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 第 7回地域と大学を繋ぐコーディネーターのための研究実践セミナー 
 
【概 要】 
 和歌山大学では地域連携に関わる教職員・コーディネーターの人材育成、大学と地域の発展に向けた輿論づく
り、地域型サテライトへの着目の３点を目的に、第7回「地域と大学を繋ぐコーディネーターのための研究実践
セミナー（合宿型研修）」を実施いたします。同じような悩みを持った方々との議論と交流、他大学の方法論の
共有などを通じて、セミナーが終了しても繋がり続けられる関係性を構築できればと考えております。 
 
【タイムスケジュール】 
 
 第 1日（9月13日） 
 
 ■セミナー  会場：高知大学 総合研究棟 2F 会議室1 
  12:30～ 受付 
  13:00～ 開会＜挨拶＞  
  13:20～ 高知大学 地域連携推進センター長 受田浩之氏 
  13:20～ 和歌山大学 COC+推進室長 金子泰純 
  13:15～ 趣旨説明・イントロダクション 
  13:30～ 事例報告 
  14:00～ ①高知大学 地域連携推進センター准教授・吉用 武史氏 
  14:00～ ②北九州市立大学 地域創生学群特任教員蓮本浩介氏 
  14:00～ コメンテーター：一般社団法人国立大学協会専務理事・山本 健慈氏 
  15:00～ ワーク①：仮想大学「理想の大学地域連携センターづくり」① 
  15:00～ ワーク①：参加者の大学の地域連携に対する理念等の共有 
  15:00～ ワーク①：仮想大学「ベストプラクティス大学」の地域連携センターの理念づくり 
  17:15～ 終了・移動準備 
  17:30～ 会場移動（バスで「天然温泉 はるのの湯」へ移動） 
  19:00～ 夕食／情報交換 
 
 第 2日（9月14日） 
   
  17:00～ 朝食（バイキング方式、随時） 
  18:30～ 会場移動（バスで高知大学へ） 
  19:30～ ワーク②：仮想大学「理想の大学地域連携センターづくり」② 
  19:30～ ワーク②：参加者の大学の地域連携システムの“良いところ”“ベスト・プラクティス”を融合させて 
  19:30～ ワーク②：地域連携を進める手順や組織、基準を作る 
  11:30～ グループ発表・共有とコメント 
  12:30～ 昼食 
  13:15～ ワーク③：「コラボレーション・ガイドライン」共同宣言の作成 
  14:50～ 閉会＜挨拶＞ 一般社団法人国立大学協会専務理事・山本 健慈氏 
  15:00  終了 



番号 大学名 氏名 ふりがな 所属部署 役職 グループ

1 北翔大学 棟方 章子 むなかた あきこ 地域連携センター 担当課長 C

2 小樽商科大学 小山田 健 おやまだ けん グローカル戦略推進センター
学術研究員
地域連携教育コーディネー
ター

A

3 弘前大学 奈良 賢靜 なら けんせい 社会連携課 地域連携コーディネーター E

4 宮城大学 中嶋 紀世生 なかじま きよみ 地域連携センター コーディネーター D

5 会津大学 岡 裕之 おか ひろゆき 復興支援センター 上級准教授 F

6 宇都宮大学 坂本 文子 さかもと ふみこ
地域創生推進機構
地域デザインセンター 特任研究員 C

7 宇都宮大学 野原 康弘 のはら やすひろ 地域デザインセンター 特任助教 B

8 高崎商科大学 川又 彩夏 かわまた あやか 地域連携センター 地域コーディネーター A

9 法政大学 星野 善晴 ほしの よしはる 多摩地域交流センター 地域連携コーディネーター E

10 東京女子大学 沢村 和恵 さわむら かずえ 教育研究支援部教育研究支援課 課長補佐 B

11 神奈川大学 坂上 玲美 さかがみ れみ 総務部地域連携推進室 課員 A

12 長野大学 渡辺 ひかる わたなべ ひかる まちなかキャンパスうえだ 地域連携コーディネーター D

13 静岡大学 川崎 和也 かわさき かずや 地域創造教育センター 特任助教 E

14 静岡大学 谷内 俊宏 たにうち としひろ 学務部教育連携室 教育連携係長 D

15 豊橋技術科学大学 上田 歳彦 うえだ としひこ 研究支援課 社会連携支援室 社会連携コーディネータ F

16 名古屋文理大学 飯田 萌子 いいだ もえこ 地域連携センター 職員 C

17 福井大学 舟木 幸雄 ふなき ゆきお COC推進室
参与
COC+推進コーディネーター C

18 京都橘大学 髙島 大輔 たかしま だいすけ
学術振興課
（地域連携センター事務局） 総合職 E

19  大阪商業大学 中山 雅靖 なかやま まさやす 総合交流支援課 課長 F

20 摂南大学 小出 修嗣 こいで しゅうじ
研究支援・社会連携センター
地域連携部門 担当課長 B

21 大阪体育大学 行貞 伸二 ゆきさだ しんじ 社会貢献センター 講師 C

22 大阪体育大学 木村 海七未 きむら みなみ 社会貢献センター 研究員 B

23 大阪体育大学 樋口 幸代 ひぐち さちよ 社会貢献センター 職員 E

第7回 地域と大学を繋ぐコーディネーターのための研究実践セミナー 参加者名簿



番号 大学名 氏名 ふりがな 所属部署 役職 グループ

第7回 地域と大学を繋ぐコーディネーターのための研究実践セミナー 参加者名簿

24 奈良県立医科大学 周藤 俊治 すとう しゅんじ 地域医療学講座 准教授 E

25 兵庫大学 小林 大輔 こばやし だいすけ 社会連携オフィス 主任 A

26 兵庫大学 岩田 薫 いわた かおる 入学課兼社会連携オフィス 主査 D

27 岡山商科大学 中川 尚子 なかがわ しょうこ
産学官連携センター
社会総合研究所 事務職員 F

28 徳島文理大学 藤巻 晃 ふじまき あきら 地域連携センター 係長 C

29 高知大学 吉用 武史 よしもち たけし
地域連携推進センター
域学連携推進部門 准教授 F

30
稲生ふれあい館
（高知大学・実習先） 前田 学浩 まえだ みちひろ 運営審議委員会 顧問 D

31 北九州市立大学 蓮本 浩介 はすもと こうすけ 地域創生学群 特任教員 D

32 西日本工業大学 西村 健司 にしむら けんじ なし 地域連携コーディネーター B

33 福岡大学 山田 雄三 やまだ ゆうぞう 福岡・東アジア・地域共生研究所 研究員 D

34 九州ルーテル学院大学 坂本 昌弥 さかもと まさや 人文学部 准教授 A

35 沖縄科学技術大学院大学 照屋 友彦 てるや ともひこ
広報ディビジョン
地域連携セクション マネージャー A

36 沖縄科学技術大学院大学 池田 有砂 いけだありさ 地域連携セクション なし F

37 笹島 康仁 ささじま やすひと 教育ジャーナリスト F

38 国立大学協会 山本 健慈 やまもと けんじ 専務理事

39 和歌山大学 金子 泰純 かねこ ひろずみ COC+推進室／システム工学部 室長／教授 A

40 和歌山大学 大坪 史人 おおつぼ ふみと 岸和田サテライト 地域連携コーディネーター C

41 和歌山大学 古久保 綾子 ふるくぼ あやこ 南紀熊野サテライト 地域連携コーディネーター B

42 和歌山大学 田代 優秋 たしろ ゆうしゅう COC+推進室 COC+推進コーディネーター

43 和歌山大学 西川 一弘 にしかわ かずひろ
地域活性化総合センター
生涯学習・リカレント教育推進室 准教授

4 和歌山大学 森本 充昭 もりもと みちあき 研究・社会連携課 生涯学習係長

45 和歌山大学 後藤 千晴 ごとう ちはる 地域活性化総合センター 教育研究アドバイザー



A B C D E F

小山田　健 野原　康弘 棟方　章子 中嶋　紀世生 奈良　賢靜 岡　裕之

川又　彩夏 沢村　和恵 坂本　文子 渡辺　ひかる 星野　善晴 上田　歳彦

坂上　玲美 小出　修嗣 飯田　萌子 谷内　俊宏 川崎　和也 中山　雅靖

小林　大輔 木村　海七未 舟木　幸雄 岩田　薫 髙島　大輔 中川　尚子

坂本　昌弥 西村　健司 行貞　伸二 前田　学浩 樋口　幸代 吉用　武史

照屋　友彦 古久保　綾子 藤巻　晃 蓮本　浩介 周藤　俊治 池田　有砂

金子　泰純 大坪　史人 山田　雄三 笹島　康仁

グループ一覧表



第７回地域と大学を繋ぐコーディネーターのための研究実践セミナー 

パネルディスカッション・グルーワーク議論の進め方について 

 

【０】全般 

 ・分科会議論、全員討議については、写真撮影をさせて頂きます。撮影が困る場合は、その旨を担当

者にお申し付けください。 

 ・今回のセミナーでは、プログラムの過程そのものが学習の場面と考えております。事例報告・パネ

ルディスカッション、グループワークだけではなく、移動のバスの中、懇親会・二次会、宿泊部屋、

食事の時間、休憩時間など、さまざまな場面で参加者同士の交流、意見交換をしていただければ幸

いです。 

 

 

【１】1 日目：事例報告「実践をコラボレーション・ポリシーの視座で考える」 

 ・事例報告では、今回のホスト校である高知大学での「地域との連携における考え方」、および北九州

市立大学地域共生教育センター（421.lab）の取り組みや「地域からの案件を捌く仕組み」につい

て、事例報告をいただきます。 

 ・ここでは時間的に参加者の皆さんとのやりとりができませんが、是非懇親会や二次会の場面、およ

び他の参加者との交流の際に直接質問などをぶつけていただければと思います。 

 

 

【２】１日目・2 日目：グループワーク「理想の大学地域連携センターづくり」 

（全般） 

・今回のグループワークでは、グループをひとつの仮想大学、参加者をその大学当事者として、理想 

の「大学地域連携センター」を作っていただきます。 

・グループにつきましては皆様のお立場、年齢、性別、大学、これまでのセミナーでの経験など加味 

して、編成しています。 

 ・グループ内で進行役、発表者、記録役などの役割分担をお願いします。 

 ・会場には模造紙、マジック、ポストイットなどの“ワークショップ”グッズを用意しております。

議論を進める上で必要であれば活用してください。 

 

（１日目グループワーク①）大学地域連携センターの「理念づくり」 

・グループワーク①では、大学地域連携センターを新設するケースを題材として、コーディネーター

の皆様が理想とする or 理想としたいそのセンターの「理念」をつくっていくワークです。 

 ・議論する「仮想大学の前提条件」がランダムに与えられます。 

・参加いただいている大学の現状や皆さんの経験をもとに、「なぜ大学が地域と向き合わなければな 

らないのか」や「こんな理念があると現場は動きやすい」「この理念があれば自らの行動を振り返る 

ことができる」などの、そもそも論としての「理念」を考えてください。 

 

 

 



（２日目グループワーク②）大学地域連携センターの「許諾判断のための手順と基準（捌く手順／基

準づくり）」 

・グループワーク②では、「新設された大学地域連携センター」において日頃の現場で持ち込まれる地

域課題や案件などを実際に捌いていくための「手順」や「基準」をつくっていくワークです。 

・課題や案件をコーディネーターだけで捌いていくのか、委員会のような組織をつくって捌くのか、

組織的な意思決定プロセスとしての「捌く手順」を構築してください。 

・また、実際に案件などを捌く際には、カウンターパート側に対して提示する条件（例えば、負担な

ど）、大学側の条件（例えば、お引き受けできるものや出来ないものなど）の「基準」が必要になり

ます。その「捌く基準」についてもつくってください。 

 

 

【３】２日目：グループ発表・全体共有 

 ・理想の大学地域連携センターの①理念、②捌く手順、③捌く基準について報告していただき、会場

全体で共有します。発表者になられた方はよろしくお願いいたします。 

 ・発表の方法は模造紙を使う、寸劇をする、演説をするなど自由です。 

 ・発表時間は１グループにつき約 6 分程度でお願いします。 

 

 

【４】２日目：グループワーク「コラボレーション・ガイドライン」共同宣言作成 

 ・グループワークの議論を受けて、本セミナーにおける「大学と地域との連携・協働のための指針（コ

ラボレーション・ガイドライン）」を作成し、全大学や社会に発信していきたいと思います。 

 ・仮想「地域連携センター長 全国会議」と称して、“円卓会議”型で議論を進めます。 

 ・共同宣言としますが、あくまで参加者個人の意見、考えを踏まえて作成します。 

 

 

【５】今回の学びのねらい 

・今回の仮想大学グループワーク＆ポリシーの作成では参加者同士の自己紹介を踏まえ、日々持ち込

まれる「地域課題」に対する大学の関わり方について、その根幹となる①大学の理念、②案件を捌

く手順、③案件を捌く基準を議論したいと思います。 

・参加者の皆さんの所属大学では、そもそもの理念、手順、基準の整備状況はさまざまだと思います。

現場で奮闘する皆さんの経験や知を結集させて、互いの共同学習の中から新しい知を生み出したい

と考えます。 

・「同じ悩みを持っている人が居ることに気付く＆理解する」こと、「当事者同士の議論から、自らの

問題解決のヒントや実践的な方法論を持ち帰る」ことを学びのねらいとしています。 

・今回のキーワードとして「コラボレーション・ポリシー」を掲げています。議論した理念、手順、

基準を、皆さんの大学運営にすぐに反映させることは困難かもしれません（執行部は別ですが）。し

かし、最前線から発信する「そもそも論」や「あるべき姿」を念頭に仕事と向き合うことは重要だ

と考えます。そもそも論やあるべき姿など、自らの行動を振り返るための“拠りどころ”が少ない

と、どうしても場当たり的な仕事 or 仕事に流されてしまいます。今回議論した“拠りどころ”が、

少しでも皆さんの実践の支えになれれば嬉しいです。 



【５】本セミナーにおける討議（グループワーク）の歴史と経過 

・2012 年の第 1 回（本学地域連携・生涯学習センターにて開催）では参加者を大学の経営陣と見立

てて、その立場から大学の地域連携戦略、および地域連携コーディネーターの専門力開発プランを

討議しました。 

・2013 年の第 2 回（本学南紀熊野サテライトにて開催）では、地域連携業務の学内認知度の向上、

コーディネート業務およびコーディネーターの評価方法、コーディネーターのキャリア形成に関す

る討議を行いました。 

・2014 年の第 3 回（本学岸和田サテライトにて開催）では、コーディネーターを①広域連携型、②

特定プロジェクト型、③地元密着型の３つに分類したうえで、地域連携コーディネーターの役割と

専門性について討議しました。 

・2015 年の第 4 回（長野大学と本学の共催）では、コーディネーターの経験年数・問題意識によっ

て①コーディネーター登竜門、②実践ステップアップ、③実践を論理的に考える、の３つに分かれ

て討議しました。 

・2016 年の第 5 回（尚絅学院大学との共催）では、参加者を「仮想大学のコーディネーター」と見

立て、立地する大学の諸条件を踏まえ、持ち込まれる地域課題への解決策を立案する討議を行いま

した。 

・2017 年の第 6 回（福岡大学との共催）では、グループをひとつの仮想大学、参加者をそこで活動

する地域連携コーディネーターと見立て、与えられる地域課題に立ち向かっていただきました。ま

た、コーディネーターの活動や人生を振り返るため、「コーディネーター力自己採点シート」や「コ

ーディネーターのリビングストーリー」のワークを行いました。 

 

 

【６】その他 

・もし交通機関のご都合などで途中で退出される場合は、係員へお申し出ください。 

・今後の運営に反映させるために、アンケートへのご協力をお願いいたします。 

・今回のまとめのため、研究報告として「大学地域連携研究 Vol.６」の発行を予定しております。皆

様のご協力をお願いいたします。 



仮想大学「理想の大学地域連携センターづくり」

新しく「地域連携センター｣を作るとしたら？
理想の「理念」と「捌くための手順・基準」

西川 一弘
和歌山大学
／地域活性化総合センター
／生涯学習・リカレント教育推進室

田代 優秋
和歌山大学
／COC+推進室
／地域連携・創業支援担当CD

20180913-14 第7回地域と大学を繋ぐコーディネーターのための研究実践セミナー
高知大学 総合研究棟
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• ある日、突然、学長が、、、

2

全体
の
流れ

大学が地域と連携することは大切大事だ。
我が校でも「地域連携センター」をつくろう。
頼んだぞ！

これはチャンスだ！
でも、どんなセンターにすれば
いいんだろうか？
何を決めればいいんだろうか？

仮想大学の学長

仮想大学の
担当教職員
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1. セミナーの全体テーマ

i. 仮想大学「理想の大学地域連携セン
ターづくり」

ii. 皆さんが新設センターの担当者

2. 具体的なワークショップ内容

i. ワーク①（9/13 15:00～）

• ベスト・プラクティス大学の地域連携セン
ターの理念づくり

ii. ワーク②（9/14 9:30～）

• 地域連携を進めるための手順・組織・基準
をつくる

iii. ワーク③（9/14 13:15～）

• 「コラボレーション・ガイドライン」共同
宣言の作成

3

全体
の
流れ
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• 地域連携センター（仮称）

– 理念

– 理想像と使命（ビジョンとミッション）

– 組織上の設置機関、部署

– 具体的な事業、予算（直接経費、人員体制）

– 案件に対する意思決定過程(テーマ①)

• 窓口部署、担当、CD

• 手順、申込／申請内容、フォーマット

• 対象者、対象機関・組織

• 期間（随時／指定）

• 諾否の判断基準・視点

• 最終決定者

• 審査スケジュール

• 結果の通知方法、異議申し立て制度

• 案件の終了基準

– 名称、愛称

4

検討事項
の
整理

（ワーク①）

→(テーマ②)

（ワーク②）
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1ワーク①

ベスト・プラクティス大学の地域連携セン
ターの理念づくり

5
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• 目的：地域連携センターの「理
念」と「理想像と使命」の決定

• 9/13 15:00～17:00

• 時間配分

– 15分 事前提出のあった宿題を整理
して、グループワークで議論すべき
論点を提示

– 5分 各グループ内で自己紹介

– 30分 テーマ1「理念」

– 15分休憩

– 30分 テーマ2「理想像と使命」

– 20分 全体共有 3分*6グループ

6

ワーク①
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• 用語が多岐にわたる

– 理念、宣言、方針、ポリシーなど

• 誰が定めた「理念」なのかで違いがある

– 大学（学長）、学部・学科、附属組織

• 誰に対する「理念」なのかに違いがある

– ホームページやパンフで広く公表／大学の内
部規範として掲げるもの

– どこに掲載されているものか／されていない
かでわかる

• 内容の特色

– やはり総花的な側面もあるが、私立大学や特
色ある大学では個性がある

7

事前
ワークの
整理
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8

弘前大学
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9

静岡大学
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10

奈良県立
医科大学
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11

奈良県立
医科大学



1626

12

東京女子
大学
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13

摂南大学
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14

西日本工
業大学
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• 用語が多岐にわたる

– 理念、宣言、方針、ポリシーなど

• 誰が定めた「理念」なのかで違いがある

– 大学（学長）、学部・学科、附属組織

• 誰に対する「理念」なのかに違いがある

– ホームページやパンフで広く公表／大学の内
部規範として掲げるもの

– どこに掲載されているものか／されていない
かでわかる

• 内容の特色

– やはり総花的な側面もあるが、私立大学や特
色ある大学では個性がある

15

事前
ワークの
整理
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16

用語
の
整理 積極的（自発的）定義

組織の存在意義
（大学としての存在意義）

規範的定義

「方針」
（ポリシー）

自主的／主体的に定義

「指針」
（ガイドライン）

受動的に定義

外部に対して提示
（社会に対する…）

内部に対して提示
（組織としての…）

「理念」
（philosophy）

「理想像」
（ビジョン）

「価値観、規範」
（バリュー）

普
遍
的

上
位
概
念

「宣言」
（proclamation）

「使命」
（ミッション）

「事業」
（プラン）

中
長
期
的

目
標

判
断
材
料

デファクトスタンダード
（業界基準）
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17

用語
の
整理 積極的（自発的）定義

組織の存在意義
（大学としての存在意義）

外部に対して提示
（社会に対する…）

内部に対して提示
（組織としての…）

「理念」
（philosophy）

「理想像」
（ビジョン）

「価値観、規範」
（バリュー）

普
遍
的

上
位
概
念

「宣言」
（proclamation）

「使命」
（ミッション）

「事業」
（プラン）

中
長
期
的

目
標

判
断
材
料

個人や団体・
国家などが自
己の主張や考
えを外部に表
明すること。

広辞苑第6版

ある物事につ
いての、こう
あるべきだと
いう根本の考

え。
デジタル大辞泉

将来のあるべ
き姿を描いた
もの。大辞林第三版

組織としての
願望。

社会に対して
やらなければ
ならないこと
。使命達成の
ための手段。

組織としての
判断のよりど
ころ。踏み外
すことのない

価値。

解決すべき社
会問題。与え
られた重大な
任務、努め。

大辞林第三版
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2ワーク②

地域連携を進めるための手順・組織・基準を
つくる

18
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• 地域連携センター（仮称）

– 理念

– 理想像と使命（ビジョンとミッション）

– 組織上の設置機関、部署

– 具体的な事業、予算（直接経費、人員体制）

– 案件に対する意思決定過程(テーマ①)

• 窓口部署、担当、CD

• 手順、申込／申請内容、フォーマット

• 対象者、対象機関・組織

• 期間（随時／指定）

• 諾否の判断基準・視点

• 最終決定者

• 審査スケジュール

• 結果の通知方法、異議申し立て制度

• 案件の終了基準

– 名称、愛称

19

検討事項
の
整理

（ワーク①）

→(テーマ②)

（ワーク②）
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• 9/14 9:30～11:30

• 時間配分

– 15分 事前提出のあった宿題や各地
の事例を踏まえ、グループワークで
議論すべき論点を提示

– 45分 テーマ①「案件に対する意思
決定過程」づくり

– 15分休憩(おおよそ)

– 45分 テーマ②「諾否の判断基準・
視点」

20

ワーク②
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＜意思決定過程＞

• 誰が“最終的な”決定を行うのか？

– 合議（誰が入るの？外部も入る？）

– トップダウン（執行部など）

– 現場に委ねられる？

• “属人的”にコーディネートされている？

– 意思決定が明確でない

• 学内組織（委員会など）での決定

– 学部教員などが入る委員会

– 役員会まで上がる？？

– 学部の組織と全学の組織（補完性原理）

– 定例化されるCD会議も

• 決定支援？として「相談フォーマット」

– 外部向け／内部向け

21

事前
ワーク等
の整理
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＜諾否の判断基準・視点＞

• 担当組織の目的達成

– 委員会規程の「目的」条項

– 大学の教育・研究の発展／地域の活性化

• プロジェクトの目的達成

– 競争予算、インターンシップ、教育プログラム

– その該当する審査基準が判断基準に

• ポジティブリストとネガティブリスト

– 「お引き受けできない事例」

• 「相談フォーマット」等での条件提示

– 金銭・労働的負担、大学が関わる意義

– 時期・終了期限（トリガーが重要？）

– outputとoutcomeの共有(振り返る基準）

– 「win-win」→相手のwinまで想定している？

22

事前
ワーク等
の整理
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3ワーク③

「コラボレーション・ガイドライン」共同宣
言の作成

23
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• 9/14 13:15～14:45

• 参加者全員でガイドラインの作成

– 仮想「地域連携センター長 全国会議」

– 各仮想大学からセンター長派遣（副セン

ター長、代理出席も可）

– 沖縄式地域円卓会議（二重円卓）（公益

財団法人みらいファンド沖縄2013）

• 時間配分

– 10分 コメントシートをグループ内共有

– 30分 第1部 センター長会議

– 10分 ティータイム（各仮想大学で相談）

– 30分 第2部 センター長会議

– 10分 全体での振り返り

24

ワーク③

みらいファンド沖縄 https://miraifund.org/l_roundtalbes/cockintyoround/

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiF9ra0qKbdAhXUMt4KHYFpDKwQjRx6BAgBEAU&url=https://miraifund.org/l_roundtalbes/cockintyoround/&psig=AOvVaw0Z7QsuKGlr0vXj6utpvyaG&ust=1536321142652736
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiF9ra0qKbdAhXUMt4KHYFpDKwQjRx6BAgBEAU&url=https://miraifund.org/l_roundtalbes/cockintyoround/&psig=AOvVaw0Z7QsuKGlr0vXj6utpvyaG&ust=1536321142652736
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• 9/14 13:15～14:45

• 参加者全員でガイドラインの作成

– 仮想「地域連携センター長 全国会議」

– 各仮想大学からセンター長派遣（副セン

ター長、代理出席も可）

– 沖縄式地域円卓会議（二重円卓）（公益

財団法人みらいファンド沖縄2013）

• 時間配分

– 10分 コメントシートをグループ内共有

– 30分 第1部 センター長会議

– 10分 ティータイム（各仮想大学で相談）

– 30分 第2部 センター長会議

– 10分 全体での振り返り

25

ワーク③
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田代優秋・中嶋紀世生（2018）大学と地域との連携のあり方：コラボレーション・ポリシー、大学地域連携研究
Vol.5：36-42．

26

ワーク③ 区分 判断基準 内 容

学外
検討事項

公益性
地域からの依頼が“単なる要望”ではなく、
地域全体の“社会的な課題”になっている
のか？

費用負担
依頼者側が費用の公正な負担をしている
か？

実現可能性
課題に対して適切なスタッフ、協力者な
どが集められていて解決までの道筋が描
けるか？（詳細内容、機微情報など）

学内
検討事項

学術性
課題解決が教員や学生の研究の発展に寄
与するか？

教育性
たとえ研究につながりにくくても、かか
わる学生にとって“学び”つながるか？

整合性
依頼に着手することは、大学全体あるい
は部局や部署の理念と整合しているか？


	資料00_表紙_web用
	資料01_概要・プログラム
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