
地域連携コラボブース

実施報告書

【開催日】2019年10月19・20日（土・日）

【会 場】長野大学体育館横駐車場

【企画・主催】
学生有志団体miU3



入場者数
1日目483名 2日目５４２名

1025名





長野大学生が地域を学び、地域の魅力を発表する大学祭で

まだ上田の魅力に触れていない多くの学生達に上田の魅力を伝えるべく

地域連携と未来の長野大学生へ上田の魅力をPRする事を目的とした

『地域連携コラボブース』を開設しました。

このブースでは、長野大学生達が上田の魅力だと思うものを
「厳選」し「集め」「提供・販売」を行いました。

また、開催当日には災害復興募金箱を設置し
台風被害の復旧に役立てるための募金活動を行いました。

企画全体概要

長野大学公立第一期生が運営する「令和」最初の大学祭にて
『地域連携コラボブース』という初の試みを行いました。当ブース内では
学生達が上田の魅力だと思うものを厳選し、集めて提供・販売しました。

○学生に大人気の「ご当地ラーメン」は上田市内にある「ラーメンおおぼし」
さんにご協力いただき、学生がオリジナルラーメンを作成し販売しました。

○上田のご当地グルメである「美味だれ焼き鳥」は「美味だれで委員会」さん
にご協力いただき、市内6店舗の美味だれを集め、食べ比べを行いました。

○上田の秋の味覚である「松茸」は「きのこ村深山」さんにご協力いただき
松茸の直売とまつたけご飯の販売を行いました。

○上田のブランドリンゴ「真田REDアップル」は「柳町屋」さんにご協力
いただき、真田REDアップルを使ったスイーツの販売を行いました。

○上田の「地元野菜」は「JA信州うえだ青年部」さんにご協力いただき
上田で収穫した農産物の直売を行いました。

以上のように、様々な上田の魅力が集結するブースとなりました。

企画趣旨・内容



本企画は、地域連携をテーマに持つ長野大学らしく、上田地域で活躍さ
れている長野大学の卒業生を調べていたところ、上田市内の飲食店やご当
地グルメに関わりのある方々が多くいる事を知り、地元の飲食店やご当地
グルメとのコラボ企画という案が出たのが始まりです。

今回、私どもの依頼に対して、長野大学の卒業生が母校長野大学と上田
地域への恩返しという想いをもって企画を快く受け入れて頂けました。

今回のコラボブースでは学生達が上田地域の魅力だと思うものを
『厳選』し『学び』『集めて』提供・販売を行いました。その対象は、未
来の上田市民、未来の長野大学生です。OCでは「長野大学」について伝え
てきましたが、この大学祭では「上田地域」の魅力を伝えていきます。入
学前から上田の魅力を知ることにより、未来の長野大学生の活動意欲に刺
激を与え、今後、更に学生が地域に影響を与えていく事を目指しました。

上田の魅力を伝えるべくコラボブースの企画を進めておりましたが、そ
の直前に台風19号に見舞われ、上田市にも被害が出ました。我々が普段通
学のために使っている別所線の橋が落ちてしまい、今も再開のめどは立っ
ていません。長野大学の体育館も避難所となり、地域の方々や学生達も避
難しておりました。本団体はボランティア活動や救援物資を届けたりして
上田地域のために少しでも何かできないかと考え行動していました。

今回のコラボブースでは台風19号被害の募金活動を行いました。上田の一
大コンテンツを集めたこのブースで少しでも多くの募金を募り、上田市の
復旧の為に貢献したいと考えました。

企画背景と展望

協力

「ラーメンおおぼし」「原商店」「信州太郎ポーク」「美味だれで

委員会」「焼き鳥かわしま」「焼き鳥番長」「鳥友倭らく」「隠れ

家えん」「ここから」「つづらや」「きのこ村深山」「上田ブラン

ドプロモーション」「JA信州うえだ青年部」「柳町屋」「信州上田

観光協会」「岡崎酒造」「沓掛酒造」「NPO法人UFM」

順不同



各ブースについて

全体演出 ラーメンブース

焼き鳥ブース 農産物ブース



全体演出



長野大学の大学祭に

『信州上田の大集合～上田合戦大学祭の陣～』

という「異色」のブースを設けた。

ブース全体を上田の代表格である「上田城」「真田」をモチーフ
とした演出を行った事により華やかさと賑わいの創出を図りました。

また、このブース演出により、大学祭に来た参加者も大学側の出
店者にも、大学祭実行委員会にも驚きと刺激を与える事を目指しま
した。

地域の一大コンテンツを集結させたこの特徴のある地域連携コラ
ボブースを企画したことによって「公立大学法人長野大学」の活動
成果として大学祭の来場者に紹介でき、このブースを内外に広報す
ることで、大学祭の来場者以外にも長野大学の地域連携の取り組み
がPRできました。

また、地域の一大コンテンツを大学祭で紹介する事によって、ほ
かの大学祭との差別化を図り、注目を集め、地域の方々や学生の集
客へと繋がっていく効果が期待されました。

全体の演出では大学祭内の「別次元」を目指し行いました。
その為、テントを二面に置くことで駐車場感を消し、別の「会場」
感を演出し、入り口は階段を活用し、階段下から見上げた際に
『砦』感を演出するため、のぼり旗で周りを囲い、大きな足場を用
いて、「物見櫓」を作り、そこに大看板を設置し、両隣に小テント
を付け「門」としました。
また、当ブースはメイン会場から少し距離があったため、当ブー

スへの誘導が課題となりましたが、のぼり旗を使うことでメイン会
場からのスムーズな誘導を可能としました。

全体演出概要

全体演出の工夫



櫓 門
門

門

地域連携
ブース

会場設営図

足場大テント 小テント旗



必要備品
№ 品名 使用箇所 借入先(購入先） ブース名 担当者

１ 大看板 櫓 正面 スーパー・ムサシ 全体演出 稲山・今西

2 木の柵 ４つ 入り口付近 信州上田観光協会 全体演出 西沢さん

３ 陣幕 １つ 小テント背面 信州上田観光協会 全体演出 西沢さん

４ のぼり旗 30枚 テント・仕切り・誘導等 信州上田観光協会 全体演出 西沢さん

５ タペストリー 3つ 小テント背面 信州上田観光協会 全体演出 西沢さん

６ 木の盾 ２つ (今回は×) 禁止区域 信州上田観光協会 全体演出 西沢さん

７ ドラムコード １つ 電源 信州上田観光協会 全体演出 西沢さん

８ 門の垂れ幕 入口仕切り 100均にて購入 全体演出 西沢さん

９ スピーカー やぐらの中 尾沼家 全体演出 尾沼耕平

10 六文銭の旗 (今回は×) 演出 真田陣太鼓 全体演出 清水海里

11 大テント3つ 販売ブース 美味だれで委員会 全体演出 竹内さん

12 小テント12個 休憩スペース 岡崎酒造 全体演出 岡崎さん

13 P箱75個 来場者用椅子 岡崎酒造 全体演出 岡崎さん

14 のぼり支柱 30本 全体演出 岡崎酒造 全体演出 岡崎さん

15 運搬用トラック 運搬 岡崎酒造 全体演出 岡崎さん

16 P箱 50個 来場者用椅子 沓掛酒造 全体演出 岡崎さん

17 机(板)・たまひも 来場者用机 美味だれで委員会 全体演出 池松さん

18 やぐら(足場) 大看板設置用 美味だれで委員会 全体演出 池松さん

19 のぼり支柱 20本 全体演出 美味だれで委員会 全体演出 池松さん

20 上田の旗10枚 全体演出 美味だれで委員会 全体演出 池松さん

21 平成旗4枚 全体演出 美味だれで委員会 全体演出 池松さん

22 令和旗2枚 全体演出 美味だれで委員会 全体演出 池松さん

23 美味だれ旗9枚 全体演出 美味だれで委員会 全体演出 池松さん

24 六文銭暖簾 販売ブース演出 美味だれで委員会 全体演出 池松さん

25 ブルーシート 横幕用 美味だれで委員会 全体演出 池松さん

26 六文銭のタペストリー1枚 櫓裏面 美味だれで委員会 全体演出 池松さん

27 横看板 入口横面 美味だれで委員会 全体演出 miU3メン

28 机POP 参加者机上 美味だれで委員会 全体演出 miU3メン



ラーメンブース



発行日 ２０１９年 １０月 6日

地域連携ブースのメイン企画となる「ラーメンブース」では、地元の学生に不動の人気
を持つラーメン店「おおぼし」様にご協力いただき、地域の食や地産地消について学んで
いる学生達が今回のメニューに使用したい食材を検討・提案し、おおぼし代表の三森氏が
その食材を使った限定ラーメンを考案、当日は三森氏によって指導を受けた学生達がラー
メンを作って提供しました。
夏より打ち合わせを重ね、メニュー構想が固まったところで、当日に向けて学生達が三

森氏から直々にラーメンの作り方を教わり、試作と試食を行う体験会を開催しました。
今回の大学祭では、まさに地域連携の学びを体現した一杯が参加者に振る舞われました。

本企画は地域連携をテーマに持つ長野大学らしく、地元の飲食店とのコラボ企画という
案が出たことから、上田市内の飲食店を調べていたところ、学生達に大人気のラーメン店
「おおぼし」の社長が長野大学の卒業生であることを知り、アプローチをかけました。今
回、私どもの依頼に対して、長野大学のOBでもある三森氏が、母校長野大学への恩返しと
いう想いを持って企画を快く受け入れてくれました。
今回の企画を通して、学生が上田市の食材に関心を持つことができ、同時にラーメンと

いう人気グルメの裏側を体験することができることは、地域との連携という趣旨にとても
合致した取り組みとなっています。また、学生が主体となる地域連携ブースがきっかけで、
参加学生達の地域連携活動促進につながることを目指しています。

長野大学生と地元で大人気のラーメン店「おおぼし」がコラボをし、共同開発したオリ
ジナルラーメンを大学祭にて販売しました。

2019年10月19日、20日に開催される長野大学祭にて、地域連携と地産地消の拡大を目的
とした「大学祭限定ラーメン」を開発して当日の来場者に振舞いました。
オリジナルラーメンの試作・試食会が2019年10月8日21時より、おおぼし上田本店にて

行われ、代表の三森社長直々に指導を頂き、学生達がラーメンづくりを体験しました。

当日は限定100杯を販売し、両日ともに販売開始から40分ほどで完売致しました。

「豚骨味噌ラーメン～太郎ポークと信州産きのこを添えて～」

今回提供するラーメンの食材として、ベースの味噌は上田市上塩尻にある「原商店」様
のイゲタ味噌を使用。トッピングには上田のブランド豚である「太郎ぽーく」のチャー
シュー、「きのこ村深山」様のきのこを使いました。
地域の食品をふんだんに使用し、上田地域を表した一杯となりました。

ラーメンブース概要

企画趣旨・内容

オリジナルラーメン

企画背景と展望



オリジナルラーメン試作会

三森社長直々にラーメンの作り方やこだわりをお聞きしました。
このラーメンは「地元食材」を多く使用しています。

その為、使用した地元食材のこだわりもお聞きしました。
終わりには、当日の動きについての最終確認を行いました。



ラーメンの振る舞い

大学祭にゲストとして来ていただいた
皆さまにラーメンの振る舞いを行いました。

とても大絶賛いただきました。

コロコロチキチキペッパーズ
ナダル様・西野様

いぬ 様 ひょっこりはん様



焼き鳥ブース



上田のご当地グルメである「美味だれ焼き鳥」ですが、長野大学の学生は食べた事も見
たこともない学生が多くいました。また、大学祭の参加者には県外からの来場者(長大志望
の高校生の親子)も多く来ていただいております。
この大学祭を期に上田のご当地グルメを知ってもらい、上田市内の飲食店に美味だれ焼

き鳥を食べに行ってもらいたい。また、学生達が在学中に上田の魅力を一つでも多く知っ
て欲しいと思い、今回のブースを企画しました。

今後の展望としては、今回のブースを期に上田のご当地グルメに興味を持ってもらい、
学生たちの地域での活動を促していく事を目指しています。

焼き鳥ブース概要

信州上田のご当地グルメである「美味だれ焼き鳥」を大学祭参加者に多く知ってもらう
べく、「美味だれで委員会」さんご協力のもと市内6か所の焼き鳥屋さんに「美味だれ」を
ご提供いただき、大学祭にて販売いたしました。

美味だれ焼き鳥の勉強会・試食会が2019年10月14日16時より、柳町屋内にて行われ、
「美味だれで委員会」の池松氏が学生達に美味だれ焼き鳥の講座を行いました。
その後、今回ご提供いただいた「美味だれ」の試食会を行いました。

当日は焼き鳥かわしまさんにご協力いただき、焼き方のコツを教わりながら学生達が販
売を行いました。約1200本を販売し、両日ともに大盛況のうちに終わりました。

企画趣旨・目的

上田のご当地グルメである「美味だれ焼き鳥」ですが、この「美味だれ」は店舗によっ
て味が異なります。
そこで本企画では、各店舗の美味だれを集めて食べ比べをする事でその味わいの違いを

来場者に楽しんでもらい、学生や参加者に上田のご当地グルメのPRを行うことを目的とし
ています。また、地域の一大コンテンツを呼ぶことによって大学祭に賑わいの創出を図る
事も目指しています。

企画背景・展望

企画内容詳細
上田市内にある美味だれ焼き鳥のお店に「美味だれ」を協賛いただき、食べ比べをして

もらいました。なお、焼く鶏肉は隠れ屋えんさんのお肉を使用しました。
グルメイベントの時に行ったシステムを活用。鳥の焼き方については『焼き鳥かわし

ま』さんより、学生達が指導を受けており、当日も指導をいただきながら販売を行う。
今回の企画で美味だれに興味を持っていただいた参加者が、各飲食店様に行ってもらう

ために、食べ比べブースでは各飲食店様の住所が分かるマップをQRコードで表示しました。



勉強会兼試食会

上田市の美味だれ焼き鳥を長年にわたり取りまとめていただいている
「美味だれで委員会」さんの「池松氏」に美味だれについて講演いただ
き、その後文化祭当日に提供する5つの美味だれを試食致しました。
美味だれを提供頂いたお店のポップも作成し、参加者がお店に行ける

ように店舗の場所が分かるマップのQRコードも添付しました。



必要備品

ご協力店

「焼き鳥かわしま」 様 「焼き鳥番長」 様
「鳥友倭らく」 様 「隠れ家えん」 様
「酒場ここから」 様 「焼き鳥つづらや」 様

№ 品名 使用用途 借入先(購入先）

１ 焼き台 2台 焼き場 隠れ家屋えん

2 焼き鳥コンロ 2台 焼き場 隠れ家屋えん

３ ガスホース 2本 焼き場 隠れ家屋えん

４ プロパンガス 3個 焼き場 隠れ家屋えん

５ 保温用の箱 保温 隠れ家屋えん

6 鶏肉 1200本 使用食材 隠れ家屋えん

７ 美味だれ 食べ比べ用 隠れ家屋えん

8 美味だれ 食べ比べ用 焼き鳥かわしま

９ 美味だれ 食べ比べ用 焼き鳥番長

10 美味だれ 食べ比べ用 鳥友倭らく

11 美味だれ 食べ比べ用 酒場ここから

12 美味だれ 食べ比べ用 焼き鳥つづらや

13 長机 食べ比べ用 長野大学

14 クリアカップ 17個 食べ比べ用 ユーパレット

15 フードパック 300個 持ち帰り用 ユーパレット

16 ビニール袋 300枚 持ち帰り用 ユーパレット

17 アルコールスプレー 2個 清掃用 ユーパレット

18 軍手 3又 焼き用 ユーパレット

19 味付け塩コショウ 味付け つるや

20 カイロ 20枚(10枚中村） 保温用 セリア

21 輪ゴム 100グラム 持ち帰り用 セリア

22 ウェットティッシュ 清掃用 セリア



産直ブース



産直ブース概要

企画趣旨・目的

出店情報

地域との連携に重きを置く「公立大学法人長野大学」。その中には、地産地消の勉強に

力を入れている学生も多くいます。それに対して地元農産物の販売という「地産地消」に

特化したブースを学祭に持ち込み、学生活動に刺激を与える事を目的としています。

また、近年の健康志向ブームにより、「農産物の直売」が注目を集めています。そのコ

ンテンツを上記によ大学祭に入れ込むことにより、県外の参加者へのアプローチに繋げて

いき大学祭に新たな賑わいの創出を図ることを目的としています。。

当ブースは上田の地元農産物を大学祭参加者に広く知ってもらうことを目指します。
また、地産地消の勉強に力を入れている学生達に対して地元農産物の販売という「地産地
消」に特化したブースを大学祭に持ち込み、学生活動に刺激を与える事も目指します。
「JA信州上田青年部」様「きのこ村深山」様「柳町屋」様にご協力いただき、「リンゴ

の直売・松茸の直売・松茸ご飯の販売・真田REDアップルスイーツの販売」を行いました。

当日はりんご200個・松茸ご飯120杯・リンゴスイーツ200個を販売しました。

企画背景・展望

「JA信州上田青年部」様からは当初、上田市産の農産物を仕入れて販売する予定でした
が、10月12日に通過した台風19号によって農産物にも被害を受け、販売ができませんでし
た。しかし、台風直撃前に収穫をしていた「上田市産のリンゴ」を仕入れることができ、
直売する事ができました。
「きのこ村深山」様からは旬の食材である「松茸」の直売を行いました。松茸は高価な

もので学生達のなかには食べたことがない人が多くいました。そのため学生でも「松茸」
が食べれる様に「松茸ご飯」も販売させていただきました。
「柳町屋」様からは上田のブランドリンゴである「真田REDアップル」にご協力いただ

き、「真田REDアップルスイーツ」の販売を行いました。地元農産物のブランド化を学ぶ
こともできました。

長野大学の学生の中には「地産地消」などにテーマを持つ学生も多くおり、上田の農産
物の直売は学生達の研究対象になりえます。そんな、上田で学ぶ学生達に上田の農産物と
関われる機会をつくり、学生活動の活発化につなげていきたい。
また大学祭にくる、参加者の中で、県外の高校生がOCの代わりとして大学祭に来ること

もあります。その参加者たちは親御さんと来る事が大半であり、その参加者に上田の旬の
野菜を販売することで「上田の旬」を味わってもらう狙いもあります。

今後の展望としては、今回の大学祭で上田の農産物を知った参加者が地域に出て消費す
ることで地産地消の拡大に貢献することを目的としています。



SNS広報



上田ケーブルビジョン放送

蔵元とのトークセッ
ション

各メディアでの取り上げ



各メディアでの取り上げ

信濃毎日新聞 掲載



制作実績

真田REDアップルスイーツポップ制作

コラボラーメン資料材料案内制作

協力団体看板制作



制作実績

焼き鳥屋看板制作

各店舗マップQR差し込み看板
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長野大学生と地元で大人気のラーメン店「おおぼし」がコラボ

発行日 ２０１９年 １０月 6日

「大学生×おおぼし」オリジナルラーメン共同開発

長野大学祭で限定販売するコラボラーメンの
試作・試食会を開催します。

長野大学公立第一期生が運営する「令和」最初の大学祭にて、『地域連携コラボブース』という初の試みを
行います。※同ブースではその他にも様々な企画が行われます。その他については別でリリースいたします。
このブースのメイン企画となる「学生コラボラーメン」では、地元の学生に不動の人気を持つラーメン店

「おおぼし」様にご協力いただき、地域の食や地産地消について学んでいる学生達が今回のメニューに使用し
たい食材を検討・提案し、おおぼし代表の三森氏がその食材を使った限定ラーメンを考案、当日は三森氏に
よって指導を受けた学生がラーメンを作って提供します。
夏より打ち合わせを重ね、メニュー構想が固まったところで、当日に向けて学生達が三森氏から直々にラー

メンの作り方を教わり、試作と試食を行う体験会を開催。今回の大学祭では、まさに地域連携の学びを体現し
た一杯が参加者に振る舞われます。

本企画は地域連携をテーマに持つ長野大学らしく、地元の飲食店とのコラボ企画という案が出たことから、
上田市内の飲食店を調べていたところ、学生達に大人気のラーメン店「おおぼし」の社長が長野大学の卒業生
であることを知り、アプローチをかけました。今回、私どもの依頼に対して、長野大学のOBでもある三森氏が、
母校長野大学への恩返しという想いを持って企画を快く受け入れてくれました。
今回の企画を通して、学生が上田市の食材に関心を持つことができ、同時にラーメンという人気グルメの裏

側を体験することができることは、地域との連携という趣旨にとても合致した取り組みとなっています。また、
学生が主体となる地域連携ブースがきっかけで、参加学生達の地域連携活動促進につながることを目指してい
ます。

【企画の背景・展望】

【企画の趣旨・内容】

長野大学生がつくる学生団体miU3（ミウシー）が、2019年10月19日、20日に開催される長野大学祭にて、地
域連携と地産地消の拡大を目的とした「大学祭限定ラーメン」を開発して当日の来場者に振舞います。
この振る舞い企画で提供されるラーメンの試作・試食会を2019年10月8日21時より、おおぼし上田本店にて行
うことになりました。当日は代表の三森氏直々に指導を頂き、学生達がラーメンづくりを体験します。

【開発商品名】

「豚骨味噌ラーメン～太郎ポークと信州産きのこを添えて～(ピリ辛もあるよ)」
今回提供するラーメンの食材として、ベースの味噌は上田市上塩尻にある「原商店」様のイゲタ味噌を使用。
トッピングには上田のブランド豚である「太郎ぽーく」のチャーシュー、信州産のきのこを使います。

＜ 日 程 ＞ 2019年10月8日(火)

＜ 時 間 ＞ 21：00～22：00

＜ 会 場 ＞ おおぼし上田本店

＜参加者＞ 企画参加メンバー・実行委員

＜ 協 力 ＞ NPO法人UFM

＜ 日 程 ＞ 2019年10月19日(土)、20日(日)

＜ 時 間 ＞ 10：00～16：00

＜ 会 場 ＞ 長野大学体育館横駐車場

【試作体験・試食会】 【長野大学祭・ブース】

本件に関する
お問合せ先

＜団体名＞ 学生団体miU3(ミウシー)(代表：中村春斗)

＜ＴＥＬ＞ 080-4949-1999

＜E-mail＞ akaoni0327@i.softobank.jp

＜所在地＞ 長野大学内

＜ U R L ＞



アンケート調査結果

1.調査目的

本イベントの参加学生の意見より

今後の活動への参考資料とする為。

2.調査期間

大学祭実施期間中

(10月19日～10月20日）

3.調査対象者

本イベント参加学生

4.調査方法

グーグルフォームアンケート調査

5.回収状況

24件

6.裏面資料

アンケート集計結果と考察

以上
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基本属性

性別 24件

男性 45.8％（11人）
女性 54.2％（13人）

年齢 24件

10代 25％（6人） 20代 45.8％（11人）
30代 8.3%（2人） 40代 12.5%（3人）
50代8.3%（2人）

基本属性

現在のお住ま
い

24件

上田市内 62.5%（15人） 東信地域 12.5% （3人）
中信地域 12.5 %（3人） 北信地域 8.3% （2
人）
長野県外 4.2% （1人）

学生 24件

はい 54.2%（13人）
いいえ 45.8%（10人）
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学生対象

所属はどこか

中学校 7.7%（1人） 高等学校 7.7%（1人）
専門学校 7.7%（1人） 大学生 76.9%（10人）

13件

大学志望

通っている学校 1件

長野県内の学校 100%（1人）

志望する学校 1件

長野県内の学校 100%（1人）
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現在通う学校について

上田市内の学校 75％（9人） 長野県内の学校 16.7%（2人）
長野県外の学校 8.3%（1人）

現在通う学校
1２件

地域連携ブース
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地域連携ブース

地域連携ブース



地域連携ブース

上田の魅力（グルメ）は伝わったか

とてもよく伝わった
69.2%（9人）
よく伝わった
30.8％（4人）

13件

上田の魅力（グルメ）興味が涌いたか

13件

とても興味を持った
69.2％（9人）
よく伝わった
30.8％（4人）

地域連携ブース

13件満足度

とても良い 84.6%（11人）
良い 15.4%（2人）
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基本属性

満足度の理由

・学生がここまでできるのはすごい。

・刺激をもらう。

・ラーメンがうまかった

・色々なお店があって楽しかったです

・上田の名物をこういう場で食べれるから。

・めちゃめちゃおいしかった

地域連携ブース

このブースは地域にどのような影響を与えたか

・僕たちも頑張ろうという気持ちになる。

・今後の地域連携を活発にしていくと思います。

・上田の魅力がより多くの人に伝わりそう。

・いあね！
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地域連携ブース

上田市内の学生特典をまとめた情報を知りたいか
13件

知りたい 84.6%（11人）
知りたくない 15.4%（2
人）

地域連携ブース
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地域連携ブース

地域連携ブース



38

地域連携ブース

地域連携ブース

上田の魅力（グルメ）は伝わったか

とてもよく伝わった
36.4％（4人）
よく伝わった
63.6％（7人）

11件

上田の魅力（グルメ）が興味がわいたか

とても興味を持った
36.4％（4人）
興味を持った
63.6％（7人）

11件
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地域連携ブース

当ブースは地域にどのような影響を与えそうでしょうか？

・上田市の名物がわかっていただけるイベントだと思い

ました

・上田市民が改めて自分の地域の食文化を知る

・ちょうど水害もあり、皆元気づけられたと思います！

若い力の地域応援はとても大切で、嬉しい事柄です😊

・今後も学祭だけではなく、続けてほしいと思います

地域連携ブース

満足度
11件

とても良い 54.5%（6人）
良い 45.5％（5人）
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地域連携ブース

満足度の理由
・なかなかできないおいダレが味わえた

・地元のアピールを一生懸命していたから。

・ハキハキしていてとても感じが良かったです。

・私が行った午後14時はもうラーメンが終わっていたため閑散とし

ていましたが、それでも小雨の降る中、学生たちは一生懸命でした

✨おいだれを食べたことがなかったので、すごく嬉しかったです

👌

来場者から本ブース以外の上田市の魅力

・おやき、馬肉うどん、

・中信の人間ですのて、なかなか上田という地域に馴染みが
ありません😅
名物の馬肉うどんや富士アイスの自慢焼きとかをもっとア
ピールしてみたらどうですか？

その他・意見

・列の最後に最後尾札があるといいなあと思いました！

・店頭に行くまでなにを売っているかわからなかったので、
遠くから見ても何を売っているかわかる看板があっても良い
と思った。

・今年は地物野菜のポトフや、おいだれの焼き鳥等、信州上
田をアピールできるブースがあり、楽しめました💖来年も
期待しています😊😊



今回わたしはおおぼしさんとのラーメンのコラボブースを担当しました。
上田地域内外のたくさんのお客さんから「美味しかった！」という感想をいただけて、上田の食材の魅

力を発信できたのではないかと思います。
今後は地産地消を広めるため、地域の特産品をどのようにPRしていけばよいのか、探っていきたいです。

環境ツーリズム学部 2年 ラーメンブース代表 小池里奈

今回私は美味だれ焼き鳥ブース、Twitterを担当しました。
今回全体を通して「やる」という強い想いと、積極的な行動は他の人を強く動かすということをあらた

めて知ることが出来ました。
自分も周りの人が動きたいと思うような人、また、そのような人がいた時にその人のサポートが出来る

ような人になりたいと思いました。
環境ツーリズム学部 1年 焼き鳥ブース・広報担当 渡辺真央

今回私は産直のブースの担当をしました。そこで上田の食をしることによって、上田の魅力を学ぶこと
ができました。今後は魅力をもっと知り、発信していくことによって上田の魅力を伝えていきたいです。

環境ツーリズム学部 1年 産直ブース担当 河野光佑

今回私は広報の担当をしました。その中で、各部署やお客さんと学生のことを撮影したことにより、い
つも以上に瞬間を大切にすることができました。また、写真を撮ることが好きだということにも気付くこ
とができました。
今後はもっと地域を楽しく綺麗にそのまま写真で撮って、たくさんの人に地域の魅力を伝えられるよう

にしていきたいです。
環境ツーリズム学部 1年 広報代表 纐纈ひより

今回私は会計の担当をしました。お金を扱うという大切な仕事をさせていただいたことで、責任につい
てしっかり考えることができ、以前よりも責任感が身につきました。また、どちらかと言うと裏方の仕事
なので、他のメンバーのサポートにも回ることが出来ました。
今後は、責任感を強く持ち、自分の仕事と他者へのサポートの両立に磨きをかけて行きたいです。

環境ツーリズム学部 1年 会計代表 稲山日向子

焼き鳥ブースの反省点は、タッパーの中でタレが混ざってしまったこと、まとめて何種類かつけるとど
のタレがどのお店か分からなくなることです。
食べ比べが主旨なので、それぞれ違うお店の味とか特徴とかをもっと体験して、自分の好きな味のお店

とかを見つけてもらいたかったです！
1番嬉しかったのは、miU3のブースの反響がすごく大きかったことで、あれ美味しかった！みんな頑

張っててすごかった！ってたくさん言われたこと・上田市内外のお客さんと上田の魅力を共有できたこと。
あと個人的にはmiU3に入って初めての大きなイベントだったので、みんなで自分たちの企画を最後まで

やり遂げることができたのはとても嬉しかったし、先輩後輩関係なく全員から学ぶことがあって、こんな
すごいことを一緒に出来たのか！！という達成感が溢れまくってます！

社会福祉学部 2年 焼き鳥ブース・演出担当 藪中真帆

今回私は焼き鳥ブースの担当をしました。活動する中で生産者の方に貴重な知識を共有していただき、
上田地域の食文化の魅力を再発見することができました！今回の経験を活かし、今後も様々な活動を通し
て上田の魅力を発信していきたいです。

社会福祉学部 2年 焼き鳥ブース・演出担当 堀内菜々華

今回私はおおぼしブースの担当をしました。その中で、個数を限定することにより、食べてもらえる人
数も限られるので、整理券を配っておくべきだったことに気付かされました。
今後はその反省を改善して他のイベントに繋げていきたいです。

環境ツーリズム学部 2年 おおぼしブース担当 竹内梢

運営メンバーの反省点



今回の大学祭では「地域連携コラボブース」を無事に開設することができました。

この「地域連携コラボブース」は長野大学生が地域を学び、地域の魅力を発表する大
学祭にて、まだ上田の魅力に触れていない多くの学生達に上田の魅力を伝えるべく地
域連携と未来の長野大学生へ上田の魅力をPRする事を目的としたものであります。

当日は1000名以上の方々が来場してくださりました。また学生達が販売した、「上
田の魅力だと思い、厳選し集めた」商品もすべて完売することができ、大盛況で終わ
ることができました。

今回のコラボブースによって長野大学の学生をはじめ、地域の方々や未来の長野大
学生に良い刺激を与えることができたと考えます。それは、今後のイベント運営改善
の為に、実施したアンケート調査の結果から言えることができます。

第一に、この「地域連携コラボブース」の満足度は「とても良い」と答えた方が半
数以上で、「普通」や「いまいち」といった悪い意見は一つも無かったことからとて
も大好評であったと言えます。

第二に、学生達からの意見の中で「刺激をもらう・ここまでできてすごい」という
意見があり、参加者や学生達に対して刺激を与えることができたと言えます。

第三に、今回の目的であった「まだ出会えていない上田の魅力をPRする」という点
でも「美味だれを食べたことがなかったが食べれて良かった。とってもおいしかっ
た」という意見や「上田市民が改めて自分の地域の食文化を知るきっかけになった」
という意見を頂き、目的を達成できたと言えます。

また、「ちょうど水害もあり、皆元気づけられたと思います！若い力の地域応援は
とても大切で、嬉しい事柄です」という意見を頂き、台風災害によって沈んでいた空
気を少しでもこの学祭で変えることができたかと考えます。

しかし、今回の改善点として、アンケート調査に答えていただいた方が少なくなっ
てしまった点が挙げられました。

原因はブース運営に人員を割きすぎて、アンケートの周知と回収が難しくなってし
まったところにあります。アンケートの回答方法がGoogleフォームのみとなっており、
各机にフォームの案内を置いていただけでありました。

やはりアンケート調査を実施するには調査担当者を置き、フォームのほかに手書き
のアンケートも実施しなければいけません。そのことを事象として分かった事も今回
の得た情報の一つといえます。

今後ともこのような活動をきっかけに、学生の若い力が躍動し、市民力と融合する活
気ある地域づくりに展開が期待されるもので言あり、これは公立大学法人長野大学の
ビジョンにまさに合致する内容となっているといえます。

全体総括



学生団体miU3

団体概要



①「地域社会と学生の窓口」

②学生同士の交流や活動により地域の魅力を

発見・発信し新たな人脈を創造する。

③学生が地域で主体的に活動する事により

「学園都市うえだ」を体現していく。

以上の3つを目指す。

昨年度の11月に発足し、現在では3年生5名
２年生10名・1年生８名の計23名で活動をしている。

週に1～3回お昼休みに活動の打ち合わせを行う。
休日にはイベント運営や地域活動の手伝い
観光調査などを行っている。

名前の由来
miU3とは「3つのUをmixする」という意味がある
「3つのU」とは「Ueda（うえだ）」「University student（大学生）」
「Utopia（理想郷）」である。
この３つをミックスして、うえだを大学生が憧れる理想郷にしたいと
いう思いがある。
また、「ミューシー」と読むのはフランス語で感謝を表す言葉の
「メルシー」と似せているためである。

団体活動理念

代表 中村春斗
℡：080-49494-1999 E-mail：akaoni0327@i.softbank.jp

お問い合わせ

miU3公式HP→ miU3公式Twitter→


