
大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】 

大学教育推進プログラム 事業結果報告書 

大 学 等 名 学校法人 沖縄大学 

取 組 名 称 清ら島づくり南西諸島高大連携プログラム 

取 組 期 間  平成２１年度 ～ 平成２３年度 （３年間） 

取 組 学 部 等 全学 取組担当者 緒方修 

Ｗ ｅ ｂ サ イ ト http://www.okinawa-u.ac.jp/chiikikenforum.php 

 

取 組 の 概 要 

南西諸島の高校と「新たな高大連携」に取り組む。高校から大学への学び

の連続性を重視しながら、自ら学ぶ生徒を育てていく。高校生は大学に進

学してさらに問題発見力、問題解決力を身につけ、卒業後は、島に帰り島

の活性化に貢献する。そして島が活性化すれば高校生たちの学ぶ意欲はさ

らに高まる。このような望ましい「循環」を離島社会にビルトインするこ

とが本取組の最終目標である。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

 本プログラムの企画運営を遂行する運営委員会を設置。委員長（地域研究所所長）

の下、各学科から選出された委員で構成。所長（委員長）は、全学的な部館長会のメ

ンバーであり、運営委員会の取組は部館長会を通して全学へ周知。 

 

(２)取組の実施内容について 

 取組の全体スケジュールは、①学生対象ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、②離島高校との連携ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、③離

島地域との連携ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの３つに大きく分けて構成した。 

1 年目 

①離島地域との連携ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（シマおこし関連） 

・移動市民大学[一般 164 人]：離島の地域づくりをテーマとした公開講座。奄美大島、

宮古島で開催。 

②離島高校との連携ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（高等学校関連） 

・ジュニア研究支援[18 グループ・生徒 78 人]：身の回りの自然をテーマとした生徒の

研究活動を支援。本島及び周辺離島 12 件、宮古島 1 件、八重山 5 件を採択。石垣島

での報告会を開催し、優秀賞を受賞した八重山商工高校を本学に招聘し合同発表会を

開催。 

③学生対象ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（大学関連） 

・離島研究・実践促進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ[教員 13 人・学生 9 人・大学全体に占める割合 0.005%]：

指導教員が学生の自主的な離島研究及び実践活動を支援。「上比屋山遺跡調査」（宮古

島）、「共同売店の現状」（石垣島）、「シマおこし」（阿嘉島）、「登野城のお盆行事」（石

垣島）のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが受賞。 

2 年目 

①離島地域との連携ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（シマおこし関連） 
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・教育情報ハイウェイ構築：宮古・石垣・本学間のウェブ通信網を構築。 

・ｼﾏおこし人材育成ﾌｫｰﾗﾑ [生徒・学生 100 人]：琉球王国時代の通信手段であった烽火

の実証実験を通して、かつての離島間におけるﾈｯﾄﾜｰｸから今後のﾈｯﾄﾜｰｸを展望。 

②離島高校との連携ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（高等学校関連） 

・出前講座[生徒 748 人]：本学教員による離島の高校への出前講座。奄美大島、沖永良

部島、宮古島、伊良部島、石垣島で実施。 

・ジュニア研究支援[11 グループ・生徒 104 人]：奄美への支援を開始。奄美 2 件、本島

及び周辺離島 6 件、宮古 1 件、八重山 2 件を採択。 

・高大しゃべり場[生徒 180 人・学生 50 人]：宮古島、石垣島の高校生と交流し、同世代

（横の関係）や親（縦の関係）ではない、島の外からやってくる大学生（斜めの関係）

が様々な相談を受ける企画。 

③学生対象ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（大学関連） 

・離島研究・実践促進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ[教員 13 人・学生 13 人・0.007%]：「子どもを取り巻く地

域環境の実態」（多良間島）、「学校・地域・家庭の連携した学校教育と地域教育」（伊

良部島）、「古墓群とその歴史」（石垣島）、「ｲﾘｵﾓﾃﾔﾏﾈｺへの対処」（石垣島）のﾌﾟﾛｼﾞｪｸ

ﾄが受賞。 

・離島別シマおこし研究[教員 1 人・学生 3 人・0.001%]：奄美大島の環境教育を調査。

・島おこし講座：[教員 5 人・学生 41 人・0.02%]：奄美、宮古、石垣の地域づくりに取

組む現地講師を招聘。 

3 年目 

①離島地域との連携ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（シマおこし関連） 

・移動市民大学[一般 196 人]：石垣島、宮古島、奄美大島で開催。 

・シマおこし人材育成ﾌｫｰﾗﾑ [生徒・学生 37 人]：地元の専門学校との共同実施。 

②離島高校との連携ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（高等学校関連） 

・ジュニア研究支援[9 グループ・生徒 72 人]：奄美 1 件、本島 3 件、宮古 2 件、八重山

3 件を採択。 

③学生対象ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（大学関連） 

・離島研究・実践促進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ[教員 13 人・学生 13 人・0.007%]：「野良猫対策とその本

島への適用」（西表島）、「ｴｺｱｲﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄから考える環境」（宮古島）、「地域行事の

必要性」（多良間島）、「煙草の消費動向」（奄美大島）のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが受賞。 

・離島別シマおこし研究[教員 7 人・学生 47 人・0.02%]：奄美、宮古、石垣で環境教育

（盛口ゼミ）と地域福祉教育（西尾ゼミ）のﾃｰﾏでﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸを実施。 

・シマおこし実践演習[前期：教員 1 人・学生 17 人・0.009%、後期：教員 1 人・学生 16

人・0.008%]：本島周辺の離島における体験学習。 

・シマおこし講座[教員 4 人・学生 135 人・0.07%]：奄美大島、石垣島、西表島の事例。

 (３)社会への情報提供活動について 

 主に Web サイトを活用して、「地域研フォーラム（月刊）」を発行し、取組の内容、成

果等の情報を提供。また、主な取組についてはそれぞれ成果報告書を発行し、関係機関

に寄贈。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

（１）本取組の計画時における目的や達成目標、期待された成果と実際の成果と比較

した達成度について 

 当初の計画において、大学と高校、中学、小学校、さらには地域社会全体と連携しな

がら、より幅広い観点から人材育成を図り、大学の初年次教育に連続させることを目的

とした。 

 また、「大学で学んだ学生が島に帰って、島の活性化に貢献するようになり、そのこと

によって意欲的に学ぶ生徒もさらに増える」ような望ましい「循環」を離島社会にビル

トインすることを目標とした。 

 期待された成果としては、①離島地域との連携ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（シマおこし関連）②離島高校

との連携ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（高等学校関連）③学生対象ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（大学関連）からなる、離島の地

域づくりに資する教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを推進し、当該ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを軸に人材が本学と離島を循環す

る仕組みを構築することであった。 

 実際の成果としては、①離島地域との連携ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでは「移動市民大学」「ｼﾏおこし人

材育成ﾌｫｰﾗﾑ」「教育情報ハイウェイ構築」、②離島高校との連携ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでは「出前講座」

「ジュニア研究支援」「高大しゃべり場」、③学生対象ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでは「離島研究・実践促進

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」「離島別シマおこし研究」「島おこし講座」「シマおこし実践演習」を実施し、

２０１０年度からは副専攻「地域共創学」を開設した。「シマおこし」の所定のカリキ

ュラムを修了した学生５名が「シマおこしフィールドワーカー」の認定を受けた。久米

島高校とは協定を結び、今後の交流を深めることとした。「地域共創」の理念のもとに、

地域活性化および人材育成の実践事業として、本取組は定着しつつある。 

 

（２）実施プロセスと教育内容の質保証の強化について 

全学的には各学科より選抜された教員による高大連携GP委員会を組織し、定例で運

営・教育効果などを話し合った。以下、離島での研究・実践推進事業を述べる。 

環境教育プログラムでは、主にＷＷＦ白保サンゴ村と地域研究所が連携して企画した。

テーマは、離島の地域づくりを環境教育の面から考えるというもので、本学准教授と学

生により実施した。企画の趣旨は、白保の地域づくりに取り組む「白保魚湧く海保全協

議会」の老齢者が白保サンゴ村のこどもクラブの児童生徒たちに野外活動を通して伝統

的な食や地先の海との関わり方を伝えていく「やまんぐぅ自然学校」を開催するという

ものであった。「身の回りの自然を地域づくりの素材としていることを知り、自分たちの

学びの可能性を発見した」といった学生アンケートも寄せられている。 

福祉教育プログラムでは、「宮古島市の地域福祉シマおこし」をテーマに、中高大学

生から老人クラブまで八つの団体が交流し、島の福祉や自然環境、文化継承のことなど

今後のあるべき姿を描いた。 

奄美大島では「移動市民大学」を実施し、「UIターンによる地域活性化」をテーマと

して、高校生約150人にアンケートを実施した成果を披露し、高校生とのディスカッシ

ョンなどを行った。いずれも本学教員・学生が島々の関連団体の協力を得ながら、体験

学習の実をあげている。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

（１）申請書に記載された評価体制・評価方法に関する事項 

 地域研究所高大連携推進委員会が、高大連県協定締結校による評価、離島研究・ジュ

ニア研究合同発表会、移動市民大学における参加者の評価、地域研究所研究班による自

己点検評価報告等に基づいて、達成状況を測定する。終了時の評価は、地域研究所高大

連携推進委員会が報告書をまとめ、事業評価委員会（部局館長会議メンバー）が行う。

評価委員会の評価結果は、理事会に加え、外部評価委員会に報告し、外部有識者による

意見を求める。 

 本取組の最終目標は、南西諸島における人材育成が高大連携を核として循環する形で

実現することであるので、それが把握できるような評価方法・指標や成果の測定体系を

構築する。目標の達成状況の測定の客観線の向上等を目的として、地域研究所高大連携

推進委員会による意見書をもとに評価方法、指定の設定・見直しを行う。 

 

（２）それに対する実施状況（取組の達成度や学習成果を測る方法や指標含む） 

 沖縄大学外部評価委員会では、地域共創の教育の実践例として、「地域共創・未来共創

の理念を実現するためにどのような取組を行っているか。理念倒れになっていないか」

との外部委員からの指摘があった。これにたいする副学長からの回答として、本取組に

基づいた「地域共創・未来共創の教育プログラム」を説明した。  
ひとつは、副専攻として「地域共創学」を設置している。地域共創の３つの柱（①

人と人のつながり、②人と地域社会のつながり、③人と自然環境のつながり）の科目

から計24単位以上を取得すると、副専攻「地域共創学」が認定される制度を整えた。

２つ目として、離島研究・実践促進プロジェクトがある。すぐれた研究には10万円、

5万円、3万円の奨学金を支給している。  
３番目として、ジュニア研究支援がある。地域の自然環境を中心として、地域の歴

史や民俗を含めて、地域の研究をする児童生徒（小学校～高校）を支援する事業であ

る。年間10数件のグループの応募があり、選抜された10件ほどに助成を行っている。

 「ジュニア研究支援」は、２００２年に開始し、今年１０周年を迎える。地域に沖縄

大学独自のプログラムとして定着しつつあり、高校現場でも評価を得ている。  
 なお、今年４月、上のような教育をも担う「地域共創センター」を地域研究所内に

設置する運びとなっている。 

また内部評価委員会として、初年度より高大ＧＰ運営委員会を発足し、全学的な連

携体制を整えることとなった。その結果、専門演習（ゼミ）単位での教育活動を横断

的に結びつけ、体験型講義やフィールドワーク実践を支援する教務体系ができあがっ

ていった。導入教育の必修科目においては、「問題発見演習」を進化させ、３つの力

の養成力を中心に演習を組み立て、大学と高校が連携する講義に学生が参画する仕組

みを設けた。それによって、（１）他者と積極的に交流できる「ソーシャルスキル」、

（２）大学での学びを円滑に行える「スタディスキル」、（３）在学時及び卒業後の

生活設計を行える「ライフデザイン」を涵養することを目的とした。結果として、学

生のＧＰＡの動向を反映したアドバイザー制度が、機能し始めている。 

75　沖縄大学



④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

（１）申請書に記載された財政支援期間終了後の取組の概要 

 継続発展事業は、大きな資金を必要とするものではなく、財政支援期間に軌道に乗っ

た活動を拡大・深化させる。この拡大・深化を費用効果の高い形で展開することが重要

であり、本取組で展開する各種の連携活動の費用効果の観点に基づく優先順位、有効な

組合せ等の提示を含めた形で、継続し発展させるべき事業を明示する。 

（２）経費面も含めた本取組の全体的な課題及び問題点 

 財政支援期間においては、本プログラムの専従スタッフが様々なサポートを行って

きた。特に、多くの準備を要するフィールドワークは、教員を補佐するスタッフによ

ってより効果的なプログラムを実施することができた。専従スタッフの人件費を十分

に確保できない状態では、教員の負担が多く、これまでのような質の高いプログラム

を継続して実施することは困難となる。 

（３）財政支援期間終了後において、本取組をどのように実施していくのか 

 下記のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを継続的に展開することになった。 

  ①離島地域との連携ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「移動市民大学」 

  ②離島高校との連携ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「出前講座」「ジュニア研究支援」 

  ③学生対象ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「離島研究・実践促進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」「シマおこし実践演習」 

 これらの内、財政支援期間中に新設した副専攻「地域共創学」の科目として「シマお

こし実践演習」を、ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとして「ジュニア研究支援」「離島研究・実践促進ﾌﾟﾛ

ｼﾞｪｸﾄ」を継続実施することになった。 

 実施に当たっては、本研究所の地域貢献部門を強化する形で「地域共創センター」を

開設し、他の事業の展開も含めてスタッフ２名増の体制を組むことになった。 

（４）継続実施するにあたっての課題及び問題点 

 本来、大学全体での取り組みであるべき GP の遂行を、学内の一研究所が担ってきた

感がある。司令塔としての役割と同時に実務のほとんどを負う体制が続いた。GP 終了

後は、非常勤職員の退職とともに、ある程度の戦線縮小はやむをえない。しかしながら

本学が島嶼県・沖縄において果たすべき役割は真に大きい。特に本 GP の主眼であった

「新たな高大連携」は以下のような重点プロジェクトとして継続してゆくつもりである。

離島の高校・市民に対する移動市民大学および離島研究・実践促進プロジェクトを継

続する。学生自身が離島を訪れ、そこでのハンディキャップを体験し、また逆に独自の

克服策を探る。離島での幸福感は経済的指標のみで計れるものではない。こうした講義

やプロジェクト推進は、大学・高校の交流を促す効果が期待できる。  
地域の高校生に大学講義の機会を与えるという意義とともに、離島の高校生が大学に

入学しそこで学び、その学んだ成果を母校や、出身の離島の高校生に語ることで、循環

的な関係が構築できよう。生徒と学生が相互に学ぶ、そして卒業後は離島に帰り、地域

振興の人材となる―そういう循環する地域教育が実現化できるのではないか。  
 今後は、教育実践や研究テーマ、成果発表をより一層メディアで発信していくことや、

沖縄大学の環境関連の教学や他のプログラム、出前講座や入試広報との連動を検討して

いきたい。  
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

－大学の中での本取組の全体像 

 大学は社会の変化、また時代のニーズに応えつつ、その役割を果たすものであり、地域

社会の実態に敏感に反応していく必要がある。沖縄大学では「地域に根ざし、地域に学び、

地域と共に生きる、開かれた大学」（1978年）の理念のもと、2008年には「地域共創、未

来共創の大学へ」の「新沖縄大学宣言」を目標として、地域社会と共に、未来を築いてい

く方針を明確にしている。そのため、市民に開かれた共育の場として「地域研究所」（1988
年）を設立した。  
地域研究所の活動内容は、沖縄大学の基本理念「地域共創・未来共創」と重なるものが

多く、外部組織との窓口的な役割も果たし、本事業以外にも文科省によって選定された事

業（ＧＰ）の担当も含め、重要な役割を果たしている。 

地域社会を学習の場とするフィールドワークも、講義の中に定着し、講義に社会人をゲ

スト講師として招くシステムも確立している。学部、大学院における自治体や企業、市民

との共同研究や、相互学習も行われており、現実の社会の中で体験するインターンシップ

も行われるようになった。その結果、2010年度に「福祉のまちづくり推進校」（県知事賞

受賞）と本年度（2011年度）那覇市より「社会貢献、地域貢献」をした大学として表彰を

受けている。 
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