
 

令和２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 

思い出を形に残そう直島発見ツアー 

 

代表  木村 聡喜（経済学科２年生） 

 

（１）本プロジェクトの目的と概要 

本プロジェクトは、今年度より直島地域活性化プロジェクトの新しいプロジェクトと

して始めたものである。本プロジェクトの目的は、昨年度行っていた観光ボランティアガ

イドで対象としていた本村地区以外のガイドをして欲しいという要望があったこと、安

価で十分に思い出に残せるお土産を提供したいという２点の課題を解決し、「アートの島」

としての直島の魅力を最大限に伝えることである。そこで、写真スポット巡りとアート制

作体験の２つのコンテンツを行うツアーイベントを企画した。写真スポット巡りは、直島

の湾岸線を歩き、アート作品や風景が綺麗なポイントを巡り、写真を撮りつつ、同時にガ

イドも行うことで、普段から直島で活動している私たちだから知り得る様々な魅力を伝

える。また、アート制作体験は、思い出が形に残るお土産品として、直島のアート作品や

自然をモチーフとした作品を制作するという内容である。 

 

（２）実施期間 

2020年 7月 9日から 2021年 3月 7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 

本プロジェクトの最初の活動は、イベ

ントのコースづくりであった。学生チャ

レンジプロジェクトを担当している班で

コースの検討を行った後に、候補となっ

た直島の美術館群が多い湾岸線を候補と

して、代表者及びマニュアル作成担当者

の 3名で下見を行い、コースを確定した。

次に、そのコース上で立ち寄れる写真ス

ポットやアート作品をプロジェクト全体

で共有できるようマニュアルを作成し

た。ガイド対象としたスポットは 9箇所あり、それぞれのスポットについて詳しい説明を

メンバーで調べ合い情報を集約した。 

これを用いて、プロジェクトメンバー全員がガイドをできるよう知識の平準化を行っ

た。同時に、NPO法人直島観光協会にツアーの主催者になっていただき、御協力のもと夏

図 1 イベントコース 



 

に予定していたイベントを準備した。しかし、新型コロナウイルスに対する香川大学と直

島地域活性化プロジェクトの措置として、8、9 月中は接客を伴う活動を全て中止と判断

したため、このイベントも中止となった。しかし、その代替案として、プレ研修を行った。

実際にメンバーにコースに歩いてもらいコース自体の改善点や注意事項などについて検

討した。特に、コースの途中に住宅街があり、そこでのガイドの仕方や注意点について細

やかに決めたり、休憩スポットを３カ所ほど設定し、コースを巡る際の負担が少ないよう

にしたりと工夫をした。秋には、対外的な活動も再開でき、12 月に予定していたイベン

トに向けて本格的な研修を開始した。研修参加メンバーにはガイド経験が長い 4年生や、

直島についての情報が未熟である 1 年生とイベント運営の中心となっている 2 年生でペ

アを組み、より実践に近い状態で研修し、知識の不足部分を明確化できるよう行った。ま

た、必ず写真を 1枚以上撮影してもらい、フィードバックをするとともにメンバー全体で

共有した。アート制作体験で制作するものとして写真立てを予定していたが、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため、室内での活動を控えるべきであると判断し、写真立ての制

作キットを作成し、提供の準備をした。接客を伴うイベントは 12 月 20 日にも予定して

いたが、その週より、香川大学によるプロジェクトの活動が制限されたために、イベント

も中止となった。3月にもイベントを予定していたが、活動制限がかかっている状態での

準備が困難であると判断したため、こちらの方もイベントの中止を判断した。その代替案

として、3月 1、2、7日に卒業を控えた 4年生と直島の当コースを巡る研修イベントを開

催予定である。 

 
図 2 活動の様子とイベントコース上の風景 



 

２．このプロジェクトが大学や地域社会の活性化、学業の進行などに対してもたらした影

響あるいは効果 

本プロジェクトは直島地域活性化プロジェクトとしても新たなプロジェクトであり、

これまでにもご協力をいただいていたNPO法人直島観光協会、直島町役場、ベネッセ・ア

ートサイト・直島など多くの島民の方や役場の方にご協力を賜り活動を行ってきた。新型

コロナウイルスの影響を受け、実際にお話しさせていただく機会は少なかったが、新しい

試みとして企画の評価をいただき、イベントの主催者やHPに掲載する写真の著作権につ

いての対応をしていただいた。これは、直島地域活性化プロジェクトとして、島民や外部

の方々との交流をより深めることができたと同時に、ガイド活動を通して地域活性化へ

の貢献ができたのではないかと考える。 

また、新型コロナウイルスの影響により情勢の変化が目まぐるしい中で、活動可能なこ

とを見つけて臨機応変に対応ができたことは、目標達成の過程において評価できると考

える。実際のイベントの実現はできなかったが、新型コロナウイルス渦の中でも、自分た

ちができる限りの活動をしてきたことは、例年のプロジェクト活動ではできない経験、か

つ工夫を凝らして続けてきたことで様々な影響に負けない忍耐力を磨くことができたと

考える。 

 

（４）プロジェクトから学んだこと 

 本プロジェクトには、プロジェクトのメンバーだけでなくNPO法人直島町観光協会を中

心に様々な外部の方のご協力を賜り活動することができた。最終的な結果として、イベン

ト自体の実施をすることはできなかった。新型コロナウイルス影響下で観光や移動が敬

遠されている現状でガイド企画を行うのはリスクが高く、結果が出しにくい状況であっ

たが、メンバーを始め多くの関係者が携わっていただき活動を進めて来られた。活動制限

を受けながらも工夫を凝らして、イベントのシステムを構築し、研修を通して接客ができ

る状態に近づけることができた。この状況下における活動という点ではある程度評価で

きるのではなかろうか。限られた環境の中でも工夫すれば、プロジェクトを進行すること

ができるということを学ぶことができた。また、この活動における目的には到達ができな

かったが、直島地域活性化プロジェクトの活動として良い経験ができたと考える。現在、

昨年度まで行ってきた「観光ボランティアガイド」の活動を継続しており、ガイドの能力

、範囲を拡大させるという点では良いチャレンジになってのではないだろうか。 

経済学部では観光・地域振興コースを中心に観光や地域ガイドに関する講義が展開さ

れているが、このメンバー全員で活動した直島を舞台とした研究・実体験により、学習の

効果を高めることができた。今後の展開としては現在未定であるが、この活動の経験や結

果が直島地域活性化プロジェクト、そしてメンバー各個人の経験と過程になって欲しい

と考える。 



 

（５）実施メンバー     

 学部 学年 氏名 学部 学年 氏名 

代表 経済学部 2年 木村 聡喜    

副代表 経済学部 2年 砂川 啓太    

 創造工学部 4年 磯山 敦 創造工学部 2年 松下 昌丞 

 教育学部 4年 岸 杏実子 経済学部 2年 松下 将也 

 経済学部 4年 栗原 那奈 経済学部 2年 向井 愛理 

 経済学部 4年 小林 弦生 経済学部 2年 山田 倫太郎 

 経済学部 4年 田村 遥菜 経済学部 2年 山地 里奈 

 経済学部 4年 中丸 晴太 創造工学部 2年 横川 拓海 

 法学部 4年 福島 悠介 法学部 2年 吉原 茉央 

 経済学部 4年 藤森 世紀 経済学部 1年 雨堤 麻衣 

 創造工学部 4年 三重野 楓樹 経済学部 1年 荒木 海斗 

 創造工学部 4年 吉田 慎吾 経済学部 1年 石川 敦也 

 経済学部 3年 市原 祐太 経済学部 1年 石田 薫 

 経済学部 3年 蝦名 亮汰 法学部 1年 井上 征哉 

 経済学部 3年 岡林 由里子 経済学部 1年 井上 智尋 

 経済学部 3年 江田 紗月 創造工学部 1年 大久保 祐太 

 経済学部 3年 後藤 洸樹 経済学部 1年 大森 美紀 

 経済学部 3年 谷 美歩 経済学部 1年 奥田 綾華 

 創造工学部 3年 津村 祥平 農学部 1年 柏田 涼那 

 経済学部 3年 富永 悠里江 経済学部 1年 川上 満里奈 

 経済学部 3年 藤本 優大 経済学部 1年 公文 琴巴 

 法学部 3年 藤原 伊吹 経済学部 1年 国府 志保 

 経済学部 3年 松川 舞 創造工学部 1年 小坂 伊織 

 創造工学部 3年 松下 ひなた 経済学部 1年 近藤 優花 

 経済学部 3年 三谷 真菜 創造工学部 1年 佐々木 勇人 

 経済学部 3年 山下 優香 経済学部 1年 佐野 愛菜 

 経済学部 2年 江口 舞香 医学部 1年 進藤 奈瑞菜 

 法学部 2年 川北 明乃 経済学部 1年 洲脇 ちひろ 

 法学部 2年 木内 美帆 経済学部 1年 土井 久実 

 教育学部 2年 近藤 瑞穂 農学部 1年 長尾 佳奈 



 

 

 経済学部 2年 佐藤 真由子 経済学部 1年 橋本 芽依 

 経済学部 2年 佐川 明日香 法学部 1年 花谷 若菜 

 経済学部 2年 杉山 陽香 経済学部 1年 日浦 涼 

 農学部 2年 十河 鈴 経済学部 1年 福井 里歩 

 経済学部 2年 髙見 優那 経済学部 1年 細川 稜太 

 法学部 2年 智葉 瑛海 経済学部 1年 松本 良太 

 医学部 2年 土田 学 経済学部 1年 森下 真帆 

 経済学部 2年 友安 哲也 経済学部 1年 山下 桃佳 

 法学部 2年 長尾 美玖 経済学部 1年 山田 晴可 

 経済学部 2年 日野 風花 経済学部 1年 吉川 紗樹 

 経済学部 2年 増山 迅 経済学部 1年 渡辺 玲 


