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第８章 社会連携・社会貢献 

 

１． 現状の説明 

 

（１）社会との連携・協力に関する方針を定めているか。 
 
 本学には、地域社会の生活文化の向上に貢献するための附属機関として附属生活文化研

究所がある。これは開学の翌年（昭和 28年）に設立されて以来今日まで続く研究所であり、

本学のすべての教員が研究所員として関わっている（資料８－１ 第３条）。その業務内容

は、生活文化関連の調査及び研究、生活文化関連の地域共同研究、調査研究資料・成果等

の刊行、外部機関からの依頼・相談窓口、大学間及び地域連携事業、外部資金導入関連、

その他研究所が必要と認める事業の８つである（資料８－１ 第２条）。 
 本学の社会連携・地域貢献活動はこの生活文化研究所を拠点として実施する方針をとっ

ており、「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期目標」第２の「３ 社会貢献に関す

る目標」にも「(1) 地域貢献の推進」を行うべく、次のように定められている（資料８－

２ 第２－３－(１)）。 

 
 地域と大学の窓口として生活文化研究所の活動の活性化を図るなど、行政、他の教

育機関、研究機関、県内企業等との連携の強化を図るとともに、教員、学生が積極的

に地域に関わり、地域を創っていく「地域創造」の取組みを推進する。 

 また、地域のニーズに合わせ広く学びの機会を提供するなど、大学が有する教育

研究成果の地域への還元を図る。 

 
 こうした方針に基づき、生活文化研究所の円滑な運営を図るために、教職員８名（所長、

所長所属以外の各学科１名の選出委員、事務局次長、事務局選出委員、庶務担当職員）か

らなる運営委員会（資料８－１ 第４条）を組織して定期的に事業の実施状況を点検し、

現状の改善点や次年度計画等を協議している。 
 
（２）教育研究の成果を適切に社会に還元しているか。 

 
 本学では教育研究の成果を社会に還元するため、「公立大学法人山形県立米沢女子短期大

学中期計画」第２の「３ 社会貢献に関する目標」の中で「（１）地域貢献の推進に関する

具体的方策」を次のように定めている（資料８－３ 第２－３－(１)）。 

 

ア 県、あるいは市町村と本学との定期的な協議・意見交換の場を設置し、本学に求め

られるニーズの正確な把握に努める。 

イ 地域貢献に益する情報を広く収集し、大学に求められる多様な地域課題に応じられ

る体制構築を目指す。 

ウ 県民を対象とした公開講座を１年間に10 回以上開催し、公開講座を含めた各種の

学習機会を民間企業等とも連携し、計画的に提供する。 
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エ 県内にある大学のほか、近隣県の大学等との間で、単位互換をはじめとする教育研

究、編入学、教職員･学生交流などの連携を強化する。 

オ 高校と連携し、高校教員による学生の基礎学力の補完を図るとともに、相互のカリ

キュラムの調整や高校での生活状況の情報交換など、より進んだ高大連携のあり方

も検討する。また、高校生への短大教員による出前講義等を通じ、地域教育への貢

献を行う。 

カ 開かれた高等教育機関として、地域の歴史・文化を後世に伝える講座、県民のIT活
用能力を高める講座、食と健康の重要性を子供やその親に伝える講座など地域のニ

ーズに即した公開講座等を実施するなど、生涯学習機会を提供する。 

キ 成人の職業教育の再教育の場を提供するために、キャリア支援センターの講座を、

資格取得を目指す学外の社会人にも開放することを目指す。 

ク 教員の研究成果の発表場所として生活文化研究所の機能を更に充実させるととも

に、研究成果を地域に還元する施設として、より開かれた研究施設とするよう地域

と連携した改善策を講じる。 

 
 また、国際交流関連では、同じく「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期計画」

第２の「３ 社会貢献に関する目標」の中で「（２）国際交流、国際化の推進に関する具体

的方策」を次のように定めている（資料８－３ 第２－３－(２)）。 

 

ア 「海外語学実習」をより充実させ、姉妹大学との交流を一層密にする。 

イ 教員が半期程度海外の諸研究機関において研修に励むことが可能となる制度を構

築し、国際化に応じた多くの研修成果を広く地域に還元する。 
ウ 本学外国人講師による公開講座、国際化に関わる講演会の開催等を通じて、地域

の国際化に積極的に協力する。 

 
 これらの方針に沿って、平成 24年度の「年度計画」では、以下のような地域貢献にかか

わる実施項目を掲げ（資料８－４ 第２－３－(１)）、年度内に目標を達成するべく生活文

化研究所を中心に活動を続けている。 
 

・地域が大学に求めるニーズの的確な把握に努めるため、的確なニーズの把握方法を

検討のうえ実施する。 

・教員の専門分野を生かし、地域が求めるものを題材とした共同研究を積極的に支援

する。研究成果は地域に還元できるよう努めるため、地域貢献にかかわる共同研究

事業として有益なものを複数採択し、事業費の配分並びに事業執行の援助を行う。 

・県民ニーズに即した公開講座、学生が主体となる「こども大学」を開催し、地域に

対する学習機会を提供する。 

・単位互換可能な他大学・学部との連携体制について、問題点の整理と対策案の策定

を行う。単位互換については、積極的に広報しているが、希望学生が極めて少ない
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のが現状である。本年度は、この現状がいかなる理由によるかを検証する。 

・高大連携を促進させ、活性化をはかる。 

・キャリア支援講座の学外公開を目指す。 

・教員の研究成果の発表の場としての生活文化研究所活動について、教員より様々な

手法・アイディア・要望等の調査を行う。『生活文化研究所報告』の電子公開を進め、

従来の冊子による発刊とともに、広く地域に研究成果を公表する。アンケート等を

通じ、地域のニーズを把握し地域と連携した生活文化研究所を目指す。 

 

 また、国際交流・国際化の推進については、同「年度計画」において以下の実施項目を

掲げ（資料８－４ 第２－３－(２)）、英語英文学科を中心に年度内での目標達成に向けて

努力している。 
 

・「海外語学実習」の充実に向けた検討や取組みを行う。引き続き実習内容の見直し

や実習科目名等についての検討を行う。実習実施を全学生に周知する。安全かつ実

り豊かな実習となるように充分な事前指導を行うとともに、実習中の学生支援の充

実を図る。また、奨学金の獲得を行い参加学生の人数確保と経済的援助を行う。 

・海外研修を含むサバティカル研修の充実を図る。 

・地域の国際化に積極的に協力するため、本学外国人講師による公開講座等を開講す

る。 

 

 

２．点検・評価 

 

 本学は教育研究成果を社会に還元するため、公開講座並びに「米短こども大学」の開催、

学外者との共同研究及びその報告書の刊行、「生活文化研究所報告」の定期刊行、出前講座

への講師派遣、「総合教養講座」の一般公開、附属図書館の一般開放、高大連携、「海外語

学実習」に伴う姉妹大学との交流、本学外国人講師による公開講座など、地域貢献・社会

貢献活動に積極的に取り組んできた。とくに平成 21年度に法人化された以降は、毎年「年

度計画」を立て、年度末に達成度を点検して自己評価を着実に行っており、社会連携・地

域貢献並びに国際交流・国際化の推進についてはほぼ目標を達成してきただけでなく、「年

度計画」以上の成果を挙げた実施項目もある。 

 

 ①効果が上がっている項目 
 直近３年間の「業務実績報告書」（資料８－５ ８－６ ８－７ 各第２－３）から、社

会連携・地域貢献関連で効果を上げている主な項目を拾い上げると次のようになる。 

 

・平成 22 年度には、本学が行い得る公開講座・出前授業及び教員の研究内容を紹介
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するパンフレット『よねたんマル得活用ブック』（資料８－８）を作成し、米沢市

をはじめとする置賜管内の市町村、小・中・高等学校並びに学園都市推進協議会へ

配布した。併せて、アンケートを配布し地域が求めるニーズの把握に努めた。平成

23 年度の出前授業等への講師派遣依頼は 19 件あり、延べ 38 回の講師派遣を行っ

ている（資料８－９）。 

・研究費の支援を行った学外者との共同研究５件のうち、平成 21 年度は３件、22 年

度は４件、23年度は３件が地域貢献にかかわる研究であった。 

・地域の一般住民を対象とする公開講座を毎年４講座（延べ 10 回前後）開講し、加

えて米沢市児童会館と共催の小学生向け公開講座を延べ３回開講した。 

・平成 21 年度には、高畠高校、米沢工業高校（専攻科）からの受講生を受け入れる

とともに、編入学を希望する学生への支援も兼ねて、高校教諭による小論文講座を

開催した。また、小国高校から体験受講生の受け入れも行うなど、高大連携の一層

の活性化を図った。 

・飯豊町教育委員会と共催の『いいで・米短こども大学』（学生ボランティア 10名前

後参加）を本学及び飯豊町内において３日間開催した（東日本大震災の影響で開催

できなかった平成 23 年度を除き、24年度で８回目となる）。 

・平成 21 年度から毎年、松川小学校の児童及び保護者を対象とした『松川こども大

学』（学生ボランティア 10 名前後参加、24年度で４回目）を１日開催している。 

・平成 23 年度には『生活文化研究所報告』39 号を発行するとともに、これまでに発

行済みの報告冊子の電子公開に向けて学内教員の著作権移譲の手続きを進め、24年

度の電子公開に向けた準備を行った（著作権譲渡に関する規定は、資料８－１ 第

10条）。 

  
 また、国際交流・国際化の推進関連で効果を上げている項目は次の通りである。 

 
・海外語学実習については、平成 23 年度に日本学生支援機構の留学生交換支援制度

の奨学金を受給し、参加学生の経済的負担軽減が図られた。 

・平成 22 年度に海外研修も含めた「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学教員サ

バティカル研修に関する規程」（資料８－10）を制定した。 

・平成 19 年度以降毎年、米沢市児童会館と共催で小学生向け英会話の公開講座を３

日間開講している（本学外国人講師が担当し、学生ボランティア３～４名参加、24

年度で６回目となる）。 
 
 ②改善すべき項目 
 直近３年間の「業務実績報告書」（資料８－５ ８－６ ８－７ 各第２－３）から、社

会連携・地域貢献関連で改善すべき項目を挙げれば次のようになる。 
 

・平成 22 年度に作成した地域貢献パンフレット『よねたんマル得活用ブック』に添

えて本学へのニーズを把握するためのアンケートを配付したが、郵送によるアンケ

ートの回収率は低かった。そこで、翌年度から本学開催の公開講座やシンポジウム
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においてアンケートを配布するように変更したが、本学の講座に参加した人たちの

意見ばかりなので、本学ホームページを利用するなど配布先を広げる必要がある。

なお、アンケートの内容については 24年度内に見直すことにしている。 
・「大学コンソーシアムやまがた」の単位互換制度の利用を勧めるため広報を行って

いるが、大学間の移動に長時間を要する等の理由により希望者がいなかった。地理

的な要因のため難しい面もあるが、今後も利用者を増やす努力を続ける。 
  
 また、国際交流・国際化の推進関連で改善すべき項目は次の通りである。 
 

・海外研修制度については、平成 22年度策定の「公立大学法人山形県立米沢女子短

期大学教員サバティカル研修に関する規定」で運用可能だが、研修教員の代替が得

られないと研修を取得することが難しいため、代替教員を確保しやすくするための

予算措置等が望まれる。 
 

 さらに、本学の公開講座については、平成 24年度から予算が大幅に減ることになったた

め、その対応が課題となっている。平成 23年度に実施した公開講座の実績は、資料８－11

（第３項）の通りで、４講座（延べ 8回実施）を開講したが、いずれも受講定員を下回っ

ている。受講者の中には毎年続けて受講される方も多く、アンケート（２回以上開く講座

のみ実施）の結果からは概ね好評を得ていると思われる（資料８－12 ８－13）が、今後

は、地域社会のニーズの高いテーマを設定する、実施する曜日（これまでは全て土曜日）

や時間帯を変えるなど、受講者を増やしていく努力を絶えず行っていく必要がある。 
 
 

３．将来に向けた発展方策 

 

ここでは、上で点検・評価を行った事柄の中から将来に向けて検討を要する項目を取り

上げる。 
 
 ①効果が上がっている項目 
 生活文化研究所で最も大きな予算配分を占める学外者との共同研究は、法人化翌年の平

成 22 年度に、(a)地域貢献にかかわる研究、(b)外部資金の導入を目指す基礎的研究の二つ

に分けて募集するように改められた。(a)、(b)ともに最長３年まで継続できるが、(b)の場

合は採択の翌年度（遅くとも２年以内）に科研費など外部資金獲得のための申請を行うこ

とが条件として課せられた（資料８－14）。毎年５件前後の共同研究が実施されているが、

平成 23 年度は全５件のうち(a)が３件、(b)が２件、平成 24年度は全６件のうち(a)が３件、

(b)が２件、(a)と(b)を兼ねた研究が１件であった。法人の運営や研究活動の活性化という

面から、外部資金の獲得は地域貢献と並んで重要な課題の一つとされる。(a)と(b)は必ずし

も一致する目的とは限らないが、平成 24年度に両者を兼ねた研究申請が現れたことは望ま

しい傾向である。今後は、こうした方向の研究が増えるよう支援を続けていく方針である。 
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 ②改善すべき項目 
 本学の公開講座はこれまで米沢市生涯学習委託講座として開催されてきたが、諸般の事

情により平成 24 年度からは本学法人の予算で賄われることとなった。これに伴い、残念な

ことに公開講座の準備等に使用できる予算が大幅に減ってしまった（資料８－15 ８－16）。

平成 24年度はこれまで通り４講座（延べ 10 回）の開講が予定されていて問題ないが、来

年度以降どうなるかが懸念される。本学の地域貢献事業の大きな柱の一つである公開講座

を安定的に継続し、個々の講座を企画・担当する講師の意欲を高めるためにも、来年度以

降の予算拡大に向けて様々な方策を生活文化研究所として検討していく。 
 また、公開講座の内容については、概ね好評を得ていると判断されるものの受講者数を

増やす努力は継続的に行っていく必要がある。具体的には広報の方法や開講曜日・時間帯

の変更などを検討する。 
 
 
４．根拠資料 

 ８－１ 山形県立米沢女子短期大学生活文化研究所規程（既出２－３） 
 ８－２ 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期目標（既出１－８） 
 ８－３ 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期計画（既出４－１－５） 
 ８－４ 平成 24年度年度計画（既出１－４） 

 ８－５ 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学 平成 21年度 業務実績報告書 

（既出４－２－２） 

 ８－６ 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学 平成 22年度 業務実績報告書 

（既出４－２－３） 

 ８－７ 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学 平成 23年度 業務実績報告書 

（既出２－４） 

 ８－８ よねたんマル得活用ブック－地域のみなさまに向けて－ 

 ８－９ H23派遣依頼受付簿 

８－10 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学教員のサバティカル研修に関する規程 

（既出７－10） 

 ８－11 平成 23年度事業報告 

 ８－12 H23「源氏物語を読む」アンケート集計 

 ８－13 H23「初めての古文書」アンケート集計 

８－14 生活文化研究所共同研究募集要項 
 ８－15 山形県立米沢女子短期大学公開講座規程 

 ８－16 山形県立米沢女子短期大学公開講座規程実施要綱 


