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８ 実践型社会連携教育プログラムへの取り組み

８－１　実践型社会連携教育の導入と展開の経緯

　本学における実践型社会連携教育は、平成26年度概算要求に基づく事業として本格的に導入が始まっ
た。当該科目は、【リーダーシップ】【チーム力】【判断力】【責任】【気概】といった「実践知」を有す
る“実践人”を育成することを目的に、地域社会との互恵性を念頭に置きつつ、深い現場体験を通して
教室の座学では得ることができない学びを実現するというものである。高い理想ではあるが、単に社会
見学的な現場活動ではなく、学生の活動がわずかでも地域社会（学生を受け入れたコミュニティや組織
等）の課題解決や変容に資することを教育成果として明示したところに、本学の人材育成、教育改革の
本旨があった。
　平成27年には、本学がSGU（スーパーグローバル大学）に認定
され、その実現のための計画である「PRIMEプログラム」に基づ
いて、教育の目標を「世界で活躍できるグローバル実践人の育成」
と再設定した。PRIMEプログラムの教育の柱である３基幹力（教
養力、語学力、専門力）と３側面（異分野、異社会、異文化）に基
づき、学生の語学力や実践型科目の履修状況、国際社会体験（留学
等）などを勘案し、優秀者を「高度実践人」として認定する仕組み
ができた。なお、平成29年度には、高度実践人の名称及びロゴマークを商標登録し、本学の認定システ
ムを他大学にも普及させ、また、高度実践人の優れた資質を企業等に周知すべく、パンフレットの作成
などを積極的に行った。ロゴマークのデザインは、全学に図案を公募し、経済学部（当時３年生）の佐
藤美香さんの案を採用したものである（右図）。高度実践人は、その認定者が卒業して社会に出ていく
ようになり、徐々に社会的に認識されるようになってきた。
　平成30年度以降、シラバスにおいて、本学で開講されるすべての科目について、後述する基準に照ら
してそれが実践型科目に該当するか、またその場合のタイプはどれに該当するかを明記することになっ
た。さらに令和元年度には、全学部・研究科における実践型科目の開講状況を調査し、必修及び選択必
修により当該科目を履修することが可能な学生を把握した結果、ほぼすべての学生が在学中に履修可能
であり、実践型科目の全学展開がほぼ達成できていると確認できた。その後は教育内容の質的向上に力
点を移すことになり、FD研修などに注力してきたが、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の拡大
により、学外での活動や教室でのグループ作業ができなくなり、ポストコロナ時代も見据え、オンライ
ン等による実践型科目の実施方法を開発していく必要に迫られている。

８－２　岡山大学の実践型社会連携教育プログラムの推進体制

　平成29年４月１日より、地域総合研究センター教員及び実践型教育プランナーは、全学教育・学生支
援機構基幹教育センター兼務となり、教養学系部会の実践教育部門長及び実践教育専門委員会委員長に
前田副センター長が就いた。同委員会では、毎月１回のペースで会議を招集し、実践型社会連携教育科
目の認定要件の改訂、シラバスへの当該科目の記載などに関する協議を行っている。また、当該科目の
新規開講を促すために、「実践型社会連携教育科目の作り方・教え方－教育向けガイドブック」を作成
した。実践型教育の質向上を目指した活動では、これまでに蓄積したノウハウを関係者と共有する目的

８ 実践型社会連携教育プログラムへの取り組み
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実践型社会連携教育プログラムへの取り組み  ８

▲セリーンさんによるFD研修 ▲ポートランド州立大学一行の学長表敬訪問

で、学外にも門戸を開放して「CBL（Community Based Learning）」研修交流
会を開催してきた。特に、実践型教育の世界的先導校である米国ポートランド
州立大学との交流を重ね、令和元年度には同校の上級アカデミック・プロフェッ
ショナルであるセリーン・フィッツモーリス氏をフルブライト給付研究員とし
て迎え入れ、教授法の共同研究や学内外での技術研修を行った。令和２年３月
には、そうした活動の集大成として、同校のクリスティン・クレス教授らによ
る教科書「Learning Through Serving」の邦訳図書「市民参画とサービス・ラー
ニング」を岡山大学出版会より出版した。

８－３　実践型社会連携教育の定義及びタイプ分け

（１）定義
　実践型社会連携教育科目の定義は、文系科目、理系科目、あるいは語学と言った基準で規定されるも
のではなく、社会の実際的課題を取り上げ、現場での活動を伴うといったスタイルとして規定される。
英語教育、歴史教育であっても実践型社会連携教育を実施できるのである。例えば、商店街のホームペー
ジを英語で製作する授業が実際に行われているが、これは語学教育であり、かつ実践型社会連携教育で
ある。
　ここで重要なのは、実践型教育科目と実践型“社会連携”教育科目を分
けて考えたことである。学生が実践活動を通して学ぶものを実践型教育科
目とする。例えば、測量実習なども実践活動を伴うから、これに該当する。
しかし、測量実習では単に実技を学んでいるにとどまり、地域社会の人々
や組織、具体の課題に触れることはない。これに対し、地域コミュニティ
や企業にある具体の課題に触れ、その解決策を考えたり、地域の人と共に
活動するといった社会連携が伴うものを実践型社会連携教育科目と定義する。
　社会連携を具体的に説明すると、岡山大学のPRIMEプログラムに示された３側面を体験できる現場
で学ぶものである。例えば、①教員と学生に加え企業の研究者等が議論を重ね、試作や分析をしている

（異社会の側面）、②複数部局の教員や学生が参加し、それぞれの専門を融合させる中で新しいものを生
み出そうとするもの（異分野の側面）、③教育実習で学生が学校現場に出向き、児童・生徒や教職員と
触れ合い学ぶもの（異社会の側面）である。活動の現場が外国や外国人コミュニティであれば異文化の
要素が加わる。
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８ 実践型社会連携教育プログラムへの取り組み

　　　　　　　※社会連携教育という場合の社会は、上表の３）異社会体験に限定されない。
参考：以下の学修（教育）に該当する場合は、基本的に実践型社会連携教育科目である

（２）授業内容としての「準備」と「省察」の重要性
　実践型社会連携教育科目は、ただ単に現場に行けばよいのではなく、一連の授業の中に準備のステー
ジと省察のステージをセットで組み込むことを必要条件とする。
　例を挙げると、「地域の安全を考える」という科目があり、その活動の一環で、警察が行う交通安全キャ
ンペーンに参加し、ティッシュを配るとする。その際、ティッシュを配るだけではなく、「事前に配る
場所の通行人の特性を調べ、それに合わせた配布資料を作ったり、通行人に対する聞き取り調査を準備
する。ティッシュを配り、通行人に聞き取り調査をしたら、事後にはティッシュを受け取った人の反応
や以後のより効果的なキャンペーンのあり方について話し合い、改善策を提案する」ステージがある、
というイメージである。

（３）タイプ分け
　まず、社会連携を伴う「実践型社会連携教育科目」と、社会連携を伴わない「実践型教育科目」に分
け、次に実践型社会連携教育科目についてのみ以下のタイプ分けをする。本科目の導入当初は、Ａ、Ｂ
の分類だけであったが、SGU認定後は、グローバル実践人を育成するという観点から学修環境として
のＧまたはＧ＋の要素を加味したことにより、Ａ、Ｂ、ＧＡ、ＧＢ、Ｇ＋Ａ、Ｇ＋Ｂの６タイプに分類す
ることになった。

３
側
面

1)異文化体験 （学修現場が海外である、留学生・外国人と一緒に学ぶなど）
2)異分野体験 （専門以外の世界を知る、異分野の学生や研究者等と交流するなど）
3)異社会体験 （行政や企業、町内会といった様々なコミュニティに直接触れるなど）

学修（教育）の名称 内　　　容

サービス・ラーニング 学生が、自分の持つ何らかの知識や技能を用いて、地域社会に
貢献する活動を通して学ぶ。

ＣＢＬ 学生が、地域コミュニティでの活動を通して学ぶ。
インターンシップ 学生が、企業などでの就業体験を通して学ぶ。

判断基準 記号 解　説

社会連携した実践活
動の度合い

A

a）地域や企業等の現場に出向き、
b）その時間数が全授業時間数の３分の１以上
c） 成果報告会を開催する（学外の関係者が参加し、授業自体の評

価をすることが望ましい）
の３条件を満たす。

B
地域や企業等の現場に出向く、または現場の課題を抱える当事者と
のディスカッション等の活動が１回以上ある。ただし、単に外部講
師が講義するだけの授業は対象としない。

学修環境としてのグ
ローバル要素の付

G＋ 社会連携して学修する現場が外国または国内の外国人コミュニティ
であるなど、異文化の環境に深く入っていく授業。

G 留学生と日本人学生が協同することにより異文化理解を進めつつ学
ぶ授業、海外とのテレビ会議など多言語で討論が行われる授業など。

表．タイプ分けの基本
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８－４　実践型社会連携教育科目の指向性

　実践型社会連携教育科目を、教育指導の重点の置きどころによっ
て特徴づけを行えば、右図の３軸―技術指向性、問題指向性、現場
指向性―によって説明することができる。
　社会連携というスタイルの特性を生かすためには、現場指向性を
深めていく必要があるが、これには学生が具備する技術（調査能力
や企画立案力など）、課題意識、当事者意識等が問われる。技術も
なく意識も意欲もない状態で現場に出向いても多くの学びは期待
できない。
　技術志向性の高い科目では、例えば、アンケート調査やヒアリングの手法を十分に学び、それを実社
会で試してみることになる。他方、問題指向性の高い科目では、社会問題を文献や現場の活動を通して
深く考察し、それを自分事としてとらえ自分の専門と関連づけて考える態度が学生に求められる。学生
には、それぞれの指向性の際立つ科目を複数履修することで、実践人としての学びを実現していくこと
が望まれる。

８－５　SDGsと実践型社会連携教育の学び

　実践型社会連携教育による学びとは、実際にどのようなものか。教室での座学ではなく、現場で実社
会の課題に触れ、自分の専門と関係づけて学ぶ成果とはどのようなものであるか。教養科目として行っ
た「聞き書きを通して学ぶ地域社会」を例に学びの成果の一例を紹介する。
　「聞き書き」とは、林業や農業に従事する高齢者（話
し手）に会い、その人との自由な対話を通して、聞き
取ったことを文章にする活動である。成果物として話
し手の個人史のような小作品が出来上がる。平成30年
度の受講生であった女子学生（１年生）は、県内で林
業に従事する80代の男性に聞き書きを行った。彼女は、まちで生まれ育ち、林業も山村の暮らしも全く
知らない都会の子であった。話し手の方は、昔の林業の道具を軽トラックに乗せてもってきてくれ、そ
の使い方や山での暮らしの話をしてくれた。そのすべては、彼女にとってトトロの世界のことのようだっ
たそうである。しかし、聞き書きをした感想として彼女は次のようなこと述べた。「今回聞き書きを体
験して、今まで本でしか見たことなかったことなどを知ることができてよかった。また、聞き書きを通
して林業をしている人の心の広さや優しさを感じることができたし、林業がどれほど大変で人間の生活
をどれだけ手助けしているか直接話を聞けたことでモノに対する考え方や見方を変えることができた。
聞き書きをしていなければそのようなこともできなかったと思う。」
　このような感想を持った彼女が、聞き書き作品につけたタイトルは「山で生きるということ」であっ
た。それは、話し手の次のような話を聞いたからだ。
　「・・・・そして、山の仕事は途中で辞めたらだめと思うから、いったん受けたらやりとげないとい
けないという意識はある。山に行くのはやっぱり楽しい。植林して、春見た木と秋見た木では一段と秋
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表．タイプ分けの基本
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には大きくなっている。手入れをした木はすくすく大きくなっていく。それを見ると手入れをしたかい
があると思う。ちっさい木だけど、この木が大きな木になるまで何とか生き続けて手入れをしてやらな
いといけないと思うところもある。やっぱり木が成長しているのを見るのが一番幸せ。子育てとはまた
別の感じで楽しい。自分の切った木が何に使われているとかはわからない。」「手入れをすれば応えてく
れる気がするのが林業の魅力だと思う。自分が手をかけただけ大きくなってくれるのを実感するのが一
番いいところだと思う。だから、林業経営は、この木を早く売ってお金にしようという感覚ではない。
お金ではなくて育つのが楽しいからやっている。植えて終わりではなくて、大きくなるまで手入れをし
てやらないといい木はできない。年々それなりの手入れをしたほうがいい。お金も大事だけど、自分の
山は９haぐらい面積があるんだけど、ずっと林業ばかりではない。田んぼを耕すとか他の人の山を伐
採して搬出するとか、そういうような時間もある。昔とは変わってきて、履物でも底があって滑らんよ
うなのがあるし、頭の方でもヘルメットなんかで危険を防止するようなものもある。機械ができて前よ
りは楽になった。」
　都会の子である彼女が、「山で生きるということ」というタイトルを付けたのは、80代の話し手には脈々
とつながってきた山仕事の作法や山への畏敬の念のような大事なものが、自分たちの代にプツリと途切
れてしまおうとしていることを実感したからである。持続可能な社会と言うとき、途切れてはいけない
ものは、化石燃料や南極の氷と言う前に、山で生きる作法や山への畏敬の念であることに気づいたので
ある。SDGsの一つである「陸の豊かさを守る」ことに関して、大学では、バイオテクノロジーによっ
て病害虫に強い素性の良い苗木をつくる技術は学べるかもしれない。しかし、今木を切った山に、50年
後を見据えてどの樹種の木を植えればよいのか、植えた木と山を誰がどのようにして50年も守り育てて
いくのかは講義しないだろう。したとしても、実感を伴ってそれを学べる場所は、教室ではないだろう。
彼女が林業に就くことはおそらくないだろうが、彼女にとって、社会への自分のまなざしが変化したこ
とに気づいた経験は貴重である。

８－６　新型コロナウイルス感染症と実践型社会連携教育の未来

　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、実践型社会連携教育の実施に大きな制約が
あった。４月下旬に緊急事態宣言が発布され、学生が登校できない状態となりすべての授業がリモート、
オンラインとなった。また、感染防止のために企業や地域社会の様々な現場に出向くこと、地域社会の
人と直接会うことができなくなり、実践型社会連携の授業スタイルが成り立たなくなった。３学期以降、
対面授業も一部再開されたが、新型コロナウイルスの感染は勢いを増した。このため、実践型社会連携
教育科目は、閉講または授業の内容を大きく変更して座学の部分のみを実施することで開講した科目も
あった。
　次年度以降、しばらくはこうしたコロナ対応の体制が続くと見込まれること、また、今回の経験から
ポストコロナ時代にあっても新しい授業形態としてオンラインの活用が進むと考えられることから、実
践型社会連携教育科目もその流れに乗った対応が求められる。今年度の実験的取り組みの例をあげれば、
Ｗeb会議システム（ZOOM）を用いて聞き取り調査を実施したり、外部専門家から統計情報システム
であるRESASの使い方のレクチャーを受けたり、提案の発表会を行った授業がある。また、Ｗeb会議
システムを活用することで、遠隔地からの外部講師の講義を、授業の受講生だけでなく一般にも開放し、
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▲２人掛け、４人掛け、６人掛けのパーテーションの配置

▲総社会場と在宅の大学生を結んだZOOM活用授業の様子

多様な参加者により意見交換をすることも容易になった。コロナ対応の授業の工夫から、従来の対面授
業では得られなかった教育効果も見いだせている。
　感染防止の対策を徹底して対面授業を行った例もある。具体的対策としては、①受講者に毎日の健康
チェックを課し（朝夕の体温、味覚異常、倦怠感などの症状をチェック表に記録する）、異常がある場
合は教室での授業に参加できなくする（補講措置を講じる）、②始業前の体温チェックにより37℃を超
えている者は退出させる（補講措置あり）、③入室時の手指消毒、④グループ討論において一人一人の
間を透明アクリル板のパーテーションで仕切る、⑤毎回の授業で同席したものの氏名を記録に残す（授
業後に感染者が確認された場合、濃厚接触者をすぐに特定するため）、⑥始業前と後でのアルコールに
よる机上の消毒、⑦マスクの着用、⑧教室の換気などである。企業訪問の際には、事前に相手企業のコ
ロナ感染対策を確認するとともに、貸し切りバスでの移動時には、密接をさけるために両サイドの窓側
に１人ずつ着席させ、車内での会話を禁止とした。
　今後のコロナ禍の下では、大前提としてこうした対策の情報を事前に学生に周知し納得したうえで履
修登録してもらうこと、さらには、感染症の拡大状況や感染者が出た場合の代替授業、場合によっては
閉講する準備を整えておくことが必須である。

８－７　令和２年度開講の実践型社会連携教育科目の概要（センター教員担当科目）

▶８-７-１　子どもの教育と福祉をつなげる支援活動
　担当：前田芳男副センター長
　総社市と総社市社協が実施しているワンステップ事業（教育等支援事業）と連携し、総社市内の中・
高生の学習指導を通じて、福祉の問題を深く考える実践型社会連携教育科目を実施した。本科目は平成
26年度から開講しており、従来は、大学生が総社市総合福祉センターの会場に出向き中・高生を直接指
導していたが、本年度は新型コロナウイルスの感染防止の必要から、一時ワンステップが休止された時
期があった。また、ワンステップ再開後も、本学の授業がオンラインとなったことを受け、ZOOMを
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▲前川浩一氏 ▲高見一夫氏

▲社会人ボランティアによる学習指導とクリスマス会の様子

▲教室の様子

用いた遠隔授業を試みた。しかしながら、生徒は大学生と直接会って交流したいという希望が極めて強
く、またオンラインに不慣れであったことから、ZOOMの利用は進まなかった。そのため、１、２学
期は、大学生の間でZOOMを通した意見を交換することや（福祉や教育についての話題）、学外の専門
家とつないだリモート会議による特別授業を繰り返し、そのレポートを課すことで授業とした。

　夏季集中講義（８月26日（水））では、外部講師として①高見一夫氏（Ａ’ワーク創造館（大阪地域職
業訓練センター館長））、②前川浩一氏（長野県大町市立美麻小中学校・学校コーディネーター）、③徳
村美佳氏（消費者教育ＮＰＯお金の学校くまもと代表）を招聘し、生活困窮者支援や地域協同学校の在
り方を話題に、講演会を開催した。この様子は、受講生だけでなく一般にも公開した（一部は、教室に
て聴講した）。

　３、４学期は、新型コロナウイルスの感染拡大に収束の兆しが見えないこと、かつ、オンラインによ
る授業の継続が難しいことから残念ながら閉講とした。令和３年度においても当面こうした状況が続く
と見込まれることから、開講は予定されていない。
　総社市社会福協議会では、福祉事業としてのワンステップは継続すべきという考えに立ち、令和２年
10月には、それまで控えていた新規生徒募集を再開し、新たに２名の中学生が加わった。社会福祉協議
会にボランティアとして登録した大学生や社会人が活動を継続している。

▶８-７-２　支え隊
　担当：前田芳男副センター長
　本来、この授業は、子どもの通学時や屋外での活動時のリスク管理やリスク対応について学ぶととも
に、具体的な通学路の安全対策、子どもの安全意識向上や防犯知識の習得のための指導技術を学ぶこと
で、大学生が小学校などに出向いて児童を指導できるようになることを目的としたものである。岡山県
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▲発表の様子 ▲JETRO岡山貿易情報センター相原所長

くらし安全安心課、岡山県警から講師を招聘し指導を受けるとともに、県内での犯罪発生や防犯への取
り組みの実態も講義してもらっていた。
　しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、対面授業ができなかったため、本年度は、
下表に示す内容で資料を提供し、レポートを提出することで授業とした。

▶８-７-３　小中学生の協同教育のための教材開発
　担当：前田芳男副センター長
　新型コロナウイルスの感染拡大により、全国の小中高校、大学に至るまでオンライン授業の導入が進
んだ。今後、感染が収束してもオンライン授業が一般化していくと考えられる。そこで、オンラインに
よる授業とそのための教材開発に取り組んだ。
　具体的には、①オンライン家庭科授業（防災非常食を使って料理しよう）、②オンライン国語授業（俳
句を作ろう）、③オンライン探究授業（調査をしてみよう）、④大学生向けポストコロナの学びを問う小
説風教材、⑤自由テーマで、実際に授業計画を立て、それに見合う教材を作成し、自分でも試してみる
ことを課した。作業は各自の家庭で行い、発表会のみ教室で実施した。提案された教材は、災害避難時
に簡単に作れる菓子パンを自分で試作し、それを中学生にオンラインで指導する方法などであった。
　成果発表会には、JETRO岡山貿易情報センターの相原君俊所長、都築佑樹係長にも参加いただき、
講評をしていただいた。

▶８-７-４　創造的討論技術を学ぶ
　担当：前田芳男副センター長
　３学期：創造的討論技術を学ぶ－スペシャル、４学期：創造的討論技術を学ぶ－デラックスとして開
講した。いずれも対面式授業ではなく、オンラインによる課題とその成果を共有することによって学生

課題番号 レポートのタイトル 難易度
１ コロナウイルスPCR検査の是非で自己紹介 ★
２ 新「いかのおすし」を考案せよ ★
３ 「割れ窓理論」から身近な問題を論じよ ★★
４ 地域安全マップ ★★★
５ 防災意識のリフレッシュ ★
６ 私はリスク頭脳を持っているか ★
７ 総合レポート ★★★
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▲教室でのペア討論の様子

同士の相互触発を誘発する特別な教材を開発して実施した。グループ討論するべきところを、それを行
わずに同等の成果（＝討論による創造性の発揮）をあげる教授法を開発することができた。
　いずれの学期も、初回のオリエンテーションのみ教室での対面授業を行い、グループ討論の基本的な
手法を体験させ、その基本原理が後のオンライン課題に反映されていることを理解してもらった。例え
ば、ブレイン・ライティングという手法を体験することで、他人のアイデアから刺激を受けて自分の発
想が膨らんでいくことを実感させ、後の課題で各人が提出したレポートなどを相互によく読むことで、
自分の考えを広めたり深めたりするよう促した。
　実践型授業であることから、討論課題として、実社会の課題を取り上げた、３学期は、熊本県内の自
治体の健康診断結果のデータを基に、この町の健康問題を明らかにし、上記のような相互触発のための
資料を学生自身が作りつつ、他人のアイデアと自分のアイデアを融
合させ、ステップアップしながら、この町への健康づくり施策を提
案させた。
　４学期は、生活困窮家庭への支援介入策をテーマに、各人が保健
師、弁護士、医師などの役割を演じつつ、具体的な支援策を考えて
いった。

▶８-７-５　フィールド調査の基礎を学ぶ
　担当：前田芳男副センター長
　大学での研究活動に必要な調査、レポート作成の基礎を学ぶことを目的としている。各自が調査テー
マを決め、フィールド調査を行い、提出されたレポートを数次にわたって添削指導するものである。課
題テーマは以下の通りであった。
テーマ１．コロナ禍の中、岡大生はどう生活したか
　　　　　 10人以上の岡大生に聞き取り調査をする。ただし、SNSを使ったり、紙の調査票を渡して書

いてもらって回収するなど、密接を避ける手段で行わなければならない。調査結果は、コロ
ナ禍の中での学生の生活実態を知り、後に様々なことを検討する際に役立つこと。新型コロ
ナ収束後で同じ調査をすれば、比較検討ができる。大事なことは、調査結果が何らかの形で
社会に役立つこと。それを意識して取り組む。

テーマ２．定点観測
　　　　　・コロナ関係なら
　　　　　 いつも決まった時間、特定の場所で、継続して人数を計測する。例えば、マスクをつけてい

る人いない人。屋外と教室内、性別、学部、自転車と徒歩などで、マスクをつけている人の
割合が違うかもしれない。

　　　　　 NHKの９時のニュースで取り上げられるコロナ関係のニュースの内容の変化なども時系列
で追いかけると面白い。

　　　　　・コロナ関係以外では
　　　　　 自転車で、雨天時のカサ差し運転者と合羽着用運転者の割合。居酒屋の前に止まっている（お

客さんのものと思われる）自転車の数の曜日別変化など、自由に考えてよい。
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▲授業の様子

▲田中秀雄先生

▲坂田有三先生

▶８-７-６　実践コミュニケーション論
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が主担当となるＢクラスがあり、例年いずれも両学部の学生が10人程度、計20人程度の編成になってい
る。

　令和２年度のＢクラスの課題は、萩原工業株式会社様からの「ブルーシートをグローバル展開するた
めの提案」であった。受講生は工学部生15名、経済学部生10名の計25名、うち女子が19名。３学期（10
月、11月）は、毎週の授業（14：00～16：10）の中でグループ討論手法や発想法、プレゼンテーション
の技術を学び、小課題やレポートでそれを使ったアイデア出し、グループ内発表の練習を繰り返した。
昨年までは、新しい商品やサービスの“学生ならではの”アイデアが主に求められていたが、今年は、
それに加えて商品を国際市場に売り込むところまで考えなければならないため、新市場に打って出るた
めの経営理論なども学んだ。11月の末には、萩原工業本社と工場を見学させていただいた。
　４学期（12月、１月）は、４～６人でチームを組み、提案づくりをした。５つのチームが、ブルーシー
ト＋IT、国連にブルーシートを売り込む、ファッション業界への進出、農業用防虫シート、防災用組
み立て式個室などのテーマで企画提案をした。提案づくりでは、超現実派と超大胆発想派といったメン
バーの個性の違いが先鋭化し、課題に取り組む意欲や作業量の違いに憤慨したり、知識不足の者同士が
互いの顔色をうかがいながら合意形成する難しさから、気まずい雰囲気になったり、妥協と打開の間を
行き来しながら、学生たちは真の“実践”コミュニケーション力を身に着けていく。社会人基礎力のう
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▲始業前の体温チェック

▲浅野社長による講義

▲会社訪問の記念撮影

ち「チームで働く力」とは何かを理解することができる。受験競争型の勉強ばかりしてきた学生には、
よい経験になる。従来のように、教員が教壇から知識を一方的に与え、学生が受動的にそれを覚えると
いった授業では成しえない教育の成果が生まれている。
　本年度は、コロナ禍の中で対面式の授業を行うのに苦労した。受講生には、毎日の健康チェックを課
し、発熱や味覚異常などの症状がある者は出席禁止とし、毎回の授業でも始業前の体温測定や手指消毒
を徹底し、ＴＡ、ＳＡの協力で授業の前と後で机上をアルコールティッシュで拭いたり、パーテーショ
ンで一人一人の間を仕切ってグループ討論するなど可能な限りの対策を取り万全を期した。
　課題提供の萩原工業株式会社様から、毎回の授業に若手社員を３名（うち１名は本学工学部卒）派遣
してくださり、学生のグループ討論に加わってもらった。企業訪問では、コロナ対策を万全にしていた
だいたうえで、社長様自ら工場案内をしてくださった。このような、地元企業の温かいご支援があって
この授業が成り立っていることに心から感謝したい。

表．これまでの協力企業とテーマ

年度 ｸﾗｽ 協力企業 テーマ

2012
A ナカシマプロペラ（株） 求人広告企画・提案
B （株）岡山村田製作所 求人広告企画・提案

2013 １ｸﾗｽ
（架空）コンビニ 新たなサービス／ビジネスの企画提案
（事例）アパレルショップ 新サービス／ビジネスの企画提案

2014
A （医）佐藤医院 介護者のためのコミュニティビジネス提案
B （医）佐藤医院 介護者の日々の生活を豊かにする商品の提案

2015
A

Jテラスカフェ
Jテラスのコンセプトを実現するためのアイデアの提
案B

2016
A

（株）ストライプ
インターナショナル

新しいライフスタイル事業の提案

B 倉敷化工（株） 防振ゴムの新用途の提案
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▶８-７-７　アカデミック・ライティング
　担当：前田芳男副センター長
　平成29年度より、教養教育の中に「アカデミック・ライティング」の学系区分が設けられ、レポート・
論文の書き方を指導する科目として将来の全学展開を目指すこととなった。当初から前田副センター長
がそのうちの１科目を担当している。講義では、「健康づくり」を大きなテーマとして受講生各人が論
証テーマを設定し、論証型論文を作成した。
　受講者には、論文の構造の作り方、参考文献の示し方、引用文献やデータの妥当性など、一人ひとり
丁寧に添削指導をすることができた。学生は、最終的に3000～3600字の論文を完成させた。従来であれ
ば、教室で学生同士が互いの文章をピアレビューするのであるが、新型コロナウイルスの感染防止のた
めに対面授業とはせず、オンラインで互いの論文を交換し、修正個所などを指摘し合うこととした。

▶８-７-８　郷土の歴史に学ぶ財政論
　担当：前田芳男副センター長
　本科目は、平成29年度まで経済学部から提供されていた教養科目であるが、担当していた教員の退職
に伴い、前田副センター長が引継ぎ実施している。幕末に備中松山藩の財政再建に成功した山田方谷の
思想や経済政策をオムニバス形式で学ぶもので、網本善光氏（山田方谷研究会）、三宅康久氏（山田方
谷研究会）、河田章氏（岡山大学非常勤講師）が担当した。従来であれば教室での講義を行うが、本年
度はオンラインで教材を提供し、レポートを提出することで授業とした。

▶８-７-９　岡山の魅力を世界に伝える活動
　担当：前田芳男副センター長
　この授業は、平成30年度にはじまり、本年度が３年目となる。毎学期ごとに同名の科目名で開講され、
主に１、２年次生を対象にしている。従来は、学生が岡山で活躍する様々な人を取材し、その魅力を伝
えるエッセイを書いて冊子を作り、関係各所に配布することで岡山の魅力発信に貢献することを目的と
している。学生は、この授業を通して取材相手のものの考え方やまちへの思いに触れ、岡山が一層好き

年度 ｸﾗｽ 協力企業 テーマ

2017
A （株）ザグザグ

20－30代の顧客に支持されるドラッグストアにする
ための提案

B ダイヤ工業（株）
コルセット・サポーターのオーダーメイド技術による
未来への提案

2018
A 山陽新聞社 若者に山陽新聞を読んでもらうための提案
B 内山工業（株） 発泡スチロールの新用途の提案

2019
A 複数の企業事例 実際の課題についての検討
B カモ井加工紙（株） マスキングテープの新用途提案

2020
A （株）廣榮堂 岡山名物“きびだんご”を海外に！
B 萩原工業（株） ブルーシートのグローバル展開のための提案
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になるとともに市民の一人として社会参画する意識を高め
ることができる。しかしながら、本年度、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大を受け、取材活動が大きく制限されたた
め、①岡山のまちの魅力、②故郷（高校時代を過ごしたま
ち）の魅力、③私と身近な人のコロナ対策のエッセイやレ
ポートとした。３密回避を十分にして実施する場合は④人
の取材も認めたが、この場合は、担当教員である前田と事
前に実施方法を相談してからとした。
　作品の完成までには、最低３回、教員による添削指導を
実施した（オンラインによる原稿の提出、返却による）。
完成した作品からは、岡山や故郷のまちでの学生たちの暮
しの姿を垣間見ることができ、また、学生が行ったコロナ
ウイルス感染防止の行動も分かり、結果的に本学学生の魅
力を知ってもらえる内容の冊子となった。

▶８-７-10　地域高齢者と介護
　担当：浜田淳教授（大学院医歯薬学総合研究科）、前田芳男副センター長
　医学部浜田淳教授が開講している科目を前田副センター長が連携教員として支援した。従来は、１、
２学期またがりで実施し、岡山市内の４つの高齢者福祉施設にて実際の業務の補助的な仕事を体験した
り、施設職員から福祉の仕事に関するレクチャーを受けたりするものである。しかし、本年度は新型コ
ロナウイルスの感染拡大があり、高齢者施設での実習はできなかったため、１学期のみの開講とし、オ
ンラインで教材を提供した。また、レポートを課した。



77

実践型社会連携教育プログラムへの取り組み  ８

▲清掃活動の様子

▲レクチャーの様子

▲集めたゴミを前にして環境問題を講義した

▶８-７-11　桃太郎・桃子チャレンジ　～知識と社会に・経験を学びに～
　担当：前田芳男副センター長
　本科目は、初年次生を主対象としたインターンシップ型科目である。
昨年度までカナダのブリティッシュコロンビア大学のCoopプログラム
と連動して実施していた教養科目「国際インターンシップ」が、新型コ
ロナウイルスの感染拡大などの理由から実施できなかったこともあり、
それを補完する科目として貴重な実践型科目となった。
　通常のインターンシップと異なる点は、受け入れ先から具体的な課題
を出してもらい、それを解決することで相手に対して何らかの貢献をす
るように授業が設計されている点である。本年度は、岡山市庭園都市推
進課が実施する西川の清掃活動において、清掃ボランティアとして参加
した小学生に環境教育を行うプログラムを作成し、実際の教材づくり、
当日の教師役を務めることが課題であった。
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▲岡山大学　鹿田キャンパス

▲パーキングデイの入口

▶８-７-12　多職種連携と地域包括ケア
　担当：浜田淳教授（大学院医歯薬学総合研究科）、三村聡センター長
　岡山大学は川崎医療福祉大学と連携して、毎年、実践型社会連携教育として、授業のテーマを「人々
の暮らしを考える」と位置づけ、多職種連携と地域包括ケアのワークショップ授業を実施している。
　本授業は、岡山大学が定めた実践型教育の定義「実践型社会連携教育のタイプ分けの基本」のうち、
島しょ部における地域包括医療ケアをテーマに、「判断基準」：社会連携した実践活動の度合いAタイ
プ「（a）地域や企業等の現場に出向き、（b）その時間数が全授業時間数の３分の１以上、（c）成果報告
会を開催する（学外の関係者が参加し、授業自体の評価をすることが望ましい）の３条件を満たす。」
を忠実に守り授業を実施している。
　具体的な授業日程と授業全体のカリキュラムは下記の２単位の授業。
　主担当教員は、医学部浜田淳教授、副担当を三村聡センター長が担当している。今年度は、新型コロ
ナ災禍の影響により、例年の笠岡市笠岡諸島での
フィールドスタディやワークショップが実施でき
なかった。
　その代替措置として、例年は３学期、４学期の
連続授業を、今期は３学期の実施に絞り、単位を
半分の１単位として、教室での完全講義形式で実
施した。
　来年度は、笠岡諸島をオンラインで結ぶなどし
た新たなスタイルでの授業実施を計画している。

▶８-７-13　 SDGs：持続可能な社会に向けた岡山のまちづくり事例
　担当：岩淵泰准教授
　一年生を対象にした本講義は、岡山県内のまちづくり事例を学び、SDGsの発展を考える講義を行っ
ている。西川緑道公園、矢掛町、倉敷市水島地区のまちづくりなどを紹介している。本年度は、オンラ
インで講座が行われた。

▶８-７-14　 倉敷市水島から学ぶ地域社会と環境
　担当：岩淵泰准教授
　２-２-２の岡山大学実践型社会連携授業項を参照し
てもらいたいが、本講義から得た学生の意見を紹介し
たい。
　「この場所について記憶にあるのは更地で誰もいな
い状態であった。私にとってはそのような印象が強
かったが、まち歩きワークショップやパーキングデイ
での水島おかみさん会の方々のお話を通して、賑わっ
ていた水島の商店街を象徴する建物があり、その場所
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が水島の人々にとってとても思い入れの強い場所であることを知った。」
　また、水島の利点として、アクセスが多いこと、空間が広いこと、利用可能な建物も多いことなど、
昼の活動を増やすべきだと意見が出された。また、まちづくりに関心がある住民も少しずつ増えている
点を学生が指摘した。

▶８-７-15　岡山まちづくり論
　担当：岩淵泰准教授
　４．まちづくり実践活動・地域連携の矢掛町を参照してもらいたい。岡山まちづくり論の研究テーマ
に「田舎のフードロス問題」を取り上げた。７月と11月に二度に分けてフィールドワークを行った。フィー
ルドワークから学生の意見を採り上げる。（１）集落で料理教室を開催し、野菜の廃棄量を量るなど、フー
ドロスの現状を知る。（２）食費に苦労する子ども食堂や若者に安価で提供する方法を考える。（３）集
落の方が楽しみにしている季節の産品を提供する宿泊プログラムを開発する、などが挙げられた。
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