
全国まちづくりカレッジ
2021 in 福岡＠Zoom

～笑～

開催日：2021年2月27日(土)13:00～18:10
2月28日(日)9:00～16:00

主催：西南学院大学



 
 
【目次とお願い】 
 
 
○目 次○ 

 

1. 実行委員長のコトバ 

2. プログラム 

3. 活動報告のタイムスケジュール 

4. 参加団体一覧 

5. 団体紹介 

 

 

○ご参加にあたってのお願い○ 

 

・1日目と 2日目はそれぞれ別のURLとなっておりますのでご注意ください 

・お時間までにはご入室ください 

・できればパソコンでの接続が望ましいです 

・お名前は【大学名_氏名】にご変更をお願いします 

・アイスブレイク＆ゲームの際はカメラを ONにしてください 

・アイスブレイク＆ゲーム①では紙と濃いめのペンのご用意をお願いします 

・発言者以外の方はマイクをミュートにしてください 

・同じ空間で参加される場合は３m以上離れてください 

（ハウリング防止のため） 



1. 実行委員長のコトバ

ノリと勢い

2021年2月26日
全国まちづくりカレッジ2021 in 福岡

実行委員長
福岡航平



 

2. プログラム 
 
※それぞれ１時間前から入室できます 

日付 時間 内容 詳細 ルーム 

27 日 

13:00~13:30 開会式 団体紹介、連絡 全体会 

13:30~14:50 活動報告① 各団体 20 分程度 全体会 

14:50~15:00 休憩     

15:00~16:15 アイスブレイク＆ゲーム① 紙・ペンが必要 各ルーム 

16:15~16:30 休憩     

16:30~18:10 活動報告② 各団体 20 分程度 全体会 

          

28 日 

9:00~9:10 2 日目挨拶、連絡     

9:10~10:40 活動報告③ 各団体 20 分程度 全体会 

10:40~10:50 休憩   全体会 

10:50~12:10 アイスブレイク＆ゲーム②   各ルーム 

12:10~13:00 昼食休憩     

13:00~14:40 活動報告④ 各団体 20 分程度 全体会 

14:40~15:00 休憩     

15:00~16:00 閉会式   全体会 

16:00~ 名残惜しい人たちでフリートーク     



 

3. 活動報告のタイムスケジュール 
 
・1団体の発表時間は 20分(＝プレゼン 12分＋質疑応答 8分) 

※地域社会研究会は 30分(＝プレゼン 20分＋質疑応答 10分) 

 

日付   時間 団体名 大学名 

27日 

活動報告

① 

13:30~13:50 地域連携プロジェクト SAN+ 東海大学札幌キャンパス 

13:50~14:10 まちなか共同研究室マイスター倶楽部 岐阜協立大学 

14:10~14:30 Bonsai☆Girls Project 香川大学 

14:30~14:50 もの録プロジェクト 長崎県立大学 

        

活動報告

② 

16:30~16:50 フットパスプロジェクト 國學院大學北海道短期大学部 

16:50~17:10 マイルポストクラブ 名古屋学院大学 

17:10~17:30 小豆島プロジェクト 香川大学 

17:30~17:50 商店街活性化隊しあわせ工房 CanVas 京都文教大学 

17:50~18:10 未来の地域プロフェッショナル育成プロジェクト 九州産業大学 

          

28日 

活動報告

③ 

9:10~9:40 地域社会研究会 皇學館大学 

9:40~10:00 服部ゼミナール 龍谷大学 

10:00~10:20 佛生山らぼプロジェクト 香川大学 

10:20~10:40 Kitahama Lab 香川大学 

        

活動報告

④ 

13:00~13:20 舛井ゼミ 國學院大學北海道短期大学部 

13:20~13:40 KAGAWA Maker 香川大学 

13:40~14:00 KASANEO 京都文教大学 

14:00~14:20 直島地域活性化プロジェクト 香川大学 

14:20~14:40 西南まちづくりラボ 西南学院大学 



4. 参加団体一覧 

  都道府県 大学名 団体名 

1 北海道 國學院大學北海道短期大学部 舛井ゼミ 

2 北海道 國學院大學北海道短期大学部 フットパスプロジェクト 

3 北海道 東海大学札幌キャンパス 地域連携プロジェクト SAN+ 

4 岐阜県 岐阜協立大学 まちなか共同研究室マイスター倶楽部 

5 愛知県 名古屋学院大学 マイルポストクラブ 

6 三重県 皇學館大学 地域社会研究会 

7 京都府 龍谷大学 服部ゼミナール 

8 京都府 京都文教大学 KASANEO 

9 京都府 京都文教大学 商店街活性化隊しあわせ工房 CanVas 

10 香川県 香川大学 KAGAWA Maker 

11 香川県 香川大学 Kitahama Lab 

12 香川県 香川大学 小豆島プロジェクト 

13 香川県 香川大学 直島地域活性化プロジェクト 

14 香川県 香川大学 佛生山らぼプロジェクト 

15 香川県 香川大学 Bonsai☆Girls Project 

16 福岡県 九州産業大学 未来の地域プロフェッショナル人材育成プロジェクト 

17 長崎県 長崎県立大学 もの録プロジェクト 

18 福岡県 西南学院大学 西南まちづくりラボ 



 

 
 

 

 

 

5. 団体紹介 



國學院大學北海道短期大学部・舛井ゼミ 

 

・目的 

「地域活性化」「町おこし」をテーマに活動しています。 

 

・活動概要 

「舛井ゼミ」は、「商店街事業部」「江部乙事業部」「砂川事業部」の 3 部の事業部制で構

成されています。各事業部ごとに、ゼミのテーマである「地域活性化」を図るような活動を

行っています。また、不定期でありますがゼミ全体での活動も行っています。 

例）商店街事業部の「学生カフェ」、江部乙事業部の「駅カフェ」、砂川事業部の「街歩き」 

 

 

・実績 

⚫ 商店街事業部による、「学生カフェ」の企画、運営 

⚫ 江部乙事業部による「月一回の駅カフェ」の企画、運営 

⚫ 地域の方と連携して行なった「雪かき」の企画、運営 

⚫ 学生会と連携して行なった「雪合戦大会」の企画、運営 

 

・まちカレでの意気込み 

自分たちの「地域活性化」活動をより多くの人に知ってもらい、今後の活動に活かしていき

たいと思います。また、短期大学として参加する事で 2 年間という短い間で、できる活動を

紹介していきたいと思います。 

 

6,公開情報 U R L 

舛井ゼミの S N S 

Instagram→ ＠masui_zemi 「舛井ゼミ」 

Facebook→ 「國學院大學北海道短期大学部 舛井ゼミ」 

 



國學院大學北海道短期大学部  

 

フットパスプロジェクト 
 

1、目的・活動概要  

フットパスとは、イギリスを発祥とする「森林や田園地帯、古い街並みなど地域に昔からあるありのま

まの風景を楽しみながら歩くこと【Foot】が出来る小径【Path】のことです。そのため、地域に根付い

たフットパスを行うことで楽しみながら、散歩しながら町おこしをすることを目的としています。ゼミの

活動としてではなく、サークルとして活動することで他学科の学生も参加しやすくしており、学生間

の交流も深められます。現在フットパスを行っている団体の高齢化と後継者不足という問題点があ

るので、それを少しでも解消する力添えがフットパスを通して出来たらと考えています。  

 

2、活動実績  

初めの活動として芦別散策を行い、その後は月に一度江部乙地域で

フットパス活動をしている江部乙丘陵地ファンクラブの方々の活動に

参加して地域の方の話を聞きながらフットパス活動を行っています。 

 

 

 

 

3、『まちカレ in 福岡』での意気込み 

昨年発足したばかりのサークルなので、他の団体がどのように継続し 

続けられたのかを勉強したいです。さらに、自分たちの課題の解決  

方法を今回のまちカレを通して探したいと考えています。  

 

 

 

4、公開情報 URL (Instagram) 

これから SNS を活用した情報発信も行っていきたいと思っているので、よろしくお願い致します。 



私たちは、南区の魅力を発信するフリーペーパー『SAN＋( サンプラス )』の制作を

中心に活動している団体です。

自分たちでテーマと掲載するお店を決め、

取材・記事制作・レイアウト・入稿まで全て学生で取り組んでいます。

現在、６名のデザイン文化学科の学生で活動中です！
発行部数：約 8,000 部　配布箇所：南区内のお店や駅構内など

東海大学チ
ャレンジセ

ンター

地域連携プ
ロジェクト

SAN＋とは
？

テーマ決め
アポ取り
取材

デザイン

レイアウト
編集

データ入稿

すべて
学生の手作りで
行っています。

昨年発行した「南区あい」！

記事執筆
校正

- 活動内容 -

＃うちであじわおう

新型コロナウイルスの影響を受ける

中、南区役所の協力のもと「＃うち

であじわおう」という取り組みを行

いました。

南区でテイクアウトやデリバリーを

利用できるお店を特設 WEB サイト

で掲載。

フリーペーパー作製

ZOOM などの遠隔会議を重ねて今

年度のフリーペーパーを完成し発行

しました。

取材は夏頃行いましたが、その後の

編集は基本的に遠隔での作業が殆ど

で大変ではありましたが、今年も無

事に発行することができました。

SAN＋公式サイト
https://www.sanplus.info Twitter : @_san_puls   Instagram : _san_puls



 

 

 

★マイスター倶楽部の概要・目的 
マイスター倶楽部は、地域社会を舞台にして学生が研究・実践活動に取り組む「まちなか共同研究

室」です。岐阜県大垣市の商店街のなかに拠点を設けています。 

当初は、大垣商工会議所の「空き店舗対策モデル事業」の一環として、1998年10月にスタート

しました。その後、2006年2月には、大垣市、大垣商工会議所、大垣市商店街振興組合連合会、岐

阜協立大学（旧岐阜経済大学）の4者により「中心市街地活性化のための4者協定」が締結され、大

垣市の中心市街地活性化を目的とした連携を進めています。2020年現在では、岐阜協立大学の学生

約35人が活動に参加し、調査研究、イベント企画等、様々なプロジェクトに取り組んでいます。 
 

★2020年度の主なプロジェクト 

(１) 大垣商店街いただきますプロジェクト 
 

 

 

 
  

 

(２)フードロスを考えるプロジェクト 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 中心市街地調査プロジェクト 
 

 

 

 

 

 

★まちカレへの意気込み 

 

 

 
 

☆マイスター倶楽部のご案内☆ 

住所 岐阜県大垣市東外側町 2-6広瀬第 1ビル 1階 

TEL/FAX 0584-81-3816 

Facebookもやってます！ 

（QRコード⇒） 

ぜひご覧ください♪ 

→大垣商店街の飲食店テイクアウト商品を情報発

信するプロジェクトです。学生視点でTwitterと

Instagramで発信しています。右の画像は

Instagramでの投稿内容です。 
 

←「SDGs」を念頭において「フードロス」を考えるプ

ロジェクトです。岐阜県内で「フードバンク」活動を行

なう「フードバンクぎふ」と連携して活動を展開してい

ます。 

→大垣市中心市街地商店街の状況を

フィールドワークし、問題点と課題

を見つけ情報を発信するプロジェク

トです。商店街の業種調査を実施し

ています。 

初めてのオンラインまちカレというこ

とで楽しみにしています。 

なかなか対面での活動が制限されるな

か、皆さんがどのように工夫して活動を

進めているのか参考にさせていただけれ

ば幸いです！ 



名古屋学院大学
マイルポストクラブ

商店街活性化・まちづくりを目的とし、地域を元気づけ、また、

学生たちの地域活動への実践力を身につけていくことを目指し
て、クラブ活動を行っています。主に、カフェの経営、地域イベン
ト（わくわくひびのサロン、区民まつりなど）に参加しています。

まちカレ in 福岡への意気込み
春からまた、カフェの経営が再開するの
で、多団体の皆さんの活動報告を参考に、
活かしていきたいです！皆さんとの交流
を楽しみにしています！

SNSやってます！
Facebook：milepostngu
Instagram：milepost_ngu
Tw i t t e r：m i l e p o s t 55



皇學館大学 地域社会研究会 
 

皇學館大学 地域社会研究会 

平成 23 年 3 月に活動を開始したこの研究会はこれまで、伊勢市高柳商店街や新道商店街と連携

をして「高柳の夜店」や「伊勢の夜祭」でイベントを盛り上げる活動。和紅茶事業では、度会町

や製茶会社と協力をして伊勢茶の茶葉を使った「宇治山田の和紅茶」の製作をするなどの伊勢

茶の魅力を伝える活動をしてきました。 

 研究会はこのような活動をするだけではなく、研究会メンバーがそれぞれ興味のある活動に

研究会を飛び出し、皇学館大学 CLL 活動に参加をするなどして活動しています。 

 

今回の「全国まちづくりカレッジ」では、これまで研究会メンバーがそれぞれ活動してきた３つ

の活動を紹介します。紹介する活動や三重県の魅力が伝わるように張り切って発表します！ 

よろしくお願いします。 

伊勢やまだ地方創生まちづくりゼミ 

浦之橋商店街 SNS 委員会 

宇治山田駅前 賑わい創出事業 

地域社会研究会 

・地域社会研究会の主事業である 

「度会カフェリョクプロジェクト」で製作した 

「宇治山田の和紅茶」です。  詳しくはインスタグラムをフォロー！ 

伊賀市若者会議 

１２月に開催された冬のイルミネーション。

近鉄宇治山田駅前を沢山のイルミネーション

で彩りました。 

響ホールではイベントも開催！ 

伊賀市の将来を担う若い世代が地域活動を発表！

年齢問わず様々な取り組みを行い、地域活性化の

学習をしています。 

人自身が成長して伊賀市を盛り上げていくことが 

この活動の目標です。 

今回の全国まちづくりカレッジでは上記の取り組みを発表します。 



龍谷大学
服部ゼミナール（15、16期生）

○目的

地域の特性を生かした都市の魅力や豊かさの創出、都市のブラン
ディングなどをテーマに、現在はゼミ生15人で様々な活動を行
なっております。

○活動概要

・まちあるき、まちづくりコンペ参加
船場(大阪府)、東岡崎(愛知県)、岡山市(岡山県)

・キヌガサタケを使った深草地域の地域ブランディング
オリジナルキャラクターのグッズ作成や、試食会動画の作成

   など

○『まちカレin福岡』での意気込み
今回のまちカレはZOOMでの参加という形になってしまいまし

たが、我々の活動を皆様に知ってもらうと同時に、他のチーム

の方々の発表などを通して今後の活動の参考となるような点をど

んどん吸収させていただきたいと考えております。

また、このまちカレでは普段会うことのできない各地域の様々

な方と関わりを持つことのできる素晴らしい機会なので、みなさ

まと今後も関わっていけるようなご縁があればいいなと思って

おります。

○服部ゼミナール公式SNS
・Instagram 【hattori___seminar】

・Twitter 【＠hattori_seminar】

・HP

【://hattoriseminar15.club/students/】

・facebook

【https://m.facebook.com/profile.php?id=100054544174874】



京都文教大学 地域連携学生プロジェクト

KASANEO

KASANEOの活動目的と概要

イベント実績

超高齢社会の現在、多世代で交流し助け合っていく必要があ
ります。しかし、それを実行するには年代差の壁が大きすぎる
ように感じます。私たちは、そんな異なる世代同士でも自然に
会話し交流できるような共通の話題を探してみました。そこで、
20年周期で流行するといわれている「ファッション」に注目し
ました。この活動では、まず高齢者から「衣服とその想い出を
提供していただく」ことから始めます。

KASANEOは、衣服を「物」としてではなく「想い出」として
受け継ぐことで、自然な多世代交流を生み出します。

モデルをしてもらう学生たちに、提供いただいた衣
服の想い出を伝え、自身の私服とコーディネートして
もらいます。その後、雑誌作成のためのスナップ撮影
やファッションショーなどを行います。
今年度行った「KASANEO COLLECTION 6th」では、
コロナ対策を徹底し、新しく生まれ変わった衣服を披
露することができました。

意気込み SNS/Mail

KASANEOを知っていただき、みなさんの活
動から多くのことを学べたらと思います！

よろしくお願いいたします！！

Twitter…KASANEO1
Instagram…kasaneo.2018

kasaneo.photos
Gmail…kasaneo.2018@gmail.com



 

商店街の 

魅力発信 

商店街を 
盛り上げる 

京都文教大学 地域連携学生プロジェクト 

・宇治ロゲイニングの実施 

「ロゲイニング」の手法を用いて、人物や商店街での

お買い物などを得点に含めることで、ゲーム感覚でま

ち歩きを楽しんでもらうことができるイベントを目指

しています。 

 

・グルメ情報誌の作成・活用 

2019年度、商店街の飲食店全25店舗をまとめた「宇

治橋通グルメ情報誌を作成、発行しました。さらに、

グルメ情報誌の SNS 発信も行っています。 

商店街活性化隊しあわせ工房  

・スマイルサタデー（8月） 

宇治橋通り商店街で開催される「クラフトビール夜市」

に参画し、子どもたちが楽しめるようなワークショッ

プブースを出店しています。今年度は新型コロナウイ

ルスの影響で中止となりました。 

 

・わんさかフェスタ（10 月） 

年間を通じて宇治橋通り商店街最大のイベントである

わんさかフェスタでは、準備の段階から商店街の方々

と密接に関わっています。今年度は中止でした。 

 

宇治橋通り 宇治橋通り 

『まちカレ in福岡』への意気込み 

CanVas は、2014 年 2 月「商店街を元気にしたい」という学生の思いと、

宇治橋通商店街振興組合佐脇理事長のご協力により結成された学生団体です。

宇治橋通り商店街の更なる活性化を目指し、笑顔溢れる「笑店街」づくりに取

り組んでいます。 

 今年度は新型コロナウイルスの影響によるイベン

トの中止等が相次ぎ、例年通り活動できない日々が続

きました。そのような状況の中で私たちは、「今でき

ること」を模索し、工夫しながら活動を進めてきまし

た。今回のまちカレでは、同じように地域をフィール

ドに活動されている他大学・他団体との交流を非常に

楽しみにしています。コロナ禍における活動の工夫な

ど、今後の活動に生かしていくために多くのことを吸

収する機会にしたいと思っています。また、他団体の

活動から刺激を受けることによって、個人のモチベー

ション向上にもつなげていきたいと思います。 

 よろしくお願いします！ 

CanVas を 

を 

知ってもらう 

・CanVas 広報誌の作成 

宇治橋通り商店街の店主さんに CanVas を知っても

らうため、活動報告やイベントの告知、メンバー紹介

等を掲載した広報誌を作成しています。 

 

・SNS による情報発信 

Twitter：＠canvas＿uji 

Instagram：＠canvas＿uji 

Facebook：しあわせ工房 CanVas 



香川大学
KAGAWA Maker

@Kagawa.maker
Facebook

@Kagawa_Maker
Twitter

@kagawa.maker
Instagram

「まちカレin福岡」での意気込み
コロナの影響で、私達の活動も制限されたり、内容を変
更したりしましたが、コロナに対応しながら、精一杯活動
に取り組んできました。まちカレでは、自分たちの活動
について自信を持って発表し、また、他大学のプロジェ
クトやゼミの参考になるところを吸収したいです。本日
はどうぞよろしくお願いいたします。

KAGAWA Makerとは

「お菓子で香川を盛り上げる」をコンセ
プトに、ワークショップや商品開発、お
菓子屋さんの情報発信を行っている、
香川大学の学生プロジェクトです。





 

団体名：小豆島プロジェクト  

所属：香川大学 

目的：小豆島における住民活動・観光の活性化 

活動概要： 

➀ジャンボフェリー船内におけるマップなどを使用した観光案内 

 

 

②フィルムカメラの「写ルンです」を使った、写真を用いた小豆島の魅力の発信 

 

 

③本プロジェクトの機関誌である『白鳥便り』の配布 

④あんず園の運用 

 

まちかれ in 福岡での意気込み： 

私たち小豆島プロジェクトは、現在様々な活動を模索中なので今回のまちかれで様々なプ

ロジェクトの活動や意見を勉強させていただこうと考えています！ 

プロジェクトとしてはまだまだ拙い点も多いと思いますが、よろしくお願いします。 

 

公開情報： 

Twitter ＠hakuchosakate 

Facebook 香川大学小豆島 sakate プロジェクト 

Instagram ＠mamep.sakate・@shodoshima.film 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

本村地区以外の直島も巡るツアーや、高原城址

を人が集まる活気のある広場にするための整備

など、新しいことにも挑戦した。 

限られた環境の中でもできることを模索し、 

挑み続けた一年！ 

 

「全国まちづくりカレッジ 2021 in 福岡~笑~」 

 

なかなか思うように活動できずもどかしい毎

日ですが、そんな中様々な団体の皆様と交流でき

るまちカレが本当に楽しみです。コロナ禍での対

応やその他の活動報告をもとにたくさんのこと

を吸収させていただきたいと思っております。今

私たちができることは何なのか、考えを深め、

2021 年度の活動につなげていきたいです！ 

香川大学 

直島地域活性化プロジェクト 

[ SNS ] 

HP : https://wacafegoo.wixsite.com/naoshima-jp 

Facebook : @wacafegoo 

Instagram : project @naoshima_project  

archive @naop_archive 

cafe   @naoshima_goo 

Twitter :  @naoshima_goo 

観光客の増加→→飲食店や休憩所の不足 

⇒直島でカフェを開き、直島を活性化させよう！ 

―2005 年：本プロジェクト発足 

 

現在：和 cafe ぐぅの営業、 

観光ボランティアガイドの実施、 

特産品の塩の生産で生まれるにがりを使った豆腐作り...etc. 

2020 年度― 

直島本村地区にある和 cafe ぐぅは、2 月 17 日現在臨時

休業中。2020 年度は大学の方針に従い、営業再開と休業を

繰り返した。 

毎週行っているミーティングは Zoom を用いて実施。 

オンライン上で情報を共有し、コミュニケーションをと

った。 

観光ボランティアガイドはプロジェクトメンバーの研

修および知識定着に重点をおいて活動。 

直島の特産品「SOLASHIO」を作る際に生じるにがりを

用いた豆腐作り。例年通り直島小学校で大豆を育てたが、

豆腐作りのワークショップを行うことはできなかった。そ

の代わりに、収穫した大豆をメッセージと共に小学生に送

ることを考えており、現在準備している。 



香川大学 佛生山らぼプロジェクト

◆仏生山ってどんなとこ？

• 高松市中部地域の最も南にあり、高松平野のほぼ中央部に位置するまち

• 高松藩主・松平家の菩提寺である法然寺やちきり神社、門前町ならではの

歴史街道筋は、歴史・文化の宝庫でもある

◆目的

• 仏生山の魅力発信

• 仏生山に訪れる人を増やすこと

◆活動概要

• コミュニティーセンターでイベント

• 地域イベントの参加

• カフェ経営 (4月にオープンに向けて準備中）

• 週に一回のミーティング（金曜18：00～19：00）

• 仏生山についてSNS等で情報発信

◆意気込み

まちかれを通して同じ大学生の方々がどんな活動をしているのかをしっかり
と学び、刺激を受けたいです！

◆公開情報URL

• Facebook @busshozanlabo 

• Twitter @blp1001_kagawa

• Instagram @blp1001.kagawa.univ

• Gmail bip1001.kagawa.univ@gmail.com



香川大学
Bonsai☆GirlsProject

香川県高松市では松盆栽の全国シェアの8割を占めています。
しかし認知度が低く、若い世代は盆栽への親しみが無いと
いう問題があります。私たちは女子大生ならではの視点か
ら盆栽のイメージを変え、プロの盆栽作家さんと盆栽に興
味を持ってくれている方との懸け橋になれるように活動を
しています。

○小学生向けワークショップ
参加者85人 計5回

○高校生向けワークショップ
参加者56人 計2回

○フリーペーパー（ZINE)
3回発行 計740部

↳記事：盆栽園や盆栽を置いているカフェの取材
盆栽スイーツづくり、盆栽写真の映え対決、など

○情報雑誌（Komachi) 毎月連載

@bonsaigirlsp

bonsai.girls.project
@BonsaiGirls

フォロワー
1.4万人突破しました！

子供向けワークショップ、盆栽教室、SNSやフリーペー
パーなどでの情報発信などを行っています。

他大学の皆さんと交流できる機会を大切にしてたく
さんのことを吸収したいと思います！そして、今後
の活動の発展に生かしていきたいです！



大学名：【九州産業大学】  

団体名：【未来の地域プロフェッショナル育成プロジェクト】 

 

〈目的〉 

日本の地域は人口減少に伴い衰退していくのが現状である。この状況に対応するため、近年は地方創生

に関係する学部学科を有する大学が増えている。しかし経済的な事情などにより大学へ進学することが難し

い子どもたちもいる。そこで学びのスタートラインを高校まで引き下げることで、より多くの人が地方創生に

触れる機会を作ろうと考えた。 

本プロジェクトは、九州産業大学の学生と築上西高校の生徒が協働し、福岡県築上郡築上町の魅力を発見

し活用方法を考えそれを実現するものである。このプロジェクトを通じて、高校生が地域に興味関心を持ち、

地域活性化を将来の目標の一つにすることを目指す。 

プロジェクトの実施により、築上町にとっては大学生と高校生の独創的な視点により大人とは違った角度

から町の魅力が発見できることが期待でき、大学生もこの活動を通して成長する機会となる。 

 

〈活動概要・実績〉 

２０１９年度 

【高校生による築上町オリジナルかるた制作】 

・築上町の魅力を取り入れたオリジナルかるたの制作 

・制作過程やかるたを活用することで築上町の良さを実感してもらう 

２０２０年度 

【築上町 PR動画制作を通した地域人材育成活動】 

・築上町の魅力的な場所を撮影して PR動画を制作 

・築上町に“関係人口”を増やすためにどう取り組めばよいかオンライン授業を通じて考える 

 

〈まちカレ in福岡の意気込み〉 

 他大学の発表を聴き交流することで自分たちの糧となるような２日間にしたいです。そして、私たちが２年

間活動してきた内容が、今後皆さんの活動の参考になれば幸いです！ 

 

〈公開情報〉 

YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCSekDf5WHNla6xV4ivQ5K3g/featured 

Twitter: https://twitter.com/mitinaru93?s=20 

記事：https://www.kyusan-u.ac.jp/faculty/chiiki/news/chikujo-town-karuta/ （築上西高等学校の生

徒と共同で作成した「築上町かるた」でかるた大会を開催♪） 

九州産業大学 HP：https://www.kyusan-u.ac.jp 

https://www.youtube.com/channel/UCSekDf5WHNla6xV4ivQ5K3g/featured
https://twitter.com/mitinaru93?s=20
https://www.kyusan-u.ac.jp/faculty/chiiki/news/chikujo-town-karuta/
https://www.kyusan-u.ac.jp/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

最後までご覧いただきありがとうございます。 
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