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平成 23 年度経済学部学生チャレンジプロジェクト事業成果報告書 

「商店街スナップ」 

代表者：知念卓哉 

経済学部 経営システム学科 2 年 

 

１．プロジェクトの目的と概要 

 まだ商店街やその周辺のお店について詳しく知らない香川大学の学生や、普段から利用している学生

を対象に、もっと商店街を利用したいと思うようなプロジェクトを実施する。学生がよく利用しそうな

店や、地元の人しか知らないような店を載せた地図を学生に配布する。その地図には、実際に商店街に

足を運んでもらうような工夫を施す。このプロジェクトでは、学生に商店街のことをより認知してもら

い、商店街の活性化につなげることを目的とする。 

 

実施内容 

1)実施までの流れ 

① 協力依頼 
兵庫町・南新町・丸亀町商店街振興組合に協力依頼をし、実際に協力が得られた兵庫町商店街のみ

で実施することとなった。そして、兵庫町商店街のなかで、プロジェクトに協力していただく店舗

を探し、12 店舗を決定した。 
② 地図の作成 

対象店舗の商品の写真を撮り、それをもとに商店街スナップの地図を作成した。 
③ 宣伝 

このプロジェクトの宣伝を行うために、観光学概論の授業でのプレゼンと、食堂での掲示を行い、

作成した地図を合計 300 部配布した。 
 

2)実施 

①参加者は、12 店舗の中から好きなお店を３つ選び、それぞれの店で指定された商品を購入する。 

② 購入した商品の写メ（3 枚）を撮り、指定のアドレスに送信する。 
③送信された写メをわたしたちが採点し、結果を参加者に返信する。 

《採点基準》 

 対象商品のみ・・・１０点 

 自分と・・・・・・＋２点 

 友達と・・・・・・＋３点 

 ほかの商品と・・・＋５点(１コにつき) 

 店員さんと・・・・＋２０点 

④ 得点に応じて参加者に景品を送る。 
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（合計３０点以上で景品あり） 
⑤ 実施後、各店舗、参加した学生を対象にアンケートを行って効果を測る。 
２．実施期間 

2011 年 7 月 1 日～7 月 15 日の 2 週間 

 

３．成果の内容 

 1) このプロジェクトの具体的な成果 

 （実際の写真） 

 

 

プロジェクト参加人数：11 人 

 

 アンケート結果(お店向け) 
プロジェクト実施前に比べて学生は来ましたか？ 

 はい：7 店  いいえ：5 店 

 

学生と交流できましたか？ 

 はい：5 店  いいえ：7 店 

 

このプロジェクトはお店の宣伝に役立ったと思いますか？ 

 わからない：3 店  いいえ：4 店  はい：5 店 

 

実施期間(2 週間)についてこの長さは適切だと思いますか？ 

 わからない：3 店  いいえ：2 店  はい：7 店 

 

以下の想定していた影響・効果について、どう思われますか？ 
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  新たな顧客の創造 

  リピーターの獲得の可能性 

  お店の宣伝 

 

長くお店をしているので固定客の方もリピートしてくださいますが、若い方にも知ってもらいたい。 

今回は声をかけていただいた方がいなかったので来られたかどうかわかりにくかった。 

お店の宣伝になったと思う。 

新しい方も来店してもらえたが思ったよりは少なかった。 

あまり影響も効果もあったようには思わなかった。 

来なかったのでわからなかった。 

 

 アンケート結果(学生向け) 
このプロジェクトをどこで知りましたか？ 

 観光学概論の授業のプレゼンで：6 人 

 食堂の立て看板を見て：2 人 

 友達、先輩、後輩から聞いて：1 人 

 

参加した理由 

 友達・先輩・後輩に誘われて：1 人 

 おもしろそうだと思ったから：4 人 

 商品券がもらえるから：4 人 

 商店街のことをよく知らなかったから：0 人 

 地域活性化に興味があったから：0 人 

 

お店の人と交流できましたか？（会話、写真を一緒に撮るなど） 

 はい：9 人 

 いいえ：0 人 

 

実施期間(２週間)は適切だったと思いますか？ 

 はい：9 人 

 いいえ（理由/意見）：0 人 

 

このプロジェクトに参加したことで、商店街をより利用しやすくなったと感じますか？ 

 今まで知らなかったお店を知ることができた。 

 より商店街を利用しやすくなった。 

 普段行かないお店に行く良いきっかけになった。 



 

4 

 商店街マップがとても見やすくてこれから商店街を利用する時も役に立つと思う。また商店街を

利用したいと思う。 

 親しみをもつようになった。 

 

これからも商店街を利用したいと思いますか？ 

 はい。まだ知らない商店街のお店も訪れてみたい。 

 楽しかったので、また今度友達を誘って一緒に行きたいと思う。 

 通学路として商店街を通っているので立ち寄ってみてもいいかなと思った。 

 通学路の途中にあるのでこれからもよく使うと思う。 

 ぜひこれからも利用していきたい。 

 はい。商店街がなくなってしまうのはよくないと思うので。 

 

 

2) このプロジェクトが大学や地域社会の活性化，学業の振興などに対してもたらした影響あるいは効果 

 当初は、学生に対するお店の宣伝、新たな顧客の創造、リピーター獲得、学生との交流を想定してい

たが、実際はアンケートからもわかるように、お店の宣伝にはなったがその他の期待していた効果は得

られなかった。お店側は学生との交流がなかったという回答が多かったが、一方で学生からはお店の人

との交流ができたという回答が得られた。このように店側の意見と学生側の意見に相違があった。 

 そして、このプロジェクトを通して普段接点のない方と交渉を上手く進めていく難しさや、参加者を

募るためにいかに魅力的な宣伝が重要かを学ぶことができた。短い期間のなかで企画から実施まですべ

て自分たちの力で行うことにより、成功とはいえないがプロジェクトを成し遂げたことで達成感が得ら

れた。これらの経験がこれからの私たちの学業に役立つだろう。 

 

プロジェクトから学んだこと 

 今回、参加者が少なかったのは、AIDMA 理論でいう最後の A(アクション)の部分がボトルネックとな

った(A：注意、I：関心、D：欲望、M：欲望、A：行動)こと、丸亀町商店街の不参加による規模の縮小、

天候の影響や TOEIC があって商店街に足を運べなかったことなどが考えられる。またプロジェクトの改

善点としては、規模の巨大化(対象範囲を広くする、もっと多くの学生に宣伝する)、プロジェクトの内容

面の工夫、例えば宝探しゲーム的な要素を加える、参加者がもっと競えるようなシステム(景品をもっと

豪華にするなど)、対象店に目立つような旗を立てて、参加者が店に入りやすくするようにするなどが挙

げられる。 

 

 

実施メンバー 

代表者：知念卓哉（経営システム学科・２年） 

江浪香織（経営システム学科・２年）・花崎奈都（経営システム学科・２年） 
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↑モップがけ時の写真 

堤啓士朗選手のブログより 

http://blog.lirionet.jp/keishiro_tsutsumi/20

11/08/ 

平成 23 年度経済学部学生チャレンジプロジェクト事業成果報告書 

Chearrow（チェアロ） 

 

代表者 宮崎知世（経営システム学科 組織戦略コース ２年） 

1.目的と概要 

チェアロ(Chearrow)の目的は、四国唯一の男子プロバスケットチーム、高松ファイブア

ローズの支援と私たち学生の成長である。活動は大きく 2 つの柱から成る。第一は高松フ

ァイブアローズの支援である。具体的にはホームゲームスタッフとしての手伝いや、今後

の運営などについてディスカッションし、実行する。第二の柱は、支援をする代わりとし

て高松ファイブアローズ側から学生の成長の機会を与えてもらうことである。具体的には

月に 1 回程度高松ファイブアローズの協力により講演者を招き、講演を行うことである。

そうすることで学生の興味や見聞を刺激し、学内の活性化を目指す。 
 

2.実施期間 

平成 23 年 4 月 4 日から平成 24 年 3 月 31 日まで 

 

3.成果の内容 

（１）このプロジェクトの具体的な成果 

 わたしたちは、メンバーや高松ファイブアローズの星島氏との話し合いを定期的に行っ

た。その内容は、第一の目的である、高松ファイブアローズがより魅力的なチームになる

ために、また、地域に密着したスポーツチームになるために、わたしたちにできることに

ついて具体的に考えた。その活動内容は、以

下の 2つである。 

ひとつは、会場でボランティアスタッフと

して設営などのお手伝いを通して、また、観

客の視点から、会場の改善点を探りその改善

に努めた。わたしたちは、主に高松市で行わ

れるホームゲームでの試合会場の手伝いを

行った。例えば、客席の整備、スポンサー等

の看板の設置、観客に配布するチラシの準備

などである。また、試合以外の練習日に、コ

ートのモップがけをするなどのお手伝いもし

た。そこで、日々の選手の努力を目の当たりに

することができ、また、選手とのコミュニケー

ションを図ることもできた。しかし、実際に改

http://blog.lirionet.jp/photos/uncategorized/2011/08/26/photo_2.jpg
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↑前田顕蔵ヘッドコーチ 

↓栗原祐太選手 

←高田秀一選手 

善点を見つけることは想像以上に難しく、実現可能な提案をすることは特にできなかった。 

 もうひとつは、選手やコーチへのインタビューを行い、それを高松ファイブアローズの

公式ホームページに掲載することで、選手紹介に厚みをもたし、選手たちのことをより知

りたいと思うブースターの気持ちに応えることに努めた。高松ファイブアローズの星島氏

を通じてコーチや選手とアポイントメントを取り、一人 2時間程度お話を伺った。その後、

インタビューの内容の推敲を重ね、星島氏とコーチや選手の双方の了解を得たうえで、高

松ファイブアローズの公式ホームページに掲載させていただいた。計 3 回のインタビュー

を行ったのだが、試合で見る選手とは大きく雰囲気が異なり、普段はあまり聞くことので

きない選手の生のお話をファンの方に届けることができたと思う。 

 

【話し合いの様子】 

【インタビューの様子】 
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第二の目的である講演会については、予算

等の都合により、結果として 2 回しか開催す

ることができなかった。 

最初に、高松ファイブアローズの代表取締

役社長である星島郁洋氏を招き、主に経済学

部生を対象にした講演を行った。この講演で

は、星島氏のキャリアアップの方法や、地域

スポーツとしての高松ファイブアローズの意

義について学ぶことができた。 

次に、森ビル株式会社都市開発事業本部総合計画統

括部の鈴木達也氏を招き、地域再生のためのまちづく

りについて興味深い話を伺った。聴講者は少人数にな

ってしまったが、その分、講演者と質の高いディスカ

ッションを行うことができ、内容としては満足のいく

ものとなった。現在、高松丸亀町商店街 G 街区の再開

発事業に携わっておられる鈴木氏の数々の経験談や

事業内容を、わたしたち学生も興味をもちやすい形で話していただき、刺激を与えられる

お話を聞くことができた。 

外部の企業の方を講師として招き、お話を伺うことで、学生にとっても新たな視点を築

くとともに、将来のキャリア形成に何らかのヒントを得ることができたのではないだろう

か。 

 

（２） このプロジェクトが大学や地域社会の活性化，学業の振興などに対してもたらした

影響あるいは効果 

 まず、わたしたちは、チェアロの活動を通して、学生が地域活性化活動に携わるひとつ

のきっかけをつくり、学内および地域の活性化を目指した。 

 インタビューについては、アポイントをとるところから編集までを私たち自身が行うこ

とで、その一連の流れを学ぶことができた。そして、普段試合会場では見られない選手の

素顔を、高松ファイブアローズのファンの方に届けることができ、地域スポーツの振興に

少しでも貢献できたのではないだろうか。 

設営のお手伝いでは、ほかのボランティアスタッフの方と協働することで、学内だけで

はなく、普段接することのない地域の方々とのコミュニケーションを深め、地域との結び

つきをもつことができた。 

外部の講師を招いた学内での講演は、1，2 年生にとっては、様々な分野の方々の話を聞

くことによって、早期のうちにそれぞれの分野の知識を深めることができた。さらに、就
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職活動に備えて職業の選択肢を広げるきっかけとなった。3，4 年生にとっては、普段学生

が接することのできない企業の方々の話を聞くことによって、就職活動や社会に出た後に

役立つ知識を習得することができた。また、経営関連の興味・関心を掻き立てることもで

きたのではないだろうか。 

  

4.プロジェクトから学んだこと（気付いた点・反省点・改善点） 

 まず、メンバー内の話し合いにおいては、チェアロの活動について積極的に様々な提案

をすることができたが、必ずしもそれらすべてを実現させることができなかった。その理

由として、わたしたちの技量的な問題というよりは、最終的にアクションを起こす力が足

りなかったことが挙げられる。本来ならば、すべてのホームゲームのお手伝いに参加し、

わたしたちなりの改善点を見つけ、改善に向けた実行をしたり、より多くの講演会を開催

し、学生の見聞を広める機会をさらに増やす活動をしたりするべきだった。しかし、それ

らに向けた話し合いを十分に詰めることができず、完遂することができなかった。 

 インタビューについては、短期間のうちにスケジュールの調整や、編集を行うことの難

しさを改めて知ることができた。外部と円滑に交渉するために必要なことを学び、今後大

いに活かせる経験ができた。 

 このプロジェクトは、地盤ができあがっていない状態のまま、また、少人数での活動だ

ったので、長期的な活動につなげることができなかった。少ない人数の中でも、役割分担

をきちんと定め、円滑に事を進めることが重要であることに気づいた。それを進めていく

なかでも当初の目的を見失わずに、この活動の経験を活かして今後目標達成のために努め

ていきたい。 

 

5.実施メンバー 

 氏名 学部 学年 

代表者 宮崎知世 経済学部 2 年 

構成員 

下川有紀 経済学部 2 年 

谷口久美子 経済学部 2 年 

知念卓哉 経済学部 2 年 

陳甫翰 経済学部 2 年 

花崎奈都 経済学部 2 年 

横田笙子 経済学部 2 年 

島村悟史 経済学部 1 年 
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「平成 23 学生支援プロジェクト事業成果報告書 間門徹底美化計画」 
 

平野 亜弥（経営システム学科 組織・戦略コース ２回生） 

 

1.目的と概要 
このプロジェクトの目的は、喫煙マナー向

上のための社会実験をすることである。最

近、香川大学では学校の門周辺での喫煙者が

増えた。特に、教育学部のキャンパスと経済

学部のキャンパスを繋ぐ、通称「間門」で目

立っている。それにより、吸い殻のポイ捨て

も増えた上に、その吸い殻は自然分解され

ず、環境にもよくない。そこで、携帯灰皿を

配り、喫煙者のポイ捨てを減らすことで、美

化につなげる。 

概要としては、喫煙者数とポイ捨てされた

吸い殻の数を調べ、協力を要請しながら携帯

灰皿を配布し、その後の一週間で吸い殻の数

を再調査して、効果を調べた。また、携帯灰

皿の品揃えを豊富にするため、JT にも協力を

要請した。 

 

2.実施期間 
平成 23 年 6 月～平成 23 年 12 月 

携帯灰皿の配布期間 

平成 23 年 7 月 25 日～27 日の 3 日間 

  

↑間門とその様子 
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3.成果の内容 

1) このプロジェクトの具体的な成果 

一言でまとめるなら、効果はなかったといえる。 

まず私たちの調べで、最も落ちていた吸殻の数が多かった 6 月 20 日～22 日と比べ、配

布直後の 8 月 1 日～3 日で本数に効果的といえる差が見られなかった。8 月 1 日に関して

はむしろ本数が増加しているのではないだろうか。 

それから夏休み中は（来る人が少ないので当たり前だが）本数が激減し、2 学期が始ま

ってからは、寒いからか喫煙者を見る機会も減り、本数も比例して減少していた。12 月

は 10 本ほどもなかった。テスト週間の 2 月中旬は 50 本ほど見えたが、下のデータと大

差なく、本質的な変化があったとはいえないだろう。 

20 人ほどに配ったにもかかわらず、携帯灰皿では効果がない、ということが分かった

のが一番の成果かもしれない。 

 

 

 

2) このプロジェクトが大学や地域社会の活性化，学業の振興などに対してもたらした影

響あるいは効果 

このプロジェクトが成功すれば、大学関係者のうち多数派だろう禁煙者は、喫煙者の

出す煙をかぶりながら間門を通過することに変わりはなくとも、散らかった吸殻に眉を

ひそめることはなかっただろう。先生方は部隊を編成し、吸殻を拾う仕事をしなくても

すんだだろう。大学の近隣住民は香川大学生がきちんと携帯灰皿で後始末をする姿を見

て多少評価を変えてくれるだろう。 

これらの効果を期待していたが、実際は 20 人ほどに携帯灰皿をプレゼントしただけで、

喫煙者たちにきちんと使用され、香川大学の評価を上げることができたのかさえわから

ない。 

６月２０日 ６月２１日 ６月２２日

６５本 ５５本 ５３本

８月１日 ８月２日 ８月３日

８５本 ６１本 ３１本
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学務に購入してもらい、 
用意した携帯灰皿(三種)↓ 

4.プロジェクトから学んだこと 

 ●実際にプロジェクトを実施した上で気づいたこと 

大まかに 4 点あった。 

まず話しかけるまでの勇気があれば、喫煙者でも同じ香川

大学の人間だから分かってもらえること。こちらが無料で提

供していることもあって、友好的な人が多かった。 

次に携帯灰皿もブランドが強かったこと。名前は知らない

がデザイン性のあるものより、Zippo はよく手にとられ、最

終日にはなくなっていた。 

それから JT に無料でいただいた携帯灰皿の評価が喫煙者

の中で高かったこと。使いやすさを追及したデザインなのか

もしれない。 

そして、何より言えるのが、携帯灰皿では根本的な解決に

なりえないという確認ができたことだ。間門美化のために

は、携帯灰皿配布以外の新たな方法が必要であると感じた

し、その実証だったと考えられたら、このプロジェクトに意味を見出せるのではないだ

ろうか。 

●反省したこと 

間門の喫煙をどうにかしたい、日常的に通る間門をきれい

にしたいという思いとは裏腹に、たいした成果をあげられな

いで終わってしまったこと。やり方を変えればまた違った結

末になったかもしれないが、最後まで妙案を思いつくことな

く時間が過ぎてしまった。方法がうまくなかったのかもしれ

ない。 

喫煙者に結局一度しかアプローチできず、追跡調査ができ

なかったこと。携帯灰皿を渡した相手の、ひとりひとりの顔

を覚えていなかったため、話しかけるまでの勇気が出ずに終

わってしまった。 

●今後改善したいこと 

繰り返しになるが、やはり学校の門での喫煙を何とかする

ために案を練りたい。携帯灰皿では根本的な解決にならない

ことがわかった、では次に何をすれば、喫煙者の意思に訴え

かけることができるのだろうか。それを考えたい。 

携帯灰皿という初期の設定がいけなかったので、何をすれ

ば地域からの株をより上げられるのか、検討していきたいと

思う。 
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JT から提供された携帯灰皿 
5.実施メンバー 

平野 亜弥（経営システム学科 組織・戦略コース ２回生） 

石山 亜依（経営システム学科 組織・戦略コース ２回生） 

藤井 靖子（経営システム学科 組織・戦略コース ２回生） 
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平成２３年度経済学部学生チャレンジプロジェクト事業成果報告書 
東かがわにおける観光施設の連携した体験ツアーによる地域活性化活動 

田丸 裕子（地域社会システム学科ツーリズムコース 4 年生） 
 

（１）目的と概要 
 東かがわにおける地域活性化プロジェクトは平成 22 年 3 月から実施している。プロジェ

クトの始まりは東かがわニューツーリズム協会の方から 20 代女性をターゲットとした革小

物作り体験メニューを提案してほしいという要請を受けてからであった。現在まで私たち

は月 1 のペースで通い、問題点をヒアリングし、分析を加え、現在「体験作りの提案」「空

間づくり」「情報発信」の提案・実施を行っている。また、その中で、大学内外で革小物

作り体験教室を実施した。その結果としては、今までの取り組みの成果を確認する場とな

り、地域貢献につなげることが出来た。しかし、その中で出てきた問題として、観光地と

して成功するには、地域連携が不可欠であるということである。今回提案するプロジェク

トでは、「地域連携」をテーマとした観光地の魅力作りに取り組んでいきたいと考えてい

る。東かがわ市引田における若年層をターゲットとした体験ツアーを作り、実行していき

たい。体験ツアーは引田の観光施設を 2～3 つ組み合わせたものとし、地域連携による活性

化に取り組みたいと考えている。 

 この計画の目的は、地域にある店舗と提携することで地域内の魅力を増やし、距離

的障壁をなくすことである。地域内の魅力を増やすため、近隣の飲食店であるかめびし

醤油、ヌーベルポストと共同の町歩きツアーを考案し、実施した。 

 

（２）実施期間 
平成 23 年 7 月から 11 月 

 

（３）成果の内容 
１）成果の具体的な成果 
近隣のかめびし醤油とヌーベルポストと提携し、まち歩きツアーを作った。ツアーの名

前は「革小物作り体験と選べるスイーツツアー」というもので、内容は、手袋ギャラリー

で革小物づくりを行ってその後手作りマップを使って引田の魅力を感じてもらい、引田な

らではのスイーツを提供する飲食店にて食事をするというものである。 

 値段設定は、2,300円と高めに設定した。2,3000円の内訳は1,500円はギャラリーの売上、

500円はスイーツを販売する店舗の売上、残りは手数料である。また、値段設定を曖昧化さ

せるために、おみあげとして皮のしおりをつけることにした。2011年5月から協力店舗への

要請やマップ作製などの準備を開始した。7月には広報のために県庁の観光課に行き、「て

くてくさぬき」に載せてもらえるようにお願いに行った。10月に配布が開始される秋号に

掲載されることになり、10月からツアーが始まった。10月の初めには県からのオファーが
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あり、県政番組などにも出演した。 

 10 月から本格的に開始し、現在までに 5 人のお客さんが利用した。 

 

 

手書きで作成中のマップ 

 

従業員に対するインタビューによると、この取組み前は他の店舗の人とあまり話をしなか

ったが、今回のことで話が出来るようになったそうだ。また、観光で協力をしてくれるこ

とも嬉しく思ったとも話していた。話によれば、引田の観光は、東かがわニューツーリズ

ム協会が取り仕切っており、近隣店舗と手袋ギャラリー直接のつながりは特になかったよ 

うだ。今回のことが会話の種となり、話すきっかけができたようだ。 

 また、今回の収穫の一つに香川県庁観光課とのつながりも挙げられる。初めは、「てく

てくさぬき」に掲載してもらうため、話をしにいったのだが、担当者の方がギャラリーに

興味を持ってくださり、てくてくさぬきの掲載以外にも、色々アドバイスをしてくださっ

た。アドバイスの中で参考になったのは「現在の観光は綿密な地図よりデフォルメされた

ような地図の方が観光者に受けがいい」ということであった。それによって、このツアー

のマップは手書きで作成することになった。また、てくてくさぬきの利用者状況なども聞

くことが出来、従業員の方はとても有意義な時間であったと話していた。  

 

今回の取組みでは、客数に大きな影響を与えることはなかった。その原因として、考え

られるのは 4 つある。 

 

① 視聴者・読者のニーズと合わなかった 
 てくてくさぬきの利用者は、高齢者の方が多く、革小物作り体験は２０～３０代女性が

ターゲットのため、ニーズと合ってなかったことが考えられる。また、テレビ放映も午前

中に一度の放映であったため、20～30 代の視聴者は少なかったように思える。 

② 予約制である 
 革小物作り体験は現地で体験しようと決めるお客さんが多いのに対し、ツアーは予約が
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必要である。そのため、観光者のニーズに合わなかったのではと考えられる。 

③ 魅力の感じられないツアーになっていた 
 てくてくさぬきに掲載されたが、5 人しか集客はなかったため、魅力が感じられないツア

ーになっていたのかもしれない。今回のような連携でなく、もっと異なった連携の方が集

客できることも考えられる。 

④ 広報が足りなかった 
 てくてくさぬきのみでの広報であったため、情報発信が弱かったのではないかと考えた。

以前の革小物作り体験は、雑誌掲載やホームページやギャラリー内の看板によって集客で

きたが、今回は集客に成功しなかった。もっと広報を強めるべきだと考えられる。 

しかし、今回の取り組みの中で、地域とつながりが出来たことが最もよかった点だとい

える。今後はこのつながりを大切にしていき、地域とのつながりを使い、引田全体での観

光にどんどん関わっていく必要があるといえる。 

 

２）このプロジェクトが大学や地域社会の活性化、学業の振興に対してもたらした影響あるいは成果 

 この事業が本学に与えた影響としては、「てくてくさぬき」や「求人タイムス」に東か

がわでの活動が取り上げられたことにより、香川大学と地域のつながりを地域社会に伝え

ることができた。また、経済学部内のプログにも卒業論文発表会が取り上げられ、経済学

部の他学年の学生にも活動を伝えることができた。同学科の 3 回生から「このような活動

をやられており、驚いた」といわれ、今後の経済学部生の活動にもなんらかのよい影響が

あればよいと考えている。 

 
（４）プロジェクトから学んだこと 
 今回の活動は手袋ギャラリー以外にも地域の飲食店やてくてくさぬき掲載の際には県の

観光課の方と交渉することがあった。それによって、多くの人とのつながりを持つことが

できた。学内でのコミュニケーションと異なり、活動の目的や内容や利点を的確に伝えな

い。その点は苦労したことで、今回一番の学びであった。今後は社会人として今回学んだ

ことを生かしていきたい。 

地域の連携をはかりツアーを提案、企画した。以前のプロジェクトによって、手袋ギャ

ラリーだけでは距離の障壁をぬぐえないのではないかという考察が導かれた。それに踏ま

えて、地域の魅力を提携によって高め、距離の障壁をなくすということを目標に行った。

しかし、客数が伸びなかった。 

なぜ客数が伸びなかったかを前節で考察していったが、客数が伸びなかった要因は、ア

マチュアニズムな考えゆえのものだったからである。距離の障壁をなくすということで高

松市内への広報となるが、徹底できておらず、マップも完成度の高いものではなかった。

今回の研究ではアイデアのみであったが、今後はターゲット客を細かく分析し、マップな

どのツールの充実も図っていくべきであったと思う。以上が、計画の結果の反省点である。 
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（５）実施メンバー 
代表者 田丸 裕子 （経済学部 4 年） 

構成員 森井 珠実 （経済学部 4 年） 
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