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個別報告論文 [255J 

学生地域活動コミュニティの課題と組織的支援

内平隆之(兵庫県立大学)

中塚雅也(神戸大学)

布施未恵子(神戸大学)

Developing robust student community support networks in Japan 

Takayuki Uchihira (University of Hyogo) 

Masaya Nakatsuka (Kobe University) 

Mieko Fuse (Kobe University) 

We study regional student support communities 

in terms of chal1enges faced by students and propose 

how regional support may be made more effective. 

First， depending on the background of such commu-

nities and the circumstances they operate under， we 

c1assify student communities into four types: semi-

nars， educational programs， circ1es， and c1ubs; We 

find that each c1assification type has its own unique 

problems. Second， we discuss 1) the establishment 

of a daily counseling center to help dispel any fears 

the students might harbor， 2) provision of recruit-

1. はじめに

(1 )研究の背景と目的

地域再生において大学の果たすべき役割が重要視

されており，大学改革実行プランなど社会の変革の

エンジンとなる大学づくりが期待されている.特に

地方中小都市や農村地域の衰退は顕著であり，学生

が地域と連携する活動コミュニティ (以下，本稿で

は， 1学生地域活動コミュニティ」とし，以降，学

生 Cと略す)を形成し，地域連携プロジェクトに

参画することは，その課題解決のみならず，地域再

生への貢献も期待されている(村上， 2006). 

一方で，学生の地域プロジェクトには，活動の継

続性などの課題があることも知られている.そのた

め，大学が組織的に支援することが求められており，

その一つのあり方として，地域の連携疲れや意識

ギャップの解消などに，コーディネーター(総合開

発機構， 2007)や地域サテライトの存在(内平ほか，

2011)が有効で、あることが指摘されてきた. しかし

ながら，学生の地域プロジェクトをどのように生成・

( 25 ) 

ment support and mentoring for students， to help 

them plan for the future， 3) fostering student inc1u-

siveness and partnerships with communities so as to 

create safe and caring environments， and 4) the 

provision of region-wide resources， inc1uding fund-

ing， counseling， and networking among various 

student associations， so as to improve student expe-

riences and learning outcomes. A future chal1enge 

would be to escalate the development of student 

communities企omorganized support to strategic 

management. 

発展させていくべきかという観点から，組織的支援

のあり方を示す研究は不十分である1)

そこで，本研究では，学生 Cの実態と発足経緯，

組織的支援の実態，活動の課題を調査し， どのよう

な組織的支援が有効であるかを提言することを研究

の目的とした.

(2)研究の対象と方法

本研究は，兵庫県立大学環境人間学部エコ・ヒュー

マン地域連携センター(以降 EHCセンター)に登

録する 17の学生 Cと，神戸大学大学院農学研究科

地域連携センターに登録する 3つの学生 Cを対象

とした.各対象は，地域連携センターという大学機

関から組織的支援を受け活動している点に特色があ

り，筆者らがセンターとして支援し，参与観察を続

けている対象でもある.

具体的な調査方法は以下の通りである.まず，文献

レビュー等から学生 Cの意義と位置づけを行った.

次に，学生 Cへの聞き取り調査 (2012年 9~ 10月)

に基づき，発足の経緯，抱えている課題，大学側の
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支援実態と今後の要望を整理した.最後に，これら

の結果に基づき，学生 Cの組織的支援のあり方を

考察した.

表 1. 学生地域活動コミュニティの類型化
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liプロー

大学個人

ゼミ型

部活動型

型J).さらに，阪神大震災以降の NPO活動や阪神

大震災活動の中で，学生が地域へボランティアとし

て参画する動きが活発となり， リーダーとなった大

学生を中心に活動が展開してきた(サークル型)• 

このような動きの中から， NPOを立ち上げ、る学生

もでできている.つまり，これまでは，個人の関心

を活動の基盤として展開してきたといえる.

一方で，近年では，大学の組織的な取組が期待さ

れているため，活動の基盤を大学におく学生 Cも

多い(教育プログラム型).そのーっとして，大学

の教育活動の一環として，フィールドワークや，特

色 GP等の実践教育の中で，学生Cが組織される事

例がある. これらは，教育の質の向上をはかること

を第一目的としている.また，先に示したサークル

活動を単位認定していく動きもでできており，これ

も教育プログラム型に位置づける.

さらに，大学が承認する課外活動として地域ボラ

ンティア等の自発的な学生 Cを奨励し，活動環境

を整備し，支援する大学も出てきている(部活動型). 

大学のボランティアセンターや地域連携センターに

登録して，組織的支援を受けながら地域課題解決プ

ロジェクトに取り組むコミュニティである.

3. 学生地域活動コミュニティの実態と課題

(1 )事例対象の概要

ここでは組織的支援のあり方を探るため，セン

ター承認活動である「部活動型」の学生 Cを対象

とした.具体的には，表 2に示す，兵庫県立大学の

17団体，神戸大学の 3団体である.

兵庫県立大学では， 2011年3月に EHCセンター

が設置されて以降，複雑な地域課題に対して，大学

のある姫路市を中心に地元密着で，各コミュニティ

がもっ多様な専門性の強みを組み合わせた活動を

行っている 特に，のべ 225名の学生が連携し課題

に取組む手法は外部からも高く評価されている 4)

神戸大学農学部の学生 Cは， 2008年から始めら

(26 ) 

2. 大学の役割と学生地域活動コミュニティ

(1 )大学の役割と教育の変化

2012年の中央教育審議会では，従来の社会貢献

から，社会の変革のエンジンとして，地域再生の拠

点として地域の人材育成を担うという，具体的に踏

み込んだ大学の役割が期待されている.そのために

大学教育自体の変化が求められており，その具体的

な学習方法として「能動的学習(アクティブ・ラー

ニング)2)への転換が必要である」と示されている.

つまり，従来の知識伝達の場であったゼミや教室

での教育・研究を補完する，学びのコミュニティを

生成する新たな枠組みの必要性を示唆している.

(2)学生地域活動コミュニティにおける学び

さらに，学生 Cへの期待は世界的に高まりつつ

ある.特に大学生の社会貢献プロジェクトのワール

ドカップである enactusには，現在は世界の 39か国，

1，600の大学， 57，000人の学生が競う大規模な大会

となっている 3) この大会の特徴は， ビジネスモデ

ルの立案を競うのではなく，ファカルティアドパイ

サeーを含めたチーム，すなわち学生 Cでの取組を

参加条件としている点にある.

さらに enactus大会の主な評価指標は， 1起業家

的アプローチで， どのチームが最も効果的に課題を

持つ人をエンパワーメントしたか」であり， 1対象

となるコミュニティの状況を改善するため，コミュ

ニティのメンバーが自立して継続的に行なえる活動

を現場をリードしてともに作り出すこと」である.

つまり，学生 Cならではの学び意義は，変化の

激しい現代において，多様なコミュニティとの信頼

関係を気づき，地域社会との能動的学習を通じて，

現場を動かす力を養成することにある.

(3)学生地域活動コミュニティの類型化

学生 Cはどのように生成してきたのかについて

整理するために，学生 Cを4つに区分した(表 1). 

第 1軸として，大学の教育活動との関係から，正課

の教育か，課外活動かの区分である.第2軸として，

活動基盤が個人か大学かである.

これまでの地域連携活動における学生 Cの生成

は，研究室を中心に展開してきたといえる (1ゼミ

サークノレ型
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表 3.学生地域活動コミュニティへの組織的支援

内容(段上兵庫県立大学，下神戸大学)

登録制度(活動保険，印刷・活動スベース提供，学内

サイネージでの PRの便宜).顧問必要

公募により決定(助成っき) 活動の広報支援

オフィスアワーを設置(専任教員)

オフィスアワーを設置(非常勤研究員，サテライ駐在

非常勤研究員)

エコ・ヒュー7 ン地域連携基金(地域連携事業のスク

リーニングとマッチング)，町家サテライト

篠山フィールドステーションの提供交通支援与アドバ

イザーの紹介

「エコ・ヒューマンブリッジjを組織化(引退した団体

リーダーを中心に組織した団体で団体問の連携や弱体

化した活動のコンサルタントを行う)

学生リ -yーの一部を，地域連携センターの学生補助

員とし雇用

lプロジェクトマネジメント論.マンスリーワークショツ
教育プログラム|

|プ(単位なし)
としての支援 | 

I実践農学入門など食農コープ教育カリキュラム群

注)各センターの専任教員・研究員に聞き取り調査により作成

分類

センターへの

登録制度

日常的な相談

窓口の開設

地域リソース

提供サービス

学生主導の

サポート体制

(2)大学の組織的支援

ここでは，各大学がどのような組織的支援を試み

ているか実態を整理する.各大学の組織的支援の内

容を分析し 5つに分類したものが表3である.

センターへの登録制度は，学生 Cを公認するこ

とで，組織的支援を行う仕組みを指す.いずれも活

動団体を登録して支援する体制をとっているが，登

録インセンティブには違いがある.活動の PR支援

は同じであるが，神戸大学の場合，提案を精査し資

金提供を行う直接支援であるのに対して，県立大学

の場合は活動スペースの提供や保険をかけるなどの

活動環境としての間接支援である.

日常的な相談窓口の設置は大学内の支援ニーズを

把握し，地域からの連携ニーズをスクリーニングす

るために開設された仕組みを指す.両大学ともに同

様にオフィスアワーを開設し，専任の教員や支援員

が日常的なサポートを行う支援体制となっている.

地域リソースの提供サーピスは学生活動の継続と

貢献活動のレベルアップのために開発されている

サーピスを指す. どちらもフィールドステーション

や町家サテライトといった活動環境の提供と課題に

応じた支援者の紹介を行っている.違いは，県立大

学が基金を活用した連携要請のスクリーニングと

マッチングを行いながら地域からの資金の提供を行

うのに対して，神戸大学は篠山フィールドステーショ

ンへの交通の便宜をはかるサービスを開発し提供し

ている.前者が地域密着型センターであるのに対し

表 2.学生地域活動コミュニティの概要一覧

団体名 設立年 活動の概要と成果 人数

-月に3回FMゲンキで放送をしている・学生日

TCV 2011 線で大学の広報活動を実施・消費者力アップ事 14 

業に参画(高評価)

-カフェを姫路の新たな魅力として発信する・地

スローカフェ 2012 域の魅力として発信する・グッズづくりや，マッ 5 

プづくりを実施

げんきつこ新在
2004 

-毎週火木に世代交流の場を提供・子育て中の親
6 

家 のストレスの軽減・毎年研究論文になっている

-学生が学生にサーピスする地域 SNS開発・就職

エコ姫 2010 情報の発信(キャリアセンターとの連携)・学生 4 

企画 SNSOJ利用促進

キャンパ兄ツ
-姫路文学館キキンドルナイトの実施・地域イベ

~-
2010 ントでの廃油キャンドルづくり・学生聞のネッ 18 

トワークづくり

-ッローハウスをシンボルに里山を考える活動・

きの子 2011 ツリーハウス I号樺とウッドデッキが完成・こ 53 

どもを招いた環境教育イベントり実施

-紙芝居環境教育・夏休みにおける訪問紙芝居の

PSS 2011 実施 6 

-年間 500名にプログラムを提供

-地産地消を促進する特産品開発・町屋カhの経営

2011 と地産地消の情報発信・もちむぎの商品開発〔町 26 

からの受託)

-障害者との突流と支援(アロマサロン)・夏休み

2012 の子ども障害者へルパー・介護へルパーの資格 8 

。取得

2011 
-駅前広場の社会実験への協力・駅前くつろぎ広

13 
場への椅子提供・ 2012年3月に解散

エコヒューマン
-学生地域活動コミュニプィの活動支援・学生団

ブリッジ
2011 体の連携によるプロジェタト企画・町屋カフェ 8 

のマネジメン卜

-自分たちで体にいいもりを育てる・地域の農家

畑けっこ 2012 を支援する(月 l回)・栽培した野菜を販売し 7 8 

万円東北に寄附

姫路コン、ンェル
-姫路町おもてなしづくりによる観光振興・「住

ジュ
2012 むように旅をする」ツアー開発・外国人アンケー 20 

ト町実施

-環境学習支援を目的とする・環境日記(県民局

STEP 2010 事業)を子供達に配布・フリーペーパ-STEPl 9 

の発行

R品lP 2012 
-子ども達とおもいっきり遊ぶこと・地域の保護

8 
者団体とり連携・あそびの開発支援

-手仕事の魅力をいかしたデザイン開発・町屋ヵ

手仕事デザイン 2012 フェへの小物の提供・牛乳パック紙漉による名 4 

刺づくり

-町屋町魅力を発見し発信する・話週土日町屋ヵ

ひめえん 2012 ブェを営業する・町屋でのイベントやセミナー 28 

等の実施

ささやまファン
-実習受け入れ先の住民と学生が交流・手が足り

il~ 吋

2009 ないところのフォロー・ウチの村なんて意識の 30 

解消

-実習受け入れ先の住民と学生が交流・地z若手

2010 グループ町地域活性化に協力・依頼に応じて土 13 

日に訪問

-実習受け入れ先の住民と学生が交流・地域マッ

6ま丈こもり 2011 プ作りやスタンプラリー白実施・農家の採算を 30 

高めるための勉強会
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( 27) 

注)各団体りリーダーへの聞き取り調査により作成

れた教育 GPi食農コープ教育プログラム J5)を起点

として生成されている.その一つの科目「実践農学

入門」の中で培った農村地域での人間関係をもとに，

当該地域で継続的に活動をおこなうコミュニティが

組織化されている.延べ 73名が都市と農村を往来

しながら活動を進めている.
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て，後者は都市部にある大学から離れた農村部の支

援(連携協定先)を連携戦略としているためである.

学生主導によるサポート体制とは，学生団体の連

携や活動が停滞しているコミュニティのコンサルタ

ント支援を行うための学生主体の組織を指し，県立

大のみ組織している. これは学生 Cの数が 17団体

と多く，専任教員だけではマネジメント支援が不十

分であり，団体聞の連携を希望するリーダーも多

かったため，引退した学生リーダーを中心に編成さ

れた.神戸大学では，組織化はされていないが，活

動団体のリーダーの一部を，地域連携センターの学

生補助員として雇用し支援をおこなっている.

教育プログラムとしての支援とは，教育プログラ

ムとして，学生に地域と関わる機会を幅広く提供し，

活動の底上げ、をはかることである.いずれも地域連

携センターの活動と関連づけられた講義や演習を開

設している.また，入門科目を設置し，その後に学

生Cの自発的な生成を期待している点は同じである

違いは神戸大学が体系づ、けられた食農教育フ。ログラ

ムを組織しているのに対して，県立大学は体系化さ

れておらず，マンスリーワークショップという仕組

みで，その時々に応じた活動に求められる知識の提

供を行っている.

(3)学生地域活動コミュニティの抱える課題

学生 Cが抱えている課題についてまとめたもの

が表4である.大きく 4つに整理された.

一つ目は，1活動の不安を払拭Jという課題である.

自分たちの活動評価を共有できていないことや，活

動に終われて冷静にふりかえる機会がないことなど

である.さらに，連携先が活動に本当にどうおもっ

ているのか不安に感じているという回答もあった.

このように評価を気にしすぎるあまり，コミュニ

ティ内での温度差や，やりがいの喪失，振り回され

ている感などを生じている.

二つ目は， I活動のマネジメントの改善」の課題

である. <活動へのリクルーティング〉く作業分担の

改善〉く時間の確保〉くメンバー聞の情報共有の改善〉

が課題としてあがった.

三つ目は， I活動の正当性と居場所の確保」が課

題となっている.活動を認めない，または理解を示

さない教員も多く，活動場所を失ったり，活動資材

の撤収を要求されるなど，摩擦が生じている.

四つ目は， I活動のレベルアップ」が課題となっ

農林業問題研究(第 191号・ 20日年9月)[258J 

表4.学生地域活動コミュニティの課題

-ノルマに終われて振り返りが出来ない (ZコB)

・審加者がどうおもっているか知りたい (CコB)

-地域に温度差を感じており，受け入れ先がどう思われているか知りたい (P司 B)

・連携先とやりたいことの意識ギャップがある 連携先の意向に振り回る (B)

-広報活動が弱く活動が伝わっていない (P司 B)

活動の不安の払拭

-活動を教員から認めてもらえず，場所と時聞がなく活動ができない (C司 B)

・追い出され活動場所が確保できない (C司 B)

・作業スベ スから追い出された (C司 B) ・印制等ゼミ室が使えない (B)

・教員から安全面クレームがつき活動休止においこまれそうになった (P=>B)

活動の正当性と居場所の確保

〈活動へのリタルーティング> 1<時間四確保が課題〉

-人が足りず，単発の参加で終わる (C司 B)I・ゼミ外の学生と白時間調整困難 (ZコB)

・メンパーは足りてきたが少ない (C司 B)I・全員があっまることが難しい (B)

・後継者がいない 魅力の発信 (CコB) 1・就活がかぶり活動ができない (C=>B)

・設営周目男子メンパーが必要 (B) 卜複数活動をしている学生が多く， ミィー

・目標が定まらず人員確保が課題 (C司 B)! ティングの時聞の確保が問題 (Pヨ B)

・メンパーを安定して送り出せない トコアメンパーが集まりきらない (P司 B)

(PコB) 1<メンパ 聞の情報共有の改善〉

• 4年生ばかりで心配 (P=>B) 卜活動の使命と方向性を共有 (C司 B)

〈作業分担の改善〉 卜反応が遅〈情報が伝達に不安 (C=>B)

・特定個人に作業が集中する (C司 B) 卜発言が引き出せない (C=>B)

・特定のメンパーへの負担を解消 (CコB)卜新しいピヅョンづくりに司 B)(P司 B)

・グループ化したが情報共有が課題 (B) 卜受け身で，自分たちからなにかをしよう

・班分けをしたが情報共有が進まない (B)1 という雰囲気ができてにない (P司 B)

・他団体と卦業化 (B)

活動のマネジメントの改善

〈技術指導が課題> 1<活動資金の調達〉

・ゼミ専門外の技術面で不安がある 卜協賛金やグァズ等の資金調達 (Cつ B)

(Z司 B) 卜活動費のために収益事業が必要 (B)

・ゼミと違い技術的指導がない (CコB) 卜お金をつくる工夫が必要 (B)

・サ ピスや商品の質の向上 (CコB) 1<教員依存からの脱却が課題〉

・農作業のレペルアップ (PコB) 卜先生の評価を気にしてしまう (Z司 B)

〈新しい取組・開発の仕組みづくり〉 トハングリー精神の欠加し欲がない

・試作費の問題個人負担の課題 (B) 1 (Z =今 B)

・春夏に活動がないので対策必要 (Cキ B)卜目標を統合するリーダーが不在 (Z=>B) 

・新たな連携先を開拓したい (B) 卜先生が興味次第で活動が喪失 (ZコB)

・他団体と連携による新ザ ピス開発 (B)1・3年後あるかイメ ジできない (Z司 B)

・自分たちの強みを明確すること (PコB)

活動のレベルアップ

注)各団体のリーダーへの聞き取り調査により作成

注) (Z) ゼミ型. (C)サークル型. (P)教育プログラム型. (B)部活動型を指す

二会は，活動基盤の変化を示す(例 Z=>Bならゼミ型から部活型になったことを意味

する
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ている.く技術指導が課題〉く新しい取組・開発の仕

組みづくり〉く活動資金の調達〉く教員依存からの脱

却〉をしたいという課題がある 特に活動費用の多

くは自己負担となっているため，活動の改善のため

には，収益事業の開発や協賛金集めなどの外部資金

の獲得，新たな連携先の開拓などを求めている

(4)発足経緯と期待する組織的支援

表5は，活動経緯と今後も期待する組織的支援を

聞き取り調査した結果を経緯別に整理した表である.

まず，ゼミ型を基盤とする活動は3事例あった.

ゼミ型の今後も期待する特徴的な支援として，指導

教官とは違う意見や技術面での指導や相談など，指

導教官の専門外の知識提供を受けることへの期待が

ある.部活動化により，メンバーの拡充とより複雑

( 28 ) 
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表5.活動経緯と期待する支援の関係

個別報告論文

リーダーに依存するなど主体性の形成に課題がある.

最後に，センターへの登録を前提に組織された部

活動型のコミュニティは5事例ある.その特徴は，

活動の経緯に専門性を強く意識した活動が多い点で

ある.今後も期待する支援の内容も，技術面での相

談や先進事例の視察など，更なる専門性の強化によ

る活動のレベルアップの支援を期待する特徴がある

サークル型や部活動型は，活動の正当性に課題を抱

えており，活動場所や活動時間の確保で教員等と摩

擦を起こす事例がみられた.また，ゼミ型に比ベメ

ンバーの募集などで課題を抱えやすい傾向がある.

4. 今後の組織的支援

最後に，学生の抱える課題に対応して漸次形成さ

れてきた 4つの支援を改めて整理しつつ，今後求め

られる組織的支援について考察する.

まず必要とされるのは， Iセンターへの登録制度」

である.この制度により，大学の活動として周知と

認知がなされ，活動スペースを正式に活用できるよ

うになる.さらに，活動時の参加者全体への保険適

応が可能になり，学生が安心して活動をおこなえる

ように大学が支援する仕組みが整えられる 6) つま

り，登録制度は， I活動の正当性と居場所の確保J

をもたらすものといえる.

次に必要とされるのは， I日常的な相談窓口の開

設」である.専任教員や研究員に技術面での相談や

地域との調整支援を今後も期待している回答がある

ことから， I活動不安の払拭」や「活動のマネジメ

ント改善」の課題に対して支援に対して，有効な支

援といえる. この点は，既往研究より示されてきた，

コーディネーター(総合研究開発機構， 2007)や評

価システム(村上， 2006) の必要性を裏付けている.

また， I地域リソースの提供サービス」については，

基金の設置により，専門支援員と依頼者の間で綿密

に検討し予算措置された地域課題プロジェクトに学

生が参加でき，活動拠点であるサテライトにおいて，

専門支援員から，学生プロジェクトの課題に応じて

助言者の紹介を得ることができる.つまり， I活動

のレベルアップ」にも有効である.プレゼンテー

ション技術など，より実践的な技術指導の要望に対

して対応できるプログラムが今後の課題である.

さらに， I学生主導のサポート体制」としては，

学生間交流イベントによる参画の輪を拡大すること

注)各団体のリーダーへの聞き取り調査により作成

注) (z)ゼミ型， (C)サークル型， (P)教育プログラム型， (B)部活動型

二字は，活動基盤の変化を示す(例 :z=今Bならゼミ型から部活型になったことを

意味する

事例数は，サークル型とゼミ型2つの履歴をもっ団体が2つあるため計22事例と

なる

( 29 ) 

な地域課題に対応するために活動の幅を広げ、たいと

いう期待がある 逆に，ゼミ以外の学生が入ってく

ることに対しての教員の負担感から，ゼミ活動に戻

る事例もあった.さらに，課題との関係から見ると，

人員の確保が有利で専門的な指導や資金面での支援

が得られるメリットがあるが，教員のプロジェクト

への関心の動向や，やらされている感をともなうな

ど，く教員依存から脱却〉という特有の課題がある.

次に，サークル型を基盤にもつ活動は 5事例ある.

期待する支援と特色としては，活動スペースの提供，

活動の認知と PR，安全管理面での支援，地域や教

員との摩擦の解消などがある.特に学内では，サー

クル時代に活動場所であった教室を教員から追い出

されたりした経験や，安全管理面での学内からの指

導を受けた経験があり，学内での活動の正当性の担

保を期待している.学外に対しては，サークル時代

に地域と摩擦を起こした経験をもっグループが多く，

その相談や仲介への期待がある.

教育プログラムを基盤にもつ活動は 9事例ある.

今後も期待する支援の特徴としては，行政や地域と

の調整，活動の進め方の相談，宿泊移動等の交通面

での支援など，教育プログラム時に教員側がサポー

トしていた部分のフォローに対する期待がある.さ

らにゼミ型と同様に，受け身での活動になりやすく

主
ヱ
ア

ρAASdtdfjf
ミ
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4
5
4
号
K
5
5池宮?をお
3
2革
主
主

b
Z苦

経緯分類 活動化経緯 期待する支援

z=今B型
-同好会をゼミ中心に再編 -指導教官とは違う意見

(3事例)
-ゼミの先生の発案 -技術面でり指導や相談

-助成研究としてゼミ連携で実施

-学生四呼び掛け -学内の活動スペースの提供

C二争B型
-企業からの呼び掛け -学内での活動の認知と PR

-イベント継続への地域からの要請 -保険等の安全管理面での支援
(5事例)

-地域や教員との摩擦の解消

-学生団体聞の連携支援

-フィールドワーグり一環として -学内の活動スペースの提供

F二今日型
実施 -行政や地域とり調整

(9事例)
-通常講義の一環として実施 -活動の進め方の相談

-教育プログラムり一環として実施 -宿泊移動等の交通面でり支援

-休止サークルの復活 -学生団体問の連携支援

-専門性を活かしたい -学内の活動スベースの提供

B型
-専門と関連する経験を積みたい -技術面での指噂や相談

-教員からの呼び掛け -先進事例の視察
(5事例)

-学生からり呼び掛け -行政や地域との調整

-学生団体聞の連携支援

-フェス等リクルーティングの支援

共通 -活動資金等，地域リソースの仲介

-プロジェクトの引き継ぎ
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が期待される.実際，活動停止する学生Cのプロジェ

クトの一部を，他のコミュニティが引き継いだり，

サポート団体の助言により停滞団体が活性化したり

する事例も確認された.さらに学生 C同士が協働す

る連携イベント企画も実施されている.つまり， I活

動マネジメントの改善」に有効であると評価できる.

最後に， I教育プログラムとしての支援」につい

ては参画の機会となり， I新たなコミュニティ形成」

に繋がるものといえる.事実，教育プログラムを発

足経緯にもつ団体は 9つあること.一方，単位取得

目的で参加する学生も多く，参画の拡大という利点

に反して， コアメンバーに負担が集中する傾向があ

りコミュニティ内のチーム形成が課題である.

5. まとめ

最後に，本研究の知見を以下にまとめる.

第 1に，大学には，地域再生の拠点として地域人

材の育成と，知識伝達型の学習から能動的学習への

大学教育の質的転換が求められる.特に現場を動か

す力を養成することが必要であると整理した.

第 2に，学生 Cは発足経緯と現況から，ゼミ型，

教育プログラム型，サークル型，部活動型の 4つに

整理できた. この生成タイプ別に特有の課題を抱え

る傾向があることを示した.

第 3に，学生 Cの課題の整理から，①センター

への登録制度，②日常的な相談窓口の設置，③地域

リソース提供サービス，(1:学生主導のサポート体制，

⑤教育プログラムとしての支援等の組織的支援の有

効性を考察できた.

なお， このような学生 Cは，教育活動や研究活

動との連携しつつも，独立した活動と位置づけられ

るとともに，部活・サークル活動，アルバイト活動

に代わる，第 3の課外活動として位置づけられるこ

とが望ましい.学生 Cは，未だ新しい活動である.

本研究で考察された要点を踏まえ，継続性と発展性

を高める支援システムを整えることが急務である.

注1)柾本伸悦 (2011)が， 15プロジェクトを対象に，

プロジェクト参加動機の推移について先行的に研

究を行っている.

2) 能動的学習とは， i従来のような知識伝達・注入を

中心とした授業から，教員と学生が意思疎通を図り

つつ，一緒になって切瑳琢磨し，相互に刺激を与え

(30 ) 

ながら知的に成長する場を創り，学生が主体的に問

題を発見し解を見いだしていく学習」のこと

3) SIFEJAP釧担当者へのヒアリングによる (Enactus

の旧称はSIFE. 2012年 10月改名.). 1975年にア

メリカで設立されたNPOで，大学生のリーダー教

育プログラムを提供.

4) 2012年度 SIFE圏内大会にて，兵庫県立大学EHC

センターの取組が3位に入賞するなどの評価も得

ている

5) 食農コープ教育とは，食と農の現場での職業体験・

農業体験とその問題解決を学ぶ教室での授業を統

合する教育である.

6) 社会福祉協議会のグループボランティア制度がセ

ンターとして登録し利用できた.その条件は，①

非営利活動，②非単位認定，③学生主導の自発的

な活動の 3つであった.
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