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学生統括の小野です。 
プロジェクトメンバーも 80 人規
模の大所帯となり、更なるプロ 
ジェクト活動の拡大が見込める
ようになりました。 
これからも、学生メンバー、先生
方、CUC サポート職員の方々と 
協力しながら、支援者の皆様の 
期待に応えたいと思います。 
これからもご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願いいたします。 

～学生挨拶～ 
2021 年の上半期では、新型コロナウィルス感染症の影響と向き合
いながらも、新しいプロジェクトメンバーの加入から、様々な企画
を実施し、いよいよワイン完成に向けブドウの生育環境を整える
作業をプロジェクトメンバー全員で取り組みました。 

副統括の小西です。 
プロジェクト開始以来「千葉県市川市
産ブドウ 100％ の日本ワインを作る
こと」にこだわり大学のキャンパスか
ら農業・商業・環境・社会の既成の枠を 
超えた試みにチャレンジしています。
3年目の今年はメンバーが 80人超えの
大所帯になりました。ワインを通じて
皆が成長していく活動を目指します。
応援よろしくお願いいたします。 

小野天也 小西俊太郎 
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9 月 24 日プロジェクト全体を巻き込んだオンライン交流会が行われました。参加者は全体で約 20

人、コンセンサスゲームや人狼を楽しみました。今回は総務局が運営・企画を行い皆が楽しめるよう

に工夫を凝らしたイベントとなり、メンバーは交流を楽しんでいました。 

 運営リーダーインタビュー 

吉原 康介  
人間社会学部 
山梨県私立日本航空高等学校 出身  
 
今回 1 年生だけでなくプロジェクトメンバー全員が楽しめるプログラムを企
画できたことにとても達成感を感じた。自分で会議をオンラインで進めるとい
うこともあり、不慣れな場面が多々あったが、運営メンバーが心ひとつに行え
たことはとても大きいことだろう。当日はトラブルなど起きずスムーズな進行
ができ、参加者も沢山交流できたと思う。 このイベントを通じて、自分も成
長できたと思うし、次の取り組みにも自信を持って進めていけると感じた。 

 参加者インタビュー 

國藤 夢奈(総務局配属)  
サービス創造学部  
東京都晴海総合高校 出身  

 
このイベントはオンラインで行っ
たためメンバーの顔を見ることが
できなかったが、みんなで行うゲ
ームをきっかけに仲良くなれたと
感じた。また今回先輩たちに企画
を考えていただき、1 年生として
有意義な時間を過ごすことがで
き、自分も総務局でイベントを企
画する勉強になった。 

椎名 飛翔（栽培局配属）  
人間社会学部  
栃木県青藍泰斗高等学校 出身  
 
今回の交流会で一番感動したのは
先輩たちが用意したパワーポイン
トだ。とてもおしゃれなデザイン
にとても驚いた。また主催した運
営チームが私たちのために企画を
考え実行している姿を見て感謝と
ともにすごいことだと感じた。こ
のイベントを通じてプロジェクト
で沢山の意見を言って素晴らしい
活動にしていきたい。 

藤澤 知希（栽培局配属）  
人間社会学部  
千葉県立流山おおたかの森高校 出身  

 

コンセンサスゲームで、メンバー
の沢山の意見が出てチームワーク
が深まることが実感できた。春学
期は大人数で交流ができなかった
ので、この機会は宝物になりそう
だ。これからこのプロジェクトで
自分は栽培局に所属したのでブド
ウの知識や地域住民との関わりを
強くし、この取り組みを広めてい
きたいと思った。 



 

4 

 

野菜の苗植え 

草刈り 

４月から数回に分けて野菜や
の苗を植えました。 
イチゴや、トウモロコシ、パプ
リカ、ミントなど多くの野菜を
育て、夏に収穫できるほど大き
く成長しました。 
 

また、苗植えはワインプロジェクトを見
学しに来てくれた新入生と一緒にナス
やミントなどを植え、学年を超えて友好
的に作業することができました。久しぶ
りに土に触れるメンバーも多く、貴重な
体験になりました。 

暑い日が続きましたが、
体調管理を万全にし、メ
ンバーで力を合わせて
草刈りを行いました。 
ログハウス前の雑草は
円形にかたどってみま
した。開放感のある、外
観もきれいな畑にする
ことができました。 

↑ 円形は三角棒を使い中心から目
印をつけ、その外側の草を手作業で
刈りつくしました! 



 

 

 

 

↑余計な枝を切り落とし、樹形
を維持するためのワイヤーを追
加、幹の形を整える、枝をテー
プで留める等の作業を協力しな
がら行いました。 

 
 ブドウを栽培するには、水
はけの良さ、太陽のあたり方、
空気の流れを意識することで
良いものができるとのこと。   
同じ土地でも平地と斜面で

は価値が違うことを知り驚き
ました。 

白百合醸造さんによる 

 指導・ミニ講義 

Friday 

0618 

 
山梨県勝沼の白百合醸造から、内田社長を

はじめ3人の方が来校しました。畑でブドウの
剪定や誘引を教わり、午後は座学によりブド
ウを知るミニ講義が開かれました。 
栽培方法や品種、産地などを教えていただ

き、1日を通してブドウやワインの知識を得る
ことができました。 

ミニ講義の様子 

内田社長、来校！ 

ブドウの価値 

美味しいワインをつくるには 

躊躇してはいけない！ 
←実のなったブド
ウの房を枝ごと切
り落とすことに。 
 学生からは「もっ
たいない」「可哀そ
う」との声も上がり
ました…。 

1 年生から 4 年生までの多くの学生が参加しました。 
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7 月から 8 月にかけてワイヤーを張って棚を

作り、約 240のブドウの房に傘をかける作業

を行いました。 

 

何もかも初めてな 1年生が、先輩方や関係者

様から丁寧に教えていただき、作業を行いま

した。 

 

日常では味わうことのできない体験でした。 

To more delicious Grapes. 
 

手間暇かけて。 
 

棚を作成したり、ブドウに傘をかけたりする作業を行う理

由の１つとして、雨粒によるカビの胞子がブドウにつかな

いようにするためだそう。 

 

ブドウにとって雨は大敵。 

 

ブドウ達を守るために行ったこれらの作業ですが、今期は

梅雨や暴風雨によりブドウ達にとってかなり厳しい天候が

続きました。 

 

どうか無事に強く育っていくのを願うばかりです。 
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右の写真のコルクボードは、ログハウスの中に飾

っていて、プロジェクトの創設やワイナリーの見

学など、重要な出来事が一目でわかるようになっ

ています！というのも今年はプロジェクト参加

者が多かったため、このボードを見て今までどの

ような活動をしてきたのか少しでも理解しても

らえれば良いと思ったためです、また今後もこの

ボードに収まらないほどのイベントや活動を行

う予定です。 

畑の入り口リニューアル 
５月から８月にかけて、野菜の看板製作！

入口の改装を行いました！ 

ワインプロジェクトでは、1、2 年生を中心に、局ごとに交代しながらログハウスの掃除

を行っています。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、プロジェクトメンバーが直

接集まる機会は少ないですが、畑も含め、ログハウスが憩いの場であり続けられるよう、

メンバー一同これからも努めてまいります。 

入口付近にある棚と靴箱には、白のペンキで塗装をし、棚は

造花で飾り付けを行い華やかな印象になるように工夫をしま

した。また、フェンス沿いの道に植木鉢を設置し、コスモスな

どの花を植えました。 
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ワインプロジェクト 

オリジナル T シャツ完成！ 

イラストレーション担当 
小西 俊太郎 
人間社会学部 2年 
秋田県立六郷高校出身 

デザインをデータ化するにあたり色の見え
方やロゴサイズにこだわった。メンバー全員
の意見をもとにイラスト、ロゴを構成するこ
とが大変だった。メンバーが T シャツを着る
ことによってワインプロジェクトメンバー
だという自覚を持てるような気がした。 

プロジェクトメンバーの一体感を生むことを目的として全面は
ワイングラスとブドウが融合したデザインにしました。イラスト
はメンバーが手書きでデザインを起こし、T シャツの色もブドウ
がイメージできるよう紫色にしました。 
また背面はロゴの下でブドウを栽培している様子を描き「ブドウ
をもとにワインを作っている」という連想ができるようにしまし
た。 

※イラストはイメージです。 
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T シャツのコンセプト 

 
作成者インタビュー

 
イラスト担当 
熊谷 春菜 
人間社会学部 2年 
山形私立山本学園高校出身 
T シャツが学生や地域の方々に親しまれるこ
とを目標とした。イラストを作成する中で、生
地の色やロゴとの一体感を調整するのが大変
だった。T シャツが完成し自分の手元に来た瞬
間、達成感とメンバーが着ることで、団結力を
感じた。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取り組み紹介  

Initiatives for SDGs 

SDGsの様々な取り組み 
CUC100 ワイン・プロジェクトでは、SDGs の様々な取り組みを

行っています。環境、社会、地域やプロジェクトメンバー、そして
支援者様とよりよい関係を築くことを目指し、活動しています。 

Sustainable Development Goalsの略称です。2015
年に国連サミットで採択された「持続可能な開発の
ための2030アジェンダ」に記載された2030年まで
の国際目標です。17の目標、169の達成基準（ター
ゲット）、232の指標から構成されており、先進国・
途上国を問わず、地球上の“誰ひとり取り残さない”
ことを目指しています。 

SDGs とは？ 

ソーラーシェアリング 

ブドウの上にはたくさんのソーラーパネルが
設置してあり、年間 9,750~10,500kw もの電力を
供給しています。     
電気は畑内にあるログハウスの照明や冷暖房、

冬のイルミネーション、その他周辺施設で使われ
ています。今後は余剰電力を有効活用できる取り
組みも進めていきます。 

 
あてはまる SDGs の目標 
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地域活性化 
どろんこキッズ・落ち葉キッズなど周辺地域

の子どもたちと一緒に楽しめるイベントを開
催しています。また、院内学級の子どもたちと
ブルーベリーを植えました。 
※現在は感染対策により中止となっています。 

↑どろんこキッズでの泥遊び、その後の大根の種植え体験の様子↑ 

↑子供たちが作った落ち葉アート 
現在もログハウスに飾っています♪ 

食のリサイクル 
食事から出た食品残渣を生ごみ

処理機で堆肥にし、その堆肥を畑
にまくことで野菜やブドウが育ち
ます。収穫できたものは私たちが
食べるという環境に良い循環を行
うことができます。 

これからの取り組み 
・収穫した野菜→子供食堂や学食で提供 
・第二圃場の開設→収穫量の確保、堆肥の威力分析 
・ビニールハウス栽培→余剰電力で温度・湿度管理、 
        持続可能な農業システムの構築 

などを行いたいと考えております。 
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ブ
ド
ウ
の
歩
み 

上の写真が 5 月 25 日の写真です。この白くて小さいものが
ブドウの花になります！ 
桜のように派手ではないですが、満開ですね（笑） 
前回のご報告では新型コロナウイルス感染症の影響で 
この姿を写真に収めることができませんでしたが、今回 
お見せできて大変うれしく思います。 
 次のページから、4月から順にブドウの変化を載せています。 

 
ブドウの生育過程ページです！ 
今回は 2021年の 4月上旬～9月下旬頃ま
での期間での成長を記録しました。 
まず、右に大きく映っている写真は 

9 月 14 日の写真になります。実は一つ一
つが大きく育ち色づいている実も多くな
ってきました。 
今年はツルの伸びる範囲を増やす 
作業（誘引）行ったため昨年度より 
たくさんの実がなりました。 
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ひと月ほどかけてここ
まで大きくなりました！ 
美味しそうと思っていま
したが、渋みと酸味が強
すぎ、まだ食用には適し
てないみたいでした！ 
(;´･ω･) 

 

ブドウの芽が出てきました。 
今年も様々な姿を見せてくれること
でしょう。とても楽しみです。(*^^*) 

SNS にも掲載しましたが、葉にカビが生えるベト病にかか
ってしまい、19 日、23 日に農薬散布を行いました。 
発病の原因としては葉の生い茂りによる通気性の悪さと長

雨による高湿度だそう。散布には暑い中、防護服を着て落合 
信道、吉原 康介が実施しました。 

4 月 2 日 

7 月 19 日 

7 月 1 日 
6 月 2 日 

5 月 17 日 

7 月 23 日 落
合 

信
道 

吉
原 

康
介 

花が枯れて下の丸い部分が少し 
膨らんできました！ 
見慣れたブドウの形が見えてきました！
今後が楽しみです。 
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8 月 10 日（火） 
 

ブドウの着色がちょっと遅いようなので、白

百合醸造さんの指導により大半の袋を外し、

傘にかけ替えることにしました。 

8 月 19 日（木） 
 

傘にかけ替えたこともあってか、この一週間

で着色がだいぶ進んだようです。 

また、ブドウの香りに誘われてやって来る鳥

や小動物からの食害を防ぐため、周囲に鳥獣

対策用のネットを張り巡らしました。 

8 月 23 日（月） 
 

大変なことが起きました。 

19 日（金）の夜から本日未明の間に局地的な

突風（竜巻？）により相当数のブドウが落下

してしまいました。 

被害が大きく、多くの実が地面に落下してしまい、半数の実が落ち

てしまいました。悲しい出来事です。 

残った房についても、ほとんど軸だけのものもあり、かなりの数が

被害を受けました。 
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8 月 30 日（月） 
 

他のプロジェクトでイベントが中止になったため、そこで使う予

定だった案山子 3 体がブドウ畑にやってきました。 

残ったブドウ（袋を外しています）はかなり着色していますが、

実が多く付いているものは 20 房くらいに減りました。 

 

 

9 月 8 日（木） 
 

そろそろ収穫時期です。 

傘かけしたブドウを開けてみると、十分

に色づいていて甘い香りがします。 
 

9 月 15 日（水） 
 

地面に落ちた袋や傘は穴が開き、食いち

ぎられ、ブドウの皮が散乱していまし

た。鳥獣対策のネットを張ったので大丈

夫と考えていましたが、どうやら、カラ

スかハクビシンのようです。 

 

←8 月に遅咲きだったブドウが大きくなって

いました。改めて生命の力強さを感じます。 

 

私たちワインプロジェクトメンバーもブドウ

とともに成長していき、来年収穫できるよう

精進します。 
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栽培局 

7 月、8 月は植物の成長が早く、暑さ
も相まって草刈やブドウのワイヤー
張りの作業が非常に大変でした。 

今後の予定 

第二農場の開拓 

堆肥センターの作成 

 

緊急事態宣言に伴い、千葉商科大学もリ
モート授業が増えてしまい学校に行く
機会が少なくなってしまいましたが、登
校日には畑がにぎわっていました。 

栽培局はブドウや野菜の管理・水やり、
堆肥の管理、草刈りを中心的に行って
います。 
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総務局 

総務局は現在３年生３名、２年生９名の計１２人で活動しています！ 

主な活動内容は、イベント企画、商品開発、グッズ管理や備品の在庫管理を行っ

ています。今後のイベント企画は、新型コロナウイルス感染症の傾向を見ながら、

オンラインでも楽しめるイベントを企画していこうと考えております。 

今後の活動予定・・・ 
①グッズ製作 
T シャツに続くグッズ製作第 3 弾としてオリジナルのタオルとボールペンを作りたいと考え

ております。 

②ラベル作成 
今年の３月に CUC サポートさんの前に生えて

いる夏みかんを使用したジャムを作り、その

ラベル作りを総務局のメンバーが担当いたし

ました。まだ厳しい状態ではありますが、今後

も CUC サポートさんの夏みかんや野菜、ワイ

ンができた際にはラベルを製作しようと考え

ております。 
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広報局は1５人で活動しています。主な活動はSNSの更新、イベントごとの

チラシの作成、写真管理です。今後はワインプロジェクトのPR動画制作など、

動画を使っての広報活動に取り組んで参ります。 

#CUCぶどう日記

今年度から#CUCぶどう日記というハッシュタグを作りブドウの投稿をして

います。ブドウの成長を詳しくお伝えするとともに、簡単に見返せられるように

なりました。 

 

広報局 

Twitter            Instagram（ストーリー）         Facebook 

他にも野菜の成長や作 

業風景についての投稿を 

行っています。各SNSが投 

稿の見やすさ、写真、文章 

などこだわりを持って投稿 

しているので、ぜひご覧い 

ただけたらと思います。 
 

フォローお待ちしています！ 
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人間社会学部
浮須 星光
栽培局に入ってこれからも先輩たちを見習って活動
していきたいと思います。

商経学部
加瀬 寛武
草刈りなどを通じてプロジェクトメンバーとのつな
がりを大切に頑張りたいと思います。

人間社会学部
梶 竜也
社会性・事業性の学びを活かして、プロジェクトの
中心であるワイン作りを成功させたいです。

人間社会学部
皆川 綾貴
高校が農業高校だったので農業高校で学んだことを
少しでもワインプロジェクトで活かしたいです。

人間社会学部
大内 悠人
プロジェクトメンバーと協力して大きなイベントな
どを成功させたいです。

商経学部
濱守 萌衣
栽培局に入りました！ブドウや野菜など様々な学部
のみんなと大切にお世話していきたいです！

人間社会学部
小林 蒼
ワイン用のブドウはもちろん様々な野菜を育てて作
る喜びや生産者の気持ちを知り今後の学校生活に活
かしたい。

人間社会学部
今井 怜太
ただブドウを育てるのではなく、他の人と協力して
より良いブドウを作りたいです。

人間社会学部

愛情豊富なブドウを作りど
こよりもおいしいワインを
栽培したいと思います。

椎名 飛翔

人間社会学部

環境に優しい行動や活動を
ワインプロジェクトを通し
て広めていきたい。

菅生 梨武侍

人間社会学部

ワイン PJ でまだ育てたこ
とがない野菜を育てること
やイベントを企画し実行し
ていきたいです！

藤澤 知希

人間社会学部

今まで培った自然に関する
知識をこのワインプロジェ
クトでアウトプットしたい
です！

長井 克将

18



General Affairs Bureau
人間社会学部

私は、地域の方々と連携し
て交流を深め、楽しむこと
が出来る企画を考えてみた
いです。

犬飼 拓真
人間社会学部

多様な意見を提案すること
を頑張りたいです。少数意
見でも声に出していきたい
と思います。

荻野 克隆

人間社会学部

地域の方々と交流できる楽
しいイベントを企画・運営
したいです。よろしくお願
いします！

風間 明架利
人間社会学部

ワインを作るというゴール
に向けて、この総務局で頑
張っていきたいと思いま
す。よろしくお願いいたし
ます。

淡島 夕媛

人間社会学部
名取 一矢

総務局の仕事だけでなく、畑に関する事を丁寧にや
り込みたい。

人間社会学部
矢吹 莉世

ワインプロジェクトを通してたくさんのことを学び
たいです。貢献できるように頑張ります！

人間社会学部
野口 裕輔

ワインプロジェクトで様々なことに挑戦し、経験を
積んでいきたいと思っています！

サービス創造学部
國藤 夢奈

イベントでプロジェクトメンバーもお客さんも楽し
ませたい。

サービス創造学部
坂本 遼太

プロジェクトメンバーが増え、出入りの機会が多く
なったログハウスの清掃作業に力を入れたいと考え
ております。

総務
局
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人間社会学部

畑仕事を今までしたことが
なく初めて行うので、畑仕
事についてこれから楽しく
学んでいきたいです！

谷口 美波

商経学部

SDGs に関わっている側面
もあるそうなので、SDGs
の勉強をしながら美味しい
ワインが色んな人の手に渡
るように頑張りたいです。

谷路 桜乃

人間社会学部

自分が今までやったことの
なかった、農業を通しての
活動を糧に、挑戦すること
の大切さ、仕事への責任感
などを培って行きたいと考
えています。

佐久間 渚

サービス創造学部

広報局の一員として、ワイ
ンプロジェクトの活動をよ
り広く知ってもらえるよう
頑張ります。

川村 錬

人間社会学部
北田 莉奈

ワインプロジェクトを通して地域の人との交流を深
めたいと思っています。またしっかりと成長したブ
ドウを育てられるよう頑張りたいです。

人間社会学部
佐藤 明佳

広報局として、様々な人にワインプロジェクトを知
ってもらえるように頑張りたいと思います。

商経学部
加賀 陸

良いコミュニケーションを築き、率先して行事に参
加し、プロジェクトの一員としてブドウづくりに貢
献していきたいと思います。

人間社会学部
大和田 章

自分の所属してる局はもちろん、他の局ともたくさ
ん協力してみんなでこのプロジェクトを成功させた
いと考えています。

人間社会学部
大部 祥平
ワインプロジェクトは、活動を通して
友情や新たな挑戦をするきっかけを作
ることが出来る、とてもやりがいを感
じる活動です！私は今年の春からこの

プロジェクトに参加し主に SNS を中心
とした活動を行っております。まだ分
からないことがありますが、一年生と
これから更なるワインプロジェクト発
展のため頑張っていきたいと考えてお
ります！
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あとがき   
最後まで読んでくださりありがとうございます。前回に引き続き、ニュースレター編集メン

バー代表を務めさせていただきました、副統括の近田優真です。  

今回は『スタイリッシュ』をテーマに私を含め 7 名のメンバ  

ーでかなり早いうちから編集を進めて参りました。報告の内容はもち

ろんのことデザインにも時間をかけていたため、高クオリティーとなっ

ていると自負しております。今回も CUC サポートの方をはじめ、先生

方にご指導いただき完成させることができました。報告でもありました

通り今回のブドウは大変残念な結果となり『悔しい』の一言に尽きま

す。ガーデンパーティーなど支援者様へとの交流もこの情勢でできず

申し訳ない気持ちでいっぱいです。しかし、挑戦に失敗はつきもので

す。今回のことにめげずにブドウの力強さを見習って精進していこうと

思います。皆様もお体ご自愛下さい。 

今後も CUC100 ワイン・プロジェクトのご支援よろしくお願いいたします。 

人間社会学部 近田優真  

いつもワインプロジェクトを応援してくださりありがとうございます。今回はプロジェクトや

ニュースレターについて、皆様から感想や意見、質問を募集したいと考えております！  

プロジェクトの発展のためにも、支援者さんとよりよい関係を築き続けるためにもご協力

していただけると幸いです。下記の URL または QR コードからサイトにアクセスしてお答え

ください。 

 

たくさんのご意見、ご感想お待ちしております！ 

 
URL： https://forms.office.com/r/XvttaQYQDH  

QR コード 

プロジェクトを 

支援してくださっている皆様へ 

そして… 
今回ブドウの収穫がゼロとなり、クラウドファンディングのリターンが変更となって

しまい誠に申し訳ございません。被害の原因を追究し、美味しいワインをお届けでき

るよう精進してまいります。これからも応援のほどよろしくお願いいたします。 
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2021 年 12 月 
制作・発行 CUC100 ワイン・プロジェクト 

印刷 CUC ドキュメントセンター 
編集・企画 CUC100 ワイン・プロジェクト 
      近田 優真 篠崎 聖奈 小西 俊太郎 岡村 京昇 
      高橋 奈々子 谷口 美波 濱守 萌衣 

 

  Il a plus de philosophie dans une bouteille de Vin que dans tous les livers. 

1 本のワインボトルの中には、全ての書物にある以上の哲学が存在する。 

        Louis Pasteur 

ルイ・パストゥール  
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