショップを実現したいと
思っています。

（１）参加者同士のコミュニケーションの活性化
（２）心身の健康の維持・増進
（３）健康習慣（身体ほぐしなど）の獲得
（４）参加者と学生の交流
（５）学生の学び

（１）大学独自のダンス・プログラムを提供する
（２）高齢者だけでなくインクルーシブ（包括的）な活動として展開する
（３）成果を含めた広報を強化・充実させる
（４）学生主体のプログラムとして運営する

・参加者（70代女性）

ストレスを一瞬忘れて楽しい気分をもって帰り、また頑張
ろうという力になっている。身体ほぐしは家でもやってい
る。ダンスは気持ちと身体をリフレッシュする大事な時間。

・サポート学生

自分達の祖父母の年齢に近い参加者から学ぶことが多いで
す。とても積極的に動かれ、創作のヒントをいただくこと
もあります。

ワークショップの様子① ワークショップの様子②

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇
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楽しいんやさかい 大和川水辺の楽校

水辺の楽校の様子

遊び、自然体験、自然学習の場として水辺を利用することで、子どもたちの自然体験や
生活体験の不足を補うことを目的とする、国土交通省のプロジェクトの一つです。

目 的 河川の水辺を利用して、子どもたちの自然体験や生活体験、環境学習の場をつくり、その成長を支援する

連携メンバー
および役割

大和川水辺の楽校協議会･･･企画・運営
大和川線沿線連絡協議会（三宝／錦西／錦綾／浅香山／東浅香山／新浅香山／五箇荘東の7校区）

･･･企画・運営
国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所堺出張所･･･企画・運営・施設貸与
堺市教育委員会学校教育部学校企画課･･･企画・運営・参加者募集
堺市建設局土木部河川水路課･･･事務局
関西大学人間健康学部 安田忠典ゼミ･･･企画・運営、学生ボランティア派遣 ほか

活動地域 大和川（大阪府堺市）

活動期間 通年（5月、8月、10月、11月に公開プログラム実施）

費 用 各種補助金／学内における各種資金

国交省が推進するプログラムとして2007年にスタートした「大和川水辺の楽校」は、2010年に開設された関
西大学堺キャンパスから至近の大和川河川公園を会場に展開していた。そこで関西大学は地域への貢献活動と
して、開設年度から運営委員、学生ボランティアを派遣し、会議場所の提供等も含めて全面的に参画。昨年か
らは浅香山浄水場近辺のつつじ祭りとジョイントして独自のプログラムを推進している。

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

がっこう
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◇成果◇

◇大学の役割◇

◇解決すべき課題◇

水辺の楽校協議会の運営委員を務め、企画・運営
に携わる。
堺キャンパスのボランティアネットワークに登録

した学生がキャンパス至近の大和川公園にて開催さ
れる「水辺の楽校祭り」に参加。また、安田ゼミの
学生が協議会にオブザーバー参加し、学生が企画・
運営する講習会や「水辺の楽校祭り」のコンテンツ
を提供している。

◇研究者の紹介◇

人間健康学部 准教授
安田 忠典

（やすだ ただのり）

人間健康学部では、レクリエーション、ファシリテーショ
ン等のトレーニングをしている明るくユーモアあふれる学
生たちが、実際の経験の場を求めています。そんな若い力
を求めている現場とコラボできます！

（１）独自のプログラム作成
（２）運営基盤（事務局、物品、会議場所等）の整備
（３）プログラム参加者の発掘
（４）広報体制の強化
（５）地域との連携強化

（１）「水辺の楽校」の継続、発展
（２）安定した運営の基盤形成
（３）地域住民の運営による関係機関間の連帯感醸成
（４）子どもたちやボランティア学生の学び
（５）大学が地域に受け入れられたこと

（１）プログラムをさらに洗練していく
（２）市民、とくに地域住民へのさらなる定着
（３）大学としての参加をさらにアピール
（４）学生の参加をさらに促進する
（５）成果も含めた広報の強化

水辺の楽校リーフレット

◇現場の声◇

・参加学生

「水辺の楽校まつり」などの行事に参加するなかで、地
域の方々の温かさや、子どもたちの元気や素直さなど、
私たちはいつも素敵なご褒美をいただいています。まる
で家族が集まったようなひと時を過ごせるのです。
スタッフの会議にも出させていただいていますが、みな
さん、この活動からさまざまな喜びや楽しさを見出して
おられ、ボランティアの本来のかたちを学んでいるよう
な気がしています。

◇今後の展望◇
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堺エコロジー大学連携
熊野本宮子どもエコツアー

キャンプツアー（2013年第2回）の様子

“健全な青少年の育成と環境保全”をテーマに、堺市住民（子ども）×学生×田辺市住民が
交流する新しいスタイルの体験学習。小学5～6年生対象のキャンプツアーです。

目 的 「環境モデル都市」である堺市の子どもたちに、自然体験を通した環境学習の基盤を形成してもらう

連携メンバー
および役割

大阪府堺市･･･企画、参加者への告知、受付、キャンプへの添乗、予算の管理
和歌山県田辺市･･･企画、活動場所の貸与、キャンプの運営補助
田辺市熊野ツーリズムビューロー･･･旅行に関する業務全般
関西大学人間健康学部准教授 安田忠典

･･･企画、キャンプリーダー（学生）の養成、キャンプの運営全般、前後の学習指導

活動地域 和歌山県田辺市本宮地区／大阪府堺市堺区

活動期間 2013年4月～11月（キャンプ実施は8月29日～9月1日・3泊4日）

費 用 学内における各種資金および受益者負担

2010年の人間健康学部開設の際に、堺市との地域連携を模索するなかで、安田が別頁の「水辺の楽校」の運営
委員として参画。そこで「堺エコロジー大学」の事務局と協働したのが契機となって、安田が堺エコロジー大学
運営委員に就任。人間健康学部の学生のパワーを生かした堺エコロジー大学のコンテンツとして、2008年度より
全学共通科目「野外活動実習」のフィールドとして訪れていた田辺市本宮地区へ子どもたちを誘うツアーを企
画・運営するに至った。

（１）若年者向け自然体験学習機会の不足
（２）都市と山村との地域連携・交流の活発化
（３）本宮地区の活性化
（４）熊野本宮の観光コンテンツの開発
（５）堺エコロジー大学の環境学習プログラムの開発

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇
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「体験学習法」を専攻する人間健康学部のゼミ学生たちが、子どもたちの自然体験を支援するキャンプを企画。
活動的な若年者向けの環境教育プログラムを模索していた堺エコロジー大学へ提供。実質的な企画と運営はほぼ
すべて学生が担当した。キャンプのフィールドとしては、市町村合併以前から堺市と旧本宮町の繋がりがあった
ことなどから、世界文化遺産として登録されている熊野本宮大社や熊野古道を擁する和歌山県田辺市の協力を得
た。なお、この活動は両都市が2014年5月に友好都市提携を結ぶに至る起爆剤の一つとなった。

（１）子どもたちの成長を支援できた。学生の学びも深い。
（２）堺市と田辺市との連携の強化（2014年5月、堺市・田辺市友好都市提携締結）
（３）教育旅行等、熊野の新たな観光コンテンツ開発に寄与できた
（４）堺エコロジー大学プログラムの活性化
（５）過疎地域の住民との交流

（１）堺市、田辺市、関西大学の連携事業として定着させること
（２）拠点として使用した施設（旧皆地小学校）の整備
（３）施設を基盤としたさらに多様なプログラムの展開
（４）学部、あるいは大学全体での関わり方の模索

◇研究者の紹介◇

人間健康学部 准教授
安田 忠典

（やすだ ただのり）

人間健康学部では、レクリエーション、ファシリテーショ
ン等のトレーニングをしている明るくユーモアあふれる学
生たちが、実際の経験の場を求めています。そんな若い力
を求めている現場とコラボできます！

◇現場の声◇

・参加者の保護者

弟も5年生になったら絶対参加するそうなのでまた再来
年よろしくお願いします！
どうかこのプロジェクトが末永く続きますように！

・堺市役所担当者

参加者倍増、皆地の拠点の復活等、昨年以上にいろいろ
な要素が加わった難易度の高い事業にも関わらず大成功
に終わったのも、皆さんのおかげです。

キャンプツアー（2013年第1回）の様子

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇
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地域で子育てを支えよう
～子どもと親が楽しめるあそびの伝承～

新聞紙を使った企画の様子

親子の交流の場を創出し、地域ぐるみの子育て支援システムの構築をサポートしています。

目 的 大学を地域の子育て支援拠点とする／子育てを日常的・社会的に支える仕組みを整備する

連携メンバー
および役割

堺市役所･･･企画、広報
NPO法人子育てネットみちくさ･･･活動の主体
関西大学人間健康学部教授 山縣文治･･･企画、広報、活動場所提供

活動地域 関西大学堺キャンパス

活動期間 2012年～（継続中）

費 用 堺市と関西大学との地域連携協力資金

以前より連携のあった堺市およびNPO法人子育てネットみちくさから、大学のキャンパスを活用した子育て支
援事業を実施することについて打診があり連携が開始。関西大学人間健康学部ではスポーツ、福祉をキーワード
に地域連携を推進しており、子育て支援の拠点として本学が最適であるとの考えから、山縣を中心に、関西大学
堺キャンパスにて事業を実施することとなった。

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇
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親子で楽しめる遊びを伝承するプログラムを、NPO法人子育てネットみちくさが中心となって企画。そこに山
縣が、専門分野である子育て支援、社会福祉の知見を活かした助言を行った。

2012年度の実施内容は以下のとおり。
（１）新聞紙を使った企画（くしゃくしゃ びりびり ふ～わふわ）

新聞紙を破って作った山に飛び込むなど、普段家庭ではできない遊びを親子で体験する。
（２）夏祭り（みんなであそぼう！わ～いわい！夏まつりだよ～）

お祭り用のうちわづくりやロケット風船づくり、魚つりゲームなど、親子で楽しめる縁日さながらの遊
びを提供する。

（３）運動会（みんなであそぼう！ フレー！ フレー！ うんどうかいごっこ～）
タオルを使った電車ごっこや玉入れ、かけっこなどの種目を、剣道場、柔道場を活用して実施する。

（４）人形劇（みんなであそぼう！ おっくんのぱっくんシアターがやってくる～！）
12月8日は人形劇「おっくんのぱっくんシアター」を招き、手作りの小道具を使った人形劇を観劇する。

（５）リズム遊び（リズムでチャチャチャ）
歌のリズムに合わせて動物になりきって、身体を動かしたほか、子育てネットみちくさのメンバーによ
る、ミュージカル風のエプロンシアター（※）を実演する。
※エプロンシアター･･･エプロンを舞台に見立てて行う幼児向けの劇。エプロンのポケットからキャラクターが登場し、

マジックテープ等でエプロンに貼り付けていき、劇を進行させる。

◇研究者の紹介◇

人間健康学部 教授
山縣 文治

（やまがた ふみはる）

学生時代から子ども家庭福祉に関心をもち、教員になってからもその課題を追い続けている。

（１）子育て支援の仕組み整備
（２）親子が集える場所の創出

（１）保護者が抱える育児への不安や負担感の軽減
（２）親子の交流の場の創出
（３）地域の子育て支援拠点としてのキャンパスの認知度向上

人形劇の様子 運動会の様子

◇解決すべき課題◇

◇大学の役割◇

◇成果◇
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小児科プロジェクト

院内学級の児童への暑中見舞いを作成する学生メンバー

院内学級（※）における情報教育を支援しています。情報に関するスキルを伸ばすだけ
でなく、子どもたちがのびのびと育つことを願って思考錯誤を繰り返しています。

※院内学級･･･入院中の子どもたちに学習の場として提供される教室のこと。

目 的 情報に関する能力の向上／現在の環境に対してポジティブな思考で学習する意欲創出

連携メンバー
および役割

院内学級における教諭
･･･クラス運営全般、生徒の個性に合わせた対応に関するアドバイス、その他学生サポート全般

小児科プロジェクト学生メンバー･･･授業および不定期イベントの企画立案、授業で使用する映像教材開発
関西大学総合情報学部教授 久保田賢一･･･プロジェクト進捗状況の管理、学生に対するアドバイス

活動地域 大阪府内の病院

活動期間 2008年～（継続中）

院内学級に通う児童を以前通っていた小学校の卒業式に出席させる取り組みに、本プロジェクト初期メンバー
の学生が参加したことがきっかけとなった。取り組みはテレビ会議システムを通じて卒業式に参加してもらうも
のだったが、その際、関西大学総合情報学部生が自身の学習成果を社会貢献に繋げる重要性を実感。入院児童へ
の情報教育活動に発展することとなった。

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇
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大学で情報について学ぶプロジェクトの学生メンバーが、小児科病棟に入院する児童の情報教育をサポートし
ている。学生は普段の学習成果を活かしつつ、児童の目線に合わせた独自の教育プログラムを立案し、現場での
授業にも参画する。教育プログラムは現場の教員からアドバイスを受けてクラスの風土に合ったものを提供する
ように心がけている。
また、授業に限らず、体調が芳しくなく院内学級に出られない児童へのケアもプロジェクトの一環である。具
体的な例としては、学生が京都の名所を巡ってその様子を病院の児童にテレビ会議システムで中継しながらクイ
ズ等を出題する。さらに中継の間には事前に作成した京都について学ぶ映像も盛り込むなど、病院の外の世界を
体感しながら学習する工夫を施している。
以上のように本プロジェクトでは、情報教育・映像編集・情報機器操作等、学部の強みを存分に活かしつつ、
児童とのコミュニケーションによる信頼関係をベースに活動を展開している。

（１）児童の情報に関する能力向上
（２）児童との信頼関係構築

（１）教育内容の刷新
（２）児童全員との信頼関係構築

◇研究者の紹介◇

総合情報学部 教授
久保田 賢一

（くぼた けんいち）

◇現場の声◇

・プロジェクトメンバー

児童と私たちは切磋琢磨できる良きパートナーです。彼
らの素直な言葉は感動や悔しさを与えてくれます。今後
も一人でも多くの児童に心を開いてもらえるよう高みを
目指します。

プロジェクト会議の様子 院内学級の様子

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇

専門は学習環境デザイン。国内では地域の学校や公民館、
海外ではフィリピンやカンボジアなどをフィールドにして、
学生が主体的・自律的に問題解決に取り組む活動を研究し
ています。
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限界集落フィールドワーク
～雪かきや祭りの体験を通して～

夏祭り「松上げ」に参加する学生の様子

雪かきや夏祭り「松上げ（※） 」への参加を通して、京都市左京区久多地域を学生の力で
盛り上げ、日本の社会問題「限界集落」に挑んでいます。
※松上げ･･･高い灯篭木の上に作った笠に松明を投げ上げ愛宕神社へ奉納する火祭り。市の無形民俗文化財に指定。

目 的 限界集落と言われる地域での活動や交流を通して、地域活性化を図るにはどうすれば良いかを学び、
情報を発信すること

連携メンバー
および役割

「自然満喫村 もりんちゅ」（京都府京都市左京区久多）のオーナー･･･活動拠点と久多地域の情報を提供
久多里山協会･･･祭りの運営
久多地域の住民の方々･･･学生メンバーへの各種協力

大津市立葛川小学校･･･学生メンバーと小学生との交流の場の提供
関西大学総合情報学部教授 久保田賢一･･･プロジェクト進捗状況の管理、学生に対するアドバイス
プロジェクト学生メンバー･･･企画・運営、広報

活動地域 京都府京都市左京区久多地域

活動期間 2012年12月～（継続中）

費 用 企業や財団、地域の助成金の獲得を目指している

カンボジアの学生を日本に受け入れる機会があり、ホームステイ等を企画。その中で雪かきを体験してもらうプ
ログラムを考えていたところ、ボランティアを募集していた「もりんちゅ」のオーナーと出会う。結果的にその年
は雪かきを体験してもらうことはできなかったが、田舎暮らし体験施設の「もりんちゅ」には、他にも様々なプロ
グラムがあり、カンボジア人学生とともに1泊2日のホームステイを行った。そこから久多地域との交流が始まった。

（１）過疎化
（２）少子高齢化
（３）人手不足

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇

くた

かつらがわ
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学生の力が地域への刺激になるような交流を目指し、一人暮らしの高齢者の方の家の周りの雪かきや、歴史あ
るお祭りの運営等のスタディツアーを企画している。学生にとってはTV等でしか触れることのなかった田舎暮
らしを体験し、限界集落・少子高齢化問題を考えるきっかけづくりの場にもなっている。また、毎年12月には
カンボジア人学生とともに久多地域の「もりんちゅ」（築250年の古民家を改装）にてホームステイを行ってい
る。カンボジア人学生は、限界集落の実情や、田舎の文化など、彼らのイメージにはない日本の側面について理
解を深めている。また、その際には地域の小学校を訪問し、日ごろ外国人や大学生と接する機会の少ない小学生
との交流も図っている。
限界集落の地域活性化は一朝一夕で解決できる問題ではなく、集落に大きな変化をもたらすことはできないか
もしれない。だが、地域活動への参画を通して信頼関係を築き、その活動や集落の様子をSNSを使って広く発信、
若い世代へ情報を届けることで地域活性化の起爆剤になることを目標としている。

（１）各イベント参加者の地域の実情に対する認識の深まり
（２）久多地域の情報発信
（３）久多地域と学生メンバーとの信頼関係構築
（４）葛川小学校の小学生への、大学生や外国人学生とのコミュニケーションの場の提供

（１）関わりを継続すること
（２）久多での映像製作や短期のスタディツアープログラムを構想中
（３）ハワイ大学との短期交換プログラムの受け入れ先として検討中

◇研究者の紹介◇

総合情報学部 教授
久保田 賢一

（くぼた けんいち）

◇現場の声◇

・学生

当初は、京都市内にこんな世界があるのかと驚きました。
人との繋がりが生んだプロジェクトですが、責任を持っ
て久多と関わり続けるにはどうすれば良いかと常に自問
自答しています。
久多にはかまどで炊いたご飯、地元の野菜、自分で採っ
てその場で揚げる山菜など、都会では味わえない美味し
いものがたくさんあります。冬はとても寒く雪が深い集
落ですが、出会うのは暖かい人達ばかりです。ぜひ一度
訪れてみてください。

雪かきの様子 久多地域にホームステイに訪れたカンボジア人学生

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇

専門は学習環境デザイン。国内では地域の学校や公民館、
海外ではフィリピンやカンボジアなどをフィールドにして、
学生が主体的・自律的に問題解決に取り組む活動を研究して
います。
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情報科サポートプロジェクト

授業中の風景

高校が授業として行う情報教育に大学生が参加してサポートしています。
生徒はもちろん、先生方、学生等、関係する全ての人にとっての学びの「場」を創出
する取り組みです。

目 的 高校生に大学への関心を向けてもらうこと／高校生のキャリア観醸成

連携メンバー 大阪府、兵庫県の高等学校の情報科教諭／関西大学総合情報学部教授 久保田賢一／
プロジェクト学生メンバー

活動地域 各高等学校における教育現場

活動期間 2002年～（継続中）

2002年、地域の高等学校から情報教育に関する授業支援の要請を受けたことをきっかけとして連携を開始した。
この要請は、学習指導要領の改訂に伴い高等学校で情報科が新設されたことを機に浮上した。

（１）情報教育の促進
（２）高校生にとって身近なコミュニケーション相手づくり
（３）（情報教育に限らず）さまざまな学習機会の創出

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇
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高等学校の情報科において、授業案の作成から実施まで、授業全体をサポートしている。現在は全4校と連携
しており、1校につき平均5人前後の学生が参画して活動を展開。高校のニーズや特徴に応じてオーダーメイド
で授業を組み立てていくため、授業内容は各高校によって異なるが、その一例を以下に紹介する。

【ケース1】
学生は2学期から本格的に授業に参画している。授業方針は情報教育とキャリア教育の同時展開。まず、高
校生は2学期に書籍やインターネット等を用いて大学について調べ学習をする。そして、3学期にはそれら
の調査結果を基にPCで将来計画を作成のうえ、授業内でプレゼンテーションを行う。
【ケース2】
年間を通じて授業の支援を行う。「情報活用能力」とはどういうものかを噛み砕いて高校生に伝えることに
始まり、情報の取捨選択、情報機器操作、情報モラル（著作権等）について講義。最終的には何らかのテー
マを与えて高校生にプレゼンテーションをしてもらう。授業では高校生たちがどんな仕事に就くために大学
に行くのかをテーマにディスカッションも行う。

以上のように、高校生には情報収集および情報機器操作の能力向上に加え、自分自身のキャリア観構築やプレ
ゼンテーション能力等の人間力を高めてもらうべく活動している。

（１）高校生のキャリア観構築
（２）高校生の情報に関する能力向上

（１）継続性

◇研究者の紹介◇

総合情報学部 教授
久保田 賢一

（くぼた けんいち）

◇現場の声◇

・プロジェクトメンバー

どのような支援が授業に新鮮さを与えるのかを自問自答
しながら支援しています。高校生は弟や妹のような存在
ですので責任重大な活動だと感じています。

著作権クイズの教材として使用した画像 授業を後ろから見ている学生

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇

専門は学習環境デザイン。国内では地域の学校や公民館、
海外ではフィリピンやカンボジアなどをフィールドにして、
学生が主体的・自律的に問題解決に取り組む活動を研究し
ています。
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ICT活用授業デザインワークショップ

ワークショップの様子

学校に急速に導入されているICTを有効に活用するために、現職教員と学生・院生が協同して
ワークショップを行いながら、授業デザインに取り組んでいます。

目 的 子どもが考え表現することを核にした授業のデザインを、ICTの有効利用との関連で実現すること

連携メンバー
および役割

株式会社学研ホールディングス
･･･学研が開発したデジタルコンテンツや教材等を授業で使って効果を検討している

スカイ株式会社･･･会議室と大型プロジェクションを使用してワークショップを実施
現職教員･･･ワークショップに参加し授業構想の発表・検討・報告を行う
関西大学総合情報学部教授 黒上晴夫･･･ワークショップ全体のスーパーバイズ
関西大学大学院生･･･ワークショップのファシリテーションに関するアドバイス
関西大学学部生･･･ワークショップの立案，準備，司会

活動地域 ワークショップは大阪・新大阪で開催（対象は兵庫県・大阪府・京都府・奈良県など在勤の現職教員）

活動期間 2002年～（継続中）

活動開始当初は、教育映像の制作企業などの協力を得て、デジタルコンテンツの活用方法を現職教員と学生・
院生とともに考える研究会であった。その後多様なICTの導入を背景に、また授業の焦点が「わかる授業」から
「考える授業」に移行する中で、単元の流れとICT活用をより有機的・全体的にデザインする必要性を感じ、また
全員でそれを考えることの重要性に鑑み、現在のワークショップに活動を変更した。

（１）ICTの有効利用
（２）知識・技能の活用型授業のデザイン

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇
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学校に急速にICTが導入されている。また、新学習指導要領では習得した知識や技能を活用する授業が求められ
ている。ICTは、知識や技能の習得に用いるのは容易だと思われるが、一方でアイデアを共有したり表現したりす
る学習者中心の授業をサポートする力も大きい。このワークショップでは、ICTを活かしながら知識・技能の活用
場面をどのように無理なく単元全体の流れの中で実現するかを議論しながらデザインする。
毎回のワークショップでは、参加する教員がこれから実施する単元を一つとりあげる。基本的な流れは以下のと
おりである。
①教科書や指導書の記述について整理する。
②授業の実施校の施設やそれまでの学習状況などを背景に、確実に内容を理解させるための流れについて検討する。
③教科書の情報では不足する点、学習内容の順序を変更すべき箇所などを洗い出す。
④思考を誘い、理解を深めるためにはどのような学習活動が必要かを明らかにする。
⑤学習内容の分かりやすい提示、思考の深化、考えたことの共有・発表、などの場面におけるICTの活用方法を
検討する。
この流れを基本として、各単元のデザインにあてはめながら資料を揃えて流れを微調整する計画を学生・院生が
たてる。ワークショップの司会は学生が行う。教員は、ワークショップに参加しながら全体を見て必要なときにア
ドバイスを行う。

◇研究者の紹介◇

総合情報学部 教授
黒上 晴夫

（くろかみ はるお）

思考スキルを育てる方法、カリキュラムと授業のデザイン、ICTの有効利用などを研究の中心とし、学校の授業研究の
アドバイスを行っている。

（１）現場におけるICT活用の促進
（２）現場における活用型授業の促進
（３）学部生の授業に関するセンスの醸成
（４）コミュニティの形成

（１）若手メンバーの勧誘
（２）ワークショップの成果を振り返る機会の確保
（３）ワークショップ会場の確保

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇

◇現場の声◇

・早川文氏（高槻市立阿武山小学校教諭）

教育に熱意をもった人たちが集まる
IW研に参加するとアイデアがうまれま
す。ワークショップで議論し、情報交
換をするからです。毎回楽しく参加し
ています。

研究者と現場の人間が互いに
情報や知恵を出し合い、一つの
具体物を創っていくところが、
大きな魅力の一つです。普段得
ることのできない考え方や情報
を得ることができます。

・浅香一世氏（高槻市立北清水小学校教諭）
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オリックス・バファローズ
観客動向調査研究2013

球場で調査を行う学生

萩谷総合公園野球場（高槻市）で行われるオリックス・バファローズの試合の観客動向調査。
総合情報学部（同市にキャンパス）で社会調査やマーケティングを学ぶ学生が調査・分析し、
発表しました。

目 的 野球観戦についてのマーケティング調査の実施／大学とプロ野球オリックス・バファローズとの連携強化

連携メンバー
および役割

オリックス野球クラブ株式会社（オリックス・バファローズ）
･･･野球ビジネスのレクチャー、球団として要望する調査項目の提示

関西大学総合情報学部准教授 松本渉／同学部教授 徳山美津恵･･･調査設計と実施、データの分析と報告

活動地域 萩谷総合公園野球場（大阪府高槻市）／関西大学高槻キャンパス

活動期間 2013年5月8日（オリックス・バファローズでの研修）～2013年11月19日（研究発表会）

球団側から高槻市にある萩谷総合公園野球場で行われる二軍の公式戦の観客動向調査について、近隣にキャン
パスが位置する関西大学総合情報学部に打診があった。同学部で調査を専門とする教員2人が検討した結果、双方
にとってメリットとなることから、両教員とそのゼミ生が調査プロジェクトに取り組むことになった。

（１）市民球場での試合実施と告知の効果測定
（２）学生視点での分析と提案に関する期待

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇
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本プロジェクトでは、オリックス・バファローズの求める専門的な調査の必要性にこたえ、関西大学総合情報
学部において調査を専門とする2ゼミ（社会調査とマーケティング）合同で市民球場（萩谷総合公園野球場）で
の同球団の公式試合に関する調査と分析を行った。
まず、5月に同球団を訪問して野球ビジネスに関する研修と試合開催の球団側の意図に関するヒアリングを

行った後、大学内にて学生たちが自分たちの手で調査手法と調査項目を決定し、7月6日の試合当日に調査を実
施した。
その後、ゼミ内外の時間を利用してデータの入力と分析を進めた。最終的に、11月19日に関西大学高槻キャ

ンパス内にて、球団関係者と高槻市関係者、関西大学総合情報学部生の前で分析結果と戦略提案についてのプレ
ゼンテーションと質疑応答を行った。

（１）関西大学高槻キャンパス内で球団と高槻市に対し調査結果を発表
（２）球団への調査データと分析結果の提供
（３）学生が社会調査の実際を体験

（１）新しい視点での再調査
（２）他学部ゼミを含めた取り組み

球団の方の助言を得ながら研修を受ける様子 成果発表時の様子

◇研究者の紹介◇

総合情報学部 教授
徳山 美津恵

（とくやま みつえ）

専門はマーケティング、ブランド論。地域ブランドの研究
を継続する中で、自治体の各種委員を歴任するだけでなく、
ゼミ生とともに地域活性化プロジェクトに取り組む。

◇研究者の紹介◇

総合情報学部 准教授
松本 渉

（まつもと わたる）

専門は社会調査、非営利組織論。市民の意識調査の実践と
分析、そして調査法の研究を継続するとともに、マスコミ
の世論調査の助言などを行っている。

◇現場の声◇

・オリックス野球クラブ株式会社

球団ビジネスの基本で地域密着であり地元高槻の関大生が
調査する意味は大きい。その調査結果は球団、行政の大き
な関心事であり『役に立つ調査』をしていただいた意義は
大きい。

・学生

調査設計から分析までの一連の作業を行う中で、社会で
活躍する方々と関われたこと、プロスポーツをビジネス
の観点で見ることが出来たことが非常に有意義な点でした。

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇
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堺市と関西大学との地域連携事業

堺市の文化資本を活用した
地域活性化に関するプロジェクト

完成した「S-Ｍapi」

目 的 若者をターゲットにした堺市の観光活性化のサポート

連携メンバー 大阪府堺市広報部広報課シティプロモーション担当・観光部観光企画課・観光推進課／株式会社ハル／
関西大学総合情報学部 堀雅洋ゼミ／同学部 徳山美津恵ゼミ

活動地域 大阪府堺市内／大阪市内／関西大学高槻キャンパス

活動期間 2013年10月1日～2014年3月31日

2013年度より堺市と関西大学の地域連携事業のプロジェクト募集が全学的に始まった。連携メンバーである堀
が堺市広報部広報課シティプロモーション担当とこれまでにもプロモーションサイトの構築等で地域連携の取組
みをしていたこともあり、同市観光部担当者と打合せを重ねる中で、新たな観光活性化の取組みとして、堺市の
文化資本を発信するマップシステムの構築というアイディアを実現させることになった。

堺市の文化資本の1つである和菓子をキーワードにしたマップシステム（紙媒体のアナログ
マップとデジタルマップの連携システム）の作成と情報発信による同市の観光活性化に取
り組みました。

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇
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本プロジェクトに参加した総合情報学部掘ゼミ・徳山ゼミの学生が、堺市内でのフィールドワークを行うこと
で、同市が有する様々な文化資本を観光という観点で整理し、和菓子をはじめとする観光のキーワードと計画を
作成した。その過程の中で、総合情報学部の強みを活かし、マップアプリとアナログのマップを組み合わせた
マップシステム「S-Mapi」を作成し、それを軸とした情報発信を行った。

◇研究者の紹介◇

総合情報学部 教授
徳山 美津恵

（とくやま みつえ）

専門はマーケティング、ブランド論。地域ブランドの
研究を継続する中で自治体の各種委員を歴任するだけ
でなく、ゼミ生とともに地域活性化プロジェクトに取
り組む。

◇現場の声◇

・株式会社ハル

堺市の観光促進をテーマに、ターゲットでもある学生自身が調査することで若年層のニーズやコミュニケーションの実態
が伺えた意味のあるプロジェクトではないかと考えます。

・学生

学生の身軽さを活かし何度もフィールドワークを行うことで堺の生の情報を知ることができました。また、最初から最後
まで学生自身がやりきる事で多くの貴重な経験ができたと思います。

難波駅周辺で「S-Mapi」を配布する学生堺市で行われた「堺文化財特別公開」にて地図アプリをPR

（１）堺市における観光の活性化

◇研究者の紹介◇

総合情報学部 教授
堀 雅洋

（ほり まさひろ）

工学博士。Web情報の高度利用、認知モデルに基づく
ユーザビリティ評価、情報デザイン手法の研究に従事。
情報処理学会、ヒューマンインタフェース学会、ACM
各会員。

◇解決すべき課題◇

◇大学の役割◇

え すまぴ
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学生団体KUMCによる防災・安全教育

学生団体KUMCの活動の様子

目 的 近隣の小学校で防災教育の授業を行うことなどにより地域の防災・減災に貢献する

連携メンバー 高槻市立磐手小学校／高槻市立奥坂小学校／高槻市立第八中学校／高槻市教育委員会
関西大学社会安全学部教授 亀井克之／学生団体KUMC

活動地域 高槻市立磐手小学校をはじめとする高槻市立の小・中学校／
関西大学高槻ミューズキャンパス 社会安全学部

活動期間 2013年4月～（継続中）

費 用 ボランティア

藤井寺市の小学校で防災授業をした経験を持つKUMCは2013年7月に関西大学の準登録団体となった。KUMCは、
高槻市の小学校各校に「防災授業をします！」と電話でアプローチした。まず磐手小学校が手をあげて下さり、
これまで実績を積み重ねてきた。

（１）防災教育として具体的に何をすればよいか
（２）他にはない防災・安全教育を模索
（３）双方向型の防災・安全教育
（４）地域性のある防災・安全教育
（５）防災・安全教育の教材準備

社会安全学部生を中心とする学生団体KUMCが高槻市の小・中学校で防災・安全教育の
出張授業を展開。高槻市の小学生を招いた社会安全学部での講義の中で防災クイズなどを
実施しています。

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇
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2013年7月10日、高槻市立磐手小学校において川の怖さについて特別授業、同校で8月25日、非常時に役立つ
新聞紙によるスリッパの作り方を2学年に指導。2014年1月14日、高槻市立磐手小学校5年生・6年生180名が関
西大学・高槻ミューズキャンパス訪問。社会安全学部生と共に「リスクマネジメント論」の講義を受講。この中
でKUMCが防災クイズを担当。2月10日、高槻市立桃園小学校で交通安全に関する授業と地震に関する授業。2月
13日、島本町立島本第二小学校で東日本大震災に関する授業。2月21日、高槻市立津之江小学校で防災・減災に
ついての授業。
KUMCによるこれまでの取り組みが評価され、2014年度は高槻市教育委員会の防災教育研究委嘱校推進会議に
よる取り組みに協力することになった。防災教育研究委嘱校となった磐手小学校・奥坂小学校・第八中学校での
防災教育に協力するほか、3校の児童・生徒による高槻ミューズキャンパス・社会安全学部訪問・講義見学の際
に協力・交流する。
2014年度の高槻市教育委員会による防災教育推進事業への協力の手始めとして、関西大学社会安全学部の外

国人招聘研究者レオ・ポール・ダナ教授が、2014年4月に磐手小学校・奥坂小学校・第八中学校の3校で
「ニュージーランド地震の被災体験」の講演を実施した際にKUMCが協力した。
KUMCによる防災・安全教育の授業の特徴は、①双方向性、②わかりやすいPowerPoint作成、③漫画の主人公
などに扮することによる雰囲気づくり、④防災クイズ、防災ゲームなどのアイテムの使用にある。

◇研究者の紹介◇

社会安全学部 教授
亀井 克之

（かめい かつゆき）

専門は、経営戦略とリスクマネジメント。
リスクマネジメントの枠組みを企業のみならず、中小企業の
事業承継、経営者のメンタルヘルス、子どもの安全、地域ス
ポーツ、音楽ライブ・ビジネス、ワイン産業などに当てはめ
て研究。

（１）高槻市立磐手小学校、桃園小学校、津之江小学校での防災・安全教育の授業
（２）島本町立島本第二小学校、吹田市立吹田第二小学校での防災教育の授業
（３）磐手小学校の児童が社会安全学部訪問・講義参加の際に防災クイズ担当
（４）2014年度高槻市教育委員会から防災教育推進事業に協力要請
（５）ダナ教授による防災教育研究推進委嘱3校での講演に協力

◇学生団体の紹介◇

・学生団体KUMC

社会安全学部生が2010年4月に結成し、2013年7月に関西
大学準登録団体となった学生団体。2014年7月現在、社
会安全学部唯一の公認サークルである。「防災教育班」
「防災製品の共同開発班」「ハザードマップ班」「イベ
ント班」に分かれて活動して社会貢献している。部員数
は100名を越えている。

学生団体KUMCによる防災教育の様子 非常時に役立つ新聞紙でのスリッパの作り方講座の様子

◇大学の役割◇

◇成果◇
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間伐材や地場の木材を使用した
木の塀によるブロック塀代替プロジェクト

高槻市古曽部防災公園にて

地震で倒壊する危険性のある老朽化したブロック塀を間伐材や地場の木材を活用した
木の塀で代替するための商品開発・普及についての産学連携。

目 的 地震の際に倒壊する危険のある老朽化して危険なブロック塀を間伐材・地場木材を活用した木の塀に代替し、
防災・環境に寄与すること

連携メンバー 港製器工業株式会社／高槻市／岩手県上閉伊郡大槌町／大阪府森林組合／
関西大学社会安全学部 亀井克之ゼミ

活動地域 大阪府高槻市／大阪府吹田市／岩手県上閉伊郡大槌町／
関西大学高槻キャンパス／高槻ミューズキャンパス／千里山キャンパス

活動期間 2012年6月～（継続中）

費 用 大阪地域創造ファンド／林野省補助金

2011年6月に関西大学社会安全学部生が、関西の学校で余った机や椅子を綺麗に整備して東日本大震災の被災地
にある学校や仮設住宅に贈る「勉机プロジェクト」に取り組んだときに、作業場を提供して下さったのが高槻市
の港製器工業株式会社だった。これを契機に、日本の至る所で見かけられる老朽化して倒壊の危険性があるブ
ロック塀を木の塀に代替する港製器工業株式会社のプロジェクトについて、主にマーケティング面で協力するこ
ととなった。

（１）木の塀は経年で反るという技術的課題
（２）認知度向上が容易ではない
（３）間伐材の調達・流通
（４）学生協力は企業の特定商品の宣伝と思われる
（５）ブランドの案出

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇
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どんなに防災・減災や地球環境問題の解決に役立つ製品であっても、①開発者が中小企業である、②大量生産
ができない、③価格が高めとなる、④広告がしにくく認知度を上げるのが難しいというような現実的な課題があ
る。そこで、関西大学社会安全学部の亀井ゼミでは、以下の活動を行っている。
（Ⅰ）関西大学社会連携部のイベントでの展示、（Ⅱ）関西大学社会安全学部のイベントでの展示、（Ⅲ）木
の塀についてのブランド策定、（Ⅳ）広告・マーケティングに活用するイラスト作成や写真の撮影、（Ⅴ）チラ
シのポスティング、（Ⅵ）口コミ、（Ⅶ）工事現場訪問、（Ⅷ）展示会での出展の協力、（Ⅸ）学会やセミナー
での報告の支援。

「関大防災Day2013」の様子

◇研究者の紹介◇

社会安全学部 教授
亀井 克之

（かめい かつゆき）

専門は、経営戦略とリスクマネジメント。
リスクマネジメントの枠組みを企業のみならず、中小企業の
事業承継，経営者のメンタルヘルス、子どもの安全、地域ス
ポーツ、音楽ライブ・ビジネス、ワイン産業などに当てはめ
て研究。

◇現場の声◇

（１）大阪市・天王寺区における2012年12月の第一号施工
（２）東京における2014年2月の首都圏第一号施工
（３）岩手県上閉伊郡大槌町「ホワイトベース大槌」での採用
（４）上記に基づく受注継続とマスコミ掲載
（５）学生との協力関係の進展

（１）大阪、高知、鳥取、島根、山梨森林組合との提携による展開・普及
（２）関西大学イベント、防災イベント、展示会での展示
（３）ブランド案出、ロゴ開発、コピー開発、パンフレット・DVD改訂
（４）反りの解消についてのさらなる技術開発
（５）防災・減災、地球環境問題貢献型商品のマーケティングの研究

・清永雅嗣氏（港製器工業株式会社 プロジェクトリーダー）

震災でブロック塀ががれきになり、復興の邪魔になって
いる状況を見て発案しました。

・岡本唯、甲斐朝美（関西大学社会安全学部・亀井ゼミ）

防災・減災に役立つ製品の普及に実際に役立っている実
感があります。

実際に設置した木の塀（大阪市天王寺区）

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇
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防災学習施設と連携した
「複層的な学び」の創出

研修の様子

大阪府の防災学習施設である津波・高潮ステーションにおいて、日常の来館者対応や
イベントの企画・運営等を行う大学生ボランティアを組織し、活動しています。

目 的 防災の専門家と市民の間に大学生ボランティアを位置づけることで、複層的な学びの創出を目指す

連携メンバー
および役割

大阪府西大阪治水事務所／大阪府津波・高潮ステーション
･･･水災害の専門家として、大学生に指導、助言をする他、活動場所の提供を行う

関西大学社会安全学部 城下英行研究室･･･ボランティア学生の組織と指導

活動地域 大阪府大阪市

活動期間 2011年度～（継続中）

2011年3月に発生した東日本大震災の被災地支援を行うために同年12月に津波・高潮ステーションと「東北
『大』観光展」を共催したことが契機となり、連携が始まった。2012年には社会安全学部と大阪府西大阪治水事
務所との間で学生ボランティアに関する協定書を締結した。本協定をもとに2013年度から本格的な連携を開始し、
現在10名を超える学生が継続的に津波・高潮ステーションの運営に関与している。

（１）来館者の中に若い人が少ない
（２）展示・説明が高度で子どもには分かりにくい
（３）施設の認知度が低い

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇
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◇今後の展望◇

◇成果◇

イベントで液状化実験を行う学生

◇研究者の紹介◇

社会安全学部 助教
城下 英行

（しろした ひでゆき）

2010年度に社会安全学部に着任。本物の防災活動に参加する
機会を提供することが防災教育であるという立場に立ち、国
内外のさまざまなフィールドで実践的な研究を行っている。

（１）津波・高潮博士認定者7名
（２）子ども向け解説リーフレット集の作成
（３）定期的な防災イベントの企画・運営

（１）大学生ボランティアの常駐化を目指す
（２）大学生以外のボランティアの参加を実現する

防災教育は、「防災に関する知識・技術を伝えること」と狭く定義されることが多い。しかし、知識の量と被
害の程度が反比例の関係にあるかといえば、その関係には閾値のようなものがあり、単純に知識さえ伝え続けれ
ば被害が軽減されるとは考えがたい事例が散見される。
現在、わが国には60を超える防災学習センターがあり、それらの多くは火災や地震、風水害を主な対象とし

ている。そこでは、展示物や体験コーナーでの体験を通して、知識を得ることができるようになっている。した
がって防災学習センターにおける教育方法は、一部で体験的な学びが取り入れられているとはいえ、基本的には、
専門家（センター）から非専門家（来訪者）へ、一方向に知識を伝える形式を取っている。
一方、こうしたセンターの多くは、各地方自治体の消防本部や防災部局によって運営されていることが多く、
防災対策の専門家が関与しているといえる。そこで、防災学習センターにおいて、防災の専門家と協働する機会
を提供することができれば、展示による一方向の知識伝達に加え、協働実践を通じた双方向の学習機会（防災共
育）も生み出すことが可能となる。すなわち、防災学習センターにおいて多様な学びの機会を提供でき、防災に
関する「複層的な学び」を実現することができると考えられる。
津波・高潮ステーションにおける専門家と大学生・市民の
協働実践を通じて、「複層的な学び」が実現しうることを
示すことが、大学の重要な役割である。

来館者に案内中の学生

学生が制作したリーフレット

◇現場の声◇

・新堀満氏（大阪府西大阪治水事務所
津波・高潮ステーション運営担当）

協働イベントの開催やリーフレットの制作等さまざま
なかたちで協力していただき、来館者からも好評価を
得ている。若い世代の来館者も増えつつあり今後も連
携を深めていきたい。

◇大学の役割◇
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目 的 東日本大震災により、実験等を十分に行うことができなくなった理科の授業を補う／
小学生の理科への興味を引き出す

連携メンバー
石巻市教育委員会／石巻市立小学校／
関西大学システム理工学部准教授 倉田純一／
関西大学化学生命工学部教授 河原秀久／同学部専任講師 山出和弘／同学部特任助教 坂元仁

活動地域 宮城県石巻市内の小学校

活動期間 2011年9月～（継続中）

2011年3月11日、本活動のメンバーの一人である倉田が出張先の仙台市内で東日本大震災に遭遇。宮城県の甚大
な被害を目の当たりにし、「小学校の設備も大きな被害を受け、これから相当な期間、理科実験の授業ができな
くなるのでは」との懸念を抱き、理科実験器具を持ち込んでの出張講義を企画した。被害の大きかった石巻市の
教育委員会に打診したところ、市内の5つの小学校から希望があり、2011年9月、理工系の教員3名とともに理科実
験授業を行った。

（１）東日本大震災による設備・器具の不足
（２）小学生の「理科離れ」を加速させる恐れがある実験・実習環境の復興遅れ

東日本大震災被災地域の小学校への
理科実験出張授業

東日本大震災の影響で、校舎や実験設備が使えなくなった宮城県石巻市内の小学校を
訪問し、大学の実験器具を使って出張授業を行っています。

筋電計を使った授業

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇
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震災半年後の2011年9月より毎年、石巻市内の小学校を訪問し、主に小学校4～6年生を対象に理科実験の出張
授業を行っている。
光学顕微鏡を使った植物の花粉の観察や、筋電計を用いて筋肉の動きを調べるなど、大学ならではの実験設備
を使い、理科の楽しさを知ってもらいながら、なおかつ小学校の教育課程に沿った授業になるよう、工夫して
行っている。

顕微鏡を使った授業

◇研究者の紹介◇

化学生命工学部 教授
河原 秀久

（かわはら ひでひさ）

微生物がもつ様々な機能を理解し、産
業的に応用するため、微生物の機能の
新規探索・解析・効率化に関する研究
を行っており、不凍タンパク質の研究
では実用化に成功。

（１）震災後の変化していく環境とニーズに合わせた学習支援

システム理工学部 准教授
倉田 純一

（くらた じゅんいち）

光学式変位・速度計測センサの高機能
化に関する研究を行い、博士（工学）
の学位を取得。現在はサービスロボッ
トについて研究中。

化学生命工学部 専任講師
山出 和弘

（やまで かずひろ）

化学生命工学部 特任助教
坂元 仁

（さかもと じん）

食の安全上で問題となる微生物（細菌、酵母、カビ）の制御に役立つ死滅・損傷機構
の研究が専門。致死的な加熱や薬剤処理における耐性化および感受性化要因を多重遺
伝子破壊株や、蛍光タンパク質を用いた分子センサーで解析中。東日本大震災に倉田
先生らと東北大学出張中に遭遇。

双眼実体顕微鏡

◇大学の役割◇

◇今後の展望◇

専門は生物化学工学。固定化生体触媒やバイオリアクターの研究を長年続けており、
それらの成果をもとに、現在は食品・農産廃棄物からの各種有用物質生産についての
研究を行っている。

左から坂元・倉田・河原・山出
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UR男山団地 男山中央センター商店街の空き店舗を活用したコミュニティ拠点

365日住民が気軽に集まれる場所「だんだんテラス」

男山団地内に設置された「だんだんテラス」

2011年
9月 文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

「集合住宅“団地”の再編（再生・更新）手法に関する
技術開発研究（平成23年度～平成27年度）」を開始

2012年
4月 研究対象にUR男山団地を選定、調査開始
7月 男山団地再編提案を作成
10月 大阪・京都・東京で「団地再編住みよいまちへ展」を

開催

2013年
2月 男山団地再編提案をもとに、団地住民・地域住民との

ワークショップ「だんだんワークショップ」
「だんだんカフェ」を実施

2月 男山団地中央センター地区の再編提案の作成
5月 「商店街の空き店舗を利用したコミュニティ拠点案」

を作成
10月 京都府知事立会いのもと、八幡市・UR都市機構・

関西大学による「男山地域まちづくり連携協定」の
締結

11月「だんだんテラス」の開設

2014年
3月 1週間連続ワークショップ「だんだんワークショップ

ウィーク」の開催
4月 「だんだんテラスの会」の発足
7月 団地屋外空間活用「おかたづけマーケット」を開催

◇解決すべき課題◇

◇連携の分担◇

UR男山団地・中央センター商店街の空店舗を改修し、住民が気軽に集
まれるコミュニティ拠点「だんだんテラス」を開設しました。まずは、
本プロジェクトの学生メンバーが常駐して運営を行いますが、将来的に
は、団地住民、地域住民、地域活動団体等が運営の主体となることを目
指しています。そのための土台づくり（施設整備と仕組み）を、関西大
学・八幡市・UR都市機構がそれぞれの立場から支援する仕組みです。
365日オープンを目指し、まずは男山団地、男山地域について議論をす
る場所を設けることが重要であり、今後の活動についてはこの場所で住
民と議論を進めながら検討していきます。

（１）次世代を育むまちづくりとして、子どもが豊か
に育つために、地域で子育てを支えあい、とも
に育ちあう、分かちあう環境づくりの導入・確
立

（２）多世代が根を張るまちづくりとして、高齢者が
住み慣れた地域で住み続けられることを目指し
た「地域包括ケア」の確立

（３）地域に活力を呼び戻すまちづくりとして、地域
及び団地が連携した新しい機能及び活動の導
入・確立

（４）住民が主役となるまちづくりとして、地域の多
様な活動主体の育成及び活動ステージの確保

◇活動の経緯◇
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こどもたちを対象にした「図工教室」の様子

（１）住民主体の運営への移行
（２）地域の課題解決に向けた取り組み

◇研究者の紹介◇

男山地域コーディネーター
辻村 修太郎

（つじむら しゅうたろう）

1989年吹田市出身。関西大学大学院博士課程前期課程
理工学研究科ソーシャルデザイン専攻建築学分野 2013年
修了。だんだんテラスの立ち上げ・運営に携わり、男山地域
の情報発信、課題発掘、課題解決に向け取り組くんでいる。

（１）365日オープンなコミュニティ拠点の運営
（２）地域の農家と連携した朝市活動の実施
（３）地域の課題発掘、課題解決に向けた

ワークショップの開催
（４）地域団体と連携した教室、講座の実施
（５）地域の情報発信を目的とした

通信紙（だんだん通信）の発行

◇大学の役割◇

◇今後の展望◇

八幡の歴史を研究する会による講座の様子

連携メンバー
京都府／京都府八幡市／
独立行政法人UR都市機構／
男山中央センター商店会／男山団地自治会

活動地域 京都府八幡市男山地域

活動期間 2013年11月～（継続中）

費 用
関西大学（立ち上げ時の施設整備のみ）／
京都府（地域力再生プロジェクト支援事業）／
京都府八幡市（だんだんテラス補助金）

◇研究者の紹介◇

プロジェクト代表
環境都市工学部建築学科 教授

江川 直樹
（えがわ なおき）

関西大学地域再生センター長
専門は建築環境デザイン

・UR男山団地D地区に住む住民の方

だんだんテラスに初めて来たのは去年の11月
頃です。その頃から比べると住民の方にも、
だんだんと浸透してきているのかなぁと思い
ます。だんだんテラスでは、隔週の月曜日に
はがき絵教室を開いています。普段は学生と
おしゃべりしたり、気分転換に絵を描きに来
ています。いつでもあいている、必ず誰かが
いるというのが、他にはない魅力だと思いま
す。若い学生が運営しているという点も新鮮
さがあって魅力のひとつだと思います。

◇現場の声◇

・八幡市まちづくり推進部 都市計画課長 武用権太

今、本市の「男山地域再生基本計画」の基本目標の実現に向けて、
住民の方々の新たなネットワークをつくることや、地域の情報を発
信する役目を「だんだんテラス」が始めています。最初は「だんだ
んテラス」を始めることが、どれだけの効果を地域にもたらすのか
正直、疑問でしたが、365日開いている「だんだんテラス」がある
ことや、そこに居る人たちの楽しそうな人柄や活動に対して、だん
だん人が集まりだしました。そして今、この小さな取り組みが大き
な広がりを見せ、出来始めたネットワークやこの場所を中心に様々
な取り組みが生まれているのを見て、まちが動きだしたと感じてい
ます。今後も関西大学に協力していただき、地域の方々とともにこ
の場所が育つことを期待しています。

〒614-8373
京都府八幡市男山八望3-2
だんだんテラス

E-mail  
dandan.terrace

@gmail.com

HP
http://ksdp.jimdo.com/

Facebookページ
「だんだんテラス」

◇現場の声◇

朝市活動の様子

－ 81 －



ー持続的に“関わり続けるという定住のカタチ”による21世紀のふるさとづくりー

農山村集落との交流型定住による故郷づくり

丹波市の風景

2006年
9月 日本建築学会近畿支部事業「シナリオ丹

波」設計・計画提案競技に建築学科建築環
境デザイン研究室として提案、丹波市長賞
を受賞し住民への提案を経て具体化へ

2007年
4月 現地にて、最初の丹波ゼミを開催
7月 丹波市の協力により、空き家を借用し、

活動滞在拠点「関西大学佐治スタジオ」開設
7月 関西大学と丹波市が“まちづくり”に関する包

括的な協定を締結
10月 文部科学省平成19年度現代的教育ニーズ取

組支援プログラム（現代GP）採択。佐治ス
タジオを拠点に空き家リノベーションや地域
再生などの滞在型講座を展開。

2008年
2月 学生主体による佐治スタジオの空き家リノ

ベーションが完成。「まちの居場所」へ。

2010年
3月 現代GP事業終了
4月 関西大学と丹波市との支援により現代GP           

事業の部分的継続実施。
12月 兵庫県人間サイズのまちづくり賞

2011年
1月 住民主体の空き家活用サークル「佐治倶楽

部」の設立。
5月 まちづくり功労者国土交通大臣表彰

2012年
4月 佐治スタジオの維持管理業務を佐治倶楽部

に委託。地域との連携による事業継続へ。

◇解決すべき課題◇

◇連携の分担◇

田舎の原風景を数多く残す･･･兵庫県丹波市青垣町。
2007年より同市青垣町佐治の空き家を活用し活動拠点「関
西大学佐治スタジオ」を開設。同スタジオを拠点に「関わ
り続けるという定住のカタチ」と「21世紀の故郷づくり」
をテーマに、大学生が空き家リノベーションや滞在型講座
等を通じて地域に滞在し交流を深めながら農山村集落の地
域再生に実践的に取り組んでいます。

また活動も9年目に入り、卒業生が家族や子供を連れてスタ
ジオを訪れるなど新しい定住のカタチが社会化されつつあ
ります。今後も関わり続けながら農山村集落の地域再生を
考え、実践し続けていきます。

（１）定住人口の減少、空き家の増加等により地域内外との交流
機会が減少したことで生じるコミュニティの弱体化

（２）空き家の増加、休耕田の増加、手入れが間に合わない人工
林の拡大などによる、田舎の原風景と呼べる山河に囲まれ
た美しい農村景観の変化。

（３）大学の不在などに伴う若い世代の都市部への流出を抑止し、
若い世代が地域に残るもしくは関わり続けることができる
仕組み作り

（４）地域が主体となって空き家等、地域の課題に取り組む仕組
み作り

◇活動の経緯◇

関西大学
千里山
スタジオ

関西大学
佐治

スタジオ

■現代ＧＰ1年目

ふるさと丹波市
定住促進会議

関西大学
佐治
スタジオ

外部資金都市部

自治会など他団体

理工系
オフィス

環境都市
工学部

ふるさと丹波市
定住促進会議

■現在
連携協定

連携協定

丹波市佐治俱楽部

丹波市

関西大学

関西大学

滞在型講座企画
佐治スタジオ運営

施設経費(家賃等)、
運営管理業務委託

関わ
り続
ける
定住

情報
の発
信

申請
報告

補助金
交付金等

学生の
活動費

現地調
整など

地域と
連携し

た

活動の
実践

滞在型講座企画
現地情報の発信

学生への呼びかけ
学内の事務手続き

学生の活動費
現地調整など

学生の活動費
現地調整など

事
業
委
託

連
携
依
頼

連
携・参
加

（※）

※現代GP･･･文部科学省「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」
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◇大学の役割◇

（１）空き家を活用したコミュニティビジネスの創出・実践
（２）地域が主体となって空き家を活用していく仕組みの充実
（３）関西大学全学部による横断的な地域再生への実践的活動の充実

◇研究者の紹介◇

関西大学佐治スタジオ 室長
出町 慎

（でまち まこと）

1982年奈良市出身。関西大学工学部建築学科卒業。2007年より
関西大学佐治スタジオ研究員として佐治スタジオに常駐し、交
流型定住の仕組み、環境作りや空き家改修などに取り組んでい
る。2011年より空き家活用サークル「佐治倶楽部」事務局。
2012年より佐治スタジオ室長。

（１）関西大学佐治スタジオを大学及び地域の滞在活動拠点として開放
（２）「地域再生」「ワークキャンプ」といった現地滞在型講座（単位取得

科目）の実施
（３）地域団体と連携した地域づくりプロジェクト（ATACOMなど）の実践
（４）空き家活用サークル「佐治倶楽部」による空き家の維持管理モデル構築
（５）交流型定住を促進する情報やきっかけの発信（広報誌の発行等）

◇今後の展望◇

連携メンバー
兵庫県丹波市／ふるさと丹波市定住促進会議／
佐治倶楽部／佐治地域自治協議会／
佐治地域活性化委員会／丹波市観光協会 等営

活動地域 兵庫県丹波市青垣町佐治を拠点に市内各所

活動期間 2006年9月～（継続中）

費 用
関西大学（科目運営費、佐治スタジオ運営業務
委託費）／丹波市（ふるさと丹波市定住促進会
議）／佐治倶楽部（自主財源）

◇研究者の紹介◇

プロジェクト代表
環境都市工学部建築学科 教授

江川 直樹
（えがわ なおき）

関西大学地域再生センター長
専門は建築環境デザイン

地域再生のモデルへ

「関わり続ける定住のカタチ」をテーマ
に、学生の発想力、行動力が地域住民を
巻き込み、地域再生が動き始めた。
また、学生にとっての丹波は、第二の

故郷となり、その魅力を発信する人、い
わゆる丹波人口が増え続けていく。
佐治スタジオを拠点とする関西大学と

の連携事業は、こうした新しい形の地域
再生のモデルとなるよう、今後も大学と
丹波市との関係を深め、さらなる進化を
期待する。

丹波市長 辻 重五郎

大学生は地元の財産！
大学のない丹波市にとって、大学生が地元
に関わり続けてくれていることは、とても
大きな財産です。大学生は地元にはないア
イデアや発想力、行動力があり、とても刺
激になっている。これからも継続的に関わ
り続け色々なことに一緒に取り組んでいき
ましょう！

佐治倶楽部 会長 足立成人

関西大学
佐治スタジオ外観

兵庫県

佐治スタジオ内観

空き家リノベーション
学生が主体となって空き家を再生

滞在型交流ワークキャンプ
1週間、現地に滞在し生業体験などに取り組む

佐治倶楽部
空き家を使った地元料理試食会など

佐治スタジオでの2泊3日
「地域再生」滞在型講座の様子

ATACOM
氷上町愛宕祭り・造り物への参加

〒669-3811
兵庫県丹波市青垣町佐治683
関西大学佐治スタジオ

Tel / Fax 0795-86-7078

E-mail    Saji.club@gmail.com

HP http://sajiaogaki.exblg.jp/

Facebookページ 「関西大学佐治スタジオ」
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◇解決すべき課題◇

JR吹田駅前鉄骨長屋商店街の再生を
視野に入れた地域活動の支援

目 的 老朽化、空洞化が進む鉄骨長屋の建て替えを目指した地域活動支援

連携メンバー NPO法人JR吹田駅周辺まちづくり協議会／関西大学環境都市工学部 岡絵理子ゼミ

活動地域 旭通商店街および新旭町通り商店街（JR吹田駅周辺をふくむ）（大阪府吹田市）

活動期間 2012年6月～2014年3月31日

費 用 JR吹田駅周辺まちづくり協議会からの受託研究費

設計演習でいつも訪れていたJR吹田駅。そこに、とても興味をひかれる商店街があった。とても長い鉄骨長屋
が並ぶ新旭町通り商店街。細い道を挟んだその商店街は、店の奥行きが浅く、店と客がとても近い。なぜ、そこ
にそんな商店街ができたのか？店の上はどうなっているのだろう？知れば知るほど興味がわく。なにか、この商
店街と関わりたいと思っていたら、JR吹田駅周辺まちづくり協議会から、建替えの相談が持ち込まれた。
これが、研究室と鉄骨長屋の関わりの始まりだった。

（１）旭通商店街、新旭町通り商店街の空洞化、後継者問題等
（２）新旭町通り商店街の建築物である鉄骨長屋の老朽化、耐震性能不足
（３）鉄骨長屋建て替えに向けての共同の可能性模索
（４）鉄骨長屋建て替え手法の知識不足

建設から40年が経過し、建て替えが望まれる3階建て鉄骨長屋商店街。
そのプロセスデザインの研究・提案、地域商業の再活性化を目指した活動などを通じ、
建て替え事業の推進を支援します。

新旭町通り商店街のアーケードの様子 新旭町通り商店街 アサヒスタジオ

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇
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新旭町通り商店街の鉄骨長屋の建て替えは、老朽化、耐震性
能不足といった建物自体の問題にとどまらず、旭通商店街やJR
吹田駅周辺のまちづくりにとっても、ここ数十年の地域の課題
であった。しかしながら、大きな利権の生まれる再開発事業と
して成り立つのではないかとの期待や憶測や、所有者や店舗経
営者のそれぞれの思惑が交錯し、足並みがそろわず、建て替え
事業そのものの実行が難しいものとなっている。その一方で、
空き店舗がふえる、業種が変化していくといったように、商店
街の状況が地域の人々の期待に反する方向に変化しつつある。
このような中で、正確な情報が何で、実際どのように建て替わ
る可能性があるのかを、現状調査等に基づいて公平かつ冷静に
地域の方々に提案できる立場として、大学の研究室がその役割
を担っていくことができると考えている。

◇研究者の紹介◇

環境都市工学部 准教授
岡 絵理子
（おか えりこ）

都市計画と住宅を専門としています。実際のまちの動きを、まちの人々とのかかわりを通して学生たちに伝えたい、
体感してほしいと思っています。

まちづくり拠点として商店街内にオープンした
アサヒスタジオのチラシ

◇大学の役割◇

アサヒスタジオ発行の「アサヒ」

（１）2012年度の商店主アンケート調査による建て替え意向把握
（２）地域情報誌「アサヒ」の発行
（３）建て替えに向けたレクチャーとワークショップの実施
（４）学生による商店街イベントの支援

◇成果◇

◇今後の展望◇

（１）鉄骨長屋所有状況の把握
（２）建て替えプロセスを考慮したモデルの作成
（３）新旭町通り商店街内の拠点整備
（４）商店街空間を活用した社会実験の実施

旭通商店街
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市民の力で市民力を高める
「吹田市市民協働学習センター」

入門講座の様子

吹田市自治基本条例に則り、「みんなで創るまちづくり」を目指して市民主導の
運営組織をつくり、市民自らが学び、考え、議論をし、行動する場を提供しています。

目 的 市民と行政の協働による一歩進んだまちづくり創造のため、市民力の高いまちづくり人材を育成すること

連携メンバー
および役割

市民･･･志と意欲があれば、運営委員（あるいは協力員）として参加することができる
吹田市文化のまちづくり室･･･事務局として参加。市民と対等な立場での議論を目指す
関西大学環境都市工学部 社会資本計画研究室（北詰恵一研究室）

･･･教員が顧問として参加。学生も学塾部会の講座に参加して運営をサポート

活動地域 大阪府吹田市内

活動期間 2006年10月～（継続中）

2006年の準備委員会での議論を経て運営委員会を発足させるとき関西大学に学識経験者の参加要請があり、
大学教員が参加。市も事務局として参加。以来、運営委員会で議論した方針をもとに、学塾部会での講座開催、
市民公益団体間の交流、まちづくりに関する情報発信、まちづくり吹田学塾の支援と実際の活動を続けている。

（１）市民･･･本格的な人材育成プログラム構築
（２）市･･･市民主体の学習事業支援のあり方模索
（３）大学研究室･･･まちづくり研究の実践の場

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇

－ 86 －



◇今後の展望◇

◇成果◇

◇研究者の紹介◇

環境都市工学部 准教授
北詰 恵一

（きたづめ けいいち）

専門は社会資本計画、地域・都市計画、PPP ／ PFI。

（１）講座実施･･･入門講座9回、応用講座7回、卒業生が実際に活動
（２）まちづくりテキスト作成
（３）交流会･･･32回実施、60団体の参加
（４）市民塾･･･34団体を採択し活動支援、多くの活動団体のサポート
（５）広報誌「つながる」発行･･･15号

（１）より深い政策提案のための「専門講座」
（２）提案した施策の実験的実践、さらなる本格実施
（３）市民公益団体交流拡大による具体的課題のための市民グループ構築
（４）市内大学連携による市民サポートのしくみ構築

活動紹介パネル

市民主体でのまちづくり人材育成の場において、無理なく、しかし市民の高い関心を受け留め、教育効果の高
い育成プログラム内容になるようサポートしている。

（１）講座カリキュラム構築
「入門講座」、「応用講座」、「専門講座（予定）」という講座群の大きな枠組みを作り、各講座にどの
ような目的や役割を持たせればよいかを議論して決定した。全体の方向性として、「市民と行政のパート
ナーシップ」という考え方を示し、市民が学ぶべき内容を割り当てている。また、「入門講座」の最後に
は「応用講座」のテーマに自然に繋がるシンポジウムを企画し、そのコーディネート役を行った。「応用
講座」では、政策立案のテーマ設定、ファシリテート、最終的目標への具体化のサポートを行った。

（２）学生の参加と研究実施
「応用講座」に学生を参加させ、若いアイデアを積極的に盛り込める政策立案議論の実質的な進行役を務
めさせた。これにより講座が活性化し魅力あるものになったと考えている。
また、学生にとっても「まちづくりのプロセスモデル研究」の実践の場として、修士論文や卒業論文での
仮説の検証の場となった。

（３）市民、自治体職員、学生が議論する場
これら３者が同じテーブルで議論する場を提供。市民にとっては自治体職員が実際にどのような課題に直
面しているかを知る場、自治体職員にとっては市民や学生と対等に議論し本音をぶつけられる場、学生に
とっては生のまちづくりを経験する場として、非常に貴重な場となった。このことは、中間支援組織とし
ての市民協働学習センターの市民メンバーのコーディネータ能力の向上にも寄与している。

入門講座リーフレット

◇大学の役割◇
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大城の住民と共に創る
「スージグヮー（※1）週末美術館」

～大城まちかどギャラリー～
大城集落をまるごと使って行われる「スージグヮー週末美術館」では、「大城まちかど
ギャラリー」と称し、学生と地域住民が一緒になって企画展示を行います。

目 的 沖縄の伝統的技術によって建てられた国指定重要文化財である「中村家住宅」や集落に点在する空き家を
利用した、地域住民の世代間交流と歴史的建造物の保存と活用

連携メンバー
および役割

大城青年会…庭の企画、空き家の清掃／大城花咲爺会…草花の提供
大城こども育成会…庭の企画、一輪挿し用の草花収集
沖縄県立芸術大学…彫刻作品に関するアンケート回答および作品提供
関西大学環境都市工学部 都市設計研究室（木下光研究室）…イベント全体の企画および実施運営

活動地域 沖縄県中頭郡北中城村字大城

活動期間 2012年9月～（継続中）

※1 スージグヮー･･･沖縄のことばで「路地」を意味する。

都市設計研究室では、2010年から継続している「中村家住宅」の実測調査、2012年のムーンライトコンサート
（※2）への参加など、さまざまな角度から大城と関わっている。これらの現地での活動が実を結び、また、学生
が現地でインターンシップを経験したこともきっかけとなり、地元で年に1回開催されている「スージグヮー週末
美術館」に協力することとなった。

※2 ムーンライトコンサート･･･2001年より毎年、梅雨があけた満月の頃に「大城の地域づくり構想」に基づく
“花と緑に囲まれた芸術の里”づくりの一環として開催しているイベント

軒先に色水入りの一輪挿しを飾っている様子

（１）スージグヮー（路地）を活用したイベントの開催
（２）国指定重要文化財である「中村家住宅」の活用
（３）地域住民の世代間交流

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇

お お ぐ す く

なかがみぐんきたなかぐすくそんあざおおぐすく
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大城フォトギャラリー

（１）スージグヮー（路地）を活用したイベントの開催
（２）活動の成果をまとめた冊子の作成
（３）空き家および古写真の有効利用

（１）「スージグヮー週末美術館」へ継続的に企画参加する
（２）地域の世代間交流を促すコンテンツの企画

◇研究者の紹介◇

環境都市工学部 准教授
木下 光

（きのした ひかる）

専門は都市デザイン（公共空間、都市再生）
都市計画・建築計画（都市居住、公設市場、酒蔵）・都市論。

「スージグヮー週末美術館」への参加を通じ、地域住民がさまざまな世代と交流できる環境の創造、空き家の
活用および地域活性化を目指している。
以下は、「スージグヮー週末美術館」での取り組みの紹介（一部）

（１）「みんなでガーデン」
･･･（目的）地域全体に広がる植栽植樹運動の情報発信による新たな空き家の活用手法の提示
集落内の空き家を有効活用し、軒先と庭の木々に色水の入った小さな一輪挿しを飾ったイベント。
学生たちが選んだ一輪挿しは、化粧品ケースを利用し、色水は地元で伝わる遊びにヒントを得て、花から
抽出した。また、それらは地元の青年会および子ども育成会と協働で製作した。

（２）「北中城村彫刻カジマヤー計画QRコード」･･･（目的）アーティストを目指す芸大生の作品情報発信
沖縄県立芸術大学の学生が作成したテラコッタ彫刻の作品情報を発信するイベント。QRコードには、学生
たちが芸大生より収集した作品情報を取り込んだ。そして、沖縄の粘土を使用した素焼きのキューブにQR
コードを貼付し、スマートフォン等で読み取れるようにした。

（３）「大城フォトギャラリー」･･･（目的）生活空間を利用した古写真の活用
活動の中で収集した地域住民の想い出の古写真やイベントの写真を、普段見慣れたスージグヮー（路地）
で展示するイベント。写真は、学生が作製したカラフルに縁取ったフォトフレームや説明文を付属したス
ライド式のフォトボックスを使用して展示した。配置は、大人と子どもが見やすい高さを計測するなど、
バランスと彩りを重視した。

（４）「大城QRコードギャラリー」･･･（目的）集落と古写真を利用した屋外美術館の制作
学生たちが地域住民から収集した写真に解説を加え、QRコードに取り込んだ。QRコードは素焼きキュー
ブや足型に印刷したシートの2種類をデザインし、設置した。大城の失ったかつての風景と今の風景の比較
や植栽植樹運動による景観再生の取り組みを次世代に伝える試みである。

（５）「中村家住宅QRコードミュージアム」･･･（目的）伝統技術の継承
快適な住環境をつくる中村家住宅の伝統的技術をQRコードを用いて、一般の見学者にわかりやすく多言語
化（日本語、英語、中国語）し解説した。住宅内外に配置した10箇所のQRコードは、住宅を構成する伝統
素材である琉球石灰岩、琉球赤瓦、漆喰を用いて製作した。

QRコードを携帯電話で読み取る様子

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇
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高齢化が進む橋梁の
維持管理システムの高度化

橋梁の計測の様子

鉄道や道路等の交通ネットワークと、電気・ガス・水道・通信網等のライフラインを
支える橋梁の維持管理システムの高度化を通して安全・安心で豊かな社会の実現を
目指しています。

目 的 橋梁の性能に関する実測データの蓄積による維持管理システムの高度化

連携メンバー
および役割

青森県／大阪府･･･フィールド提供、地域企業との調整
鹿島建設株式会社･･･橋梁の維持管理システムのプロトタイプ構築と、それの青森県内の橋梁への適用
株式会社川金コアテック

･･･支承（橋梁の上部と下部を繋ぐ部材）メーカーとして当該部材に関する調査・計測
一般財団法人大阪地域計画研究所
関西大学環境都市工学部教授 坂野昌弘･･･橋梁の維持管理システムの高度化に関する助言、調査手法の指導

活動地域 青森県内および大阪府内の橋梁

活動期間 2013年6月～2015年3月（予定）

費 用 一般財団法人大阪地域計画研究所と青森県、鹿島建設株式会社、株式会社川金コアテックとの共同研究による

関西大学先端科学技術推進機構に設置した橋梁マネジメント研究会に鹿島建設株式会社が参加したことを契機と
して連携開始。同社は、青森県から県内の老朽化した橋梁の維持管理業務を受注し、既存の維持管理システムの高
度化を目指していた。そこで、同社の要請を受けた坂野が、一般財団法人大阪地域計画研究所内に橋梁の維持管理
に関する研究会を設置し、その委員長としてこれに協力することとなった。

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇
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橋梁の疲労耐久性に関する、研究代表者である坂野の研究成果に基づき、橋梁支承の機能評価と機能回復に資
する知見を提供している。これらの知見を実際の橋梁の維持管理業務に適用し、データを蓄積することで、橋梁
の維持管理システムを高度化し、全国の橋梁に応用可能なシステムの構築を目指している。
具体的には、2013年度は青森県からフィールドとして県内の橋梁30箇所の提供を受け、既存システムで対応

できない橋梁支承について研究会のメンバーが連携して機能評価を行った。関西大学は坂野が主体ではあるが、
時には大学院生が同行することもあった。
2014年度には支承の機能評価を継続する他、機能評価結果に基づいた合理的で経済的な機能回復手法につい

ても検討する予定である。
そもそも、橋梁は交通インフラの中で最も建設や架け替え・修繕等のコストがかかり、鉄道や道路の他にも電
気・ガス・水道・通信等のライフラインを支える要となるものである。また、高度経済成長期に架けられた橋梁
は近い将来必ず一斉に老朽化への対応を迫られる。したがって、維持管理システムの高度化は、人々の暮らしに
安全・安心と豊かさを提供し、さらには産業活性化によって地域に活力を与える取り組みとなるものである。関
西大学はこれからも大手企業、中小企業、自治体と連携しながら、安全・安心で豊かな社会の実現を目指して橋
梁の維持管理システム高度化の一端を担っていく。

支承の各機能の評価方法

（１）青森県、大阪府･･･管理する橋梁の老朽化対策
（２）鹿島建設株式会社･･･橋梁の維持管理システムの高度化
（３）株式会社川金コアテック･･･支承の性能評価と老朽化対策

（１）30件程度の橋梁について診断が完了
（２）維持管理システムの高度化

（１）蓄積したノウハウの全国への水平展開（各地で環境条件が異なるため）
（２）地方自治体のインフラ老朽化対策に要する財政負担の軽減
（３）継続的な維持管理ビジネスによる地域企業の雇用創出・地域の活性化

評価する機能 評 価 計測項目

荷重支持機能 鉛直支持機能が損なわれ支承全体が上下動していないか 支承前後の鉛直変位

回転機能 活荷重や温度変化によって生じる桁の回転に追随できているか 支承前後の鉛直変位

移動機能 活荷重や温度変化によって生じる桁の伸縮に追随できているか 上下部工の相対変位（水平）

桁への影響 支承の機能低下により主桁に大きな応力度が発生していないか 下フランジ下面のひずみ

◇研究者の紹介◇

環境都市工学部 教授
坂野 昌弘

（さかの まさひろ）

山形県生まれ。1981年に東京工業大学修士課程修了。専門は鋼構造学、疲労（橋と自分自身）。橋梁等の社会基盤
施設の長寿命化など、次世代に良質なインフラと生活環境を残すべく研究を行っている。橋梁ドクターとして日々
全国を駆け回る。

◇解決すべき課題◇

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇
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先端技術と伝統技術のコラボレーション

和菓子店とのアスリート向け
冷凍お餅の共同開発

研究の様子

関西大学の開発した新技術を堺市の伝統菓子に応用し、これまでにない新しいコンセプトの
商品を産学共同で開発しました。地場産業振興による地域社会への貢献を目指した産学官連
携プロジェクトです。

目 的 大学の研究成果を活用した地場産業の振興及び『和食』の海外展開

連携メンバー
浜寺餅 河月堂／大阪府堺市広報部広報課シティプロモーション担当／
関西大学化学生命工学部 天然素材工学研究室教授 河原秀久／
商品名・キャッチフレーズコンテスト参加学生（関西大学商学部）

活動地域 大阪府堺市内／関西大学うめきたラボラトリ（グランフロント大阪 ナレッジキャピタル）／
関西大学千里山キャンパス

活動期間 2013年7月～（継続中）

費 用 堺市と関西大学との地域連携事業への応募

千利休の出生地で知られる大阪府堺市は、「茶の湯」の影響を現代に伝えるものとして、今でも多くの和菓子
店が営まれているが、日持ちがしないことがマーケットを広げるうえでの障壁となっていた。
2013年7月、堺市広報課シティプロモーション担当が、関西大学化学生命工学部の河原が株式会社カネカと共同

で開発した不凍タンパク質（冷凍時の氷結晶の成長を抑制する物質）の和菓子への応用を考え、その仲介のもと、
堺市和菓子組合向けの不凍タンパク質の説明会を開催した。その説明会に参加していた浜寺餅 河月堂と河原が共
同で商品開発をすることとなった。

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇
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河原が不凍タンパク質の添加量や使用方法等技術的な指導と、製造した冷凍餅の硬さ等の測定を実施。
また、商品名・キャッチフレーズのコンテストを実施し、商学部の学生が考案したものが実際の商品名と

キャッチフレーズとして採用された。

◇研究者の紹介◇

化学生命工学部 教授
河原 秀久

（かわはら ひでひさ）

専門：天然素材工学、応用微生物学、機能生物化学
主要研究テーマ：生物由来不凍タンパク質(関連物質)の構造解析とその応用開発に関する研究、食品産業廃棄物の新規有
効利用の開発に関する研究、化粧品素材成分の開発に関する研究、機能性食品成分の開発に関する研究など。最近では、
キノコの培養菌糸や子実体を用いた有用物質の生産や、未利用資源からの有用物質の生産に関する研究も着手している。

（１）2014年4月、浜寺餅河月堂より、自然解凍後もつきたてのように柔らかく、運動前の栄養補給にも適した

冷凍餅として、アスリートのための冷凍お餅『和neチャージS』を販売開始
※ナレッジキャピタル（グランフロント大阪内）で開催された『Knowledge Innovation Award 2013』に
おいて、モノ部門オーディエンス賞を受賞

「冷凍お餅」開発概念図

和neチャージＳ

キャッチフレーズ

ワ ン

◇大学の役割◇

◇成果◇
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田植え終了後の様子

農作体験から学ぶ地域の営み
～田植えから収穫、流通までの

総合マネジメントと地域協働～

目 的 田植えから収穫までの農作業を通して地域の方と協働し、信頼関係の構築や地域社会の営みのしくみを学ぶ

連携メンバー
および役割

向井比呂志氏（高槻市土室の農家）･･･田畑の賃借と農業指導
「農作体験から学ぶ地域の営み」履修生

･･･農作物を選定し、農業（草取り、田植え、収穫等）、病害虫などのリスクマネジメント、
収穫した作物のブランディング・流通・コンセプトメイキング

関西大学学長室シニア研究企画アドバイザー 角谷賢二･･･企画立案支援
関西大学教育推進部副部長 山本敏幸･･･プロジェクト進捗状況の管理、学生に対するアドバイス

活動地域 大阪府高槻市土室地域

活動期間 2014年4月～（継続中）

費 用 ナレッジ・サープラスの考えに基づき、各ステークホルダーで負担。（受講生チームの田畑への移動費及び
長靴や農作業服：受講生負担）（田畑貸借料、農具・肥料・苗等購入費、田畑への移動費：担当教員負担）

2012年より2年間、学生による提案科目「“みず”から育てる関大ブランド」でジャガイモやトマトを育て収穫、
キャンパス内、関大前商店街のレストランと共同で商品化までを行った。学生より引き続き授業継続の希望があり、
さらに充実した内容に発展させるため、関西大学学長室シニア研究企画アドバイザーである角谷の紹介で、高槻市
に田畑を借り、地域連携による協働型モデルの授業を実施することとなった。

（１）教室・学内を超えたアクティブ・ラーニングの実践
（２）地域連携による信頼関係の構築とその信頼関係の継続
（３）社会人基礎力を踏まえたコミュニケーション力の育成
（４）地域連携による共感を通しての問題発見・解決への合意形成
（５）過疎化・高齢化

大学や教室の垣根を越え、座学では学ぶことのできない経験（農作業）を通じ、
地域社会の営みのしくみを学んでいます。

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇

はむろ
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田植え・野菜の栽培の様子

（１）コミュニケーションによって信頼関係を築くこと、思いやりの大切さを学ぶことができる
（２）農作物を栽培しながら生命を育てる責任感を養うことができる
（３）育てた成果である農作物をブランド化することで、地域社会の営みの仕組みを理解することができる
（４）チームでプロジェクトベーストラーニングを通して学ぶことにより、より深い学びの姿勢を身に付けることができる
（５）ブランド化した商品の流通の実践を経験する
（６）受講生の達成感と学習コンテンツの満足度を向上する

教育推進部副部長
山本 敏幸

（やまもと としゆき）

地域における問題発見、問題解決および
関係者との合意形成を重視したフィール
ドワーク型の授業を行っています。

教育推進部研究員・非常勤講師
奥貫 麻紀

（おくぬき まき）

専門は社会学、キャリアデザイン、
課題解決型フィールドスタディ。

◇研究者の紹介◇ ◇研究者の紹介◇

関西大学の教育カリキュラムである全学共通教養科目の授業の枠内で、高槻市土室地域に田畑を借り、米づく
りを中心に、野菜の栽培等農作業を行っている。
この活動は、単なる田植え、草刈り、収穫の農作業体験ではなく、病害虫などのリスクマネジメント、流通、

コンセプトメイキング、プロダクトデザインまでを一連の流れと捉え、生命を育てる責任感を養うことを目指す
ものである。育てた成果である農作物のブランディングは、流通も含めた地域社会の営みの仕組みを理解するこ
とにつながっている。
また、この活動はチームによる協働型プロジェクトベーストの課題発見・解決型学習と位置付けて展開してい

る。地域の課題発見・解決を行うためには、地域に入り、一緒になって知識・知恵・経験・価値を共感し、信頼
関係を築くことが不可欠であり、地域協働を通じて、教室や本からは発見できない地域課題の定義・解決を行っ
ている。また、それはコミュニケーションによる信頼関係構築や、思いやりの大切さを学ぶことにもつながって
いる。
キャンパスを越えた地域社会全体をフィールドに、地域住民と同じ目線で共に考え、対話し、共感しながら協

働するプロセスを地道に実践している。
また、地域社会を構成する人たちが様々な世代の人達からなるように、様々な学部の1～4年生が知見を出し合

い、話し合いにより合意形成に至るプロセスを学んでいる。

ブランディング最終プレゼンテーションの様子

◇大学の役割◇

◇成果◇
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芝居町道頓堀の景観復元プロジェクト

「再現！道頓堀の芝居小屋～道頓堀開削399年～」
（大阪くらしの今昔館）での展示の様子

道頓堀商店会と連携し共同で、芝居町道頓堀の景観復元を目指した関連資料の収集や
CGによる街並み復元などの調査・研究、成果公開事業を行っています。

目 的 大阪の都市遺産としての道頓堀の歴史的・文化的価値の再発見と活性化

連携メンバー
および役割

道頓堀商店会･･･調査協力、資料・情報の提供、成果公開事業の共催・協力
松竹芸能株式会社･･･DAIHATSU MOVE 角座のモニュメント制作・成果公開媒体の提供
大阪市立住まいのミュージアム（大阪くらしの今昔館）･･･成果公開の展覧会の共催・会場提供
早稲田大学坪内博士記念演劇博物館･･･資料調査・展覧会開催の協力

活動地域 大阪府大阪市（道頓堀、千日前）

活動期間 2010年9月～（継続中）

費 用 文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業／サントリー文化財団／三菱財団／
学内の各種研究費の助成

関西大学大阪都市遺産研究センターが取り組む研究テーマのひとつである「近代大阪の失われた景観復元」の
一環として、芝居町から食い倒れの街へと変化し、多くの資料が残存する道頓堀に焦点を当てて調査・研究を進
める過程で、調査への協力や資料・情報の提供などで道頓堀商店会との連携が不可欠となり、大正初年ごろの街
並みを再現したCG制作を契機として本格的な連携に至った。

（１）大阪有数の繁華街「道頓堀」における、かつては芝居町として栄え大阪文化の発信地であったという歴史的
アイデンティティの喪失

（２）（１）に伴う道頓堀の環境悪化
（３）「芝居町としてのDNA」（商店会会長 今井徹氏）を呼び覚ますこと

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇
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◇成果◇

◇今後の展望◇

本プロジェクトは、大阪都市遺産研究センターが進める大阪の都市景観変遷の調査・研究の一環であるが、そ
の契機は、関西大学校友から寄贈された山田伸吉画・長谷川幸延賛「道頓堀今昔」という絵画にある。道頓堀川
北側から芝居小屋が立ち並ぶ街の景観を描いたもので、作者の山田伸吉は松竹座開館の1923年（大正12年）か
ら舞台芸術を手がけた人物であった。センターでは、「道頓堀今昔」のほか、道頓堀の景観を描いたさまざまな
資料を収集して調査・研究を進め、明治末期から大正初年の道頓堀の街並みをCGで再現する一方で、山田伸吉
に関する資料の収集と調査・研究を行い、本学博物館で展覧会を開催した。いずれの調査・研究においても、道
頓堀商店会の関係者からの資料や情報の提供は不可欠であり、そのため適宜連携しながら進められ、CGは道頓
堀商店会の新年互礼会において一般公開に先駆けて披露された。芝居町の記憶が甦るとの評価とともに、芝居小
屋内部の再現を望む声が寄せられた。道頓堀の芝居小屋の図面を含む「大阪の劇場大工 中村儀右衛門資料」の
入手が契機となって、道頓堀商店会と本学との連携協力協定が締結されるに至り、以降は協定にもとづいて、本
プロジェクトの成果公開の場として、道頓堀商店会と共催で、道頓堀連続フォーラム（4回）・大阪都市遺産
フォーラム（1回）を開催したほか、本プロジェクトの成果を一堂に会し、大阪くらしの今昔館での展覧会「再
現！道頓堀の芝居小屋～道頓堀開削399年～」では協力を、なんばオリエンタルホテルでの写真展「牧村史陽の
写真でめぐるミナミ～道頓堀・千日前の風景～」では後援・協力を得て開催している。

◇研究者の紹介◇

関西大学大阪都市遺産研究センター

センター長：文学部教授 薮田 貫
（やぶた ゆたか）

大坂築城から現代に至る都市大阪の景観変遷を史的に検証し、「都市遺産」の継承・発展・発信をめざす総合的研究拠点。
大阪の都市遺産の現代的意味を広く社会に発信する（文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業）。
センター長ほか、研究員10名、学外研究員3名、非常勤研究員2名、特別任用研究員2名、ポスト・ドクトラル・フェロー
（PD）1名・リサーチ・アシスタント（RA）2名の体制で、都市景観の変遷というテーマのもと、それぞれの専門領域か
ら調査・研究を推進している。

（１）フォーラムの開催を通じて得た資料や情報の提供による
調査・研究の推進

（２）対象地域（道頓堀・千日前）や大阪くらしの今昔館など
学外での成果発信

（３）『マンスリー角座広場』の連載など、冊子媒体での成果発信
（４）関西大学と道頓堀商店会の連携協定締結

（１）「芝居町の記憶」をたどる聞き取り調査の実施
（２）CGなどによる景観復元の正確性を高めるための現地調査
（３）芝居町を核とした道頓堀の活性化

角座モニュメントの銘板

◇現場の声◇

・井上宏氏
（一般社団法人生活文化研究所 幹事／

日本笑い学会 顧問）

「道頓堀の景観復元」では、その「視覚化」へ
の努力がある。保存されてきた「写真コレク
ション」や絵画の活用、データのデジタル化、
立体的なCG化というように、できるだけ「見
える」ようにしてきた努力が実ってきたと思わ
れる。

◇大学の役割◇
道頓堀連続フォーラムの様子
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池田市 商店街空き店舗活用事業
「関関COLORS」

池田市栄町商店街の関関COLORS

関西大学・関西学院大学の学生が、池田市内にある商店街の空き店舗を活用して
商店街の活性化を図っています。

目 的 関西大学と池田市との連携協定に基づいた商店街活性化・にぎわい創出事業

連携メンバー 大阪府池田市／池田栄町商店街振興組合／関関COLORS （学生団体）／
関西大学経済学部准教授 榊原雄一郎／関西学院大学／関西大学社会連携部

活動地域 池田栄町商店街内 コミュニティ・スペース

活動期間 2009年7月～（継続中）

費 用 活動から3年間は中小企業庁と池田市、それ以降は池田市単独で栄町商店街振興組合に補助し、栄町商店街
振興組合がその管理を行っています

池田市主催の「学生による商店街空き店舗活用事業」が、中小企業庁「平成22年度中小商業活力向上事業」の
採択を受けたことをきっかけに、同市と連携協定を締結している関西大学および、同市で活動実績のある関西学
院大学が事業計画を提案した。同市で検討の結果、両大学が共同で栄町商店街内の空き店舗を利用したコミュニ
ティ・スペースを設立することとなった。

（１）商店街空き店舗の増加

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇

◇解決すべき課題◇

かんかんカラーズ
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2010年に商店街と関西大学および関西学院大学の学生の連携によって運営する「関関COLORS」が、池田市栄
町商店街内に店舗を正式オープンした。地域コミュニティの中心となることを目指してコンテンツを展開し、現
在は子ども預かりや地域住民と連携したイベントなど、幅広い活動を行っている。具体的な活動内容は以下のと
おり。

（１）「COLORS★KIDS」（子ども預かりサービス）
毎週水曜日17時～19時の間、小学生を対象に子ども預かりサービスを提供。工作や料理・遊びなどの
様々なコンテンツを通して、子ども達・地域の方々・学生のつながりを作っている。

（２）「COLORS★SCHOOL」（チャレンジスペース事業）
地域に根付いた個人の方や団体に店舗を貸し出し、その広報や運営の手伝いを関関COLORSが行う。

（３）「COLORS★HOLIDAY」（イベント事業）
商店街や地域の方々とコラボレーションした、地域のにぎわいを創出するイベントの企画・運営。

◇学生団体の紹介◇

関関COLORS
（かんかんカラーズ）

大阪府池田市栄町商店街にある空き店舗を運営・活用し、地域活性化をめざす
学生団体です。関西大学・関西学院大学のメンバーで構成されています。

関関COLORS4周年イベントの様子

（１）2014年2月、池田市が｢学生による空き店舗活用事業功績者表彰式｣を開催し、「関関COLORS」17名に
感謝状が授与された

（２）2013年8月、池田市発祥の日清食品株式会社・チキンラーメンを素材として、池田市の新しい名物メ
ニューを作る「第2回池－1グランプリ」（池田青年会議所主催）が開催され、関関COLORSが地元のベー
カリー（ブーランジェリー・アンティーブ）の店主の協力を得て制作した「池炭（いけたん）バーガー」
が、2代目優勝メニューに選出された

（１）収支を改善し、補助金に頼らない活動
（２）活動が地域活性化にもたらした効果についての関係性評価

◇大学の役割◇

◇成果◇

◇今後の展望◇

「池－1グランプリ」で
優勝した池炭バーガー
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次代を担う若き中堅・中小企業
経営者／後継者が学びあう場

“関西大学 次世代経営者塾”

塾生による自社課題の発表の様子

テーマを決め、先進的な取り組みを進める
他社を訪問する企業見学会の様子

目 的

短期的目標･･･関西の中堅・中小企業の次世代経営者や後継者の、経営に関連する各種分野でのスキル
アップと、参加企業の異業種間のネットワーク構築

長期的目標･･･理工系だけでなく文系分野においても企業の経営革新に寄与し、関西大学をハブとした
企業ネットワークを構築すること

参加メンバー
および役割

関西中堅・中小企業若手経営者・後継者（年間の参加企業を7社程度に絞り、1年間かけて学びあう）
関西大学商学部准教授 岡照二／関西大学社会学部准教授 小川一仁 ･･･講師
関西大学社会連携部産学官連携コーディネーター･･･企画

活動場所 関西大学うめきたラボラトリ（グランフロント大阪 ナレッジキャピタル）等

活動期間 2007年度～（継続中） （原則、1年度完結型のプログラム）

費 用 参加企業からの年会費及び、関西大学社会連携部産学官連携センター事業費

関西大学は、1964年（昭和39年）に「工業技術研究所」を開設して産学協同のパイオニアとして活動を開始し
て以来、地元大阪を中心とする企業の技術相談や共同研究・受託研究のニーズに応えてきた。特に大阪府下の中
小企業集積地の一つである八尾市等で、ものづくり企業共通の課題であるバリ取りやバリの発生の抑制・除去に
関する研究会を地元の30社以上の企業と理工系研究者とで立ち上げ、商品の品質や安全性に重要な影響を及ぼす
バリに対して、地域と大学が連携して研究に取り組んでいる。このような企業との連携の中で、総合大学の強み
を活かし、理工系だけでなく文系分野においても企業の経営革新に寄与することを可能にすべく事業化されたの
が「関西大学次世代経営者塾」である。
同事業は、2007年度に“関西大学企業経営者塾「熱思会」”を実施し、さらに有意義な学びの場としてプログラ

ムを再構築した取り組みとなる。

人材開発やマーケティング、会計、外部資金による研究開発など、どの企業でも
共通の課題をテーマとして、各社の発表と討議を行います。

◇活動の概要◇

◇連携の経緯◇
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異業種間の交流だけでなく、30代、40代を中心とする若手経営者・後継者が自社が抱える経営課題や目標を塾生
同士で共有し、ディスカッションを行うことで経営マインド、経営スキルの向上を相互に図ることができている。
このディスカッションは本学の若手教員がリードして「本音、本気、本当」の討議を行っており、同じ年代の同
じ悩みを持つ者同士が集まることにより、塾生からは業界を越えた人脈形成にも役立っている、と評価をいただい
ている。
大学の若手教員がディスカッションをリードすることで、経営の現場目線だけでなく学術的な根拠を基にした分
析や新たな視点の提供が可能である。そして、教育・研究・社会貢献に努め、社会に寄与する使命を持った大学が
「ハブ」となることで、他企業の経営者と悩みを共有し合い、課題の解決策について互いにアドバイスや意見を交
換し合える場が構築できている。

塾生以外にも広く開放する
オープンセミナーのチラシ（2013年度開催）

◇現場の声◇

・受講者アンケートより

大学の先生から、経営に関するお話を聞く機会を毎回頂けた事に感謝致します。

異業種の方と1年近くにわたって交流でき、他社の抱える悩みや経営に関する考え方などを学べたことは貴重でした。

関西大学の産学官連携コーディネーターとのネットワークができ、新たな製品開発に関することなども相談しやすく
なった。

参加企業以外にも、テーマを持って他企業を見学し、経営戦略やこれまでの道のりなどを聞くことができた。
「企業見学会」は、今後も是非継続してほしい。

（１）経営者の経営能力や意欲が業績等へ影響しやすい、中堅・中小企業の若手経営者育成や後継者の育成

◇大学の役割◇

◇解決すべき課題◇

講演の様子

（１）参加者同士で異業種コラボ商品のアイデアを出し合うなど、本学をハブとした経営者ネットワークが構築さ
れ、交流と学びの場となった

（２）研究者や他企業のメンバーからアドバイスを受けたことで、これまで人事評価の明確なシステムがなかった
参加企業が人事評価制度を新たに作成・導入したり、新たな人事研修を取り入れて自社の人材開発制度を見
直した企業があった

◇成果◇
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◇地域連携センターの位置づけ◇

学

長

社
会
連
携
部

産学官連携センター
センター長
社会連携コーディネーター（産学官連携）
文部科学省配置コーディネーター
事務スタッフ

知財センター

センター長
社会連携コーディネーター（知的財産）
事務スタッフ

地域連携センター

センター長
社会連携コーディネーター（地域連携）
事務スタッフ

高大連携センター

センター長
副センター長
事務スタッフ

産業界
官公庁等

自治体等

教育委員会
高等学校等

連携

連携

連携

社会連携部長：
担当副学長

◇関西大学との地域連携に関するＱ＆Ａ◇

Ｑ：「地域連携事業」とは何ですか？

Ａ：「地域連携事業」とは、地域が持つ課題の解決に向けて、関西大学の研究シーズ（技術、ノウハウ、アイデアなど）を活用しながら、

地域（自治体や企業等）と関西大学（教員、学生、事務局）が一緒に取り組んでいく事業を指します。

Ｑ：大学との連携や地域活性化について相談したいのですが。

Ａ：関西大学地域連携センターにご相談ください。その際、連携に必要な情報（課題、目的、連携内容、費用、役割分担等）について、

お伺いいたします。

Ｑ：連携をお願いしたい先生に直接連絡をしても良いですか？

Ａ：連絡先を公開している教員については、直接ご連絡いただくことも可能です。地域連携センターにご相談くださいましたら、

課題解決に最適なシーズ、事業内容を一緒に検討いたします。

Ｑ：事業に係る費用の負担はどうなりますか？

Ａ：必要経費についてはご負担をお願いします。ここでいう「必要経費」とは調査や事業実施のための交通費等を想定していますが、

事業の内容によって必要となる経費は異なりますので、事前の打ち合わせにてご相談ください。

予算化が難しい場合は、国の機関や外部団体の補助金を獲得することも検討可能です。

Ｑ：誰でも大学と連携することはできますか？

Ａ：関西大学では、連携事業の運営管理を継続的に行っていただくため、原則、自治体や企業等との連携を対象としています。

Ｑ：先生を紹介してもらっても、うまく連携し事業実施まで進めるかが心配です。

事業実施に至らなくても大丈夫でしょうか？

Ａ：双方の合意に至らない場合は、相談の段階で中止しても構いません。

Ｑ：「地域連携事例集」に掲載されている事業以外の内容でも連携は可能ですか？

Ａ：「地域連携事例集」に掲載している事業は、関西大学で行っている事業の一例です。各地域の課題に応じて事業を検討いたします。
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◇索引◇

教員氏名 ふりがな 所属学部 ページ

あ 荒木 孝治 あらき たかはる 商学部 24

石井 康博 いしい やすひろ 文学部 4

石原 敏子 いしはら としこ 外国語学部 48

宇都宮 浄人 うつのみや きよひと 経済学部 16

江川 直樹 えがわ なおき 環境都市工学部 80,82

岡 絵理子 おか えりこ 環境都市工学部 84

奥貫 麻紀 おくぬき まき 教育推進部 94

か 亀井 克之 かめい かつゆき 社会安全学部 72,74

河原 秀久 かわはら ひでひさ 化学生命工学部 78,92

北詰 恵一 きたづめ けいいち 環境都市工学部 86

木下 光 きのした ひかる 環境都市工学部 88

草郷 孝好 くさごう たかよし 社会学部 32

久保田 賢一 くぼた けんいち 総合情報学部 60,62,64

倉田 純一 くらた じゅんいち システム理工学部 78

黒上 晴夫 くろかみ はるお 総合情報学部 66

さ 坂野 昌弘 さかの まさひろ 環境都市工学部 90

坂元 仁 さかもと じん 化学生命工学部 78

佐々木 保幸 ささき やすゆき 経済学部 18

城下 英行 しろした ひでゆき 社会安全学部 76

た 大門 信也 だいもん しんや 社会学部 34

田尻 悟郎 たじり ごろう 外国語学部 36

徳山 美津恵 とくやま みつえ 総合情報学部 68,70

な 西岡 健一 にしおか けんいち 商学部 26

西山 哲郎 にしやま てつお 人間健康学部 50

は 橋口 勝利 はしぐち かつとし 政策創造学部 38

橋本 行史 はしもと こうし 政策創造学部 40

長谷川 伸 はせがわ しん 商学部 28,30

原田 純子 はらだ じゅんこ 人間健康学部 52

深井 麗雄 ふかい よしお 政策創造学部 42,44,46

堀 雅洋 ほり まさひろ 総合情報学部 70

ま 松村 暢隆 まつむら のぶたか 文学部 6

松本 渉 まつもと わたる 総合情報学部 68

本西 泰三 もとにし たいぞう 経済学部 20

森 隆男 もり たかお 文学部 8

や 安田 忠典 やすだ ただのり 人間健康学部 54,56

薮田 貫 やぶた ゆたか 文学部 96

山縣 文治 やまがた ふみはる 人間健康学部 58

山住 勝広 やまずみ かつひろ 文学部 10

山出 和弘 やまで かずひろ 化学生命工学部 78

山本 敏幸 やまもと としゆき 教育推進部 94

与謝野 有紀 よさの ありのり 社会学部 36

良永 康平 よしなが こうへい 経済学部 22

米田 文孝 よねだ ふみたか 文学部 12

わ 渡邊 智山 わたなべ としたか 文学部 14
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関西大学
社会連携部 地域連携センター

〒564-8680
大阪府吹田市山手町3丁目3番35号
TEL：06-6368-1245

FAX：06-6368-1247

E-mail：syakairenkei@ml.kandai.jp

HP：http://www.kansai-u.ac.jp/renkei/

◇千里山キャンパスのご案内◇

◇お問い合わせ先◇

地域連携センター

阪急電鉄千里線
関大前駅



〒564-8680　大阪府吹田市山手町 3-3-35　Tel.  06-6368-1245
www.kansai-u.ac.jp

地域連携センター
社会連携部

2014 ． 10
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