
実施機関

富山大学

　募集期間：Ｈ27/6/1～6/30

　応募件数：35件

　・審査の結果、以下の10件の研究題目に決定 ※記載は成果発表会の発表順

機関名 学部・学科・ゼミ名など 研究題目 対象地域 指導教員

1 富山大学
人間発達科学部
　志賀ゼミ

地域で社会的弱者を支える仕組みの検討
およびその構築

富山市・高岡市 志賀　文哉

2 富山県立大学
工学部情報システム工学科
　卒研ゼミ・トピックゼミ２

小矢部市における観光客増・人口増を目指
した課題把握と情報発信の試み

小矢部市 榊原　一紀

3 富山大学
人間発達科学部
　スポーツマネジメント研究室

魅力ある市民マラソン大会の開催と地域資
源の活用

富山市・射水
市・高岡市

神野　賢治

4 富山国際大学
現代社会学部
　佐藤悦夫ゼミ

新幹線開業後の五箇山地域における観光
客の動向調査ならびに新しい観光資源の創
出に関する研究

南砺市五箇山 佐藤　悦夫

5 富山大学
経済学部
　中村真由美ゼミ

大学卒業後の地域定着意欲に関する研究
富山市
　(富山大学)

中村　真由美

6 富山短期大学
専攻科食物栄養専攻
　脳機能解析学

栄養・作業・運動の複合療法による認知症
治療

富山市 田淵　英一

7 富山大学
大学院理工学教育部
　環境化学計測第二講座

食卓から海洋環境を考える
　～神秘の海　富山湾の食物網～

富山湾(沿岸海
域・沖合)・流入河
川(神通川・庄川・
小矢部川・早月川)

張　勁

8 富山福祉短期大学
社会福祉学科 介護福祉専攻
　回想法サークル「思い出語ろう
会」

氷見市立博物館の民具を活用した地域回
想法セットの映像化と利用満足度の検証

氷見市 牛田　篤

9 富山大学
芸術文化学部　建築デザイン
コース　プロジェクト授業「空間分
析」

富山県内の有名建築・土木構造物の調査
と、その空間構成の分析・理解

富山県内全域 大氏　正嗣

10 富山高等専門学校
電気制御システム工学科
　第5回小水力発電アイデアコン
テスト富山高専チーム

小水力発電アイデアコンテストを通じた南砺
市城端地区における再生可能エネルギー
活用についての研究

南砺市
　城端地区

百生　登　・
古川　裕人

　・研究成果発表会の実施

　　◇日　時◇　平成28年2月16日(火)13:00～17:00　 ◇会　場◇　富山県民会館401号室

　　◇参加人数◇　92名

・助成対象「ゼミ等」学生　(38名)　 ・富山県、市町村関係　(14名)

・県内高等教育機関教職員等　(29名)　 ・経済団体、企業関係　(7名)

　（指導教員・一般学生含む） ・その他　(4名)

機関・学部・学科・ゼミ名など 研究題目

富山大学人間発達科学部
　スポーツマネジメント研究室

魅力ある市民マラソン大会の開催と地域資
源の活用

富山短期大学専攻科食物栄養専攻
　脳機能解析学

栄養・作業・運動の複合療法による認知症
治療

富山大学経済学部
　中村真由美ゼミ

大学卒業後の地域定着意欲に関する研究

富山大学大学院理工学教育部
　環境化学計測第二講座

食卓から海洋環境を考える
　～神秘の海　富山湾の食物網～

　　富山県内高等教育機関に在籍する学生が、県内の地域がもつ課題について、地域と一体となって行う、解決方策の提言や
課題解決のための実践的なフィールドワーク研究を支援することで、次の世代を担う学生と県内の地域との交流の拡大、連携
を促進し、地域の活性化を高めるとともに、学生にコミュニケーション力や課題解決力を身につけてもらう。

　◇講　演◇　「地域を担う皆さんへ―地域づくりの大転換ー」
　                講師：富山大学地域連携推進機構　地域連携戦略室長・教授　金岡 省吾 氏

　　　　　　　　・富山経済同友会事務局長 奥沢 健 氏

　　　　　　　　・北陸銀行地域創生部副部長 竹川 直人 氏

　助成対象研究の内容は以下のとおり

　　◇研究課題内容◇
　　研究テーマを基に県内のそれぞれの地域においてフィールドワークを行い、
　そこにある魅力や課題を引き出し、県内の自治体等が今後取り組むべき、
　地域の魅力の活用や課題解決策等を提案する。

　　◇助成対象研究◇
　　県内高等教育機関に在籍する学生が所属する
　ゼミナール（講座、専攻）等（プロジェクト授業を含
　む）の専門性を活かし、教員の指導のもとに学生
　が実施する、県内でのフィールドワーク研究であ
　ること。

　　　　　　　　・富山県知事政策局課長 荻布 佳子 氏

☆プレゼンテーション賞☆

　　　・富山大学　(22件)

　　　・富山国際大学　(3件)

　　　・富山短期大学　(3件)

　　　・富山福祉短期大学　(2件)

　　　・富山県立大学　(2件)

　　　・富山高等専門学校　(3件)

　審査員：　　・地域貢献部会長 秦 正徳 氏

大学コンソーシアム富山　平成27年度　学生による地域フィールドワーク研究助成事業　実施報告
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【成果発表会の様子】

■開会のあいさつ・審査員紹介

■発表（前半の部）

№１ 

「地域で社会的弱者を支える仕組みの検討およびその構築」 

 富山大学 人間発達科学部 志賀ゼミ 

 （発表者）高嶋理沙さん・油谷美咲さん・磯部裕佳さん・ 

      本堂亜美さん・吉村祐美さん 
№２ 

「小矢部市における観光客増・人口増を目指した課題把握と情報発信の試み」 

 富山県立大学 卒研ゼミ・トピックゼミ２ 

 （発表者）工学部情報システム工学科 安久昌和さん 外 

【進 行】富山大学社会貢献課・日水係長    【開会のあいさつ】大学コンソーシアム富山 秦正徳部会長 

【司会進行】    (前半) 富山大学・小平智弘さん       (後半) 富山大学・竹中勇真さん  

【タイムキーパー】     富山大学・水畑和子さん          富山大学・白崎麻友香さん 

№３ ★最優秀賞★ 

「魅力ある市民マラソン大会の開催と地域資源の活用」 

 富山大学 人間発達科学部 スポーツマネジメント研究室 

 （発表者）福岡真澄さん 外 

№４ 

「新幹線開業後の五箇山地域における観光客の動向調査ならびに新しい観光資源の創出に関する研究」 

 富山国際大学 現代社会学部 佐藤悦夫ゼミ 

 （発表者）宮崎春奈さん・松木峰音さん 

№５ ★チームワーク賞★ 

「大学卒業後の地域定着意欲に関する研究」 

 富山大学 経済学部 中村真由美ゼミ 

 （発表者）神出大五さん 外 
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■発表（後半の部）

■講演

■審査発表・講評・表彰式・閉会のあいさつ

№８ 

「氷見市立博物館の民具を活用した地域回想法セットの映像化と利用満足度の検証」 

 富山福祉短期大学 回想法サークル「思い出語ろう会」 

 （発表者）社会福祉学科介護福祉専攻 関野洋平さん 

【講 演】 

 「地域を担う皆さんへ―地域づくりの大転換―」 

（講師）富山大学 地域連携推進機構 

     地域連携戦略室長・教授 金岡 省吾 氏 

№６ ★優秀賞★ 

「栄養・作業・運動の複合療法による認知症治療」 

 富山短期大学 専攻科食物栄養専攻 脳機能解析学 

 （発表者）山岸由実さん 

№7 ★プレゼンテーション賞★ 

「食卓から海洋環境を考える ～神秘の海 富山湾の食物網～」 

 富山大学 大学院理工学教育部 環境化学計測第二講座 

 （発表者）浦沢知紘さん 

№９ 

「富山県内の有名建築・土木構造物の調査と、その空間構成の分析・理解」 

 富山大学 芸術文化学部 プロジェクト授業「空間分析」 

 （発表者）建築デザインコース 北沢実さん 

№１０ 

「小水力発電アイデアコンテストを通じた南砺市城端地区における再生可能エネルギー活用について 

 富山高等専門学校                                                                                               の研究」 

   第5回小水力発電アイデアコンテスト富山高専チーム 

 （発表者）電気制御システム工学科 

                 大井晃亮さん・森崎亮太さん 

 【講評】秦 部会長                【閉会のあいさつ】大学コンソーシアム富山 遠藤俊郎 会長 
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