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茨大生×東北プロジェクト【第 2弾】 
茨大生と被災地を「繋げる」～「繋がる」へ 

(茨大東北ボランティア＊Fleur＊) 
分野 : ボランティア、地域交流 

代表者：人文学部社会科学科 3 年 鬼澤 麻美 
………………………………………………………………………………………………………… 

連携先 
石塚サントラベル株式会社 
 
顧問教員 
伊藤哲司（人文社会科学部・教授） 
 
参加者 
井上翔太（人文学部社会科学科 3 年） 
大川日和（教育学部養護教諭養成課程 3 年） 
大村みるほ（教育学部情報文化課程 3 年） 
鬼澤麻美（人文学部社会科学科 3 年） 
河合舞果（人文学部社会科学科 3 年） 
川崎夏海（教育学部養護教諭養成課程 3 年） 
小嶋悠祐（教育学部情報文化課程 3 年） 
佐々木侑太（人文学部社会科学科 3 年） 
塩手菜々美（人文学部人文コミュニケーション 

学科 3 年） 
塩畑見咲（人文学部社会科学科 3 年） 
鈴木真由（人文学部社会科学科 3 年） 
高橋絵梨子（人文学部社会科学科 3 年） 
吉田翔（人文学部社会科学科 3 年） 
久保田大貴(工学部メディア通信工学科 2 年） 
佐藤綺音(人文社会科学部法律経済学科 2 年） 
中橋彩乃(人文社会科学部法律経済学科 2 年） 
中三川瑞樹(人文社会科学部人間文化学科 2 年） 
根本知沙(教育学部学校教育教員養成課程 2 年） 
町田天斗（農学部食生命科学科 2 年） 
三宅彩(人文社会科学部法律経済学科 2 年） 
吉田彩乃(人文社会科学部法律経済学科 2 年） 
赤澤恵那（人文社会科学部法律経済学科 1 年） 

荒井天雄（人文社会科学部法律経済学科 1 年） 
粟村穂乃果（人文社会科学部法律経済学科 1 年） 
遠藤航（人文社会科学部法律経済学科 1 年） 
小倉勇輝（人文社会科学部法律経済学科 1 年） 
大森開（人文社会科学部法律経済学科 1 年） 
具志堅光（人文社会科学部法律経済学科 1 年） 
栗田咲希（人文社会科学科現代社会学科 1 年） 
小池さくら（人文社会科学部人間文化学科 1 年） 
坂井映里奈（理学部理学科 1 年） 
服部帆高（人文社会科学部法律経済学科 1 年） 
日賀野頼巴（理学部理学科 1 年） 
藤根大己（工学部機械システム工学科 1 年） 
松原日向子（人文社会科学部法律経済学科 1 年） 
宮本優里（人文社会科学部法律経済学科 1 年） 
森田彩未（人文社会科学部法律経済学科 1 年） 
渡邊千尋（人文社会科学部法律経済学 1 年） 
 
プロジェクトの概要 
l 背景 
 当プロジェクトの母体であるサークル「茨大東

北ボランティア＊Fleur＊」は東日本大震災の翌年

以降、活動を継続してきた。 
時間の経過とともに、あの日の出来事への関心

は薄れていると感じる。過去を変えることはでき

ないが、そこから学んでこの先の未来を変えるこ

とはできると考える。 
災害に対する当事者意識を向上させることを目

的として、震災当時のことを改めて考える機会を

つくることを目指した。 
 

2



l 活動内容 
当プロジェクトは、宮城ボランティアバス、展

示会、講演会の 3 つに大別される。 
 

n 宮城ボランティアバス 2018 
・開催日時：2018 年 12 月 9 日 
・活動場所：宮城県 

10 月初頭、運営担当の班が結成され、10 月後半

には応募フォーム、クルーズの予約を済ませた。

10 月末にはバスを運行していただく石塚サント

ラベル㈱の綿引社長と打合せを行った。11 月には

茨城学や授業内での宣伝や構内でのビラ配りを行

った。また、申込者への案内やしおり等の資料作

成を分担して完了させた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
宣伝ポスター 

 
当日朝 4 時に茨城大学前に参加者が集合して石

塚サントラベル㈱に運行して頂くバスに乗り、4時
25 分に出発した。8 時からは、東日本大震災につ

いて理解を深めるため、車内で東日本大震災の概

要や旧大川小学校に関する内容の DVD を再生し、

バスガイド（Fleur メンバー）は大川小学校の概

要を説明した。当日添乗してくださった綿引社長

から、ボランティアバスの活動の歴史や大川小学

校に関するお話もしていただいた。 
9 時に旧大川小学校に到着し、景観を整備する

ため、花壇の手入れや校舎の清掃を行った。活動

の途中で、遺族会の方々から震災当時のお話や大

川小学校の震災前後の様子について教えていただ

いた。遺族会の方々に当時の避難経路や避難経路

となりうる場所であった山を案内していただき、

実際に避難経路を歩きながら説明を聞いた。 
その後上品の郷で休憩をはさみ、観光として松

島で自由行動の時間を取った。14 時からは松島語

り部クルーズに参加した。参加者は船上から松島

の景色を楽しみ、震災当時から現在までの松島に

ついて、語り部の方の話を聞き学習した。 
15 時過ぎには松島を出発し、1 度休憩をはさん

だのち 19 時に茨城大学に到着した。 

 
景観整備の様子 
 
n 展示会 
・準備期間：2019 年 1 月 7日～15 日 
・展示期間：2019 年 1 月 16 日～27 日 

・展示場所：茨城大学図書館 1階の展示室 
展示会は「Fleur の紹介」「被災地の現状」「体験

コーナー」のブースに分かれている。 

「Fleur の紹介」では、団体の概要やこれまでの

活動についてまとめたポスターを展示した。活動

紹介では、生の声を知っていただこうと、活動に

参加した Fleur メンバーの感想や課題を添えて展

示した。 

「被災地の現状」では、東日本大震災による被

害状況、昨年度と今年度に Fleur が訪れた東北三

県の現状を、現地で実際に撮影した写真を交えな

がら紹介した。 

「体験コーナー」では、震災当時に開設されて

いた避難所や使用されていた水タンクを再現した

ものを実際に使用していただける体験ブース、防

災リュックの内容物一覧と実際に手にとって見る
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ことができる防災リュックとその内容物の展示を

おこなった。また、Fleur では、青い鯉のぼりプロ

ジェクト事務局主催の「青い鯉のぼりプロジェク

ト」に一昨年から参加している。その活動にとも

ない、東松島市へ送るメッセージの募集をおこな

った。 

その他にも、毎年 11 月に作成している Fleur の

活動をまとめた活動誌の展示、昨年度の学生地域

参画プロジェクトで作成したパンフレットの配布、

次月に行われる予定であった、講演会に関する広

報などをおこなった。 

 
Fleur 紹介のブース 
 
n 講演会 
・開催日 ：2019 年 2 月 10 日 
・開催場所：茨城大学図書館 3階 

ライブラリーホール 

 講師として、震災に関する伝承活動を行う佐

藤敏郎氏をお招きした。佐藤氏とは先述の宮城ボ

ランティアバスの際初めてお会いし、1月 9日、

正式に講師の依頼をした。現在佐藤氏は、“小さ

な命の意味を考える会”代表、“大川伝承の会”

共同代表を務めながら NPO にも所属し、またラジ

オパーソナリティーとしても活動するなど、幅広

い分野での活躍を見せる。 

当日までの準備として、告知活動においては、

学内へのビラ配布（1月 22 日−25 日、2月 5・7

日）やポスター掲示、講義内での宣伝や社会連携

センターや広報室のご協力のもと全学生へのメー

ル一斉配信、大学のホームページに掲載させてい

ただいた。学外へは SNS での呼びかけや近隣の中

学、高校へのポスター配布、さらには石塚サント

ラベル（株）綿引薫社長のご協力のもと新聞に掲

載させていただいた。 

 
 
 
 

 
 

 
 
講演会のポスター 
 

そして当日は、中・高・大学生、教職員、一般

の方といった幅広い層の 62 名（Fleur メンバー

を含めると 80 名）にご参加いただいた。 

当日、メンバーは 10 時半に集合し、事前に割

り振っていた役割で準備を行った。11 時には佐

藤氏を迎え打ち合わせを開始し、12 時半に開

場、13 時過ぎには開会した。大別すると本講演

会は、佐藤氏による東日本大震災当時やこれから

の私たちの役割などについての講演、佐藤氏と

Fleur メンバー3名でそれぞれの活動や被災地を

訪れて感じたことなどについて話し合うトークセ

ッション、参加者同士で考えを共有する場として

の座談会の 3部構成で行われた。 

 

 

 

トークセッシ

ョンの様子 

 

 
プロジェクトの成果報告 
 3 つの活動の成果として一番大きなものは、茨

大生を含む多くの人に興味をもってもらえたこと

だ。被災地に足を運びボランティアなどの経験を

通して感じたこと、展示会・講演会に参加してそ
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こで考え学んだことが、今後のそれぞれの被災地

とのかかわりや災害に対する意識を、一歩先へと

進めることができた。 
ボランティアバスと講演会においては参加者に

事後アンケートを実施したため、一部紹介する。 
n ボランティアバスの感想 
「防災に興味があり、今回のボランティアで今後

の課題に具体性を持つことができた。今までは、

防災設備や環境のみに目を向けてきたが、災害が

起きたときの人の動きも重要であることに気づか

された。」（工学部 1 年） 
「東日本大震災は私の記憶に強く残っているもの

で、被災地に行きたい気持ちがずっとあったため、

参加を決めました。実際参加してみて本当に良か

ったです。大川小学校で亡くなった人々は、ちょ

っとしたことで助かる命だったこと、そして遺族

の方の想いを知りました。災害時、「とにかく逃げ

ること」の大切さを改めて感じました。」（教育学

部 1 年） 
n 講演会の感想 
「同学年やその下の人々に震災の恐ろしさを知ら

ない人たちに知ってもらい、全員が何かが起こっ

たときに動けるようになるために、この話を少し

でも広げていければと思いました。」（高校生・茨

城県出身） 
「3.11 は過去の出来事だという認識があった

が、講演を聞いてあの日を語ることは、まさに未

来を語ることであると考えさせられた。」（大学

生・宮城県出身） 

「自分の中でも震災意識や思いが薄れてきたとこ

ろに、また、鮮明に色付けされた思いがあった。

今または落ち着きを取り戻して日々の当たり前に

幸せを思いもせず生活していたけれど、時に立ち

止まり、または奥の方で日常は突然奪われること

もあり、命の大切さを生かされている意味を考え

ていきたい。」（一般・茨城県出身） 

 

 

n 講演会のアンケート〈回答数：59〉 

図 1：参加者の所属 

 

図 2：満足度

 

図 3：今後、このような講演会に参加したいか

 
今後の展望 
 今年度から「1 人でも多くの笑顔を守りたい」と

いう新たなモットーを掲げて活動をしている。こ

のモットーの下、「茨大生の防災意識を高める」「復

興の手助けをする」ことを目的として、自分たち

に出来る活動を継続していきたい。 
 現地でのボランティア活動だけでなく、活動を

通して学んだことや感じたことを共有する機会の

創出、防災に関する企画などにも力を入れていく。 

2%

52%

12%

14%

3% 17%
1中学生

2高校生

3大学生

4教員

5職員

6一般

92%

3%
5%

1満足

2やや満足

3どちらでもない

4やや不満

5不満

6回答なし

78%

20%

2% 1そう思う

2ややそう思う

3どちらでもない

4あまりそう思わな
い

5思わない
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のらボーイ&のらガール～食農教育プロジェクト～ 

分野 : 教育・研究、課外活動、ボランティア、地域交流 
代表者 : 農学部資源生物科学科 3 年 加藤 達弘 

………………………………………………………………………………………………………… 
連携先 
のらっくす農園、ひさまつ農園、、グランド

ワーク笠間、そば打ち同好会、牛久うれしく

放送局、いばらき子ども大学、阿見町男女共

同参画センター 
 
顧問教員 
小松崎 将一（農学部・教授） 
 
参加者 
加藤 達弘  農学部資源生物科学科 3 年 
菊池 裕貴  農学部資源生物科学科 3 年 
綿引 彩華  農学部地域環境科学科 3 年 
熊倉 琴音  農学部地域環境科学科 3 年 
一石 美咲  農学部地域環境科学科 3 年 
佐藤 志穂美 農学部地域環境科学科 3 年 
佐藤 菜々美 農学部生物生産科学科 3 年 
田村 駿   農学部地域環境科学科 3 年 
中駄 佑介  農学部資源生物科学科 3 年 
萬代 津希  農学部生物生産科学科 3 年 
青地 早紀  農学部生物生産科学科 3 年 
寺尾 正樹  農学部生物生産科学科 4 年 
田辺 修都  農学部生物生産科学科 4 年 
高間 梨央  農学部生物生産科学科 4 年 
青木 梨乃  農学部生物生産科学科 4 年 
松山 直樹  農学部生物生産科学科 4 年 
山田 尚主  農学部資源生物科学科 4 年 
菅野 可菜  農学部資源生物科学科 4 年 
松岡 拓志  農学部地域環境科学科 4 年 
佐藤 充   農学部地域環境科学科 4 年 
 

 
 
プロジェクトの概要 
 現在、農業に関わる人たちの数は減少し

ており、食や農業に関する知識、関心の低下

が危ぶまれています。それは国内トップク

ラスの農業産地である茨城県でも例外では

なく、耕作放棄地の面積は年々増加してい

ます。私たちは国内第 3 位の農業県である

茨城県で農業との関わりが薄い方たちに学

生という立場から食や農業について正しく

知ってもらうと共に、地域をより活発に盛

り上げることを目的としています。  
主な活動としては耕作放棄地の開拓、開

拓した土地を利用した耕作・食農教育イベ

ントの企画・運営、農業・農村を応援する大

学生サークルネットワークへの参加、NPO
法人グラウンドワーク笠間さんとの協同活

動、学園祭への出店、ラジオの収録などがあ

ります。 
 活動日は基本毎週土曜日で、このほかに

農作業の関係や食農教育イベントの開催、

外部連携との活動のために、不定期に活動

が追加されます。 
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プロジェクトの成果報告 
・耕作放棄地の開拓、耕作、イベントの企画 
 現在、私たちはのらっくす農園・ひさまつ

農園の 2 つの圃場を管理しており、それら

は耕作放棄地であった。今年は先代の学生

が開拓した面積を 2 倍近く拡大することが

できた。今年度は両圃場で土壌検査を行い、

農場主にアドバイスを頂きつつ、しっかり

とした施肥管理のもと作物の栽培を行った。 
 今年度は昨年度同様、夏野菜、そば、さつ

まいも、すいか、葉物野菜を無農薬で育てま

した。そのほとんどが成功しました。しか

し、今年は獣であると思われる被害にあい

来年からは対策が必要であると考えた。 
 また、私たちはのらっくす農園を利用し

て小学生とその保護者を対象に食農教育活

動を行いました。今年度は阿見町周辺の小

学生を招待しました。夏には蕎麦の種まき

と夏野菜カレー作りイベントを行った。昨

年作成したピザ釜のレンガを利用し、カレ

ーとご飯を炊いた。参加者にはそばの種ま

きをしてもらったのちに、夏野菜の収穫と

調理を体験していただいた。秋にはそばの

収穫と脱穀を体験していただきました。脱

穀や選別には現在使用されているような機

械ではなく手動の道具を使用していただき

ました。また、私たちが栽培したサツマイモ

を配らせていただきました。冬には、そば打

ちの体験をしていただきました。これは蕎

麦打ち同好会の方や阿見町男女共同参画セ

ンターの方の協力で開催することができま

した。 
 また、夏、秋、冬のすべてのイベントにお

いて子供たちとのレクリエーションと作物

や農業に関する授業を行いました。 
 
・イベント後の参加者アンケートに基づい

た成果 
 農業を参加者に体験していただくことで

農業に対する 3K の固定観念を捨てていた

だくことができました。また、女学生が農業

をしていることで、農業をする女性のイメ

ージアップにつながりました。 
耕作放棄地の多い茨城県で農地を有効に活

用できました。   
本格的な食農教育により、児童やその保

護者が「食」や「農」に対する正しい知識、

理解を得ることができ、農業における担い

手不足や「食」の分野における食生活の乱れ

などの課題に良い影響を与えられました。 
茨城県常陸太田市特産の常陸秋そばの知

名度を上げることができました。 
茨城県が北海道に次ぐ第 3 位の農業県で

あることを知っていただくことができまし

た。 
保護者の方から子どもが集中して話を聞

いていて驚いたと伺い、このイベントが参

加した児童にとって教育の場になったとい

う自覚と誇りを持つことができた。 
 

 
・農業・農村を応援する大学生サークルネ
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ットワークへの参加 
  全国の大学の農業サークル 17 団体が

参加しているネットワークで年に数回、各

県で交流会を兼ねた農作業を行っています。

夏に世界農業遺産である金沢の千枚田で稲

刈りを、冬に沖縄県にあるサトウキビ畑で

サトウキビ狩りなどを行いました。このよ

うに県内にはない伝統的な農業に触れるこ

とに加えて、志を同じくした全国の様々な

仲間たちとの情報交換により、互いの長所

を取り入れながら、今後の活動への士気を

上げることにもつながりました。 
 
・NPO 法人グラウンドワーク笠間さんとの 
協同活動   
笠間のまちおこしを目的としたグラウンド 
ワーク笠間さんの活動にご一緒させていた

だき活動しています。農業の６次産業化の

ための研究、作物育成、町のお祭りのお手伝

いなどをおこないました。 
 
・鍬耕祭の出店   
阿見地区で開催された鍬耕祭では圃場で

育てたサツマイモをサツマイモ汁として販

売しました。完売することができた。 
・今後の課題と展望 
 今年度は昨年度の課題となっていた規模

の限界を少しではあるが超えることができ

た。だが、参加人数が増えることによって私

たちの力不足が明らかになりました。その

ため、来年度は学内外のイベントにスタッ

フや参加者として参加し、私たちがスキル

アップすることを課題にしたいと考えてお

ります。 
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FES（Food Education Supporter）～食育応援隊～ 

分野 : 教育・研究、ボランティア、地域活動 
代表者 : 農学部資源生物科学科 3 年 黒澤 まりな 

………………………………………………………………………………………………………… 
連携先 
JA 水郷つくば 
青田 洋一様（食育担当） 
 
参加者 
黒澤まりな 農学部資源生物科学科 3 年 
渡邉明花 〃   3 年 
草谷奈津子   〃        3 年 
酒井円香    〃        3 年 
宮田海     〃        3 年 
宇賀神温  農学部食生命科学科  2 年 
伊藤友紀  農学部地域総合農学科 2 年 
鈴木亜実    〃        2 年 
鈴木日菜    〃        2 年 
高橋理子    〃        2 年 
 
プロジェクトの概要 
阿見町では、町内６校の小学校に対し、食

育事業が行われている。茨大農学部生もサ

ークル活動を通じ、2014 年度まで支援して

いた。しかし、そのサークルの撤退により、

食育事業の縮小を余儀なくされてしまった。

そのため、2014 年度に設立された本サーク

ルが食育活動を支援するようになった。本

プロジェクトでは、阿見町の食育事業に参

画し、小学校の総合的な学習の時間等の栽

培活動を支援するとともに、食育推進に貢

献することをテーマとしている。 
プロジェクトの目標は以下の 3 つである。 

・阿見町の食育事業を通して、小学生に食

や農業に関心をもってもらうこと。 

・町内６小学校で行われている食育事業を 

支援し、さらに充実した食育活動が行える 

ようにサポートすること。 

・食育通信を毎月発行し、食育事業を一時

的な体験活動で終わらせず、継続的に興味

を持ってもらえるような情報発信をするこ

と。 

本プロジェクトの最終的な目標は、小学

生に食育授業や我々が発行する食育通信な

どを通して、食べ物に興味・関心を持っても

らう事である。教育委員会・小学校・農協そ

して茨大生が協力して食育事業を行うこと

で、阿見町全体に小学生を中心とした食育

の環が広がり、阿見町が全国でも有数の食

育が盛んな地域になることを目指している。 
 
 
プロジェクトの成果報告 
今年度は主に町内 4 小学校でのサツマイ

モ栽培と 2 小学校での落花生栽培を支援し

た。定植の前には、サツマイモや落花生の栽

培過程や栄養、調理方法などについて小学

生の前で実際に授業を行い、児童らととも

に播種や定植を行った。その後も、JA の方

とともに小学校に行き、こまめに畑の管理

を行い、収穫の際も児童らとともに作業し

た。 
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（写真 1）本郷小での落花生収穫の様子 

 
（写真 2）君原小での落花生収穫の様子 
 
基本的に活動日程は小学校の予定に合わ 

せるため、当日授業が入っていないメンバ

ーが小学校に行き、活動することになって

いる。小学校とは年度の始まりに、JA 水郷

つくばの方々を交えた会議を行い、1 年を

通じた食育活動の概要を話し合っている。

小学校での活動の際は、毎回、各先生方に挨

拶をし、メンバーの顔や FES という食育サ

ークルを先生方に覚えてもらうように努め

ている。 
また、食育通信を毎月発行し、食育授業を

一時的な体験活動で終わらせず、継続的に

興味を持ってもらえるような情報発信をす

ることもできた。どの学年の児童にも読み

やすいように、ふりがなや色使いを工夫し

て制作し、各小学校の各学年のクラスに発

行している。昨年度はヤーコンが中心の内

容であったが、今年度はヤーコンだけでな

くさまざまな野菜の栄養や豆知識、地域の

郷土料理の紹介や、茨城県の特産品につい

てなど、食育に関わる幅広い情報を分かり

やすく伝えることを意識した。 

 
（写真 3）もぐもぐ通信９月号のようす 
 
児童の前で授業を行うことや食育通信の発行にお

いて共通するのは、対象が児童全員であるため、元々

食育に関して何も知らなかった児童にも興味をもつ

きっかけ作りになるということである。農業や食育に

関する企画をしているサークルは他にもあるが、小学

校外で行われている事が多く、参加する児童は元々 食

育に関心の強い家庭であることが考えられる。したが

って我々 が小学校の授業時間の中で、食育の授業を行

うことの意義は大きいと考えている。 
来年度からJAと各小学校の食育事業は縮小される

ことが分かっている。これまではJAの方とFESが

連携して各小学校で活動していたが、今後は我々 FES
が直接小学校と連絡を取り合い、食育ボランティア活

動を継続していく必要がある。そのためにまずは食育

活動に積極的な小学校との関係を密にして、そこでの

活動を年間を通して支援していこうと考えている。そ

して目指すべき形はJA の仲介が無くても、FES が

阿見町の各小学校と連携して食育支援を行うことで

ある。来年度はまずコンスタントに活動を行うために

は人材確保が第一であるのと、活動が主に平日である

ので自分らの講義と両立させていくためにFESの運

営を工夫していくべきだと考えている。 
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岡倉天心・五浦発信プロジェクト 

分野 : 課外活動、地域発信 
代表者 : 人文社会科学部法律経済学科 ２年 岩田 健太郎 

………………………………………………………………………………………………………… 
連携先 
株式会社 サザコーヒー  
代表取締役会長 鈴木誉志男 
営業部部長 谷口肇 
北茨城市地域おこし協力隊 都築響子 
茨城大学五浦美術文化研究所 
 
顧問教員 
顧問 
茨城大学工学部都市システム工学科  
一ノ瀬彩（工学部・助教） 
茨城大学全学教育機構共通教育部門  
清水恵美子（全学教育機構・准教） 
 
副顧問 
茨城大学教育学部情報文化課程  
小泉晋弥（教育学部・教授） 
 
参加者 
丹治彩弥乃（人文学部社会科学科 ３年） 
小松崎流緋（人文学部社会科学科 ３年） 
木村愛美（人文学部社会科学科 ３年） 
米川緩（人文学部人文コミュニケーション

学科 ３年） 
岩田健太郎（人文社会科学部法律経済学科 

２年） 
宮本夢花（人文社会科学部人間文化学科 

２年） 
鈴木楓子（人文社会科学現代社会学科 ２

年） 
田中響（理学部理学科生物科学コース ２

年） 
岡本茉夕（人文社会科学部人間文化学科 

２年） 
齋藤遼太（農学部食生命科学科バイオサイ

エンスコース １年） 
佐伯亜依子（理学部理学科生物科学コース 

１年） 
 
プロジェクトの概要 
茨城大学にゆかりのある岡倉天心の思想

と、天心が晩年に移り住んだ北茨城市五浦

地域の魅力発信を行い、本学の学生のみな

らず、多くの人々に天心や五浦を知っても

らうことを目的とする。連携先である株式

会社サザコーヒーとは、五浦の情報発信の

媒介になるものとして「五浦コヒー」の共同

開発を行った。 
具体的な活動としては、五浦天心遺跡に

て、天心の思想を扱った内容のワークショ

ップを行ったり、茶会などのイベントを開

催したりしている。また、「五浦コヒー」の

試飲や販売等も行い、「五浦コヒー」を活か

したプロジェクトの発信にも盛んに取り組

んでいる。 
 
プロジェクトの成果報告 
【プロジェクトの成果報告】 
 学生参画による地域プロモーション活動

として以下のことを行ってきた。 
 
≪サザコーヒー会長との座談会≫ 
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 サザコーヒーの鈴木会長から、岡倉天心

やコーヒーのこと（淹れ方など）を学んだ。

またこれだけでなく､後述の茨苑祭でのコ

ーヒー販売についても話し合い、貴重なア

ドバイスをいただくことができた。 

 
※上の写真は話し合いの様子 
 

≪天心命日≫ 

 9 月 2 日の天心命日に、五浦の天心邸で

ワークショップを行った。このワークショ

ップでは、小泉先生や鈴木会長から岡倉天

心や五浦コヒーにまつわるお話をしていた

だいた。これらを通して、メンバーや来場者

が楽しく交流できる時間を設けることがで

きた。この時の様子は、NHK水戸放送局の「い

ばっチャオ」と、「いば 6」で取材・放映さ

れた。 

 
※上の写真はコーヒーをみんなで味わって

いる様子 

 
≪観月会≫ 

天心が昔に行ったとされる観月会を再現

し、五浦現地で学生手作りの屋台で珈琲画

のワークショップを行った。あわせて五浦

コヒーの販売とパフォーマンスも行った。

当日は、多くの方にワークショップに向け

て、メンバーと清水先生、小泉先生で話し合

いを行ってきた。 

 
※上の写真は観月会の準備が整った状態 
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※上の写真は観月会後の集合写真 
 
 
≪茨苑祭≫ 
 茨城大学の文化祭である茨苑祭にて、五

浦コヒーを販売した。その際に、来場者にコ

ーヒーのミル挽き体験をやってもらうスペ

ースの設置や、五浦海岸の写真を介しての

紹介を行った。そのおかげで、多くの来場者

に足を運んでいただき、コーヒーや五浦に

興味・関心を示されていた。当日は、鈴木会

長もお見えになって、この時の様子は、東洋

経済新聞に掲載された。 

 
※五浦コヒーの看板 
 
≪はばたく！茨大生≫ 
 はばたく！茨大生に、本プロジェクトも

ポスター発表で参加させていただいた。来

場者の中には、活動内容や五浦、岡倉天心に

興味・関心を持っていただいた方や、それら

に関して質問や意見等をくださった方もい

らっしゃった。 
 

 
 

 
※上の写真はポスター発表の様子 
※下の写真はポスターの用紙 
 
≪期待場下見・桃源郷芸術祭打ち合わせ≫ 
 3 月に開催される北茨城市主催の「桃源郷

芸術祭」に本プロジェクトからも参加させ

ていただくことになった。その前段階とし

て、会場となる期待場（旧富士が丘小学校）

にメンバー自ら赴いて、下見を行った。また
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桃源郷芸術祭当日の企画内容について、提

携先である北茨城市地域おこし協力隊の都

築氏や、サザコーヒー会長の鈴木氏と話し

合った。公式ツイッターでは、本プロジェク

トも紹介されており、今までのワークショ

ップ同様、来場者を呼び込むことも目標と

している。 

 

※上の写真は桃源郷芸術祭のギャラリー 

 

≪teaism 会議≫ 
 週 1 回（前期：木曜日、後期：火曜日）、

今後の計画について話し合ったり､確認し

たりする teaism 会議を行ってきた。 

 

※上の写真は先述の期待場下見の確認を行

っているところ 

 

【今後の課題・展望】 

 

１． 計画性をもって活動を行う 
昨年も同様であったが、企画本番の直前にな

っても準備が十分に完了していないことがしば

しば見受けられた。来年度からはきちんと計画

的に企画の準備を進めるようにする。 
 
２． 役割分担をはっきりする 
各企画において、少数のメンバーに大きく

負担がかかることがあった。 
毎週行っている Teaism 会議できちんと役割

分担をするべきだ。 
 
３． 今後について 
今年の企画はほぼすべて「五浦コヒー」関

連であった為、来年度は「五浦コヒー」以外

の観点から天心・五浦を発信する企画を立て

る。天心・五浦を形あるもので発信する為、

「五浦コヒー」のような天心・五浦関連の商

品を茨城大学、北茨城市、筑波大学といった

県内の大学と連携しながら開発したい。 
 
４．出席率について 
人数の関係や各々の都合もあるので仕方

がない部分もあるが、会議やイベント等の出

席率が悪い時もあった。出席率を上げる為に、

1 人 1 人がプロジェクトのメンバーであるこ

とを自覚し、責任感をもてるようにしたい。 
 
５．対象地域について 
１～３年目では北茨城市の五浦地区を活性

化させるために活動してきた。しかしながら北

茨城市には五浦地区以外にも魅力的な場所や

歴史、風土、人々が存在していると考える。来

年度は五浦地区に限らず、北茨城市全体にまで

視野を広げて活動を行いたい。そしてプロジェ

クトとしてさらなる飛躍をしたいと考える。 
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国連 SDGs×イバラキ 

分野 : 教育・研究、地域交流、国際交流」 
代表者 : 人文学部人文コミュニケーション学科 4年 甲 香菜子 

………………………………………………………………………………………………………… 
連携先 
・つくば市役所 
・Santi Sena 
・持続可能な開発・みえ 
 
顧問教員 
野田 真里（人文社会科学部・准教授） 

 
参加者 
・甲 香菜子 
（人文学部人文コミュニケーション学科 

4 年） 
・小泉 咲綺 
（人文学部人文コミュニケーション学科 

4 年） 
・佐々木優夏 
（人文学部人文コミュニケーション学科 

4 年） 
・青柳 玲美 
（人文学部人文コミュニケーション学科 

4 年） 
・坂本 咲  
（人文学部人文コミュニケーション学科 

4 年） 
・佐藤 美穂 
（人文学部人文コミュニケーション学科 

4 年）  
・郡山 葵 
（人文社会科学部現代社会科学科 2 年） 
・幸田 真帆 
（人文社会科学部現代社会科学科 2 年） 

・矢ノ目 颯 
（人文社会科学部現代社会科学科 2 年） 
・小室 奈々子 
（人文社会科学部現代社会科学科 2 年） 
 
プロジェクトの概要 
●テーマ 
地球規模で考え、茨城から行動する国連

SDGs 
 
●国連 SDGs とは 
 SDGs は“ Sustainable Development 
Goals”（持続可能な開発目標）の略称で、

「エス・ディー・ジーズ」と読む。2015 年

9 月の国連サミットで採択された 2016 年

から 2030 年までの国際目標であり、持続可

能な世界を実現するため 17 のゴール、169
のターゲットから構成されている。現在で

は、日本でも多くの自治体や企業が注目し、

SDGs に対する取り組みを進めている。 
 
●目標 
持続可能な地域社会・地球社会を実現す

るためのグローバル目標、国連 SDGs につ

いて、国際交流、地域交流、学生交流等をつ

うじて理解を深め、地域社会のステークホ

ルダーと連携して、SDGs を地域から展開・

実現する。 
 
●目標の達成方法 
 持続可能なプロジェクトとするため、第
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1 段階、第 2 段階に分類した活動を設定す

る。昨年度は第 1 段階に重きをおいて活動

を行ってきたため、今年度は第 2 段階の強

化に努める。 
--------------------------------------------------------- 
① 学生自身が SDGs を地域交流・国際交

流・学生交流等をつうじて、持続可能な

開発の担い手となる。 
② 地域社会に SDGs を展開：高校生、大学

生、地域住民等への ESD（持続可能な

開発のための教育）を実践する。 
--------------------------------------------------------- 
 
●連携の方法・内容 
 第 2 段階に力を入れた活動を行うにあた

り、連携先と共催をさせていただくことで、

学生だけでは困難なプロジェクトの実施を

行うことができた。 
 
プロジェクトの成果報告 
●今年度の活動【第 1 段階】 
❶ 国際バカロレア IB についての講演、ワ

ークショップ 
 大学院で IB 教育者養成コースを学ぶ竹

内彩希さんをお招きした。国際バカロレア

IB と SDGs の関係について講演を行い、

SDGs を実現するための日本の教育の問題

点について意見が出し合われた。 

 

ワークショップの様子 
→SDGs 目標 4「質の高い教育をみんなに」 
❷志摩市役所への訪問 
 三重県で唯一 SDGs 未来都市に選ばれて

おり、G7 伊勢志摩サミットの開催地でもあ

った志摩市を訪問した。竹内千尋市長から

志摩市の SDGs の取り組みや、今後の志摩

市の在り方についてご説明いただき、SDGs
の地域展開についての意見交換を行った。 

 

意見交換の様子 
→SDGs 目標 11「住み続けられるまちづく

りを」 
 
●今年度の活動【第 2 段階】 
➊「市長と語る！つくば SDGs セミナー」

の共催 
 五十嵐立青市長登壇の下、茨城大学、東京

大学、インターナショナルスクールの学生

が集まりワークショップが開催された。内

容としては、茨城大学野田真里教授による

イントロダクション、つくば市五十嵐立青

市長によるセミナー、そして、ワークショッ

プとして市長への政策提言が行われた。つ

くば市の政策を基に、地域の持続可能な開

発の実現について活発な議論が行われ、市

民参加の重要性がテーマとなった。 
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グループワークの様子 

セミナー後の記念撮影 
→SDGs 目標 17「パートナーシップで目標

を達成しよう」 
 
❷ フェアトレード商品の販売 
連携先である Santi Sena 協力の下、カン

ボジアのフェアトレード商品をつくばカピ

オで開催された手作り雑貨・クラフトフェ

アで販売した。 
昨年度は、主に茨城大学内で SDGs の啓発

を行ってきたので、地域に飛び出して

SDGs を展開するよい機会となった。 

 
販売の様子 

→SDGs 目標 12「つくる責任、つかう責任」 

 
❸ 三重県答志島サステイナブルキャンプ

の共催 
三重県と静岡県の高校生が答志島に集ま

り、離島に住む島民が困っていることの解

決策について島民と共に考える合宿が行わ

れた。SDGs イバラキは、SDGs みえの共催

の下、ファシリテーターとして高校生と島

民の議論が活発に行われるよう手助けを行

った。合宿では、高校生自らが島でインタビ

ュー調査を行い島の課題や魅力を見つけ、

それについて島民から話を聞いた。最終日

には、グループごとに島への提案を発表し

た。 

 
グループ発表の様子 

 
島の魅力を感じるメンバー 
→SDGs 目標 17「パートナーシップで目標

を達成しよう」 
 
●プロジェクトの周知活動 

Facebook ページを利用しプロジェクト 
の活動報告や講演会の宣伝などを行った。
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また、昨年度非常に好評であったオリジナ

ルのロゴマークが入った缶バッジを更に追

加で作成、また今年度は小さいお子様にも

渡せるようにキーホルダーの作成を新たに

行い、活動に興味を持ってくれた人に配布

した。 

 
オリジナルロゴマーク 

 
●昨年度の課題に対する振り返り 
昨年度の反省としては、第 2 段階である

SDGs を学内や学外に広める活動が少なか

ったことが挙げられていた。今年度は茨城

大学内だけではなく、様々な地域へ行って

SDGs の啓発を行うことができた。また、関

わる人々の年齢層についても、昨年度は主

に大学生であったが、今年度は高校生から

お年寄りまで、多様な人に向けた活動を行

うことができた。 
しかし、メンバーの多様性については依

然として多くが人文学部および人文社会科

学部であるため、他学部のメンバーを集め

る工夫がさらに必要となる。 
 

●今後の展望 
 今年度の活動を通して、地方自治体や企

業には少しずつ SDGs の認知度が上がって

きていることが分かった。しかしながら、市

民レベルでは知っている人がほぼいないと

感じた。例えば、フェアトレードの販売で

は、当団体の活動や、SDGs、フェアトレー

ドについてのパネルを設置していたが、こ

れらについて興味をもって聞いていただけ

る方は少なかった。今年度は、つくば SDGs
セミナー、答志島サステイナブルキャンプ

等、興味を持っている人を対象に SDGs の

啓発を行った活動が多かった。しかし、今後

は、SDGs をまったく知らない人に興味を

もって達成へ取り組んでもらえるような新

しいアプローチを行っていきたい。 
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まなびの輪 〜大洗町における多文化共生〜 

分野 : 教育・研究、ボランティア、地域交流、課外活動、国際交流 
代表者 : 人文学部人文コミュニケーション学科 ３年 小栗 和花 

………………………………………………………………………………………………………… 
連携先 
大洗町役場 まちづくり推進課 
大洗町立大洗小学校 
大洗町立大洗第一中学校 
 
顧問教員 
横溝 環 (人文社会科学部・准教授) 
 
参加者 
森井 美桜 (人文学部人文コミュニケー

ション学科) 

石川 遥 (人文学部人文コミュニケーシ

ョン学科) 

小栗 和花 (人文学部人文コミュニケー

ション学科) 

後藤 睦貴 (人文学部人文コミュニケー

ション学科) 

斎藤 航ノ介(人文学部人文コミュニケー

ション学科) 

沢 栞里(人文学部人文コミュニケーショ

ン学科) 

高嶺 咲 (人文学部人文コミュニケーシ

ョン学科) 

飛田 宗一朗 (人文学部人文コミュニケ

ーション学科) 

吉田 風音 (人文学部人文コミュニケー

ション学科) 

安蒜 ひなた (教育学部特別支援コース) 

越中 未穂 (人文社会科学部現代社会学

科) 

葛原 美希 (人文社会科学部現代社会学

科) 

斉藤 朱里 (人文社会科学部現代社会学

科) 
 

プロジェクトの概要 
 本プロジェクトは、大洗町役場・大洗小学 
校・第一中学校・ボランティアの方々と連携

し、大洗町在住外国人の日本語コミュニケ

ーション能力の向上および多文化共生のま

ちづくりの推進を目的としている。今年度

は、これまでに引き続き、①大洗町在住外国

人が日本語を学習できる場を設けること、

②外国人同士・外国人と日本人の関係 構築

のきっかけとなる場を設けること、③外国

にルーツをもつ子どもたちの学習をサポー

トすること、の３点を目標とした。加えて、 
④スピーチコンテストのサポートをするこ

とで外国人児童・生徒の学習意欲向上を促

し、日本人の内なる国際化に対する意識及

び関心を高めることを新たな目標とした。

活動内容は、大洗町在住外国人が日本語を

学習できる「日本語教室」の開催、外国に 
ルーツをもつ子どもの学習をサポートする 
「取り出し授業」への参加、誰でも気軽に参

加でき、ゲームや食事を通じて交流を深め

る「新年会」の開催の３つを軸とした。今年

度はこれらの活動に加えて、「日本語スピー

チコンテストのサポート」を行なった。 
 
プロジェクトの成果報告 
(１) 日本語教室の開催   
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日本語教室は、外国人が日本語を学習で

きる場として、月に２回、第２・第４水曜日 
（１８：３０～２０：００）に大洗町役場の

会議室で開催している。学習者のニーズを

もとに、 個々の目標に沿った学習サポート

を、地域の日本人ボランティアと共に実施

している。日本語教室では、日本人 1 人に

つき学習者 １人～複数人の学習をサポー

トしている。担当者が変わる際、次回担当者

へ学習内容の引き継ぎをする必要がある。

昨年度は、学習者１人１冊ノートを作り、日

本語教室終了時に学習内容などを記録して

いた。しかし、１～２回しか来ない学習者が

いたり、ノートを探すのに時間がかかった

りするという課題が生じた。そこで、今年度

からはルーズリーフに記録し、まとめてフ

ァイルに綴じるようにした。この取り組み

からノートを無駄にすることもなくなり、

探すことも容易になった。今年度は、インド

ネシアからの留学生に協力を求め、大洗町

のごみ出しのルールをインドネシア語で翻

訳してもらった。作成したインドネシア語

で翻訳した資料、資料の英語版、ごみ出しの

ルールについての資料は以下のとおりであ

る。(資料は別途添付) 
１．【ごみ出しのルール】インドネシア語版 
２．【ごみの分別ルール】インドネシア番号

付き英語版 
３．【ごみの分別ルール】ガイド English 
Version 
４．【ごみの分別ルール】ガイド 
継続して参加している学習者やボランティ

アから関係がひろがり、新たな外国人も参

加するようになった。 

 
日本語教室の様子 

 
(２) 取り出し授業への参加  
大洗小学校および第一中学校では、外国

にルーツをもつ児童生徒を対象に、日本語

を補いながら教科学習をする「取り出し授

業」が実施されている。私たちは、週２日、

取り出し授業に「日本語サポーター」として

参加し、外国にルーツをもつ子どもの教科

学習や日本語学習のサポートを行っている。

小学校では１・２時間目(８:４０～１０:１
５)に参加している。今年度から、第一中学

校での「取り出し授業」にも週 2 日参加し

ている。中学校では、１～４時間目(８:４０

～１２:３０)に参加している。私たちが参加

することで、児童生徒一人ひとりがより密

度の高い学習をすることができた。また、私

たちの参加を楽しみにしている児童生徒も

おり、私たちの活動が、学習に対するモチベ

ーションを高めるきっかけとなったことも

大きな成果といえる。継続して参加するこ

とで、少しずつ児童生徒や小学校・中学校の

先生方との関係を築くことができた。 
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取り出し授業の様子 

 
(３) 新年会 
  気軽に参加でき、外国人同士や外国人と

日本人の関係構築のきっかけとなる新年会

を１月に開催した。これを機に、活動に初め

て参加してくださる方もいた。子どもから

大人まで参加できるジェスチャーゲームや

ビンゴ大会を行った。また、外国人や日本人

のボランティアが持ってきてくださった料

理やお菓子を一緒に食べた。外国の料理を

食べることで、その国の文化を直接体験で

きるという貴重な時間を過ごすことができ

た。新年会では普段の日本語教室などでは

見られない参加者の新たな一面を知ること

ができた。 

 
１月開催 新年会 

 
(４)日本語スピーチコンテストのサポート 

2 月 3 日に茨城大学ライブラリーホール

で開催された外国につながる児童生徒によ

るスピーチコンテストの手伝いをした。こ

のコンテストは茨城大学の多文化社会とコ

ミュニケーションゼミナールと大洗町・日

立市・ひたちなか市との連携により行われ

たものである。会場設営、コンテストの出場

者やその家族・引率の方の案内や、受付など

を行った。会場には参加者や関係者だけで

はなく、多くの日本人も来てくださった。

様々な国の出身の児童・生徒のスピーチを

聞くことで私たちも多文化共生について考

えることができた。 

 
スピーチコンテストでの様子 

 
(５)その他の活動   
その他の活動として、大洗町の行事であ

る八朔祭では食べ物を販売する手伝いをし、

盆踊りの夕べでは飲み物の販売およびフェ

イスペイントの手伝いを行った。またスポ

ーツフェスティバルでは外国人や日本人の

ボランティアと一緒に競技に参加しながら

交流を深めた。その他に、日本語教室で活動

するボランティアと日本語教室の運営につ

いて話し合いも行った。日本語教室では、日

本語能力検定を受験する学習者が増えてき

たため、私たちが対応できるようにするこ

とを目的とし日本語について学習している。

今後はボランティアの日本人と共に学習し

ていくことが課題といえる。日本語教室に
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参加しているインドネシア出身の方に、彼

らが通う教会のパーティーに招待されるこ

ともあった。外国人のコミュニティに迎え

入れてもらったことで、彼らの文化を知り、

より深く交流をすることができた。 

 
八朔祭りでの様子 

 
盆踊りの夕べでのフェイスペイントの様子 

 
(６)全体の成果と今後の課題   
全体の成果として、第一に、これまでの活

動にボランティアが継続して、積極的に参

加してくださっていることが挙げられる。

私たちの活動は、将来的には大洗町住民が

主体となって継続されることを目標として

いる。そのためにも、現段階で、私たちの活

動に地域のボランティアが積極的に参加し

てくださることは、非常に大きな意味があ

る。今年度も昨年度と同様、日本語教室の運

営についてディスカッションを行った。こ

のディスカッションはボランティアと私た

ち、また、ボランティア同士の関係を深める

ことにつながったと考えられる。そして、ボ

ランティアからの率直な意見を聞くことで

運営の改善に生かすことができた。第二に、

日本語スピーチコンテストの開催が多くの

日本人に、国際化について知ってもらい、多

文化共生について考えてもらうきっかけに

なった。また、私たち自身が改めて外国人や

日本人、多文化共生について考える機会に

なった。 
今後の課題として、日本語教室において

は、日本語能力検定を受験する学習者が増

えてきたため、私たちやボランティアが対

応できるようにすることが挙げられる。私

たちが自主的に行ってきた日本語学習をボ

ランティアと共に学んで日本語講座を開催

できれば良いと考える。全体としては、日本

語教室参加者との話し合いなどでみえてき

たボランティア・学習者双方のニーズに応

えていくことが挙げられる。今後も、大洗町

の人々との関係を大切にしながら、継続し

て活動に励んでいきたい。 
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減量住宅 in 水戸 

分野 : ボランティア、課外活動、地域交流 
代表者 : 人文社会科学部現代社会学科 2 年 小川 文太 

………………………………………………………………………………………………………… 
連携先 
千住 Public Network EAST 
飯名 悠生 様 

菊地建築工業 
  菊地 政也 様 
アトリエ結 

  宇佐美 理絵 様 
水戸市市民協働部防災・危機管理課 

  北井 文規 様  
 
顧問教員 
 小原 規宏 （人文社会科学部 准教授） 

 
参加者 
  小川 文太 

（人文社会科学部現代社会学科 ２年） 
  佐藤 綺音   

（人文社会科学部法律経済学科 ２年） 
  長谷部 拓斗 

（人文社会科学部法律経済学科 １年） 
  谷田 和弥 
  （農学部地域総合農学科 １年） 
  阿部 光太郎 
  （農学部地域総合農学科 １年） 

清水 梨々花 
（農学部食生命農学科 １年） 
蒲生 未佳 
（教育学部養護教諭養成課程 １年） 
前田 和花奈 
（人文社会科学部人間文化学科 １年） 
勝村 みらい 

（人文学部社会科学科 ３年） 
岡部 智里 
（理学部理学科） 
沢 栞里 
（人文学部人文コミュニケーション学科） 
 

プロジェクトの概要 
 
●私たちのテーマ 

 減量住宅とは、住宅の中の不便さ・使いに

くさを「脂肪」ととらえ、それらの問題箇所

を利用者が改修ないし手直しするような施

工「減量」を行っていき、空き家の活用を目

指す手法である。家の持ち主と使い手が一

体となってひとつの物件のリノベーション

に取り組むという過程の中で、現状空き家

となっている住宅を、双方の理想像である

「理想体型」に近づけていく。 
これにより、空き家とそれを取り巻く環

境の抱える問題点である「脂肪」を減らすプ

ロジェクトだ。地域課題となっている空き

家を活用すべく、家屋を解体しながら、生活

空間を再生していく。その過程において、暮

らしながら／使いながら活用方法を考える

という「減量住宅」の手法を茨城大学生が自

分たちの手で実践する。 
減量住宅 in水戸はこうした活動を重ねて

ゆき、空き家の価値を発掘し、同時に地域交

流の場を創出していきたいと考えている。 
 

●私たちの描く「理想体型」 
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 今日、数多くの地域において空き家問題

が深刻なテーマとなっている。景観を損ね、

防犯上のリスクを高める空き家は、地域に

とっての不安要素として、いまだ打開策を

確立できず、その数は今後も増加していく

ばかりだろう。社会全体にとって、いくつも

の負の影響をもたらしている空き家問題に

対し、画期的な一手を投じることのできな

い現状を、私たちは「脂肪」と捉えている。 
そうした背景がある今日、このプロジェ

クトを成功させることができれば、ひとつ

の空き家対策における新たな手法を確立す

ることができるのではないか。そう考える

私たちは、社会の「脂肪」である空き家を対

象とするプロジェクトを進め、リアルタイ

ムで一連の流れを全国へ情報発信していく。

これによって、モデルが横展開され、様々な

場所において空き家問題の解決に向けた動

きが活性化されるひとつのきっかけを作り

出すことが、私たち減量住宅 in 水戸の最終

的な狙いであり、いわば「理想体型」である。 
 
●事業プロセス 
当プロジェクトにおいては、空き家の改

修作業ならびに利活用を進めていく中で、

物件の抱える「脂肪」という老朽箇所を「減

量」することもあれば、「燃焼」し「筋肉」

として修復することもある。空き家の長所

短所を可変的に改修し、理想体型（「脱空き

家」）を目指していくというのが、減量住宅

というアプローチの本質的な部分であるか

らだ。 
減量住宅 in 水戸では、3 年間の計画のも

と、茨城大学水戸キャンパス周辺の空き家

に対象エリアを絞ってプロジェクトを進め

ていく。具体的なプロジェクト進行の流れ

ならびに年度目標については、下記の通り

である。 
―1 年目・2018 年度目標― 
・減量住宅を手掛ける飯名氏をはじめ、 
地域の第一線で活躍しているプロを 
交えた、プロジェクトチームを結成する。 

・水戸市内の空き家を調査し、修繕に 
適した物件を借りる。 

 
―2 年目・2019 年度目標― 
・チームで利用方法を相談しながら、 

空き家の老朽化した部分は減築し、 
活用できる部分は改修していく。 

・活用の方向性は、「料理」「体験」「交流」 
として、最適な改修を行っていく。 

・住宅の改修中は、壁塗りや床張りの作業 
を、体験イベントとして実施する。 
オープン前から、多くの人に関わって 
もらうことで、利活用を進めていく 
家に対する愛着を持ってもらう。 

 
―3 年目・2020 年度目標― 
・完成時には料理体験教室を近隣の 
小学生とその家族を招待して開催する。 

・一定期間のテスト期間を経て、有効な 
利活用の方法を考案し、大家さんに住宅 
を返還することをもって、減量住宅 in 水

戸プロジェクトを終了とする。 
 
●活動の足跡 

 今年度、減量住宅 in 水戸として以下のよ

うな活動を行った。 

 

・千住 Public Network EAST 飯名悠生様 

 による減量住宅運営方法に関する講演会 
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平成 31 年 2月 9日（土）18:00～20:00 

 「減量住宅」という空き家へのアプローチ

の発案者、千住 Public Network の飯名悠生

様。この日、空き家活用についての講演会を

主催すると聞き、北千住で開催された「千住

でうごく」というイベントに参加した。 

北千住エリアでの活動を題材に、減量住

宅として空き家を活用するとはどういうこ

となのか、先行事例を学び、その思いを再確

認すべく減量住宅 in 水戸のメンバーで出

席した。空き家リノベーションならではの

難しさを認識する一方で、多くの事例がこ

れまで成立していることから、空き家から

広がるアイデアの多様さを強く印象付けら

れ、大変有意義な一日となった。 

 

・株式会社一円 坂本健介様を招いての 

   減量住宅 PR 手法に関する戦略会議 

平成 31 年 2月 7日（木）18:00～20:00      

平成 31 年 2月 14 日（木）18:00～20:00 

 

  茨城県土浦市のデザイン企業、株式会社

一円から坂本健介様にお越しいただき、減

量住宅 in 水戸の PR 手法についての戦略会

議を行った。坂本様にはプロジェクトの期

間前半から本プロジェクトのチラシの作成

に関してご協力をいただいていた。（上記の

チラシは坂本様と作成したもの。）坂本様は

数あるデザイナーの中でも、ロゴやデザイ

ンをもって企業・ビジネスの「価値」をカタ

チにする、その魅力を伝えることにおいて

は右に出る者のいないデザイナーと言われ

ている。 

数々の企業と仕事を進めた経歴があり、

その一つひとつのプランや商品、サービス

の「価値観」を凝縮させ、その価値をカタチ

にしてきた坂本様にご協力いただけたこと

で、チラシ作成にこめた思いを学生メンバ

ーと共有するとともに、私たち減量住宅 in

水戸はいかにして PR をし、プロジェクトを

進めてゆくべきか、とても熱量の高い会議

を持つことができた。 

 

・菊地建築工業 菊地政也様による 

住宅改修に関する講習会 

平成 31 年 2月 14 日（水）13:00～15:00 
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平成 31 年 2月 20 日（水）18:00～20:00 

 茨城県常陸太田市を中心に、ひろく建築

家としてご活躍されている菊地政也様にご

指導いただき、工具の使用方法やその際の

注意項目についての講習会を実施した。 

私たちプロジェクトメンバーは建築を専

門分野としているわけではないこともあり、

本プロジェクトで初めて本格的な工具を扱

うという学生も少なくない。安全にプロジ

ェクトを進めていくためにも、実際の施工

開始に先立ち工具の使い方を学んだ。直接

プロから現場の中での場面を踏まえたお話

を伺い、その後、実際に工具を使って木材を

切断したことで、正しく安全な工具の使用

方法を学び実践することができたと感じて

いる。 

 

上記３つの活動の他にも、 

・茨城大学周辺の空き家視察 

・法務局での登記事項の参照 

・羽ばたく！茨大生などイベントにて 

 プロジェクトの PR 活動 

 などを実施した。 

  

プロジェクトの成果報告 
 2018 年度より開始した当プロジェクト

では、現在、先述した工程のうち項目 3 つ

目の「空き家の利活用のプランニング」から

本格的に空き家に手を入れる活動に移ろう

というタイミングである。2019 年度におい

て最も重要な活動は、「減量対象」とする空

き家を今年度前半において決定することだ。

登記事項参照から空き家オーナーへの声掛

け・情報提供や、茨城大学周辺のエリアを取

り扱う不動産店への協力依頼を積極的に行

っていき、住宅の決定を達成したい。その

後、改修プラン策定や実際の施工の段階に

本格的にシフトし、空き家オーナー・プロジ

ェクト参加者の双方にとっての「理想体型」

の実現につなげていきたいと考えている。 
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県北空き家再生プロジェクト 

分野 : 課外活動、地域交流 
代表者 : 工学部都市システム工学科 ４年 鎌田 吉紀 

………………………………………………………………………………………………………… 
連携先 
日立市役所 
茨城県建築士会日立支部 
顧問教員 
熊澤貴之 
 
参加者 
都市システム工学科 ４年 鎌田吉紀 
同 ３年 飯塚柊斗 
同 ４年 草間裕介 
同 ４年 平野史也 
同 ４年 中根央喜 
同 ４年 斎藤司 
同 ４年 長谷川広樹 
同 ３年 竹内美玖 
同 ３年 谷垣陸 
同 ３年 石森未貴 
同 ３年 工藤みちる 
同 ２年 加藤桃佳 
同 ２年 千田七海 
同 ２年 江口修平 
同 ２年 原野大河 
 
プロジェクトの概要 
全国的にも問題となっている空き家問題だ

が、日立市も例外ではない。本プロジェクト

では対象の空き家を「学生のシェアハウス」

＋「地域交流施設」として改修することで地

域と大学の接点をつくる。また、シェアハウ

スとして収益化することで固定資産税を賄

いつつ、最終的に解体の費用を支払えるよ

うにし、所有しているだけで負の財産とな

ってしまっている空き家に新たな価値を与

え、その終わりまで考える、真の意味での再

生を目指すことを目的としている。 
 
プロジェクトの成果報告 
対象の空き家を「学生のシェアハウス」＋

「地域交流施設」として使用するにあたり、

周辺住民の方にご挨拶と空き家プロジェク

トの周知を主な目的として、対象の空き家

でイベントを開催した。以下に詳細を述べ

る。 
〈OP イベント〉 
 日時：12 月 26 日（水） 12 時～14 時 
 場所：対象の空き家 
    日立市西成沢町３丁目 11-２ 
 概要：改修を終えた対象の空き家を開放

し、お披露目会を行った。具体的に

は、豚汁を振舞いながら空き家の

内装、本プロジェクトの活動紹介

を行った。 
 参加人数：約 40 人（学生メンバー７人、

運営・関係者８人、地域の方々約

25 人） 
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OP イベント写真 

〈施工イベント〉 
 日時：１月 13（日）、14 日（月）  
 場所：対象の空き家（所在地は OP イベ

ント詳細参照） 
 概要：周辺住民やメンバー外の学生と一

緒に建築士会のご指導を受けなが

ら、空き家に付随するベンチ、家の

中で使用するテーブルをデザイン、

作成、塗装までを行った。 
 参加人数：１日目―参加人数８人（大工

さん３人、メンバー２人、メンバー

外学生３人） 
２日目―参加人数８人（大工

さん３人、メンバー２人、高校生２

人、メンバー外学生１人） 
 
 

○成果 
 ・本プロジェクトの周知 
  今回のイベント（特に OP イベント）

では、多くのメディアに取り上げてもら

え、本プロジェクトの存在が周辺地域だ

けではなく、多方面に周知することが出

来た。それに伴い、空き家問題が改めて周

知され、それぞれが考え直すきっかけと

なり、空き家問題の解決に、微力だが貢献

できたのではないかと感じる。 
 ・周辺住民を巻き込んだまちづくり 
  イベントに参加した方々にお話を聞く

と、「地域に入ってくれるのは嬉しい」や「イ

ベントは食事会などがいいのではないか」、

「ここ以外の空き家も回収していってほし

い」など、今後の空き家の在り方、空き家を

取り巻く周辺地域についてご意見を頂くこ 
とができた。普段、市民の声を行政に届ける

機会や市民同士でまちについて話すことは

あまりない。この空き家が市民と行政、市民

と市民をつなげる媒体となり、まちづくり

の拠点となるのではないかと感じた。 
 ・様々な人との交流 
  本プロジェクトを通し、日立市役所さ

ん、建築士会日立支部さん、茨城県青少年育

成協会さん、市民のみなさんと多くの方々

と関わり、交流することが出来た。メンバー

である学生はほとんどが県外出身者であり、

日立にきて２～３年のものが多い。そんな

メンバーでも本プロジェクトを通し、様々

な人と交流を深めることで、日立という土

地に愛着をもつことができた。また、地域の

方々にも学生が実際に活動していることを

見てもらうことで、地域の活性化を促すこ

とが出来たのではないかと感じた。 
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 施工イベント写真 
本プロジェクトは，昨年は調査，設計 
今年は設計，施工，イベント を行うことが

できた．来年以降は，イベント，運用，を考

えていきたい．空き家問題についてさらに

考えていくことと，地域の場づくりを並行

し，来年以降もこの拠点から発信，活動をし

ていきたい． 

メディア情報は 
Web 記事 

https://mainichi.jp/univ/articles/20190104/org/00m/

100/011000c 

・茨城新聞 

・NHK ⽔⼾いば６ 

・@niftyNEWS 

・⼤学 HP 

http://www.ibaraki.ac.jp/commit/2019/0
1/072013.html 
・IBS(茨城放送)12/29 

・j-way1/3 
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大洗応援隊！～巡って遊んで好きになる～ 

分野 : ボランティア、地域振興 

代表者 : 理学部 3 年 青山 実樹 

………………………………………………………………………………………………………… 

連携先 

髭釜商店会、大洗町役場まちづくり推進課、

大洗町商工会、大洗町商店会、大洗町役場商

工観光課 

 

顧問教員 

伊藤 哲司（人文社会科学部・教授） 

 

参加者 

青山 実樹（理学部理学科 3 年） 

細川 顕大（工学部知能システム工学科 3

年） 

今村 裕哉（人文学部社会科学科 4 年） 

大貫 ひかる（人文学部社会科学科 3年） 

小野寺 哲（工学部電気電子工学科 3年） 

村岡 早紀（人文学部社会科学科 3 年） 

阿部 友樹（人文社会科学部法律経済学科 

1 年） 

井内 翔吾（工学部機械システム工学科 1

年） 

芝本 匠冴（工学部情報工学科 1 年） 

鈴木 美雪（理学部理学科 1 年） 

名倉 莊一朗（理学部理学科 1 年） 

森田 耕平（人文社会科学部法律経済学科 

1 年） 

 

プロジェクトの概要 

●プロジェクトの背景・目標 

 大洗応援隊！は 2012 年より大洗町の髭

釜商店街で「ほげほげカフェ」を運営してき

た。これまでの成果として、カフェの知名度

が徐々に上がっていること、イベントの開

催をしていること、情報発信をしているこ

とがある。昨年はフリーペーパーの発行を

通じて地域と学生と観光客との繋がりの契

機を作ることができた。 

 

 昨年度は、ほげほげカフェに来てくださ

ったお客様を中心とした活動だった。今年

度は商店街まで視点を広げ、商店街の魅力

の発信に力を入れる。そこで、従来のカフェ

運営やイベントに加え以下 2 点を目標とし

た。 

①商店街を巡って遊んで知ってもらうため

の企画考案・開催 

現在大洗町には観光客が多く訪れている。

しかし、応援隊のこれまでの活動を通じて、

商店街に寄らず、観光施設やイベント会場

に行く方が多いと感じた。そこで、商店街の

魅力をもっと伝えるため、独自の企画を考

案し開催する。 

②最新の情報による、商店街を訪れる際の

手助けとなるようなツールの作成・発信 

 昨年ほげほげマップを改訂したが、閉業

してしまった店舗があり、最新の情報を伝

えることができていない。そこで、マップを

再度改訂し最新の情報発信を行い、商店街

を周る際の参考にしてもらう。 

 

●活動日程 

7 月 7 日 ほげほげカフェ運営 

    茨城県昔話の会開催 
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28 日 ほげほげカフェ運営 

防災ゲームクロスロード

開催 

8 月 26 日 八朔祭でのほげほげカフ

ェ運営 

9 月 1 日 ほげほげカフェ運営 

    茨城県昔話の会開催 

23 日 ほげほげカフェ運営 

大洗ほげほげマップ改訂のため

の情報収集 

10 月 13 日 ほげほげカフェ運営 

音楽祭「ほげ Fes」開催 

27 日 ほげほげカフェ運営 

    ほげほげすごろく（商店街

の店舗を巡るイベント）開催 

11 月 3 日 ほげほげカフェ運営 

18 日 あんこう祭りでのほげほ

げカフェ運営 

12 月 8 日 ほげほげカフェ運営 

茨城県昔話の会開催 

 16 日 ほげほげカフェ運営 

    クリスマス企画の実施 

1 月 26 日 ほげほげカフェ運営 

    茨城県昔話の会開催 

2 月 23 日 ほげほげカフェ運営 

    茨城県昔話の会開催 

 

プロジェクトの成果報告 

●カフェ運営・茨城県昔話の会 

 大洗町にある髭釜商店街の空き店舗を活

用した「ほげほげカフェ」を月に 1～2回運

営した。運営日には SNS で宣伝を行い、観

光客の方や住民の方に来ていただいた。ま

た、月に 1 回程度ほげほげカフェ内で、地

域の方に茨城県昔話の会を開催して頂いた。 

 

 

●大洗ほげほげマップの改訂作業 

改訂までの流れ 

 商店街のお店 1 店舗ごとに直接お話を伺

いに訪問する。改訂作業における質問内容

としては、マップへの掲載の有無及び掲載

内容の変更点である。これにより得られた

変更点を印刷会社へ伝え、修正を加えたも

のを印刷してもらうことで改訂作業を終了

とする。また、印刷会社への連絡は地域連携

社会センター及び工学部総務係を経由して

行う。 

 

結果 

 今年度に変更がみられた部分はすべて修

正することができた。加えて、印刷会社の協

力のもと、実際の商店街の道幅とマップ上

に記されている道幅の対応をとることがで

きた。これにより、マップ利用者に現在地や

目的地周辺の情報をより詳しく理解しても

らえると考える。また、大洗町の町営駐車場

の位置が分からないという声をいただいた

ことがあったので、今回の改訂で町営駐車

場の位置を新たに記した。 

 

 

●参加型音楽祭「ほげ Fes」の開催 

10 月 13 日に、大洗応援隊！主催でほげ

Fesという音楽祭イベントを開催した。開催

にあたり Twitter での告知および、ポスタ

ーの宣伝を行った。その結果、茨城大学から

は Gitarre!の方々、一般募集からは 2団体

が参加してくださった。Gitarre!と一般募

集の１団体はアコースティックギターによ

る弾き語り、もう片方の一般募集の方はト

ロンボーンによる演奏をしていただき、イ
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ベントを盛り上げていただいた。また、今年

は演奏時刻に遅れてしまった参加者がいた

が、演奏順を変更し休憩時間を間に入れる

ことで対応した。今後の課題としては 2 点

あげられる。1つは参加者の固定である。参

加してくださる方が毎年決まっているため、

茨城大学および一般募集の新規参加者を増

やすことが重要である。2つ目はイベントの

開催時期である。今年度は昨年より一般募

集の参加者が少なかった。昨年はイベント

の日に重ねてしまったため、参加者や見学

者が少ないと感じていたため、今年はイベ

ントのない日に開催したが参加者がより少

ないという結果になってしまった。そのた

め、ほげ Fes はイベントがある日でイベン

トが終わった時間帯に開催するのが妥当で

あると感じた。 

 

 
 2018 年ほげ Fes の参加者 

 

 

●防災ゲームクロスロード 

概要 

7/28(土)に、ほげほげカフェにて「YES と

NOを越えて～防災ゲーム『クロスロード:大

洗編』の実践から～」を開催した。 

 講師は京都大学防災研究所 巨大災害研

究センターから李フシン先生をお呼びして、

大洗応援隊の学生と大洗町の住民の方と意

見を出し合いつつ交流した。 

 

方法 

 防災ゲームクロスロードとは、東日本大

震災で実際に起きた選択を取り上げて、い

まの自分ならどう行動するかを話し合う、

正解のないゲームである。 

 例えば、「あなたはお母さん。子供たちが

学校へ行く途中で、もうすぐ学校につく時

間のはず。しかし、その時、大地震が発生し

10 分後には津波が来るかもしれない。連絡

もとれない。子供たちを助けに行く？」とい

う問いに対して「YES 助けに行く」「NO 先

に逃げる」という札を各自一斉にあげる。 

 そして、その後、YES 側、NO 側の意見を

言い合う。 

カフェの認知度向上だけでなく、 町民や学

生の防災意識を高めることを目的に行った。 

参加者以外にも李フシン先生が調査した

小学生が意見を述べている動画を見た。子

どもとしての意見として「迎えに来てほし

い」という思いを聞くことができ、また、彼

が中学生に上がった時にもう一度意見を述

べてもらった動画では、「当時の自分は子ど

もだね（笑）」と当時の自分を振り返ってい

た。 

 男女で意見が割れたお題に「あなたはラ

イフセーバーのキャプテン。突然、大地震が

起こり、避難誘導を開始する。しかし、津波

があと 5 分で到達する。まだ海には子供が

大勢残っている。あなたは残って避難誘導

を続けますか？」というものがあった。 

 男性側はキャプテンという責任感から

「YES 避難誘導を続ける」、女性側はなぜ早

く避難できなかったのかを次に活かすため

に「NO 自分も避難する」という結果になっ
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た。 

 大洗町でライフセーバーのキャプテンを

している、『大洗ライフセーバークラブ 代

表ジーコ船長』からキャプテンとしての考

えを映像から伺うことができた。 

 ほかのお題では、「YES」「NO」以外の選択

肢が生まれた。 

このように、一人ひとり全く違う意見が多

くあり、また、同じ人でも時間が経てば、新

しい意見が生まれるこのゲームは様々な考

えを知ることができる。 

 防災について改めて考え、応援隊のメン

バーや住民の方々と考えの違いを共有でき、

災害時の"分かれ道"に備えた心構えをする

ことができた。 

 

 

 

●ほげほげすごろく 

概要 

  ほげほげすごろくとは、応援隊の学生と

観光客が大洗駅前の髭釜商店街、永町商店

街、曲がり松商店街の店舗を回るイベント

である。これを開催するに至った背景とし

て、これまでのカフェ運営を通じて大洗に

イベントが開催されているときに商店街に

は寄らず、大型観光施設やイベント会場へ

赴く観光客が多いと強く感じたことにある。   

そこで、商店街の魅力をもっと伝えるため

独自の企画を考案して提供をしたいと思っ

たのがこの企画の発端である。 

開催当日は参加申し込みと当日の呼び込

みで、学生と観光客合わせて参加人数 9 名

そして対象の15店舗中から4店舗を巡るこ

とができた。 

 

方法 

SNS を利用した事前宣伝では参加者が 1

名だったため、当日は呼び込みを行った。 

 

10 月 27 日 イベント当日 

① ほげほげカフェ前の通行人にほげほげ

すごろくのイベントを伝える。 

 

② 一緒に店まで動向し、店の方と交流をし

たあと写真を撮影する。 

 

防災ゲームクロスロードの様子 

宣伝ポスター 
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③ ほげほげカフェに戻り参加者と学生が

共に伝えたい内容や料理の感想を模造

紙にまとめる。 

 

④参加者がすごろくを振り、賽の目の数ご     

とにほげほげカフェの無料券を提供する。 

 

なお、イベント終了時には店の情報の宣

伝も行った。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

反省点 

・ターゲットである観光客の確認不足  

商店街を歩いている方の多くはアニメの

コンテンツのファンの方々である。声を掛

ける人の多くが二人組や団体客が多く、わ

ざわざ初対面の学生の企画に参加して店舗

へ訪ねることはしないのではないかと感じ

た。 

 

・協力してくれる店舗へ対するメリットの

イベントの様子 

掲示用のほげほげすごろく 

宣伝内容その① 

宣伝内容その② 
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少なさ  

夏期休業中に対象店舗へすごろくの説明

と訪問の許可をもらうため、一件ずつ交渉

した。しかし、大半の店舗から「面倒だ」「土

曜は混んでいるかもしれない」といった理

由で断られた。店側が協力することでどん

なメリットがあるのかと店主は思ったはず

である。すごろくを通じて、してほしいこと

を学生自ら店側から提案してみてもよかっ

たはずである。例えば、参加者から Twitter

での投稿で商品の割引等の工夫が必要だっ

ただろう。 

 

・「ほげほげすごろく」というネーミング 

実際はすごろくというゲームをするのでは

なく、許可を得られた店舗のうち参加者が

任意で訪問する店舗を選択するというやり

方で開催した。そのため、参加者から「分か

りづらい。」との声を頂いた。 

 

 しかし、参加者の方から「この企画のおか

げで以前から気になっていたお店へ訪ねる

ことができた。」「買い物をせず立ち話だけ

するのは冷やかしになるかもしれないため

行けなかったが、今回の企画のおかげで行

くことが出来て良かった。」との感想をいた

だけた。   

35



『みとっ歩 - ゼロから始める水戸生活 - vol.2』 制作プロジェクト 

分野 ：ボランティア、地域交流 
代表者：教育学部 2 年 阪井 一仁 

………………………………………………………………………………………………………… 
連携先 
水戸市市長公室みとの魅力発信課 
 
顧問教員 
西野 由希子(人文社会科学部 教授) 
 
参加者 
大村 みるほ（教育学部情報文化課程 3年） 
高田 美菜 （人文学部人文コミュニケー 

ション学科 3 年） 
梶山 未歩 （人文社会科学部人間文化学 

科 2 年） 
阪井 一仁 （教育学部学校教育教員養成 

課程 2 年） 
関澤 南   （人文社会科学部現代社会学科

1 年） 
 
プロジェクトの概要 
・背景 
 本プロジェクトは、2017 年に水戸市より

「水戸市外出身の大学生の目線で水戸市の

観光パンフレットを制作してほしい」と茨

城大学の学生に依頼が来たことからスター

トした。その観光パンフレットは、およそ 1
年をかけて 2018 年の 3 月に発行、茨城新

聞にも掲載された。その後、『みとっ歩』の

一作目では取材できる店に限りがあり、水

戸の「良さ」を発信するには不十分であると

感じられたこと、編集員一同この活動を一

回きりのものとするのは非常に勿体無い、

との想いから、学生地域参画プロジェクト

に参加し、今季の活動を開始した。 
・プロジェクトの内容 
本プロジェクトは、「フリーペーパー」と

いう形でまだ気づいていない水戸の魅力を

発信するものである。 
 プロジェクト実施にあたっては、記事作

成のため合計 11 店に取材を申し込んだ。そ

れぞれ約 1 時間をかけ、「水戸でお店を始め

ようと思ったきっかけ」「水戸でお店を続け

てきて思うこと」「お店を続けることでわか

った、水戸の良い点・悪い点」などを質問、

深堀りし、それを文章にまとめた。その後、

Photoshopや Illustratorといったソフトを

使用し、記事ページを作成した。また、タイ

トルのように「水戸を歩くこと」、「水戸に住

むこと」を意識し、実際に編集員が水戸を歩

くなどして掲載候補店を探したり、記事内

容は「住む」ことを意識したものにするな

ど、工夫を凝らし、フリーペーパーを発行し

た。 
 
（以下、参考画像） 

 
取材風景（花きゃべつ様にて） 
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『みとっ歩』表紙 

 

 
2-3 ページ。編集員が実際に回り、考案し

た水戸巡りマップを掲載した。 
 

 
16-17 ページ。前回と比較し、写真を多用

し視覚情報を充実させた。 
 

 
・活動日程 
2018 年 6 月（学プロ採択後）〜8 月：取材

店選定、冊子レイアウト構想策定 
2018 年 8 月〜2019 年 1 月：取材開始及び

記事・ページ作成、SNS 運営（Twitter） 
2019 年 2 月：記事・ページ校正、冊子印刷、

SNS 運営（Twitter、Instagram） 
 
・プロジェクトの目的 
水戸市に住んでいる人、水戸に初めて来

た人に、水戸にはどんな店があるのか、お店

の方は、お店を経営する上でどんな想いを

持っておられるのか等「街の魅力」を共有

し、自他ともに、まだ気づいていない「水戸」

に目を向ける（関心を持つ）こと。また、そ

れにより、地域活性化活動等に目を向ける

きっかけを創ること。 
 
プロジェクトの成果報告 
・プロジェクトの成果 
 『みとっ歩 – ゼロから始める水戸生活 – 
vol.2 』2500 部発行。 
（内訳） 
水戸市観光案内所 500 部 
市公共機関    200 部 
茨城大学、常磐大学 計 800 部（予定） 
「茨城大学 茨城遊学プロジェクト―花の

陣―」（2019 年 3 月 2 日開催） 300 部（予

定） 
取材店舗（11 店） 400 部 
その他      100 部 
また、Twitter（@mitoppo）、Instagram

（@mitoppo_vol.2）にて取材店情報、未使

用写真、取材時の裏話し、制作しての感想な

どを始めとした情報を発信。SNS では、『み
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とっ歩』について「観光ガイドなどには載っ

ていない情報も多く、楽しみにしている」

「水戸に行ってみたくなった」「自分たちの

街でもこのような冊子を作ってみたい」な

どの感想（メッセージ）が寄せられている。 
 
・今後の課題 
 今回のプロジェクトでは、ページ制作に

時間がかかりすぎてしまい、広く感想等を

募る時間を取ることができなかったこと、

公共機関などを取材・掲載できなかったこ

と課題として挙げられる。また、前作に続

き、本作も水戸駅周辺にのみスポットが当

てられており、水戸市全体に目を向けるこ

とができなかったこと、完成したフリーペ

ーパーを改めて見返すと英語表記などが非

常に少なく、外国の方への配慮が欠けてい

たことも、課題の一つである。 
 
・今後の展望 
 今後の展望として、まずは『みとっ歩』の

感想、不足点等について、観光案内所を始め

とした配布機関で聞き込みを行う。それと

併行して、次号三作目の『みとっ歩』につい

て構想し、SNS 等でメンバー募集を行う。

加えて、2019 年 5 月〜6 月にかけて、取材

店へ「本誌発行前と後の変化」についてアン

ケートを取り、それも参考に、次号を構想す

る。また、次号作成のため、Photoshop や

Illustrator など編集技術向上にも取り組ん

で行きたい。 
 SNS 運営については、当アカウントの影

響力等を調査し、「紙媒体ではない」、新たな

広報の形を模索していきたい。紙には紙の

良さがあるが、ウェブ媒体には ICT でしか

できないこと、その良さがある。今後は、

各々の媒体の良さを活かした制作活動も視

野に入れ、活動を続けていきたい。 
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県北にトランポリンを普及しようプロジェクト 

分野 : 課外活動、地域交流 
代表者 : 工学部生体分子機能工学科 3 年 味岡 真央 

………………………………………………………………………………………………………… 
連携先 
日立市教育委員会 スポーツ振興課 
課長 木下俊雄様 
日立市議会議員 蛭田三雄様 
 
顧問教員 
平田輝満（工学部・准教授） 
 
参加者 
味岡真央（工学部生体分子機能工学科 3年） 
阿部舞  （工学部都市システム工学科 3年） 
森一磨 （工学部機械工学科 3 年） 
田上有希（教育学部人間環境教育課程 3年） 
 
プロジェクトの概要 
●プロジェクトの背景 
 トランポリン運動は、単に競技スポーツ

としての魅力のみにとどめておくに忍びな

い多くの存在意義を有している。 
トランポリン運動を行うことで、日常で

は体感できない浮遊感や爽快感を得ること

ができる。また、子どもはもちろんのこと、

大人や障がいを持った方まで幅広く楽しむ

ことができ、社会教育・レクリエーションス

ポーツとしての地位を確立しつつある。さ

らに、トランポリンで鍛えた体幹や空中で

のバランス感覚を他のスポーツ（モーグル、

スノーボードなど）に応用している事例も

見受けられる。最近では、ダイエットやスト

レス解消のためのエクササイズの一つとし

て、トランポリンダイエットなるものが注

目されている。 
このように、様々な魅力・存在価値を有す

るトランポリンであるが、現在、ここ茨城に

おいては、県南地域にはトランポリンクラ

ブが複数ある一方、県北地域にはトランポ

リンを体験できる施設はほとんどなく、地

域による差が見受けられる。そこで、県北地

域でもトランポリン競技を盛り上げ、トラ

ンポリン競技とその魅力を普及していきた

いと考え、本プロジェクトを始めた。 
また、2019 年に開催される茨城国体から

トランポリン種目が国体競技として導入さ

れることを本プロジェクトを通してPRし、

トランポリン競技の更なる発展に寄与した

いと考えた。 
 

●プロジェクトの目的 
①県北地域でのイベントに参加し、トラン

ポリン体験会を実施することで、トランポ

リンがどのような競技であるかを知っても

らう。 
②茨城国体にトランポリン種目が導入され

ることを PR する。 
 
プロジェクトの成果報告 
●プロジェクトの内容とその成果 
 本プロジェクト参加者 4 名は、公益財団

法人日本体操協会公認のトランポリン普及

指導員資格を有しており、後述のイベント

でトランポリンの指導を行った。 
当初予定していた 4 つのイベントのうち、
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以下の 3 つのイベントでトランポリン体験

会を実施した。基本的なジャンプや技の指

導にあたった。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ぷら・スポフェスタ 

(参加者：280 名、2018 年 10 月 7 日) 
 
2. はくさんまえ公園祭り 

(参加者：200 名、2018 年 10 月 14 日) 
 

 
図 2 イベント前に配布したチラシ 

（市内のスーパー、公共施設に掲示） 
 

 
 
3. こうがく祭 

(参加者：250 名、2018 年 11 月 3 日) 
 

 
図 3 イベント前に配布したチラシ 

（市内小中学校、幼稚園保育園に掲示） 
 
体験者はのべ 700 人を超え、各イベント

とも大盛況のうちに終えることができた。 
（茨城県県北生涯学習センターで毎年行わ

れている生涯学習フェスティバルに参加す

る予定だったが、台風接近のため、イベント

の一部が中止になり、参加することができ

なかった。） 
 
●実施したイベント 
1. ぷら・スポフェスタ 
 日立市池の川さくらアリーナで行われた

日立市体育協会主催のぷら・スポフェスタ

にて、トランポリン体験会を実施した。主に

地元の子どもたちに跳んでもらった。 
 このイベントは、毎年参加者が 1000 人を

超える非常に規模の大きいものであるため、

遠方から足を運ぶ方々もおり、日立市のみ

ならず他の市町村の方々にもトランポリン

図 1 基本的な技 
タック（左上） 
パイク（上） 

ストラドル（左） 
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の魅力および国体にトランポリン種目が初

導入されることをアピールするいい機会と

なった。 
 同日に開催された、国体 PR イベントで

ある国体開催 1 年前クリーンアップ運動に

参加し、会場周辺の清掃活動を行った。 
 

 
図 4 国体開催 1 年前クリーンアップ運動

に参加した様子 
 

 
図 5 体験会の様子 

 
2. はくさんまえ公園まつり 
 日立市川尻町にあるはくさんまえ児童公

園で毎年開催されている、はくさんまえ公

園まつりの体験コーナーの一つとして、ト

ランポリン体験会を行った。主に近所に住

んでいる子どもたちに体験してもらい、活

気あふれるものとなった。また、小川春樹日

立市町にも体験していただいた。（図 6） 

 

 
図 6 小川春樹日立市長が 
体験してくださった様子 

 
3. こうがく祭 
 茨城大学日立キャンパスにて開催された

こうがく祭で、トランポリン体験会を実施

した。終始客足が途絶えることはなく、子ど

もから大学生、社会人の方まで幅広い世代

に楽しんでいただけた。一回だけでなく何

回も跳んでくれる子どもたちもいて、笑顔

で跳んでいる姿が非常に印象的だった。 
 また、トランポリンの模範演技も行い、ト

ランポリン競技の普及に尽力した。（図 7） 
 

 
図 7 模範演技の様子 
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●アンケート結果 
ぷら・スポフェスタでは参加者 101 名に

アンケートを実施し、体験会の感想および

国体の認知度について調査した。（図 8） 
 

図 8 アンケート結果 
 
一人当たりの体験時間は短かったが、「と

ても楽しかった」、「また跳びたい」などの声

をいただいた。 
国体のトランポリン競技は稲敷市で開催

されるため、県南での普及活動は活発であ

る。そのため、今回参加してくださった 9 割

以上の方にトランポリン競技が行われるこ

とを知ってもらい県北での普及活動は成功

したと感じている。 
 
●最後に 
 上述の通り、本プロジェクトでの体験者

はのべ 700 人を超え、私たちの予想を上回

る結果に終わった。日立市で活動している

「日立トランポリンクラブ」への問い合わ

せは増え、とある団体からの出張体験依頼

のお話もいただいた。2 月 23 日には日立市

体育協会様のご依頼でトランポリン教室を

行うことができた。教室は申込開始 30 分で

定員を大幅に超えてしまったということを

後日聞き、地域に定着したことを実感した。 
参加しているお母さんやスタッフで次の指

導者への道が見え、私たちが卒業した後も

継続できる環境が整いそうだ。1 年だけの

プロジェクトではあったが、トランポリン

競技とその魅力の普及およびトランポリン

を通した地域の活性に貢献することができ

た。 
 
●今後の課題 
今回のイベントはすべて日立市にとどま

ってしまったため、県北地域の他の町にも

範囲を広げてイベントを行っていきたい。 
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飛びこめ！地域！プロジェクト～かすみがうら市と常陸大宮市編～ 

分野 : ボランティア、課外活動、地域交流 
代表者 : 人文学部社会科学科 3 年 神田 紗帆 

………………………………………………………………………………………………………… 
連携先 
「かすみがうら市子ども未来フェス」実行

委員会（かすみがうら市教育委員会生涯学

習課）（実行委員・松庫義弘） 
「西塩子の回り舞台保存会」（常陸大宮市）

（会長 大貫孝夫、事務局 岡崎強） 
 
顧問教員 
西野由希子（人文社会科学部教授） 
 
参加者 
神田紗帆（人文学部社会科学科 3 年） 
河井孝太（人文社会科学部人間文化学科 1
年）  
平方瑞希（人文学部人文コミュニケーショ

ン学科 3 年） 
 
プロジェクトの概要 
●市民の方々が支え、実行されているプロ

グラムに学生が参加し、意見交換を通して

新しいアイデアを取り入れていただくとと

もに、学生は地域での活動の経験を積み、自

分の視野を広げる。 
●本プロジェクトは、地域の子どもたちが

関わる 2 つの市民団体と連携している。「西

塩子の回り舞台」は平成 28 年度に組み立て、

公演をお手伝いした学生たちが、「子ども歌

舞伎」を含め、伝統文化の継承に継続して関

わり、地域と学生とのつながりを強めなが

ら、次回の組み立て・公演が予定されている

平成 31 年度へ向けて活動を続けているも

のである。また、「かすみがうら市子ども未

来フェス」との協働は 2 年目である。 
 
プロジェクトの成果報告 
●「西塩子の回り舞台」保存会が、組み立て

のない年にも継続されている「回り舞台の

里へようこそプロジェクト」に協力し、次の

組み立て・公演の年に向けて、学生がどのよ

うに関わるのがよいか、意見交換を行った。 
●「関東近県生涯学習・社会教育実践研究交

流会」第 4 回大会（9 月 22 日）で「学生が

地域で活動する意味～常陸大宮市「西塩子

の回り舞台」などをお手伝いして～」という

発表を行った。会場には、保存会の方も来て

下さり、発表後の意見交換では上記交流会

参加者と協議を行った。 
●「かすみがうら市子ども未来フェス」は 8
月に開かれた実行委員会に参加し、今年度

の企画に関して意見交換や提案を行った。2
月 16 日に開催された「未来フェス」ではメ

インの 2 つの企画にメンバーがそれぞれ入

り、講師の先生を中心に進められた講座を

サポートした。当日、開会式で演奏のパフォ

ーマンスを行った本学の「中南米音楽研究

会」の学生とともに、講座終了後の実行委員

会にも参加し、当日の振り返り、次回への申

し送りなど意見交換を行った。 
●茨城県立図書館からの依頼で 6 月 16 日

に企画された「茨城大学生による英語で読

み聞かせ」に協力した。茨大の学生による、

英語の絵本等の読み聞かせを試験的に行っ
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てみたいという相談があり、3 人が参加し

た。 
●今年度は、1 年生のメンバーとともに、地

域の市民の方たちによる実行委員会に参加

したり、実際にイベントのお手伝いをおこ

なったりすることが中心となった。子供た

ちも関わるイベントでは、かすみがうら市

の教育委員会、茨城県立図書館の方たちと

も協力して企画から実施までに関わった。

平成 31 年度は「西塩子の回り舞台」の組み

立て・公演の年にあたるので、今年度のプロ

ジェクトで経験したことを活かして次年度

の活動につなげたいと考えている。 
 
 

 
県立図書館での英語で読み聞かせ 

 

 
9 月 22 日「関東近県生涯学習・社会教育

実践研究交流会」発表の様子 
 

 
8 月の実行委員会（子ども未来フェス） 

 

 
「子ども未来フェス」当日の様子 
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わら納豆の魅力を広げよう！～わら納豆の消費拡大を目指して～ 
分野 : 地域交流 

代表者 : 人文学部社会科学 3 年 村岡早紀 
………………………………………………………………………………………………………… 
連絡先 

水戸市役所産業経済部農政課 

 

参加者 

・村岡早紀 (人文学部社会科学科  3 年) 

・杉本真衣 (教育学部学校教育教員養成課

程 1 年) 

・潮田梨子 (教育学部学校教育教員養成課

程  1 年)  

・戸島明優美 (教育学部学校教育教員養成

課程  1 年) 

・平川深悠 (農学部地域総合農学科  1 年) 

・吉永真優 (農学部地域総合農学科  1 年) 

・佐藤紗耶 (農学部地域総合農学科  1 年) 

 

プロジェクトの概要 

●背景と目的 

わら納豆は水戸市の特産品であるが、現 

在、わら納豆に使用されるわら苞の生産・消

費ともに減少傾向にある。この原因は、コン

バインによる収穫と機械乾燥が一般的とな

り昔ながらの乾燥方法である、おだかけを

する農家が少なくなったことやわらづと農

家の高齢化の 2つが挙げられる。 

そこで、稲わらを安定的に供給できるシ

ステムを構築するために平成 29 年に、島営

農組合、障害者就労施設、納豆業者と行政に

より発足されたのが、水戸市わら納豆推進

協議会である。 

現在は、水戸市わら納豆推進協議会間で

連携しわら納豆用の藁の生産が確保されつ

つあるため、次の段階としてより多くの

人々に水戸市の名産物を知ってもらい、食

べてもらうには学生は何が出来るのかと思

ったことがきっかけとなり、2018 年 11 月

から取り組みを開始した。 

 

●活動内容 

①取材 

水戸市のわら納豆の現状を理解するた

め、水戸わら納豆推進協議会に協力してい

るだるま食品株式会社(11/21)、島営農生

産組合(11/23)、障害者福祉サービス施設

たけのこ(12/7)へ取材を行った。 

 

②動画撮影 

わら納豆について楽しく知ってもらうた

めに、プロジェクト期間中に並行して 4本

の動画を撮影した。なお、完成した動画は

Twitter に掲載した。 

              撮影の様子 
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動画内容① 

 

動画内容② 

 

③梅まつりでの参画 

【目  的】 

水戸市のわら納豆の認知度を上げるととも

にお客様に納豆商品を購入してもらうきっ

かけをつくるため。 

 

【日  時】     

2 月 16 日(土曜日)・2月 23 日(土曜日) 

         

【内  容】    

① 水戸納豆組合（千波湖西駐車場）に来

ていただいた観光客に対して、スタン

プラリー実施の紹介と案内を学生が行

う。なお、ここでスタンプを 1つ押し

てもらう。 

 

② 偕楽園内にある 3 ヶ所(水戸納豆組合販

売ブース)、(常磐神社の義烈館前)、(偕

楽園の観梅本部)の全てのスタンプを回

収し、3本束のわら納豆を購入してくれ

た方にわら納豆 1 本をプレゼントする。 

 

なお、スタンプラリー用紙やはんこ、POP

は学生が作成した。スタンプラリー用紙の

裏側には納豆に関するクイズを 3 題掲載し、

答えをスタンプの設置箇所に設けることで、

スタンプラリーを巡るときの楽しさや『ク

イズの答えを知るためにスタンプラリーを

やってみよう』という動機を付与した。 

わら納豆スタンプラリーの表面 

わら納豆スタンプラリーの裏面 

 

【プロジェクトの成果報告】 

●インタビューのまとめ 

水戸のわら納豆が衰退する危険性の要因

として、「藁の不足」と「後継者の不足」２

点が挙げられる。 

穂を取り去った稲わらを天日干しにする

おだがけという作業は、担い手となる高齢
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者にとって肉体的に困難である。また、わら

づと農家は後継者不足に悩まされており、

高齢化と合わせてわらづと農家減少に拍車

をかけている。 

さらに、以前は手作業で行われていた稲

刈りがコンバインで行われることによって、

稲わらが自動で裁断され、農地に撒布され

るようになってしまった。わらづとの加工

には 70 センチメートル程度の長さと土な

どの付着がない高い品質が求められるため、

コンバインで裁断された稲わらはわらづと

加工には使用できない。加えて、コンバイン

で裁断されたわらは牛の餌としても利用で

きるため、わざわざおだがけをして納豆用

のわらを生産する農家はいないのである。 

そこで、水戸市は予算を計上しコンバイ

ンで刈り取ったわらを裁断せず長い状態の

まままとめる結束機を購入し、農事組合法

人に貸し出してわらづと用のわらを生産し

てもらえるようにした。コンバインに特殊

なアタッチメントを付けることで、お米の

収穫の際に稲わらの刈り取りとわらの結束、

またほ場への直立を同時に機械で行うので

ある。 

その後、稲わらは数日間ほ場で天日干し

させ、その後ハウスで乾燥させる。以上の方

法を用いることで、稲わらの収穫と乾燥の

効率を上げ、わら納豆に使用するための藁

不足を解消したのである。 

後継者不足の解消には、福祉施設による

と市内の福祉事業所にわらづとの加工を請

け負ってもらえるよう水戸市に掛け合った

結果、障がい福祉サービス事業所たけのこ

が選任され、以後わらづとの加工を担って

いるという。 

水戸市のわら納豆をなくさぬよう多くの

人々が協働している。 

 

乾燥中の藁 

完成した藁 

 

●わら納豆スタンプラリーについて 

当日は偕楽園の観梅本部と納豆組合付近

に分かれて、スタンプラリーの受付と呼び

かけを行った。水戸市役所と障害者就労施

設たけのこの関係者に協力をしていただき、

実施した 2 日間で合計 100 本のわら納豆を

提供した。 

         使用したスタンプ台 
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スタンプラリーのブース 

 

           活動の様子① 

活動の様子② 

完成品 

 

 

【反省点と今後の展望】 

反省点としては取材内容、動画共に上手

く活用しきれなかったところである。作成

するだけではなく、この一連の取り組みが

今後関係者の方にどのようにメリットを与

えられるのかをもっと考えるべきだった。 

また、わら納豆スタンプラリーでは参加

人数やそれぞれの納豆会社のわら納豆購入

数等を把握しなかったため、スタンプラリ

ー参加者とわら納豆の購買者を明確に打ち

出すことが出来なかった。参加者とわら納

豆の購入者は親子連れ、もしくは高齢の方

が多かったようだが、動画を視聴するのは

SNS を利用する若者や関係者の可能性が高

く、PR の仕方に問題があるように感じた。 

しかし、スタンプラリー実施の際に参加

者から動画やクイズが面白かったという好

評の声をいただいた。また、わら納豆の販売

ブースに携わる水戸納豆組合から「梅が満

開になる前にも関わらず、同じ時期の売上

と比較すると 2～3 倍もある。」と話されて

いたため、わら納豆スタンプラリーの開催

はわら納豆の購入促進に効果があったこと

を実感した。 

次年度は上記 2 点の反省点を改善し、取

材と動画内容を活用する幅を広げ、「誰に」

「どうやって」「わら納豆のどこ」を PR す

るかを具体的に検討する必要がある。 
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ほしいもバトル in おもてまち商店街 

分野 : 課外活動、地域交流 
代表者 : 工学部機械システム工学科 1 年 夛田 雄介」 

………………………………………………………………………………………………………… 
連携先 
（株）オセヤ一級建築事務所 
藤田 康広さん 
 
顧問教員 
清水 恵美子（全学教育機構・准教授） 
 
参加者 
夛田 雄介（工学部機械システム工学科１

年） 
水上 雄介（農学部地域総合農学科１年） 
井上 智敦（農学部地域総合農学科 1 年）	

佐藤 紗耶（農学部地域総合農学科１年） 
 
プロジェクトの概要 
●背景 
 本プロジェクトは、地域に出てまちづく

りを実践する PBLⅠでメンバーが考案した

「ほしいもバトル in おもてまち商店街」を

実行するために立ち上げられた。PBLⅠは、

ひたちなか市勝田駅前の表町商店街を舞台

に、学生を呼び込むためのアイディアを考

える授業だった。私たちのチーム(佐藤、夛

田、水上のさとうゆうすけチーム)は、商店

街の有線放送の活用という課題に対しての

アイディアとして、レシピコンテストを行

い、告知や干し芋をテーマにした番組など

を有線放送で流したいと考えた。  

 
●目的 

 ひたちなか市での生産量が全国シェアの

半分以上を占める干し芋を用いたレシピコ

ンテストを行い、「干し芋の聖地ひたちな

か」への関心を強めてもらうことが本プロ

ジェクトの大きな目的である。グランプリ

レシピを決定する決勝戦は、表町商店街で 3

か月毎に開催されているイベント、勝田

TAMARIBA 横丁内で実際に提供してもらうグ

ルメコンテストを想定していた。募集枠と

して学生枠、飲食店枠、一般枠を設定し、幅

広いジャンルのレシピが考案されるのを期

待した。特に学生枠の募集を強化し、学生や

その友人、家族に勝田へ来てもらい、親しん

でもらうことも目的だった。優秀作品は地

域の飲食店での限定メニュー化なども行い、

あわよくば新しいご当地グルメになればと

考えていた。  

 ほしいも Rename への転針後は、気軽に参

加しやすい企画を通して学生にひたちなか

市、干し芋に興味を持ってもらうことが目

的である。アンケート調査は、私たちができ

る範囲で拡散したときにどれだけの反応が

得られるかを把握し、企画実行時の目安に

するために行った。企画を行う前に外部の

意見や反応を一度確認するための試みでも

あった。  

 
●活動内容 
 週 2 回程度の昼休みのミーティングを基

本として、活動した。そのほか放課後や休日
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に現地に赴いたり、地域の方々と対話した

りして問題を抽出した。  

 始めは企画書づくりのための事前調査な

どに取り組んだ。途中からは現段階での企

画実行が困難であることが分かり方針を転

換し、ほしいも Rename に取り組んだ。ほし

いも Rename に取り組んだきっかけは連携

先の藤田さんをはじめとした地域の方々と

の対話の中にあった。「より大学生らしい発

想の企画を行ったほうが周囲の興味を引く

(レシピコンテストは商工会議所などが行

う仕事)」「ハードルが高い企画に挑戦する

前に、比較的手軽にできることに取り組み、

基盤・実績を作った方が良い」などのアドバ

イスは、プロジェクトの本題を一時保留す

るという決断に踏み切らせた。  

	
ミーティングの様子	

 
プロジェクトの成果報告 
●成果 
  チーム結成から現在までの活動とその成

果について。 	

〈活動の基盤づくり〉 	

 私たちは継続して活動を行うため、時間を

かけて目標や方針を明確化し、学生団体「ぴ

たっとひたちなか（ぴたちなか）」を組織し

た。はじめに、ひたちなか市を舞台に活動す

る既存のサークルに加入した。活動の幅と

地域での人脈を広げることができ、様々な

人に意見を伺えるようになった。ぴたっと

ひたちなかでは、干し芋に限らず、あまり知

られていない地域の魅力やその現状を調査

し、地域内外をつなぎ、連携して現状を改善

することを目指している。たびたび現地に

赴き、地域の方々との対話などから地域で

の問題を探った。  

	

	

私たちの掲げる行動指針 
 

〈干し芋への意識調査の実施〉  

Google フォームを用い、SNS 上でアンケ

ート調査を行った。回答期間を 12 月 25 日

～12 月 31 日としたところ、10 代から 40 代

以上までの幅広い年齢層から 100 件の回答

があった。ユニークな回答が多かった。アン

ケート調査の結果の一部をここに掲載す

る。  

 

「干し芋」という名前のイメージ

おいしそう 田舎くさい かわいい

高級感がある ダサい エモい

香りがいい 楽しい 映える

憎たらしい その他
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〈「ほしいもバトル in おもてまち商店街」

企画書作成へ向けた行動〉  

 本プロジェクトを実行可能な状態に計画

し直し、現実的な企画書を作成するために

「ハコ・モノ・ヒト」の確保に着手した。協

力者を募るため、干し芋の生産者や問屋の

方々を訪ねてのヒアリング調査を行った。

この活動は今後ほしいも Rename を計画す

る際にも役立った。結果として、決勝戦開催

のための会場や調理場の確保、有線放送用

の番組作り、各教育機関へのチラシ配布の

日程調整、関係者集めなどの数々の難題が

重なり、本プロジェクトは一時保留するこ

とになった。  

 

第３６回 TAMARIBA 横丁の視察 

 
〈「ほしいも Rename」企画書作成〉  

 ほしいも Rename の企画書作成のために、

ほしいも品評会の視察を通して生産者、問

屋へのヒアリング調査をさらに行った。ほ

しいもRenameは来年度の４月に実施する予

定だ。アンケート調査からわかった「干し芋」

の田舎くさい、ダサいといったネガティブ

なイメージを払拭すべく、「干し芋」にとっ

て代わる名前を学生中心に募集し、改元と

ともに新たな「干し芋」の名前を使っていこ

うという企画だ。私たちはこの企画なら、

「ほしいもバトル in おもてまち商店街」よ

りも学生らしく、誰もが参加しやすいだろ

うと考えている。 

干し芋といえばどこか

茨城県 鹿児島県 静岡県 千葉県 その他

干し芋といえば茨城県のどこか

ひたちなか市 水戸市 東海村

那珂市 その他

干し芋は好きか

好き 嫌い

干し芋を食べたいか

食べたい 食べたくない
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第１７回ほしいも品評会の視察 

 

●今後の展望  

 本プロジェクトはメンバーも少人数であ

るため、不安定な状況ではあるが、周囲の支

援もあり少しずつ勢いをつけてきていると

ころだ。今後はほしいも Rename の実行を経

て、地域への関心の向上と併せて人員不足

の解消ができれば良いと考えている。また、

初期のメンバーが水戸から離れてしまうこ

ともあり、今後の人材育成に関する問題も

挙げられる。 

 ぴたっとひたちなかの名前のモチーフで

もあり、マスコットでもあるひたちなか市

が全国一位の加工生産を誇るタコのように、

今後も様々な活動を通して地域のつながり

を強めていきたい。 
 

 
はばたく！茨大生での発表 
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学生と企業を「地域」でつなげるプロジェクト- team 結- 

分野 : 地域交流 
代表者 : 人文社会科学部人間文化学科 2 年 廣木 彩乃 

………………………………………………………………………………………………………… 
連携先 
株式会社カスミ 
株式会社日宣メディックス 
医療法人博仁会 
 
参加者 
岸朱里 
（人文社会科学部現代社会学科 2 年） 
鈴木葵 
（人文社会科学部現代社会学科 2 年） 
青木玲奈 
（人文社会科学部法律経済学科 2 年） 
小野瀬篤美 
（人文社会科学部法律経済学科 2 年） 
重富優希 
（人文社会科学部法律経済学科 2 年） 
廣木彩乃 
（人文社会科学部人間文化学科 2 年） 
 
プロジェクトの概要 
「地域」と関わる仕事に興味を持つ学生と 
「地域」と関わる仕事・活動をしている企業

との交流会の企画を行う。 
 
●背景 
近年、教育の場や社会において「地域」へ

の関心が高まっている。当大学も、地域志向

教育や事業の推進等に力をいれており、こ

のような流れのなかで、「地域」に興味を持

つ学生の増加が見られる。 
そうした学生が卒業後も「地域」で活動し

たいと考えたときに、「地域」と関わるとは

どういうことなのか、「地域」と関わる仕事

にはどのようなものがあるのかという疑問

が生じる。 
また、「地域」と関わる仕事について情報

を得たいと考えた際には、学内において県

内企業の説明会は開催されているが、「地域」

との関わりというテーマごとに企業を集め

た企画は現時点では開催されていないとい

う問題が生じる。さらに、大学内のキャリア

センターやその他団体・企業等が主催して

いる説明会は 1、2 年生には参加の心理的敷

居が高く、そもそも 1、2 年生向けの企画は

少ない、または認知されていないといった

問題点がある。 
 上記のような疑問・問題点をまとめると

次のような解決すべき現状が明らかになる。

それは、「地域」に興味を持つ学生が増加し

てきているなか、そのような学生が、卒業後

も「地域」で活動したい、将来「地域」と関

わる仕事に就きたいと考えたときに、十分

な情報を得られる機会が少ないということ

である。私たちには、自らの将来や「地域」

との関わり方について考えるための情報と

それを知る場が不足していると考えた。 
 このような現状を解決するため、私たち

は、実際に社会で「地域」に関わる仕事・活

動をしている方々から「地域」との関わり方

についてのリアルな情報を得るための場、

そして、自らの「地域」との関わり方につい

て考えるきっかけを、自分たちの手で作ろ
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うと考え、当プロジェクトを立ち上げた。 
●目的 
・様々な「地域」との関わり方を知る 
・将来や就活について考えるきっかけと 
する 

・「地域」と関わる仕事の魅力を知る 
 
プロジェクトの成果報告 
●企画概要の決定（現時点での予定） 
・日時 6/19（水） 
・場所 茨城大学図書館 
    本館 1 階 共同学習エリア 
・対象年次 1～3 年生（4 年生可） 
・参加企業 5 社程度 
・内容 
  それぞれの活動・取り組みについて、各 

企業様からプレゼンテーションを行っ 
ていただき、その後、個別ブースにて 

  学生との交流を行う。 
 
●「地域」と関わるとは何か？ 
「地域」と関わる仕事・活動をしている企

業様を交流会にお呼びするにあたって、ど

のような企業が「地域」と関わっているとい

えるのか、私たちなりの定義を考えた。 
 
まず、「地域」の定義である。「地域」とは、

ある一つ一つの場所、単位（県、市町村、地

区など）のことを指す。しかし、それはただ

の空間を示す言葉ではない。そこには、住む

人や訪れる人、モノや経済などの交流やつ

ながりが存在する。私たちは、この中身とし

ての「地域」に重きを置いて考える。 
次に、「地域」と関わるということの意味

である。「地域」と関わるということは、先

述した、中身としての「地域」と関わりを持

つこと、その「地域」にいる人々やモノ、経

済とつながりを持つことであると私たちは

考えた。 
このような考えのもと、具体的に企業が

「地域」と関わるときに、どのような関わり

方があるのかを、次の 2 種類に分類して考

えた。 
 
・企業と地域との関わり方 
 1）企業が存在することによる人・地域へ 

の貢献 
（例：雇用、社内制度、 

働きやすさ、税金、経済など） 
2）企業が活動することによる人・地域へ 

の貢献 
（例：事業、商品、サービス、 

その他の社会貢献活動など） 
  
この 2 種類の関わり方のなかで、私たち

は特に 2）の企業が活動することによる人・

地域への貢献に着目して当プロジェクトを

進めて行く。 
 

●企業への訪問 
 上記の定義を踏まえて、お話を伺いたい

企業様を冊子や HP 等で調べ、アポイント

を取った。今回は、志村大宮病院フロイデ総

合在宅サポートセンター水戸河和田様と日

宣メディックス（株）様、そして金砂郷食品

（株）様、カスミ（株）様の計 4 社に伺わ

せていただいた。訪問の際には、各企業様の

活動や「地域」との関わりについて教えてい

ただき、メンバーから当プロジェクトにつ

いてのご説明ののち、企画への参加・ご協力

を依頼した。 
 結果、志村大宮病院フロイデ総合在宅サ
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ポートセンター水戸河和田様と日宣メディ

ックス（株）様の計 2 社にご協力をいただ

くこととなった。また、カスミ（株）様にも

ご検討していただけることとなった。 
 
●今後の展望 
現在、参加企業枠が 5 社程度のところ、

残り 2 社の枠が残っているため、引き続き

企業を探しつつ、交流会の実現に向けた準

備を進めて行く。企画詳細についての決定

や、運営に必要な事柄の確認・準備を行う。

また、学生向けにチラシ・ポスター等を作成

し、交流会の広報活動を進めて行く予定で

ある。 

55



廃校利活用 お正月を楽しもう！ 

分野 : 地域交流、課外活動 

代表者 : 工学部マテリアル工学科 2 年 渡邉 永 
………………………………………………………………………………………………………… 
連携先 
ひたちなか市役所 
ちからこぶの会 
顧問教員 
伊藤 哲司（人文社会科学部・教授） 
 
参加者 
渡邉 永（工学部マテリアル工学科 2 年） 
菅原 槙人（工学部機械工学科 ２年） 
角 俊輔（工学部マテリアル工学科 ２年） 
井上 智敦（農学部地域総合農学科 1 年） 
水上 雄介（農学部地域総合農学科 1 年） 
佐藤 紗耶（農学部地域総合農学科 1 年） 
海老根 弘人（人文社会学部現代社会学 

（1 年 
夛田 雄介（工学部機械工学科 1 年） 
 
プロジェクトの概要 
 
廃校となった場所を利活用し、多世代交流

や地域活性化を行うことを目的として本プ

ロジェクトは 2019 年 1 月 20 日に廃校と

なった旧県立那珂湊第二高等学校跡地で行

った。プロジェクトの内容としては冬に行

うということで来客の方たちに温かい食べ

物を提供してもらいたいと思いひたちなか

漁村センターでとれた魚を使った鍋料理を

提供することと子供たちが楽しめるように

親子で一緒に凧を作り、広い校庭で凧上げ

を行うことである。 
プロジェクト実行当日までに我々はひた

ちなか市役所の職員とは企画の内容につい

て話し合い本プロジェクトが実現できるよ

うに内容を詰めっていった。那珂湊第三小

学校 PTA グループのちからこぶの会とい

う薪式の鍋を行っている団体とは連絡を取

り合うことで本番当日に使う大鍋の提供や

鍋の炊き出しの手伝いなどの協力を得るこ

とができた。集客については子供からお年

寄りまで幅広い年齢層の方たちに来てもら

えるように那珂湊第二高等学校の付近に住

んでいる家庭や那珂湊第一、第二、第三小

学校ビラを配り、宣伝をすることで集客を

行った。 
プロジェクトの成果報告 
 
プロジェクト当日はチラシを見てきた家

族連れや高齢者など幅広い年齢層が来るこ

とにより目的としていた多世代交流を達成

することができた。また、プロジェクト当

日までに様々な団体と連絡を取りあって連

携することで我々以外にも様々な団体が廃

校である那珂湊第二高等学校を利活用して

いることが分かった。このような活動をし

ている団体と連携することで新しい廃校の

利活用の仕方などを見つけ、考えを共有し

ていき、共に活動していくことでより良い

廃校の利活用ができると思った。我々以外

にも廃校利活用している団体と知り合えた

こともこのプロジェクトで得られた成果の

一つである。 
今回、小学校にビラをたくさん配ったが、

廃校の付近に住んでいる家庭にはあまり配

ることができなかった。そのため、近所か

ら足を運んできてくれた人は少なかった。

まわりから多種多様な年齢層を呼ぶことも

大事だがそれ以上にその廃校を一番身近に

感じている近所の方々への意識を忘れては

いけないと感じた。今後の課題としては、

廃校を身近に感じている近所の方たちに意

識を向けていきたいと思う。廃校に住んで

いる人々が廃校利活用に目を向けられるよ

うに廃校で様々な企画を行い、廃校の存在

をより身近に感じてもらえるよう尽力して

いきたい。 
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