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基調講演（宮崎大学・吉田先生） 
初日は宮崎大学でプログラム開始。2016年度宮崎大

学に新規開設された地域資源学部の吉田学部長にご協

力いただき、日向市美々津町の持つストーリーについて

ワークショップ形式で考えました。 

神武天皇について書かれた古文書などを読むと、宮崎

県では縄文人や弥生人といった複数民族の交流や古代

日本平定の出発点（現在の宮崎県美々津町）になったと

いった数々の神話・仮説を見ることが出来る。そういった

視点で宮崎県の各地を見てみると地域それぞれにその

土地ならではのストーリーを見つけることができるはずだ、

といったお話を元にどのようなストーリーが発見できそうか

をディスカッションしました。 

 
フィールドワーク①（青島） 
 今上天皇・皇后両陛下が新婚旅行先に選ばれるほど

「日本のリゾート地」として有名だった青島。近年はグア

ム・ハワイといった海外リゾート地に押され観光客が減少

していましたが、青島ビーチパークの開設とともに国内外

から観光客が訪れるようになりました。その青島ビーチ

パークを支えたのは地元・日本各地から集まってきた方

たちがそれぞれの強みを活かして青島を盛り上げようとす

る姿勢でした。湘南（ビーチ作り）、ニュージーランド（ライ

フセービング）といった先進事例に学びながらもそれらを

超えたビーチを作ろうとする試みをされています。 

青島神社は日向の国を統治した海幸彦・山幸彦という神

様を中心とした神話を持ち、その神話にちなんで縁結び

にご利益があるとされています。神社にまつわる神話や、

本州では珍しい椰子の木に関するお話も伺いました。 

 

 

 

 

2016 

August 

Keynote Lecture by Professor Yoshida 
     On the first day, we started TISP with the 

keynote lecture and workshop by Professor Yo-

shida. 

     He told us that we could know the origins of 

Japan  through  ancient  writing.  Mimitsu  is 

thought as the birthplace of Japan said in the 

Japanese myth. He suggested that we should 

take a closer look at places and find out the 

“underlying stories”. After the keynote lecture, we 

discussed what kinds of stories we could find in 

Miyazaki. 

    From the next day, we went to do a fieldwork 

in several places with Tokyo university students 

and foreign students. 

     
Fieldwork No.1 (Aoshioma) 
     Aoshima used to be a famous resort spot in 

Japan,  however,  the  number  of  tourisms  de-

creased because of the popularity of overseas re-

sort areas. Recently, Aoshima Beach Park has 

been built and it has become popular with  tour-

ism. It was built by various people with various 

jobs such as designers, restaurant owners, or civil 

servants. They are struggling to make an out-

standing beach better than other famous beaches. 

     We also went to Aoshima Shrine, which has 

the Huga Myth about Umisachi and Yamasachi. 

It is said to bring romance. We heard the Huga 

Myth and some stories about the shrine. 
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フィールドワーク②（黒木本店） 
「百年の孤独」や「㐂六（きろく）」といった焼酎で有名な黒

木酒造本店。使用される水や樽の材質など、創業当時

より受け継いでいる製法・伝統と時代とともに積み重ねて

きた製法上の工夫について伺いました。 

宮崎県には黒木本店以外にも多くの酒蔵があり、また近

年は日本酒・焼酎に限らずたくさんの種類のお酒を楽し

むことができます。そうした消費者の移り変わりに対応しな

がらも基礎基本を大切にして味を守る姿勢を学びました。 

フィールドワーク③（都農ワイナリー） 
社長含めてわずか正社員３名で運営しているワイナリー

（出荷期のパート・アルバイトの方除く）。出荷数自体は多

くないものの、出荷先は日本全国と海外、また数々のメ

ディアや賞で取り上げられる実力を持ちます。ワインの質

だけでなく、周辺の植木なども綺麗に整えられているのが

印象的な本ワイナリー。それを作り上げているのは従業員

の方はもちろん、ぶどう農園の方や地域の方々も加わっ

た家族のようなチームでした。 

フィールドワーク④（美々津町） 
神武天皇が九州から関西地方に向けて出征した際に母

港としたという神話の残る静かな港町、美々津町。中世・

近世は海運を通じた行商人が行き交う港町として栄えま

した。様々な文化を取り入れて発展してきた美々津町で

すが、「美々津らしさは損なわれずに今も残っている」と

美々津町の方は言います。現在は海外からの移住者も

いるという美々津町ですが、「美々津らしさに合わない人

は長くは居ない」とも。「観光などで町を盛り上げようという

気分はあまりしない。でも、静かな環境で自分や周囲と向

き合いながらゆっくり過ごしたいという方がいらっしゃれば

静かに応援しますよ」とおっしゃっていました。 
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Fieldwork No.2 (Kuroki) 
     We did a fieldwork at Kuroki Honten, which 

is a famous shochu shop and has a long history 

and tradition. We heard secrets such as quality of 

water or materials of the barrels on how to make 

it. 

     Miyazaki has a lot of sake breweries and we 

enjoy various kinds of alcohol such as sake or 

shochu. We learned that Kuroki Honten keeps 

both the tradition and the times. 

  
Fieldwork No.3 (Tuno Winery) 
     We went to Tuno Winery, which was run by 

only 3 people including company president. It is a 

small winery, but it is famous not only in Japan, 

but also in foreign countries since it has received 

several prizes for quality of wine. We were also 

impressed with Winery’s good condition  that lo-

cal people make trees look better.   

 
Fieldwork No.4 (Mimitsu) 
     Mimitsu is a quite and sacred place where the 

first emperor, Jinmu, left for Kansai district. It is 

located on the Huga sea and was a big seaport in 

the Meiji and Taisho era. It has been developed 

embracing various foreign cultures, but it has 

also preserved history and tradition. These days,  

more foreigners are coming to Mimitsu but some 

of them are supposed to leave the place if they 

follow the tradition. The local person said, “We do 

not make Mimitsu crowded with tourists, but we 

welcome people who want to relax and reflect on 

themselves”. 
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フィールドワーク⑤（新緑園） 

ANAファーストクラスで提供される日本茶を作って

いる新緑園。しかし、それまでの過程には苦労が伴

いました。現社長の黒木さんは先代（お父様）から

茶園を引き継ぎました。先代の時代には地元の

方々に支えられたお茶を作っていましたが、黒木さ

んが経営を本格的に始めた頃は日本茶の消費量

が落ち込み始めた上に競合の茶園が出てきた頃。

新緑園の売上は落ち込みました。先代亡き後、以

前からのお客様とぶつかり合いながらもお茶のブラ

ンドイメージを一新、ベンチャー企業経営者顔負け

の経営哲学と先代から受け継いだお茶へのこだわり

を胸に売上を回復させました。そうしたこだわりを元

に、平成26年には地元の方たちと共に全国茶品評

会に挑戦、見事金賞。以降、今年まで３年連続で

金賞を受賞し続けています。 

 

フィールドワーク調査の分析 

 高校生は本校のSGH担当職員のもと、フィールド

ワーク先の経験を元に、そこに埋め込まれたストー

リーを抽出しました。 

 フィールドワークで聞いた内容をポストイットに書き

出した後、各訪問先でどのようなストーリーが抽出で

きるかを文章にまとめました。 

 大学生は、東大i.schoolスタッフによるファシリテー

トのもと、アイデア創出及び翌日のワークショップに

向けての準備を行いました。 

Fieldwork No.5(Shinryokuen) 
    Shinryokuen is a famous tea farm in Miyazaki, 

but it had a hard time succeeding. The present 

president,  Mr.  Kurogi  took over the company 

from his father, however the company had a eco-

nomic slump because of other rival farmers. He 

had to grow sales by making the company’s new 

image and preserving the company. As the result, 

the company had received gold prize of tea in 

2014-2016 in a row. 

 

Analysis of field work survey 
    After the five fieldwork, high school students 

summed up the interview results and found out 

the “underlying stories”. 

     First, they wrote down keywords on post-it. 

Then, they summarized these keywords into sen-

tences and tried to find the “underlying stories”.     

     On the other hand, university students pre-

pared for the next day’s workshop, which was 

organized by them. 
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製品・サービス発想ワークショップ（高校生・大学生） 

 高校生４名、大学生（日本人１名・海外学生１名）の計

６名でグループを組み、アイデア創出のワークショップを

実施。製品・サービスを通じて伝えたいストーリーの抽出、

ストーリーを伝えるために適切な製品・サービスの発想、

プロトタイピングを通じた製品・サービスの精緻化、という

流れで進めました。大学生・高校生ともに事前学習や

フィールドワークで得た気づきを存分に生かしながら活発

な議論を行いました。 

 

プレゼンテーション準備（高校生・大学生） 

 プレゼンテーションは「発想した製品・サービスを企業や

消費者の方に売り込む」という形式で実施しました。その

ため、製品・サービスを紹介したポスターや使用シーンが

分かるスキットを準備。製品のプロトタイプを用意するグ

ループもありました。プレゼンテーション・スキットは英語で

チャレンジ。11日夜（発表前夜）は大宮高校の英語科の

先生の原稿添削・海外大学生によるプレゼンテーション

特訓が夜遅くまで行われていました。 

 

プログラムの成果発表会 

 プログラムの成果発表は8/12（金）午前に本校で実施

されました。会場には生徒の保護者の方をはじめ学校の

先生方や教育委員会、地元銀行、商工会議所、企業か

らのご来賓、また宮崎大宮高校を志望されている中学生

の皆さんも参加され、盛況となりました。 

 

 

Workshop for Innovate Products and Ser-
vice   
     High school students and university students 

made groups(4 high school  students, one Japa-

nese university students, one foreign student) 

and did a workshop for generating ideas. They 

struggled to find the “underlying story” from the 

fieldworks and to generate new products and ser-

vice. All of them had an animated discussion. 

 
Preparation for the presentation 
     They were asked to make a presentation for 

the target corporations or customers. They were 

creative enough to make a English skit or a model 

of a new product. They stayed up late to prepare 

the presentation.   

  
Presentation 
     On 12th of the August, presentation was held 

in Omiya High School. Many people (e.g. teach-

ers, the board of Education, local banks, corpora-

tion) came to see it. They achieved great success 

in the presentation. 
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青島フィールドワークをもとにしたアイディア 

 

■ストーリー 
 「海を中心とした生活に魅力を感じて、自らの手で協力しなが

ら新しいものを生み出す青島」現在の青島は、青島に魅力を感

じた人々が集まって各自が貢献できる知識・技術を発揮し、協

力しながらそれぞれのアイデアを自らの手で形作ることにより形

成されました。今では、これまで宮崎に住んできた方に加え、

様々なバックグラウンドを持つ人々が日常生活のワンシーンを

共にする場所となっています。 

 

■アイディア：Summit by the sea 

 青島を単にビーチとして楽しむだけではなく、青島のビーチを

作り上げた「協力してアイデアを自分達の手でつくった」というス

トーリーを埋め込み、事業づくりの拠点コワーキングスペースを

設置します。青島のそのような人々のエネルギーが、新しいビジ

ネスを生み出す相乗効果を生み出すはずです。 

黒木本店フィールドワークをもとにしたアイディア 

 

■ストーリー 
 「こだわりを貫き通し、理想の焼酎を造りたい」 

かつて黒木本店は他の焼酎メーカーに圧倒され、経営が厳し

い状況に追い込まれました。しかし、黒木社長は逆境の中でも

「焼酎一筋～こだわりを貫いて理想の焼酎を造りたい」という思

いを抱き続けました。品質・デザイン・パッケージにこだわり続

け、品質の良さをお客さんに知ってもらうことを一番に考え、一

所懸命努力しました。その結果、「百年の孤独」「㐂六」などの

商品がヒットして有名になりました。  

■アイディア：必至に頑張っている人を応援する“Never 

give up Bento”  

 この弁当は、黒木本店の逆境の中でもこだわりを貫いて理想

を求めてきたストーリーを生かした弁当です。弁当のふたを開け

ると、そこにはお店から頑張っている人へのメッセージが。「お客

様へ。この弁当は焼酎の原料である米、麦、いもをメインに作り

ました。我々は、苦しい時代も理念をつく抜き通し、頑張ってき

ました。今、苦しい中必死に前を向いて頑張っている皆さん、絶

対に自分の信念を曲げないでください」。 

そして弁当には、素材からこだわり抜いてきた黒木本店の焼酎

の原料である米・麦・いもが入っている。この弁当を食べると、ス

トーリーに魅了されるだけではなく、黒木本店のこだわりを味覚

で実感できます。 

都農ワインフィールドワークをもとにしたアイディア 

 

■ストーリー 
 「みんなのワイン」雨が多く果樹栽培に不向きな都農町でぶど

う栽培を始め、工夫と努力を重ねこの地にブドウ文化を広めた

永友さん。そして、このブドウを使い、ワイン造りに情熱を注ぐ小

畑さんをはじめ現在社員３名で運営している都農ワイン。この都

農ワインは地元のブドウを100%使うことにこだわり地域に貢献す

る一方で、地元の人がワイン工場の敷地に花を植えたりすると

いう話という話を伺いました。ここから、「みんなのワイン」というス

トーリーを抽出しました。  

 

■アイディア：“Purple Life”「みんなのワイン」 

 それは地域の子供から大人までに愛されるワインということで

す。地域で子供が生まれた時、小学校に入学するときなど、家

族にとっての大切な時に、写真を撮りに来ます。ワインと言えば

大人だけしか楽しむ事はできませんか、子供にも楽しみにしても

らおうというアイデアです。そして、子供が20歳になった時に、年

月を重ねた家族が熟成されたワインを開けて祝うというもので

す。  
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美々津フィールドワークをもとにしたアイディア 

 

■ストーリー  

「変わらない静かさの中で自分と向き合う町」 

古くから港町として栄えてきた美々津。海を通じて他地域か

ら文物を取り入れて、町は変化をし続けてきました。しかし、そ

の根底にある大切なものは変わりません。美々津の人々は大

切にしていることは、100年以上前から続く伝統的な町並み

や生活環境そして静けさです。その変わらない文化に魅力を

感じた人が自分の探しの旅でこの地を訪れるというストーリー

を抽出しました。 

■アイディア：“One-way ticket to Refrect” 

このアイデアは日本語では「自分と向き合うための片道切

符」です。この切符には、２つのポイントがあります。１つ目

は、まず自分の町から美々津までの片道切符ということで

す。旅で切符といえば往復切符が一般的ですが、自分と向

き合うための切符なので帰りは決められていません。ちなみ

に、この切符には美々津の町並みがデザインされており、そ

こには「時代が変わっても人の心はいつまでも変わらない。

大切なものはここにある」と書いてあります。 

そして、このチケットの２つ目のポイントは、美々津の町を気に

入れば空家となった伝統的な住居に住むことができるというも

のです。そして、この昔から変わらない静かな町並みの中で、

自分と向き合い、自分のアイデンティティに気づいていくという

アイデアです。 

 

 

新緑園フィールドワークをもとにしたアイディア 

 

■ストーリー  

「100人の住民の手で作られた日本一の茶」新緑園のお茶は

100人の地域住民によって作られた。新緑園では全国の茶の

品評会に出す茶を地域住民100人で手摘みする。普通、品

評会に出すためのお茶を素人が摘むということはないだろう。

なぜ、あえて新緑園の人々はこのようにしたのか？それは地

域の人々に対する信頼があったからだ。また、地域の人も「新

緑園は地域をよくしてくれる」と信じていたから全力で協力し

た。そうして、日本一のお茶が誕生した。新緑園のお茶の香り

は、新緑園と地域の人々の信頼関係から生まれている。 

 

■アイディア：“Be the cleanest with the best tea in 

Japan” 

 このアイデアは、新緑園の日本一のお茶の木の残りの葉からつ

くられたハンドソープで、「日本一の茶で最もキレイな人になろう」

というものです。新緑園の日本一の茶は地域住民との「手」で作

られており、それをハンドソープという形で表現しました。急須の

形をしたハンドソープには、この日本一の茶のストーリーが書かれ

ており、タグには、この日本一の茶摘みにかかわった人々の思い

などが書かれています。このハンドソープを地域の人に使っても

らったり、宮崎の玄関口宮崎空港などにおいてもらったりして、こ

のストーリー実感してもらえたらと思っています。 


