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岡山大学L-café国際交流事業

２０２１年９月２８日、１０月２３日、１０月３０日、１0月３１日、２０２２年１月１９日

岡山県英田郡西粟倉村、小田郡矢掛町、井原市大江地区、備前市日生町、岡山大学

実施期間

事業名

団体名

岡山県下の各地域において、地域活動に参加して、地域の住民との交流を図りました。交流の目的は（１）岡山県
の地域にある自然や資源について理解を深めること、（２）地域の問題について学ぶこと、（３）地域の方たちと話を
して文化を理解すること、などです。具体的な活動は５回開催しました。
（a)岡山県の最北東にある小さくてとてもきれいな村である西粟倉村では、桜のカーペットと呼ばれる芝桜植えを地
域の方と一緒に行いました。５月になると現れる美しい花のカーペットの話を地域の方から聞きながらみんなで苗を
植えました。（ｂ）岡山県の最西端にある井原市大江地区では、地域の方々から懇切丁寧に説明をして頂きながら、
にんにく植えに挑戦しました。留学生は、自分の国のニンニクの料理のレシピやニンニクの収穫方法など、ニンニク
の話題で楽しい交流が出来ました。（ｃ）歴史的に古いまちの矢掛町では、さつまいもとお米の収穫体験をしました。
さつまいもに傷がつかないように掘る方法や、昔ながらの稲刈りの方法などを地域の方に教わりました。（ｄ）岡山
県の最東端にある海辺のまち日生では地元の子供たちと一緒にミカン狩りをしました。留学生が母国にあるオレン
ジや果物を子供たちに紹介した後は一緒にゲームをしながらミカン狩りを楽しみました。
これらの貴重な体験を通して、留学生たちは地域の自然や資源、人々について知り、日本文化の理解がさらに深
まりました。そして、全ての活動終了後参加者にて報告会を行い、次の活動に対する期待がどんどん高まっている
ことを共有しました。
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西粟倉村での交流（地域の方たちと
芝桜の苗を植えました）

井原市大江地区での交流(地域の方
たちとニンニクを植えました）

矢掛町での交流（さつまいもとお米の
収穫体験をしました）

On October 23rd, 2021, I and other international
students had an amazing experience in Yakage city! We
participate in the sweet potato and rice harvest with the
local community. It was gratifying to be able to help in
some way and learn a lot about Japanese rural life. I was
especially impressed to see the traditional way of drying
rice. In addition to experiencing a bit of Japanese
culture and life in a rural village, we made new friends
and exchanged many experiences. Thank you to
everyone who provided this rich opportunity.

The moss phlox planting experience allowed us to
experience rural Okayama. As Okayama University
students, we are used to busy roads, large buildings, and
crowded spaces. The moment I got off the bus at
Nishiawakura Village, the air was different. It felt fresh
and crisp. There were trees everywhere, and a little
river. It was quite refreshing. Working in the fields with
the local farmers was quite the feat. They explained the
steps as we were leaned up against a steep slope with
little space to stand. I felt like I could fall off any minute,
but the farmers stood there with incredible stability as
they planted. As I practiced, I got used to it, but there
were a few close calls. After hours of hard work, they
served us a traditional Japanese lunch with local foods.
Then, played us traditional Japanese and Chinese
instruments. This was an event we could only
experience in the great rural Okayama. I enjoyed every
minute as I interacted with the local farmers and
listened to them perform.

パウラブラガバティスタさん(ブラジル）/Paula Braga Batista 野村夢子さん（アメリカ）/Yumeko Nomura
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