
 

 

令和 4 年 7 月 22 日 

愛 媛 大 学 
 

環四国サイクリングプロジェクト × SDGs ビーチクリーン アクション 

国際交流企画 「香川うどん・小豆島編」 

愛媛大学 & 国立高雄科技大学 

つきましては、ぜひ取材くださいますようお願いいたします。 

 
記 

【  日   時 】令和４年８月６日（土）～10 日（水） 

【  場    所 】香川県高松市、金毘羅山、小豆島  

  【参   加  者】愛媛大学生 ２１人 

国立高雄科技大学生 ５人 

        他、両大学教職員、愛媛県自転車新文化推進課職員、 

一般社団法人しまなみジャパン、Kai Works 株式会社など 

【  内     容 】別紙参照 

【  主     催 】愛媛大学 教育・学生支援機構教育企画室、 

  国立高雄科技大学（台湾） 

【  後    援 】愛媛県 

【運営協力】 ジャイアントストア高松・松山、JR 四国クレメントホテル、 

一般社団法人しまなみジャパン、 Kai Works 株式会社 

 ■取材いただける場合は、７月２９日（金）までに以下の問合せ先へご連絡ください。 

■お車でお越しの際は、正門横守衛室でお手続きの上、来客用駐車場をご利用ください。 

 

 

 

 

 

※送付資料 4 枚（本紙を含む） 

本企画は、愛媛大学の学生が、愛媛県等に後援・協力いただいている「環四国サイクリングプロジェ

クト」の一環で、台湾 国立高雄科技大学の学生と、サイクリングを通じた国際交流を行い、互いの歴

史や文化の理解を深める企画となっています。また今回初の試みとして、四国初「サイクリング× 

SDGｓ ビーチクリーン アクション」を小豆島で実施します。 

環四国サイクリングプロジェクトは、「自転車」というコンテンツを用いて、グローバルな感覚やコ

ミュニケーション・リーダーシップのあり方について実践的に学ぶことを目的としており、4 年間かけ

て「四国一周」を達成するものです。今年は、コロナ禍を経て 2 年ぶりの対面での実施となります。 

プログラムは、オンラインによる事前の国際交流を 2 回程度実施した後、COVID-19 拡大防止策を

徹底し、「香川うどん・小豆島編」としてリアルな国際交流と、地域の歴史・文化に直接触れるととも

に、SDGs の活動を通じて地域への貢献を目指した活動内容にしています。プロジェクトへの参加を通

じて、海でつながる両国の学生間に、国を超えた「深いつながり」を築きます。 

本件に関する問合せ先 

愛媛大学教育・学生支援機構 教育企画室 

副室長・准教授 仲道 雅輝 

TEL：090-8543-6078 

Mail：nakamichi.masaki.me@ehime-u.ac.jp 

PRESS RELEASE 

学生中心の大学 地域とともに輝く大学 世界とつながる大学 

 

参加する学生が、インタビューに 
お答えします。 
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�ところ香川県内（小豆島を含む）（集合場所愛媛大学）
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対象者：国立高纏科技大学生•愛嬢大学生
参 加費：50,000円
定 員：愛媛大学生20名、国立高纏科技大学生20名

※定員になり次第募集を終了させていただきます。
注）COVID-19の感染状況により、延期・変更する場合があります。

オリジナルサイクリングジャージを作成します。
※参加費に含まれています。
※サイズ等は実施要項を参照してください。

オリジナルサイクリングジャ ージ



愛媛大学リーダーズ・スクール主催 

国際交流型リーダーシップ研修 

環四国サイクリングプロジェクト × SDGs ビーチクリーン アクション 

（香川うどん・小豆島編） 

国立高雄科技大学＆愛媛大学 

＜実施要項＞ 
１．研修目的 

本プログラムでは、愛媛大学の学生が、愛媛県等に後援・協力いただいている「環四国サイクリングプ

ロジェクト」の一環で、台湾 国立高雄科技大学の学生と、サイクリングを通じた国際交流企画を行い、

互いの歴史や文化の理解を深める企画となっています。また今回、初の試みとして、四国初「サイクリン

グ ×SDGｓビーチクリーン アクション」を小豆島で実施します。このプロジェクトは、「自転車」とい

うコンテンツを用いて、グローバルな感覚やコミュニケーション・リーダーシップのあり方について実践

的に学ぶことを目的としており、4 年間かけて「四国一周」を達成する企画です。今年は、コロナ禍を経

て 2 年ぶりの対面での実施となります。プログラムは、オンラインによる事前の国際交流を 2 回程度実

施した後、COVID-19 拡大防止策を徹底し、「香川うどん・小豆島編」としてリアルな国際交流と、地

域の歴史・文化に直接触れるとともに、SDGs の活動を通じて地域への貢献を目指した活動内容にして

います。これらのプロジェクトへの参加を通じて、海でつながる両国の学生間に、国を超えた「深いつな

がり」を築きます。 

２．日程 

日程 ：2022 年 8 月 6 日（土）～10 日（水） （香川県内・小豆島） 

※十分な感染防止対策（手指消毒、マスク着用、ソーシャルディスタンスの確保、体調管理報告書提出

等）を行う。また、直前での新型コロナウィルス感染拡大状況を鑑み、延期・変更する場合があります。 

３．主催・共催・協力 

主催：愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室、台湾国立高雄科技大学 

後援：愛媛県  

協力：ジャイアントストア高松・松山、JR 四国・クレメントホテル高松、一般社団法人しまなみジャパン、

Kai Works株式会社

 ４．参加対象 

国際交流、またはコミュニケーション能力やリーダーシップ養成に関心があり、各大学に所属し、参加を

希望する学生（高雄科技大学２０名・愛媛大学２０名） 

※サイクリングは、日台混合チームでの実施となります。1 チーム 5 名程度（5～8 チーム編成）。

５．参加費 48,000 円 

内訳 宿泊費、施設利用費用、現地移動費用、アクティビティー費用、保険代等含む 

※上記以外で、サイクリング時の一部昼食費等がかかります。また、台湾から愛媛大学までの航空券代・

交通費を想定してください。なお、上記の金額には調整が加わることがあります。

６．担当窓口・お問い合わせ先 

教育・学生支援機構 教育企画課 （担当：石川） 

連絡先：cycling_pj@stu.ehime-u.ac.jp

mailto:%E2%96%A0%E4%BF%82%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%EF%BC%9Acycling_pj@stu.ehime-u.ac.jp


スケジュール ＊今後、調整や変更が加わることがあります。 

日付 曜日 スケジュール 備考 

8/6 土 7:30 

10:00 

10:30 

12:00 

13:30 

15:00 

18:00 

20:00 

21:00 

愛媛大学正門・出発（バスに移動） 

高松駅集合・クレメントホテル（会議室） 

開講式・オリエンテーション（クレメントホテル会議室） 

・挨拶、教職員・学生スタッフ挨拶

・研修の目的・企画の説明・アイスブレイク（自己紹介）

・チーム及びラーニングパートナーとの交流

昼食（高松駅付近）※各チームでの行動 

合同フィールドワーク① 高松市内観光・うどん食べ歩き 

ホテルチェックイン （①続き、各班行動）

夕食（高松市内）各班 

明日からのフィールドワークルート確認等① 

入浴・就寝 

（ホテル）クレメントホテ

ル高松

8/7 日 7:00 

8:00 

9:00 

10:00 

12:00 

13:30 

16:00 

18:00 

20:00 

21:00 

朝食 

宿舎出発 

うどんづくり体験到着 

合同フィールドワーク② うどんづくり体験 

各グループで昼食（作成したうどん） 

合同フィールドワーク③  

歴史・文化探訪＆自然体験（金毘羅山） 

ホテルへ移動（バス）

夕食（高松市内） 

リフレクション・明日のサイクリングルート等の確認

入浴・就寝 

（ホテル）クレメントホテ

ル高松

バス移動 

8/8 月 7:00 

8:00 

9:00 

10:00 

12:00 

13:00 

18:00 

20:00 

21:00 

朝食 

出発（チェックアウト） 

小豆島へ自転車で移動（学生） 

合同フィールドワーク④ 

 サイクリングで歴史・文化探訪＆自然体験、ビーチクリーン 

昼食（各チーム） 

合同フィールドワーク④（続き） 

夕食（ホテル） 

リフレクション・明日のフィールドワーク等の確認

入浴・就寝 

（ホテル） 

OHKIDO HOTEL 

※荷物はバス等で移動

8/9 火 7:00 

8:00 

8:30 

12:00 

14:00 

15:00 

18:00 

20:00 

21:00 

朝食 

出発 

合同フィールドワーク⑤ 

 サイクリングで歴史・文化探訪＆自然体験、ビーチクリーン 

昼食（各チーム） 

合同フィールドワーク⑤（台湾と日本の共通点など企画） 

リフレクション・成果発表に向けたグループ発表の準備

夕食（ホテル） 

（続き）成果発表に向けたグループの発表準備 

入浴・就寝 

（ホテル） 

OHKIDO HOTEL 

8/10 水 7:00 

8:30 

13:55 

15:00 

朝食 

成果発表会・学びの成果をまとめて各グループが成果発表 

・教員スタッフおよび自転車安全・マナー等総評

帰路 ＜フェリー＞ 

高松駅にて、解散。 

昼食：小豆島島内 

学生は自転車移動（返却） 

荷物はバスにて移動 
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