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●第2回 「大阪府の県民性と地域特設の分析」

羽曳野市・藤井寺市のことをいろいろと学んでいく前に
大阪府の県民性・地域性を再認識することは重要なことで

す。大阪人は「合理主義、活動的、がめつい、いらち(せっかち)」とよくい
われていますが、大阪の歴史、文化、地域特性などを、クイズ形式、アン
ケート調査、グループワーク、動画などの学習を通して、楽しくサーチした
上で、羽曳野市・藤井寺市の土地柄もみんなで確認してみましょう。

●第3回「地方都市の活性化と課題」
ブランド総合研究所の地域ブランド調査で2016年度第1位（3年連続）

に輝いた函館市。国内有数の観光地として人気があり魅力的である様
子を多面的に紹介します。「食べる・見る・泊まる」の観光資源に加え、昨
年開業した北海道新幹線による観光産業への効果など、地方都市であ
る函館市の地域活性化を是非参考にしてみてはいかがでしょうか。

●第4回「羽曳野市、藤井寺の歴史、文化、産業」
世界遺産登録を目指す古墳群、蔦井寺、道明寺天満宮、辛國神社

などの歴史・観光スポット、地域の産業やユニークな企業、ぶどう、いちじ
く、食肉、ワイン、梅酒、日本酒などの名産品、ご当地B級グルメ「かすうど
ん」の由来や、美味しいお店・洒落たカフェ、映画撮影地などを楽しく、
映像など満載で紹介していきます。

●第11回「地域活性化とひとにやさしいまちづくり」

地域を活性化させる一つの視点として、生活者視点に立ったひとにやさ
しいまちづくりをめざすことが必要です。ひとにやさしいまちとは、その地域で
生活するいろいろな人たちが、地域の周りの人とかかわりお互いのことを
理解し、時に助け合いながら生活することであるといえます。この回では大
学周辺の地域に焦点をあて、地域にどのような人が生活しているのかとい
うことや、その地域の人と人をつなぐ地域活動としてどのような取り組みが
行われているのかについて紹介し、地域で一人ひとりがいきいきと生活で
きるために取り組めることは何があるかについて考えていきます。

●第12回～第15回 「羽曳野市・藤井寺市の活性化を考える」
これまでの授業で学んだ知識を下に、羽曳野市・藤井寺市の具体的

な活性化案について、グループワークを通して考えて頂きます。第12回、
第13回は、SWOT分析と呼ばれる手法を学びながらグループワークを行い
第14回ではチームごとのプレゼンと、投票による順位決めを行い、第15回
の授業では実際に地域の方々をお招きして、上位チームによるプレゼンを
地域の方々に評価していただいたり、とさまざまな意見交換を行います。

生活するいろいろな人たちが、地域の周りの人とかかわりお互いのことを
理解し、時に助け合いながら生活することであるといえます
学周辺の地域に焦点をあて、地域にどのような人が生活しているのかとい
うことや、その地域の人と人をつなぐ地域活動としてどのような取り組みが
行われているのかについて紹介し、地域で一人ひとりがいきいきと生活で
きるために取り組めることは何があるかについて考えていきます

●
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の授業では実際に地域の方々をお招きして、上位チームによるプレゼンを
地域

2017年度「地域活性化概論」
●授業概要
現在の羽曳野市、藤井寺市の産業・商業の

歴史や現状から、安心して暮らせるまちづくりまで、地
元地域について多角的な視点から学び、理解を深めます。さらに、
地域活性化に成功した市や町の多様な事例等を学び、地元地域
の課題を発見し、その課題を解決するための方法を探っていきます。

●授業計画 ※講師の都合等により授業が前後する

1.  履修のためのオリエンテーション
2.  大阪府の県民性・地域性の分析
3.  地方都市の活性化と課題
4.  羽曳野市、藤井寺の歴史、文化、産業
5.  羽曳野市、藤井寺の地域活性化
6.  羽曳野市市長の特別講義
7.  藤井寺の産業と地域活性化
8.  藤井寺市副市長の特別講義
9.  さまざまな地域活性化の取り組み
10.羽曳野市、藤井寺市の世界文化遺産
11.地域活性化と人にやさしいまちづくりの現状と課題
12.羽曳野市、藤井寺市の活性化を考える
13.羽曳野市、藤井寺市の活性化を考える（グループワーク）
14.羽曳野市、藤井寺市の活性化を考える（プレゼンテーション）
15.地域活性化案について、 地域の方々への提案・意見交換・

プレゼンおよび総括

●学外活動は、将来の就職活動で
どのように役立つと思いますか?

お店を訪問するなど、きちんとした挨拶
や前置き言葉を学んだので、就活におい
ても丁寧な言葉できちんと挨拶をできると
思います。私はとても人見知りで、知らな
い人に話しかけることはあまり無いのです
が、今回アンケートを取る際に全く知らな
い道行く人に話しかけたので、度胸がつ
いたと思います。それに、私が話しかけた
ことに対応いただいた方々のおかげで、
すこし自信も持つことができました。

(久場朱夏)

●『こよみ手帳』の制作で工夫したと
ころはどこですか?

パンフレットの形になった時に見づらくな
らないように細かい修正をかけることに気
をつけました。主な読者が高齢者である
ことに十分留意して、できるだけ視覚的
情報を処理しやすいように淡い色合いに
しました。 (安村あゆみ)

●学外活動で工夫したことは?
アンケートになかなかご協力いただけず

少し感情的になりそうでしたが、私自身の
対応の仕方を一から見直し、再度挑戦
したら、多くの皆さんに心よくお答えいただ
き、とても感謝しています。(中野勇人)

に評価していただいたり、とさまざまな意見

四天王寺大学地域連携推進委員会編
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12.羽曳野市、藤井寺市の活性化を考える
13.羽曳野市、藤井寺市の活性化を考える（グループワーク）
14.羽曳野市、藤井寺市の活性化を考える（プレゼンテーション）
15.地域活性化案について、 地域の方々への提案・意見交換・

プレゼンおよび総括

●学外活動は、将来の就職活動で
どのように役立つと思いますか?

お店を訪問するなど、きちんとした挨拶
や前置き言葉を学んだので、就活におい
ても丁寧な言葉できちんと挨拶をできると
思います。私はとても人見知りで、知らな
い人に話しかけることはあまり無いのです
が、今回アンケートを取る際に全く知らな
い道行く人に話しかけたので、度胸がつ
いたと思います。それに、私が話しかけた
ことに対応いただいた方々のおかげで、
すこし自信も持つことができました。

(久場朱夏)

●『こよみ手帳』の制作で工夫したと
ころはどこですか?

パンフレットの形になった時に見づらくな
らないように細かい修正をかけることに気
をつけました。主な読者が高齢者である
ことに十分留意して、できるだけ視覚的
情報を処理しやすいように淡い色合いに
しました。 (安村あゆみ)

●学外活動で工夫したことは?
アンケートになかなかご協力いただけず

少し感情的になりそうでしたが、私自身の
対応の仕方を一から見直し、再度挑戦
したら、多くの皆さんに心よくお答えいただ
き、とても感謝しています。(中野勇人)

に評価していただいたり、とさまざまな意見

四天王寺大学地域連携推進委員会編

上で、羽曳野市・藤井寺市の土地柄もみんなで確認してみましょう。

●

に輝いた函館市。国内有数の観光地と
子を多面的に紹介します。「食べる・見る・泊まる」の観光資源に加え、昨
年開業した北海道新幹線による観光産業への効果など、地方都市
る函館市の地域活性化を是非参考にしてみてはいかがでしょうか。

●

などの

を探っていきます。を探っていきます。

四天王寺大学地域連携推進委員会編

●第2回 「大阪府の県民性と地域特設の分析」

羽曳野市・藤井寺市のことをいろいろと学んでいく前に
大阪府の県民性・地域性を再認識することは重要なことで

す。大阪人は「合理主義、活動的、がめつい、いらち(せっかち)」とよくい
われていますが、大阪の歴史、文化、地域特性などを、クイズ形式、アン
ケート調査、グループワーク、動画などの学習を通して、楽しくサーチした
上で、羽曳野市・藤井寺市の土地柄もみんなで確認してみましょう。

●第3回「地方都市の活性化と課題」
ブランド総合研究所の地域ブランド調査で2016年度第1位（3年連続）

に輝いた函館市。国内有数の観光地として人気があり魅力的である様
子を多面的に紹介します。「食べる・見る・泊まる」の観光資源に加え、昨
年開業した北海道新幹線による観光産業への効果など、地方都市であ
る函館市の地域活性化を是非参考にしてみてはいかがでしょうか。

●第4回「羽曳野市、藤井寺の歴史、文化、産業」
世界遺産登録を目指す古墳群、蔦井寺、道明寺天満宮、辛國神社

などの歴史・観光スポット、地域の産業やユニークな企業、ぶどう、いちじ
く、食肉、ワイン、梅酒、日本酒などの名産品、ご当地B級グルメ「かすうど
ん」の由来や、美味しいお店・洒落たカフェ、映画撮影地などを楽しく、
映像など満載で紹介していきます。

●第11回「地域活性化とひとにやさしいまちづくり」

地域を活性化させる一つの視点として、生活者視点に立ったひとにやさ
しいまちづくりをめざすことが必要です。ひとにやさしいまちとは、その地域で
生活するいろいろな人たちが、地域の周りの人とかかわりお互いのことを
理解し、時に助け合いながら生活することであるといえます。この回では大
学周辺の地域に焦点をあて、地域にどのような人が生活しているのかとい
うことや、その地域の人と人をつなぐ地域活動としてどのような取り組みが
行われているのかについて紹介し、地域で一人ひとりがいきいきと生活で
きるために取り組めることは何があるかについて考えていきます。

●第12回～第15回 「羽曳野市・藤井寺市の活性化を考える」
これまでの授業で学んだ知識を下に、羽曳野市・藤井寺市の具体的

な活性化案について、グループワークを通して考えて頂きます。第12回、
第13回は、SWOT分析と呼ばれる手法を学びながらグループワークを行い
第14回ではチームごとのプレゼンと、投票による順位決めを行い、第15回
の授業では実際に地域の方々をお招きして、上位チームによるプレゼンを
地域の方々に評価していただいたり、とさまざまな意見交換を行います。
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6.羽曳野市市長の特別講義 
7.藤井寺の産業と地域活性化 
8.藤井寺市副市長の特別講義 
9.さまざまな地域活性化の取り組み 
10.羽曳野市、藤井寺市の世界文化遺産 
11.地域活性化と人にやさしいまちづくりの現状と課題 
12.羽曳野市、藤井寺市の活性化を考える 
13.羽曳野市、藤井寺市の活性化を考える（グループワーク） 
14. 羽曳野市、藤井寺市の活性化を考える（プレゼンテーション） 
15.地域活性化案について、 地域の方々への提案・意見交換・ 
  プレゼンおよび総括 

●学外活動は、将来の就職活動で
どのように役立つと思いますか? 
  お店を訪問するなど、きちんとした挨拶
や前置き言葉を学んだので、就活におい
ても丁寧な言葉できちんと挨拶をできると
思います。私はとても人見知りで、知らな
い人に話しかけることはあまり無いのです
が、今回アンケートを取る際に全く知らな
い道行く人に話しかけたので、度胸がつ
いたと思います。それに、私が話しかけた
ことに対応いただいた方々のおかげで、
すこし自信も持つことができました。 
                                  (久場朱夏) 

●『こよみ手帳』の制作で工夫したと
ころはどこですか? 
 パンフレットの形になった時に見づらくな
らないように細かい修正をかけることに気
をつけました。主な読者が高齢者である
ことに十分留意して、できるだけ視覚的
情報を処理しやすいように淡い色合いに
しました。                 (安村あゆみ) 

●学外活動で工夫したことは? 
 アンケートになかなかご協力いただけず
少し感情的になりそうでしたが、私自身の
対応の仕方を一から見直し、再度挑戦
したら、多くの皆さんに心よくお答えいただ
き、とても感謝しています。(中野勇人) 

を探っていきます。を探っていきます。


