
「SDGｓ」の実践を学ぶ「集客交流産業論」とは？

今年で５回目の開講となりました集客交流産業論は、「とくしまの魅力を再発見し、磨きをかけ人を呼び込む」ための理論と実

践を学ぶことを目標にした公開授業です。「とくしまの魅力」とは、美しい自然や豊かな人情はもちろんですが、様々な課題に

対して、地域の人々が主体となりながら、地域外の人々とも協働し、課題をテコに新たな価値を創造する気概と行動力だと考え

ております。

今年は、世界全体の目標である SDGｓ（持続可能な開発目標）を共通テーマに設定し、「SDGｓと未来志向の地域づくり」のも

と国内外で活躍されている方々を講師に招き授業を進めていきます。授業では、地方創生、地球環境、南海トラフ地震など、今、

徳島で起きている身近な課題を取り上げ、実はこれが世界共通の課題であることを学ぶことで、SDGｓを「自分事」として捉え

ていく絶好の機会を提供したいと考えております。

「講義内容のお申込み・問い合せはこちら」　文理大学総合政策学部教授　床桜英二まで 

当日参加も可能ですが、席に限りがあるので先着順とします。

遅刻した場合には受講できないので遅くとも12 時 50 分には受付をすませてください。

e.tokozakura@tks.bunri-u.ac.jp

徳島文理大学徳島キャンパス
「２号館アカンサスホール」

（徳島市山城町西浜傍示１８０）

出島壁画再創造プロジェクト「TSUNAGU STREET（つなぐストリート）」

授業の日程：表に記載

講義の時間：13：00 ～14：30　　　　　

（※当日は早めに会場に来場され、「遅くとも12 時 50 分までに」受付を終了してください。遅れた場合は入場できません。）

授業の場所：徳島文理大学徳島キャンパス「2号館アカンサスホール」（※大学内に駐車場はありません。）

その他：講師の事情等により講義日時、講義テーマを変更する場合もあります。

徳島県庁

ユニクロ

交番

アスティとくしま

キョーエイ

文理大学付属
幼稚園

ENEOS

7eleven ローソン
スターバックス

MacDonald

徳島文理大学

２号館
アカンサスホール

ふれあい
健康館

申し込み 当日お申込みも
可能です！

（12月4日（水）は、13：00～16：10となります。）
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「徳島文理大学公開授業」
この授業は地域最前線で活躍中の方々から地域活性化の「鍵」を学び、地方創生を担う人材育成を目的としています。
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はじめに
SDGｓと地方創生

“ゼロ・ウェイスト” の軌跡と未来　

“環境保全×デザイン” で地域を救う

“創造的過疎” の目指すところ

波乗りオフィスとにぎやかな過疎が目指すもの

ICT の活用による SDGｓ達成への貢献  

持続可能な地域交通ネットワーク

減災科学シンポジウム

－未来志向型減災システムの構築を目指してー

防災もまちづくり

シームレス民泊と四国遍路       

若者による社会的創発

まとめ
人々が活躍できる地域プラットフォームづくり

開催日時
( 毎週水曜日 )

授業計画 講師

201911月06日 (水） AI と未来の地域社会

放送と通信の連携による地域づくり

NPO 法人ｾﾞﾛ・ｳェｲｽﾄｱｶﾃ ﾐ゙ｰ理事長　坂野晶 氏

神山しずくプロジェクト代表　廣瀬圭治 氏

総合政策学部教授  床桜英二
徳島県知事   飯泉嘉門 氏

NPO 法人グリーンバレー理事   大南信也 氏

( 株 ) あわえ代表取締役   吉田基晴 氏

Arithmer( 株 ) 代表取締役社長兼 CEO  大田佳宏 氏

日本電気 ( 株 ) 取締役執行役員常務   松倉肇 氏

四国霊場 22 番札所平等寺住職  谷口真梁 氏

新野シームレス民泊推進協議会会長  西川達也 氏

四国放送（株）代表取締役社長  湯村雅彦氏

（株）Skeed 代表取締役 CEO  明石昌也 氏

美波町長  影治信良氏

香川大学地域強靱化研究センター長  金田義行 氏

お茶の水女子大学学長  室伏きみ子 氏

四国旅客鉄道 ( 株 ) 代表取締役社長  半井真司 氏

伊座利の未来を考える推進協議会事務局長   草野裕作 氏

NPO 法人 ETIC 代表理事   宮城治男 氏

NPO 法人 JCI Teleworkers’ Network 理事長   猪子和幸 氏

（株）日本経済新聞社徳島支局長　長谷川岳志 氏

総合政策学部教授  床桜 英二

※授業計画の（　）の番号は、日本政府策定の「SDGｓアクションプラン 2019」の「政府による SDGｓを推進するための取組一覧」の番号です。
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