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平成 26 年度前期
佐賀大学における
コミュキャン佐賀の活動
交流を深めた拡大推進会議
推進会議は、佐賀大学と西九州大学、連携自治体が構成メンバーとな
り、地域ニーズの収集とコミュニティ・キャンパス佐賀アクティベーション・
プロジェクトの円滑な推進を図るために設置しているものです。
5 月 26 日に開催した第 4 回推進会議は、 “拡大” 推進会議ということ
で、連携する佐賀県、佐賀市、神埼市、小城市、唐津市、嬉野市、鹿島
市、吉野ヶ里町の 1 県 6 市 1 町の事業担当者約 50 名と、本事業の 12
のプロジェクト代表、両大学関係者約 30 名の計 80 名が参加しました。会
議では、各プロジェクトのこれまでの取り組みと今年度の計画等を発表
し、本事業についての理解促進と情報交換を行いました。
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会議後に開催した交流会には約 50 名が参加し、こちらでも積極的に
情報交換が行われていました。自治体や大学の垣根を越えて交流が深
まったようです。
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「採択一覧」

今年度前期 活動概要
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活動ピックアップ
プロジェクト C では、「地域の高齢
者および子どものヘルスプロモーショ
ン促進に向けた学生の実践力育成プ
ロジェクト」をテーマに、佐賀市、鹿島
市、嬉野市において健康教室を開催
しています。
佐賀市の教室は佐賀大学の体育
館で毎週金曜日に開催。市内に住む
約１５０名の方が参加しています。教
室の初回に体組成と骨密度、握力を
測定。１２回の教室終了後、自分の体

の変化を数字で測ることができます。
学生は参加者の運動をサポートす
るとともに、参加者の体力等に合わせ
た運動を考え実践。また、学生スタッ
フは毎回、教室参加者全員がその日
に行ったトレーニング内容や感想を
記入する記録簿を確認し返事を書き
ます。この記録簿を通した参加者と学
生の交流も、教室の人気の秘密のよう
です。

これから徐々に、上級生に代わり新
入生が教室のレクレーション企画を
今年度に入り地域でのフィールドワークやワークショップの開催、実習実施など、各プロジェクト
行っていきます。

の活動が活発化。後期に向けた取り組みも始まっています。
活動記録
Ａ 【佐賀市】 6/11-12 チカラットパ
ネル展開催、6/1・19 東与賀生物
調査、6/21 富士町・三瀬ビレッジ
ウォッチング、6/26 よかっ子環境・
農業体験学習開催、6/28 AQUA
SOCIAL Fes.開催、7/2 嘉瀬地区タ
ウンウォッチング、嘉瀬マップづくり
開催、7/13 富士町・三瀬害獣駆除
調査、8/5 嘉瀬マップづくりワーク
ショップ開催、8/20 かかしまつり全
体会参加、9/9 嘉瀬マップづくり
ワークショップ開催、かかしまつり
アイディア会議、9/13 かかしまつり
全体制作参加 【唐津市】 6/7
蕨野の棚田での田植え、7/12 蕨
野の棚田を守る会との協議、9/27
棚田コンサート準備（予定） 【吉
野ヶ里町】 5/15・6/19・7/17・8/21
吉野ヶ里町観光戦略協議会参
加、7/19-21 フィールドワーク基礎
演習合宿実施
Ｂ 【佐賀市】 5/14 東与賀野鳥観
察会実施、8/6 野鳥講座実施
【鹿島市】 5/31 干潟体験実施、
6/9-10 有明海底質調査、7/27 伝
統漁法調査、8/18 まえうみ市民の
会参加
Ｃ 【佐賀市】 4/25-7/11 健康づく
り推進団体支援事業における健
康教室の実施 【鹿島市】 5/167/18 介護予防普及啓発事業にお
ける健康教室の実施 【嬉野市】
4/22-7/1・7/15-9/30 ロコモ予防運
動教室における健康教室の実施

プロジェクト別活動詳細
＜プロジェクトＡ＞

学生参画による調査・交流・活動を通した地域創成プログラム

インターフェース科目「地域創成学」や学部専門科目を中心に活動。
前期は講義及び実際に現地へ赴き地域について学びました。後期か
ら連携自治体でのまちおこしイベント開催、地域課題発掘・解決等の
活動を本格化します。
＜プロジェクトＢ＞

学生参画による調査・対話・活動を通した環境保全プログラム

インターフェース科目「有明海学」や「地域環境の保全と市民社
会」、学部専門科目を中心に活動。有明海の環境保全や、学生や市
民が協働して行う環境教育等を実施。フィールドワーク及び実験・調
査を中心に推進しています。
＜プロジェクトＣ＞
地域の高齢者および子どものヘルスプロモーション促進に向けた学生の実践力育成プロジェクト

佐賀県、佐賀市、鹿島市、嬉野市においてＮＰＯ法人スポーツフォ
アオールや連携自治体と協働し健康教室を開催。教室では学生が地
域住民の運動をサポート。今後、健康教室を開催しながら測定データ
を解析し効果的な運動方法を検証します。
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活動記録

＜プロジェクトＤ＞
地域との連携による地域経済政策に関わる学生主体の調査研究と成果の地域社会への還元

小城市にて「合併自治体における公共施設の利活用と地域活性
化」をテーマに、牛津町及び「牛津保健福祉センターアイル」を
フィールドとした調査研究、牛津小学校でのワークショップ等を実
施。後期はさらに調査・研究を深め、公開講座で学生による発表を
行うとともに、唐津市での地域防災にも取り組みます。
＜プロジェクトＥ＞

離島・山間地域における保健医療と QOL 向上のための人材育成プロジェクト

夏期休暇を利用して、三瀬を中心とした山間地域と唐津市の離島
（馬渡島、小川島、加唐島）における合同医療実習を実施。施設見
学や学生による地域住民向け健康講話を開催しました。また、地域
枠入学生は１週間の病院実習に参加。今後、実習のまとめやアン
ケートの実施、次年度の意見交換等を行います。
＜プロジェクトＦ＞

地域空間再生デザイン・プログラム

佐賀市にて実験住宅まちの間３号の設置や、２０１４サガ・ライトファ
ンタジーへの参画、鹿島市肥前浜宿での「環アジア国際セミナー」を
開催、各地域でのまちづくり活動の推進や地域住民との交流を深め
ました。引き続きライトファンタジーへの参画等、まちづくり活動を実
践し、調査・研究を行います。
＜プロジェクトＧ＞

アグリ資源の多様性を活用したアグリ医療及び機能性食品の開発プロジェクト

アグリ医療開発のための実習として、家畜との触れ合いや野菜の収
穫等によるストレスの増減測定、発達障がい者等を対象とした農業
体験、動物とのふれあい体験等を実施。今後は実習や調査に加え、
健康教室の開催やイベントでの農産物販売等を行います。

Ｄ 【小城市】 6/2 牛津小学校で
のワークショップ実施 8/21（他 3
日）牛津保健福祉センター「アイ
ル」で育児サークルのインタビュー
を実施 【佐賀県】9/21-23 卒論・
中間報告会合宿 【県外】9/24-26
地域防災事業での福島県視察
Ｅ 【佐賀県】 9/1-5 病院実習【唐
津市・佐賀市】8/19-21 合同実習
Ｆ 【佐賀市】 6/12 第 1 回佐大・
西九大合同２０１４サガ・ライトファ
ンタジー協議会、8/5 佐大・西九
大合同２０１４サガ・ライトファンタ
ジーオリエンテーション、9/18・22２
０１４サガ・ライトファンタジーアイ
ディア会議 【鹿島市】 7/31-8/3
環アジア国際セミナー実施
Ｇ 【佐賀市】 6/26、7/10、17、24
ストレス評価法の開発に関する実
習実施、8/29 発達障がい児との
農業体験・動物とのふれあい体験
実施
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地域志向教育研究経費採択一覧
平成 26 年 7 月 8 日から「地（知）の拠点整備事業：コミュニティ・キャン
パス佐賀アクティベーション・プロジェクト」の取り組みとして地域志向教
育研究経費の公募を行いました。本経費は、地域を志向する教員の教
育・研究・社会貢献活動を支援し、大学全体の地域志向型教育研究を活
性化させるための経費で、今回 15 件が選定されました。

佐賀大学コミュニティ・キャン
パス佐賀推進室
佐賀県佐賀市本庄１番地
研究協力課地域連携主担当
電話 0952-28-8958
ＦＡＸ 0952-28-8186
◆ ホームページ
http://www.ccsap.saga-u.ac.jp/
◆ フェイスブック
https://www.facebook.com/coc.saga

１． 柿原 奈保子／医学部看護学科 （Ａ）
「佐賀県内における地域医療を支える外国人看護師の人材育成（インド
ネシア人看護師の資格取得を含む国際交流事業）」
２． 中村 隆敏／文化教育学部 （Ａ）
「デジタル動画活用・グローカル連携による観察・対話を通じた佐賀市
中心市街地での課題発見および課題解決モデルの共創」
３． 山田 直子／国際交流推進センター （Ａ）
「地域活性化コミュニティ・エンゲージメントプログラム」
４． 徳田 誠／農学部・応用生物科学科 （Ｂ）
「多良山系における希少野生動物の生態に配慮した地域環境保全」
５． 宮本 英揮／農学部・生物環境科学科 （Ｂ）
「農業ＩＣＴを活用した環境保全型低平地農業システムの構築」
６． 李 應喆／農学部・生物環境科学科 （Ｂ）
「ラムサール条約と干潟文化の保存・活用・継承に関する生態人類学的
研究」
７． 鈴木 智恵子／医学部看護学科 （Ｃ）
「看護学生による小児アトピー性皮膚炎予防のためのスキンケア教育」
８． 戸田 順一郎／経済学部 （Ｄ）
「合併自治体における公共施設の利活用と地域活性化に関する調査研
究」
９． 樫澤 秀木／経済学部経済法学科 （Ｄ）
「地域防災と自治体」
１０．福森 則男／医学部地域医療支援学講座 （Ｅ）
「地域基盤型実習が医学生の地域医療に対するモチベーションに与え
る影響についての検討」
１１．平瀬 有人／工学系研究科都市工学専攻 （Ｆ）
「地域の再生に向けた地域拠点施設の計画・デザイン」
１２．北垣 浩志／農学部生物環境科学科 （Ｇ）
「低ピルビン酸酵母を使った低アルコール日本酒の醸造試験」
１３．松本 雄一／農学部附属アグリ創生教育研究センター （Ｇ）
「地域医療・福祉の向上を目指した高齢者・障がい者向けユニバーサル
園芸セラピー法の確立」
１４．江原 史雄／農学部附属アグリ創生教育研究センター （Ｇ）
「家畜を用いたアグリセラピーの開発と普及および動物介在型食農教育
プログラムの開発」
１５．有吉 浩美／医学部看護学科 （－）
「保健師教育の質担保に向けた教員用の実習関連様式の試行および
開発」

編集後記
平成 26 年度前期は、各プロジェクトが連携地域において
様々な活動を実施しました。活動をする中で徐々に地域の
方と学生との交流も生まれ、大学の「知」を「地」で生かすた
めの基礎が整いつつあります。後期も地域での多くの活動を
予定しております。地域で活動する学生を見かけたら温か
く、そして時に厳しくご指導ください。

