地域協働教育推進機構
平成29年８月１日

みやぎ・せんだい協働教育基盤による地域高度人材の育成事業活動報告
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「地域の課題I」夏期体験講座
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◇学生と一緒にご参加ください！◇

単位互換コア科目の設計・運用ノウハウを理解するFD/
SD研修である地域協働教育コーディネーター養成研修
実践編と、学生向けの体験講座をあわせた 「夏期体験
講座」を開催します
【テーマ】
【対 象】
【日 時】
【会 場】

ッ ク ス

地域企業を題材とした課題解決の手法
COC+事業協働機関の方、学生（学年不問）
９月６日（水）、 ９月７日（木）
東北学院大学土樋キャンパス
ホーイ記念館（３階）Ｈ３０１教室
【第一次締切】 ８月10日（木）正午
詳細・申込URL http://miyagi-coc.jp/kk1/

【当日のプログラム】
- ９月６日(水)
10：50 ～12：20 本講座の全体設計（教職員のみ）
13：00 ～14：30 ガイダンス、講義
14：40 ～16：10 企業の現状理解
- ９月７日（木）
13：00 ～14：30 企業の将来像
14：40 ～16：10 企業の課題設定
全体共有とふりかえり
16：20 ～17：50 教職員ふりかえり
課題共有（教職員のみ）

○地域協働教育コーディネーター養成研修（入門編）
を開催しました
７月28日(金)に宮城学院女子大学で
地域協働教育コーディネーター養成研
修（入門編）を開催しました。
「ＰＢＬ・企業連携プログラムの開発」
をテーマに、地域企業と連携したディ
ープ・アクティブラーニングに資する
教育プログラムの開発運用能力を持つ
コーディネーターに必要な知識や技能
の習得を目標として、事例紹介、講義
と課題解決型プロジェクトの設計のワ
ークショップを行いました。
講師は松﨑特任教授/上席COC+推進
コーディネーターが務め、宮城学院女
子大学をはじめとして、協働する高等教育機関から42名の教
職員が参加し、講義とワークショップ形式の研修に非常に熱
心に取り組みました。
９月には上記夏期体験講座とあわせて実践編を開催します。
※詳細はWebサイトをご覧ください。
URL http://miyagi-coc.jp/topic/2091/

○「地域の課題Ⅰ（地域企業版）」研究会を開催
しました
７月19日(水)に東北学院大学泉キャ
ンパス２号館256教室で｢地域の課題Ⅰ
(地域企業版)｣研究会を開催しました。
今期のケース教材として協力をいただ
いた、松月産業株式会社から常務取締
役の田所寛章氏を講師に迎え、グルー
プ企業における現状と将来像について
のお話を伺いました。
プログラム前半の講演を受け、後半
の質疑応答では、学生から「ビジネス
ホテルにおける差別化の困難さ」や
「広告の費用対効果」などについて鋭い質問があり、講師か
ら的確な回答がありました。
連携機関である他大学等からも教職員が参加し、今後のプ
ログラム開発の参考となる充実した研究会となりました。
※詳細はWebサイトをご覧ください。
URL http://miyagi-coc.jp/topic/2039/

○宮城学院女子大学でゼミ形式の試行授業を行いました

○就職支援セミナーを開催しました

７月18日、25日の両日に宮城学院女
子大学で「心理行動セミナーⅢ（担当:
木野和代教授)｣で単位互換コア科目の
教育内容を取り入れたゼミ形式の授業
を試行しました。「地域企業を担う人
たちの心理」をテーマに、学芸学部心
理行動科学科木野ゼミ、大橋ゼミの３
年生、４年生が受講しました。
授業はCOC+の松﨑特任教授/上席COC+
推進コーディネーターが主に担当し、
木野教授、大橋教授、COC+の教員陣が
連携して授業を進めました。
学生は自分の専門性を活かした視点
で地域企業について深く考え、最後は
２回の授業で学んだ地域企業についての考えと自分の専門の
学びの関係性をコンセプトマップにまとめました。
今回の授業では担当の木野教授が参加する地域高度人材指
標開発・評価部会で開発した「地域高度人材指標」による評
価の運用試行も行いました。また、事業趣旨である「地域課
題」、「学びの設計・手法」、「ディープ・アクティブラー
ニング」について共通理解を深める公開授業としました。

７月21日(金)に共同キャリア支援拠点で「就職活動に不安
を感じた時に受けるセミナー」を開催しました。地域協働教
育推進機構の伊藤特任准教授（キャリアコンサルタント）が
講師を務め、学生は、今までの活動を肯定的な視点で見直し、
自分の強みを抽出して自己PR力を高める方法について学びま
した。
※詳細はWebサイトをご覧ください。
URL http://miyagi-coc.jp/topic/2050/

○WISE2017学生記者向け取材前セミナーが行われ
ました

※詳細はWebサイトをご覧ください
URL http://miyagi-coc.jp/topic/2066/

※詳細はWebサイトをご覧ください。
URL http://miyagi-coc.jp/topic/2031/

７月12日(水)に河北新報社本館かほくセミナールーム等
を会場に「WISE（ワイズ）2017」の学生記者向けの取材前
セミナーが行われました。活動の詳細、スケジュールや事
務手続の説明、名刺の配布等が行われました。今後は学生
記者による企業の取材と記事執筆、編集作業が行われます。
※「WISE（ワイズ）」プロジェクトの詳細については、
WISE ウェブサイトをご覧ください。
URL http://www.wise-sendai.jp/

COC+の取り組みは「地域協働教育推進機構Webサイト」（URL http://miyagi-coc.jp/）で紹介しています。
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みやぎ・せんだい協働教育基盤による地域高度人材の育成事業活動報告
みやぎ・せんだい協働教育基盤による地域高度人材の育成事業活動報告
＝活動報告・会議等（平成29年７月まで） ＝
地域協働教育推進機構会議

第６回（平成29年６月29日）
∟事業全体の進捗確認、平成29年度事業計画の承認

＝今後の予定＝
地域協働教育推進機構会議

第７回会議は平成29年10月中旬の開催を予定

地域協働教育推進機構運営会議

第７回会議は平成29年10月上旬の開催を予定

地域協働教育推進機構運営会議

第６回（平成29年６月20日）
∟事業全体の進捗確認、平成29年度事業計画の承認

教育プログラム開発部会

第７回（平成29年６月２日）
∟「地域の課題I(地域企業版)」進捗報告、夏期体験講座
の実施、実践型インターンシップの実施
第８回メール審議(平成29年６月12日〜19日)
∟事業関係ビデオデータの取り扱いルール
第９回メール審議(平成29年６月23日〜30日)
∟「地域の課題Ⅰ（地域企業版）」エクストラプログラム
開催について
・「地域の課題I(地域企業版)」研究会開催(７月19日)
・「地域の課題I(地域企業版)」(平成29年度前期)講義終了

地域高度人材指標開発・評価部会

第７回（平成29年６月22日）
∟「地域高度人材指標」の試行の中間報告、後期に向けた
指標の試行・構想

共同キャリア支援部会

第 ９ 回 （平成29年５月30日）
∟ 共 同 キ ャ リ ア 支 援 拠 点 活 動 報 告 、 共 同 キ ャ リ ア支 援
モデル事業、拠点を活用した学生向け新規セミナー
・共同キャリア支援拠点でのセミナー開催

単位互換部会

第５回（平成29年６月１日）
∟単位互換に向けた仕組みづくり、夏期体験講座
・ デ ィ ー プ ・ ア ク テ ィ ブ ラ ー ニ ン グ を 目 指 し た 講義 の
試行：宮城学院女子大学（７月18日、25日）

FD/SD部会

第６回（平成29年６月９日）
∟FD/SD研修、地域協働教育コーディネーター養成研修の
内容
・事業進捗説明FD/SD研修実施：東北生活文化大学・短期大
学部(７月14日)、石巻専修大学(７月20日)
・地域協働教育コーディネーター養成研修(入門編)の実施
：宮城学院女子大学（７月28日）

企業支援部会

第９回（平成29年６月９日）
∟平成29年度「創造的インターンシップ」の実施

高大連携部会

教育プログラム開発部会
第10回部会は10月開催予定
∟前期科目、夏期体験講座の実施報告、後期科目の進捗報告
・夏期体験講座の実施（９月６･７日：東北学院大学）

地域高度人材指標開発・評価部会
第８回部会は平成29年９月21日(木)18時〜開催
∟「地域高度人材指標」を用いた評価の試行の実施報告、後
期科目の構想・試行の検討
・「地域高度人材指標」の試行活用

共同キャリア支援部会
第10回部会は平成29年８月１日(火)16時〜開催
∟共同キャリア支援拠点での低年次向けセミナー、小規模企
業説明会について
・就職支援セミナー、キャリアカウンセリング開催（下記
参照）

単位互換部会
第６回部会は平成29年９月13日(水)10時〜開催
∟単位互換コア科目試行的導入、単位互換実現に向けた仕組
みの詳細について
・単位互換実施に向けた調整
・ディープ・アクティブラーニングを目指した講義の試行：
宮城学院女子大学（９月21日）、仙台大学（後期15コマ）、
尚絅学院大学、聖和学園短期大学、東北生活文化大学、仙台
白百合女子大学で日程調整中

FD/SD部会

第７回部会は平成29年８月10日(木)10時〜開催
∟FD/SD研修実施状況の確認、後期FD/SD研修内容の検討
・FD/SD研修実施：宮城学院女子大学(８月２日)、尚絅学院大
学(８月８日)、宮城教育大学(10月11日) 、聖和学園短期大
学、仙台大学、仙台白百合女子大学、仙台高等専門学校で順
次開催
・地域協働教育コーディネーター養成研修（実践編）（９月
６・７日：東北学院大学）

企業支援部会

第10回部会は平成29年９月開催
∟「創造的インターンシップ」実施に向けた調整について
・創造的インターンシップ実施に向けた調整（宮城学院女子
大学）、インターンシップ等実施に向けた事業協働先の開拓

高大連携部会

第６回(平成29年５月23日)
・オープンキャンパス企画の実施

第７回部会は平成29年９月開催
∟オープンキャンパス企画の実施検証について
・オープンキャンパス企画の実施

地域連携部会

地域連携部会

事業協働機関より部会員を選出

・第１回部会の開催を調整中

★就職支援セミナー
即効！面接力UPセミナー （定員８名）
・日時：８月22日(火) 14時から17時まで（受付開始13時30分）
・対象：COC+参加大学等の就職活動中の学生
★キャリアカウンセリング
・日付：８月29日（火）、９月26日（火）
・時間：①12：30～ ②13：30～ ③14：30～ ④15：30～
いずれか１コマ45分間（定員各回４名）
・対象：本事業参加校の学生（学年不問）
・担当：地域協働教育推進機構
伊藤晋特任准教授（キャリアコンサルタント）

E-mailアドレス

〓共同キャリア支援拠点について〓
【場所】仙台市青葉区五橋一丁目2-28
河北新報社別館４階 JR仙台駅西口から徒歩10分
【開放時間】月〜金曜日（祝日除く）13時〜17時
【対象】 COC+参加大学等の学生
【共同キャリア支援拠点情報Webサイト】
URL http://miyagi-coc.jp/gd1/
※セミナー、キャリアカウンセリングもこちらから申込可能です。
※拠点はセミナー開催時など閉室になる場合もあります。
※詳細は、下記事務局までお問い合わせください。

【事務局】地域協働教育推進機構
東北学院大学 土樋キャンパス 本館3階
電話：022-264-6328／FAX：022-264-6364
ck★staff.tohoku-gakuin.ac.jp（★印を＠マークに変えてお送りください）
WEB http://miyagi-coc.jp/

