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＜プログラム説明＞ 

 本プログラムは、地域で活躍できるサーバントリーダー養成を大規模に、かつ国際的に実施する事を目的とし

て、平成 24 年度に文部科学省「大学の世界展開力強化事業」に採択されたものであり、今年で実施 4 年目にな

ります。四国の香川大学、愛媛大学、高知大学、インドネシアのボゴール農業大学、ガジャマダ大学、ハサヌデ

ィン大学が協定を調印し、国際的な視点で地域リーダー養成プログラムを実施する事を約束しました。サービス

ラーニング・プログラム（SUIJI-SLP）全体は修士課程、博士課程の活動も含めていますが、この説明では、学

士課程のサーバントリーダー養成プログラムのみを対象としています。 

上に述べました 6 大学の連携の元で、毎年、200 名以上の日本・インドネシア学生が、日本とインドネシア農

山漁村で 1ヶ月程度合宿し、地域貢献活動を体験し、英語で討論、発表する活動をしてきました。これまで 3年

間プログラムを実施してきましたが、「学生がリーダー的になった」「コミュニケーションを積極的にするように

なった」など、学生の積極性を引き出し地域貢献マインドが根付くプログラムであると、各大学で高い評価を受

けております。文部科学省からの支援は５年間ですが、様々な支援を引き出して持続的なプログラム実施を希望

しております。 

 本プログラム終了後も学生はお互いに SNS で交流を続けており、香川では小豆島町中山地区の棚田維持活動に

参加するサークルを立ち上げるなど、持続的活動も各県で続けております。取材を歓迎します。 

                   

香川大学では愛媛大学、高知大学、インドネシア 3 大学とともに、未来社会の持続的発展に貢献できる

国際的地域リーダーの養成プログラムを実施してまいりました。今年度も 8 月 19 日から 9 月 7 日まで、

四国 8 サイトで日本学生 74 名、インドネシア学生 40 名が参加して地元の農山漁村で合宿し、地域ボラン

ティア活動を行いながら研修を行います。 

香川県では、日本 3 大学学生 9 名、インドネシア学生 7 名が参加し、香川大学キャンパス及び小豆島町

中山地区で活動します。活動中の共通言語は英語で行い、来年 3 月には、ほぼ同じ日本、インドネシアの

学生メンバーがインドネシアで 1 ヶ月地元の農山漁村で合宿し、活動します。この間、学生のリーダーシ

ップの元に異文化交流、農業奉仕、地域や高校との体験、文化交流、地域での 6 次産業化の試み体験、な

どを企画しています。この活動を通して学生のグローカルなリーダー力養成を狙っています。 

 

 

� 問い合わせ先  

香川大学 農学部 SUIJI 推進室 松村 

TEL：０８７－８９１－３１２３ FAX：０８７－８９１－３１２４ 

E-mail：ymatsumura@ag.kagawa-u.ac.jp 

 

※上記不在の場合 農学部 事務課 圖子 

TEL：０８７－８９１－３００６ FAX：０８７－８９１－３０２２ 

E-mail：ajimsenm2@jim.ao.kagawa-u.ac.jp 



■平成27年度国内サービスラーニング　日程表【香川大学サイト】（案）
2015/6/1

1 8月18日 火 16:30着 インドネシア　松山空港着→松山ユースホステル 松山ユースホステル 松山ユースホステル

2 8月19日 水

AM
PM
インドネシア学生オリエン（JASSO、保険加入）
日本・インドネシア学生各大学へ移動

松山ユースホステル

幸町キャンパス

幸町会館

3 8月20日 木

AM
10:30

PM

サイトオリエン

オープニングセミナー（各サイトの目標等の共有）

サイトオリエン

幸町キャンパス 幸町会館

4 8月21日 金 カルチャーシェアリングカルチャーシェアリングカルチャーシェアリングカルチャーシェアリング 幸町キャンパス 幸町会館

5 8月22日 土 高松→小豆へ移動 小豆島 小豆島中山

6 8月23日 日 サイト活動 小豆島 小豆島中山

7 8月24日 月 サイト活動 小豆島 小豆島中山

8 8月25日 火 サイト活動 小豆島 小豆島中山

9 8月26日 水 サイト活動 小豆島 小豆島中山

10 8月27日 木 サイト活動 小豆島 小豆島中山

11 8月28日 金 サイト活動 小豆島 小豆島中山

12 8月29日 土 サイト活動 小豆島 小豆島中山

13 8月30日 日 サイト活動 小豆島 小豆島中山

14 8月31日 月 小豆島→高松へ移動 幸町キャンパス 幸町会館

15 9月1日 火 カルチャーシェアリングカルチャーシェアリングカルチャーシェアリングカルチャーシェアリング 幸町キャンパス 幸町会館

16 9月2日 水 うどん作り 農学部 幸町会館

17 9月3日 木 とうふ作り 農学部農場 幸町会館

18 9月4日 金 高松→大洲へ移動 高松→大洲青少年交流の家 国立大洲青少年交流の家

19 9月5日 土 全体発表会

大洲総合福祉センター

多目的ホール（４F）

国立大洲青少年交流の家

20 9月6日 日

AM
PM

17:30発

日本学生：振り返り（インドネシア学生：休憩or振り返り）
日本学生：大洲→各大学／インドネシア学生：松山空港

松山（OZ175）→ソウル（19:00着）

国立大洲青少年交流の家

視聴覚室

－

21 9月7日 月 17:15 ソウル（OZ761）→ジャカルタ（22:15着） － －

宿泊場所月日 曜日 内容 活動場所



説明資料：

Six-University Initiative Japan Indonesia

(SUIJI)は日本、インドネシア６大学連携プロジェクト

愛媛大学

香川大学

ガジャマダ大学

ボゴール農業大学

ハサヌディン大学

香川大学

高知大学

1

「行動を起こす」

「経験に「経験に「経験に「経験に学ぶ・経験を伝える」学ぶ・経験を伝える」学ぶ・経験を伝える」学ぶ・経験を伝える」

WITH the Community

「共に創る」

地域未来創成力

グローカル・サーバント・リーダーの力を伸ばすグローカル・サーバント・リーダーの力を伸ばすグローカル・サーバント・リーダーの力を伸ばすグローカル・サーバント・リーダーの力を伸ばす

実践・行動力

「掘り下げる」

現実を理解する・課題分

析力

「地域・仲間にまみれる」

地域を体感する・知り合う力

IN the Community
ABOUT the Community

FOR the Community

学部・大学院

での専門性



インドネシアインドネシア

大きな経済的ポテンシャル

豊かな資源と島、海、熱帯林

2億4千万の人口（世界第4位）

なぜインドネシアなぜインドネシアなぜインドネシアなぜインドネシア共和共和共和共和国か？国か？国か？国か？

多様な民族・言語・文化を尊重する政策

日本との深いつながり

3

国内サービスラーニング

• 四国の農山漁村で、インドネシ
アの学生と一緒に、実践・貢献

しながら、学ぶ

4



２０１５年国内サービスラーニング活動サイト

８つの活動サイト

室戸

安田

明浜

高川

5

２０１３ 愛媛・大洲での国内サービス

ラーニングオリエンテーリング合宿

6



小豆島町中山地区での稲の刈り取りと乾燥用棚懸小豆島町中山地区での稲の刈り取りと乾燥用棚懸小豆島町中山地区での稲の刈り取りと乾燥用棚懸小豆島町中山地区での稲の刈り取りと乾燥用棚懸

7

国内サービスラーニングの活動をきっかけに、小豆島棚田維持

支援の学生グループが発足し、平成２６年４月２０日に棚田で

の農作業活動を開始した。

8



毎年３月に実施しているインドネシア

での海外サービスラーニング

• インドネシアの学生と一緒に農
山漁村に滞在して、実践・貢献

しながら学ぶ

9

学生がインドネシア農村での廃品リサイクル活動を行っている

10



日本・インドネシア学生がインドネシア小学校でゴミのリ

サイクル啓蒙活動と共に文化交流を行っている

11

連絡、問い合わせ先：

松村 幸江

香川大学農学部ＤＳ３０１ ＳＵＩＪＩ推進室

電話： ０８７－８９１－３１２３電話： ０８７－８９１－３１２３

Ｅ－ｍａｉｌ： ymatsumura@ag.kagawa-u.ac.jp

田島 茂行

香川大学農学部ＢＷ５０５ー２

電話： ０８７－８９１－３１２９

Ｅ－ｍａｉｌ： tajima@ag.kagawa-u.ac.jp

12


