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詳しくは、ウェブサイトへ

基礎キャプ

1）果樹園を散策しながらスモモの収穫体験。これも千葉大環境健康フィールドセンターだから為せる技！

2）テーマにそって行われるグループワーク。コミュニケーション力を養うためにも重要なカリキュラムだ。

3）基礎コースのコーディネーターを務める三輪正幸先生。

4）毎回、基礎コースは簡単な宿題があり、個々に発表していく。他の受講生の発表を聞き新たな気付きが生まれることも。

5）外部講師のNPO支援センターちばの宮奈由貴子氏。まちづくりとコミュニケーションについてお話いただいた。

基礎コースのコーディネーターを
務める三輪正幸先生。

専門コースのコーディ
ネーターを務める
野田勝二先生。

外部講師のNPO支援センタ
ーちばの宮奈由貴子氏。まち
づくりとコミュニケーション
についてお話いただいた。

千葉大学の実験設備を
使って、栄養成分を測り
実感を得る。

課外
活動

大学（カレッジ）と地域社会が組織的に連携（リンク）
し、年齢に関わらず地域の誰もが大学で共に学びあ
う機会を創出する新しい学習プログラムで、約１５年
前からアメリカで従来にない生涯学習・世代間交流
の試みとして広がっています。アメリカでの試みを関
西大学客員教授で村田アソシエイツ㈱代表の村田裕
之氏が日本の文化・習慣を考慮して体系化し、関西
大学らと日本で初めて導入しました。なお、「カレッジ
リンク」は、村田アソシエイツ㈱の登録商標です。

カレッジリンクとは　

柏市／田中地域ふるさと協議会／田中農業協同組合／三井不動産㈱／ＵＤＣＫ／
かしわ環境ステーション／ちば地域市民学会／ＮＰＯ野良坊／ＮＰＯ健康まちづくりネットワーク／
ＮＰＯケミレスタウン推進協会／NPO支援センターちば／今採り農産物直売所「かしわで」／

三井不動産レジデンシャル㈱／村田アソシエイツ㈱

お問合せ
申込先

主催

協力

ＦＡＸ  ０４（７１37）8008　Ｅ-ｍａｉｌ  college-link@office.chiba-u.jp

千葉大学 柏の葉カレッジリンク・プログラム運営事務局（柏の葉アーバンデザインセンター内）
〒277-0871  柏市若紫184-1  柏の葉キャンパス駅前149-13

担当／中里、石原（携帯番号：０９０－６５０２－０５６６）

千葉大学 環境健康フィールド科学センター

市民が創るサスティナブルデザイン
① コミュニティとヒューマンリレーション 徳山郁夫

上野　武② 大学と地域の連携によるまちづくり

③ グループワーク｢住みたいまちを創る｣

① 医食同源と薬膳 角野めぐみ

松本　毅② ツボ療法と健康

③ グループワーク｢私たちの元気を支えるもの｣

① 見る緑・さわる緑・食べる緑・つくる緑 北条雅章

染谷　茂② 柏で地産地消

③ グループワーク「私たちが考える農的生活」

① 人を快適にする森や緑

② 柏に残る自然の森「こんぶくろ池」

③ グループワーク「身の回りの風景を持続させるために」

11月20日 （土）　9：5０～１３：００

健康から考えるサスティナブルデザイン
12月 4日 （土）　9：5０～１３：００

食・農から考えるサスティナブルデザイン
12月18日 （土）　9：5０～１３：００

環境から考えるサスティナブルデザイン
1月 8日 （土）　9：5０～１３：００

全5回 10，0００円2０名

千葉大学 環境健康フィールド科学センター シーズホール

環境・健康・食・農を通じて考える地域のサスティナブルデザイン

申込締切日までに、「受講希望コース名」「必要事項（氏名、年齢、電話番号、住所、メールアドレス、志望動機）」を書き添えて、
「メール」または「ＦＡＸ」のいずれかの方法でお申し込みください。
●メールでのお申し込み先  college-link@office.chiba-u.jp　●ＦＡＸでのお申込み先  ＦＡＸ ０４（７１37）8008

分野の垣根を越えた講義と
世代や経験を越えた
グループワーク

２０10年度後期 基 礎 コ ー ス

２０10年11月15日（月）

コーディネーター／三輪 正幸
（千葉大学環境健康フィールド科学センター助教）

① 学びを基に作成したレポート発表会

② 修了式  （高垣美智子　千葉大学環境健康フィールド科学センター長）

③ 交流会

レポート発表会・修了式・交流会
1月22日 （土）　9：5０～１5：3０

現代社会に生きる私たちは、環境問題や
少子高齢化、食の安全・安心、食料自
給率の低下、健康の維持などさまざまな
問題に囲まれています。そんな中で誰も
が望むのは「よりよい人生を送りたい」
ということです。では「よりよい人生」を
得るためにはどうしたらよいのでしょう。
それは、誰かが与えてくれるものではあ
りません。私たち市民一人ひとりが主人
公となって、日々の生活を変えていくこと
から始まります。千葉大学 柏の葉カレッ
ジリンク・プログラムは、日々の生活に
密接に関係する「環境」、「健康」、「食」

の３つの視点から、環境や地域に配慮し
た暮らし方を考え、自らのライフスタイル
を見直すきっかけとヒントを提供していき
ます。ただ単に知識として学ぶのではな
く、インプットされた新しい知識をグルー
プワークで意見交換していくことで、一
人ひとりが持っている経験やノウハウを
整理し、新たなヒントを導き出すサポー
トしていくのがこのプログラムの特徴で
す。「よりよい人生」は毎日の暮らしから。
その主人公である市民が主体となって地
域や日々を取り巻く問題を考える「市民
科学」の実践を目指します。

千葉大学 柏の葉カレッジリンク・プログ
ラムでは、まず最初にさまざまな分野を
俯瞰的に学ぶために「基礎コース」を受
講していただきます。講師陣は千葉大学
の教員をはじめ、各分野で活躍する招待
講師。より実生活に近い視点で具体的な
事例などを基にお話しいただきます。毎
回、講義終了後には、年代、性別、経

験の異なる受講生同士でグループワーク
を行い、持続可能な新たな暮らし〈サス
ティナブルデザイン〉を考え、発表して
いきます。世代を越えたディスカッション
はコミュニケーションの学びの場でもあ
り、さまざまな立場の異なる意見や情報
の交換〈互教互学〉は新たな気付きを
得るきっかけとなります。

基礎コースを修了すると、一つのテーマ
を掘り下げて学ぶ専門コースを受講する
ことができます。前期・後期によって内
容は異なりますが、いずれも共通するの
は、よりよい暮らしや地域を考えるため
の学びであることです。講義と実習の２
本立てで進む専門コースの講師陣は、各
テーマを取り巻くさまざまな立場の研究
者や実践者、企業など。新たな知識と体

験を通して学んでいきます。また、専門
コースが目指すのは、知識の積み重ねの
インプットのみで終わらないよう、アウト
プットとして暮らしの向上や地域の向上
のための新たな提案すること。基礎コー
ス同様、ここでもグループワークが活き
てきます。今回から、受講後にレポート
にまとめ、より学びの成果を活動につな
げていきます。

本プログラムでは修了生が学びを活か
し、地域や社会に還元するための主体的
な活動を応援しています。「カレッジリン
ク・ネットワーク会議（通称カルネット）
を課外活動の場として、受講生や修了生

のさまざまな提言やアイデアを実現して
いくことを目指しています。現在は、カル
ネットの分科会として地域の健康向上を
目的とした「養生訓かるた」プロジェク
トなどが進行しています。

千葉大学 柏の葉
カレッジリンク・
プログラムでの
学びとは…。

インプットだけにとどまらない
アウトプットを前提とした
実践的学び。

基礎
コース

専門
コース

学びを活かす実践の場
「カルネット」、主体的活動で
地域や社会の向上を目指す。

コーディネーター／三輪 正幸

千葉大学は柏の葉カレッジリンク・プ
ログラムというかたちで「もっと学びた
い」と願う市民の皆さんに学びの場を
開放しています。基礎コースでは、「コ
ミュニティ」、「健康」、「食・農」、「環
境」をテーマとして、柏の葉エリア全体
を教材に主体的に学びます。講義は座
学だけでなく、実習もあります。皆さん
のご応募を心よりお待ちしております。

詳しくは、ウェブサイトへ http://www.college-link-chiba-u.com千葉大  カレッジリンク

日 　 程

テ ー マ

定 　 員

受 講申込 方法

申 込 締 切 日

会 　 場

受 講 料

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

千葉大学教授

千葉大学教授

千葉大学助教

千葉大学助教

千葉大学准教授

かしわで代表

2010年後期申込み
受付中

森　和成　NPO法人 こんぶくろ自然の森 代表

宮崎良文 千葉大学教授

千葉大学

柏の葉
カレッジリンク・
プログラム
基礎コース
11月20日 開講土

テーマにそって行われ
るグループワーク。コミ

ュニケーション力を

養うためにも重要なカ
リキュラムだ。

2010年前期は、果樹園を散策しながらスモモの収穫体験を行った。これも千葉大環境健康フィールド科学センターだから為せる技！

養生訓かるたの読み句を考える。多くの人に使ってもらえるよう
試行錯誤。

千葉大学の教員もアドバイスに加わる。

ライフスタイル充実 新たな学問領域の構築 地域環境づくり
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柏の葉エリアの地域活性

クラブ・市民講座

事業従事者

大学生

住民

柏市

田中地域ふるさと協議会

田中農業協同組合

三井不動産

コミュニティビジネス・NPO団体

新たな活動 新たなビジネス

●プログラム提供

●受講
●プログラム共創

●地域で活動する人材の輩出
　（参加、就職、
    新規立ち上げなど）

●講師派遣
●演習フィールド提供
●プログラム共創など

互教互学のスパイラルアップ

毎回、基礎コースは簡単な宿題があり、個々に発表していく。
他の受講生の発表を聞き、新たな気付きが生まれることも。

まずは体験から学ぶ専門コース。2010年前期はマルシェコロールへ出店。普段は
消費者の受講生が流通を売る側から考える。

地域住民 地域（協力機関）
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