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令和元年９月４日 

 

地域実践学習「むらの大学」 
川内村／南相馬市フィールドワーク実施のお知らせ 

 

 

地域課題を実践的に学ぶ授業「むらの大学」において、３泊４日のフィール

ドワークを実施します。川内村には２６名の学生が９月６日（金）から９日（月）

まで、南相馬市小高区には３０名の学生が９月１８日（水）から２１日（土）

まで滞在します。今回のフィールドワークでは少人数のグループに分かれ、地

域住民の方からお話を伺いながら、東日本大震災及び原発事故からの復興や地

域再生にむけた取り組みを学びます。 

 

地域実践学習「むらの大学」は、主に１年生の全学類対象科目で、くり返し

現地を訪れ、地域に関する知識を習得していきながら、企画や実践を通じて地

域への理解を深め、地域課題の糸口を探していくプログラムです。 

 

今年度は新設の食農学類を含む全学類から５６名（川内村２６名、南相馬市

３０名）が受講し、年４回程度、地域を訪れるフィールドワークを実施します。

今回は、受講生が「生活・コミュニティ」「農業」「歴史・文化」などテーマご

とのグループに分かれ、たくさんの住民の方にお話を伺います。 

 

つきましては、ぜひとも当日に取材していただきますよう、よろしくお願い

申し上げます。不明な点がありましたら、下記の連絡先までご連絡ください。 

 

＜川内村フィールドワーク＞ 

■日 時： 令和元年９月６日（金）から９日（月）まで  

■行き先： 双葉郡川内村 

 

＜南相馬市フィールドワーク＞ 

 ■日 時： 令和元年９月１８日（水）から２１日（土）まで 

 ■行き先： 南相馬市小高区 

 

※ 詳細は別紙行程表をご覧ください。 

（お問い合わせ先） 

福島大学 ふくしま未来学事務局 

Tel：024-504-2850 / Fax：024-504-2849 

Mail： miraigaku@adb.fukushima-u.ac.jp 
当日の連絡先：080-1827-2194（川内村／狩野） 

090-1913-2213（南相馬市／前川） 

        



2019.8.19付け
9月5日 9月6日 9月8日 9月9日

木 金 日 月

6:00～
朝食準備

昼食は一区二区とも提供あり。
朝食準備

7:10～
敬老会　会場設営班　出発
場所：川内村体育館　５名

朝食をだします。
朝食・後かたずけ

8:00～ 全体出発
10:00 準備会 川内村到着

10:10～11:20

10:30　小島先生到着

12:00～12:50 昼食(持参)
◎10:40～12:00　株式会社ダノニー

井出　裕子さん
(いわなの郷)　(前川先生対応)

11:00～一区の祭礼準備の手伝い幟(のぼ
り)､テントの設営､飾りつけ　　法

政大学の学生

　昼食は各自自由
ラーメン三七三･天山蕎麦･カフェアメイゾンなど

13:00～14:10
購入

必要に応じて車を出します。

13:00～14:00

保健･福祉･医療複合施設ゆふね

◎猪狩
イガリ

　恵子
ケイコ

さん(狩野)

14:30～15:30(　　)老人会(狩野)

13:30～15:00

◎遠藤きのこ園(前川)
◎野菜勉強会　古内さん宅・松崎さんＴ
Ａが野菜購入　(狩野対応)
◎村のエネ担当者(いわなの郷で)ＴＡ

16:00～ 各自宿泊コテージを確認 15:30　川内村出発

BBQ準備(法政大学と合同) 18:30　福島大学到着

16:30～18:30 BBQ

18:30～20:30
入浴(川内の湯)

前川･狩野でピストン　輸送
入浴(川内の湯)

21:00～22:00
法政大学との意見交換会７班編成

法政の学生２名ごと各７班へ
各班ごとに学習内容を全体に発表

22:30～ 就寝

16:30　流しそうめんを実施(福島大学むらの大学専属で担当)後片付けをしっかりやる。
竹を切った中にロウソクを入れ､竹キャンドルにして並べ火をつける。 カレー大会

    1区　前夜祭  直会(なおらい)

18:30　 マイクロバスが川内の湯へ→20:00入浴後いわなの郷(常葉町･羽場タクシー)

振り返り　学習内容報告会

就寝

◎8:30～ 10:30　Kimidori　兼子さん(工場で､狩野)
◎10:40～12:10検討Codomoenergy(工場で､狩野)
◎9:00～10:30　井出寿一さん(前川)
(前総務課長､帰村宣言後の村づくり､いわなの郷)

班ごとの準備物の確認
カメラ、ICレコーダー、BBQ

流しそうめん、医薬品

10:00～11:00
開講式( 役場２Ｆ大会議室)

11:00～12:00
班ごとにフィールドワークの準備

　　　　◎13:00～14:30長福寺(草野心平)(前川先生対応)
　            ◎13:00～14:30　中原さん(ワイン)(訪問する。狩野対応)

幟(のぼり)､テントの設営､飾りつけ
13:30～　流しそうめん準備

(村役場：志賀東さん)
むら大生４人＋TA(瑠偉さん)１人

　　　　　14:40～16:00
◎井出  健人さん(天山)(狩野)
◎石井 芳信さん(元教育長､草野心平)
(前川訪問)
◎秋元 洋子さん　(前川内村婦人会長)
◎15:00～16:00　いわなの郷　竹内さん
EurasuEenargy(風力･太陽光発電
高田島の太陽光パネルで説明)

13:15～15:00　閉講式
(いわなの郷　ふれあいホール)
◎井出　茂さん13:15～14:15

(講話45分質疑応答15分)
各班発表:14:15～15:15

(各班10分)

2019.9.6～9　｢むらの大学」川内村班日程(8/11現在の予定です。変更になる可能性があります。)　学習・研究・復興支援　(◎は確定したインタビュイー)
9月7日

土

朝食準備・昼食もつくる

朝食・後かたずけ

1区…8:00   糠馬喰山山頂の社殿で
            三匹獅子舞(前川・ＴＡ加藤)
2区…大声大会(8/20の会議で決定､
   　　小島・狩野・瑠偉･萌)
3区で神楽が復活西郷三匹獅子保存会

◎敬老会のお手伝い：8:30～13:30
川内村体育館　もりタロウ１名

(保育園とともに健康体操を予定)
当日準備　後片付け

9/9の総合検診の準備
昼食､飲み物あり　５名

終了後､自分の班に合流　(狩野)
TA　加藤さん

9:00～10:30
◎阿武隈かわうち・Yo-tashi

横山さん(いわなの郷で)
(阿武隈かわうちの特産物)

(前川先生対応)
◎株式会社緑里　河原 修一さん

(五社の杜､緑の里の百笑家で)(狩野)



2019　福島大学「むらの大学」南相馬班　夏期ＦＷ　班ごと日程予定表　（8/13バージョン） ※予定は変更となる場合があります

A   5名 B  5名 C  5名 D  4名 E  4名 F  3名 G  4名

君と小高フェス
（おだフェス）

住民と行政
子供と高齢者が
住みやすい環境づくり

地産地消
人が集まる食と農

農業と風評被害 原発と自然環境
小高の歴史・文化
広げ隊

9月18日 出発

水 午前

午後
14-16 佐藤禎晃さん
貴船神社子ども神輿

14-16 行政区長連合会
会長　林勝典さん
@ 双葉屋旅館

14- 小高4小学校
ぐんじ教頭

調整中
14-16 行政区長連合会
会長　林勝典さん
@ 双葉屋旅館

14-16　鹿島区役所
農政課　藤田さん

14-16 佐藤禎晃さん
貴船神社子ども神輿

9月19日 午前
10:30-　卓球クラブ
見学と参加

9:30-11:30　★
市役所 UIターン、
居住人口増について

10:30-　卓球クラブ
見学と参加
※2人はB班に?

9:30-11:30
有機農家 根本洸一さん

9:30-11:30
有機農家 根本洸一さん

9:30-11:30 小高川下川原田
地区(桜植栽予定)
千本桜プロジェクト 佐藤さん

9:30-11:30 小高川下川原田
地区(桜植栽予定)
千本桜プロジェクト 佐藤さん

木 午後
→卓球クラブ事務局長
高橋茂さん

14-16時　小高WB
只野由香利さん(Uターン)
＠双葉屋旅館

→卓球クラブ事務局長
高橋茂さん

13-15時
紅梅夢ファーム

13-15時
紅梅夢ファーム

小高川　川歩き 調整中

9月20日 午前
9:30-11:30
小高浮舟ふれあい広場
千葉清和さん

9:30-11:30　大富地区
渡部義則行政区長さん

9:30-11:30　大富地区
渡部義則行政区長さん

9:30-11:30 小高区役所
農政課振興係
係長　森　政樹さん

9:30-11:30 小高区役所
農政課振興係
係長　森　政樹さん

9:30-11:30 博物館学芸員
二本松さん　生業と民俗

9:30-11:30 博物館学芸員
二本松さん　生業と民俗

金 午後
13-15 交流センター・
地域振興課　村井さん

13-15 交流センター・
地域振興課　村井さん

13:30-15:30 市役所
長寿福祉課 課長補佐
木幡　ゆかりさん　★

13-15時　廣畑さん
唐辛子プロジェクト

調整中 調整中
13-15時　大蛇伝説
廣畑さん・今村さん

夕方

9月21日 午前

9:30-11:30 まちなか児童
館
島尾清助さん
※C班に2名

9:30-11:30
東町災害公営住宅
管理人　楽伸一郎さん

交流センター 工作教室
(2年生イベント手伝い)
※A班に2名

小高マルシェ
お手伝いと取材

小高マルシェ
お手伝いと取材

調整中
9:30-11:30
まちなか児童館
島尾清助さん

土 午後 リフレクション リフレクション リフレクション リフレクション リフレクション リフレクション リフレクション

帰路

ジャージ、
体育館シューズ

ジャージ、
体育館シューズ

エプロン、
三角巾

エプロン、
三角巾

★事前に主な質問を送付 ★事前に主な質問を送付

★13時～に変更？

8:00 福島大学行政棟前集合・出発→10:00 南相馬市小高区　浮舟文化会館着

10-12時　開講式、安部克己さん（浮舟文化会館所長、元・小高区役所所長）の講話　　※学生からの質問に応える形で

16-18時　　和田智行さん（小高ワーカーズベース代表）の講話、小高パイオニアヴィレッジ見学
19時-　　BBQパーティ（雨天の場合は焼き肉）

15時頃？　閉講式　　16時　双葉屋旅館出発
18時頃　福島大学到着（予定）

※村上田植え踊りの
岡和田さんは福島市で

別途インタビュー

２人？


