文部科学省「大学間連携共同教育推進事業」
美しい山形を活用した「社会人力育成山形講座」の展開
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文部科学省「大学間連携共同教育推進事業」
美しい山形を活用した「社会人力育成山形講座」の展開
１．事業概要
平成２４年度大学間連携共同教育推進事
業で選定された「美しい山形を活用した『社
会人力育成山形講座』の展開」は、山形県全
域の自然、歴史、文化、コミュニティ、産業、
県民性等の多彩な地域資源を教育資源とし
取り込み、さらには人口減少時代の地域の人
材育成はどうあるべきかの視点も重視した
連携取組である。その内容は、大学コンソー
シアムやまがたに加盟する高等教育機関の
教育の特色を活かした、フィールドワーク山
形、山形プロジェクト教育、山形起業教育及
びリーダーシップ教育の「社会人力育成山形
講座」と連携取組評価等を柱として、コミュ
ニケーション力、課題解決力、リーダーシッ
プ等の社会人力を有した人材育成への取組
みである。達成目標は、山形県の地域社会に
おいて活躍する、変える、担う人材を養成す
ることであり、大学教育の質保証・向上にも
適った取組である。

２．山形講座の開講科目
「社会人力育成山形講座」として４つの教
育を立ち上げ、平成２５年度は以下の科目を
開講することとした。また、山形講座を俯瞰
する講義を１科目開講することになった。
■山形フィールドワーク教育 ３科目
山形県の地域の魅力（自然・文科・歴史・
産業）を体験的に学習します。地元講師の指
導やチームでの学習を通じて、コミュニケー
ション力・行動力・チームワークを育成しま
す。

【科目名】
「感じる山形１
〜教科書の向こう側へ〜」
【担当教員】滝澤 匡（山形大学）
【開講形態】前期集中 ２単位 演習
【目的・概要】
山形県の地域の魅力（自然・文化・歴史・
産業など）を、担い手の方々の指導により体
験的に学習します。教科書では知ることがで
きない情報を五感で学び、汗と苦労の先に待
つ喜びを肌で感じます。
そのなかで、講師による対話的な指導や集
団での学習活動を通じて、「コミュニケーシ
ョン力」
・
「行動力」
・
「チームワーク」
・
「組織
における自己の確立」が養われます。
また、演習後に開催される成果報告会では
「プレゼンテーション力」が身につきます。
【科目名】
「感じる山形２
〜教科書の向こう側へ〜」
【担当教員】滝澤 匡（山形大学）
【開講形態】後期集中 ２単位 演習
【目的・概要】
山形県の地域の魅力（自然・文化・歴史・
産業など）を、担い手の方々の指導により体
験的に学習します。教科書では知ることがで
きない情報を五感で学び、汗と苦労の先に待
つ喜びを肌で感じます。
そのなかで、講師による対話的な指導や集
団での学習活動を通じて、「コミュニケーシ
ョン力」
・
「行動力」
・
「チームワーク」
・
「組織
における自己の確立」が養われます。
また、演習後に開催される成果報告会では
「プレゼンテーション力」が身につきます。
【科目名】
「最上川の自然と文化」
【担当教員】下平 裕之（山形大学）
【開講形態】後期集中 ２単位 講義
【目的・概要】
最上川は、源流から河口まで 229km に及ぶ
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日本有数の河川である。山形県の大部分が最
上川の流域に含まれ、最上川と私たちの生活
は深いかかわりを持っている。最上川を通じ
て山形の自然と文化の独自性と多様性を学
ぶ。

■山形プロジェクト教育 １０科目
地域の様々な課題を調査研究し、それに対
する提案を行います。さらに課題の調査研究
を通して地域の住民と接し、コミュニケーシ
ョン力と課題解決力の育成を図ります。
【科目名】
「地域デザイン」
【担当教員】横井 博（山形大学）
【開講形態】前期集中 ２単位 講義・演習
【目的・概要】
設定された地域の課題について、事前学習
と現地調査を踏まえて、どのように解決する
かの提案とプレゼンテーションを行うこと
により、地域課題を地域づくりの構想・企画
に変える地域デザインについて学習します。
また、これらの一連のプロセスを経て、課
題解決力、コミュニケーション力、グループ
内でのリーダーシップの社会人力を養成し
ます。
【科目名】
「集落担い手養成プロジェクト１」
【担当教員】横井 博（山形大学）
【開講形態】前期集中 ２単位 演習
【目的・概要】
過疎地域社会の集落では、自らの課題を、
行政に頼らないで主体的、継続的に解決する
自治運営が求められており、そのためには、
企画立案・実践できる担い手育成が不可欠と
なっています。その解決対応を目指す集落担
い手養成プロジェクトに参画しながら、特定
集落の担い手育成地域課題について、調査・
検討を深め、解決対応方策の諸検討を行いま
す。これらの一連のプロセスを経て、課題解
決力、コミュニケーション力、グループ内で
のリーダーシップの社会人力を養成します。

【科目名】「エコスタジアムプロジェクトを
考えよう」
【担当教員】下平 裕之（山形大学）
【開講形態】前期集中 ２単位 講義・実習
【目的・概要】
モンテディオ山形ホームゲーム開催地で
ある ND ソフトスタジアムにおけるゴミ削減
への取り組みを通じて、大規模イベントでの
環境負荷軽減を考える。
【科目名】
「地域と経済」
【担当教員】大川 健嗣（東北文教大学）
【開講形態】前期 ２単位 講義・現地調査
【目的・概要】
地域社会、特に過疎地域では多くの課題に
直面しています。本講義では、地域社会と地
域経済の視点から現地調査を行い、過疎地域
の現状把握と課題の発掘を行います。また、
実際に地域のプロジェクトに参画し、調査・
課題抽出をもとに課題解決策の提案・発表を
行うことを目指します。これらの取り組みを
通して、コミュニケーション力や課題解決力、
プレゼンテーション力の向上を図ります。
【科目名】
「プロジェクト型演習」
【担当教員】平林 千春（東北芸術工科大学）
【開講形態】前期 ２単位 講義・演習
【目的・概要】
地域のリソースの拡充を目指し、山形県内
で行われているさまざまなプロジェクトへ
の参画を通し、地域マネージメントの実際に
ついて学ぶ。Ｊリーグチームのモンテディオ
山形のホームゲームのサポート活動等を中
心に展開する。
【科目名】「農村観光を含む新規営農による
集落の再生」
【担当教員】温井 亨（東北公益文科大学）
松山 薫（東北芸術工科大学）
【開講形態】前期集中 ２単位 演習
【目的・概要】
集落存続の危機にある村山市五十沢地区
で新規就農による村の再生を考え、具体的な
提案を行うことを目的とします。そのために
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受講者の皆さんには２つの作業をしてもら
います。１つは現実を踏まえた提案とするた
めに、農水省の施策である「人・農地プラン」
に落とし込む作業をします。これにより新規
就農者への助成金が確保されます。
次に五十沢地区で就農したい、訪ねてみた
いと思わせる地域の魅力を発見し、それをグ
リーンツーリズムとして展開する方法を考
えます。
【科目名】
「集落担い手養成プロジェクト２」
【担当教員】横井 博（山形大学）
【開講形態】後期集中 ２単位 演習
【目的・概要】
過疎地域社会の集落では、自らの課題を、
行政に頼らないで主体的、継続的に解決する
自治運営が求められており、そのためには、
企画立案・実践できる担い手育成が不可欠と
なっています。その解決対応を目指す集落担
い手養成プロジェクトに参画しながら、特定
集落の担い手育成地域課題について、調査・
検討を深め、解決対応方策の諸検討を行いま
す。これらの一連のプロセスを経て、課題解
決力、コミュニケーション力、グループ内で
のリーダーシップの社会人力を養成します。
【科目名】
「実践的コミュニケーション学」
【担当教員】福島 真司（山形大学）
【開講形態】後期集中 ２単位 演習
【目的・概要】
コミュニケーション能力を高めるために
は、理論的な背景を知ることよりも、実践的
に他者と接触する「場面」を数多く経験する
ことが必須となる。しかもその場面は、一大
学の学生同士といった同質集団内の接触で
はなく、普段接触することの少ない多様性の
高い集団との接触が重要である。本授業では、
他大学の学生、企業の方々等と、対面での議
論、web を通した議論等数多くの場面を持つ
ことを通して、実践的なスキルアップを目指
す。

【開講形態】後期集中 １単位 演習
【目的・概要】
多くの課題を抱える過疎地域での現地調
査を通して、地域課題を発掘し、学生同士で
の議論や分析を行います。そこから解決の糸
口を見つけ出し、その成果を発表することを
目指します。また本講義は、前期授業の「地
域と経済」での取り組みを踏まえまがら、実
際に地域のプロジェクトに参画し、地域づく
りの手法について体験的に学びます。授業を
通して、コミュニケーション力や課題解決力、
プレゼンテーション力の向上を図ります。
【科目名】
「ボランティア実習」
【担当教員】土居 洋平（東北文教大学短期
大学部）
【開講形態】後期 １単位 講義・演習
【目的・概要】
この科目では、県内のＮＰＯ／ボランティ
ア活動に参加し、ボランティア活動の実態、
意義、社会的役割を学ぶことを目標とします。
また、実体験をもとに活動の意義、課題を考
えることで、ボランティアについてのより深
い理解を得ることを目指します。

■山形起業教育 ９科目
身の周りの問題を見つけ、生活がより良く
なるための解決方法を探し、企業などが常に
求めている仕事の原理を学びます。
【科目名】
「起業論」
【担当教員】池田 知之（東北芸術工科大学）
【開講形態】前期 ２単位 講義
【目的・概要】
起業家精神とマネジメントの実態に触れ、
「社長」の意識でいきいきと働く人材の育成
を目標としている。
会社経営を目指している、フリーランスで
事業を行っていこうとする人だけでなく、組
織の中でリーダーシップを発揮したいと考
える人を対象とする。

【科目名】
「地域作りとその手法」
【担当教員】大川 健嗣（東北文教大学）
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【科目名】
「起業演習」
【担当教員】池田 知之（東北芸術工科大学）
【開講形態】前期 ２単位 演習
【目的・概要】
起業家精神とマネジメント手法を学びな
がら、グループワーク形式で実際にプロセス
を体験し、起業に対して理解を深めることを
目指す。
【科目名】
「アントレプレナーシップ論Ⅰ」
【担当教員】青木 孝弘（東北公益文科大学）
【開講形態】前期 ２単位 講義・演習
【目的・概要】
起業に必要なマインドや仕事術について、
山形県内で活躍する若きアントレプレナー
（起業家）への聴き取り調査から、主体的に
学習します。
【科目名】
「アントレプレナーシップ演習Ⅰ」
【担当教員】青木 孝弘（東北公益文科大学）
【開講形態】前期 ２単位 講義・演習
【目的・概要】
起業に係る法律や財務会計、組織運営等の
知識を、実際に会社設立のプロセスを体験し
ながら、習得します。
【科目名】
「起業家ビジネス論」
【担当教員】池田 知之（東北芸術工科大学）
【開講形態】後期 ２単位 講義
【目的・概要】
起業家の視点を学び、最新の経営理論を取
り入れながら事例を交えた実践による研究
を行う。
【科目名】
「起業家ビジネス演習」
【担当教員】池田 知之（東北芸術工科大学）
【開講形態】後期 ２単位 演習
【目的・概要】
起業家の視点を学び、最新の経営理論を取
り入れながらグループワーク形式で実際に
プロセスを体験し、起業家視点の理解を深め
ることを目指す。

【科目名】
「アントレプレナーシップ論Ⅱ」
【担当教員】青木 孝弘（東北公益文科大学）
【開講形態】後期 ２単位 講義・演習
【目的・概要】
ビジネスプランニングの手法を学び、起業
にとって不可欠な事業構想力の基礎を築き
ます。顧客に買って頂く仕組み（マーケティ
ング）と、持続する仕組み（戦略的マネジメ
ント）を学ぶとともに、実際にまちを視察し
て得たアイディアを練り、ビジネスプランを
作成します。
【科目名】
「アントレプレナーシップ演習Ⅱ」
【担当教員】青木 孝弘（東北公益文科大学）
【開講形態】後期 ２単位 講義・演習
【目的・概要】
起業に係る法律や財務会計、組織運営等の
知識、および新規サービス開発を、実際に会
社運営を体験しながら、習得します。また、
PDCA サイクル、BSC（バランススコアカード）
による業績評価を実践的に学習します。
【科目名】
「社会起業家論」
【担当教員】西田 みづ恵(東北公益文科大学)
【開講形態】後期集中 ２単位 講義
【目的・概要】
社会起業家が、各々の地域が抱える課題を
解決するために、どのように様々な主体が協
働する仕組みを作っているのか、その具体的
方策について、事例と理論から学びます。そ
して、授業後には、地域の課題を解決するた
めの何らかの行動を起こすことを目指し、課
題発見解決力、コミュニケーション力、創造
力・企画力・リーダーシップを、ケース教材
を用いたディスカッション、グループワーク、
理論研究などによって育成します。

■リーダーシップ教育 ４科目
次の時代や社会を切り拓くリーダーシッ
プ意識を作り出します。状況変化が生じて新
たな問題に直面する場合の対応能力、チーム
を牽引できる力を育成します。
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【科目名】
「リーダーシップ論Ⅰ」
【担当教員】柴田 孝（山形大学）
【開講形態】前期集中 ２単位 講義
【目的・概要】
人生の難問には簡単な解決方法など無い
と言われています。その中で「どうすれば豊
かなキャリアを歩めるだろうか」。本授業で
は人生の状況変化に応じて賢明な選択をす
る手助けとなる「ものの見方」「考え方」や
「行動の仕方」を学びます。なぜ今、皆さん
にリーダーシップ論が必要なのか、理解を深
めていただき、皆さんが歩んできた人生を振
り返り「自分史」の作成や今後の目標や夢を
描いて「キャリアデザイン」を作っていただ
きます。
【科目名】
「リーダーシップ論Ⅱ」
【担当教員】柴田 孝（山形大学）
【開講形態】前期集中 ２単位 講義・演習
【目的・概要】
人生の難問には簡単な解決方法など無い
と言われています。その中で「どうすれば豊
かなキャリアを歩めるだろうか」。本リーダ
ーシップ論では人生の状況変化に応じて賢
明な選択をする手助けとなる「ものの見方」
「考え方」や「行動の仕方」を学びます。リ
ーダー実践者の持論に触れ、議論と対話と一
人ひとりの内省（振り返り）を通して、受講
生一人ひとりのリーダーシップ感（素論）を
磨くことを目標としています。
【科目名】
「リーダーシップ論Ⅲ」
【担当教員】柴田 孝（山形大学）
【開講形態】後期集中 ２単位 講義・演習
【目的・概要】
人生の難問には簡単な解決方法など無い
と言われています。その中で「どうすれば豊
かなキャリアを歩めるだろうか」。本リーダ
ーシップ論では人生の状況変化に応じて賢
明な選択をする手助けとなる「ものの見方」
「考え方」や「行動の仕方」を学びます。こ
こではリーダー実践者の持論に触れ、現場で
の体験を中心に学習します。実体験を通して
リーダーシップ感を醸成してキャリアデザ

インに役立てます。
【科目名】
「リーダーシップ論Ⅳ」
【担当教員】柴田 孝（山形大学）
【開講形態】後期集中 ２単位 演習
【目的・概要】
人生の難問には簡単な解決方法など無い
と言われています。その中で「どうすれば豊
かなキャリアを歩めるだろうか」。本リーダ
ーシップ論では人生の状況変化に応じて賢
明な選択をする手助けとなる「ものの見方」
「考え方」や「行動の仕方」を学びます。こ
こでは海外（ベトナム）での課題解決型リー
ダーシップ体験や現地企業での就労体験を
通してグローバル・リーダーに必要な資質に
ついて学びます。

◆導入科目 １科目
【科目名】「山形を知り、山形を愛し、山形
で働き、山形を担う」
【担当教員】安田 弘法、滝澤 匡(山形大学)
【開講形態】前期 ２単位 講義
【目的・概要】
山形県は人口減少により人的資源が著し
く乏しい状況にあります。そのような中、山
形で活躍し、地域社会を変革して、将来の山
形を担う人材の養成が不可欠です。この科目
では、山形の歴史、人物、自然、文化、産業、
地域、社会などを多面的に学び、山形で働き、
担うために必要なことを考えます。山形県の
地域・社会・企業等において「活躍する」
「変
える」「担う」人材の育成を目標としていま
す。

３．先進事例調査
共同教育ＦＤ事業に関する先進事例調査
を以下のように行った。
■ 金沢大学が代表校として採択された「学
都いしかわ・課題解決型グローカル人材育成
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システムの構築」（以下、金沢大学ＧＰ）に
ついて、及び大学コンソーシアム石川が実施
している「地域課題研究ゼミナール支援事
業」について
○趣旨
金沢大学ＧＰでは山形講座のねらいであ
る課題解決力の育成についてどのような視
点で実施しようとしているのか、またその実
施と大学コンソーシアム石川との関連性等
について視察し、今後の山形講座の進め方の
参考とする。
○期間
平成２５年１月２１日（月）〜２２日（火）
○視察者
大川健嗣
横井 博
鈴木啓伸
井上美樹

東北文教大学・山形人材育成委員
会共同教育部会長
山形大学・山形人材育成委員会企
画運営部会長
山形大学・大学コンソーシアムや
まがた事務局長
山形大学・山形人材育成委員会共
同教育部会担当

○行程
２１日（月） 山形市〜金沢市（移動日）
２２日（火）午前
金沢市 大学コンソーシアム石川

成額１件につき３０万円以内）」及び平成１
９年から始めている「地域貢献型学生プロジ
ェクト推進事業（助成額１件につき１５万円
以内）
」の成果から生まれている。ちなみに、
平成２４年度「地域課題研究ゼミナール」の
地域から５８の提案件数がありそのうち１
９件を採択しているという状況である。また、
「地域貢献型学生プロジェクト推進事業」は
３０の地域からの提案件数があり、そのうち
１１件を採択している。このように、それだ
け当該事業に対する地域の満足度や納得度
が高い評価となっている。そのような実績を
このたびの金沢大学ＧＰでは「地域課題のジ
ャスト・イン・タイム・システム」というも
のに構築しようとしている。
② 「地域課題研究ゼミナール」等の特徴と
して、報告会での交流を重視（全てに奨励賞）
していること、単位と連動しているわけでは
ないこと（大学の判断であるが）、修了証を
インセンティブとして大学を越えて発行し
ていること、この事業推進の原動力でもある
が見える形で地域に入っていること、といっ
た事項があげられる。
③ 実施体制については、当該ＧＰの統括本
部を大学コンソーシアム石川の運営委員会
のもとに置き、運営委員会委員長が本部長を
兼務する。また、統括本部のもとに、地域の
ステークホルダーが参加する推進会議を置
き、さらに具体的に事業を進めるために５つ
の事業グループを置く、としている。

○視察内容詳細
（１）応対者
古畑徹
金沢大学人間社会研究域歴史言
語文化学系教授
池田幸應 金沢星陵大学人間科学部教授
山本正一 大学コンソーシアム石川事務局
長
木井将貴 大学コンソーシアム石川主幹

（３）感想
大学コンソーシアム石川の地域と大学（教
育）との連携実績がこのたびのＧＰの基にな
っている。このように自治体との連携成果は
見るべきものがあり、山形のＧＰや大学コン
ソーシアムやまがたの事業において、自治体
連携のあり方は今後の重要なテーマである。

（２）説明等事項
① 金沢大学ＧＰの「課題解決型人材育成」
は、大学コンソーシアム石川が平成１７年か
ら始めている「地域課題研究ゼミナール（助

■ 大学コンソーシアム京都が実施してい
るインターンシップ・プログラム（コーオプ
教育）について
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○趣旨
山形講座が取り組もうとしているコーオ
プ教育について視察し、今後の山形講座の進
め方の参考とする。
○期日
平成２５年１月２２日（火）
○視察者
大川健嗣
横井 博
鈴木啓伸
井上美樹

東北文教大学・山形人材育成委員
会共同教育部会長
山形大学・山形人材育成委員会企
画運営部会長
山形大学・大学コンソーシアムや
まがた事務局長
山形大学・山形人材育成委員会共
同教育部会担当

○行程
２２日（火）午後
京都市 大学コンソーシアム京都
○視察内容詳細
（１）応対者
徳永寿老 大学コンソーシアム京都事務局
長
徳永智史 大学コンソーシアム京都教育事
業部次長
（２）説明等事項
① このプログラムは、１９９８年度から全
国に先駆けて開始されており、１０年を超え
る豊富な実績がある。延べ約７，２００名の
学生と４，１００を超える企業等が参加して
いる。インターンシップ参加学生は例年約９
割が「満足」という回答を示している。
② 大学コンソーシアム京都は、学生募集広
報、出願受付の事業運営に当たる。また、リ
スク管理対策室を設けて、受け入れ先担当者
や学生からの相談に対応している。事前・事
後学習は業種・業界ごとに１５〜２０名のク
ラスを編成して、各大学の教員がコーディネ
ートする形で行われ、学生をサポートしてい
る。

③ 「短期実践型インターンシップ」と「長
期プロジェクト型インターンシップ」の二つ
のプログラムがある。前者は、夏期休暇中の
約２週間から１カ月程度（実働１０日間以
上）にわたって行われるもので、ビジネスコ
ースとパブリックコースに分かれて行われ
る。実習に参加する学生の約９割を占めてい
る。２０１２年度は約６８０名の応募があり、
約３８０名が参加した。後者はプログレスコ
ースとして行われており、受け入れ先が提示
するテーマ・課題に対して約６カ月のプロジ
ェクト型、成長重視型のインターンシップで
ある。２０１２年度実施のプロジェクトとし
て、京都府教育委員会の「教員養成サポート
セミナー」、株式会社弘の「飲食店アルバイ
トスタッフに向けた課題解決コンサルティ
ング（成果とやりがいを創出する）」などが
ある。
（３）感想
山形講座にとって、大学コンソーシアムや
まがたにとって、それぞれ非常に参考となる
インターンシップ・プログラムである。山形
の場合は、このようなモデルプログラムを念
頭に置いて、まずは先行する大学の取り組み
事例をいかに作っていくかということから
始めていく必要があるのではないだろうか。

■ 龍谷大学が代表校として採択された「地
域資格制度による組織的な大学地域連携の
構築と教育の現代化」
（以下、龍谷大学ＧＰ）
について
○趣旨
龍谷大学ＧＰでは、大学が地域社会の課題
にパートナーの一員となって取り組む組織
的で恒常的な仕組みを構築する、ということ
を目指しているが、その内容等について視察
し、今後の山形講座の進め方の参考とする。
○期日
平成２５年１月２３日（水）
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○視察者
大川健嗣
横井 博
井上美樹

東北文教大学・山形人材育成委員
会共同教育部会長
山形大学・山形人材育成委員会企
画運営部会長
山形大学・山形人材育成委員会共
同教育部会担当

○行程
２３日（水）午前
京都市 龍谷大学
○視察内容詳細
（１）応対者
白石克孝 龍谷大学政策学部学部長、地域協
働総合センターセンター長
大石尚子 龍谷大学地域協働総合センター
リサーチ・アシスタント
岩崎慎平 龍谷大学地域協働総合センター
博士研究員
久保友美 一般財団法人地域公共人材開発
機構事務局次長
橋本洋平 龍谷大学政策学部教務課
（２）説明等事項
① 「地域公共政策士」資格制度について
これは、平成２０〜２２年度文科省戦略的
大学連携支援事業の取組として開発された
ものである。
地域活動や政策形成においてコーディネ
ートできる人材を「地域公共人材」とし、そ
のような人材が持つべき知識や経験、能力を
見える化する仕組みとして、２０１１年度か
ら本格的にスタートしたのが、公共で働くた
めの職能資格「地域公共政策士」制度である。
「地域公共政策士」資格取得の流れは次の
ようになっている。
大学等が提供する「地域公共政策士」資格
教育プログラム（学士レベルと修士レベル
あり）を履修→共通プログラム「キャップ
ストーン」と「特別講義」の履修→地域公
共人材開発機構に申請・認定→「地域公共
政策士」資格取得
この地域公共人材開発機構は、「地域公共
政策士」の資格教育プログラムの質を担保す

るために社会的認証を行う認証機関である。
一般財団法人として大学（同志社大学、立命
館大学、龍谷大学の３大学）、京都経済団体
協議会及び個人から基金（基本財産として
３００万円）が拠出されて２００９年１月に
設置された。
② 龍谷大学ＧＰについて
龍谷大学ＧＰは大学立地がない地域にお
ける大学地域連携のモデルを構築すること
に重点的に取り組むもの。京都府北部地域の
唯一の大学である成美大学に大学地域連携
オフィスを設置し、京都府や自治体、NPO、
経済団体と共に組織した京都府北部地域・大
学連携機構をとおして大学共同の課題解決
型の教育プログラムの開発を目指す。なお、
２年半にわたる北部地域との地域大学連携
取組の経過がある。
次の段階で、地域公共政策士資格教育プロ
グラムを開発されたプログラムに埋め込む
ことで、教育の質保証を指向している。
（３）感想
① 龍谷大学ＧＰには、大学間で教育プログ
ラムを調査研究し、その蓄積が次のプロジェ
クト（ＧＰ）につながっていく、というプロ
セスを見ることができる。また、教育プログ
ラムという形に調査研究の成果をまとめる
ことは、大学を連携するための重要な要素で
ある。
② 地域公共政策士資格制度は内容的、制度
的に極めて参考となる。
③ 龍谷大学ＧＰの取組内容は、ＥＵ及びア
メリカの高等教育の研究調査事項を基にし
て、その日本版を作成したものとなっている。
一歩先んじた取り組みとするためにもその
ようなグローバル的視野をもつことの重要
性を痛感する。山形版でこのような状況を考
えれば、まずは大学コンソーシアムやまがた
内にそのようなシーズの調査研究を行う機
能が必要なのではないだろうか。

■ お茶の水女子大学「女性リーダーを創出
する国際拠点の形成（文科省特別経費プロジ
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ェクト平成２２〜２７年度）」
（以下、お茶の
水女子大学ＧＰ）について
○趣旨
お茶の水女子大学ＧＰでは山形講座のね
らいであるリーダーシップの育成について
どのような視点で何を実施しようとしてい
るのか等について視察し、今後の山形講座の
進め方の参考とする。
○期日
平成２５年２月１８日（月）
○視察者
柴田 孝
横井 博
庄司有里

山形大学・山形講座リーダーシッ
プ教育担当
山形大学・山形人材育成委員会企
画運営部会長
山形大学・山形人材育成委員企画
運営部会担当

○行程
１８日（月）午前
文京区 お茶の水女子大学
●視察内容詳細
（１）応対者
鷹野景子 お茶の水女子大学副学長、付属図
書館長
頼住光子 お茶の水女子大学リーダーシッ
プ養成教育研究センター長
（２）説明等事項
① 「みがかずば」の理念（→昭憲皇太后か
ら下賜された、校歌「みかがずば 玉もかが
みも なにかせん 学びの道も かくこそ
ありけり」の「みがかずば」であり、お茶の
水女子大学の教育理念）に基づいた女性のリ
ーダーシップを育成するための教育と環境
づくりとしている。
② お茶の水女子大学ＧＰの取組内容は次
のとおり。
・女性リーダー育成のための授業及び講演会
（授業としては「女性リーダーへの道」を設

け、入門編、ロールモデル入門編、実践入門
編を行っている。山形県知事吉村美栄子氏も
登壇。）
・世界で活躍できる若手研究者の育成
・学生自主企画の実施支援（学内新聞「お茶
娘タイムス」の発行、風評被害に悩む福島産
野菜を使用したスイーツ販売、マッサージボ
ランティア等実施）
・女性研究者支援
・科学技術立国を担う次世代リーダー育成啓
蒙（４女子大学-お茶の水、津田塾、東京女
子、日本女子-共催イベントとして「サイエ
ンス・フェスティバル」開催）
・A−WiL 国際シンポジウム（２０１２年開
催、参加大学は、韓国・梨花女子大学、アメ
リカ・マウントホリヨーク大学、イタリア・
コレージョ・ヌォーヴォ大学、お茶の水女子
大学）
③ 実施体制は、男女共同参画推進本部のも
とに「リーダーシップ養成教育研究センタ
ー」を置いて全学体制をしいている。

（３）感想
特に女性リーダーとして求められるべき
資質は何か？という難しいと思われる質問
に対し、
「しなやかさ（cofidence）
」という
答がかえってきた。なるほどである。

■ 東京大学各務教授のリーダーシップ論
について
○趣旨
企業と大学のシーズを連携させる事業の
視点からリーダーシップとはどのようなも
のかについて拝聴し、今後の山形講座の進め
方の参考とする。
○期日
平成２５年２月１８日（月）
○視察者
柴田 孝
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山形大学・山形講座リーダーシッ

横井 博
庄司有里

プ教育担当
山形大学・山形人材育成委員会企
画運営部会長
山形大学・山形人材育成委員企画
運営部会担当

○行程
１８日（月）午後
文京区 東京大学
○視察内容詳細
（１）応対者
各務茂夫 東京大学産学連携本部事業化推
進部長、教授
（２）説明等事項
① 起業家教育のプランからアクションへ
の間には相当大きな隔たりがある。学生に死
生観を補完する濃密な人間関係（折れない
心）があるかどうか。
② リーダーシップについて
困難にどう立ち向かうかがポイント。そも
そもパッションとは「受難」である。その場
合、古典を使うことがよくあるが、それは困
難、誘惑への対応を学ぶことができるからだ。
改革は受難を伴う。だから、精神論を超えた
何かが必要とされる。
③ アクションラーニング
ＮＰＯ法人ＥＴＩＣ、文京区、東京大学の
コラボ事業を展開している。社会起業家育成
が目的であるが、実質的ねらいは、難しい場
面に遭遇すること、不勉強を知ること、大人
と子供は何が違うのかを知ること、である。
④ リーダーシップの評価について
個人がどういう貢献をしたか、が評価のポ
イント。しかし、特定の期間では難しい。ビ
ジネススクール（アメリカ）の場合は、どう
いう決定をしたか（まとめられるか、答えら
れるか）についてストレスを与えて発表させ
ている。またヨーロッパは人の話をまとめる
ことに力点を置く。それは、部分否定しそこ
にビルトオンできるか、身近なことを現代的
に置き換えられるか（あてはめられるか）、
という視点である。

４．海外研修現地調査
調査趣旨：リーダーシップ論Ⅳにおけるベト
ナム（ハノイ農業大学）での海外演習先（平
成２５年１１月１７日（日）〜２４日（日）
予定）の受入れ施設見学や担当部門との実施
計画全般の確認及び課題の抽出等の事前確
認を行う。
調査期間：平成２５年３月８日（金）〜
３月１４日（木）
参加者 ：安田弘法理事、柴田孝教授、滝澤
匡准教授（渉外課プロジェクト教員）、尾形
睦教務補佐員（渉外課）
現地同行：大崎直太教授（国際交流担当）

主な調査内容：
１．実習計画の有効性と修正・課題の抽出に
ついて
・ハノイ農業大学への受け入れ依頼と施設見
学
・受入れ予定のグループ（日本語研修生）へ
の趣旨説明と実施のための課題の把握
・実習テーマの事前打合せと現地見学
・安全面の確認
２．現地調査
・大学内施設見学（宿泊予定、教室、食事等）
・大学周辺の見学（農場、商店街、市場等）
・ハノイ農業大学の参加予定学生との意見交
換
ハノイ農業大学と山形大学の関係
山形大学と学術交流協定を結び、これまで
に学生の短期留学や日本語チューターの交
流事業が行われている。またハノイ農業大学
内に山形大学のサテライトが開設されてい
る。
ハノイ農業大学概要
ハノイ農業大学は、１９５６年に設立され、
ベトナムの農業大学では最も教育や研究の
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評価が高く、２００ヘクタールの敷地に１３
学部、１２附属研究所を持つ大規模な大学で
す。学生数は約２５０００人、教職員数約１
３００人で、 欧米や日本及びアジア諸国の
大学と共同研究や国際交流を行っている。

ハノイ農業大学副学長、国際交流担当者、
日本語教室の現地学生、大崎教授と訪問メ
ンバーで懇親会を開き、協力を要請した。
ハノイ農業大学の学生からリーダーシッ
プⅣのグループ演習に関して多くの意見
と関心を持ってもらうことができた。
研修を想定したハノイ市内の見学。
ハノイ市街地での演習は交通面での安
全や治安などを考慮し、短期間での課題解
決型演習の実施は難しいと判断した。
・３月１４日
成田着

３．演習課題の決定プロセス
参加予定のハノイ農業大学の学生と意見
交換して次のようなことを決めた。
①ハノイに演習に行く前に、ハノイ農業大学
の受入グループのリーダーとなる学生が山
形を訪問して演習に参加する日本人の学生
と事前の意見交換（７月か８月頃）を行い、
テーマ選定やグループの構成、演習の実施方
法を事前に話し合う。
②安全面を考慮してハノイ市内ではなくハ
ノイ農業大学の周辺の市場や農場などで課
題を捜し演習を実施する。
調査スケジュール
・３月８日
成田に移動
・３月９日
ハノイ着
大崎教授と事前打合せ
ハノイ農業大学の学生と懇談
・３月１０日
ハノイ農業大学の施設見学
国際交流センター、日本語教室、留学
生宿泊施設、現地学生寮、大学周辺の
商店街、農場、市場
参加予定現地学生（日本語研修生）との
意見交換
演習計画を説明して演習の内容や課
題を話し合い問題点を洗い出した。
演習テーマ
ハノイ農大学の受入グループのリー
ダーと演習テーマについて意見交換を
計画する。
課題はハノイ農業大学及びその周辺で
探す。手ごろなテーマ（環境問題や市場
関連）は多数見受けられた。
・３月１１日〜１３日
演習を想定し、大学周辺を探索した。テ
ーマの候補を確認しながら大学周辺マー
ケット、大学周辺農場を調査した。

ハノイ農業大学学生と意見交換

５．連携取組評価
連携取組評価部会及び教育評価チームに
おいて、平成２５年度山形講座の教育評価方
法について検討を行い、次のように評価方法
を定めた。
（１） 連携取組評価事項と共同教育評価
表１のとおり
（２）評価プロセス 表２のとおり
（３）共同教育評価の２５年度方針
①２５年度の共同教育評価は試行的（部分
的）に行う。２６年度以降は、その結果を
踏まえて方針を固める。
②共同教育評価は、山形講座により学生の
社会人力（コミュニケーション力、課題解
決力、リーダーシップ）がどれだけ育成さ
れたかの視点で行う。
③山形講座で学生が設定する履修目標が
どれだけ実現されたかの視点も加えて行
う。
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表１ 連携取組評価事項と共同教育評価
評価事項

評価内容

評価方法

１ 学生の社会人力育成
（１）社会人力育成

①山形講座による学生の社会人力
（コミュニケーション力、課題解決
力、リーダーシップ）の達成度

①学生の自己評価
②教員の評価

②山形講座による学生の目標実現度

①学生の自己評価
②教員の評価

（２）教育プログラムの
確立

①山形講座の各授業科目プログラム
の確立度

①学生、教員の評価

（３）４００人

①実績

①社会人力育成山形講座受講生の山
２ 地域の人材育成
（１）山形県で活躍する、 形県で活躍したい等の意識度
変える、担う人材の育成

①学生の意向

（２）地域総がかりで取
り組むこと

①ステークホルダー
の意向

①社会人力育成山形講座が及ぼす地
域における人材育成への影響度

表２ 評価プロセス
２４年度
①共同教育評価方法
②IRシ評価ステム導入調査研究
③履修証の発行

連携取組評価部会
IRシステム評価チーム会議
共同教育部会

担当教員
との調整

２５年度
A大学
a教員・X科目
①学生の評価
・社会人力達成
度自己評価
（ルーブリック評
価含む）
・履修目標実現
度自己評価
・授業評価
②教員コメント

共同教育
データ

IRシステム
評価分析

分析結果

連携取組評価部会
共同教育部会
↓
①共同教育評価
方法の検討・見直し
②授業科目の検討
③IR評価システム
検討

履修証
希望者へ発行

作成
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２６年度共
同教育評
価の設定

学生

（４）社会人力達成度自己評価書
表３のとおり
表３ 社会人力達成度自己評価書
コミュニケーション力

評価項目

達成度

①（規律性）挨拶が行われている

５よくできた

②（傾聴力）相手の話を聞く（理解する）ことができる
③（発信力）相手に自分の意見を伝えることができる

４できた
３おおむねできた
２努力を要する
１分からない

④（柔軟性）相手とその場に適った対話ができる
⑤（働きかけ力）目的にそって相手に働きかけができる
課題解決力

⑥（働きかけ力）その場を修復するように相手と対応することができる
①（現状把握力）現状を把握することができる
②（現状分析力）現状を分析することができる
③（課題発見力）現状から課題を設定（発見）することができる
④（課題解決力）設定された課題を解決する提案ができる
⑤（提案力）設定された課題を解決する提案を表現することができる

リーダーシップ

①（行動力）求められている時に行動を成し遂げることができる
②（模範力）他の範となるような言動を行うことができる
③（統率力）グループをまとめ、誘導するような行動を行うことができる
④（自己実現力）自分の求めている事を成し遂げることができる

（５）社会人力履修目標実現度評価
表４のとおり
（６）授業評価
学生からの授業改善アンケート調査も行
う。
（７）履修証
①目的
・履修の可視化
・
（山形講座履修のインセンティブ）履
修証の社会的（就職活動）活用

②発行
・担当教員と人材育成委員会委員長
の共同発行。
・発行は学生の要請による。
・１科目につき１履修証
・原則として平成２６年度から発行す
るが、２５年度については部分的に発
行することができる。
③履修証のイメージ
表５のとおり
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表４ 社会人力履修目標実現度自己評価書
受

○社会人力履修目標設定

講

＜例：コミュニケーション力を高めたい＞

開
始
時
受

○目標に対する自己評価

講

・よく実現した ・実現した ・おおむね実現した ・まだ努力を要する ・分からない

中

○評価内容
＜例：相手の意見を聞いて理解するが、うまく主張できない＞
○教員コメント

受

○社会人力履修目標実現度

講

・よく実現した ・実現した ・おおむね実現した ・まだ努力を要する ・分からない

終

○自分はどう変わったか

了

（１） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

時

（２） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（３） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○何を学んだか
（１） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（２） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（３） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○教員コメント

表５ 履修証イメージ
社会人力育成山形講座
履修証
氏名
履修科目

○○○○
○○○○○○○
平成２５年△〜△月履修

何を学んだか（※学生記載事項）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
担当教員コメント（※激励型）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成○○年○○月○○日
科目担当教員

○○○

山形人材育成委員会委員長
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安田弘法

学生

６．ＩＲシステムの導入
ＩＲシステム評価チーム会議において、Ｉ
Ｒシステムとは何か、ＩＲ導入に関わる諸課
題等について意見交換を行い、平成２５年３
月にＩＲシステムを導入した。
ＩＲシステム評価の構築目的は、①共同教
育評価について分析し、共同教育の社会人力
に関する教育効果を明らかにすること、②共
同教育評価情報と学生関連情報の相関性を
分析し、出口効果等の共同教育の教育効果を
明らかにすること、である。
平成２５年度は、学生に授業開始時、授業
終了時に授業についてのアンケートを行い、
そのデータを基にして、社会人力、コミュニ
ケーション力、課題解決力、リーダーシップ
がどの程度身に付いたかを数値化し、分析す
ることを目指す。

プログラム
開会
主催者挨拶
第１部 基調講演
「激動期の人材育成」
東北公益文科大学学長 町田 睿氏
第２部 事業内容の紹介
①事業全体説明
山形大学 教授 横井 博
②各教育内容説明
◆山形フィールドワーク教育
山形大学 准教授 滝澤 匡
◆山形プロジェクト教育
東北文教大学 教授 大川 健嗣
◆山形起業教育
東北芸術工科大学 講師 池田知之
◆リーダーシップ教育
山形大学 教授 柴田 孝

７．キックオフシンポジウム
県民の皆さまに、当事業および社会人力育
成山形講座とはどのようなものかを広く知
ってもらうために、キックオフシンポジウム
を開催し、約１５０名が参加した。
タイトル：山形県民シンポジウム
「挑戦！山形で活躍する人づくり」
〜美しい山形を活用した「社会人力育成山形
講座」キックオフシンポジウム〜
日時：平成２５年３月１５日（金）
シンポジウム １３：３０〜１７：００
情報交換会
１７：３０〜１９：３０
会場：ホテルキャッスル
シンポジウム ２階 弥生の間
情報交換会
２階 シュノンソー
対象：山形県民、県内企業関係者、県内自治
体関係者、県内教員関係者、教職員関係者、
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第３部 パネルディスカッション
テーマ：「山形県における人づくり」
コーディネーター
山形大学 理事 安田 弘法
①話題提供
山形県の発展を担う人材育成への期待
山形県企画振興部企画振興課
企画主幹 玉木 康雄 氏
起業から見た人材育成への要望と現状
スズキハイテック株式会社
代表取締役社長 鈴木喜代壽 氏
大学がなすべき人材育成のあり方
山形大学 教授 柴田 孝
学生が感じている社会に出ての不安や
希望
東北芸術工科大学芸術学部
３年 齋藤 翔太 氏
東北公益文科大学公益学部
３年 武田 拓也 氏
②パネリストによる質疑応答と参加者と
の討論
③総括・議論のまとめ

山形新聞
平成２５年３月３日（日）
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山形新聞
平成２５年３月６日（水）

山形新聞
平成２５年３月３０日（土）

山形新聞
平成２５年３月１６日（土）

８．広報
「美しい山形を活用した『社会人力育成山
形講座』の展開」の広報を下記のとおり行っ
た。
■ＹＴＳ「提言の広場」での広報
放送日：平成２４年２月１６日（土）
時 間：７；３０〜８：００
出演者：
山形経済同友会 株式会社天童木工
取締役社長 加藤昌宏
山形大学理事 安田弘法
山形大学 人文学部１年 田中文奈
東北公益文科大学 公益学部
３年 武田拓也
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■ホームページの開設
開設日：平成２５年２月２６日（火）
URL: http://sodateru-y.jp/

パンフレット表紙

■ハンドブックの作成
当事業で開講する授業内容を掲載した、主
に学生向けのハンドブックを作成し配布
したた。

■パンフレットの作成
当事業の概要を紹介した、主に一般、企業、
自治体向けのパンフレットを作成し、関係者
へ配布した。

仕様：Ａ５、中綴じ、フルカラー、３８頁
数量：１１，０００部
１． 授業開講メッセージ
２． 山形講座、４つの教育の紹介
３． 平成２５年度開講予定授業一覧
４． 各授業の概要、紹介
５． 単位互換、自己評価、履修証について

仕様：Ａ３判２つ折り、両面、フルカラー
数量：２０，０００部
１． 概要
２． 山形講座４つの教育の紹介
３． 単位互換、履修証、自己評価について
４． 経済界、代表校からのメッセージ

ハンドブック表紙
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■山形起業教育（東北公益文科大学）の広報
コミュニティ新聞
平成２５年３月２２日(金)

コミュニティ新聞
平成２５年３月２９日（金）

山形新聞
平成２５年３月２３日(土)

９．山形人材育成委員会
平成２４年１０月〜平成２５年３月にか
けて下記のとおり山形人材育成委員会総会
および部会等を開催した。
【山形人材育成委員会総会】
第１回山形人材育成委員会総会
日 時 平成２４年１０月２９日（月）
１５：００〜１７：００
場 所 ゆうキャンパス・ステーション
出席者 ２１名

山形新聞
平成２５年３月２２日(金)

［議 題］
１ 開
会
２ あいさつ
大学間連携共同教育推進事業代表校
山形大学理事・副学長 安田 弘法
３ 「大学間連携共同教育推進事業」の経過
説明について
４ 委員長等の選任について
［協議事項］
１ 平成２４年度 山形人材育成委員会事業
計画書（案）について
２ 平成２４年度大学間連携共同教育推進
事業収支予算書（案）及び平成２４年度山形
人材育成委員会収支予算書（案）について
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５
６

［議 題］
１ 開
会
２ 【企画運営部会】
（１）部会長の選任について
（２）広報関連事業について
・パンフレット
・ハンドブック
・Web サイト
（３）平成２５年度山形人材育成委員会事業
計画（案）について
（４）平成２５年度山形人材育成委員会収支
予算（案）について
（５）意見交換
３ そ の 他
４ 閉
会

そ の 他
閉
会

第２回山形人材育成委員会総会
日 時 平成２５年２月５日（火）
１３：３０〜１５：３０
場 所 ゆうキャンパス・ステーション
およびＴＶ会議
出席者 ２４名
［議 題］
［報告事項］
１ 平成２４年度各部会の活動状況報告に
ついて
２ 社会人力育成山形講座パンフレット・ハ
ンドブックについて
［協議事項］
１ 平成２５年度山形人材育成委員会事業
計画（案）について
２ 平成２５年度山形人材育成委員会収支
予算（案）について
［その他］
１ YTS「提言の広場」での広報について
２ キックオフシンポジウムの開催につ
いて
【企画運営部会】
第１回山形人材育成委員会企画運営部会
日 時 平成２４年１２月２５日（月）
１３：３０〜１５：３０
場 所 ゆうキャンパス・ステーション
出席者 １６名

【共同教育部会】
第１回山形人材育成委員会共同教育部会
（チーム会議含）
日 時 平成２４年１１月１６日（月）
１３：００〜１５：００
場 所 ゆうキャンパス・ステーション
出席者 １７名
［議 題］
１ 開
会
２ 【チーム別会議】
（１）チーム代表の選任について
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３ 【共同教育部会】
（１）部会長の選任について
（２）各教育の内容について
① 社会人力育成山形講座の概要
②フィールドワーク山形
③山形プロジェクト教育
・地域プロジェクト教育
・ コーオプ教育
④山形起業教育
⑤リーダーシップ教育
（３）意見交換
４ そ の 他
５ 閉
会

［議 題］
［報告事項］
１ 山形講座の進捗状況と今後の取り組み
について
１）「山形を知り、山形を愛し、山形で
働き、山形を担う」
２）山形フィールドワーク教育
３）山形プロジェクト教育
４）山形起業教育
５）リーダーシップ教育
［協議事項］
１ 共同教育評価について
２ 山形講座の周知について
１）パンフレット（案）
２）ハンドブック（案）
３）今後の広報の予定
３ その他
１）先行事例調査について
２）今後の予定

第２回山形人材育成委員会共同教育部会
日 時 平成２４年１２月１９日（水）
１３：００〜１５：００
場 所 ゆうキャンパス・ステーション
およびテレビ会議
出席者 １６名
［議 題］
１ 開
会
２ 山形講座の進捗状況と今後の取り組み
について
「山形を知り、山形を愛し、山形で働き、
山形を担う」
フィールドワーク山形
山形プロジェクト教育
山形起業教育
リーダーシップ教育
３ 山形講座の学生への周知について
４ 共同教育 FD について
共同教育 FD の進め方について
２４年度先行事例調査
５ そ の 他
６ 閉
会
第３回山形人材育成委員会共同教育部会
日 時 平成２５年１月３０日（水）
１３：３０〜１５：３０
場 所 ゆうキャンパス・ステーション及び
テレビ会議
出席者 １５名

第１回山形プロジェクトチーム会議
日 時 平成２５年３月１８日（月）
１１：００〜１２：３０
場 所 ゆうキャンパス・ステーション
出席者 ５名
［議 題］
１ 共同教育部会の現状報告について
２ 共同教育評価について
３ 山形講座の周知について
４ その他
第４回山形人材育成委員会共同教育部会
日 時 平成２５年３月１８日（月）
１３：３０〜１５：３０
場 所 ゆうキャンパス・ステーション
出席者 １６名
［議 題］
［報告事項］
１ 山形講座の進捗状況と今後の取り組み
について
１）「山形を知り、山形を愛し、山形で
働き、山形を担う」
２）山形フィールドワーク教育
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３）山形プロジェクト教育
４）山形起業教育
５）リーダーシップ教育
ベトナム現地調査報告
２ 山形講座の周知について
１）パンフレット・ハンドブック
２）Web サイトの開設について
［協議事項］
１ 共同教育評価について
［その他］
１ 先行事例調査について
２ 提言の広場について
３ キックオフシンポジウムについて

（３）連携取組評価部会の取組について
（４）意見交換
３ そ の 他
４ 閉
会

第２回山形人材育成委員会
連携取組評価部会
日 時 平成２５年２月２２日（金）
１３：３０〜１５：３０
場 所 ゆうキャンパス・ステーション
出席者 １２名
［議 題］
［報告事項］
１ 教育評価に関わる調査研究委託事業の
報告
［協議事項］
１ 共同教育評価及び IR システム評価につ
いて
［その他］

第１回山形人材育成委員会
連携取組評価部会ＩＲシステムチーム会議
日 時 平成２４年１２月１０日（月）
１５：００〜１７：００
場 所 ゆうキャンパス・ステーション
出席者 ７名

【連携取組評価部会】
第１回山形人材育成委員会
連携取組評価部会
日 時 平成２４年１１月２９日（木）
１３：３０〜１６：００
場 所 ゆうキャンパス・ステーション
出席者 １５名
［議 題］
１ 開
会
２ 【連携取組評価部会】
（１）部会長の選任について
（２）講演
テーマ：『大学教育の評価』
講 師：リアセックキャリア総合研究所
所長 角方 正幸 氏

［議 題］
１ 開
会
２ IR システムについて
山形大学エンロールメント・マネジメ
ント部の取り組みについて
意見交換
３ 今後の取り組み方について
（１）今後の IR システム評価の取り組
みについて
（２）意見交換
４ そ の 他
５ 閉
会
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第２回山形人材育成委員会
連携取組評価部会ＩＲシステムチーム会議
日 時 平成２５年２月１３日（水）
１３：３０〜１５：３０
場 所 ゆうキャンパス・ステーション
出席者 ９名
［議 題］
１ ＩＲシステムの活用方法について
２ ＩＲシステムの導入について
３ その他
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１０．平成２４年度

山形人材育成委員会名簿

山形人材育成委員会
山形大学

安田

弘法

理事・副学長

山形県立保健医療大学

伊橋

光二

理事

東北芸術工科大学

花岡

孝

法人企画課長

東北公益文科大学
東北文教大学
東北文教大学短期大学部
山形県立米沢女子短期大学

平松

緑

大川

健嗣

小嶋

隆一

学部長・教授
学部長・教授・
地域交流研究センター長
教授

羽陽学園短期大学

田中

ふみ子

学科長・教授

鶴岡工業高等専門学校

神田

和也

教授

山形県立産業技術短期大学校

藤原

茂樹

副校長兼事務局長

山形工科短期大学校

勝見

英一朗

校長

山形県

後藤

紀夫

学事文書課長

山形県市長会

小林

実

事務局長

山形県町村会

阿部

愼一

事務局長

山形県商工会議所連合会

富田

博

常任理事

山形県商工会連合会

伊藤

俊夫

専務理事

山形県中小企業団体中央会

横澤

正昭

副会長兼専務理事

社団法人

長岡

喬

専務理事

山形大学

横井

博

教授

東北芸術工科大学

花岡

孝

法人企画課課長

東北公益文科大学
東北文教大学
東北文教大学短期大学部
山形県立産業技術短期大学校

平松

緑

大川

健嗣

山田

茂雄

学部長／教授
学部長・教授・
地域交流研究センター長
事務局次長

山形県

後藤

紀夫

学事文書課長

山形県市長会

小林

実

事務局長

山形県町村会

阿部

愼一

事務局長

山形県商工会議所連合会

森

山形県商工会連合会

内藤

幸太郎

事務局長

山形県中小企業団体中央会

作田

和典

事務局長

（社）山形県経営者協会

長岡

喬

専務理事

山形県経営者協会

企画運営部会

晃

事務局次長・総務部長
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共同教育部会
山形大学

横井

博

教授

山形県立保健医療大学

山下

隆夫

理事兼教授

東北芸術工科大学
東北文教大学
東北文教大学短期大学部
羽陽学園短期大学

池田

知之

講師

大川

健嗣

小林

浩子

准教授

学部長・教授・
地域交流研究センター長

【山形フィールドワーク教育チーム】
山形大学

滝澤

匡

准教授

東北芸術工科大学

志賀

研吾

教学事務室課長

東北公益文科大学

神田

直弥

准教授

山形県立産業技術短期大学校

岡崎

徹

情報システム科准教授

山形工科短期大学校

菅原

邦生

講師

山形大学

横井

博

教授

東北芸術工科大学

志賀

研吾

教学事務室課長

東北公益文科大学
東北文教大学
東北文教大学短期大学部
山形県立米沢女子短期大学

温井

亨

准教授

大川

健嗣

鶴岡工業高等専門学校

神田

和也

教授

山形県立産業技術短期大学校

押切

剛伸

建築環境システム科准教授

山形大学

横井

博

教授

東北芸術工科大学

池田

知之

講師

東北公益文科大学

青木

孝弘

特任講師

山形県立産業技術短期大学校

布宮

拓

情報システム科教授

【山形プロジェクト教育チーム】

亀ヶ谷

雅彦

学部長・教授・
地域交流研究センター長

教授

【山形起業教育チーム】
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【リーダーシップ教育チーム】
山形大学

柴田

孝

教授

東北芸術工科大学

志賀

研吾

教学事務室課長

東北公益文科大学
東北文教大学
東北文教大学短期大学部
山形県立産業技術短期大学校

鎌田

剛

准教授

加藤

隼人

講師

渡辺

雄二

知能電子システム科教授

山形大学

横井

博

教授

山形大学

柴田

孝

教授

山形大学

滝澤

匡

准教授

東北芸術工科大学

志賀

研吾

教学事務室課長

東北公益文科大学
東北文教大学
東北文教大学短期大学部

青木

孝弘

特任講師

大川

健嗣

山形県立産業技術短期大学校

工藤

誠

山形県

後藤

紀夫

メカトロニクス科
教授
学事文書課長

山形県市長会

小林

実

事務局長

山形県町村会

阿部

愼一

事務局長

山形県商工会議所連合会

森

山形県商工会連合会

黒田

喜久夫

参事

山形県中小企業団体中央会

作田

和典

事務局長

（社）山形県経営者協会

長岡

喬

専務理事

連携取組評価部会

晃

学部長・教授・
地域交流研究センター長

事務局次長・総務部長

【教育評価チーム】
山形大学

横井 博

教授

山形大学

柴田 孝

教授

山形大学

滝澤 匡

准教授

東北芸術工科大学

志賀 研吾

教学事務室課長

東北公益文科大学
東北文教大学
東北文教大学短期大学部
山形県立米沢女子短期大学

青木

特任講師

土居 洋平

准教授

亀ヶ谷 雅彦

教授

鶴岡工業高等専門学校

神田 和也

山形県立産業技術短期大学校

堤 和司

教授
建築環境システム科
教授

孝弘
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【ＩＲシステム評価チーム】
山形大学

福島 真司

教授

山形大学

横井 博

教授

山形大学

柴田 孝

教授

山形大学

滝澤 匡

准教授

山形大学

鈴木 啓伸

渉外部渉外課係長

東北芸術工科大学

志賀 研吾

教学事務室課長

東北公益文科大学
東北文教大学
東北文教大学短期大学部
山形県立米沢女子短期大学

古山 隆

准教授

三枝 和也

総合企画課長

星 和彦

山形県立産業技術短期大学校

船場 忠幸

教務学生課長
知能電子システム科
教授
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［お問合せ］
大学コンソーシアムやまがた・山形人材育成委員会（山形大学渉外課サテライト）
山形市香澄町１−３−１５ 山形むらきさわビル３階
TEL.０２３−６４１−２６８１ FAX.０２３−６４１−２６８２
E-mail：sodateru-y@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
HP:http://sodateru-y.jp/
[山形人材育成委員会]
山形大学・山形県立保健医療大学・東北芸術工科大学・東北公益文科大学・東北文教大学・
山形県立米沢女子短期大学・羽陽学園短期大学・東北文教大学短期大学部・鶴岡工業高等専
門学校・山形県立産業技術短期大学校・山形工科短期大学校
山形県・山形県市長会・山形県町村会・山形県商工会議所連合会・山形県商工会連合会・山
形県中小企業団体中央会・(社）山形県経営者協会

