平成 25 年度

後半ではこれらの交渉過程を踏まえ、
東海大学が推進する
「自ら考
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価値判断の基準をしっかり持って
自らの言動に責任を持つこと、
長期的な人間
関係を構築しておくことの大切さを訴えまし
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渉することの大切さを学びました。何事にも
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を、
11月18日に湘
南校舎の松前記念館
講堂で開催しました。
当日は前文化庁長官の近藤誠一氏が、
「富士山
世界遺産登録 その背景と経緯」
をテーマに講演。
湘南校舎のほか、

インフォメーション

読売巨人軍の原監督と菅野選手を招いて
To-Collabo 市民セミナーを開催します
湘南校舎において２回目となる

札幌、
高輪、
代々木、
清水、
熊本、
阿蘇の７校舎をテレビ会議システム
近藤氏は、
今年６月にカンボジアのプノンペンで開かれた
「第37

2014年１月８日に、
読売ジャイアン

回世界遺産委員会」
で、
富士山と三保の松原が世界文化遺産に登録

ツの原辰 徳 監督（政 治 経済学部

された交渉の舞台裏を紹介しました。
三保の松原の登録除外勧告を

1980年度卒）
と菅野智之選手
（体

受けた日本の交渉団が、
世界遺産委員会諮問機関
（イコモス）
の委員

育学部2012年度卒）
を招いて実施

20人に対して即座にロビー活動を開始。
富士山と三保の松原が一

します。
当日は地域の皆さまと本学

体となって日本人にインスピレーションを与え、
浮世絵をはじめと

の学生に対し、
「挑戦することの意

する優れた芸術作品が生まれたことを訴え、
逆転登録を勝ち取った

義」
についてお２人に語っていただ

エピソードを披露しました。

く予定です。
入場無料、
事前予約不
要となっていますので、
多くの皆さ

略を練り、
人脈を駆使して最後まで交渉し続けた結果、
日本人が持

2012年度ドラフト会議にて

つ自然観や繊細な美意識が評価されたのだと思います」
と、
目的の

日時：2014年1月8日 午後５時30分〜７時
（開場＝午後４時40分）

実現に向けてあきらめずに挑戦することの大切さを力説しました。

会場：湘南校舎２号館大ホール

リレーエッセ イ
地域からの

整備事業」
（大学COC事業）
に採択されたことをお喜び申
東海大学と平塚市は1985年から大学交流事業を進め

取り組みにつながるものと確信しております。
地域には
「安心・安全なまちづくり」
「地域の活性化」
な

文部科学省

どさまざまな課題があります。
この地域の課題解決のた

るとともに、
97年には平塚市民・大学交流委員会を立ち上

めに、
大学の多様な人材、
情報や技術が大きく貢献してお

げ、
「文化・生涯学習」
「スポーツ」
「環境」
「観光」
「福祉」
など

ります。
これからも社会で即戦力となり活躍できる人材を輩出

の分野において市民を交えた取り組みを行ってきました。
地域に志向した教育を進める東海大学が
「To-Collabo
プログラム」
を推進することにより、
今までともに築き上

ラ

し、
将来の日本を担っていく学生が一人でも多く、
この平
塚の地で育っていくことを期待しております。

平成25年度「地（知）の拠点整備事業」
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東海大学の取り組み「To-Collaboプログラムによる全国連

全国の大学に公開

大学評価委員会

型地域連携活動」
を柱に、
地域特有の問題や共通課題を各校舎

Check

の学部、
学生、
研究者が共有し協力して解決策を見い出す取り

To-Collabo PG 評価委員会
大磯町

研究

組みです。
この活動を通して「大学共通教養科目の改革」を教

地域連携
研究センター

育改革計画の中心に据え、
地域連携を前提とした
「パブリック
アチーブメント※ 型教育」
を取り入れた全学的なカリキュラム

全校舎の教育・研究がリンク

Do

全教職員 & 学生

To-Collabo プログラムの推進組織

改革と組織改革を実行していきます。
なお、T o - C o l l a b o（ トコラボ ）とは T o k a i u n i v e r s i t y
Community linking laboratoryの略称で、
北海道から九州ま

文部科学省「地（知）の拠点整備事業」

で、
日本全国に広がる総合大学の高等教育拠点である東海大
学
（Tokai University）
を生かした地域連携の教育と研究およ
び研究所
（Community linking laboratory）
を示しています。
※
「パブリックアチーブメント」
＝若者が社会活動を通して民主社会における市
民性を獲得していく実践であり、
そのための組織と学習プログラムです。

４つの力に基づいて社会的実践力を育成
東海大学では「自ら考える力」
「集

具体的には、
全国にキャンパスを有する総合大学の強みを生か

い力」
「挑み力」
「成し遂げ力」の４つ

し、従来は各校舎で行ってきた地域連携活動を互いに結びつ

の力を教育の指針に掲げ、社会的実

け、地域の諸課題を共有・連動させて地域貢献に対応していき

践力を有した人材の育成に努めてい

ます。それと同時に、全学生が社会と接点を持つためのカリ

ます。2006年度からはチャレンジセ

キュラム改革や組織改革なども推進し、人材育成に努めます。

ンターを立ち上げ、学生が自主的に

今年度はすでに７校舎で19件のプロジェクトが始動。
地域の生

地域貢献や産学連携に参加する機会を提供してきました。
この

活を充実させるためのブランド創造や、
多世代の交流を促進す

たび 、文 部 科 学 省「 地（ 知 ）の 拠 点 整 備 事 業 」に 採 択 され た

る大学開放など、８事業にわたる多彩な活動を展開していま

「To-Collaboプログラム」は、本学のこれまでの実績をもとに、

す。地域の皆さまにおかれましては、本学の取り組みへのご理

新たな地域連携プロジェクトの実践の場を提供するものです。

解とご協力を賜りますようお願いいたします。
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げてきた実績を基礎にして、
さらに地域との連携が深まる

し上げます。

井上純一 部長

Check

全国の自治体に公開

「大学等が自治体と連携し、全学的に地域を志向した教育・研究・社会
貢献を進める大学を支援することで、課題解決に資するさまざまな人材や
情報・技術が集まる、地域コミュニティの中核的存在としての大学の機能
強化を図ること」を目的としています（文科省資料より）
。今年度は 319 件
の申請があり、52 件が採択（私立大学では180 件中、15 件が採択）されま
した。事業期間は平成 29 年度までの５年間の予定です。

声 「To-Collabo」に期待すること
このたびは、
文部科学省の平成25年度
「地
（知）
の拠点

平塚市企画政策部

まのご来場をお待ちしています。

コ

東海大学が進める新たな地域連携「To-Collaboプログラム」

「To-Collabo市民セミナー」を、

でつなぎ、
学生や教職員、
地域住民ら約350人が聴講しました。

その上で近藤氏は、
「短時間で効果的なアピールができるよう戦

ト

v o l.

東海大学 学長

「4つの力」
の
イメージキャラクター

リッキー

東海大学

2013 年度「地域志向教育研究経費」７校舎から19 件を採択
「To-Collaboプログラム」
では、
全国の共通課題を解決するため

ました。
採択研究には
「地域志向教育研究経費」
を支給し、
その研

に以下の４計画８事業を展開していきます。
本プログラムの主旨

究活動を支援していきます
（研究期間は2014年３月31日まで）
。
今

である“地域を志向した教育の推進”につながる研究を広く学内

回は19件の中から７件の研究代表者に概要や抱負を聞きました。

公募した結果、
今年度は43件の応募があり、
その内19件を採択し

地域の生活を充実させる
計画Ⅰ

地域デザイン計画
事業 1

安心安全

事業 2

ブランド創造

共有課題 ❷

多世代の交流を促進する
計画Ⅱ

ライフステージ・プロデュース計画
事業 1

事業 2

大学開放

スポーツ健康

共有課題 ❸

地域の魅力を発信する
計画Ⅲ

観光イノベーション計画
事業 1

地域観光

事業 2

文化・芸術

自然環境を守る
計画Ⅳ

エコ・コンシャス計画
事業 1

湘南校舎

産官学連携による弱風でも発電可能な
垂直軸型風車の開発

観光学部観光学科／田中伸彦 教授

工学部航空宇宙学科／福田絋大 講師
風力発電は、
再生可能エネルギーの中でも比較的コストの低い

平塚市北西部にある
「ゆるぎ地区」
では、
2007年度から企業、
行

技術として注目を集めており、
全国各地で利用が広がっています。

を生かしたまちづくりを進めています。
さらに、
持続可能な地域振

一方で、
効率よく発電するためには秒速10㍍以上の風速が必要で

興を考え、
「住んでよし・訪れてよし」
を標榜。
観光的な要素を盛り込

あるため、
設置場所が沿岸地域などに限られているのが現状です。
そこで本研究は、
都市部の平均風速である秒速3.0から5.0㍍程

みたいという要望を受け、
10年度の観光学部設置以来、
継続して協

共有課題 ❹

エネルギーハーベスト

湘南校舎

平塚北西部人口減少想定地域における
「産官学民」協働型観光まちづくり計画

政、
大学、
地元自治会による
「産官学民」
４者が協力し、
地域の里山

大学と地域をつなぐ４計画・８事業
共有課題 ❶

代々木校舎

事業 2

動植物保護

働管理に携わってきました。
今年度は、
地区の活性化に向けたワークショップに学生とともに

度の弱風環境下で発電できる風車の開発を目指しています。
平塚
市の柴田電機工業と神奈川県産業技術センターとの産官学連携で

参加し、
住民とともに新たな歴史文化資源や自然資源の探索活動

研究を推進。
数値シミュレーションと風洞実験を行い、
より効率のよ

を実施。
また、
既存の観光資源施設の集積状況を評価したマップの

い形状や安価な材料を解明しています。
実用化できれば、
電線から

作成などを通じて、
活性化に向けた取り組みの意義を科学的に裏

の給電が不要な独立型の街路灯や信号機を作ることが可能となり

づけることも目指しています。
同地区は湘南校舎から近く、
今後は

ます。
また、
平塚市周辺の工場や企業と連携しながら複合的な利用

他学部の教員、
学生にも参加してもらいたいと考えています。

法を探ることで、
新しい利用形態が創出できると期待しています。

阿蘇校舎

安全・安心なまちづくりを支援する
災害時避難支援情報提供システムの構築

暖地適応型刺無しラズベリー品種の育成と
機能性評価並びに加工品の開発

情報理工学部情報科学科／内田 理 准教授

農学部応用植物科学科／小松春喜 教授

大学近隣の平塚、
秦野、
伊勢原、
大磯の市民・町民と、
これらの地

アントシアニンが豊富で機能性が高く、
加工にも適しているラズ

域に通勤・通学する人に対し、
大規模災害時の避難支援情報を提供

ベリーは、
洋菓子業界などから高い需要がありますが、
九州などの

清水校舎

海洋環境の保全と観光利用のための地域連携研究：

市民参画型洋上セミナーの実施と社会調査

上セミナー
「 望 星 丸 」で 洋
地 元 住 民 ら 70 人 が 参 加

海洋学部海洋地球科学科／千賀康弘 学部長
静岡地域で重要な課題の一つとなっている
「海洋環境の保全・整
備と観光利用」
に関するガイドライン作りに向け、
基礎データの収

西南暖地では栽培が難しいという点が課題でした。
私たちの研究室

集を進めていきます。
研究の核となるのが、
10月20日の望星丸での

では、
欧米で改良されたとげのない品種と、
強健で阿蘇地域にも多

洋上セミナーと、
11月初旬に行った
「海のフォトコンテスト」
です。
両

ルメディアが情報源として大きな役割を果たしました。
それは、
電

数自生している野生種をかけ合わせるなどして、
とげがなく栽培し

イベントへの参加者に、
清水校舎近隣にある三保の松原や駿河湾

車は動いているのか、
避難所はどこにあるのかなど、
人々がより

やすい系統を作り出することに成功しています。
今後は、
他学科の

のイメージ、
利・活用に向けた課題についてのアンケート調査を実

パーソナライズされた情報を求めたからです。
現在は学生たちとと

教員や地域の方々と協力しながら、
それらを実際に栽培して果実の

施。
その結果から、
市民の意識を明らかにしていく考えです。

もに、
震災当時どのような情報がソーシャルメディアで発信された

機能性を評価し、
加工品の開発を進めていきたいと思っています。

するスマートフォン用アプリケーションの構築を目指します。
東日本大震災では、
ツイッターやフェイスブックなどのソーシャ

のかを解析しています。
今後はその結果を踏まえ、
デザインや情報

また、
洋上セミナーでは市民向けイベントの企画・運営の授業化

阿蘇地域は年間1500万人以上が訪れる観光地です。
この新しい

を目指し、
学生に説明員として参加してもらう取り組みも行いまし

の可視化を専門とする他学部の教員と連携し、
大規模災害発生時

ラズベリーは老若男女誰でも育てやすく、
加工もしやすいことか

た。
年度内には市民や学生を交えた調査報告会を実施し、
環境保全

に、
利用者の位置情報や年齢などの属性を考慮して選別された情

ら、
ゆくゆくは果実の収穫体験や、
加工品を特産品として販売する

や観光利用と教育を組み合わせた
「静岡モデル」
を構築、
他校舎と

報をわかりやすく提供するシステムを作っていきたいと思います。

ことで、
地域の農業発展につなげていきたいと考えています。

の今後の連携につなげていきたいと思っています。
出港前には、船内にある学生食堂で開講式を行いました

湘南校舎

芸術による大学開放を目的とした
生涯学習型高等教育の研究
教養学部芸術学科／池村明生 教授

伊勢原校舎

総合型地域スポーツクラブ
「東海大学健康クラブ」に関する市民会員の健康データベースの
構築並びに健康・体力づくり運営の充実に関する研究
健康科学部看護学科／沓澤智子 学部長

海洋学部の千賀康弘学部長が研究代表を務める
「海洋環境の

製弁当を堪能する参加者の姿が見られました。
閉講式では、
修了

保全と観光利用のための地域連携研究：市民参画型洋上セミ

証と記念品を参加者全員に授与。
参加者の皆さまからは
「先生方

ナーの実施と社会調査」
の一環で、
10月20日に富士山世界文化

の講義がとても面白かった。
このようなセミナーをまたぜひ開

遺産登録記念特別企画「望星丸から眺める三保松原と富士山

いてほしい」
などの感想をいただきました。
なお、
参加者には本

洋上セミナー」
を開催しました。
当日は多数の応募者の中から抽

セミナーに関するアンケートを実施。
今後、
その分析を進める計

選で選ばれた静岡県在住、
勤務、
在学の一般市民70人が、
海洋学

画です。

65歳以上の老年人口が全国的に増え続ける中、
定年退職後の第

2009年に伊勢原市との包括連携協定の一環として、
「東海大学

二の人生を実り豊かなものにしたいと願う高齢者のニーズはます

健康クラブ」
を設立。
各年度100人程度の市民会員を募り、
本学部

ます高くなっていくと思われます。
こうした現状を踏まえ、
音楽や美

と体育学部の教員が協力して毎年24回にわたる講座の中で、
講演

部の教職員や学生スタッフらとともに清水港鉄道岸壁から東海

術、
デザインなどの専門教育を行っている教養学部芸術学科の特

や調査、
運動指導に基づく体力づくりなどを実践しています。

大学の海洋調査研修船
「望星丸」
に乗船。
駿河湾の一日クルーズ

色を生かし、
地域高齢者向けの生涯学習をテーマとした教育・研究・
社会貢献活動を展開していきます。
今年度はその第一歩として、
平塚市や秦野市、
伊勢原市など、
湘

本研究では、
講座を通して市民会員に実施してきた医学的検査や
体力測定、
メンタルヘルスや栄養に関する調査など各種の測定項目
を統合してデータベース化。
継続会員に経年変化を示すとともに、

に出発しました。
あいにくの雨のため、
残念ながら今年６月に世界文化遺産に

南校舎近隣の自治体などの生涯学習事業の担当者や利用者らへの

個々人について総合的な健康度評価につなげます。
また、
講座の満

登録された富士山を洋上から眺めることはできませんでした

ヒアリング調査を実施。
３月にはシンポジウムも開催する計画で

足度や要望なども調査し、
今後の運営の充実を図ります。
このように

す。
その上で、
湘南校舎におけるシニア世代を中心とした大学開放

大学と自治体が連携して健康教育に取り組む利点を生かすととも

が、
航海中は海洋学部の教員による勉強会や海洋観測、
ロープ

事業を整備。
将来的には札幌校舎の国際文化学部デザイン文化学

に、
市民会員の積極的な運営への参加も促し、
地域にとって望まし

科などとも連携を図っていきたいと思っています。

い健康・体力づくりの拠点となる取り組みを考えていきます。
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ランチタイムには、
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平成 25 年度

後半ではこれらの交渉過程を踏まえ、
東海大学が推進する
「自ら考

活動報告

富士山世界遺産登録の舞台裏を
前文化庁長官に語っていただきました

える力」
「集い力」
「挑み力」
「成し遂げ力」
の４つの力に即して、
目的達

文 部 科 学 省 「 地（ 知 ）の 拠 点 整 備 事 業 」

ト コ ラ ボ

成のためにするべきことを解説。
価値判断の基準をしっかり持って
自らの言動に責任を持つこと、
長期的な人間
関係を構築しておくことの大切さを訴えまし

「第11回チャレン

た。
参加した学生は、
「戦略や戦術を持って交

ジセンターセミナー・

渉することの大切さを学びました。何事にも

To-Collabo市民セミ

信念を持ってチャレンジしたいと思います」

ナー」
（ 主催：チャレン

などと感想を語っていました。

T o k a i

u n i v e r s i t y

C o m m u n i t y

l i n k i n g

l a b o r a t o r y

ジセンター、
共催：学長
室To-Collabo推進準
備室）
を、
11月18日に湘
南校舎の松前記念館
講堂で開催しました。
当日は前文化庁長官の近藤誠一氏が、
「富士山
世界遺産登録 その背景と経緯」
をテーマに講演。
湘南校舎のほか、

インフォメーション

読売巨人軍の原監督と菅野選手を招いて
To-Collabo 市民セミナーを開催します
湘南校舎において２回目となる

札幌、
高輪、
代々木、
清水、
熊本、
阿蘇の７校舎をテレビ会議システム
近藤氏は、
今年６月にカンボジアのプノンペンで開かれた
「第37

2014年１月８日に、
読売ジャイアン

回世界遺産委員会」
で、
富士山と三保の松原が世界文化遺産に登録

ツの原辰 徳 監督（政 治 経済学部

された交渉の舞台裏を紹介しました。
三保の松原の登録除外勧告を

1980年度卒）
と菅野智之選手
（体

受けた日本の交渉団が、
世界遺産委員会諮問機関
（イコモス）
の委員

育学部2012年度卒）
を招いて実施

20人に対して即座にロビー活動を開始。
富士山と三保の松原が一

します。
当日は地域の皆さまと本学

体となって日本人にインスピレーションを与え、
浮世絵をはじめと

の学生に対し、
「挑戦することの意

する優れた芸術作品が生まれたことを訴え、
逆転登録を勝ち取った

義」
についてお２人に語っていただ

エピソードを披露しました。

く予定です。
入場無料、
事前予約不
要となっていますので、
多くの皆さ

略を練り、
人脈を駆使して最後まで交渉し続けた結果、
日本人が持

2012年度ドラフト会議にて

つ自然観や繊細な美意識が評価されたのだと思います」
と、
目的の

日時：2014年1月8日 午後５時30分〜７時
（開場＝午後４時40分）

実現に向けてあきらめずに挑戦することの大切さを力説しました。

会場：湘南校舎２号館大ホール

リレーエッセ イ
地域からの

整備事業」
（大学COC事業）
に採択されたことをお喜び申
東海大学と平塚市は1985年から大学交流事業を進め

取り組みにつながるものと確信しております。
地域には
「安心・安全なまちづくり」
「地域の活性化」
な

文部科学省

どさまざまな課題があります。
この地域の課題解決のた

るとともに、
97年には平塚市民・大学交流委員会を立ち上

めに、
大学の多様な人材、
情報や技術が大きく貢献してお

げ、
「文化・生涯学習」
「スポーツ」
「環境」
「観光」
「福祉」
など

ります。
これからも社会で即戦力となり活躍できる人材を輩出

の分野において市民を交えた取り組みを行ってきました。
地域に志向した教育を進める東海大学が
「To-Collabo
プログラム」
を推進することにより、
今までともに築き上

ラ

し、
将来の日本を担っていく学生が一人でも多く、
この平
塚の地で育っていくことを期待しております。

平成25年度「地（知）の拠点整備事業」
採択

「To-Collaboプログラムによる全国連動型地域連携の提案」

札幌市南区

「地
（知）
の拠点整備事業」
（大学COC事業）
に採択されました。

静岡市

総合データベース
To-Collabo Case
秦野市

教育

To-Collabo
プロジェクト

フロンティア
教育センター

これは、
全国にキャンパスを有する大学ならではの
「全国連動

熊本市

伊勢原市

To-Collabo PG 運営委員会

動型地域連携の提案」が、このほど文部科学省の平成25年度

南阿蘇村

To-Collabo
推進室

平塚市

Plan & Action

統括
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東海大学の取り組み「To-Collaboプログラムによる全国連

全国の大学に公開

大学評価委員会

型地域連携活動」
を柱に、
地域特有の問題や共通課題を各校舎

Check

の学部、
学生、
研究者が共有し協力して解決策を見い出す取り

To-Collabo PG 評価委員会
大磯町

研究

組みです。
この活動を通して「大学共通教養科目の改革」を教

地域連携
研究センター

育改革計画の中心に据え、
地域連携を前提とした
「パブリック
アチーブメント※ 型教育」
を取り入れた全学的なカリキュラム

全校舎の教育・研究がリンク

Do

全教職員 & 学生

To-Collabo プログラムの推進組織

改革と組織改革を実行していきます。
なお、T o - C o l l a b o（ トコラボ ）とは T o k a i u n i v e r s i t y
Community linking laboratoryの略称で、
北海道から九州ま

文部科学省「地（知）の拠点整備事業」

で、
日本全国に広がる総合大学の高等教育拠点である東海大
学
（Tokai University）
を生かした地域連携の教育と研究およ
び研究所
（Community linking laboratory）
を示しています。
※
「パブリックアチーブメント」
＝若者が社会活動を通して民主社会における市
民性を獲得していく実践であり、
そのための組織と学習プログラムです。

４つの力に基づいて社会的実践力を育成
東海大学では「自ら考える力」
「集

具体的には、
全国にキャンパスを有する総合大学の強みを生か

い力」
「挑み力」
「成し遂げ力」の４つ

し、従来は各校舎で行ってきた地域連携活動を互いに結びつ

の力を教育の指針に掲げ、社会的実

け、地域の諸課題を共有・連動させて地域貢献に対応していき

践力を有した人材の育成に努めてい

ます。それと同時に、全学生が社会と接点を持つためのカリ

ます。2006年度からはチャレンジセ

キュラム改革や組織改革なども推進し、人材育成に努めます。

ンターを立ち上げ、学生が自主的に

今年度はすでに７校舎で19件のプロジェクトが始動。
地域の生

地域貢献や産学連携に参加する機会を提供してきました。
この

活を充実させるためのブランド創造や、
多世代の交流を促進す

たび 、文 部 科 学 省「 地（ 知 ）の 拠 点 整 備 事 業 」に 採 択 され た

る大学開放など、８事業にわたる多彩な活動を展開していま

「To-Collaboプログラム」は、本学のこれまでの実績をもとに、

す。地域の皆さまにおかれましては、本学の取り組みへのご理

新たな地域連携プロジェクトの実践の場を提供するものです。

解とご協力を賜りますようお願いいたします。

『To-Collabo通信』vol.１（2013年12月号）
発行：東海大学学長室To-Collabo推進準備室

ボ

げてきた実績を基礎にして、
さらに地域との連携が深まる

し上げます。

井上純一 部長

Check

全国の自治体に公開

「大学等が自治体と連携し、全学的に地域を志向した教育・研究・社会
貢献を進める大学を支援することで、課題解決に資するさまざまな人材や
情報・技術が集まる、地域コミュニティの中核的存在としての大学の機能
強化を図ること」を目的としています（文科省資料より）
。今年度は 319 件
の申請があり、52 件が採択（私立大学では180 件中、15 件が採択）されま
した。事業期間は平成 29 年度までの５年間の予定です。

声 「To-Collabo」に期待すること
このたびは、
文部科学省の平成25年度
「地
（知）
の拠点

平塚市企画政策部

まのご来場をお待ちしています。

コ

東海大学が進める新たな地域連携「To-Collaboプログラム」

「To-Collabo市民セミナー」を、

でつなぎ、
学生や教職員、
地域住民ら約350人が聴講しました。

その上で近藤氏は、
「短時間で効果的なアピールができるよう戦

ト

v o l.

東海大学 学長

「4つの力」
の
イメージキャラクター

リッキー

東海大学

