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取 組 の 概 要 

地域の再生と創造を担う人材に必要不可欠な能力を『地域創生力』とし

て新たに定義し、その開発を『演習と実習の連動、及び地域創生フォー

ラム開催による教育システム構築』『学生ポートフォリオ導入とプラン

ニングコーチによる自己開発支援』『地域創生 Tips や教員ポートフォリ

オ導入による教員のスキルアップとサポート体制強化』の３方向からの

施策を講じることで効率的に展開する。そうすることで『地域創生力』

を身につけた学生を地域に送り出す。 

 

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 

本事業の実施にあたっては、推進役となる担当教員と運営管理や経理等を行う事務

局スタッフをそれぞれ 1 名置いた。さらに、教員側としては地域創生学群教授会にて

事業の報告を適宜行い、学群教員全員のサポートを得ながら事業を推進した。一方、

事務局側は上記 1 名に加え 4 名の事務局スタッフがサポートした。 

次に、年に 2 回(平成 21 年度は 1 回)『アドバイザリーボード』を開催し事業の進

捗確認を行った。外部アドバイザーの方々から様々なご意見をいただき、それを次の

タームの事業推進に活用させていただくことを繰り返し行ってきた。 

また、平成 21 年度、22 年度、23 年度のそれぞれ年度末には『GP 事業評価委員会』

を組織し(平成 23 年度は第 6 回アドバイザリーボードと共催)、本事業が適切に進捗

されているかどうかを評価いただく機会を設けた。 

(２)取組の実施内容について 

本事業は、以下の3分類6項目の取組みを中心に推進することで、地域創生力を身に付

けた学生を育成することを目的としている。 

Ⅰ.教育システム構築によるサポート 

①  演習・実習と座学を連動させたカリキュラム 

幅広い知識と実践力を備えた人材を輩出するために、講義だけでなく演習、実習を1年

次から複合的に展開し、知識を実践的な知識に変換していくカリキュラムを構築した。

演習では、１年次前期「地域創生基礎演習A」の初年次教育から学年を経るごとに徐々に

専門的な知識を吸収する演習へと移行していった。実習では、初年次は「指導的実習プ

ログラム」を導入し、専門的実習に備えた「見習い」として全員参加を義務付けた。2年

次以降の「地域創生実習」「スポーツボランティア実習」「障害者スポーツ実習」「相

談援助実習」等はコースの学修目標に応じた実習を行い、技術に加えリーダーシップや

マネジメントを実践しながら学ぶカリキュラムを実施した。 

②地域創生フォーラムの開催 

演習と実習の接続を強化するために「地域創生フォーラム」を年2回(平成21年度は1回)

開催した。まちづくりや福祉、スポーツ等の分野で活躍する実践家を招き、各々の活動

の現状や課題、今後の展望等をお話いただいた。また、学生の成果発表の場ともなった。

Ⅱ．学生の自己開発支援 

①  Kitakyu Sousei Portforio(KSP)の導入 

学生の地域創生力の開発をセルフマネジメントするために導入した。KSPは「基本シー
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ト」「計画シート」「アドバイスシート」「活動シート」「振り返りシート」「資料編」

から構成される。各年次の初めに自身の地域創生力をアセスメントし、正課･正課外活動

で地域創生力をどのように伸ばしていくのか計画を立てる。計画をもとにプランニング

コーチや演習担当教員と面談を実施し目標設定を行い実行する。各年次終了時には振り

返りを行い翌年の計画に反映させる。このように学生自らPDCAサイクルを展開し地域創

生力の開発を行っている。 

②ボランティアセンターを活用した体験学習 

幅広い知識と実践的な能力を身につけさせるためには、学生時代の多様な「現場」経

験が重要である。平成22年4月に「地域共生教育センター(通称;421Lab.)」を設立し、地

域の要請に応えていくと同時に、学生の積極的な地域活動への参加を促進した。平成23

年度末時点で863名の学生登録者がおり、44テーマの地域活動を取り扱っている。 

同センターでは「社会体験コーディネーター」が学生の社会体験機会を開拓と教育プ

ログラムを開発する役割を担った。また、学生も同センターの運営に参加し、地域活動

の一つとなっている。平成23年度末で25名の学生スタッフが活動している。加えて、平

成22年度には市の中心街である魚町商店街や農村地域の猪倉地区の2か所にサテライト

キャンパスを設置。地域内部からの視点も踏まえて地域活動を展開する拠点とした。 

Ⅲ．教員のスキルアップとサポート体制強化 

①  地域創生Tipsデータベースの構築 

通常の講義型授業において学生の地域創生力の開発に有効な教授法のデータベースと

して「地域創生Tips」を構築した。これは、授業中10～30分程度で実施できる、地域創

生力開発に寄与する授業手法集である。各教員が自由に活用できるようなシステムを構

築した。平成23年度末現在、8項目50種類のTipsが登録されている。 

②教員ポートフォリオ 

「学生カルテ」と「教員自己開発計画」からなり、イントラネット上のデータベース

として展開している。「学生カルテ」は「学生データ」と「学生指導計画」から構成さ

れる。「学生データ」は学生の基本情報であり、「学生指導計画」は成績や取得単位数

といった学生の修学上の現状に加えて、学生の就学状況を逐次記録できるようにした。 

「教員自己開発計画」は、教員自身の教育力向上を目指して、教育、学生支援、その他

（資格取得、スキルアップ等）について個々人の年間目標を設定し、セルフマネジメン

トしながら教員自身の教育レベル向上を図るためのデータベースとした。 

(３)社会への情報提供活動について 

Ⅰ.インターネットによる情報提供 

 地域創生学群のオリジナルサイト内に「学群日誌」というコーナーを開設。20 を

超える地域活動ごとにページが設けられ、それぞれの活動のトピックスを随時アップ

ロードし、タイムリーな情報提供に努めた。また、地域共生教育センターのオリジナ

ルサイトを開設し地域活動情報の提供を行った。 

Ⅱ.マスメディアによる情報提供 

 ラジオでは、毎週番組を持ち地域活動の情報を継続的に提供した。テレビや新聞で

は、地域活動の様子がニュースや地域情報番組など様々なコーナーで多数取り上げら

れるよう、プレスリリースに努めた。また、北九州市の地域情報誌である「ひろば北

九州」にも地域活動の情報提供コーナーを毎月設定し、情報提供に努めた。 

Ⅲ.地域創生学群独自メディアや機会による情報提供 

各年度末に「学生成果報告書」を制作し、学生の地域活動の様子を幅広く情報提供

した。また、「hoop！」というフリーペーパーを学生が制作、地域活動の情報提供を

行った。地域共生教育センターでも「FULL」を制作。学生目線での情報提供を行った。

加えて、年間 2 回開催した「地域創生フォーラム」は学生の成果発表の場としても位

置付けられており、情報提供の場となった。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

本事業全体を俯瞰してみると、様々な成果があったと言える。演習・実習と座学を

連動させたカリキュラムの展開や地域創生フォーラムの開催は、座学で学んだ知識・

技術をすぐに実践する機会となり、学生の知識・技術の定着や実践的な学修を促進し

た。Kitakyu Sousei Portforio(KSP)の導入は、学生の主体的な地域創生力開発や経

験による学習の促進を後押ししただけでなく、教員が学生の状況を詳細に把握するこ

とに寄与した。地域共生教育センターを活用した体験学習機会の創出や「社会体験コ

ーディネーター」の配置は、地域の教育資源を教育的なプログラムとして学生の学修

につなげることに寄与した。また、学生の地域活動への関心を高めるだけでなく、実

際に多くの学生が実際に活動を行った。地域創生 Tips データベースの構築や教員ポ

ートフォリオは、各教員に対してＦＤ活動の意義を理解することには繋がったもの

の、ＦＤ活動の浸透や教員自身のセルフマネジメントには課題が残った。メディアを

通じた本事業の情報提供では、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等様々なメディアにトピ

ックスとして取り上げられた。また、平成 23 年度には本学は「大学地域貢献度ラン

キング(日経グローカル誌)」で第一位を獲得。本事業の効果は少なくないと言える。

 次に、本事業で設定した 5 つの数値目標についての結果について説明する。 

1.『全ての地域創生力レベルが 5 以上の学生比率が、1 年目 30%、2 年目 40%、3 年目

65%、4 年目 90%以上』という目標に対しては、1 年目のアセスメント状況を鑑みて目

標のレベル設定を「積極的かつ主体的に行動できる水準」としレベル 3 を想定したも

のに修正し、平成 23 年度からの第 2 期中期計画に反映させた。その結果、2009 年度

入学生を例にとると、3 年次終了時点ですべての項目がレベル 3 以上の学生比率が

71.6％となっており目標を達成できている。 

2.『全学生(通常枠)がテンポラリースタッフを含むボランティア活動に年間 4 テーマ

以上必ず参加する』では、3 カ年の平均で年間 6.8 テーマの社会体験活動に取り組んで

おり、目標は達成されている。 

3.『各教員が年間 4Tips 使えるようになる』では、8 項目 50 に及ぶ Tips 設定しデー

タベース上で各教員が共有・更新できるようにシステム構築を行ったものの、各教 

員の講義の特性から、4Tips を使うまでには至らなかった。  
4.『地域創生学群全教員が参加するコーチング、キャリアカウンセリング等の学生支

援スキルの向上に資する研修を年間 2 回実施する』では、特別な配慮が必要な学生の

情報共有と指導方法の協議、学群独自の学生との接し方や教授法に関する研修会を年間

2 回以上開催した。  
5.『地域の教育資源を大学に取り込む「地域創生フォーラム」を年間 2 回以上実施す

る』では、平成 21 年度に 1 回、平成 22 年度、23 年度は各 2 回「地域創生フォーラム」

を開催し、様々な立場の方からの知見を学ぶことができたと同時に、学生の成果発表の

機会を数多く確保できた。また、この地域創生フォーラムは地域に公開して開催したが、

毎回 300 名以上の来場があり、盛況であった。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

本事業の評価は2つの機会を通じて行われた。 

教育内容等についての評価は年間2回「地域創生学群アドバイザリーボード」開催

した。これは、地域の実践家や学外の専門家によって組織され地域創生学群の運営に

ついての提案、監視を行う組織である。開催状況は以下のとおり。 

◆アドバイザリーボード開催状況 

回 日程 委員数 主な議題 

第1回 H21/11/11 6名 GP事業のスキームについて 

第2回 H22/3/16 8名 地域との協働教育の在り方について 

第3回 H22/8/4 5名 地域活動における教育成果について 

第4回 H23/2/20 5名 学生の成果発表に対するアドバイスについて 

第5回 H23/9/23 7名 地域活動における教育成果について 

第6回 H24/3/21 7名 本事業終了後の学群教育の在り方について 

アドバイザーの方々は、普段から学生の地域活動を受け入れていただいている方で

ある。学生や学群運営について議論するだけではなく、実際に学生の成果発表を聞い

ていただいた後にアドバイザリーボードを開催し、学生の現状を確認いただく機会を

設けることで実態に則したアドバイスをいただいた。アドバイザリーボードには教員

も参加しているため、即座に学生指導に活かすことができた。また、アドバイザーの

方々による地域での学生指導にも随所に活かしていただいた。 

次に、事業進捗に関しては各年度末に「GPプロジェクト評価委員会」を開催し、学

内のGPプロジェクトチームから提示された、実施計画、成果、課題認識等に対しての

検証・評価を実施した。 

◆GP評価委員会開催状況 

回 日程 委員構成 

第1回 H22/3/18(木)13:30～15:30 委員長；和栗百恵(福岡女子大学准教授) 

委員；5名 

第2回 H23/3/30(水)16:00～17:50 委員長；和栗百恵(福岡女子大学准教授) 

委員；3名 

第3回 H24/3/21(水)17:30～19:00 委員；7名 

 評価指標としては『②取組の成果』で記述している5点の数値目標に対して、現状

の達成度等を報告。評価をいただいた。概ね良好な評価結果を頂いたが、一部未達成

の部分については、改善案等を議論・指摘していただいたことで、その後の学群教育

の参考にすることができた。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

本事業を継続していく際の課題としては、大きく以下の 3 点が考えられる。それぞ

れの課題と今後の対応と展開について記述する。 

1. 地域創生学群への数値目標について 

  上述した地域創生力開発目標、ボランティア活動の年間テーマ数、FD 研修の実

施、地域創生 Tips の効果的な運用、地域創生フォーラム開催のいずれの数値目標

についても、本事業終了後においても基本的に同レベルで目標として継続していき

たい。既に平成 23 年度開始の本学第 2 次中期計画の中に盛り込んだ項目も多く存

在する。 

2. 教員の FD 

特に大きな課題となると思われるのが教員の FD である。本事業の期間中は年間

2 回の FD 研修会の開催や学生ケース会議を開催し、学生の情報共有を行うととも

に、本学の教育レベルの向上させるための取組みを展開してきたし、今後も継続し

ていく見込みである。しかし、これを真に教員の教育レベルの向上までにいかにし

て結び付けるかが重要である。 

3. 学習成果の評価手法開発 

本事業では学生の地域創生力の評価は学生の自己評価が中心であった。今後は、

他学生評価、地域の方々の評価を本格的に導入し、学生を多角的に評価する手法を

開発していきたい。また、地域創生フォーラムやアドバイザリーボードの開催につ

いての計画や予算の恒常化も図られたことで、継続的に実施していきたい。 

4. 地域共生教育センターの継続性 

地域の教育資源を幅広く大学教育に取り入れていく役割を担う地域共生教育セン

ターは本学の運営にあたっても非常に重要な位置を占めている。本事業終了後の 1

年間(平成 24 年度)は財政措置が認められ事業中と変わらない運営が可能となった。

しかし 25 年度以降は未知数である。そのために、学生運営スタッフの充実に加え他

大学との連携を図っていくだけでなく、「社会体験コーディネーター」「プランニング

コーチ」の役割を担う人員の組織化を鑑みて体制を継続していきたい。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

◆今後の取組全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本事業の今後の取組は、GP 事業で３年間展開してきたスキームを継続・発展させ、

地域の教育資源を利用して学生が成長するという教育モデルの構築を図りたい。それ

には上図にあるように、４本の柱をしっかりと展開していくことで実現していきた

い。 

1. 演習・実習の相乗効果 

地域創生学群では、初年次より演習と実習を同時開講しその相乗効果を図ってい

きたい。また、地域創生フォーラムやアドバイザリーボードを開催して、地域の

教育資源を大学に取り込む機会を設けていく。 

2. 学生の能力開発セルフマネジメント 

学生ポートフォリオを運用し、学生の地域創生力開発をセルフマネジメントでき

るように展開したい。また、地域創生力の数値目標として「能動的に活動できる

レベル」の学生を卒業時に 90％とする。 

3. 教員の能力開発セルフマネジメント 

地域創生 Tips や教員ポートフォリオの効果的な運用を推進していきたい。地域創

生学群独自の学生の教育に資する研修を必ず実施する。 

4. 地域共生教育センターによる教育資源の取り込み 

地域共生教育センターを継続・発展させていきたい。学生運営スタッフだけでな

く地域の方々に教育的な役割を担っていただく仕組みも検討したい。 

地域の教育資源を取り込んだ教育の展開 平成24年度～ 北九州市立大学

地域創生学群

１．演習・実習の相乗効果

２．学生の能力開発セルフマネジメント３．教員の能力開発セルフマネジメント

４．地域共生教育センターによる
教育資源の取り込み
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