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【要旨】 

本研究は、地域に根ざし、環境活動に取り組む NPO と大学生が連携して活動することにより、次
世代のコミュニティ・リーダー育成のためのプログラム開発をめざすことを目的として実施したもの

である。事前学習、コミュニティ・カフェにおける活動、ふりかえり会を行い、おもに参加者のふり

かえりレポートを分析した。実際にヒトやモノとの多様な出会いにより体験的に学んだ結果、自分自

身の日常生活への視点の広がりと深まりが認められ、さらに他者へ発信したい、するべきだという意

欲の高まりもみられ、一定の成果はみとめられた。次のステップとして継続的に「地域の方々と協働」

して取り組む実践が求められる。 
 

【キーワード】 
コミュニティ・リーダー（community leader） コミュニティ・カフェ（community cafe）  
地域（region / sphere of living） 生活課題（issues with the living environment） 
大学生（university student） NPO（nonprofit organization）  

 

Ⅰ．研究の背景～コミュニティにおける取り組みの必要性～ 
（１）大分県の地域の生活課題 
 わが国は少子高齢化が進行し、大分県の年少人口（15 歳未満）は 146,300 人で、全国平均と同
程度で、年少人口割合を高い順にみると全国２６位である。また、老年人口（65歳以上）は 347,900
人で全国平均より高く 30.2%で、老年人口割合を高い順にみると全国 11位である１）。また、世帯

からみると総世帯のうち約 4 割が高齢者のいる世帯となり、世帯主が 65 歳以上の高齢者単独世帯及
び高齢夫婦世帯の全世帯に占める構成割合については 2025年には 3割まで増加する見込みである２）。 
一方、少子化対策として大分県では「子育て満足度日本一」を目指し、「次世代育成支援対策推進法」

に基づく子どもの成長と子育て家庭を社会全体で支援するための取り組みを実施している。さらに「子

ども・子育て関連３法」に基づいた「子ども・子育て支援新制度」も平成 27 年 4 月からスタートし
た３）。 
 さらに各市町村の中心商店街では、後継者不足、郊外型大規模店舗の進出等による衰退が問題となっ
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ており、大分県としても商店街の活性化事業を展開している。本研究の活動地域である中津市におい

ても商店街活性化支援事業として、小学生が商店街で職業体験を行う「職人フェスティバル」を平成

28年度に実施し、商店街の体質強化に資する取り組みを助成した４）。 
しかしながら、このような行政主体の取り組みだけでは、地域に根ざした継続的な取り組みにはな

りにくく、住民が主体となり自らのコミュニティに積極的にかかわることが必要であると考えられる。

そのためにはまず、自分たちの地域や日々の生活について見直し、課題を見出し、個人あるいは他者

と協働して生活課題の解決にむけた行動を起こすことが求められる。そのためには地域にそのような

取り組みの拠点となる場が必要であろう。その１つとしてコミュニティ・カフェがあげられると思う。

（２）コミュニティ・カフェとは 
長寿社会文化協会（WAC）が「地域のたまり場や居場所」を「コミュニティ・カフェ」と定義して

おり５）、「地域の人たちが集まる居場所」で「人と人、地域との関係性の希薄化や社会的孤立を改善す

る」役割を果たすものとされ、「コミュニティ・カフェの実態に関する調査」６）によると、2000年以
降に 9 割が開設されており開設数は増加傾向にあり、2005 年以降の増加が顕著である。設置・運営
の主体はNPOが約 4割、個人が約 3割程度となっている。 
このような社会的動向をふまえ、少子高齢化が進む地域における若年層のコミュニティ・リーダー

が求められており、また NPO も活動の充実にむけて、行政や関連団体、大学等との連携を求めてい
る。この双方の状況をウィン・ウィンの関係で課題解決する取り組みとして、本研究を行うこととし

た。 
 
Ⅱ．研究目的  
 

  本研究は、地域に根ざし、地域の生活課題の解決のために活動している NPO と大学生が連携して
活動を行うことにより、次世代のコミュニティ・リーダー育成のためのプログラム開発をめざすこと

を目的とする。具体的には、おもに生活に関する学習をしている大学生たちが、大学で学んだことを

基盤として、実際に地域で活動している NPO とともに、生活課題解決つながる具体的なプランを検
討・作成・実施し、自ら検証し改善するというサイクルを体験することによって、コミュニティ・リー

ダーとしての資質の育成をめざす。本プログラムの特徴は、大学での学習を基盤として、大学生が地

域の生活課題の解決に取り組む NPOと協働して活動することにより、若年層コミュニティ・リーダー
の育成と NPO 活動への支援による地域の生活課題解決をめざすという双方向的な取り組みという点
にある。 
 
Ⅲ．研究方法・実施内容概要 
 
 研究方法としては、策定したプログラムを実施し、参加した学生の振り返りレポートの分析により

成果と課題について検討した。 
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（１） 実施したプログラム内容 
実施したプログラムは次の３つの実践である。教育学部開講科目「消費者教育」の学びを発展させ、

さらに地域生活の課題全般にかかわる消費生活に関する理解を深めるために事前学習会を行い、その

学習会において NPOや地域の方々と交流し、地域も知る機会とした（実践１）。事前学習会をふまえ
て、コミュニティ・カフェ山望庵において企画参加した（実践２）。これらの実践を振り返り、今後に

ついて検討する振り返り会を行った（実践３）。 
 
① 実践１ 事前学習会 
実施日    2017年 8月 10日 
場 所    フェアトレードショップ大地および南部公民館 
実施内容   ネパールのフェアトレード団体代表 
       スニール・チトラカール氏との交流会 
       講演会への参加 

 
② 実践２ コミュニティ・カフェ山望庵における活動 
実施日    2017年 11月 18日 
場 所    コミュニティ・カフェ山望庵 
実施内容   コミュニティ・カフェの意義に関する講演会への参加 
       「コミュニティ・カフェのニーズと可能性」 川田菜穂子 
       山望庵ランチを食べながら、参加者と交流・カフェ探索 
       企画参加 
        天然染色毛糸による糸より体験・子どもへの読み聞かせ・風呂敷 
        グアテマラの生活文化のミニ講演など 
 

③ 実践３ ふりかえり会 
実施日時   2017年 12月 16日 16時〜18時 
場所     大分大学 教養教育棟 共用演習室３－１ 
実施内容   アースデイ中津代表 須賀要子氏、フェアトレード大地代表 須賀留美子氏を招い 

た全体のふり返り（意見交換） 
 

（２） プログラム参加者 
① 参加学生  
教育福祉科学部人間福祉科学課程 生活環境福祉コース 4年生 4名、3年生 12名、教育福 
祉科学部学校教育課程 教科教育コース家庭科選修 3年生 5名 計 21名であった。 

  対象とした学生は、全員、生活に関する内容を専攻している教育福祉科学部の 3-4年生であり、
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１-2 年次に生活に関する基礎的な内容については学習している。さらに３年次に選択科目である
「消費者教育」を受講しており、連携先 NPO であるアースデイ中津が企画している「アースデイ
中津」に講義の発展的活動として、すでに 2017 年５月に企画参加し、体験的に学んでいる者であ
る。 
② 連携先 NPO「アースデイ中津」 

   連携するNPOは中津市において、アースデイ中津というベントを実施しており、今年で 10年目
となる。この 10年を節目に、組織もNPO法人化し、拠点として山望庵というコミュニティ・カフェ
も 2017年 11月にオープンしている。コミュニティ・カフェでは、地域の生活課題にかかわるイベ
ントやワークショップ、相談等を行っている。 
オープン直後のコミュニティ・カフェの企画・運営に大学生が大学で学んだことを活かしながら、

参加することによって、地域の生活課題の現状を知る・ともに考える・解決を目指して活動すると

いうことが学習の発展として、現場で体験できるようなプログラムを実施し、検討した。 
このようなかかわりを足がかりとして、さらに発展させるため、生活課題にかかわる研究を行って

いる教員も自身の研究内容と関連づけて参画した。具体的には共同研究者の川田が住居学の立場から

防災カルタの作成と企画での実施およびコミュニティ・カフェに関する講演、都甲が被服学の立場か

ら染色した毛糸の糸より体験の企画および衣生活文化に関する講演、大野が子育てプチ相談、財津が

エコ活動の１つとして風呂敷ワークショップを担当した。 
 
Ⅳ．結果 
 

１．実践１のふりかえりレポート分析 
 参加者は中津在住で教員をしている卒業生 2 名を含む 14 名であったが、レポート提出者は学部 3
年生の 7名であった。提出されたレポートについてテキストマイニングをしたところ、当然ながら意
味をもつ再頻出単語は「フェアトレード」で出現回数は 89 回であった。また、結びついていた単語
も図１の通り、「フェアトレード」と「商品」「知る」「講演会」「できる」「購入」などが共起回数の上

位にあり、20回前後であった。次いで「女性」「仕事」の共起回数が 13回と多かった。 
大学での学習の発展として、アースデイ中津およびフェアトレード大地の代表の活動内容について

講演会を通して知るとともに、自身の消費生活の現状の課題に気づくことができ、さらに自分の生活

と結び付けて国際的な視野に立った消費生活の課題についても理解することができたのではないかと

思われる。このような生活課題への理解の深まりとともに自分たちの生活の中でできることを見出す

機会とすることを目的とした事前学習会であったが、この時点では個人的な消費行動の改善には結び

つくように思われたが、コミュニティへの意識はまだ希薄であった。また、ネパールのフェアトレー

ド団体代表と英語で直接、意見交換できたことは学生にとって印象深い経験となったことがうかがわ

れた。 
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https://textmining.userlocal.jp
図１ 実践１ふりかえりレポートの記述分析（テキストマイニングによる共起ネットワーク）

＜記述例＞

フェアトレードは、貧しい人たちだけではなく、社会と消費者、環境にも利益があり、素晴らしい

活動であることを改めて知ることができた。持続可能な社会をつくる役割があり、経済的、社会的平

和を目指し、自分自身ができることからやっていきたい。

日頃の生活の中でも、だれが作ったのか、どうやって作ったのかに関心を持つことが良い消費者に

つながると思う。発展途上国の困っている人のために何ができるかではなく、自分が何をしたいかを

考えそれを口に出し発信していくことで、その考えや行動はどんどん広がっていくと思う。

２．実践２のふりかえりレポート分析

参加者は学部 4 年生 3 名、3 年生 15 名の参加であったが、レポート提出者は学部 3 年生の 14 名

であった。提出されたレポートについてテキストマイニングをしたところ、当然ながら最頻出単語は

「コミュニティ」「カフェ」で出現頻度は 140 回程度であった。次いで多く記述されたことばとして

は、出現頻度が 69 回の「地域」、30～40 回程度の「場所」「空間」「利用」「子ども」、出現頻度が 15
回前後の「高齢者」「課題」「交流」などがみられた。また結びついていた単語も、図２に示すように、

「コミュニティ」と多くのことばが結びついているが、「カフェ」「地域」「場所」「利用」などとの結

びつきが多くみられた。それ以外でも「地域」「居場所」などの結びつきが多かった。
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https://textmining.userlocal.jp 
図２ 実践２ふりかえりレポートの記述分析（テキストマイニングによる共起ネットワーク） 
 
＜記述例＞ 
 今、学生の存在が地域で求められているということが川田先生のお話と山望庵の方のお話からわ

かった。地域のネットワークづくりにもつながるコミュニティ・カフェの利用者が、決まった年代、

性別、職業の人だけでは非常にもったいないと感じた。そのため、私たちのゼミ活動で企画して学生

主体のコミュニティ・カフェや子ども食堂などを開いてみたいと思った。 
 学生が主体となって運営することで、より幅広い年代の人同士がコミュニケーションを取ることが

できるのではないだろうか。コミュニティ・カフェが果たすことができる地域での役割はさらに多く

あると感じた。実際に訪れるだけでなく、今度は協力する立場として関わってみたいと思う。 
 
３．ふりかえり会の意見交換 

NPO 代表者より開業後の状況と今後の展開についてのお話をうかがうとともに、レポートへのコ
メントや有効な情報発信のあり方、コミュニティ・カフェという場の意義（多様性の価値）などにつ

いて、学生との意見交換ができた。 
前半はおもにその後の様子について教えていたただいた。コミュニティ・カフェにどのような方々

が来ているか、またその方々のそれぞれの過ごし方などをご紹介いただいた。具体的には常連さんが
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あると感じた。実際に訪れるだけでなく、今度は協力する立場として関わってみたいと思う。 
 
３．ふりかえり会の意見交換 

NPO 代表者より開業後の状況と今後の展開についてのお話をうかがうとともに、レポートへのコ
メントや有効な情報発信のあり方、コミュニティ・カフェという場の意義（多様性の価値）などにつ

いて、学生との意見交換ができた。 
前半はおもにその後の様子について教えていたただいた。コミュニティ・カフェにどのような方々

が来ているか、またその方々のそれぞれの過ごし方などをご紹介いただいた。具体的には常連さんが

できたこと、子育て中の母親のネットワークがあるようで、子連れで来て、子どもたちは庭の築山で

遊んだり、どんぐり拾いをするなどして過ごし、母親同士の情報交換も自然にできている様子がうか

がわれた。また、いろいろな趣味のサークルによる利用や、教員・児童館長など地域での活動の核に

なるような方々も利用しており、今後の展開が期待される。地域の中の多様な人々の居場所としての

役割を果たしつつあるように見受けられる。さらに、個人的な利用だけでなく、NPO 活動にも利用
されており講演会や映画上映会、相談活動などを行っているとのことであった。ひきこもり相談に出

入りしていた ALTがかかわっている方々のニーズもあり、英会話教室を始めるなど、場所があるから
出会う人々の新たな活動も生まれているようである。このように個人や団体、またいろいろな立場の

多様な人々が集うことによってうまれてくる何かに、今後、ますます期待ができる。地域におけるこ

のような双方向的なかかわりが地域の活性化にもつながっていく活動を生み出すのではないだろうか。 
後半の議論の中心は、開業後の様子からもっと多くの方々にも利用していただけるよう情報発信を

どのようにしていけばよいかということであった。学生からは若者を中心とした発信方法として SNS
の活用があげられ、「インスタグラムのコンペティション」をしてはどうか等のアイデアも出された。

最後には、お金をかけなくても時間がなくても「地域での日々の生活を前向きに楽しむ」ための居場

所としてますます活用されることを期待したいという方向性が共有されたように思われた。 
一方で、多くのコミュニティ・カフェ同様には経済的な課題は抱えているようであった。営利目的

ではないとはいえ、赤字解消には今後、運営の工夫が求められる。 
 
Ⅴ．結論～成果と課題 
全体を通して、各教員がそれぞれに地域と連携して継続している研究を活かした学生指導を行い、

実際に地域で活動している NPO と連携して活動することができ一定の成果が得られたと考えている。
学生のレポート内容からもふりかえり会での意見交換からも、このような取り組みによって、地域に

おいても新たな視点からの課題解決の方策にもつながる可能性があるのではないかとも思われた。ま

た、学生にとっても大学で学んだことを現場で実際に生かして活動することによって、地域活性化に

資することができるということを学び取り、意欲も読み取れた。 
成果について整理すると、フェアトレードショップや環境NPOが開業したコミュニティ・カフェ

を訪問し、実際にヒトやモノとふれあうことにより、ふれあったこと自体による理解の深まりととも

に、地域における自分たちの日常生活への視点の広がりと深まりが認められたこと、さらに認識が高

まったことにより、他者へ発信したい、するべきだという意欲の高まりもみられたことがあげられる。 
課題としては、今回は「地域の方々との意見交換や交流」を通して認識や意欲を高めることはある程

度できたが、地域の消費生活における課題を理解し交流することに留まったので、今後は本実践をふ

まえ、「地域の方々と協働」して情報を発信したり、コミュニティ・カフェで活動を行うステップへと

向かうよう活動を継続していきたい。以上より、本研究において実施したプログラムの特徴である、

大学での学習を基盤として、大学生が地域の生活課題の解決に取り組む NPO と協働して活動するこ
とにより、若年層コミュニティ・リーダーの育成と NPO 活動への支援による地域の生活課題解決を
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めざすという双方向的な取り組みを行うことについては、一定の成果はみとめられたのではないかと

考える。今回は学生の学びを活かした、いわば「持ち込み企画」による活動であったが、今後も継続

的に取り組み、次の段階としては、地域の方々と協働して作って実施できるような企画運営ができれ

ばと考える。 
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