第Ⅲ章

地域を担う学生を育てる

1． 地域志向人材育成プログラムの整備
北海道 COC+では、地域再生に向けた北海道の抱える課題、とりわけ製造業全般や 1 次産業
における付加価値生産性の向上、及び若者を各地に定住させる就業の場の創出を解決するため
に、次の 3 つの戦略（段階）で地域の将来を担う人材の育成と定着に取り組んでいる（図 3-1）。
① 地域社会・産業界と協働して地域志向人材を育成する
② 地域志向人材育成プログラムの修了認定証を発行し、地域定着を促進する
③ 社会人再教育よって、地域社会・産業の発展をリードするイノベーション人材を育成する
①及び②の実現に向け、COC+校である室蘭工業大学の先導のもと、各教育機関が互いに連
携を取り、それぞれの有する教育プログラム、新たに導入した遠隔授業設備及び ICT 教育システ
ムを活用した、上記プログラムの構築を実施している。③の社会人教育は、地域に定着した若者に
対するフォローとして重要であるが、現状の COC+事業（第Ⅴ章に記載）では限定的であることから、
ポスト COC+事業以降の課題と考えている。
室蘭工業大学においては、平成 27 年度に「地方創生推進教育プログラム」、平成 28 年度に「俯
瞰人材育成プログラム」を構築した。一方、COC+参加校においても北見工業大学（平成 28 年度）、
旭川高専（平成 29 年度）、苫小牧高専（平成 30 年度）が教育プログラムを構築した。平成 28 年度
から教育プログラム開発委員会において、新たに COC+校共用の「地域志向人材育成プログラム」
の枠組みについて検討を開始し、平成 29 年度の同委員会にて室蘭工業大学の地方創生推進教
育プログラムに基づいたプログラム構造（地域教育と地域課題教育）とすることで合意した。

COC+校の
カリキュラム
改革

H29-H30

参加校の
カリキュラム
構築へ展開・
履修要項整備

H28-H31

共通科目の開発・
ＩＣＴ遠隔授業の実施
による地域志向
科目の普及

【地域共育プラットホーム】
企業・自治体・NPO講師よるﾀﾞｲﾚｸﾄｱｸｼｮﾝ（DA)授業
地域社会をﾌｨｰﾙﾄﾞとしたPBL/ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ
企業のﾆｰｽﾞや課題をﾃｰﾏとした課題解決型ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

社会人再教育
プログラム

H27-

「ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ・ﾌﾟﾛｾｽ
ｲﾉﾍﾞｰﾀｰ」養成
「ものづくり目利き
人材」養成

註）ﾀﾞｲﾚｸﾄｱｸｼｮﾝ（DA)授業： 企業、自治体等の方が授業に参画し、授業内容と社会、
産業との関係、産業界のニーズや実態（スタンダード）を学生に直接伝える授業

図 3-1 北海道 COC+における地域志向人材の育成
- 57 -

産業界講師
金融界講師
官界講師

地域の発展をリードするイノベーション人材の育成

地域社会・
産業界との連携

H27-H28

H27-

地域企業等への定着促進【道内就職優遇制度】

北海道COC+地域志向人材育成プログラム

ＣＯＣ＋地域志向人材育成プログラム修了認証

H31-

平成 30 年度には、同プログラムにおいて各校が共通とする要件を定めた履修要項を整備した。
また、育成した人材を北海道に定着させるために、北海道 COC+共通の地域志向人材育成プログ
ラム修了認証の発行、同修了者に対する道内就職優遇制度を構築した。さらに、起業家精神を醸
成するものとしてアントレプレナーシップ教育プログラムの開発、地域志向教育の効果を定量的に
検証する評価手法の開発に取り組んだ。
1.1 COC+校における地域志向人材育成プログラムの整備
室蘭工業大学は、地域産業を自ら生み出す人材など地域を担う人材を育成することを目的とし
て、平成 27 年度から総合的な地域志向教育プログラムである「地方創生推進教育プログラム」の
構築を開始した。
北海道の産業界には、中小企業が多い、広い地域に分散している、北海道全体では一次産業
が主であるが COC+大学の所在する胆振地方は二次産業が主である、地域毎に産業の個性が違
う等の特徴がある。北海道創生を実現するために、これらの北海道独自の特徴を踏まえ、本 COC+
事業では専門分野の枠を超えて学び続けられる工学・技術の基礎能力を育み、北海道の地域理
解を深めるために総時間数 352 時間、総単位数 27 単位の教育プログラムを構築した。北海道の
産業界に必要とされる能力は
①広い視野
②知らない分野を親しむ好奇心
③他分野の人と一緒に仕事を進められる協調性
④物理・化学・生物・数学・情報・英語の確実な基礎力
とした。
構築した学部学生に対する教育プログラムは、基礎部分を担う「地方創生人材育成プログラム」
と発展部分を担う「俯瞰人材育成プログラム」から構成される（図 3-2）。前者では北海道地域の文
化と社会、技術と産業を系統的に学び、後者では自らの専門とは異なる分野の基礎・基幹科目を
修得し、地域課題解決のための俯瞰能力を身につける。北海道が策定する北海道創生総合戦略
によると、北海道の産業界の発展には価値創造や異業種間連携が必要とされている。これらの教
育プログラムは、北海道の産業界に必要とされる能力①～③を特に育成するようにした。能力④は
従来の室蘭工業大学の教育課程で育成しているが、構築した教育プログラムにより個々の基礎科
目の知識が一層確実に身につくようにした。

図 3-2 地方創生推進教育プログラム（室蘭工業大学）の構造
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1) 地方創生人材育成プログラムの構築
【平成 27 年度】
平成 27 年度において、平成 28 年度以降の 1 年次生のために、基礎部分である地方創生人材育
成プログラムを構築した。このプログラムは、外部講師によるダイレクトアクション授業、地元企業等
への訪問といった地方公共団体や地元企業等と連携した取組や、地域資源を活かしたグループ
ワーク、アクティブラーニングによる教育活動を通して、地方創生に資する能力を身につけることが
でき、地域教育、地域課題教育に関する科目群で構成される（図 3-3、表 3-1）。

図 3-3 地方創生人材育成プログラムの構成と科目間の関係（室蘭工業大学）
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表 3-1 地方創生人材育成プログラムの内容（室蘭工業大学）

全ての科目は室蘭工業大学の４系学科に共通に開講される。地域教育に関する科目では、北
海道の自然、文化、社会、産業の特徴等から北海道を理解するとともに、現代における北海道と海
外との関係について学ぶ。また、地域課題教育に関する科目では、科学・工学の課題解決に役立
つ新しい技術は異分野との交流から生まれる場合が多いため、自らの専門分野とは異なる分野の
知識・技術に対応できる力や異分野と交流できる力を身につける。
北海道の企業は中小企業が多いため、自らを専門の狭い分野に限定しないで、隣接する分野
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にも積極的に関われる人材が特に求められている。地域課題教育に関する科目は、このような人
材の育成にも有効と考え構築された。
2) 俯瞰人材育成プログラムの構築
【平成 28 年度】
平成 28 年度において、平成 29 年度以降の 2 年次生のために、社会や産業界における課題が
多様化、複雑化する時代の中で自身の専門分野にとらわれず他分野をも横断し、ソリューションを
見いだせる能力を持った人材「俯瞰人材」を育成する新たなプログロムを構築した。
本プログラムは、北海道の産業界に必要な価値創造や異分野連携に対する能力を更に向上さ
せることを狙いとするアドバンストプログラムである。平成 28 年度に実施した道内企業アンケートや
企業経営者アンケートの結果（本章 3.2 の表 3-6 参照）から、技術教育に対する地元企業のニー
ズを把握しつつ内容の検討や確認を実施した。プログラムは技術を広い視野で俯瞰できるような能
力を養成するため、自らの専門分野とは異なる分野の基礎・基幹科目で構成されている（表 3-2）。
例えば、機械システム工学コースの学生には、材料工学コースあるいは電気電子工学コース・情
報通信システム工学コースの科目が設定されており、4 系学科 12 コース全てにおいて設定されて
いる 2 種類の異分野技術に関する科目（以下、エクストラ科目という）を修得するように、学生にア
ナウンスしている。基礎プログラムである地方創生推進教育プログラムを 17 単位以上修得した学
生が、指定するエクストラ科目を 6 単位以上修得することで、俯瞰人材育成プログラムを修了認定
することとした。
表 3-2 俯瞰人材育成プログラムにおいて修得する異分野の技術（室蘭工業大学）
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3) カリキュラムの再構築
【平成 30 年度】
室蘭工業大学では、2019 年度に工学部から理工学部へ改組を行う。また、その改組では、創造
工学科 4 コースとシステム理化学科 3 コースの教育課程にした。この改組により始める新しいカリ
キュラムでは、COC+の俯瞰人材育成の考え方に基づく教育を、全ての卒業生に行うようにした。
つまり、創造工学科の学生は、専門基礎科目として分属コースに係わらず、電気工学と機械工学
の基礎学問と計測工学を必修で学ぶ。また、システム理化学科の学生は、専門基礎科目として分
属コースに係わらず、化学、生物学、物質科学、波動論を必修で学ぶ。さらに、理工学部の全ての
学生が、理工学部共通科目や学科共通科目として、情報セキュリティ、データサイエンス、プログラ
ミング等の情報に係わる科目を必修で学ぶ。このように、新しいカリキュラムでは、卒業生の全て
が、専門分野の枠を超えて対応できる科学技術者になるように育成する（図 3-4）。

図 3-4 理工学部におけるカリキュラムの構造
1.2 COC+参加校における地域志向人材育成プログラムの整備
【平成 28 年度】
COC+参加校においても地域志向人材育成教育の拡大・普及に向けて、平成 28 年度には北見
工業大学が従来から開講している科目に加え、地域に関する実践的教育を実施する科目「オホー
ツク地域と環境」を開発した。
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【平成 29 年度】
平成 29 年度には旭川高専が学科の専門知識・技術及び地域の産学官連携の下で、北海道が
抱える「農業・食品」、「医療・福祉」分野の課題に対応する基礎的な知識と技術を併せ持ち、地域
産業を牽引できる人材を育成するために「北海道ベースドラーニングプログラム」（図 3-5）を構築し
たのをはじめとして、各校においても新たに地域志向人材育成科目の検討がなされた。
教育プログラム開発委員会において、平成 28 年度から開始された、COC+校共通の地域志向
人材育成プログラムの枠組みを新たに構築するための取組みは、平成 29 年度の同委員会にて室
蘭工業大学の地方創生推進教育プログラムに基づいたプログラム構造とすることで合意し、それに
基づいて各校が地域志向人材育成プログラムの整備を実施している。
教育プログラムの構造は地域教育と地域課題教育からなり、それぞれ講義やフィールドワーク・
課題解決型授業によって、地域教育では北海道の文化的・社会的特徴を学び、地域課題教育で
は北海道の産業の特徴を学び、その特徴を活かし課題解決ができる能力を育成する。それぞれを
代表とするキーワードには、前者では「北海道理解」、「北海道と社会」、後者では「北海道の産業」、
「異分野」が挙げられる。

図 3-5 旭川高専の「北海道ベースドラーニングプログラム」
【平成 30 年度】
平成 30 年度には、苫小牧高専が専門工学分野と起業マインド・マネジメント視点を持つ「ハイブ
リット型イノベーション人材」を特徴とする教育改革を実施した。地域との共同教育を掲げ、“とまな
か”と呼ぶ苫小牧市を中心とした近隣市町の各機関と共に種々の教育プログラムの開発を始めた。
平成 30 年度までにおける各校の地域志向人材育成プログラムの整備状況を表 3-3～表 3-5 に
示す。COC 校である稚内北星学園大学が平成 30 年度から新たに参画した。
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1.3 地域志向人材育成プログラム履修要項の整備
【平成 30 年度】
コンソーシアム全体としての地域志向教育プログラムの整備においては、先ず地域教育、地域
課題教育といった共通の枠組みを設定し、それに向けて各校が連携して取り組むことを優先した
ため、各校の実施状況及びプログラムの質に差があることが課題であった。これを解消するために、
平成 30 年度の教育プログラム開発委員会において地域志向人材育成プログラムで共通とすべき
要件を定めた履修要項を整備した（参考資料 3 に記載）。
さらにプログラムの改善を狙いとして地域志向人材育成プログラムの効果に関する評価方法の
検討も始めた。
履修要項には 1．教育目的、2．学修・教育目標、3．教育プログラム、4．プログラム修了要件、5．
修了書の授与、6．修了見込み書の発行、7．地域志向人材育成プログラムの運営組織が記載され
ている。これによって各校が共通の理解のもと教育プログラムを整備、改善することが可能となった。
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表 3-3 各校における地域志向人材育成プログラムの整備状況（その 1）
学校名

地域教育科目名

単位数

地域課題教育科目名

単位数

合計単位数

室蘭工業大学

地域社会概論
胆振学入門
環境科学入門
地域再生システム論
経済のしくみ A
経済のしくみ B
環境経済論
生態系保存論
平和と憲法
現代心理学
文化保存論
アジアの文化

１
１
１
２
１
１
２
２
２
２
２
２

インター・サイエンス A～H
北海道産業論 A～C
インター・テクノロジーA
インター・テクノロジーB
地域インターンシップ
現代工学の課題
社会体験実習
臨海実習
経済事情

１
１
１
１
２
１
１
１
２

３０

北見工業大学

オホーツク地域と環境
オホーツク産業論
地域マネジメント総合工学Ⅱ
観光マネジメント工学Ⅰ
観光マネジメント工学Ⅱ

１
２
２
２
２

オホーツク総合演習Ⅰ
オホーツク総合演習Ⅱ
インターンシップ

１
１
１

１２

北海道科学大学

フレッシュマンセミナー
社会の理解Ⅰ（自然と環境）
人間の理解Ⅱ（民族と宗教）
人間の理解Ⅲ（歴史と文化）
地域活動と社会貢献
ビジネススキルⅠ（工・未来）
ビジネススキルⅡ（工・未来）

１
２
２
２
１
１
１

千歳科学技術大学

北海道の歴史
千歳学
地域プロジェクト

２
１
１
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１０

キャリア形成 A1
キャリア形成 A2
キャリア形成 B1
キャリア形成 B2
インターンシップ

１
１
１
１
２

１０

表 3-4 各校における地域志向人材育成プログラムの整備状況（その 2）
学校名
稚内北星学園大学

地域教育科目名
地域学Ⅰ
再生可能エネルギーと地域社会
ロシア語
地域産業論
スポーツとまちづくり
観光英語Ⅰ
観光英語Ⅱ
都市計画
都市地理情報論

単位数
２
２
１
２
２
２
２
２
２
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地域課題教育科目名
ボランティア
地域文化論
地域学特講Ⅰ
地域学特講Ⅱ
地域学Ⅱ
インターンシップ
映像メディア論Ⅰ
ソフトウェア制作演習
地域デザイン入門Ⅰ
地域デザイン入門Ⅱ
地域デザイン特講Ⅰ
地域デザイン特講Ⅱ
地域デザイン特講Ⅲ
地域デザイン特講Ⅳ
地域デザイン特講Ⅴ
地域デザイン特講Ⅵ
社会教育計画Ⅰ
社会教育計画Ⅱ
社会教育課題研究Ⅰ
社会教育課題研究Ⅱ
社会調査論
地域計画
地域空間情報論
フィールドワークⅠ
フィールドワークⅡ
観光学実践論
地域メディア論
地域教育論

単位数

合計単位数

２
２
１
１
２
２
２
２
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

６９

表 3-5 各校における地域志向人材育成プログラムの整備状況（その 3）
学校名
苫小牧高専

地域教育科目名
創造工学Ⅰ
創造工学Ⅱ
創造工学Ⅲ

単位数

地域課題教育科目名

単位数

合計単位数

４
２
２

創造工学Ⅰ
創造工学Ⅱ
創造工学Ⅲ
学外実習
※創造工学Ⅰ，Ⅱ，Ⅲでは科目の一部において地域課
題教育を実施する。
※学外実習は道内のみを対象とする。

４
２
２
１

９

※創造工学Ⅰ，Ⅱ，Ⅲでは科目の一部において地域教
育を実施する．
旭川高専

食農・医福基礎
最先端工学
知的財産権論

１
１
１

食農・医福演習
最先端工学演習
北海道ベースドラーニング I
北海道ベースドラーニングⅡ

１
１
１
１

７

釧路高専

環境学
熱力学Ⅰ
熱力学Ⅱ
機械工学実習・実験Ⅲ
機械工学実習・実験Ⅳ
熱エネルギー工学
電気工学実験Ⅲ
電気エネルギーシステム工学
工学課題実験
エネルギー変換工学
通信網工学
建築環境工学Ⅰ
建築設計演習Ⅱ
建築防災工学
都市計画
特別設計演習

２
２
２
４
２
２
２
２
２
２
２
１
６
１
２
２

学外実習Ⅰ
学外実習Ⅱ

１
２

３９

函館高専

地理
情報処理基礎
生命科学概論

２
２
１
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５

1.4 北海道 COC+地域志向人材育成プログラム修了認証制度に関する検討
【平成 29 年度】
育成した人材を北海道に定着させるために、平成 29 年度から教育プログラム開発委員会にお
いて、北海道 COC+共通で各校の地域志向人材育成プログラムを修了した学生に対して認証を発
行する修了認証制度について新たに検討を開始した。
北海道 COC+として修了認証を発行する目的と期待効果を以下に示す。
目

的： COC+各校の卒業生に対して、地方志向人材育成プログラムの基準を達成している
能力を保証する。

期待効果：
・道内企業には、COC+各校の卒業生は北海道について深い理解と北海道の特性に
応じた課題解決能力を持っていることを、北海道 COC+が統一して示す。
・COC+各校がまとまって COC+事業を推進していることを示す。
・修了認定を持つ学生の道内就職への優先採用を促すことができる。
・学生には、道内へ目を向けさせる。
各校が構築している地域志向人材育成プログラムの単位数を踏まえ、修了認証発行基準を大
学では 10 単位、高等専門学校では 7 単位とすることを教育プログラム開発委員会において合意し
た。また修了認証発行に対する各校の対応を明確にした（表 3-6）。カリキュラム進行の都合、修了
認証の発行は、令和元年度卒業生からとなる。
【平成 30 年度】
平成 30 年度においては、修了認証を授与された学生を地元企業への就職に目を向けさせるた
めに、道内就職優遇制度を策定した。修了認証によって、学生は企業から採用試験において
COC+推薦枠、試験の一部免除、旅費支給や宿泊場所提供といった優遇を受けられる（図 3-6）。

図 3-6 修了認証を授与された学生が道内就
職優遇制度によって受けられる採用
試験の優遇
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平成 31 年 3 月時点で、3 校（室蘭工業大学、旭川高専、稚内北星学園大学）で合計 300 名を超
える修了認証者が予定されており、令和 2 年度以降は、他の大学・高専から修了生が出るため、修
了認証者はさらに増加する予定である。

- 69 -

表 3-6 地域志向人材育成プログラム修了認証発行への対応予定

学校名

地域教育科目

地域課題教育科目

科目数

単位数

室蘭工業大学

12 科目

19 単位

北見工業大学

5 科目

9 単位

北海道科学大学

7 科目

10 単位

5 科目

千歳科学技術大学

3 科目

4 単位

稚内北星学園大学

9 科目

17 単位

苫小牧高専

3 科目※

－

科目数

合計

修了認証発行予定

単位数

科目数

単位数

9 科目

11 単位

21 科目

30 単位

令和元年度卒業生から対応

3 科目

3 単位

8 科目

12 単位

令和 2 年度卒業生から対応

6 単位

8 科目

10 単位

令和 3 年度卒業生から対応

5 科目

6 単位

8 科目

10 単位

令和 2 年度卒業生から対応

28 科目

52 単位

37 科目

69 単位

令和元年度卒業生から対応

4 科目

9 単位

4 科目

9 単位

令和 2 年度卒業生の就職活動時に修
了見込発行予定

旭川高専

3 科目

3 単位

4 科目

4 単位

7 科目

7 単位

平成 31 年度卒業生から対応

釧路高専

16 科目

32 単位

2 科目

3 単位

18 科目

35 単位

令和 2 年度卒業生から対応

函館高専

3 科目

5 単位

3 科目

5 単位

－

－

■生命科学概論
スケジュールどおり対応可。
■地理
◆情報処理基礎
令和 4 年度卒業生から対応予定。
※1 年生を対象とした開講科目のた
め。

- 70 -

1.5 遠隔授業・共用授業科目の開発
1) 北海道産業論 ABC
【平成 29 年度】
教育プログラム開発委員会において、北海道 COC+参加校の遠隔授業として北海道産業論
ABC が開発された。
学生が北海道企業の面白さ、問題、特徴と存在を知り、さらに産業の特徴を専門分野の枠を超
えて学ぶことを目的とし、そのために科目の特徴である企業参画型の実践的教育を導入した。授
業は①企業が課題を設定し、課題に対して学生がアイデアや解決策を検討する課題解決型授業
（PBL）、そして②北海道経済界を代表する経営者が北海道の課題や未来を語る、あるいは北海道
の地で世界や日本をリードするイノベーションを実現している事例を経営者が語る授業（ダイレクト
アクション授業、以下 DA 授業という）から構成される(図 3-7)。これらの授業によって、学生が北海
道企業を身近に知る、企業が取り組んでいる問題を知る、専門を具体的に意識できることを期待し
ている。
平成 30 年度から DA 授業（遠隔授業）が、室蘭工業大学から COC+参加校へと発信される（本
章の 2-3 に記載）。

企業が課題を設定
課題に対して、学生がアイデア・解決策を
企業に提案

課題
ｱｲﾃﾞｱ･解決策

企業から現場視点で授業
（DA授業）
北海道の課題を提示、地域の特徴的産業、
企業が取り組むイノベーションの紹介

企業、行政
等

講師派遣
遠隔授業・授業の共有化

ICTを利用した遠隔授業
COC＋参加校間でICTを活用して、授業の
共有化

図 3-7 北海道産業論の構成
2) アントレプレナーシップ教育プログラムの開発
【平成 30 年度】
経済界・産業界・企業のアントレプレナーシップ教育に対する要望（本章の 4 に記載）が高かっ
たことから、教育プログラム開発委員会において同プログラムの開発がなされた。
学生が、企業等の課題に取組む地域 PBL として実施することによって、就業後のプロジェクトを
担当した際に活用できる課題解決手法を修得すると共に、リーダーシップやコミュニケーション能
力の向上、起業家精神の醸成を図ることを目的とした。学生が直ぐに起業するのは難しく、履修す
る学生も集まらない、企業においても起業家マインドを持っている人材が求められているといった
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経済界等の意見から、直接起業を目指すのではなく、起業家精神を醸成するプログラムとした。一
方、起業への発展も考慮に、札幌商工会議所・北海道経済連合会等の実施する起業化・事業化
事業との連携を図ることとした。
プログラムは、起業のスタートアップを支援する民間企業の提供するものをカスタマイズして使用
する。学生チームが、企業から設定された課題に対して次の過程を繰り返すことによって、世の中
（市場）で求められる製品やサービスとなるようにアイデアをブラッシュアップし、事業化・起業化に
向けた提案をする。
【課題解決アイデアの創り込み過程】
1）企業から設定された課題に対して解決するためのアイデアを考える。
2) アイデアを「だれの」「課題を」「解決する」「なぜ今？」「既存の代替品は？」「市場の規模は
どのくらい？」「あなたがやる意味は？」の視点から整理する。
3) 整理した仮説をユーザーヒアリングによって検証する。
4) ユーザーヒアリングの結果からアイデアを方向転換(ピボット)する。
プログラムの検証として、上記の 1)、2)の過程を取り込んだワークショップを室蘭工業大学情報
電子工学系学科学生 19 人（主に学部 3 年生）に対して実施した。その結果、参加した学生の満足
度が 4.0、役立度が 4.3 と本プログラムは好評であった（図 3-8）。理由として、「アイデアを実現す
るにあたって必要なことを学べたので参加して良かった」といった参加者の感想に代表されるように、
起業だけでなく課題解決全般に適用できることによると考えられた。

10

1.0

8

0.8

8

0.8

6

0.6

6

0.6

4

0.4

4

0.4

2

0.2

2

0.2

0.0

0

0

1

2

3

4

度数

5

0.0

1

2

3

4

5

役立度

満足度

図 3-8 アントレプレナーシップ教育プログラムに対する参加学生の評価（n=19）
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累積相対度数

プログラムの役立度
1.0

累積相対度数

度数

プログラムの満足度
10

1.6 COC 既採択校の知見活用
【平成 27 年度】
1) COC+校における教育プログラム構築への活用
北海道地域の特性を理解した地域産業を担う地域志向人材を育成するために、室蘭工業大学
において、平成 28 年度 1 年次生向けに地方創生推進教育プログラムを構築するにあたり、COC
選定大学等の先進的な教育プログラムや学生参加型教育の先行事例を調査し、その知見を利用
した。
【平成 29 年度】
2) COC+参加校への教育プログラムの紹介
教育プログラム開発委員会において、企業や経済団体から教育プログラムに係る意見を聴取し
たほか、COC 既採択校である小樽商科大学（平成 29 年 2 月 21 日）、札幌市立大学（平成 29 年
5 月 29 日）、稚内北星学園大学（平成 30 年 2 月 9 日）の先行した教育改革の事例を紹介いただ
き、地域課題解決型授業、地域志向型アクティブラーニング等、北海道 COC+コンソーシアムにお
いて進めていくべき地域志向教育について議論を行った。小樽商科大学では商大生が小樽の活
性化について本気で考えるプロジェクト「マジプロ」、札幌市立大学では地域の人々と市立大生が
相互に学び合う場「学び舎」、稚内北星学園大学ではアクティブラーニング科目、地域志向科目の
増加によって見えてきた課題が注目された。
3) アクティブラーニングに関する COC/COC+北海道合同会議の開催
COC 校である小樽商科大学と COC+コンソーシアムの共催により「COC/COC+北海道合同会
議」を新しく開催した。各校から教育実務担当者が一同に会し、地域志向科目やアクティブラーニ
ングに係る意見交換を行い、先進事例や課題等について共有を深めた。
日時 ： 平成 29 年 6 月 9 日（金）
場所 ： 小樽商科大学
参加者： COC 事業及び COC+事業の参加校等の教育実務担当者 24 名
概要 ： 第 1 部の授業視察では、小樽商科大学の地域志向科目である「地域学」において、室
蘭工業大学の清水一道教授による respon*を使用したコミュニケーションラーニング
の講義を視察した（写真 3-1）。
第 2 部の先進教育事例報告では、小樽商科大学の大津晶准教授からアクティブ
ラーニングの事例紹介の後、質疑応答形式による活発な意見交換が行われた。
＊respon：スマホ、タブレット等を使用して、学生とのコミュニケーションをとるライブアクション・アプリ。そ
の場で質問し、回答結果はリアルタイムに集計、シェア可能。
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写真 3-1 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾗｰﾆﾝｸﾞ：ｽﾏﾎによる回答（右）とﾘｱﾙﾀｲﾑ集計（左）
4) COC 校との PBL の連携実施
マジプロ等の PBL で実績のある小樽商科大学が企画を先導し、COC 校である小樽商科大学、
札幌市立大学と COC+校である室蘭工業大学が連携し、学生のユニークな発想を取り入れた地域
産品を創出するための PBL を平成 29 年度に実施した。
小樽を会場として、小樽のまちを象徴するガラス製品に着目して北海道土産にふさわしいガラス
製品を学生の手によってプロデュースする課題を設定した。このプログラムの実施過程において、
学生はそれぞれの学校の強みである市場調査、デザイン、ものづくりの知見を発揮しつつ、幾多の
他分野の知見に気づくという経験を得た（写真 3-2、写真 3-3）。一方、PBL の実施経験の少ない
教員にとっては、プログラムの企画・実施、協力して頂いた企業と交渉等 PBL 実施について実践
的なノウハウを習得する機会となった。

写真 3-2 ガラス製品の製造体験

写真 3-3 ガラス職人との製造方法検討

【平成 30 年度】
5) 地域志向教育科目に関する評価事例の紹介
平成 30 年度から教育プログラム開発委員会において、地域志向人材育成プログラムの効果評
価手法について検討を始めた。検討に先立って COC 校である札幌市立大学が平成 25 年以降か
ら取り組んでいる地域志向科目授業の検証と評価について報告を受けた。成績分布、展示・報告
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会の教員評価、担当教員アンケート、学生の授業評価アンケート、学生の自己達成度評価をもと
に授業の効果検証を総合的に行っている。自己達成度評価は COC 教育改革推進チームが開発
したものである。同大学ではこの授業効果検証を活用して授業を改善し、地域志向科目を完成さ
せた。（図 3-9）
この事例報告を受け、評価の目的等が議論され、各校の地域志向教育への取組み状況に柔軟
に対応でき、札幌市立大学の事例のように授業改善の PDCA サイクルに活用できる手法の構築を
目指すことが確認された。

図 3-9 札幌市立大学から報告のあった、独自に開発した「自己達成度評価」の事例
2． 地域志向人材育成プログラムの実施
室蘭工業大学において、「地方創生推進教育プログラム」（室蘭工業大学独自のプログラム）に
よる授業を実施している。（平成 30 年度は 1～3 年次対象）。また、参加校各校においても北見工
業大学の「オホーツク地域と環境」、旭川高専の「北海道ベースドラーニングプログラム」をはじめと
する地域教育、地域課題教育の科目やプログラムを企画・実施した。
実施されている教育プログラムでは、フィールドワークや地域の企業人によるダイレクトアクション
授業等を介して、地域との関係性を深耕させるプログラムや、企業から設定される現実的な課題に
対してアイデアや解決策を検討する地域 PBL、地域アクティブラーニングに取組む学校が増えて
いる。
特に高等専門学校では、外部からメンターを招聘するなどして質の高い地域 PBL を実施してい
る。平成 29 年度にはそれらの成果を共有するために、新しく 4 高専連携報告会が旭川高専にお
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いて開催され、平成 30 年度も各高専において、学生が自立した質の高い PBL を展開している。
2.1 各校における「地域教育」の実施
1) 室蘭工業大学
【平成 28 年度～平成 30 年度】
◆『胆振学入門』◆
室蘭工業大学の「胆振学入門」では、学生が室蘭市及び胆振地域について説明できるくらいに
身近な地域への関心を高め、地域の文化・産業・歴史などの特色を理解することを目的としている。
平成 27 年度から 1 年生の選択科目として、胆振地域の特徴的な取組みを行っている自治体や
産業界から毎回講師を招いて、総合的に胆振地域の魅力を授業の中で伝える。テーマは、「室蘭
の工場群とその夜景」、「厚真町の戦略」、「噴火湾の海洋生物（クジラ類）」、「北海道の物流拠点と
産業」、「苫小牧市の産業」、「有珠山と共生するまちから発信したいこと」、「魅力ある観光まちづく
り」など多岐にわたっている（写真 3-4）。
平成 29 年度において、開講授業数を増やしたり、開講時間を変更したりすることによって履修
率を 40％（平成 28 年度）から 91％（平成 29 年度）へと、大幅に増加させている。
平成 30 年度には、これまでに授業を担当した講師 18 名による、それぞれのテーマによって胆
振地域を紹介する教材「胆振学入門 講義ノート」を作成した。これを平成 31 年度の教材として使
用するほか、地域の高等学校に配付することにより、胆振学入門の授業を地域に展開することを試
みる。

写真 3-4 「厚真町の戦略」について講演する
宮坂尚市朗厚真町長

◆『地域社会概論』◆
室蘭工業大学の地域社会概論では、地域特有の課題を見出し、その現状を知り、解決方法を
グループ活動から探る。これによって地域への関心、愛着を育むとともに、課題解決に資する人材
を育てる。平成 28 年度から１年次生の必修科目として約 600 人 120 グループの学生が、室蘭市、
登別市、伊達市など大学の地元と周辺の自治体にある約 100 の企業、官公庁、商店、観光協会、
観光施設、ホテル、NPO 等で調査を行い、グループごとに地域特有の課題や解決方法等を学生
の視点からポスターにまとめて発表している。この一連の流れについて写真 3-5 に示す。
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写真 3-5 地域社会概論の流れ

◆『地域再生システム論』◆
室蘭工業大学の「地域再生システム論」は、地域づくりやまちづくりを実践している講師から地域
活性化のヒントを得るとともに、実現可能な地域再生の方策を考え、フィールド調査、グループワー
ク（討論）、発表報告、まとめる能力、プレゼン能力を養うことを目的としている。
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小樽商科大学との連携授業でもあり、居住地域も学ぶ分野も違う学生同士が短い時間で協力
することで、協調性や積極性など学生の主体的な学びやコミュニケーション能力の向上を促進して
いる。開催地の住民とは違う視点でまちづくりの討論をすることで多彩な発想による意見が出てき
て地域にも有益である。課題となる自治体が授業の企画に関わり、室蘭工業大学、小樽商科大学
の OB/OG が教育にも参画するという連携関係も平成 28 年度から構築され、その連携モデルが他
自治体にも継承されている。
日時 ： 平成 28 年 8 月 24 日（水）、25 日（木）、30 日（火）
場所 ： 千歳市民文化ホール他
参加者： 小樽商業大学、室蘭工業大学の学生約 130 名
概要 ： 千歳市副市長、キリンビール㈱北海道千歳工場総務広報担当部長、サケのふるさと千
歳水族館長等の講義を受け千歳市について学んだあと、千歳市内の施設を見学（写
真 3-6）。グループ毎に千歳市地域についての政策提案を検討し、発表した（写真 37）。

写真 3-6 新千歳空港を見学する学生

写真 3-7 政策提案発表会の様子

この授業は毎年開催され、平成 29 年度には苫小牧市において「紙のまちの再生」をテーマに、
苫小牧高専が新たに加わり 3 校で実施した。苫小牧市は学生からのアイデアを、中心街活性化を
目的とした「まちなか再生総合プロジェクト（CAP）」に盛り込むこととした。
平成 30 年度には千歳市において「食まち千歳 －フードチェーンの形成－」をテーマに 3 校の
学生が参加し実施した。施設見学では「まちライブラリー」を見学し、「本」を通して人々が出会い交
流するユニークなコミュニティ型図書館の取組みを学んだ（写真 3-8）。

- 78 -

写真 3-8 まちライブラリーの活動案内（左）と職員にヒアリングする学生（右）
2) 北見工業大学
【平成 29 年度～平成 30 年度】
◆『オホーツク地域と環境』◆
北見工業大学が位置するオホーツク地域は、世界自然遺産の知床や世界的にも珍しい流氷を
観察できるなど、豊かな自然に恵まれている。平成 29 年度より新しく始まった 1 年次の必修科目で
ある「オホーツク地域と環境」は、この特徴ある自然と文化を幅広く学ぶため、講義と体験学習がセ
ットになったユニークな科目である。
講義は「地域と暮らし」、「地域と大学」、「オホーツクという自然環境」を実施し、体験学習では実
施する 10 テーマ（「雪氷学実習」、「おしょろ丸道東沖ハイドレート調査実習」、「ガリンコ号Ⅱ紋別
沖海洋調査実習入門」、「ガリンコ号Ⅱ紋別沖流氷観測実習」、「カーリング体験」、「知床の環境保
全」、「北海道の先史文化」、「サケの一生」、「環境保全のための廃棄物処理とリサイクル」、「旧石
器時代の暮らし」）の中から希望のテーマを 1 つ選択して受講する。
写真 3-9 は 5 月に実施したガリンコ号Ⅱ紋別沖海洋調査実習入門の様子であり、流氷砕氷船
で有名なガリンコ号Ⅱに乗船してメタンハイドレートを採取・分析する訓練やプランクトンの採取・観
察などを行った。体験学習を通して自然環境の保全やエネルギー開発の現場を体験し、興味を持
って貰うことを目的としている。

写真 3-9 実習後の集合写真（左）、堆積物サンプル分析（右）
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3) 苫小牧高専
【平成 30 年度】
◆『地域学「苫小牧市のまちづくりから北海道の未来を考える」』（創造工学Ⅲ）◆
３年生の応用化学・生物系（38 名）、都市・環境系（45 名）、機械系（47 名）の 3 系（130 名）を対
象とした必修科目「創造工学Ⅲ」の授業の中で行ったもので、自分たちの地元を考え、デザインし
ていくきっかけをつくること、グループディスカッションで役割をきちんと果たせるようにすることを目
的に開催した（写真 3-10）。
日時 ：平成 30 年 9 月 27 日、10 月 2 日、10 月 16 日、10 月 30 日の 4 日間
場所 ：苫小牧高専大講義室
参加者：同校３年生（130 名）
内容 ：講師（苫小牧市前副市長）による講演
北海道の農業、水産業、観光業、製造業、苫小牧のまちづくりをテーマに
グループディスカッション（５名×26Ｇｒ）、発表（10 分×5 回）、講師によ
るコメント

写真 3-10 ホワイトボードを使った
発表会の様子

2.2 各校における「地域課題教育」の実施
1) 室蘭工業大学
【平成 28 年度～平成 30 年度】
◆『インター・サイエンス』◆
インター・サイエンスとは、工学のほとんど全ての分野がある室蘭工業大学の特徴を活かし、広く
専門分野を横断して工学に関する一般教養を習得する異分野結合教育である。1 年次生の授業
として行い、後述する俯瞰人材育成プログラムを遂行するための基礎的授業として位置付けられる。
◆『北海道産業論 ABC』
本科目は、北海道企業の面白さ、問題、特徴と存在を知り、さらに、産業の特徴を学ぶことを目
的として、室蘭工業大学が実施する企業参画型の実践的教育であり、企業が授業に参加する体
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制を実現するために、北海道庁や室蘭テクノセンターの協力を得て平成 30 年度から開講した。
室蘭市と登別市の 9 つの企業が、その企業が抱える課題を学生に提示し、学生がその解決策を
グループで考える授業を実施した。この授業では、学生は第 1 次案をプレゼンし、企業等からその
解決策に対して中間の評価コメントをもらう。その後、これを参考に最終案を検討し、最終のプレゼ
ンを実施した（写真 3-11）。
企業からは「1 次産業における IT 化の将来像」等の具体的な課題が示され、学生が提案するア
イデアに対して、企業からは「人材不足をロボットで解消する場合の具体的な導入場面を考えて欲
しい。」等のコメントがあった。

写真 3-11 企業による課題提示（左）、学生によるプレゼン（右）
本授業の実施により、学生が企業を身近に知り、企業が取り組んでいる問題を知ることができ、授
業実施前後に実施したアンケート調査から、授業実施後には「北海度の企業、行政、学校等に就
職したい。」と考える学生の割合が増加していた。
2) 北見工業大学
【平成 28 年度～平成 30 年度】
◆『オホーツク総合演習Ⅰ、Ⅱ』◆
北見工業大学では、「オホーツク総合演習Ⅰ、Ⅱ」という地域を知り、抱えている課題を解決する
提案をチームで考える問題解決型授業を 2 年次（Ⅰ）、3 年次（Ⅱ）で実施している。この科目を通
じてオホーツク地域を知ってもらうとともに、問題解決能力やコミュニケーション能力、更にはチーム
ワークや社会での実践力を身に付けることができる。
オホーツク総合演習Ⅰ：
2 年次後期に、オホーツク地域が抱える様々な問題点についてチームで解決策を考え発
表を行う。オホーツク地域で働いている人が講師となり、都市計画や道路、河川、防災など、
オホーツク地域が抱える様々な問題点について講演をする。学生は 4～5 名のチームに分か
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れ、この講演から解決したい課題を見つけ、文献調査やブレーンストーミングなどを通じてチ
ームとしての解決策をポスター発表する（写真 3-12）。

写真 3-12 ブレーンストーミングの様子（左）、チームに分かれての検討の様子（右）
オホーツク総合演習Ⅱ： 3 年次前期に演習Ⅰより具体的かつ有効な解決策を導き出すために、
地方自治体などの関係機関を訪問してヒアリングや実地調査、現場見学を実施。最終日には
協力いただいた関係者等を招いて発表会を開催し、課題に対する解決策を地域にフィードバ
ックする（写真 3-13）。各チームが選んだテーマは「オホーツク地域の観光」、「スマートフォン
アプリを活用した観光情報発信」などだった。

写真 3-13 協力関係者を招いた全体発表会（左）、チームごとのポスターセッション（右）
3) 苫小牧高専
【平成 29 年度～平成 30 年度】
◆ 創造工学Ⅱにおける地域課題解決型授業の展開 ◆
苫小牧高専では学生の課題解決能力やプレゼンテーション能力の向上を目指し、基礎的な専
門技術教育とグループワークを織り交ぜた創造工学という授業を展開している。特に創造工学Ⅱ
では、平成 29 年度、試験的に機械系、都市・環境系、応用化学・生物系という全く異なる 3 つの
系合同による地域課題解決型の授業に取組んだ。
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＜概要＞
実施期間：平成 29 年 4 月～平成 29 年 7 月
内容：各専門系における基礎的専門知識に関する授業
機械系：3D-CAD による作図法の習得（写真 3-14）
都市・環境：製図法の習得及びブリッジコンテスト
応用化学・生物系：化学実験の基礎技術の習得

写真 3-14 機械系における 3D-CAD 演習
3D-CAD ソフト(SolidWorks)を用いて、
基礎的な図形から学んでいき、実践的
な部品形状の作成及びアセンブリ手法
までを学習した。
実施期間：平成 29 年 10 月～平成 30 年 2 月
内容：３系合同によるグループワークを中心に行った。具体的には、「北海道の生活を支援する製
品」というテーマにおいて、ブレーンストーミング→イメージモデルの作成→発表会という流
れにて講義を進めた（写真 3-15）。なお、コミュニケーション能力の向上や分野横断型な視
点の養成を目的に、各グループは３系の学生が混合したものとした。

写真 3-15 アイデアの中間発表の様子（左）、最終発表におけるポスターの例（右）
講義の展開としては多くの課題を残したが、ものづくりや北海道という地域に対する学生の意識
の向上に繋がる授業となった。今後は、より効果的な講義展開となるように改善を図りながら、北海
道地域の発展に貢献できる学生を育成していく。
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◆ 地域企業と共同で学生を指導する PBL の実施 ◆
企業が有する課題に対して、企業の技術者のサポートを受けながら、チームワークを発揮して課
題の把握、解決策の立案に取組み、課題解決のプロセスを実践する授業を専攻科 1 年次の学外
研修で実施した（図 3-10）。なお、学外研修（2 単位）は、インターンシップ（1 単位）と共同教育（後
期週 1 回、1 単位）に分け、共同教育として実施した。
学生は 3 グループ（7～8 名）に分かれ、各グループはそれぞれ別の企業の支援を受けながら、
各企業の有する課題解決に取り組んだ（写真 3-16）。
テーマ一覧
1）苫小牧高専発「ケミカルガーデン」キットの商品化検討（協力企業 ： 北海道曹達㈱）
2）地元企業が有するシステムを基盤としたビジネスモデルの提案（協力企業：ウェルネット㈱）
3）技術領域拡大を目指した酵素の活性を高める助剤の検討（協力企業 ： 星光ＰＭＣ株））

図 3-10 PBL の実施体制（左）、PBL の概念図（右）

写真 3-16 グループワークの様子
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4) 旭川高専
【平成 29 年度】
道内 4 高専が連携し、企業の課題解決策を提案する PBL 授業を実施した結果を学生が発表す
る連携成果報告会「PBL 教育及びキャリア支援教育等成果報告会」を平成 30 年 3 月 8 日に開催
した（写真 3-17）。（詳細は第Ⅳ章、 1.2、 1)企業説明会、 ⑧道内 4 高専連携を参照）。

写真 3-17 道内 4 高専連携 COC+
成果報告会での発表

【平成 30 年度】
◆ 北海道ベースドラーニングプログラム ◆
平成 29 年度から平成 30 年度において、学科の専門知識・技術及び地域の産学官連携の下
で、北海道が抱える「食品・農業」、「医療福祉」分野の課題に対応する基礎的な知識と技術を併
せ持ち、地域産業を牽引できる人材を育成するため「北海道ベースドラーニングプログラム」を構
築し、実施している。本プログラムでは、教員、道立研究機関研究員、企業技術者の指導の下で、
ものづくり現場の実課題を解決・発展し、新産業への芽を育てる実践的な取組みを行っている。
では、「北海道ベースドラーニングⅠ」で地域課題解決に向けた計画・具体的方策を立案し、
「北海道ベースドラーニングⅡ」では、上記プログラムで立案した方策に従い、実際に問題解決に
向けてグループごとに調査、設計・制作、各種実験を行う。
○北海道ベースドラーニング最終成果発表会
日時 ： 平成 30 年 9 月 20 日（木）
場所 ： 旭川高専
参加者： 本科 5 年生 29 名（北海道ベースドラーニングⅡ受講生）、本校教職員、
本科 4 年生（本プログラム受講生）、外部講師ほか
概要 ： 1 年間の集大成として、教職員、北海道ベースドラーニングⅠ受講生、外部講師が参加
し、ポスター形式による発表会を開催した（写真 3-18）。
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写真 3-18 教職員・外部講師へ成果を報告（左）、SWOT 分析に取り組む学生（右）
本プログラム受講後のアンケートでは、北海道に対する学生の関心が高まったことが確認された。
また、専門分野の異なる学生がグループを組み、地域の問題を解決することで、協調性や積極性、
コミュニケーション能力の向上を促進する授業となった。
5) 釧路高専
【平成 29 年度】
◆ マイスター(退職技術者等の確かな技術を持つ技術者)による PBL 授業の実施 ◆
平成 29 年 9 月 14 日・15 日の 2 日に亘り、地元技術者による函館高専のマイスター教育を参考
に、マイスター経験を持つ函館市の㈲コムテック顧問今野利美氏を講師に招き、「PBL 並びにエア
ーシリンダーとリンク機能を使ったカンの押し出し機製作」をテーマに専攻科の授業を実施した。授
業では目的、函館高専の PBL 成果、企業の紹介の後、講師の指導により実際に装置を製作、評
価を行った。
また、11 月 18 日(土)及び 12 月 2 日(土)には、地域に根ざす先住民族の伝統性を学習すること
で地域の状況や課題を発見し、民芸品の開発におけるマイスターとのコラボレーションを通じて創
造性を磨くことを目的に「商品開発通じた PBL 教育（アイヌ模様を活用した民芸品）」のテーマで、
阿寒町の藤戸康平氏を講師として授業を実施した（写真 3-19）。
1 日目は阿寒湖畔の研修施設で先住民の歴史と現状、民芸品の紹介に続き、現地の状況調査
を行い、2 日目には各自の調査結果を参考に、学生が新たな民芸品を開発、プレゼンを行った（写
真 3-19）。
これらの成果は、平成 30 年 3 月 8 日に旭川市で開催された 4 高専連携事業「PBL 教育及びキ
ャリア支援教育等成果報告会」で発表された。
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写真 3-19 地域マイスターによる授業（左）、学生によるプレゼン（右）
6) 函館高等工業専門学校
【平成 30 年度】
◆ 地域課題対応型創造実験の実施 ◆
函館高専では、函館地域における研究部門のない多くの企業に対して、同校が集約した地域
の課題のうち、PBL テーマとして採択された課題について学生とクライアントがコミュニケーションを
とりながら、課題を解決する授業を実施している（図 3-11）。
参加者

：3 専攻科の 1 年生（生産システム工学、物質環境工学、社会基盤工学）
支援者としてマイスターという現職または退職技術者を各チームに配置

クライアント：地元企業（建設、情報、農業等）、地元町内会、道外国立大学、自治体等
概 要

：学生（3～4 名のチーム）が、クライアントと打ち合わせて企画書を作成し、チームの
メンバーとコミュニケーションをとりながら課題を解決する。また、作業の進捗状況
や成果をクラウド上に更新することによって、学生、教員、マイスターがリアルタイ
ムの情報共有を行っている（図 3-12）。

平成 30 年度は、大沼の水質浄化（七飯町）、ボウリング用車椅子の開発（長岡技術科学大学・
福祉系企業他）、ホエー（乳清）の有効活用の提案（乳業メーカー）等のテーマを実施した。

- 87 -

図 3-11 函館高専の PBL の流れ

図 3-12 函館高専の PBL の情報共有体制
2.3 遠隔授業・共用授業の実施
【平成 27 年度】
各教育機関が互いに連携をとり、それぞれが有する教育プログラムの共有、遠隔授業の実施に
向けて、平成 27 年度に室蘭工業大学、北見工業大学、北海道科学大学において遠隔授業用設
備を導入した（写真 3-20）。
これらの稼働時には、4 大学（北見工業大学、北海道科学大学、千歳科学技術大学）、及び 4 高
専（苫小牧、釧路、旭川、函館）において双方向型の遠隔授業が可能となる。各大学及び高専との
距離は最大で約 350km あるが、多地点間を結び距離と移動時間の問題が解決されるので、北海
道内の多様な人材や地域資源を活用した授業、フィールドワーク、フォーラム等が期待される。
遠隔授業用設備の活用では、北海道科学大学（札幌市）が「地域再生フォーラム」（平成 28 年 2
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月 26 日開催）のパネルディスカッションにおいて、大学と上富良野町、室蘭工業大学、北海道生
涯学習協会をインターネット回線で結んで、多様な関係者を一同に介した議論を実施した（写真
3-20）。

写真 3-20 遠隔授業用設備の活用 ： 左は多地点間でのパネルディスカッションの様子（北海道
科学大学）、右は遠隔授業のために整備された教室（室蘭工業大学）
【平成 28 年度】
平成 28 年度には室蘭工業大学の地域志向人材育成プログラムの中から「現代工学の課題」に
ついて発信し（平成 29 年 2 月 1 日）、北見工業大学で受信する遠隔授業を試行した（写真 3-21）。
北海道科学大学では第 2 回地域社会創生フォーラム「ICT で繋がる大学と地域」（平成 29 年 3
月 15 日）を開催し、大学と外部の自治体、学校を遠隔授業設備で結び、遠隔教育の可能性につ
いて協議した（写真 3-22）。

写真 3-21 室蘭工大から北見工大への遠隔
授業の様子

写真 3-22 北海道科学大学地域創生フォーラ
ム「ICT で繋がる大学と地域」の様子

【平成 29 年度】
事業全体計画（5 ヶ年計画）に基づき、平成 29 年度も地域志向科目について遠隔授業の実施
拡大を進めた。ハード環境の調整、ソフト（科目）の準備を実施し、①室蘭工業大学と北見工業大
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学間遠隔授業、②4 大学間遠隔講演、③4 高専間遠隔授業を実施した。結果的に COC+8 大学・
高専の全てにおいて遠隔授業が実施され、また新たな遠隔授業・共用科目も開発した。
① 室蘭工業大学と北見工業大学間遠隔授業： トヨタ自動車北海道㈱の田中社長によるダイレ
クトアクション授業が、「モノづくりとトヨタ生産方式」をテーマに、室蘭工業大学からの
遠隔授業にて実施された（平成 29 年 5 月 24 日）。室蘭工業大学の機械・航空系コ
ース学生ら 120 人と、北見工業大学の学生ら 20 人が受講した(写真 3-23)。

写真 3-23 トヨタ自動車北海道㈱田中社長による遠隔授業の様子：
左は室蘭工業大学（発信側）、右は北見工業大学（受信側）
② 4 大学間遠隔講演： 野村證券㈱片山英治主任研究員を室蘭工業大学に迎え、特別講演
「アメリカにおけるインターンシップの実情」について、室蘭工業大学、北見工業大学、
北海道科学大学、千歳科学技術大学間で連携し、遠隔講演を実施した（平成 30 年
3 月 13 日）。遠隔授業システムの機能を利用して、講演者と遠隔聴講者との双方向
の議論も実施した。（詳細は本章 5.2 3)アメリカにおけるインターンシップの実情に関
する講演会を参照）。
③ 4 高専間遠隔授業： 「北海道知的財産」について、苫小牧高専、旭川高専、釧路高専、函館
高専が連携し、旭川高専から発信し遠隔授業を試行実施した。
【平成 30 年度】
室蘭工業大学において、北海道産業論 ABC の中で、平成 30 年 6 月 13 日に北海道経済同友
会顧問、㈱北洋銀行顧問 横内龍三 氏により「北海道の抱える課題と将来展開」と題した講演を
室蘭工業大学から、北見工業大学、千歳科学技術大学、北海道科学大、釧路高専、函館高専に
配信した。横内顧問は北海道経済の課題を示しつつ、農業や観光への可能性について説明した。
また、「身近な所で新しいビジネスを創り出すことが生産性向上につながる」とし、「皆さんの活躍を
期待している」とエールを送った（写真 3-24）。また、平成 30 年 6 月 27 日に北見工業大学内島典
子准教授が北見工業大学と室蘭工業大学間で「オホーツク地方の特徴的産業」に関する遠隔授
業を行った。
- 90 -

写真 3-24 室蘭工業大学「北海道産業論 ABC」における北海道経済同友会横内顧問による
DA 授業「北海道の抱える課題と将来展開」（左）と遠隔授業等で聴講する学生（右）
2.4 ICT 教育システムを活用したアクティブラーニングの実施
【平成 27 年度】
視聴覚に訴える効果的な地域教育・地域課題教育（地域対応型アクティブラーニング）を実施す
るための ICT 教育システムを各校に整備した。
【平成 28 年度】
◆ PBL 授業「創造工学Ⅰ」におけるアクティブラーニング◆
苫小牧高専では地域が持つ課題に対して、地元企業技術者とともに ICT を活用し、キャリア教
育、工学基礎等の PBL 授業を１年生の創造工学Ⅰで実践している。この中でタブレット端末をクリ
ッカーとして用いたり、パソコンソフトの Office 等の ICT を学生が積極的に活用できるように努めて
いる(写真 3-25)。

写真 3-25 タブレットを使った演習（左）、タブレット（クリッカー）を使った講義（右）
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PBL 授業を通じて、チームワーク力やコミュニケーション能力を育成するため、毎回異なるグル
ープで授業を行い、さらにものづくりへの興味を高める人材育成を目標としている。以下の授業後
のアンケート結果から、学生から好評を得ていると考えられた。
創造工学Ⅰのアンケート結果（抜粋）：
・高専らしい授業だと思う → はい（85％）
・ICT 活用は好きだ
・実験や実習は楽しい

→ はい（81％）
→ はい（92％）

（自由記述）
・ICT 機器を使う授業を増やして欲しい。
・コミュニケーション能力が鍛えられていると思う。
【平成 29 年度】
◆ 地域志向型アクティブラーニングの試行 ◆
北海道科学大学において、情報工学科の初年次科目「プロジェクトスキルⅠ」のうち 6 週を使っ
て地域志向型アクティブラーニング授業の試行を行った。「北海道の人口問題」など、地元をテー
マにした課題をグループごとに設定し、前半 3 週では KJ 法を用いたトピックスの洗い出しと課題の
整理、続く 1 週でプレゼンテーションの準備を行い、後半 2 週で全グループが発表を行った（写真
3-26、3-27）。
教員側も学生側も手探りの部分も多かったが、学生ならではのユニークな課題解決のアイデアも
見られ、今後の継続的な実施及び他学科への拡大に向けてブラッシュアップしていく予定である。

写真 3-26 アクティブラーニング用設備を
用いた議論の場面
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写真 3-27 プレゼンテーションの様子

3． 地域志向人材育成プログラムの教育効果の把握
COC+事業において「地域を担う学生を育てる」ことを目標に、各校は地域志向人材育成プログ
ラムを構築し、運用している。しかし COC+事業目的に対する効果把握は授業の個別評価に留ま
り、大系的には把握されていない。そこで平成 30 年度から、教育プログラム開発委員会において、
COC+事業目的に対して、各校が地域志向人材育成プログラムの効果を検証し、改善するための
評価手法について検討を開始した。
3.1 室蘭工業大学の地域志向人材育成プログラムの効果評価
1) 「地域社会概論」の地域志向効果
【平成 29 年度】
室蘭工業大学では、地域志向人材育成プログラムのひとつである「地域社会概論」について地
域志向効果を把握するために、履修者に対して授業の前後でアンケート調査を実施した（図 312）。対象は機械航空系学科と応用理化学系学科の学生であり、人数比で授業前は 136：125、授
業後 146：118 であった。
結果は、問 1 の北海道に対する関心では 17 ポイントアップ（授業前 56％→授業後 73％）と授業
の効果がみられた。しかし、問 2 の北海道での就職では 4 ポイントアップ（授業前 44％→授業後
48％）と、北海道に対する関心に比べ効果が少なかった。
学科単位で見ると、北海道に対する関心が高まった機械航空系学科の方が、北海道での就職
も高くなる傾向が見られた。
全体的に北海道での就職意識に対して効果が少なかったのは、この授業では地域を知ることに
主眼がおかれ、企業との接触が少なかったこと、1 年次生であることからあまり就職を意識できない
ことが要因として考えられた。
また、特筆すべき事項として地域社会概論の履修者による地域社会貢献活動に対する積極的
関与が挙げられる。平成 28 年度には聞取り調査で環境保護団体による鳴り砂海浜の清掃活動を
知った学生らが、団体の清掃活動に参加することが行われた。さらに平成 29 年度には、同じように
環境保護団体を調査した学生がクラウドファンディングで資金調達をし、鳴り砂海浜の清掃を自ら
企画・実施することが行われた（写真 3-28）。このように学生の行動にも地域志向教育の効果が表
れ始めている。
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問１） あなたは、北海道独自の産業、社会、経済に関心を
持っていますか？
N=261
21

授業前

126

89

25

N=264
31

授業後

162

0%

20%

１．強く関心がある

49

40%

60%

２．やや関心がある

22

80%

３．あまり関心が無い

100%

４．関心がない

問２） あなたは、北海道の企業、行政、学校等に
就職したいですか？
N=261
37

授業前

77

100

47

N=264
48

授業後

0%

79

20%

１．強く希望する

89

40%
２．希望する

60%
３．あまり希望しない

48

80%

100%

４．希望しない

図 3-12 地域社会概論の履修者に対する地域志向教育効果のアンケート調査

写真 3-28 学生によるクラウドファンディングを活用した鳴り砂海浜の清掃活動の企画・実施： クラ
ウドファンディングサイト（左）と清掃活動（右）
引用先 http://actnow.jp/project/itanki_narisuna/report
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2)

地域志向人材育成プログラム科目の効果評価

【平成 30 年度】
室蘭工業大学において、主要な地域志向人材育成プログラム科目の授業開始直後と８回授業
を終えた後で授業の効果についてアンケート調査を実施した。アンケート調査対象は、1 年生（地
域社会概論、胆振学入門、地域再生システム論）と 3 年生（北海道産業論 ABC）。
アンケート結果からいくつか特徴的な傾向がみられた。例えば、「あなたは、北海道独自の産業、
社会、経済に関心をもっていますか？」の問いに対して、１年生も３年生も 60%以上の学生が興味
を持っており、授業の後では興味を持っている学生の割合が増加した。（図 3-13）。
また、「あなたは、北海道の企業、行政、学校等に就職したいですか？」の問に対して、３年生は
授業の後に就職したいと答えた学生の割合が増加していた（図 3-14）。

あなたは、北海道独自の産業、社会、経済に
関心を持っていますか？

「強く関心がある
やや関心がある」（％）

授業前
100
80
60
40
20
0

88
72

74
61

5966

7279

授業後
61

80

83
68

78.3
72.5

71
45

53

66 68

2018年度 地方創生人材育成プログラム

図 3-13 あなたは、北海道独自の産業、社会、経済に関心を持っていますか？
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あなたは、北海道の企業、行政、学校等に
就職したいですか？

「強く希望する」
「希望する」（％）

授業前
100
80
60
40
20
0

53 56

52 54

42 44

56 56

授業後
51

60

46 47

65.2
50

45 51

37

55

66

2018年度 地方創生人材育成プログラム

図 3-14 あなたは、北海道の企業、行政、学校等に就職したいですか？
3.2 「北海道 COC+地域志向人材育成プログラム」の効果評価
【平成 30 年度】
1) 評価の枠組構築
教育プログラム開発委員会において、COC 校等で実施している地域志向科目の評価手法や中
間評価調書の要求に基づき、地域志向人材育成プログラムの評価手法について検討を開始し
た。
中間評価調書では「目標に対する達成度、学生の資質・能力の向上、学修行動の変容、教育効
果の把握など、定量的・定性的・客観的なデータに基づいた把握・分析を行い、プログラムを評価
し、必要な改善や見直しを行う PDCA サイクルが構築され、適正に機能しているか。」が要求され
ていた。つまり単に評価するだけでなく、改善や見直しに結びつける構成が求められていた。
そこで PDCA サイクルにおける教育プログラムの改善を念頭に次の①から③の視点（収集する
データとプログラムの評価及び改善）において検討した。今後、各校において構築された地域志向
人材プログラムが、教育プログラム委員会において策定された履修要項に基づいて改善されるべ
く、そのための指標となる評価法の構築とその検証を進めて行く。
① 教育機関の教育活動に関するデータとプログラムの評価及び改善
‐プログラムの目標や修了要件とカリキュラム・シラバス等との合致度
② アンケート調査により収集するデータとプログラムの評価及び改善
‐プログラムの目標や修了要件と
教育プログラムの適切性、科目の追加の必要性、授業内容、学習行動や教育効果
③ 学生の活動により生成されるデータとプログラムの評価
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‐学生の資質・能力（GPA 等）、学修行動の変容（インターンシップ参加等）
教育効果（地元就職率等）
4． 地域志向教育に地元企業のニーズを取り入れる仕組みの整備及び展開
地域人材育成プログラムの構築や実施に対して、教育プログラム開発委員会及び関連委員会
において、企業や経済団体の委員からプログラムの評価、企業のニーズを聴取しているほか、
COC+イベント等に参加いただいた地元企業等からアンケートにより人材育成や技術教育に関す
る意見を伺い、教育プログラム構築の参考としている。平成 29 年度には教育プログラムに技術ニ
ーズを取り入れる具体策を整理、仕組みを構築し、参加校へも適用することとした。
平成 28 年度には、地域志向教育全般について企業経営者他からのニーズ収集が実施され、平
成 29 年度には教育プログラム開発委員会においてニーズを収集するための標準的なアンケート
調査を実施した。
平成 30 年度には、近年のアントレプレナーシップ教育に対する企業ニーズの高揚を受け、同プ
ログラムの構築をねらい企業ニーズ調査が実施され、活用された。
4.1 企業ニーズを取り入れる仕組みの整備
【平成 29 年度】
目 的：北海道 COC+事業協働機関における企業、産業・経済団体から、理工系の技術科目を
含めた地域人材育成教育に対する地元企業のニーズを収集し、COC+参加校へ伝え
る。地域志向人材育成プログラムの構築や改善において参考とする。
仕組み：各校が、企業訪問、委員招聘、イベント時収集、意見交換会等の活動によって地元企
業のニーズを把握し、教育プログラム開発委員会を介して、COC+参加校へ提供され、
北海道 COC+コンソーシアム及び各校の教育カリキュラム構築・改善に繋げる（図 315）。
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授業等講師ﾞ

開発委員会
産業・
経済団体

集

参加
企業訪問・
対応等記
録ｼｰﾄ

蓄

札幌連絡所

意見

企業経営者と

大学等の視察

教員との交流会

（教育・研究）

ｱﾝｹｰﾄ・ﾋｱﾘﾝｸﾞ

意見

積
教育プログラム開発委員会

展
開

教育プログラム開発委員会におけ

参加校における

る人材育成プログラム構築・改善

人材育成プログラム構築・改善

図 3-15 地域志向人材育成プログラムに企業ニーズを取り入れる仕組
4.2 地域志向教育全般に対する企業ニーズの調査結果
【平成 28 年度】
室蘭工業大学の「企業経営者と教員との交流会」におけるアンケート調査、及び北海道 COC＋
コンソーシアムの「道内企業に対する大学・高専の新卒者の就職、採用に関するアンケート調査」
から得られた企業ニーズと教育プログラムに対する配慮事項を、表 3-7 に示す。アンケートではヒュ
ーマンスキル、コンセプチュアルスキル（問題解決能力）に対する要望が多く出された。しかし、テク
ニカルスキルつまり具体的な技術に関するニーズはあまり無く、調査方法に対する課題が残された。
また道内企業の経営者などの授業によって、道内企業を知ってもらう機会を増やしたいとのニーズ
があり、企業人によるダイレクトアクション授業を低学年から実施することへ反映された。
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表 3-7 企業ニーズと教育プログラムに対する配慮事項（平成 28 年度調査）
地元企業ニーズ

教育プログラム構築・改善配慮点

備考（ニーズ収集先等）

問題解決能力養成教育に対

地域を題材とした課題解決型授業やインター

ニーズ収集先１

するニーズが多く、具体的で

ンシップを普及する

ある。
技術教育においては、俯瞰

室蘭工大で実施している、インターサイエンス

人材育成が支持されている

＊１

ニーズ収集先１、2

、インターテクノロジー＊２ を他校に事例紹介

するなど、展開活動を図る
註）
＊1：専門とは別の分野における基礎知識を学
ぶ（1 年時必修）
＊2：専門分野間で共通に使う工学の知識を、
自らの専門分野の形態とは別の専門分野
の形態として学ぶ
道内企業の経営者などの授

企業人によるダイレクトアクション授業や、会社

業によって、道内企業を知っ

見学を主体としたショートインターンシップを低

てもらう機会を増やす

学年次から実施する

ニーズ収集先 2

註）ニーズ収集先：
1．企業経営者と教員との交流会アンケート調査(H28 年 12 月 22 日、室蘭工大実施)
2．道内企業に対する大学・高専の新卒者の就職、採用に関するアンケート調査(H28 年 10 月11 月、北海道 COC＋コンソーシアム実施)
【平成 29 年度】
平成 28 年度調査において具体的な技術に関するニーズが得られなかったので、技術科目を具
体的に示して回答する形式のアンケート調査票を教育プログロラム開発委員会にて作成した。室
蘭工業大学の「企業経営者と教員との交流会」及び札幌鉄工団地協同組合研修会における
COC+事業の紹介時における調査から得られた、技術科目と資質や能力に対する企業ニーズを
表 3-8、表 3-9 に表す。
表 3-8 地域人材育成技術教育に対する企業ﾆｰｽﾞ～技術科目について（平成 29 年度調査）
No.
1

2

分野
技術系ニーズ
金融、 保
情報ネットワーク、情報セキュリティ
業種
講義
険
技術 情報、文系
情報システム開発演習
実習
分野
農業、 建
情報数理、データ構造とアルゴリズム、ソフトウエア工学、統計データ処理、土
業種 設コンサル 講義 質力学、水文・水資源学、材料科学、農業概論、土壌学、海洋計測学
タント
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技術 土 木 、 材
機械製図、電気機器設計製図、情報リテラシー演習、プレゼンテーション技法
実習
分野 料、農業
特に 物理数学（簡単な FEM を利用できるレベル、１年度２単位程度）
建設業、不
確率・統計、統計データ処理
講義
動産業
技術 建築
建築設計、建築構造設計演習
実習
分野
建築系 CAD 実習、エクセルなどのソフトの活用、建築法規の理解（CAD に関し
特に
ては住宅図面の一式作成、30-50 時間）
製造業
機械系全般、電気系全般、情報ネットワーク、データ構造とアルゴリズム、ソフト
業種
講義
ウエア工学
機 械 、 電
機械製図、工作法実習、ロボット設計製作、電気機器設計製図、情報リテラシ
技術 気 、 電 子 、
ー演習、プログラミング演習、情報システム開発演習
実習
分野 精 密 、 食
品、医療
業種 建設業
講義 ※事務局注：建築系がリストになかった
業種

3

4

5

技術 建築
分野

実習

発想演習、建築設計、建築構造設計演習、鉄筋コンクリート構造実習

北海道の建築材料と建築環境(現在と過去)（身につかなくても一通り教えてほ
しい）
情報通信
データ構造とアルゴリズム、ソフトウエア工学、オブジェクト志向言語、情報セキ
業種 業
講義 ュリティ入門、データサイエンス入門、
スマート農業、スマート林業、ビッグデータと農業、農業機械とロボット技術
技術 情報系
情報リテラシー演習、プログラミング演習、情報システム開発演習、プレゼンテ
実習
分野
ーション技法
オブジェクト指向設計・プログラミング（プログラミを書いた程度、２時間４回）
特に
特に

6

7

業種 建設業

講義 建築系 構造・デザイン

技術 建築系
分野

実習

発想演習、建築設計、建築構造設計演習、鉄筋コンクリート構造実習

特に 建築設計（基礎をしっかり習得してほしい）

8

9

専門・技術
流体力学、材料力学、機械力学、電気回路、計測工学、計算機システム、情報
業種 サービス業 講義 ネットワーク、データ構造とアルゴリズム、情報セキュリティ入門、データサイエン
ス入門、確率・統計、水文・水資源学、農業概論、農業経済、農業経営
機 械 、 電
機械製図、電気機器設計製図、プログラミング演習、建築設計、建築構造設計
気、電子、
演習、鉄筋コンクリート構造実習、測量学実習、プレゼンテーション技法、知的
所有権、技術者倫理
技術 情 報 、 土
実習
分野 木 、 建 築 、
環境衛生、
農業
各専門の基礎的科目の学修（専門書を独力で読める基礎知識）、様々な分野
特に
で必要かつ企業内での教育が難しい、統計、データ工学など。
専門・技術
業種
講義
サービス業
技術 機械系、そ
実習
分野 の他
業種 製造業
講義

10 技術 機械系
分野

実習

機械製図

註）ニーズ収集先： 1．企業経営者と教員との交流会アンケート調査(H29 年 10 月 26 日、室蘭工大実施)
2．札幌鉄工団地協同組合研修会アンケート調査(H29 年 11 月 6 日、北海道 COC＋コンソーシアム実施)
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表 3-9 地域人材育成技術教育に対する企業ﾆｰｽﾞ～資質や能力について（平成 29 年度調査）
北海道の地域創生に資する人材に、必要な資質や能
力はどんなものだとお考えですか。
 情報収集→課題認識→課題解決→イノベーション
 探求心があって、ものごとに積極的に取り組む資
質
 好奇心と積極性、北海道が好きで人の役に立ちた
いと思う人
 知識はそれほど深くなくても広く（俯瞰力のある人
材）
 コミュニケーション能力、提案力、発想力、応用力
 自分で考え、解を導く能力
 好奇心を持ち、チャレンジ精神のある方（北海道の
地域創生に限ったことではありませんが）職業観や
勤労観は変化するという意味合いです。
 コミュニケーション力、積極性、行動力
 基礎学力、論理的思考力、自分で考える意欲、地
域と共に成長することへの志向など。

北海道 COC+コンソーシアムにおける人材育成につ
いて、ご意見があればお答え下さい。
 若手社員の離職理由の分析と定着率向上のため
の方法に関して検討して頂きたい。
 中小企業へのインターンシップ企業の参加をうな
がすべき
 知識はそれほど深くなくても広く（俯瞰力のある人
材）
 学生との接点もあると良いです。
 特になし
 インターンシップ制度等については前向きに検討
したい。
 インターンシップや地域で活動している団体の活
動に参加し、そのまちの人との関わり、活動や仕事
を肌で感じてもらいたい。
 北海道の発展のため重要な事業であり、人材育成
と雇用創生に寄与することを期待しています。

今後の対応案として、以下が教育プログラム開発委員会に挙げられた。
(1) 各大学において、それぞれの専門分野の既存科目が、アンケート結果にある技術系ニーズ
を含んでいるかを確認する。
(2) 含んでいないものがあるときは、その技術系ニーズを当該校の教育に取り込む必要がある
かどうかを判断する。
(3 )取り込む必要があると判断したものについて、既存科目に含めるように担当教員と調整する
か、科目の新設に向けて検討する。
(4) 人材育成のコメントについても同様に各校において取り組むとともに、教育プログラム開発
委員会においては、プログラム修了生が地元企業の人材育成ニーズを満たしていることを
示すためにも、地域志向人材教育プログラムの中に「地域教育」「地域課題教育」以外のカ
テゴリを新設することなどを含めて検討する。
(5) 各校でどのような対応をしたかどうかは、プログラム開発委員会に報告して、情報共有を図
る。
4.3 アントレプレナーシップ教育に対する企業ニーズの調査結果
【平成 30 年度】
北海道庁が策定した、北海道科学技術振興計画 2018 年度～2022 年度において、科学技術を
支える人材育成・確保に対する主要な取組みとして、アントレプレナーシップ教育などによる地域イ
ノベーションを創出する起業家マインドを持った人材の育成と定着が挙げられている。また、北海
道経済連合会などの道内経済団体は学生からものづくりのアイデアを募り、製品化や起業につな
げる事業を始め、就業や起業を通じて道内への定住も狙っている。
このような近年のアントレプレナーシップ教育に対する企業ニーズの高揚を受け、教員プログラ
ム開発委員会において、人材育成 WG メンバー（本章の 4.2 に記載）から同教育プログラムについ
て以下の意見を聴取し、プログラム開発に活用した。
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アントレプレナーシップ教育に対する経済界・産業界・企業等からの意見


札商と道経連、ノーステック、北海道ニュービジネス協議会の 4 者で起業化や事業化を
目指す学生やビジネスプランを持つ学生のコンテストを実施。目的は若者の道内定着で
あり、金融や企業が会社設立・事業開始までのフォローをするという取組み。H30 年度か
ら道央圏に限って実施、出口として使えるのではないかと思う。（経済界）



工業系の大学・高専を集めて COC＋の中で進めている中でもハンドリングに苦労をして
いる状況であり、COC 校を入れて実施することが上手く回るかという疑問がある。集まっ
て頻繁に打合せする必要性を考えると間口を広げない方がいいのではないか。まずは
COC＋で成果を出してから広げていく方がいいと思う。（産業界）



文系と工学系の学生で起業の意味合いが違う。技術を持っている学生がすぐに起業でき
るかというと難しく、学生を集めるのも難しい。工学系の学生たちに経営学を教えたとして
も最終的に起業ができるかというと難しい。学生のメリットを示すことや、実際にあった事
例等を示してあげないと学生が興味を持たない。（大学）



工業系の学生は技術を学んでおり、起業するとしてもアイデアはあっても経営学を学ん
でいないとうまくいかない。学生同士のマッチングもできると良いのではないか。（企業）



帯畜大と小樽商大がビジネスモデルを考えるものや、北見工大と小樽商大が AI を使って
観光情報を分析するような事業等、いくつも事業が輻輳している中で、北海道の課題をこ
のカリキュラムにどのように組み込み、どういう特色を出すのかが課題。また、起業は相当
きつい。このカリキュラムは教育に入れる程度なのか、起業させるものなのか、就職後に
起業できるマインドを植え付けるのか、どこに目標を設定するかが必要。これを決めない
とカリキュラムが決まらないし、特徴が出てこない（他との差別化ができない）。アントレプ
レナーシップ教育がないと地域に人材が残りづらいというのは確かだと思うが、アプロー
チの仕方がポイント。(企業)



北見工大の場合は一次産業、特に林業に可能性を見出している。林業の産業化で研究
を進めている先生がいる。テーマを選定してそこに先生も入って起業化を目指す学生教
育を行えればという考え方をしていた。具体性・実効性のある取組みを実施していくこと
が大事。（企業）



アントレプレナー教育では具体性を持たせるということも必要であるが、まずはマインド醸
成ということではないか（企業）



企業や社会からの要請は変わってきており、起業化（社内ベンチャー）していく人材を育
てないと企業も衰退していく。そういう意味ではマインド醸成だけでも良いと思っている
（大学）



札幌振興財団のビジネスコンテストの審査員をしていた。その中に理系、文系、社会人の
アイデアがあった。実装は非常に厳しい。実装までやらないと本当はできない。ただ、こ
のプログラムの中では技術系のシーズを発表する会として、大学、企業に使っていただく
こととしてこれがアントレプレナーに繋がるということで留めるのが良いのではないか。文
系の学生もそういうシーズ求めている。やってダメであれば練り直せばよいのではない
か。（企業）



帯広信金の理事長が我々と今の若者の就職感が違うと言っていた。若者は流動的であ
り、その中でアントレプレナーが育っている。（企業）



理事長が言っていたのは、学生からどういう条件で有れば起業するのかという意見を聞く
機会がないのでそういう場を作った方が良い。（経済界）



北海道を巻き込んだ形で進めていくことが良い。そこに金融機関等の協力も得ながら進
めていくことが良いのではないか。（企業）

- 102 -

5． 地域志向教育を地元就職促進に活かす仕組みの構築・実施
平成 29 年度において、北海道 COC+コンソーシアム参加大学・高専によって構築・実施されて
いる地域志向人材育成プログラム及び修了認証の制度を活用し、学生の道内企業への就職促進
につなげる仕組みを、活動の主体となる企業、経済界の参画を得て構築した。
仕組みの検討にあたって、地域志向人材育成プログラムや修了認証の制度に対して企業が協
力できる事項を議論、整理し、それらを教育機関、企業、経済界、自治体が協働して取り組む場と
して「地域共育プラットホーム」を創出した。このプラットホームによって、経営者等企業人の講師派
遣、地域課題解決型授業への課題提供、地域志向科目・プログラム構築支援、地域インターンシ
ップの受入れ、地域企業に対する就職活動推進等、産学官金による地域人材育成体制を整えた。
平成 30 年度は、地域共育プラットホームの活動を開始し、企業が参画する地域志向人材育成
プログラムへの地域企業の参加を強化した。教育プログラム開発委員会においては、本プログラム
を効果的に推進するために、北海道 COC+コンソーシアム参加企業における地域共育（DA 授業
の講師派遣、地域共育 PBL の課題提供・授業参画、道内就職優遇制度等）への参画意向を調査
した結果を「地域共育データブック 2018」として整備した。
また、本プログラムの修了認証を授与された学生が企業から採用試験において優遇を受ける仕
組みとして、道内就職優遇制度を策定した。
5.1 地域志向人材育成プログラム履修価値の実体化
【平成 29 年度】
大学等の人材育成プログラムにおいて多くの修了認証が発行されているが、学生に対して直接
的にメリットをもたらすものは少ない。また平成 28 年度に北海道 COC+コンソーシアムが実施した 3
年次学生（高専においては 4 年次）に対する就職地域選定に関するアンケートや、企業に対する
地域志向教育へのニーズに関するアンケートの調査結果から「企業の経営者などの授業によって、
学生に道内企業を知ってもらう機会を増やす（表 3-6）」取組みが必要と考えられた。
そこで、北海道 COC+地域志向人材育成プログラムでは道内企業が地域志向人材育成から就
職活動のプロセスに直接的に関わることによって、学生の知らない道内企業の魅力を伝え、学生
の道内企業への定着を促進することに取組んでいる。
具体的には、図 3-16 に示すように①地域教育・地域課題教育、②インターンシップ、③就職活
動において、学生は企業や企業人から北海道の未来や地元経営者のマインド（高い志）といった
就業情報の提供や就業体験、就職活動の優遇など各種のメリットを受けることができる。一方、企
業にとっては学生の認知度・関心度の向上、そして就職へと繋がることが期待できる。
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学生の地域志向教育履修・就職活動
地域志向人材育成
プログラム履修メリッ
トを広報（大学）

同プログラム
の受講（学生）

北海道理解の醸成、
地域課題発見・解決能
力向上（学生）

企業人による地域
教育・地域課題教
育（企業）

修了認証の取
得（学生）

道内企業への
就職活動（学生）

道内企業
就職（学生）

認証者に対する就
職活動時メリット
の提供（企業）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟにお
けるメリットの提
供（企業）

企業の地域志向教育・就職活動への参画

図 3-16 地域志向人材育成プログラムの活用による道内就職促進
5.2 教育機関と企業の検討会議の設置
【平成 29 年度】
地域志向人材育成プログラムの履修意欲を向上させる、及び同プログラムが修了者に発行する
修了認証を学生の道内企業への就職促進に活用することを目的としてコンソーシアム内にワーキ
ンググループを設置した。ワーキンググループは「北海道 COC+人材育成プログラム活用 WG(略
称：人材育成 WG)」とし、企業、経済界、教育機関、自治体から構成されるメンバーによって、平成
29 年度に 11 月から 6 回開催した（表 3-10）。特に企業がどのように地域志向人材育成プログラム
に関わっていくかについて、その内容と実施するための仕組みについて議論を行った。
表 3-10 北海道 COC+人材育成プログラム活用 WG
項目
構成員

内容
企業：北海道電力（主査）、フィット、北海道新聞
経済界：北海道経済連合会、北海道機械工業会、北海道 IT 推進協会
教育機関：室蘭工業大学、北海道科学大学、苫小牧高専
自治体：北海道
COC+コーディネーター、事務局（室蘭工業大学）

活動期間

平成 29 年 11 月~平成 30 年 3 月（会議：11/20、12/8、12/25、1/30、2/27、3/27
の 6 回）

役割

(1)地域志向人材育成プログラム及び修了認証の活用施策（学生に対するメリッ
ト、配慮）を策定する
(2)施策の普及展開計画を策定する
(3)上記 2 項目を協議会（H30.3）に提案し、決議する
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5.3 企業と連携する事項の協議
【平成 29 年度】
学生の道内企業への就職促進につなげる仕組みの構築に向けて、就職先となる道内企業等に
北海道 COC+コンソーシアムとして、協力いただきたい事項について現実的可能性を含めて議論
し、表 3-11 のように整理した。
1) 企業人等による地域教育における協力
地域志向人材育成プログラム内の授業を活用し、企業等からの講師派遣や PBL（課題解決型
授業：Problem Based Learning）への協力をいただく。道内の経済や産業、企業における業務など
について、学生の理解を深められることが期待できる。
2) インターンシップにおける協力
地域志向人材育成プログラム内のインターンシップ授業を活用し、地元の企業等へのインター
ンシップを促進する。そのため、インターンシップに際して表 3-11 のインターンシップにおける協力
に記載する事項の協力をお願いする。
3) 就職活動における協力
地域志向人材育成プログラム修了認証（3 年生は修了見込）を活用し、地元の企業等への就職
活動を促進する。そのため、学生の就職活動に対して表 3-11 の就職活動における協力に記載す
る事項の協力をお願いする。
5.4 地域共育プラットホームの構築
【平成 29 年度】
地域企業によって実施される①企業人等による地域教育における教育、②インターンシップに
おける協力、③就職活動における協力を、教育機関と企業、経済界、自治体が協働で推進する仕
組みとして「COC+HOKKAIDO 地域共育プラットホーム」を構築した（図 3-17）
このプラットホームにおいて、教育プログラム開発委員会は教育プログラムの開発、プラットホー
ムで実施する施策の企画、計画、評価、情報発信、そして拠点会議はプラットホームに関する施策
の実施、施策の提案、要望提出を担う（図 3-18）。具体的な実施フローを地域企業の課題解決型
授業への参画、インターンシップへの参画を例に示す（図 3-19、図 3-20）。基本的な流れは、1)企
業の協力事項について事務局が調査し教育機関と情報を共有する（課題登録、協力事項登録な
ど）、2）提供された企業の協力情報をもとに、拠点において教育機関と企業、自治体が連携しなが
ら地域共育に取り組む（実施）、3）教育プログラム開発委員会において活動の評価や改善、普及
に向けた企業への依頼活動、研究会の開催を実施する（普及活動）となっている。
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表 3-11 企業等から協力をいただきたい事項

地 域 教 育

協力いただきたい事項
1)講師派遣

具体的内容
産官金が講師、学生の知らな
い道内企業の魅力を伝えるﾀﾞｲ
ﾚｸﾄｱｸｼｮﾝ授業、北海道の未来
を語るﾀﾞｲﾚｸﾄｱｸｼｮﾝ授業

2)地域共育 PBL

企業等と大学が共同で実施す
る PBL。テーマ設定、実施、結
果評価などにおいて協力
プログラム受講生を優先的に受
け入れる枠を設置

1)COC+枠の設置
イ ンタ ー ンシ ップ
シップ
合同インターン

2)優先的選考

同上

3)長い実施期間

一般的な 1 週間や 2 週間でな
く、希望によって、もっと長期の
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟを提供する
旅費や宿泊費を支援する
寮などの宿泊施設を提供する
など
ある地域または経済団体の中
で、いくつかの会社が集まり、
合同でｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟを行う。

4)活動費支援・支給
5)施設提供
1)合同ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

2)活動費支援・支給
3)施設提供

旅費や宿泊費を支援する
寮などの宿泊施設を提供する
など

1)リクルーターの派遣

大学へリクルーターを派遣し、
企業等の紹介をする。OB、OG
が後輩にコンタクトする
学内あるいは学外で、企業等
の説明会を実施する
旅費や宿泊費を支援する
寮などの宿泊施設を提供する
など
採用試験の一部を免除する

2)個別説明会の実施
就 職 活 動

3)選考時の活動費支援
4)施設提供
5)一部採用試験の免除
6)COC+推薦枠の設定

採用人数に COC+枠を設定し
て、プログラム履修生の応募を
促進する。COC+あるいは教育
機関からの推薦を持って応募
する
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期待される成果
道内の経済や産業、企業に
対する業務などについて学生
の理解が深まる。職業や進路
を考える時に道内企業が有
望な選択肢となりえる
同上。さらに、共同研究など
へ発展する可能性もある
COC+に協力していることを広
報できる。ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ生が地
域志向を持つことを確認でき
る
同上
学生が安心して応募できる
より実践的なテーマに取り組
める。道内の企業等の理解が
深まる
支援により、ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ先と
して、地元企業等を選択する
可能性が増える
中小企業でも取組みやすい。
その地域の特色を提示でき
る。学生は１回で複数の企業
を見られる
支援により、ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ先と
して、地元企業等を選択する
可能性が増える
COC+の旗印のもとで、学生
に説明できる。接点を多くもて
る。実施について COC+や教
育機関からサポートを受けら
れる
支援により、地元企業等の採
用試験を受験する機会が増
える
地元企業への就職活動が促
進される
道内就職希望の学生に、そ
の候補となる企業等を、
COC+枠として明示できる。
COC+枠での辞退は極力 0 と
なるように指導

目 標
地域への愛着、自走力をもった将来
の地域リーダーを養成
道内就職率をH31年度末迄8％増
加（H26年度比）
課題解決型の地域人材の養成
地域貢献意識の涵養

学生に対する認知・魅力の向上
地域視点の持つ学生の採用
企業経営者
技術者の授業

工科系大学
工業高専

地域との
人材教育の協働

（教育）

企業からの
就職活動協力

地域企業課
題解決授業
（教育）

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
実施
（通常・合同）
地域人材
教育への参画

地域人材育成 情報発信・共有
（フォーラム・
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発
シンポジウム）

企業
経済界
自治体

図 3-17 COC+HOKKAIDO 地域共育プラットホーム

地域共育ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ推進会議体
教育プログラム開発委員会
大学･高専,北海道,道経連,道商連,企業

工科系大学
工業高専

教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発、本ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑに関する施策の企画、
計画、評価、情報発信

実務者会議*1
拠点会議のメンバー（大学･高専,自治体）
拠点間の共通課題の協議、情報交換

拠点会議
室蘭/北見/札幌/千歳/苫小牧/旭川/釧路/函館
大学･高専,自治体の実務担当者,商工会議所,企業他
本ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑに関する施策の実施、
施策の提案、要望提出

COC+コンソーシアム事務局
註）＊1： 必要時にコーディネーターが招集

図 3-18 地域共育プラットホームの推進体制
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企業
経済界
自治体

 内容： 学生が地域企業の課題に取り組むことによって、企業の面白さ、世の
中の問題、企業の存在を知る、さらに地域課題を主体的に解決しよう
という意識を育むための授業(地域課題教育)
 課題： 協力企業（課題提供）の選出、教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの構築・改善、成果（ｱｳﾄ
ｶﾑ）の評価、活動の普及（研究会）
 実施ﾌﾛｰ

◆教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発委員会、■実務者会議、 ●拠点会議、★COC+事務局

地域共育ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ・COC+事務局

大学・高専

企業・経済界・自治体

★協力意向調査

課
題
登
録

協力意向調査回答

★ PBL課題引受調査
PBL課題情報共有

★ PBL課題情報蓄積

教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの構築

PBL引受検討

●推進会議（PBL引受
企業選出・協力依頼）

PBL課題の調整
実
施

課題登録(専門分野等）

PBL課題の具体化

PBL授業の方法検討
課題説明・授業推進・
解決結果評価

PBL授業の実施
PBL授業成果の評価

PBL授業成果の評価

◆ PBL授業研究（教育
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、課題設定、
成果評価等）

普
及
活
動

図 3-19 地域企業の課題解決型授業への参画

 内容： <通常> 一企業が実施。学生に何がしかのメリットを付与（協力事項）
<合同> 地域の複数企業が集まり、合同で実施。学生にﾒﾘｯﾄを付与。
 課題： 企業合同体の構築、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの構築・改善、協力事項の増加
 実施ﾌﾛｰ

◆教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発委員会、■実務者会議、 ●拠点会議、★COC+事務局

大学・高専
協
力
事
項
登
録

地域共育ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ・COC+事務局

企業・経済界・自治体

★協力意向調査

協力意向調査回答

★ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ引受調査
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ協力
情報共有(企業・合同）

★ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ協力
情報蓄積(企業・合同）

協力事項登録（詳細）
合同ｲﾝ
ﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

企業合同体の構築

5月頃

学生・教員へｲﾝﾀｰﾝｼｯ
ﾌﾟ実施情報の提供
実
施

6～7月頃

参加申込・決定受理

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
の構築
申込
決定

参加

参加申込の審査
8～9月頃

インターンシップの実施

9～10月頃

参加報告会
普
及
活
動

●推進会議(合同体の構
築・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの構築・協
力事項の増加等）

図 3-20 地域企業の通常・合同インターンシップへの参画
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長期ｲﾝ
ﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

COC+枠
優先的選好
活動費支援
施設提供

5.5 地域共育プラットホームの展開計画
【平成 29 年度】
平成 29 年度～平成 32 年度における地域共育プラットホームの展開計画（ロードマップ）を策定
した（図 3-22）。
平成 30 年度に企業の協力事項調査を実施することから、平成 30 年度は地域共育プラットホー
ムの学生・教員への周知（地域志向教育受講メリット等）、合同インターンシップへの参画（IT 推進
協会等）、及び平成 31 年度におけるコンソーシアム全体での実施に向けた、拠点における DA 授
業、地域共育 PBL、合同インターンシップの企画検討（実施計画策定）が主な活動事項となる。平
成 31 年度から予定している活動が定常的に実施される。
5.6 地域共育プラットホームの実施
【平成 29 年度】
室蘭工業大学において、地域共育プラットホームを活用し、平成 30 年度に開講予定の「北海道
産業論 ABC」について、産学官金で授業の構成から検討を行い、企業等経営者によるダイレクト
アクション授業と地域企業から提示された課題解決を組み合わせた新たな PBL 授業の設計・構築
を行った。北海道経済同友会、北海道電力、室蘭市、室蘭テクノセンター、北海道が授業の検討
に参画し、ダイレクトアクション授業では 4 機関、PBL では地域企業 9 社（10 テーマ）の参画する
授業構成が出来上がった（図 3-21）。授業内容の詳細は、本章の 1.4 遠隔授業・共用授業科目
の開発に記されている。

企業が課題を設定
課題に対して、学生がアイデア・解決策を
企業に提案

企業から現場視点で授業
（DA授業）
北海道の課題を提示、地域の特徴的産業、
企業が取り組むイノベーションの紹介

課題
ｱｲﾃﾞｱ･解決策

企業、行政
等

講師派遣
遠隔授業・授業の共有化

ICTを利用した遠隔授業
COC＋参加校間でICTを活用して、授業の
共有化

図 3-21 地域共育プラットホームによって企画した授業の例「北海道産業論 ABC」
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大学・
高専

地域共育ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰ
ﾑ・COC+事務局

H29年度

H30年度

H31年度

全
体

地域人材育成ﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑ活用検討

H32年度～

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

地域共育ﾌﾟﾗﾄﾎｰﾑ発足

地域共育ﾌﾟﾗﾄﾎｰﾑ継続（ﾎﾟｽﾄCOC+)

▼

▼

地域企業ニーズ調査

▼

しくみの評価

協力事
項調査

協力事
項調査

企業・経済界・
自治体

フォーラム

▼
協力事
項調査

▼
しくみの改善

地域志向教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ｶﾘｷｭﾗﾑ企画・提案
協力企業開拓（広報）

一部校先行実施

▼

D
A
授
業

授業企画・講師選定

▼

▼
協力
依頼

課題
検討

参加校開始

▼提案

推進会議

推進会議
講師
登録

▼

講師
登録

授業企画・講師選定

授業企画・講師選定

▼
授業企画・講師選定

室蘭工大にてDA授業の実施(北海道産業論）

参加校にてDA授業の実施

参加校にてDA授業の実施

DA授業への講師派遣(北海道産業論）

DA授業への講師派遣

DA授業への講師派遣

一部校先行実施

推進会議

地P
域
B
共
育L

講師
登録

講師情報共有開始、推進
会議
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ﾘｰ
▼
ﾀﾞｰ授業企画

課題
登録

PBL課題情報共有開始
▼ 推進会議

▼

協力
依頼

参加校開始、PBL授業研究

▼
課題
登録

課題
検討

PBL授業研究

推進会議

▼

▼
協力
依頼

推進会議
課題
登録

課題
検討

▼
協力
依頼

課題
検討

室蘭工大にてPBL授業の実施(北海道産業論）

参加校にてPBL授業の実施

参加校にてPBL授業の実施

課題説明・結果評価(北海道産業論）

課題説明・結果評価

課題説明・結果評価

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ協力情報共有開始 企業による協力事項開始

▼
協力事
項登録

ー

イ
ンシ
タッ
プ
ン

就
活
時
配
慮

▼

推進会議

協力事
項登録

合同ｲﾝﾀｰﾝ
ｼｯﾌﾟ企画

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの準備・
実施（各種協力）

協力事
項登録

▼

▼

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ企業
決定・参加

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの準備・
実施（各種協力）

合同ｲﾝﾀｰﾝ
ｼｯﾌﾟ企画

就活協力情報共有開始
▼ 推進会議 修了認証発行
協力事
項登録

推進会議

▼

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ企業
決定・参加

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ企業
決定・参加
合同ｲﾝﾀｰﾝ
ｼｯﾌﾟ企画

推進会議

▼

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの準備・
実施（各種協力）

修了認証発行

▼ （H31年度見込み）

企業による協力事項開始

協力事
項登録

▼

推進会議

▼

▼ （ H32年度見込み）
修了認証発行

▼

修了認証発行
（ H33年度見込み）
協力事
項登録

推進会議

▼

▼
修了認証発行

▼

就活ｾﾐﾅｰ・業界研究会・就職試験受験・内定

就活ｾﾐﾅｰ・業界研究会・就職試験受験・内定

同左

ﾘｸﾙｰﾀｰ派遣・企業説明会・採用選考(各種協力）

ﾘｸﾙｰﾀｰ派遣・企業説明会・採用選考(各種協力）

同左

図 3-22 COC+HOKKAIDO 地域共育プラットホームのロードマップ
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【平成 30 年度】
1) 企業等によるダイレクトアクション授業の実施
室蘭工業大学における「北海道産業論」の他、各校において産学官から講師を招き、地域志向
人材育成プログラムとして授業を実施した（表 3-12）。講演テーマは北海道の課題や動向といった
マクロな情報、経済界・産業界の動向、個別企業の研究開発等の取組み、地域で展開されている
夢のある取組みやイノベーション、企業や先輩等からの就活に関する提案など多岐に亘り、北海
道の多様な側面を理解する、そして講演者が北海道で活躍する思いを肌で感じる機会となってい
る。
表 3-12 企業等によるダイレクトアクション授業の実施事例
【平成30年度】
企業等名称（役職）

講演テーマ

実施校

北海道経済同友会（顧問）

北海道の抱える課題と将来展望

コープさっぽろ（専務理事）

コープさっぽろの社会貢献の取組

〃

㈱ニッコー（専務取締役）

オンリーワンテクノロジーで次代を拓く

〃

㈱植松電機（代表取締役）

思うは招く～夢があればなんでもできる～

北海道ガス㈱北見支店（支店長）
コープさっぽろ（ライフプランアドバイ
ザー）

エネルギー・環境の将来と工大生への期待
就活を始めるにあたっての大学生のマネー講座

㈱コア北海道カンパニー（採用担当）・㈱
ジャパンテクニカルソフトウェア（本部
北海道企業を知るためのパネルディスカッション
長）・㈱つうけん（担当課長）・㈱北海道
総合通信網（採用担当）
農林水産省北海道農政事務局（生産経営産
業部長）
北海道IT推進協会（理事）
㈱ジャパンテクニカルソフトウェア（技術
開発室室長）
㈱マイナビ

農林水産省の仕事の概要（スマート農業の動きな
ど）
北海道のＩＴ産業の現状
ＩＴ企業における研究開発
学生時代に行っておくべきこと

室蘭工業大学

北見工業大学
〃
北海道科学大学

授業名
北海道産業論
〃
〃
キャリアデザイン
〃
ビジネススキルⅡ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ビジネススキルⅠ

千歳科学技術大学 キャリア形成A2

甲南大学

ビジネス・経営・会計

〃

キャリア形成B1

北海道テレビ放送㈱

ローカルっておもしろい！！

〃

キャリア形成B2

キリンビール㈱ 北海道千歳工場

自ら切り拓く自分の未来

〃

クラスメソッド㈱
王子エンジニアリング㈱（マネージャー外
1名）
苫小牧高専協力会会員企業28社・31名

ＩＴ系の業界研究（卒業生の立場で）
〃
キャリアパス講話「地域で活躍する先輩からの
苫小牧高専
メッセージ」
座談会「ジョブトークⅠ」
〃
キャリアシンポジウム「多様な企業、そしてその
出光興産㈱北海道製油所（係長 外1名）
〃
働き方」
地域学「苫小牧市のまちづくりから北海道の未来
苫小牧市元副市長
〃
を考える」
苫小牧高専協力会会員企業29社・32名
座談会「ジョブトークⅡ」
〃
㈱ファームノートホールディングス（代表
酪農－工学の融合
旭川高専
取締役）
ウェルネット㈱（執行役員）
金融－工学の融合
〃

〃
創造工学Ⅰ
〃
創造工学Ⅱ
創造工学Ⅲ
〃
最先端工学
〃
北海道ベースド
ラーニングⅠ
地域学

上川農業試験場（研究部長）

北海道農業の現状と課題について

北海道庁（副知事）

北海道経済①～北海道の経済状況

コープさっぽろ（理事長）

北海道の企業経営～流通システム

〃

〃

北海道財務局（理財部金融監督官）

北海道の金融～金融システム

〃

〃

サッポロビール㈱（代表取締役社長）

地域の歴史

〃

〃

㈱マツオ（代表取締役）

北海道の食文化

〃

〃

ニセコ町（町長）

地域の魅力～町民と考える地方創生

〃

〃

医療法人渓仁会（理事長）
鶴雅ホールディングス㈱（代表取締役社
長、グループCEO）

地域の医療

〃

〃

北海道の観光

〃

〃
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〃

〃

小樽商科大学

写真 3-29 北見工業大学の講演（㈱植松電機） 旭川高専の講演（㈱ﾌｧｰﾑﾉｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ）
2) 企業からの課題による PBL の実施
室蘭工業大学における「北海道産業論」の他、各校において企業等から提供された課題に対す
る解決策を提案する授業を実施した（表 3-13）。多くの学校では、活動成果を地域で報告する機
会を設け、地域企業が学生と交流する場になっている。特に、函館高専においては、地元企業（建
設、情報、農業等）、地元町内会、道外国立大学、自治体等の多岐にわたるクライアントから提供さ
れる課題に対して、学生グループが担当教員及びマイスター（支援者）と連携して地域の課題解決
に取り組む仕組みや IT システムを構築し、効果を上げている（本章 2.2 の 6）に記載）。

写真 3-30 釧路高専生による地域へのプレゼン
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表 3-13 企業等からの課題による PBL の実施事例
【平成30年度】
企業等名称（所在地）
住まいのウチイケ（室蘭市）

PBLの課題

実施校

授業名
北海道産業論

㈱スガテック（室蘭市）

住宅づくりでの「自給自足」
室蘭工業大学
天然高分子「キチン・キトサン」の新規用
〃
途開発
ロボットアームの安全設計
〃

北海道NSｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱（室蘭市）

ウェラブルコンピュータの普及イメージ

鷹栖町

きゅうりの水耕栽培の検討

㈱バイオアグリたかす（鷹栖町）

高専生によるSWOT分析
〃
『オオカミの桃』～地域ブランドの活性化
〃
～
活躍する地場企業を広報するためのPR動画
釧路高専
の製作

〃
北海道ベースドラーニ
ングⅠ
〃
北海道ベースドラーニ
ングⅡ

北海道曹達㈱（登別市）

鷹栖町
㈲エスティテクノスほか２社
㈱玉川組（恵庭市）
㈱ＡＩハヤブサ（函館市）
みぞぐち事業㈱（函館市）

高圧部へ火山礫を投入する装置の開発
配管内を撮像しながら走行する超小型カメ
ラ搭載の無線操作ミニカーの開発
金属含有産業廃棄物からの新規吸着剤によ
る貴金属の回収
大沼の水の浄化

〃
旭川高専

函館高専

市立小樽美術館、小樽市内小学校、企業
他
小樽市産業港湾部、小樽都通り商店街振
興組合、北海道鉄道文化保存会他
（一社）小樽観光協会、小樽市役所他
北海道水産林務部森林環境局、和伸科学
工業㈱他
㈱K2（小樽市）、アクセサリーショップ
＆工房SHiMA他（小樽市）

〃

創造特別実験Ⅰ
地域課題対応型創造実
験及び複合創造実験

〃

〃

〃

〃

七飯町
〃
有限会社ソワレインターナショナル（函
ホエー使用入浴剤の提案
〃
館市）
工場ラインにおける微小異物の除去を行う
㈱ＡＩハヤブサ（函館市）
〃
ロボットハンドの開発
ビニールハウスのモニタリング及びリモー
原田農園他（北斗市）
〃
ト管理システムの開発
有限会社ソワレインターナショナル（函
ホエー及びがごめ昆布使用化粧品の提案
〃
館市）
函館市
昆布加工機の設計
〃
千歳市、キリンビール㈱北海道千歳工
食まち千歳 －フードチェーンの形成－
小樽商科大学
場、㈱もりもと
㈱オー・プラン（小樽市）、小樽市内飲
たるぽーとの作成
〃
食店他
小樽中央市場協同組合、小樽北村商店他 市場の交流拠点化

〃

〃
〃
〃
地域課題対応型創造実
験
〃
〃
地域活性化システム論
社会連携実践Ⅰ・Ⅱ

〃

〃

スウェーデンと小樽の架け橋づくり

〃

〃

日本遺産による小樽の活性化

〃

〃

ユニバーサルデザインのススメ

〃

〃

木育から考える新たな後志の魅力創出

〃

〃

小樽との新しい関わり方

〃

〃

〃

〃

㈱K2（小樽市）、小樽中央市場協同組合 商大生レンタル

㈱オー・プラン(小樽市）、小樽レンタル
一周まわって祝津プロジェクト
〃
自転車きたりん、小樽観光振興公社他
健康長寿社会に対応したムービングサポー
北海道医療福祉産業研究会（北海道）
札幌市立大学
トツール開発プロジェクト

〃
デザイン総合実習Ⅳ

3) 合同インターンシップの実施
【平成 30 年度】
北海道 IT 推進協会と連係して合同インターンシップ（※）を実施した。合同インターンシップには
北海道 COC＋コンソーシアムの大学、高専が参加し、北海道情報大学、はこだて未来大学、北海
学園大学にも参加を案内した（具体的には 4 章 2.7 に記載）。
※合同インターンシップ～北海道 IT 推進協会に加盟する企業 20 社が参加し、学生に 1 日体
験のインターシップを提供する。一定期間に 20 社がインターンシップの受入れをすることにより学
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生は複数の企業のインターンシップ体験ができる。
5.7 「地域共育データブック」の整備
【平成 30 年度】
企業等が地域志向人材育成プログラムに参画する「地域共育」をコンソーシアム全体に普及させ
るために「地域共育データブック」の整備を開始した。
初年度である平成 30 年度は、地域共育において企業が参画できる事項を明らかにするために
アンケート調査を実施し、その結果を「地域共育データブック 2018」としてまとめた。
調査事項は①ダイレクトアクション授業の講師派遣、②地域共育 PBL の課題提供や授業参画、
③インターンシップの受入れ、④会社説明会の開催及びリクルーターの派遣、⑤道内就職優遇制
度の参画といった 5 項目である（表 3-14）。
表 3-14 地域共育に対する参画事項調査
調査対象

会員（北海道 COC+コンソーシアム会員） 101 機関、
回答 47 機関（回答率 47%）

意向調査

実施時期

2018 年 6 月～8 月

調査内容

授業の参画： 講師派遣、地域共育 PBL 課題提供・授業参画
インターンシップ受入れ： COC+枠の設置、優先的選考、実施期間、
活動費支援・支給、施設提供、合同インターンシップの開催
就職活動における協力： リクルーターの派遣、企業説明会の開催、
修了認証の資格としての取り扱い、選考時の活動費支援、一部
採用試験の免除、COC+推薦枠の設定

授業の参

調査対象

画

講師派遣：会員 28 機関（意向調査で困難と回答した機関以外）
回答 18 機関（回答率 64%）
地域共育 PBL：会員 28 機関（意向調査で困難と回答した機関以外）
回答 19 機関（回答率 68%）

詳細調査

実施時期

2018 年 11 月～2019 年１月

調査内容

講師派遣： 実施時期、派遣可能地域、講師とテーマ、引受条件（講
師料、交通費、宿泊費）
地域共育 PBL： 実施時期、課題（分野・テーマ名）、担当者、派遣可
能地域、引受条件（講師料、交通費、宿泊費）

調査対象

会員 113 機関、回答 55 機関（回答率 49%）

実施時期

2018 年 12 月～201９年 2 月
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道内就職

調査内容

優遇制度

COC+推薦枠数、一部採用試験の免除、選考時の活動費支援（旅
費、宿泊場所・費用）、業種、勤務予定地、求める学生の学部（学科）

の参加

地域共育の対象とする 5 項目全体では 76 機関（61％）、そのうち①ダイレクトアクション授業が
16 機関、②地域共育 PBL が 11 機関、③インターンシップの受入れが 38 機関、④会社説明会の
開催及びリクルーターの派遣がそれぞれ 34 機関、31 機関、⑤道内就職優遇制度が 55 機関から
参画が表明された。
5.8 道内就職優遇制度の構築・運用
【平成 30 年度】
本コンソーシアムにおいては、地域志向人材育成プログラムに企業が参画するなかで、経営者
等企業人が学生と直接関わることによって、会社の認知度向上や魅力発信を図り、地元就職を促
進する施策を展開している（図 3-23）。平成 30 年度においては、地域志向人材育成プログラムの
出口である修了認証の発行と道内定着を連携させる施策として道内就職優遇制度を策定し、運用
を開始した。この制度によって、修了認証を授与された学生はコンソーシアム企業の採用試験に
おいて COC+推薦枠、試験の一部免除、旅費支給や宿泊場所提供といった優遇を受けられる。
地域志向人材育成プログラムの修了認証授与は、令和元年度卒業の学生から始まる。そこで修
了認証の授与が見込まれる学生に対して、平成 30 年度から開始される就職活動において優遇が
受けられるよう制度を構築し、コンソーシアム企業への意見聴取、制度に参画する企業の募集・開
拓を経て、学生が利用できる環境を整えた。詳細は付録の「就職活動における修了認証の利用に
ついて」に記載されている。
道内就職優遇制度への企業の参画状況は、平成 31 年 1 月において全体で 51 社、その中で
COC+推薦枠が 44 社、採用試験の一部免除が 27 社、旅費支給や宿泊場所提供が 44 社であっ
た。一方、学生に対しては、図 3-24 のチラシや図 3-25 の北海道 COC+コンソーシアムホームペー
ジ等で道内就職優遇制度の広報活動、優遇制度を実施している企業に関する情報提供を実施し
ている。
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図 3-23 地域志向人材育成プログラムと道内就職優遇制度に道内定着の取組み

担当：室蘭工業大学 学務課
📞：0143-46-5104 📧：kyomucn@mmm.muroran-it.ac.jp
室蘭工業大学 キャリア・サポート・センター
📞：0143-46-5122 📧：csc@mmm.muroran-it.ac.jp

図 3-24 学生を対象とする「道内就職優遇制度」の広報チラシ
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図 3-25 北海道 COC+コンソーシアムホームページによる
道内就職優遇制度実施企業の案内
6． 地域志向教育における教員の質を確保するための取組みの実施
地域志向教育の実施に関する改善や、その取組みをより充実していくために大学教員のファカ
ルティ・ディベロップメント（FD）に取組んでいる。
前者では、地域志向教育において必要とされるアクティブラーニングをテーマにした講演会や、
先行している COC 校の知見を COC+校実務教員で共有するための合同会議を新たに開催した。
また後者では、関連する講演会を開催する他に、教員のアクティブラーニングに対する能力を向上
させるための FD ワークショップを開催し、教員の質を確保する施策に取り組んでいる。
6.1 地域志向教育研修会・講演会
【平成 28 年度】
1) アクティブラーニング推進組織の設置・講演会等の実施
室蘭工業大学では、平成 28 年度に全学共通教育センターにアクティブラーニング推進部門を
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新たに設置し、アクティブラーニングをテーマにした講演会の実施など、全学的に教員のアクティ
ブラーニングの意識を向上させ、アクティブラーニングの要素を取り入れた授業科目の増加を図る
ための取組を開始した。
平成 29 年 2 月 17 日に大学入試センターの山地弘起教授が、「アクティブラーニングの基本的
考え方」をテーマに、3 月 8 日には、山梨大学工学部塙雅典教授が、「学生の主体的・協調的な学
びをもたらす反転授業～山梨大学の事例～」をテーマに講演会を FD 特別委員会と共同で開催し
た。それぞれ 35 名、28 名の教員が参加し、他大学の優れた事例に対し参加者からは、「講演会自
体が AL になっていたこともあり、大変勉強になった」、「自講義に取り入れたい点がたくさんあり大
変参考になった」等の意見が寄せられた。
また平成 29 年度に予定されている講義棟改修において、講義室の多くをアクティブラーニング
や PBL に対応するように改修し、将来的には自主学習スペースも大幅に拡大する予定であり、学
生の主体的な学びのための取組を全学的に進めている。
【平成 29 年度】
2) COC/COC+アクティブラーニング合同会議の開催
COC/COC+各校の参加するアクティブラーニングに関する北海道合同会議を新たに開催（平
成 29 年 6 月 9 日）した。教育実務担当者が一同に会し、地域志向科目やアクティブラーニングに
係る意見交換を行い、先進事例や課題等について共有を深めた。会議の詳細は、本章の 1.5
COC 既採択校の知見活用に記されている。
【平成 30 年度】
3) アクティブラーニング授業のデータ分析、講演会等の実施
室蘭工業大学におけるアクティブラーニング推進部門の活動において、同大の授業におけるア
クティブラーニング要素について継続してデータを取得している。授業におけるアクティブラーニン
グ要素のデータ分析を行い、アクティブラーニングを活用した授業増加の方策として、「FD 活動に
おける実践的アクティブラーニングをテーマとすること」について、アクティブラーニング推進部門か
ら教育システム委員会に提言を行なうこととなった。
同大が毎年開催している合宿式の FD ワークショップ「教育ワークショップ」について、平成 30 年
9 月 18 日・19 日に「「低年次科目&超大規模授業」のデザイン-AL 活用の模索-」をテーマに開催
し、東京都市大学の１名を含む 24 名が参加した。
平成 31 年 1 月 29 日に三重大学教養教育院教養教育情報室室長の太城康良准教授の『「眠ら
せない」授業への挑戦 －三重大学教養科目基礎生物学 C（解剖学入門）での AL 実践報告－ 』
をテーマとした FD 講演会を開催し、26 名が参加した。参加者からは、「実用的内容で良かった。」
「本学でも取り込みたい。参考にしたいことが多くあった。」等の意見が寄せられた。
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6.2 教員 FD 研修会・講演会
【平成 28 年度】
1) FD 研修会の実施
室蘭工業大学では、教育活動の推進に必要な教員の資質向上を図ることを目的に、教育シス
テム委員会の下に FD 特別委員会を設置し、毎年度様々な FD 活動を企画し実施している。
他の教員の授業内容を自身の授業にフィードバックさせることを目的に、平成 28 年度から新た
に授業公開ウィークを前・後期それぞれ 2 週間ずつ実施しており、前期の 5 月 23 日～6 月 3 日に
は 148 名が参加し、後期の 11 月 8 日～21 日には 90 名が参加した。
また FD ワークショップを毎年度、学外で 2 日間の合宿形式で行っており、平成 28 年度は 8 月
23 日～24 日に洞爺湖で「アクティブラーニングの体験とデザイン」をテーマに開催し、連携事業を
実施している東京都市大学の教員１名を含む 19 名が参加した。
広報活動としては FD 活動の紹介と他大学の事例等を周知するため、毎年度 2 回以上 FD だよ
りを発行し、全教員に配布するとともに、ホームページに公開している。
これらの活動によって、平成 28 年度は、全専任教員 197 人中 169 人が１回以上の FD 活動に
参加し（参加率 85.8%）、FD 活動への全専任教員の 4 分の 3 以上の参加を達成している。
2) キャリアデザイン講演会の開催
地元就職数を増加させるには、教員の理解・協力が重要である。そのため、函館高専では教員
に対して低学年からのキャリア教育の重要性や、地元就職状況等について学ぶことを目的として
講演会を開催した。
開催日： 平成 28 年 6 月 3 日
場所 ： 函館高専大講義室
参加者： 函館高専教職員 46 名（教員 39 名、技術職員 2 名、事務職員 5 名）
概要 ： 元函館高専キャリアセンター長で北海道札幌東高等学校校長の後藤聡氏より「函館高専
におけるキャリア教育の現状と高校の現状」とした演題でキャリア教育に臨む姿勢や、
当時と今の就職状況の違いについて講演いただいた。
聴講した教職員は、学生指導等の方向性がつかめた。
【平成 29 年度】
3) アメリカにおけるインターンシップの実情に関する講演会
北海道 COC+コンソーシアムの 4 大学が連携する COC+FD 講演会を、室蘭工業大学に講師を
招いて開催し、他の 3 大学に遠隔講演で配信した。講師との議論も双方向で実施され、アメリカに
おけるインターンシップの幅広い利用が理解された。（写真 3-31）
開催日： 平成 30 年 3 月 13 日 16：00～17：30
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場所 ： 室蘭工業大学 N306 講義室、他校へは遠隔講演で発信
参加者： 室蘭工業大学・北見工業大学・北海道科学大学・千歳科学技術大学の教職員
演題 ： アメリカにおけるインターンシップの実情
～ボストン地域大学に見るグローカル人材育成～
講演者： 野村證券㈱ 金融公共公益法人部 主任研究員 片山英治
概要 ： ボストン地域大学では、インターンシップが学生のキャリア形成と産業界等とのネットワー
クの構築（学生の採用、共同研究、寄付講座等）に有効な手段として推進されている。
以下に講演の内容を示す。
①わが国で関心高まるインターンシップ
②アメリカの大学におけるインターンシップ： エグゼクティブ・サマリー
③アメリカの大学におけるインターンシップ：
ブランダイス大学、ウエルズリー大学、ラセル大学、エマーソン大学、
マサチューセッツ大学ボストン校、ノースイースタン大学、マサチューセッツ工科
大学、ハーバード大学、グーグル社
④わが国への示唆を考える

写真 3-31 アメリカのインターンシップに関す
る遠隔講演の様子、マルチ画面で遠
隔聴講会場との議論を実施

【平成 30 年度】
室蘭工業大学では、平成 30 年度に心理学及び生物学の専門家をお招きし、FD 講演会を実施
した。
開催日： 平成 30 年 7 月 19 日
参加者： 室蘭工業大学の教職員 31 名
演題 ： 「心理学的アプローチ」の具体的な方法について
講演者： 大阪大学大学院工学研究科附属オープンイノベーション教育研究センター
イノベーション推進部門長 根岸和政氏
参加者からは、「「共感」「聴いてから訊く」重要性の認識を深めることができました。」「なるほどと
思うことばかりでした。ハラスメント研修もやってほしい。」等の意見が寄せられた。また、講演会翌
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日の 7 月 20 日には、同大教員の希望者を対象として、教員が本来の力を発揮し、明るく元気な教
育をするための心理学コンサルティングが行われた。
開催日： 平成 31 年 1 月 29 日
参加者： 室蘭工業大学の教職員 26 名
演題 ： 「眠らせない」授業への挑戦 －三重大学教養科目基礎生物学 C
（解剖学入門）での AL 実践報告－
講演者： 三重大学教養教育院教養教育情報室室長の太城康良准教授
参加者からは、「実用的内容で良かった。」「本学でも取り込みたい。参考にしたいことが多くあっ
た。」等の意見が寄せられた。
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