
東北再生「私大ネット36」2018年夏南三陸スタディツアー 

宮城県 

南三陸町 

★スタディツアー 一覧★ 

私大ネット36HP http://shidai-net36.jp/ 
 【お問合せ】  
  東北再生「私大ネット36」事務担当 大正大学フィールド学習支援課 
  TEL: 03-5394-3062 FAX: 03-3918-9179  
  mail: info@shidai-net36.jp 

★お申込み★ 

申込期間： 7月4日（水）～7月16日（月） 

・お申し込みは、各大学の私大ネット36担当窓口にお問い合わせください。 
※國學院大學はボランティアステーション(渋谷キャンパス百周年記念館1階)が窓口となります 

・お申込みの際にいただいた個人情報は、今後の私大ネット36の運営や連絡のために、 

 事務担当校で責任を持って管理させていただきます。 

テーマ 日程 
定 

員 

國學院大學 

特別価格 

事前研修 

日  時 

事後研修 

日  時 
 

Reborn（再生）～セルフケア力を養う～ 
8/17（金） 

～8/20（月） 
10 

17,560円 
(一般価格：39,760円) 

※追加2,000円ｵﾌﾟｼｮﾝ
有(選択制) 

8/7（火） 

13:00～
17:00 

9/5（水） 

13:00～
16:00 

Act1 

南三陸ソルトツアー 

－風土と人々に出会う塩の旅－ 

8/27（月） 

～8/30（木） 
5 

18,960円 
(一般価格：39,910円) 

8/7（火） 

13:00～
16:00 

9/15（土） 

13:00～
16:00 

Act2 

本当に必要な“もの”づくりを考える 
8/27（月） 

～8/30（木） 
5 

17,250円 
(一般価格：37,750円) 

8/10（金） 

13:00～
17:00 

9/29（土） 

13:00～
16:00 

Act3 

１．スタディツアー内容 

  ・事前研修・現地研修・事後研修、必ずすべての研修に参加 
  ・12月頃実施のシンポジウムに参加（日程調整中） 

２．費用 

  ・参加費＜宿泊料（夕朝食付）、活動日の昼食代、体験料＞は現地で現金徴収 
     初日の昼食、最終日の昼食は自己負担 
※通常価格には交通費・プログラム費が含まれていますが、國學院大學では、交通費 19,000円 及び、  

各Actのプログラム費(Act1:3,200円、Act2:1,950円、Act3:1,500円)を、本学にて負担します。  

また、國學院大學の参加者は、私大ネット36奨学金により、通常宿泊費1泊6,480円→5,000円  

となっております。  

    注意！ 1週間前からのキャンセルは、初日の宿泊費の100％（1泊6,480円）を請求 
 

３．交通手段 

  ・貸切往復バス（大正大学出発）※Act2・3はJR高崎線「岡部駅」出発もあり 
    時間に余裕を持って集合 

４．宿泊場所 

  「南三陸まなびの里いりやど」 運営：一般社団法人南三陸研修センター 
  TEL:0226-25-9501  FAX:0226-25-9502 HP: http://ms –iriyado.jp 
  【館内設備】食堂、研修室、男女シャワー室・浴室（シャンプー、ボディソープ、ドライヤー有）、 
          自動販売機、洗濯機 、全館Wi-fi完備 ※コンビニ（ローソン）徒歩5分 

自然を体感 仲間との出会い 講義での学び 

皆さんは、7年前の2011年3月11日に何が起きたか覚えていますか？そう【東日本大震災】です。宮城県南三陸町は、津波の被害を大きく受けた地域です。東北再生「私大ネット36」は、その

復興のための支援活動を行っていくため、2012年4月に発足しました。当初は、ボランティア活動を行ってきましたが、現地の復興状況の変化とともに、私たちも活動の形を変えながら、南三陸

をフィールドに毎年春と夏にプログラムを実施しています。現在では27大学が加盟し、様々な大学の学生が、現地の方々にご協力いただきながら、震災のこと、復興のこと、南三陸町のこと、未

来の私たちのことなどを交流や体験を通して学んでいます。 

私大ネット36とは？ 



上記スケジュールは、天候等により変更となる場合があります。また、詳細スケジュール・持ち物等は出発日の１０日前までに私大ネット36HPにてお知らせ致します。（http://shidai-net36.jp/） 

８/１７（金）～８/２０（月） 

Reborn(再生)  ～セルフケア力を養う～   

 

8/2７（月）～８/３０（木） 

南三陸ソルトツアー ー風土と人々に出会う塩の旅ー    
 

8/2７（月）～８/３０（木） 

 本当に必要な”もの”づくりを考える 

 

 

本プログラムでは、「セルフケア力」の習得を目指します。 そのために近年
人気が出ている「リトリート」を行います。リトリートとは、仕事や家庭生活等
の日常生活からいったん離れ、自然豊かな場所で自分と向き合う時間や
心と体に良いことを行うことで、思考を転換し、”より幸せに人生を再スター
ト”することです。森里海の自然豊かな南三陸町だからこそできるデトックス
やヨガ、森林浴、海上散歩、マインドフルネスなどを通して、セルフケア力を
高め、心身ともに健康な人生を歩んでほしいと思います。 

東日本大震災の際、町は巨大な津波に見舞われました。ですが町の
人々は、海を身近に感じ生活を営み、そして独自の文化を形成してきた
歴史を持っています。今回のツアーでは、そうした南三陸の風土や人々
との関わりを、“塩”を通じてつくってみたいと思います。ツアーは、志津
川湾の海水から実際に塩作りを行い、その塩により、南三陸の山間部に
住む方々との食文化交流を行っていきます。  

「必要は発明の母」というように日常生活で不便に感じている時こそ、本当に
必要なもののアイデアが出てくると思います。地震国である日本は、同時に
ものづくり国の日本でもあります。今後やってくるであろう様々な災害に備え
るために、震災後の極限状態に近い状況を体験し、役に立つ製品のアイデ
アを提案しましょう。 

引率教員 

山中 昌幸 
大正大学 

地域構想研究所 専任講師 

引率教員 

捧 公志朗 
こども教育宝仙大学 

こども教育学部 幼児教育学科 教授 

引率教員 

福島 祥夫 
埼玉工業大学 

工学部 機械工学科 教授 

こんな人におススメ！ 

★実践的な心理や教育に興味がある人  

★自然が好きな人  

★癒されたい人 

こんな人におススメ！ 

★人に興味のある人 

★食に関心のある人 

★アートに関心のある人 

こんな人におススメ！ 

★創造することが好きな人 

★災害について学びたい人 

★実習が好きな人 

事前研修 
8/7（火）13：00～17：00 
場所：大正大学 3号館2階ラーニングコモンズ1 
内容：マインドフルネス、デトックス、南三陸町について 

8/17 

（金） 

  8：00 大正大学出発 
14：30 いりやど到着、オリエンテーション 
15：00 DVD視聴、町内視察 
19：30 自然と共に生きるくらしを送る若者の講話 

8/18 

（土） 

  6：30 朝ヨガ 
  9：30 「海」と「山」のチームに分かれて体験 
     ＜海：アクティビティ※追加¥2,000 山：森林浴＞ 
14：00 ワークショップ  
16：00 自然食収穫体験と試食  
20：00 夜禅（お寺での座禅）  

8/19 

（日） 

  6：30 朝ヨガ 
  9：00 マインドフルネス、NLP 
12：30 昼食（さんさん館でのデトックス料理） 
14：00 ワークショップ  
19：30 振り返り、発表準備 

8/20 

（月） 

  6：30 朝ヨガ 
  9：00 発表・まとめ 
11：30 昼食（さんさん商店街） 
13：00 現地出発 

事後研修 
9/5（水）13：00～16：00 
場所：大正大学 3号館2階 ラーニングコモンズ1 
内容：学びの共有 

事前研修 

8/7（火）13：00～16：00 
場所：こども教育宝仙大学 3号館321教室 
内容：オリエンテーション 

8/27 

  8：00 大正大学出発 （「岡部駅」出発便もあります） 
14：30 いりやど到着、DVD視聴、町内視察 
19：00 研修レクチャー 

8/28 
  9：00 塩作りワークショップ 
13：00 塩パン作りワークショップ 
19：00 グループワーク 

8/29 

  9：00 インタビュー事項の確認 
10：30 食文化交流、インタビュー 
19：30 グループワーク 

8/30 

  9：00 発表、まとめ 
11：30 昼食（さんさん商店街） 
13：00 現地出発 

事後研修 

9/15（土）13：00～16：00 
場所：こども教育宝仙大学 3号館321教室 
内容：活動のまとめ 

事前研修 

8/10（金）13：00～17：00 
場所：大正大学 5号館TSRスタジオ2 
内容：オリエンテーション 

8/27 

  8：00 大正大学出発 （「岡部駅」出発便もあります） 
14：30 いりやど到着、オリエンテーション 
15：00 DVD視聴、町内視察 
19：00 加工業復興に関する講話 

8/28 

  6：45 魚市場見学 
  9：15 蒲鉾工場見学 
10：45 ブレインストーミング 
13：00 工場見学 
19：00 避難場所体験、ディスカッション 

8/29 

  9：00 ブレインストーミング 
10：30 昼食づくり（空き缶飯盒炊さん） 
13：00 ワークショップ 
16：00 発表準備 
19：30 グループ活動 

8/30 

  9：00 発表、まとめ 
11：30 昼食（さんさん商店街）  
13：00 現地出発 

事後研修 

9/29（土）13：00～16：00 
場所：大正大学 5号館TSRスタジオ2 
内容：活動のまとめ 

前回は自然豊かな南三陸町で 

自分と向き合うことで、キャリアビジョン 

が明確になった！などの参加者からの声が 

嬉しかったです。今回は日常でも自分の心と

体をケアできる力を身につけていきます。 

目指せ２キロ減！笑 

昨年に引き続き、南三陸の風土と 

人々に出会うツアーの引率担当をする捧です。

人と関わることや、食文化、アートに関心があ

る皆さんの参加を待っています。オリジナルの

塩を作り、日常とは違うコミュニケーションの 

在り方を体験してみましょう。 

Act Act Act 

震災から７年が経ちましたが、 

このような形で被災地と交流を持てることをう

れしく思います。私はものづくりに関する様々

な研究をしていますが、学生の皆さんと共に良

いアイデアを出すことができれば 

と思っています。  

http://shidai-net36.jp/

