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【事業概要】 

 日本文理大学における地（知）の拠点整備事業「豊かな心と専門的課題解決力を持つおおい

た地域創生人材の育成」は、本学の建学の精神である「産学一致」に「人間力の育成」「社会・

地域貢献」を加えた教育理念に基づき実績を上げてきた産業界・地域社会を意識した実践活動

を主体とした全学での人間力教育をベースとして、地域課題である少子高齢社会を豊かに乗り

切るために必要な豊かな心と専門的課題解決力を兼ね備える「地域創生人材」育成へ発展させ、

これを地域との実践的協働活動により実現する事業である。県内の少子高齢化が深刻である地

域での「体験交流活動」「課題解決に必要な知識の修得」「ステークホルダーとの協働による

課題解決型学修」を可能とする教育カリキュラム体系への全学的な再編と社会貢献活動との有

機的な接続、それに基づく研究プロジェクト活動の推進を実現する地（知）の拠点改革を実現

し、地域力の向上につなげるものである。 

 

 

【目的】 

 本事業の全体の目的は、地域課題である少子高齢社会を豊かに乗り切るために必要な豊かな

心と専門的課題解決力を兼ね備える「地域創生人材」を育成することであり、具体的には、以

下の通りである。 

 

Ⅰ．教育 

   大分県内の少子高齢化が深刻であり、本学から 30 分圏内の大分市佐賀関地区及び 1 時間

圏内の豊後大野市での「体験交流活動」＋「課題解決に必要な知識の修得」＋「ステークホル

ダーとの協働による課題解決型学修」を学修のサイクルとした教育体系に再編、確立する。ま

た、これらの学修サイクルにおいて、学部、学科横断型の教育カリキュラム体系（副専攻制度）、

連携ゼミ活動を可能とする体制を合わせて確立する。さらには、正課外学習活動も本学におけ

る人材育成（ディプロマポリシー）においては重要な役割を果たすことから、大分の豊かな自

然を活用した教育・社会貢献活動である「大分チャレンジアワード」制度を正課外プログラム

として創設する。以上の取り組みにより、地域を志向した教育カリキュラム体系への全学的な

再編を実現し、地域創生人材を輩出する。 

 

Ⅱ．研究等 

  本学の限られた研究資源（人材、研究時間）の中で、地域の課題を効率的かつ実践的に解

決でき、地域に直接還元できる組織づくりを「産学官民連携推進センター」を窓口として完成

させる。地域ニーズに対応できるよう大学が持つシーズをチームプロジェクトとして編成し、

必要としている企業・地域とのマッチングを図る。これらの取組により、研究プロジェクト活

動の推進を実現する地（知）の拠点改革を実現し、地域の課題解決につなげる。 



 

Ⅲ．社会貢献 

   学生の正課活動と正課外活動をリンクさせ、県民と学生の協働学習・協働実践が実現し

やすい環境を整え、学生ボランティア活動がさらに有効なものとなるように発展させる。また、

地域貢献活動や公開講座を拡充し、行政と連携し、「地域創生人材」育成のための「県民参画

講座」を開講する。これらの取組により、地域との実践的協働活動の体制を実現し、地域再生・

活性化を推進する。 

 

Ⅳ．全体 

   以上の取組を統括し、学長のリーダーシップのもと、教育改革・改善の調整・推進にあ

たる学長室を有効に機能させる。学内の全学部・学科及びセンター・部局の連携を促進、調整

するほか、「自治体」「地域住民」「地域企業」「関係財団・NPO」等のステークホルダーとの

横の連携を強化し、本事業目的を実現するためのそれぞれの強みを活かした「実践的協働学習

体制」を構築し、地域を志向した教育カリキュラム体系への全学的な再編と社会貢献活動との

有機的な接続、それに基づく研究プロジェクト活動の推進を実現する地（知）の拠点改革、ガ

バナンス改革を実現する。 

  



【平成 28年度事業計画】 

 平成 28年度では、以下の 21 項目を計画する。 

I. 教育 

① ４〜３月 正課教育における「体験交流活動」「課題解決に必要な知識の修得」「ステ

ークホルダーとの協働による課題解決型学修」の学修サイクル体系の確立に

向けたカリキュラム内容の再調整、試行と本格運用 

② ４～３月 大分をフィールドとした正課外活動の場の増加、「大分チャレンジアワード」

の運用 

  （大分市佐賀関地区周辺での活動：①②共通） 

  ・学生地域活動拠点の運営（2箇所、関地区および木佐上地区） 

  ・以下の前年度までの教育活動の内容を見直し、活動を改善、充実させる 

  ・1 次体験活動（農業漁業）、海岸等の環境保全活動、防犯ボランティア活

動、NPOの経営支援の実施 

  ・学生と地域の意見交換の場である「さがのせきローカルデザイン会議」の

定期的な実施 

  ・地域コミュニティの活性化活動（福祉活動、地域づくり活動、商店街活動）、

地域支援ものづくりの実施 

  ・高齢者向け学生 IT講習会の実施 

  ・総合型地域スポーツクラブの支援活動 

  ・前年度までの活動に加え、以下の活動を試行、実施する 

  ・課題解決型学修によるものづくり成果の還元活動 

  ・課題解決型学修による６次化活動にむけた本格調査の開始 

  （豊後大野市での活動：①②共通） 

  ・学生ツーリズムのための学生地域活動拠点の運営 

  ・以下の前年度までの教育活動の内容を見直し、活動を改善、充実させる 

  ・1次体験活動（農林業）、集落におけるコミュニティ維持活動 

  ・地域でのサービスラーニング体験活動（観光・コミュニティビジネス・福

祉支援等）、地域支援ものづくりの実施 

  ・課題解決型学修による集落コミュニティ活性化活動 

  ・前年度までの活動に加え、以下の活動を試行、実施する 

  ・エコパーク等学生ガイドの育成に向けた取り組み 

  ・課題解決型学修によるものづくり、コミュニティビジネス成果の還元活動 

  ・課題解決型学修による６次化活動にむけた本格調査の開始 

 

 

  



II. 研究 

③ ４〜５月  地域志向プロジェクト研究の学内公募、採択 

④ ６～３月  地域志向プロジェクト研究の実施 

⑤ ３月 学内紀要の地域創生特集号発行 

   

III. 社会貢献 

⑥ ４〜３月    地域創生リーダー制度のシステム（履修証明制度）の整備、試験運用 

⑦ ６〜２月 エコパーク等に関連した近隣住民の知識を深めるためのワークショップ講座

開講 

⑧ ８〜12月 外来生物駆除等のための地域住民向け講習会の実施 

⑨ ９〜３月 地元企業の大分ＣＳＲプログラムの検討、実施（大分のニーズに合ったＣＳ

Ｒの提案） 

⑩ 11〜12月 未来志向型の県民対象公開講座「豊後大野里の旅観光」「大分学・大分楽」

の実施 

⑪ ４〜３月   実践を伴う地域企業向け地域創生人材講座の実施 

   

IV. 全体 

⑫ ４～３月 学長室（事業推進ＷＧ）による事業推進・統括・情報発信 

⑬ 4 月､2月 学生能力アセスメントテスト（nEQ、PROG）の実施、専門的課題解決力アセス

メントの開発・試行 

⑭ 5月､10月 連携自治体との連携推進会議の開催 

⑮ ３月 地域志向活動推進のための FD／SD研修会の実施 

⑯ ９月 九州地区ＣＯＣ採択校「学生発表交流会」の実施 

⑰ ８〜９月 本学の地域貢献度、地域ニーズを把握する県民アンケート中間調査の実施 

⑱ ８月 中間事業成果パンフレットの制作・公表 

⑲ ２月 大学ＣＯＣ事業合同シンポジウムの開催（県内 COC 採択校である大分県立看

護科学大学と合同開催） 

⑳ ２月 学修成果・地域志向プロジェクト研究成果発表会の対象地域での開催 

㉑ ３月 外部評価委員会の開催、年次成果報告書の発行 
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⽇本⽂理⼤学 地（知）の拠点整備事業（⼤学 COC 事業） 
平成 27 年度 事業検討･評価委員会 外部委員 事業評価報告書 

 ⽇本⽂理⼤学は、⽂部科学省「地（知）の拠点整備事業」に平成 26 年度に選定され、事業を推進している。

事業プログラムの実施状況や成果、年次計画等について各年度末に全体的な検討・評価を⾏うとともに、事

業の効果的な実施の確認と必要に応じた改善指⽰を⾏い、もって事業の適切な推進に寄与することを⽬的に、

「事業検討・評価委員会」を設置している。 

 平成 27 年度の委員会を平成 28 年 3 ⽉ 28 ⽇に開催し、年次報告書、取り組み状況報告及び意⾒交換の結

果に基づき、外部委員 8 名から「事業全体」「教育」「研究」「社会貢献」について、以下の評価を得た。 

 

評価基準： Ｓ:特筆すべき進捗が⾒られる。 

 Ａ：順調に進んでいる。 

 Ｂ:やや順調に進んでいる。 

 Ｃ:やや遅れている。 

 Ｄ:遅れている･未実施 

 （総合評価、事業評価については、各委員の評価をもとに(別紙)にもとづいて判定を⾏う。） 

【事業全体 総合評価】 

総合評価： Ａ 

l 概ね順調に進んでいる。取組の継続に向け、分かりやすい成果が必要である。 

l 「熱意なくして、成し遂げられた偉業は今だかつてない」と云われている。正に⽇本⽂理⼤学のＣＯＣ

事業には、学⻑を始めとする教授、職員の熱意が伝わってくる。学⽣も、その熱意によって動きが活発

である。本市では、⽇本⽂理⼤学に元気をもらっている。感謝 

l 教育、研究、社会貢献ともに全学的な取り組みに成功しており、プロジェクトの数と多様さ、参加学⽣

の数、科⽬の数など申し分のない進捗が⾒られる。 

l ＣＯＣ事業への全学を挙げた体制によって、さらなる事業展開が計られていくことが期待できます。 

l 継続する中で、地元企業の評価の向上、ＯＢ、ＯＧネットワーク強化につながることを期待したい。 

l 地域に出ることによりまず⼈間⼒がＵＰしてきています。このことが基本となり地域⽣活についてよ

り深く考え地域課題を実践⾏動の中から理解してきたと思われます。今後はそれぞれの研究課題を有

機的に繋ぎ総合的に地域課題を解決する為の提案ができるようになっていただきたいと思います。 

l ⼤分県⽴看護科学⼤学との成果発表会＆合同シンポジウムも多くの来場者に取り組みを⾒せることが

でき素晴らしかったと思う。他⼤学の学⽣活動も盛んで、地域のイベント⾏事に学⽣が参加⽀援するこ

とが当たり前になりつつある中で、ＣＯＣ事業として今後どの地域と連携するのか興味がある。例えば

私たちＮＰＯと地域が課題解決していきたい時に、ＣＯＣ事業を誘致したいということになれば可能

なのか。短期のインターン的なことから⻑期の地域⽀援と学⽣育成をかみあわせて提案ができればと

思う。 

委員評価：S（１）、A（７）、B（０）、C（０）、D（０） 
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教育・研究・社会貢献 各事業評価 

【教育事業評価】  

事業評価： Ａ 

l 地域志向科⽬数に関して⽬標値を⼤幅に上回って達成するなど、全学的な取組の成果が表れている。 

l 教養基礎科⽬である「⼤分学・⼤分楽」を必修化とするなど、教授と職員が⼀体となった集団指導体

制ができている。地域密着型の⼤学、地域に必要とされる⼤学を⽬指している姿が良く⾒てとれる。

学⽣も頑張っている。受け⼊れ⾃治体として⼤変ありがたい。 

l 正課教育における座学と体験活動、正課外教育における体験活動など多様なバリエーションが⽤意さ

れており、正課教育の科⽬数を⾒ても全学的な特筆すべき進捗が⾒られる。 

l 地域課題の解決というテーマにより、学⽣たちに使命感や責任感が⽣じ、内⾯的な成⻑や学びへの動

機付けとなっている。 

l 地域との実践的協働活動の具体的内容、取組状況とも、地域の視点から⾼く評価できる。 

l 学内教育から地域にでることにより、⾃然科学、コミュニケーション⼒、現状認識よる問題提起、問

題解決⼒等の総合実践の場ができたと思います。 

l いろんなテーマに応じたプロジェクト毎に様々なプログラムが⾏われている中で、同じ学⽣チームが

多くのプログラムに関係しているのが⾒られた。⼤学全体の学⽣が様々なプログラムにかかわり、地

域との連携や課題解決の体験をしていくかが課題かと思われる。プロジェクトに関わった学⽣は、地

域との接触でコミュニケーション能⼒や柔軟な適応⼒が⾝についてきていると感じる場⾯が多くあ

った。 

委員評価：S（１）、A（７）、B（０）、C（０）、D（０） 

 

【研究事業評価】  

事業評価： Ａ 

l 地域との共同研究を⾏う教員数が⽬標を上回っている。 

l 本市の⼟師地区では、防災と⽣物多様性回復の研究、全市的には、⾼齢者の徘徊時の解析画像の研究、

プラズマの化学反応を応⽤した農業の可能性の研究など、各分野での研究が真剣に⾏われている。 

l 共同研究が⽬⽴ち、ここからも全学⼀致での取り組みがうかがえる。今後は、とくに学会誌などへの

投稿による全国的な波及効果を期待したい。 

l 年度を重ねることによる研究の深まり、拡がりが期待できます。 

l 研究課題がより現実の状況を認識した上での計画、実⾏であるためその中からの今後の⽅向性等が⾒

いだせ、より深い問題意識、現状把握ができるようになったのではないでしょうか。 

l 本来の⼯学、経済の特徴を活かしつつ、地域福祉のもつ課題解決への研究へ取り組んでいる姿勢が感

じられる。すぐには成果や効果が表れにくい部分もあるが、研究継続をしてほしい。 

委員評価：S（0）、A（8）、B（０）、C（０）、D（０） 
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【社会貢献事業評価】  

事業評価： Ａ 

l 地域向けボランティアの活動数が⽬標を下回っている。 

l 本年２⽉１３⽇（⼟）、本市庁舎２階において、ＮＢＵチャレンジＯＩＴＡ地域創⽣活動報告会が開

催された。市⺠も予想を上回る参加があり、全体で約 100 名の参加となった。学⽣とりくみ報告で７

報告、地域プロジェクト研究発表（教員）で３報告、計１０報告となり、３時間を費やしたが、参加

者は真剣に聴き⼊っていた。熱気ある報告会となった。 

l 参加学⽣数、プロジェクトの多様性など、進捗として申し分なく特筆すべき成果を上げている。 

l 次年度以降、ＣＯＣ事業の教育・研究の成果と連動した事業がさらに増えることが期待できます。 

l 社会貢献と聞くと、ごく⼀般的な物を考えがちでありますが、実際の活動内容を聞くと、考えてきた

イメージと違った、より広がった社会貢献と考えられ、⾏動範囲の可能性が出来たのではないでしょ

うか。 

l ⼤分市佐賀関地区、豊後⼤野市など地域との良好な関係もでき、住⺠の⽅から学⽣に対して期待度も

⾼く評価されていること。 

委員評価：S（3）、A（4）、B（1）、C（０）、D（０） 

 

 

事業検討･評価委員会 外部委員 名簿 

⼤分県 企画振興部 部⻑ 廣瀬 祐宏（代理：審議監 中島 英司） 

⼤分市 商⼯農政部 部⻑ 吉⽥ 茂樹（代理：次⻑ ⽟野井 雄⼆） 

豊後⼤野市 副市⻑ ⾚嶺 謙⼆ 

（⼀財）⽇本財団学⽣ボランティアセンター 理事⻑ ⻄尾 雄志 

（⼀財）セブン-イレブン記念財団 九重ふるさと⾃然学校 代表 川野 智美 

⽇本政策投資銀⾏ ⼤分事務所 所⻑ 武⽥ 浩 

⼤分県中⼩企業家同友会 代表理事 佐藤 貞⼀ 

ＮＰＯ法⼈ おおいたＮＰＯデザインセンター 代表理事 ⼭下 茎三 

（敬称略） 

 

※総合評価、事業評価の算出⽅法 

次式により評価点を算出し、総合評価・事業評価判定表により、判定を決定した。 

評価点＝ 

（4.0×Ｓ評価の数＋3.0×A 評価の数＋2.0×B 評価の数＋1.0×C 評価の数）÷ 評価委員の数 

 ※⼩数第 2 位を四捨五⼊とし、⼩数第 1 位までの数値で扱う。 

評価点 >3.7 >2.7  >1.7  ≧1.0  <1.0  

総合評価・事業評価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

 



平成２８年度評価 評価結果の総括

平成２９年２月１３日

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業委員会

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）は、平成２５年度から「地域のた

めの大学」として、各大学の強みを生かしつつ、大学の機能別分化を推進し、地域再生・

活性化の拠点となる大学の形成に取り組んできた「地（知）の拠点整備事業（大学 COC 事

業）」を発展させ、平成２７年度から COC+として地方公共団体や企業等と協働して学生に

とって魅力ある就職先の創出をするとともに、その地域が求める人材を養成するために必

要な教育カリキュラムの改革を断行する大学の取組を支援することを目的として実施され

ている。

COC+に選定された各事業は大学 COC 事業の取組内容を包含していることから、平成

２５年度に５１件、平成２６年度に２５件、それぞれ大学 COC 事業として選定された事業

についても併せて評価することにより、COC+を効果的に実施していく上で参考とするため

に平成２８年度評価を実施した。

平成２８年度評価の評価結果は、「Ｓ：計画を超えた取組であり、現行の努力を継続する

ことによって本事業の目的を十分に達成することが期待できる。」が７件、「Ａ：計画どお

りの取組であり、現行の努力を継続することによって本事業の目的を達成することが期待

できる。」が４０件、「Ｂ：一部で計画と同等又はそれ以上の取組もみられるものの、計画

を下回る取組であり、本事業の目的を達成するには、助言等を考慮し、一層の努力が必要

である。」が２３件、「Ｃ：取組に遅れが見られる等、総じて計画を下回る取組であり、本

事業の目的を達成するためには、当初計画に基づく目標の早急な達成や事業規模の縮小等

に向け、事業計画の抜本的な見直しが必要である。」が６件である。

計画どおり順調に進捗している例として、以下のとおり本事業による成果が見受けられ

る。

・教育・研究・社会貢献にわたる目標の達成に向けた取組に加え、多くの事業において地

域志向科目の全学必修化に向けた取組も見られる。

・教育カリキュラム改革を含む事業目標達成のための各種取組においては、学生及び教職

員に対するアンケートが実施され、取組の成果と関係者の意識の変化を把握するととも

に、本事業の意義の周知を図る試みが見られる。

・自治体等との連携・評価においては、自治体等の職員が授業に参加するなど連携関係の

強化が進んでいる。

・実施体制や事業の継続・発展及び平成２７年度の取組と今後の見通しにおいては、当初

計画を超えた地元企業や他大学との連携など、COC+への接続を見据えた取組が見られる。 

一方で、以下のとおり計画の見直しが求められる点も見受けられる。

・目標達成が危ぶまれる点

・学長によるリーダーシップ等の学内の実施体制や外部評価の仕組みが明確でない点

・地域志向の教育研究での成果を人材育成へ結びつける過程が不十分である点

今後、社会が急激に変化する中で持続的な成長と発展を築くため、大学等には主体的に

考える力を持ち、社会の様々な課題を解決に導く多様な人材を養成することが求められて

いる。そのため、事業を実施する大学等においては、今回の平成２８年度評価で示された

課題の解決に向けて対応するとともに、COC+大学であるか参加校であるかを問わず、

COC+への展開を見据えて着実に事業を進展させた上で、事業の成果を広く他大学や自治体、

企業等へ波及・還元させることを期待する。



 
 

平成２８年度評価  評価結果  

 

（「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業委員会」による評価） 

選定年度  平成２６年度 整理番号 ７３ 

大学等名称   日本文理大学 

事業名称   豊かな心と専門的課題解決力を持つおおいた地域創生人材の育成 

（総合評価） 

Ａ：計画どおりの取組であり、現行の努力を継続することによって本事業の目的を 

達成することが期待できる。  

 

［コメント］  

 

【優れている点】  

・指標の一部が既に目標値を上回っていること、また、地域に役立つ人材を育成する

という目標を全学一体となって取り組んでいることは評価できる。  

・学長のリーダーシップの下、ジェネリックスキルをベースに専門的知識を活用し、

地域課題解決を目指すという学修サイクルの実現に真摯に取り組んでいる結果、地域

からのニーズが高まってきていることは評価できる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業全体の概要 実施概要 成果 自己点検評価

概要 　本事業の全体の目的は、地域課題である少子高齢社

会を豊かに乗り切るために必要な豊かな心と専門的課

題解決力を兼ね備える「地域創生人材」を育成すること

である。つまり、教育では大分県内の少子高齢化が深

刻な地域を主な対象に「体験交流活動」「課題解決に必

要な知識の修得」「ステークホルダーとの協働による課

題解決型学修」の学修サイクルによる教育体系を確立

し、地域創生人材を輩出する。研究では、地域課題を

効率的かつ実践的に解決でき、地域に直接還元できる

組織づくりを完成させ、地域の課題解決につなげる。社

会貢献では、県民と学生の協働学習・協働実践が実現

しやすい環境を整えるとともに、行政と連携した「県民

参画講座」を開講し、地域再生・活性化を推進する。学

長のリーダーシップのもと、以上の取組を通じて、地域

を志向した教育カリキュラム体系への全学的な再編と

社会貢献活動との有機的な接続、それに基づく研究プ

ロジェクト活動の推進を実現する地（知）の拠点改革、

ガバナンス改革を実現する。

　本年度の目的は、教育では学修サイクルの本格運用

を目指し、教育カリキュラム体系の全学的な再編に向

けた環境整備を実現する。また「大分チャレンジアワー

ド」の本格運用を行う。研究では、地域志向研究プロ

ジェクトの学内公募、研究を実施し、地域の課題解決に

向けた研究成果を地域へ還元していく。社会貢献で

は、地域が持つ魅力等の公開講座・ワークショップ等を

実施することで、地域との実践的協働活動の体制実

現・確立を目指す。以上の取り組みを通じて、地(知)の

拠点としての基盤構築を実現する。

事業中間年度にあたる本年度は、「体験交流活動」「課題解決に必要な知

識の修得」「ステークスホルダーとの協働による課題解決型学修」からなる

学修サイクルの全学科での本格運用が始まった。地域志向のゼミ活動、

卒業研究数も昨年度以上に増加しており、より一層地域への教育研究成

果の還元につながっている。正課外活動については、「大分チャレンジア

ワード」の本格運用2年目となっている。社会貢献活動についても、環境保

全に関する各種公開講座、企業向けの地域創生人育成の講座等、活動

が昨年度以上に充実した。また、学生活動においても、環境教育や地域

の小学生に対する体験教室など学生活動の幅が広がり、また、企画・運

営する機会が増加している。

それぞれの活動については、当初計画をほぼすべて達成することが出来

てた。あわせて学長のリーダーシップのもと、学内の地（知）の拠点に向け

た体制強化とガバナンス改革が着実に進行した。

また、文部科学省平成28年度評価(中間評価)を夏に受審した(書類提出7

月22日、面接審査9月28日)。

本年度における取り組みの成果としては、

○教育活動：「地域志向科目」として222科目を開設し、最終のH30年度の

目標（200科目以上）を既に上回る科目を開設できた（地域志向科目率

39%)。地域志向のゼミ活動を行う研究室・ゼミ数が34研究室・ゼミとなり(全

54研究室・ゼミ中、63.0%）、最終年度目標の50％を既に上回った。プロジェ

クト活動として大分市佐賀関地区周辺及び豊後大野市全域において、40

プロジェクト以上の活動を行った。

また、「大分チャレンジアワード」については、在籍学生数の関係で、修了

生は目標を下回ったが、次年度に向けた受講者の勧誘により次年度は当

初目標に届く目処が付いている。

○研究分野：地域志向プロジェクト研究の公募・採択を行い、5件の地域志

向プロジェクト研究を実施した。それぞれのプロジェクトとも一定の成果を

あげており、教員間連携による地域研究の可能性が広がってきた。次年

度も同様の規模の地域志向プロジェクト研究を展開する。

○社会貢献活動：学生参加型の公開講座、企業向けの人材育成講座を

実施し、地域の方々と学生・教員との意見交換の場を設けることで、地

（知）の拠点としての位置づけを地域に発信、理解を得ることが出来た。ま

た、これらの講座に学生が参加することで、地域課題へ取り組む姿勢の意

識が変化した(11講座開設)。

○全体：ホームページやリーフレット、また域外での成果発表通じて、学内

外への事業内容の周知のほか、新聞・メディアにおいても活動内容が報

道されるなど、活動の拡がりをみせている。また、FD/SD研修会を実施す

ることで、学内外のCOC事業へのさらなる協力体制の構築を行うことで、

地域志向の学生教育を実施する体制がほぼ完成した。

◎文部科学省平成28年度評価の結果、「A:計画通りの取組であり、現行

の努力を継続することによって本事業の目的を達成することが期待でき

る。」の評価を得た。

A

計画 項目 内容 期待される成果 実施概要 成果 自己点検評価

① ４〜３月 正課教育における「体験交流活動」「課題解決に必要な

知識の修得」「ステークホルダーとの協働による課題解

決型学修」の学修サイクル体系の確立に向けたカリ

キュラム内容の再調整、試行と本格運用

正課教育における「体験交流活動」「課題解決に必要な知識の

修得」「ステークホルダーとの協働による課題解決型学修」を積

極的に実施し、学修サイクルの本格運用に向けた地域志向科

目の体系化を行う。それをもとに、学修サイクルの本格運用に

向けた科目間調整を実施、随時本格運用に移行し、ゼミ活動

や卒業研究等での「ステークホルダーとの協働による課題解決

型学修」を充実させる。

正課教育における学修サイクルを本格運用することで、学生の地域志向

性を高め、地域との連携体制を固めていくと同時に、ゼミ活動や卒業研究

等での「ステークホルダーとの協働による課題解決型学修」を充実させ、

「地域創生人材」育成に向けた取り組みを強化することで、学生の豊かな

心と専門的課題解決力を高めることができる。

全学科（2学部5学科）において、教養基礎・専門科目における学修サイク

ルの本格運用を開始した。各学科プロジェクト活動、ゼミ活動を中心に活

動重点地域である大分市佐賀関地区周辺、豊後大野市全域で各種の活

動を全面展開した。また、昨年度開設した佐賀関・関あじ関さば通りコミュ

ニティ食堂「よらんせえ～」内及び豊後大野市清川町「ロッジきよかわ」内

の学生活動拠点を継続使用したほか、6月4日に大分市佐賀関・木佐上校

区に地域と共同で木佐上コミュニティセンターを開設した。

「地域志向科目」として222科目を開設し(本年度目標160科目）、最終の

H30年度の目標（200科目以上）を既に上回る科目を開設できた（地域志向

科目率39%)。

地域志向のゼミ活動を行う研究室・ゼミ数が34研究室・ゼミとなり(全54研

究室・ゼミ中、63.0%）、最終年度目標の50％を既に上回った。

プロジェクト活動として大分市佐賀関地区周辺及び豊後大野市全域にお

いて、40プロジェクト以上の活動を行った。

学生活動拠点・情報発信拠点として、3地区体制となり昨年度よりさらに充

実することができた。

S

大分をフィールドとした正課外活動の場の増加、「大分

チャレンジアワード」の運用

大分の地域をフィールドとした「自然体験活動」、「運動・スポー

ツ」、「ボランティア活動」、「科学・文化・芸術活動」の4つの分野

すべての活動に取り組み、設定した基準をクリアした学生に対

して大分チャレンジアワード修了者として認める制度をH27年度

に引き続き運用する。

大分チャレンジアワードの導入により、学生個々人に対応した地域活動プ

ログラムを確立することができる。

年間を通じて、自然体験、スポーツ、ボランティア活動、教養体験の4分野

に11名の学生が取り組んだ。

本年度チャレンジアワード登録者12名、修了者11名。H26年度からの累積

修了者45名（目標未達成）。本年度満足度：4.25（目標達成）。

B

※それぞれの活動の概要についてはプロジェクトシートを参照。 ※それぞれの活動の成果についてはプロジェクトシートを参照。

・課題解決型学修による６次化活動にむけた本格調査の開始

【教育】

・学生ツーリズムのための学生地域活動拠点の運営

・以下の前年度までの教育活動の内容を見直し、活動を改善、充実させる

・1次体験活動（農林業）、集落におけるコミュニティ維持活動

・高齢者向け学生IT講習会の実施

・総合型地域スポーツクラブの支援活動

・前年度までの活動に加え、以下の活動を試行、実施する

・課題解決型学修によるものづくり成果の還元活動

・課題解決型学修による６次化活動にむけた本格調査の開始

・地域でのサービスラーニング体験活動（観光・コミュニティビジネス・福祉支援等）、地域支援ものづくり

・課題解決型学修による集落コミュニティ活性化活動

・前年度までの活動に加え、以下の活動を試行、実施する

・エコパーク等学生ガイドの育成に向けた取り組み

・課題解決型学修によるものづくり、コミュニティビジネス成果の還元活動

平成28年度　日本文理大学　COC事業総括シート

実施計画

Ⅰ．教育

　大分市佐賀関地区周辺及び豊後大野市での活動を中心にした「体験交流活動」、「課題解決に必要な知識の修得」、「ステークホルダー

との協働による課題解決型学修」からなる学修サイクルの本格運用を目指す。そのために必要な地域志向科目の精査を行い、先行する学

科での学修サイクルの本格運用、水平展開するための全学科での学修サイクルの本格運用の試行を行う。また、教育カリキュラム体系の

全学的な再編に向けた環境整備を実現する。卒業研究、ゼミ活動等での「ステークホルダーとの協働による課題解決型学修」を積極的に

実施できる体制をとる。「大分チャレンジアワード」を本格運用し、前年度までの運用経験を活かし、学生個々人に対応した地域活動プログ

ラムを確立する。

Ⅱ．研究

　地域志向プロジェクト研究の学内公募を行い、６月から本年度の研究を実施する。前年度採択課題については、フォローアップなどを必

要に応じて実施し、地域の課題解決に向けた研究成果を地域へ還元していく。また、地域で活動しているＮＰＯや企業の取り組みに着目

し、その中で必要とされているニーズに対して、チームプロジェクトを編成し、地域の課題解決に向けた取り組みを実施する。本年度末に

は、これまでの地域志向プロジェクト研究の成果をまとめた学内紀要特集号を発刊し、その成果を学内外に公表する。

Ⅲ．社会貢献

　地域が持つ魅力や地域が持つ課題に対する公開講座・ワークショップ等を実施することで、地域との実践的協働活動の体制実現・確立

を目指す。大学の「知」の地域への還元を行うため、履修証明制度を用いた学習機会を提供することを検討し、社会人等の地域創生への

意識の向上を目指す。

Ⅳ．全体

　以上の取組に対して、学長室に設置した事業推進ワーキンググループ（WG）の機能を強化・活用することで、各取り組みが実効性を持つ

ように整理し統括する。学内の体制構築、地域志向の制度設計の浸透、学外のステークホルダーとの連携強化を通じて、地（知）の拠点改

革、ガバナンス改革の基盤構築を実現する。特に今年度においては、各科目の教育内容・ゼミ活動内容の精査を行い、教育カリキュラム

体系を整えることで、次年度以降の正課教育における学修サイクルの拡充を目指す。

教育

② ４～３月

・学生地域活動拠点の運営（2箇所、関地区および木佐上地区）

・以下の前年度までの教育活動の内容を見直し、活動を改善、充実させる

・1次体験活動（農業漁業）、海岸等の環境保全活動、防犯ボランティア活動、NPOの経営支援の実施

・学生と地域の意見交換の場である「さがのせきローカルデザイン会議」の定期的な実施

・地域コミュニティの活性化活動（福祉活動、地域づくり活動、商店街活動）、地域支援ものづくりの実施

（大分市佐賀関地区周辺での活動：①②共通）

（豊後大野市での活動：①②共通）

【事業全体】



計画 項目 内容 期待される成果 実施概要 成果 自己点検評価

③ ４〜５月 地域志向プロジェクト研究の学内公募、採択 地域課題の解決に向けて、本学の研究資源を活かした学内共

同研究を充実させることで、その成果を地域に還元し、地域で

の取り組みを活発にするための地域志向プロジェクト研究の学

内公募、採択を行う。

地域志向プロジェクト研究の学内公募を行うことで、全教員に地域課題の

周知を図ることができると同時に、複数教員によるプロジェクト型研究を顕

在化することができる。また、採択に至らなかった課題に関しては、フォ

ローアップを行うことで、教員間による新たな地域志向プロジェクト研究立

ち上げの可能性を探ることができる。

「地域志向教育研究費」（180万円）を活用して、本事業で設定している7つ

の地域課題に対する地域志向プロジェクト研究を5月13日より学内公募を

行った（締切5月31日）。公募にあたっては、教員間の専門分野の連携・融

合による地域課題解決の促進、学内研究体制の活発化を図るため、3名

以上のプロジェクトチームを条件とした。

また、H27年度採択の4件について、今回のプレゼンテーション審査（6月

20日）時に事後評価を行った。

公募に対して5件の応募（工学部4件、経営経済学部1件）があり、外部委

員3名（豊和銀行、大分県信用組合（書面のみ）、大分銀行（書面のみ））を

含む審査委員会で書面審査、プレゼンテーション審査(6月20日)を行い、

学長が5件を採択した（工学部4件、経営経済学部1件）。→共同研究者数

16名。連携自治体：大分県、大分市、豊後大野市。採択地域課題テーマ

数：2分野。H27年度からの継続研究3件。

H27年度採択プロジェクトの事後評価を行い、A評価1件、B評価3件となっ

た。

A

④ ６～３月 地域志向プロジェクト研究の実施 地域志向プロジェクト研究を実施し、地域の課題解決に向けた

基礎研究の成果を地域に還元する。

地域志向プロジェクト研究の実施により、複数教員によるプロジェクト型研

究を促進することができ、地域へ大学の知を還元することができる。

採択通知後、研究活動を開始し、H29年3月10日までを研究期間とした。

研究成果については、年次報告書にまとめるとともに、大分市佐賀関及び

豊後大野市で開催した学修成果地区報告会での発表を義務づけ、遂行し

た。

・佐賀関での地区報告会を2月28日に佐賀関市民センターで開催し、2件

が研究発表を行った。参加者69名（支所参事補、地区住民、学生、教職

員）。

・豊後大野市での地区報告会を3月3日に豊後大野市役所で開催し、3件

が研究発表を行った。参加者70名（市長、副市長、地区住民、学生、教職

員）。

・実績報告書はCOC事業年次報告書に収録。成果の検証は、今後、審査

委員会にて行う。

A

⑤ ３月 学内紀要の地域創生特集号発行 H27,28年度で実施した地域志向プロジェクト研究に関する紀要

を発行する。

紀要として地域志向プロジェクト研究内容を公表し、学内外にその取り組

みを普及することで、本格的な地域課題解決に向けた足掛かりとすること

ができる。

地域創生特集号の紀要発行に向けた検討を紀要編集員会と行った結果、

通常の発行サイクルに合わせるため、次年度発行の第45号第2巻での掲

載とすることとして進めていくこととした（H29年4月募集、10月発行予定）。

今年度の研究成果を待ち、次回の紀要発行サイクルに合わせることとした

ため、発行は次年度に延期とした。 C

計画 項目 内容 期待される成果 実施概要 成果 自己点検評価

⑥ ４〜３月 地域創生リーダー制度のシステム（履修証明制度）の

整備、試験運用

地域創生リーダーを育成するために、社会人等の多様なニー

ズに応じた学習機会を提供し、その内容について履修証明制

度としてシステム化するための検討、試験運用を行う。

履修証明制度を用いた学習機会を提供することで、社会人等の地域創生

に対する意識向上につながり、地（知）の拠点としての取り組み促進がで

き、かつ、社会のニーズを学内教員が知る機会ともなるため正課教育に

対しても良い影響を及ぼすことができる。

COC+関連の大分県事業として本年度実施した「おおいた地域創生リー

ダー養成講座」、「生きがいのあるくらしを創るデザインワークショップ」を中

核として、その他実施してきた県民向け講座を組み合わせた履修証明制

度の実現可能性を検討した。次年度にさらに検証を重ね、H30年度以降の

本格運用に向けて、運用システムを立案する。

左記の中核事業を実施した結果、講座による地域創生に向けた人材育成

の教育効果が一定程度見込めることが明らかになった。現時点では履修

証明制度の基準(120時間以上)を満たしていないため。引き続き制度の確

立に向けた県等を行う必要がある。
B

⑦ ６〜２月 エコパーク等に関連した近隣住民の知識を深めるため

のワークショップ講座開講

地域自然環境を活かしたエコパーク等を推進していくための自

然保存の意識向上、対策のための近隣住民向けワークショッ

プを実施する。

地域の自然を活かした観光資源であるエコパーク等の保全・活用にあたっ

て、学内シーズを活用したワークショップを実施することで、近隣住民の自

然保護活動・意識向上につながり、地（知）の拠点としての取り組み促進が

できる。

・生物多様性ぶんごおおの戦略についての豊後大野市庁内ワークショッ

プにおいて、本学教員が講座、指導を行った(7月29日)。

・祖母・傾山系の麓である豊後大野市緒方町長谷川地区において、フット

パス（農村部のありのままの風景を楽しみながら歩く道）の構築を通じたエ

コパーク等の学生ガイドの育成及び住民とのワークショップによる住民意

識向上を目的とした学生合宿研修を8月29日～30日に実施した。

庁内ワークショップは行政関係者約15名、学生合宿では学生14名、住民

約10名が参加した。これらの活動を通じて、地域自然環境に関する理解

の促進に留まらず、新しい価値観で地域の資源を見つめる機会につな

がった。 A

⑧ ８〜12月 外来生物駆除等のための地域住民向け講習会の実施 地域自然環境を活かしたジオパーク、エコパーク等を推進して

いくための自然保存の意識向上、対策のための地域住民向け

講習会を実施する。

地域の自然を活かしたジオパーク、エコパーク等の保全・活用にあたっ

て、学内研究シーズを活用し、その成果を公開講座を通じて還元すること

で、地域住民の自然保護活動・意識向上につながり、地（知）の拠点として

の取り組み促進ができる。

地域自然環境保存・活用意識の向上（エコパーク）を目的とした地域住民

向け講座「人も自然もシアワセなまちづくり講座」を豊後大野市の主催のも

と、NPO法人おおいた水フォーラムと本学の共催で、9月7日に豊後大野市

役所で実施した。

地域住民、行政関係者、教育関係者、学生等約50名が参加し、絶滅生物

の現実やと「エコパーク」「生物多様性戦略」の可能性についての意識向

上につながった。 A

⑨ ９〜３月 地元企業の大分ＣＳＲプログラムの検討、実施（大分の

ニーズに合ったＣＳＲの提案）

地元企業と大学が協働して、多様なステークホルダーと社会の

間での共通価値の創造を含むこれからの「おおいた」のための

CSRプログラムを検討し、地元企業と試行する。

企業の単独の視点でのCSRではなく、地（知）の拠点としての大学の「知」

を活用することで、企業体として地域に即したCSRを実施することができ、

大学としては地（知）の拠点としての取り組み促進ができる。

大分県信用組合との包括協定を活用し、「けんしん大学」講座を共同運営

により、28年度前期・後期に各5回のシリーズ講座として実施した（4月23

日、5月21日、6月18日、7月16日、9月17日、10月15日、11月26日、1月21

日、2月25日、3月11日）。

大分県信用組合の顧客企業や一般企業、従業員を対象に両学部の5名

の教員が講座を担当した（コーディネーターを含む）。毎回30名程度の受

講者が参加し、地域創生に根ざした企業運営のあり方を広めることにつな

がった。

A

⑩ 11〜12

月

未来志向型の県民対象公開講座「豊後大野里の旅観

光」「大分学・大分楽」の実施

未来志向型の県民対象公開講座「ぶんご大野里の旅観光」

「大分学・大分楽」を開催し、本取組における大学シーズを広く

公表するとともに、地域住民等との意見交換を行う場とする。

未来志向型の県民対象公開講座「ぶんご大野里の旅観光」「大分学・大

分楽」を実施することで、大分の地域資源の再発見や未来への提言など

を行うとともに、地域住民等との意見交換を通じて地（知）の拠点としての

取り組み促進ができる。

・ものがたり観光行動学会 第6回年次大会・九州広域観光シンポジウム

『普段使いのローカル線「沿線の日常」が注目される観光の時代」を本学

が共催して開催した（11月19日）。

・祖母傾地域のエコパーク登録活動報告として、2017大分学講座in東京

(大分学研究会主催)において、本学教員が講演を行った(2月4日)。

・ものがたり観光行動学会では、地域住民、学会員、本学学生、教職員ら

約170名が参加した。プレセッションでは、豊後大野市での活動報告を学

生らが行い、基調講演者であるJR九州 社長らを前に成果を発表すること

ができた。

・大分学講座には首都圏在住の県出身者ら22名が参加し、大分の魅力を

全国に発信することができた。

A

⑪ ４〜３月 実践を伴う地域企業向け地域創生人材講座の実施 地域企業向け地域創生人材に関する講座やワークショップを

開催し、本事業における大学シーズ及び人材育成像を広く公

表・普及するとともに、地域企業等との意見交換を行う場とす

る。

実践を伴う地域企業向け地域創生人材講座を実施することで、本学の「知

の資源」を地域の人材育成に還元することができ、また、地域企業との意

見交換を通じて、事業改善につなげることで、地（知）の拠点としての取り

組みを促進することができる。

・COC+関連の大分県事業「学生による地域ブラッシュアップ」プログラムと

して、「おおいた地域創生リーダー養成講座」を県内4箇所（中津、大分、

佐伯、日田）で実施した（12月11日・17日・18日・23日）。

・大分市産業活性化プラザ主催の「地域企業向け「地域創生人材」育成の

ための経営学実践講座2017（全6回）」を共同実施した。また、最終回は本

学との共催で『「組織を動かす」ゲームで学ぶ組織マネジメント～』として実

施した（1月12日・19日・26日、2月2日・9日・16日）。

・COC+関連講座は、両学部の教員7名が担当し、県内の社会人18名が参

加した（その他、大学生46名、高校生5名が参加）。講座は、大学生・高校

生・社会人が混成チームを組み、その地域の魅力を発見する導入講義＋

まち歩き＋ワークショップ形式の後、成果を発表する実践形式をとり、効果

的な人材育成につながった。

・大分市産業活性化プラザ講座には、経営経済学部の3名の教員が担当

し、アクティブラーニング型の実践講座を中心に実施した。毎回20名程度

の受講生が参加した。

A

【社会貢献】

【研究】

研究

社会

貢献



計画 項目 内容 期待される成果 実施概要 成果 自己点検評価

⑫ ４～３月 学長室（事業推進ＷＧ）による事業推進・統括・情報発

信

学長のリーダーシップを補佐し、本事業を着実に推進・統括す

る学長室において、H26年度に設置した事業推進ワーキンググ

ループ（WG）の機能を活用して、各取り組みが実効性を持つよ

うに整理し統括する。これらの活動において、各科目の教育内

容・ゼミ活動内容の精査、実践教育推進のための体制整理、

「大分チャレンジアワード」の制度設計を行う。また、本事業の

取組をホームページを通じて広く情報発信するとともに、活動

内容のアーカイブ化を行う。H28年度はSNSを用意し、ホーム

ページと連動させることで、県民との双方向型コミュニケーショ

ンを取り入れる。

学長室に設置した事業推進ワーキンググループ（WG）の機能強化を図る

ことで、学長のリーダーシップを補佐し、事業を適切に統括し、円滑に推進

することができる。また、本事業の取組をホームページ、SNSを通じて、広

く情報発信することで、本事業の目的や意義を地域住民等へ周知し理解

を得ることができる。あわせてデータベースを活用することで活動内容の

アーカイブ化を行うことができる。

年間スケジュールに応じて、月1回程度のペースで学長室会議、学長室

ワーキングを随時開催、打合せを行った。

ホームページについては、主要な取組について掲載し、情報発信を行っ

た。

事業成果の外部への発信として、「第65回九州地区大学教育研究協議

会・地域連携教育部会」（9月3日）での招待発表、「九州・沖縄COC/COC+

シンポジウム IN 鹿児島 2016」(10月29日)第二分科会での招待発表及び

ポスター発表、「さがの未来を創る地方創生と人材育成シンポジウム」(11

月23日)での基調報告、「平成28年度九州地区私立大学事務連絡協議会

＜大分・宮崎大会＞」(12月2日)での基調講演、北陸大学主催シンポジウ

ム「高大接続の意義と教育改革」(12月4日)でのパネリスト報告、「宮崎学

園短期大学FD/SD研修会」(3月16日)での講演等を行った。また、他大学

からの視察受け入れ（宮崎大学、佐賀大学、福井工業大学、金沢大学）を

行った。

学長室ワーキンググループによる方針をもとに、各学科、部署との調整を

行った結果、円滑な事象推進を図ることができた。

ホームページについては、COC専用ページ、大学公式ページとの連携に

よるタイムリーな情報発信、、COCホームページのアーカイブ化、YouTube

サイトの充実等により。多くの情報発信を行うことができた。

また、九州・全国と各地のCOC大学担当者を中心に本学の取り組みを周

知することができた。

A

⑬ ４月、

２月

学生能力アセスメントテスト（nEQ、PROG）の実施、専

門的課題解決力アセスメントの開発・試行

学生に対して「地域創生人材」としての汎用的能力についての

アセスメントテスト（nEQ、PROG）を実施し、全国平均に対して

の学生個人の豊かな心（nEQ）やジェネリックスキル(PROG)の

強みと弱みの部分を把握する。あわせて、汎用的能力をベース

にした専門的課題解決力を評価するアセスメントツールを開

発、試行し、アセスメントツールの統合化に向けた検討を行う。

学生に対する「地域創生人材」としての汎用的能力に関するアセスメントテ

スト（nEQ、PROG）結果から、本事業における地域志向の正課教育、正課

外活動の状況と照らし合わすことで、正課教育、正課外活動の取り組みに

ついて評価することができる。あわせて、本事業独自に開発する専門的課

題解決力の評価ツールの検討につなぐことができ、H29年度以降の統合

的なアセスメントツールの開発に資することができる。

・「こころの力」を測る外部テスト（nEQアセスメント）を入学時(4月)及び 2年

終了時(1月)に、「リテラシー」及び「コンピテンシー」を測る外部テスト

（PROG）を2年当初(4月)及び3年終了時（12月）に実施した。

・上記の外部テストとの整合性を考慮しながら、ルーブリック表の妥当性や

実行可能性を探るため、ジェネリックスキルを含めた専門的課題解決力を

評価するルーブリック表を作成した。評価の試行として、1年生は後期開始

時(10月)と終了時(1月)に、2～4年生は学年終了時にそれぞれ学生による

自己評価を実施した(2年は1月、3年は12月、4年は卒業式)。

・nEQ 2年終了時平均スコア「リーダーシップ」 50、

「社会的役割意識」 53、「自然等に感動する心」 45、

PROG 3年終了時平均スコア「リテラシー」 4.48、

「コンピテンシー」3.68

PROGは年次目標を上回る成果を得た。nEQは年次目標を達成できなかっ

たが、入学時からの成長は統計的に有意な水準で伸びていることが確認

できた。

・専門的課題解決力を評価するアセスメントツール（ルーブリック）の開発

が完了し、適宜ふり返ることにより、能力のチェックができるようになった。

A

⑭ ５月、

10月

連携自治体との連携推進会議の開催 本学幹部教員と連携自治体の担当部局長等からなる連携推

進会議を半期に1回開催し、本事業の円滑な推進、連携を図

る。

本学幹部教員と連携自治体の担当部局長等からなる連携推進会議を開

催し、情報共有、意思統一を図ることで、本事業の円滑な推進、連携を図

ることができる。

第1回を6月27日に、第2回を11月30日に実施。 大分県、大分市、豊後大野市の関係部課長らが出席し、本事業に対して

率直な意見交換ができた。外部出席者は第1回19名、第2回16名が出席し

た。また、オブザーバーとして金融機関・新聞社関係者が第1回は3社4

名、第2回は5社7名が出席した。今年度より自治体構成員として豊後大野

市高齢者福祉課を追加した。第2回は分科会方式として各プロジェクト担

当者から報告、意見交換することで、議論を活発化できた。

A

⑮ ３月 地域志向活動推進のためのFD／SD研修会の実施 地域志向活動推進のためのFD／SD研修会を実施し、地域志

向科目・活動の実施方法等について検討する。また、プログラ

ムの一部は外部講師を招き、各地のCOC事業の取り組み状

況、学修評価法を知る機会とする。

FD／SD研修会を実施することで、教職員の地域志向の理解を促進すると

ともに、これまでの事例や地域志向科目・活動の状況を知ることで、それ

らの実施方法等について理解を深めることができる。

他大学のCOC事業を知る研修会として、富山県立大学の奥田實コーディ

ネーターを招聘し、3月22日に実施した。

70名の教職員が参加した。工学系のCOC事業の先進事例を知る研修機

会としては今回が初めてであり、今後の事業発展に向けてよい機会とする

ことができた。
A

⑯ ９月 九州地区ＣＯＣ採択校「学生発表交流会」の実施 九州地区COC事業採択校の学生間の交流を促進し、それぞれ

の地域志向性を高めるため、合同学生取組活動発表会を実施

する。

学生・教員の取組発表を通しての交流を行うことで、COC事業の共通認識

や共通課題を明らかにすること、また当該大学の地域それぞれの志向性

を高めることができでる。さらに各校間の協力体制を築き、今後のCOC事

業を発展的に推進していくことが期待できる。

9月8日～9日の1泊2日で本学湯布院研修所を会場に、「帰りたくなる町／

（もう一度）訪れたくなる町」をテーマに複数大学の学生がチー

ムを組んで由布院のまちなかを歩き、ワークショップを通じて体験に基づ

いた内容をチームで発表する「九州・沖縄COC 学生情報交換会 in 湯布

院」を開催した。

学生20名（大学混成で5人×4チーム）、教職員18名（日本文理大学、宮崎

大学、鹿児島大学、佐賀大学、熊本県立大学、西九州大学、大分大学（教

職員のみ））の参加を得た。由布院温泉観光協会と連携することで、内容

をより充実することができた。九州各地で学ぶ学生が、国公私立の大学、

学部の枠を越え、協働でまち歩き、グループワークを行うことで、お互いが

刺激しあい、自分たちの長所と短所を知るよい機会となった。

S

⑰ ８〜９

月

本学の地域貢献度、地域ニーズを把握する県民アン

ケート中間調査の実施

本学のこれまでの大学COC事業に対する地域貢献度や地域

ニーズ・課題を把握するための県民アンケート調査を実施し、

現状を明らかにするとともに、H29年度以降の取り組みに向け

た事業内容の精査に活用する。

県民アンケート調査を実施することで、事業中間時点における本学の地域

貢献度や地域ニーズ・課題を把握することができる。現状を明らかにでき

るとともに、H29年度以降の取り組みに向けた事業内容の精査に活用する

ことができる。

3月3日より25日までの回答期間で、県民1,000名に対し、地域貢献度調査

を実施した（豊後大野600名、佐賀関200名、その他200名を無作為抽出）。

169名から回答があり、本学が地域貢献の役割を果たしているという割合

の今回目標33%を上回る37.9％が果たしていると回答した（3月22日暫定

値）。 A

⑱ ８月 中間事業成果パンフレットの制作・公表 H28年度前半までの大学COC事業の取り組みをまとめた事業

パンフレットを制作・公表し、広く県民、学内構成員に本事業の

取り組み状況を発信する。

中間事業成果パンフレットを制作・公表することで、広く県民、学内構成員

にこれまでの本事業の取り組み成果状況を発信でき、本事業の目的や意

義の理解を得ることができる。また、寄せられた意見を集約する事で、H29

年度以降の取り組みに向けた事業内容の精査に活用することができる。

パンフレット形式では発行できなかったが、リーフレット形式(A3判両面1

枚）で取りまとめ発行、配布した。

リーフレットとして、上記⑰のアンケート調査とともに配布した。また、同種

のリーフレットを県内外のシンポジウム等を通じて広く発信することができ

た。 B

⑲ ２月 大学ＣＯＣ事業合同シンポジウムの開催（県内COC採

択校である大分県立看護科学大学と合同開催）

前年度に引き続き、大分県立看護科学大学（H25年度COC採

択校）と合同でフォーラムを開催し、県民やステークホルダーに

本事業の成果を発表、発信する。

大分県内のCOC採択校が連携しフォーラムを開催することで、広く県民に

地（知）の拠点事業の取り組み内容を知ってもらうことができる。また、お

互いの事業内容を知ることで、2大学連携プロジェクトなどへの展開など、

一層の事業促進に繋がることが期待できる。

日本文理大学・大分県立看護科学大学 平成28年度 大学COC事業 成果

発表会＆合同シンポジウム～地域をまもり、地域をつくる、大学の取り組

み～として、2 月18 日にホルトホール大分大会議室において合同シンポ

ジウムを開催した。

共愛学園前橋国際大学の大森学長による基調講演、両大学の取り組み

説明、両大学の学生による活動報告(各2件）、パネルディスカッション

「COCの成果をどう考えるか」（コーディネーター：佐賀大学 五十嵐教授、

パネリスト4名、コメンテーター大森学長）を行った。

一般参加者110名、両大学学生49名、両大学教職員85名の合計244名が

出席した。全体評価は「大変良かった」42%、「良かった」46%、「普通」3%と

大変好評であった。

S

⑳ ２月 学修成果・地域志向プロジェクト研究成果発表会の対

象地域での開催

事業重点地区(大分市佐賀関地区、豊後大野市)において、学

生の学修成果発表、教員の地域志向研究成果を報告する発

表会を開催し、市民やステークホルダーに成果を還元する。

活動対象地域において学生と教員の取組成果報告会を開催することで、

地域課題に対するステークホルダーなど、広く市民、ステークホルダー、学

内構成員に本事業の取り組み状況を発信でき、本事業の目的や意義の

理解を得ることができる。あわせて学生の成長の場としても活用できる。

・佐賀関地区での報告会を2月28日に佐賀関市民センターで実施し、学生

の地域活動・研究活動報告7件、教員のプロジェクト研究報告2件を行っ

た。

・豊後大野市での報告会を3月3日に豊後大野市役所で実施し、学生の地

域活動・研究活動報告6件、教員のプロジェクト研究報告3件を行った。

・佐賀関での報告会には、学外参加者17名、本学教職員25名、本学学生

27名の合計69名が参加した。活動報告内容の全体的な評価に対して96%

が良かったとの回答を得た。

・豊後大野での報告会には、学外参加者17名、本学教職員32名、本学学

生21名の合計70名が参加した。市長、副市長にも参加いただくことができ

た。活動報告内容の全体的な評価に対して100%が良かったとの回答を得

た。

A

㉑ ３月 外部評価委員会の開催、年次成果報告書の発行 外部委員を含めた事業検討・評価委員会を開催し、H28年度の

事業成果を総括、評価するとともに、H29年度に向けた取組計

画の妥当性について検討する。また、年次成果報告書を発行

し、事業成果を広く公表・普及する。

外部委員を含めた事業検討・評価委員会を開催し、H28年度の事業成果

を総括、評価するとともに、H29年度に向けた取組計画の妥当性検討を通

じて、H28年度の事業について見直し、改善を図ることができる。また、年

次成果報告書を発行することで、事業成果を広く公表・普及することがで

きる。

・外部委員として、自治体委員3名（大分県、大分市、豊後大野市）、民間

委員4名（日本政策投資銀行、大分県中小企業家同友会、セブン-イレブ

ン記念財団、NPO法人おおいたNPOデザインセンター）を任命し、3月30日

に事業検討・評価委員会を実施する。

・H28年度年次報告書を3月末に発行、関係機関に配布する。

委員会での意見を踏まえ、次年度への事業改善、カリキュラム改善につな

げる予定である。

A

※自己点検評価：S:特筆すべき進捗が見られる、A:順調に進んでいる、B:やや順調に進んでいる、C:やや遅れている、D:遅れている・未実施　

【全体】

全体



事業全体の概要

概要 　本事業の全体の目的は、地域課題である少子高齢社会を豊かに乗り切

るために必要な豊かな心と専門的課題解決力を兼ね備える「地域創生人

材」を育成することである。つまり、教育では大分県内の少子高齢化が深

刻な地域を主な対象に「体験交流活動」「課題解決に必要な知識の修得」

「ステークホルダーとの協働による課題解決型学修」の学修サイクルによ

る教育体系を確立し、地域創生人材を輩出する。研究では、地域課題を

効率的かつ実践的に解決でき、地域に直接還元できる組織づくりを完成

させ、地域の課題解決につなげる。社会貢献では、県民と学生の協働学

習・協働実践が実現しやすい環境を整えるとともに、行政と連携した「県

民参画講座」を開講し、地域再生・活性化を推進する。学長のリーダー

シップのもと、以上の取組を通じて、地域を志向した教育カリキュラム体系

への全学的な再編と社会貢献活動との有機的な接続、それに基づく研究

プロジェクト活動の推進を実現する地（知）の拠点改革、ガバナンス改革

を実現する。

　本年度の目的は、教育では学修サイクルの本格運用を目指し、教育カ

リキュラム体系の全学的な再編に向けた環境整備を実現する。また「大

分チャレンジアワード」の本格運用を行う。研究では、地域志向研究プロ

ジェクトの学内公募、研究を実施し、地域の課題解決に向けた研究成果

を地域へ還元していく。社会貢献では、地域が持つ魅力等の公開講座・

ワークショップ等を実施することで、地域との実践的協働活動の体制実

現・確立を目指す。以上の取り組みを通じて、地(知)の拠点としての基盤

構築を実現する。

計画 項目 内容 期待される成果

① ４〜３月 正課教育における「体験交流活動」「課題解決に必要な知識の修得」「ス

テークホルダーとの協働による課題解決型学修」の学修サイクルの取り

組みを実施し、学修サイクル体系の拡充を図る。

正課教育における「体験交流活動」「課題解決に必要な知識の修得」「ステークホルダーとの協

働による課題解決型学修」を積極的に実施し、学修サイクル体系の本格運用、地域志向科目

の拡充を図る。あわせて、活動重点地域である大分市佐賀関地区、豊後大野市の学生地域活

動拠点を前年度に引き続き運営し、学生活動を活発化する。また、随時科目間調整を実施し、

内容の改善、充実を図るとともに、ゼミ活動や卒業研究等での「ステークホルダーとの協働によ

る課題解決型学修」を充実させる。

正課教育における学修サイクル、学生地域活動拠点を本格運用することで、学生の地域志向性を高め、

地域との連携体制を固めていくと同時に、ゼミ活動や卒業研究等での「ステークホルダーとの協働による

課題解決型学修」を充実させることができる。「地域創生人材」育成に向けた取り組みを強化することで、

学生の豊かな心と専門的課題解決力を高めることができる。以上の取り組みにより、地域志向科目数の

達成目標（全科目の4割）を超える科目数を運用することができる。

大分をフィールドとした正課外活動の場の増加を図り、「大分チャレンジア

ワード」を運用する。

（大分市佐賀関地区周辺での活動：①②共通）

・学生地域活動拠点の運営（2箇所、関地区および木佐上地区）

・以下の前年度までの教育活動の内容を見直し、活動を改善、充実させ

る

・1次産業体験活動（農業漁業）、海岸等の環境保全活動、防犯ボラン

ティア活動、NPOの経営支援の実施

・学生と地域の意見交換の場である「さがのせきローカルデザイ

ン会議」の定期的な実施

・地域コミュニティの活性化活動（福祉活動、地域づくり活動、

商店街活動）

・課題解決型学修による地域支援ものづくりの実施及び成果の還

元活動

・高齢者向け学生IT講習会の実施

・総合型地域スポーツクラブの支援活動の実施

・課題解決型学修による6次化活動

（豊後大野市での活動：①②共通）

・学生ツーリズムのための学生地域活動拠点の運営

・以下の前年度までの教育活動の内容を見直し、活動を改善、充実

させる

・1次産業体験活動（農林業）、集落・地域におけるコミュニ

ティ維持活動

・地域でのサービスラーニング体験活動（観光・コミュニティビ

ジネス・福祉支援等）

平成29年度　日本文理大学　COC事業総括シート

実施計画

Ⅰ．教育

　大分市佐賀関地区周辺及び豊後大野市での活動を中心にした「体験交流活動」、「課題解決に必要な知識の修得」、「ステークホルダーとの協働による課題解決型学修」からなる学修サイクルの全学

での拡充を行い、体系化を図る。そのために必要な地域志向科目の精査・連携を強化し、全学科での学修サイクルの本格運用を行う。卒業研究、ゼミ活動等での「ステークホルダーとの協働による課題

解決型学修」を積極的に実施できる全学体制をとる。正課と連動した正課外活動である「大分チャレンジアワード」の拡充を図り、学生個々人に対応した地域活動プログラムを積極的に運用する。以上

の取り組みを体系化したカリキュラムの運用を通じて、地域創生人材の育成体系の確立を図る。

Ⅱ．研究

　地域志向プロジェクト研究の学内公募を行い、５月からH29年度の研究を実施する。前年度までの採択課題については、フォローアップなどを実施し、地域の課題解決に向けた研究成果を積極的に地

域へ還元していく。また、本事業における地域課題解決に向けた研究成果をさらに実質化していくため、地域のＮＰＯや企業等を巻き込んだプロジェクトチームの編成を強化し、取り組みの加速化、成果

の地域への波及を図る。

Ⅲ．社会貢献

　地域が持つ魅力や課題に対する公開講座・ワークショップ等を実施することで、地域との実践的協働活動の体制の確立を図る。大学の「知」の地域への還元を行うため、履修証明制度を用いた学習

機会の提供を試行し、社会人等の地域創生への意識の向上を図る。

Ⅳ．全体

　以上の取組に対して、学長のリーダーシップのもと、学長室に設置した事業推進ワーキンググループ（WG）と関係各学科、部局との連携を図り、各取り組みが実効性を持つように事業を推進する。学

内の体制構築、地域志向の制度設計の浸透、学外のステークホルダーとの連携強化の進捗状況を随時チェックし、必要に応じて改善を図ることで、地（知）の拠点、ガバナンスの基盤強化を図る。ま

た、事業最終年度の前年度であることから、事業終了後の自立に向けて、地域ニーズへの対応において、継続と新規のバランスを図る工夫を、外部評価や地域との連携を通じて模索する。

教育

② ４～３月 大分の地域をフィールドとした「自然体験活動」、「運動・スポーツ」、「ボランティア活動」、「科

学・文化・芸術活動」の4つの分野すべての活動に取り組み、設定した基準をクリアした学生に

対して大分チャレンジアワード修了者として認める制度を前年度に引き続き運用し、充実させ

る。

大分チャレンジアワードの本格運用により、学生個々人に対応した地域活動プログラムを確立すること

ができるとともに、20人以上の修了者の輩出を見込むことができる。

【事業全体】

【教育】



・課題解決型学修による地域支援ものづくり、コミュニティビジ

ネスの実施及び成果の還元活動

　・課題解決型学修による集落コミュニティ活性化活動

・エコパーク等学生ガイドの育成及び課題解決型学修によるエコ

パーク構想の取り組み実施

計画 項目 内容 期待される成果

③ ４〜５月 地域志向プロジェクト研究の学内公募を行い、採択する。 本事業で設定している地域課題の解決に向けて、本学の研究資源を活かした学内共同研究を

充実させることで、その成果を地域に還元し、地域での取り組みを活発にするための地域志向

プロジェクト研究の学内公募、採択を行う。

地域志向プロジェクト研究の学内公募を行うことで、全教員に地域課題の周知を図ることができると同時

に、複数教員によるプロジェクト型研究を顕在化することができる。また、採択に至らなかった課題に関し

ては、フォローアップを行うことで、教員間による新たな地域志向プロジェクト研究立ち上げの可能性を探

ることができる。

④ ５～３月 採択した地域志向プロジェクト研究を実施する。また、取り組み及び成果

を広く周知する。

採択した地域志向プロジェクト研究を実施し、地域の課題解決に向けた研究成果を地域に周

知、還元する。

地域志向プロジェクト研究の実施により、複数教員によるプロジェクト型研究を促進することができ、地域

志向科目の内容充実とともに、地域へ大学の知を還元することができる。

計画 項目 内容 期待される成果

⑤ ４〜３月 地域人・社会人向けの地域創生リーダー養成制度のシステム（履修証明

制度）の試験運用を実施する。

地域創生リーダーを育成するために、地域人・社会人の多様なニーズに応じた学習機会を提供

し、その内容について履修証明制度としてシステム化するための試験運用を行い、運用上の課

題を整理する。

履修証明制度を用いた学習機会を提供することで、地域人・社会人の地域創生に対する意識向上につ

ながり、地（知）の拠点としての取り組み促進ができ、かつ、社会のニーズを学内教員が知る機会ともな

るため正課教育に対しても良い影響を及ぼすことができる。

⑥ ６〜２月 エコパーク、外来生物除去等に関連した地域住民の知識を深めるワーク

ショップ講座、ツアーを実施する。

地域自然環境を活かしたエコパークの推進や外来生物除去等による自然保全の意識向上、対

策のための地域住民向けワークショップや教員・学生によるツアーを実施する。

地域の自然を活かした観光資源であるエコパーク等の保全・活用、外来生物の繁殖防止にあたって、学

内シーズを活用した地域住民向けのワークショップや教員・学生によるツアーを実施することで、地域住

民の自然保護活動・意識向上につながり、地（知）の拠点としての取り組み促進ができる。

⑦ ６〜２月 事業協働機関と連携して、実践を伴う地域人・企業向け地域創生人材講

座を実施する。

事業協働機関、地域企業等と連携して、地域創生人材に関する実践を伴う講座やワークショッ

プを開催し、本事業における大学シーズ及び人材育成像を広く公表・普及するとともに、地域企

業人等との意見交換を行う場とする。

実践を伴う地域企業向け地域創生人材講座を実施することで、本学の「知の資源」を地域の人材育成に

還元することができ、また、地域企業との意見交換を通じて、事業改善につなげることで、地（知）の拠点

としての取り組みを促進することができる。

⑧ ６〜３月 地元企業の大分ＣＳＲプログラムとして、大学・学生と企業が協働した地

域の子ども向け講座を企画、実施する（大分のニーズに合ったＣＳＲの提

案）。

事業協働機関、地元企業等と連携して、多様なステークホルダーと社会の間での共通価値を創

造し、地域の子ども向け講座を企画し、これからの「おおいた」のためのＣＳＲプログラムとして、

地域企業と協働で実施する。

企業の単独の視点でのＣＳＲではなく、地（知）の拠点としての大学の「知」を活用するとともに、将来世代

である子ども向けの講座を共同で企画、実施することで、企業体として地域に即したＣＳＲを実施すること

ができ、大学としては地（知）の拠点としての取り組み促進ができる。

⑨ 11〜2月 未来志向型の県民対象公開講座「大分学・大分楽」を実施する。 未来志向型の県民対象公開講座「大分学・大分楽」を開催し、本取組における大学シーズを広

く公表するとともに、地域住民等との意見交換を行う場とする。

未来志向型の県民対象公開講座「大分学・大分楽」を実施することで、大分の地域資源の再発見や未来

への提言などを行うとともに、地域住民等との意見交換を通じて地（知）の拠点としての取り組み促進が

できる。

計画 項目 内容 期待される成果

⑩ ４～３月 学長室（事業推進ＷＧ）による事業推進・統括・情報発信を実施し、全学で

の事業展開を行う。

学長のリーダーシップを補佐し、本事業を着実に推進・統括する学長室において、H26年度に設

置した事業推進ワーキンググループ（ＷＧ）の機能を活用して、各取り組みが実効性を持つよう

に整理し統括する。これらの活動において、各科目の教育内容・ゼミ活動内容の精査、実践教

育推進のための体制整理、「大分チャレンジアワード」の制度設計、改善を行い、全学での全面

的な事業展開を行う。また、本事業の取組をホームページ等を通じて広く情報発信するととも

に、活動内容のアーカイブ化、県民との双方向型コミュニケーションを強化する。

学長室に設置した事業推進ワーキンググループ（ＷＧ）の機能強化を図ることで、学長のリーダーシップ

を補佐し、事業を適切に統括し、円滑に推進、全学展開することができる。また、本事業の取組をホーム

ページ、ＳＮＳを通じて、広く情報発信することで、本事業の目的や意義を地域住民等へ周知し理解を得

ることができる。あわせてデータベースを活用することで活動内容のアーカイブ化を行うことができる。

⑪ ４月、

２月

学生のジェネリックスキルの向上を計測する学生能力アセスメントテスト

（nEQ、PROG）と専門的課題解決力の向上を計測するアセスメントを連携

して実施し、地域創生人材としての能力を体系的に測定する方法を試行

する。

生に対して「地域創生人材」としての汎用的能力についてのアセスメントテスト（nEQ、PROG）を

実施し、全国平均に対しての学生個人の豊かな心（nEQ）やジェネリックスキル(PROG)の強みと

弱みの部分を把握する。あわせて、前年度に開発した汎用的能力をベースにした専門的課題

解決力を評価するアセスメントツールを運用し、アセスメントツールの統合化の試行を行う。

学生に対する「地域創生人材」としての汎用的能力に関するアセスメントテスト（nEQ、PROG）結果から、

本事業における地域志向の正課教育、正課外活動の状況と照らし合わすことで、正課教育、正課外活

動の取り組みについて評価することができる。あわせて、本事業独自に開発した専門的課題解決力の評

価ツールと統合、試行することで、本事業における人材育成像である地域創生人材としての総合的な評

価ツールを体系化することができる。

⑫ ５月、

10月

連携自治体との連携推進会議を開催する。 本学幹部教員と連携自治体の担当部局長等からなる連携推進会議を半期に1回開催し、本事

業の円滑な推進、連携を図る。

本学幹部教員と連携自治体の担当部局長等からなる連携推進会議を開催し、情報共有、意思統一を図

ることで、本事業の円滑な推進、連携を図ることができる。

⑬ ２月 学修成果・地域志向プロジェクト研究等の取り組み成果の発表報告会を

連携・関係機関と共同で、それぞれの対象地域において開催する。

活動重点地区(大分市佐賀関地区、豊後大野市)等において、学生の学修成果発表、教員の地

域志向研究成果を報告する発表会を連携・関係機関と共同で開催し、県民・市民やステークホ

ルダーに成果を発信、還元する。

活動対象地域において学生と教員の取組成果報告会を連携・関係機関と共同で開催することで、広く県

民・市民、ステークホルダー、学内構成員に本事業の取り組み状況を発信でき、本事業の目的や意義の

理解や成果の普及につながるとともに、関係者との関係強化を図ることができる。あわせて学生の成長

の場としても活用できる。

⑭ ３月 地域志向活動推進のためのＦＤ／ＳＤ研修会を実施する。 地域志向活動推進のためのＦＤ／ＳＤ研修会を実施し、地域志向科目・活動の拡充や学修評価

方法等の改善策等について検討する。プログラムの一部は外部講師を招き、各地のCOC事業

の取り組み状況等を知る機会とする。

FD／SD研修会を実施することで、教職員の地域志向の理解を促進するとともに、これまでの事例や地

域志向科目・活動の状況を知ることで、それらの実施方法等について理解を深めることができる。

⑮ ３月 年次成果報告書を発行、配布し、地域や関係機関に広く取組成果を周知

する。

本年度の取り組みをまとめた年次成果報告書を発行し、事業成果を広く公表、周知、普及させ

る。

本年度の取り組みをまとめた年次成果報告書を発行することで、事業成果を広く公表、周知、普及するこ

とができる。

⑯ ３月 外部評価委員会を開催し、本年度の取り組み対する評価を受ける。 外部委員を含めた事業検討・評価委員会を開催し、本年度の事業成果を総括、評価を受けると

ともに、事業最終年度であるH30年度に向けた取組計画の妥当性について検討する。

外部委員を含めた事業検討・評価委員会を開催し、本年度の事業成果を総括、評価を受けるとともに、

H30年度に向けた取組計画の妥当性検討を通じて、事業について見直し、改善を図ることができる。

研究

社会

貢献

全体

教育

② ４～３月 大分の地域をフィールドとした「自然体験活動」、「運動・スポーツ」、「ボランティア活動」、「科

学・文化・芸術活動」の4つの分野すべての活動に取り組み、設定した基準をクリアした学生に

対して大分チャレンジアワード修了者として認める制度を前年度に引き続き運用し、充実させ

る。

大分チャレンジアワードの本格運用により、学生個々人に対応した地域活動プログラムを確立すること

ができるとともに、20人以上の修了者の輩出を見込むことができる。

【研究】

【社会貢献】

【全体】



1 

 

「地域志向科目」について 

 

大学 COC 事業では，「地域での体験交流活動」「課題解決に必要な知識の修得」「ステークホルダーと

の協働による課題解決型学修」の学修サイクルにより，学生が地域に愛着を持ち，主体的に課題を発見

し，専門的課題解決力（知識をただ持っているだけでなく，知識を活用し，組み合わせ，また様々なス

テークホルダーや他の学生と協働し，地域社会に役立つ解決策を導き，実践することで身につけた専門

力を定着させる）を習得させることを目指しています。これらの学修活動を通じて，県内のみならず，

社会で主体的に活躍できる人材を育成することが目的です。 

上記の学修サイクルに関わる科目を「地域志向科目」と定義し，平成 27 年度シラバスより，該当す

るカテゴリーを明示しています。 

 

１．カテゴリーⅠ「地域での体験交流活動を教育内容に含む科目」 

    □ 大分県内の地域（学外）へ学生が出向き活動する内容がある 

    □ 大分県内に所在する企業・団体等を訪問し，外部の人との交流（講話や意見交換を含

む）がある 

    □ 大分県内の企業・自治体・団体・住民の方を対象とした学生発表がある 

（大分県内に関する調査・研究内容を含む場合は「カテゴリーⅠ」） 

･･･（例）農林業体験や高齢化が深刻な地域コミュニティに入っての住民との交流の中で，地域

のことを肌で感じ，自分たちの地域での役割を認識し，学修への意欲と主体性，ジェネ

リックスキル，人間力を高める 

 

２．カテゴリーⅡ「地域における課題解決に必要な知識を修得する科目」 

    □ 大分県内に関する歴史・文化・産業・社会・地域問題など大分に関する具体的な知識

の教授を行う内容（全国や県外と大分との対比を含む）がある 

    □ 大分県内に関わるものをケーススタディとして扱う講義・演習がある 

    □ 大分県内の企業・自治体・団体・住民の方の講話（ゲストスピーカー）がある 

（非常勤講師が学問的なことのみを教授するケースは除く） 

    □ 大分県内に関する調査・研究内容についての学生発表がある 

    □ カテゴリーⅢ「ステークホルダーとの協働による課題解決型学修科目」において必要

となる知識・技能を教授する内容がある（授業計画の学修内容に明示することが必要） 

･･･（例）単に知識を獲得するだけでなく，獲得した知識を地域の題材や課題に結合する，もし

くは地域の題材や課題をもとに理論的な知識を構築するための能動的な学修（書く，話

す，議論する，分析する，発表するなど）を通じて，知識の活用法や思考・判断力を深

く認知化させる 

 

３．カテゴリーⅢ「ステークホルダーとの協働による課題解決型学修科目」 

    □ 大分県内の課題を解決する調査・研究内容を明示的に扱っている（ゼミ・卒研含む） 

    □ 調査・研究内容を大分県内の企業・自治体・団体・住民の方を対象として学生発表し

ている 

･･･（例）地域での実践活動により獲得した知識を活用してリアルな課題を発見，整理し，解決

策を立案し，実践する 
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地域志向への態度
1年10月

1年終了時

【教育における目標】 ルーブリックによる地域創生人の能力評価

本事業では、地域創生人として育成する能力として、基盤となる学部によらず共通した力

（ジェネリックスキル）とあわせて、専門的課題解決力を挙げている。専門的課題解決力を測

定、評価するにあたり、本事業では、地域志向への態度を含めた別ページのルーブリック表を

作成した。ルーブリックとは、パフォーマンスの質を量的に評価するために用いられる評価基

準で、１つ以上の評価観点（＝評価規準、求める具体的なスキルや知識）とそれについての１

つ以上の数値的な評価尺度（達成レベル）及び尺度の中身（認識や行為の特徴）を説明する評

価基準の記述語からなる。

本事業では、前述の外部テストとの整合性を考慮しながら、ルーブリック表の妥当性や実行

可能性を探るため、ジェネリックスキルを含めたルーブリック表を作成した。本年度は、評価

の試行として、１年生は後期開始時と終了時に、２～４年生は学年終了時にそれぞれ学生によ

る自己評価を実施した。

＜１年生の自己評価結果＞

＜ ２年生及び３年生の自己評価結果＞

現１年生（平成28年入学生）の後期開始時及び終了時の結果の平均スコアを下図

に示す。いずれも統計的に有意な差が認められた。

現２年生（平成27年入学生）及び現３年生（平成26年入学生）の各学年終了時の

結果の平均スコアを下図に示す。

N＝411名

**

２年生：N＝335名

３年生：N＝185名

※１年生は専門的課題解決

力を除く

※レベルは別ページルーブ

リック表のレベル６を

除く６段階評価

※ **：1%有意

※レベルは別ページルーブ

リック表の７段階評価

**

**

**

**

**



本項目は，大学全体で取り組んでいる文部科学省「地（知）の拠点整備事業（ＣＯＣ）」での地域創生人材育成にかかる能力群を示しています。

レベル

評価項目　（観点）

該当レベルに○→

該当レベルに○→

該当レベルに○→

該当レベルに○→

該当レベルに○→

該当レベルに○→

問２　あなたが所属した学科の専門教育のうち，あなた自身が一番得意もしくは習得した専門分野の番号１つに○をつけて下さい。

　　　（必ずしもあなたが選択しているコースである必要はありません。一番近い分野を選んで下さい。）

　○機械電気工学科　→　①機械　　②電気　　③エネルギー　　④自動車　　⑤ロボット　　⑥電子　　⑦機械と電気の融合

　○建　築　学　科　→　①建築デザイン　　②建築工学　　③インテリアデザイン　　④まちづくり　　⑤土木　　⑥地域創生　　⑦環境

　○航空宇宙工学科　→　①航空機整備　　②航空機設計　　③宇宙機器設計　　④航空機製造　　⑤宇宙機器製造　　⑥宇宙システム開発

　○情報メディア学科→　①ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ　　②ｳｪﾌﾞｻｲﾄ構築・開発　　③組み込みｿﾌﾄ開発　　④映像ﾃﾞｻﾞｲﾝ　　⑤情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ　　⑥eビジネス

　○経営経済学科　　→　①ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ　　②会計ﾌｧｲﾅﾝｽ　　③ｽﾎﾟｰﾂﾋﾞｼﾞﾈｽ　　④ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾅｰ　　⑤社会福祉　　⑥心理

問３　問２であなたが選んだ専門分野について，以下のルーブリックのレベルを読んで，卒業時点であてはまる自己評価レベルに○を記入して下さい。

レベル

評価項目　（観点）

該当レベルに○→

２ １

　学籍番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名：

　

（
課
題
解
決
の
た
め
の
思
考
と
ツ
ー

ル
を
使
い
実
践
す
る

）

（
Ａ

）
対
課
題
基
礎
力

（
人
と
よ
い
関
係
を
つ
く
る

）

（
Ｂ

）
対
人
基
礎
力

（
自
律
的
に
行
動
す
る

）

（
Ｃ

）
対
自
己
基
礎
力

（
地
域
に
対
し
て

　
主
体
的
に
行
動
す
る

）

（
Ｄ

）
地
域
に

　
　
対
す
る
興
味

レベル５に加え，
解決すべき地域
や社会の課題に
対し，専門知識
を応用・活用して
課題解決に実践
的に取り組み，解
決に導くことがで
きる。

レベル４に加え，解
決すべき地域や社
会の課題に対し，専
門知識を応用・活用
して課題解決に取り
組むことができる。

学んでいる専門分野
の知識を身に付ける
とともに，それをどの
ように地域や社会に
応用・活用できるか
を考えることができ
る。

学んでいる専門
分野の知識を獲
得しようとする姿
勢がある。

レベル２を達成で
きていない。

（
E

）
専
門
的

　
　
課
題
解
決
力

学んでいる専門
分野の知識をあ
る程度身に付け
ている。

分類 ７ ６ ５ ４ ３

専門知識と実践的
応用力

レベル６を満たし
た上で，そのレベ
ルを越えることが
できる。

レベル５に加え，
自ら発見した解
決すべき課題を
具体的に解決す
ることができる。

６

レベル５に加え，
困難な状況に直
面しても，常に積
極的にチャレン
ジし，状況を打開
できる。

レベル５に加え，
異なる意見が出
た場合にも，理
路整然とした説
明や反論，柔軟
な対応ができ，相
手を説得すること
ができる。

レベル５に加え，
多様な世代・立
場の人を巻き込
むことができ，適
切な対応を取り，
チームを率いて
いくことができる。

レベル５に加え，
常に社会の動き
を注視し，将来を
見越して柔軟に
自分自身が取る
べき学びや行動
を変化させ，継
続的に実行でき
る。

与えられた情報の中
から，問題を広い観
点から洗い出したり，
分析することで，問
題を発見したり，解
決すべき課題を設定
しようと試み，一定程
度の課題発見・設定
ができる。

与えられた情報
の中から，問題を
洗い出したり，分
析することができ
る。

与えられた情報
の中から問題を
発見したり，解決
すべき課題を設
定しようとする姿
勢がある。

レベル２を達成で
きていない。

ＣＯＣ事業「地域創生人材」育成にかかる卒業時自己評価ルーブリック（2017年3月）

問１　各観点について，ルーブリックのレベルを読んで，卒業時点であてはまる自己評価レベルに○を記入して下さい。

レベル６を満たし
た上で，そのレベ
ルを越えることが
できる。

レベル５に加え，
自分が地域を良
い方向に変えて
いくという強い意
志を持って実践
的に取り組むこと
ができる。

活動の中で設定
された目標達成
に向けて取り組も
うとする姿勢があ
る。

レベル２を達成で
きていない。

レベル６を満たし
た上で，そのレベ
ルを越えることが
できる。

様々な経験やふりか
えりを通じて得られ
た，自分自身がとる
べき学びや行動を継
続している時に，障
害が生じたとしても，
それを乗り越えるた
めの方法を考え，粘
り強く実行している。

自分の考えを他
者に対して，論
理的に表現する
ことはできるが，
論理性や表現力
において未熟な
点がある。

自分の考えを他
者に対して，論
理的に表現しよう
とする姿勢があ
る。

レベル２を達成で
きていない。

グループ内で自
ら進んで情報を
伝えたり得たりす
ることができる。

レベル２を達成で
きていない。

レベル６を満たし
た上で，そのレベ
ルを越えることが
できる。

地域の課題に対し
て，積極的に関心を
持ち，地域特有の課
題を見つけようとして
いる。

地域の課題に対
して関心を持ち，
一般的な課題を
見つけようとして
いる。

地域の課題に関
心を持つことがで
きる。

レベル２を達成で
きていない。

分類 ７

レベル６を満たし
た上で，そのレベ
ルを越えることが
できる。

様々な経験やふりか
えりを通じて，今後
自分自身がとるべき
学びや行動が明らか
になった時に，それ
を継続的に行う方法
を考え，実行してい
る。

様々な経験やふ
りかえりを通じ
て，自分自身がと
るべき学びや行
動が明らかに
なった時に，それ
を継続的に行お
うと試みている。

様々な経験やふ
りかえりを通じ
て，自分自身がと
るべき学びや行
動を考えようとす
る姿勢がある。

２５ ４ ３

学び続ける姿勢

※ここでの「地域」は
大分に限らず，自分
が生まれ育った「地
域」などを含む。

地域志向への態
度

レベル６を満たし
た上で，そのレベ
ルを越えることが
できる。

グループ内で自
分の役割を果た
しつつ，自ら進ん
で情報を伝えたり
得たりすることが
できる。

レベル６を満たし
た上で，そのレベ
ルを越えることが
できる。

活動の中で設定した
目標に向けて，状況
をふまえながら，積
極的にチャレンジで
きる。

活動の中で設定
された目標達成
に向けて積極的
にチャレンジでき
る。

地域の課題に積極
的に関心を持ち，地
域特有の課題を見
つけ，地域に対して
自分が何ができるか
を考えながら取り組
むことができる。

グループ内で自分の
役割を果たしつつ，
自ら進んで情報を伝
えたり得たりすること
ができ，周囲の状況
にも気を配ることがで
きる。

レベル２を達成で
きていない。

１

プレゼンテーション
の方法を一定程度
習得しており，自分
の考えや計画につ
いて，論理的に説明
することができる。

与えられた情報に加
え，自らの既存の知
識を生かし，問題を
発見したり，解決す
べき課題を設定する
ことができる。

活動の中で設定した
目標に向けて，状況
をふまえながら，新し
いアイデアを出し，
積極的にチャレンジ
できる。さらに，その
経験を次の活動に
活かすことができる。

レベル４に加え，世
代等が多様な集団
や，立場が異なる相
手に対して，会話や
文書などを用いたコ
ミュニケーションを取
ることができ，適切な
対応が取れる。

プレゼンテーション
の方法を習得してお
り，自分の考えや計
画，構想について論
理的に説明でき，相
手を納得させること
ができる。

課題発見・解決
力

実践力

プレゼンテーショ
ン力

チームで活動す
るためのコミュニ
ケーション力
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リーダーシップ

社会的役割意識
自然や美に感動す

る心

入学時(2015.4) 2年終了時(2017.1)

【教育における数値目標】 ジェネリックスキルの育成

本事業では、地域創生人として育成する学部によらず共通した能力として、地域で活躍する

ためのこころの力と汎用的技能を挙げており、具体的には「リーダーシップ」「社会的役割意

識」「自然や美に感動する心」「リテラシー（知識を活用し問題解決する力）」及び「コンピ

テンシー（経験から学ぶ力）」などとしている。

本事業における「地域志向科目」による教育プログラムを通じて、これらの能力の成長を適

切に評価するため、「こころの力」を測る外部テスト（ｎＥＱアセスメント）を入学時及び

２年終了時に、「リテラシー」及び「コンピテンシー」を測る外部テスト（ＰＲＯＧ）を２年

当初及び３年終了時に実施している。

＜こころの力の成長＞

＜リテラシー及びコンピテンシーの成長＞

現２年生（平成27年入学生）の入学時及び２年終了時の結果を下図に示す。

いずれも統計的に有意な差が認められた。

現３年生（平成26年入学生）の２年当初及び３年終了時の結果を下図に示す。

いずれも統計的に有意な差が認められた。

※スコアは偏差値表示

※入学時及び２年終了時の両方を受験

した学生の平均値のため、フォロー

アップデータとは一致しない。

※**：1%有意

N＝377名
**

**
**

3.71
4.51２年当初

３年終了時

N＝215名

※スコアは７段階表示

※２年当初及び３年終了時の両方を

受験した学生の平均値のため、

フォローアップデータとは一致

しない。

※**：1%有意

**

**

目標値

目標値



【教育】

地域志向科⽬数 26 科⽬ 26 科⽬ 160 科⽬ 180 科⽬ 222 科⽬ 200 科⽬

地域志向カリキュラムの再編成
（全学⽣が12単位以上を取得）

4 単位 12 単位 12 単位 12 単位 12 単位 12 単位

副専攻制度 0 名 0 名 4 名 10 名 4 名 30 名

正課外活動「⼤分チャレンジアワード」の導⼊ 3 名 17 名 34 名 55 名 45 名 100 名

地域志向科⽬を履修した学⽣の満⾜度

ジェネリックスキルの育成

県内就職率 31.35 ％ 31.32 ％ 33.55 ％ 34 ％ *) 28.9 ％ 35 ％

【研究】

地域との共同研究を⾏う教員数 8 名 8 名 14 名 16 名 16 名 20 名

【社会貢献】

地域向けボランティアの活動数 675 名 723 名 804 名 800 名 816 名 800 名

地域向け公開講座数 3 講座 3 講座 11 講座 11 講座 11 講座 7 講座

県⺠の本学に対する本事業分野の地域貢献度の評価 （推定値）20 ％ 27 ％
未実施

（予定なし）
％ 33 ％ *) 38 ％ 40 ％

*は暫定値
最終年度達成⽬標

体験科⽬：平均4.0以上
知識修得科⽬：平均3.5以上
課題解決型学修科⽬
：平均4.2以上
正課外学習活動：平均4.2以上

nEQ 2年終了時平均スコア
「リーダーシップ」52
「社会的役割意識」54
「⾃然等に感動する⼼」50
PROG 3年終了時平均スコア
「リテラシー」4.00
「コンピテンシー」4.00

最終年度達成⽬標

最終年度達成⽬標

事業達成⽬標の進捗状況【速報値】
平成29年3⽉24⽇現在

H28年度達成状況（暫定）

H26年度達成値(H27.4調査) H27年度達成値(H28.4調査) H28年度達成⽬標事業開始時(H26.10調査)

H27現状(H27年度始め) H27達成状況(H27年度末) H28達成⽬標H26現状(H26年度始め)

地域志向科⽬を設定

nEQ 2年終了時平均スコア
「リーダーシップ」51
「社会的役割意識」53
「⾃然等に感動する⼼」44
PROG 3年終了時平均スコア
「リテラシー」3.42
「コンピテンシー」3.48

体験科⽬：平均3.71
知識修得科⽬：平均3.59
課題解決型学修科⽬
：平均4.03
正課外学習活動：4.25

nEQ 2年終了時平均スコア
「リーダーシップ」51
「社会的役割意識」53
「⾃然等に感動する⼼」46
PROG 3年終了時平均スコア
「リテラシー」4.25
「コンピテンシー」3.37

体験科⽬：集計中
知識修得科⽬：集計中
課題解決型学修科⽬：集計中
正課外学習活動：平均4.25

H28年度達成状況（暫定）

H27現状(H27年度始め) H27達成状況(H27年度末) H28達成⽬標H26現状(H26年度始め) H28年度達成状況（暫定）

nEQ 2年終了時平均スコア
「リーダーシップ」50
「社会的役割意識」53
「⾃然等に感動する⼼」45
PROG 3年終了時平均スコア
「リテラシー」4.48
「コンピテンシー」3.68

体験科⽬：平均3.9
知識修得科⽬：平均3.7
課題解決型学修科⽬
：平均4.1
正課外学習活動：平均4.2

nEQ 2年終了時平均スコア
「リーダーシップ」51
「社会的役割意識」54
「⾃然等に感動する⼼」47
PROG 3年終了時平均スコア
「リテラシー」4.00
「コンピテンシー」3.60

nEQ 2年終了時平均スコア
「リーダーシップ」 50
「社会的役割意識」 52
「⾃然等に感動する⼼」 44
PROG 3年終了時平均スコア
「リテラシー」 3.52
「コンピテンシー」3.50

体験科⽬：平均3.9
知識修得科⽬：平均3.9
課題解決型学修課⽬
：平均3.9
正課外学習活動：-
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教育・研究・社会貢献（いずれかでも良い）の今後の取り組み予定

最終的な目的

写真/イメージ
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地方創生のための
“おおいた”企業求人動画制作

吉村充功（建築学科）、 鈴木照男、小牧渉（経営経済学科）、 市田秀樹（COC事業担当）

大分市、豊後大野市

(株)地域経済情報センター、(株)ロックス・カンパニー、大分県コミュニティビジネス創造機構

概  要

取組内容

今後の展開

学生の学び

地域での成果

実  施  体  制 ：

実施フィールド：

連  携  機  関 ：

少子高齢化や地方の人口減少への打開策の一つとして東京一極集中を是正するた
めの地方創生政策が動き出している。その中で若者の大学進学時及び就職時の地
方から大都市圏に向けた人口流出を食い止める必要性が求められている。そのた
めには、地域の企業の雇用問題、１)地域企業の魅力発信、２）雇用のミスマッ
チ、３）地元企業への地元大学からの就職率向上、４）若手社員の定着率向上　
の解決が必要である。そこで、“おおいた”地域の企業リクルートビデオ作成する
ことで、地域企業の魅力を発見し、企業の雇用問題の解決に寄与していくことを
ねらった。
本プロジェクトは、２年生教養基礎科目『社会参画応用２（前期）』および『社
会参画実習２（後期）＜企業課題挑戦型クラス＞』として実施した。リクルート
ビデオの制作にあたっては、大学×企業×NPOが協働して、学生達が若者目線で地
域企業の３分程度の動画の制作を行い、同世代の若者などに広く地域企業の魅力
を伝えた。
2016年度においては、①河野電気(株)、②ホウザキ(株)、③(株)双葉タクシー、④
𠮷伴(株)、⑤三恵印刷(株)の５社についてのリクルートビデオの制作をおこない、
動画共有サイトYouTubeに動画を掲載している（ YouTubeチャンネル 「おおい
たつくりびと NBU COC」。なお、一部の動画は、2017年3月現在準備中）。
2015年から併せると、計11社のリクルートビデオを制作した。

企業の求人ターゲット（学生）に対して、学生目線での動画について一定の評価
を得ることができている。特に企業側が伝えたい情報と学生が知りたい情報の差
を、企業求人動画制作を通じて企業側が知る事が出来ており、求人に対しての新
しい視点獲得に繋がっている。また、制作した動画の一部については、Webでの
公開の他に、就職説明会等で再生されている。

動画制作においては、学生自らが、企画書の作成・提案、取材、動画撮影・編
集のプロセスを行うことで、実際のビジネスの現場を学べ（OJT的要素）、実際
のビジネスを行う上で必要なビジネススキル、ジェネリックスキル、ビジネス
マナー等を学ぶ事が出来ている。また、これまで知らなかった企業の魅力を発
見したり、既知の企業においても、普段、外からは見えないシゴトの存在など
新たな発見につながり、今後の就職活動での企業選択での新たな視点確保に繋
がっている。

”おおいた”企業の魅力を、これまでに制作した企業求人動画を通じて発信し、雇
用のミスマッチや地元企業への地元大学からの就職率向上に繋げていく。

【企業求人動画一覧　2016 年度 制作分】

（株）双葉タクシー （株）ホウザキ

𠮷伴（株） 河野電気（株） 三恵印刷（株）

大分合同新聞
2016 年 9 月 4 日付
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九州・沖縄COC 学生情報交換会 in 湯布院
～九州・沖縄COC インカレキャンプ～

吉村充功（建築学科）、市田秀樹（COC事業担当）、鈴木照夫（経営経済学科）

由布市

宮崎大学みやだいCOC 推進機構、一般社団法人由布院温泉観光協会、由布院温泉旅館組合

概  要

取組内容

今後の展開

学生の学び

地域での成果

実  施  体  制 ：

実施フィールド：

連  携  機  関 ：

九州・沖縄地域では、大学COC事業に11大学が採択され、それぞれの地域での人材
育成、地域のための大学づくりを行っている。COC事業として地域志向教育が進め
られる中、各大学では学生がCOCの教育プログラムを受講し、プログラムを通じて
地域への関心や将来に向けたキャリア意識が醸成されてきている。そこで、今回、
関係のある大学間で学生を中心とした情報交換会を実施し、九州の大学間のより一
層の連携強化と学生の意識向上を図ることを目的に、本学湯布院研修所を会場に1
泊2日の合宿研修を実施した。

「帰りたくなる町／（もう一度）訪れたくなる町」をテーマに複数大学の学生が
チームを組んで由布院のまちなかを歩き、ワークショップを通じて体験に基づいた
内容をチームで発表した。由布院温泉観光協会常務理事の太田慎太郎氏には、導入
として、「湯布院の現状とこれから」をテーマにご講演いただくとともに、学生成
果発表にもご出席いただき講評をいただいた。また、熊本・大分地震から復興を目
指して九州の学生による対外的な情報発信も行った。他県、他大学、他分野の学生
と接することで各地域の共通点や相違点を理解し、自身の地域への志向性を顕在化
することを目的とした。

【実施場所・日程・会場】
　由布市湯布院町 由布院温泉地域、
　9月8日（木）～9日（金）、本学湯布院研修所
【参加者】
　学生20名（大学混成で5人×4チーム）、教職員18名
　（日本文理大学、宮崎大学、鹿児島大学、佐賀大学、
　    熊本県立大学、西九州大学、大分大学(教職員のみ)）
【スケジュール】

１日目 13:00~　開会式、太田氏講演
　　　 14:00~　アイスブレイク、まち歩き説明
　　　 14:40~　まち歩き（観察＆ヒアリング）(由布院中心部 18:00まで)　
　　　 19:30~　グループワーク①
　　　 22:00~　ショートプレゼン
２日目  9:00~　グループワーク②　※一部チームは早朝にまち歩き
　　　 10:30~　学生成果発表
　　 　11:30~　ふり返り
　 　　13:00~　閉会式

まちづくりの成功事例として全国的にも有名な由布院について、学生目線でその魅力
をまとめることで、地域にとってもその価値を見つめ直すよい機会となった。

九州各地で学ぶ学生が、国公私立の大学、学部の枠を越え、協働でまち歩き、グループワークを行うことで、お互いが
刺激しあい、自分たちの長所と短所を知るよい機会となった。また、由布院のまちづくりを通じて、自分たちが学ぶ地
域との共通点や相違点についても考える機会となった。特に由布院の人々が大切にしているもの、変えていくべきと考
えているものに気付き、共感した学生が多くいたことは地域志向性を高める良いキッカケとなった。

参加した教職員による協議の結果、大学COC事業
の終了後やCOC+事業への展開を見据え、県域を越
えた九州ブロックの連携強化、学生交流は今後も
重要との認識に至った。次年度以降の継続的な実
施の可能性、実施場所の選定を進めていく。
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ジェネリックスキル養成研修
～COC+事業における汎用力の向上～

吉村充功（建築学科）、鈴木照夫（経営経済学科）、市田秀樹（COC事業担当）

杵築市、由布市

NPO法人ABC野外教育センター、国立大学法人大分大学、株式会社大分銀行

概  要

取組内容

学生の学び

実  施  体  制 ：

実施フィールド：

連  携  機  関 ：

大分県における文科省COC+事業（地（知）の拠点大学による地方創生推進事業）で
は、大分県内の大学・自治体・経済団体・企業等が連携して地域の雇用創出及び学卒
者の地元定着の向上等を図ることを目的に人材育成・就職支援等の取組を行ってい
る。人材育成においては、「大分を創る人材を育成する科目」を大学間の単位互換科
目として実施しており、社会人として活躍するために必要なジェネリックスキル（汎
用的技能）を高めることを目的に、本学主幹で2つの合宿を実施した。

『ジェネリックスキル養成１』（教養基礎科目、１年前期、選択、１単位）

【目的・内容】
本科目では、1泊2日の野外活動研修を通じて、経験から学ぶ力であるコンピテン
シーを養成することを目的に実施した。県内大学の学生が合同で合宿研修を行い、野
外活動研修であるプロジェクトアドベンチャーをベースとした体系的な活動を通じ
て、自己の理解と挑戦、他者の理解や役割、さらにはチームとして課題に立ち向かう
ことの重要性を理解し、ふり返りを通じてコンピテンシー能力を高めていった。

【実施場所・日程】　杵築市 住吉浜リゾートパーク、9月6日（火）～7日(水)
【主なスケジュール】

１日目 11:00~　オリエンテーション、チーム編成、アイスブレイク
　　　 13:00~　ABCプログラム（ローエレメント3プログラム：4ｈ）
　　　 19:30~　今日のふり返り （フリップトーク・ビーイング：1h45m）
２日目  9:00~　 ABCプログラム（ローエレメント３プログラム：4h）
　　　 14:00~　ふり返り（フリップトーク・ビーイング等）

【参加者数】文理大27名、大分大1名、別府大2名（2年1名・4年1名：単位外）
　　　　　　合計30名（10人×3チームで活動）
【指導協力】NPO法人ABC野外教育センター

それぞれの合宿での大学を超えた主体的な活動によりジェネリックスキルを伸ばすこと
ができた。適切なふり返りの実施により、自己評価スキルも身につけることができた。
『ジェネリックスキル養成２』の合宿では、プレゼンテーションの評価・講評を社会人
が行うことで、学生にとって、社会人目線での考え方にも触れることができた。

『ジェネリックスキル養成２』（教養基礎科目、１年後期、選択、１単位）

【目的・内容】
本科目では、1泊2日のワークショップ研修を通じて、知識を活用して問題解決する
力であるリテラシーを養成することを主目的として実施した。提供された大分・福
岡・東京についての資料をもとに、メンバーが異なる資料を読み解き、それを統合
して地方創生についての課題を発見し、そのような状況の中で、今後自分たちがど
のように生きていくかをプレゼンテーションにまとめた。

【実施場所・日程】　由布市 本学湯布院研修所、2月20日（月）～21日(火)
【主なスケジュール】

１日目 10:30~　オリエンテーション、チーム編成、アイスブレイク
　　　 12:45~　ジグソー学習による資料の読解、共有、議論 (5h)
　　　 19:00~　プレゼンテーション準備 (3h)
２日目  9:30~　 プレゼンテーション (2.5h)
             13:00~　ふり返り（結果発表、講評、フリップトーク、自己評価）

【参加者数】文理大47名、大分大13名　合計60名（5人×12チームで活動）
【指導協力】プレゼンテーション評価＆講評：大分銀行1名、大分大学3名

『ジェネリックスキル養成1』

『ジェネリックスキル養成2』
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地域資源を活用した地域観光プロモーションにおける 

需要予測に関する研究 

今西 衞、本村裕之、工藤順一、舛田 佳弘 （経営経済学部経営経済学科） 

 

本学経営経済学部経営経済学科では、平成 27年度よりサービスラーニング IA、IB、IIを通じ

て、豊後大野市の観光における地域資源の魅力の発見や現状、課題を議論し、学生おすすめのツ

アープランを提案した。しかしながら、旧来型の学生提案によるプロジェクトは一過性ものが多

く、長続きしない。その理由は、大きく２つある。１つは、コアとなる学生が卒業するとそのプ

ロジェクトがフェイドアウトしがちなことである。２つは、黒字にならず撤退しがちなことであ

る。本研究のねらいは、2つ目の課題である、学生が考えたツアープランなどのプロジェクトに

消費者の需要があるか定量的に分析し、エビデンスに基づいて、学生の提案を教員の研究から補

強することである。具体的には、本研究では、学生が提案しているツアープランの主なターゲッ

ト層である大分市民を対象として、需要予測を行い、どのくらいの大分市民が豊後大野市へ来訪

するのかを予測を行う。 

分析の結果、ツアープランによっては 18，265人の大分市民が豊後大野市に訪れ、約 1億 2,374

万円の経済効果があることが分かった。 

 

 

１．研究の目的 

1.1. 研究の背景 

大分県は「日本一のおんせん県おおいた」

を標榜するなど、日本でも有数の温泉地であ

り観光資源には恵まれている。 

しかし、豊後大野市は県内で唯一温泉がな

い自治体である。産業も第 1次産業が中心で、

平成 28 年度における高齢化率は 40.9%（県内

3 位）と非常に高い。一方で、豊後大野市には、

ジオパークなどの地域資源が数多く存在する

が、これらが顕在化されておらず有効な地域

観光資源となりえていない。 

本学経営経済学部経営経済学科では、平成

27 年度より正課授業のサービスラーニング

IA、IB を通じて、豊後大野市の観光における

地域資源の魅力の発見や現状、課題を議論し、

平成 28 年 2 月に開催された「ＮＢＵチャレン

ジＯＩＴＡ地域創生活動報告会 2016」（豊後

大野市）において、紅葉を楽しんだり、滝や

食を楽しんだりする学生おすすめのツアープ

ランを提案した。 

平成 28年度もサービスラーニング IA、IB、

II を通じて、学生自身による豊後大野市のプ

ロモーション活動を継続して行い、2016 年 9

月 9 日に開催された「大学生観光まちづくり

コンテスト 2016（大分ステージ）」での本選

出場や、2016 年ものがたり観光行動学会第６

回年次大会九州広域観光シンポジウム「普段

使いのローカル線『沿線の日常』が注目され

る観光の時代」などにおいて、豊後大野市の

魅力を紹介するプロモーション活動や観光ツ

アープランなどを提案した。 

豊後大野市の活性化を行う上で課題となっ

ているのが、学生のおすすめプラン内では、

「交通手段」と「食」が挙げられた。学生の

こうした活動を補完する動きとして研究代表

者らは、平成 27 年度より、豊後大野市や周辺

地域の「食」のブランドをリサーチしてきた。

土壌に恵まれ、非常に美味しいお米が収穫で

きるとされる豊後大野市は、旧合併町村内で

の価格競争で、他市・他県との差別化やブラ

ンド化を図ることが出来ず低価格で販売され

ていたり、主力作物であるサツマイモの「紅

はるか」も、鹿児島県種子島の「安納芋」と

比べても甘味に富む特性があるにもかかわら

ず、低価格で販売されていたりしている。学

生も指摘しているが、豊後大野市の特産物を

特産物として豊後大野市内で食べることは非

常に難しく、一部「道の駅」で販売するに限

られているのが現状である。 

 

1.2 本研究のねらい 

こうした課題を踏まえ、平成 28 年度のサービ

スラーニングなど地域志向科目では、食と、

豊肥本線を主軸とした観光ツアーと豊後大野

市の魅力を伝えるプロモーション活動を行っ

てきた。しかしながら、旧来型の学生提案に

よるプロジェクトは一過性ものが多く、長続

きしない。その理由は、大きく２つある。１

つは、コアとなる学生が卒業するとそのプロ



ジェクトがフェイドアウトしがちなことであ

る。2 つ目は、黒字にならず撤退しがちなこと

である。 

本研究のねらいは、2 つ目の課題である、学

生が考えたツアープランなどのプロジェクト

に消費者の需要があるか定量的に分析し、エ

ビデンスに基づく提案を行うことである。そ

のためには、教員も学術的な側面から学生の

提案を補強することが、今後求められる大学

教育のあり方と考える。 

 

1.3 本研究の目的 

本研究では、学生が提案しているツアープ

ランの主なターゲット層である大分市民を対

象として、需要予測を行い、どのくらいの大

分市民が豊後大野市へ来訪するのかを予測す

ることである。具体的には、大分市民に対し

て、アンケート調査を実施し、学生が提案し

たツアープランによって豊後大野市へどのく

らいの観光客が訪れるのか、需要を予測する

と同時に、旅行に対してどのようなことを望

んでいるのか観光客のニーズなども把握する

ことである。 

 

２．研究の方法 

2.1 使用するデータ 

本研究では、2016年 10月 6日(木)から 2016

年10月11日(火)に実施したローカル線を活用

した観光行動調査のデータを使用する。調査

はインターネット調査を利用し、大分市に居

住する 20 歳以上 79 歳までを対象者とした。

主な質問項目は、個人属性、普段の交通手段、

大分駅への出向頻度、それぞれ提示する観光

ツアーの来訪意向、支払意思額などである。 

豊後大野市での自家用車等の移動は、道が

狭い、カーナビゲーションが対応していない

等の理由から、JR 豊肥本線とタクシー等の移

動を前提としている。これらの利用・活用化

は、熊本地震で一部不通となっている豊肥本

線の早期復旧は、地域の交通インフラの整備

につながると思われるからである。そのため、

大分市民が普段どのような交通手段を使って

いるか、JR 大分駅をどのくらいの頻度で利用

しているかによって分析結果が大きく変化す

るため、これらの質問項目をいれている。 

 

2.2 サンプルプロフィール 

 本調査では、まず、大分市民かどうかのス

クリーニングを 10,000 人を対象に行い、大分

市民 300 人を対象に、以下のような割り付け

になるようインターネット調査を実施した。 

表 1 セル割り付け（本調査 300 票） 

 全体 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 

計 300 50 50 50 50 50 50 

男 150 25 25 25 25 25 25 

女 150 25 25 25 25 25 25 

 

実際には、インターネットアンケート登録

者の関係から、以下のようなサンプルプロフ

ィールとなった。70 歳代はインターネットの

利用が少ないため、回答が得られなかった。

そのため、その他の年代、性別から 300 票に

なるよう追加調査を実施した。 

 

 
図 1 サンプルプロフィール(n=300) 

 

2.3 普段利用する交通機関等 

 

 
図 8 普段 JR を利用しているか？(n=300) 

 

 通勤通学で普段 JR を利用しているかとの

質問では、88%の被験者が、JR を利用してい

ないとの回答であった。 

 また、大分駅までの交通手段は 47%が自家

用車で、約 20%が JR を利用していることが

分かる。  

 次に、普段、買物・レジャーでどのくらい

の頻度で大分駅に訪れているか質問したとこ

ろ、約半数が 1 ヶ月に 1 回以上訪れているこ

とが分かった。 

 

 
図 9 大分駅までの交通手段（買物・レジャ

ーを含む）(n=300) 

 



 
図 10 大分駅への出向頻度（買物・レジャー

を含む）(n=300) 

 

このように、大分市民は、JR 大分駅への出

向頻度は多いが、普段 JR は利用せず、自家用

車での移動が多いことが分かった。 

 

2.4 提示したツアープラン 

ツアープランは A コースから F コースまで

の 6 つのコースを提示した。これらは、自然、

歴史、田舎、グルメなどそれぞれの要因が含

まれるよう設定した。それぞれのツアープラ

ンについて紹介する。 

 

A. 池に映る神秘的な紅葉狩りコース 

 
図 11 A コース：豊後大野の紅葉などの景勝

地を巡るコース 

 

このコースは、ＮＢＵチャレンジＯＩＴＡ 

地域創生活動報告会 2016 にて学生が発表し

たコースである。秋限定のコースで、白山渓

谷、宝生寺、用作公園を巡るツアーであるが、

インターネットアンケートの都合上、タイト

ル、写真、「豊後大野の紅葉などの景勝地を巡

るコース」という説明のみでの紹介となった。

以下同様である。 

 

B. 秋を五感で楽しむコース 

 
図 12 B コース：豊後大野の秋を観て、聴い

て、食べて、触って楽しむコース 

 

このコースも、ＮＢＵチャレンジＯＩＴＡ 

地域創生活動報告会 2016 にて学生が発表し

たコースである。秋限定のコースで、原尻の

滝、岡城跡、ベジ・カフェ・ミズ等を巡るツ

アーであるが、都合上、タイトル、写真、ツ

アー概要のみの説明である。 

 

C. 豊後大野未知の歴史文化遺産コース 

 
図 13 C コース：豊後大野の知られていない

歴史文化遺産を巡るコース 

 

このコースは、「未知」や「歴史」を意識し、

研究者らが設定したコースである。近年、近

代文化遺産を巡るツアーも流行っているため、

調査対象とした。 

 

D. 阿蘇大自然の恵み古代からの贈り物コー

ス 

 
図 14 D コース：豊後大野のジオパークなど

の景勝地を巡るコース 

 

このコースは、「ジオパーク」や「自然」を

意識し、研究者らが設定したコースである。

豊後大野市はジオパークに認定されており、

祖母山・傾山などはユネスコエコパークの国

内推薦にもなっている。このコースは、後の

分析でのベンチマークとして用いる。 

 

E. ぶんご大野大冒険コース 

 
図 15 E コース：豊後大野の滝や鍾乳洞など

を冒険感覚で巡るコース 

 

 このコースは、「観光まちづくりコンテスト

2016」で学生が発表したツアープランを元と

しており、若者が来てもらえるためには好奇

心な要素と遊びの要素を取り入れたコースと

なっている。 

 

F. ぶんごグルメコース 

このコースは、学生のグルメグループが考

えたコースで、「おおいたの野菜畑」を標榜す

る豊後大野市と豊後大野の食材を食べる場所

が道の駅しかないという課題から、地域の食



材を使った飲食店をキーとして、豊後大野市

を巡るツアーである。 

 

 
図 16  F コース：大分の野菜畑の豊後大野

の食材をふんだんに使った 

料理を食べるコース 

 

 本研究では以上 6 つのコースを、支払意思

額などを元に比較検証することで需要予測を

行う。 

 

３．研究成果 

3.1 単純集計 

それぞれのコースを比較すると、F コースへ

の来訪意向が一番高く、2 番目が D コース、C

コースの順となっている。F コース、C コース

に共通する項目としてグルメが含まれている

ことである。一方、若者向けを意識した E コ

ースは来訪意向が低いことが伺える。 

 
図 17 各コースの来訪意向 

 

 
図 18 各コースへの支払意思額(n=300、単

位：円) 

 

3.2 需要予測 

前章で見たとおり、来訪意向や支払意思額

は、豊後大野市のグルメに依存していること

が分かる。詳細な分析は省略するが、来訪意

向の最も高い F コースについて需要予測を行

う。支払意思額は全被験者の平均となってお

り平均が過小に出る恐れがあるため、本研究

では来訪意向でおおいに行きたい、やや行き

たいと回答した被験者のみを抽出し分析を行

う。平成 28 年 12 月現在の大分市の人口（年

齢別・性別別）を用い、被験者の回答比率か

ら人口を掛け合わせることで、どのくらいの

来訪者が豊後大野市に訪れるか推計すること

ができる。 

 推計の結果、大分市民の 58.6%にあたる

18,265 人が豊後大野市に訪れるとの結果が出

た。おおいに行きたい、やや行きたいと回答

した被験者の支払意思額の平均が 6,775 円で

あることより、約 1 億 2374 万円の経済効果が

あると推計された。ところで、これらの結果

は、1 度訪れるのみなのか、リピーターとなっ

てくれるのかまでは分からない。また交通費

で 1 人あたり 5,800 円かかるため、豊後大野

市での支出は多くない。そのため、豊後大野

市への来訪者への支払意思額をいかに上げる

か、ブランド力の向上が求められる。 

 

４．今後の展望 

豊後大野市は、野菜をはじめとする生鮮食

料品がメインであり、豊後大野市で食べては

じめて価値があるものばかりである。しかし、

豊後大野市の野菜を食べていない消費者から

すれば、豊後大野市に行く価値を見出すこと

はできない。豊後大野市へのブランド化とし

て、食品の 6 次化が挙げられる。 

多くの地域で食品の 6 次化が行われている

が、残念ながら豊後大野市では進んでいない。

例えば、みかんの産地として有名な愛媛は、

季節が限定されるものの、みかんを模した箱

に、みかんを模した饅頭をお土産と販売する

ことで、みかんの産地としての愛媛を認知さ

せることができている。豊後大野市では、犬

飼の鮎、豊後緒方の鶏汁、などの加工食品も

販売されている。これらに共通していること

は、旧町村名がブランドとなっており、豊後

大野市としての地名が入っていないため、お

土産にしても認知されにくい欠点がある。豊

後大野市を一つのキーワードとして豊後大野

市を紹介し、お土産にできる商品を開発し情

報発信していくことも必要と思われる。 
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高齢者向けものづくり教材の開発 

鈴木秀男 松永多苗子 足立元 濱田大助 

情報メディア学科 

 

研究成果の概要：高齢者施設等で実施されている介護予防やレクリエーションメニューは、体操

など体を動かし、気分をリフレッシュするものが主流である。今回開発する教材は、ものづくり

を通して、指先を動かし、形や色を判断しながら簡単にかつ楽しみながら組み立てられる電子工

作教材である。完成した教材は、「目で見て、耳で聞いて、触って操作して」楽しめる教材であり、

視覚や聴覚にも働きかけ脳の活性化につながることも期待される。さらに、知り得た知識や技能

を家族や周りの人に教えることで、コミュニケーションの促進や生きがいの認識にもつながるこ

とが期待できる。本報告では、高齢者向けのものづくり教材の開発について検討し、実際にいく

つかの教材を開発したので、その成果についてまとめる。 

 

 

１．はじめに 

豊後大野市をはじめとする高齢化率の高い

地域では、高齢者の徘徊が深刻な問題となっ

ている。徘徊をしている高齢者の位置を検出

する手法も積極的に開発をされているが、徘

徊をしない健全な高齢者をどう維持してゆく

のかも大事なことである。 

豊後大野市にある高齢者施設を訪問した際

に、施設側から介護予防や認知症予防のため

に実施しているレクリエーションメニューに、

何か新しい試みがないものかとの相談を受け

た。一般にレクリエーションの効果は、身体

機能の維持・向上、脳の活性化、コミュニケ

ーションの促進や生きがいの認識などがある。

このような効果を目指し各種のレクリエーシ

ョンメニューが考えられている。 

子供たちから高校生向けのものづくり教材

を開発してきた経緯を説明したところ、興味

を持っていただけた。そこで、ものづくりを

通して高齢者を元気にできればと思い、従来

から開発してきた教材を高齢者に適用するこ

とを考えた。高齢者向けのものづくり教室を

実施する中で、楽しみながら機能回復あるい

は機能維持に貢献できるものと考えている。 

 

２．研究の目的 

本研究では、ものづくりを通して健全な高

齢者の維持を目的としている。ものづくりを

通して指先を動かし、形や色を判断すること

で脳の活性化が期待できる。また、ものづく

りの経験を通して知り得た技能・技術を周り

の人や家族へ教えることを通じてコミュニケ

ーションの促進や生きがいの認識につながる

ことも期待できる。特に、子供たちと高齢者

の合同ものづくり教室の開催を通して地域の

活性化につながることも期待できる。 

高齢者の機能回復あるいは機能維持に効果

が期待でき、認知症の予防につながれば、豊

後大野市で問題となっている徘徊高齢者自体

を減少できるものと考えている。 

教育への還元では、地域志向科目の中で各

種の教材を開発することができ、開発した教

材を高齢者ものづくり教室にて実施すること

により、継続的な開催が実現できる。また、

学生にとっても地域の抱えている問題を認識

し、自らの手で開発した教材が地域に役立っ

ていることを再認識することで地域に根差し

た人材を育成することができる。 

 社会への還元では、豊後大野市での実績

をもとに、高齢化率の高い地域にて実施する

ことで認知症予防につながり、徘徊高齢者の

減少に貢献できるものと考えている。 

 

３．研究の方法 

教材の開発には以下のような要素を研究し

つつ実施する必要がある。 

I．教材の開発 

(1)高齢者にとって組み立てやすいもの

づくりとは何か？ 

(2)高齢者にとって興味のあるものづく

り題材とは何か？ 

II．効果の検証 

(3)機能回復あるいは機能維持をどう検

証するか？ 

(4)コミュニケーションや生きがいにつ

ながるかをどう検証するか？ 

今年度は、現状の教材をもとに、高齢者に

ものづくりを実施して頂き、I．の(1)及び(2)

を検討して、高齢者に特化した教材の開発に

取り組む。 

これまでに、鈴木が作成してきた教材の実

施対象は、小学生から高校生を想定していた。



昨年の教育改革推進事業報告書（以下、報告

書と略す）でも述べたように、通常のものづ

くり教室では、基板に部品を実装して、はん

だ付けを行う。部品の実装が完了してから、

プログラムの開発に取り組む。作成したプロ

グラムをマイコンに書き込み、動作を確認す

るものである。しかし、不具合が発生した際

に、基板を補修する作業はかなり面倒である。

そこで、報告書では、はんだ付けをしない教

材を開発している。はんだ付けをしないメリ

ットは、不具合発生時の補修が簡単にできる

だけでなく、小学生のような子供さんにとっ

ては安全な作業でもある。はんだ付けをせず

に、ブレッドボードで回路を実現する際には、

空中配線となってしまうことが多々あるが、

回路を工夫することで平面的に配線し、チェ

ックリストを使い結線の確認ができるように

している。高齢者へのものづくり教室におい

ても、安全な作業ができるのは、最大の利点

であると考えている。また、平面配線も認知

性に優れており、失敗の危険性も減少するも

のと考えている。 

取り組みの第 1段階では、「I．(1)高齢者に

とって組み立てやすいものづくりとは何か？」

について検討する。実際に、高齢者に対して、

ものづくり教室を開催し、ヒアリングを実施

し、組み立てやすい個所や組み立てにくい個

所の拾い上げを行う。また、施設の担当者と

の意見交換もしながら高齢者にとって組み立

てやすいものづくりとはどのようなものかを

調査したい。対象となる高齢者においては、

年齢や健康状況・身体状況により差異がある

ので、実際の適用に関しては、施設側の担当

者と事前に打ち合わせを重ね決定したい。年

齢や健康状況・身体状況に合わせた教材の開

発について検討することを考えている。 

第 1段階の取り組みでは、報告書で作成し

た教材を使いながら、最終的には、ヒアリン

グや意見交換での改良点を踏まえて組み立て

やすい教材を研究開発することを考えている。

報告書で取り上げた教材には、①電子オルゴ

ール、②電子サイコロ（アナログ）、③電子サ

イコロ（デジタル）、④LEDイルミネーション

があり、初級者でも組立てが簡単な①、②、

③を実際に体験してもらうことを考えている。 

報告書で実際に作成した①電子オルゴール

には、いくつかのパターンがあるが、図 1の

ように、はんだ付けを必要としない安全なブ

レッドボードに実装された回路を使う。電子

オルゴールでは、音と光が基本であるが、プ

ログラミング次第では他の機能を実現させる

こともできる。実施の初期段階では、あらか

じめプログラムが書き込まれたマイコンを使

い、動作することを優先する。次の段階では、

プログラミングを実施し、機能を拡張する。

プログラミング環境は、直接的な言語ではな

く、GUIでの対応が可能であるが、このよう

な開発環境は健常者を対象としたものである。

そこで、高齢者にとっての使いやすさを検討

し、高齢者にとって簡単で使いやすい GUIの

改良についても検討する。 

 

 
図 1 電子オルゴール 

 

電子サイコロには、アナログ版とデジタル

版がある。図 2はアナログ版で、図 3はデジ

タル版である。アナログ版では、LED7個を

使用しており、サイコロの目と同じパターン

で LEDが点灯する。デジタル版では、7セグ

LEDとピエゾスピーカを使用しており、デジ

タルで 1から 6まで表示している。もちろん、

7セグ LEDを使用しているので、0～9までの

表示も可能である。ピエゾスピーカを備えて

おり、光の点滅に合わせて、あるいは動作時

に音が出力されるようになっている。特に、

デジタル版では電源投入時に大学のロゴを表

示している（図 5）。 

 

 
図 2 電子サイコロ（アナログ） 

 

 
図 3 電子サイコロ（デジタル） 

 

電子サイコロも電子オルゴールと同様に、

実施の初期段階では、あらかじめプログラム

が書き込まれたマイコンを使い、動作するこ



とを優先する。次の段階では、プログラミン

グを実施し、機能を拡張する。電子オルゴー

ルと同様に、高齢者にとって簡単で使いやす

い GUIの改良についても検討する。 

①～③は報告書で開発した教材であるが、

これらの教材を実施する中で、高齢者とのヒ

アリングやものづくりに関してのアンケート

を通して、挑戦したい分野や興味のあるテー

マなどを把握する。そして、得られた情報を

もとに、既存の教材に改良を加えるだけでな

く、新たな教材についても開発し多様な高齢

者に対応できるようにしたい。これは、「I．(2)

高齢者にとって興味のあるものづくり題材と

は何か？」を見出す試みであり、高齢者ある

いは施設側とのヒアリングやアンケートを実

施し効果的に情報を引き出したい。 

一般に、ものづくり教室で使用する電子部

品には、極性があるものや向きをそろえる部

品があり、ジャンプワイヤに関しても長さの

違うワイヤを適切に選択する必要がある。何

を使うかを識別することで、ものを認識する

訓練にもなり、完成後は動作を楽しむことも

でき、満足感も得られるものと期待する。 

高齢者対象のものづくり教室を開催する際

に、高齢者のみのクラスではなく、お孫さん

など子供たちとの混成クラスとすることも考

えている。子供たちとのコミュニケーション

の場としても使えるものと考えている。 

本年度は、ものづくりを通して高齢者を元

気に豊かにできるかどうかを総合的に検討し、

有効である方向性に目途が付けば、次年度は

本格的な実施に向けて高齢者向けのものづく

り教室を積極的に展開したいと考えている。 

 

４．研究成果 

電子オルゴール、電子サイコロ（アナログ）、

電子サイコロ（デジタル）の 3種類のブレッ

ドボード完成品を施設に持参し、スタッフ及

び高齢者代表を交えて協議を行った。その結

果、第 1回目のものづくり教室としては、電

子サイコロ（デジタル）を取り上げることと

なった。ただし、この際、いくつかの指摘事

項があったので、教室を開催するまでに改良

することとした。指摘事項は主に、電源ライ

ンが片側に 2本あり接続時に間違える可能性

があること、部品やジャンパ線の数を減らす

ことができないか、LEDの極性判別が不安の

3点であった。電源ラインが片側に 1ラインの

ブレッドボードに変更するとともに、部品自

体は減らすことができないので、実装を見直

しジャンパ線の種類と本数を減らすことにし

た。その結果、図 4のような実装で電子サイ

コロ（デジタル）を実現することした。 

 

 
図 4 改良した電子サイコロ（デジタル） 

 

電源を入れると大学のロゴであるNBUの

文字が表示（図 5）されるようにするとともに、

隠しコマンドとして、バーが時計回りや反時

計回りに回転する機能、最大 9までのサイコ

ロに変更できる機能を追加した。早くできた

人には、これらの隠しコマンドを探すことで

時間を調整することとした。 

 

     
図 5 NBUの表示 

 

改良した電子サイコロを用いたものづくり

教室を実施した。図 6のように組み立てが始

まると皆さん真剣に取り組んでいた。なお、

課題の説明には、紙芝居方式（図 7）を採用し

た。見やすいように円卓の 3か所に学生を配

置して、全体説明に合わせて資料を紙芝居の

ように変えるようにした。 

 

 
図 6 真剣に取り組む高齢者 

 

 
図 7 紙芝居方式で説明 

 

組立てが完了し、動作チェック（図 8）が終

わった後は、自分で作った電子サイコロを使

い、すごろくゲームをして楽しむことができ



た（図 9）。 

 

 
図 8 動作チェック 

 

 
図 9 すごろくゲーム 

 

参加した高齢者は 62歳から 87歳までの 8

名であった。終了後のアンケート及びヒアリ

ングでは、面白かったと答えた人が 7名、動

作原理を知りたいと答えた人が 6名いた。そ

の他、頭を使った、集中した、楽しかったな

どの意見を頂いた。また、子供たちと一緒に

ものづくりを実施したいかどうかの問いには、

6名の方が実施したいと答えていた。一方、今

回の教室では、参加者に制約を付けなかった

ため、4名が簡単、2名が難しいと感じていた

ようであった。 

子供たちとの合同ものづくり教室を実施す

る前に、高齢者を対象に事前勉強会を開催し

た。合同ものづくり教室では、電子サイコロ

（アナログ）を作ることにしたが、前述の指

摘を踏まえて、図 10のように改良したものを

使用した。LEDに関しては、極性判別が難し

いとの意見があったので、改良した電子サイ

コロでは、無極性の LEDを使用した。 

 

 
図 10 改良した電子サイコロ（アナログ） 

 

子供たちとの合同ものづくり教室では、図

11のように、1対 1でペアを作り、お互いの

顔が見えるように着席した。 

 

 
図 11 お互いの顔が見えるように着席 

 

最初は子供たちよりも高齢者の方が緊張し

ていたが、すぐに打ち解けることができた。

子供たちも高齢者の方々も真剣でありながら

和気あいあいと作業できた。高齢者の方は事

前の学習会を終了していることもあり、初め

ての子供たちを相手にとても親切にサポート

をしていたと感じた。 

 

 
図 12 完成後はゲーム 

 

完成後は、電子サイコロの目を使ってじゃ

んけんゲームをして楽しむことができた（図

12）。 

今後作りたいもののアンケートでは、高齢

者の方々では、オルゴールやイルミネーショ

ンに人気が集まっていた。一方、子供たちで

は全員がゲームを希望しており、他にもオル

ゴールやイルミネーションが人気であった。 

 

５．今後の展開 

高齢者向け教材の開発を通して、普段気が

付かない多くの点を指摘して頂いた。これら

の点は高齢者に限らず適用できるものであり、

今後の教材開発に役立てたいと考える。 

現在、ゲームやイルミネーションなどを試

作している。今後は、教材の種類を増やすと

ともに、実施回数も増やすことを考えている。

特に、子供たちとの連携では、高齢者・子供

両者ともに積極的に参加していたので、今後

も継続して実施したいと考える。 

（謝辞）養護老人ホーム常楽荘の皆様、おが

た放課後チャレンジ教室に参加された皆様、

その他協力いただいた関係各位に心より感謝

申し上げます。 



徘徊老人の位置検出システムのための画像処理ソフトの開発 

 
吉森聖貴 鈴木秀男 福島学 

情報メディア学科 

 

研究成果の概要：高齢化社会に伴い，認知症などによる高齢者の徘徊が社会問題となっている．

本研究では，徘徊高齢者の捜索に役立つ，位置検出システムの構築に向けた画像処理ソフトの開

発を目的としている．このシステムでは，徘徊高齢者の位置を検出するために，防犯カメラ等の

カメラ映像から人物の特定を行う．昨年度の研究では，屋内外で撮影したカメラ映像から人物検

出を行い，歩容認証と顔認証を用いて人物識別を行ったが，精度に問題が残る結果とであった．

本年度の研究では，昨年度の歩容認証の問題点を考察し，その解決に向けて取り組んだ．本報告

では，今年度行った歩容認証の取り組みについて成果をまとめる． 

 

 

１．はじめに 

近年，防犯カメラの普及により事件捜査に

おけるカメラ映像の使用率が高まっており，

事件の早期解決にも役立てられている．しか

し，これら捜査において防犯カメラの録画映

像から個人を特定する作業は自動化が難し

く，多くの人的，時間的コストが必要となる

ことが問題となっている． 

また，街中に防犯用途でのカメラの設置が

進みつつある一方で，老人の徘徊が依然とし

て多発しており，その捜索に多くの人的コス

トが必要となっている．図 1に示すグラフ

は，平成 24年度～平成 27年度における認知

症またはその疑いによる行方不明者の推移で

ある．平成 27年度には，1,2000人以上の行

方不明者が発生しており，このような認知症

などによる行方不明者は，今後ますます増加

することが予想される．さらに，これら行方

不明者を発見できずに事件や事故に巻き込ま

れ，監督者の責任を問われるケースも多くな

っている． 

 

 
（警視庁統計データより） 

 

図 1 行方不明者の推移 

 

 

そこで，筆者らは，徘徊高齢者の位置を検

出するシステムの構築に向けた画像処理ソフ

トの開発を行うこととした．このシステムを

使うことによって，徘徊高齢者を探す手助け

になればと考えている．また，位置検出シス

テムの応用として，子供たちの見守り情報な

ど，安全・安心な街づくりへの貢献も期待で

きると考えている． 

 

２．代表的な位置検出 

徘徊高齢者の位置検出大きく分けると 2種

類に分けられる．一つは，ウェアラブルな位

置検出，もう一つはノン・ウェアラブルな位

置検出である．はじめに両者の特徴について

まとめる． 

 

２．１ウェアラブルな位置検出 

ウェアラブルな位置検出とは，GPS，IC

タグ，発信機などを身に付け，行方不明にな

った際には，それらの情報をもとに位置を検

出するものである．身に付ける機器等は，技

術の進歩とともに小型・軽量化され，杖，

靴，首掛型，リストバンド等さまざまな方法

で身に付けることができる．しかし，ウェア

ラブルな方法では，身に付けることが前提で

あり，それが保証されない限り，位置検出が

できないということが課題となっている． 

 

２．２ノン・ウェアラブルな位置検出 

一方，ノン・ウェアラブルな位置検出と

は，特別な機器を身に付ける必要がない方式

のことである．例えば，街中カメラである防

犯カメラや監視カメラの映像，周りの人たち

が連携して探す見守り隊などがある．この場

合，カメラ等の機器インフラ，周囲の人たち
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の協力が課題となる．しかし，徘徊対象の高

齢者の立場からは，身に付けるものを強要

（強制）しないため，まったく制約がないこ

とになる． 

本研究では，徘徊高齢者への制約がない，

ノン・ウェアラブルな位置検出を採用するこ

とにする． 

 

３．ノン・ウェアラブルな画像認識 

本研究が想定しているノン・ウェアラブル

な位置検出では，①カメラで撮影された映像

を自動解析して人物を特定する処理ソフトを

開発する，②高齢者の歩行時の画像を取り，

それから人物の特定に必要なバックデータを

作成する，③カメラで撮影された映像の処理

データを保存し，徘徊の途中の位置を記録す

る，④すでに設置された種々のカメラの活用

が可能であるかどうか，空白地域にどの間隔

でモニターを設置するか，設置場所をどこに

するかなどを検討する，といった作業が必要

となる．本研究の目的は徘徊老人の位置検出

システムのための画像処理ソフトの開発であ

るため，①の人物特定に必要な画像処理ソフ

トの開発について検討を行う． 

 

４．昨年度の実験内容 

昨年度は，人物特定に必要な画像処理ソフ

トの開発のための実験として，屋内と屋外に

固定カメラを設置し，その中を歩行する被験

者の歩行画像と顔画像をもとに個人の識別が

可能であるかどうかを確認する実験を行っ

た．図 2に昨年度の顔と人物の検出結果を示

す． 

 

 
図 2 顔と人物の検出結果 

 

図 2に示す黄色枠の部分が検出領域であ

り，ここで検出された顔領域と人物領域を抽

出した．顔認証では，歩行中に抽出した顔画

像 ( 複数枚 ) を用いて，事前に登録されて

いる顔画像群と比較することで個人の特定を

行った ( 図 3 ) 結果，実環境における識別精

度が 48%となった． 

 
図 3 テンプレート画像群との比較 

 

また，歩容認証では，図 2に示す処理で抽

出した人物領域を機械学習によって学習する

ことで歩行に関わる特徴を特定することを試

みた ( 図 4 )． 

 

 
図 4 機械学習による識別 ( 昨年度 ) 

 

図 5は機械学習により獲得した特徴を用い

て個人の識別を行った結果である．この結果

は人物に対応した色で人物領域が囲われてい

れば正確に識別できたことを示しており，左

の画像は成功例，中央と右の画像は失敗例で

ある． 

 

   
図 5 歩容認証を用いた個人識別結果 

 

昨年度の実験を通して，歩容認証を用いた

識別では，歩行の特徴を歩行シルエット ( 静

止画像 ) として捉えて特徴を抽出することは

できた．実験の結果から，歩行シルエットの

みでも歩行に関する特徴の抽出が可能である

ことは確認できたが，精度の高い識別のため

には抽出できた特徴のみでは不十分であるこ



とも実験を通して判明した．そこで今年度は

歩行の特徴を個々の歩行シルエット ( 静止画

像 ) として捉えるのではなく，歩行に関わる

一連の動き ( 動画像 ) として捉えて特徴の

抽出を行うことで認識精度の向上を試みた．

また昨年度の実験では，図 5の中央の画像に

おいて人物以外の領域が緑色の四角で囲われ

ているように，人物検出処理における人物以

外の領域の誤検出も多くみられたため，この

点についても改善を検討した．なお，今年度

は，歩容認証の改善について重点的に取り組

んだため，顔認証は実施していない． 

 

５．今年度の実験内容 

昨年度の人物検出手法では，人物領域が見

つかった時点で人物領域を抽出 ( 静止画像と

して抽出 ) し，識別に利用する方法を取って

いた．昨年度の改善案として今年度取り組む

歩行に関わる一連の動き ( 動画像 ) を特徴

として利用するためには，新たに検出した人

物に対して追跡処理が必要となる．そこで今

年度の研究ではまず，動画像から人物を検出

する処理を見直した．人物追跡結果を図 6に

示す． 

 

 
図 6 人物追跡結果 

 

昨年度の人物検出結果 ( 図 2 ) と同様

に，黄色枠の部分が検出領域であり，人物領

域がフレームをまたいで検出 ( 追跡 ) でき

ていることが確認できる．なお，この追跡過

程において 10回以上の検出がない領域が発

見された際にはその領域の追跡を中止するこ

とで，昨年度問題となった人物領域検出の際

の誤検出を減らすことを試みた． 

今年度の研究では，歩行に関わる一連の動

き ( 動画像 ) として捉えて特徴の抽出を行

うことが目的となるため，次に，追跡した人

物領域を 1枚の画像にまとめ歩行画像の作成

を行った．図 7に処理の概要を示す． 

 

 
図 7 歩行画像の作成 

 

図 7の処理により作成した歩行画像を機械

学習により学習することで，歩行に伴う動き

の特徴を抽出することを試みた．図 8に機械

学習と識別処理の概要を示す． 

 

 
図 8 機械学習による識別 ( 今年度 ) 

 

今年度の実験では，図 8に示す機械学習を

用いて，被験者数，入力画像 ( カラーとグレ

ースケール )，機械学習におけるネットワー

クの構成などを変更しながら識別精度とその

変化を確認した．まず，被験者数の違いによ

る識別率の違いでは，被験者数 3名の場合が

59%，被験者数 7名の場合が 23%となり，被

験者数が増えると識別率が低下する結果とな

った．なお，被験者 3名を別の 3名に変えた

場合でも同程度の識別結果が得られたことか

ら，人物に依存した識別ではないことを確認

している．次に，入力画像の違いによる識別

率の違いでは，カラー画像 ( 3名分 ) の場合

が 59%，グレースケール画像 ( 3名分 ) の

場合が 58%とほとんど違いが見られなかっ

た．このため，服の色の違いによる識別への

影響は少ないものと考えられた．機械学習に

おけるネットワークの構成については，層の

深さや特徴を抽出するフィルタの形状などを

変化させて識別率の変化を確認した．この結

果，これらを変化させることで多少の識別率

の変化が見られたものの，大きく識別率が改

善する組み合わせは見つからなかった．最後

に，今回行った機械学習によってどのような

特徴が抽出されたかを確認するために，特徴

の可視化を行った．図 9にその結果を示す．



 
図 9 特徴の可視化 

 

図 9の左側の画像が入力画像であり，右側

の画像はその画像から抽出した特徴を示して

いる．特徴は明るい ( 白に近い ) 領域ほど

重要度が高いことを表している．上の被験者

は，上半身が白い衣服であり，下半身は黒に

近い色の衣服を着用している．一方，下の被

験者は全体的に黒に近い衣服を着用してい

る．これら被験者の特徴を抽出したところ，

上の被験者は足元や頭部付近が明るくなって

おり，下の被験者は体全身が明るくなる結果

となった．この結果と前述した入力画像の違

いによる識別率の違いの結果より，入力画像

における衣服の色の違いによる識別率への影

響は少ないものの，明るさの違いによる影響

は大きいことが確認された． 

 

６．おわりに 

今年度の実験では，昨年度の実験で問題で

あると考えられた歩容認証における入力画像

の見直しを行った．この中で，カメラ映像か

らの人物領域抽出・追跡と歩行画像作成につ

いては自動化を行った．また，昨年度の実験

で問題点であった人物領域の誤検出について

も人物の追跡を行うことで改善ができた．機

械学習を用いた個人の識別については，服の

色の違いが識別に与える影響は少ないこと，

明るさの情報が識別に影響を与えている事な

どが実験の結果ならびに特徴の可視化によっ

て見えてきた．識別率は 3名で 59%，7名で

23%と改善する点は多く，実用化に向けては

時間を要すると考えられるが，今回の実験で

見えてきた問題点を改善していくことで識別

率の向上が期待できると考えている． 

今後の展開としてはまず，入力画像の見直

しが挙げられる．今回の実験で明らかとなっ

た明るさの情報に依存しない入力画像の作成

が必要となる．この点については，画像から

明るさの情報を除去して入力画像を作成する

方法や，画像から人物領域のシルエットのみ

を抽出して使用する方法などが考えられる．

また，機械学習に用いる入力画像の枚数を増

やすことでも識別精度の改善が期待できると

考えられる．次に必要となる作業は，機械学

習に用いる入力画像のパターン ( 被験者の人

数 ) を増やすことである．パターン数を増や

すことで，より重要な特徴の抽出と正確な識

別が可能になると考えている．もう 1点重要

なことは，学習モデルの再検討である．今年

度の研究でも機械学習におけるネットワーク

の構成については試行錯誤的に調整を行って

きたが，適切な構成は発見できなかった．特

徴の可視化を行いながら，歩行に伴う特徴が

抽出できるネットワーク構成を見つけていく

ことが必要であると考えている． 
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大分県農業のブランド化と関連産業活性化を目的とした 

自然エネルギー利用型プラズマ農業に関する研究開発 
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研究成果の概要：地域創生を目的としたプラズマ農業に関する基礎研究を行った。プラズマを用

いた活性酸素（ROS）供給による植物の生長促進について調べ，農業に応用しようとするもので

ある。これが近年注目されているプラズマ農業である。生長促進だけでなく，収穫時期調整，収

量増加，栄養価向上，病気への耐性向上等の効果が期待されている。最終的には大分県農業のブ

ランド化へとつなげることを目的としている。今回，カイワレの種子にプラズマを直接照射し，

照射時間が生長に与える影響を調べた。プラズマは最大で 5 分照射した。今回の実験条件下にお

いては，照射時間が長いほど根が長く生長することが明らかとなった。プラズマの照射時間がカ

イワレ種子の成長に影響を与えることが実験で明確に示された。 
 

 
１．研究の目的 

安全安心な食糧供給は世界的な課題であり，

農業に関わる食料・環境問題の克服を飛躍的

に進める新規科学技術が強く求められている。

そのような中，大分県は農林水産業が盛んで，

食料のブランド化が大分県主導で推進されて

いる。農林水産業関連の研究開発が大分県で

は精力的に進められている。本研究はこれら

の中で特に農業の活性化に対してプラズマ技

術で貢献することを目的とする。 
大分県は豊かな自然と大地のおかげで農業

が盛んに行われている。しかしながら，図 1
に示すように，大分県における農家数は減少

傾向にある。また，図 2 には大分県の年齢別

農業就業人口の推移を示す。40 歳未満の若者

が特に少ないのが現状で，高齢化，後継ぎ不

足という状況が加速傾向にある。図 3 には九

州各県の主業農家率を示す（主業農家：農家

所得の 50%以上が農業所得で，1 年間に 60 日

以上自営農業に従事している 65 歳未満の世帯

員がいる農家）。九州 7 県の中で最も主業農家

率は低く，早急な解決が求められている。こ

のような状況を改善することを目的に大分県

では，ホームページ等において「新しく農業

を始めたい方」という就農相談に関する取り

組みも行われている。 
近年，農業への新しいアプローチとしてプ

ラズマ技術が現在注目されている（プラズマ

農業）。プラズマを用いた殺菌，ウイルス不活

化による害虫駆除（3），水中放電を利用した生

長促進（4），種子へのプラズマ照射（5）などが報

告されている。プラズマ農業はまだ新しい研 図 3 九州各県の主業農家率（2） 

図 1 大分県における農家数の推移（1）

図 2 大分県の年齢別農業就業人口の推移（1）



究分野であるため，解決すべき課題が多く残

されているのが現状で実用化はされていない。

このプラズマ農業による大分県農業の活性化

は非常に有効であると考えられる。大分県発

農業技術としてのブランド化が可能である。 
本研究ではプラズマ農業によって大分県農

業が抱える課題を解決することを主な目的と

する。今まで農業に関係のなかった大分県企

業の農業の参入も期待される。まず今回は大

分県内の農業関連事業・産業との連携への足

掛かりを構築するための基礎実験を行った。

プラズマ照射時間と植物生長との興味深い関

係が得られたので報告する。 
 
２．研究の方法 

図 4 に実験装置の概略図と種子へのプラズ

マ照射の様子を示す。プラズマジェット発生

器本体は，外径 8 mm，内径 2.5 mm のガラス

管に，図に示すようなサイズ，位置に電極 2
枚を巻き付けたシンプルな構造となっている。

ガラス管出口側の電極に高電圧（20 kVp-p，3 
kHz）を印加し，もう一方の電極は接地してい

る。ヘリウムガスに酸素を 1%添加した混合ガ

スをガラス管に流量 3 l/min で供給した。プラ

ズマジェットは大気開放の空間で発生させ，

距離 10 mm で種子（カイワレ，乾燥）に照射

した。種子へのプラズマ照射の様子を図中の

写真に示す。照射時間は 1，3，5 分間とし，

照射時間が種子の生長に及ぼす影響を調べた。 

３．研究成果 

図 5 にプラズマ照射時間と時間経過の関係

について代表的な結果を示す。照射直後，種

子表面を目視で良く観察したが，プラズマ照

射の痕跡は観察されなかった。2, 3 日後より種

子の発芽が始まった。4 日後の様子をみると，

照射時間が長いほど発芽率が高くなることが

観察により明らかとなった。7 日後になると，

発芽がさらに進むが，照射時間が長いほど生

長は早いようである。ここで，根の様子をみ

るとその成長の差が明確に示されている。根

図 5 プラズマ照射時間と貝割れ草丈の関係 

供給ガス 
(3 L/min) 

13 mm 

絶縁台 

20 mm 
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ガラス管 
外径 : 8 mm 
内径 : 2.5 mm

種子 
プラズマ照射

の様子 

図 4 実験装置概略図とプラズマ照射の様子



の長さ，太さともに照射時間が長いほど生長

が促進されている。平成 27 年度の結果から，

照射時間が 3 分を超えると生長は抑制される

のではないかと予想していたが，異なる結果

が得られた。さらに実験を繰り返し，プラズ

マ照射と植物生長の関係を明らかにしたい。 
 
４．今後の展開 

今回は比較的生長が早いカイワレの種子を

ターゲットにしたが，今後は全ゲノムが解読

されているシロイヌナズナを用いることによ

って，プラズマの影響を遺伝子レベルで評価

しなければならない。また，プラズマの影響

は植物の種類によっても効果が異なると言わ

れているので，様々な植物を対象に議論しな

ければならない。 
本研究では自然エネルギーによりプラズマ

を発生させることも重要項目の 1 つである。

今回，自然エネルギーの利用まで進めること

ができなかったことが悔やまれる。今後早急

に進めていきたい。 
本研究では同時に種子に供給されるROS分

布の可視化や定量化を進めている。これらの

実験によって，照射時間ではなく ROS 供給量

と生長との関係も明らかにしていきた。 
また，本研究と地域とのネットワークもま

だ構築されていない。今後，本研究結果を明

確に示すことができるデータをより多く蓄積

した後に先に進めていきたい。 
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要介護者のコミュニケーション支援システムの開発 

― 共通プラットフォームによる効率良い ICT技術の利活用 ― 

福島学，坪倉篤志，濱田大助，松永多苗子，市田秀樹 

日本文理大学・工学部 

 

研究成果の概要：高齢者を含む要介護者の居るコミュニティでは，コミュニケーションがスムー

スでないがゆえに意志の疎通が困難となり孤立する場合がある．特に地域コミュニティでは，孤

立者の存在は豊かな日常生活を送ることに障りが出るだけでなくコミュニティの減退につながり

かねない．この問題への取組みや研究成果は多く報告されているが，それらを統合することで解

決可能な問題があるにもかかわらず使用言語や開発環境の違いにより統合が難しいのが現状であ

る．そこで，要介護者の相互コミュニケーション支援技術の開発と，研究成果を統合する「基盤」

について検討した．その結果，コミュニケーション支援に不可欠な１）認証技術，２）空間把握

技術，を確立し，それらを統合することで，３）外出検知システム，４）転倒検知システム，を

共通基盤で構築することで有用性を確認した． 

 

 

１．研究の目的 

 コミュニケーションがスムースでないがゆ

えに意志の疎通が困難となり孤立する場合が

ある．特に地域コミュニティでは，孤立者の

存在は豊かな日常生活を送ることに障りが出

るだけでなくコミュニティの減退につながり

かねない． 

 本取組みは，要介護者の相互コミュニケー

ション支援を目的とする．その中で研究成果

を統合し課題解決につながる「成果を持ち寄

れる基盤」の確立を目指す． 

 

２．研究の方法 

 支援システムの各部は図 1の役割分担で行

う．各部の成果はオープンキャンパス等で活

用することで「地域ニーズ」を確認する．ま

た成果のうち，学術的な内容は学会で，実用

的な内容は地域行事等での展示を行う．また，

「研究成果を柔軟に統合した地域課題解決活

動」の基盤として図 2の共通基盤の有用性検

討を目指す． 

 

 
図 1 プロジェクトの役割分担 

 
図２ 研究成果を柔軟に統合する共通基盤 

 

３．研究成果 

 取組み成果として，前年度開発した顔抽出

技術と本人認証技術を，同様に前年度開発し

た空間計測技術の融合を図った． 

 空間計測技術は，図 3に示すように 2カメ

ラで生じる視野差を使用した計測技術である．

図は 2枚のカメラ撮像画像を重ねて示してお

り，枠が視野差が特徴的な個所である． 

 

 
図 3 空間計測で使用する画像視野差の例 

 

 2画像の対応関係を調べ，対応点のピクセル

ヒューマンインタフェース部
（主担当：坪倉）

信号処理部／情報通信部
（主担当：福島）

データ蓄積／サーバ部
（主担当：濱田）

ヒューマンインタフェース部
（主担当：坪倉）

信号処理部／情報通信部
（主担当：福島）

メディア変換

研究実績の統合

共通プラットフォーム
（主担当：市田）

C言語（実装言語） 数理論理（アルゴリズム） MatLab（数値処理）

これまでの研究資産

NI Linux
(RTOS)

+
FPGA

ソフト開発
プラットフォーム

ハード開発
プラットフォーム



上のズレから距離データとする．計測した空

間情報にカメラ画像を割り当てると図 4の通

りとなる． 

 

 
図 4 空間計測で得られた距離位置にカメラ

撮像した画像を割り当てた例 

 

 図 4は，室内で扉を背に一人の人物が室中

央に着席していることを示している．正面設

置のカメラによる空間計測であるため，カメ

ラの死角となる領域において距離計測値が存

在せず図では「白い領域」が発生しているこ

とがわかる． 

 一方，通常のカメラ画像では背景と人物の

切り分けが必要となるが，例えば扉と同系色

の服装であっても，空間計測では空間で注目

領域を切り出すことで背景との切り分けが必

要ないことを示している． 

 図 4に示した空間計測データを考えると， 

座標データの横（X軸），高さ（Y軸），奥行（Z

軸）のヒストグラムから空間の注目領域とし

て壁面ではない室内にある一定容量の物体を

抽出できると考えられる． 

 そこで，各軸のヒストグラムを図 5に示す．

図は横軸に各軸の距離をmmで示し，縦軸に

座標データとして何個計測値が存在するかを

示している． 

 図 5(a)は，横軸左が左方向，右が右方向を

示しており，図から人物がカメラ正面よりも

右が体の中心となっていることと，最も横方

向の空間計測値が大きくなるのが頭部位置で

あることが予想される．このヒストグラムの

ピークを図 4で確認すると，図 5(a)が示す通

りであることが確認できる． 

 図 5(b)は，横軸左が上を示し，右が下を示

している．図から，頭部から首さらには動体

の概形がヒストグラムに現れていることが確

認できる． 

 図 5(c)は，横軸左が手前（カメラ近傍），右

が遠方を示している．奥行き方向は画角に入

る物体の全ての座標データがあるが，この空

間では人よりも容積が大きな物体がないこと

から，ヒストグラムのピーク位置が着席位置

となっている． 

 

 
(a) X軸のヒストグラム 

 
(b) Y軸のヒストグラム 

 
(c) Z軸のヒストグラム 

図 5 空間計測で得られた横（X軸）高さ（Y

軸）奥行（Z軸）のヒストグラム 

 

 図 5のヒストグラムから空間内の最も容積

が大きな物体が存在する領域をヒストグラム

ピークから求めその領域だけを抜き出した空

間領域を図 6に示す．なお，その座標と対応

するカメラ撮像画像を図 7に示す．図 6は関

心空間領域に人物が収まっていることを示し

ており，図 7はこの手法で抜き出した画像に

は背景が含まれないことがわかる． 



 
図 6 空間内の最大容積の物体領域を 

抜き出した例 

 
図 7 検知物体に対応する画像領域を 

抜き出した例 

 

 本手法では，空間計測データに基づいた抜

き出しのため，図 8に示す通りカメラからの

距離が 1000mm，1200mm，1500mmとして

も人物領域のみが切り出される．ここでは着

座椅子を所定の距離に移動して計測したもの

である． 

 図 8はカメラから距離が離れることでカメ

ラ撮像画像上のピクセル数が減るため図の解

像度が粗く見えるが，本人認証に必要な顔情

報および外出検知時に重要な服装が撮像され

ていることを示している． 

(a) 距離 1000 mm 

(b) 距離 1200 mm 

(c) 距離 1500 mm 

図 8 距離を変えた場合の検知物体に 

対応する画像領域の抜き出し例 

 

 ここで抜き出された画像に基づき，１）人

検知，２）本人認証を行った結果を図 9に示

す．空間計測し，１）物体，２）人検知，３）

本人認証，を時間的に記録することで，図 9

に示すような軌跡が得られる．検知領域のプ

ロット事の差と推定物体寸法から，同一の物

体と判断することができる．すなわち，向い

ている方向により本人認証ができない場合が

存在しても，軌跡とすることで 1度でも本人



と認証されることで，外出検知および転倒検

知で通知先を選ぶのに必要な「誰が」を得る

ことができることを示している． 

 

 
図 9 空間計測と顔検知・本人認証システム 

の統合による外出および転倒検知システムの

実行例 

 

４．今後の展開 

 本年度は前年度の研究成果を実用化を視野

に入れた技術統合に取り組んだ．その結果，

顔検知システム，本人認証システム，空間計

測システムの統合が行え，外出検知および転

倒検知を行うシステムとすることができた．

従来，ライブラリ等による成果の共有が行わ

れていたが，使用する言語や使用用途さらに

はシステム性能等に柔軟に対応しきれていな

かった．本研究で提案する枠組みは取組み成

果および学部 1年生・2年生のロボットプロジ

ェクト科目において学生も使用することがで

きていることから有用であると評価する． 
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日本文理大学・大分県立看護科学大学

「地（知）の拠点整備事業（大学COC事業）」

■日本文理大学の取組

①事業紹介

豊かな心と専門的課題解決力を持つ

おおいた地域創生人材の育成
市田 秀樹 （工学部 ＣＯＣ担当 特任准教授）

②学生成果発表

Kids Smile Project～佐賀関自然体験活動支援～
迫屋 和希・山本 葵・與儀 友紀
（工学部 航空宇宙工学科 2年）

域学協働での地域づくり

大坪 諒・大津留 悠希・岡崎 光里・西 ゆき
（経営経済学部 経営経済学科 3年）

ＣＯＣの成果をどう考えるか
～大分の未来をまもり、つくる人材育成と地方創生～

■コーディネーター
五十嵐 勉氏 （佐賀大学 全学教育機構 教授）

■パネリスト
磯田 健氏 （大分県 企画振興部 政策企画課 課長）

三重野 幸一 氏 （大分信用金庫 事業先サポート室 課長代理）

鍋田 耕作 （日本文理大学 経営経済学部 副学部長）

影山 隆之 （大分県立看護科学大学 看護研究交流センター長）

■コメンテーター
大森 昭生 氏 （共愛学園前橋国際大学 学長）

村嶋 幸代 （大分県立看護科学大学 学長）

パネルディスカッション 15：45

閉会の辞 16：55

平成28年度 成果発表会＆合同シンポジウム
～地域をまもり、地域をつくる、大学の取り組み～

2017

2 / 18 （土）
13：00 ▷ 17：00

日時

プログラム

平居 孝之 （日本文理大学 学長）

地学一体で取り組む人材育成の成果と課題

大森 昭生 氏 （共愛学園前橋国際大学 学長）

■大分県立看護科学大学の取組

①事業紹介

看護学生による予防的家庭訪問実習を通した
地域のまちづくり事業

杉本 圭以子 （看護学部 講師）

②学生成果発表

予防的家庭訪問実習を経験して

甲斐 瑞希 （看護学部 看護学科 3年）

安東 楓 （看護学部 看護学科 2年）

井上 優花 （看護学部 看護学科 1年）

予防的家庭訪問実習を経験して

波多野 ひかり （看護学部 看護学科 3年）

奥野 晴香 （看護学部 看護学科 2年）

嶋田 和佳子 （看護学部 看護学科 1年）

開会の辞 13：00

基調講演 13：05

各大学取組・成果発表 14：05

日本文理大学
大分県立看護科学大学

主催/ 大分県・大分県教育委員会・大分市・大分市教育委員会・
豊後大野市・豊後大野市教育委員会・（公社）大分県看護協会・
（一財）日本財団学生ボランティアセンター・大分合同新聞社・
西日本新聞社・ＮＨＫ大分放送局・ＯＢＳ大分放送・ＴＯＳテレビ大分・
ＯＡＢ大分朝日放送・ＯＣＴ大分ケーブルテレコム

後援/

ホルトホール大分
３階大会議室

会場

地方創生へ向けて、ＣＯＣ採択大学がスクラム！

それぞれの大学の強みを活かした取り組みで、大分県の地域課題の解決へ



日本文理大学・大分県立看護科学大学
「地（知）の拠点整備事業 （大学Ｃ Ｏ Ｃ事業）」

大森 昭生 氏
共愛学園前橋国際大学 学長／国際社会学部 教授。

1996年に同大（当時女子短期大学）へ着任。国際社会学部長、副学長を経て2016年より現職。地域では群馬県青少年

健全育成審議会会長、同男女共同参画推進委員会会長、県都まえばし創生本部有識者会議委員、前橋市社会教育

委員の他多数を務める。専門は米文学で、主な著者に『アーネストヘミングウェイ—21世紀から読む作家の地平』（共著・

編集委員長）、『ヘミングウェイ大事典』（共著・編集委員）がある。3人の父親で2回の育児休業を経験。

群馬県にある共愛学園前橋国際大学は、文部科学省の大学教育改革にかかる主要な補助事業であるＧＧＪ（経済社会を

牽引するグローバル人材育成支援事業）、大学ＣＯＣ事業、ＡＰ（大学教育再生加速プログラム）、ＣＯＣ＋（地（知）の拠点

大学による地方創生推進事業）群馬県代表校の4つに採択されており、現在、全国的に注目を集めている大学である。

大森先生は取り組みの中心人物であり、本講演では、群馬県での地域と大学が一体となった取組についてご講演いただく。

■コーディネーター

五十嵐 勉 氏

佐賀大学 全学教育機構／高等教育開発室 教授。

専門は人文地理学（農村開発論）。全学の教務専門委員長として地域志向教育・アクティブラーニング等の推進に関わる。

佐賀大学のＣＯＣ事業・ＣＯＣ＋事業の実施責任者。大学院農学研究科（兼担）、佐賀大学地域創生推進センター（併任）、

大分大学ＣＯＣ＋事業の外部評価委員長。佐賀県内の自治体の総合計画・地方創生総合戦略等の立案に関わる。

■パネリスト

磯田 健 氏

大分県 企画振興部 政策企画課 課長。

1987年入庁。観光・地域振興課参事、地域活力応援室長を経て2016年4月から現職。2008年から県が全国に先駆けて

取り組んだ「小規模集落対策元年」や、地域活力応援室長時代は集落機能を互いに補い合う「ネットワーク・コミュニティ

事業」をスタートさせた。国東半島芸術祭やデスティネーションキャンペーンを企画したほか、現在は県の長期計画の進捗管理

など県行政の総合企画を担当。

三重野 幸一 氏

大分信用金庫 事業先サポート室 課長代理。

1999年入庫。西大分、本店営業部、高城、鶴崎、西新町支店、業務部と様々な部署を経て2016年10月から現職。

100周年ビジョンフォローアップ委員長。特に「創業支援」の担当として、2016年4月にはJBIA（日本ビジネス・インキュベー

ション協会）認定のインキュベーションマネージャーとなる。大分信用金庫のビジョンの一つである「中小企業づくり」を積極的に

展開し、創業セミナーの講師も務める。

鍋田 耕作

日本文理大学 経営経済学部 副学部長／経営経済学科 准教授／学長室 室員。

日本文理大学ＣＯＣ事業において、地域創生人材の育成に向け、教育改革の推進に取り組んでいる。特に、地域と大学が

ともに協働しながら、「地域をまもり・つくる」ことのできる人材の育成のため、域学共創の考え方のもとに教育プログラムの

実践を目指している。

影山 隆之

大分県立看護科学大学 看護研究交流センター長／大学院看護研究科長／精神看護学研究室 教授。

2015年度より、地域と大学との窓口である看護研究交流センターの長として、ＣＯＣ事業による予防的家庭訪問実習にも

責任を負う。離島の精神科医療の立ち上げのため地域社会に入り込んだ20代の経験を想起しつつ、学生を地域に育てて

もらう実習を願っている。

平成 28 年度 成果発表会＆合同シンポジウム
～地域をまもり、地域をつくる、大学の取り組み～

基調講演講師プロフィール

パネルディスカッション登壇者プロフィール
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豊かな心と専門的課題解決力を持つ 
おおいた地域創生人材の育成

平成26年度採択

本事業で育成する人材象

地域への愛着を持ち、主体的に課題を発見し、 

専門的なスキルを活用して住民や関係者と 

課題解決に取り組むことが出来る人材

地 域 創 生 人 材

地域の課題に取組むプロジェクト活動を通した人材育成

地域の方の期待 ⇒ 地域でのホンキの出会い 

社会(リアルな課題)と学生自身の関係性 ⇒ 学びのきっかけ

⇒「何をすべきか、何を学ぶべきか」、 
　　学生の飛躍的な成長につながる。

知識にもとづく、問題解決能力（思考力、判断力、表現力）

経
験

に
も

と
づ

く
、

行
動

特
性

 
（

主
体

性
、

多
様

性
、

協
働

性
）

ジェネリックスキル（汎用的技能）の成長

2 年次当初 /　 3 年次終了時の PROG 結果
到達目標

全国平均

２ ３ ２ ３

２
３ ２

３

H26 年入学生
（現 3 年生）

H25 年入学生
（現 4 年生）

リテラシー総合リテラシー総合

コ
ン

ピ
テ

ン
シ

ー
総

合

コ
ン

ピ
テ

ン
シ

ー
総

合

２ ３ ４ ５２ ３ ４ ５
２

３

４

５

２

３

４

５

２ ３

+0.80

+0.33

+1.51

+0.18

COC事業：H26年度採択

「地域創生人材」育成のための学修サイクルの確立 
地域に根ざし自律した若者を育てる全学的な教育改革

気づき

やりがい

自律/創造

これからの時代に求められる 
素質・能力を育成

体験交流活動

課題解決に必要な

知識の習得

ステークホルダー
との協働による

課題解決型学修

地域創生人材育成に
向けた

教育カリキュラム
の改編

『地域志向科目』を大幅に 
増やすカリキュラム改革



H29年度

地域志向科目数

地域課題解決を
扱うゼミの割合

222科目

63%

16名地域との共同研究
を行う教員数

地域貢献度の評価 33％
（目標）

H28年度

H27年度

160科目

40%

14名

ー
H26年度

26科目

ー
8名

27%

H30年度

200科目

50%

20名

40％

COC事業の数値目標

最終年度

「地域志向科目数」、 
「地域課題解決を扱うゼミ数」など、 
一部は既に目標値を上回る。

採択年度

小規模・高齢化が深刻な集落におけるコミュニティー支援

豊後大野市の地域資源を活かした観光コミュニティ−ビジネス開発
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地域にいきるものづくりを目指したプロジェクト科目の実践

小規模・高齢化が深刻な集落におけるコミュニティの維持・活性化

人口減少社会を支えるための先進的な”ものづくり”

自然の積極的な活要による保全と地域活性化

商店街の活性化による地域振興

NPO法人の活動・経営支援

健康増進及び生活支援によるコミュニティの維持化

地域ブランドの発掘による交流人口の増加・産業の活性化（6次化）

「おおいた、つくりびと」育成のための地域志向科目・正課外活動

が取組む「７＋１」のプロジェクトテーマ

NBU

大分県 大分市豊後大野市

1．地域創生を目的とした自然エネルギー利用型
プラズマ農業に関する基礎研究

2．豊かなくらしをつくるオープンイノベーション
ワークショップ「Hallow」

3．けんしん大学　まち・ひと・しごと「地方創生」に
挑む

１．木佐上地区IT講習会
２．韓国料理教室による佐賀関住民との交流会
３．『地域にいきるものづくり』を目指したプロジェク
ト科目の実践

４．要介護者のコミュニケーション支援システムの
開発

５．プライバシ問題を生じない見守りシステム実現
に向けた電磁波レーダの利活用

６．佐賀関半島・触れる観光プロジェクト
７．アクアソーシャルフェス in 大分に参加して
８．フィールドスタディーを中心とした学生主体の地
域活性化カリキュラム

９．地域企業向け「地域創生人材」育成のための経
営学実践講座

10．フィールド・スタディを中心とした学生主体の地
域活性化カリキュラム

11．小学生を対象とした夏休み体験型自由研究教室
12．佐賀関地区での市内小学生とその保護者を対象
とした地域交流教室

13．大分市大在地区における総合型地域スポーツク
ラブのイベントを通した教育実践活動

14．スポーツイベント実践を通した地域創生人材の
育成

15．地域活性化プロジェクト「楽.楽マルシェ」での取
り組み報告

16．農産物の付加価値アップによる地域の活性化・
産業創出活動への参加

17．６次化産業の取組
18．Kids Smile Project ～佐賀関自然体験活動支援

1．豊後大野市大野町土師地区における住民と学
生による地域コミュニティ維持活動

2．域学連携による学修サイクルの実践-建設施工
における原価・工程管理実習

3．徘徊老人の位置検出システムのための画像処
理ソフトの開発

4．「位置検出システムのための画像処理ソフトの
開発」及ひ 「゙高齢者向けものづくり教材の
開発」

5．豊後大野市の地域資源を活かしたサービスラ
ーニング科目への展開

6．豊後大野市ジオパーク・エコパーク・生物多様
性戦略に関する市民・学生の普及活動

7．大野町土師地区における防災と生物多様性回
復のための基礎的研究　

8．地域創生・豊後大野まるごとインターネット・エ
リアピアビジネス

9．祖母傾山系のエコパーク認定に向けた地域資
源の発掘

10．大学生観光まちづくりコンテスト２０１６
11．地域づくり支援～市民交流の場・楽らく広場「
ひょうたん」の活動サポートを通して～

12．朝地小学校における継続的な予防的心理教
育プログラムの実践

13．地域住民を主体とした地域づくりによる介護
予防に関する域学協働プロジェクト研究

14．道の駅原尻の滝インターンシップ
15．国際交流による地域活性化（韓国料理教室、道
の駅原尻の滝インターンシップ）

16．地域住民主体の地域づくり支援（域学協働
での地域づくり）

プロジェクトが進行中
（一部終了プロジェクト有り）

地域で学ぶ意義と成果

「ジェネリックスキル」など、学生の総合的なチカラが伸びる。 

地域のリアルな課題、地域の期待が学生の背中を後押しする。 

⇒学びの動機付け 

教育プログラムとして機能させる事で、地域力の向上にも繋がる。 

⇒地域のもつ教育力の向上

学問と社会を密接につなぐ事で、学生が飛躍的に成長。

豊後大野市

大分市

文部科学省「地 ( 知 ) の拠点整備事業（大学 COC 事業）」

NBU チャレンジ OITA
地域創生活動報告会 2017

3
3
金

2
28

火
佐賀関市民センター　2階　研修室  
13時スタート

豊後大野市役所本庁舎 ４階 正庁ホール 
 13時30分スタート



この後の学生取り組み発表では、

大分市佐賀関地区での取組み

域学協働での地域づくり

豊後大野市千歳町での取り組み

Kids Smile Project ～佐賀関自然体験活動支援

COCを通じた大分県立看護科学大学との連携事業

『生きがいのあるくらしを創る 
オープンイノベーションワークショップ』

生きがいのあるくらしを創る 
オープンイノベーションワークショップ

工学系芸術系

医療機関 看護系

市民（参加者）

日本文理大学

大分県立看護科学大学

大分県立芸術文化 
短期大学

大分リハビリテーション病院

2/26　OPAM(県立美術館）　14時30分〜　成果報告会
http://sangaku.nbu.ac.jp/hallow/

総合評価
計画どおりの取組であり、現行の努力を継続する
ことによって本事業の目的を達成することが期待
できる。

優れている点

指標の一部が既に目標値を上回っていること、また、地域に役立つ人材を育成
するという目標を全学一体となって取り組んでいる。 

学長のリーダーシップの下、ジェネリックスキルをベースに専門的知識を活用
し、地域課題解決を目指すという学修サイクルの実現に真摯に取り組んでいる
結果、地域からのニーズが高まってきている。

文部科学省　COC事業　中間評価

H29年度

地域志向科目数

地域課題解決を
扱うゼミの割合

222科目

63%

16名地域との共同研究
を行う教員数

地域貢献度の評価 33％
（目標）

H28年度

H27年度

160科目

40%

14名

ー
H26年度

26科目

ー
8名

27%

H30年度

200科目

50%

20名

40％
A評価
56%

B評価
44%

H26年度採択 25事業の 
評価割合

coc-nbu.jp
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大分県農業 ブランド化と関連産業活性化を目的とした 
自然エネルギー利用型プラズマ農業に関する研究開発 

佐賀関市民センター 2階 研修室 
平成29年2月28日（火） 

川崎敏之 （機械電気工学科） 
坂井美穂 （情報メディア学科） 
池畑義人 （建築学科） 
岡崎覚万 （航空宇宙工学科） 

文部科学省「地（知） 拠点事業（大学COC事業）」 
NBUチャレンジOITA地域創生活動報告会2017 in 佐賀関 

2 

Nippon Bunri Univ. 

本研究の背景と目的 

2015年農林業センサス 
大分県企画振興部統計調査
課資料より抜粋 
 （平成27年11月27日公表） 

農家数減少 
後継ぎ不足 

70～80 
歳代 

50～60 
歳代 

0 
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8,000 

12,000 

(人) 

年齢別農業就業 
人口 推移 

30歳 
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歳代 
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総農家数 推移 

自給的農家 

販売農家 

H 7 H 12 H 22 H 17 H 27 

大分県 

3 

Nippon Bunri Univ. 

大分県HPより引用 

科学技術による大分県農業へ 貢献 

本研究の背景と目的 

4 

Nippon Bunri Univ. 

9 新規な無農薬栽培 
9 農産物 質向上・ブランド化 
9 時期に依存しない安定生産 

プラズマ農業 

�大分県農業 活性化 
�農業へ 関心増加 
  →農業従事者 増加 

�新規科学技術が必要 
  → 大分県企業 農業 
 へ 新規参入 

本研究の目的 

NBU教員・学生 

5 

私たちの生活に役立つプラズマ 

Nippon Bunri Univ. 

熱利用 

電気利用 

核反応利用 

化学反応利用 

溶接，溶断 
放電加工，ごみ焼却 

電気集塵，静電塗装 
MHD発電 

核融合反応 

材料加工・合成 
ガス浄化，オゾン発生 

表面処理，バイオ（医療，農業） 

レールガン 
イオンエンジン 

プラズマテレビ 
蛍光灯 
レーザ 

プラズマ応用技術 

光利用 

力学利用 

6 

Nippon Bunri Univ. 

本研究で利用するプラズマ 

【プラズマジェット】 
 

熱くない で生物にも照射可能 

7 

Nippon Bunri Univ. 

プラズマは・・・・・の道具 

ターゲット（何でも良い） 

“プラズマ”  
化学反応を起こす 
ため 道具 

化学反応 

活性種 
衝突 

活性種 
生成 

活性種 
反応性が強い
粒子 総称 輸送 

8 

Nippon Bunri Univ. 

プラズマと農業の関係 
動物 植物 

代謝：生命維持活動のために生体内で
起こる全ての化学反応 

光合成：光エネルギーを化学エネル
ギーに変換する化学反応 

病原菌やウイルスの侵入，様々な要
因による化学反応の狂い ⇒ 病気 

様々な化学反応により動植物は生命を維持 

化学的療法,放射線 薬剤,肥料 

・この狂いを予防，正常化 
・正常な物質代謝の活性化 

化学反応が得意な道具“プラズマ”を使う 
これらの代わりに 

プラズマ医療 プラズマ農業 



? 

9 

Nippon Bunri Univ. 

化学反応により 
生物は生命維持 

プラズマは 
化学反応が得意 

プラズマと農業の関係 

プラズマ化学反応による 

9 生長促進 
9 収穫時期調整 
9 収量増加 
9 栄養価向上 
9 病気への耐性向上 

が期待されるが・・・ 

10 

Nippon Bunri Univ. 

H. Hashizume et al., Appl. Phys.  Lett., 107, 2015. 

プラズマ照射時間 活性種 供給量 

促進○ 阻害× 

プラズマをたくさん照射すれ 良いわけで ない 

促進○ 阻害× 

プラズマと農業の関係 

本研究概要と体制 

11 

気体 

トンボ 羽構造を利用
した高効率風車 

小幡 
（航空宇宙） 

プラズマ 

種子 

プラズマ工学 
川崎 

（機械電気） 

自然エネルギー 

流体物理学 
池畑 
（建築） 

バイオテクノロジー 
坂井 

（情報メディア） 

学生 

システム工学 
岡崎 

（航空宇宙） 

12 

Nippon Bunri Univ. 

代表的な実験結果① 

プラズマ照射時間 [s] 
照射なし 120 10 30 60 

草
丈

[
cm

]
 

0 

10 

8 

6 

4 

2 

3日後 

プラズマ照射から 

7日後 水に5時間浸した種子
にプラズマ照射 

結果の一例 

13 Nippon Bunri Univ. 

代表的な実験結果② 

プラズマ 
照射時間 

1分 

3分 

5分 

直後 4日後 7日後 

14 

Nippon Bunri Univ. 

9 新規な無農薬栽培 
9 農産物 質向上・ブランド化 
9 時期に依存しない安定生産 

プラズマ農業 

�大分県農業 活性化 
�農業へ 関心増加 
  →農業従事者 増加 

�新規科学技術が必要 
  → 大分県企業 農業 
 へ 新規参入 

まとめ 

NBU教員・学生 



H28年度COC地域志向プロジェクト研究
要介護者のコミュニケーション支援システムの開発
―共通プラットフォームによる

効率良いICT技術の利活用―
（平成27年度からの継続）プロジェクトメンバ

工学部・情報メディア学科 福島学 信号処理／情報通信技術
工学部・情報メディア学科 坪倉篤志 ヒューマンインタフェース
工学部・情報メディア学科 濱田大助 情報システム

☆工学部・情報メディア学科 松永多苗子 FPGA
工学部・COC事業担当 市田秀樹 産学連携／光計測工学

H27年度
ヒューマンインタフェース部
（主担当：坪倉）

信号処理部／情報通信部
（主担当：福島）

データ蓄積／サーバ部
（主担当：濱田）

ヒューマンインタフェース部
（主担当：坪倉）

信号処理部／情報通信部
（主担当：福島）

メディア変換

研究実績の統合

共通プラットフォーム
（主担当：市田） C言語（実装言語） 数理論理（アルゴリズム） MatLab（数値処理）

これまでの研究資産

NI Linux
(RTOS)

+
FPGA

ソフト開発
プラットフォーム

ハード開発
プラットフォーム

C言語（実装言語） 数理論理（アルゴリズム） MatLab（数値処理）
これまでの研究資産

NI Linux
(RTOS)

+
FPGA

ソフト開発
プラットフォーム

ハード開発
プラットフォーム

PC Cam

Windows

MATLAB
myRIO FPGA

PHP
クラウド

LED

大分駅前国道10号線下地下道
（2月11日実施・結果集計中）

空間計測
木の容積計測

外出検知

Webベース

H28年度COC地域志向プロジェクト研究
要介護者のコミュニケーション支援システムの開発
―共通プラットフォームによる

効率良いICT技術の利活用―
（平成27年度からの継続）プロジェクトメンバ

工学部・情報メディア学科 福島学 信号処理／情報通信技術
工学部・情報メディア学科 坪倉篤志 ヒューマンインタフェース
工学部・情報メディア学科 濱田大助 情報システム

☆工学部・情報メディア学科 松永多苗子 FPGA
工学部・COC事業担当 市田秀樹 産学連携／光計測工学

H27年度
ヒューマンインタフェース部
（主担当：坪倉）

信号処理部／情報通信部
（主担当：福島）

データ蓄積／サーバ部
（主担当：濱田）

ヒューマンインタフェース部
（主担当：坪倉）

信号処理部／情報通信部
（主担当：福島）

メディア変換

研究実績の統合

共通プラットフォーム
（主担当：市田） C言語（実装言語） 数理論理（アルゴリズム） MatLab（数値処理）

これまでの研究資産

NI Linux
(RTOS)

+
FPGA

ソフト開発
プラットフォーム

ハード開発
プラットフォーム

AS:有り（青プロット） AS:無し（赤プロット）

θ ：まどろみ，ひらめき
αL ：リラックス
αH ：集中
βL ：落ち着いているが集中している
βH ：思考，緊張，興奮，（警戒，動揺）

脳
安
静
度
指
数

脳安静度指数（左下が安静）安静

寝返りを
加速度計
で計測し
たデータ

時刻（5時間） 時刻（5時間）

睡眠パタン（下図）の赤線位置での脳安静度分布 最深睡眠時2017年2月2日の実験
H28年度
【研究目的】
・コミュニケーション支援
・実環境での検証と作り込み
・地域創生／魅力創りに向けた取組み

【期待される効果】
・実用化に向けた試作
・地域課題に取り組める人材育成
C言語（実装言語） 数理論理（アルゴリズム） MatLab（数値処理）

これまでの研究資産

NI Linux
(RTOS)

+
FPGA

ソフト開発
プラットフォーム

ハード開発
プラットフォーム
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豊後Den説 
鉄道沿線の日常から見えてくる

豊後大野の魅力

NBUチャレンジOITA地域創生活動報告会 
in 豊後大野

豊後大野市役所本庁舎4階　正庁ホール 
2017年3月3日 
日本文理大学 

経営経済学部経営経済学科
2年　平川彰悟、林田真輝、日名子瀬名 

1年　石井綾華、八坂龍汰郎

D

2

豊後大野市と本取り組みの関わり

豊後大野市温泉がない自治体のひとつ
観光産業は確立されてない。
ジオパークなどの地域資源 

江戸時代から明治時代に作られた石橋などの
歴史的建造物や神楽といった伝統文化 

祖母・傾・大崩山系一帯「ユネスコエコパーク」の国内推薦

これらが広く顕在化されておらず 
有機的につながっていない、 

有効な地域観光資源として生かし切れていない

3

この研究のねらい

豊後大野市をフィールドとして観光を切り口とした
「コミュニティビジネス」の方策を探る活動を行っている。 

学生が豊後大野市の名所を訪問し、現状や課題を洗い出すこと、
豊後大野市にどのような魅力があるのか発見し、地域の可能性を探る

3

顕在化されていないＪＲ豊肥本線の大分県側沿線の観光価値について
学生目線で再検証、再認識することで、 

豊後大野市の地域活性化、ＪＲ豊肥本線の活性化につなげていくことをねらいとする

本線 大分

熊本地震により、「肥後大津～阿蘇間」は不通 
九州観光の要である熊本と大分とが鉄道で結ばれていない状況は、

熊本、大分両県にとどまらず、
九州広域観光に対して非常に深刻な影響を与えている。

4

この研究の目的

ローカル線沿線の日常を題材に、
この地域を学生が自らの感性に従って小さな旅をし、
観光資源としての地域の魅力を学生目線で取りまとる。

技術としてのクオリティにはこだわらず、 
学生自身の感性、視点を突き詰めることで完成度を高めてもらった。

PR動画作成 
ポスター作成

チーム編成：駅沿線ごとに１、２年生40名を分ける

犬飼・三重町・豊後清川・緒方・朝地・豊後竹田 
ＪＲ豊肥本線（大分～宮地）の車窓の魅力（２チーム）

5

発表内容

1. 各チームでベースとなるストーリーの作成 
2. 編集作業 
3. プレゼン準備 
4. 各チームが動画上映とこれらのプレ発表
ストーリー性の高まりを各チームで競う

5. これら８チームの発表内容を学生達があらたに編集し
ＪＲ豊肥本線のスケール感、学生目線により発見した
地域の魅力を１本の発表動画として再編

本編動画をご覧ください

5

動画

7

豊後Den説は、
豊後大野の歴史や文化と
田園風景をアルファベットで表現した。 

Diesel：ディーゼル車が走る日常の風景 
Eat：食 
Nature：自然 
　：私たちの活動が未来から見た伝説 
をメッセージとして込めた。

D

D

8

色に込めたおもい

豊後大野を視察すると
緑豊かな自然とは対照に、犬飼石仏、地蔵群をはじめ、グレーな
イメージが強くなった。
魅力の再発見と色を探し行くことを重ね、
朝地：カッパの緑（Green)
竹田：湧水の青 (Blue)
三重：特急の赤 (Red)
清川：サイクリングの風（透明）
緒方：原尻の滝の虹色
で色を取り戻し、さらに７町村が合併した豊後大野市にかけて、
虹色の橋を渡すことで、観光による地域活性化を表現した

ヘプタゴン



9

最後に

熊本の復興と 
豊肥本線沿線の発展を願って

　　　相川　瑞貴　　　池田　瑞貴　　　林田　真輝　　　日名子　瀬名
　　　平川　彰悟　　　福岡　祐哉　　　藤本　宗志　　　矢田　悠馬 
　　　山村　寧音　　　後藤　和希　　　首藤　功太郎　　宮前　将大
　　　魚見　友浩　　　加藤　一人　　　山際　樹　　　　渡邊　翔吾 
　　　難波　正和　　　寺原　裕介 
　　　石井　綾華　　　甲斐　彩那　　　甲斐　友耀　　　九島　圭佑 
　　　財津　太一　　　鷹本　有梨　　　知念　喜久　　　鳥越　敬介
　　　仲宗根　大河　　中野　勝元　　　中武　知教　　　福留　真吾
　　　前田　香穂　　　三上　広将　　　本石　毅仁　　　森　　悠斗
　　　八坂　龍汰郎　　山本　圭人　　　山本　大輝　　　樋口　明愛

溝部　敬太 
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© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

地域資源を活用した
地域観光プロモーションにおける

需要予測に関する研究

経営経済学部経営経済学科

今西 衞、本村裕之、工藤順一、舛田 佳弘

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

研究のねらいと目的

2

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

背景

豊後大野市には、ジオパークなどの地域資源
が数多く存在するが、これらが顕在化されて
おらず有効な地域観光資源となっていない。

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

本学での取組み

•経営経済学科では、平成27年度よりサービ
スラーニングIA、IBを通じて、豊後大野の
観光における地域資源の魅力の発見や現状、
課題を議論し、学生おすすめのツアープラ
ンを提案した。

•学生のおすすめプランでの課題としては、
「交通手段」と「食」が挙げられた。

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

研究の目的

1. 学生の提案にエビデンスに基づく提案の
補強を行うことで、学生の提案が実現可
能であるか判断する。
1. 学生の提案が机上の空論で終わるのではなく、
確実な需要が見込まれるというお墨付き

2. 学生が豊後大野の課題としてあげたもの
として「交通手段」と「食」について、
主なターゲット層である大分市民を対象
として、需要予測を行い、学生の提案を
補強したい。

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

研究の手法

•大分市民に対して、アンケート調査を実施
し、学生が提案したツアープランによって
豊後大野市へどのくらいの観光客が訪れる
のか、需要を予測すると同時に、交通手段
は何を使うか、豊後大野市でどのような食
事を望んでいるのかなど観光客のニーズな
ども把握する。

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

JR豊肥本線利用の可能性

•自家用車・レンタカーによる移動は不便
•カーナビに目的地が対応していない
•道路が狭い
•携帯電話が圏外

• 車による移動は不安
• JRで豊後大野まで移動し、
そこから、公共交通機関を使った移動を想定

日常使いと
観光を併用

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

分析

8



© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

調査概要

• 日時：201６年10月6日-11日

• 大分市民を対象としたインターネットによるアンケート
調査

• サンプル数300

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

普段JRを利用しているか？(n=300)

約９割がJRを利用していない

%

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

大分駅までの交通手段(n=300)

約5割が自家用車

%

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

大分駅への出向頻度(n=300)

月1回以上が半数

%

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

白山渓谷
（はくさんけいこく）

Aコース：池に映る神秘的な紅葉狩りコース

宝生寺
（ほうしょうじ）

用作公園
（ゆうじゃくこうえん）

13 © Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

Bコース：秋を五感で楽しむコース

原尻の滝
（はらじりのたき）

岡城跡（竹田市）
（おかじょうあと）

The Vege Cafe Ms.
（ベジ・カフェ・ミズ）

14

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

Cコース：豊後大野未知の歴史文化遺産コース

15 © Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

Dコース：阿蘇大自然の恵み古代からの贈り物コース

16



© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

Eコース：ぶんご大野大冒険コース

17 © Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

Fコース：ぶんご大野グルメコース

18

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

コース別支払意思額（平均）

F：ぶんご大野グルメコースが
約6,600円と高い

円

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

需要予測

20

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

分析手順（来訪意向重視）

21

1. D:阿蘇の恵みコースをベンチマークとして
計算

2. Dコースでの豊後大野への来訪意向のある被
験者を抽出

3. 年齢・性別別で需要を簡易計算
1. Dコースの平均支出意思額は7,201円
2. 人口は平成28年12月現在の大分市の人
口（年齢別・性別別）

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

年齢・性別別豊後大野への来訪意向Dコー
ス(n=300)

22

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

分析結果（Dコース・来訪意向重視）

23

大分市民の35.9%、14,373人が来訪意向あり。
14,373人×7,201円=103,499,973円（約1億350万円）

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

分析手順（来訪意向重視）

24

1. F:ぶんご大野グルメコースを計算
2. Fコースでの豊後大野への来訪意向のある被
験者を抽出

3. 年齢・性別別で需要を簡易計算
1. Fコースの平均支出意思額は6,775円
2. 人口は平成28年12月現在の大分市の人
口（年齢別・性別別）



© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

年齢・性別別豊後大野への来訪意向Fコース
(n=300)

25 © Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

分析結果（Fコース・来訪意向重視）

26

大分市民の58.6%、18,265人が来訪意向あり。
18,265人×6,775円=123,745,375円（約1億2374万円）

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

豊後大野のグルメ

27 © Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

酒まんじゅう・しえまんじゅう

28

食べ方が変わると面白いかも

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

ブランド化が豊後大野への来訪を増やす

29

日持ちするお土産で
「豊後大野」の地名が入っている

© Department of Business and Economics, 
School of Business and Economics, Nippon Bunri University

まとめ

•チューリップフェスタ10万人、巡蔵3000人
とすると、観光需要は見込まれる

•リピーターをどのように確保するのか？
•「豊後大野」の知名度を高める。

• 鷹来屋は日本酒として有名だが、豊後大野市のイ
メージがない（お酒好きの知り合いの先生の話）

30



日本文理大学 工学部 情報メディア学科 
鈴木秀男 松永多苗子 足立元 濱田大助 

地域志向研究プロジェクト報告 

1 

＜研究の背景＞ 

¾ 高齢化率の高い地域 
    高齢者の徘徊（認知症等） 
  が社会問題となっている 
¾ 徘徊高齢者対策 
  徘徊高齢者の位置検出システム 
   （H27～H28 COC地域志向研究） 
¾ 健全な高齢者の維持 
  高齢者向けものづくり教材の開発 
   （H28 COC地域志向研究） 
  ⇒ 認知症予防、介護予防 

徘徊後 

徘徊前 

2 

¾ レクリエーションの「 新しい試み 」 
¾ 高齢者向けのものづくり教室 
  「 目で見て、聞いて、楽しむ 」 
   ☆楽しみながら機能回復 
   ☆機能維持に貢献 
   ⇒ 健全な高齢者の維持 

3 

＜研究目的＞ 

（１）動作することを優先 
（２）プログラム開発は最小限（パラメータ変更） 

☆何を使うかを識別 ⇒ ものを認識する訓練 
  ⇒ 完成後は動作を楽しむ ⇒ 満足感が得られる 

¾ 指先を動かし、形や色を判断 
  ⇒ ☆機能回復 / 機能維持 
    ☆脳の活性化 
¾ 知り得た技能・技術を周囲の人や家族へ教える 
  ⇒ ☆コミュニケーションの促進 
    ☆生きがいの認識 
¾ 子供たちと高齢者の合同ものづくり教室 
  ⇒ ☆地域の活性化 
    ☆コミュニケーション / 生きがい 

＜期待される効果＞ 

☆機能回復/機能維持 
☆介護予防や認知症予防 

徘徊高齢者自体
を減少 

4 

☆高齢者を意識した教材開発の方針 

目指す方向性 
 ☆安全 
 ☆安心 
 ☆時短 
 ☆簡単 
 ☆楽しむ 

☆レクリエーションとし
ての「ものづくり」 

☆目で見て、聞いて、楽
しむ、触って/操作して 

＜実施計画＞ 

5 

☆実施形態 
☆年齢 
☆健康状況 
☆身体状況 

☆個人のレベルや興味によ
るクラス分け／レベル
分け 

☆扱う教材 
マイコンを用いた電子工作 

6 

＜実施計画＞ 

¾ ブレッドボード 
  はんだ付け ⇒ ジャンパ線 
¾ 平面的配線 
  平面・空中配線 ⇒ 平面的配線 
¾ チェックリスト 
  回路図 ⇒ イメージ図 や チェックリスト 
¾ 部品の事前加工 
  工具なしで部品とジャンパ線を実装 
   ⇒ 浮かせず固定して完成 
¾ 再利用とコスト 
  取り外し可能 、 安価な部品 
  （持ち運び、乾電池で動作） 

¾ 教材の開発（高齢者にとって） 
  （１）組み立てやすいものづくりとは？ 
  （２）興味のあるものづくり題材とは？ 
¾ 効果の検証 
  （３）機能回復/機能維持の検証法は？ 
  （４）コミュニケーションや生きがいに 
     関する検証法は？ 
¾ H28年度の取り組み 
  高齢者向けものづくり教材の開発 
   ☆（１）及び（２）を検討 
   ☆高齢者向けものづくり教材の開発 
  協力 
   ☆養護老人ホーム 常楽荘 
   ☆おがた放課後チャレンジ 

＜研究内容・検討事項＞ 

7 

¾施設側担当者＋高齢者代表との事前協議 
 (1) 電子オルゴール 
 (2) 電子サイコロ（アナログ） 
 (3) 電子サイコロ（デジタル） 
¾完成品を操作して頂き(3)に決定 
¾完成後は、すごろくゲームに使用 

＜高齢者ものづくり教室（9月16日）＞ 

8 (1)                              (2)                          (3) 



¾事前協議後の改善点 
 (1) 電源ラインが両側に2本ある 
   ⇒ 接続間違いの可能性 
   ⇒ 最悪時は部品の破損 
 (2) ジャンパ線の削減 
   ⇒ 時短 
   ⇒ 部品数の削減 
   ⇒ 間違いの減少 
¾ロゴの表示 ⇒ 
¾隠しコマンド 
  ⇒ 時計回り、反時計回り、最大9まで 
¾ 7セグLEDとスピーカの改良 

9 

＜高齢者ものづくり教室（9月16日）＞ 

ブレッド 
ボードの変更 

10 

   動作テスト  すごろくゲームに使用 

  事前準備の様子  説明は紙芝居形式    制作中 

＜高齢者ものづくり教室（9月16日）＞ 

歌あり、ご褒美
ありの楽しい

ゲームに自分で
作った電子サイ

コロを使用 

協力：養護老人ホーム常楽荘 

11 

¾高齢者の感想（62歳から87歳までの8名） 
 ・面白かった(7) ・動作原理を知りたい(6) 
 ・簡単だった(4) ・難しかった(2) 
 その他（頭を使った、集中した、楽しかった） 
 ※早く終わった人は隠しコマンド探しで調整 
¾今後作りたいもの 
 ・電子オルゴール(3) ・イルミネーション(2) 
 ・ゲーム(1) 
¾今後に向けて 
 ・子供たちと一緒にものづくり(6) 
 ・対象者の絞り込み 

＜高齢者ものづくり教室（9月16日）＞ 

¾おがた放課後チャレンジとして 
  ⇒ 合同ものづくり教室の事前把握 

＜こどもたちものづくり教室（12月21日）＞ 

12 

¾ こどもたちの感想（小4から小6までの9名） 
 ・面白かった(8) ・動作原理を知りたい(9) 
 ・簡単だった(4) ・難しかった(1) 
 ※早く終わった人は隠しコマンド探しで調整 
¾ 今後作りたいもの（複数回答） 
 ・電子オルゴール(5) ・イルミネーション(3) ・ゲーム(9) 

¾電子サイコロ（アナログ版）の改良 
  ・電源ラインとジャンパ線 
    ⇒ ブレッドボードの変更 
  ・タクトスイッチ：4本足 ⇒ 2本足 
  ・LED：極性判別 ⇒ 無極性 
  ・部品チェックシートの色付け 
¾隠しコマンド 
  ⇒ 最大6までのカウント 
    ダウンタイマー 
¾合同ものづくり教室の事前準備 
  ⇒ サポート役として 

13 

＜高齢者ものづくり教室（2月24日）＞ 

¾子供たちとペアを組む 
  ⇒ 一緒に楽しむ 
  ⇒ 子供たちのサポート 

14 

＜合同ものづくり教室（3月1日）＞ 

ペアで制作     サポート      ゲーム 

¾ 最初は緊張していたが、すぐに打ち解けることができた 
¾ 真剣でありながら和気あいあいと作業できた 

お互いの顔が
見えるように

対面形式 

¾高齢者向け教材の開発 
  ☆ 普段気が付かない多くの点を指摘 
    ⇒ 改良、改善 
  ☆ 指摘事項は高齢者に限らず適用 
    ⇒ 今後の教材開発に役立てたい 
¾今後の取り組み 
  ☆ 教材の種類を増やす 
    ⇒ 実施回数も増やす 
  ☆ 子供たちとの連携 
    ⇒ 高齢者及び子供ともに積極的に参加 
    ⇒ 積極的に展開したい 
¾将来的には新しい試みとして発信したい 
  ☆ レクリエーションからの発展 

15 

＜まとめ＞ 



徘徊老人の位置検出システムのための
画像処理ソフトの開発

吉森聖貴，鈴木秀男，福島学(情報メディア学科)

有田真美，津留悠佳里(情報メディア学科・4年)
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高齢者の行方不明者数の現状
X 高齢者の徘徊による行方不明事件が社会問題化

( 特に認知症またはその疑いによるものが増加傾向 )

→ 事件や事故に巻き込まれ監督者の責任問題になる事案も発生
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H24 H25 H26 H27

行方不明者の推移

( 認知症またはその疑い )

( 警察庁統計データより )

1
研究背景

2
研究目的

3
提案手法

4
実験&考察

5
今後の課題

2
研究目的

3
提案手法

4
実験&考察

5
今後の課題

行方不明者捜索の現状と早期発見への取り組み
X 捜索のほとんどが人手によるもの
→ 多くの時間と人手を要する

( 中には数十キロにわたって何日もかけて捜索することもある )

X 早期発見へ向けた取り組み
X 徘徊防止センサ ( ウェアラブル )

キー(ICタグなど)を持った徘徊者がセンサの付近を通過した際に家
族などに知らせるシステム ← キーを紛失した場合発見できない

X 顔認証システム ( ノンウェアラブル )

専用のカメラで撮影した画像の中に徘徊者の顔画像を検知した際に
通知するシステム ← カメラと対象者の向きによっては顔を

正確に認証できない
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1
研究背景

2
研究目的

3
提案手法

4
実験&考察

5
今後の課題

2
研究目的

3
提案手法

4
実験&考察

5
今後の課題

Aさん

警告音

研究目的
X 歩行姿勢を用いた認証 ( 歩容認証 ) システム

X 歩行姿勢を用いる理由
人的コストが少ない
特別な機器を身に着ける必要がない
カメラに対する向きの制約が少ない
→ ただし，歩行姿勢から効率よく個人を識別する手法が必要

X 歩行画像から個人識別に有効な特徴量の抽出
歩容認証に利用可能な特徴量
手の振り方，足の運び方，頭の位置，… etc

→ 各特徴量が相関を持っており，それらが複雑に
関連している可能性が高い

機械学習を用いて自動的に特徴を決定・抽出する手法を試みる
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1
研究背景

2
研究目的

3
提案手法

4
実験&考察

5
今後の課題

1
研究背景

3
提案手法

4
実験&考察

5
今後の課題

人手による
設定は困難

AさんAさん

どこをどの
程度注目?

昨年度の成果
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z 認証結果

z 問題点
z 動きの特徴を識別に利用できていない

( シルエットを学習してしまい動きの情報を利用できていない )

z 人物検出の検出精度が不十分
( 人の領域を自動で切り出す際に誤検出が多くみられた )

1
研究背景

2
研究目的

3
提案手法

4
実験&考察

5
今後の課題

1
研究背景

3
提案手法

4
実験&考察

5
今後の課題

← 1枚の画像のみ利用

←人物検出手法が不十分

提案手法の流れ
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機械学習 (CNN)

識別結果

学習

識別
1

研究背景
2

研究目的
3

提案手法
4

実験&考察
5

今後の課題
1

研究背景
4

実験&考察
5

今後の課題
2

研究目的

歩行動画の撮影

人物領域の抽出

人物の追跡

機械学習

歩行画像の作成

処理手順

z カメラの高さ：防犯カメラを想定した高さ
z 場所：背景変化が激しい場合を想定して屋外
z 撮影条件：カメラのフレーム内を自由に歩行

歩行動画の撮影
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1
研究背景

2
研究目的

3
提案手法

4
実験&考察

5
今後の課題

1
研究背景

4
実験&考察

5
今後の課題

2
研究目的

歩行動画
の撮影

人物領域
の抽出

人物の
追跡

機械学習 歩行画像
の作成処理手順

人物領域
の抽出

人物の
追跡

歩行画像
の作成機械学習



人物領域の抽出
z 人物領域の抽出

z HOG 特徴量とSVM用いて人物の検出
z 検出領域を人物領域として抽出
z 検出した人物ごとに番号を割り当てる
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歩行動画
の撮影

人物領域
の抽出

人物の
追跡

機械学習 歩行画像
の作成処理手順
歩行画像
の作成機械学習

歩行動画
の撮影

1
研究背景

2
研究目的

3
提案手法

4
実験&考察

5
今後の課題

1
研究背景

4
実験&考察

5
今後の課題

2
研究目的

・HOG特徴量 (Histograms of Oriented Gradients)
画像の内部の色の変化の分布を表現した特徴量

人物の
追跡

・SVM (Support vector machine)
入力されたデータが正解か不正解かに分類する分類器

人物の追跡
z 人物の追跡

z 人物領域をもとに
カルマンフィルターを
用いて人物を追跡

z 追跡では、10回以上
人物の検出がなければ，
追跡を中止
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歩行動画
の撮影

人物領域
の抽出

人物の
追跡

機械学習 歩行画像
の作成処理手順
歩行画像
の作成機械学習

歩行動画
の撮影

人物領域
の抽出

1
研究背景

2
研究目的

3
提案手法

4
実験&考察

5
今後の課題

1
研究背景

4
実験&考察

5
今後の課題

2
研究目的
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人物領域の抽出と人物の追跡結果

1
研究背景

2
研究目的

3
提案手法

4
実験&考察

5
今後の課題

1
研究背景

4
実験&考察

5
今後の課題

2
研究目的

z 歩容認証では歩行に伴う姿勢の変動(動き)を特徴として利用
z 歩行に関わる一連の動きを画像化
→ 歩行に伴う姿勢の変動を1枚の画像として学習
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歩行画像の作成

z歩行周期：左右1歩ずつの2歩分
z平均歩行枚数：40枚
z使用した枚数：3枚飛ばしの10枚
zサイズ：1枚当たり 40×80

歩行動画
の撮影

人物領域
の抽出

人物の
追跡

機械学習 歩行画像
の作成処理手順 機械学習

歩行動画
の撮影

人物領域
の抽出

人物の
追跡

1
研究背景

2
研究目的

3
提案手法

4
実験&考察

5
今後の課題

1
研究背景

4
実験&考察

5
今後の課題

2
研究目的

訓練データ

機械学習

2017/3/22NBUチャレンジOITA 地域創生活動報告会 2017 in 豊後大野 13

z 機械学習
訓練データを学習器に投入して学習モデルを作成し，
その学習モデルを利用して処理を行う仕組み

人物領域
の抽出

人物の
追跡

機械学習 歩行画像
の作成
歩行画像
の作成

人物の
追跡

人物領域
の抽出

歩行動画
の撮影

処理手順

Aさん
Bさん
Cさん
Dさん
Eさん
Fさん
Gさん 学習

学習モデル

未知データ

Dさん

1
研究背景

2
研究目的

3
提案手法

4
実験&考察

5
今後の課題

1
研究背景

4
実験&考察

5
今後の課題

2
研究目的

実験条件
z 対象映像

z 屋外で撮影
z 撮影領域内を自由に歩行 ( 歩行方向の指示はなし )

z 衣服を変えて撮影
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1
研究背景

2
研究目的

3
提案手法

4
実験&考察

5
今後の課題

1
研究背景

5
今後の課題

2
研究目的

3
提案手法

訓練データ
(枚)

テスト画像
(枚)

画像 被験者数 識別率

実験1 14654 2400 カラー 3 59％

実験2 28924 5599 カラー 7 23％

実験結果1

z 被験者数の違いによる識別率の変化を比較

実験1

実験2
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被験者数が増えると識別率が低下
1

研究背景
2

研究目的
3

提案手法
4

実験&考察
5

今後の課題
1

研究背景
5

今後の課題
2

研究目的
3

提案手法

訓練データ
(枚)

テスト画像
(枚)

画像 被験者数 識別率

実験1 14654 2400 カラー 3 59％

実験3 14518 2400
グレー
スケール

3 58％

z カラー画像とグレースケール画像の違いによる識別率の変化を比較
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実験結果2

服の色の違いによる影響は少ない
1

研究背景
2

研究目的
3

提案手法
4

実験&考察
5

今後の課題
1

研究背景
5

今後の課題
2

研究目的
3

提案手法



特徴の可視化
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z 学習モデルにおいて特徴のある部分を可視化
z 色による影響は少ない ( 実験結果2より )

z 明るさの違いが結果に影響
→ 明るさの情報に依存しない訓練データを作成する必要あり

( 明るい (白に近い) 領域ほど重要度が高いことを表す )

1
研究背景

2
研究目的

3
提案手法

4
実験&考察

5
今後の課題

1
研究背景

5
今後の課題

2
研究目的

3
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まとめ
z 録画映像からの人物の検出・追跡、歩行画像の作成
人物の検出・追跡，歩行画像の作成を自動化完了

→ 背景や人物周辺における誤検出を改善

z 機械学習を用いた識別
個人を特定できる学習モデルは完成できなかった

→ 学習モデルの見直しが必要

z 明るさの情報に依存しない訓練データの作成
z 訓練データ用画像の追加
z 学習モデルを再検討
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2
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4
実験&考察
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今後の課題
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1
研究背景

2
研究目的

3
提案手法

4
実験&考察

z 録画映像からの歩行画像作成処理
z 誤検出の傾向をもとに誤検出軽減を検討

z 機械学習
z 訓練データの追加 ( 枚数，人物パターン )

z 訓練データを再検討 ( 明るさ，画像の枚数 )

z 学習モデルを再検討
ご静聴ありがとうございました
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日本文理大学 地（知）の拠点整備事業（大学ＣＯＣ事業） 

事業検討・評価委員会の目的 

 
日本文理大学は、文部科学省 平成 26年度「地（知）の拠点整備事業」に採択された（事業名：豊かな
心と専門的課題解決力を持つおおいた地域創生人材の育成、事業期間：5年）。 
本大学 COC 事業の趣旨は、大学が自治体を中心に地域社会と連携し、全学的に地域を志向した教育・
研究・社会貢献を進める「地域のための大学」として全学的な教育カリキュラム・教育組織の改革を行い

ながら、地域の課題（ニーズ）と大学の資源（シーズ）の効果的なマッチングによる地域の課題解決等の

取組を進めることである。これにより、大学での学びを通して地域の課題等の認識を深め、解決に向けて

主体的に行動できる人材（地域創生人材）を育成するとともに、大学のガバナンス改革を推進し、地域再

生・活性化の拠点となる大学を形成することを目的としている。 
本学の事業では、これまで実績を上げてきた産業界・地域社会を意識した実践活動を主体とした全学で

の人間力教育をベースとして、地域課題である少子高齢社会を豊かに乗り切るために必要な専門的課題解

決力を兼ね備える「地域創生人材」育成へと発展させ、これを地域との実践的協働活動により実現する。

すなわち、地域を志向した教育カリキュラム体系への全学的な再編と社会貢献活動との有機的な接続、そ

れに基づく研究プロジェクト活動の推進を実現する地（知）の拠点改革を実現し、地域力の向上につなげ

ることを目的としている。 
本事業の推進にあたっては、文部科学省の補助事業であること、また、地域の期待に応える社会的使命

の大きな事業であるとの観点から、事業プログラムの実施状況や成果、年次計画等について定期的に全体

的な検討・評価を行い、事業の効果的な実施と改善を図り、事業最終年度には設定した目標を達成する必

要がある。そこで、上記目的を達成するため、外部委員を含めた本「事業検討・評価委員会」を設置し、

毎年度末に委員会を開催することで、適切なPDCAサイクルの機能を担保することとする。 
 
 
 

日本文理大学 地（知）の拠点整備事業 事業検討・評価委員会 運営ガイドライン 

 
（趣旨） 
1	 このガイドラインは、日本文理大学（以下、「本学」という。） 地（知）の拠点整備事業（以下、「COC
事業」という。）の推進にあたり、外部委員を含めた「本学COC事業 事業検討・評価委員会（以下「本
委員会」という。）」の運営に関し、基本的なルールを定めるものである。 

 
（目的） 
2	 本委員会は、事業プログラムの実施状況や成果、年次計画等について、定期的に全体的な検討・評価
を行い、事業の効果的な実施の確認と必要に応じた改善指示を行い、もって事業の適切な推進に寄与す

ることを目的とする。 
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（議事進行） 
3	 本委員会の議事進行にあたる議長は、本学学長とする。 
 
（開催時期） 
4	 本委員会は年間 1回の開催とし、開催時期は毎年度末とする。 
 
（委員） 
5	 委員は連携自治体委員、外部民間委員を含むものとし、当初委員は以下のとおりとする。ただし、代
理出席を認めるものとする。 

	  
【外部委員】 
	 	 ○大分県 企画振興部 部長	 	 ○大分市 商工農政部 部長	 	 ○豊後大野市 副市長 
○一般財団法人日本財団学生ボランティアセンター センター長 
○日本政策投資銀行 大分事務所 所長 
○一般財団法人セブン-イレブン記念財団 九重ふるさと自然学校 代表 
○大分県中小企業家同友会 代表理事 
 
【日本文理大学】 
	 	 ○学長（事業推進代表者）	 ○学長室長／人間力育成センター長（事業推進責任者） 
	 ○工学部長	 ○経営経済学部長	 ○大学院工学研究科長	 ○大学教育長 
	 ○産学官民連携推進センター長	 ○進路開発センター長 

 
	 2	 事業推進にあたり、取り組みに変更、追加が発生した場合や、より適切な検討・評価を行うために

必要と認めた場合には、適宜、委員の変更および追加を認めるものとする。 
 
（事務局） 
6	 本委員会の事務を処理するため、本学学長室に事務局を置く。 
 
（その他） 
7	 このガイドラインに定めるもののほか、本委員会の運営に関し必要な事項が発生した場合は、その都
度、各連携自治体と協議の上、決定する。 



日本文理大学	 地（知）の拠点整備事業（大学ＣＯＣ事業）	

平成２７年度	 事業検討・評価委員会	 次第	

	

	

日	 時：平成２８年３月２８日（月）１４：００～１６：００	

場	 所：日本文理大学	 情報センター７階	 第３会議室	

	

１．開会	

	 	 	 開会あいさつ（学長	 平居	 孝之）	

２．事業検討・評価委員会	 運営ガイドラインについて	 	 資料１	

３．出席者紹介	

４．議事	

Ⅰ．本年度の取り組み状況報告 

（教育・研究・社会貢献、全体取組）	 年次報告書 

Ⅱ．本年度の成果に対する評価・意見交換 

Ⅲ．来年度の事業計画について	 資料２ 

５．その他	

６．閉会	

	

	

	

	

	

事務局：日本文理大学	 学長室	



日本文理大学 地（知）の拠点整備事業 

平成２７年度 事業検討・評価委員会 

＜委員名簿＞                         平成 28 年 3 月 28 日 

◯ 外部委員  

 所	 	 	 属 職	 名 氏	 名 

大分県	 企画振興部 部	 長 廣瀬	 祐宏	

（代理：審議監	 中島	 英司） 

大分市	 商工農政部 部	 長 吉田	 茂樹 
（代理：次長	 玉野井	 雄二） 

豊後大野市 副市長 赤嶺	 謙二 
一般財団法人 
日本財団学生ボランティアセンター 代表理事 西尾	 雄志 

一般財団法人セブン-イレブン記念財団 
九重ふるさと自然学校 代	 表 川野	 智美 

日本政策投資銀行	 大分事務所 所	 長 武田	 浩 

大分県中小企業家同友会 代表理事 佐藤	 貞一 
特定非営利活動法人 
おおいたＮＰＯデザインセンター 代表理事 山下	 茎三 

（敬称略・順不同） 

◯ 学内委員  

 所	 	 	 属 職	 名 氏	 名 

【事業推進代表者】日本文理大学	 学	 長	 平居	 孝之	

【事業推進責任者】日本文理大学	

	 学長室／人間力育成センター	

室長／	

センター長	
吉村	 充功	

日本文理大学	 工学部	 学部長	 安田	 幸夫	

日本文理大学	 経営経済学部	 学部長	 橋本	 堅次郎	

日本文理大学	 大学院	 工学研究科	 研究科長	 河邉	 博康	

日本文理大学	 産学官民連携推進センター	 センター長	 池畑	 義人	

日本文理大学	 大学教育長	 島岡	 成治	

日本文理大学	 進路開発センター	 センター長	

林田	 和隆 
（代理：経営経済学部	

就職委員長	板倉	理友）	

	

〈事業担当者〉	

所属・役割	 氏	 名	 	 所属・役割	 氏	 名	

学長室ＷＧ担当（全体）	 釘宮	 啓	 ＣＯＣ事業特任教員	 市田	 秀樹	

学長室ＷＧ担当（教育） 鍋田	 耕作	 工学部・教授	 鈴木	 秀男	

学長室ＷＧ担当（社会貢献） 髙見	 大介	 経営経済学部・准教授	 舛田	 佳弘	

	



 

日本文理大学 地（知）の拠点整備事業 連携推進会議 運営ガイドライン 

（趣旨） 
1	 このガイドラインは、日本文理大学（以下、「本学」という。） 地（知）の拠点整備事業（以下、「COC 事
業」という。）の推進にあたり、本学と連携自治体とで構成する「連携推進会議（以下「本会議」という。）」

の運営に関し、基本的なルールを定めるものである。 
 
（目的） 
2	 本会議は、COC事業の円滑な推進のため、本学と連携自治体各部署とが本事業にかかる地域課題を共有し、
人材育成と政策課題に対応した地域振興のための具体的な取組とその進捗状況を把握・共有、改善を図るこ

とを目的とする。 
 
（議事進行） 
3	 本会議の議事進行にあたる議長は、本学学長とする。 
 
（開催時期） 
4	 本会議は年間 2回の開催とし、開催時期は 4月および 10月とする。ただし、平成 26年度は 10月のみの開
催とする。 

 
（構成員） 
5	 当初構成員は以下のとおりとし、各自治体担当部署の課長または室長または支所長の参加を求めるものとす
る。ただし、代理出席を認めるものとする。 

	  
【日本文理大学】 
	 	 ○学長（事業推進代表者）	 ○学長室長／人間力育成センター長（事業推進責任者） 
	 ○工学部長	 ○経営経済学部長	 ○大学院工学研究科長	 ○大学教育長 
	 ○産学官民連携推進センター長	 ○FD委員長	 ○学長室WG担当	 ○COC事業担当特任教員 
【大分県】 
	 	 ○企画振興部 政策企画課	 	 ○企画振興部 観光・地域局 地域活力応援室 
○商工労働部 商業・サービス業振興課	 	 ○商工労働部 経営創造・金融課（組織改編） 
○生活環境部 自然保護推進室（組織改編）	 	 ○農林水産部 おおいたブランド推進課 
	 ○生活環境部 消費生活・男女共同参画プラザ 県民活動支援室 
○教育庁 体育保健課 

	 【大分市】 
	 	 ○企画部 企画課（担当変更）	 	 ○市民部 佐賀関支所	 	 ○農林水産部 農政課（組織改編） 
	 ○教育部 スポーツ・健康教育課 
	 【豊後大野市】 
	 	 ○総務課	 	 ○まちづくり推進課	 	 ○商工観光課	 	 ○高齢者福祉課（追加） 
 
	 2	 事業推進にあたり、取り組みに変更、追加が発生した場合、適宜、部局の変更および追加を認めるものと

する。 
 
（事務局） 
6	 本会議の事務を処理するため、本学学長室に事務局を置く。 
 
（その他） 
7	 このガイドラインに定めるもののほか、本会議の運営に関し必要な事項が発生した場合は、その都度、各自
治体担当部署と協議の上、決定する。 

 
平成26年10月29日作成 

平成27年6月26日一部修正 
平成28年6月27日一部修正 



日本文理大学	 地（知）の拠点整備事業（大学ＣＯＣ事業）	

平成２８年度	 第１回	 連携推進会議	 次第	
	

日	 時：平成２８年６月２７日（月）１５：００～１６：３０	

場	 所：日本文理大学	 情報センター７階	 プレゼンテーションルーム	

	

１．開会：	 開会あいさつ（学長	 平居	 孝之）	

２．出席者紹介	

３．議事	

（１）連携推進会議	運営ガイドラインについて	 資料１	

（２）本学 COC事業の概要と平成 27年度事業報告 
○ 対象とする地域課題（7テーマ）についての取組状況報告	 年次報告書 
○ その他の取組・教育カリキュラム改革の状況報告等	 年次報告書 資料２ 
○ 外部事業評価・検討委員会の評価報告	 資料３ 

（３）本学 3つのポリシーと平成 28年度事業計画 
○ 3つのポリシー（学位授与・教育課程編成・入学者選抜方針）について 

	 資料４ 
○ 全体事業計画と対象とする地域課題と具体的な取組計画	 資料５ 資料６ 
○ 教育カリキュラム改革の状況（地域志向科目の設定状況）	 資料７ 
○ 地域志向プロジェクト研究採択結果	 資料８ 
○ 地域貢献度調査（住民アンケート）について	 資料９ 

（４）全体意見交換等 
（５）今後のスケジュールについて 
	 	 	 ○ 文科省 中間評価について	 資料１０ 
４．その他	

５．閉会	

	

【配付資料一覧】 
○ 次第 
○ 出席者名簿 
○	配席図	

○ 資料１ ： 連携推進会議	 運営ガイドライン 
○ 資料２ ： 平成 27年度 フォローアップ資料（文科省提出） 
○ 資料３ ： 平成 27年度 事業検討・評価委員会	 事業評価 報告書 
○ 資料４ ： 3つのポリシー（学位授与・教育課程編成・入学者選抜方針）について 
○ 資料５ ： （別添１）平成 28年度 COC採択校事業分（文科省提出 H28年度調書） 
○ 資料６ ： 対象とする地域課題と具体的な取組の状況 
○ 資料７ ： 平成 28年度 地域志向科目 一覧表 
○ 資料８ ： 平成 28年度 地域志向プロジェクト研究 採択内定テーマ一覧 
○ 資料９ ： 平成 26年度アンケート調査票（地域貢献度調査） 
○ 資料１０ ： 平成 28年度評価の実施について（文科省） 
○ 平成 27年度	 日本文理大学「地（知）の拠点整備事業」年次報告書（抜粋） 
	

事務局：日本文理大学	 学長室	



日本文理大学 地（知）の拠点整備事業 平成２８年度 第１回 連携推進会議 

＜出席者名簿＞	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成 28年 6月 27日	

○大分県	

所	 	 	 属	 職	 名	 氏	 名	 主な連携取組内容	

企画振興部	 政策企画課	 主幹	 角渕	 達彦	 本学との連携・調整窓口	

企画振興部	 観光・地域局	

地域活力応援室	
主幹	 川越	 誠	 過疎地域の集落維持・活性化活動	

商工労働部	 商業・サービス業振興課	 副主幹	 中宮	 美穂	 商店街と連携した地域活性化活動	

教育庁	 体育保健課	 指導主事	 武石	 隆一	 総合型地域スポーツクラブ支援活動	

生活環境部	 自然保護推進室	 室長	 山﨑	 吉明	 ユネスコエコパーク認定推進活動	

農林水産部	

おおいたブランド推進課	
流通企画監	 石井	 修三	 地域ブランド発掘による６次化活動	

商工労働部	 経営創造・金融課	 副主幹	 阿部	 浩考	 学生起業家マインド育成活動	

生活環境部	

消費生活・男女共同参画プラザ	

県民活動支援室	

室長	 石垣	 和之	 ＮＰＯ法人との協働・経営支援活動	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						（敬称略）	

○大分市	

所	 	 	 属	 職	 名	 氏	 名	 主な連携取組内容	

企画部	 企画課	 次長兼課長	 永松	 薫	 本学との連携・調整窓口	

市民部	 佐賀関支所	 参事補	 中島	 恭介	 地域と連携した地域活性化活動	

農林水産部	 農政課	 次長兼課長	 重松	 勝也	 地域ブランドを活かした６次化活動	

教育部	 スポーツ・健康教育課	 －	 （欠席）	 健康で活力に満ちた生活支援活動	

	（敬称略）	

○豊後大野市	

所	 	 	 属	 職	 名	 氏	 名	 主な連携取組内容	

総務課	 課長	 佐保	 正幸	 本学との連携・調整窓口	

まちづくり推進課	 課長	 足立	 哲啓	 集落維持・活性化活動	

商工観光課	 課長	 神田	 聖弘	 エコパーク認定推進活動	

高齢者福祉課	 課長	 足立	 建士	 高齢社会における課題解決・福祉活動	

																																																																											（敬称略）	

○日本文理大学	

所		属・役	 職	 氏			名	 	 所		属・役	 職	 氏			名	

学長	 平居	 孝之	
産学官民連携推進センター長	

／学長室ＷＧ担当(研究)	
池畑	 義人	

学長室長／人間力育成センター長	 吉村	 充功	 ＦＤ委員長	 本村	 裕之	

工学部長	 安田	 幸夫	 学長室ＷＧ担当(全体)	 釘宮	 啓	

経営経済学部長	 松下	 乾次	 学長室ＷＧ担当(教育)	 鍋田	 耕作	

大学院工学研究科長	 室園	 昌彦	 学長室ＷＧ担当(社会貢献)	 髙見	 大介	

大学教育長	 河邉	 博康	 ＣＯＣ事業担当特任教員	 市田	 秀樹	

	



	

対象とする地域課題と具体的な取組の状況 

○大分県全域対象 

主な課題と取り組み	

l 大学生への地域・文化教育と県内の魅力発見（大分チャレンジアワード）	
l 地域企業・自治体・NPO との連携による地域の魅力発見・若者雇用創出の促進	
l 大分県農業のブランド化と関連産業活性化を目的とした自然エネルギー利用型プラズマ農業に関する研究	
l フィールド・スタディを中心とした学生主体の地域活性化カリキュラムの導入	

	

課題 これまでの活動実績（主に昨年度） 今後の展開（H28 年度） 

大学生への地域文化

教育と魅力発見	

（大分チャレンジア

ワード）	

地域に関係した歴史文化に触れる「冒険旅行」

（H27.11/14～11/15:1泊 2日）や各地区での「ボ

ランティア活動」を多数、これまでに実施した。

豊後大野市の「ジオパーク巡り」、地域住民の協

力を得た民泊なども実施。	

H28 年度も引き続き、「自然体験活

動」「ボランティア活動」「運動・ス

ポーツ」「科学・文化・芸術活動」

に取り組み、学生の地域に対するマ

インド、能力を高め、「チャレンジ

アワード」の獲得を進める。	

地域企業との連携に

よる若者雇用創出の

促進	

大分県中小企業家同友会加盟企業と連携して、2

年科目「社会参画応用」において、H27	年度は

県内中小企業６社の求人 PR 動画を若者目線で

制作。	

H27 年度の制作物については、企業 Web、大 Web

に掲載したほか、学食でも放映した。学生のキ

ャリア教育の一環として実施（県内企業、中小

企業の魅力を知る）。	

YouTube チャンネル「おおいたつくりびと」で

公開中。	

H28	年度前期では、3 社の求人 PR	

動画と自治体と連携した地域の魅

力発信のための動画（2 本）を制作

中。	

H28/7/21（木）13:00～学内にて成

果発表会を実施。	

今回の成果や改善点を共有し、今後

も継続して実施予定。	

若者が県内企業や地

域の魅力を知る	

2 年科目「産学一致の勧め（全学必修）」におい

て、大分県中小企業家同友会加盟企業（各学部

3 名）、NPO 等（各学部 2 名）から取組の紹介や

地域の魅力についてご講演いただき、地域志向

を高めた。	

1 年「地域創生人材入試入学者」に対し、「おお

いた、つくりびと」の志向を高めるため、教員、

自治体職員等が講演。	

H28 年度も、「産学一致の勧め」の外

部講師講演、「おおいた、つくりび

と」講演を実施している。	

H28 年度は、これに加え、1 年「大

分学・大分楽」（必修）においても、

外部講師（豊後大野市長、大分合同

新聞社）による講演を組み込んでい

る。	

若者が県内企業の魅

力を知り、就業マイン

ドを養成	

1 年前期科目「社会参画入門」、2 年後期科目「社

会参画実習 2」（全学必修）において、各学科に

関係する地元企業を訪問する企業取材実習を実

施（H27 年度は、1 年生 1 回（13 社協力）、2 年

生工学部 2 回、経営経済学部 1 回（16 社協力））。

1 年では企業を知ることで働くことやそのため

の専門分野の学習に対する動機付け、2 年では

業界研究、企業研究により地元企業を理解する

取り組みとして実施。	

H28 年度も、現在 1 年科目において

企業取材実習を実施中。2 年科目は

後期に実施する。	

	 	

資料６ 



	

課題 これまでの活動実績（主に昨年度） 今後の展開（H28 年度） 

若者が身近な行政	

施策を知り、関心を持

つ	

全１年生（工学部・経営経済学部、計約 480 名）

必修の教養基礎科目「社会参画実習１」におい

て、自分たちが住む大分県・大分市に関わる政

策のうち、18 歳選挙権や自転車マナーなど若者

に身近なテーマを自分事として考え、若者とし

て具体的にできることをグループで考え、提案

することを目標とした学部混成ワークショップ

授業を実施中。H27 年度は、11/9,16 に県・市の

施策担当者より出張講義を受け、12/21、1/18	に

成果発表を行い、提案書を各課題の担当課に提

出した。	

H28 年度も、後期科目として実施予

定。	

現在、実施に向けた準備を行ってい

る。	

地域をフィールドに

した人間力の育成	

人間力育成センターにおいて、各種正課外プロ

ジェクトを実施。H27 年度では、学生消防応援

隊の結成・活動、地域安全マップ作製講習会へ

の運営参画、鶴崎 23 夜祭への運営参画（小学生

提灯行列、灯籠制作（建築学科））、各地での農

林水産ボランティア、大分市中心部商店街にて

「サンタ・サンタ・サンタ」の活性化イベント

等多数実施。	

H28 年度も様々な取り組みを通じて

学生活動を展開、人間力を育成す

る。	

フィールド・スタディ

を中心とした学生主

体の地域活性化カリ

キュラムの導入	

本事業は大分市中心商店街をフィールドとして

学生が現場に出て、大分の魅力を発掘する。発

掘した魅力を一般の消費者や観光客に関心を示

してもらうために、どのような情報を提供する

ことが効果的かを学生同士で議論しあい、いく

つかの情報提供手段を出し合い、どの情報が消

費者や観光客が反応したかを検証することで、

マーケティングの技能を身につけると同時に、

「人間力」の育成と地域に貢献することを目的

となる活動を行った。	

本事業は、身近な地域で、魅力を発

見し、情報提供することで、地域マ

ネジメント、マーケティングの手法

を学んでもらったが、まだ、その途

上である。地域面では、地域住民で

も気づかなかった地域の魅力価値

の再発見、「魅力発信」による消費

者・観光客の増加、地域の活性化が

期待される。学生がスマートフォン

アプリを使った情報提供事業につ

いてニューズリリースを図り、本学

の広報活動にも役立てていきたい。 
	

	

	

	 	



	

○大分市：佐賀関地区周辺・大在地区 

主な課題と取り組み	

l 廃校利用を通した地域コミュニティ活性化・ものづくり活動（木佐上地区）	
l 総合型地域スポーツクラブの支援活動の試行（大在地区）	
l ＮＰＯへの参画と経営支援	
l さがのせきローカルデザイン会議（学生と地域の意見交換）の定期的な実施	
l ＮＰＯとの連携による体験型観光プロジェクト	
l 資源の掘り起こしによるコミュニティ活性化活動・6 次化検討	
l １次体験活動（農業漁業）、海岸等の環境保全活動、防犯ボランティア活動	
l 商店街での地域活性化活動の実践、連携による職業体験活動	
l 学生地域活動拠点の開設、運営	
l 地域コミュニティの活性化活動（福祉・スポーツ活動）	
	

課題 これまでの活動実績（主に昨年度） 今後の展開（H28 年度） 

地域の小学生への文

化・歴史・環境教育	

佐賀関地域の小学生を対象とした教育ＮＰＯ

(ＮＰＯウミネコの会)の取り組みのサポートを

行っている。「田植え・稲刈り・野外炊飯・環境

学習・海辺のキャンプ等」	

H28 年度も、ＮＰＯウミネコの会の

取り組みのサポートを行っており、

学生自身が子供たちのニーズと社

会的要求（環境教育・体験活動等）

を照らし合わせ、自ら実現可能な活

動を企画立案し運営していく。	

商店街での地域活性

化活動の実践	

地域交流イベント「楽・楽マルシェ」の開催(毎

月第 4 土曜日・旧佐賀関町役場、毎回経営経済

学科・建築学科学生 5 名程度が参加し、毎回 50

名程度の住民・こども達が参加)。	

地域交流イベントとして、かなり地

域の中に浸透してきており、今後、

定期的に実施していくことで、参加

者を増やし、商店街の中で地域のコ

ミュニティ活性化の場を形成して

いく。今後商店街との連携を強化す

る。今年度で 5 年目に突入。	

ＮＰＯの経営支援	 NPO 法人さがのせき・彩彩カフェの活動支援、

経営分析を経営経済学科のゼミ活動として試

行。	

H28 年度も継続実施。他法人への拡

充の検討。	

学生地域活動拠点の

開設、運営	

H27/6/13 に、関あじ関さば通り商店街・まちの

駅「よらんせえ〜」内に開設。地域と意見交換

するローカルデザイン会議や各種講習を実施し

た。	

H28 年度では、佐賀関地区での各活

動の中心的な場として使用する。ま

た活動状況を定期的に情報発信す

ることで、地域の中に根付くように

活動を実施する。また、宿泊ができ

る施設の利用目処が立ったことか

ら、今後ゼミ活動や現場での実践、

6 次化商品の開発等、深化を目指す。	

地域支援活動の本格

実施	

地域資源を活かした地域活性化について、学生

活動拠点を中心に地元関係者と協議。今後の取

り組み、6 次化について、実施内容を検討中。	

本格実施に向けて、地域内での資源

調査、観光まちづくりを本格化させ

る。上記項目とも連動。	

廃校利用を通した地

域コミュニティ活性

化、ものづくり活動

（木佐上地区）	

H27 年 3 月に閉校した木佐上小学校の跡地利用

について地元の木佐上コミュニティと協議を行

い、H28 年 6 月に木佐上連合区と地域連携推進

協定を締結し、今後の利用方針を決定した。H27

年度においては、1 年科目「ロボットプロジェ

クト入門」において、地域を活かし、地域で必

要なものづくりについて考えるフィールドワー

ク、ワークショップを実施。	

	

H28 年 6 月に木佐上連合区と地域連

携推進協定を締結し、今後、本格的

な教育研究活動の実施を目指す。	

現在、「高齢者 IT 教室」「小学生サ

マースクール」などでの連携につい

て協議中。また、1 年科目「ロボッ

トプロジェクト入門」でのフィール

ドワーク、ワークショップを実施予

定（10〜11 月）。	



	

	

課題 これまでの活動実績（主に昨年度） 今後の展開（H28 年度） 

体験型自由研究教室

の実施	

（佐賀関地区を含め

た大分市東部の小学

生を主な対象）	

小学生を対象に体験型の自由研究教室や、小学

生同士や保護者同士の交流促進のための体験型

交流教室を本学学生が中心となって実施した。

H27 年度においては、H27.7 月（会場：本学）、

12 月（会場：こうざき小学校）に実施。	

	

H28 年度は、佐賀関地区内の小学校

と連携をしての実施を検討してい

く。会場では、木佐上コミュニティ

ーセンター（旧木佐上小学校）を利

用予定。	

総合型地域スポーツ

クラブの支援活動の

試行（大在地区）	

総合型地域スポーツクラブ（OZAI 元気クラブ）

と連携して、「チャレンジ・ザ・ゲーム」大会（年

５回）、「かけっこ教室」（年１回）、「ウォーキン

グ大会」（年１回）を計画し、実施中。	

今年度は8月末から本格始動し、「チ

ャレンジ・ザ・ゲーム普及審判員」

資格の取得も目指し、普及に勤めて

いく。	

アクアソーシャルフ

ェスの共催による海

岸環境保全	

大分合同新聞社と共催し、磯崎海岸のビーチク

リーニングを実施した（H27.6/27）。設置してい

る防砂垣の補修を行い、ウミガメが産卵・ふ化

しやすい環境を整備。その後、ウミガメの生態

や環境保全についての講義を実施した。	

H28 年度も、6/25 に開催。若者目線

での持続的な環境保全活動を実施。	

地域の国際化	 H27 年度は、佐賀関公民館にて韓国料理教室を

7/18 に実施した。本学留学生、日本人学生、地

域住民の交流の場として一緒になって韓国料理

を料理し、国際交流を深めた。	

H28 年度は、7/16 に豊後大野市にて

韓国料理教室を実施予定。	

今後、展開を検討していく。	

6 次化に向けた取組	 甘酒等について実施してきたが、事業者の高齢

化や資金繰り等の問題で、事業が進まなかった。	

今年度は大分市の紹介で、後藤農園

さん（判田）の活動に参加の予定。

栗の収穫作業は 9 月頃で、本格的な

活動はその頃以降。	

地域への情報発信	 H27 年度は、2/11 に大分県立看護科学大学との

成果発表回＆合同シンポジウム、2/20 に地域創

生活動報告会（佐賀関市民センター）を実施し

た。	

	

H28 年度においても、各地域や COC

大学合同での成果発表会などを計

画し、地域住民の方などとの意見交

換を行う。	

	

	

	 	



	

○豊後大野市 

主な課題と取り組み	

l 集落におけるコミュニティ維持活動	
l １次体験活動（林業・林業）	
l 地域でのサービスラーニング体験活動	
l エコパークに関連し観光資源発掘活動	
l 地域における介護予防活動	
l 徘徊老人の位置検出システムのための画像処理ソフトの開発	
l 地域のお祭りイベント等の存続支援	

	

課題 これまでの活動実績（主に昨年度） 今後の展開（H28 年度） 

１次体験活動（農林

業）	

H27年度は、大野町土師地区(ふるさと体験村等)

で建築学科科目「プロジェクト 1」実習授業に

て 1 次体験活動を実施した。	

H28 年度においても、土師地区(ふる

さと体験村等)におけるコミュニテ

ィ維持活動の継続実施（合宿 8/4-6、

稲刈り 10/9）	

小規模集落支援	 H27 年度は、実習授業「環境・地域創造演習」

で地域を維持するための提案を行うフィールド

ワーク及び地域への提案を行った。その他、建

築学科ゼミ活動として、ふるさと体験村の運営

協力を行った（河川プール改修、開村式の運営

協力、ケビン関連施設の改修）。	

H28 年度は、ふるさと体験村の運営

協力を中心に地域の維持活動を行

う（開村式 7/17）。また、旧土師郵

便局の利活用への協力も実施する。

演習授業は 9/2-4 で実施。	

1 次体験活動(農業・

林業)	

犬飼町戸上地区で 1 次体験活動の継続実施	

	

今後も継続する。	

地域のお祭りイベン

ト等の存続支援	

H27 年度は、どんこ釣り大会に運営スタッフと

して参加（学生：10 名）。	

H28 年度も、どんこ釣り大会の運営

協力を行った。今後、大会実行委員

会、地域住民との連携を図り、企

画・立案段階からの参画を検討して

いく。犬飼川の港まつりにて提灯行

列を実施（7/2）。	

地域でのサービスラ

ーニング体験活動	

H27 年度は、里の旅公社と連携して、清川町ロ

ッジきよかわにて経営経済学部「サービスラー

ニング」体験活動を実施。	

H28 年度は、「サービスラーニング」

を拡充し、今後も継続発展させ、地

域資源の体験・魅力発見をおこなう

（8/29-31 に合宿、その他日帰り多

数）。	

集落におけるコミュ

ニティ維持活動（福祉

支援活動）	

市民交流の場・楽らく広場「ひょうたん」（千歳地

区）にのべ約 90 名の学生（活動回数 15 回）が参

加し，活動のサポートを行った。学生活動参加開

始前（平成 27 年 7 月）の利用者平均 9.3 名，参加

者（利用者・スタッフ）平均 19.7 名に比べ学生活

動参加開始後（平成 28 年 2 月）では利用者平均

21.2 名，参加者平均 26 名と参加者が増え，活動

の活性化が図れた。	

市民交流の場・楽らく広場「ひょうた

ん」（千歳地区）での活動サポートを

継続して実施。	

予防的心理教育プロ

グラムの実施	

朝地小・中学校の児童生徒の社会性や適応力向上

を目的とした予防的心理教育プログラムをのべ約

30 名の学生（活動回数 10 回）が実施した。実施

前後での小学生のソーシャルスキルの上昇が見ら

れるなど，予防的心理教育プログラムの一定の効

果を得ることができた。	

昨年同様，これらの取組をさらに発展

させ，継続して実施。	



	

課題 これまでの活動実績（主に昨年度） 今後の展開（H28 年度） 

小学生の地域仕事発

見	

H27 年度は、小学生の職業体験イベント「お仕

事発見ランド」を本学県央空港キャンパスで実

施。本学学科に関係する仕事や豊後大野市内の

企業、金融機関に応援を依頼し、地元の職業体

験も実施した。約 80 名が参加。	

H28 年度は、7/2 に犬飼町で開催予

定。今後も内容を精査しながら、各

地での事業実施を検討する。	

地域への情報発信	 H27 年度は、2/13 に地域創生活動報告会（豊後

大野市役所）を実施した。	

H28 年度においても、成果発表会な

どを計画し、地域住民の方などとの

意見交換を行う。	
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日本文理大学	 地（知）の拠点整備事業（大学ＣＯＣ事業）	

平成２８年度	 第 2 回	 連携推進会議	 次第	

	

日	 時：平成２８年１１月３０日（木）１４：３０～１６：４５	

場	 所：日本文理大学	 情報センター７階	

	 	 プレゼンテーションルーム（全体会・第１分科会）	

第３会議室（第２分科会）	

	

＜全体会①：１４：３０～１４：５５＞	

１．開会：	 開会あいさつ（学長	 平居	 孝之）	

２．議事	

（１）平成２８年度全体進捗報告	 	 資料１～４ 
 
＜分科会：１５：００～１６：２０＞ 
（２）各プロジェクト報告・意見交換会（報告	各 5 分＋質疑 5 分、全体意見交換 30 分程度） 

分科会①＜プレゼンテーションルーム＞： 

報告タイトル 報告者 地域課題該当テーマ 

豊後大野市大野町土師地区における住民と学生に

よる地域コミュニティ活動 

豊後大野市緒方町における域学協働によるエコ 

パーク認定活動に向けた取り組み 

池畑教授 １．小規模・高齢化が深刻な集落における 

コミュニティの維持・活性化 

３．自然の積極的な活用による保全と地域 

活性化（観光・教育） 

位置検出システムのための画像処理ソフトの 

開発、高齢者向けものづくり教材の開発 

鈴木(秀)教授 ２．人口減少社会を支えるための先進的な 

ものづくり 

 豊後大野市の地域資源を活かしたサービス 

ラーニング科目への展開 

今西准教授 ３．自然の積極的な活用による保全と地域 

活性化（観光・教育） 

 地域住民主体の地域づくり支援	 豊後大野市 

千歳町「楽らく広場ひょうたん」活動サポート 

坂口助教 ５．健康増進及び生活支援によるコミュニ 

ティの維持 

分科会②＜第３会議室＞： 

報告タイトル 報告者 地域課題該当テーマ 

『地域にいきるものづくり』を目指した 

プロジェクト科目の実践 

市田准教授 ２．人口減少社会を支えるための先進的な 

ものづくり 

大学生観光まちづくりコンテスト 2016 橋本教授 ３．自然の積極的な活用による保全と地域 

活性化（観光・教育） 
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フィールド・スタディを中心とした学生主体の 

地域活性化カリキュラム 

本村教授 ４．地域商店及び商店街の活性化による 

地域振興 

スポーツイベント実践を通した地域創生人材の 

育成 

堀准教授 ５．健康増進及び生活支援によるコミュニ 

ティの維持 

国際交流による地域活性化（韓国料理教室、 

道の駅原尻の滝インターンシップ） 

農産物の付加価値アップによる地域の活性化・ 

産業創出活動への参加 

泉教授 

 

工藤准教授 

７．地域ブランドの発掘による交流人口の 

増加・産業の活性化（6次化） 

 
＜全体会②：１６：２５～１６：４５＞	

	 （３）分科会報告 
（４）その他 
３．今後のスケジュールについて	

４．閉会	

	

事務局：日本文理大学	 学長室	

	

【配付資料一覧】 

○ 次第 

○ 出席者名簿 

○	配席図	

○ 資料１ ： 平成 28年度	 日本文理大学	 COC事業総括シート 

○ 資料２ ： 平成 28年度	 日本文理大学	 COCプロジェクト一覧 

○ 資料３ ： 日本文理大学 COC事業紹介 ポスター 

○ 資料４ ： 文部科学省 平成 28年度評価 進捗状況報告書 

○ 分科会資料 ： 報告プロジェクトに関するプロジェクト報告シート 

○ 参考資料１ ： 連携推進会議	 運営ガイドライン 

○ 参考資料２ ： おおいた地域創生リーダー養成講座案内（COC+県委託事業） 

 

	



日本文理大学 地（知）の拠点整備事業 平成２８年度 第２回 連携推進会議 

＜構成員出席者名簿＞	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成 28 年 11 月 30 日	

○大分県	

所	 	 	 属	 職	 名	 氏	 名	 主な連携取組内容	

企画振興部	 政策企画課	 	 主幹	 角渕	 達彦	 本学との連携・調整窓口	

企画振興部	 観光・地域局	

地域活力応援室	
室長	 森髙	 美代子	 過疎地域の集落維持・活性化活動	

商工労働部	 商業・サービス業振興課	 副主幹	 中宮	 美穂	 商店街と連携した地域活性化活動	

教育庁	 体育保健課	 指導主事	 武石	 隆一	 総合型地域スポーツクラブ支援活動	

生活環境部	 自然保護推進室	 副主幹	 師藤	 京子	 ユネスコエコパーク認定推進活動	

農林水産部	 おおいたブランド推進課	
課長補佐	

（総括）	
牛島	 裕美	 地域ブランド発掘による６次化活動	

商工労働部	 経営創造・金融課	 主任	 大河原	 大策	 学生起業家マインド育成活動	

大分県消費生活・男女共同参画プラザ	

県民活動支援室	
主査	 伊東	 大樹	 ＮＰＯ法人との協働・経営支援活動	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						（敬称略）	

○大分市	

所	 	 	 属	 職	 名	 氏	 名	 主な連携取組内容	

企画部	 企画課	
参事補	 安達	 浩	

本学との連携・調整窓口	
主事	 園田	 哲也	

市民部	 佐賀関支所	 参事補	 中島	 恭介	 地域と連携した地域活性化活動	

教育部	 スポーツ・健康教育課	 	 （欠席）	 健康で活力に満ちた生活支援活動	

農林水産部	 農政課	 	 次長兼課長	 重松	 勝也	 地域ブランドを活かした６次化活動	

	（敬称略）	

○豊後大野市	

所	 	 	 属	 職	 名	 氏	 名	 主な連携取組内容	

総務課	 係長	 宗像	 修	 本学との連携・調整窓口	

まちづくり推進課	 課長	 足立	 哲啓	 集落維持・活性化活動	

商工観光課	 課長	 神田	 聖弘	 エコパーク認定推進活動	

高齢者福祉課	 課長	 足立	 建士	 高齢社会における課題解決・福祉活動	

																																																																											（敬称略）	

○日本文理大学	

所		属・役	 職	 氏			名	 	 所		属・役	 職	 氏			名	

学長	 平居	 孝之	
産学官民連携推進センター長	

／学長室ＷＧ担当(研究)	
池畑	 義人	

学長室長／人間力育成センター長	 吉村	 充功	 ＦＤ委員長	 本村	 裕之	

工学部長	 安田	 幸夫	 学長室ＷＧ担当(全体)	 釘宮	 啓	

経営経済学部長	 松下	 乾次	 学長室ＷＧ担当(教育)	 鍋田	 耕作	

大学院工学研究科長	 室園	 昌彦	 学長室ＷＧ担当(社会貢献)	 髙見	 大介	

大学教育長	 河邉	 博康	 ＣＯＣ事業担当特任教員	 市田	 秀樹	

	





No. 見出し 内容 新聞名 掲載日付

1
四重奏　日本文理大学とぶんご大野里の旅公社が連携協

力協定

日本文理大学とぶんご大野里の旅公社が連携協力

協定を結び調印式を実施
大分合同新聞 2016/4/1（金）

2 大分銀と文理大が地域活性化で連携 大分銀行とNBUが地域活性化に関して連携協定 大分合同新聞 5016/5/11（水）

3
県内の大学、製造業、病院、行政　アイデア結集「ものづく

り」　14日からワークショップ　介護医療の課題探る

県内大学、地場製造業、病院、行政が協力して介護

医療の現場で役立つ「ものづくり」に挑戦
大分合同新聞 2016/5/12（木）

4 医療・福祉器具づくりへ　市民参加のワークショップ
県内大学、地場製造業、病院、行政が協力して介護

医療の現場で役立つ「ものづくり」に挑戦
大分合同新聞 2016/5/17（火）

5 論説　地域と大学　連携強化が鍵となる
大学COC＋事業の特集。先行例としてNBUと看護大

を紹介
大分合同新聞 2016/5/23（月）

6 文理大の通年講義　新聞で地域の情報収集
おおいた、つくりびとプログラム前期講義で、新聞で

地域の情報収集をする授業を実施
大分合同新聞 2016/5/27（金）

7
患者使いやすい雑貨や器具を　企業・病院・学生が開発め

ざしタッグ
学生が企業病院とタッグ 朝日新聞 2016/6/1（水）

8
木佐上コミュニティーセンター開所　住民と学生学びの場に

閉校小学校舎体育館を活用　講座や図書貸し出しも
木佐上コミュニティーセンター開所式 大分合同新聞 2016/6/23（木）

9 三井住友銀行と地方創生で連携
日本文理大学と三井住友銀行 が連携協力協定を結

び調印式を実施
大分合同新聞 2016/6/26（日）

10 ウミガメ帰っておいで！大分市で環境保全イベント

環境保全イベント「帰っておいで！いきものたち！」に

学生参加（主催：大分合同新聞、日本文理大学）（ア

クアソーシャルフェス!!2016の一環）

大分合同新聞 2016/6/27（月）

11
日本文理大と地域が連携して課題解決へ　地（知）の拠点

整備事業
地（知）の拠点整備事業（大学ＣＯＣ事業）第１回会合 大分合同新聞 2016/6/30（木）

12 ニュース動画を文理大生が公開
情報メディア学科3年生が授業の一環で県内の祭り

やイベントなど取材し撮影、映像編集
大分合同新聞 2016/7/6（水）

13
日本文理大生×豊後大野市の小学生　犬飼港跡へ「提灯

行列」　郷土の歴史たどる

学生と地元住民が共同で地域おこしに取り組む「豊

後大野プロジェクト」
大分合同新聞 2016/7/11（月）

14 世代を超えて自然の中で交流　大分市木佐上地区
「きさがみふれあいサマースクール」水中観測ロボッ

トを使い水中撮影に挑戦
大分合同新聞 2016/8/5（金）

15 企業や地域動画でPR　日本文理大生課題解決へ発表会
「社会参画応用（企業課題挑戦型クラス）」成果発表

会、学生コメント
大分合同新聞 2016/9/4（日）

16 福祉器具のアイデア　企業と学生が報告会
県内大学、地場製造業、病院、行政が協力した「もの

づくり」ワークショップの成果発表
大分合同新聞 2016/09/21（水）

17 ＮＩＥ　先進的な事例を学ぼう　27日、日本文理大でセミナー
「2016県ＮＩＥセミナー」が27日に日本文理大で開催さ

れる
大分合同新聞 2016/10/20（木）

18 ＮＩＥ教育に新聞を　日本文理大生が実践方法を学ぶ
「2016県ＮＩＥセミナー」が日本文理大で開催。人間力

育成センター高見大介副センター長の公開講義
大分合同新聞 2016/10/29（土）

19
大分信金と日本文理大、付属高校　佐伯地方創生へ連携

協定
大分信用金庫との連携協定締結調印式 大分合同新聞 2016/11/22（火）

20 地元の学生積極採用を　佐賀大など企業に訴え

学生の地元就職率を向上させる取り組みを紹介する

シンポジウム（佐賀大学）

吉村教授報告

佐賀新聞 2016/11/26（土）

21 JR九州社長観光列車語る　大分でシンポ
鉄道を活用した観光振興に関するシンポジウム

日本文理大学企画（COC）
読売新聞 2016/11/26（土）

22 NIE　相次ぐ高齢者事故と対策「人ごと」とせず知恵絞る NIE授業：高齢者の交通事故をテーマに 大分合同新聞 2016/12/3（土）

23 大学と地域の連携成果、課題を発表　日本文理大で会合
ＣＯＣ第２回連携推進会議：プロジェクトの経過・成果

報告と課題の共有
大分合同新聞 2016/12/17（土）

24
若者　地域見つめる　県内の大学、企業、行政が講座　資

源活用法など探る　４日に報告会

「大学等による『おおいた創生』推進協議会」講座

日本文理大の講座「おおいた地域創生リーダー養成

講座～地域創生時代に活躍できる社会人を目指そう

～」

大分合同新聞 2017/2/2（木）

25
“仕掛け”で歩行者地下道へと誘導　大分市で日本文理大

生
「まちなか『シカケプロジェクト』」一環 大分合同新聞 2017/2/28（火）

26
文科省の拠点整備事業　文理大と看護科学大　地域活性

化策を発表
ＣＯＣ合同成果発表会とシンポジウム 大分合同新聞 2017/3/10（金）

27 暮らしに役立てて　日本文理大生が作品、アイデア発表
「地域にいきるものづくり」をテーマに木佐上コミュニ

ティーセンターで活動報告
大分合同新聞 2017/3/13（月）

No. 見出し 番組名 放送局 放送日

1
日本文理大学と一般社団法人ぶんご大野里の旅公社との

連携協力協定締結調印式
もぎたてプラス ＯＣＴ 2016/4/4（月）

2 木佐上コミュニティーセンター開所式 もぎたてプラス ＯＣＴ 2016/6/13（月）

3 三井住友銀行包括連携協定調印式 ゆーわくワイド＆News TOS 2016/6/24（金）

4 三井住友銀行包括連携協定調印式 しんけんワイド大分 NHK 2016/6/24（金）

5 チャレンジＯＩＴＡ地域創生活動報告会in佐賀関 もぎたてプラス OCT 2017/3/14（火）

【大学COC事業】新聞記事掲載リスト

【大学COC事業】メディア放映リスト



大分合同新聞 　2016年4月1日（金） 大分合同新聞　2016年5月11日（水）

大分合同新聞　2016年5月12日（木）
大分合同新聞　2016年5月17日（火）

大分合同新聞　2016年5月27日（金）▶



大分合同新聞　2016年5月23日（月）
大分合同新聞　2016年6月23日（木）

大分合同新聞　2016年6月26日（日）

大分合同新聞　2016年6月27日（月）



大分合同新聞　2016年6月30日（木）

大分合同新聞　2016年7月6日（水）

大分合同新聞　2016年7月11日（月）

大分合同新聞　2016年8月5日（金）

大分合同新聞　2016年9月4日（日）▶

大分合同新聞　2016年9月21日（水）



大分合同新聞　2016年10月29日（土）

▲大分合同新聞　2016年12月3日（土）

大分合同新聞　2016年10月20日（木）



大分合同新聞　2016年11月22日（火） 大分合同新聞　2016年12月17日（土）

大分合同新聞　2017年2月2日（木）

大分合同新聞　2017年2月28日（火） 大分合同新聞　2017年3月13日（月）

大分合同新聞　2017年3月10日（金）



文部科学省「地（知）の拠点整備事業」平成 26 年度採択

『豊かな心と専門的課題解決力を持つおおいた地域創生人材の育成』
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