COC＋参加大学等の活動
かつ世界で活躍する基礎力を付けることを目的
としたワークショップを開催しました。
学生達は
グローバルコミュニケーション塾
海外での学会発表や留学経験等について発表
in Shonai
し、
質疑応答もすべて英語で行いました。
今後
庄内工業技術振興会と共催で、
庄内地域の も積極的に英語を使う機会を設け、
人材育成・
企業技術者と本校の学生がお互いを深く知り、 国際交流に取り組んで参ります。

やまがた

National Institute of Technology,Tsuruoka College

ヤマガタ蔵プロジェクト
ヤマガタ蔵プロジェクトは、
山形市を中心とし
た地域の文化資源である蔵を、新しい視点で
地域活性化に資する施設として再生させること

創生便り

協働・循環型
「やまがた創生」
人材育成事業

やまがた創生便り

を目的としています。
活動主体は学生であり、
解
体されようとした多くの蔵がアートギャラリーや
カフェなどに生まれ変わり、
調査・再生活動を通
じて得た人脈や経験を活かし学生の地元定着
にもつながっています。
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“地域創生マインド” を醸成する地域志向教育の展開
COC＋事業では、県内就職率の向上を目的に、学生の 地域創生マインド ＊を
醸成する地域志向教育を実施しています。そこでは自治体や産業経済団体等に幅
広くご協力いただきながら、地域社会や県内企業の魅力にふれる様々な学習を展
開しています。
平成29年度は県内全域で200以上の科目・活動が実施され、参加学生数はのべ
6798名にのぼっています。事業を開始した昨年度に比べて3割近い約1500名増加

庄内の達人プロジェクト
〜聞き書きからみる地域・鶴岡市加茂地区〜
クラゲ水族館で有名な鶴岡市加茂地区。平成23
年以降、公益大の学生と住民、地元の高校生との

協働まちづくりが続いています。平成29年度は高校
生・大学生が加茂在住の「達人」へのインタビューを
実施。人を通してのまちの記憶を後世に継承すると
ともに、
世代の異なる年齢層を結びつけることで、多
様性を持ったまちづくり活動を推進しています。

しています。
具体的な教育活動については、今号の米沢栄養大学および東北文教大学短期
大学部による報告のほか、やまがた創生便りを通じて今後もお伝えしていきます。
＊地域創生マインド：地域の現状と課題を理解し、地域の将来を担う存在となる志

地域志向教育は県内就職へつながるのか？
学内就職セミナーの実施
進路ガイダンスの一環として、全学科で就
職セミナーを毎年開催しています。主に、県内
企業の採用担当者、幼稚園・保育園の園長、

福祉施設の施設長をお招きし、模擬面接と意
見交換会を行う内容となっており、参加学生
は採用担当者から受けたアドバイスを就職活
動に役立て、就職に結びつけています。

このような教育の成果について多くの方が関心
を持たれることと思われます。しかしながら、ス
タートから2年目の本事業で就職への成果を問う
のは尚早ですので、本事業と同様に地域志向性の
向上を目的とした過去のプロジェクト「社会人力
育成山形講座」の成果を例としてご紹介します。

庄内町グリーン・ツーリズム推進協議会
と連携した農学部の取組
食農環境マネジメント学コースの2年生の演習で
は、
地域フィールドを生かした取組を実施していま

す。
今年は庄内町の
「道の駅しょうない」
や
「槇島ほ
うき手作りの会」
を対象に、
1年間を通して地域の現
状や課題を調べ、
今後の展開方向を提案する成
果発表会を2月7日に実施しました。
郷土料理作り
体験も行い、
庄内町の方々との交流を深めました。

このプロジェクトは平成25〜28年にかけて山形
県内の高等教育機関が連携し、毎年約30の地域
体験型科目を実施しました。そのなかで、学生の

山形県立米沢栄養大学
学外研修
「庄内の食材・食文化・地域文化に触れる」
第4期入学生45名は、
山形の食文化・地域文化
を学ぶ事を目的に、
第1回学外研修を庄内地方に

フ）
。さらに最終年度の卒業生を対象に行なった
て行いました。
「松ヶ岡開墾場」
、
水産動物の種苗生
産を行う
「県栽培漁業センター」
そして湯野浜で
「庄
内の味」
を堪能しました。
食の専門家を目指す学生
にとって、
山形の食の源泉を学習できた事は貴重な
体験となりました。
【写真：県栽培漁業センター】

大学間連携共同教育推進事業「社会人力育成山形講座」より

山形への就労意向を調査した結果、受講により山
形を希望する学生の割合が増加しました（棒グラ

1

1

1

就業地調査では、比較的高い割合で山形県内へ
就職していました（円グラフ）
。

+

+

9

+

地域を活用した教育が学生の地域創生マイン
ドを育み、結果として県内就職へつながることが
期待されます。
大学間連携共同教育推進事業「社会人力育成山形講座」より
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「社会コース演習」
〜フィールドワークを通じた地域の課題発見〜
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平成 29 年度から山形市のたんぽぽ保育園を中心と
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中心市街地で店などを営む方々へのインタビュー調査、
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園で話し合いを行わせていただきました。絵本に関して

学び考え、主体的学習能力の基礎を習得することを目
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