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平成 25 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 

 

なえどこ 

 

代表者 岡野 恭子（経営システム学科組織・戦略コース 2 年） 

1. 目的と概要                          

目的は、地域活性化について学ぶ機会を学生自ら創り出し、地域活性化に興味がある人

もない人も、広く大学生に学んでもらえる仕組みを作ることです。 

まず私たちは、実際に自分たちが感じた 3 つの問題に着目しました。地域活性化に関す

る活動の情報不足、「何かやりたい」という気持ちが芽生えた学生にとっての相談者や同士

と交流する機会の不足、学校の授業のような堅苦しいものではなく気軽に参加できるよう

な学びの場の不足です。これら３つの問題から、地域活性化に関心がある学生が比較的多

いのに、その高いモチベーションが低下していくという現状がありました。 

この現状をどうにか食い止められないか、更に言えば改善出来ないか、と考え“なえど

こ”が誕生しました。ちなみに“なえどこ”という名は、種から芽が出て苗となるまでの

サポートを行い、独立して花が咲くまでを繋ぐ「苗床」のような役割をしたいという思い

から付けられました。そして、「無いなら作ってしまえ！」ということで、自分たち“なえ

どこ”が学び・スキルアップの場を創設・運営することにしました。自分たちも参加者も

高いモチベーションを維持し、刺激し合える仲間と出会って交流し、知識や経験を積み、

最終的には地域に貢献できる人になることを目標にして活動しています。 

まず、自分たちメンバーが集まるきっかけとなった経済学部夏期集中授業である地域活

性化入門という豊島合宿に、チューターとして昨年とは違った形で関わらせて頂きました。

他にもミーティングを定期的に行ってはいたものの、具体的に動き始めたのは高松商工会

議所との連携後でした。名を“なえどこ”から“地域連携学生委員会 なえどこ”に改め、

なえどこが講演会・ワークショップの企画・運営を行って、商工会議所には謝礼金・交通

費などの資金面を援助して頂くという形での連携です。なえどこのテーマであった「地域」

に、商工会議所の「働く」というテーマを加え、毎月第 2・4 週の金曜日 18：30～20：30

に「なえどこ夜教室」を始めました。全国から地域で活躍する人を自分たちで探して選び、

講演依頼をして、講演 1 時間と、グループワークかワークショップ 1 時間を運営します。

それに伴い、講師との連絡や打ち合わせ、Facebook・広告の作成・宣伝、教室・道具の準

備、アンケートの実施、司会、記録などを毎回分担して行いました。そして更に交流が出

来るように、なえどこ夜教室の後は任意参加の「なえどこご飯会」を必ず実施しました。

終了後も、夜教室やご飯会の様子を Facebook で投稿したり、アンケートを分析したり、反

省会をしたり、講師の方に感謝の手紙を送ったりなどを行いました。 
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2. 実施期間 

 2013 年 10 月 9 日から 2014 年 2 月 28 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 

6 回のなえどこ夜教室を開催することが出来ました。 

第 1 回なえどこ夜教室は、2013 年 11 月 29 日に辻信行さんを講師として行いました。辻

信行さんは、岡山県倉敷市美観地区の林源十郎商店代表の方で、まちあるきの TV 番組「朝

ぶら」に出演されたり、豊かなくらしについて考える講演会などを行ったりもしています。

「『かわいい暮らし』本質を 3 世代でつなぐ」の講演タイトルのもと、感性を研ぎ澄ませて

自然と寄り添う生き方や、タテの時間軸で考え世代を越えて不変のものが大切であること、

まずはかわいい価値観で発信する方が難しい内容でも説明するより伝わりやすいことなど

を教えて頂きました。実際に辻信行さんがプロデュースした米麹やパンフレット等の配布

資料を持ってきて下さるなど、細やかな気配りをしてもして頂き、講演で仰っていた通り、

参加者の感性を刺激するような内容となりました。 

学生 17 名、ご婦人 2 名の計 19 名が参加しました。初めてだったので参加者もメンバーの

知り合いが多かったですが、逆にかなり緊張してしまうこともなく無事成功することがで

きました。 

 

第 2 回なえどこ夜教室は、2013 年 12 月 20 日に大西正泰さんを講師として行いました。

大西正泰さんは、経済学部 2 年生を対象にした現代経済社会事業という授業でも講演して

頂いた方でもあり、徳島県上勝町にて起業家人材育成コーディネーターで、一般社団法人

ソシオデザイン代表理事です。シェアカフェやシェアバーでの店舗経営などもされていま

す。「過去サバイバー奮闘記～2038 年に亡くなる町の挑戦～」の講演タイトルのもと、足し

算ではなくかけ算で考えることや、「なんで？」と常に考えることで論理的にアウトプット

できるようになることなどを教えて頂きました。ご飯会の時には、ジブリの真意について、

参加者の恋愛相談など幅広く話をして頂いて、とても親しみやすく、自分の考えにブレが

ない方でした。 

学生 14 名、社会人 2 名、ご婦人 2 名の計 18 名が参加しました。初めて社会人も参加して

頂き、アンケートの結果から Facebook で知った人が約 70％と、Facebook の効果が見られ

るようになりました。また、講演内容の満足が 100％であったことが特徴的でした。講演後
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のグループワークでも、学生と社会人の熱い議論が繰り広げられたためか、90％以上の高

い満足度を得ることが出来ました。 

 

第 3 回なえどこ夜教室は、2014 年 1 月 10 日に川口枝里子さんを講師として行いました。

川口枝里子さんは、NPO 法人 ETIC チャレンジ・コミュニティ事業部の方で、東京在住の

北海道出身を生かしたイベントの企画・運営などの実施や、プロジェクト・マネージャー

として学生の成長と企業の成果の両方が叶うプロジェクトに従事されています。NPO 法人

ETIC は、地域には挑戦の可能性や元気になる可能性が秘められているということで、地域

留学という東京在住の学生を中心に地方でのインターンをしています。今回、「地域で働く

私のキャリア～地域×自分で挑戦する“面白い学生時代”の創り方～」の講演タイトルの

もと、まだ年齢も学生に近いということで川口枝里子さん自身の大学生活も含めてお話し

て頂きました。学生という肩書きなしで通用する自分かどうかを考えることや、「何かに貢

献したい」と頑張ることが「自分を成長させたい」という思いで頑張るよりも遥かに成長

に繋がることなどを教えて頂きました。実際に ETIC でインターンを経験された学生もご

一緒に来られて、「地域で挑戦し、圧倒的な成長を遂げてきた」事例紹介もして頂きました。

そして、なえどこでは初めて講演後にワークショップを行いました。小さなことから大き

なことまで何でも自分の「夢」を描いて、それを人に応援してもらうという内容でした。

最後のご飯会では、ご自身の生い立ちなど波乱万丈な人生を包み隠さず話して下さって、

その内容や価値観からあまり年が離れていないのにとても大人に感じられました。 

学生 18 名、社会人 5 名、ご老人 4 名の計 27 名が参加しました。今回初めて経済学部以外

の教育学部、香川大学以外の大学からも参加して頂きました。アンケートの結果から、夜

教室を知った方法として、友人からの口コミと Facebook が共に約 40％だったので、以前

参加して下さった方の口コミや Facebook でのこれまでの様子の投稿などの効果が予想さ

れます。また、特徴的だったのが講演後のワークショップの満足度が 100％だったことです。

マジックを使って参加者と交流しながら書き出すという作業が参加者にとって、講演とい

うインプットをすぐにアウトプットまたはフィードバックできるということで良かったよ

うです。「自分でも信じられないほどのアイディアが浮かんでくるのを実感できた。」とい

うような声もありました。 
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第 4 回なえどこ夜教室は、2014 年 1 月 24 日に山本絵美さんを講師として行いました。

山本絵美さんは、NPO 法人 NEWVERY で働かれている方で、NEWVERY の活動である「お

とな大学」について詳しくお話して頂きました。おとな大学とは、池袋のかつての若者の

居場所であった豊島区の「青年館」をどうにかして残そうということで出来た若者のため

のものです。地域の教育力や中小零細や自営業で支えられていた若者の受け皿が、地域と

の関わりが次第に希薄になるに伴って無くなっているという社会背景を元に誕生しました。

若者の社会からの離脱の予防・軌道修正の機会に、地域コミュニティーの役割が必要であ

るとして、家庭・学校で足りない所を大人になっても良質な経験で上書き出来る環境を提

供しています。誰と、どんな本と、どんな経験に出会うかが大切で、何の仕事かではなく

どう生きたいかを考える方が先であるということなどを教えて頂きました。かつて山本絵

美さんは映画の制作や宣伝に携わっていたものの、もっと場づくりや人を繋げる仕事がし

たいという事で NEWVERY に転職されています。講演後のグループワークでは、講演内容

に踏み込んだ良い質問が多く、山本絵美さんの転職のきっかけ等も聞くことが出来ました。 

学生 17 名、社会人 5 名、ご老人 1 名の計 23 名が参加しました。先生の口コミで知ったと

いう方が増えたことが特徴的でした。アンケートの結果では、講演内容の満足度は約 90％

でそれなりに良かったものの、講演後のグループワークでは満足度が約 75％で、これまで

よりも少し評価が下がってしまいました。「今回ワークショップでお話したのが学生の方だ

ったので、社会人の方ともお話しできたらよかったなと思った。」という意見もあったこと

から、グループの組み方に課題が残りました。 

 

第 5 回なえどこ夜教室は、2014 年 2 月 14 日に大崎龍史さんを講師として行いました。2

月 3 月は商工会議所との連携が更新期間に移り、連携が一時的に出来なくなったため、な

えどこだけで行いました。大崎龍史さんは初の学生の講師で、香川大学教育学部４回生で

す。しかし普通の４回生ではなく、2 年間の休学中にカリフォルニア大学アーバイン校に留

学や、人材派遣会社PASONA NA,lncでマーケティングアシスタントとしてのインターン、

東京の株式会社トライバルメディアハウスでアナリストとしてのインターンなど経験値が
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とても高い学生です。今回は、そうした大崎龍史さんの大学生活も踏まえつつ、ご自身が

起ち上げられた香川県 Lovers Project の活動内容や、地域コミュニティーづくりにおいて

の SNS の使い方などをお話して頂きました。縦軸を地理的な面で横軸を時代的な面で分析

する重要性や、SNS を用いる際には「拡散」と「共有」を考えるのがポイントであるなど

を教えて頂きました。最後の「世界の地域づくりの未来を支えているのはここ日本だ」と

いう言葉が印象的で、若者らしい講演となりました。そして、講演後のワークショップで

は、「東京から若いカップルが香川に旅行に来たらどんなデートコースにするか」というテ

ーマで、香川の良さを参加者に改めて考えてもらえるものとなりました。 

学生 19 名、社会人 4 名の計 23 名が参加しました。メンバーの口コミと、講師のもともと

の人脈の広さが起因して、経済学部だけではなく、教育学部や工学部、医学部からも参加

者がいました。アンケート結果からも友人の口コミが約 50％となり、Facebook の約 40％

を上回っていることがわかります。講演内容は約 95％の満足でしたが、講演後のワークシ

ョップは満足が約 70％、少し満足が約 20％、まあまあが約 10％とばらつきがありました。

参加者が前で発表する方式は初で、少しもたつく場面があったからかもしれません。 

 

 第 6 回なえどこ夜教室は、2014 年 2 月 28 日に内海芳美さんを講師として行いました。

内海芳美さんは、ひだまり不動産をされている方で、古い物件のいい所を見つけ出して、

改修工事によりデザイン性や機能性をプラスするというリノベーションを行い、住む人な

どの顧客に合わせた物件をつくって提供しています。リノベーションとは例えるなら整形

で、お化粧に例えられるリフォームとは異なります。デザイン力次第で古いものも新たな

輝きを放つことや、それの連鎖によってまち全体を明るく出来ることなどを教えて頂きま

した。講演後のグループワークでは、内海さんのアイディアの発想の原点や、娘さんのお

話に触れた質問などがありました。そんな今回のなえどこご飯会は、ひだまり不動産がプ

ロデュースした香川大学近くの SHIUN カフェで行いました。ご飯を食べつつ、内装を実

際に見ながら説明して頂くこともでき、有意義な時間となりました。 

学生 13 名、社会人 2 名、ご老人 1 名、ご婦人 1 名の計 17 名が参加しました。大学生は春

休みということもあり少なめでしたが、アンケートの結果から次回も是非参加したいと答

えた人が約 70％、出来れば参加したいと答えた人が約 20％と全体の約 90％の方に参加し

たいと答えて頂いたので、少人数でも満足のいくものになったのではないかと思われます。 
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（２） このプロジェクトが大学や地域社会の活性化、学業の復興などに対してもたらした

影響あるいは効果 

アンケートの結果から、どの回の夜教室でも約 80％の参加者が「地域活性化に対する意

識が変わりましたか」という質問で「大きく変わった」もしくは「少し変わった」と答え

ています。このことから、なえどこの活動は、少しずつではあるが地域に対しての意識や

関心を高められていると考えられます。また、参加者の中でも毎回来て下さるような常連

さんもいれば、他学部から初めて参加したというような方もいて、更に学生もいれば社会

人もいます。そのため、いろいろな人と交流して意見を交わすことができ、多くの刺激を

与え合っていると思われます。講師自体も経験豊富で、毎回たくさん学ばせて下さるので、

参加すればするほど知識も増えていくのではないでしょうか。 

なえどこは、大学の授業などのカタい側面からではなく、学生目線という違った側面か

ら「地域」、「働く」について学べる環境を提供しています。大学の授業で学んだことを実

際に社会で活躍している人に直接聞くことが出来ます。そうすると更にまた授業でももっ

と学ぶ意欲が湧いてくるという好循環による相乗効果が生まれます。また、なえどこの本

来の目標であった高いモチベーションを維持し、刺激し合える仲間と出会って交流し、知

識を積むことが出来る仕組みにもなっているのではないかと考えます。これからは更に、

実際に地域に出てみるような経験を積むための番外編や、今まで参加できなかったなえど

こ夜教室の内容も学べるようなパンフレット・HP 等の作成も模索しています。 

 

4. プロジェクトから学んだこと 

このプロジェクトからは多くのことを学びましたが、他とは違うなえどこで、私が最も

大きく学んだことは責任感ではないかと思います。 

正直はじめは、なえどこに対する思いも期待もわくわくも全くありませんでした。なえ

どこのメンバーも、もともとの友人に加えて集中授業で一緒だっただけの関係で、中には

授業がなかったら話してなかったかもしれないメンバーもいます。そんな何となく「何か

したい」という気持ちで集まっていただけのよくわからない集団でしたが、ミーティング

を重ねるうちに少しずつ、自分にないものをみんなそれぞれ持っていておもしろいと感じ

るようになりました。そんな中、学生チャレンジプロジェクトに出そうと言い出した私は、

責任を取らざるを得ず、様々な事を私が中心となってしていく機会が増えました。発表な
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どはもともと苦ではなかったものの、私の一番苦手な責任を持つという事が新鮮でした。

また、私は他にも所属しているプロジェクトがありますが、大きな組織のため、一生懸命

取り組んでいてもどこか「自分はいなくても別に支障はない」という思いがあって十分な

満足感を得られることは出来ていませんでした。もちろんなえどこには出来ない経験や仲

間がいるので大切には思っていますが、どこか自分の存在意義を探し求めたり、エネルギ

ーと時間を持て余したりしていたのかもしれません。よってこの半年間は何よりもなえど

こに責任感を持って力を注ぐようになりました。 

活動が本格的になるに伴ってプレゼンや講師とのやり取り、司会、テレビ出演など本当

に多くの経験をさせて頂けました。その中で 1 番難しかったことは、社会人とのコミュニ

ケーションです。私は、偶然にもなえどこ夜教室を始める前によく学外の講演会などに参

加するようになっていて、「いつか自分も主催者側になれたらいいな」と思ったことがあり

ました。そのため、なえどこ夜教室が開催できるようになった事は非常に嬉しい出来事で

した。きっかけになりアドバイザーになって下さった西成先生、連携の話を持ち掛けて下

さりいつも支えて下さった古川先生、連携して下さった高松商工会議所の大西さんには特

に本当に感謝しています。しかし、回を重ねるごとに今の環境が「当たり前」という感覚

になってしまい、相応しくないニュアンスで話してしまったり、抜かしてはならなかった

連絡をきちんと出来なかったことがあったり、と多くの失敗をしてしまいました。このよ

うな失敗も社会はやはり難しいということを学べた良い経験となりましたし、自分の悪い

所にも気付ける経験となりました。 

また、なえどこという“組織”として考える機会が出来たことも学びとなっています。

組織論などの経営の授業内容に対する意識も以前とは変化したと思います。これからも、

なえどこに責任を持って、どうすればもっと上手くいくか良くなるかを考えながら取り組

んでいきたいです。今後は、自分たちの後継者についても考えていかなければなりません。 

まとめると、私にとって、こんなことを真剣に考えられるような機会になった“なえど

こ”プロジェクト自体、その全てが学びです。 

 

5. 実施メンバー 

 岡野 恭子（経済学部 2 年） 

 三宅 由貴奈（経済学部 2 年） 

 岡崎 康哲（経済学部 2 年） 

 小椋 安希子（経済学部 2 年） 
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 浮田 菜央（経済学部 2 年） 

 小笠原 徹（経済学部 2 年） 

 荒木 眞子（経済学部 2 年） 

 中川 有彩（経済学部 2 年） 

 小野 友真（経済学部 2 年） 

 


