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取 組 の 概 要 

本取組は、総合文化学科の教育目標である「動ける・話せる」人材

（課題発見・解決能力とコミュニケーション能力）育成のため、山形

県内地域との協力・連携による地域教育力を活用した体験学習を核と

する「必修フィールドワーク」「プレゼン山形」「公開座談会」を実施

することで、学生が実践的に能力を習得できるための事業である。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【１ページ以内】 

 本取組は、学生の「動ける・話せる」能力育成のため、地域との直接交流を軸とした体験

学習の機会を提供することを目的として計画した学習プログラムである。取組全体は、「必

修フィールドワーク」「プレゼン山形（やっぺ山形隊）」「公開座談会」の３つで構成してい

る。取組の全体スケジュールとしては、能力育成の必要性の自覚とその基礎を培うことを目

的とする「必修フィールドワーク」を 1 年次必修科目（前期「地域体験」、後期「基礎演習

ⅡＢ」）として設け、個別的発展的習得・実践の機会としての「プレゼン山形（やっぺ山形

隊）」を選択科目・授業外活動等で１・２年の通年にわたり提供し、各学期末・年度末に活

動の評価・改善のための地域との意見交換の場として「公開座談会」を実施するものである。

各年次の実施計画と参加状況は以下の通りである。 

 ○平成 20 年度 （＊「公開座談会」は全体の参加述べ人数） 

  ６月 「地域体験」（学生 108 名、教員５名） 

  10 月 大学祭イベント「プレゼン西川」（学生 14 名） 

  11 月 「基礎演習ⅡＢ」（学生 106 名、教員 13 名、発表会参加地域住民８名） 

  2･3 月 「公開座談会」（２会場；地域関係者 25 名、教員 42 名、学生８名）  

 ○平成 21 年度 （＊「やっぺ山形隊」「公開座談会」は全体の参加述べ人数） 

  ６月 「地域体験」（学生 163 名＜２年 SA 含む＞、教員 12 名） 

  11 月 「基礎演習ⅡＢ」（学生 130 名、教員 14 名、発表会参加地域住民 10 名） 

  9･2･3 月 「公開座談会」（３会場；地域関係者 44 名、教員 41 名、学生 24 名） 

  「やっぺ山形隊」（学生 64 名）→10 月大学祭「プレゼン山形」ﾌﾟﾚｾﾞﾝ部門実施 

○平成 22 年度 （＊「やっぺ山形隊」「公開座談会」は全体の参加述べ人数） 

  ６月 「地域体験」（学生 118 名＜２年 SA 含む＞、教員 10 名） 

  11 月 「基礎演習ⅡＢ」（学生 114 名、教員 10 名、発表会参加地域住民６名） 

  9･2･3 月 「公開座談会」（４会場；地域関係者 44 名、教員 48 名、学生 34 名）  

  「やっぺ山形隊」（学生 102 名）→ 10 月大学祭「プレゼン山形」の実施 

本取組の実施体制としては、活動拠点として取組企画推進会議室（「やっぺ山形室」）を学内

に設置し、事務局員１名を配置し、地域との連絡、学生の主体的学習活動の場として運営し

た。取組内容の実施については、総合文化学科全体であたれるよう、定期イベントについて

は学科の職務分掌で教員全員に割り振るかたちで、また通年で行われる「やっぺ山形隊」に

ついては「やっぺ山形」担当者が学生のグループ編成を行い、各グループの指導教員を調整

し、均等に全教員が担当する体制をとった。取組の計画案・実施報告は月２回の学科会議で

議題として取り上げ、協議され、意識の共有化を図った。また取組活動状況は評議委員会・

教授会で随時報告し、学内各部署から地域に関する情報提供や取組広報の協力を組織的に得

られる環境作りに努めた。 

 地域への情報提供活動としては、各年度末に「取組概要報告書」「公開座談会報告書」を

作成し、教育機関・関係地域機関等への配布を行ってきた。また、「やっぺ山形」専用 Web

サイトを活用し、学生の体験成果の記事発表と教員による活動状況の報告を実施している。



 

②．取組の成果 【１ページ以内】 

 本取組では、学科開設時より地域体験型学科行事として実施してきた「交流ゼミ」

を発展させ、カリキュラム内に体験学習を必修科目として位置づけ、全学生が自ら社

会で活動するのに必要な能力を意識し、かつ主体的活動のための基礎能力を計画的に

学習できるよう「必修フィールドワーク」を導入した。本取組での体験学習導入科目

である「地域体験」での学生アンケート調査（H22）では「体験学習は有意義だった

か」に対し「はい」(55%)「まあそうだ」(41%)と肯定的評価が高く、また地域での交

流活動に必要な項目として多くの学生が「積極性」「挨拶・マナー」をあげ、民宿交

流で最も興味・関心をもった項目が「地域の将来像」であることから、体験学習の基

本的心構えの体得、地域社会への関心の育成には成果はあった。フィールドワークを

中心とする「基礎演習ⅡＢ」では、課題発見・解決能力の基盤となる調査能力の具体

的習得、取材活動でのコミュニケーション能力の向上を図ることができた。また発表

会で、取材先の方が参加し、直接発表内容について意見を述べてもらうことで、プレ

ゼンテーションのあり方について学ぶ機会を学生・教員とも得ることができた。 

「必修フィールドワーク」での学習成果を基礎として、できるだけ多くの社会人と

接し、共に作業するプロセスを経験することで能力の実践的習得の効果を高めること

を目的とする「プレゼン山形」では、参加学生においては、取材・体験活動を通して

のコミュニケーション能力の習得や、Web での成果発表を通してのプレゼンテーショ

ン能力の向上につなげることができた。また取組当初は、授業外活動として位置づけ

参加を募っていたが、地方短大における物理的条件の問題を学生、地域の方々から指

摘を受け、H22 年度から選択科目「やっぺ山形」を開設し、活動時間の確保、参加へ

の動機づけを図り、多くの学生が参加できることで、その教育効果の向上を図った。

 本取組での教育効果向上には地域との組織的継続的連携は不可欠であることから、

地域・学生・教員間で直接意見交換を行う「公開座談会」を実施し、授業改善を検討

するための地域・学生からの生の参考意見を得ることができ、教育活動に反映させる

ことで成果の向上につながった。取組期間中、実施会場を山形県内全域に広げ、各地

域事情に応じた意見を得ることができ、今後の改善の指針を得ることができた。 

 本取組の計画時における成果の指標は「就職率」「プレゼン山形参加企業・団体数」

の２つである。就職率 95%以上との目標に対しては H22 年度実績として 72%と遠く及

ばない結果となった。社会状勢の影響という要因はあったかもしれないが、本取組で

の構造的問題にも起因している。それは必修から選択への連動の仕組みの不足という

点である。能力を「伸ばす」ことには成果をあげることはできたが、もともと不得手

な学生に対して「生み出す」ところまで至らなかったことは、今後の教育活動におけ

る最重要課題と認識している。一方、「やっぺ山形隊」への協力企業・団体数は H21

年度 11 か所、H22 年度 20 か所と地域と大学教育との関わり度は着実に増しているこ

とから、地域教育力を活用する教育環境の整備はすすんでいると考えている。 

 また、本取組を通して、公開座談会や協力依頼・打ち合わせ等で教職員の地域交流

も活発に行われ、地域と大学教育の在り方や課題について検討の機会が増え、今後の

大学教育の改善につながる教職員の意識改革が図られた。 



 

③．評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

 本取組では、できるだけ学外（地域）の意見・評価を直接受けられる評価・改善体

制の構築を目指した。本取組に関わる活動は、地域社会・企業・団体との協力・連携

がなければ成立しないし、お互いの意思確認がうまくいかなければ教育効果も上がら

ないことから、評価・改善のプロセスにおいて、その中心に、地域を巻き込んで広く

教育のあり方について議論する「公開座談会」を設置した。各取組活動に関わる教員・

学生・地域間での直接的な意見交換の場となるイベントを実施し、公開で行われるイ

ベントそのものを評価体制に組み入れた。「公開座談会」で提案された地域の意見・

要望・改善点等を、取組実施の責任を負う総合文化学科会議・教授会、及び本学の評

価委員会である自己点検・評価委員会で検討・協議し、次年度以降のカリキュラムや

授業内容、課外活動内容の改善や発展、又は大学全体の地域活動の展開に反映させて

いくプロセスで評価・改善活動を実施した。学外の方々が自由に意見・提言できる場

を評価活動として組織的に運営することで、本学の教育活動に地域で参加してもら

い、実質的戦力として地域に貢献できる人材像を具体化するとともに、取組協力者か

らの活動に関する感想・問題点を直接指摘してもらい教育改善につなげていくことを

ねらいとした。また学生が参加し、自分たちの反省や体験上からの提言を発表しても

らうことで、学習主体である学生自身の意見を教育改善に取り込む仕組みのひとつと

して機能した。 

「公開座談会」は H20 年度２会場、 H21 年度３会場、 H22 年度４会場と逐次対象

範囲を拡大し、山形県全域にわたり取組活動報告と取組に関する地域との意見交換を

実施した。「公開座談会」を通して行われた改善例としては選択科目「やっぺ山形」

の H22 年度新設があげられる。これは、「やっぺ山形隊」の活動環境整備の必要性（過

密時間割や交通事情によるスケジュール調整や活動時間確保の問題、活動へのモチベ

ーションや責任感維持のための「単位化」の導入等）の具体的指摘を受け、本取組の

追加中核科目としてカリキュラムに反映させたものである。活動時間確保と必修科目

から授業外活動への「橋渡し」として、多くの学生が体験学習に参加しやすくするこ

とで教育効果を高めるために設けた科目である。他に学習活動でも「報告型」発表か

ら「提言型」発表への移行等、改善・充実の契機として機能している。 

 「公開座談会」での意見は取組の達成度を測るためにも活用される。これに加えて

「やっぺ山形隊」への協力団体・企業数、学生参加者数も普及度を測る指標として用

いた。また、各取組は基本的にはその成果を発表・発信する形をとっており、それに

対する外からのコメント・評価も成績評価、授業評価アンケートと共に学生の学習成

果を測る指標とした。 

 「公開座談会」は取組全体を評価するためのものであるが、各取組についても終了

後には、その都度学科会議において実施報告・事後検討を行い、次年度以降の取組実

施計画、カリキュラム検討の際の基本情報として活用した。 

 

 

 



④．財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 本取組は、本学科教育目標達成のための基本プログラムであることから、財政支援

期間終了後においても、主な対象としたカリキュラムを中心に継続する。 

 「必修フィールドワーク」における必修科目「地域体験」「基礎演習ⅡＢ」は従来

通り実施する。「基礎演習ⅡＢ」では、フィールドワーク対象地域を拡大していく予

定である。「プレゼン山形」については、選択科目「やっぺ山形」を中心に「やっぺ

山形隊」の体験学習活動を実施する。併せて授業外体験学習に関する情報提供・参加

指導も積極的に行っていく。体験学習の活動拠点・情報発信拠点である「やっぺ山形

室」、専用 Web サイト「やっぺ山形」も維持する。ただしその管理については、事務

局員から学科担当教員に移行する。多くの体験学習を提供する選択科目群「アクショ

ンカテゴリー」に関しては、科目の見直し・変更を行いながら継続する。「公開座談

会」は体験学習の主たる対象地域となる「村山地区」「西川町」の２会場で実施する

予定である。 

 取組の実施体制は、総合文化学科を中心とする支援期間と同様の体制を維持する。

評価体制についても「公開座談会」を継続実施していくので従来の枠組みに変更はな

い。 

 財政措置としては、「必修フィールドワーク」での施設借料・交通費等の学生の活

動実費については学納金「学科研修費」として自己負担となるが、それ以外の取組活

動経費については学科の年度事業計画に基づく「学科事業費」として計上する。 

 継続実施するにあたっての課題としては、活動拠点「やっぺ山形室」の事務局員の

不在がある。支援期間終了後、大学の財政事情上どうしても専任の事務局員を配置す

ることは難しい状況である。これにより地域との連絡、活動に伴う事務作業をどのよ

うに行っていくか、特に地域からの情報提供に対して随時対応していける体制をどう

構築していくかが早急の検討課題となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 本取組は、地域総合科学科としての総合文化学科の教育目標である「動ける・話せ

る」人材（課題発見・解決能力とコミュニケーション能力）の実践的な育成を、山形

県内地域・団体・企業との協力による体験型学習を核として実施するものである。取

組は、地域交流及び地域教育力を基盤に、授業と学外活動の組織的連携を図りながら

展開する。本プログラムは、主に下図の 3 つの内容で構成している。  

 

取組の全体構造

プレゼン山形必修フィールドワーク 公開座談会

・「地域体験」
・「基礎演習ⅡＢ」

・「やっぺ山形」隊
・大学祭・学科行事

「プレゼン山形」

・村山地区
・置賜地区
・西川町
・庄内地区

選択科目 「やっぺ山形」
アクションカテゴリ など

フィードバック

       
 「必修フィールドワーク」で能力習得の必要性や基礎技能を全学生が学び、「プレゼ

ン山形（やっぺ山形隊）」を通して、多様な体験学習や情報発信活動を実施することで

実践的に能力を伸長する。そして「公開座談会」で地域・学生・教員を交えた評価活

動を行い改善へとつなげていく構造となる。 

 本取組の成果は、地域での体験活動を主とした学生の主体的活動機会を地域と連携

し多様に提供するための仕組み（やっぺ山形）の基礎を構築できたことである。下表

は「やっぺ山形隊」の参加学生述べ数と協力企業・団体数を示すが、共に着実に増え

ていることがわかる。しかし、もう一つの指標としていた学生の就職率に関しては、 

 

    平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

参加学生述べ数 １４ ６４ １０２ 

協力企業・団体数 １ １１ ２０ 

 

目標値 95%以上に対し平成 22 年度 72％と大きく下回る結果となった。「必修フィール

ドワーク」から「プレゼン山形」への連携の仕組みが不十分であったことが、取組上

の主な要因と学科では考えている。希望者を対象とする「やっぺ山形隊」へ参加する

学生数は増えてはいるが、全学生（H22：247 名）に対する割合はまだまだ低い。特に

社会へ足を踏み出せないでいる学生へ必修科目から次のステップをどのように提供し

対応していくかが今後の大きな課題である。 

 今後の展開として、本取組事業は本学科教育目標達成のための基本プログラムであ

ることから、財政支援期間終了後においても、主な対象としたカリキュラムを中心に

継続する。これまで構築してきた地域との連携・協力関係を発展・拡大させるととも

に、多くの学生が積極的に参加しやすい環境・体制を改善していくことで、本事業の

教育効果の向上に努めていく。 

 

２．取組の全体像 【１ページ以内】 


