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画面 の先にある

本物 に触れてみませんか？

バーチャル

リアル

学輪IIDA共通カリキュラム「夏のフィールドスタディ」高校生参加者募集のご案内

飯田 にいながら留学体験！・・・・

写真：旧木沢小学校（長野県飯田市南信濃地区）

オンラインで広がる新しい世界への入口！全国の大学生と一緒に、知らない「飯田」を観に行こう！

ソーシャルキャピタル
フィールドスタディ

地域経済
フィールドスタディ

遠山郷エコ・ジオパーク
フィールドスタディ

8/16(MON)-18(WED) 9/18(SAT)-20(MON)8/19(THU)-21(SAT)
人のつながりが生む力を感じてみよう 自然と共存し歴史溢れるくらしに触れてみよう地域資源を活用した地域活性化の道を探ろう

過去のFSの
様子はこちら

普段とは違う視点で観てみる経験 大学生と一緒にオンラインを使いこなす 魅力的なフィールドが満載
各大学の教授が専門的な視点から組み立てた、
充実のカリキュラム。

講義やフィールドワーク・分析・まとめまで、大学生や
高度な専門性を持った教授に教えてもらいながら体験。

フィールドはすべて飯田。普段何気なく
暮らしている街が、実は学びの宝庫！

Feat.1 Feat.2 Feat.3

参加高校生事前学習会（7月～9月頃予定）
■フィールドスタディ毎に実施を予定しています。
■申込いただいた高校生のみなさんを対象に、
大学の先生がやさしく教えてくれます。

麻布大学、大月短期大学、京都外国語大学、大正大学、
鶴見大学、東京都立大学、東京農工大学、東洋大学、
日本福祉大学、法政大学、松本大学、名城大学、立命館
大学、和歌山大学（五十音順）

フィールドスタディ参加予定大学とは、飯田市に魅力を感じて全国から集まる、多彩な専門性を持った大学等研究機関の先生のネットワーク

組織（65大学等139名）のこと。毎年およそ700名の先生や大学生が飯田に調査研究に訪れます。そんな先生たちが大学の枠を
越えて協働し「複数大学の学生が一緒に飯田を舞台に学ぶ機会」として、この学輪IIDA共通カリキュラムフィールドスタディ
を企画・実施しています。
学輪IIDAでは、こうした取組に高校生が参加できる仕組みを用意し、高校の課題研究等で探究活動に取り組んだり進学・就

職を控える高校生のみなさんが、 4年制大学のない飯田でも大学生と一緒に学ぶことのできる環境をつくっています。

学輪IIDA

飯田学🍎大学事業
- みんなでつくる学びの輪 -



カリキュラム一覧（予定）

ソーシャルキャピタルフィールドスタディ

地域経済フィールドスタディ

遠山郷エコ・ジオパークフィールドスタディ

ソーシャルキャピタル（社会関係資本）とは、地域社会のベースにある人のつながりや、それが育まれる仕組みのこと。その豊かさ
が、地域社会や文化の豊かさを生み出すと言われています。このフィールドスタディでは、飯田を舞台にして様々なヒト・モノ・コ
トに出会い、その裏側に隠れているソーシャルキャピタルを「観る力」を身に付けます。

エコパーク・ジオパーク認定を受けている遠山郷。これは、世界的にみても非常に貴重な地理的特徴や生態系、そして自然と調和・
共存した人々の暮らしが存在しているということ。このフィールドスタディでは、そんな遠山郷の様々な資源に実際に触れ、それを
他者に伝えるための「インタープリテーション」という技術を身に着け発信してみます。

地域が将来にわたって元気であり続けるためには、地域の経済的な視点を欠かすことはできません。地域経済の仕組みを知り、その
特徴や関連性を捉えると、地域を活性化するヒントが見えてきます。このフィールドスタディでは、この地域の資源を活かして外か
らお金を稼ぐ産業と、地域のくらしをより豊かにしていくために地域内でお金を循環させる産業の両方を知り、「地域を元気にする
ための経済の在り方」について考えます。

主任講師：名城大学都市情報学部 福島茂先生

主任講師：大月短期大学経済科 槇平龍宏先生

主任講師：松本大学総合経営学部 田開寛太郎先生

日程 時間 内 容 会場

事前学習会 7/（ ） 夕方 参加高校生対象の事前学習会

飯田市役所

または

飯田市公民館
FS当日

8/16(月)

午前 オリエンテーション／飯田市長による講義／飯田の地域自治・公民館に関するお話

午後 ソーシャルキャピタルに関する講義／りんご並木・いいだ飯田人形劇フェスタのお話

夕方 オンライン懇親会

8/17(火)
午前 班別ヒアリング調査準備／実践者へのヒアリング調査①／班別グループワーク

午後 実践者へのヒアリング調査②／班別グループワーク

8/18(水)
午前 班別グループワーク

午後 成果発表／総括

日程 時間 内 容 会場

事前学習会 7/ ( ) 夕方 参加高校生対象の事前学習会

飯田市役所

または

飯田市公民館
FS当日

8/16(月) 午前 飯田市長による講義（ソーシャルキャピタルFSと合同）

8/19(木)
午前 オリエンテーション／班別事例調査準備／外から稼ぐ産業の事例調査①

午後 外から稼ぐ産業の事例調査②

8/20(金)
午前 地域内で経済を循環させる事例調査①

午後 地域内で経済を循環させる事例調査②／班別グループワーク

8/21(土)
午前 班別グループワーク

午後 成果発表／総括

日程 時間 内 容 会場

美博講座 ①7/4 (日) pm  オリエンテーション ②7/17 (土) pm  遠山郷の自然 ③9/4 (土) am  遠山郷の文化 飯田市美術博物館

FS当日

9/18(土) 午後 基礎講座・特別講座／インタープリテーション講座（展開）／フィールドワーク入門

飯田市役所
または

飯田市公民館
集合

9/19(日)
午前 インタープリテーション講座（実践）／実践者に触れるフィールドワーク

午後 実践者に触れるフィールドワーク／班別グループワーク

9/20(月)
午前 班別グループワーク

午後 成果発表／総括

■いいだ人形劇フェスタ ■千代しゃくなげの会 ■国際交流推進協会 ■天竜川鵞流峡復活プロジェクト ■株式会社南信州観光公社
■NPO法人国際りんご・シードル振興会 ■りんご並木まちづくりネットワーク会議 ■オーケストラと友に音楽祭実行委員会 など

■飯田航空宇宙プロジェクト ■ NESUC-IIDA ■市田柿の取組 ■飯田まちづくりカンパニー ■飯田まちづくり電力 ■ I-PORTの取組
■産業振興と人材育成の拠点エス・バード ■飯田水引協同組合 ■ひさかた和紙保存会 など

■上村まちづくり委員会 ■霜月祭り保存会 ■飯伊森林組合 ■ゲストハウス太陽堂 ■下栗の里のくらし ■飯田市美術博物館
■木沢活性化委員会 ■ Com(m)pass house ■しぜんとあそぼうプロジェクト ■公益財団法人KEEP協会 など

調査事例（今年度のものは検討中）

調査事例（今年度のものは検討中）

調査事例（今年度のものは検討中）

参加申込方法
■別紙申込書にご記入いただき、各学校の担当の先生に提出してください。
■申込締切：2021年６月21日（月）※申込状況により抽選となる場合があります

・zoomシステム等のオンラインツールを使用しますので、通信端末およびWi-Fi環境をご準備ください。
・新型コロナウイルスの感染状況によっては、完全オンライン実施に切り替える可能性があります。
・お問合せは、飯田市総合政策部企画課（チラシ表面の下部参照）までお願いします。

お願い



保護者
氏 名

㊞
保護者
連絡先

高校名・学年 高校 年 性 別

氏 名

(ふりがな)

連絡先
（電話番号）

住 所
〒 -

E-mail

■下記に保護者の方の署名・捺印と緊急連絡先の記載をお願いします。
＜署名・捺印を持ちまして、参加承諾とさせていただきます＞

学輪IIDA共通カリキュラムフィールドスタディ2021 参加申込書

申込日：令和３年 月 日■参加者基本情報

【おねがい】
フィールドスタディと事前学習会
は、できるだけセットでご参加く
ださい。

※「飯田市美術博物館講座」は、
フィールドスタディに出ない方で
も参加できます。
講座のみ参加を希望される方がい
ましたら、その欄のみ✔を入れて
ご提出ください。

STEP1
フィールドスタディを選択

STEP2
事前学習会の参加について選択

□ソーシャルキャピタル(8/16-18)
７/ （ ）放課後

□参加できます □参加できません

□地域経済(8/16および8/19-21)
７/ （ ）放課後

□参加できます □参加できません

□遠山郷エコ・ジオパーク(9/18-20)

飯田市美術博物館講座(オープン開催)

□ 7/4   pm オリエンテーション

□ 7/17 pm 遠山郷の自然

□ 9/4 am 遠山郷の文化

□ 全て参加できません

■参加希望（□に✔を記入）

■以下をご一読のうえ、参加をお申込ください。

１．資料共有やオンデマンド動画配信などにウェブクラウドストレージを利用するほか、zoomシステムを活用します。
オンライン環境として、スマートフォンやタブレット、PCなどの通信端末およびWi-Fi環境をご準備ください。

３．申込状況により、抽選となる場合があります。

２．新型コロナウイルスの感染状況によっては、完全オンライン実施に切り替える可能性があります。

申込締切：令和３年６月２１日（月）

必要事項を記入のうえ、担当の先生までご提出ください。

飯田学🍎大学事業
- みんなでつくる学びの輪 -


