地域協働教育推進機構
2019年10月１日

2019年９月号（vol.40）

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 ＝
地元企業魅力発信イベント2019参加者募集のご案内
本イベントは、宮城県内の地元優良企業等が一堂に集まり、企業等の情報を早期に発信す
ると共に、企業と学生の活発な交流を促進し、学生に地元企業等の魅力を伝える機会の創
出を目的として開催します。

【日時】2019年10月６日（日）11時30分から17時30分まで
【場所】ＡＥＲ（アエル）５階 仙台市中小企業活性化センター 多目的ホール
【対象】第一部：2020年３月卒業予定の学生及び既卒生
第二部：宮城県内の大学・短大・高専等に在学する低学年生
【スケジュール】
第一部 企業説明会
11：15～12：30 学生受付開始
11：30～12：00 学生向け事前研修
12：00～13：30 企業説明会
13：30 ～17：30 終了

第二部 企業研究会
12：30～12：50 学生受付開始
12：50～13：50 学生向け事前研修
13：50～16：45 企業研究会
16：50～17：30 学生向けふりかえり
17：30～17：30 終了

【参加予定企業一覧（順不同）】
仙台市人事委員会／宮城県人事委員会／株式会社七十七銀行／株式会社仙台銀行／
アイリスオーヤマ株式会社／アクト・セン株式会社／株式会社イエムラ／株式会社ヴィ・ク
ルー／株式会社エヌエスシー／株式会社奥羽木工所／お茶の井ヶ田株式会社／株式会
社河北新報社／株式会社国本／株式会社建築工房零／弘進ゴム株式会社／コセキ株式
会社／株式会社ごんきや／株式会社サイコー／佐藤製線販売株式会社／株式会社白木
屋／株式会社清月記／株式会社セレクティー 個別教室のアップル/

【申込方法】下記サイト内フォームよりお申し込みください
【締切】申込期間延長中
URL http://miyagi-coc.jp/topic/5231/
【主催】仙台市、宮城県、 地域協働教育推進機構
【事務局】地域協働教育推進機構
※詳細は事務局までお問い合わせください

仙台ガス水道工業株式会社／仙台冷蔵倉庫株式会社／東京石灰工業株式会社丸森工
場／東洋ワーク株式会社／東洋ワークセキュリティ株式会社／株式会社ナナイロ／株式
会社ハミングバード・インターナショナル／ハリウコミュニケーションズ株式会社／株式会社
北洲／株式会社北光／株式会社マックス設計／株式会社manaby／マルチプライ株式会
社／株式会社ミツイ／宮城車体株式会社／みやぎ生活協同組合／株式会社ミヤックス／
ヤマセ電気株式会社

○ ｢宮城の企業発見プログラム2019｣を開催しました ○2019年度FD/SD合同研修会Section４を開催しました
９月３日(火)、東北学院大学土樋キャンパスホーイ記念館で「宮城の企
業発見プログラム2019」を開催しました。本プログラムは低学年生を対象
に宮城県内企業への理解を深めることを目的としています。学生と企業に
よる合同のワークショップをとおして企業説明会等では知ることのできない
企業の魅力を発見する内容で、今年度が４回目の開催となりました。従来
からの参加企業に加え、「仙台四方よし企業大賞」受賞企業など、宮城県
内の優良企業12社の担当者が集まりました。また、宮城県、仙台市から後
援をいただき、本機構が事務局を担当しました。
プログラムには、COC+参加大学の東北学院大学、尚絅学院大学、宮
城学院女子大学、仙台白百合女子大学、宮城教育大学の他に、東北大
学、福島大学を含めた150名を超える学生から申し込みがあり、当日は
132名の学生が参加しました。事後アンケートでは、企業からは「参加前と
参加後で学生の当業界に対する気持ちの変化も見られたりしたので有意
義なものとなった」、学生からは「さまざまな企業の方々や学生と対話する
ことができてよかった」等の感想があり、94％の学生が参加して良かったと
回答するなど、充実したプログラムとなりました。

※詳細はWebサイトをご覧ください。
URL http://miyagi-coc.jp/topic/5354/

○人材採用・定着セミナーを開催しました
９月４日(水)、東北学院大学土樋キャンパスホー
イ記念館において「人材採用・定着セミナー」を開
催しました。本セミナーは10月６日(日)に開催する
「地元企業魅力発信イベント2019」の事前セミナー
として開催し、参加企業の代表者及び担当者が集
まりました。講師は本機構の松﨑特任教授が担当し、「参加企業が継続的
に利益を上げ続けること」を目的に「“将来の利益”を生む人材を採用／育
成できるようになること」を目標として、若手人材の採用と定着について説
明を行い、参加者が自社について考えました。セミナー終了後には「地元
企業魅力発信イベント2019」の当日の運営について確認しました。
※詳細はWebサイトをご覧ください。
URL http://miyagi-coc.jp/topic/5312/

９月５日（木）、東北学院大学土樋キャンパスで
2019年度COC+FD/SD合同研修会Section４を開
催しました。｢『単位互換コア科目』プログラムの評
価｣と題し、今夏に開講した単位互換科目「地域の
課題Ⅰ・Ⅱ」について、講義を主に担当した松﨑特
任教授が講師を務め、講義内で学生が提出した資料をもとに、学生への
フィードバックや評価を参加者同士が意見交換し、プログラムをふりかえる
内容で研修を行いました。高大連携部会との連携のもとに単位互換科目
｢地域の課題Ⅰ｣を履修した生徒が在籍する高等学校教諭を含む、大学、
高等専門学校、高等学校の教職員が合同で研修会を行いました。
※詳細はWebサイトをご覧ください。
URL http://miyagi-coc.jp/topic/5342/

○高等学校において探究学習の授業を行いました
宮城県築館高等学校、宮城県古川高等学校で、
高校２年生を対象に探究学習の授業を行いました。
この授業は宮城県教育委員会を通じて県内の高等
学校に提案・実施しているものです。 宮城県築館
高等学校では、９月11日（水）に「研究『課題』と実践
『課題』」をテーマに、「研究課題」と「実践課題」の違いを詳しく説明し、課題
となる問いを立てて、仮説をもとに検証していく研究の流れを紹介しました。
宮城県古川高等学校では、９月12日（木）、「研究の最初の一歩 リサーチ
クエスチョン」をテーマに、「研究課題」と「実践課題」の違いを説明し研究課
題・リサーチクエスチョンの立て方、研究の流れを紹介しました。
いずれも本機構の松﨑特任教授が担当しました。
※詳細はWebサイトをご覧ください。
URL http://miyagi-coc.jp/topic/5375/

○就職活動準備セミナーを開催しました
９月28日(土)、東北学院大学土樋キャンパスホーイ
記念館で「就職活動準備セミナー」を開催しました。
2021年３月に卒業予定の学生を対象に、間もなく本
格的に始まる就職活動の基礎となるスケジュール確
認、自己分析、仕事理解、業界研究の仕方などに
ついて、講義と個人ワーク・グループワークにより理解を深める内容のセ
ミナーで、東北学院大学の学生５名が参加して行われました。
※詳細はWebサイトをご覧ください。
URL http://miyagi-coc.jp/topic/5391/

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９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10月２日開催予定
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Ⅰ(再履修)」開講（〜１月27日）
互連携科目の履修状況
■2019年度通年集中科目｢地域課題演習(地域企業版)｣修了研修（９月 ■2019年度後期「地域の課題Ⅱ(地域企業版)」開講（〜１月27日）
■2019年度後期「地域の課題Ⅱ(地域企業版)」経営者インタビュー
28日）
■2019年度後期「地域の課題Ⅰ(再履修)」「地域の課題Ⅱ（地域企業
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）
版）」開講(９月25日)
○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
単位互換部会
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)
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年度単位互換科目の検証
互連携科目の履修状況
■2019年度後期相互連携科目の履修状況確認
地域高度人材指標開発・評価部会
○第16回部会は2019年12月開催予定
地域高度人材指標開発・評価部会
∟後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15回部会（2019年９月17日）
価の実施報告、指標を用いた評価に基づく後期通年開講科目の授
∟前期開講科目における評価の実施報告、第１回企業関係者との意
業改善の検討、企業関係者・学生との意見交換会の実施報告、指
見交換会実施報告、後期開講科目における評価方法の検討につい
標及び評価方法の改善、2019年度ふりかえり、部会総括
て、学生との意見交換の開催について
■地域高度人材指標及び下位指標を用いた評価の実践、検証
■地域高度人材指標及び下位指標を用いた評価の実践、検証・改善、
■第２回企業関係者との意見交換会開催（９月17日）
企業関係者との意見交換会を踏まえた指標の修正
FD/SD部会
○第14回部会（2019年５月27日)
∟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
■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
会)Section４開催(９月５日、東北学院大学)
※第１面参照 URL http://miyagi-coc.jp/topic/5342/

FD/SD部会
○第15回部会は2019年11月開催予定
∟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
会) の検証、報告書作成
■地域協働教育コーディネーター養成研修実践状況調査の追調査

高大連携部会
○第12回部会（2019年６月４日）
∟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
■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
（宮城県古川高等学校、宮城県築館高等学校）
■宮城県築館高等学校での授業（９月11日）、宮城県古川高等学校で
の授業（９月12日）
※第１面参照 URL http://miyagi-coc.jp/topic/5375/
■単位互換科目｢地域の課題Ⅰ｣事後研修への高等学校生徒及び教諭の
受入れ

高大連携部会
○第13回部会は2019年12月開催予定
∟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び検
証、単位互換科目「地域の課題Ⅰ」の実施報告及び検証、オープ
ンキャンパス企画の実施報告及び検証、2019年度のふりかえり、
部会総括
■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（※企業支援部会との合同開催を予定）
○第17回部会は2019年12月開催予定
∟2019年度事業のふりかえり、部会総括
■2019年度セミナー及び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
■共同求人情報「COC+企業データベース」の運用

共同キャリア支援部会
○第16回部会（2019年５月30日※企業支援部会との合同開催）
∟2019年度計画、共同キャリア支援セミナー及びイベントの開催
■宮城の企業発見プログラム2019開催（９月３日）
※第１面参照 URL http://miyagi-coc.jp/topic/5354/
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)
■就職活動準備セミナーの開催（９月28日、東北学院大学）
○第16回部会は2019年12月開催予定
※第１面参照 URL http://miyagi-coc.jp/topic/5391/
∟2019年度事業のふりかえり、部会総括
■中小企業情報発信事業「WISE(ワイズ)」協力、WISE就活フォーラム ■「創造的インターンシップ」の実施（定着支援：COC+参加大学等
「地元就職未来予想図」を開催（９月18日）
の内定者、就職者対象）
■2019年度共同キャリア支援セミナー及びイベント開催に向けた調整
■共同求人情報「COC+企業データベース」の運用
地域連携部会
○第８回部会は2019年10月開催予定
企業支援部会
∟イベント開催について、シンポジウムの開催について
○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 ■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
ンターンシップ」の実施
■「創造的インターンシップ」の実施（東北工業大学、宮城学院女子 ■地元企業魅力発信イベント2019開催（10月６日）
大学）、事後研修の実施（東北工業大学、宮城学院女子大学、東 ■地元企業魅力発信イベント2019事後セミナー開催（11月６日）
■2019年度COC+シンポジウム開催に向けた調整
北学院大学）
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」への情報追加
■地元企業魅力発信イベント2019開催に向けた調整
■地元企業魅力発信イベント2019事前セミナー開催（９月４日）

【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/

