
大学は地域の未来へ
提言する
いばらき地域づくり大学・高専コンソーシアムが立ち上がって半年が経過。
新たにコンソーシアムを母体として、地域の官産がより密接な関係を構築しながら茨城の未来を
作る人材の育成を目指す「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC＋）」も採択された。
これを機会に、コンソーシアムのリーダーが集い、それぞれの現在を共有すると共に、
これからの地域創生のために取り組むべき目標について議論した。
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 三村  今日はお忙しいところ、お集まりくださ
りありがとうございます。コンソーシアムの
設立から半年が経って、先日にはCOC＋が
採択されました。本日は、今後どういうふう
にコンソーシアムの活動を進めていくかと
か、コンソーシアムの活動にとどまらず地域
活性化全体をどう考えるかという話も含め
て議論させていただきます。
　では、具体的な話に入りましょう。今年の
3月31日、「いばらき地域づくり大学・高専コ
ンソーシアム」を立ち上げました。その前提
としてそれぞれの大学、高専で何をやってお
られるかを簡単にご紹介いただき、そのうえ
でコンソーシアムに対する期待についてお
話をいただければと思います。まず東海林
先生からお願いします。

 東海林  まず、コンソーシアムができたという
ことは本当に意義深いことだと思っていま
す。私も数年前からこのような形でできあ
がるということについては望んでいましたし、
その過程においてはやはり全国の事例等も
ある程度の情報を得たほうがよいと思い、例

えば先進的な取り組みとして京都のコンソ
ーシアムなど見学に行って情報を得るなど、
「コンソーシアムとは？」についての基本的
な勉強をしていたところはあったのです。そ
の中で、やはり地域課題に取り組むという時
に一つの大学ではパワー不足で、さまざまな
大学が共同で取り組むという姿勢はとても
大事だという意識がありました。そういう時
に三村先生からお声掛けいただいて、まず組
めたということが本当に意義深いと思って
います。SNSというのができたことで「シェ
ア」という概念がかなり生まれてきた。お互
いの大学が持っている資産をシェアし、この
コンソーシアムをもっと進めていくべきだと
思っています。
　また、この間のシンポでも栃木の宇都宮大
学の石田学長から事例報告がありましたが、
もちろん、うまくいっている部分と課題の両
方を指摘されていました。やはりコンソーシ
アムを組んだからバラ色というわけではない
ので、成功例と課題等をいろいろなレベルで
調査していく必要があるのではないかなと
思っています。そのためには、コンソーシア

ムの連合体などに加盟していくというような
考え方もあるのかなというふうに思います。

 三村  どうもありがとうございました。それで
は日下部先生。

 日下部  私どもは昨年、創立50周年という大
きなイベントの年に、国立高専機構から明石
高専とともに茨城高専がグローバル高専モ
デル校という指定を受けると同時に、世界と
直結する高専教育、産業の先端と直結する
高専教育という大きな柱を立てました。
　その実現へ向けて私どもが考えた一つは、
やはり地域との連携。特にOBのネットワー
クをどうやって強化するのかということで、
「茨城高専地域協働サポートセンター」とい
うものをOB有志と協力してつくりました。
また、OBの方々に本校の客員教授になって
いただいて、企業の方々が直接教育にも関
わるというシステムをつくったわけです。こ
のようなシステムの中で、企業の方々に本校
の学生への教育支援に直接参画していただ
くと同時に、Uターンする我々の卒業生の起

学校、地域、そして教育。
その現状から見えてくる、共に深めていくべきもの。

現在、茨城県が置かれている地域の現状と、コンソーシアムに参加する
大学・高専が取り組んでいること。

その先に、求めるべき未来と、そこに至る課題も見えてくる。

Chapter1

「国際化・グローバル化する
 地域社会の新しい仕組みが必要だ」
   （三村）

業サポートも視野にいれて活動しようと考
えています。その活動を円滑にするために、
いまサポートセンターを法人化しようという
動きも出ています。それから、「学び」だけで
はない、様々な連携を進めているところです。
例えば日本プロサッカーリーグの水戸ホー
リーホックと連携を組んで、私どものサッカ
ー部員を指導していただくと同時に、本校の
グラウンドを開放して地域の子供たちがサ
ッカーを行える場所を提供することを考えて
います。
　グローバル教育の面では、我々の学校全
体、教育内容、教育環境のすべてがグロー
バル化する必要があるというのが本校のグ
ローバル事業のコンセプトなのですが、グロ
ーバル教育の一つの柱は、学生が世界をど
うやって知るか、日本をどうやって知るか、
地域をどうやって知るかという視点を体験
的に身に着けることだと考えており、これは
とても重要な点であると思っています。世
界をどうやって理解するか、日本をどうやっ
て理解するかという課題については、広島大
学大学院に国際協力研究科というのがあり、
そこで国際協力とは何か、国際環境協力の
現状はどうなっているか、国際平和とは何か、
このような内容のプログラムを組んでいただ
き本校の本科学生を今年から参加させてい
ます。地域との連携という観点からは、筑波
大学大学院のドクターの留学生と、本校の
専攻科の学生をペアリングして、国内におい
て国際連携を体験する工夫もしています。
　もう一つ、グローバル化に関連して私ども
が役割を果たそうと思っているのは、在留外
国人の子弟の教育です。例えば、県南県西
のほうには在留外国人の方々が多くおられ
ます。本校では、来春から外国人特別枠の
試験制度を導入します。奨学資金としては、
50周年記念事業でご寄付いただいた基金を
充てることを考えていますし、地元のロータ

リークラブからもご支援の連携ができつつ
あります。
　このコンソーシアム設立を一つのきっか
けとし、いま申し上げたような私どもの50周
年とグローバル高専モデル校指定としての
動きが相まって、様々な連携が深まってい
くことを期待しています。学校同士の連携
と同時に、やはりどうやって地域のいろいろ
なセクターと連携を組んでいくかということ
が大きな課題ではないかなと思っています。
以上が、今までの半年間で行ってきたことと
して申し上げられることです。

 三村  その在留外国人の子弟の教育という話
ですが、常総市で水害の被害が出た時に、避
難所や避難情報は外国人の方に十分に伝わ
らないということがありました。放送が聞こ
えても意味がわからないという話です。まさ
に国際化、グローバル化する地域社会の中
では、いままでとは違う仕組みが入らないと
いけないということを強く感じたのですが、
そういうことも、在留外国人子弟教育をやろ
うというモチベーションとつながりますか。

 日下部  日本全体がグローバル化していこう
としているのに、そういった認識はものすご
く限られていると思います。現在の制度で
は、3年間、日本に在留すると日本人と同じ
県立高校の試験を受けないといけないと聞
いています。ブラジルから来ている日系2世
3世の方はポルトガル語で教育を受けるわけ
ですが、県立高校に行く時には日本語です

べて受験をしなければならない。そういうハ
ンデを若い人に負わせているのではないか。
ですから、我々がその辺の突破口となって切
り崩せないかなという気持ちをもっています。
　先程の災害との関係でいくと、やはり国全
体でそういった地域の中の在留の人たちに
対するケアが本当に欠けているなあという
気がします。昔の話ですが、私が東工大に
いた時に目黒区と組んで5カ国語でそうい
った災害の情報誌を出したのですが、そうい
う努力はもうちょっとやるべき。その点でも
我々の役割は大きなものがあるという気が
しています。

 三村  茨城大学では災害の後、石塚観光（石
塚サン・トラベル株式会社）と組んで学生ボ
ランティアを送り込んだのです。その後、継
続して避難者や住民のケアなどもちょっと
やり始めています。そうすると、いま話して
いる外国の方々も入ってくるのですよね。

 日下部  そうなのです。

 三村  県内のNPOなどがずいぶん頑張って
いるのですが、通訳ボランティアで大学も協
力しようという機運が出てきています。確か
に、今おっしゃった在留外国人の方たちが困
難に直面した時に何ができるかとかいう話
は、非常に切実な問題だと感じています。

 東海林  日下部先生がおっしゃった移民の教
育の問題というのは二つあると思っていまし
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て、一つは、現在存在している移民をどう教
育していくかというのはある意味で目の前に
ある課題かと思うのですが、今後、人口減少
を迎えた時に新たな移民が生じてくるのか
どうかというようなこと。それから、生じて
きた際にその受け入れをどうしていくのかと
いうビジョンを、この地域の大学としてどう
持っていくかということも、中期以上のター
ムとしては考えていく必要があるのではない
かという気がしますね。国の政策とも絡む問
題ではあるのですが、この地域としてそうい
う選択肢があるのかというところも含めて、
まだ私の中では答えが出ていないのですが、
考えておくべき課題なのかなとい
うふうに思っています。

 三村  冨田先生、お待たせしました。

 冨田  今回のコンソーシアムの設
立ということにつきましては、そも
そもは国の「まち・ひと・しごと創
生法」絡みで、大学には何ができ
るのかという話から来たわけです。
ちょっと我田引水になるのですが、
私立大学というのは私立学校法
等に基づく学校法人で、国立大学
と違うところは建学の精神にある
わけですね。本学の話になって恐
縮なのですが、実学を重視すると
いうことを本学は建学の精神の中
でうたっております。実学の定義
というのはいろいろあるのですが、
一つは社会に存在するさまざまな
問題を解決する、その提案をする
というのがわりと定着した実学の
定義です。今回の「まち・ひと・しごと」とい
うのは基本的には少子高齢化あるいは過疎
化に伴って地方に起きている問題をどう解
決するのか、大学には何ができるのかという
話なので、やっぱり本学における実学の尊重
みたいなものが注目されたのかなという点で
良いことというのがひとつ。
　二つ目は、先ほど東海林先生もおっしゃっ
たように、やっぱり一つの大学でできること
は限られているわけですから、同じ地域にあ
る大学である程度問題を共有しているとこ
ろが連携・協力するというのは非常に大切な

のかなというふうに思っております。

 三村  ありがとうございました。では、私の
ほうから茨城大学の考え方についてお話し
ます。去年の9月に学長を拝命したときに
いろいろ考えて、二つのことが重要だと思
ったのです。一つは、社会に貢献する大学。
具体的に社会に貢献する大学になるにはど
うしたらよいのかということですね。もう一
つは、学生が成長する学生中心の大学とい
うのを考えました。というのは、学生は大学
で習ったことをもって卒業し社会へ出ると、
知識自体はかなり早く陳腐化する。出てい

った後、自分で能力を高めて成長しなければ
いけないですよね。そういう成長する方法、
成長する力を持って送り出すにはどうしたら
よいだろうかと。そういう視点から、学生の
目線を中心に考えてみようというのが二番
目でした。
　社会に貢献する大学ということを考える
と、この1年、いままで40社くらいの企業を
訪ねて、意見交換しています。それは2時間
かかる熱心な意見交換になります。私自身
は回れなかったものですから、26社ほどを回
った昨年度の終わりに社長さん方に集まっ

てもらって、とにかく大学に対する注文を全
部聞きますという意見交換会をやったので
す。それで出てきた最初の反応は「大学は
敷居が高い」「いろいろやりたいことはある
けれど、大学に行って相談しようというよう
な気持ちには今までの経験からいってあま
りならないんだ」といったことでした。他に
もいろいろなご批判があったし、ありがたい
意見もいただきましたが、ただ、「こういう会
を開くこと自体が大学の姿勢が変わった一
つなのではないか」とも言われました。
　私が強く思ったのは、茨城大学は実は10

年以上前から「地域に根差して地域ととも
に歩む大学」ということでやって
いるわけです。産学官連携などに
もずいぶん力を入れていることに
なっています。産学共同の研究
も180件くらいやっているという
ことなのですが、実際に個々の取
り組みを確かめるとそうなってい
ない。毎日交流があるかどうかは
別にしても、非常に緊密な連絡が
あるという形で具体的に社会に貢
献するという形にはまだなってい
ないということを強く感じたので
すね。
　もう一つは、学生が成長する力
を持つというのは教室の中だけで
はできない、グローバルにしても
地域活動をやるにしても、学生は
今まで習わなかった問題にぶつか
るわけです。だから、問題の現場
に学生を投げ込み、未知の体験を
させる。そういうことを教育シス
テムの中に組み込みたいという思

いがあります。
　そういうことを考えている時に、ちょうど
この「まち・ひと・しごと地方創生」の話が出
てきた。これは社会のために大学や高専が
力を発揮するという側面と、それを利用して
我々がより高い教育を実行する機会になる
と直感しました。その時に、皆さんがおっし
ゃるように一つの大学だけでは限界がある
ので、同じような志を持っておられる大学・
高専と一緒に問題を共有してやるのがより
よいのではないかということで今日につなが
っています。

「他のコンソーシアムの、
成功例と課題とを調査して
考えていくことが必要」

（東海林）

グローバル世界での、大学人が
提示すべきビジョンある指針とは？

これからの地方創生について、それを実現していくために
必要なリーダーシップ像とは何か。その議論から、いま必要な教育、

そして本コンソーシアムが取り組むべきことも見えてくる。

Chapter2

 三村  地方創生あるいは地域の活性化はか
なり大きな目標だと思うので、そのあたりを
どう捉えて協力したらよいかという話にした
いのですが、日下部先生、口火を切っていた
だけますか。

 日下部  地方創生というのはものすごく難し
い課題で、それに我々は長年取り組んでき
たのだという認識はベースとして持つべき
だと思います。77年の福田内閣のときに第
三次全国総合開発計画（三全総）が策定さ
れて、その時に定住構想というのが出ました。
なぜ定住構想かというと、やっぱりその時に
もう既に大都市への集中、出生率の低下と
いった認識があったからです。それから10

年後の87年に四全総が出て、多極分散型の
国土をつくるという目標が立てられました。
竹下政権の時には「ふるさと創生」というこ
とで各自治体に1億円を配ったりもしました。
ですから、国土形成とか産業体系をどうする
かというのは30年40年と実は営々とやって
きていていますが、簡単な解決法はないとわ
かっていると思います。

　それは、一つには人口構造というのがもの
すごく大きな要因になっていますし、国際的
な競争社会になり企業が効率化を求め、産
業が都市化する。これは世界中の傾向だと
思います。最近さらに難しいのは、グローバ
ル化になって、国内だけの人口の取り合いと
か競争ではなくて、世界的な競争がバック
グラウンドで動いている。だから地方創生
と言うと特定の地域だけを見ますが、その裏
では世界的な競争の社会に我々は生きてい
て、その中でどうやって地方創生を考えるか
ということが大きな課題であると思います。
そういう認識がないと安易に短期的な成功
物語をつくりがちで、根本的にはなにも変わ
らない結果となる。大きな流れの中で我々
は何をすべきかをもう少し長期的に考えるこ
とを共通認識として持っておくことが、もの
すごく大事だという気がしています。
　その中で、COC＋の一つのコンセプトで
ある地域の学生がずっと地域で育ち、働き、
育てるという一つの循環づくりは、私はそれ
なりの意味があると思いますが、日本全体
のことや世界の競争を考えるとそれだけで

は成立しないのではないかと思います。私
は10数年前に町づくり、地域経営のことで
京都大学の関係者、国土交通省の人たちと
勉強会や研修会などをやったことがあるの
ですが、その時に町づくりで成功していると
ころは必ず、その町で生まれた人が外でさま
ざまな体験をして、そういう人たちが戻って
きて町づくりの中核になっている。「漂泊す
る人間」とかいろいろな言葉がありますが、
自分の育った地域を離れ、一度外の世界を
見ることによって、ようやく自分の地域がわ
かってくるということがあるわけです。そう
いう人材をつくらなければいけないと考えて
います。地域性、地域の固有性とか地域の
持っている特性を評価すると同時に、問題
解決の手法が他の地域に移転できるかどう
かという視野を持つのは、体験的に比較す
ることからしか生まれてこない。この地域で
生まれ育ってずっとその中にいるだけの教
育では、いま必要な人材はなかなか生まれて
こないと思います。ですから、コンソーシア
ムをつくって最初のシンポジウムの時に何
かメッセージをということで私が書かせてい

いばらき
地域づくり
大学・高専
コンソーシアム

5 6



ただいたのは、「育つ」ということでした。ち
ゃんと育てるということと、それから育った
人たちで外に行った人たちをもう一度迎え
入れるのだと。こういうコンセプトがない限
り、特定の地域だけを考える人には地域の
問題解決の移転性や時間移転性などの視野
を身に着けることはかなり難しいだろうと思
います。そういうことを可能にする教育プロ
グラムを地域循環の中に入れ込む必要があ
ると私は思っています。
　教育というものを「教えること（教）」と「育
てること（育）」に分けてみると、我々世代が
受けた教育は実は9対1くらいで、教えるこ
とに精一杯で、育てていないのではないかと
思います。三村先生もおっしゃったようにあ
っという間に知識が陳腐化するので、学生は
自分たちで学ばないといけない、学び続ける
力をもつ必要がある。教えることと育てるこ
との今までの比率が大きく変わらないといけ
ないと思います。三村先生のおっしゃった
「自分で学ぶ」とか「学生視点で」というのは
その点を指摘されていると考えています。
　それをCOC＋の中に入れていくというの
が成功の指標＝インデックスにもなるだろ
うと思います。インデックスというと、例え
ば交流人口が増えたとか、工業生産量、農
業生産量が増えたとか言われるわけですが、
地方創生といった時にそれでいいのか疑問
です。すべてが世界競争の中で行われてい
るという認識を持ち、何が成功指標かは我々
大学人がビジョンをもって提示する。これ
は、人材育成と同時にも大学の重要な役割
なのではないかなと私は思っています。

 三村  インデックスには即物的なものが多い
ですよね。

 東海林  そうですね。

 日下部  先ほど申し上げた地域協働サポート
センターではUターンしている人たちをどう
やってサポートするかという課題がありま
す。サポートセンターのメンバーのOBたち
の多くはUターン組なのです。高専を出て、
大手で働いて、それで地元に戻ってきて起
業しているわけです。そういう体験的なプロ
セスがものすごく大事で、そのプロセスの中

で世界的な視野も持て
るし、比較する視野も
持てる。そういう人た
ちが地域のために働く。
自分が育ったところに
対する愛着は世界のど
この人でも持っている
わけで、そういった戻っ
てくる人をどうやって迎え入れるかというこ
とを学校として考えることが必要だと考え
ています。そういう意味では、学校にいる学
生たちの教育のみに重点を置くのではなく、
OBのネットワークをもっと活用・強化すべ
きでしょうね。

 三村  ありがとうございました。

 冨田  ちょっとネガティブな発言になるので
すが、「まち・ひと・しごと創生法」があって、
長期ビジョンがあり、総合戦略があり、その
中のそれぞれの評価指標も決まっている。
ですから、地方創生ではその成功のインデ
ックスも決まっているので、それに向かって
やるしかないわけです。ただ、それぞれの地
方が同じようなことをしても、今後日本の人
口も増える方向にはないし、結局パイは限ら
れている。そうするといわゆるゼロサムゲー
ムみたいな話になってしまって、それぞれの
地方が地方創生でやっていることを、いわ
ば奪い合うという形です。そういう意味で
は、法や（国の）総合戦略が示すインデック
スに照らし合わせて成功することはかなり難
しいという気がするのです。こういうふうに
言ってしまうと、ではなぜ我々はやっている
のかという話になってしまうのですが……。
　ただ、一方で評価の指標を測定可能な物
質的なもので捉えるのか、あるいはもう少し、
例えば満足度であるとかそういう別の指標
でやってきたことを評価するということも、
あるいは大事かもしれない。俗っぽい言葉
ですがマイルド・ヤンキーというのがあって、
地方に住んでいる人たちは大都市に住んで
いる人から見れば「なぜこんな状況で満足
なの？」というところなのですが、意外と地
域に定着して子育てもし、満足度も高いとい
うことがあるわけです。また、日本の犯罪率
とか実際の認知件数から言えば発生率は非

常に低い。ただ、どこの国もそうなのですが、
日本も不安率は非常に高い。治安に対する
不安も高いし、被害に遭うのではないかとい
う不安も高いわけです。
　そういうことを考えると案外、主観的な評
価も大事なのかなという気がするのです。
何か地方レベルで考える時は、別の指標で
評価してもいいのかなという気はちょっとし
ております。

 日下部  私もまったく同感で、やはり新しいイ
ンデックスを出すというのは大学の仕事で
すよ。政治の仕事ではないと思います。新
しいインデックスは何かということをしっか
り考えて提示するというのが我々の役割で
はないかなと思います。

 冨田  それに関連して、さっき話題に出てき
た魅力度などもそこに結びつくわけで、その
指標を取れば茨城が最下位になるけれども、
ただ、別の指標を出して、これでいけばこう
なるという言い方もある。どれだけ説得力
があるかはまた別問題ですが・・・。でも、
いまおっしゃった「それをつくるのが大学の
仕事だ」というのは、すごく大事なことだと
いうふうにつくづく感じました。

 東海林  大学側が提示していくということは
本当にそのとおりだと思います。ただ、その
ベースとなることは何かというところまで考
えていかなきゃいけない。
　ちょっと話がそれるかもしれませんが、茨
城大さんが常総市にボランティアに出掛け
ていったという話がございました。本学も実
は10月3日の土曜日に被災地へバスを1台
出したのです。私どもはシルバーウィークの
後半はずっと授業を組んでいたものですか
ら、学生が自主的に行けるタイミングがなか
ったために10月に組むことにしたのですが、

その決断の決め手になったのが、ボランティ
アセンター等にニーズ調査をかけたときに、
こういうニーズがまだこれだけ残っていて、
出かけるだけでなく、役に立てる、というこ
とがわかったことでした。コンソーシアムと
いう形でそういう地域課題に取り組んで、地
方創生のインデックスを出していくという時
に、やっぱり一つの大学ですべてのニーズ調
査ができるわけでもないし、それに向けての
すべての解決ができるわけでもない。COC

＋の申請書にも書かせていただいたとおり、
例えば本学は子育て支援というところで協
力しようという中では、この地域の子育て世
代の親たちに対して、最終的には我々がイン
デックスを提示するにしても、やはりニーズ
調査をじっくりとやるというところからスタ
ートする必要もあるのではないかという印象
を抱いています。
　また、たまたま私は先月、スウェーデンの
ストックホルムと、提携校のあるベクショー
という小さな都市を訪問してきまし
た。ヨーロッパの中でも少子化問
題を抱えているにもかかわらず、ス
トックホルムとベクショーは人口が
増えているのだそうです。もちろん
福祉関係の充実というのは都市を
中心にしっかりしているということ
がありますが、もう一つのキーワー
ドとして、環境にやさしい町づくり
ということを特にベクショーに関し
ては政策的に進めているというとこ
ろがあるのです。
　こうなってくるともちろんコンソ
ーシアムだけでは手におえる問題
ではなくて、行政が絡んでくる問題
ですが、今後の社会を考える時に環
境にどういうふうに配慮した町づく
りをしていくかということは、大学
側からの提言として一つ大事なこと
なのかなというふうに感じています。

 三村  大学・高専が地域の目指すべ
き姿とか、その成功の指標を提案す
べきだというのは、まさにそういう
ことが期待されているのだなと思
いましたが、二種類あるような気が
しています。

　一つは人づくりというか、要するに教育し
てどういう人材をつくるか。卒業生がすぐに
ここに定着しなくても、どこかに行って頑張
ってもよい。どういう人をつくり続けていけ
ば社会の希望がつながるか、という人づくり
の目標が一つある。もう一つは地域づくりで
すよね。地域社会に関する満足度とか魅力
度といったインデックスがある。では満足
や魅力の中身は何なのかという話になった
わけですが、地域だけのことを教えるという
話ではなくて、先ほど日下部先生がおっしゃ
ったように、地域が分かるためにもよその経
験や、世界の情報が入ってくるとか、移転性
とおっしゃったでしょうか、そういうことが
すごく重要だと思います。大学と高専が集
まって地域志向教育をやる時にそういう工
夫ができることは何かあるでしょうか。

 日下部  地域づくりというのはなかなか難し
く、企業経営を地域の人がどう考えるかによ

って我々学校関係者ができる分野というの
はかなり限定的になると思います。よく出る
のが富士フイルムとコダックの比較の話で、
富士フイルムは早期に多分野に展開しカメ
ラのフィルム需要が縮小しても医療分野等
で十分生き残っている。だから、どう将来を
見るかというある意味の歴史観を持った経
営者がいない限り、なかなか地域づくりでリ
ーダーシップは取れないなという気がしま
す。そういう議論の場を大学が提供すると
いうのはすごく大事な役割なのではないか
と思います。ただ、共同研究などによる個別
の問題解決だけではなくて、いかに歴史観
を学び、自らの歴史観を形成し、その上でリ
ーダーシップを取れる人材をどのようにつく
るか。これが我々の最終的な目標になるの
ではないかという気がします。グローバル人
材を表現するとき、よく様々な分野で国際的
に活躍すると言われますが、真に国際的に活
躍できるかどうかは、いかに多国籍な集団の

中リーダーシップを取れるかで決ま
ると思います。
　私どもは工業高専ですので、カリ
キュラムは物理と化学をベースにし
たものを教えていますが、多国籍集
団の中のリーダーシップを身につけ
るには、さらに広いものが必要であ
ると考えています。それらをどのよ
うなプログラムでどのようにして学
生に身につけさせるか。語学力は
当然のこととして、ファシリテーシ
ョン力のようなものもないとリーダ
ーにはなれない。いかにそういった
リーダーをつくり上げるかというこ
とが人材育成の一つの目標である
と思っています。
　いま、その試みとしてインドネシ
アのボケーショナルスクールと共
同した教育プログラムの提案書を
書こうとしているのですが、このコ
ンソーシアムでご協力いただけるの
でしたら、ぜひお力を貸していただ
きたい。その中で多国籍集団の中
で異なる言葉も文化も理解しつつ、
リーダーシップが発揮できるような
人材が育つのではないかという期
待を持っています。

「地方創生には、物理的なものとは
 別の指標も必要ではないか」

（冨田）

「地方創生の新しいインデックス
提示は我 の々仕事です」

（日下部）
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地域の歴史と未来を知る、
考える。それが、
国際社会を見る目に繋がる。
COC＋の成功には、地域を知り、学ぶことが、日本全体の課題を知り、
そしてグローバル世界と繋がっていくきっかけとなっていくことが重要。
そのために学校と地域で出来ることは何だろうか？

Chapter3

 三村  今度のCOC＋で提案した中身という
のは、それぞれが地域志向教育をやってい
るので、それをお互いに聴けるようにしまし
ょうというのが主な柱なのですが、地域志向
教育の中に地域だけのことではなく、他とど
ういうふうにつながるか、もっと幅広い歴史
観、素養をどう育てるかなどまで含めると、
協力できる部分がすごく広がってくるのでは
ないかと思います。
　いま茨城大学では、「茨城学」という授業
を始めています。これは、1 , 700人の1年生
が全員聴くのです。授業の、前半の6つか７
つのコマは大学の教員が茨城の歴史とか文
化、産業などを教える。その後は自治体の方
などが出てきて、自治体が抱えている問題な
どの話をする。単なる座学にしないため、毎
回の講義は40分だけとし、その後、各先生
が茨城県の魅力を発信するにはどうしたら
よいかとか、この分野の問題を解決するには
どうしたらよいかといった問題を学生に投げ
かけ、その場で（1授業は400人ですから8

人で）50組くらいに分かれて議論をし、議論
の結果を発表しながら、先生と学生が議論

するというアクティブラーニング型の授業に
なっています。学生たちの反応がおもしろく
て、最初、「自分はずっと18年間茨城に住ん
でいるのだから、もう勉強する必要がない」
という学生がいるし、よその県から来た学生
は、「茨城に来たつもりはなくて大学に来た
だけだから、特に勉強する必要はない」とか、
そういう意見もあった。ところがやってみる
と、「自分たちの知らないこともたくさんあっ
た」とか、「自分は静岡県から来たけれども、
もっと静岡のことを勉強したくなった」とか、
非常に前向きな反応がある。茨城を学ぶと
いうのは最初は地域を学ぶのだけど、それは
日本全体のあらゆる地域を学ぶことに通じ
るのだと。それをもって皆さんは世界とつな
がってほしいのだということを三段論法のよ
うな形でガイダンスしているのです。大学に
入ったら抽象化された理論とか教科書に書
いてあることを勉強するだけでなく、現実と
切り結ぶような学問への入り方をどうやった
らできるかという一つの試みとしてやってい
ます。
　このCOC＋の中では、茨城学の講義に他

の大学の学生も来ていただいていいように
しようと思うのですが、それは最初の一歩で
あって、日下部先生が言われたように世界と
つながるプロジェクトを一緒にやるとか、あ
るいはそういうプロジェクトをそれぞれが持
っているのであれば持ち寄って経験の交流
をするとか、何か次のステップができるよう
な気がしますね。

 東海林  英語で言うエリア・スタディーズには
二重の意味があって、特定の地域を研究す
るということと、「地域とは」という視点での
研究があって、三村先生のお話を聞いてい
ると、名前は茨城学であってもそういう普遍
的な「地域とは」というところに目標がある、
一つのベクトルは向いているというところが
あったかと思うので、その視点は忘れないよ
うにしたほうがよいのかなと思いますね。

 日下部  いいですね。私どもの卒業生に考古
学の専門家がいて、その方がひたちなか市
の虎塚古墳に関わっておられた関係から、
土曜日の課外授業として学生を見学に連れ

て行っていただいています。そうすると学生
たちは地域の歴史や発展もよく理解できる
し、歴史そのものに対する興味も生まれてく
る。このような体験は、工学系の勉強を集中
的に学んでいる学生にとっては大きなイン
パクトがあると感じています。

 冨田  今の話をうかがっていて、実際はCOC

＋を成功させるためには海外から学ぶこと
もあり、そしてその成果を海外に発進してい
くことも重要で、それもこれからの我々が行
っているプロジェクトの評価のインデックス
というものに加えてもよいのではな
いかという気がしますね。我々がや
る時には、先ほど出てきたように歴
史に学ぶなり、国際比較や研究を通
じて。これから先が少し見えてきた
ような気がいたします。

 三村  茨城大学は今、卒業生の30％
だけが県内に就職して、70％は外に
出ていく。ですから、先ほど言った
ような指向性からすると、県内に残
って県内を盛り上げてくれる学生が
もう少し増えることを期待している
のですが、しかしそうは言っても、や
はり半分以上の学生は全国に散って
いくことは確かなわけです。そうい
う時に、茨城での勉強を通して、自
分が住んでいる場所の問題を考える
ことのできる人間を育てるというこ
とが非常に重要なのではないか。自
分がいる場所の問題を発掘して、そ
れを定式化して、その解決策にチャ
レンジしようという気持ちを持って
いる学生であれば、地域で働こうが
企業で働こうが、あるいは海外で働
こうが前向きにやっていけると思う

のです。そういう
経験を大学の早
い段階から与えて
やりたいと考えて
います。
　それは、大学教
育の構造の問題
になりますね。教
養教育の中でそう

いう問題意識を持たせて、その問題意識を
どう専門教育に引き継ぐかというところが
非常に大切になる。専門教育では専門分野
について深く教えたいという意識が非常に
強いから、そことのバランスをどういうふう
にするかということです。だから専門教育
の中でも、先ほどの話ではないですがリー
ダーシップとかファシリテーションとか、あ
るいは自分はいま材料力学を教えていると
して、その材料力学の背後にあるより広い
工学の問題は何なのかということを教える
必要があります。

 冨田  学生ではなく教員も。

 東海林  三村先生が「現場に出ていくという
ことを教育システムに組み込む」とおっしゃ
った、それが非常に重要だなと思います。つ
まり、現場に出ていくこと、それ自体の意義
ももちろんありますが、ともすれば学生は海
外に研修に行ったとか、あるいは地域でボラ
ンティアなりインターンシップをやったとい
うところで完結しちゃう危険性がある。私の
ような人文系では、旧来の教育は本からスタ
ートしたわけですが、それとは違うアプロー
チが今の大学には求められているのだろう
と思うのです。「地域に出ていく」「海外に出
ていく」というところの体験から問題意識が
芽生えて文献研究をするとか、それをまとめ
て発表するというトータルの教育システムと
いうものを考えていきたいと思いますね。

 日下部  茨城大学の卒業生は7割が外に行く
とおっしゃいましたが、私どもでは地域の企

業の方から、いくら高専に人材を欲
しいと言っても学生をくれないじゃ
ないかと言われます。確かに、6割
近くは大学に編入学しますし、地元
に残るのは10％弱ではないかと思い
ます。私はそういう時に言うのです
が、「実態としてはそうかもしれませ
んが、では皆さん、人材を欲しかった
ら奨学金を出してください。人材育
成に協力してください。」と。

 東海林  なるほど。

 日下部  やはり僕は、それは大事なこ
とだと思います。

 三村  そうですよね。

 日下部  学校の教育がいけないと批判
ばかりするのではなく、地域全体で人
材を育てるという意識の共有と行動
が必要であると思います。地域で人
材を循環させたいということであれば、
お金の循環もつくらなければいけませ
ん。学校関係者はこのことを恥ずか
しがらずに言うべきだと思います。

「地域を学ぶ“茨城学”から、
世界に繋がるという
試みが始まっている」

（三村）

「普遍的な“地域とは”を考える。
  その視点を忘れない」
   （東海林）
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 日下部  茨城県を考えると、さっきのリーダー
シップの話と同じなのですが、リーダーシッ
プを発揮していろいろな問題を解決していく
には科学技術の動向がどうなるかということ
がわかる人でないと務まらないと思います。
茨城県には筑波研究学園都市があって、最
先端の科学技術のフロントが見えるわけで
すよね。それを学ぶというのは、リーダーに
なる人にとってはものすごく重要なことだと
僕は思っているのです。これはたぶん，座談
会の最後のテーマになると思いますが、そう
いう面では、筑波大学だけではないと思いま
すが県南の先端的な研究をされているとこ
ろとの連携というのは、我々の人材育成の一
つの大きな柱になり得るなと考えています。

 三村  そうですね。地域貢献について、この
地域の持っているポテンシャルを顕在化さ
せるために大学が役割を果たすという考え
方があるのではないかと思います。という
のは、茨城県というのは一人あたりの県民所
得が全国で4位（2012年）です。工業生産
は非常に高い。それから農業も産出額が全

国2位。科学技術の集積はつくば市にも東
海村にもあるし、いろいろ高いポテンシャル
があるわけです。
　もう一つ、非常に特徴的だなと思うのは、
茨城県は北関東のゲートウェイになってい
る。港もあるし、空港もある。この間、群馬
大学と宇都宮大学の学長の間で3大学で組
んで外国の観光客を3県に招くプロジェク
トをやりませんかという話が出ました。例え
ばそういう発想をすると、茨城県は人や物が
入ってきたり出ていったり、その入口に位置
しています。そのような自分たちの地理的な
特徴、立ち位置を考えて、それをどうやって
活かすかを考えるというのも、こと茨城の地
域づくりという点では非常に重要なのでは
ないかと思います。

 日下部  私はそういう点では港湾が非常に重
要な役割をしていると思います。鹿島の港
湾というのは世界でも工業化の成功例の一
つとされていますが、ひたちなか市の港湾の
活用などはさらに進めるべきだと思います。
三村先生がおっしゃるように、北関東の拠

点になり得る潜在力を持っている。ポテン
シャルとしては持っているのですが、十分活
用されていないという気がします。

 三村  茨城の持っているポテンシャルをフル
に顕在化させるということでいうと、このコ
ンソーシアムだけでは狭くて、もっと県内の
多くの大学にも参加してもらわないといけ
ないし、それから集積している産総研などの
研究機関も一緒になって考えるということ
が必要だと思います。現在の港湾というの
は物の出入りをやるだけではなく、そこで物
をつくったりする機能も非常に高い。コマツ
が常陸那珂港の後ろに出てきたのは、重機
をわざわざ内陸から運ぶのではなく、つくっ
たものをその場で船に載せられるというほ
うがよいという考えですよね。同じように日
立港にも日産やベンツなどが出ていますし、
日立では今LNGの大きなタンクをつくって
います。これは京浜港などがほとんど満杯
で、首都圏や関東圏に、もう一つのエネルギ
ー供給ルートを作るということでやっている
わけです。LNGから水素ができると、今は

茨城県の多層的な
可能性を根拠づけるのは

大学・高専の仕事。
県南と県北の課題の違い。共通する目標。茨城県の持つ

ポテンシャルをさまざまな角度から見直し、多層的な可能性を根拠づけ、
長期的な展望を見いだすという、大学の研究者として仕事がある。

Chapter4
燃料電池の車が動く時代になっていますが、
30年後40年後の新しいエネルギーを先駆
的に利用するようなモデル的な地域にでき
る可能性もある。これはまだ可能性の話で
すが、そういう可能性に具体的な姿を与えて
根拠づけるのは大学や研究者の役目だと思
うのです。茨城にはそういう意味でのポテ
ンシャルもあるし、もっと別の農業とか地域
の伝統的な文化とか自然環境とかいろいろ
あります。
　日下部先生の話を聞いていて、我々の活
動自体も、やることは多層的なのだなと再確
認しました。多様なレイヤーがあって、それ
ぞれのレイヤーごとに可能性、ポテンシャル
があるような気がします。県南の大学を含
めた茨城の大学・高専のコンソーシアム、場
合によっては研究機関を含めたネットワー
クをつくっていくということでしょうね。

 冨田  そうですね。既存の「まち・ひと・しご
と」の枠で考えると県北は過疎の問題が強
く、一方で県南は首都圏に人が行くというこ
とで、問題が全然違っていて共有していな
い。全然違う問題に直面しているという認
識が基本的にはあるので、組んでやろうとい
う発想があまりなかったわけですよね。ご
指摘をうかがっていて、実は両方が共有して
いる問題もあるし、協力し合える関係にもあ
るということがかなり明確になってきた。こ
れを積極的に推し進めていくことが茨城県
における地方創生、我々のコンソーシアム

のある程度の成
果へつながるの
ではないかなと
いう気がしてきま
した。非常に大
事な視点だと思
います。

 日下部  私も、過
疎の問題はなかなか難しいと思いますが、や
はり県の力も国の力も地域の力も将来に向
けてかなり限定的なので、やはり選択と集中
はせざるを得ない。ですから、水戸と日立を
一つの核にし、それから県南を核にして、そ
ういったところで集中的な人口構造も考え
るということが大事だと思うのです。また、
私どもが生きている間にできるかどうかで
すが、こういった人口構造になって、産業が
世界的な競争にさらされている時に、県単
位ということで明治以来ずっとやってきた
ものが本当にこのままでよいのかと思いま
す。その辺について我々から大胆な提案を
するということも大事なのではないかと私は
思います。

 東海林  そうですね。私どものような日立に
ある大学から見ると、エリア的には福島県の
磐城地区とも非常に親和性があるわけです
ね。だから、そういう意味では県境を越えた
エリアという考え
方も十分にある。

 冨田  企業などが
進出したり人が住
む上で、加えてお
きたいのはやはり
安全ですね。セキ
ュリティの問題と
いうのは非常に大
きくて、アメリカ

で新たな自動車などの製造工場を立ち上げ
る時に各地から従業員が来ると。その立地
条件、その地区の犯罪率が高いと従業員が
嫌がって計画が頓挫するということがあっ
て。そういうものが進出したり人が生活し
たりする場所ということで考慮するファク
ターはいろいろあると思うのですが、その中
でやはり災害からの安全ということもあり
ます。それから犯罪などの人の行為があっ
て、安心は主観的なものですが、それを確保
していくという視点を持つことは大事です。
今回のCOC＋でも本学の役割というのは
その辺の安全・安心をどう考えるかというこ
とですので、これはいろいろなインデックス
を見てもあまり出ていないので、勝手に私は
重要だと思っているのですが、もう少し強調
されてもいいのかなと思っているところで
はあります。

 日下部  そのお話ですぐに思い出すのは、タ
イの大洪水があった時、日本の企業もかな
り水害で被害を受けました。それとともに政
情不安があったりして、日本の自動車産業の
多くは、メキシコにも拠点を持つきっかけと
なったといわれています。災害、安全、安心
は地域経営にとってすごく大事な視点だと
思います。産業のベースとしてどれほど長
期的な展望を持てるのかというところが拠
点を考える上では大事なことだと思います。

「県南の先端的研究をする
  研究者との連携は大きな柱になる」

   （日下部）

「県北と県南、実は両方が
  共有する問題もあるし、
  協力し合えることがある」
   （冨田）

いばらき
地域づくり
大学・高専
コンソーシアム
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特別座談会がおこなわれた茨城大学の図書館前で撮影

三村信男
茨城大学 学長

日下部 治
茨城工業高等専門学校 校長

東海林宏司
茨城キリスト教大学 学長

冨田信穗
常磐大学 学長

 三村  本日はありがとうございました。
最後に、私がうかがっていて非常に印象
的だったことを四点言いたいのですが、
一つは、地方創生とか地域の課題に取
り組むというのは、我々大学・高専にと
って非常に重要な課題であること。その
中身としては、やっぱり教育、人づくり
ですね。どういう人をつくっていくかと
いう面と、それから直接的に地域の将来
にどう貢献するかという二つがあって、
それぞれ非常に深い議論をしていただ
きました。
　二番目に、特に地域づくりの点では大
学が時々の政策に左右されるのではな
くて、もう少し長期的な地域社会のあり
方に関する目標とか考え方を提言する
役割を果たす必要があるのではないか
と思います。昔大学はオピニオンリーダ
ーだったけれど、最近はそういう機能が

若干弱くなっているように思います。政
策サイドから出される数値目標は即物的
だったり、あまりに経済寄りだったりす
る面があります。この座談会で出た意
見というのは、人口の変化など長期的な
問題がある中で、地域自体の生活や産
業の健全さに関して我々はどういう目標
を持つべきなのかということだったと思
います。生活質（クオリティ・オブ・ライ
フ）にならって言えば、地域のクオリテ
ィ、クオリティ・オブ・リージョンのよう
なところから考える。将来我々はどうい
うような社会でなければならないかです
が、先ほどの安全・安心の問題も含めて
非常に重要な指摘があったと思います。
　三番目に茨城自身の問題について言
えば、いろいろな側面から見てポテンシ
ャルは相当に高くて、経済の面はもちろ
んですが、多層的に我々もそれを認識す

る必要があるということです。
　四番目は最後の話ですが、今日お話を
うかがっていて、このコンソーシアムも
単に「まち・ひと・しごと」の現下の課題
にどう対応するかではなくて、もう少し長
期的に教育機関としてのミッションはど
ういうものなのかを考えながら進める必
要があると強く思いました。長期的な視
点や、あるいは地域と国際性をどういう
ふうに結びつけるかというような視点な
ど、いろいろな指摘があったと思います。
　このコンソーシアムの運営は、運営会
議などで具体的な企画を考えていただ
いているのですが、またこのような議論
をさせていただいて、その時々の取り組
みにとどまらず長期的なことを考えるよ
うな機会を持たせていただければと思い
ます。今日はいろいろと長い間ありがと
うございました。

大学・高専が、教育を通じて必要とされる人づくり、地域の将来へ
直接的に関わっていくのか。そのためには、茨城県のポテンシャルを見つめ直し、

多角的な可能性を見いだし、それに根拠づける作業が必要だ。
「いばらき地域づくり大学・高専コンソーシアム」の第一回学長・校長座談会は、

その目標の一端を明確にする特別な議論となった。

特別座談会出席者

いばらき
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