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政治参加講座
地方創生は一票を投ずることからも始まり
ます。
新たに選挙権を得る本校３年生に対し、
国会から県政・市政に渡って興味を抱かせ、

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

投票を促すために政治参加講座を企画し、模
擬選挙を実施しました。市選挙管理委員会の
ご協力により、記載台、投票箱、投票用紙な
ど、実物同様のものを準備し、受付、記載、紙
を折っての投票と一連の流れを学びました。
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COC＋参加大学等で行っている地方創生に関連する取組を報告いたします。
投票の様子

デザセンJr.
（中学校デザイン選手権大会）
を通じて地元中学校にデザイン思考を
山形県公式動画チャンネル
『やまがたChannel』
山形県公式ホームページ
「やまがたChannel」
で公開する「若者視点による山形の魅力を発

信する」動画制作を、2010年から映像学科2
年生が全員で取り組んでいます。取材や撮影
協力を通じて、県民や地元企業の方と触れ合
い、映像で地域の魅力や課題を伝える。その
経験により 地域で映像制作する 仕事に関
心を持つ学生もいます。

本学では2016年度より山形県内の中学校を対象としたデザインコンペ、
「デザセンJr.」
（中学校デザイン選手権
大会）を開催しています。
「デザセンJr.」は毎年、
「身近な問題解決から世界を変えよう！」をテーマに、中学生の
視点で問題点や課題を見つけてもらい、その解
決方法を募っています。
2回目の2017年度は前年度比3.7倍の117チー

Koeki Kids Project
子どもの頃に「公益」の視点で物事を考え
る機会をつくることを目的に、大学生が小学
生、中学生を対象に「公益を考える授業」を実

ムの応募があり、入賞5チーム、入選6チームを

践する公益大ならではのプロジェクトです。酒
田市を中心とした庄内地域の小学校、中学校
の先生方から協力を得ながら、教材開発や指
導案作成、授業を実践しています。また、中学
生に学習サポートも行っています。

選出、2018年3月3日の決勝大会では入賞チー
ムが順位を競いました。審査員には、中学校と
も連携してデザイン思考を研究している本学教
員6名のほか、そのデザイン活動が評価されて
いる卒業生2名もゲストとして参加しています。
この大会を通じて本学は中学校教育におけ

公開講座の実施
東北文教大学では、学生のためにはもちろ
んのこと、地域の人々のために、生涯学習の
場として公開講座を実施しています。今年度

地域連携活動の本質を考える
近年、まちづくりは大型化する傾向にあり
ますが、人文社会科学部の「地域構造論」で
は、中山町の草の根的なまちづくりに対する

山形県立米沢栄養大学
「栄養バランス診断」
イベントへの参加
本学では、年に数回イオンモール等のイベ
ント会場において、食育ＳＡＴシステム（実物
大フードモデルを選んで乗せる体験型栄養

るデザイン思考の重要性を説いていますが、今

は「小学校における英語教育」、
「小学校にお
けるプログラミング教育」、
「 児童との関わり
方」をテーマにした研究会や英会話集中コー
スなど様々な公開講座を開催しています。

支援活動を授業の単元に組み込み、地域連
携活動の本質を見極めようとしています。住
民に楽しみややりがいを感じさせる支援活動
とはどのようなものか、客観的な思考がより
効果的な活動に繋がると考えています。

教育機器）を使用した栄養バランス診断を実
施しています。学生達はこのような地域の活
動に参加しながら、本学の目的である「県民
の健康で豊かな暮らしの実現に寄与」できる
管理栄養士を目指しています。

後はその活動に共鳴してくれた地元中学校の
教員の方々が、自ら研究会等を組織し、この運
動を更に育ててくださることを期待しています。

参加中学校教員の声
客観的な評価を生徒の学びにつなげたい
復活された村まつりの支援

山形県立東桜学館中学校 教諭

木村聡子

加しています。
本校では探究型学習を進めるにあたり、デザイン思
考を取り入れてスタートしました。生徒の課題意識、論
題が、進めれば進めるほど、空回りしたり、壁に当たっ

本校では、総合的な学習の時間の中で、未来創造

たりしますが、それ自体が学びなのだと思っています。

プロジェクトと題して探究型学習に取り組んでいます。

今後は、論題のつかみ方や教師のねらいの下ろし方を

昨年度はその成果をもって「デザセンJr.」にエントリー

もっと考えたいと思っています。

し、準優勝チームを輩出いたしました。学習の成果に

「デザセンJr.」は、探究型学習やデザイン思考が今

ついて、大学の先生方から客観的な評価をいただくこ

後の教育に重要であることを考えていくためにも、意義

とで、生徒たちのさらなる学びにつなげていくために参

ある大会だと思います。
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COC＋連携自治体の取組

東北公益文科大学学生×地域共創コーディネーター×舟形町役場若手職員
×舟形町の町民の皆様＝住民主体の地域づくり事業の展開

COC＋連携自治体の地方創生や人材育成・定着に関わる取組を報告いたします。
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東北公益文科大学公益学部 教授

です。
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卒業、又は卒業予定の方に限
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）が申請できます。
応募方法や事業の詳細は県

舟形町では、少子高齢化・人口減少時代のこれから
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●米沢市民カレッジ山大編
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