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2019 年 8 月 19 日 

 

現地研修及び「まちづくりを考える学生シンポジウム」を開催します 

－ 呉市豊町御手洗－ 
 

広島大学大学院博士課程教育リーディングプログラム「たおやかで平和な共生社会

創生プログラム（通称：たおやかプログラム）」と「先端技術を社会実装するイノベ

ーション人材養成のための国際リンケージ型学位プログラム（通称： ILDP）」では、

8 月 18 日～25 日、テキサス大学、インド 4 大学、同志社大学の学生と共同で呉市

豊町御手洗においてオンサイト研修を実施します。 

本研修では、7 大学 8 カ国 33 人の学生が、御手洗に今でも残る江戸時代からの風

情ある街並みや美しい自然を活かし、観光業を通じた地域活性化を様々な視点から模

索します。 

研修最終日の 8 月 25 日（日）には、「まちづくりを考える学生シンポジウム―呉

市豊町御手洗―」を呉市つばき会館音楽ホールにて開催します。シンポジウムでは大

学院生による研修の成果発表のほか、呉市関係者や関連分野の専門家とのパネルディ

スカッションを行います。 

 

参 加 校（３カ国７大学） 

広島大学、テキサス大学オースティン校リンドンジョンソン公共政策大学院、イン

ド工科大学デリー校、インド工科大学ムンバイ校、ビルラ技術科学大学ピラニ校、イ

ンド経営大学院アーメダバード校、同志社大学 

 

●現地研修『島しょ部の小さな集落におけるコミュニティに寄り添った観光計画』 

日  時：2019 年 8 月 2１日（水）～２４日（土） 

場  所：呉市御手洗地区 

※詳細は別紙 

 

●まちづくりを考える学生シンポジウム 

日  時：2019 年 8 月 25 日（日）13：00～16：00 

場  所：呉市つばき会館 音楽ホール 

使用言語：日本語/英語（同時通訳あり） 

主  催：広島大学、呉市（広島大学呉サテライト） 

パネルディスカッション：<テーマ>自然、文化、歴史が共存するまちづくり 

※参加自由（事前申込不要） 

 

 

 

 
【お問い合わせ先】 

たおやかプログラム事務室 

TEL：082-424-6152  FAX：082-424-6954 

e-mail：taoyaka-program@office.hiroshima-u.ac.jp 

 発信枚数：Ａ4 版 3 枚（本票含む） 

広島大学広報グループ 

〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2 

TEL：082-424-6131 FAX：082-424-6040 

E-mail: koho@office.hiroshima-u.ac.jp 



広島大学オンサイト研修（呉市・御手洗）2019　授業計画と内容 2019/08/13現在 講義スケジュール
AM1      8:45-10:15
AM2     10:30-12:00
PM1     13:30-15:00
PM2     15:15-16:45

研修日数 日 曜日 時間 講義内容 所属 講義者 講義場所

― 2019年8月17日 土 海外からの参加者来日
1 2019年8月18日 日 広島原爆ドーム，宮島訪問（テキサス大学, インド学生）

9:00 会計・事務手続き（テキサス大学, インド学生） 広島大学 ―
10:00 講義1：　イントロダクション 広島大学 藤原　章正

10:45-12:15 講義2：　グループワーク，チーム作り テキサス大学オースティン校 David Eaton
PM1 講義3：  研修概要について 広島大学文学部 笛吹　理絵
PM2 映画 ：  ももへの手紙 広島大学文学部 笛吹　理絵
AM1 講義4：　フィールドワーク演習での調査法 インド経営大学院アーメダバード校 Prem Pangotra
AM2 講義5：　瀬戸内海における島の生物多様性と人の営み 福山大学 中越　信和
12:00 Welcome　Lunch　（IDEC大会議室）
PM1 講義6：　御手洗今までの活動とこれから 合同会社よーそろ 井上　明
PM2 講義7：　御手洗でのオンサイトチームプロジェクト 広島大学総合科学研究科(学生） Qu Meng
8:30 バス　呉市へ（広島大学大学会館前，HIP経由） ― ―
9:45 呉市　大和ミュージアム到着　 ―
10:00 講義8：　呉市の地方創生 呉市企画部企画課長 大森　和雄
11:00 講義9：　呉市の観光施策について 呉市産業部観光振興課課長補佐 山本　賢一
11:45 講義10： 北前船ゆかりの地を巡る 呉市文化振興課 里田　謙一
13:30 大和ミュージアム見学
14:30 呉市見学
15:30 買い出し ゆめタウン呉
16:30 蒲刈島へ移動（大和ミュージアム駐車場集合）
18:00 夕食 １階レストランあび
19:00 ミーティング（グループワーク） 研修室
9:00 ホテルロビー集合（移動　ホテル→大崎下島バス20分）
10:00 講義11： 重伝建を考える会 会長　村尾　征之
10:20 講義12： 重伝建を考える会（さくら部） 部長　鍵谷　恒美
10:40 講義12： 御手洗デザイン工房 理事長　尾藤　慶
12:00 昼食
PM1 地域訪問　
16:00 御手洗からホテルへ移動
18:00 夕食 １階レストランあび
19:00 ミーティング（グループワーク） 研修室
8:45 ホテルロビー集合（移動　ホテル→大崎下島バス20分）

16:00 御手洗からホテルへ移動
18:00 夕食 １階レストランあび
19:00 ミーティング（グループワーク） 研修室
8:45 ホテルロビー集合（移動　ホテル→大崎下島バス20分）

13:00-
15:00
15:00 グループ発表（御手洗地域住民対象1グループ10分×5-6）
16:30 御手洗からホテルへ移動
9:30
10:30
13:00 発表
16:30 終了，移動：呉市役所から西条駅前，大学会館前，広島空港ホテル

― 2019年8月26日 月 終日 国外からの参加者帰国(UTA・インド)

9:00-
12:00

9:00-
12:00
13:30-
16:00

御手洗港町交流館

御手洗港町交流館

移動：県民の浜からつばき会館，打合せ

グループワーク

つばき会館　音楽ホール

大和ミュージアム
4F研修室

グループワーク（地域調査含）

御手洗港町交流館

IDEC 204

IDEC 204

2 2019年8月19日 月

3 2019年8月20日 火

4 水

8 2019年8月25日

7

5 2019年8月22日 木

6 2019年8月23日 金

2019年8月24日 土

日

2019年8月21日



広島大学／呉市（広島大学呉サテライト）
お問合せ先

参加校

広島大学たおやかプログラム事務室
Tel 082-424-4696 
Fax 082-424-6954
✉ taoyaka-program@office.ｈiroshima-u.ac.jp

プログラム

まちづくりを考える学生シンポジウム
― 呉市豊町御手洗 ―

世界中から集まった
8か国33名の大学院生が
呉市豊町御手洗のまちづ
くりを考えます。

13：00 開会挨拶
13：15 学生成果発表
14：３０ パネルディスカッション
15：４５ 総評
１６：００ 閉会挨拶

広島大学
同志社大学
テキサス大学オースティン校
インド工科大学デリー校
インド工科大学ムンバイ校
ビルラ技術科学大学ピラニ校
インド経営大学院アーメダバード校

平成２９年度文部科学省「大学の世界展開力強化事業」先端技術を社会実装するイノベーション人材養成のための国際リンケージ型学位プログラム

平成２５年度文部科学省「博士課程教育リーディングプログラム」たおやかで平和な共生社会創生プログラム

広島大学たおやかプログラムオンサイト研修/ILDP日印協働研修

同時通訳もあるから

みんな来てクレ

呉市（広島大学呉サテライト）
Tel 0823-25-3225
Fax 0823-21-8846
✉ kikaku@city.kure.lg.jp

日時 8月25日（日） 13：00～16：00

会場 つばき会館 音楽ホール
（広島県呉市中央６丁目２－９ ４階）

入場
無料
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