地域協働教育推進機構
2019年８月１日

2019年７月号（vol.38）

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

＝ ト ピ ッ ク ス ＝
宮城の企業発見プログラム2019参加者募集のご案内
例年好評の「宮城の企業発見プログラム2019」を今年度も開催します。
【日時】 2019年９月３日（火）９時45分から17時（９時30分受付開始）
【会場】 東北学院大学土樋キャンパス ホーイ記念館
【対象】 大学・短期大学の１・２年生及び高等専門学校の４年生等
【服装】 スーツ不可、華美ではない服装（帽子、ショートパンツ、サンダル不可）
【スケジュール】
19:30
19:45
10:00
10:45
12:45

開場・受付開始
集合・受付完了
オリエンテーション・参加企業紹介
学生・企業合同ワークショップ①
休憩

13:45
15:45
16:00
17:00

学生・企業合同ワークショップ②
移動
ふりかえり・アンケート記載
終了

【参加企業一覧 （五十音順）】
・アイリスオーヤマ株式会社：総合家電メーカー
・お茶の井ヶ田株式会社
：食品商社（茶・茶菓子製造販売）
（2016年度仙台「四方よし」企業大賞）
・株式会社河北新報社：新聞社
・カメイ株式会社：総合商社
・株式会社高速：食品パッケージの専門商社
・株式会社サイコー：総合リサイクル業
（2017年度仙台「四方よし」企業大賞）

・株式会社七十七銀行：地方銀行
・個別教室のアップル株式会社セレクティー
：教育サービス
（2018年度仙台「四方よし」企業大賞）
・株式会社仙台銀行：地方銀行
・東北電力株式会社：エネルギー供給
・株式会社バイタルネット：医薬品卸売
・株式会社ユアテック：総合設備工事業

【申込方法】
参加希望者は、下記サイト内【登録フォーム】より
お申し込みください。
（申込期間延長中）

URL http://miyagi-coc.jp/topic/5078/
【運営事務局】
地域協働教育推進機構（東北学院大学内）
※詳細は事務局までお問い合わせください

○2018年度事業に対する外部評価委員会を開催し ○2019年度FD/SD合同研修会 Section２を開催し
ました
ました
７月25日（木）、東北学院大学土樋キャンパス
で「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」事業の2018年度の取り組み
に対する外部評価委員会を開催しました。外部
評価委員会は、本事業に関する事業計画の進
捗状況及び実施内容について、第三者の立場から評価し、本事業の
達成水準の向上に資することを目的に設置しています。評価は、自己
点検・評価を含めた「2018年度事業報告書」に基づく「書面評価」及び
外部評価委員からの質疑応答による「面接評価」を行いました。
2018年度事業に対する外部評価委員会は、宮城大学食産業学群教
授の郷古雅春氏、東北経済産業局産業人材政策室長の安藤智広氏、
宮城労働局職業安定課長の乕岩俊明氏の３名の委員により構成され
ています。当日は全委員にご出席いただき、進捗の説明、質疑応答の
後、各委員から講評をいただきました。
※詳細はWebサイトをご覧ください。
URL http://miyagi-coc.jp/topic/5165/

７月18日（木）、仙台白百合女子大学で2019年
度COC+FD/SD合同研修会Section２を開催しま
した。今年度のFD/SD合同研修会は、これまで
の研修で好評だった参加者同士の意見共有や
業務改善に向けた内容等を取り入れ、教員・職
員を対象とした教学マネジメントの研修、大学と地域・企業をつなぐ連携
プログラムの設計方法、単位互換コア科目の設計・運用・評価について
の研修を実施しています。Section２は「大学と地域・企業をつなぐ連携の
意味と可能性」と題して、地域・企業と大学の教育プログラムの連携と必
要性、コーディネーターの役割等について多くの事例を提示しながら研
修を行いました。研修には、仙台白百合女子大学の教職員をはじめ東
北学院大学、宮城学院女子大学、東北生活文化大学の教職員を含む
約40名が参加しました。参加者からは、「地域・企業との連携の意義やプ
ロセスについて深く知ることができた」等の感想がありました。
※詳細、次回以降の合同研修会についてはWebサイトをご覧ください。
URL http://miyagi-coc.jp/topic/5144/

○宮城県古川高等学校において探究学習の授業
を行いました。

○地域高度人材指標に関する企業関係者との意
見交換会を開催しました

７月30日（火）、宮城県古川高等学校で高校２
年生を対象とした探究学習の授業を行いました。
探究学習の授業は、本事業の教育の核である
ディープ・アクティブラーニングを高等学校にお
いて導入することで、高校生の情報収集、読解、
論理的思考の能力向上を目的としています。本事業で開発した地域型
キャリア教育実践モデルを元にした探究学習のプログラムを宮城県教育
委員会を通じて県内の高等学校に提案し、2019年度は希望のあった宮
城県古川高等学校、宮城県築館高等学校で実施することになりました。
当日は、２年生の全生徒約230人を対象に、課題研究の研究計画を立
て、調査を行うための一つの手法としての、アンケート調査の仕方につ
いて、地域協働教育推進機構の松﨑光弘特任教授が授業を行いました。
松﨑教授から、仮説を持つことの大切さ、仮説が正しいとわかることと同
様に、正しくなかったとわかることの重要さなどが伝えられました。
※詳細はWebサイトをご覧ください。
URL http://miyagi-coc.jp/topic/5192/

７月２日（火）、東北学院大学で、地域高度人材
指標開発・評価部会主催による、地域高度人材
指標に関する企業関係者との意見交換会を開催
しました。事業開始直後から地域高度人材指標開
発・評価部会を中心に、開発・検証を進めてきた
「地域高度人材指標」は、大学間で相互に活用できる共通指標であると
ともに、卒業後の学生の地域企業における人材育成指標としての活用も
想定しています。そのため、企業における人材の採用、育成、評価に活
用できる指標としての観点から、産業界の意見を広く集め、指標をより実
質的なものに改善することを目的に大学関係者、企業関係者、行政関
係者による意見交換会を行いました。
意見交換会の当日は、地域高度人材指標開発・評価部会の吉田部会
長、松﨑上席COC+推進コーディネーターによる説明をもとに、地域企
業の経営者、商工会議所、全国区の創業支援担当者及び地域金融機
関の人事担当者それぞれの視点から貴重な意見をいただきました。
※詳細についてはWebサイトをご覧ください。
URL http://miyagi-coc.jp/topic/5071/

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
＝各部会活動今後の予定＝
＝各部会活動実施報告（2019年７月まで）
＝
○部会等（報告・議事等）／■部会以外の主な活動

○部会（報告・議事計画）／■部会以外の活動

地域協働教育推進機構会議
地域協働教育推進機構会議
○第13回会議は2020年２月開催予定
○第12回（2019年７月２日）
∟2019年度事業のふりかえり、事業総括
∟2019年度事業、各部会の進捗、FD/SD実践状況調査、シンポジウ
ムの開催
地域協働教育推進機構運営会議
○第14回会議は2019年９月開催予定
地域協働教育推進機構運営会議
∟2018年度事業に対する外部評価結果、事業全体の進捗確認
○第13回（2019年６月17日）
∟2019年度事業、各部会の進捗、FD/SD実践状況調査、シンポジウ
教育プログラム開発部会（※単位互換部会との合同開催を予定）
ムの開催
○第19回部会は2019年12月開催予定
∟東北学院大学における地域教育科目の実施状況報告、単位互換
教育プログラム開発部会
科目の実施報告、相互連携科目の履修状況、2019年度事業のふり
○第18回部会（2019年６月10日※単位互換部会との合同開催）
かえり、部会総括
∟東北学院大学における地域教育科目実施状況、単位互換科目・相
■2019年度後期「地域の課題Ⅱ（地域企業版）」開講に向けた調整
互連携科目の履修状況
■「地域課題演習(地域企業版)」実習開始に向けた準備
■2019年度前期「地域の課題Ⅰ(地域企業版)」開講(〜７月31日)
■2019年度通年集中科目｢地域課題演習(地域企業版)｣開講。プロジェ ■2019年度単位互換科目実施に向けた準備
・単位互換科目「地域の課題Ⅰ」８月20日(火)〜22日(木)
クト設計、企業とのマッチング完了(13プロジェクト)
・単位互換科目「地域の課題Ⅱ」８月27日(火)〜29日(木)
■2019年度単位互換科目実施に向けた準備
※参照URL http://miyagi-coc.jp/topic/4536/
単位互換部会
単位互換部会（※教育プログラム開発部会との合同開催を予定）
○第14回部会(2019年６月10日※教育プログラム開発部会との合同開催)
∟東北学院大学における地域教育科目実施状況、単位互換科目、相 ○第15回部会は2019年12月開催予定
∟東北学院大学における地域教育科目の実施状況報告、単位互換
互連携科目の履修状況
科目の実施報告、相互連携科目の履修状況、2019年度事業のふり
■2019年度単位互換科目実施に向けた準備
かえり、部会総括
■2019年度単位互換科目実施に向けた準備
地域高度人材指標開発・評価部会
○第14回部会（2019年２月27日）
∟後期開講科目における評価の実施報告、シンポジウムの開催報告、地域高度人材指標開発・評価部会
○第15回部会は2019年９月17日開催予定
2018年度事業のふりかえり、2019年度事業計画の策定
■地域高度人材指標及び下位指標を用いた評価の実践、検証
∟前期開講科目における地域高度人材指標･下位指標を用いた評
■第１回企業関係者との意見交換会（７月２日）※第１面参照
価の実施報告、指標を用いた評価に基づく前期開講科目の授業改
善の検討、企業関係者との意見交換会の実施報告
FD/SD部会
■地域高度人材指標及び下位指標を用いた評価の実践、検証・改善
○第14回部会（2019年５月27日)
■第２回企業関係者との意見交換会（９月17日実施予定）
∟2019年度事業計画、地域協 働教 育コーディネーター養成研修
(FD/SD合同研修会)実施計画、実践状況調査の取りまとめ報告
FD/SD部会
■2019年度地域協働教育コーディネーター養成研修(FD/SD合同研修
○第15回部会は2019年11月開催予定
会)Section２開催(７月18日、仙台白百合女子大学) ※第１面参照
∟地域協働教育コーディネーター養成研修(FD/SD合同研修会)実
施状況報告､2019年度事業のふりかえり、部会総括
■2019年度地域協働教育コーディネーター養成研修(FD/SD合同研修
高大連携部会
会) Section３開催（８月５日、東北学院大学）
○第12回部会（2019年６月４日）
※参照URL http://miyagi-coc.jp/topic/4870/
∟地域型キャリア教育実践モデルの展開、単位互換科目「地域の課
題Ⅰ」、オープンキャンパス企画
高大連携部会
■2019年度地域型キャリア教育実践モデルの展開に向けた調整
○第13回部会は2019年12月開催予定
（宮城県古川高等学校、宮城県築館高等学校）
∟地域型キャリア教育実践モデルの展開に関する実施報告及び検
■単位互換科目｢地域の課題Ⅰ｣の活用(「地域の課題Ⅰ」への高校
証、単位互換科目「地域の課題Ⅰ」の実施報告及び検証、オープ
の受入れ、FD/SD研修会への高等学校教諭の受入れ)に向けた調整
ンキャンパス企画の実施報告及び検証、2019年度のふりかえり、
■オープンキャンパス企画実施に向けた調整
部会総括
■宮城県古川高等学校での授業（７月30日）※第１面参照
■地域型キャリア教育実践モデルの展開（宮城県古川高等学校、宮
城県築館高等学校、東北学院中学校･高等学校）
共同キャリア支援部会
■単位互換科目｢地域の課題Ⅰ｣活用(「地域の課題Ⅰ」への高校生
○第16回部会（2019年５月30日※企業支援部会との合同開催）
受入れ、事前・事後研修への高等学校教諭受入れ)に向けた調整
∟2019年度計画、共同キャリア支援セミナー及びイベントの開催
■中小企業情報発信事業「WISE(ワイズ)」協力
共同キャリア支援部会（※企業支援部会との合同開催を予定）
■2019年度共同キャリア支援セミナー及びイベント開催に向けた調整 ○第17回部会は2019年12月開催予定
■共同求人情報「COC+企業データベース」の運用
∟2019年度事業のふりかえり、部会総括
■COC+合同企業説明会の開催（７月30日、東北工業大学）
■2019年度セミナー及びイベント開催に向けた調整
■中小企業情報発信事業「WISE(ワイズ)」協力
企業支援部会
■共同求人情報「COC+企業データベース」の運用
○第15回部会(2019年５月30日※共同キャリア支援部会との合同開催)
∟「創造的インターンシップ」定着支援報告、2019年度「創造的イ 企業支援部会(※共同キャリア支援部会との合同開催を予定)
ンターンシップ」の実施
○第16回部会は2019年12月開催予定
■「創造的インターンシップ」の実施に向けた調整
∟2019年度事業のふりかえり、部会総括
地域連携部会
○第７回部会（2019年６月10日開催）
∟2019年度計画、宮城県・仙台市との連携、シンポジウムの開催
■共同求人情報「COC+企業データベース」への宮城県・仙台市情報の
追加
■地元企業魅力発信イベント2019開催に向けた調整

2018年度事業報告書の作成について
「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」事業では、2018年
度の活動について、各部会での自己点検・評価に基づき「2018年度事業報告書」を
作成いたしました。 「2018年度事業報告書」は事業協働機関で共有し、外部評価の
資料としても活用してまいります。
※詳細はWebサイトをご覧ください。 URL http://miyagi-coc.jp/topic/5162/

■「創造的インターンシップ」実施
地域連携部会
○第８回部会は2019年10月開催予定
∟イベント開催について、シンポジウムの開催について
■宮城県・仙台市との連携
■企業向けセミナー開催に向けた調整
■地元企業魅力発信イベント2019開催に向けた調整
【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
E-mailアドレス
jimu★miyagi-coc.jp
（★印を＠マークに変えて、お送りください）
WebサイトURL http://miyagi-coc.jp/

