


１自治体などを介して、地域社会と本学との教育研究の協働を実現することを通じて、地域社会の課題を
解決することを目的とする。

２地域連携を活発化することで、本学の教育研究活動の高度化を促進する。

３持続的な事業の展開を実現するとともに、教育研究に関わる連携事業の成果を蓄積する。

４地元大阪・関西地区において、長年にわたり教育研究活動を積み重ねる本学の地域性を発揮する。

５総合大学としての強みを生かし、多様な考え方や価値観から生じる課題を有する、地域社会のニーズに
対応する。

６関西大学をハブとして、地域社会からグローバル社会における多様な主体間の連携を創造し、高等教育
研究機関としての責を果たす。

関西大学地域連携ポリシー

はじめに

関西大学地域連携センターは、地域との連携に関する本学の窓口として2005年4月に設置されました。

地域連携は大学の使命の一つである「社会連携」の一環ですが、「社会」という語が広く開かれたイ

メージを呼び起こすのに比して、「地域」という語は一つのまとまりを連想させます。そこに住む人び

とは仕事も年齢もさまざまで、しかしたがいに関わり合いながら、「ここに暮らしていてよかった」と

思えるような居場所を形作っていく――「地域」がめざす目標はそこにあるでしょう。

近年、地域の活性化を図るため、地方自治体等から大学に協力を要請されることがしばしばあります。

その内容は、たとえば、ニュータウンの再生、限界集落の活性化、地域産業の振興、生涯学習、市民の

健康づくり、防災学習、伝統行事の存続等々、さまざまです。13学部を擁する本学はこの多様な要望に

できるかぎりお応えして、地域社会への連携協力を推進しております。それは同時に、大学にとっては、

研究成果を人びとの暮らしに実際に活かすとともに地域の課題に対応する新たな研究テーマを発見する

場であり、また地域をフィールドとした教育プログラムを通して若い力を育てる貴重な場でもあります。

したがって、地域連携とは、文字通り、地域と大学が連携して双方の持続的発展に寄与するものです。

本学がこれまで蓄積してきた多くの地域連携事例を、この「関西大学地域連携事例集」に集約してご

紹介します。本事例集によって過去の事業を検証するとともに、地方公共団体や企業等、それぞれの地

域の活動に関わる方々のご参考に供し、地域と大学がますます連携して地域の活性化を進めるきっかけ

となれば幸甚に存じます。

関西大学地域連携センター長

品川 哲彦
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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）小学校におけるサポート
（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



大学の正課カリキュラム「学校参加とフィールドワークI・II」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



住吉大社神輿渡御祭の調査研究

住吉祭・復活した大神輿（2016年）

目 的 堺市の歴史的風致としての神輿渡御の歴史的・文化的価値の再発見と地域づくり

連携メンバー
および役割

堺市文化観光局文化部文化財課 ･･･プロジェクトの統括・調整、資料・情報の提供、成果公開事業の共催
堺市地域文化遺産活性化実行委員会 ･･･事業の策定、成果出版物の刊行
住吉大社 ･･･資料・情報の提供・協力、成果公開事業の共催・協力
宿院頓宮 ･･･資料・情報の提供・協力
堺市博物館 ･･･資料・情報の提供・協力
堺市立町家歴史館山口家住宅／清学院 ･･･成果公開事業の会場提供
関西大学なにわ大阪研究センター
関西大学文学部教授 黒田一充 ･･･中世都市堺および住吉祭の調査・記録作成と成果の発信

活動地域 大阪府大阪市住吉区／大阪府堺市堺区

活動期間 2014年4月～（継続中）

費 用 文化庁文化芸術振興費補助金「文化遺産を活かした地域活性化事業」／堺市と本学との地域連携事業助成

堺市の「歴史的風致維持向上計画」として策定された「神輿渡御祭にみる歴史的風致」整備にあたり、文部科学
省の助成事業として大阪の文化遺産研究の実績を有し、住吉大社とも連携関係にある関西大学大阪都市遺産研究セ
ンターとの連携によって事業を推進したいとする堺市文化観光局文化部文化財課および同市地域文化遺産活性化実
行委員会からの要請による。

（１）中世都市以来の文化遺産を有する堺における地域アイデンティティの喪失
（２）堺市民全体での歴史・文化都市としての魅力の共有と未来への継承

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

大阪の夏祭りの最後を飾る住吉祭のうち、住吉大社から堺市の宿院頓宮への神輿の
「おわたり」について、堺市と住吉大社と連携して総合調査を行っています。



今後の展望

成果

研究者の紹介

（１）祭礼景観の調査・研究による中世都市堺の歴史・文化の再発見
（２）住吉祭の総合調査による「なにわ・大阪」の文化遺産の解明
（３）対象地域（住吉大社・堺市）での成果の発信
（４）報告書などの冊子媒体での成果の発信

（１）各地の所蔵機関と連携した絵画・文献資料の調査
（２）（１）の成果公開として堺市内での展覧会の開催
（３）住吉祭を核とする歴史・文化都市としての堺の地域活性化

大学の役割

堺市役所ロビーでのパネル展 堺市博物館での絵画資料調査

中世都市堺は、豊臣秀吉の大坂築城以前に生成された大阪の文化遺産の宝庫であるにもかかわらず、現在は大阪
のベッドタウン化が進み、その歴史・文化による地域のアイデンティティが希薄となりつつある。住吉大社から堺
の宿院頓宮への神輿渡御は、16世紀の宣教師の記録にも登場し、堺の歴史と密接な関係をもつ祭礼であるが、近年
では、神輿の担ぎ手が減少し、堺側にあっては、本学人間健康学部（堺キャンパス）の学生有志の参加によって維
持されており、大学の地域貢献として地元では高く評価されている。本プロジェクトでは、これまで本格的な調
査・研究がほとんどなされていない住吉祭の歴史を、特に堺とのつながりを中心に学問的に検証することを通じて、
本学と堺市との新たな連携の進展と、海とともに歩んできた堺の人びとの信仰心の解明が期待される。
住吉祭は、7月の海の日の神輿洗神事から8月1日の神輿渡御・還御までの一連の神事からなる。2014年度には、
基礎的調査としてすべての現行神事についての調査・記録作成を行
い、その成果を報告書として刊行した。2015年度は、住吉祭の記述
がある古代からの文献資料をまとめた報告書を刊行した。さらに、
堺市博物館などに所蔵される絵画・文献資料の調査や宿院頓宮での
聞き取り調査を進めてている。また、住吉祭期間中には、堺市役所
１階ロビーと渡御行列が通過する地点にある堺市立町家歴史館山口
家住宅で、前年度に引き続き、成果公開としてパネル展を開催した。
いずれも堺市文化観光局と連携し、住吉大社と宿院頓宮から全面的
な協力を得て推進されている。

文学部教授
黒田 一充

（くろだ かずみつ）

専門の先生の指導のもと、祭礼調査や聞き
取り調査に学生さんが参加し、歴史の掘り起
こしをおこなうことで、住吉祭・神輿渡御の
歴史の奥深さが注目され、まちづくりに活か
そうという気運も生まれつつあります。

現場の声

専門は日本民俗学、庶民信仰史。とくに日本各地の祭祀や民俗信仰を中心に、儀礼や組織を歴史的な
視点から研究している。祭りや民俗行事の現地調査とともに、地元の記録や文書類を使った分析を試
みている。

山口家住宅でのパネル展

・堺市文化財担当者



漁業に関する調査の様子

目 的 地理学的調査方法の学習／調査結果の地域還元

連携メンバー
および役割

高知県土佐市／高知県いの町･･･調査先との橋渡し、調査先の関係資料の提供、地域に関するレクチャー
関西大学文学部教授 野間晴雄／同学部助教 松井幸一･･･調査にかかる実施および調整全般

活動地域 高知県土佐市／高知県いの町

活動期間 2015年4月～2016年3月

費 用 地理学実習調査費（校費）、自費、日本学術振興会科学研究費（基盤研究B代表野間晴雄）

近年、実習調査は太平洋沿岸の黒潮地域でおこなっている。今回も調査内容、自治体の規模などを総合的に判
断して市役所および町役場に受け入れを打診して調査をおこなうこととなった。

（１）地域外への情報発信
（２）若者の流出
（３）土佐市中心部の商店街の衰退
（４）南海トラフ地震への防災対策
（５）小規模製紙業の後継者問題

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

土佐市およびいの町で地理学的総合調査をおこない、その成果を報告書として地域に
還元しました。また、市役所職員・地域おこし協力隊の隊員との交流会も行いました。

高知県土佐市・いの町での
地理学的総合調査



今後の展望

成果

（１）報告書『高知県土佐市の地理 地理学実習報告書（40）
2015年度』を作成し、市役所・図書館・地理学関係機関
などに還元した

（２）大学院生が水害と防災について『千里地理通信』（関西
大学地理学地域環境学研究室）に成果を公表

（３）関西大学史学・地理学会で学部生を中心に2件のポスター
発表を行った

（１）次年度以降も別地域で同様の調査・報告書作成をおこなう
予定。

大学の役割

土佐市宇佐での土佐節の現状調査① ドラゴン広場での市役所職員との交流会

本活動は学部3年次生、大学院博士課程前期課程1年次生を中心とした地理学・地域環境学専修の実習授業の
一環で4泊5日の調査をおこない、報告書を作成するものである。
今回は高知県土佐市・いの町で自然・防災、農業、漁業、製紙、生活行動、四国遍路の6つの調査テーマを設
定して調査をおこなった。具体的には安政地震の被害地域の復原、防災意識についてのアンケート調査、波介
川沖積低地の水害危険性を調査・分析、農業的土地利用の分析、
土佐節の現状、製紙業の現状と近代化、買い物行動範囲の分析、
お遍路参加者へのアンケート調査など複数の調査をおこなった。

専門は歴史地理学・村落地理学。現在は村落がいかに形成さ
れ拡大してきたのかを日本・東アジアを対象として研究して
いる。

文学部 助教
松井 幸一

（まつい こういち）

研究者の紹介

専門は農業・農村地理学、文化地理学、歴史地理学、
アジア地誌。日本を含むモンスーンアジア農村社会の比
較研究を行っている。黒潮地域の比較共同研究の代表。

文学部 教授
野間 晴雄
（のま はるお）

土佐市宇佐での土佐節の現状調査②



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



現場の声

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。
2015年2月、地元の浄るりシアターを会場に、これまで
の調査・研究の成果を還元するため講座を実施した。当日
は多くの住民の方が参加され、能勢に残る伝統文化の魅力
を確認・共有する場になった。

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

（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）高齢化が進んだ地元との世代間の交流

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

調査・研究の成果発表の様子



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

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～2015年3月31日（第3作）
2015年9月1日～2017年3月31日（第4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

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。

第3作「水落遺跡と水時計」のCG画像



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）、第3作「水落遺跡と水時計」（2013～2014年度）が完成。明日香村より、畿内
約3,300校の小学校に教材として無償配布された。
2015年度からは第4作「飛鳥京跡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。

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）

（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

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調査を行ってきました。
その後、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。倭国･日本国の都であった飛鳥の姿を一度目にしたいと夢想しています。

現場の声

・鈴木七奈
（関西大学大学院文学研究科博士課程前期課程１年）

青龍 朱雀 白虎 玄武

第2作「飛鳥寺と飛鳥大仏」のCG画像

明日香村にある遺跡についての副読本に携われると決
まったときは、とても嬉しかったです。実際の制作の段
階では、自身の勉強不足や読者にわかりにくい表現で、
何度も文章を修正しました。上手くいかず、苦しむ時も
ありましたが、回数を重ねるごとに自分の勉強の成果が
反映され、わかりやすい文章になっていくのが分かり、
最後まで制作を続けることができました。



考古学への誘い
～小学生対象セミナーを通じて～

目 的 児童の考古学への関心を高めること／未来の学芸員を育成すること

連携メンバー
セミナー調整に係る各機関（大阪府高槻市、奈良県明日香村 等）
関西大学文学部教授 米田文孝
関西大学考古学研究室

関西大学は、1974年（昭和49年）に故・末永雅雄教授によって考古学等資料室（現在の考
古学研究室）が開設されて以降、高松塚古墳（奈良県明日香村）の発掘調査をはじめとする
飛鳥時代に関する研究を続け、多くの考古学研究者や学芸員を輩出してきた。考古学研究室
では、歴史が育んだ豊富な研究成果を社会に還元すること、さらにこれからの社会に通用す
る学芸員を育成することが社会的責務であると考え、児童向けの各種セミナーを企画するこ
ととなった。

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

児童の考古学への関心を高めることや考古学を学ぶ学生の素質を磨くことを目指して、
学習コンテンツ・ツールの開発に取り組んでいます。

（１）児童が考古学の魅力に触れる機会が少ないこと
（２）考古学に関する専門職に求められる今日的な素質（コミュニケーション力など）が

変化していること

作成した考古学の紙芝居を上演する学生

川原寺裏山遺跡から出土した
「塼仏（せんぶつ）」（複製）

いざな



成果

（１）複数のセミナーを開催
（２）セミナー運営を経験した研究者、学芸員、埋蔵文化財担当

技師、教師等を輩出

大学の役割

「考古学カルタ」を楽しみながら歴史を学ぶ様子

考古学研究室では、前述の理念のもと、児童対象の学習コンテンツ・ツールを開発し、さまざまなセミナーで
実践している。これまでの開発実績（一例）は以下のとおり。

・明日香村内史跡の再現CGと教員用の解説副読本
前ページ掲載の明日香村との共同プロジェクトで作成した動画および教員向け解説本。現在は跡地のみが残
る明日香村内の史跡の起こりを可視化し、誰もが分かるように解説するためのコンテンツ。

・木簡、せん仏、古代瓦などの製作体験
古代の荷札である木簡、寺社の壁を飾った粘土で作られたレリーフ形式の仏像「せん仏」、古代瓦などの製
作体験を通じて当時の文化や生活様式を体感するプログラム

・オリジナルのカルタや紙芝居
考古学の基礎知識をカルタや紙芝居で楽しみながら学習するツール。紙芝居や絵札は研究室の学生が作成。

・研究室のマスコットキャラクターを模した着ぐるみや人形
児童が興味を持って学習に取り組めるように、説明役などで登場する学生が作成したキャラクター。

連携先の学習ニーズや開催条件に応じてこれらを組み合わせ、明日香小学校への出張講義、高槻市での「夏休
みこども大学」など、数々のセミナーを企画・運営してきた。

粘土で「せん仏」を製作する小学生

研究者の紹介

今後の展望

（１）過去の修正点を組み込んだ、新しいプログラムの創出
（２）学習者のニーズを把握するための実施調査

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調査を行ってきま
した。その後、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。倭国･日本国の都であった飛鳥の姿を一度目にしたいと夢想しています。

考古学研究室の学生が作成した「考古学カルタ」



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
特定非営利活動グループ 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」等による教育環境への支援

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



「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、児童書を受贈することが
できる。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
屋書店ほか）が主たる活動を担い、大学は、「地域」「民間」「大学」との関係を前提に、児童書の収集・管理・
提供を支援する。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、大学内に設置された「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）。

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
宮城県多賀城市立山王小学校（2016年度）

（２）福島スタディツアーの実施（2013年度）
（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）朝日新聞掲載による広報活動（2014年度）

（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）プロジェクト継続のためのイベントの実施：

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



図書館支援プロジェクト
～英語で絵本を楽しもう！～

「英語で絵本を楽しもう！」のようす①

目 的 図書館活動支援／出版文化・読書推進支援／東日本支援活動のキャンペーン

連携メンバー
吹田市立千里図書館
特定非営利活動グループ あくせす・ぽいんと
関西大学外国語学部教授 石原敏子／関西大学文学部教授 渡邊智山

活動地域 大阪府吹田市および周辺自治体

活動期間 2012年4月～（継続中）

生涯学習のスタートラインは、多くの「本」に親しむことである。発達心理学の分野では、絵本の読み聞かせが、子
ども自身の読書の取り組み方に影響を与えるだけでなく、子ども自身を取り巻く「世界」を学ばせられるという教育
的効果が示されている。NPOあくせす・ぽいんとでは、図書館を支援するという理念のもと、全国各地で行われて
いる図書館での読み聞かせの活動を踏まえ、「英語で」読み聞かせを行うというプロジェクトを実施することとなっ
た。（本プロジェクトは、NPOあくせす・ぽいんとの活動（前ページ掲載）の
一つであり、先行している「学校図書館へ本を「贈ろう」プロジェクト：
Books for You」関連プロジェクトとして派生した活動である。）

（１）図書館サービス（児童サービス）支援の充実化と恒常化
（２）英語導入教育のあり方の検討
（３）出版文化の持続的な支援と読書推進活動の貢献
（４）「図書館を活用した学び」の認知度向上

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

読書の意味は、多くの新たな価値観に触れられるようになることです。未来を創る子ども
たちにそんな機会をもってもらいたい…。そんな気持ちでプロジェクトは生まれました。



今後の展望

成果

（１）吹田市立千里図書館でのイベント開催
（5月、7月、12月、翌年3月）

（２）LibCafeと称する公開ゼミナールの実施
（外部レクチャによる勉強会等）

（１）魅力あるプログラムの開発
（絵本の選定とアクティビティの開発）

（２）外部資金獲得のための諸活動
（３）吹田市以外の市町村への活動拡大
（４）学生ボランティアの持続的確保

大学の役割

「学び」とは、「生きる力」を育むという理念のもと、知識や技能の習得とともに思考力・判断力・表現力など
を育成することである（文部科学省）。図書館は、生涯を通じて学ぶことのできる社会的インフラストラクチャで
あり、その理念には「図書」を通じた学習機会の提供がある。全国約97％の小学校が、読み聞かせを実施（「H26
年度学校図書館の現状に関する調査」）している中で、学びの環境・読書の環境をさらに発展させていくためには、
「行政」と「大学」との主体的互恵関係が必要である。NPOあくせす・ぽいんとは、これまで十分ではなかった図
書館での外国語教育プログラムの一環として、「英語で絵本を楽しもう！」を企画し、「官」と「学」との媒介者
の役割を果たすものである（上記プロジェクトイメージ図参照）。

「英語で絵本を楽しもう！」のようす②

プロジェクトイメージ図

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。 せっかくん

（キャラクター）



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、福井、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、
連携が始まった。

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



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、「人と環境にやさしい交通をめざす全国大

会」には、2013年の第6回新潟大会において環境都
市工学部の学生が、2014年の第7回宇都宮大会にお
いて経済学部の学生がそれぞれ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環境都市工学部の学生

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、交通経済学。
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。本活動も含めた交通まちづくりの現状や課題は、2015年刊『地域再生の戦略－「交通まち
づくり」というアプローチ』（ちくま新書）で詳しく紹介。

（１）地域公共交通活性化とコンパクトシティ戦略のための制度の検討
（２）交通政策基本法の実践的な活用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

「第7回 人と環境にやさしい交通をめざす全国大会
in宇都宮」の研究発表大会で発表する経済学部の学生



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



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（当時）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

大学の役割

成果



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）

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 大阪府吹田市および周辺自治体

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

ゼミナールの様子①



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）商店街活性化
（２）放置自転車
（３）ユニバーサルデザイン
（４）スポーツ施設の民間委託方式
（５）災害発生時の防災協力
（６）千里ニュータウンの世代間交流
（７）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

大学内イベントにおけるアンケート実施の様子ゼミナールの様子②



市民の自主的な参加を促す
自治体の方策に関する提案

目 的 特定保健指導への参加率の向上／「マイサポいこま」届け出率の向上

連携メンバー
および役割

奈良県生駒市･･･課題設定および関連情報の提供
関西大学社会学部教授 小川一仁･･･研究計画の策定・学生の指導
関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構博士研究員 川村哲也･･･研究手法の提案・分析
関西大学経済学部教授 本西泰三･･･研究内容の連絡調整・学生の指導
関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構博士研究員 森知晴･･･研究手法の提案・分析
関西大学社会学部 小川ゼミ／経済学部 本西ゼミ･･･アンケート調査への協力

活動地域 奈良県生駒市

活動期間 2015年～（継続中）

費 用 科学研究費等

活動の概要

自治体が政策を効果的に実施するうえで、市民の自主的な参加が必要な場面は多い。
この取り組みでは、市民の行動を後押しする方策を提案することを目指しています。

「マイサポいこま」パンフレットと生駒市広報紙



今後の展望

大学の役割

自治体がその政策を効果的に実施するうえで、市民の自主的な参加が必要な場面は多い。この取り組みでは、
行動経済学の知見を活かし、市民の行動を後押しする方策を提案し、またこうした提案につながる研究を進め
ている。提案の内容は、市民への広報の方法、パンフレットの作成方法などである。今後は市民アンケートな
どを活用した研究を行うことも検討している。ゼミ学生にはアンケート調査実施に協力してもらう予定である。

研究者の紹介

関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構
経済実験センター センター長

社会学部 教授
小川 一仁

（おがわ かずひと）

（１）市民の参加率向上など、同様の問題を抱える自治体との連携を広げたい
（２）高齢の市民が抱える経済問題（例：金融詐欺など）の解決などについて、関心がある自治体との連携を

広げたい
（３）経済学の知見が生かせる自治体の政策課題をさらに探っていきたい

（１）特定保健指導への参加率の向上
（２）「マイサポいこま」届け出率の向上

解決すべき課題

関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構 博士研究員
森 知晴

（もり ともはる）

関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構 博士研究員
川村 哲也

（かわむら てつや）

関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構 副機構長
経済学部 教授
本西 泰三

（もとにし たいぞう）

左から本西、川村、森、小川

連携の経緯

近年の行動経済学の発展により、経済学の観点から市民の行動を後押しするための方策についてアドバイスし、
またより良い方策についてさらに研究を進める余地は大きい。そうした中で、生駒市側の課題について関西大学
側から解決方法の提案を行う機会を頂いたことが、連携開始のきっかけとなった。



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 良永康平ゼミ･･･『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誌）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。

活動の概要

連携の経緯

エコクッキングの様子①



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と地域の統計。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

（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

解決すべき課題

大学の役割

成果

今後の展望

『エコプレス』の取材のためのリサイクル工場（吹田市資源循環エネルギーセンター）見学ニュースレター『エコプレス』

エコクッキングの様子②



JR大阪駅周辺施設の活性化プロジェクト
関西大学商学部は、大阪ステーションシティの活性化プロジェクトに参加しました。

目 的

①次世代のオピニオンリーダーである学生とテナント及びテナントシェフの経験をミックスし、
新たな視点で商品を開発する
②商学部における日頃の学習・研究の成果を活かすことのできるインターンシップ（商品開発及び販売
促進）を行う

連携メンバー
および役割

株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 駅編集事業本部エキマルシェ大阪運営事務所
藤田允氏･･･プロジェクトの企画・推進・編集
関西大学商学部教授 荒木孝治･･･学生の活動の調整・サポート
関西大学商学部准教授 西岡健一･･･学生の活動の調整・サポート
参加学生･･･連携店舗との新商品開発及び販売促進を行う

活動地域 大阪ステーションシティ（大阪府大阪市北区）

活動期間 2014年6月～2015年10月

費 用 参加者による相互の負担

2014年6月、株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネットより関西大学商学部に対して協同プロジェ
クト推進の話があった。従来より様々な企業と協同プロジェクトを推進してきた荒木ゼミ及び西岡ゼミが参加を
希望し、それが実現した。平成27年度には直接2ゼミがオファーを受け、参加することとなった。

（１）梅田近隣で働く女性にとって「うれしい」商品とは何かをインタビュー等に基づいてフィールドワーク
（２）与えられたテーマに基づき、学生が持つ新しい発想・視点で商品を開発し、さらに販売促進活動を行う

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

上：荒木ゼミ（ガブリッチ（バル）チーム）の
試食・グループディスカッションの様子

下：開発したガブリッチの新商品

上：荒木ゼミ（campチーム）の試食・グループ
ディスカッション後の記念写真

下：開発したcampの新商品



現場の声

2014年、 JR大阪三越伊勢丹、大丸梅田店、エキマルシェ大阪が共同企画する『大阪ステーションシティ
フーズフェスタ』の「関西の大学生とコラボ！知恵と元気！うまいもんWEEKS」のエキマルシェ大阪とのコラボ
に関西大学商学部荒木ゼミ及び西岡ゼミの学生が参加した。このフェスティバルの開催目的は、【活動の概要】
の「目的」に記したように、①次世代オピニオンリーダーとテナントシェフの経験をミックスし、新たな視点で
商品を開発（企業側）、②日頃の学業の成果を商品開発と販売促進に活かし、ビジネスを体感すること（学生）
にあった。JR大阪三越伊勢丹は同志社大学、大丸梅田店は関西学院大学とのコラボを行った。荒木ゼミ生はス
イーツを、西岡ゼミ生はお弁当を開発した。
2015年は、上記と同じ目的、タイトル（フーズフェスタ）のもと、①エキマルシェ大阪×関西大学商学部、
②大丸梅田店×関西学院大学、③イセタン フードホール×同志社大学、④ホテルグランヴィア大阪×立命館大
学に参加した。荒木ゼミは、『野菜を食べるカレーcamp』（カレー）、『ガストロ酒場 ガブリッチ』（サラ
ダ）と、西岡ゼミは、『牛たん炭焼 利久』（牛たん丼）、『北極星』（オムライス）、『ベジステ』（サラ
ダ）とコラボし、括弧内に記した新商品を開発した。その際学生は、エキマルシェ大阪周辺で入念なフィールド
ワークを行い、それをベースにテーマに関連した商品案を考案した。

研究者および連携メンバーの紹介

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、山崎製パン株式会社と
ともに関大ランチパックの開発を
行った。現在、エキマルシェ大阪や
ものづくり系企業、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10月15日（水）～同年10月28日（火）、及び2015年10月7日（水）～同年10月20日（火）、協同で
開発した商品が発売

（２）商品のネーミングや特徴、「こだわり」等を考案し、『エキマル誌』（2014年10月号、2015年10月号）の
作成に参加

（３）2014年10月、朝日放送の依頼により、荒木ゼミの代表者2名が『おはよう朝日～土曜日です～』の取材を受け、
10月18日（土）に放映

（４）2015年、産経ニュース（Web）及び朝日新聞デジタル（Web）に掲載

（１）JR大阪駅周辺のさらなる活性化に向けて、協同プロジェクトを推進していきたい。
（２）企業と商学部とが協同プロジェクトを継続的に推進するための仕組み作りを考えたい。

エキマルシェ大阪 営業管理（当時）
藤田 允

（ふじた じょう）

エキマルシェ大阪で2012年開業時より販
促を担当。
エキマルシェ大阪で株式会社ジェイアー
ル西日本デイリーサービスネットは、エ
キチカ商業施設「エキマルシェ」の開発
運営、JR西日本の駅におけるセブンイレ
ブンキヨスク・ハートインの運営及び駅
構内店舗の開発運営、ホテル「ヴィアイ
ン」の運営を行っている。

2015年秋 大阪ステーションシティ フーズフェスタ
「知恵と元気！うまいもんWeeks」のポスター

・学生の皆さんがフィールドワークで得たお客様の声が非
常に参考になり、今回の企画だけでなく店舗運営（商品
開発、スタッフ教育、陳列、販促等）自体に大きな参考
となった。
・学生の皆さんのアイデアが、通常の社内の発想では考え
付かないものだったので、商品開発の切り口として新た
な視点を学ぶことができた。
・食材の使い方や、見せ方等、いつもよりもさらに考える
きっかけとなった。

・参加ショップ及び藤田允氏

大学の役割

成果

今後の展望

・学生×社会人で、互いの意見を尊重しながら商品コンセ
プトの立案からプロモーションまで関わることができた。
・自分たちの想いがカタチになるという人生であまり味わ
えない貴重な体験であった。

・学生



家業の事業承継をサポートする講義
関西大学商学部では家業の事業承継を支援する講義を開講しています。

目 的 実家が事業を営む学生が、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、講師のコーディネート、
ディスカッションの司会、講師

関西大学商学部教授 荒木孝治･･･講義における各種サポート
講師（企業の経営者）･･･家業を実際に承継した経験者が、講師として実践的な講義を提供
受講学生･･･講義において積極的にディスカッションに参加する中で、今後の自身の事業承継について

熟慮する。

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。
事業承継は古くて新しい課題であるとともに、これに関する保護者・学生からの悩みを教育懇談会等で聞いてい
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）学生が抱える事業承継の問題
（２）学生の保護者が抱える事業承継の問題
（３）日本の産業を支える中小企業における事業承継の問題

講義の様子① 平安伸銅工業（株）の竹内香予子社長

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題



現場の声

2014年春学期より講義「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（商学部学生は
第7類科目、他学部学生は全学共通科目）。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
討および企業人講師の選定、講師をお願いしている。40歳代の現役経営者を講師として招き、実践的な内容で
の講義を提供している。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者である。40歳代と
しているのは，大学卒業後の約20年後に受講生も事業継承に直面する可能性が高いと想定しているからである。
本講義は、実家が家業を営む学生を受講者とし、彼らが将来家業を承継するかどうかの決断に直面するときに
よりよい意思決定ができることを目的としている。
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のあり方、老舗だからこそ必要な革新等テーマを幅広く取り上げ、実践的な内容
としている。講義だけではなく、毎回、充実したディスカッションを行なうことができる少人数でのゼミ形式で
推進している。また、ライフラインによる過去の振り返り実習など、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。

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、山崎製パ
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、エキマルシェ大阪やものづくり系企業、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）毎年、各種メディアにより記事として取り上げられている
（２）facebookにより受講者・講師間の情報の共有のみならず，受講生OBを含めて交流をはかっている
（３）受講生が毎回提出するレポートより、VOC（Voice of Customer）を確認。毎回のレポートから受講者によ

り評価されている（上記、「現場の声」参照）。また、本講義を継続してほしいという声も多い。
（４）受講生より、「将来家業を承継する」という声が多くなった

（１）ディスカッションをさらに充実させるため、中小企業の承継に強い関心を持つ学生を受講対象とする
（２）他学部からの受講生受け入れの拡大（2016年度は、法・経・商・社・理工系学部の学生が受講）

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。日本のものづくりを担う若手
採用応援プロジェクトである「現場男子」のプロデューサー。

講義の様子② 最終回のグループ写真

・山野千枝氏（大阪産業創造館 チーフプロデューサー）
実際に家業を継いだ現役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やベン
チャー型事業承継に関する受講生の理解が深まっている。

・受講生
この講義を受講することにより、父母の仕事に対する考
えにふれる機会を今まで以上に多く持つことができた。

今まで家業に関心はなかったが、家業があることのあり
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。
将来、この講義に戻ってきて、次世代の後継者たちへ講
義できる日が来るといいなと思っている。
受講前は、家業を手伝い感覚で手伝っていたが、受講後
は、自分の会社という目で見るようになった。

大学の役割

成果

今後の展望

研究者の紹介



地方が面白くなる大学ゼミツアー
～地方創生の取り組みの体験とレポート～

目 的 地域の魅力を引き出しビジネス化することで地域創生の仕組み作りを発見

連携メンバー
および役割

神戸新聞社･･･本事業の主催
一般社団法人ノオト･･･篠山市での事業展開（NIPPONIAプロジェクト）、今回のゼミ受け入れ対応
兵庫県篠山市内の企業･･･ゼミの受け入れ
関西大学商学部 西岡健一ゼミ･･･訪問企業での体験とレポート作成

活動地域 兵庫県篠山市

活動期間 2015年8月

西岡ゼミは神戸新聞社が主催する中小企業庁・全国中小企業団体中央会の補助事業である「Mラボ（※）」へ
の参画などを通じて、同社と2013年から継続して連携し、企業の課題調査と解決策提案に取り組んできた。その
後、連携先である神戸新聞社は、地域の特色ある取り組みを発信する取り組みとして「地方が面白くなる大学ゼ
ミツアー」を2015年度に新設。そこに、これまでの連携実績が評価された西岡ゼミが参加することとなった。
※「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。

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

新しい地域創生の仕組みを体験することで、地域の魅力をビジネス化する取り組みです。

（１）地域の特色ある企業の認知度向上
（２）地域の魅力を生かしたビジネスモデルの開発とそれによる地域創生の仕組み作り

集落丸山にて、西岡ゼミ生（兵庫県篠山市）



成果

（１）対外的な広報効果として参加学生の一連のレポートが神戸新聞に掲載
（２）学生たちが様々な体験を通じて、新たなキャリアプランを考えることができた
（３）大学内での研究成果として、地域創生も含めた社会との関係を通じた新たなビジネスモデルを開発中

大学の役割

本事業は、2つの大学のゼミが一泊二日で兵庫県篠山市を訪問し、一般社団法人ノオトの案内で、地元企業の
特色ある取り組みを体験・レポートする合宿形式の事業である。
宿泊先は、2016年11月に菅官房長官も訪れた「集落丸山」。限界集落の古民家を、建物の特徴を生かした宿泊
施設として再生し、集落の活性化に成功している。朝食は集落に住む女性が手作りで提供するのが評判である。
現地では「集落丸山」の他、篠山の城下町全体をホテルとする「NIPPONIA」、地元の特産である丹波黒を取
り扱う小田垣商店、丹波焼の窯元である源右衛門窯、囲炉裏料理屋いわやなどを訪問した。
この事業を通して、学生は地域の魅力を感じるとともに、それらの情報を発信する手法、マーケティングコ
ミュニケーションの課題、またそれをビジネスとして成立するためのシステムづくりについて、理解を深めるこ
とができた。篠山市でのこの一連の取り組みは、地域創生のモデル事業として国からも注目されている。
本事業における大学の大きな役割の一つは、次世代の人材を育成するプログラムの作成である。今後は地域創
生も含めた新しいビジネスモデル開発研究へと繋げ、産学連携とイノベーション、そして教育プログラムを活用
した新たなモデル開発が必要になると想定される。

研究者の紹介

今後の展望

（１）教育プログラムとの連携強化
（２）新たなビジネスモデルによる新事業開発の実践
（３）それらを通して、関大発の教育・研究プログラムの開発

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体制と英語での発表機会を増やすことで、人材育成に取り組んでいる。

囲炉裏を囲んで懇談 たぶち農場にて、熱心に話を聞く参加学生

源右衛門窯での体験 オリジナルジュエリー「應需(おうじゅ)細工所」



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



現場の声

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2013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
（２）『佐藤一男聞き書き＋インタビュー記録』を発行し、関係者に頒布
（３）『かがり火』第155号（2014年2月）に聞き書き作品を掲載（「住めば都になったブラジルで81年、みんな

と仲良くおしゃべりしていたいね」話し手：田原つやさん、聞き手：井上裕太）
（４）聞き書き作品『医療は求められたところに行くのが一番いいと思って、陸前高田に来た』（話し手：吉田和

子さん、聞き手：今田葵）を発行し、関係者に頒布

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。



陸前高田市での最終成果発表会の様子

目 的 「プロジェクト実践力」と「異文化適応能力」を備える「異文化適応ビジネスリーダー」の育成
豊かな日墨（日本とメキシコ）関係の構築

連携メンバー
および役割

はまなす農園（岩手県陸前高田市米崎町）･･･研修学生の受け入れ、農作業指導
一般社団法人マルゴト陸前高田（岩手県陸前高田市高田町）･･･現地コーディネイタおよび通訳の派遣
モレロス州自治大学（UAEM）（メキシコ）･･･研修学生の派遣
関西大学商学部PBL委員会･･･プログラムの企画運営

活動地域 岩手県陸前高田市

活動期間 2016年4月～（継続中）

関西大学とモレロス州立自治大学（UAEM）は、2005 年に学生交流協定を締結し、これまで主として交換留学
生の受け入れと派遣を行ってきた。2015年、両大学は協定締結10 周年を記念して、双方の学生が参画できる正課
授業「国際ジョイントPBLプログラム（以下、「eJIP」）」を開設。学生交流をさらに深めることを目指し、日墨
共通の社会的課題に取り組む共同教育を実施することとなった。

活動の概要

連携の経緯

関西大学商学部とモレロス州自治大学（メキシコ）の学生が、大規模自然災害
からの復興をテーマとする課題解決型学習（PBL）に取り組みました。

国際ジョイントPBLプログラム
＠陸前高田(eJIP.jp)

解決すべき課題

（１）陸前高田市･･･震災からの復興の妨げとなる人口流出の抑止
（２）学生･･･プロジェクト実践力と異文化適応能力を磨くことのできるプログラムの開発



プログラムの紹介

今後の展望

成果

（１）農業女子を増やすためのケースブック（3名分）を作成
（２）2016年度のプログラムを完了

（１）「eJIP」を継続的に展開。2017年度には、ベトナムの
大学からも参加者が見込まれる。

大学の役割

参加学生の集合写真 中間発表会の様子

「eJIP」は、関西大学とUAEMの学生が共同で、日墨共通の社会的課題の現状把握と解決策提案に取り組むプロ
グラムで、日本（eJIP.jp）とメキシコ（eJIP.mx）の両国で実施される。「eJIP.jp」では2016年度のテーマを「陸
前高田の農業女子と産地直売所の魅力を発信する」に設定。参加学生（関西大学商学部1年生6名、UAEM学生3
名）は、8/1～6に大阪でオフサイト学習（事前学習）を行った後、8/26～9/6の間、岩手県陸前高田市でオンサ
イト学習（フィールドワーク、ディスカッション、プレゼンテーション）に取り組んだ。
フィールドワークの具体的な内容は、農業体験、市内各所での現地調査やインタビュー調査など多岐にわたる。
さらに、農業や産地直売所の魅力を発信する冊子「農業女子を増やすためのケースブック」をまとめ、現地でプ
レゼンテーションも行った。
2016年度の活動地域となった陸前高田市には、耕作放棄地、高齢の農業経験者などの利用可能な資源が豊富に
存在する一方、良い働き口や新鮮で安全な作物を求める女性も多い。そこで、本事業は、両者のマッチングによ
る女性の農業技術向上と販路確保が、人口流出の抑止や主要産業の振興に有効であることに着目した。
また、学習成果として、学生は日常と異なる環境下で、信頼関係を築きながら課題の解決策を構想・立案する
レベルまで引き上げことで、「プロジェクト実践力」「異文化適応能力」の向上が図られた。今後も継続的に
「eJIP」に取り組むことで、日墨関係を豊かにする「異文化適応ビジネスリーダー」の育成に寄与していく。

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。

※PBL（ Problem/Project-Based Learning）
･･･学習者が問題を発見し、その問題を解決するために行動
する過程で、経験や知識を得ていく学習方法。

プロジェクト実践力と異文化適応能力を磨
くために、関西大学商学部の学生と海外の
大学の学生とがチームを組み、英語を共通
言語として社会的課題の解決にとりくむ新
しいプログラム。

「国際ジョイントPBL プログラム」eJIP
(Joint International  PBL※  in  English)

陸前高田市内の震災遺構と復興状況視察の様子



生活協同組合を通じて生活雑貨を販売しているトップ産業株式会社は、かねてから近隣に在住する30～50代の
主婦から新商品のアイデアを募り、商品開発を行っていた。2014年には3Dプリンターを導入し、自社でも試作品
を製作できる環境を整えている。今回、同社の地元である吹田市の地域振興の観点から、商品開発のアイデアを
市内の大学生から募ることとなり、消費者心理を専攻する池内ゼミに協力を依頼するに至った。

（１）毎日をもっと便利に楽しくする商品づくり
（２）若い学生が発想した新商品のアイデア
（３）大学との連携による地域社会への貢献
（４）外部経営資源との交流による人材開発

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

8月に実施された成果発表会の様子

産学連携による
生活を豊かにする新商品の開発
消費者の生活の質の向上を図るため、学生が新製品のアイデアを提案し、
企業が商品化および販売を行っています。

目 的 生活文化の創造を目指す企業と共に毎日がもっと便利に楽しくなる製品を開発すること

連携メンバー
および役割

トップ産業株式会社･･･提案されたアイデアの商品化及び販売
株式会社トップラボ･･･提案されたアイデアの商品化
関西大学社会学部 池内裕美ゼミ･･･新商品のアイデアの提案

活動地域 大阪府吹田市

活動期間 2015年～（継続中）

費 用 株式会社トップ産業からの寄付金



下記のスケジュールにてゼミ活動の一環として、商品開発に取り組んだ。開発過程では、適時、トップ産業（株）
及び（株）トップラボの開発担当者が参加し、アドバイスを行った。

4月1週目 ゼミ合宿での課題発表（トップ産業（株）・松岡康博社長から学生に課題を発表いただき、ゼミ生を4
グループに編成し取り組みをスタートさせる）

4月2週目 ゼミ生全員でトップ産業（株）を訪問（ショールームにて、取り扱い製品及び試作品製作用の3Dプリ
ンターを見学。また、主婦の開発会議に参加する）

4月3週目 ゼミ内で知的財産関連の勉強会を開催（商品開発にあたり知的財産の取り扱い、秘密保持の重要性、
先行調査の方法などの勉強を行う）

4月4週目 商品コンセプトの立案（グループ内で検討したコンセプトをトップ産業（株）の開発担当者と討議し
大筋の方向性を固める）

5月～6月 商品コンセプトの具現化（他社製品との比較・差別化、使いやすさ、コスト等を検討）
7月 試作品製作（3Dプリンターによる試作品製作、販促用の広告の原案作成等）
8月1週目 成果発表会（トップ産業（株）、（株）トップラボの関係者に向けて、グループ毎に新商品のアイデア

を発表する）
8月以降 商品化（トップ産業（株）にて商品化に取り組む）

（１）2015年の5アイデアのうち2件が商品化される
（２）2016年の4アイデアを商品化に向けて開発中
（３）トップ産業（株）の開発担当者のモチベーション向上
（４）社会人と一緒に商品開発に取り組むことによる学生の

社会経験
（５）吹田市役所、吹田商工会議所からの地域貢献に対する

評価

（１）2017年も引き続き共同での商品開発に取り組む予定
（２）人文系のみならず理系の英知をも取り入れた商品開発

研究者の紹介

社会学部 教授
池内 裕美

（いけうち ひろみ）

現場の声

生活雑貨の卸売業である弊社
にとって、更なる発展のために
メーカーとしての「ものづく
り」の機能を持つことが経営課

題でした。そこで斬新な商品のアイデアを求めて大学
との連携を始めたところ、消費者心理を学ぶ学生なら
ではの消費者目線での提案を頂くことができました。
また、学生と関わることで弊社の開発部員が自らの業
務の意義と使命感を再確認できたこと、地域貢献に取
り組む企業の一員としての誇りを持つことができたこ
とも大きな成果です。

大学の役割

成果

今後の展望

トップ産業（株）の開発担当者を交えての会議の様子 ゼミ内での会議の様子

兵庫県神戸市生まれ。大学院修了後、広告デザイン会社で市場調査や商品企画等の実務経験を経て現職。
専門分野は、社会心理学・産業心理学（特に消費心理の領域）。現在の主な研究テーマは、買い物依存
やモノの溜め込み、さらには苦情行動といった「逸脱的消費者行動に関する心理的メカニズムの解明」。
特に苦情研究は社会的注目度も高く、メディアからコメントを求められることも多い。

・松岡康博氏
（トップ産業株式会社

代表取締役社長）



高齢者の意思決定支援制度を構築する
開放型経済実験拠点の形成

z-Tree （※）を使用した経済行動調査の様子①

目 的
高齢社会の日本における経済活動の重要な担い手である社会人・高齢者の経済活動データを収集・分析し、
政策提言の遂行

連携メンバー
各市町村に在住の社会人・高齢者
関西大学社会学部教授 小川一仁

活動地域 関西地方／関西大学経済実験センター

活動期間 2014年～（継続中）

2014年6月、文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の採択に基づき、関西大学経済実験センターが
設置されたことを契機として連携を開始した。経済学の理論的成果が社会人・高齢者の経済行動を説明できるか
どうか検討するため、本学主催の公開講座受講者や一般の方から希望者を募り、アンケート調査と経済実験を実
施することとなった。

活動の概要

連携の経緯

社会人や高齢者の方に、本学経済実験センターの実験室にお越しいただき、
ゲームやアンケートを通じて経済行動を収集しています。

※z-Treeプログラム･･･チューリヒ大学で開発された経済実験用のプログラム



本学に拠点を置く経済実験センターでは、高齢者を中心とした社会人に簡単なゲームとアンケートを実施し、
様々なデータを収集する。そこで収集したデータを分析し、以下の項目を検討し明らかにする。
（１）高齢者が経済的意思決定に関してどのような特徴を持っているのか
（２）詐欺や健康などで問題を抱え込みやすい人はどのような人か
（３）地域のリーダーとして資質がある人はどのような人か
以上の項目を明らかにし、研究内容によっては実験終了後すぐに調査の
狙いや結果について簡単な解説を行う。最終的には、研究が一段落した段
階で参加者に対し調査結果の配布を考えている。

社会学部 教授
小川 一仁

（おがわ かずひと）

2005年、京都大学大学院経済学研究科修了。博士(経済学)。2011年に関西大学社会学部に着任。
専門は実験経済学。プロジェクトHPはhttp://www2.kansai-u.ac.jp/cee/

（１）赤の他人を信頼しすぎる人は「振り込め詐欺」に遭いやすい等、
騙されやすい性格・性質の解明

（２）高齢者および社会人の経済行動データの蓄積
（３）経済実験センター主催の国際学会、ワークショップの実施

国際学会の様子

大学の役割

成果

今後の展望

（１）地方の高齢者、社会人の経済的特徴を探る
（２）経済的特徴から政策提言を目指す
（３）研究プロジェクト自体の国際化
（４）現場での社会実験の立案と実施（計画中）

研究者の紹介

z-Treeを使用した経済行動調査の様子②

（１）「オレオレ詐欺」等の高齢者を狙った犯罪対策
（２）高齢世代・中年世代の健康政策
（３）地域活性化に資するリーダー発掘

解決すべき課題



「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にチャレンジしています。

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
および役割

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



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
サーチとは、問題に直面する当事者に対して、社会調査やワークショップなどを通じて、主体的な改善活動を促
す先進的な研究手法を指す。
また、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
の導入も提唱している。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。
これらの手法を総合的にまちづくりに取り入れた代表的な例が、愛知県長久手市における活動である。
行政では、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。だが、それは必ずしも、
市民の主体性に根ざしたものではなく、市民が受け身に回り市役所任せにする例は多々見受けられ、長久手市に
おいてもそれは同様であった。そこで長久手市では、2012年の町から市への移行を契機として、「幸福度が高い
まち＝日本一の福祉のまち」を目指し、以下に紹介する「ながくて幸せのモノサシづくり」を始めた。

「ながくて幸せのモノサシづくり」の核とは、「市民と市役所の協働」による市民の行政参画、すなわち「住
民主体のまちづくり」である。長久手市は、市民自治の実践協働研究に通じる草郷をアドバイザーに据え、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。
まず草郷は、独自の調査手法「地域ドック」を展開する。この手法は、地域を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「健康状態」に関する情報を収集・診断するも
のである。当然のことながら「診断」の先には、発見した「強み」あるいは「課題」を自分たちで育てたり、改
善することを見据えている。草郷は「地域ドック」の概念の共有のため、「しあわせ」をキーワードとする市民
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。これが
起爆剤となり、市民有志や若手市職員による「地域ドック」実践チームである「ながくて幸せ調査隊」が発足し
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」を全市で実施し、調査結果の分析を行うまでに至った。
現在、「ながくて幸せのモノサシづくり」は第2段階を迎え、調査結果の市民へのフィードバックや地域におけ
る卓抜した取り組みの評価・発信を行うための「ながくて幸せ実感広め隊」が結成された。これは、地域に好影
響を与えるキーパーソン間の繋がりを生むだけではなく、キーパーソンが成功体験を実感することにも直結する。
すなわち、活動の主体者自身の幸福を生み、それが新たな活動となって地域に還流するという相乗効果が期待で
きるのである。
関西大学の役割は、市民と市職員の主体者としての力を引き出し、協働によるまちづくりを展開していく仕組
みづくりへのチャレンジである。その取り組みは今まさに実を結びつつある。

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
（３）「ながくて幸せ実感広め隊」の結成

（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



地域文化・芸術資源を可視化し、
地域の結びつきを創生する

目 的 エリア・アセッツ（地域文化資源）を超高精細デジタル化し、多様な社会層を学生の力をかりながら接続する

連携メンバー

関西大学VOLCANOプロジェクト／関西大学社会的信頼システム創生プロジェクト（STEP）／
一般財団法人林原美術館／ビジュアリゼーション・ラボラトリー大阪（VisLab OSAKA）／
株式会社日立製作所・多摩美術大学／
関西大学なにわ大阪研究センター／関西大学社会学部教授 林直保子／同学部教授 与謝野有紀／
関西大学文学部教授 中谷伸生／関西大学総合情報学部教授 林武文／関西大学シニアURA 角谷賢二

活動地域 なにわ・大阪と文化、経済など重層的かかわりがある地域

活動期間 2014年4月～（継続中）

活動の概要

連携の経緯

なにわ・大阪にかかわる文化・芸術資源をICTによって掘り起こし、地域の誇りと
愛着を醸成することで社会的協力のプラットフォームを生み出す。

関西大学は、天神橋筋商店連合会および大阪市北区とすでに連携協定を結び、同地域の地域活性化に取り組んで
きた。この展開として、なにわ・大阪のエリア・アセッツの掘り起こしにあたり、同地域に焦点をあて文化資源の
展示を行うこととなった。また、林原美術館（岡山市）所収の天満天神にかかわる文化資源の超高精細デジタル化
を行い、ICTに関して先進的であるVislab OSAKAと協力しその展示を行うにいたった。

関テレ扇町スクエアにて開催した「淀川今昔明日ものがたり」

解決すべき課題

（１）地域に埋もれている文化資源の掘り起こしと再評価
（２）地域文化資源（エリアアセッツ）のICTを用いた可視化
（３）エリアアセッツの鑑賞者の育成
（４）エリアアセッツを用いた社会層の交流
（５）文化を基礎とした協力基盤の形成 林原美術館で超高精細画像を鑑賞する高校生①



研究者の紹介

成果

（１）超高精細デジタル展示「淀川今昔明日物語」シリーズ
（２）林原美術館特別展「すべて魅せます平家物語絵巻」特別協力
（３）林原美術館の特別展「すべて魅せます備前刀 古備前派・一文字派・長船派、そして末備前」特別協力
（４）多摩美術大学美術館 「デジタルアイズー文化財「新」発見ー」協力

大学の役割

大岡春卜の絵巻物『浪花及澱川沿岸名勝図巻』撮影の様子 グランフロント大阪にて開催した「淀川今昔明日ものがたりⅢ」

本プロジェクトは、文化を切り口にしているが、その背景にあるのは、日本全体にみられる孤立化の問題を「地
域創生」の共通の基本課題ととらえ、人文科学、社会科学、情報学の共同研究に基づき、地方と都市が連携しなが
ら地域内の課題を解決しようとするものである。また、地域創生を4つの発展段階に分けて整理し、「地域文化の再
評価」、「地域文化への誇りと地域への愛着の醸成」、「誇りと愛着を基礎にした協力行動の社会関係基盤の構
築」、「社会関係基盤をプラットフォームとした社会問題の解決、社会効率の上昇」の各段階をクリアしながら着
実な課題解決をめざそうとするものである。特に、第一段階である地域文化の再評価は、スタートとして極めて重
要であり、大学のもつ美術史的な知的資源が大きく機能する。さらに、地域文化への誇りと愛着の醸成は、地域文
化に人々が触れる機会の拡大と、鑑賞者として地域の人々が育っていくことの両者が必要であり、前者に関しては、
本学の情報学的技術が、また後者に関しては社会心理学的知見が適用される。
これらを通じた社会関係基盤の構築と、それにもとづく社会問題の解決は、

本プロジェクトの展開形として、現在設計されつつあるが、ここにおいては
社会学的モデルの適用が考えられている。
大学が、多様な社会層を結びつけるハブとなること、特に、本学に深く
かかわるなにわ大阪の文化を中心としてこのようなハブになっていくことが
大学の中心的な役割となる。

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展開した。
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。

林原美術館で高精細画像を鑑賞する高校生②

文学部 教授
中谷 伸生

（なかたに のぶお）

日本美術史、特に江戸時代から近代までの日本絵画史と
芸術論を専攻。江戸時代の文人画・写生派・狩野派から、
明治以降の近代日本画・洋画の調査研究を進めている。

社会学部 教授
林 直保子

（はやし なほこ）

北海道出身。専門は社会心理学。
近年は、社会の中で信頼が醸成される条件とはなにか、
また、人の信頼感を支えている心理メカニズムとはどの
ようなものか、という研究テーマに取り組んでいる。

総合情報学部 教授
林 武文

（はやし たけふみ）

専門は視覚認知情報処理。視覚を中心とした人間の情報処理メカ
ニズムを解明し、ヒューマンインタフェースにおける情報の提示
方法を明らかにすることを目的に研究を行っている。



関西大学なにわ大阪研究センター
～違法駐輪排除、分煙化実験～

以前は違法駐輪の自転車がたくさん放置されていた、りそな銀行南森町支店前

目 的 社会的信頼の創生による地域課題の解決

連携メンバー

大阪市北区役所／天神橋筋商店連合会／りそな銀行南森町支店／地域住民
ピクデザイン事務所代表 山田悦央氏／書道家 今柄紫峯氏
関西大学TAFS佐治スタジオ
関西大学社会的信頼システム創生プロジェクトユニット
（Project for Social Trust and Empowerment Process：略称 STEP）

関西大学なにわ大阪研究センター
関西大学社会学部教授 与謝野有紀／同学部教授 林直保子

活動地域 天神橋筋商店街内（りそな銀行南森町支店ショーウインドウ前）（大阪府大阪市北区）

活動期間 2010年8月～（継続中）

費 用 文部科学省戦略的研究基盤形成支援経費等

（１）地下鉄出入り口付近の違法駐輪の解消
（２）商店街内の憩いの場の設置と分煙化

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

憩いの場の創生によって商店街の違法駐輪排除を実現し、
懸案の課題であった商店街の分煙化をすすめる社会実験活動を展開しています。

関西大学は1929年に天六学舎を開設して以来、天神橋筋商店街との関係を築いてきた。2006年からは天神橋筋商
店連合会の協力のもと、社会学部生が「商店街の活性化」をテーマとする調査活動や、商店街訪問客に店舗や名所
を案内する「町街人（まちがいど）」活動を展開。2010年のSTEP開設後には、それまでの協力関係を基に、日本初
の商店街内の研究拠点「リサーチアトリエ」を開設し、さまざまな地域活性化活動や研究活動を発信することとなった。



本事業が介入する前の、りそな銀行南森町支店前の違法駐輪

今後の展望

成果

（１）地域住民が休み、談笑し、待ち合わせができる憩いの場の創出
（２）違法駐輪の減少と通行人から苦情のあった喫煙コーナーを撤去し

喫煙できる商店のマップを作成することで分煙化を実現
（３）持続的かつ積極的な社会的信頼ネットワーク形成のための理論構築

本事例は地域が抱える前述の課題を「場の定義の転換」によって解決する社会実験活動である。
りそな銀行南森町支店ショーウインドウ前は、地下鉄出入り口付近であることから、「違法駐輪のメッカ」といわ
れるほど違法駐輪の多い場所であった。そこで、STEPでは同エリアの社会的定義を「違法駐輪をしても良い場所」
から「地域住民が休み、談笑し、待ち合わせができる憩いの場」に転換することで違法駐輪を排除することとした。
上記の計画実現には、商店街からの「社会実験活動の許諾」をはじめ、「設備の新設・撤去の許諾」「ショーウ
インドウの利用許諾と展示物の確保」「専門家の助言を受けた空間デザイン」など、多くの団体・個人の協力行動
を得ることが不可欠であった。STEPは関係者へのアプローチの他、リサーチアトリエで展開するさまざまな活動を
通じた地域との接点の創出を経て、結果的に違法駐輪排除に向けた大規模ネットワークを構築。連携メンバーが資
源を持ち寄ることで、興味を惹くいくつもの展示を実施し、「場の定義の転換」を実現した。さらに、STEPの実践
研究はプロジェクトユニットとして、また、なにわ大阪研究センターの一部として展開している。
本事例は社会的信頼ネットワークの創生によって協力行動を生み出し、地域課題を解決した実践例である。
ただし、この状況を持続的なものにするには「ネットワークを通じた相互の資源交換によって全体の利益が生ま
れ」「ある二者間の関係維持に第三者がコストを負担し」「特定のメンバーの損失を小さく」しなければならず、
STEPでは本事例の持続に向けて現在も活動を続けている。

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
研究を展開した。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。
2016年4月より関西大学なにわ大阪研究センター長。

研究者の紹介

北海道出身。専門は社会心理学。
近年は、社会の中で信頼が醸成される条件とはなにか、
また、人の信頼感を支えている心理メカニズムとはどのよ
うなものか、という研究テーマに取り組んでいる。

社会学部 教授
林 直保子

（はやし なほこ）

りそな銀行南森町支店前で実施されたイベント てんこもりライブ（左）と書道パフォーマンス（右）

（１）持続性の担保

大学の役割



関西大学なにわ大阪研究センター
～天満の名水復活～

「天満天神の水」の取水口
となる御神水舎「ガラスの祠」

目 的 大阪の歴史の再評価による地域活性化

連携メンバー

大阪天満宮／天神橋筋商店連合会／特定非営利活動法人天神天満町街トラスト
ガラス作家 岡本覚氏／エコール辻大阪（辻調グループ）／株式会社アクリート
関西大学社会的信頼システム創生プロジェクトユニット
（Research center for Social Trust and Empowerment Process：略称 STEP）

関西大学なにわ大阪研究センター
関西大学社会学部教授 与謝野有紀／同学部教授 林直保子／関西大学環境都市工学部教授 楠見晴重／
同学部教授 山本秀樹／関西大学化学生命工学部教授 老川典夫

活動地域 大阪天満宮（大阪府大阪市北区）
天神橋筋商店街（大阪府大阪市北区）

活動期間 2011年～（継続中）

費 用 文部科学省戦略的研究基盤形成支援経費等

（１）枯渇し、忘れられていた天満の名水の復活
（２）名水の機能を明らかにし、その利用を展開する

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

かつて大阪天満宮より湧き出た天満の名水を復活させ、大阪の地域活性化に役立てる
プロジェクトです。

かつて大阪天満宮には「五知の水」と呼ばれる井戸があり、「大坂四清水」の一つに数えられる名水が湧き出
ていた。また、文化・文政期の天満地区には130軒以上の酒蔵が立ち並び、酒造りが盛んだったとも言われる。
STEPは天神橋筋商店連合会の土居会長（当時）との当時の天満に関するやりとりの中で地下水の復活を決意。

大阪天満宮の寺井種伯宮司の協力も得て、天満宮をフィールドとする天満の名水復活事業をスタートさせた。
てらい たねのり



今後の展望

成果

（１）天満の名水復活
（２）商店街を中心とした新事業の創生

（１）天満の水を活用した大阪や天神橋筋商店街の地域活性化
（２）水を利用した大阪料理文化の振興

大学の役割

揚水試験

豊富な地下水に支えられ、かつては酒造りが盛んに行われた天満地区であったが、高度経済成長期に多量の地下
水を汲み上げたことにより、大阪天満宮の井戸も数十年前に枯渇し、今では天満の名水を知る人は少なくなってし
まった。STEPは、地盤工学を専門とする楠見（当時学長）より、現在の大阪市内の地下水位は地下水採取の規制条
例によって著しく回復していること、また、大阪天満宮では良質な地下水の採水可能性が高いとの示唆を受けた。
そこで、STEPにおける各種の活動を通じて構築した社会的信頼ネットワークを基盤に、天神橋筋商店連合会と連
携し、本事業を大阪天満宮に提案。天満の名水復活について寺井宮司の賛同を得て、正式に大阪天満宮より調査依
頼を受けることとなった。そして、2011年8月、大阪天満宮境内での水質調査を行い、安心安全に配慮した浄化シ
ステムを通し、良好な飲料水として利用できるとの結果が出た。同年10月には本堀を開始した。
STEPを引き継いだ関西大学なにわ大阪研究センターおよびSTEPプロジェクトユニットでは、エコール辻大阪の
協力を仰ぎながら、この水にふさわしい出汁のとりかたを地域に提示できるよう活動し、利用が促進されるような
社会実験を展開している。また、化学生命工学部の老川の分析で、この水を利用した場合に、うまみ成分がより良
く抽出される可能性があることが明らかにされつつある。さらに、環境都市工学部の山本は、(株)アクリートと連
携し、水が安全で高機能であるように安定するためのシステムの開発を続けている。名水の復活が「水都・大阪」
の歴史の再評価ひいては大阪の地域活性につながるよう、産学神連携を推進していく。

社会学部 教授
与謝野 有紀

（よさの ありのり）

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展開し、
社会的課題の解決に全精力をもって取
り組む。 2016年4月より関西大学なに
わ大阪研究センター長。

天満天神の水
研究者の紹介

環境都市工学部 教授
楠見 晴重

（くすみ はるしげ）
専門は地盤環境工学。自然災害の防止技術や、地
下水利用に関わる問題に対し、景観・環境に配慮
した最先端の研究を行う。関西大学第40、41代学長。

（仮）

「天満天神の水」でひいた和食だしの試飲とアンケート調査を
エコール辻大阪の協力で実施＠関西国際空港

専門は環境再生工学。化学工学の要素技術を有機的
に融合させることにより、環境再生型の新しい化学
生産システムを構築することが目標。

環境都市工学部 教授
山本 秀樹

（やまもと ひでき）

化学生命工学部 教授／
関西大学戦略研究総合センター長

老川 典夫
（おいかわ ただお）

専門は酵素工学。食品中のD型アミノ酸の定量的解
析を行い、その生成機構を細胞及びタンパク質レベ
ルで解明している。

社会学部 教授
林 直保子

（はやし なほこ）

北海道出身。専門は社会心理学。
近年は、社会の中で信頼が醸成される
条件とはなにか、また、人の信頼感を
支えている心理メカニズムとはどのよ
うなものか、という研究テーマに取り
組んでいる。



嵯峨嵐山におけるインバウンド消費動向に関する
調査とワークショップ

目 的 嵯峨嵐山における中国語圏観光客への対応力強化／多文化共生の観光地・地域社会の実現

連携メンバー

嵯峨嵐山おもてなしビジョン推進協議会
京都商工会議所
福知山公立大学地域経営学部教授 谷口知弘氏
関西大学社会学部 劉雪雁研究室

活動地域 京都府京都市嵯峨嵐山地域

活動期間 2015年6月～（継続中）

近年、嵯峨嵐山では、中国語圏観光客の全観光客数に占める割合が8割までに伸び、地元の商店街の主要な顧
客が日本人観光客から外国人観光客へと移行している。
その動向の中、嵯峨嵐山おもてなしビジョン推進協議会は訪日中国語圏観光客急増への対策が十分でないこと
を課題視。同協議会のコアメンバーで関西大学OBの加藤氏から本学に対して、中国語圏の事情に詳しい研究者の
協力要請があったことをきっかけに連携が始まった。

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

嵯峨嵐山地域における外国人観光客に関する現状調査と提言を通じて、
観光客へのおもてなし向上に取り組んでいます。

（１）訪日中国語圏観光客急増への対策検討

中国人観光客へのアンケート調査の様子



成果

（１）アンケート、文献調査およびワークショップの成果を報告書およびワークショップにて発表
（２）地域住民の中国語圏観光客への理解、インバウンドへの意識および積極性が向上
（３）ゼミ生のコミュニケーション力、行動力および取材力が向上
（４）ゼミ生が取材・執筆した記事がSANKEI EXPRESS紙にて掲載された
（５）一連の活動が複数回にわたってメディアによって報道された

大学の役割

春節（旧暦の正月）に実施した嵐山駅前での餅つきイベントの様子

本事業は、急増する中国語圏観光客の現状把握から、コミュニケーション増進や情報発信の方法を見出し、中国
語圏観光客へのおもてなし向上、最終的に多文化共生の観光地・地域社会の実現を目指すものである。劉研究室で
は嵯峨嵐山おもてなしビジョン推進協議会および谷口研究室との協力の下、主に以下の活動を展開した。

【文献調査】対象地域に関するガイドブック、無料パンフレット、インターネット上の書き込みなどの観光情報を
調査・分析
【ワークショップ】対象地域の商店街関係者向けに、中国語圏の文化、習慣や観光客の現状、特徴を紹介し理解を
深めた。一方、来訪した中国・復旦大学の院生らともワークショップを開催し、嵐山観光前後のイメージ形成を
確認し、情報発信の可能性を模索した。
【アンケート】2015年9月、11月および2016年2月に対象地域で中国語圏観光客及び日本人観光客向けにアンケー
トを実施。観光客の属性、ニーズ、印象、満足度などを把握した。
【情報発信】劉ゼミ生が中心となって事業内容の記事を作成し新聞に投稿した。

なお、上記の活動は協議会および谷口研究室が実施する、地域住民が課題や目的を共有するためのワークショッ
プや試験的に実施された中国語圏観光客向けイベントなどと密接にリンクして展開した。

復旦大学生が嵯峨嵐山を訪問した際に実施したワークショップの様子

研究者の紹介

専門分野は国際メディア論。
中学・高校時代に見た日本のテレビドラマと京都の風景写真がきっかけとなり中国の大学で日本語を専攻。
東京大学大学院時代はメディア論を専攻。激変する中国のメディア、それと連動する中華圏やオーバー
シーズチャイニーズのメディアを多様な角度から実証研究を行った。メディアリテラシーの研究と実践活
動はもう一つの大きな関心事である。

社会学部 准教授
劉 雪雁

（りゅう しゅえいえん）

今後の展望

（１）地域住民による嵯峨嵐山の地域資源の再評価
（２）地域住民と外国人観光者が共感する文化的背景や共通点の調査研究



関大前ラボラトリ
「まち・かん114（いいよ）！（※）」

町に開いたオープンなスペースです

目 的 地域住民の方々と関大生が相互の理解を深めること
（地域住民の方々に関大生を知ってもらう／関大生が地域を感じる）

連携メンバー 地域住民の方々／まち・かん114スタッフ／関西大学社会学部教授 与謝野有紀／
関西大学政策創造学部教授 奥和義／関西大学環境都市工学部教授 岡絵理子

活動地域 まち・かん114を中心に関大前周辺エリア全域（大阪府吹田市）

活動期間 2014年8月～（継続中）

近年、地域における住民の役割は、地域環境の整備やコミュニティ形成の主体者へ変遷を遂げており、大学もそ
の一翼を担うことが求められている。一方で、大学がその責務を果たすにはいくつかの解決すべき課題を抱えてお
り、地域との良好な信頼関係の構築はその最大のものである。そこで関西大学では、関大前商店街内に活動拠点を
設置し、学生独自の視点による魅力ある関大前のまちづくりを展開するプロジェクトを開始した。

（１）大学周辺地域の魅力あるまちづくりへの参画
（２）地域と大学の信頼関係の構築

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

関大前商店街に誕生した、地域と大学の交流拠点「まち・かん114（いいよ）！」。
地域と関大の相互理解の強化に向けて、関大生の自由なアイデアを実現するコミュ
ニティスペースを運営しています。

※まち・かん114（いいよ）！･･･地域×関大生をテーマにした関西大学のコミュニティスペース。
名称の由来は「まちなかコミュニティ関大前」の略称に拠点の住所の一部を組み合わせたもの



今後の展望

成果

（１）地域と大学の交流拠点設置
（２）各種イベントの実施

（１）関大前商店街の方々とのさらなる連携体制構築
（２）関大生の拠点に対する認知度向上
（３）多くの学生団体による拠点の利用
（４）拠点運営メンバーの募集

大学の役割

拠点の自主改修 地域の小学生との竹細工ワークショップ

本活動の始動にさきがけ、商学部、社会学部、政策創造学部、環境都市工学部から学生が選出され、拠点の開設
準備を行うこととなった。また、教員からは、与謝野有紀（社会学部）、奥和義（政策創造学部）、岡絵理子（環
境都市工学部）が、アドバイザーとして参加している。拠点開設では学生が中心となり、「デザインをどうする
か」「誰のために何を行うか」「学生が関わる意義は何か」など、活動の根幹に関わる部分について日々議論を深
めていった。
1年間の準備期間を経て、施設のリノベーションをはじめ、活動の理念および拠点の運営方法を決定。活動内容に
ついては、地域の方に関大生を理解してもらうため、学内の各種団体による自由な利用を促進することとした。活
動を通じて、拠点が解決すべき地域の課題を発見・解決していくことを目指しており、拠点の外観も活動内容に応
じて柔軟にその装いを変化させていく予定である。
2015年6月の拠点オープン後は、関大生や地域住民の方々にさまざまな利用方法が示されている。例として、ゼ
ミ室、学生の研究活動・部活動としての場、地域の方の作品の展示会・絵画教室などの利用がなされており、学生
と地域の方をつなぐきっかけを生む場として拠点は機能しつつある。
また、隔週で大学、教員、地域の方、学生が集まり協議会を行っている。この協議会では拠点の運営についてや
関大前における景観の問題や利用の仕方などについて協議されており、関大前通りが
より良好に利用される場所となるように議論がなされている。
現在、拠点は大学の授業日に合わせてオープンしており、これまで以上に地域住民
と関大生が集うコミュニティスペースを目指し、この拠点が関大前という町について
考える中心地となるように活動を行っている。

研究者および学生の紹介

政策創造学部 教授
奥 和義

（おく かずよし）

専攻は国際経済学。主たる研究テーマは明治期から現在まで
の日本貿易の発達史で、日本貿易の史的発展を企業活動の国
際的展開、消費者行動の変化、各国政府の貿易政策などの視
点から多面的にとらえることに学問的興味を持つ。

社会学部 教授
与謝野 有紀

（よさの ありのり）

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。

まち・かん114（いいよ）！
関大前通りのまちづくりの拠点として、学生の活動や学校の
情報を発信していき、地域との連携をとっていくコミュニ
ティースペース。

都市計画と住宅を専門とする。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、体感してほしいと考え、教育・研究を行う。

環境都市工学部 教授
岡 絵理子
（おか えりこ）

いろんな世代に開いたスペースです



東日本大震災の被災者支援活動
～歌や運動、遊びの交流事業を通して～

目 的 東日本大震災によって運動や交流の場が失われた方々の支援

連携メンバー
および役割

南相馬市立高平小学校･･･活動の受け入れ
東日本大震災復興サポート協会･･･交流事業の企画に関する助言
福島大学災害ボランティアセンター･･･交流事業の企画に関する助言／交流事業の共同実施
天満音楽祭実行委員会･･･合唱を発表する場の提供
ソレイユ ミュージック ファクトリー代表／シンガー／ヴォイストレーナー／ディレクター

中川誠十郎氏･･･ゴスペル講師、中川幸子氏･･･奏者
関西大学政策創造学部 橋口勝利ゼミ･･･交流事業の企画・運営、連携メンバー間の調整

活動地域 福島県

活動期間 2011年～（継続中）

東日本大震災発生後、被災地支援活動を企画したスポーツニッポンの呼びかけで、橋口ゼミは深井麗雄ゼミ（当
時）と共に、同支援活動の一環として被災地の取材と情報発信を開始。そして、取材活動の中で福島大学の教員や
災害ボランティアセンターの関係者の方々と出会い、そこで児童が運動や遊びの場を失っているとの情報を得たこ
とを受け、福島大学との連携企画や両ゼミによる独自企画に取り組むこととなった。

（１）震災によって児童や高齢者の方々が運動や交流の場が失われたこと

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

東日本大震災の被災地で歌や運動、遊びの交流事業を企画運営することで、
主に児童・高齢者の支援を行っています。

天満音楽祭でのライブ
（福島県田村都路での合唱ワークショップの動画を背景に）



当初、深井ゼミと橋口ゼミは福島県内での調査活動を継続しつつ、福島大学ボランティアセンターが定期的に
実施していた、仮設住宅入居者との足湯を通じた交流活動に参画した。交流の中では、橋口ゼミが京都府伏見区
で日本酒振興プロジェクトにも取り組んでいたことから、齊藤酒造株式会社から提供を受けた酒粕パックを行う
など、独自コンテンツも生まれた。
さらに、福島大学の教員からの紹介で高平小学校で
の活動も始まり、運動や遊びの場が失われた児童の支
援活動にも並行して取り組むこととなった。高平小学
校との連携当初は体育館を使って巨大カルタ取りやク
イズ大会を行い、遊びながら体を動かす企画に取り組
んだ。
上記の活動を続ける一方、橋口ゼミは堺市内での震
災避難者の支援活動を通じて、東日本大震災復興サ
ポート協会の遠藤雅彦代表理事とも交流。遠藤氏の提
案で、天満音楽祭に橋口ゼミが出演し、被災地の方々
の思いを歌声と共に大阪に届ける活動に取り組むこと
となった。その後、高平小学校での運動支援は合唱
ワークショップに発展。ワークショップの様子は天満
音楽祭で放映された。
2016年度からは高齢者支援と避難解除地域に戻った
方々の支援の必要性に着目し、福島県田村市の集会所
で合唱ワークショップに取り組んでおり、その動画は
上述の天満音楽祭で放映された。

今後の展望

成果

研究者の紹介

（１）継続的に福島県内で各種交流活動を企画運営
（２）活動を通して得られた情報を大阪において発信

（１）時間経過とともに変化する被災地のニーズに
合わせた支援活動の継続展開

現場の声

大学の役割

仮設住宅入居者との足湯を通じた交流活動

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。

・中西恵利子（政策創造学部3年生）

私達福島班は東日本大震災発生から6年が経過した福島
県の現状の発信を活動の軸としています。
今年、福島県では避難指示区域が解除され少しづつ生
活を取り戻される地域がある一方、まだ被災当時のまま
手をつけられていない地域もありました。阪神淡路大震
災では5年で仮設住宅が撤去され、10年でやっと復興した
と言われています。地震・津波・原発という被害を受け
た福島県は6年たってもまだ復興途中で、これからも復興
作業は続いていきます。世間の記憶から薄れつつあるこ
の震災に対して私達学生は、これからも関西の方々に発
信していきます。

高平小学校体育館でのクイズ大会の様子

合唱ワークショップの様子



コミュニティFMを通じた地域活性化

ラジオ番組に出演するゼミ生

目 的
大阪府箕面市における地域のコミュニティFMを通じて、日ごろのゼミ活動や、箕面をはじめとする
北摂地域の魅力を伝えること

連携メンバー
および役割

箕面FMまちそだて株式会社･･･「みのおエフエム」の企画運営、番組枠の提供、学生への助言
関西大学政策創造学部 橋口勝利ゼミ･･･担当番組プログラムの企画と運営

活動地域 大阪府箕面市

活動期間 2013年～（継続中）

（１）地域の力を活用した特色あるラジオ番組制作
（２）地域密着型のラジオを通じたまちづくり・地域活性化

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

地域のコミュニティFM（※）を通じて、地域の魅力と学生の活動を発信しています。

※コミュニティFM･･･おおよそ半径10～20キロを受信エリアとする、地域限定の超短波放送局（FM放送局）。
地域に密着した情報を提供するため、1992年1月に制度化された。

橋口ゼミでは2011年の東日本大震災発生以降、福島県において児童や高齢者の支援活動を行っている（前ぺージ
参照）。その活動を知った「みのおエフエム」担当者から、東日本大震災被災地の現状について情報発信しても
らいたいとの依頼を受け連携開始。3か月に1回程度、30分番組に出演することとなった。現在は、地域密着型の
情報発信という「みのおエフエム」の趣旨に賛同し、北摂におけるゼミ活動の情報も併せて発信している。



成果

（１）箕面市や北摂地域の魅力を継続的に発信
（２）地域との交流・活性化につながる活動を継続的に実施

現場の声

大学の役割

開局21周年の公開生放送

橋口ゼミでは、みのおエフエムのラジオ番組に出演し、ゼミにおけるフィールドワークの報告等を通じて、北摂
地域の魅力を発信する活動を続けている。
また、2016年10月29日、みのおエフエム開局21周年の公開生放送の会場では、番組出演以外にも“大人から子ど
もまで交流企画“として以下のような活動を行った。

・伏見の酒粕ハンドパック体験･･･橋口ゼミが以前に京都府伏見区の齋藤酒造と連携した際に生み出されたコンテ
ンツ。酒粕の美肌効果の体験だけでなく、体験中の会話による交流など、来場
者とのふれあいの場を創出した。

・「知恵の輪」体験･･･次ページ掲載の池田班が企画。池田市の
五月山で採れた竹の切れ端や間伐材など
から作られた「知恵の輪」を子どもたち
に体験してもらい、同市における環境活
動を周知した。

・川柳･･･来場者がオリジナルの川柳を作成するコーナー。
「急に川柳なんて作れない」と尻込みしていた方々も、
学生と一緒に考え、川柳で日々の暮らしを表現した。
創作された川柳は当日の公開生放送で発表された。

このように、単にラジオ放送の番組を企画し出演するだけで
なく、橋口ゼミの研究活動の幅を広げ、学生自身の成長へとつ
ながる事業となっている。

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。

・中山渉（政策創造学部3年生）

10月29日に橋口ゼミ8期生全員で開局21周年公開ラ
ジオ生放送に出演し、ブース出展を行いました。公開
ラジオという事もあり、リスナーを目の前にしての出
演でメンバーも緊張していましたが、DJの和気さんなど
のフォローのおかげでなんとか無事笑顔で終えること
ができました。学びながら私たちの活動の発信もでき
るとても有難い時間となりました。

伏見の酒粕を使ったハンドパック体験①

伏見の酒粕を使ったハンドパック体験②

今後の展望

（１）箕面市・池田市の地域住民の積極的な参加を促す
活動を実施

（２）コミュニティラジオを地域に活かす提案と実践



池田市細河地区 地域産業の発見と発信

種まき作業について児童にレクチャーする様子

目 的 大阪府池田市細河地区における地域産業の振興による観光活性化

連携メンバー
および役割

池田市役所･･･小学校・関係団体との交渉・企画実施の支援
細河地域コミュニティ推進協議会･･･企画全体のマネジメント・地域協力者との調整
関西大学政策創造学部 橋口勝利ゼミ･･･地域振興プログラムの企画と運営

活動地域 大阪府池田市細河地区

活動期間 2009年～（継続中）

池田市と関西大学は、地域分権の推進に関する条例制定に向けた相互協力や池田市長（当時）の客員教授への
招へいなどを契機として2008年に連携協定を締結。さらなる地域分権推進に向け、細河地区の活性化に大学とし
て取り組むことについて打診があり、活動が始まった。

（１）地域産業の担い手減少
（２）新たな産業の育成（農業活性化）

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

池田市細河地区の観光活性化に向けて、地域の児童を巻き込んだ環境教育
および地域産業振興に関する活動を展開しています。



活動当初、橋口ゼミは池田市の橋渡しにより、細河地域コミュニティ推進協議会との協力関係を構築。地域の児
童への環境教育を兼ねた観光活性化策を提言すべく活動を開始した。
活動初期はお寺や田園風景などを活用したウォークラリーの実施によって地域資源の発掘を果たした。それらの
活動によって豊富な地域資源に触れる中で、活動は地域産業体験型の活動に発展。植木を使ったクリスマスツリー
や炭焼きアートを地域の児童とともに企画・実施した。
そして現在、活動はさらに発展を遂げ、細河地域コミュニティ推進協議会が主催するイベント「ほそかわフェ
ア」内で、地域の児童と協働して地域の名産である細河大根の栽培と収穫を行っている。収穫された大根は池田市
全域の小学校の給食材料として提供され、その日は学生が考案する大根の献立が採用された。2016年度には中学
校からも要請を受け、給食材料を提供する予定。これらが実現するまでの市や給食センターとの調整は、橋口ゼミ
の学生が担った。
本活動が当初より児童への環境教育を兼ねていた
ことは先述のとおりである。これは児童に対し、故
郷への誇りや肯定的なイメージを与え、未来の地域
の担い手を育成することを狙ったものであり、長期
的な地域振興策であるといえる。今後も地域産業に
根付く活動を展開していくことを予定している。

成果

（１）地域資源の発掘
（２）各種企画の実施
（３）細河大根の栽培・収穫と給食でのふるまい

現場の声

大学の役割

農作業に集中する児童と学生 伝承遊びを楽しむ様子

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）

大根の種まき

・中山渉（政策創造学部3年生）

私たち「細河班」は、将来の細河を担う子供達に細河への
愛着を持ってもらう事を目的として活動をしています。そこ
で意識しているのは、子供達に少しでも細河の魅力を知って
頂く為に、私達大学生が地域の大人の方々と地域の子供達を
繋ぐ架け橋になる事です。
イベントでは、作物を育てる喜びや、地産地消、里山の保
全問題など小学生には少し難しい内容もありますが、地域の
方々と力を合わせて理解しやすいように、楽しく学べる体験
型学習にするなどの工夫しています。
私たちの活動が地域に対して愛着を持つきっかけになり、
少しでも地域に根ざした若者世代が現れてくれるようになれ
ば嬉しいです。

池田小学校区域では、紹介した事例以外にもさまざまな活
動を行っています。
私たち「池田班」の目標は、池田小学校区を子育て世代が
住みやすい街にすることです。
私たちは池田小学校で行われる｢平和の集い｣や｢MTP｣とい
うイベントにブースを出させていただいています。子どもた
ちが楽しみながら池田に愛着を持ってもらえるようなブース
ができるように、地域の中学校の生徒会と一緒に力を合わせ
て企画しています。
またイベントでは、池田の子育てに関する情報を掲載した
『子育てマップ』を作成し、子育て世代の方に配布していま
す。その際、子育て世代の方に、池田で子育てする上でのお
悩みの声を集めています。それを市役所の方やコミュニティ
の方に向けてプレゼンテーションし、市民の声を届ける架け
橋の役割をしています。

・永津円花（政策創造学部3年生）



「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

小学校出前授業の様子①

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6年間（2011年度～2016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～（継続中）

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、「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



（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
（４）2014年度：家庭内で発生する「ごみ」を利用してリサイクル品を作成することで、小学生たちの問題解決へ

の実践力を養うことに繋がった。
（５）2015年度：池田市の里山の現状と保全活動の実態を学び、

小学生の地域に対する知識を深めた
現場の声

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法人いけだエコスタッフと
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の議論を経て、提案、実行、報告へと繋げていくもの。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。
なお、2015年度は池田市の里山におけるゴミや獣害、生態系の変化などをテーマに授業を実施。それぞれの
テーマについて現状と課題を学んだ後、実際に里山保全活動に携わる方からも活動内容を講義していただき里山に
与える影響について学習した。授業の締めくくりでは、小学生が学習内容を発表しクラス内で広く共有した。
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。
今後も効果的な環境学習を通じて地域コミュニティを深めることを目指して、学生とともにチャレンジしたい。

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

大学の役割

成果

今後の展望

小学校出前授業の様子②

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。

私たちは、自分の“ふるさと”への興味（地元
への愛着）を持ってほしい、自分でなにか考え
行動できるようになってほしいという、子ども
への2つの大きな想いを持って活動しています。
大学生と子どもたちが互いに学び合う存在で
あることから、互いに高め合うことができ、密
度の濃い時間を過ごすことができていると確信
しています。
どのような授業をすれば、子どもは興味を持っ
てくれるのか、集中して取り組んでくれるのか
を考えることは難しいことです。しかし、授業
で子どもたちの笑顔や真剣な顔を見るとやりが
いを感じます。
子どもたちにとって最高の学びは何かを1番
に考え、これからも活動を頑張っていきたいと
思っています。

・中川彰宏（政策創造学部3年生）



小学校英語指導のための
教員研修システム構築

研修の様子（手本の実演）

目 的 小学校（英語活動）における持続可能な校内教員研修システムの構築

連携メンバー
および役割

吹田市内の教育課程特例校（※）･･･教員研修システム受入にかかる校内調整
※教育課程特例校･･･学校や地域の特色を生かした特別の教育課程を編成することができる学校
（吹田市では小学1年生からの外国語活動などを編成）

吹田市教育委員会･･･関係者間の調整
関西大学外国語学部教授 池田真生子（代表）／同学部教授 今井裕之（分担者）／
同学部教授 竹内理（分担者） ･･･教員研修システムのコンテンツ開発、小学校教員の意識および

指導状況調査、派遣大学院生の育成
関西大学外国語教育学研究科卒業生･･･派遣大学院生への事前教育
関西大学外国語教育学研究科大学院生･･･研修の講師役、研修教材作成

活動地域 大阪府吹田市内の教育課程特例校／関西大学千里山キャンパス

活動期間 2015年4月～（継続中）

現在、小学校における英語教育を取り巻く環境は激しい変化にさらされており、現場では指導に関する多様な課
題が生じている。これまで英語指導に関する研修の講師として多くの小学校を訪問してきた池田、今井、竹内は、
それらの課題の解決に向けて研究テーマを設定。吹田市教育委員会の協力を得て、教育課程特例校の指定を受けた
吹田市内の小学校をフィールドに、持続可能な英語教育研修プログラムを開発することとなった。

（１）英語指導方法に関する研修制度の未整備

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

小学校における英語指導を取り巻く環境は、近年めまぐるしい変化を遂げています。
指導方法に課題を抱える現場の先生方の支援に向け、大学院生派遣による研修システム
開発に取り組みます。



今後の展望

課題 （１）生活パタンの異なる小学校教員と大学院生間の各種調整
（２）研修システム確立にかかる経費捻出

展望 （１）教員研修システム確立
（２）研修実施後の教員や大学院生などへの追跡調査

大学の役割

研修の様子（グループワーク） 研修の様子（導入）

本活動では現場の教員が抱える課題の可視化を起点として取り組みを開始した。
まず、現場の教員へのグループインタビューを通じた英語指導にかかる意識および指導状況調査を通じて、以下
の課題を明らかにした。
①頻繁に変化する指導内容に対応した研修制度が未整備
②外部講師を招いた研修を実施したとしても人選および費用の面で継続が困難
そこで、持続的かつ（指導内容の変化に）柔軟な教員研修システムの整備を具体的施策として設定。従来の、教
員が直接研修を行う形ではなく、英語教育を専門とする外国語教育学研究科の大学院生を派遣する方法を考案した。
派遣する大学院生に対しては、事前に、小学校英語に関する専門的知識と豊富な事務経験を持ち合わせた外部講
師（外国語教育学研究科修了生、教員経験者）による特別なトレーニングを課している。その後、各小学校へ支援
員として2名1組で派遣し、研修を実施している。2015年度には一定程度の成果が確認されたが、本年度もさらに改
善を加え、昨年度からの継続校および本年度からの新規校において引き続き本活動を実施・調査している。
この活動は、小学校教員の英語指導に関するスキルを向上させ不安を軽減するだけではなく、教員を目指す大学
院生にとっては、実務を身近に感じる経験を得ることとなる。また、吹田市にとっても研修のモデルケースが確立
されれば市全体の教員の利益にも繋がっていくと考えられる。今回の取り組みを主軸として、英語指導に秀でた人
材の輩出を目指していく。

研究者の紹介

英語教育学を専門とし、学習方略の指導に関する研究を中心におこなっている。
最近では、方略指導における他者の役割（協働学習）、小学校英語教育などにも
研究の幅を広げている。

外国語学部 教授
池田 真生子
（いけだ まいこ）

外国語学部 教授
今井 裕之

（いまい ひろゆき）

外国語学部 教授
竹内 理

（たけうち おさむ）

専門は英語教育学。教室でのコミュニケーションを通した外国語学習を研究して
いる。また、その成果を評価するスピーキングの開発も行っている。

専門分野は、英語教育学（学習方略、学習者要因）と外国語教育における
メディアの利用。研究の知見を生かした検定教科書の執筆なども行っている。



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

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（大阪府吹田市）／高槻市立幼稚園（大阪府高槻市）

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。

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

絵本がひらく 絵本でひらく

打合せと事前練習の様子



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。英語絵本との
触れ合いが、幼い人たちにとって異文化との関わりへの扉を開くきっかけとなることを望んでいる。

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。

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

（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

現場の声

・石原ゼミの学生

大学の役割

成果

今後の展望

英語を使ったアクティビティ絵本の読み聞かせの様子②

読み聞かせに使用した英語の絵本

今回の活動を通して、絵本の楽しみをどのように伝える
かなど、普段の授業では学べない学びを得ました。子ども
たちが英語や絵本に触れるきっかけになればと考えていま
す。



市民による環境政策研究への支援
～千里リサイクルプラザ主担研究員・評議員として～

小学校での草木染めの出前講座

目 的 市の環境に対する意識の啓発

連携メンバー
および役割

公益財団法人 千里リサイクルプラザ･･･市民研究員の事務的サポート
千里リサイクルプラザ市民研究員･･･環境に関する研究活動および啓発活動の実施
関西大学外国語学部教授 内田慶市･･･市民研究員との協働と助言

活動地域 大阪府吹田市内

活動期間 2009年7月～（継続中）

本活動の主要メンバーの一人である内田は2008年まで吹田市教育委員長を務めていた。任期終了後、吹田市より
改めて依頼があり、千里リサイクルプラザ主担研究員・評議員に就任することとなった。

（１）市民研究員の自主的活動への高度な支援

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

行政と市民が協力して取り組む、環境に関する研究や啓発活動に対して、積極的に
関与しながらサポートしています。



今後の展望

成果

（１）複数の啓発活動の実現による市民の環境に
関する意識向上

（１）活動の継続と発展

大学の役割

小学校でのマイパネルの出前講座

環境市民講座の様子

千里リサイクルプラザでは、市民研究員が構成メンバーとなって活動を行う複数のプロジェクトチームを設置し
ており、内田は主担研究員・評議員として、研究活動および啓発活動に関与している。
まず、市民研究員は研究活動の検討と報告のため、プロジェクトチーム定例会（週1回）と全プロジェクトチー
ムの代表者会議（月1回）を実施しており、内田はそこで各種助言等を行う。また、不定期ではあるが、専門分野
を活かし、セミナーを開催するほか、キャンパスと北京をテレビ会議システムで繋ぎ、北京におけるエコ活動の報
告会を主催することもあった。
また、研究成果を活かした啓発活動では、小学校における「総合的な学習の時間」に市民研究員が出向き、草履
作り、草木染め、紙すきなどの出前講座を実施したり、布のリユース・リサイクルのフォーラムなどを実施。内田
はそこにも参加し、活動のサポートや児童とのふれあいを行っている。
このように、あくまで市民主体の活動の側面サポートによって、市民の自主的な環境意識向上を促進している。

研究者の紹介

元々中国語学を専門とするが、この10年来は新しい学問体系の文化交渉学の確立を目指して奮闘中。特に
近代の東西言語文化接触の研究を主要テーマとしている。中国近世語学会会長、東アジア文化交渉学会副
会長、日本中国語検定協会理事等を務めるほか、吹田市教育委員等も歴任。博士（文学・文化交渉学）。

外国語学部 教授
内田 慶市

（うちだ けいいち）



国際表現力開発推進センター

各種言語の翻訳・通訳、中小企業海外進出支援、外国語学習教材開発、
講演・ワークショップ・セミナー等の企画立案・実施など、グローバル社会
における日本人の表現力向上に資する多岐にわたる活動を行っています。

目 的 個人団体を問わず、日本人の表現力および国際発信力の飛躍的向上に貢献すること

連携メンバー

一般社団法人「国際表現力開発推進センター」（http://www.iedc.or.jp/）
代表理事 足立優美氏／ ICT担当顧問 見瀬百彦氏／理事 足立英輝氏／
メディアサポート部門アドバイザー 西原友樹氏／英語総合教育アドバイザー 鈴木順一氏
関西大学外国語学部教授 李春喜

活動地域 日本全国、アジア、北米、ヨーロッパ

活動期間 2015年10月～（継続中）

費 用 設立メンバーの自己資金／翻訳や企業海外進出支援から得る報酬／特別講演開催からの収益

社団法人の設立メンバーが、語学教育における広い意味での「専門家」であり、法人設立以前からさまざまな
仕事をお互いに協力し合ってきた。既存の教育現場でできることには限界があることを日常的に李が感じており、
新しい形の外国語教育のあり方を模索していたところ、法人設立メンバーとして連携する話が持ち上がった。

活動の概要

連携の経緯

企業の海外進出を支援しています①



連携先である社団法人が開発した教材を、大学という現実の教育現場で使用してみることによって、大学は連
携先に対してフィードバックを提供することができる。外国語による表現は、伝統的な語学教育分野にとどまら
ず、さまざまな分野の専門家から横断的に幅広く知見を集める必要があり、その実現のためには、大学以上に相
応しい機関はない。また、同法人は、既存の外国語教育にはなかったような教材の開発に取り組んでおり、その
意味においても、さまざまな分野の専門家集団である大学が果たす役割は大きい。
将来的には、次世代型教材の開発も視野に入れており、特許の申請も含めたさまざまな支援が大学に期待でき
るのではないかと考えている。

（１）海外進出のための企業パンフレットやホームページ等の英語、
フランス語、中国語、タイ語、ベトナム語、その他各言語へ
の翻訳

（２）研究者の日本語論文の英語への全訳
（３）研究者のために英書の日本語による要約を提供
（４）商工会議所を通して企業の海外進出を支援
（５）特別講演会の企画・開催

研究者の紹介

外国語学部 教授
李 春喜
（り はるき）

社会人としてほぼすべての時間を英語の教師として過ごしてきたが、記号表現一般に関心がある。
現在は、記号論から派生した物語理論をもとに、英日の翻訳、特に小説の翻訳に関心を持っている。

（１）同法人との連携を活かして、個人団体を問わず表現力および
国際発信力を向上する

（２）個人団体を問わず、同法人が蓄積してきたノウハウを提供する
（３）講演・ワークショップ・セミナー等を開催する
（４）次世代型教材を開発し、特許を申請する
（５）開発した教材を、個人団体を問わず販売する

（１）高度に専門的な知見を持つ者がいなかった
（２）独創的な発想のできる者がいなかった
（３）アイデアを実行に移す場所がなかった
（４）同法人が実施する活動についてフィードバックが得られる場所がなかった

解決すべき課題

大学の役割

成果

今後の展望

表現力とは国境を越えて届ける力です（特別講演会にて）

現場の声

・足立優美氏(同法人代表理事)

李先生からサービスに関する
提案をいただくおかげで、メン
バー内から新しいプロジェク
トを意欲的に立ち上げようとい
う空気が沸き起こっています。

・西原友樹氏
(同法人メディアサポート部門

アドバイザー)

開発したシステムやアプリを
実際の教育現場で使用してもら
えるため、生の声をフィード
バックできるのは今後の開発に
とっても非常にありがたく思い
ます。

企業の海外進出を支援しています②



市民の健康増進と競技力向上のための
スポーツ教室

～スポーツ科学の体現を目指して～

目 的 市民の健康増進・スポーツ振興・技術力向上

連携メンバー 堺市／各種スポーツ指導者／関西大学人間健康学部教授 小田伸午

活動地域 大阪府堺市内

活動期間 2011年～（継続中）

本活動の中心を担う小田は、スポーツ科学の専門家であり、これまでトップアスリートの動きの研究など、ス
ポーツの理論と実践に関するさまざまな実績を積み重ねてきた。そこで、小田は自身の所属する関西大学人間健康
学部の所在地である堺市の地域住民に対し、自身の研究成果を還元するスポーツ教室を実施することとなった。

（１）地域住民の競技種目における競技力および指導力向上
（２）地域住民の健康増進
（３）地域のスポーツ振興

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

地域住民を対象に各種スポーツ教室を実施しています。からだの動きの基本から専門
的な技術指導まで、スポーツ科学の理論と実践を統合した指導を行っています。

ソフトボール教室



今後の展望

成果

（１）参加者の競技成績の向上
（２）参加する指導者の指導力向上

（１）スポーツ科学に基づく指導を可能とする人材の増加

大学の役割

ゴルフ教室

大学の役割は主に以下の3点である。
①スポーツ教室の主催（ソフトボール、バドミントン、ゴルフ）
大学の資源を活用して各種目におけるスポーツ教室を主催している。市内の小学校～高校の運動クラブや社会
人など、競技毎に幅広く対象を設定している。

②スポーツ科学に基づく競技者への指導および指導者の育成
機能解剖学に裏付けされた、基本的なからだの使い方や種目毎の適正な動き方などの実践的知識を与えている。
また、動作分析装置（3次元動作分析）を用いた講習を交え、科学分析の実践化を図っている点も、本活動特有
の取り組みである。なお、これらは各種目の指導理論の根幹を支えるものであり、教室に参加する指導者の指導
力向上にも繋がっている。

③各種目を専門とする指導者のコーディネート
小田が形成してきた人脈および大学の資源の活用により、各種目の専門家や授業を通じて小田の理論を身に着
けた体育会に所属する大学生などを招へいしている。これにより、教室では専門的な技術指導も可能としており、
理論と実践の統合を実現している。

研究者の紹介

専門はスポーツ科学。科学と感覚（客観と主観）の総合的な分析により、これまでの日本のスポー
ツ界における数々の「錯覚」を発見。以来、学理と実践の調和を目指し、学内外で研究成果に基づ
く指導を行っている。

人間健康学部 教授
小田 伸午
（おだ しんご）

バドミントン教室



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



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）



「関西ワールドマスターズゲームズ2021」を
盛り上げるプロモーション活動

～インターカレッジコンペティションへの企画プレゼンテーションを通して～

目 的 「関西WMG2021」を成功させることにより、スポーツで関西の経済や地域活性化に貢献する

連携メンバー
および役割

一般社団法人関西経済同友会･･･「WMG」の誘致
関西広域連合･･･「WMG」の誘致と運営
スポーツコミッション関西･･･「WMG」招致活動の業務の一部委託、

インターカレッジコンペティションの実施
関西大学人間健康学部 西山哲郎ゼミ･･･インターカレッジコンペティションへの参加

活動地域
滋賀県／京都府／大阪府／兵庫県／和歌山県／鳥取県／徳島県／奈良県／大阪府大阪市／
京都府京都市／兵庫県神戸市／大阪府堺市

活動期間 2014年～（継続中）

関西広域連合による誘致活動が実を結び、2021年、関西で「WMG」が開催されることとなった。しかし、日本
での「WMG」の知名度はまだまだ低い。そこで、関西経済同友会主導で設立したスポーツコミッション関西では、
「関西WMG2021」活性化に向けた「インターカレッジコンペティション」を主催。関西大学からは人間健康学部
の西山ゼミが参加することとなった。

活動の概要

連携の経緯

2021年に関西で開催されることが決まった「ワールドマスターズゲームズ（※）」を
広く知ってもらい、競技への参加者や応援に来る方を歓迎し、関西地方を盛り上げる
ための活性化案を検討しています。

※ワールドマスターズゲームズ（以下、WMGとする）･･･国際マスターズゲームズ協会（IMGA）が4年ごとに主催する、30才以上の
成人・中高年の一般アスリートを対象とした生涯スポーツの国際総合競技大会

インターカレッジコンペティション2014決勝大会の様子



生涯スポーツの世界大会「WMG」2021年大会は、関西で開催されることが決定した。アジアで初めての開催と
なるが、日本では2019年にラグビーワールドカップ、2020年に東京オリンピックを控え、「WMG」に対する注
目は分散しているのが実情である。
しかし「WMG」は、単なるスポーツイベントではなく、ツーリズムの側面が非常に高いイベントであり、「関
西WMG2021」の成功可否は関西経済の活性化を左右すると考えられている。そこで、「関西WMG2021」を成功
させ、観光資源が豊富な関西の強みを活かし、国内外にPRしていくための「インターカレッジコンペティショ
ン」を開催することとなった。
2014年度のインターカレッジコンペティションは、「関西WMG2021の誘致による関西経済の活性化」をテー
マに、従来の思考にとらわれない大胆かつユニークな発想と豊かな感性を持つ学生から広く集める目的で開催さ
れた。西山ゼミは、「WMG」に付随するイベントを通じて地元の文化を世界に紹介する試みや、スポーツ・ツー
リズムという観点から関西地域の魅力を再発見する試みを行った結果、「組織委員会賞（審査員特別賞）」や
「プレゼンテーション賞」を受賞。
コンペを通じ、大会を一過性のイベントで終わらせ
ることなく、スポーツを通じて関西を元気にしていこ
うという思いのもと、関西活性化のため、研究や調査
を重ねている。

今後の展望

成果

研究者の紹介

（１）インターカレッジコンペティション2014におい
て「組織委員会賞(審査員特別賞)」、「プレゼン
テーション賞（特別賞）」を受賞

（１）「関西WMG2021」成功に向けた、活性化プラ
ンの継続策定

現場の声

大学の役割

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。

解決すべき課題

（１）「関西WMG 2021」の認知度の向上
（２）「関西WMG 2021」誘致による関西地域の活性化

・中尾紗永子
（人間健康学部人間健康学科
スポーツと健康コース4年生・当時）

私たちは、スポーツ文化の多様な活用法を研究するゼミ
での学びを生かし、200人へのアンケート結果をもとに開
催候補地やイベント内容を検討して、観光気分で楽しめる
新感覚マラソン「マラニック」を提案しました。

インターカレッジコンペティション2014 プレゼン資料



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



現場の声

初年度は全5回の特別講座として、翌年度は月2回の年間活動としてそれぞれワークショップを実施した。2014
年度には関西大学の創作ダンス・サークル「KAYMO（カイモ）」との連携活動に発展し、以降、継続的な活動と
なっている。また、参加者と学生による創作作品の堺キャンパス祭での披露やクリスマス・パフォーマンスも
行っており、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。
これらの活動は、参加者同士または参加者と学生の交流の場に加え、学生にとっての、世代の異なる方への接
し方や指導方法を学ぶ場を生み出している。さらに、参加者と学生が地域コミュニティを形成したことも重要な
ポイントである。この活動がお互いの「居場所」を創出したのはもちろんのこと、例えば、学生が参加者から干
し柿の作り方や掃除の仕方を学ぶなど、地域に根付く知恵が伝達されていることは非常に意義深い。このような
コミュニティにおける活発な繋がりが、新たな心身の健康を生み出すフィールドとなることが期待される。

研究者の紹介

人間健康学部 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
（５）コミュニティを活性化させる

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

・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。



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、村川治彦ゼミ、灘英世ゼミ

･･･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（2016年度は5月5日水辺の楽校祭り開催、17年1月21日阪神高速大和川線開通記念イベントに出展）

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。一昨年からは浅香
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



現場の声

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。

（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

2017年1月、大和川水辺の楽校協議会が国土交
通省近畿地方整備局より「河川協力団体」の指
定を受ける。

（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）5月の水辺の楽校祭りが1000名超と大盛況

（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
（６）地域住民による自主的運営基盤の安定化をさら

なるものにし、画期的な地域活動に成長してき
た成果を各方面に発表、周知していく。

水辺の楽校リーフレット

・参加学生

今後の展望

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！

「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。



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教授 村川治彦／同学部教授 原田純子／同学部准教授 灘英世／
同学部准教授 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
2016年4月～11月（キャンプ実施は8月25日～8月28日・3泊4日、8月6日プレキャンプ、10月1日振り返りの
集い）

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、安田が前頁の「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）学生に実体験の機会を提供
（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



現場の声

「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。さらに、2016年には
田辺市と関西大学が「大学のふるさと」「企業の森」の2つの協定を締結。同年安田ゼミとして内閣府特命大臣表
彰（子供・若者育成支援部門）受賞。

（１）子どもたちの成長を支援できた。
学生の学びも深い。

（２）堺市と田辺市と関西大学の連携の強化
（2014年5月、堺市・田辺市友好都市提携締結）
（2016年1月、田辺市・関西大学「大学のふるさ
と」「企業の森」協定を締結）

（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）小5から高校生までを対象とし年数回の活動を実

施する「関大・さかいECOベンチャークラブ」へ
と事業を拡大する計画が立ち上がった。

（１）堺市、田辺市、関西大学の連携事業としてさらに発展させていくこと
（２）「関大・さかいECOベンチャークラブ」を創設し、年8回程度の継続的活動へと拡大する
（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！

・参加者の保護者

キャンプツアー（2016年第5回）の様子

大学の役割

成果

今後の展望

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！

・田辺市役所担当者
日中の暑さにも負けず、子どもたちもみんな元気で
したし、何よりも最後まで笑顔を絶やさず活動されて
いた学生さんたちに感謝もうし上げます。

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。

・堺市役所担当者



田辺市における学生の活動
～海の家「KU CAFE」の運営～

関西大学の連携協定締結先である田辺市において、地域のさまざまな個人・団体の
協力を得ながら、学生が中心となって海の家「KU CAFE」を運営しました。

目 的 田辺市の豊富な資源を活用した地域活性と人材育成

連携メンバー
および役割

田辺市役所･･･学生への地域連携活動全般に関する指導・助言
田辺観光協会･･･学生への指導・助言／協力者の紹介
南紀みらい株式会社･･･学生への海の家の経営に関する指導・助言
関西大学人間健康学部 安田忠典ゼミ･･･海の家の運営／地域住民との交流

活動地域 扇ヶ浜海水浴場（和歌山県田辺市）

活動期間 2016年～（継続中）

安田は和歌山県田辺町（現・田辺市）出身の民俗学者・南方熊楠の研究を通じて、旧来から田辺市と親交を
持ち、学生による熊野古道調査や現地ツアー調査、堺市と連携した熊野本宮子どもエコツアー（前ページ参
照）など、田辺市をフィールドにさまざまな活動を継続的に行っていた。その後、田辺観光協会との縁が生ま
れ、ゼミで市の祭りに参加したことが契機となり、海の家の運営を通じた地域活性化に取り組むこととなった。

活動の概要

連携の経緯

海の家「KU CAFE」にてゼミ生たちと



田辺市と関西大学は、長年にわたる安田の教育研究活動を基盤として、2016年1月に連携協定を締結。連携協
定締結前から、熊野本宮子どもエコツアーや市内の森を借り上げて行う野外活動実習等、同市の資源を活用した
多様な活動を続けている。
本事例は、それらの連携活動の内、ゼミ生が海の家を30日間運営する活動を中心に紹介するものである。海
の家は、南紀・熊野を元気にするまちづくり会社「南紀みらい株式会社」が運営するもので、田辺観光協会の紹
介を受け、本活動期間中はゼミに無償貸与されることとなった。店舗のコンセプト・メニュー・仕入れ・経理・
シフト等は、同社の助言の下、ゼミ生が中心となって行い、2016年はハワイアンをテーマとする海の家「KU 
CAFE」としてオープンした。また、同じく田辺観光協会の仲介で、期間中の学生の拠点として民家も無償貸与
され、毎晩のミーティングで気づきを情報共有するなど、より良い運営の試行錯誤を重ねた。
また、活動期間中は閉店後に田辺市役所の関西大学卒業生との交流や地元のお祭りへの参加など、幅広い交流
が生まれた。
期間終了後には大学コンソーシアム大阪が主催する「地域連携学生フォーラム」において「体験学習法を基盤
にした地域連携活動」をテーマに成果発表を行うなど、地域活性と人材育成の両面で意義深い活動となった。

（１）ゼミ生が主体性を持って海の家を運営
（２）大学と地域のネットワークを強化
（３）体験学習法を通じて学生が成長

（１）田辺市との地域活性と活動を通じた人材育成を
継続的に実施

（２）ゼミの枠に留まらない連携活動の展開

学生のセンスで工夫を凝らしたメニュー 売り上げの秘訣は弾ける笑顔です

研究者の紹介

現場の声

大学の役割

成果

今後の展望

・南紀みらい株式会社 濱田氏

解決すべき課題

（１）海の家を運営する人的資源の不足
（２）海の家の運営を通じた地域活性

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！

「日々運営するメンバーが変わるにもかかわらず、
よく情報共有してやってくれた」「明るい雰囲気で市
民の人にも好評だった」

「天候や営業期間などの問題もあったが、うまく回
してくれた」「来年度は新たにスポーツイベントなど
も協力してやれるといいよね！」

・田辺市観光振興課 竹中氏



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

（１）子育て支援の仕組み整備
（２）親子が集える場所の創出

解決すべき課題



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ている。
過去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した。
（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
を提供した。

（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した。

（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～！）
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した。

（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（※）を実演した。
※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。

また、本活動は山縣が所属する人間健康学部の所在地である関西大学堺キャンパスにも波及している。堺キャン
パスでは、学生が構成する人間健康学部祭典実行委員会が中心となって「堺キャンパス祭」を開催しており、学生
だけでなく地域住民も多数参加している。その実行委員会が山縣に対し、堺キャンパス祭を地域の児童も参加でき
るイベントにしたいと相談したことを契機として、2014年度から学生と子育てネットみちくさの連携による子ども
向けブースが設置されている。

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）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

大学の役割

成果



堺市版介護予防体操「堺コッカラ体操」の普及

「堺コッカラ体操」DVD完成記念講演会①

目 的 堺市版介護予防体操「堺コッカラ体操」を普及させ、高齢者の認知症予防及び身体機能の向上を図る

連携メンバー
および役割

堺市健康福祉局長寿社会部高齢施策推進課･･･介護予防の体操教室等の実施運営
関西大学人間健康学部 弘原海剛ゼミ･･･「堺コッカラ体操」の指導、体操教室の運営及びサポート、

「堺コッカラ体操」の生理学的な意義付け、地域での指導者
（リーダー）養成

活動地域 大阪府堺市全域

活動期間 2013年4月～（継続中）

厚生労働省の発表によると、全国の認知症を有している65歳以
上の高齢者は約439万人であり、今後ますます深刻化することが
予想されている。人間健康学部と堺市は、高齢者の認知症予防及
び身体機能の向上に効果的な独自の体操の開発・普及に取り組む
こととなった。

（１）認知症の予防と身体機能の向上に効果的な
「堺市版介護予防体操」の開発

（２）体操普及に関わる専門的な知識や技術の不足

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

認知症の予防と身体機能の向上に効果的な堺市版介護予防体操を開発し、
普及させることにより、高齢者の認知症予防及び身体機能の向上を図っています。

「堺コッカラ体操」DVD完成記念講演会②



今後の展望

成果

（１）「堺コッカラ体操」が完成し、DVDおよびYoutube
などで発表を行った

（２）堺市内の各所で体操教室を実施し「堺コッカラ体操」
の生理学的意義を伝えるとともに実技指導を行った

（３）体操指導を行った地域で体操が根付き始めた

（１）「堺コッカラ体操」のバージョンアップDVD制作
（２）「堺コッカラ体操」を堺市全域に普及させるため、

高齢者世代だけでなく、子どもの世代にも浸透させる
（３）堺市各地域でのリーダー養成と、リーダーへの

フォローアップ研修などの実施

大学の役割

「地域のつながりハート研修会」での指導 堺市美原保健センター主催「リーダー研修会」

弘原海ゼミでは、堺市との地域連携事業として、高齢者の認知症予防及び身体機能の向上に効果的な新たな介
護予防体操として「堺コッカラ体操」を開発し、2015年3月に発表した。
「堺コッカラ体操」は、楽しく身体を動かしながら脳を活性化させるよう、以下のような工夫のもと、製作さ
れた。

・一つ一つは簡単な動作でも、組み合わせることによってさまざまな難易度を設定することができる
・認知症予防に効果があるとされるデュアル・タスク（2つ以上の動作を同時に行う）の動作を取り入れている
・一人でも行うことができるが、隣の人と合わせたり、向かい合ったり、円になって行う等、複数人でも楽し
むことができる

このように「堺コッカラ体操」は幅広い目的や年齢の方に活用していただける体操であり、今後、堺市全域に
普及させるためには、活動対象を高齢者だけに限定するのではなく、子どもの世代に浸透させることが必要であ
ると考えている。また、弘原海ゼミでは、体操の指導のみならず「堺コッカラ体操」の生理学的な意義付けにつ
いての研究を進めるとともに、そのエビデンスを用いての普及活動や「堺コッカラ体操」のバージョンアップ
DVD制作、地域での指導者（リーダー）養成にも継続して取り組んでいく。

研究者の紹介

専門は運動生理学、運動処方。運動生理学の知識をベースに、
唄って踊れるエンターテイナーな運動指導者を育てることが夢。
学生達と一緒に地域の健康づくり活動に貢献したいと思ってい
ます。

人間健康学部 教授
弘原海 剛

（わだづみ つよし）

『堺コッカラ体操』

名前の由来

「ココロ」と「カラダ」を元
気にする体操という意味で
「ここから」とし、また大阪
弁で親しみやすく『コッカラ』
という名称をつけました。
私たちの街、堺から（コッカラ）、運動していない人
も、子どもも大人も高齢者もみんな一緒にこの体操か
ら（コッカラ）始めて、元気になりましょう。

「堺コッカラ体操」DVDパッケージ



山岳遭難事故を減らす
日本だけでなく世界中から山岳事故関連のデータを集め、原因の分析や事故の回避方法に
ついて研究を行い、山岳遭難事故の減少を目指しています。

目 的 山岳遭難事故のデータベースの分析ならびに山中での現場実験を行い、遭難のメカニズムを明らかにする。
そして、各種山岳団体と協力して、事故防止対策活動を行い、事故を減少させること

連携メンバー

日本山岳文化学会／一般社団法人日本登山医学学会
国際山岳連盟（UIAA）／公益社団法人日本山岳協会とその支部（大阪府山岳連盟／兵庫県山岳連盟）
日本勤労者山岳連盟とその地方連盟（大阪府勤労者山岳連盟／兵庫県勤労者山岳連盟）
日本山岳サーチアンドレスキュー研究機構
関西大学総合情報学部教授 青山千彰

活動地域 日本全国ならびに世界の主な登山団体（UIAA加盟国）

活動期間 1992年～（継続中）

全ての山岳遭難事故には、理由と原因がある。しかも事故の発生は、一見単純に見えても様々な要因が絡み合
う複合型が多い。事故を解析していくとヒューマンエラーと疲労等の関係において、事故内容の類似性も見いだ
すことができるが、誰も研究している者がいない分野であった。そこで青山は、事故データベースを構築して解
析を行い、そのメカニズムに関して言及すると共に、事故防止対策に関して現場との共同研究を実施することと
なった。

（１）日本の山岳遭難が漸増傾向にあり、今後も増えることが予想されること
（２）“山岳事故が起こる状況のイメージ“と、”実際の事故が発生した状況“とには大きな乖離があるため、その差

を払拭すること

道迷いに関する空間認知能力検定試験

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題



山岳遭難事故は、毎年約3,000人が遭遇し、300人近くが亡くなっているにもかかわらず、世界的にも研究者が
いない分野であった。死亡事故であっても、事故の状況、原因などの情報が十分に掴めていないケースが多く、
遭難対策活動の担保として満足な状況とは言えない。
青山は、日本山岳協会や日本勤労者山岳連盟の協力を得て、事故のデータベースを構築し解析を行った。その
結果、事故発生の特徴は、明らかに危険な場所や厳しい天候などの状況下では少なく、大半は一見安全な場所で
発生するという事実をデータで明示することができた。
しかしマスコミが取り上げる山岳事故は、雪崩による遭難など、大規模なものが目立ち、小さな転倒や「道迷
い」による遭難が報じられることは少ない。ここにイメージの落差が生まれる。山岳事故は、他の事故と同様に、
大多数はヒューマンエラーと呼ばれる人為的なミスが原因で起こることを登山者に認識してもらうため、セミ
ナーやシンポジウムでの啓蒙も行っている。
調査結果が、安全登山活動や安全登山教育、レスキュー活動に寄与し、減遭難活動に重要な役割を果たすこと
を目標に研究を続けている。

総合情報学部 教授
青山 千彰

（あおやま ちあき）

（１）経験則などでのみ語られていた山岳遭難事故を詳細にデータ化し、メカニズムを解析
（２）山中での現場実験による登山者能力測定と遭難防止
（３）世界遭難事故データベースを標準化

（１）世界規模での山岳遭難事故データベースの構築
（２）第三者事故調査法の策定
（３）日本における、登山者のあるべき姿を示す登山倫理の制定と普及

「やぶ」の中で，どう迷い、遭難するのか検証実験

専門は危機情報論。全国の大学で唯一、山岳事故の研究を行う。現在重点的に取り組んでいるテーマは、
世界規模での山岳遭難事故データベースの構築、空間認知能力と道迷い問題、事故調査法の開発と世界標
準化、登山倫理の体系化など。日本だけではなく世界中から山岳事故関連のデータを集め、事故原因の分
析や事故の回避方法について研究を行っている。
国際山岳連盟UIAA委員、日本山岳協会遭難対策常任副委員長、日本勤労者山岳連盟顧問、日本山岳SAR研
究機構会長、日本山岳文化学会理事、日本登山医学学会評議員。

救助法の開発事例：風により狭まる「助けて」救助要請の声

大学の役割

成果

今後の展望

研究者の紹介



高槻市と関西大学との
ポスター協働制作事業

学生が作成したポスターの一例①

目 的
高槻市･･･情報発信の強化による市の施策等の周知
関西大学･･･学生のグラフィックス制作の基礎および実践的なデザインリテラシーの修得

連携メンバー
および役割

高槻市･･･ポスター制作依頼、候補作品の選定、完成したポスターの掲出
関西大学総合情報学部准教授 井浦崇･･･高槻市からいただいたテーマの絞り込み、候補作の選定
関西大学総合情報学部生･･･ポスター案の制作

活動地域 大阪府高槻市

活動期間 2011年～（継続中）

高槻市と関西大学との協働事業を模索していた中で、グラフィックス基礎実習が新設され、高槻市と関西大学
が協議した結果、本事業に発展した。

（１）市内のイベントや施策のPR不足

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

コンピュータグラフィックスやデザインを学ぶ学生が、授業で得た知識や技術をもとに、
高槻市の施設などで使用するポスターの制作に取り組んでいます。



今後の展望

成果

研究者の紹介

専門はメディア・アート。デジタルメディアにおける映像と音楽の新しい創造性をテーマに、視覚と
聴覚の相互作用による表現効果を研究。美術家、音楽家として作品制作も行っている。

（１）高槻市･･･PR効果の向上と経費の削減
（２）市民･･･市内のイベントや施策の周知、マナーの向上
（３）学生･･･ポスターなど印刷物の実例を制作することで、グラフィックデザイン制作の基本概念を学ぶことが

できる

（１）事業の継続

大学の役割

グラフィックを学ぶ授業のようす

本事業は、総合情報学部の学生が授業で得た知識や技術を活かして、高槻市の施策やイベントに関する広報ポ
スター制作に取り組むものである。高槻市と関西大学総合情報学部とで締結したポスター制作にかかる協定のも
とに実施されている。
まず、高槻市はPRポスター制作を希望する部局の集約を行い、その後、大学側は学生が制作するのにふさわ
しいテーマを5つ程度選定する。それらのテーマは「高槻シティハーフマラソン大会」や「高槻市美術展覧会」、
公園利用および駐輪のマナー啓発など多岐にわたっている。
学生はその中からテーマを1つ選び、授業の課題として提出。学内および高槻市での選考を経て選出された優
秀作品は、ポスターとして市内の施設などに掲出され、市のイベントや施策のPRなどに役立てられている。
また、総合情報学部では、「マナーアップキャンペーン」の一環として作品コンクールも行っており、応募作
の中から「市バス賞」に選ばれた作品は、市内を走る高槻市営バス全車両に掲示されている。

総合情報学部 准教授
井浦 崇

（いうら たかし）

学生が作成したポスターの一例②



OriHimeを活用した特別支援教育活動
特別支援学校に通う生徒の学びを広げるために、テレプレゼンスロ
ボット（※）OriHimeを活用した教育活動を実施しています。

目 的 テレプレゼンスロボット“OriHime”を活用して特別支援学校に通う生徒の学びを広げる

連携メンバー
および役割

株式会社オリィ研究所･･･OriHimeの提供、整備、機能改善
大阪府立藤井寺支援学校･･･授業実践の計画、実施
関西大学総合情報学部 久保田・黒上研究室･･･授業実践の補助、研究

活動地域 大阪府立藤井寺支援学校

活動期間 2015年～（継続中）

特別支援学校に在籍する生徒は、緊急入院や長期入院を余儀なくされる場合がある。そのような入院時にも生
徒が病院のベッドサイドから支援学校の授業に参加できるように、OriHimeを活用した授業支援を行うことで大
阪府立藤井寺支援学校教諭と関西大学総合情報学部の久保田・黒上研究室の研究者チームが合意したことが活動
開始のきっかけ。現在は、入院時の利用だけではなく普段の授業実践でもOriHimeがどのように活用できるのか
を試行錯誤しながら授業を実践している。

活動の概要

連携の経緯

※テレプレゼンスロボット…遠隔地にある人や物を近くにあるように感じながら、リアルタイムに操作・情報伝達することができる環境を
構築するための技術を搭載したロボット



久保田・黒上研究室では“ICTと新しい教育”をテーマに教育現場におけるICT機器の活用方法について日々研究
している。本活動で利用しているテレプレゼンスロボットは、従来のロボットとは異なり、遠隔地にいる通話者
がロボットを分身のように操作することで、あたかも同じ場所にいるような存在感を与える装置である。これま
でテレプレゼンスロボットはビジネスの分野で在宅勤務支援などに用いられてきた。
本活動では、テレプレゼンスロボットを教育の中でも、とりわけ特別支援教育の中で活用する新たな取り組み
に挑戦している。例えば、長期入院を余儀なくされた生徒がベッドサイドから授業に参加できるように、
OriHimeを活用することなどである。OriHimeを支援学校の教室に配置することで、生徒は病室からタブレット
を使って遠隔操作をして授業に参加することが可能となった。また、普段の授業でも生徒の学びを広げるため、
OriHimeを活用している。英語の授業では人と話すことが苦手な支援学校の生徒がOriHimeを通して外国人講師
と英語で交流する学習活動を実施した。このように、教育現場の
問題と新しいテクノロジーを結び付けることが大学の役割である
とともに、本実践を通して得られた新たな知見が特別支援教育の
発展に役立つことを期待している。

（１）緊急入院、検査入院、長期入院する生徒の学習環境の提供
（２）対面コミュニケーションの苦手な支援学校の生徒のコミュ

ニケーション力向上
（３）読売新聞での記事掲載（2016/03/23）

（１）長期入院を余儀なくされた生徒の学習環境の向上
（２）OriHimeを利用した新たな授業実践の検討・実施
（３）OriHimeを支援学校に導入する際の留意点について整理

現場の声

この教育実践活動に取り組むな
かで、教育現場におけるICTの可能
性を感じました。なぜなら様々な
制約を抱える生徒が在籍する支援
学校こそ、ICTを利用することで生
徒の学びの機会や場を提供するこ
とが可能になるからです。生徒の
実態を理解する現場の教員と、
様々なアイデアやツールを持つ研
究者が連携することで現場の教育
が発展していくのだと活動しなが
ら実感しています。

英語の授業でOriHimeとコミュニケーションをとる支援学校の生徒 テレプレゼンスロボットOriHime

大学の役割

成果

今後の展望

・関本春菜（修士課程2年生）

研究者の紹介

総合情報学部
久保田・黒上研究室

（くぼた・くろかみけんきゅうしつ）

大学院の課題研究科目「ICTと新しい教育」を担当する久保田賢一、久保田真弓、黒上晴夫の3名の教
員と大学院生がアクティブラーニングをテーマに活動する研究室です。
フィールドでの体験を重視した学習活動を展開し、学部生と連携した活動を進めています。研究室に
は、国内外で地域の人々と協働した課題解決に向けた活動に取り組むさまざまなプロジェクトがあり
ます。



生涯学習支援プロジェクト

目 的 地域内の情報格差の解消／情報機器能力向上による豊かなくらしの実現

連携メンバー
および役割

高槻市今城塚公民館･･･授業内容や対象年齢層の検討にかかる学生との協働
生涯学習支援プロジェクト学生･･･企画提案、教材作成、当日授業
関西大学総合情報学部 久保田・黒上研究室の院生･･･プロジェクトの進捗状況の管理、学生に対する

アドバイス

活動地域 高槻市今城塚公民館（大阪府高槻市）

活動期間 2009年～（継続中）

本プロジェクトの前身はフィリピンにおいてボランティア活動を行うプロジェクトであり、その活動の中で、
学生は海外における多様な社会問題を目の当たりにした。この経験は学生の目を国内の社会問題に向けさせる契
機となり、数人のメンバーによって現在のプロジェクトが発足した。プロジェクトメンバーは専門分野を活かせ
るテーマとして「地域の情報格差」を設定。幅広い年齢層を繋げる拠点である公民館との協議を経て、活動を開
始した。

（１）地域内のさまざまな年齢層における情報格差を解消する各種コンテンツの企画と実行

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

幅広い年齢層を対象に、情報格差を解消するための
多様な生涯学習プログラムを実施しています。

大学キャンパスに招いて行った講座最終日の授業風景



今後の展望

成果

（１）タブレットを使用した講座により、当該機器の操作技
術が向上

（２）机を向かい合わせにした授業形態での実施により、地
域住民間のコミュニケーションが円滑化

（３）ニーズ調査（どのようなアプリを使用したいか）によ
り、受講生の実生活での利便性が向上

展望（１）タブレットの講座時は、日常生活に使えるアプリ
に重点を置いた内容で継続実施する

（２）アンケート調査に加えインタビュー調査を行い課
題を明確化する

（３）家でも使いたいと思わせられる資料を作成する

課題（１）授業で使用する機器と受講生の所持する機器の種
類が異なるケースがあるため対処法を検討する

現場の声

大学の役割

授業で使う資料 公民館での個人サポート対応

本プロジェクトは、デジタルデバイド（※）の解消に焦点を当て、パソコンやタブレットの操作などに関して
学生が主体となって地域住民に向けた授業を行う活動である。授業は地域の方々との交流の場としても位置付け
ており、楽しく授業を受講してもらえるよう工夫を取り入れている。
対象は、主に60代以上の高齢者の方で、毎週日曜日に今城塚公民館で質疑応答を含め、約2時間30分の講座を

行っている。また、その他の年齢層に向けた活動として、公民館が年に2回程度開催するこどもまつりに参加し、
中学生以下の児童生徒へも授業を行う他、芥川高校のPTAの方（30代以上の主婦（夫）の方）向けに月1回のパ
ソコン講座にも取り組んでいる。
「受講生のニーズ」に意識して授業を構成した結果、受講者の方からの評価も高く、アンケートでは積極的に
家で使ってみたいとの声が上がった。一方で、あまり理解できていない部分があるという声も寄せられており、
受講者の追跡調査を実施することも展望として挙げられる。また、タブレット・パソコン使用時、授業で使用す
る機器と受講生の所持する機器の種類が異なるという課題が表出したため、その点についても改善を要する。
本プロジェクトは2009年からの継続事業だが、年度ごとに新たな取り組みに着手することで良い成果を得ら
れており、さらに改善を加えながら継続することを考えている。

※デジタルデバイド･･･コンピュータやインターネットなどを使いこなす人とそうでない人の間に生じる格差

新たな取り組みをして、
その成果が受講生の方に
とって有益になることがと
ても嬉しいし、今後のモチ
ベーションにもつながりま
す。また、受講生同士のコ
ミュニケーションの場とし
ても利用してもらい、少し
でも地域活性化という点で
も協力していきたいと思い
ます。

・生駒明子（4年生）

研究者の紹介

総合情報学部
久保田・黒上研究室

（くぼた・くろかみけんきゅうしつ）

大学院の課題研究科目「ICTと新しい教育」を担当する久保田賢一、久保田真弓、黒上晴夫の3名の教
員と大学院生がアクティブラーニングをテーマに活動する研究室です。
フィールドでの体験を重視した学習活動を展開し、学部生と連携した活動を進めています。研究室に
は、国内外で地域の人々と協働した課題解決に向けた活動に取り組むさまざまなプロジェクトがあり
ます。



KUTA project
～地域の魅力がもっと伝わるKUTA-MAPの制作～

友禅菊を植栽する学生の様子

目 的 限界集落地区の活性化および効果的な情報発信

連携メンバー
および役割

「農家民宿 おくで」（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、
facebookでの情報発信

久多地域の住民の方々･･･学生メンバーへ久多地域の知識や情報を提供
関西大学総合情報学部 久保田・黒上研究室･･･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･･･久多地域に根付いた活動に向け、住民が求めていることを調査し、活動する

活動地域 京都府京都市左京区久多地域

活動期間 2013年4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

久保田・黒上研究室は、これまでの京都市左京区久多地域での交流を通して、農家民宿おくでに外国人観光客
が増え、様々な人が訪れるようになってきたことを知った。しかし、久多地域には詳細な地図がなく、外国人向
けの英語の資料もない。久多に訪れた方々に久多の魅力をもっと伝えるために、ICTを活用して地図の詳しい情報
を動画で補完する地図を作成することとなった。

（１）過疎化
（２）観光客の対応
（３）人手不足

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

地域活性化に向けたプロジェクト型学習を通じて、久多地域を訪れる
外国人観光客に向けたオリジナル地図（KUTA-MAP）を制作しました。

紙媒体の地図（右）と☆印のスポットの情報を補完する動画（左）



（１）観光資源の創出
（２）訪問者の久多地域への知識の向上
（３）久多地域の情報発信
（４）久多地域と久保田・黒上研究室との信頼関係構築

（１）久多地域を教育資源や観光資源として活用する仕
組み作り

（２）久多の認知をもっと上げるため、様々なメディア
での情報発信

現場の声

研究室の活動の中で、海外に関わり
異文化を体験することは多くあります。
しかし、久多でも普段の生活では感じ
ることのできない体験ができるので、
海外だけが異文化体験ではないと訪問
するたびに感じます。
今回は自分たちが日々大学で学んで
いることを生かす活動であるので、自
分の学びが社会に貢献しているという
体験ができ、自分に自信が持てました。
また、協働相手の農家民宿のオー
ナーがとても熱い方で、いつも熱量を
分けてもらっています。

大学の役割

成果

今後の展望

地図作成のため地域の方にインタビューをする様子 iPadの動画を閲覧するハワイの大学生

久保田・黒上研究室では“ICTと新しい教育”をテーマに、教育現場におけるICT機器の活用方法を日々研究してい
る。この研究室では縁があり、京都市左京区の限界集落である久多地域と関わるようになった。久多地域には、
自然の資源を活かして、地域活性化に向けた様々な活動をしている農家民宿のオーナーがいる。その活動により、
訪問者は徐々に増え、外国人観光客の割合も上昇している。だが、外国人観光客の訪問目的が、昔ながらの日本
の暮らしや田舎の文化の体験であるのに対し、久多地域には詳細な地図や英語の資料はない。それゆえに地域を
散策する時には「見る」だけになってしまい、久多の魅力が十分に伝わっていないという課題を抱えている。
この課題を解決すべく、日ごろの学習成果であるICT活用の技術や知識を活かし、iPadを活用した英語版の地図
（KUTA-MAP）の作成に取り組んだ。具体的には、紙媒体の地図を新たに作成し、さらに動画で、特色あるス
ポットの詳細情報を補完するというものである。研究室の学生が専門ソフトの使用方法を学びながら動画を作成
した他、発信すべき久多地域の魅力を地域の方々へのインタビューや研究室でのディスカッションを通じて発掘
し、外国人観光客にとって利便性の高い地図が完成した。
これらの実践を通じて、限界集落の活性化や、 ICT活
用が深い学びを得るために有効であることの提示などを
実現した。さらに研究室の学生は動画編集ソフトやイラ
スト作成ソフトを使いこなす力も同時に育んだ。すなわ
ち、地域を活性化するプロジェクト型学習という新しい
教育の実現にも寄与している。

・木村剛隆（4年生）

研究者の紹介

総合情報学部
久保田・黒上研究室

（くぼた・くろかみけんきゅうしつ）

大学院の課題研究科目「ICTと新しい教育」を担当する久保田賢一、久保田真弓、黒上晴夫の3名の教
員と大学院生がアクティブラーニングをテーマに活動する研究室です。
フィールドでの体験を重視した学習活動を展開し、学部生と連携した活動を進めています。研究室に
は、国内外で地域の人々と協働した課題解決に向けた活動に取り組むさまざまなプロジェクトがあり
ます。



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 生徒を主体とした情報教育の授業展開／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 久保田・黒上研究室

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



高等学校の情報科において、授業案の作成から実施まで、学生が授業全体をサポートしている。現在は全3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。授業方針である「高校生への情報教育とキャリア
教育の同時展開」を行うため、PCを用い、自らの将来についての長期的な計画を立てる授業を行う。高校生は
2学期に書籍やインターネット等を用いて、大学や将来の職業を広く調査する。3学期には大学に関する調査結
果を基にPCで資料を作成し、学年全体に向けて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。情報の取捨選択や情報機器操作、さらには著作権やSNS上での情
報モラルについての講義を行う。情報モラルに関する授業では、高校生自らが書籍やインターネット等を用い
て各項目について調査し、理解を深める。最終的には、何らかのテーマを掲げたプレゼンテーションを行い、
調査結果を共有し学び合う。

以上のように、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
ション技術の習得を目指して活動している。

（１）高校生が主体的に学ぶ授業を展開し、特に授業内に発
表する機会を取り入れたことで情報の正しい取り扱い
方のみならず、「伝える力」も養うことができた

（２）進学や将来の職業に関して調査し共有してもらうこと
で将来意識の向上を図ることができた

（１）生徒や教員に応じた新しい教材を提案し、情報社会で
活かせる力を育てていきたい

現場の声

・池田直仁 (3年生)

実際に授業で説明を行う学生 グループワークでアドバイスをする学生

大学の役割

成果

今後の展望

研究者の紹介

総合情報学部
久保田・黒上研究室

（くぼた・くろかみけんきゅうしつ）

大学院の課題研究科目「ICTと新しい教育」を担当する久保田賢一、久保田真弓、黒上晴夫の3名の教
員と大学院生がアクティブラーニングをテーマに活動する研究室です。
フィールドでの体験を重視した学習活動を展開し、学部生と連携した活動を進めています。研究室に
は、国内外で地域の人々と協働した課題解決に向けた活動に取り組むさまざまなプロジェクトがあり
ます。

授業を通してどのような力を
身につけて欲しいかを常に意識
しながら教材づくりや授業実践
に取り組んでいます。日を追う
ごとに様々な技能を身に付け成
長していく生徒の姿を見て、こ
の活動に大きな意義とやりがい
を感じています。



Meet the GLOBEプロジェクト
～日本の子どもたちの国際理解の促進～

目 的 日本の児童生徒の国際理解の促進

連携メンバー
および役割

JICA青年海外協力隊の隊員の方々･･･派遣地域での活動をブログや手紙を通して日本の児童生徒に伝える
関西大学総合情報学部 久保田・黒上研究室･･･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･･･日本の児童生徒に対して、国際理解教育を行う

活動地域 大阪府内の高等学校／高槻市内の小学校

活動期間 2000年～（継続中）

社会がグローバル化している中で、日本の教育現場では国際理解教育が必要となっている。久保田・黒上研究室
では、日ごろの国際協力活動で培ったネットワークを活かし、大学生が仲介役となって国際ボランティアの方と児
童・生徒を交流させるMeet the GLOBEプロジェクトを開始。両者のマッチングをする中で、依頼を受けた小学校・
高校との連携が始まった。

活動の概要

連携の経緯

国際交流学習の支援を通じて、日本の小学生・中学生・高校生の
発展途上国についての理解を深めるお手伝いをしています。

高校生が世界の問題について発表している様子



Meet the GLOBEプロジェクトは、発展途上国に派遣されている青年海外協力隊と日本の小学校や高等学校をつ
なげ、交流学習を通して国際理解教育の支援を行う取り組みである。具体的には、電子メールやウェブログ・テ
レビ会議システムなどを利用して、文章だけでなく写真や動画による交流を生み出す支援を行っている。日常的
な活動は青年海外協力隊とのメール交流や各学校の授業支援、ミーティングによる授業内容の検討など多岐にわ
たり、プロジェクト学生メンバーは仲介役に留まらず、地球規模の問題を小学生や高校生と共に思索する役割を
担っている。
これらのような、日本と現地双方の文化や生活を知る青年海外協力隊との交流は、協力隊自身の異文化体験を
踏まえた発展途上国の現状を児童や生徒に伝えるこ
とに寄与している。また、授業に参加する児童生徒
は、発展途上国に関する生きた情報の収集、自分の
生活の振り返り、学習成果の発表などの体験的な学
習により、異文化や国際協力についての理解を深め
ている。

（１）児童・生徒の国際理解の促進
（２）国際ボランティアの方の活動の広報

（１）国際ボランティアの方の増加
（２）授業を行う学校の増加

現場の声

・近藤雅敏（3年生）

大学の役割

成果

今後の展望

写真

小学校での授業の様子 高等学校での授業の様子

（１）海外で活動している国際ボランティアの方の広報の場の少なさ
（２）日本の児童・生徒の国際的な知識の不足

解決すべき課題

これまで様々な海外の国に足を運んだ経験から、
自ら体感することが一番の経験になると考えてい
ました。しかし、Meet the Globeの活動を通して
渡航経験のない国はもちろん、渡航経験のある国
に関しての新たな知識を多く学ぶことができまし
た。児童生徒への国際理解教育を促進するととも
に、自らも国際理解をより一層深めることができ
ています。今後さらに、より多くの児童生徒に国
際理解教育を広げていけるよう青年海外協力隊の
方々やプロジェクトメンバーとともに協力し、活
動を行いたいと思います。

研究者の紹介

総合情報学部
久保田・黒上研究室

（くぼた・くろかみけんきゅうしつ）

大学院の課題研究科目「ICTと新しい教育」を担当する久保田賢一、久保田真弓、黒上晴夫の3名の教
員と大学院生がアクティブラーニングをテーマに活動する研究室です。
フィールドでの体験を重視した学習活動を展開し、学部生と連携した活動を進めています。研究室に
は、国内外で地域の人々と協働した課題解決に向けた活動に取り組むさまざまなプロジェクトがあり
ます。



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



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）



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



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

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



オリックス・バファローズ
観客動向調査研究2014

球場で調査を行う学生

活動の概要

連携の経緯

前ページに掲載したオリックス・バファローズ観客動向調査の2014年度における活動の事例
です。総合情報学部と商学部の学生が専門性を活かした調査・分析および提案を行いました。

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、
「大学生によるマーケティングプレゼンテーション」開催

他大学ゼミナール･･･調査・分析および報告
関西大学総合情報学部准教授 松本渉／関西大学商学部准教授 宮崎慧

･･･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 2014年4月～11月

2013年度における観客動向調査研究を受け、オリックス野球クラブ株式会社が再度の調査実施を大学に依頼。
2014年度は松本ゼミと宮崎ゼミが調査活動を実施することとなった。また、同社の意向に基づき、2014年度は
関西大学以外に大阪商業大学と京都産業大学がそれぞれの視点で調査・分析のうえ、集客力向上に向けた提案を
行うこととなった。



本プロジェクトは、2013年度に引き続き、大学生がオリックス・バファローズ2軍戦来場者の観客動向調査・
分析を行ったのち、集客力向上に向けた提案を行うものである。
関西大学からは、調査とマーケティングを専門に学ぶ松本ゼミと宮崎ゼミが参画。各ゼミ生が中心となって調
査手法と調査項目を作成のうえ、同球団の公式試合において合同で調査・分析を実施した。また、他大学では大
阪商業大学と京都産業大学からそれぞれゼミが別球場で各々の調査活動を展開した。
11月にはオリックス・バファローズが高槻市内で3大学合同の「大学生によるマーケティングプレゼンテー
ション」を主催。関西大学の学生からは来場者に応援の楽しさを知ってもらうことを目的に「応援グッズの無料
貸し出し」などを提案した。他大学からも「SNSによる2軍選手の成長ストーリー発信」や「初心者向け野球
ルールガイドの配布」などが提案され、参加大学の学生の間で活発な議論が行われた。

（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
（４）異なる学部の学生間の交流と異なる大学の学生間での意見交換の実現

（１）球団および大学双方にとって最良の調査研究活動の模索

成果発表時の様子①

キャプション

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）

マーケティング・リサーチ、マーケティ
ング・サイエンスを担当。マーケティン
グデータの分析手法を開発する研究を主
に行っている。

大学の役割

成果

今後の展望

（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

解決すべき課題

商学部 准教授
宮崎 慧

（みやざき けい）

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。

成果発表時の様子②



オリックス・バファローズ
観客動向調査研究2016

前ページ掲載のオリックス・バファローズ観客動向調査の2016年度における活動です。
2軍戦の調査とその分析、球団を活気づける戦略の提案等を行いました。

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、
「大学生によるマーケティングプレゼンテーション」開催

他大学ゼミナール･･･調査・分析および報告
関西大学総合情報学部教授 徳山美津恵ゼミ･･･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 2016年4月～11月

2013～2014年度の調査研究（P110～P113）に続き、徳山ゼミはオリックス野球クラブ株式会社と、連携協力
にかかる協議を開始。同球団からの「対象地域における試合にどういった観客層が来場しているか調査してもら
いたい」との意向を受け、2016年度も調査研究を実施することとなった。同ゼミは複数の地域連携プロジェクト
を並行して展開しており、プロジェクト間での連携イベントも視野に入れた複合的な活動を行うこととした。

活動の概要

連携の経緯

球場で調査を行う学生



本プロジェクトは、高槻市の萩谷総合公園野球場で行われるオリックス・バファローズ2軍戦の来場者動向調
査の実施および、分析と集客力向上や球団活性化に向けたマーケティング提案を行うものである。
関西大学から参画した研究室は、マーケティングやブランド論を専門とする徳山ゼミ。調査に先がけ、学生た

ちは同球団本拠地である京セラドームへの訪問や同球団関係者による大学キャンパスでの特別講義などを経て、
「ベースボールマーケティング」を学習した。その後、習得した知識を生かしつつ、インタビューなどのプレ調
査によって来場者の仮説作りを行い、それを元に調査項目を作成した後、同球団2軍公式戦で調査を行った。
調査当日は、次ページで紹介する「ボディペイント商品「ASOBody」を用いた「楽がき文化」の創造」とも
連携し、試合会場にボディペイントブースを設けるなど、試合を活気づける調査活動を展開。双方のプロジェク
トの相乗効果もあり多くの回答を得ることができた。
11月はオリックス・バファローズが「大学生によるマーケティングプレゼンテーション」を主催し、別の地
域で調査活動を実施していた他大学のゼミと合同で調査報告会を実施。関西大学は調査成果の分析に基づき、高
槻市内にある大学での告知やInstagram活用などを提案した。

（１）球団に対し調査結果とマーケティング戦略を提案
（6大学合同）

（２）球団への調査データと分析結果の提供
（３）学生は社会調査のスキルを実地で習得
（４）異なる大学の学生間での意見交換の実現

（１）球団および大学双方にとって最良の連携活動を
継続して検討

6大学が一堂に会して調査結果とマーケティング戦略を提案する様子 オリックス三上氏による講義の様子

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

現場の声

大学の役割

成果

今後の展望

プロ野球現場の声を生かし、球団へ提案を行う。
マーケティングのプロが行う「仕事」を、関大生たち
が「現場実習」として参加できるのは、産官学がとも
に認める「自分たちの試合」であるからに他ならない。
提案いただいた内容が、地元活性化の「かぎ」となる
ことを期待しています。

・岡村義和氏（オリックス野球クラブ株式会社
ファーム事業部グループ課長）

解決すべき課題

（１）市民球場での試合実施と試合に関する告知の効果測定
（２）学生視点の新たな戦略提案による球団の振興



ボディペイント商品「ASOBody」を用いた
「楽がき文化」の創造

産学連携によってボディペイント商品「ASOBody」開発および
ボディペイント文化の普及に関する活動を行っています。

目 的 文化としてのボディペイント普及／ボディペイントの普及による連携先企業の振興

連携メンバー
および役割

日本理化学工業株式会社･･･商品開発、学生指導
株式会社ロフト･･･商品PRにかかる資源（知見・広報ツール・場所等）提供、学生指導
株式会社ワイズコーポレーション･･･商品PRにかかる知見提供、学生指導
関西大学総合情報学部 徳山美津恵ゼミ･･･商品および商品PRの企画提案および運営、

連携メンバー間の意見調整
関西大学総合情報学部 松下光範ゼミ･･･ボディペイント普及のためのデジタルコンテンツの制作

活動地域 大阪府内、兵庫県内

活動期間 2015年12月～2016年10月

費 用 連携メンバー各自が人的・物的両面にわたり負担

徳山ゼミでは、全国の大学生が参加するマーケティングコンテスト「Sカレ（Student Innovation College）
2015」（※）において、日本理化学工業(株)がテーマに挙げた「楽がき文化の創造」に対し、ボディペイント商
品「ASOBody」を企画提案。同提案のテーマ別優勝とプラグ賞受賞を契機に同社との商品開発がスタートした。
その後、徳山ゼミがボディペインティング文化の普及をテーマにゼミ活動を進めていたところ、関西大学と(株)
ロフトの連携協定締結があったことを受け、メーカー・小売業者・卸売業者が一体となった連携が開始した。

※Sカレ2015･･･参加企業のテーマに対し、各大学のゼミがそれぞれマーケット調査等を通じて企画立案・プレゼンテーションを行い、コンペ
形式で企画を競う大会

活動の概要

連携の経緯

ロフト千里バンパクロフト店での
イベントの様子



本プロジェクトにおいて、徳山ゼミは商品開発および商品PRにかかる企画提案と運営を行っている。この取り
組みの大きな特色の一つとして、商品の流通に重要な役割を占めるメーカー・卸売業者・小売業者の各社と連携
している点が挙げられる。
商品企画提案については、上記のとおり、Sカレにおいてマーケット調査等に基づいた企画提案を行った。その
際、「あそび方BOOK」の作成やペイント実践動画の配信などを通じて、ボディペイント初心者でも楽しめる工
夫を施した。
商品PR活動の一環であるロフトでのブース出展では、イベント内容だけでなく、商品販売時期や価格設定など
の実務面に至るまで意見調整を行い、連携メンバーの意向を反映できるよう配慮した。10月のハロウィンイベン
トでは学内の松下ゼミとも連携して学部の特色を活かしたデジタルコンテンツを展示。さらに、前ページの「オ
リックス・バファローズ観客動向調査研究2016」の活動ともリンクすることで、同球団2軍戦にてボディペイン
トブースを設けるなど、研究室のネットワークを駆使した幅広い活動を展開している。

（１）ボディペイント商品開発
（２）ロングセラー商品化に向けた大学とメー

カー・卸・小売との連携と協力体制の確立
（３）複数回にわたるPRイベント実施

（１）ボディペイント文化のさらなる普及

デジタル・インスタレーションブースの様子

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

現場の声

大学の役割

成果

今後の展望

（１）日本理化学工業株式会社･･･商品のロングセラー化につながるようなプロモーションの実施
（２）株式会社ロフト･･･売り場における学生視点の斬新なアイデア・企画の創出

解決すべき課題

総合情報学部 教授
松下 光範

（まつした みつのり）

専門はインタラクティブシステムデザイ
ン。様々な情報処理システムの、機能性
の高さ（インテリジェンス）と使いやす
さ（インタラクション）とを両立するシ
ステムの実現ならびにその方法論につい
て研究を行っている。

関西大学との産学連携の取り組みのなか､商品開発,流通、販
促企画、顧客提案の一連の商行為に真摯に取り組む学生の姿勢
に深く感銘を受けました｡
体験の場を有意義にご活用いただき､感謝しています｡

・西本淳一氏（株式会社ロフト 大型店事業部）

オリックス・バファローズ2軍戦会場でのペイントブース



卓球競技へのレイティング導入
～年齢・性別・身体的能力に捉われない大会を目指して～

目 的 卓球競技における技能レベル認定制度の確立および大会運営のサポート、日本トップ選手の育成

連携メンバー
羽曳野市卓球連盟
各種卓球競技団体
関西大学総合情報学部教授 林勲

活動地域 連携する卓球競技団体の所在地

活動期間 2000年～（継続中）

本活動の主軸を担う林は、米国での研究期間中、現地のレイティング創設者との交流で、レイティング制度の
趣旨および同制度の大会運営や競技者への波及効果について情報を得た。帰国後、レイティングが日本の卓球界
において制度化されていない実情を知った林は、レイティング制度の普及と発展に取り組むこととなった。

（１）年齢・性別・身体的能力に捉われない技能レベル認定制度の確立と選手育成、スポーツ交流

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

卓球競技における新たな技能レベル認定制度「レイティング」の導入に取り組んでいま
す。技能レベルを客観的に把握することで年齢・性別・身体的能力等に左右されない大
会運営のサポートと日本トップ選手の育成を目指します。

レイティング制度による卓球大会の様子①



今後の展望

成果

研究者の紹介

（１）3,100人以上の会員登録
（２）複数の卓球競技団体でレイティング大会を実施

（１）レイティングシステムのさらなる普及と日本トップ選手の育成

大学の役割

レイティング制度の普及にあたり、林は主に以下の役割を担っている。
①制度導入にかかる普及団体設立および関係機関との調整
林は普及団体として「日本卓球レイティング推進協議会」を設立し、レイティングの専門家や著名な卓球世界メ
ダリストを招へいし、羽曳野市卓球連盟をはじめ、関係機関に制度利用を働きかけ、複数の団体で制度利用が始
まった。現在、協議会は会員管理やレイティング計算等、制度の支柱となる作業全般を担っている。

②レイティングにかかるプログラミングと計算
詳細な説明は割愛するが、レイティングとは、対戦する競技者の勝敗とレイティング（ポイント）差に応じて変
動レイティング値が決まり、その変動レイティング値を各競技者のレイティング値から加点あるいは減点する技
能認定法である。地域の卓球競技団体ではレイティング大会が開催され、大会参加者は自動的に協議会会員とな
り、試合結果によって会員のレイティング値が更新される。大会毎に上記の膨大な計算に加え、新規会員の初期
値設定など多くの計算処理を行うため、林は専門的知識を活用し複雑な計算処理のプログラムを構築して、その
大会の運営方法と計算結果を卓球競技団体に提供している。

③レイティング制度のさらなる普及
制度利用団体のさらなる拡充に向け、各地方の競技団体に対して制度利用を働きかけている。

最後に、レイティング制度が技術交流や人間交流の促進に繋がる理由について以下に説明する。これまでの実
績から、レイティングは競技者の技能レベルを正確に評価できることが確認されている。したがって、レイティ
ング大会では、レイティング値のみで技能レベルを評価でき、例えば年齢・性別・障がいの制限を超えた大会運
営が可能となる。すなわち、競技者技能の正当な評価、大会運営の公平性の確保、年齢・性別・障がいを超えた
社会交流の促進など、従来の常識の枠を越えたスポーツ交流を実現できる。大学の学際的知見によりスポーツを
通じて新たな人間交流を生み出した一例であると言える。

総合情報学部 教授
林 勲

（はやし いさお）

専門は脳知能情報学。脳からの信号でロボットを操作する脳コンピュータインタフェース、人とロボット
が協調学習するシステム、スポーツ動作から技・スキルを獲得する身体知獲得、戦術戦略の知識化と情報
可視化などの研究を行っている。

レイティング制度による卓球大会の様子②



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
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

堺市の文化資本の一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



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）

解決すべき課題

大学の役割

え すまぴ

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。

連携の経緯

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の
「S-Mapi」を作成し、それを軸とした情報発信を
行った。

専門は知識情報学。様々な特性のユーザに対して情報
のアクセス容易性を保証するための評価手法とデザイ
ン原理を明らかにすることを目指している。



メディアアート作品と地図アプリで
堺の町家の魅力を発信

～堺市立町家歴史館・山口家住宅「Art Media Design 展」～

全天球映像コンテンツで提供した
「体感空撮映像～空から見る仁徳天皇陵～」

目 的 学生などが制作したデジタルメディア作品の展示／山口家住宅ならびに堺市の魅力発信

連携メンバー

堺市市長公室広報部シティプロモーション担当
堺市文化観光局文化部文化財課
関西大学総合情報学部 堀雅洋ゼミ／井浦崇ゼミ／荻野正樹ゼミ／林武文ゼミ／松下光範ゼミ
その他アーティスト（特別協力）

活動地域 大阪府堺市

活動期間 2014年9月～2016年3月（作品展は 2016年3月5～6日に開催）

地域の歴史・文化に関わる魅力を幅広い年齢層に発信する方策を模索していた堺市と協議を重ねた結果、山口
家住宅（※）を会場に、デジタルメディア作品展「Art Media Design 展（AMD 展）」を実施することとなった。
※山口家住宅（堺市立町家歴史館）･･･江戸時代初期に建てられた町家で、国の重要文化財にも指定されている貴重な建造物

（１）堺市の知名度の向上
（２）堺市の観光活性化
（３）山口家住宅など堺に数多くある文化的資本の魅力発信

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

映像作品やデジタルメディア作品を制作し、山口家住宅（国の重要文化財）に展示。
堺市内外から幅広い年齢層の方が来場し、山口家住宅とともに堺市の魅力発信に貢献しました。



今後の展望

成果

研究者の紹介

（１）重要文化財の町家を会場としたデジタルメディアの作品展を2年連続で開催
（２）例年、山口家住宅への来場者が少なくなる冬の時期に、2日間で計334名が来場
（３）デジタル技術を用いた情報提示の試み紹介

（１）山口家住宅ほか市役所の施設等を利用した情報発信について堺市とともに検討を続ける

大学の役割

「山口家住宅（堺市立町家歴史館）」は、江戸時代初期の町家で、重要文化財にも指定されている建造物である。
関西大学総合情報学部の5つの研究室と特別協力アーティストは、堺市の協力の下、山口家住宅にて市の魅力発
信を目的とする「AMD展（アート×メディア×デザイン展）」を過去２回（2015年3月、2016年3月）開催した。
2016年度は「情景にふれあうメディア空間」をテーマに展示。以下は映像作品の一例。
・堺の一日をタイムラプス撮影により1 分間に凝縮する「Time Lapse in Sakai」
・町の趣を感じさせる物と音を集め、物から音を聴く作品「まちのささやき」
・来場者に反応して声をかけたり、手を振って見送ったりしてくれる「童子ロボット」
・関西大学所蔵の「堺大繪圖改正綱目」(1735年)ほか江戸中期から明治後期までの堺環濠都市地区の古地図をデジ
タル化し、現在の地図と見比べられるようにした「デジタル古地図で見る堺」および「古墳群マップアプリ」
・仁徳天皇陵（大仙古墳）を、全方位カメラを搭載した無人航空機（ドローン）で上空140m から撮影し、全天球
映像コンテンツで提供した「体感空撮映像～空から見る仁徳天皇陵～」
このように同展は、町家空間に融和する映像作品を通して、堺市内外の幅広い層に同地域の町家に来訪する機会
を提供。平成23年より同地域内（七まち界隈）で民間の町家を開放して行われている「ひな飾りめぐり」と時期を
合わせて開催することによって、より効果的な堺市の魅力発信につなげることができた。

総合情報学部 教授
堀 雅洋 （ほり まさひろ）

専門は知識情報学。様々な特性のユーザ
に対して情報のアクセス容易性を保証す
るための評価手法とデザイン原理を明ら
かにすることを目指している。

AMD展2016のようす 童子ロボット(中)と、「デジタル古地図で見る堺」(右)

専門は認知ロボティクス。ヒトが発達段階で身に
つけていく認知能力をロボットに持たせることで、
ヒトの持つ認知メカニズムの原理を研究している。

総合情報学部 教授
荻野 正樹 （おぎの まさき）

総合情報学部 教授
松下 光範 （まつした みつのり）

専門はインタラクティブシステムデザイ
ン。様々な情報処理システムの、機能性
の高さと使いやすさとを両立するシステ
ムの実現ならびにその方法論について研
究を行っている。

総合情報学部 准教授
井浦 崇 （いうら たかし）

専門はメディア・アート。デジタルメディアにお
ける映像と音楽の新しい創造性をテーマに、視覚
と聴覚の相互作用による表現効果を研究。美術家、
音楽家として作品制作も行っている。

AMD展2016パンフレット

総合情報学部 教授
林 武文 （はやし たけふみ）

専門は視覚認知情報処理。視覚を中心とした人間
の情報処理メカニズムを解明し、ヒューマンイン
タフェースにおける情報の提示方法を明らかにす
ることを目的に研究を行っている。



360°frontier
ドローンと360°カメラを活用した独創的な映像コンテンツによって
地域の魅力発信と活性化に取り組んでいます。

目 的 自然や歴史・文化、まちの賑わい等の地域の魅力発信

連携メンバー
および役割

大阪府高槻市･･･撮影対象のピックアップ、撮影協力
株式会社大広･･･情報発信に関する戦略の策定
ブルーイノベーション株式会社･･･無人航空機（ドローン）操作に関するレクチャー
関西大学総合情報学部教授 堀雅洋／同学部教授 林武文／同学部准教授 井浦崇

･･･撮影、映像コンテンツ作成、関係者間の意見調整

活動地域 大阪府高槻市内

活動期間 2015年6月～2016年10月

総合情報学部では関西大学創立130周年記念を迎えるにあたり、キャンパスを置く高槻市とのこれまでの連携
を一層高めるきっかけ作りとなる事業を模索していた。そこに同市からの、市の魅力発信に大学の知見を活かし
たいとの要望を受け、プロモーション動画制作が決定。ドローンと360°動画撮影可能なカメラを併用した独創
的なコンテンツの制作が始まった。プロジェクトの要でもある情報発信の戦略策定やドローン操作については専
門性の高い企業の参画を得るなど、万全の連携体制を構築した。

活動の概要

連携の経緯

360°カメラを搭載したドローン

（１）高槻市の魅力の効果的かつ可視的なPR

解決すべき課題



「360°frontier」は、総合情報学部の強みであるITやメディアアートを活用して、市内の特色ある風景を効果
的に発信することを目指す取り組みである。
高槻市は、35万人以上の人口を擁する中核市だが、市街地内外に、美しい自然景観が残る「摂津峡」、1,000匹
超のこいのぼりを掲揚する「こいのぼりフェスタ1000」、大王陵とも言われる「今城塚古墳」など、魅力ある自
然や文化が点在する。関西大学の3研究室はドローン撮影およびその素材を用いたメディアアート制作を担当。さ
らに、それに付随する、情報発信戦略の策定やドローンの安全な運用管理を、市や企業との調整の下で行った。
こうした作業を経て完成した映像作品の数々を総括して「Folklore Sphere（地域の魅力再発見と伝承）」と題
し、「高槻アート博覧会2015」をはじめ、オーストリア・リンツ市にて行われる世界最高峰のメディアアートの
祭典「ARS ELECTRONICA FESTIVAL 2015」、アジア最新のCGとインタラクティブ技術が集結する展示会「シーグ
ラフアジア2015」等における関西大学のブースにて展示。また、広報ツールとして市に無償提供するなど、現在
は作品群の発信手法について検討を重ねている。

（１）映像作品の完成
（２）映像作品群の展示と市への提供

（１）3研究室における各種プロジェクトのフィードバックから、
IT操作やメディアアート制作の技術をさらに向上させること

ドローン撮影当日の様子 360°カメラによる撮影画像

研究者の紹介

大学の役割

成果

今後の展望

総合情報学部 教授
堀 雅洋

（ほり まさひろ）

専門は知識情報学。様々な特性のユーザに対して情報のアクセス容易性を保証するための評価手法とデザイ
ン原理を明らかにすることを目指している。

総合情報学部 准教授
井浦 崇

（いうら たかし）

専門はメディア・アート。デジタルメディアにおける映像と音楽の新しい創造性をテーマに、視覚と聴覚の
相互作用による表現効果を研究。美術家、音楽家として作品制作も行っている。

総合情報学部 教授
林 武文

（はやし たけふみ）

専門は視覚認知情報処理。視覚を中心とした人間の情報処理メカニズムを解明し、ヒューマンインタフェー
スにおける情報の提示方法を明らかにすることを目的に研究を行っている。

グランフロント大阪での展示の様子



高槻市と関西大学による高槻市民郵送調査

調査票の郵送準備を行う学生の様子

目 的 高槻市内全域への郵送調査による高槻市民意識調査の実施

連携メンバー
および役割

高槻市･･･調査対象者の抽出、宛名ラベルの作成
関西大学総合情報学部･･･調査票の作成・発送、データの入力・管理、報告書の作成

活動地域 大阪府高槻市

活動期間 2011年～（継続中）

関西大学総合情報学部では2010年度に社会調査士カリキュラムを導入し、2011年度より「社会調査実習」を開講
している。実習内容として地域住民に対する郵送調査を検討したところ、地元自治体として既に大学との間で包括
的な地域連携協定を締結している高槻市と連携して高槻市民への郵送による意識調査を実施することになった。

（１）高槻市の施策の基礎資料となるデータを取得し、市政と市民生活に関する現状を把握する
（２）高槻市民の生活とものの見方に関する研究と教育を行うため、市民の日常に関する意識を把握する

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

社会調査士を目指す学生が専門的知見を活用して高槻市の社会調査を行っています。
完成度の高い郵送調査は高い回収率を実現しています。



今後の展望

成果

（１）調査開始時より毎年継続して6割程度の回収率を実現
（２）毎年度末に調査報告書を発行し、調査結果を公開

（１）郵送調査の継続実施と回収率の維持あるいは向上

大学の役割

郵送物一式 意識調査を通じて完成した報告書

郵送調査による市民の意識調査を行うこの事例は、高槻市と大学の協議による役割分担の策定から始まった。協
議の中では双方のメリットが合致し、上記「連携メンバーおよび役割」のとおり役割を決定。高槻市のパートナー
として活動を展開することとなった。
調査の方法や内容について高槻市側と協議しながら、郵送調査について教科書的に推奨される手法および先行成
功事例を参考に準備を行い、独自性・専門性の高い郵送調査を実施した。以下は採用された手法の一部を紹介した
もの。

①調査票
目立ちやすさと読みやすさを追求し、裏面が透けにくい厚口紙を使用。フォントや質問の順番にも配慮した。また、
挨拶文は必要最低限にとどめ行間も十分に空けるなど、特に1ページ目の印象に配慮した。

②予告ハガキ
調査票到着への心の準備と調査に対する期待感向上のために予告ハガキを送付した。

③発送・返送用封筒
調査票を折り曲げなくとも良いよう発送・返送いずれも角2サイズ封筒を利用した。また、返送にかかる負担を軽
減するため、シール加工済みの封筒に切手を貼付した返信用封筒を同封した。

④同封物
回答時の便宜を図り、ボールペンを関西大学のロゴのある箱に入れて同封した。

⑤調査票送付日
調査票および調査予告ハガキは、夏休みを避けるため、お盆休み終了後に送付した。さらに調査票は週末に届くよ
うに調整した。

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。

研究者の紹介



学生団体KUMC・社会安全学部生による防災・安全教育

目 的 地域の学校の防災・安全教育ならびに防災イベントへの協力・参画による地域社会の防災・減災への貢献／
社会安全学部を中心とする各学部における学習成果の実践

連携メンバー

高槻市教育委員会／高槻市立磐手小学校／高槻市立奥坂小学校／高槻市立五百住小学校
関西大学学生団体KUMC（現在は社会安全学部だけでなく千里山キャンパスの各学部でも部員が増加）／
関西大学社会安全学部「経営学概論」「リスクマネジメント論」「危機管理とリーダーシップ」
「基礎演習（2016年度1クラス）」受講者／関西大学社会安全学部 亀井克之ゼミ

活動地域 高槻市立小学校（磐手・奥坂・五百住小学校など）／関西大学高槻ミューズキャンパス その他

活動期間 2013年4月～（継続中）

費 用 ボランティア

日ごろから安全・安心を学ぶ社会安全学部の学生が、それぞれの学習成果を地域社会に発信することを目指し
てKUMCを設立。同団体は高槻市の小学校に防災出張授業の受け入れを働きかけ、2013年以降、市内の小学校で
実績を重ねてきた。2014年には市内の3小学校で開催された同学部外国人招聘研究者レオ・ポール・ダナ教授に
よる講演「ニュージーランド地震の被災体験」に協力するなど、学部の特色を活かした活動の幅を広げている。
また、同市からの要請に基づき、KUMC以外の社会安全学部生と協力して小学生対象のキャンパス見学、防災
教育を実施した他、地域の防災イベントで防災教育ブースを展示するなど地域との繋がりも強まっている。

学生団体KUMCと社会安全学部生が出張特別授業や地域の防災行事への参加、高槻ミュー
ズキャンパス施設案内などを通じて、高槻市の小学校を中心に防災・安全教育を行ってい
ます。千里山キャンパスにもKUMC部員が増加し、吹田市等でも活動しています。

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

（１）具体的な防災・安全教育の模索（独自性・双方向性・地域性の実現）
（２）防災・安全教育の教材作成・準備

2016年5月15日 立命館大学大阪いばらきキャンパスにおけるいばらき防災運動会でのブース出展



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）

専門は経営学。リスクマネジメント論。
企業のリスクマネジメントのほか、さまざ
まな事象にリスクマネジメントのフレーム
ワークを適用して研究している。KUMC顧問。

学生団体の紹介

・学生団体KUMC

大学の役割

成果

（１）上記活動の継続および教材開発などの改善

今後の展望

KUMC部員や社会安全学部生有志が小学校の防災・安全教育に協力している。以下はその一例である。
①小学校への出張防災授業
防災カードゲーム「クロスロード」を用いて、災害時に迫られるさまざまな判断の疑似体験を実施。新聞紙を使っ
たスリッパやコップ作りの指導なども行った。
②小学生が関西大学に訪問した際の防災学習支援
関西大学高槻ミューズキャンパス内の安全ミュージアムや防災倉庫の案内を行った。模擬訓練では簡易バケツリ
レーや伝言ゲームなどを通じて被災時の相互協力の必要性を学習した。座学では亀井が講義を行い、災害時に選択
を迫られた際、どう決断すべきかについて児童と学生が意見交換を行った。
③小学校の放課後教室における防災・安全教育
KUMCが小学校の放課後教室に出向き、クイズによる学習や新聞紙を使ったコップ作りの指導などを行った。
④キャンパス祭や地域の防災イベントへの参加・協力
KUMCがキャンパス祭や地域の防災イベントを通じて、市民への防災・安全啓発活動を担当した。

（１） 2014年4月、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。

（２） 2016年5月15日、いばらき防災運動会に出展し、新聞紙でのスリッ
パやコップ作り、ビニール袋でのカッパ作りを指導。

（３）2016年6月5日、大冠浄水所での水道祭で「消火器ストラックアウト」
や「おぼえてイレブン」（非常持ち出し袋に入れるべき物品の紹介）
などを実施。

（４）2016年6月13日・11月8日、高槻ミューズキャンパスにて奥坂小学校
児童による訪問学習を実施。防災施設や講義を見学し、社会安全学
部生との合同演習を行った。

（５）2016年6月19日、高槻ミューズキャンパス祭で「輪投げ＆防災クイズ」
「防災すごろく」「防災かるた」「立体ハザードマップ」等を実施。

（６）2016年8月31日、高槻市立五百住（よすみ）小学校放課後教室などで
の防災・安全教育（2016年度実績10回以上）

（７）2016年1月24日高槻シティハーフマラソン、5月3・4日の高槻ジャズ
ストリート、8月6日・7日の高槻まつりに参画

現場の声

・清水智恵（社会安全学部3年生
KUMC代表）

基礎演習受講生によるキャンパス防災施設案内 KUMCによる高槻市立奥坂小学校での防災授業

私たちの防災授業のよいところ
は、笑顔で声が大きく堂々として
いる、テーマごとに人を代え関心
を引く、数字を使って被害の大き
さを実感させる、クイズで授業内
容の振り返りができることなどで
す。改善すべき点は、難しい言葉
を分かりやすく説明する、クイズ
は３択にするなどさらに工夫する、
子どもに合わせた防災対策を例と
して用いるなどが挙げられます。
（2016年8月5日の茨木市・安威川
ダム建設事務所での公開模擬授業
実施後の反省会から）

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。「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
て社会貢献活動を行う。部員数は100名を超え、「大学で
学んだ『防災・減災』の知識を地域社会へ発信する」が団
体理念。千里山キャンパスの学部の部員も増加。



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

目 的

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・地場木材を活用した環境に優しい木の塀で
代替し、防災・減災・環境に寄与すること／着実に注文を受け、全国森林組合連合会から「間伐材マーク
（※）」を取得し、東北各地で設置した「スーパーフェンス」を使った倉庫に対して自治体等から表彰状
を受けるようになった現在、防災・環境問題に役立つ商品・技術として、さらなる認知度向上を図ること

連携メンバー
および役割

港製器工業株式会社･･･木の塀「スーパーフェンス」および関連製品の技術開発、普及、施工、展示・広報
全国森林組合連合会･･･「間伐材マーク」の認証
関西大学社会安全学部 亀井克之ゼミ･･･木の塀「スーパーフェンス」を、広告・マーケティング面から支

援、イベントでの展示・広報の支援

活動地域 大阪府高槻市／大阪府吹田市／関西大学高槻ミューズキャンパス／関西大学千里山キャンパス／
岩手県上閉伊郡大槌町など全国のスーパーフェンス採用地

活動期間 2012年6月～（継続中）

費 用 各種補助金

2011年6月、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、東日本大震災で被災した学校や仮設住宅に贈る「勉強机プロジェクト」に取
り組んだ。その際、作業場を提供してくださったのが高槻市の港製器工業株式会社
であった。これを契機に、地震で倒壊する危険性のある老朽化したブロック塀を木
の塀「スーパーフェンス」で代替する港製器工業株式会社のプロジェクトについて、
主としてマーケティング面で協力することとなった。

（１）木製のため経年で反りやすいことなど、技術的課題の解決
（２）「間伐材マーク」取得にふさわしい認知度向上
（３）間伐材や地場木材の調達・流通
（４）コストの軽減
（５）学会や研究会の研究発表で取り上げた際に特定商品の宣伝と扱われることの払拭
（６）ブランドの案出
（７）学生による取り組みの洗練

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

日仏シンポジウム「中小企業経営者の健康」での展示
中小企業研究のオリビエ・トレス教授(2014.11.14 京都国際交流会館）

※間伐材マーク･･･間伐や間伐材利用の重要性をPRし、間伐材を用いた製品を表示する間伐材マークの適切な使用を通じて、
間伐推進の普及啓発および間伐材の利用促進と消費者の製品選択に資するもの

実際に設置された木の塀・記念すべき注文第1号（大阪市天王寺区）

2016年熊本地震でも、老朽化したブロック塀が倒壊する危険性が確認されました。
本活動は、間伐材や地場の木材による新製品（木の塀）を開発・普及し、震災で倒壊する危
険性のある老朽化したブロック塀をそれらの商品に代替することを目指す産学連携活動です。

2016年5月10日・岡室昇志社長を交えたミーティング（港製器工業本社）



今後の展望

どんなに防災・減災や地球環境問題に役立つ製品であっても、
①開発者が中小企業である、②大量生産できない、③価格が高め
となる、④認知度を向上するのが容易ではないというような現実
的な課題がある。
そこで亀井克之ゼミでは、以下の活動を行っている。
(I)関西大学社会連携部が行うイベントでの展示・広報、(II)関西大
学社会安全学部が行うイベントでの展示・広報、(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・デザイン作成や写真の撮影、(V)ポスティング、(VI)口コミ、
(VII)採用地現場訪問、(VIII)展示会における出展の協力、(IX)研究報告会・学会・セミナーにおける報告の支援、(X)
「間伐材マーク」を取得した商品にふさわしいマーケティング面での支援。

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）

専門は経営学。リスクマネジメント論。
企業のリスクマネジメントのほか、さまざまな事象にリスクマネジメントのフレームワークを適用して研究
している。

現場の声

（１）岩手県大槌町の復興作業員の宿泊施設「ホワイトベース大槌」（2014年4月完成）等、東日本大震災の被災
地や、各地で受注・施工例が着実に増加

（２）2014年10月に全国森林組合連合会から間伐材マークを取得
（３）東北に設置した「スーパーフェンス」を活用した倉庫に対して2015年1月に自治体等から表彰状
（４）学生によるマーケティング面での協力・工場視察・現場訪問の継続
（５）2015年10月18日大学コンソーシアム大阪主催「地域連携学生フォーラム

2015」で亀井ゼミ生による発表
（６）2015年11月13日「関大防災Day」千里山キャンパス総合図書館前での展示
（７）2016年 6月19日「高槻ミューズキャンパス祭」における展示
（８）2016年 7月21日 高槻商工会議所青年部20周年記念式典講演での実演
（９）2016年 9月24日「防災フェアINたかつき」における展示

（１）各地の森林組合との連携による間伐材と地場木材活用の推進
（２）東日本大震災の被災地における採用の推進
（３）「間伐材マーク」取得商品にふさわしいブランド案出、ロゴ開発、コピー開発、パンフレット・DVD改訂
（４）日本リスクマネジメント学会などの学会・研究会、関西大学イベント、地域社会のイベント、防災・減災イベ

ント、展示会での展示。マラソン大会などスポーツイベントにおけるTシャツを用いたPR
（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

・竹馬流美（社会安全学部・亀井ゼミ4回生）

港製器工業の工場で金属の強度試験機による
実演を見たとき、折れた鋼材が厚くなっている
のを実感できました。ここは安全・安心に関し
て本当にしっかり取り組む企業なんだなと思い
ました。このプロジェクトでは実際に社長さん
と交流しながら行える点が魅力的です。

大学の役割

成果

高槻商工会議所青年部20周年式典
での実演

施工例

2016年6月19日 高槻ミューズキャンパス祭での展示「関大防災Day2015」での展示



中小企業経営者・個人事業主と健康経営

目 的 中小企業経営者が健康の大切さを認識するきっかけづくり／健康経営に関する国際比較研究／
医学と経営学の橋渡し

連携メンバー

AMAROK Japan
一般財団法人 あんしん財団
株式会社日本リサーチセンター（Nihon Research Center）
モンペリエ大学・フランス中小企業学会理事長 オリビエ・トレス氏
大妻女子大学人間関係学部教授・精神科医 尾久裕紀氏
関西大学社会安全学部教授 亀井克之

活動地域 調査：関東、東北 研究：モンペリエ大学（フランス）、大妻女子大学（東京）、関西大学

活動期間 2010年10月～（継続中）

費 用 あんしん財団、大妻女子大学等からの助成

企業の最大の資産は経営者の健康であるという理念のもと、オリビエ・トレス氏が2009年にAMAROK（中小企
業経営者メンタルヘルス観察機構）をフランスにて設立。一方、日本でも、健康経営については従業員に注目が
集まり、中小企業経営者に関する研究は進められていなかったとして、尾久氏と亀井がオリビエ・トレス氏と協
力して、2010年にAMAROK Japanを設立した。その後、あんしん財団の支援を得て、中小企業経営者を対象とす
る心身の健康に関する調査研究「AMAROK 経営者健康あんしんアクション」を展開することとなった。

中小企業の健康経営を推し進めることを目指して、
中小企業経営者や個人事業主の健康に関する調査研究を行っています。

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

（１）中小企業経営者や個人事業主を対象とする健康経営に関する研究の推進
（２）中小企業経営者や個人事業主の健康に関する啓発

2016年9月29日・30日「中小企業経営者の健康」第1回国際ワークショップ モンペリエ・ビジネススクールにて



大学の役割

成果

（１）調査を実施
（２）フランスと日本の調査成果についての比較研究
（３）関西大学経済・政治研究所外国人招へい研究者として

ロッテルダム大学からロイ・チュリック教授を招へい
（４）研究成果発表として学会や国際シンポジウム開催の他、

論文発表、書籍出版を実施

今後の展望

本事業は、「AMAROK 経営者健康あんしんアクション」が中心
となり、アンケートやヒアリングによる調査研究を行った後、セミ
ナー・学会・論文による成果発表を行うものである。
調査ではAMAROKのノウハウを活かすため、AMAROKが作成した
フランス語による調査票の翻訳と洗練化による日本語版調査票の確
立を試みた。また、調査対象者から円滑な協力を得るため、調査ス
ケジュール、調査対象へのインセンティブおよび調査手法などにつ
いて、AMAROKから指導を受けた他、実際に中小企業経営者と面談
を行った。中間報告や成果発表では、学会や国際シンポジウムの開
催、論文発表や出版などを行う予定である。

（１）2010年9月 AMAROK Japan 設立（代表：尾久裕紀氏 事務局長：亀井克之）
（２）2011年 AMAROK Japan メンバーとトレス教授の共著論文を3本発表
（３）2011年10月 フランス・起業家活動研究学会(AE)で尾久氏と亀井が研究報告
（４）2012年6月 モンペリエ大学経営学部「経営者の健康」講座開設記念式典で亀井が研究報告
（５）2014年11月 「老舗・中小企業経営者の健康」国際シンポジウム（京都市国際交流会館）開催
（６）2015年11月 日仏経営学会にAMAROKフロランス・ギリアニ研究員を招へいして共同研究報告。
（７）2016年3月 『新たなリスクと中小企業』（関西大学出版部）出版
（８）2016年4月 フロランス・ギリアニ研究員を関西大学経済・政治研究所外国人招へい研究者として招く
（９）2016年9月 「経営者の健康」第1回国際ワークショップで亀井が研究報告。
（10）2016年11月 「AMAROK経営者健康あんしんアクション」がスタート

2014年11月14日「老舗・中小企業経営者の健康」シンポジウム
（京都市国際交流会館）におけるトレス教授の基調講演

2016年9月29日「中小企業経営者の健康」第1回国際ワークショップ
モンペリエ・ビジネススクールにて

あんしん財団発刊『あんしんLife』2016年8月号
フロランス・ギリアニ氏へのインタビュー記事

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）

専門は経営学。リスクマネジメント論。
企業のリスクマネジメントのほか、さまざまな事象にリスクマネジメントのフレームワークを適用して研究
している。

現場の声

・宮本英明（社会安全学部・亀井ゼミ4年生）

中小企業経営者の健康問題という見落とされ
てきたテーマ。フランスでの調査研究成果をふ
まえて卒論を執筆します。



老舗大国・日本の現状についての研究
－事業承継・第二創業・健康経営－

目 的 世界一老舗（長寿企業）が多い日本の現状に関する調査と情報発信

連携メンバー
および役割

老舗企業・老舗からの第二創業企業（辰馬本家酒造「白鹿」／本家菊屋（和菓子）／堀金箔紛／
木村桜士堂／奈良きもの芸術専門学校 他）･･･訪問・インタビュー対応その他
関西大学社会安全学部 亀井克之研究室
･･･老舗企業訪問調査のコーディネート、訪問・インタビュー調査、研究論文・卒業論文・修士論文の
執筆、学会・研究会での報告、老舗企業の商品・サービスについての提案およびマーケティング支援

活動地域 全国 老舗企業所在地

活動期間 2015年6月～（継続中）

費 用 文部科学省科学研究費補助金／AMAROK経営者健康あんしんアクション（大妻女子大学、あんしん財団）他

従来から「事業承継」「ファミリービジネス」「老舗」に関する教育・研究を行っていた亀井克之研究室に対し
て、2015年冒頭に英国BBCキム・ギトルソン記者より、日本の老舗企業に関する共同調査の提案がなされた。2015
年の調査終了後も亀井研究室は継続して老舗企業への取材・訪問調査を実施している。2016年春には、中小企業・
個人企業経営者の健康を支援する調査を着手する前段階として、この分野で先進的なフランスAMAROKに所属する
フロランス・ギリアニ氏を招き、老舗企業を含む中手企業経営者へのインタビューを実施するなどに至っている。

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

（１）老舗および中小・ファミリー企業への訪問・インタビュー調査による従来の教育・研究の補完
（２）国内外への一般的・学術的な情報発信

飛鳥時代から続く老舗企業・吉川木材を展開した吉川家訪問。
奈良市・学校法人吉川学園 奈良きもの専門学校にて。
関西大学大学院社会安全研究科修了後、第二創業を模索する吉川弘樹氏、
フランス人研究者モルガン・ミルトゲン氏らと。（2016年4月9日）

なぜ日本は老舗（長寿企業）の数が世界で一番多いのか？老舗大国・日本の現状を研究し、
外国に紹介すると共に老舗企業との連携事業を行っています。



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）

専門は経営学。リスクマネジメント論。企業のリスクマネジメントのほか、さまざまな事象にリスクマネジメント
のフレームワークを適用して研究している。

大学の役割

成果

（１）日本の老舗企業に関する論文・書籍の出版
（２）事業承継・第二創業・健康経営に関する老舗企業への訪問・インタビュー調査
（３）外国研究者による老舗企業調査のアレンジと共同調査
（４）研究者・学生・院生による研究報告・論文執筆、学部・大学院教育への応用

今後の展望

亀井研究室の役割はまずコーディネーションにある。日本が世界一の老舗（長寿企業）大国であるという知られ
ていない事実について、リスクマネジメント、事業承継、第二創業、健康経営の観点から研究をコーディネートする。
このため以下の①～④の役割を担う。それぞれ、学部生・大学院生が深く関わっている。
①老舗企業について、内外への情報発信を通じて紹介に努める。
②外国メディア・研究者に日本の老舗研究者（日本経済大学経営学部長・大学院事業承継研究所長・後藤俊夫教授、
日本大学大学院・階戸照雄静教授、静岡文化芸術大学・曽根秀一専任講師、他）を紹介し、共同研究をアレンジ。
③大学研究室と老舗企業を結び、連携を模索
④老舗企業に関する卒業論文や修士論文の作成を指導する他、学会での研究報告や論文・書籍への成果発表。
また、具体的には以下の活動を行った。
(Ⅰ) 学会での研究報告・意見交換
2016年5月14日 日仏経営学会 第67回全国大会（獨協大学）におけるフロランス・ギリアニ氏らとの共同報告
2016年9月10日 ファミリービジネス学会（甲南大学）において、世界最古の企業である金剛組についての研究の

第一人者曽根秀一氏（静岡文化芸術大学）らより教示。
(Ⅱ) 訪問・インタビュー調査
大阪市・サカエマチ中央ビル（前身「活動写真館三友倶楽部」創業1909年・
「帝国キネマ演芸株式会社」創業1915年）2016年5月6日
大阪市・神林堂（創業1880年) 2016年5月14日
奈良市・奈良きもの芸術専門学校 2016年3月20日、4月9日、4月22日、12月10日
西宮市・辰馬本家酒造株式会社（創業1662 年）2016年3月30日
京都市・おづ（辰馬本家酒造「白鹿」直営店）2016年5月12日
京都市・堀金箔紛（創業1711年）2016年5月12日
京都市・木村桜士堂（創業1887年）2016年5月12日 他
(Ⅲ) 論文指導
老舗企業・ファミリー企業・中小企業に関する卒業論文・修士論文・博士論文

（１）2016年3月卒業論文（竹中工務店研究）、修士論文（日本台湾比較研究）
（２）フランスAMAROKフロランス・ギリアニ氏と老舗企業訪問調査
（３）老舗企業との連携（奈良きもの芸術専門学校へのマーケティング助言、

辰馬本家酒造への学生視点からの「若者と日本酒文化」についての提案）

大阪市・サカエマチ中央ビル・山川雅行社長 京都市・堀金箔紛にて
フランスAMAROK ギリアニ氏

「白鹿」辰馬本家酒造訪問

前身の「帝国キネマ演芸」（創業1915年）は
大阪のハリウッドと呼ばれた撮影所を誇った。

おづ（京都市「白鹿」直営店）



スポーツ・健康と地域社会研究班
健康経営・アスリート支援

2015年4月、「地域社会」「スポーツ文化」をテーマに、関西大学経済・政治研究所「スポーツ・健康と地域
社会研究班（SHC研究班）」を結成。さまざまな分野の研究者との共同研究や外部機関との連携によって、多角
的な視点から、健康経営や新たなアスリート支援の研究を行っている。また、関西大学保健体育主事会や関西大
学が設立したNPO法人カイザーズクラブなどの学内機関とも連携して、幅広い情報発信に取り組んでいる。

（１）スポーツ文化の視点から東京2020を捉え直すこと
（２）アスリートサポート協会の活動（新たなアスリート支援としての中小企業のアスリート支援を推進）を発信
（３）健康経営についての啓蒙

連携の経緯

解決すべき課題

「地域社会」「スポーツ文化」をキーワードに、地域スポーツや
企業の健康経営や新たなアスリート支援への貢献・協力に取り組んでいます。

2016年10月5日 関西大学経済・政治研究所×カイザーズクラブ×
関西大学保険体育主事会 合同企画「ランニングの秋を楽しもう」

活動の概要

目 的 地域スポーツ・スポーツ文化・健康経営・アスリート支援への新たな視点の導入と普及

連携メンバー
および役割

一般社団法人アスリートサポート協会
協会代表理事 打越忠夫氏･･･中小企業によるアスリート支援サポート、アスリート指導
協会代表 吉田香織氏･･･中小企業によるアスリート支援サポート、競技
関西大学経済・政治研究所 スポーツ・健康と地域社会研究班（SHC, Sports Health and Community 研究班）
主 幹：社会安全学部教授 亀井克之･･･経営学・リスクマネジメント論からのアプローチ
研究員：人間健康学部教授 杉本厚夫･･･スポーツ社会学・スポーツ文化からのアプローチ
同：人間健康学部教授 西山哲郎･･･スポーツプロモーション・スポーツ文化からのアプローチ

委嘱研究員：大阪芸術大学教授 増田明美氏･･･スポーツジャーナリスム・スポーツ文化からのアプローチ
大妻女子大学教授 尾久裕紀氏･･･医学・リスクマネジメント論からのアプローチ

特定非営利活動法人関西大学カイザーズクラブ･･･関西大学のスポーツ・文化活動の地域還元

活動地域 関西大学 各キャンパス他

活動期間 2015年4月～（継続中）



今後の展望

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）

リスクマネジメント論
関西大学経済・政治研究所
SHC班 主幹

（１）産業セミナー（2015年10月14日、2016年10月5日）、公開セミナー（2016年3月24日）を開催
（２）研究双書『市民マラソンがスポーツ文化を変えた』（関西大学出版部）を出版
（３）関西大学経済・政治研究所×関西大学カイザーズクラブ×保健体育主事会合同によるランニングイベント

「いっしょに走ろう ランニングの秋を楽しもう」を開催

（１） SHC研究班による産業セミナー、公開セミナーでの研究報告
（２）アスリートサポート協会による中小企業所属アスリートの支援
（３）海外における地域スポーツ大会（ロンドン・マラソンなど）の調査
（４）地域スポーツに関するアクションリサーチ（市民マラソン調査・参画など）
（５）研究報告・論文発表・書籍刊行
（６）2016年10月開催のイベントと同様のスポーツイベントの企画

大学の役割

成果

施工例

本事業は、SHC研究班が中心となって、「地域社会」「スポーツ文化」をテーマに、企業の健康経営や新たな
アスリート支援の研究を行うものである。同研究班の構成メンバーは各々の研究分野である、経営学・リスクマ
ネジメント・スポーツ社会学・スポーツジャーナリズム・医学などの多彩な視点から研究に取り組んでいる。
2015年4月のSHC研究班発足以降、上記のとおり研究を進めてきたが、2016年3月開催の公開セミナーに、中小企
業に所属しながら競技活動をする吉田香織氏を招いたことを契機に、アスリート支援のあり方の研究も進めるこ
ととなった。同年10月には、関西大学保健体育主事会と関西大学が設立したNPO法人カイザーズクラブと合同で
吉田香織氏と打越忠夫氏を招いたランニングイベントと産業セミナーも開催した。
多種多様な連携のネットワークを広げることにより、学術研究者・教育者・スポーツ指導者・競技者の知見が
融合し、研究を推し進めるうえで重要な相乗効果を発揮している。

大阪芸術大学 教授
増田 明美

（ますだ あけみ）

スポーツジャーナリスト
関西大学経済・政治研究所
SHC班 委嘱研究員
ロス五輪女子マラソン日本代表

TeamR×L
吉田 香織

（よしだ かおり）

一般社団法人アスリートサポート協会理事
2016北海道マラソン優勝
「市民ランナーの星」として活躍中

マラソン指導者
打越 忠夫

（うちこし ただお）

一般社団法人アスリートサポート協会代表理事
1993世界選手権 マラソン5位
ユニークな指導法で知られ吉田選手の活躍を支える

人間健康学部 教授
西山 哲郎

（にしやま てつお）

スポーツプロモーション
関西大学経済・政治研究所
SHC班 研究員

人間健康学部 教授
杉本 厚夫

（すぎもと あつお）

スポーツ社会学
関西大学経済・政治研究所
SHC班 研究員

2016年10月ランニングイベントの様子

2016年10月5日 SHC研究班主催の産業セミナーでの発表の様子（左）と関係者の集合写真（右）



丹波豪雨災害における
官民の災害対応調査

丹波市市島地区 豪雨災害被害箇所

目 的 2014年8月に発生した豪雨災害における行政・住民の災害対応状況について調査する

連携メンバー
兵庫県丹波市
兵庫県社会福祉協議会
関西大学社会安全学部 越山健治研究室／菅磨志保研究室

活動地域 兵庫県丹波市市島地区、春日地区

活動期間 2014年8月～2015年3月

兵庫県丹波市で発生した豪雨災害被害に対して、災害に関係する大学研究者や実務者のネットワークに調査や
支援の呼びかけがあり、関西大学社会安全学部から2研究室が参画した。

（１）災害被害からの再建計画の立案
（２）支援の受け入れ体制や進め方
（３）避難や行政対応などの災害調査
（４）住民レベルの被害の実態の把握
（５）住民の生活再建への道筋
（６）災害支援と福祉支援の両立

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

2014年8月に丹波市市島地区で発生した豪雨災害における行政および住民の災害対応、
復旧の取り組みについて、学術的立場から調査を行い、復旧・復興の取り組みに寄与
する基礎的情報を構築しました。



大学の役割

キャプチャ

災害が発生した際の学術調査は、専門機関の災害対応や住民支援の阻害要因となることが指摘されるが、一方で、
教訓や課題の同定や抽出、中長期的な支援内容への展開、今後の災害対策への情報蓄積という点で専門家の役割が
問われる場面でもある。この両者は必ずしも対立するものではなく、互いに連携し、被災者・被災地にとって有益
となる情報を創出することが求められる。
越山研究室、菅研究室では、これまでの国内外の災害対応事例の研究や、災害対策の検討に関する基礎的知見が
蓄積しており、今回の丹波災害が持つ特徴や課題について、研究機関としての立場から積極的にアプローチするこ
ととなった。
越山研究室では、学生とともに、主に
①住民の避難状況に関する調査
②避難所の運営状況に関する調査
③行政の初動対応に関する調査
を実施し、被災地の住民や行政職員、警察・消防職員等
からヒアリングおよび現地における情報資料の収集調査
を行った。
菅研究室では、
①災害ボランティアセンターの設営に関する調査
②外部支援者と地域住民の連携に基づく被災家屋の
応急復旧過程の把握
③災害時の福祉サービス供給に関する調査
を実施した。
これら調査で得られた資料と結果、考察をとりまとめ、最終報告書を作成し、それぞれ市役所担当課、市社会福
祉協議会に提出した。

専門は災害社会学、市民活動論。一般市民の視点から、
敷居の高くない「防災」のあり方を考えていきたいと
思っています。

研究者の紹介

専門は都市防災計画・都市復興計画・住宅再建計画。
災害や事故など多くの危険が日常に存在する中で、
空間デザインや社会のしくみで安全を高める計画を
考える研究をしています。

社会安全学部 教授
越山 健治

（こしやま けんじ）

社会安全学部 准教授
菅 磨志保
（すが ましほ）

丹波市市島地区 豪雨災害被害箇所

前山地区聴取調査（2014年11月15日）



校内放送を活用した防災学習

小学生と大学生が協働して、防災対策や災害復興に関する放送原稿を作成。身近で楽しく、
魅力的で持続的な防災学習を実現します。【ぼうさい甲子園「教科アイデア賞」受賞】

目 的 多大な資源を投入しなくとも実践可能な防災学習手法を開発すること

連携メンバー
神戸市立真陽小学校（真陽こども放送局SKH見て聞いて委員会）
関西大学社会安全学部 災害情報研究室（近藤誠司研究室）

活動地域 兵庫県神戸市長田区真陽小学校区

活動期間 2014年10月～（継続中）

費 用
平成26年度神戸発防災・減災等プログラム事業（2014年度）／
JR西日本あんしん社会財団研究助成（2016年度）

以前より、近藤研究室では、神戸市長田区真陽地区の地域防災を支援する研究調査活動を行っていた。地区の
中心にある小学校は、指定避難所でもあるうえ、地域の将来を担う人材を輩出する拠点でもある。地域防災の取
り組みと防災学習を連動させられないか、との思いから、本プロジェクトを協働して取り組むことについて大学
が小学校に働きかけたことをきっかけとして連携が始まった。

活動の概要

連携の経緯

小学校での防災学習の様子



大学生と小学生が協働して、年間を通して校内防災放送の活動を実施している。このとき、実際にどれほどの
効果があるのか、大学側が中心となって測定している。放送直後に、高学年児童を対象にして毎回、挙手による
アンケートを実施。また、およそ半年に1回、意識の変化、知識の変化、態度の変化を確かめる質問紙調査を
行っている。これらの調査から見えてきたことを、教育現場にフィードバックすることで、よりよい教育実践に
なるように「改善」を続けている。

（１）放送委員児童の防災意識の向上
（２）放送を聴取していた児童の防災意識の向上
（３）ぼうさい甲子園「教科アイデア賞」を受賞
（４）防災ラジオドラマコンテストで「最優秀賞」を受賞
（５）これまでに約60回の校内防災放送を実施

研究者の紹介

社会安全学部 准教授
近藤 誠司

（こんどう せいじ）

専門は、防災情報論。地域防災に資するメディアを創発するための理念モデル（リアリティの共同構築
モデル）を考究し続けています。

（１）児童の参加意識を高めるためリクエストボックスを設置
（２）映像を活用した校内防災放送を実施予定
（３）地域の中学校との連携事業を模索中です
（４）いかにしてマンネリ化を克服するかが課題です

大学の役割

成果

今後の展望

防災学習の進め方

（１）南海トラフ巨大地震に備える必要がある
（２）阪神・淡路大震災の教訓を伝承する必要がある
（３）しかし、教育の現場は多忙をきわめている
（４）持続的な取り組みを実施することが難しい
（５）豊富なリソースがあるわけではない
（６）安全管理と防災学習が緊密にリンクしていない
（７）地域防災と学校防災が緊密にリンクしていない

解決すべき課題

防災に関心がなかった層（5年生児童）の1年間の変化

防災ラジオドラマコンテストで全国優勝した時の様子



ケーブルテレビによる防災情報の発信
大学生と住民が共同して、ケーブルテレビで、地域防災力向上を目指した特集番組や
防火意識向上を企図したキャンペーンCMづくりを行っています。

目 的 ローカル・メディアの活用が地域防災力向上に与える効果を測定すること

連携メンバー
京都府京丹波町情報センター（京丹波町ケーブルテレビ）／
関西大学社会安全学部 災害情報研究室（近藤誠司研究室）

活動地域 京都府京丹波町

活動期間 2015年8月～（継続中）

費 用 「京都府1まち1キャンパス事業」による助成金（2016年度）

まさに「縁は異なもの」、とある防災の交流会で、近藤と京丹波ケーブルテレビ職員が出会ったことから、こ
の話がスタートした。近藤が元テレビ局の職員だったことから、大学側から防災の特集番組を共同制作してみよ
うというアイデアが提起され、京丹波ケーブルテレビの側ではその意を柔軟に受け止め、急速に実現に向かった。

活動の概要

連携の経緯

スタジオでの撮影の様子

（１）災害が少ない町であるため防災意識が高まりにくい
（２）決められた予算内で防災啓発を行わなければならない
（３）少子高齢化のため活動を「起こす」ことが困難

解決すべき課題



災害情報研究室では、様々な地域で、その地域ならでは
のローカル・メディアを駆使して、防災情報を共有する取
り組みをおこなっている。京丹波町では、まちのケーブル
テレビが久しく町民のあいだで親しまれており、まちの調
べによると平均接触率は9割にも及ぶとのことであった。
大学の役割としては、若い学生が参画することで活気ある
コンテンツを提供することにとどまらず、今後は視聴効果
を客観的に測定する手法を開発することが求められる。

（１）防災特番（30分程度）を第5回まで放送完了
（２）防火キャンペーンCMを2016年2月末から毎日放送中
（３）多くの町民が番組を通して防災の決意を表明

研究者の紹介

社会安全学部 准教授
近藤 誠司

（こんどう せいじ）

専門は、防災情報論。地域防災に資するメディアを創発するための理念モデル（リアリティの共同構
築モデル）を考究し続けています。

（１）出火件数ゼロの連続記録を樹立させる
（２）町職員に対する成果報告会を企画実施
（３）町民の10人にひとりが出演するキャンペーンへの発展

大学の役割

成果

今後の展望

編集作業の様子地域の小学校での取材の様子

防災キャンペーンCM

町民による防災の決意表明



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）展示並びに説明内容が高度で子どもには分かり難いものが多く、来館者も若い人が少ない
（２）外国人旅行者や研修者等の来館が急増しており、施設の多言語化対応が急務となっている
（３）津波浸水地域内の府民も含め、まだまだ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



現場の声

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 准教授
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）実践的防災学習の場としてのステーション活用
（２）ミニFM局の開設
（３）施設運営に関するアンケート調査の実施
（４）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、わが国には約150ほどの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

大学の引率で、他の施設見学後来館した小学生は、水の
脅威を肌で感じた上で地震を疑似体験することで、飛躍的
に防災意識が向上し、率先して避難訓練を企画・実施する
など、単なる知識伝搬を超えた自助行動の動機づけの試み
にも大きな成果を上げている。また、学生は、地域にミニ
FM局を開設し、防災関連情報を放送するなど、積極的に
周知活動にも関わってくれている。今後とも連携を強化し
て、さらなる相互発展を図っていきたい。

大学の役割

・山本公一氏（大阪府西大阪治水事務所 防災対策課）



子どもたちが主役になることを
目指した防災学習の創出

5年生（浜小学校）が主催した全校津波避難訓練の様子

大阪府泉大津市内の全小中学校において防災学習を行っています。特に津波の危険性が
高い沿岸部の小学校では、総合的な学習のテーマとして重点的に取り組んでいます。

目 的
専門家と非専門家が学び合う防災学習を実現するために、子どもたちが主役となり防災に取り組むことで
新たな防災の知恵を発信することを目指す

連携メンバー
および役割

泉大津市教育委員会／泉大津市危機管理課／泉大津市立小・中学校
･･･学校教育、地域防災の専門家として、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･･･学生の組織と指導

活動地域 大阪府泉大津市

活動期間 2012年度～（継続中）

泉大津市は海に面したまちであることから、同市において津波防災は重要な課題となっている。2011年の東日本
大震災の発生もあり、2012年に泉大津市危機管理監より同市の防災教育を一層推進するために城下研究室に相談を
受けたことから連携が始まった。同年秋には、城下が同市の防災アドバイザーとなり、2013年度から本格的な連携
を開始し、毎年度、同市内の小中学校において大学生がボランティア講師となって防災教育を展開している。

（１）学校において防災教育を行うための準備時間がない。
（２）学校で学ぶ子ども以外の人への働きかけができていない。

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題



現場の声

今後の展望

成果

防災教材「クロスロード」を使った防災教育（楠小学校）

研究者の紹介

社会安全学部 准教授
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）市内全小・中学校における防災教育の実施
（２）大学生による防災教材の製作
（３）浜小学校における総合的な学習の時間を用いた

継続的な津波防災学習の実施

（１）継続的に学校における防災教育を実施する
（２）市民も参加できる学習の場を提供する

学習の目的は、自分自身が持つ世界（関係）に直接、間接に影響を与えることであると定義できる。学習の目的
をこのように定義するとき、防災学習は、防災を通じて自分自身が持つ世界に影響を与えることが目的となる。し
かし、一般的な防災教育では、専門家が持つ知識・技術を非専門家に一方的に伝えるというかたちを取ることから、
学習者である非専門家は、防災を通じて自分自身がもつ世界に主体的に影響を与えることが難しくなっている。す
なわち、俯瞰的にみれば、一方的な知識・技術の伝達を行う防災教育では、非専門家は専門家の助言に従うのみで
あり、世界に影響を与えているのは専門家だけになってしまっ
ている。もちろん、日本の防災対策の歴史を見れば専門家が防
災力向上に果たす役割は重要であることは明らかである。
しかしながら、東日本大震災の際に「想定外」という言葉で
形容されたように、専門家（≒科学）であっても正解が分から
ない問題が防災分野には存在している。こうした現状を踏まえ
る時、防災力向上にためには、科学の弱点を補うような防災対
策を提案することも求められている。
防災の非専門家が防災に主体的に参加することで、科学が見
落としていた防災対策を発見することが可能となると期待され
る。そして、そうした防災対策が容れられることが、上述の防
災学習の目的を達成することにもつながると考えられる。そう
した防災学習が生まれるような場を提供することが、大学の重
要な役割である。

避難訓練について議論する子どもたち（浜小学校）

子どもたちが制作したDVDの一般上映の様子（アルザ泉大津）

・藤谷考志氏（泉大津市教育委員会指導課）

大学の役割

防災カードゲーム「クロスロード」を使用した防災学習、
浜小学校での総合的な学習の時間を用いた防災学習、どち
らも子どもたちが真剣に考え意見交流している姿が見られ
ました。まさに今求められている主体的で対話的で深い学
びだと感じました。子どもたちが自分の考えを持つ大切さ
を実感できたのではないかと思います。



学生による地域政策の提案
～公共政策フォーラムへの参加を通して～

目 的 地域に適合する活性化政策の提案／研究を通じた学生のプレゼンテーション能力の向上

連携メンバー
および役割

公共政策フォーラム実行委員会（日本公共政策学会・各市町村）･･･フォーラム主催、提案内容の審査
（2014年）京丹後市議会／京丹後市教育委員会･･･フォーラム後援

京丹後市役所／京丹後観光協会／京都府織物・機械金属振興センター他･･･取材協力
（2015年）特定非営利活動法人熊野で健康ラボ／一般社団法人由布院温泉観光協会･･･取材協力
（2016年）ニュー・グリンピア津南 ･･･フォーラム後援／津南町観光協会･･･取材協力
関西大学社会安全学部 永田尚三ゼミ･･･現地調査、分析および研究発表の実施

活動地域 公共政策フォーラム開催各地、関西大学高槻ミューズキャンパス 他

活動期間 2014年～（継続中）

日本公共政策学会は、毎年全国からモデル地域を選定し、その都市の
公共政策の研究、地方活性化政策を考える「公共政策フォーラム」を開催
しており、その中で「大学生による政策コンペ」を実施している。同学
会に所属する永田は、長年この研究フォーラムに参加しており、2014年度
からゼミ活動の一環でコンペ出場を続けている。

（１）観光資源の効率的な活用
（２）市町村合併による地域間・構成員同士の連携

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

「公共政策フォーラム」“大学生による政策コンペ” において、
開催地域それぞれの課題に取り組んで政策提案を行っています。

提案用に作成したリーフレット（2015年）

津南町教育長賞を受賞（2016年）



現場の声

今後の展望

成果

研究者の紹介

（１）2014年 京丹後市教育長賞受賞
2015年 釧路市議会議長賞受賞
2016年 津南町教育長賞受賞

（２）それぞれの自治体で活用可能性のある政策を提案

（１）次回公共政策フォーラムでのより良い提案

大学の役割

釧路市議会議長賞を受賞（2015年）

「公共政策フォーラム」では、開催地となる自治体の市政に効果的な公共政策提案を課題として「大学生による
政策コンペ」を開催している。以下は各年度のテーマと、永田ゼミの発表テーマである。

・2014年（ in京丹後）『二十一世紀の北近畿新時代をつくる
～これからの日本と世界の持続可能で真に豊かな発展を先導するモデルとなる地域へ～』

発表テーマ：「シルクのリサイクルで地域の活性化」
・2015年（ in釧路）『東京、大都市部から地方へひとの流れが地方を元気に、日本を元気に』
発表テーマ：「クアオルトでつながる都市をめざして～夏季に限らない長期滞在者誘致事業～」

・2016年（ in津南）『みんな雪のおかげ』
発表テーマ：「雪資源を活用した湯治文化の再構築による地域活性化策」

提案に向けた第一歩として、永田ゼミでは地域のニーズ
や課題を把握するためのヒアリングや、観光資源の調査に
取り組む。現状の徹底的な調査によって、解決できる課題
とそうでないものの分類や、優先順位づけが可能となり、
地域資源を活かした低予算での政策や、地元の人が気が付
かない地域の強みを伸ばす政策など、理想と現実のバラン
スが取れた提案に繋がる。
今後も永田ゼミは公共政策フォーラムを通じて、地域の
ニーズ・資源・課題の発見を行いながら、研究対象となる
地域の課題解決を目指していく。

・不破大晴（社会安全学部 永田ゼミ3年生）

私たちのゼミは継続性のある地域復興案の
研究に取り組んでいますが、2016年度のテー
マ「みんな雪のおかげ」で復興案を考えるこ

とにチーム全員が頭を抱えました。しかし現地の状況を徹
底的に調査していくにつれ、津南にしかない湯治文化の再
構築という政策の提案ができました。また、3年連続の入
賞も果たし、自分たちの成長を感じています。

プレゼン資料の一部（2016年）

社会安全学部 准教授
永田 尚三

（ながた しょうぞう）

消防防災行政研究について、行政学、公共政策学、政治学の分野から長年研究している。研究のみならず、
実務家の政策教育活動も熱心に行っている。

・山原優樹（社会安全学部 永田ゼミ4年生）

2015年度は、前年に引き続いての入賞とゼ
ミ初の最優秀賞を目指し、論文の作成やプレ
ゼンに取り組みました。連日、議論を重ね、

ただ政策を発表するだけでなく、リーフレットの作成や釧
路の食材を使ったお弁当の提案など、イメージしやすい政
策立案になるよう工夫を凝らしました。市職員の方から、
「想像がかきたてられる発表だった」という言葉をいただ
き、ゼミが一丸となって頑張った成果が現れたことに喜び
を感じました。また、現代の日本にとって重要な地方創生
について具体的に考える貴重な機会となり、このコンペを
通して、ゼミとしても個人としても成長できました。



地域の安心・安全を守る
学生災害ボランティアチーム「社会安全隊」

社会安全隊

目 的
現代における地域の共助組織のあり方の探索／学生の共助意識とリーダーシップの養成／
自然災害時における救援活動の実施

連携メンバー
および役割

高槻市消防本部／神戸市消防本部／宝塚市消防本部･･･講師の派遣、合同訓練の実施
大阪府警高槻警察署･･･防犯キャンペーンの実施
社会安全隊員（学生）･･･災害ボランティア、各種訓練、防犯キャンペーンへの参加
各市区町村社会福祉協議会 ボランティアセンター･･･災害時の派遣先等の指示
関西大学社会安全学部准教授 永田尚三･･･社会安全隊顧問

活動地域 関西大学高槻ミューズキャンパス、近畿圏全域

活動期間 2011年～（継続中）

近年、消防団に代表される地域の共助組織が、構成員の高齢化や地域コミュニティの崩壊により衰退の一途をた
どっている。地域防災の要となる共助組織について、より現代に即した形を探るため、永田は有志の学生を集め、
災害ボランティアチーム「社会安全隊」を結成することとなった。

（１）地域の共助組織の衰退
（２）災害救援における人手不足

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

大学生で構成される災害ボランティア組織「社会安全隊」。災害発生時、お互いに助け合う
「共助」の精神を持つ隊員達が、実際の被災地に赴いて災害救援活動を行っています。



今後の展望

成果

研究者の紹介

社会安全学部 准教授
永田 尚三

（ながた しょうぞう）

（１）共助意識の体得
（２）災害現場での被災者の支援

（１）各地域とのより強固な連携体制の構築
（２）協力関係先、および安全隊隊員の増加

現場の声

大学の役割

操法（放水）訓練の様子

社会安全隊の活動は、主に以下の3つに分類される。

①訓練
社会安全隊では、消防・警察・自衛官の職を志す学生や、地域ボランティアを行いたいという学生が、災害・防災
についての専門的な知識や技術を獲得することを目指している。社会安全隊の訓練では、体力錬成や、災害につい
ての座学での学習に加え、各消防署との合同訓練や消防隊員OBによる技術指導によって、操法（放水）訓練や心肺
蘇生法、AEDの操作方法等、実際の災害救助活動に必要な知識や技術を習得している。
②災害ボランティア
各地域で自然災害が発生した際、社会安全隊が各市区町村の社会福祉協議会へ連絡し、指示に基づいて救援活動を
行っている。これまでは、台風被害のあった地域へ赴いて、住民と一緒に道路の泥かきや住宅の清掃を行ったり、
土のうの作り方を教授したりして、それぞれの地域における共助の手助けを行ってきた。
③防犯ボランティア
社会安全隊は高槻警察署の公認団体であり、同署が防犯キャンペーンを行う際、その活動に参加している。

上記の活動を通して、隊員達は災害現場の現状や救援活動の厳しさ、また地域ぐるみで助け合うことの大切さを
実感しながら、共助の意識やリーダーシップを学んでいる。
地域防災の要である住民組織が時代の流れとともに衰退していく今、増加する災害に対応する“地域の共助力向
上”が大きな課題となっている。社会安全隊の運営を通して現代の共助組織のあり方を探り、各地域における危機管
理組織の整備や標準化を推進するため、永田と隊員達の活動は続く。

・伊木翼（社会安全学部3年生／
社会安全隊隊長（当時））

災害ボランティア

社会安全隊は日々有事に備え、
体力訓練、礼式訓練、操法訓練
を実施しています。操法訓練は
特に力を入れ、一連の細かい動
作にまで気を配り、錬度を高め
ています。決してやさしい訓練ではありませんが、地域
のため、安全のために努力を積み重ねています。活躍の
場が無いことが本当は望ましいですが、災害等有事の際
には社会安全隊員として、出来る限り活躍できることを
目標としています。社会安全隊での一挙一動が社会貢献
になるとの自覚を持ち、社会人に向けての成長の場とし
てこれからも頑張っていきます。

消防防災行政研究について、行政学、公
共政策学、政治学の分野から長年研究。
研究のみならず、実務家の政策教育活動も
熱心に行っている。



遠心式攪拌機を利用した
水質汚染対策の検証

～東南アジアにおけるエビの養殖池への適用～

5,000㎡の池に遠心式攪拌機を並列で4台設置した実用テストの様子 （右下）同規模池に大出力の水車式攪拌機を10台設置している様子

目 的 水質汚染対策として、遠心力を利用した水流発生機（以下、遠心式攪拌機）のエビ養殖事業への活用の可
能性を検証すること

連携メンバー
および役割

株式会社MMAソリューションズ／BLUPPBインドネシア国営カラワン養殖試験場（Balai Layanan Usaha 
Produksi Perikanan Budidaya, Karawan）･･･遠心式攪拌機を用いた実養殖での数値測定、データ収集
関西大学システム理工学部 流体物理研究室（板野智昭研究室）･･･遠心式撹拌機の流体力学的評価

活動地域 インドネシア共和国ジャワ島カラワン州およびジョグジャカルタ市
2015年10月からはスマトラ島ランプン州およびタイ王国

活動期間 2015年3月～（継続中）

東南アジアにおけるエビ養殖池は、過密養殖や過剰な給餌による水質・
底質汚染、低溶存酸素のためエビの病気が多発して生産性が低く、且つ池
自体の寿命も短い。養殖事業を手掛ける株式会社MMAソリューションズは、
省電力で運用コストが安価な遠心式攪拌機を利用し、水底まで水流と酸素
を供給することでこの問題を解決させることを検討。本学の流体物理研究
室（板野）に遠心式攪拌機の有用性の評価について依頼があった。

（１）東南アジアにおけるエビ養殖池の水質・底質改善とエビの生産性向上

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

溶存酸素濃度を上げるなど水生生物の生存環境を維持する目的で養殖事業で用いられる
水流発生機として、従来より使われてきたパドル式水流発生機に代わる省電力遠心式撹
拌機に関して流体力学的な見地に基づく性能評価を行っています。東南アジア各国にお
いて盛んなエビの養殖池の水質改善および低コスト化に役立つと期待されています。

発生する水流を計測するために本学プールに
持ち込まれた遠心式攪拌機

か く は ん



今後の展望

成果

研究者の紹介

（１）さまざまな条件下での遠心式攪拌機による水流発生実験と、計測およびデータ解析の継続
（２）模型を用いた実験や実機の計測結果に基づく遠心式攪拌機の改良提案

現場の声

大学の役割

国営養殖試験場テストにおける1日の溶存酸素量推移 （上）試作1号機と模型テスト
（下）試験場スタッフと前回テストの水揚げ

現在、日本国内で流通している主要な食用エビ（バナメイ・ブラックタイガー）の大部分は、東南アジア各国に
おける養殖事業によって補われている。当地のエビ養殖池の大部分は、天然のマングローブ林を伐採して造成され
る。ところが、養殖池の不十分な水質汚染対策、富栄養化や低酸素化などの末に残滓が堆積してしまう池の寿命は
5年程度と言われている。使い古された養殖池は汚染された状態のまま放置される一方、養殖事業の継続のため天
然のマングローブ林を新たに伐採して池が造営されるため、環境破壊の進行が懸念されてきた。
本事業は、ランニングコストが安価で低騒音の遠心式攪拌機を用いて、従来型よりもはるかに広範囲に水流を誘
起することにより、養殖池の水質改善の可能性を検証するものである。養殖池における水流発生装置は、水中溶存
酸素濃度を上げるとともに、バクテリアなどによる水底堆積物の分解を促進させるために必要な設備であるが、イ
ンドネシアを含む東南アジア諸国において、運用に要する電力は不安定かつ高コストである。そこで株式会社
MMAソリューションズは、従来はあまり養殖事業には用いられてこなかった低電力でも運用可能な遠心式攪拌機
を水流発生機として活用し、水深が浅く面積の広い東南アジアの養殖池に適した形に改良することを考案した。こ
れに伴い、遠心式攪拌機の流体力学的な評価を流体物理研究室にて検証することとなった。
流体物理研究室では、学内のプールに実機を設置し、水面にトレーサを浮かべ一定時間間隔毎にトレーサの位置
を計測することで、水面における水流の強さおよび流線形状の計測を行ってきた。今後は、従来型の水流発生機が
生み出す流れとの差異や、複数の撹拌機を運用効果、水面下での流れを測定するなど検証を続け、最適化された水
流発生機を用いてエビの生産性向上と環境保全を目指す。

板野先生のご協力で完成した遠心式攪拌機（弊社での名称はアクアローター）を実際に池で稼動させると、数日で良好な
結果が現れ始めました。24時間15分毎に測定している溶存酸素値が池全体で均一に安定し、且つ省エネ効果も抜群で、電気
代が既存水車の10分の1程度にまで削減されています。省エネと池全体の水質・水底改善という二律背反する課題を見事に
クリアできました。徐々に噂が広まり、他地域や他国からも実用テストの要望が増加しています。

システム理工学部 教授
板野 智昭

（いたの ともあき）

（写真、図、グラフなど）

（１）大学プールでの駆動能力と溶存酸素推移の測定を終え、改良機を製造してインドネシアにて実養殖テスト中。
水質に関するデータ（水流域と溶存酸素）は、当初予測していた以上に良好な数値で推移している。

（２）府立環境農林水産総合研究所水産技術センターにて攪拌機周囲の流れ場の計測を行った。

於 関大プール 水流の可視化

収獲（前回テスト）現地スタッフ

専門は流体物理学。多孔性膜を透過する流れ、平行平板間乱流、地球規模の熱対流など、さまざまなスケールの
流れを数値的に模擬し研究している。

・株式会社MMAソリューションズ



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

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。

東日本大震災被災地域の小学校への
理科実験出張授業

小学校での授業の様子①

活動の概要

連携の経緯

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。



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。

自作の顕微鏡を観察する様子

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
在は生活支援工学について研究中。

化学生命工学部 専任講師
山出 和弘

（やまで かずひろ）

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。 左から倉田・山出・河原

小学校での授業の様子②

（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

解決すべき課題



ユーザーフレンドリーな車いすを
事業化するプロジェクト

人間健康学部による実験検証
（堺キャンパス）

民間企業、自治体、大学の三者が協力して、運動機能の維持・向上を実現する
車いすの開発に取り組みました。

目 的 ユーザーの筋力維持とモチベーション向上につながる車いすの開発

連携メンバー
および役割

株式会社をくだ屋技研･･･開発企業、車いすの開発・販売
藍野大学医療保健学部理学療法学科･･･車いすの機能の検証
関西大学システム理工学部准教授 倉田純一･･･研究代表者、車いすの開発
関西大学人間健康学部教授 小田伸午･･･車いすの開発に関わる実験・実証

活動地域 関西大学千里山キャンパス／堺キャンパス、 (株)をくだ屋技研（大阪府堺市）

活動期間 2012年～（継続中）

費 用 (株)をくだ屋技研の開発費、「堺市ものづくり新事業チャレンジ支援補助金」、関西大学の研究費

障害の程度や要介護の状態は個々人によって異なるため、車いすの形状や機能はユーザーの状態に合わせて異な
るのが望ましい。しかし、市販の車いすは、大量生産によるコストダウンへのニーズ、介護保険の適用範囲などの
制度面における制約等の事情から、画一的な設計がなされているのが実情である。そこで、関西大学と堺市のコー
ディネートの下、倉田研究室（ユーザーのニーズに応える車いすのあり方を工学的な視点で研究）と (株)をくだ屋技
研（運搬機械の製造販売を営む）が連携。ユーザーフレンドリーな車いすの事業化に取り組むこととなった。

活動の概要

連携の経緯

（１）ユーザーの障害の程度や要介護の状態によって異なる車いすに対するニーズ（形状や機能）

解決すべき課題



本プロジェクトは、文系・理系そして民間企業・自治体・大学の枠を超えた、分野横断的な連携によって、歩
行トレーニング可能な車いすを開発する取り組みである。
研究代表者である倉田は、従来から生活支援工学（※）の分野において車いすの研究開発に取り組み、プロ
ジェクトのベースとなる「足踏み式車いす」試作機を開発していた。本試作機は、装備されたステップを踏みこ
むことで推進力を生み、足の筋力が落ちた高齢者などの意欲的な歩行トレーニングを支援する機器である。
倉田は(株)をくだ屋技研と連携して、車いすの基本構想策定、設計・製作を担当。さらに、共同研究者である小
田が、身体機能から見た車いすの機能への助言、足踏み式車いすの普及に向けた支援、試作機の実証の場を提供
するなど、専門分野を活かして事業化に貢献した。
藍野大学医療保健学部理学療法学科の検証協力によってユーザーのニーズを反映したさらなる改善が加えられ、
2016年「トレーニング用車いす Joy fum」が完成。通常の車いすとして使用できるのはもちろんのこと、負荷を
3段階で調整できるステップにより、使用者の体の状態に応じたトレーニングも行える機器として製品化された。
モーターなど他の動力を使用せず、自分自身の脚力だけで移動できる構造であるため、「自分の足で動ける」と
いう意識によってモチベーションを高められる。日常的に使用する車いすで、日常的なトレーニングを継続させ
ることが本製品のコンセプトである。

（１）「トレーニング用車いす Joy fum」を製品化

（１）「トレーニング用車いす Joy fum」の改善と普及

研究者の紹介

大学の役割

成果

今後の展望

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。
現在は生活支援工学について研究中。

専門はスポーツ科学。科学と感覚（客観と主
観）の総合的な分析により、これまでの日本
のスポーツ界における数々の「錯覚」を発見。
以来、学理と実践の調和を目指し、学内外で
研究成果に基づく指導を行っている。

人間健康学部 教授
小田 伸午
（おだ しんご）

ステップ負荷
調整ダイヤル

ハンドリム

ステップ

2016年に製品化した「トレーニング用車いす Joy fum」

※生活支援工学･･･運動機能や感覚機能が十分でない方の機能を補うことによって自立してできる行為を増し、また、より充実させること
に役立つ機械作りを支える工学

バリアフリー展2015 出店の様子

ジョイフム



命を守る防災教育
～水災害からの安全な避難を学ぶ～

観察型実験装置「水災害ジオラマ模型」の説明と実験を行う石垣ゼミ生

目 的 水災害の怖さを実感し防災意識を高める

連携メンバー
および役割

各種自治体･･･防災教育の対象機関コーディネート
地域の小学校･･･防災教育フィールドの提供
大阪府津波・高潮ステーション･･･防災イベントの実施
関西大学環境都市工学部教授 石垣泰輔･･･防災教育の実施と開発

活動地域 和歌山県、三重県、大阪府、兵庫県など水災害の起こる可能性のある地域全域

活動期間 2008年11月～（継続中）

従来、水災害などの浸水時を体験するために製作された実験装置の多くは、装置の移動を想定したものではな
かった。防災意識の向上には効果的な装置である一方、体験するためには研究室まで足を運んでもらう必要があり、
利便性の面に課題を抱えていた。そこで、石垣研究室ではより多くの方々への防災意識の啓発活動を行うべく、移
動可能な実験装置およびそれを利用した防災教育の開発に取り組むこととなった。

（１）防災意識の向上
（２）避難経路など、災害時の防災・減災計画の再検討

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

津波や高潮などの水災害の体験や観察ができる「浸水ドア」「水災害ジオラマ模型」を
用いて、災害時の安全な避難を効果的に学ぶための防災学習を行っています。



今後の展望

成果

研究者の紹介

専門は環境防災水工学。洪水災害のメカニズムや、都市型水災害時の避難に関する研究を行っており、
日ごろの研究成果が安全な避難や防災意識の向上に役立つことを目標としている。

（１）年代別、性別などのデータ収集・解析
（２）体験型実験、観察型実験の両面からのアプローチによる、

より効果的な防災意識の向上

（１）模型や装置の量産化
（２）模型や装置のコンパクト化による運搬費等の経費軽減
（３）バリアフリー化により浸水リスクが増えるといったトレードオフの関係の解決

大学の役割

観察型実験装置「水災害ジオラマ模型」「関大防災Day2016」に実験装置の体験ブースを出展した際の様子

前述の課題を受け、石垣研究室では、体験型実験装置（浸水ドア）と、観察型実験装置（水災害ジオラマ模型）
を製作。
「浸水ドア」は、巨大地震や集中豪雨などの水災害で地下室や車に閉じ込められた際、ドアの外に何センチ水が
溜まると中からドアが開けられなくなるかを体験することができる実物大のドア模型である。参加者は水の重みや
怖さを実感しながら避難訓練を行うことができる。
「水災害ジオラマ模型」は、身近な都市を想定して作られた模型で、
模型内に実際に水を流すことにより、水災害が都市で起こったらどう
なるのか、洪水のメカニズムを目で見て学ぶことができる装置である。
これらの装置を用いた実験は、各地の防災イベントや小学校等で実
施しており、幅広い年齢層の方に体験してもらうことが可能になった。
また、実験後のアンケートでは、体験型、観察型の双方の実験を行う
ことは、防災意識向上に有効であることが表れている。
実験の際には、データ集積と分析も行っており、その数値は地下空
間のみではなく、地上での避難や水難事故の危険性を表す指標として
も適用できるものである。
このように、装置を使った実験を多くの人に体験してもらい、さら
にはその結果のデータを解析することは、水災害時の避難経路の安全
性の検討や避難計画の策定に寄与している。

環境都市工学部 教授
石垣 泰輔

（いしがき たいすけ）

体験型実験装置「浸水ドア」



－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―

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

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

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。

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。

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

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

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。

4月 第17回関西まちづくり賞
10月 ３R推進功労者等表彰文部科学大臣賞

7月 関西大学と丹波市とで関西大学・丹波市連
携事業推進協議会の発足

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11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

※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」

解決すべき課題

連携の分担

活動の経緯
2006年

2007年

2008年

2012年

2011年

2015年

2010年

2016年



今後の展望

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

関西大学佐治スタジオ 室長
植地 惇

（うえじ まこと）

1990年三重県出身。関西大学大学院環境都市工学専攻修了。
2012年に丹波での活動を企画・運営する学生団体「さじっこ倶
楽部」を設立し、2015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ながら、地域主体による地域再生の実
践や古民家改修に取り組む。2016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）

連携メンバー 兵庫県丹波市／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

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（関西大学・丹波市連携事業推進協
議会へ負担金）／佐治倶楽部（自主財源）

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 (2016年11月現在)

さらなる活躍•協働を願う！
10年という時間のなかで関わっている

学生たちが卒業後も丹波に関わり、現地で
起業したり、生活の拠点になっていること
を嬉しく思います。今後も益々、そういっ
た学生がこの地で活躍することを願ってい
ます。そのためにも地域の我々が彼らと足
並みを揃えて、仕事などの様々な面でサ
ポートをする必要性があるでしょう。

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/
•http://www.kansai-u.ac.jp/Fc_env/
2007gendaigp/
•http://sajiclub.jimdo.com

Facebookページ 「関西大学佐治スタジオ」

研究者の紹介



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

－UR男山団地 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」

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き店舗を改修し、
地域住民が気軽に集まれるコミュニティ拠点として、
2013年11月「だんだんテラス」を開設しました。
「365日、いつでも誰かがいる場所」として、
子どもから高齢者まで多世代が集う場になっています。
これらの取り組みを行う中で、拠点に常駐する「学生」
が地域のつなぎ役となっていることがわかってきました。

（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

2011年

2012年

2015年

お互いに配慮や気づかいが生まれるような空間

2014年

2013年

2016年

4月「だんだんテラスの会」の発足
「ダンチdeコソダテin男山」プロジェクトを開始（継続）

11月だんだんテラスの会へ「まちの公共員」の配置

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

3月文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業終了
4月 1まち1キャンパス事業に採択
11月「ココロミタウンプロジェクト」を開始

（公社）都市住宅学会賞・業績賞受賞

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

3月「男山やってみよう会議」の開催（継続）
4月京都府建築士会と連携「住まいの相談会」の開催（継続）
住民参加型屋外鉄部塗装の実施

11月地域包括ケア複合施設「YMBT」の開設



大学の役割

（１）学生と住民の協働運営の仕組みづくり
（２）地域の課題解決に向けた取り組み

地域コーディネーター／まちの公共員
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）住民主体の365日地域にオープンなコミュニティ拠点の
運営と運営の仕組みづくり

（２）地域の課題発掘、課題解決に向けたワークショップ開催
（３）地域住民・団体と連携したワークショップや講座の企画運営
（４）地域情報紙（だんだん通信）の発行

今後の展望

連携メンバー

京都府／八幡市／UR 都市再生機構／
京都府建築士会／子育て支援おひさまテラスの会／
地域包括ケア複合施設YMBT／男山商店連合会／
京都府立八幡高校／京都府立八幡支援学校／
NPO法人場とつながりラボhome’s vi ／
NPO法人八幡たけくらぶ／地元自治会等

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
文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業／
受託研究(八幡市)／だんだんテラス補助金(八幡市)／
1(ひと)まち1(ひと)キャンパス事業(京都府)

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

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。

だんだんテラス
住所：
〒614-8373
京都府八幡市男山八望3-1
B47-104 

E-mail：
dandan.terrace@gmail.com

Facebookページ：
だんだんテラスで検索

現場の声
八幡市政策推進部 次長
政策推進課 課長 武用権太

団地内の緑道の活用をテーマに活動する「緑道de遊び隊」

dang dang BARDIYのサポート商店街と連携して開催する「こども食堂」

未利用地を菜園化した「だんだん農園」



－多世代が交流でき、楽しく歳を重ね成長できるまちを目指して－

「南花台スマートエイジング・シティ」団地再生モデル事業
（愛称：咲っく南花台わくわくプロジェクト）

9月 「南花台スマートエイジング・シ
ティ」団地再生モデル事業開始

10月 第一回総合研究会（以後月一回開催）
10月 ◯◯(まるまる)ワークショップ

(以後月一回開催)

5月 WGリーダー会議（月一回開催）
5月 塗ってみよう会開催（以降13回開催）
7月 第一回南花台の未来を考える住民集会

（◯◯ワークショップから移行した。
以後月一開催）

7月 カヌーづくりプロジェクト始動
8月 「咲っく南花台.com」の開設
9月 咲っくなんか大学開催（以後3回開催）
10月 住民コミュニティ拠点「コノミヤテラ

ス」がオープン
10月 咲っく南花台健康クラブ開始

5月 旧南花台西小学校リノベーション設計
開始(錦秀会看護学校誘致)

6月 小さなつながりゼミ（住民集会から
移行した。月一回開催）

7月 家台づくりプロジェクト始動
7月 コノテラ通信発行（月一回発行）
9月 まちの保健室立ち上げに向けた健康

クラブスタッフ会議開催（月一回開催）
10月 コノテラ通信1周年記念号発行

解決すべき課題

連携の分担

2014年9月より、大阪府河内長野市南花台地区では、「南花台スマートエイジング・シティ」団地再生モデル事業(愛称：咲っく南
花台わくわくプロジェクト)の取り組みが開始され、公民学連携の体制で取り組んでいる。 2015年10月3日には365日オープンを目
指すまちづくりコミュニティ拠点「コノミヤテラス」をコノミヤ南花台店2階に開設。2016年度は、3つのワ－キンググループ(以
下WG)、まちの魅力向上WG、小さなつながりたくさんWG、環境ストックWGを設定し、それぞれ専門分野を活かしWG毎に活動し、
進捗状況や情報共有・議論する場として総合研究会やWGリーダー会議を設け、各WG連携のもと事業を進めている。
現在は、関西大学の学生を中心に、常駐して運営を行い、地域住民が主体的に運営していく仕組みを模索している。コノミヤテラ
スが各WGの取り組みの実践の拠点となり、多世代の交流を図りながら活動は広がりを見せている。

（１）賃貸集合住宅団地（南花台団地）と周辺戸建て住宅におけ
る急激な高齢化と人口減少

（２）多世代が交流し楽しく歳を重ねることができる仕掛けや
生きがいづくり

（３）空き家・空き地といったストックが良好に管理され、
南花台の魅力を維持し続けることのできる仕組みづくり

（４）地域住民が主体的に地域をコーディネートできる
仕組みや組織づくり

（５）多世代が魅力に感じる健康づくりを通じた
健康コミュニティづくり

（６）南花台住民による、住民のための情報発信と
情報共有の仕組みづくり

活動の経緯

「スマートエイジング・シティ」とは･･･「健康寿命の延伸」を大目標に、高齢者だけで
なく、いろいろな世代の人たちが、住み慣れた場所で安心して暮らすことができ、快適に
住み続けられ、みんなが健康で自律して、生活できる「まち」の意。(造語)

公民学の連携の体制 3つのWGとその取り組み

南花台地域を眺める
賃貸集合住宅団地と戸建て住宅からなるニュータウン

2014年

2015年

さ なんかだい

2016年



大学の役割

（１）コノミヤテラスの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

関西大学佐治スタジオ 研究員
関谷 大志朗

（せきや たいしろう）

1990年熊本県出身。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 2015年修了。その後、
関西大学佐治スタジオの研究員としてまちづくり活動を実践。
コノミヤテラスの立ち上げメンバーの１人であり、現在はコノ
ミヤテラスの運営担当も兼任している。

（１）住民主体の365日地域にオープンなコミュニティ拠点の
運営と運営の仕組みづくり

（２）地域の課題発掘、課題解決に向けたワークショップ開催
（３）地域住民・団体と連携したワークショップや講座の企画運営
（４）総合研究会、ワーキングリーダー会議等のとりまとめ

今後の展望

連携メンバー

大阪府／大阪府河内長野市／株式会社タニタ／
UR 都市再生機構／南海電気鉄道株式会社／
株式会社コノミヤ／特定非営利法人SEIN／株式会
社アーバンリバース／地元医師会・歯科医師会・
薬剤師会／地域事業者／地元自治協議会等

活動地域 大阪府河内長野市南花台とその周辺地域

活動期間 2014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／
受託研究（河内長野市）／
関西大学文化・学術活動等奨励金【企画部門】

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

南花台住民のニーズを収集しながら、検討を進めてき
たこのプロジェクトも、始まって約2年が経過しました。
愛称を「咲っく南花台わくわくプロジェクト」とし、

まちの情報発信を目的に南花台のホームページを立上げ、
㈱タニタと連携した咲っく南花台健康クラブをスタート
させ、また、コノミヤ南花台店の空き店舗を活用し、み
んなの拠点として「コノミヤテラス」をオープンするこ
とができました。さらに廃校になっていた小学校に看護
学校を誘致するまでにつながっています。
わずか2年で、ここまでこれた裏には、関西大学が中心

となり、定期的に地域ワークショップを実施し、コノミ
ヤ塗ってみよう会やカヌーづくり・家台づくりなどの取
り組み、365日オープンのコノミヤテラスを通じて地域住
民とふれあいながら信頼関係を構築できたことが大き
かったと思います。
これからも、本プロジェクトの合言葉となっている

「まずやってみる⇒やりながら考える」の精神を忘れず、
いろんなことにチャレンジしながらプロジェクトが進ん
でくれればと期待していますし、地域住民も関西大学の
学生に感化され、まずはやってみようとする行動が見え
てきていますので、今後の展開を楽しみにしています。

咲っく南花台.com
ホームページ：
http://nankadai.com/
facebook：
「咲っく南花台」で検索

コノミヤテラス
〒586-0077
大阪府河内長野市南花台3-6
コノミヤ南花台店2F
facebook：
「コノミヤテラス」で検索

現場の声

コノミヤテラス内部の様子
河内材を使用した床が特徴

コノミヤ塗ってみよう会の様子
学生主導のDIYで地域を巻き込み進めている

小さなつながりゼミの様子
健康クラブの様子

河内長野市総合政策部
政策企画課 主幹 谷ノ上浩久

家台づくりプロジェクト
地域の大人、子ども、学生が一緒につくりあげた

月に一度持ち寄り形式の食事会
たいしろうのバーを開催

スイカ割り大会を企画
廊下も活用



解決すべき課題

伝統繋ぐ愛宕祭
～関大生による立山づくり～

目 的 伝統ある愛宕祭の興隆および次世代への継承

連携メンバー
および役割

八木まちづくり協議会･･･活動場所の提供、奉賛会との取り次ぎ、現場調整
大和八木地区の地域の方々･･･学生メンバーへの各種協力、材料提供、機材提供、差し入れ
関西大学環境都市工学部 岡絵理子ゼミ／環境都市工学部建築学科学生

･･･立山の企画・制作、八木ラボの運営、祭設営の手伝い

活動地域 奈良県橿原市大和八木地区

活動期間 2010年～（継続中）

費 用 奉賛会からの立山作成費

橿原市八木地区との連携は地域を分断する都市計画道路に関する受託研究を受けたことに始まる。同地区の地
域の人々が誇りをもって守り続けていた「愛宕祭」では、地域の祠のお供えとしてつくられる「立山」が減り、
「立山」をつくることの出来ない町内が多く存在する。そこで、町内の人々に代わって、岡研究室のゼミ生や建
築学科に在籍する有志学生が集い、「関西大学 八木ラボ」として八木地区の愛宕祭に参加することとなった。

（１）愛宕祭の若手参加者・後継者不足

江戸時代から約300年続く、火伏の神を祀る「愛宕信仰」。旧街道の交わるまち、
奈良県・大和八木の愛宕祭を盛り上げるため、関西大学の学生が活動しています。

2016年関西大学（八木ラボ）の立山

活動の概要

連携の経緯



現場の声

愛宕祭とは、京都の愛宕神社を中心に広がる愛宕信仰のお祭りで、火伏の神を祀る夏の行事である。愛宕祭は、
伝統行事として全国各地で受け継がれているが、祀り方は様々で、大和八木では各町内がそれぞれ祠と神へのお供
え物である「立山」を家や店の前に祀る。夜にはその道沿いに多くの屋台がならび、大変な賑わいをみせる。
近年、「立山」をつくることのできる町内が激減し、高度成長期の一時期は38カ所あった「立山」も、地域の高
齢化や人手不足により、4カ所にまで減少した。2011年から岡ゼミの学生を中心に建築学科や有志の学生が集まり、
大和八木地区内に「関西大学八木ラボ」を開設、愛宕祭の「立山」づくりを、町内から請け負うことになった。
祭り当日の約2か月前から、大和八木のまちの中に拠点をつくり活動を開始、地域の協力を得て「立山」づくりを
行っている。例年祭りが近づくと、現地で5日間の泊まり込み作業を行う。地元の方々からの材料提供や子ども達
に手伝ってもらい、立山の制作を行なっている。また、
そこで培われた信頼関係から、学生たちが地元の小学校
でおこなう「愛宕祭について」「即興立山づくり」を
テーマとしたワークショップ型の授業も恒例となっている。
以上のように、この活動は愛宕祭への学生参加を通じ
て、失われつつある地域文化を知ると同時に、地域の祭
りを次世代へ継承することを目指すものである。

研究者の紹介

環境都市工学部 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。

大学の役割

完成した立山に来てくださった地域の方々

今後の展望

（１）「関西大学八木ラボ」の継続的な
愛宕祭への参加

（２）地元の若手参加者の増加

立山制作の拠点

（１）地域文化の次世代への継承
（２）立山制作による愛宕祭の賑わいづくり
（３）学生が地域の伝統文化を知る

成果

八木町固有の伝統、文化である愛宕祭の核になる立山
づくりを岡ゼミの学生さんが支えてくれています。町の
子供たちに伝統文化を伝え、中南和地方最大の夏祭りの
来場者に楽しんでもらう為に、地域の大人達が、その年
に話題になった出来事や童話の物語を様々な材料を使い、
何日も前から工夫を重ねて作り上げるのが立山です。地
域で伝承されてきた立山や町の文化を次世代に伝える仕
組みや方法を考える時、今年で7年目にもなる関大生の皆
さんの取り組みは地域の刺激になり頼もしいかぎりです。
時代の流れで祭りが変容するのは仕方がないとしても
関西大学八木ラボが継続していくことを願っています。

・地元住民の方

完成した立山



スマートヘルシ倶楽部 (2015-2017)
～人もまちも健やかとなる環境づくり～

みんなで健康ウォーク

目 的 長寿社会において、人々が健やかで心豊かに過ごせる環境づくりのために、健康維持・生活習慣病予防を
中心としたセルフ・アクティブ・ヘルスを支援する社会システム、健康都市をデザインする。

連携メンバー
および役割

国立研究開発法人国立循環器病研究センター（予防部）･･･生活習慣病予防等の健康づくりに関する医療情
報を提供、本プログラムの枠組みの構築、評価指標の選択に医師として助言
摂津市･･･本プログラム参加者の募集、体組成・血圧などの計測協力および場所の提供、食事指導コンテン

ツの提供
ICTベンダー／健康機器メーカー･･･ウェブベースの支援システムの構築、センサリング技術の開発
関西大学環境都市工学部准教授 尾﨑平／同学部教授 盛岡通／同学部准教授 檀寛成
･･･スマートヘルシ倶楽部のデザイン・運営、ICT活用型の運動習慣支援システムの基礎的枠組みの構築、
運動効果の計測・評価、都市内環境の計測・評価、健康まちづくりへの展開

活動地域 大阪府摂津市、大阪府吹田市

活動期間 2014年～（継続中）

吹田市と摂津市は、2018年度に予定されている国立循環器病研究センター（以下、国循）および吹田市民病院
の吹田操車場跡地への移転建替を控え、「健康・医療のまちづくり」を進めている。また、大阪府をはじめとす
る関係機関の協力を得ながら、国循を中心とした国際級の複合医療産業拠点（医療クラスター）の実現を目指す
ため、関西大学と国循、吹田市、摂津市が相互に包括連携協定を締結し、健康・医療のまちづくりをはじめとし
た共通の課題に取り組むこととなった。

活動の概要

連携の経緯

大学・行政・医療機関が連携し、セルフ・アクティブ・ヘルスの活動支援のプラットフォーム
の形成ならびに、健康まちづくりを推進し、地域の健やかな未来をデザインします。



今後の展望

成果

（１）参加者のウォーキング頻度、歩数の増加ならびに血圧改善、運動習慣の形成
（２）行動変容を促し、継続的なウォーキングを実践するための支援システムの構築

（１）地域の健康づくりの推進
（２）自治体、企業、NPOなどと連携して、健康維持・増進、介護予防を支援するシステムの構築、健康・医療ま

ちづくりのための研究開発・社会実証等を行う拠点となる「スマートヘルシ倶楽部推進機構」の設立

大学の役割

ウォーキングルートに関するワークショップ

吹田市と摂津市の両市にまたがる「北大阪健康医療都市（愛称：健都）」の開発区は、JR岸辺駅前の吹田操作場
と下水処理施設の廃止後の跡地に、国循と吹田市民病院の2つの医療機関を核とした健康まち街区を開発する計画
である。ヘルスケアサービスを含む複合業務ビルや介護と福祉の複合的なサービス施設を設置し、健康ひろばや
ウォーキング緑道等を組み合わせて、先進のウェルネス・タウンを目指している。
積極的な健康づくりを支えるためには、自ずと歩いて出かけたくなるような魅力のあるまちづくりと、運動を継
続的に行い、習慣化を支援するシステムが必要であり、特に①活動を行う歩行空間や公園、緑道などの基盤的な空
間、②歴史的資産、都市内の自然空間を活用したイベント（こと興し）等の実践による運動を始めるきっかけや習
慣化するサービス、③活動を支援する人と参加する人といった「人」（ヒューマンリソース）が重要であると考え
る。
それらを踏まえ、関西大学と摂津市、国循は、市民の積極的な健康づくりを支えるための組織「スマートヘルシ
倶楽部」の仕組みを構築した。「スマートヘルシ倶楽部」では、①参加者アンケートおよびワークショップの実施
により、人々が健康ウォークを実践するために望むインフラを考察し、②健康の維持増進、生活習慣病予防を目的
とした継続的なウォーキングを実践するための支援システムを構築、その効果の評価を行った。
これらの研究を基に、歩くことや外出を促し、住まいの近くの地域包括支援センターや保健所等が連携して健康
づくりを推進することで、「健都」を拠点とし、地域住民の健康増進、介護予防や生活質の向上につながり、医療
費の増加の抑制、健康保険や介護保険等の財政健全化につながることが期待されている。

環境都市工学部 准教授
檀 寛成

（だん ひろしげ）

研究者の紹介

ヒトもまちも健やかと
なる未来志向のまちづ
くり・社会システムを
研究

環境都市工学部 准教授
尾﨑 平

（おざき たいら）

公開シンポジウム

環境都市工学部 教授
盛岡 通

（もりおか とおる）

気候変動の適応策、都市
の低炭素化、資源循環型
社会の形成、歩いて楽し
いまちづくりを研究。

数理的な技法とコンピュータ
の力を用いて都市にみられる
システムの最適な状態を求め
る手法の開発・実装を行う。

解決すべき課題

（１）運動習慣や食習慣の改善などに積極的かつ継続的に取り組むことにより生活習慣病の予防を図り、発症や重
症化を予防していくこと

（２）人もまちも健やかとなる社会システム、健康都市を形成すること



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

吹田市民･･･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
吹田市文化スポーツ推進室･･･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、まちづくり市民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



環境都市工学部 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12回、応用講座10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：38回実施、69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：19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、さらに本格実施
（３）市民公益団体交流拡大による具体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」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

成果

今後の展望

研究者の紹介



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



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 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。

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

「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 大城「色」の庭」：2013年実施

･･･（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」：2012、2013年実施
･･･（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」：2012、2013年実施･･･（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」：2012、2013年実施･･･（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」：2012年以降、継続中･･･（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。



JCC日星国際交流デザインワークショップ
「シンガポールと日本へ、次世代都市住居の提案」

日本とシンガポールの学生が建築を通じて互いの文化を学び、
次世代の住居を協働で提案しました。

目 的 両国の建築に関連する伝統技術や先進例についての学習／学習成果を取り入れた次世代の住居の提案

連携メンバー

在シンガポール日本国大使館／ジャパンクリエイティブセンター（JCC）／国際交流基金／
シンガポール建築家協会／シンガポール都市再開発庁（URA）／DEG Architects ／ DP Architects ／
Liu & Wo Architects ／ UR都市機構／株式会社NTTファシリティーズ／株式会社日建設計／
株式会社三菱地所設計／シンガポール国立大学／京都工芸繊維大学／
関西大学環境都市工学部 都市設計研究室（木下光研究室）

活動地域
日本（連携先企業内、団地、京町家）
シンガポール（連携先企業内、ショップハウス（※）、ジャパンクリエイティブセンター）

活動期間 2014年6月～2014年10月

※ショップハウス･･･ショップハウスは、1階部分が店舗、2階以上が居住として建てられ、京都の町家と類似する都市住宅モデルとしてつくら
れる。シンガポールのほとんどのショップハウスには、道路と建物の間にファイブ・フット・ウェイ（five-foot way）と
呼ばれる約1.5メートル幅の公共通路があり、歩行者にとって便利な日除けや雨除けになる。

2013年12月に日本政府が日・ASEAN特別首脳会議においてアジア文化交流政策「文化のWA（和・環・輪）
プロジェクト～知り合うアジア～」を発表。その政策の実施機関である国際交流機関の支援を受け、ジャパン
クリエイティブセンターと在シンガポール日本大使館が本ワークショップを主催することとなり、シンガポー
ルの建築業界でも豊富な人脈を有する木下研究室が参画することとなった。

活動の概要

連携の経緯

町屋建設現場の見学（日本） 都市開発局(URA)でのレクチャー（シンガポール）

大工集団作事組によるレクチャー（日本） 歴史的なショップハウスの見学（シンガポール）



体験した建築や町の写真やスケッチを展示

（１）両国の建築に関連する伝統技術や先進例を学習
（２）学習成果を活かして海外で展覧会および国際シンポジウムを実施
（３）ワークショップの記録集を出版し在シンガポール日本大使館の竹内大使に贈呈

研究者の紹介

環境都市工学部 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。

12案の模型とパネルの展示風景

大学の役割

成果

本ワークショップでは関西大学都市設計研究室を含む両国の大学生が協力して、連携先企業におけるインター
ンシップ、伝統的な建築技術の調査、次世代の住居空間の提案などを行った。
ワークショップの主な活動内容は以下のとおり。

2014年7月 日本ステージ
・連携先企業におけるインターンシップを通じて日本の
設計手法を学習
・団地訪問により団地再生について学習
・京町家の調査および提案
2014年8月 シンガポールステージ
・日本ステージと同様にシンガポールの設計事務所での
インターンシップ
・ショップハウスを調査し京町家での提案も踏まえて次世代都市住居を提案
2014年10月 展覧会
・ジャパンクリエイティブセンター（シンガポール）において展覧会および国際シンポジウムを実施
2015年10月 記録集出版とシンポジウム
・ワークショップの記録集を出版およびシンガポールにてシンポジウムを開催
記録集：共編著、宮内智久・木下光、「PAST WISDOM IN FUTURE DESIGN いにしえの英知がつくるアジアの

未来」、1-254頁、NUS-CASA・JCC、Oct2015、ISBN 978-981-09-6995-0

なお、上記ワークショップは学生が中心となって活動したものであるが、その実現の背景には多数の連携機関
の協働がある。木下は主に両国における人脈を活用して、ワークショップを真に実りあるものにするという点に
おいて尽力した。

（１）「イノベーション（革新）とトラディション（伝統）」をテーマとする両国の情報発信や文化創造
（２）次世代の魅力的な都市デザインを担う人材の育成

解決すべき課題

提案町屋の模型の一つ



高齢化が進む橋梁の
維持管理システムの高度化

橋梁支承部の計測状況

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～（継続中）

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、その委員長として協力することとなった。

活動の概要

連携の経緯



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
検討した。
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



東大阪橋梁維持管理研究会

鉄道橋の現状に関する視察状況

目 的 社会インフラの維持管理に有用な技術開発／中小企業の技術を活かす新たなビジネスの創出

連携メンバー
および役割

京阪神エリアの中小企業
南海グループ
東大阪市
大阪府
関西大学環境都市工学部教授 坂野昌弘･･･鉄道や道路などの橋梁管理者対応・実証実験・現地テスト
関西大学名誉教授 大西正曹

･･･東大阪をはじめとする中小企業対応と、国や自治体等の補助金獲得、研究会の運営

活動期間 2014年1月～（継続中）

費 用 橋梁の維持管理事業者からの委託費

高度経済成長期の日本では道路や橋梁などの社会インフラが一斉に建設され、現在、それらの多くが耐用年数を
迎えている。そこで、中小企業や橋梁の維持管理事業者に人脈を持つ大西の呼びかけで「東大阪橋梁維持管理研究
会」が立ち上がった。

（１）老朽化した橋梁の適切かつ高効率な維持管理
（２）中小企業が持つ技術の橋梁の維持管理業務への応用

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

橋梁の維持管理業務上の課題と中小企業の技術力のマッチングによって橋梁のメンテ
ナンスに最適なツールの開発を行っています。



今後の展望

成果

（１）2件の技術開発の実現

（１）技術開発件数の向上
（２）技術開発のビジネスへの進展

大学の役割

高性能ワンサイドボルトの実証実験見学 橋梁視察（南海電鉄）

関西大学からは、橋梁工学の専門家で橋梁ドクターの坂野と、東大阪をはじめ全国各地の中小企業に人脈を持つ
大西が中心となって本活動に携わっている。
研究会の活動フローは以下のとおりである。まず、坂野は事業者から橋梁の維持管理上の課題をヒアリングし、
大西はそれを解決し得る中小企業の技術を探索・提案する。その後、坂野は中小企業が開発したメンテナンスグッ
ズについて、実物大の試験体を用いた実証実験や現場での検証を行う。さらに、施工や使用マニュアルも整備し、
実際の維持管理業務を見越したフォローを行う。
これらの活動は既に2件の技術開発を成功させている。1件は橋梁床版の下面補強のための「ワンサイドボルト」
である。従来、下面補強は道路の舗装を掘り返す必要があったため、必然的に通行止めによる交通渋滞が発生して
いた。ワンサイドボルトは橋梁の床下から補強板を固定するだけなので通行止めは発生せず、さらにランニングコ
ストの軽減にも繋がることから、メンテナンス業務を容易にする画期的な技術開発となった。もう1件は「メンテ
ナンス専用多機能掃除機」である。維持管理業務にかかる現場点検では、コンクリート片や砂など橋梁の維持管理
に特有の障害が発生している。そこで、吸引力強化やアタッチメント部分の工夫等によって専用の掃除機を開発し、
現在も改良を重ねている。
社会の課題をオーダーメイドで解決する新たなビジネスモデルを確立すべく、研究会はさらに活動を活性化させ
ていく見込みである。

約30年間、東大阪を中心に3日に1社、各地の中小企業を訪問。
全国至る所に出没することから、経営者から「まいど教授」
と呼ばれる。各地で経営者の後継者を集め次世代企業をめざ
して商品開発セミナーと第二創業塾を主催。その他、現場の
実情を踏まえた数多くの講演もこなす。

関西大学 名誉教授
大西 正曹

（おおにし まさとも）

研究者の紹介

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。

環境都市工学部 教授
坂野 昌弘

（さかの まさひろ）



水力発電による微弱電流を用いた
サンゴ成長促進技術の開発

目 的 サンゴ成長促進技術の開発

連携メンバー
および役割

和歌山東漁業協同組合･･･サンゴ育成用基盤の設置にかかる協力
和歌山県串本町･･･サンゴ育成用基盤の設置に関わる協力
串本海中公園 御前洋氏･･･サンゴの生態や実験フィールドに関するアドバイス提供
株式会社坂本造船所･･･サンゴ移植時の船の提供
NPO法人美ら海振興会 松井諭氏･･･サンゴ礁再生技術の沖縄での実践にかかる協力
クラブ ドゥ ダイビングセンター 彦坂弘久氏･･･連携メンバー間の仲介
関西大学環境都市工学部教授 鶴田浩章･･･サンゴ育成用基盤に関する研究
関西大学社会安全学部教授 高橋智幸･･･自立型水力発電システムに関する研究
関西大学化学生命工学部准教授 上田正人･･･微弱電流発生技術に関する研究

活動地域 和歌山県東牟婁郡串本町／沖縄県那覇市

活動期間 2014年2月～（継続中）

世界的なサンゴ礁の破壊・減少を受け、各国で環境保全および観光資源回復の観点からサンゴ礁再生が試みら
れている。近年の研究では、微弱電流がサンゴの成長促進に有効であることが報告されているが、微弱電流を継
続的に海底に供給することが困難なため、実用化には課題が多い。鶴田・高橋・上田研究室は、それぞれの研究
分野を横断的に応用したサンゴ成長促進技術の開発に着手することとなった。

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

通電しやすいサンゴ育成用基盤と自立型水力発電システムを利用した
サンゴ成長技術の開発に取り組んでいます。

（１）サンゴ礁の破壊・減少
（２）継続的、効率的な微弱電流の供給

水力発電によるサンゴ成長促進システムの概要 モルタル基盤を用いた室内実験の状況（一例）



今後の展望

成果

研究者の紹介

（１）サンゴ成長促進技術のプロトタイプ完成

大学の役割

沖縄での予備実験におけるサンゴの成長度確認の状況（左：設置時、右：3か月後）

（１）サンゴ成長促進技術の実用化
（２）サンゴ成長促進効果の数値面での評価
（３）サンゴ成長促進技術の沖縄県での応用

専門は、土木材料学、コンクリート工学。現在の主な研究テーマは、産業廃棄物の
コンクリート材料への適用と環境への影響、コンクリートの耐久性改善技術の開発、
コンクリート構造物の維持管理など。

環境都市工学部 教授
鶴田 浩章

（つるた ひろあき）

社会安全学部 教授
高橋 智幸

（たかはし ともゆき）

専門は水災害論。研究手法は数値シミュレーションや水理実験、現地調査、リ
モートセンシングを多面的に駆使。多数の査読論文や招待講演に加えて、The 
finalist project for the EU Descartes Prize 2003 などを受賞。国土交通省や内閣府、
経済産業省などの省庁や自治体の防災や環境に関する委員を歴任。

化学生命工学部 准教授
上田 正人

（うえだ まさと）

チタン合金の機械的性質改善，粒界相変態のメカニズム解明，光触媒，太陽電池に
関する研究に従事してきた。現在は金属・無機化合物をベースとした生体材料の表
面修飾に関する研究を進めている。

本活動は、高効率のサンゴ礁再生促進技術を開発する取り組みである。
サンゴは微弱電流を流すことによって、骨格形成に必要な炭酸カルシウムを海水中から効率よく取り込めるよう
になる。その特性を活かした分野横断的な技術開発に向け、各研究室は以下の役割を担っている。

【鶴田研究室】専門分野であるコンクリート工学の観点から、通電性、耐久性、施工性の高い、稚サンゴの養殖用
基盤（サンゴ育成用モルタル基盤）を研究している。既に主材料や形状に関する研究を経て、プロトタイプは作
成済みであり、現在は飼育に有効な添加物の検討などを進めている。
【高橋研究室】研究室の主な研究分野は水災害。環境問題（自然エネルギー）も水災害の一つと位置づけ、本活動
では継続的な微弱電流供給のため、海中の流力振動を利用したマイクロ水力発電技術の開発を手掛けている。
【上田研究室】環境に優しい材料「環境材料」について研究する上田研究室では、サンゴ育成用基盤が電気を蓄え
られるようにするための材料（帯電性材料）およびその材料を用いた基盤を開発している。

上記のとおり開発された装置一式は、高橋研究室の水槽での室内実験を経て、和歌山県串本町沖合にて現場実験
が行われている。その際、ダイビングショップの仲介によって、漁協や自治体からの装置設置許可、造船所からの
船の貸与、串本海中公園からのサンゴの生態に関するアドバイスなど、連携関係の構築が実現している。
これらの活動の結果、装置に関する特許を取得。現在は装置の小型化やサンゴ成長促進効果の評価などを検討し、
沖縄のサンゴ礁再生に貢献することをめざして活動を続けている。



目 的
文化財や老朽建造物の安全性・耐久性向上による地域資源の活用
文化財や老朽建造物の管理・修復・保全技術に関する基礎研究
管理・修復・保全のための十分な資本を持たない連携先の支援

連携メンバー
所有物件の保存修復に課題を抱える個人・法人
関西大学環境都市工学部 西澤英和研究室
NPO法人文化財修復構造技術支援機構（ASSEC）（※）

費 用 連携先からの委託研究費

西澤は学生時代、祇園祭で引かれることでも有名な山鉾の車輪修復に関わったことをきっかけに、文化財や老
朽建造物の修復・保全活動を開始。以来、基礎研究の推進と地域資源の有効活用を目指し、さまざまな連携先と
実証研究に取り組んでいる。また、西澤は管理建築士や文化財の修理技術者等を擁するNPO法人ASSECを設立。
本活動の推進や技術者育成に注力してきた。

活動の概要

連携の経緯

振動台で三重塔の揺れを立体的に再現

※NPO法人ASSEC･･･西澤が理事長を務める団体。文化財の修復及び保全等に関する事業や技術継承などを行い、人類社会に貢献することを

目的としている。

古いものでは重要文化財や国宝の保存修理事業から新しいものでは区分所有マンションの
耐震改修事業まで、祭礼の山鉾や鳥居、さらに煉瓦造などを含めて、保存と活用について
の研究と実地案件に幅広くかかわっています。

馬見山八幡 曳山（滋賀県日野町）①

文化財からマンションまで
～さまざまな時代の多様な建物を良質なストックに～



今後の展望

成果

研究者の紹介

（１）複数の個人・法人と連携した修復・保全を実施

大学の役割

重要文化財 旧山邑家住宅（兵庫県芦屋市）

（１）基礎研究の継続と確立

専門は建築保存工学。国宝や重要文化財をはじめ、歴史的な建造物の現地調査や構造実験、構造解析の
ほか、建築史的な文献資料の調査などを幅広く行う。具体的な活動として、清水寺三重塔の保存修理指
導、平城京朱雀門の復元構造設計、民家や町家のリノベーションなどがある。

環境都市工学部 教授
西澤 英和

（にしざわ ひでかず）

近年、寺社や祭礼具、マンションなど、有形・無形の文化財
および建造物の老朽化が各地で課題となっている。しかし、そ
れらを所有する一部の個人・法人では、修復・保全のための基
盤が十分ではない。またローコストで修理したり構造補強する
ための研究は確立されていないのが実情である。
西澤研究室では、基礎研究の推進と連携先の支援を目指して、
各地で対象物件の調査、構造実験および解析、修復・保全に関
して技術者や技能者の指導を幅広く行っている。すなわち、基
礎研究、修復・保全指導そしてコーディネートも西澤研究室の
役割である。
また、関西大学はNPO法人ASSECと連携して他大学の研究者
とも協力しながら実証研究を展開している点にも特色がある。
このような活動を通して、幅広い分野の専門家、研究者と本
学の学生が連携しながら高度な研究の実現と次世代の技術者育
成を推進している。

マンションの耐震改修計画のスケッチ

解決すべき課題

（１）文化財建造物や老朽建造物の修復・保全のための十分な資本を持たない組織が存在すること
（２）ローコストでの修復・保全に関する技術体系の未確立

馬見山八幡 曳山（滋賀県日野町）②



伝統の知恵を測定から学ぶ
国指定重要文化財中村家住宅調査

伝統の技の瓦作りを学ぶ

目 的 伝統住宅の環境工学的調査及び評価により、伝統建築保全技術、現代建築技術の開発に資すること

連携メンバー
および役割

中村家住宅（沖縄県中頭郡北中城村）･･･調査受入協力、学生による緑化活動参加
大城花咲爺会･･･集落調査協力、住民交流会への参加、学生による美化活動参加
沖縄県中頭郡北中城村･･･資料提供、調査協力
沖縄県琉球赤瓦漆喰施工協同組合･･･技術情報調査協力
関西大学環境都市工学部 宮崎ひろ志研究室･･･中村家住宅及び屋敷林等の熱環境調査担当
同学部 木下光研究室（都市設計研究室）･･･集落調査、瓦など建材製作技術調査、スージグヮー週末美術

館及び中村家住宅QRコードミュージアムのコンテンツ制作

活動地域 沖縄県中頭郡北中城村字大城

活動期間 2010年6月～（継続中）

費 用 当初は国交省系技術開発研究助成事業を引き継ぐ形でスタートし、その後建設企業との共同研究等として実
施した

当初、国内で現存する希少な素焼き瓦葺きの調査として素材調査からスタートした研究事業であったが、沖縄の
厳しい環境の中で、快適な住環境を伝統的技術で成立させてきた建築計画の知恵を学ぶ総合的な研究に発展した。

活動の概要

連携の経緯

国指定重要文化財中村家住宅について測定・調査を行い、伝統技術による熱制御、
換気等の仕組みが解明されてきました。建築技術開発、伝統技術伝承に資すること
が期待されています。

あざおおぐすく

なかがみぐんきたなかぐすくそん



今後の展望

成果

（１）木下研究室（都市設計研究室）と共同で研究成果の一部を小冊子にまとめ、中村家住宅に寄贈した
（２）著書（木下光、宮崎ひろ志、青野謙哉、東坂憲一、「中村家住宅のひみつ～琉球赤瓦の屋根に学ぶ～」、

遊文舎、2013.3、ISBN 978-4-946421-22-8 C3452）を出版および中村家住宅において販売

（１）これまで得られた伝統技術情報の発信
（２）中村家住宅来訪者への情報提供手法開発
（３）本調査の成果を他地域へも展開が望まれる

大学の役割

国指定重要文化財中村家住宅（沖縄県中頭郡北中城村）の関係者、伝統的建材づくり・工法を守る職人の方々
は、伝統的な住宅の持つ「不思議な良さ」を感覚的に感じておられた。例えばこの住宅に泊まると、冷房装置は
ないのに涼しい。一方ですぐ横の鉄筋コンクリート造の住宅では冷房が不可欠である。
職人氏に伺うと、沖縄では床の間の天井に目立たない小窓を作るという。中村家住宅にもそれがある。粒子画
像流速測定法でこの小窓周りの空気の流れを可視化すると、室温が外気よりも高くなると、外気がこの小窓から
流れ込んでいることが分かった。外気は28℃だったが、室温はそれ以上には上昇しなかった。大阪では冷房の
設定温度以下である。職人氏もこうした気流が流れ込む窓とは知らなかったとのことである。ひとつでも多くの
伝統の知恵、しくみを知ることで、伝統技術を理解し、継承することに貢献できると考えている。
伝統建物を相手に調査を行うとき、我々は予見、見通し、仮説を立てて取り組む。測ってみると、その見通し
を超えた知恵の片鱗が垣間見え、また次の調査企画を立て直し、再調査を繰り返してきた。伝統技術は本当に奥
深く、魅力的である。近年は、中村家住宅の大きな屋根には実は通気性があることが分かってきた。屋根が受け
止める太陽熱を放熱する役割を担っているようである。
学生諸君の元気パワーも我々大学の強みである。中村家住宅は観光施設でもあるが、調査の合間に来訪者と調
査結果をネタに学生たちがコミュニケーションを楽しむことも多い。また中村家住宅の集落の皆さんには、お祭
りに何度も招いて頂くなど、交流を楽しませて頂いている。

研究者の紹介

建築都市環境が専門。実は伝統建築は難しい
と避けてきた。退官された八尾眞太郎先生に
（強引に）誘われて本研究に取組み始めたが、
いまではすっかりその魅力の虜になっている

環境都市工学部 専任講師
宮崎 ひろ志

（みやざき ひろし）

環境都市工学部 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。

（１）伝統建築の魅力に関する科学的情報の不足
（２）伝統建材に関する科学的情報の不足
（３）伝統技術の形骸的継承、技術途絶の危機

解決すべき課題

中村家住宅内外の環境調査 公民館庭でのミニコンサートでの住民の方々との交流



国家戦略特区(兵庫県養父市:農業特区)における
農業再生と機能性食品の開発プロジェクト

目 的 兵庫県養父市の農地改革および農地再生と新産業の創生

連携メンバー
および役割

兵庫県養父市･･･トウガラシ栽培
養父市商工会（兵庫県）･･･地域企業の連携支援
有限会社吉井建設･･･商品企画
株式会社マナ･･･食品製造
ラサ工業株式会社･･･販売
関西大学環境都市工学部 山本秀樹ゼミ･･･研究開発
道の駅／産直市／地元商店･･･商品の販売

活動地域 兵庫県養父市

活動期間 2014年7月～（継続中）

これまで関西大学と兵庫県養父市は複数の研究プロジェクトで共同研究を実施し、特に農業再生に関する分野で
多くの研究成果を得てきた。2014年5月、養父市が国家戦略特区（農業特区）の指定を受けたことを契機に、同市
からさらに活発な協力体制を望まれ、地域再生、農業再生についての協力体制を強化することとなった。

（１）休耕田、耕作放棄地の増加
（２）農家の高齢化、後継者不足
（３）養父市全域の過疎化

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

国家戦略特区に指定された兵庫県養父市（中山間農業の改革拠点）において、関西大学と養父
市との包括連携協定に基づいて未利用農産資源を活用した機能性食品の開発を行っています。

「やぶマヨ」
養父市特産の「養父玄米」「八鹿浅
黄」「朝倉山椒（※一部使用）」「り
んご酢」で作ったからだにやさしいマ
ヨネーズドレッシング。商品開発にお
いて、山本が監修・アドバイスし、劣
化しやすい山椒の品質保持の改善に現
在も携わっている。

養父市の唐辛子 ハバネロ（左）、ジョロキア（中）とフルーツトマト「赤オニくん」（右下）



今後の展望

成果

（１）休耕地や耕作放棄地を農地として再生
（２）より付加価値の高い新しい農作物を生産し、加工して商品化することができた

（１）ハバネロを契機に、地元の眠っている特産品の掘り起し
（岩津ねぎや朝倉山椒など）

（２）特産品を利用した新商品の開発
（３）休耕田や耕作放棄地、荒れ地を整備し、野菜等の農産物の栽培を増やす
（４）農作物から有価成分を分離・抽出し、医薬品や化粧品などへ応用
（５）養父市の農業再生
（６）高効率・高収率の農業生産を目的とした高付加価値肥料の開発

大学の役割

中山間地域の耕作地

「国家戦略特区（農業特区）」に指定された兵庫県養父市は、中山間地帯でかつ、過疎化・高齢化が進む地域で
ある。 2014年8月、養父市と関西大学は、産業振興、人材育成、教育・文化の振興、地域づくり、福祉の増進等の
分野で相互に協力し、活力ある地域づくりと大学の活性化に寄与することを目的に、連携協定を締結した。
農産品の高付加価値化を研究する山本研究室は、もともと野菜の生産が盛んであった養父市の農作物の付加価値
を向上させるため、獣害被害を受けにくく、但馬地域の地形や気候に適した農作物である唐辛子の品種である「ハ
バネロ」や「ジョロキア」を特産品化することを提案。さらに地域の放置竹林から切り出した「竹」を微粉末化し、
発酵させた高ミネラル肥料（土壌改良剤）を開発し、土作りの設計と肥料の企画、製造も行った。これらの技術を
用いて栽培された養父市産のフレッシュハバネロや玄米などを使ったソースやドレッシングが商品化され、耕作放
棄地や休耕地になるところであった農地の再生による新産業創出につながった。
また、新たな取り組みとして、養父市地域ブランド推奨品であるフルーツトマト「甘えん坊の赤オニくん」を用
いて、トマトの香りや栄養成分（リコピンやビタミンCなど）を抽出し、洋菓子に応用する研究も進んでいる。
今後は但馬地方の特産品である「岩津ねぎ」や「朝倉山椒」などを「但馬のふるさと野菜」として栽培促進し、
地域活性化の切り札となる「養父ブランド」商品の開発に取り組んでいく。

研究者の紹介

専門は環境再生工学。
医学・農学といった他分野の技術と工学の技術を連携させることにより、次世代を視野に入れた新しい
研究開発を行っている。化学工学の要素技術を有機的に融合させることにより、環境再生型の新しい化
学生産システムを構築することが最終的な目標。

環境都市工学部 教授
山本 秀樹

（やまもと ひでき）

ハバネロを用いた６次産品化

フルーツトマト「甘えん坊の赤
オニくん」から抽出された粉末。
無色透明だがトマトの香りと栄
養成分が含まれている



地元の特産を利用した商品開発

目 的 商品価値の高い新製品開発

連携メンバー
および役割

農業法人株式会社きてら･･･加工する原材料提供、商品販売
関西大学環境都市工学部教授 山本秀樹･･･原材料分析、商品開発

活動地域 和歌山県田辺市

活動期間 2013年～（継続中）

和歌山県田辺市で農産物直売所を運営する「きてら」では、従来から特産品の加工・販売を手掛けている。同
社は、田辺市で生産される各種みかんジュースの製造工程で廃棄される搾りかすを商品価値の高い新製品に再加
工できないかと考え、山本研究室に相談を持ちかけたことから連携が始まった。

活動の概要

連携の経緯

みかんジュースの搾りかすや梅を塩漬けしたあとの梅酢からの抽出物など、
田辺市の特産を用いた新商品「梅みかん塩」（秋津野ソルト）の開発。

解決すべき課題

（１）特産品の加工過程で発生する残渣（必要部位を取り除いた後に残るもの）の再利用
（２）地域特産の農業廃棄物の総合的な利用
（３）化粧品・医薬品の原料への利用

別途抽出したリモネンを加えた
新商品「梅みかん塩」

みかんの皮や果汁に含まれる栄養素（ビタミン類など（左））と
梅干の製造工程から発生する梅酢（右）を組み合わせて乾燥させる

冷風乾燥

～和歌山県田辺市産みかんの搾りかすの有効利用～



成果

（１）「梅みかん塩」の完成・販売開始

大学の役割

山本研究室は本活動の中で、主に原材料となる残渣の分析とそれを利用した商品開発を行っている。
本活動で再利用される特産品はみかんと梅。まず、みかんはジュースへの加工の過程で絞りかすが残渣として
発生するが、絞りかすにもビタミンや香り成分のリモネンなどが豊富に含まれる。また、梅干しの製造過程で梅
を塩漬けにした際、クエン酸と塩分を大量に含む梅酢が発生する。いずれも、大部分が手間をかけて廃棄される
ものであるが、きてらと山本研究室はこれらの残渣に着目。山本研究室での分析の後、みかんの皮から採取した
果汁と梅酢を混ぜ合わせ、塩を分離させた。さらにみかんの搾りかすから抽出したビタミンやリモネンを配合し
て新商品である「梅みかん塩」を開発した。同商品はみかんの香りがすることに加え、原材料由来のビタミンや
クエン酸などを含む、特色ある新商品として販売されることとなった。

研究者の紹介

専門は環境再生工学。
医学・農学といった他分野の技術と工学の技術を連携させることにより、次世代を視野に入れた新しい
研究開発を行っている。化学工学の要素技術を有機的に融合させることにより、環境再生型の新しい化
学生産システムを構築することが最終的な目標。

環境都市工学部 教授
山本 秀樹

（やまもと ひでき）

今後の展望

食に対する消費者の健康・安全志向により、植物由来の機能性物質(Polyphenol, Flavonoid, Vitaminなど)の生体
調製機能の需要が高まっている。野菜や果物から機能性物質を抽出する試みも行われているが、天然物には多く
の有用成分が含まれているため、目的物質の抽出操作は複雑となり、高純度の目的物質を得るためにはコスト高
になることが多く問題である。和歌山県田辺市は蜜柑の収穫量が全国トップで、温暖湿潤な気候を生かして1年中、
温州蜜柑をはじめ、ポンカン、デコポンなどの柑橘類を栽培している。蜜柑などの柑橘類にはモノテルペン類の
Limonene、フラボノイドのHesperidin、水溶性食物繊維のペクチン類、リモノイド類などの様々な抗酸化物質が
含まれている。本研究では蜜柑の種皮から、がん細胞の増殖抑制、アポトーシス誘導、解毒酵素の合成促進と
いった効果があると報告されているd-limonene (Fig. 1) の抽出分離について検討した。
本研究では、天然物中の目的物質を高効率、低コストで抽出する技術開発を和歌山県田辺市と連携して行った。
天然物から付加価値の高い物質の効率的な抽出のために、Hansen溶解度パラメータを用いた溶媒選択を提案し、
食品廃棄物から有価成分の抽出の一例として、柑橘類からのd-Limoneneの分離方法の検討を行い、その技術を用
いた新商品を開発したが、将来は種々の農産物を組み合わせた付加価値の高い商品開発が期待される。

「梅みかん塩」の原料となった田辺市産のみかん類

ポンカン

デコポン
温州蜜柑

清見



以前より、河原は自身の研究活動において、不凍タンパク質エキスの共同開発の分野でカネカとの連携を推進。
それを用いて、冷凍後に自然解凍しても柔らかな食感が損なわれない餅（前号掲載）などの新食品開発に取り組
み、商品名に商学部生のアイデアを取り入れるなど、本プロジェクトの先駆け的活動を展開していた。
一方、商学部荒木ゼミ・西岡ゼミでは長きにわたり、企業へのビジネスプラン提案を正課授業の中で展開。河
原同様、「テクCORES」（※3）をはじめとする産学連携活動にいち早く取り組んでいた。
2013年度、これらの活動を全学的なプロジェクトに昇華させる流れの中で両者が結束。商学部が文理融合の教
育プログラム「イノベーション対話プログラム」を設置したことを皮切りに、当該プログラム内および「テク
CORES 」内で、商学部生が連携企業に河原の技術シーズを用いたビジネスプランを提案する「AjiCon」がスター
トした。

※3 テクCORES･･･関西大学や産業界が持つ技術に基づきビジネスプランを作成することを目指すプロジェクト型の正課授業

AjiCon（※1）

～技術シーズを用いた高機能食品の開発～

目 的 理工系学部発の技術シーズと商学部生によるビジネスプラン提案の融合によるイノベーションの創出

連携メンバー
および役割

株式会社カネカ･･･カイワレ由来不凍タンパク質エキス提供
株式会社KUNAi･･･エノキタケ由来接着タンパク質エキス提供
関西大学商学部教授 荒木孝治／同学部准教授 西岡健一／同学部助教 千葉貴宏

･･･新商品開発およびビジネスプラン作成
関西大学化学生命工学部教授 河原秀久･･･技術シーズ開発・提供

活動期間 2013年4月～（継続中）

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

（１）大学発の技術シーズを活用した商品開発による産業振興
（２）文系学生と理系学生が協働する場の創出による視野の広い人材の育成

ｱ ｼﾞ ｺ ﾝ

※2文理融合プロジェクト･･･ここでは、理工系学部が持つ技術にもとづいて文科系学生（商学部生）がビジネスプランを作成する共同プロジェクト

※1 AjiCon･･･文理融合プロジェクトの中で、特に食品関連の開発を行う活動。「味コンテスト」の意味も含む。
ALL JAPAN INNOVATION by Conversation,Contest and Competition。

文系学部と理系学部の研究室間での対話を通じて、
大学の技術シーズを商品開発に繋げる文理融合プロジェクト（※2）です。

これまでに開発された商品



今後の展望

成果

研究者の紹介

（１）複数の高機能食品の提案・商品化が実現

大学の役割
「AjiCon2015」商学部生によるアイディア発表

（１）本プロジェクトの継続実施によるイノベーションの創出
（２）大学発ベンチャーを通じたさらなる社会貢献を推進

主要研究テーマは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
研究にも着手している。

化学生命工学部 教授
河原 秀久

（かわはら ひでひさ）

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、山崎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、エキマルシェ大阪やもの
づくり系企業、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。

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体制と英語で
の発表機会を増やすことで、人材育成
に取り組んでいる。

本活動は、商学部生が理工系学部の技術シーズから新商品やビジネスプランを作成・提案するものである。
現在、AijConで取り上げられる技術シーズは河原研究室の研究成果である、カイワレから抽出する①不凍タンパ

ク質、エノキタケから抽出する②接着タンパク質、コーヒーかす・餡かすから抽出する③過冷却促進物質の3点。
これらの添加によって、例えば冷凍・解凍しても食感が損なわれないなど、食品に高機能を付加することができる。
商学部の荒木ゼミ・西岡ゼミ・千葉ゼミ生は河原・荒木・西岡・千葉の指導の下、各物質の特性を学習。その後、
アイデア、コンセプト、市場・競合分析などをプログレスワークショップで報告し、ファイナルWSでは連携先企
業や一般聴衆を対象にプレゼンと試食会を行う。
2013～2014年度の活動ではお菓子や蕎麦など4点が商品化。蕎麦は関西大学内のレストランでメニューになるな
ど、本格的な消費者への流通が実現した。
2015年度以降は主に、食品を未凍結状態で保存することが可能な物質である過冷却促進物質に着目し、食品はも
とより、組織・臓器保存など幅広い分野への応用も見据えてビジネスプラン作成に取り組んでいる。
さらに、発展的な試みとして、河原は、有限会社一栄他、上記物質の製造に専門性を持つ企業と共同で、大学発
ベンチャー「株式会社KUREi（カレイ）」「株式会社KUNAi(クナイ) 」を2016年秋に設立。同社にて上記物質の製
造や一層幅広い社会還元に取り組んでいく。

研究の様子

商学部 助教
千葉 貴宏

（ちば たかひろ）

専門はマーケティング論（消費者行動論、
サービス・マーケティング論）。サービ
スに対する顧客満足に関してモデル開発
を行っている。ゼミでは、一方では新知
識や理論の開発を推進し、他方では新ビ
ジネスを考案するといった、理論・学術
面と実証・実務面の両方の能力を高める
活動を推進している。



学生提案科目（※）

2015年度「地域の防災を考える」

目 的 地域防災の分野で考動力を具現化する授業の実施

連携メンバー
および役割

吹田市危機管理室参事 竹嶋秀人氏･･･市の防災に関する講義、千二地区連合自治会との仲介
千二地区連合自治会･･･地区内フィールドワークへの参加、地域における防災施策の紹介
常葉大学社会環境学部 小村隆史氏･･･災害図上訓練（DIG）や地域防災に関する講義
関西大学社会安全学部教授 越山健治･･･地域防災に関する助言と講義
関西大学教育推進部教授 森朋子･･･教育の質の担保にかかる授業内容のファシリテーション
関西大学総務課長 中村匡志･･･関西大学の防災に関する講義
科目提案学生委員･･･科目提案にかかる各種業務（連携メンバー間の連絡調整、各種資料作成、授業内容検討）

活動地域 大阪府吹田市千二地区

活動期間 2014年7月～（継続中）

2015年度科目提案学生委員会では、共通教養科目の担当であった森とともに「地域防災」をテーマとする授業を
行うことを決定した。その後、吹田市と関西大学が締結する「災害に強いまちづくりにおける連携協定」に基づき、
吹田市危機管理室に協力を打診したところ、自治会単位での防災について提案を受け、千里山キャンパスが立地す
る千二地区における地域住民と協働で授業づくりを行うこととなった。

（１）吹田市全体の防災マップや、地区ごとの防犯マップは作成されているが、自治会単位の防災マップがない
（２）自治会単位での「地域防災」の検討

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

地域の方々と関大生が協働し、関西大学が立地する千二地区の防災を考える授業です。

災害図上訓練（DIG）を用いたワークショップ

※学生提案科目…何を学びたいか、学ぶべきかを学生自身が立案して開講する正課科目。
企画や運営は、学生・教員・職員によって構成される「科目提案学生委員会」が行う。



今後の展望

成果

研究者および学生の紹介

・授業の参加者

自分の住む地域を知る必要性を感じました。防災に
ついて日ごろから気にかけていきたい。

行政、地域、学生が一体となっての取り組みは今後
も継続してほしい。

（１）自治体（吹田市）、自治会（千二地区連合自治会）
および関西大学が連携した防災活動の実施

（２）地域の方々と学生との交流の機会の創出

（１）日ごろ防災について意識していない層（地域住民
および学生）への啓発

現場の声

大学の役割

災害図上訓練（DIG）のようす 千二地区フィールドワーク

近年の甚大な自然災害を目の当たりにし、地域の防災意識は高まりつつある。大学も災害時には「地域の一員」
或いは「地域の中核」として、求められる役割は徐々に拡大している。一方、大学教育としては、アクティブラー
ニング（能動的学び）による社会を知る教育が求められている。
そうした社会情勢を背景に、「考動力を高めたい＝考えて行動する授業を作りたい」と考えた科目提案学生委員
は、防災をテーマとした授業を企画し、学生の立場で何ができるかを検討。関西大学千里山キャンパスが立地する
千二地区の防災を行政や地域住民と一体となって考えていくこととなった。
今回の主な講義内容は、以下のとおりである。
・常葉大学社会環境学部 小村氏･･･地域防災の専門分野および災害図上訓練DIG（Disaster Imagination Game）の

ノウハウについて
・吹田市危機管理室 竹嶋氏･･･吹田市の防災の取り組みについて（行政の立場から）
・関西大学総務課 中村･･･関大の防災の取り組みについて（大学の立場から）
これらの講義をうけた後、越山の指導のもとDIGの活動を行い、地域の方々と協働して千二地区の防災マップを作
成。さらに地域の特徴を発見・再認識し、共有する方法も学んだ。このように、机上の学習だけではなく、フィー
ルドワークを通じて、大学近辺の地域防災の関心と理解を深めた。なお、これらの活動が自己満足に終わらないよ
う、地域の方々からのご意見の傾聴や、授業に対する評価の確認などを行った。
今後も学生が積極的に活動に参加し、吹田市および大学近隣地区の方々との信頼関係を築き、地域防災の現状か
ら改善案を提案できるような授業を目指していく。

社会安全学部 教授
越山 健治

（こしやま けんじ）

教育推進部 教授
森 朋子

（もり ともこ）

学生自ら学びたいことを考え、学生の創意による講義「学生提案科目」を開講することを目
的に結成される学生組織。委員となる学生は毎年公募によって集められ、教員および事務職
員も委員として学生の活動をサポートする。カリキュラム検討や資料の準備、学内外の連携
先との調整など、授業に必要な作業全般を学生が主体的に執り行う。

科目提案学生委員会
（かもくていあんがくせいいいんかい）



学生提案科目
2016年度「地域の防災を考える」

目 的 地域防災の分野で考動力を具現化する授業の実施／被災時に学生ができることを発見すること

連携メンバー
および役割

吹田市危機管理室参事 竹嶋秀人氏･･･市の防災に関する講義、避難所運営ゲーム（HUG）の指導
吹田市まなびの支援課･･･HUGに参加する市民の募集に関する広報協力
関西大学社会安全学部准教授 永田尚三･･･国の防災・危機管理体制に関する講義
関西大学教育推進部教授 森朋子･･･教育の質の担保にかかる授業内容のファシリテーション
関西大学総務課長 中村匡志･･･関西大学の防災に関する講義、学内の備蓄倉庫案内
科目提案学生委員･･･科目提案にかかる各種業務（連携メンバー間の連絡調整、各種資料作成、授業内容検討）

活動地域 関西大学千里山キャンパス

活動期間 2015年12月～（継続中）

学生提案科目を企画立案する科目提案学生委員会は毎年度、新メンバーで構成される。’15年度「地域の防災を考
える」（前ページ紹介）の履修生が‘16年度の同授業の運営に関心を示し、当該学生が所属する学生団体KUMC
（※）の有志と共に委員にエントリーしたことから活動が開始。吹田市への連携協力依頼の際、危機管理室の竹嶋
氏から、被災時の学生の協力は市にとって大きな資源であると示唆されたことに着目し、‘16年度は、学生が被災時
の自らの役割を発見できる内容で授業づくりを行うことが決定した。
※KUMC･･･社会安全学部生が2010年4月に結成した各地で防災啓発活動を行う学生団体。128ページ参照

（１）学生の防災への関心が低いこと
（２）学生が被災時にコミュニティの一員としてなすべきことが確立されていない

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

前ページ掲載の正課授業「地域の防災を考える」の2016年度の活動事例です。吹田市
の防災・減災を目指して講義やシミュレーションゲーム、プレゼンに取り組みました。

避難所運営ゲーム“HUG“実践の様子①



科目提案学生委員の学生が中心となって、連携機関間の調整や授業の企画立案と運営を行った。プログラムは大き
く分類し以下の3点で構成。

（１）講義･･･市職員、大学教員、大学職員がそれぞれの知見を活かして、自治体・国・大学の防災体制について講
義を実施。次項のシミュレーションゲーム実施にかかる基礎知識を身につけた。

（２）HUG･･･カードと模造紙を使用して避難所の運営方法を考えるシミュレーションゲーム。被災後の状況を模擬
体験することを目的とする。実施当日はHUGのノウハウを持つ吹田市危機管理室の指導の下で実施し
た。また、実践的なシミュレーションを体感することやコミュニティを構成する全員で地域防災を考
えることを目指し、地域住民の参加も広く募った。

（３）プレゼンテーション･･･学生の気づきを整理して参加者間で共有するため、「学生だからできる減災の課題解
決策」をテーマに、授業のまとめとしてプレゼンテーションを行った。

上記のプログラムを立案するにあたり、科目提案学生委員の学生は吹田市内で行われた防災イベントに参加して
HUGを体験。授業では実際の避難所運営の現場に近い環境で実施できるよう工夫してゲームのサポートを行うなど、
授業の質担保にも貢献した。
プログラム終了後には、広島大学で開催されたシンポジウ
ムで学生が本活動事例を報告。経験学習から発見した、大学
や地域との連携におけるメリットや課題などを共有した。

今後の展望

成果

研究者および学生の紹介

・授業の参加者（学生）

HUGを通して、自分も避難所生活をする可能性があ
ることや、有事の際には、想像していたよりもはるか
にパニックとアクシデントの連続になるだろうと感じ
た。この経験を周りの人たちに伝えることが大切だと
思った。

（１）授業を安定的に遂行
（２）地域の方々と学生との交流の機会の創出
（３）広島大学のシンポジウムで活動結果を報告

（１）防災面での地域と大学の連携強化
（２）HUGをはじめとする防災啓発行事の場づくり

現場の声

大学の役割

避難所運営ゲーム“HUG“実践の様子② 関西大学の備蓄倉庫見学

社会安全学部 准教授
永田 尚三

（ながた しょうぞう）

教育推進部 教授
森 朋子

（もり ともこ）

学生自ら学びたいことを考え、学生の創意による講義「学生提案科目」を開講することを目
的に結成される学生組織。委員となる学生は毎年公募によって集められ、教員および事務職
員も委員として学生の活動をサポートする。カリキュラム検討や資料の準備、学内外の連携
先との調整など、授業に必要な作業全般を学生が主体的に執り行う。

科目提案学生委員会
（かもくていあんがくせいいいんかい）

・授業の参加者（地域住民）

災害時、避難所の課題（トイレ、ペット、食糧な
ど）が明確化され、非常に参考になった。若い人と議
論できたことも有意義であった。日ごろから住民への
啓蒙が大切だと思った。

消防防災行政研究について、行政学、公
共政策学、政治学の分野から長年研究。
研究のみならず、実務家の政策教育活動
も熱心に行っている。

専門は、学習研究・教育方法学。認知科学や
脳科学の発展に伴い、人がどのように学ぶの
か、その学びのメカニズムとプロセスを解
明し、その知見を教育方法に活用している。



アイディアをデザインする
～地域・社会連携～

目 的

アントレプレナー及びイノベーターの涵養、最先端のICT、学習理論、発達理論、ゲーミフィケーション等の
活用／創意工夫（ディバイス、インターフェイス、ソフト、便利機能等）の発想・開発・デザイン・設計・
商品化・ブランド化／
クリティカルシンキングおよび根拠情報を基にした論理的思考の構築による発想力の向上

連携メンバー
および役割

関西大学卒業生が活躍する企業／ASEAN諸国にある教育関連のIT企業／知的財産担当者／
授業科目「アイディアをデザインする」履修生（一部、本学留学生を含む）

･･･SWOT分析、PEST分析等による市場調査を踏まえ、50年後の社会で使われる商品を開発する
関西大学教育推進部教授 山本敏幸･･･プロジェクトデザイン、進捗状況の管理、学生に対するアドバイス

活動地域 関西大学千里山キャンパス（外部協力者は授業参加あるいはビデオ会議、オンライン等による参加）

活動期間 2014年4月～2015年3月（2017 年度からのグローバル展開を計画中）

教室を「アイディアを創造するデザインパーク」
に見たて、パーク内に受講生がバーチャル企業を
立ち上げ、教室の垣根を越え、座学では学ぶこと
のできない経験（アイディアの商品化）を通じ、
地域社会の営みやしくみ、ベンチャービジネス・
スタートの基本を学んでいます。

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

関西大学チャレンジ科目として「アイディアをデザインする」を開講したことを契機として活動がスタートした。
科目では「これから20年後の生活を便利・豊かにする日常の商品をデザインする」をテーマに、チームベースの
プロジェクト型アクティブ・ラーニングで主体的学びの涵養を目指した。さらに、IT企業経験者や知的財産業務従
事者をゲストスピーカーとして招き、実戦経験の共有を通じた、地域社会連携によるステークホルダー間の協働型
チームベース学習モデルも採用。地域社会との連携による課題定義・課題解決型の学びを実践した。

（１）グローバル地域社会を視野に入れた教室・学内の枠を超えたアクティブ・ラーニングの実践
（２）グローバル地域社会連携による信頼関係の構築とその信頼関係の継続
（３）フューチャーデザインの礎となる社会人基礎力（クリティカルシンキング・クリエーティブシンキング、

交渉学）を踏まえた信頼を基盤としたコミュニケーション力の育成
（４）地域社会・産学連携によるステークホルダー間の共感を通しての課題発見、課題の定義、解決への合意形成
（５）チームベースのイノベーション思考の涵養



（１）クリティカルシンキング、クリエーティブシンキング、交渉学的コミュニケーション能力を基にした
チームベースのイノベーション思考力の育成

（２）コミュニケーションによる信頼関係構築と維持、思いやりの大切さの学習
（３）起業を目指す学生へのシミュレーションの場の提供および起業家の責任感と段取り力の育成
（４）アイディアの商品化とブランディングによる地域社会（企業）の営みの仕組みに関する理解力向上
（５）PBLによる主体的な学習姿勢の獲得
（６）ブランド化した商品の流通の実践（起業投資からdeath of valley脱却までのプロセスの実践体験）

教育推進部 教授
山本 敏幸

（やまもと としゆき）

本活動において、関西大学は教育カリキュラムの構築・運営および履修生への指導・助言を担う。授業は実践
学習形式で進められ、学生は商品開発から起業までのプロセスを体験する。学習内容には市場調査、リスクマネ
ジメント、コンセプトメイキング、プロダクトデザイン、マーケット展開等、一連の流れが包括されており、単
なる「起業ごっこ」体験ではなく、社会に貢献する責任感の涵養や地域社会の営みの仕組みを理解することをも
目指している。
また、本活動は企業で活躍する卒業生も含めた三者協働型のPBL（Project-Based Learning 課題解決型学習）と
しても展開。地域社会の方々との協働を通じて、知識・知恵・経験・価値を共感し、信頼関係を構築することで、
現実に即した地域課題の定義・解決を行っている。また、それはコミュニケーション力の向上と思いやりの大切
さを学ぶことにつながっている。
以上のとおり、本活動ではキャンパスを越え、地域社会の方々と同じ目線で考え、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。さまざまな世代の人で構成される地域社会と同様に、大学では学部や年齢、
出身国の枠を超えた多くの学生が、自分たちが置かれた状況の中で課題を定義し、その解決に向けた対話による
合意形成のプロセスを学んでいる。2017年以降はグローバル化も加味して展開計画中である。

20年後の商品を開発中

2015年度は20チームが「社会
を豊かにする20年後の商品」
を開発！

研究者の紹介

成果

Sense Making

商品紹介・ブランディングプレゼンテーションの様子

Creativity

大学の役割



農作体験から学ぶ地域の営み・関西を学ぶ
～田植えから収穫、第6次産業化、流通までの

総合マネジメントと地域協働～

目 的 大学と社会のかけはしを築くために、地域社会の米作農家と連携し、田植えから収穫までの農作業体験を
通して、信頼関係の構築や地域社会の営みについて学ぶ

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
授業科目「農作体験から学ぶ地域の営み」・「関西を学ぶ」履修生（一部、本学留学生を含む）
･･･無農薬自然栽培による農作物の栽培を学ぶ。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、収穫した作物のコンセプトメイキング・プロダクトデザイン、ブランディング・市場
調査・流通など

関西大学教育推進部教授 山本敏幸 他･･･プロジェクト進捗状況の管理、学生に対するアドバイス
関西大学学長室シニア研究企画アドバイザー 角谷賢二･･･連携先のコーディネート

活動地域 大阪府高槻市土室（はむろ）地域

活動期間 2014年4月～2016年3月（「大学と地域社会のかけはし」、「食のアントレプレナー」にて継続中）

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行った。2014年度は、学生から授業継続の希望を
受け、さらに充実した内容に発展させるため、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。教室での授業の枠を超えた主体的学びを涵養するアクティブ・ラーニングと
チームによる課題発見・課題解決型の学び(ICT活用）の実践を行っている。今年度はピクルスに挑戦した。

（１）教室・大学の枠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継続
（３）社会人基礎力（クリティカルシンキング・交渉学）を踏まえたコミュニケーション力の育成
（４）地域連携による全ステークホルダーの共感・信頼関係を通しての課題発見・解決への合意形成
（５）アントレプレナーシップ

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留学生とともに学んでいます。

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

田植え・野菜の栽培の様子



（１）自然有機栽培で農作物を育てることの
意義と、それを食すことの価値を理解

（２）コミュニケーションによる信頼関係構
築と思いやりの大切さの学習

（３）農作物を栽培しながら生命を育てる
責任感の涵養

（４）育てた成果である有機農作物のブランディングによる
地域社会の営みの仕組みに関する理解力向上

（５）チームでのPBLによる主体的な学習姿勢の獲得
（６）ブランド化した商品の流通の実践

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（はむろ）地域に田畑を借
り、米づくりを中心に、野菜の有機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PBL（Project-Based Learning 課題解決型学習）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。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年生と様々な国からの留学生が自分たちが置かれた状況の中で課題を定義し、その解決策にむけて、
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。

国際部 教授
池田 佳子

（いけだ けいこ）

国際部 教授
Alexander Bennett

（アレキサンダー・ベネット）

大学の役割

成果

研究者の紹介

試作品の試食商品化ディスカッションの様子 試作品

東京センターで成果発表

教育開発支援センター 研究員／
非常勤講師
奥貫 麻紀

（おくぬき まき）

教育推進部 教授
山本 敏幸

（やまもと としゆき）



130周年祝酒プロジェクト
2015〜16年度 農作体験から学ぶ地域の営み・関西を学ぶ

2014年より高槻市土室地区で食用米のブランド化を栽培から収穫までのプロセスを学ぶことで行ってきたが、
米の第6次産業化の必要性を感じ、2015年より、関西大学130周年記念行事の一環として祝酒プロジェクトを地
域・社会連携による協働型モデルで実施することとなった。2015年度は、丹波市市島の無農薬栽培農家とコラボ
で、幻の酒米「亀の尾」を栽培・収穫した。2016年度は山名酒造にて純米大吟醸酒を製造、商品化、ブランド化
をおこなった。教室での授業の枠を超えた主体的学びを涵養するアクティブ・ラーニングとチームによる課題発
見・課題解決型の学び（ICT活用）の実践を行ってきた。

（１）教室・大学の枠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継続
（３）社会人基礎力（クリティカルシンキング・交渉学）を踏まえたコミュニケーション力の育成
（４）地域連携による全ステークホルダーの共感・信頼関係を通してのPBL(課題発見・解決)への合意形成
（５）アントレプレナーシップ（流通までを考慮したプロダクトデザイン、商品化、ブランド化）

アントレプレナーシップ：第6次産業化・流通までの総合マネジメントと地域協働
大学や教室の垣根を越え、地域・社会連携の領域で、留学生とプロジェクトチームを組んで、
アントレプレナーシップにチャレンジします。

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

目 的

大学、大学の様々なステークホルダー及び地域社会の間のかけはしを築くために、地域・社会連携の領域
で、酒米作農家・創業300年の老舗酒蔵と連携し、田植えから収穫・酒造り・商品化・ブランド化までの
全工程を体験学習することで、本学の創立130周年記念祝賀会（来賓1300人）において、ふるまい酒イベ
ントで関大生の考動力を実践する。

連携メンバー
および役割

太田光宣氏（丹波市市島、酒米農家）･･･酒米田の賃借及び農業指導
山名酒造株式会社社長 山名純吾氏（丹波市市島）･･･酒造担当、商品開発指導
授業科目「農作体験から学ぶ地域の営み」「関西を学ぶ」「大学と社会のかけはし」「食のアントレプレナー」
履修生延べ200名（本学留学生を含む）
･･･無農薬自然栽培による酒米（亀の尾）の栽培、伝統的な酒造りを学ぶ。農業（草取り、田植え、
収穫等）、マネジメント、第6次産業化、収穫した酒米のコンセプトメイキング・プロダクトデザ
イン、ラベルデザイン、ブランディング・市場調査・流通。

関西大学教育推進部教授 山本敏幸 他･･･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 兵庫県丹波市市島地区

活動期間 2015年4月～2016年3月（「大学と地域社会のかけはし」、「食のアントレプレナー」で継続中）



（１）自然有機栽培で酒米を栽培し、第6次産業化するこ
とがチャレンジ科目で実践できた。

（２）地域・社会連携により大学のステークホルダー及び
丹波市市島地区のみなさんとコミュニケーションに
よる信頼関係構築と思いやりの大切さと達成感を共
感できた

（３）アントレプレナーシップの涵養ができた
（４）授業を通して、地域社会の営みの仕組みに関する理

解力を向上できた
（５）グローバルチームでのPBLによる主体的な学習姿勢

を獲得できた
（６）ブランド化した商品の流通を実践できた

教育推進部 教授
山本 敏幸

（やまもと としゆき）

教育開発支援センター 研究員／
非常勤講師
奥貫 麻紀

（おくぬき まき）

関西大学の教育カリキュラムである共通教養科目の授業の枠内で、創立130周年記念行事担当者とコラボしなが
ら、創立130周年記念祝賀会の振る舞い酒を商品化・ブランド化した。履修対象学生は本学学生及び本学への留学
生（正規留学、短期留学を含む）である。
この活動は、丹波市市島地区の酒米農家の太田さんとの信頼関係づくりを通して、幻の酒米の栽培から収穫まで
を農業体験し、その上で、伝統的な酒造りを連携させて、第6次産業化のアントレプレナー、流通、コンセプトメ
イキング、プロダクトデザインまでの一連の流れを実践体験することを目指すものである。こうした農作物のブラ
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も深くつながっている。
また、この活動はチームベースのPBL（Project-Based Learning 課題解決型学習）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。この教
育活動の価値を認め、支援してくださった理事長を始め、法人の皆様に感謝の意を表する。

国際部 教授
池田 佳子

（いけだ けいこ）

国際部 教授
Alexander Bennett

（アレキサンダー・ベネット）

大学の役割

成果

研究者の紹介

商品化・ブランド化（写真左・右）

創立130周年記念祝賀会の様子

創立130周年記念祝賀会にて、山名社長、太田氏、学生たちと



留学生の住環境・就職支援事業
CARES-Osaka（※）

目 的 大阪の外国人留学生の日本（関西圏）及び日系企業での就労・定住を支援すること

連携メンバー
および役割

大阪大学／大阪府立大学／大阪市立大学／関西大学
･･･留学生の獲得、就職・キャリアを意識した教育の提供

りそな銀行／池田泉州銀行／株式会社i-plug など
･･･外国人留学生との積極的な交流および雇用に関する門戸を開く

UR都市機構／UNIV LIFE ／関西大学生活協同組合 など･･･地域住民と共生する住環境の提供
大阪府／吹田市／箕面市･･･留学生が地域になじみ、卒業後も定住するような仕組みづくり
大阪府国際交流協会／吹田市国際交流協会／箕面国際交流協会･･･留学生の地域交流支援
大阪商工会議所／大阪労働協会･･･留学生の就職支援

活動地域 大阪府下、近畿（関西）圏内

活動期間 2015年～（継続中）

費 用 文部科学省委託事業経費および関西大学130周年記念事業国際化事業経費

関西大学は、文部科学省留学生交流拠点整備事業の採択を受け、2012年から3年間、大阪府北部における大阪
外国人留学生の受入れ促進と地域の活性に取り組む「H.O.M.E.留学生交流拠点事業」を展開し、地域・企業・大
学によるコンソーシアムを設置した。2015年、同事業のテーマ「留学生の第二の故郷」を受け継ぎ、コンソーシ
アムに新たなメンバーも加え、大阪全体を視野に入れたプロジェクトとして「CARES-Osaka」が始動した。

活動の概要

連携の経緯

産・官・学・金・地のコンソーシアム「CARES-Osaka」が、留学生にとっての
「大阪＝第2のふるさと」を創生することを目指し、留学生が大阪近隣で就職・定住して
地域住民と共生するための支援に取り組んでいます。

※CARES-Osaka（大阪・留学生住環境・就職支援サポートプロジェクト）
…大阪の留学生の増加、留学生の大阪近隣での就職・定住、そして地域住民と共生する「大阪＝第2のふるさと」創生などを目指す事業。
平成27年度 文部科学省 住環境・就職支援等受入れ環境充実事業に採択。

りそな銀行、大阪産業創造館との共催の企業新作商品モニター会



現場の声

今後の展望

成果

（１）大阪府下の産・官・学・地・金のコンソーシアムを構築
（２）大阪府下複数大学による垣根を越えた議論を実施
（３）地域の企業の参画によって、企業のリアルな声を把握
（４）吹田市など北摂地域の自治体の活動に留学生が参加
（５）「日本で働く」ことをイメージできる教育科目を設置

大学の役割

CARES-Osakaの概念図（2016年12月現在）

関西大学は、国際部内にCARES-Osaka事務局をおき、専門
コーディネーターを配置するなど、日々の活動の主体的な対応
を行っている。CARES-Osaka運営委員会やコンソーシアムが中
心となって活動内容を策定のうえ、関西大学が仕掛け人となり
留学生のための就職支援・住環境支援を進めている。以下は
2016年の活動内容の一例。

・2月 第1回CARES-Osakaシンポジウム「留学生のためのキャ
リア・サポートを考える」を開催。

・6月 国際部主催「サマースクール」で短期留学生を対象に大
阪府下（スイスホテル南海大阪・EXPOCITY・道頓堀商
店街など）におけるフィールドワークを実施し、地域や
キャリアへの理解を深めた。

・10月 エバオン社の協力を受け、「留学生採用促進セミナー」
で、留学生採用の実態と先進事例を学んだほか、関西
圏の企業を「営業」するインターンを実施。
りそなグループホールディングスの協力を受け、関西企
業が新作商品を持ち寄り留学生がモニターとなる「留学
生モニターイベント」を実施。

・通年 「日本事情II」「日本社会のコミュニケーション（関西
を学ぶ）」等の正課科目で、「企業人と懇談するシリー
ズ」「企業訪問」を実施。
日本漢字検定協会の協力を受け、BJT(Business Japanese
Test)の紹介、セミナー等を実施。

研究者の紹介

国際部教授・国際教育副センター長。大阪府出身。ハワイ大学にてPh.D.取得(言語学)。研究分野は会話分析、
マルチモーダル分析、エスノメソドロジーを応用したコミュニケーション学。現在の専門は外国語（日本語・
英語）教育、留学生教育、グローバル人材育成教育を含む国際教育、教室内や多様なメディア（ロボット・ICT
など）を介した多人数相互行為研究。

国際部 教授
池田 佳子

（いけだ けいこ）

・古川智樹（国際部准教授）

（１）初年次から日本での就職を意識する機会を継続して提供
（２）日系企業への就職を希望する留学生の支援
（３）大阪の複数大学がより密に連携できる仕組みの構築
（４）コンソーシアムの拡大と、委託期間終了後も継続できる

システムの構築
（５）海外への本事業の発信方法の策定

留学生教育に携わる教員に
とって、企業が留学生にどのよ
うな資質を求めるのか、留学生
にどのような機会を在学中に提
供すべきか、より実践的な感覚
を持てるようになりました。

企業の方々が企画を練るとき
等どのように議論を重ね、どの
ような手法を取って仕事を進め
ていくのか、母国とは違う日本
ならではの仕事の方法が学べ、
大変勉強になりました。

・林恩新（留学生・商学研究科
博士前期過程1年生）

（１）留学生の就職に関して、大学側の支援制度と受入側の人
材獲得ルートの整備

（２）留学生の住宅に関して、空き部屋活用による長期滞在や
多様な生活スタイルへの対応が可能な住環境整備

（３）地域における外国人住民（留学生を含む）の支援と、地
域住民との交流促進

解決すべき課題

EXPO CITY（三井不動産）に協力いただき
実現したフィールドワーク



芝居町道頓堀の景観復元

芝居町道頓堀の景観復元を目指し、道頓堀商店会と連携しながら、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芝居町道頓堀の歴史的・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
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・協力
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
関西大学なにわ大阪研究センター･･･成果公開の展示

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（～2015年3月）／
サントリー文化財団（～2014年７月）／三菱財団（2014年10月～）／
学内の各種研究費の助成

かつての芝居町から近年、食い倒れの街へと変化した道頓堀は、大阪屈指の繁華街であるとともに、江戸時代
以降の資料が集積する都市遺産でもある。角座・中座など芝居小屋五座と多数の芝居茶屋からなる芝居町の大正
初年の街並みを再現したCG制作を行い、地域振興に資するため道頓堀商店連合会と連携している。大阪都市遺産
研究センターで始められた連携は、平成28年度以降、なにわ大阪研究センターに引き継がれている。

（１）道頓堀におけるアイデンティティーの喪失に対し「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

（２）道頓堀の都市環境の悪化に対する都市意識の向上
（３）歴史と文化からなる都市遺産を活用した大阪の新しい街作り

活動の概要

連携の経緯

解決すべき課題

芝居小屋の内部空間の再現CG



成果

今後の展望

大阪都市遺産研究センターが進めていた大阪の都市景観変遷の調査・研究を引き継ぎ、劇場大工の中村儀右衛
門や舞台芸術を手がけた山田伸吉の資料群、明治期から大正期にかけての芝居番付などの明治期から昭和期にか
けての資料のデジタル化とデータ・ベースの作成と公開を行った。さらに、道頓堀の景観を描いたさまざまな資
料の収集・分析をもとに、明治末期から大正初年の道頓堀の街並みをCGで再現した。これは、道頓堀を東西へ
移動して街並みを眺めていくもので、芝居町の記憶がよみがえるとの評価を得た。また、収集資料や研究成果を
展覧会として公開し、大阪くらしの今昔館・早稲田大学演劇博物館などで展覧会を行った。さらに、芝居町道頓
堀にかかわる記録や証言を集めたアーカイブスを作成するとともに、建築図面をもとにした芝居小屋の内部空間
の再現、芝居小屋と深い関係がある芝居茶屋の外観と内部空間をCGで復元する試みを進めている。

研究者の紹介

総合情報学部 教授
林 武文

（はやし たけふみ）

（１）道頓堀芝居町に関する重要史料の収集・調査・研究・展示
（２）所蔵資料のデジタル化とデータベースの公開
（３）対象地域（道頓堀・千日前）や大阪くらしの今昔館・早稲田大学演劇博物館など、学外での成果発信
（４）大正初年頃の芝居町道頓堀の景観を再現したCGの作成と公開
（５）道頓堀への川船によるアクセスと芝居茶屋内部のCG復元

（１）「芝居町の記憶」をたどる聞き取り調査の実施とアーカイブの構築
（２）CGなどによる景観復元の正確性を高めるための調査・研究
（３）芝居町の歴史・文化を踏まえて道頓堀の都市再生と活性化

大学の役割

「芝居町道頓堀 －中村儀右衛門と山田伸吉－」展での展示

環境都市工学部 准教授
橋寺 知子

（はしてら ともこ）

道頓堀連続フォーラムの様子

専門は視覚認知情報処理。視覚を中心とした人間の情報
処理メカニズムを解明し、ヒューマンインタフェイスに
おける情報の提示方法を明らかにすることを目的に研究
を行っている。道頓堀プロジェクトのCGチームの責任者。

文学部 教授
長谷 洋一

（はせ よういち）

専門は近代建築史で、近代建築の歴史や意匠、日本への西
洋建築の移入過程に注目し、近年は、大阪の近現代建築の
調査の機会にも恵まれ、歴史的建造物の評価や保存に取り
組む。芝居小屋・茶屋の建築史的解明を担う。

専門は日本仏教彫刻史。中世から近世にかけての仏師
（彫刻家）の動向や造像を取り巻く環境の解明を通して、
近代彫刻への転換や地域文化財としての位置づけを明ら
かにすることに取り組む。文化遺産の美術史的観点での
評価を担う。

関西大学 名誉教授
藪田 貫

（やぶた ゆたか）

専門は日本近世史で、社会史・地域史・女性史が主たる関
心。おもに大阪とその周辺をフィールドにし、近年は、都
市大阪の歴史研究に取り組み、開削以後の道頓堀の歴史的
評価と資料のアーカイブを担う。



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（大阪府池田市）

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る

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

関関COLORS 6周年イベントの様子

かんかん カラーズ



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。

ブーランジェリー・アンティーブの店主と一緒に
「とっとりバーガーフェスタ」に出場

（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

（１）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

（２）2015年2月、池田市リサイクル協会がささやかであたたかい活動を続けている団体へ表彰する式を開催し、
関関COLORSに「池田のともしび賞」が授与された

（３）池炭バーガーが、2015年10月に鳥取県で開催される日本最大規模のご当地バーガーの祭典「とっとり
バーガーフェスタ」に大阪府代表として出場

（４）2016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」16名に
感謝状が授与された

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。



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、関西大学の教育研究活動の一環として研究シーズ（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。

学

長

産学官連携センター

知財センター

センター長
コーディネーター（知的財産）
オフィススタッフ

地域連携センター

センター長
マネージャー（地域連携）
オフィススタッフ

高大連携センター

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）

社会連携URA

社
会
連
携
部

センター長
コーディネーター（産学官連携）
オフィススタッフ

センター長
副センター長
オフィススタッフ

イノベーション創生センター

産業界
金融機関等連携

センター長
副センター長
オフィススタッフ

なにわ大阪研究センター

自治体
研究機関等連携

センター長
副センター長
オフィススタッフ

地域連携センターの位置づけ



変革の時代に求められる大学を、学部・大学院での教育を通して具現化。有用な人材と人類文化の担い手を養成します。

高度化・複雑化が増すばかりの現代にあって、社会環境の変化に即応し、総合
的にものごとを検証できる広い視野と判断できる健全な価値観の育成が本
学教育の目的です。「学理と実際との調和」を教育理念に、各学部では本質の
理解と十分な基礎力の蓄積、問題解決につながる応用力と柔軟な思考力の
醸成を推進。情報化・国際化に対応する新しいリテラシーの獲得、実験・実習
やディベートなどの実践的なカリキュラムによって、真に有用な人材の育成に

力を注いでいます。
関西大学は現在、13の学部と13の大学院研究科、3つの専門職大学院、1つの
別科を擁する総合大学であり、世界各地からの留学生を含め、約3万人が在籍
しています。2016年に創立130周年を迎えた関西大学は、さらなる発展に向
け、常に躍動する、活気のある大学として邁進しています。

 関西大学　学部・研究科一覧 

各学部の概要については関西大学総合案内をご覧ください。
http://www.kansai-u.ac.jp/global/guide/download/kandaipamphlet.pdf

法学部 法学政治学科

総合人文学科

経済学部 経済学科 経済理論専修｜金融・会計専修｜公共経済専修｜歴史・社会専修｜産業・企業経済専修｜国際経済専修｜統計・情報処理専修

商学部 商学科 流通専修｜ファイナンス専修｜国際ビジネス専修｜マネジメント専修｜会計専修

社会学部 社会学科 社会学専攻／心理学専攻／メディア専攻／社会システムデザイン専攻

政策創造学部
政策学科

国際アジア法政策学科

国際政治経済専修｜政治・政策専修｜地域・行政専修｜組織・経営専修

外国語学部 外国語学科

人間健康学部 人間健康学科

総合情報学部 総合情報学科

社会安全学部 安全マネジメント学科

システム理工学部 数学科／物理・応用物理学科／機械工学科／電気電子情報工学科

環境都市工学部 建築学科／都市システム工学科／エネルギー・環境工学科 

化学生命工学部 化学・物質工学科／生命・生物工学科 

715

770

726

726

792

270

80

165

330

500

275

501

325

347

法学研究科
博士課程前期課程
博士課程後期課程

法学・政治学専攻
法学・政治学専攻

経済学研究科
博士課程前期課程

博士課程前期課程

博士課程後期課程

博士課程前期課程
博士課程後期課程

博士課程前期課程
博士課程後期課程

博士課程前期課程
博士課程後期課程

経済学専攻
経済学専攻

商学研究科
商学専攻
商学専攻／会計学専攻

博士課程前期課程
博士課程後期課程

外国語教育学研究科
外国語教育学専攻
外国語教育学専攻

博士課程前期課程
博士課程後期課程心理学研究科

心理学専攻
心理学専攻

専門職学位課程 心理臨床学専攻（臨床心理専門職大学院）

社会学研究科
社会学専攻／社会システムデザイン専攻／マス・コミュニケーション学専攻

社会学専攻／社会システムデザイン専攻／マス・コミュニケーション学専攻

総合情報学研究科
社会情報学専攻／知識情報学専攻
総合情報学専攻

文学研究科
博士課程前期課程

文学部

千里山キャンパス

所在地入学定員

堺キャンパス

高槻キャンパス

高槻キャンパス

高槻ミューズキャンパス

高槻ミューズキャンパス

千里山キャンパス

千里山キャンパス

千里山キャンパス

学

部

大

学

院

英米文学英語学専修｜英米文化専修｜国語国文学専修｜哲学倫理学専修｜比較宗教学専修｜芸術学美術史専修
フランス学専修｜ドイツ学専修｜日本史・文化遺産学専修｜世界史専修｜地理学・地域環境学専修｜中国学専修
教育文化専修｜初等教育学専修｜心理学専修｜情報文化学専修｜映像文化専修｜文化共生学専修｜アジア文化専修

英文学専修｜英米文化専修｜国文学専修｜哲学専修｜芸術学美術史専修｜日本史学専修
世界史学専修｜ドイツ文学専修｜フランス文学専修｜中国文学専修
地理学専修｜教育学専修｜文化共生学専修｜身体文化専修｜映像文化専修

博士課程後期課程

総合人文学専攻

英文学専修｜国文学専修｜哲学専修｜史学専修｜ドイツ文学専修｜フランス文学専修
中国文学専修｜地理学専修｜教育学専修総合人文学専攻

理工学研究科

システム理工学専攻
環境都市工学専攻
化学生命工学専攻

数学分野｜物理・応用物理学分野｜機械工学分野｜電気電子情報工学分野
建築学分野｜都市システム工学分野｜エネルギー・環境工学分野
化学・物質工学分野｜生命・生物工学分野 

50

10

45

5

35

10

25

3

12

6

30

30

9

80

8

96

19

275

博士課程後期課程 総合理工学専攻
数学分野｜物理・応用物理学分野｜機械工学分野｜電気電子情報工学分野
建築学分野｜都市システム工学分野｜エネルギー・環境工学分野
化学・物質工学分野｜生命・生物工学分野 

57

専門職学位課程法務研究科
（法科大学院） 法曹養成専攻

専門職学位課程会計研究科
（会計専門職大学院） 会計人養成専攻

千里山キャンパス

千里山キャンパス
40

70

博士課程前期課程
博士課程後期課程

博士課程前期課程
博士課程後期課程

東アジア文化研究科 文化交渉学専攻
文化交渉学専攻

12

6

博士課程前期課程
博士課程後期課程

社会安全研究科
防災・減災専攻

防災・減災専攻

15

5

堺キャンパス
博士課程前期課程
博士課程後期課程

人間健康研究科
人間健康専攻

人間健康専攻

10

3

ガバナンス研究科
ガバナンス専攻
ガバナンス専攻

15

3

南千里国際プラザ留学生別科 日本語・日本文化教育プログラム進学コース 100別科

2017 年 2 月現在



事例掲載教員索引

教員氏名 ふりがな 所属学部 ページ

あ 青山 千彰 あおやま ちあき 総合情報学部 94

荒木 孝治 あらき たかはる 商学部 34,36,190

井浦 崇 いうら たかし 総合情報学部 96,122,124

池内 裕美 いけうち ひろみ 社会学部 44

池田 佳子 いけだ けいこ 国際部 198,200,202

池田 真生子 いけだ まいこ 外国語学部 68

石井 康博 いしい やすひろ 文学部 8

石垣 泰輔 いしがき たいすけ 環境都市工学部 158

石原 敏子 いしはら としこ 外国語学部 70

板野 智昭 いたの ともあき システム理工学部 152

今井 裕之 いまい ひろゆき 外国語学部 68

上田 正人 うえだ まさと 化学生命工学部 180

内田 慶市 うちだ けいいち 外国語学部 72

宇都宮 浄人 うつのみや きよひと 経済学部 24

江川 直樹 えがわ なおき 環境都市工学部 160,162,164

老川 典夫 おいかわ ただお 化学生命工学部 54

岡 絵理子 おか えりこ 環境都市工学部 58,166

小川 一仁 おがわ かずひと 社会学部 30,46

荻野 正樹 おぎの まさき 総合情報学部 122

奥 和義 おく かずよし 政策創造学部 58

奥貫 麻紀 おくぬき まき 教育推進部 198,200

尾崎 平 おざき たいら 環境都市工学部 168

小田 伸午 おだ しんご 人間健康学部 76,156

か 亀井 克之 かめい かつゆき 社会安全学部 128,130,132,134,136

河原 秀久 かわはら ひでひさ 化学生命工学部 154,190

北詰 恵一 きたづめ けいいち 環境都市工学部 170

木下 光 きのした ひかる 環境都市工学部 172,174,184

草郷 孝好 くさごう たかよし 社会学部 48

楠見 晴重 くすみ はるしげ 環境都市工学部 54



教員氏名 ふりがな 所属学部 ページ

久保田 賢一 くぼた けんいち 総合情報学部 98,100,102,104,106

久保田 真弓 くぼた まゆみ 総合情報学部 98,100,102,104,106

倉田 純一 くらた じゅんいち システム理工学部 154,156

黒上 晴夫 くろかみ はるお 総合情報学部 98,100,102,104,106,108

黒田 一充 くろだ かずみつ 文学部 10

越山 健治 こしやま けんじ 社会安全学部 138,192

近藤 誠司 こんどう せいじ 社会安全学部 140,142

さ 坂野 昌弘 さかの まさひろ 環境都市工学部 176,178

佐々木 保幸 ささき やすゆき 経済学部 26

城下 英行 しろした ひでゆき 社会安全学部 144,146

菅 磨志保 すが ましほ 社会安全学部 138

杉本 厚夫 すぎもと あつお 人間健康学部 136

た 高橋 智幸 たかはし ともゆき 社会安全学部 180

竹内 理 たけうち おさむ 外国語学部 68

檀 寛成 だん ひろしげ 環境都市工学部 168

千葉 貴宏 ちば たかひろ 商学部 190

鶴田 浩章 つるた ひろあき 環境都市工学部 180

徳山 美津恵 とくやま みつえ 総合情報学部 110,114,116,120

な 永田 尚三 ながた しょうぞう 社会安全学部 148,150,194

中谷 伸生 なかたに のぶお 文学部 50

西岡 健一 にしおか けんいち 商学部 38,190

西澤 英和 にしざわ ひでかず 環境都市工学部 182

西山 哲郎 にしやま てつお 人間健康学部 78,80,136

野間 晴雄 のま はるお 文学部 12

は 橋口 勝利 はしぐち かつとし 政策創造学部 60,62,64,66

橋寺 知子 はしてら ともこ 環境都市工学部 204

長谷 洋一 はせ よういち 文学部 204

長谷川 伸 はせがわ しん 商学部 40,42

林 勲 はやし いさお 総合情報学部 118

林 武文 はやし たけふみ 総合情報学部 50,122,124,204





地域連携センターのご案内

地域連携センター

阪急電鉄千里線
関大前駅

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：06-6368-1339

FAX：06-6368-1247

E-mail：chiiki-mm@ml.kandai.jp

HP：http://www.kansai-u.ac.jp/renkei/

お問い合わせ先

●地域連携事例集（WEB版）および学術情報システムのご案内

本冊子の内容および研究者情報を以下のWEBサイトでご覧いただけます

【地域連携事例集WEB版】

http://www.kansai-u.ac.jp/renkei/partnership/case_list/index.html

【学術情報システム】

http://gakujo.kansai-u.ac.jp/search/index.jsp
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