今後の活動に向けて
地域共創センターでは、現在政府が取り組んでいる地方創生の動きに連動して、下関市内や近隣の自治体及び地域
機関と連携を取りながら大学から地域を活性化させる枠組みを作りたいと考えています。地方において人口が減少する
中で、広域的な目線を大切にして社会資源の発掘、人的交流を図ることのできる人材育成ができればと思います。セン
ターでは、アーカイブ、調査研究、教育の３つの部門によりこれらを具現化していきます。また、地域の多くの方々に参加
して頂けるようセンターが取り組んでいる内容を的確に迅速に発信する工夫をしていきます。教員による研究をより深
め、
地域の方々とも学びの場を広げて行きたいと思います。
次期地域共創センター長 難波利光
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下関市立大学附属地域共創センターは、大学人（法人職員と学生）
と地域の方々との協働で
地域資産を掘り起こし、地域課題を見出して、
その課題解決に取り組むことを目指します。

Information

地域調査研究部門

Information

アーカイブ部門

地元下関の産業、文化、歴史などに関する史資料の収集、保管、公開をする

1.地域共創研究
■本学教職員から企画を募集し、テーマなどを審査して採択しています。

ことで地域貢献をしています。特徴的なのは下関を代表する水産資源であ

本学教職員の共同研究を促す制度として唯一のものです。その成果は成

る、鯨やふぐの資料を集めた鯨資料室ふく資料室を設置していることです。

果報告会で公開されるととともに、定期刊行物『地域共創センター年報』

事業者や個人から寄贈していただいた貴重な資料や購入した関連書籍を

に論文として掲載され、また山口県大学共同リポジトリ『維新』にてWeb

公開したり、かつて捕鯨に携わった方から聞き取り調査を行いそれを映像

公開もしております。

化するなど、時の流れとともに散逸していく資料を収集し、地元の方にも余
り知られていない情報を留め、後世に残していくこと。それがアーカイブ部

2.関門地域共同研究

門の目的です。今後も様々な情報をシンポジウムや広報誌などで発信して

■北九州市立大学との共同研究です。行政区間を超えた「関門一体」を

いきながら、地域に貢献していきます。

研究対象にする、というユニークな共同研究です。両市と双方の市立大学
の思惑が一致してこの研究会の結成となりました。必要に応じて地元や

出版物のご案内

近隣から委嘱研究員を招聘しています。

3.国際共同研究

あいさつ

■本学と友好交流協定校である青島大学で2004年度から行っていた

下関市立大学附属地域共創センターは平成２０年

「国際共同研究」の成果発表としてセンター年報・創刊号で報告しました。
また、佂山・東義大学校との国際共同研究のシンポジウムを行い、両学で

に設置され、早いもので７年が経過しようとしていま

交互に開催しています。

す。設置以来、大学の地域活動をまとめ、
センターと

4.自主調査研究

して組織的に展開することで本学の地域貢献機能

■センター発足にあたり、調査研究部門のスタッフは地域調査研究の
関門地域研究 Vol.23

地域共創センター
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コーディネーター集団に衣替えしました。コーディネーターが企画し、調

を強化してきました。おかげさまで最近では地域に

査研究プロジェクトを提案します。調査研究スタッフを編成して、調査研

顔が見える大学としてたくさんの地元の方に認知し

究プロジェクトの進行を補佐します。

ていただけるようになりました。今年度は近隣の山

5.受託調査研究

の田地区の方々に大学を訪問していただく機会が

■地域課題について調査研究の依頼があれば、コーディネーター集団が

増え、地域に根ざした大学として一層の期待が高

指導します。また、プロジェクト化の可能性を図り、対応いたします。

まってきています。
このような地域の期待に応える

6.自主資料収集

ため、平成２６年度よりセンター所属の特任教員１名

■さまざまな発行物や下関市内商工会文書等の資料収集を進めていきます。
地域共創センター
ニュースレター Vol.6
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地域教育活動部門

平成27年度開講予定の講座です。
企画が出来次第、
ご案内します。

市民大学
●公 開 講 座

●開放授業

・教養総合
・地域論

●出前講座
●テーマ講座

下関未来大学

資料室だより Vol.3

がスタッフに加わり、
さらなる活動の充実が図られま
した。
また平成２７年度には、新センター長のもと教

スタッフのご紹介
□地域調査研究部門
研究員
水谷 利亮
木村 健二
外枦保 大介
中嶋 健
藤谷 岳
山川 俊和

●地域創生学科
●企業と起業学科
●まちづくり・ひとづくり学科

部門長

□地域教育活動部門
コーディネーター
難波
川野
西田
萩原
藤谷

利光
祐二
光一
久美子
岳

部門長

今後はより一層地域の方々の声が届くよう親しまれ
るセンターになっていくことを期待しています。
どう
ぞよろしくお願いします。

下関市立大学附属地域共創センター

□アーカイブ部門
研究員
藤谷
橘

下関ユースカレッジ

員スタッフが一新され新センターが動き出します。

岳
誠

センター長

部門長

スケジュールの詳細は決定次第ホームページでお知らせします。

地域共創センター
ニュースレター
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●市民大学公開講座
《太田教授の旅の手帳》
（全7回
日
講

日

火曜日）

時：6/10、
7/8、8/12は14：00〜16：00
11/11、
12/9、
2/10、
3/17は15：00〜16：30
師：太田 周二郎教授

《報徳思想と実業家・篤志家》
（全1回
日
講

水曜日）

日
講

日
時：8月18日
（月）〜8月20日
（水） 全10回
現地見学：8月19日
（火） 9：00〜15：00
・株式会社中冷 ・下関市消防防災学習館
「火消鯨」
・唐戸市場
・下関港国際ターミナル

土曜日）

時：10月4日 10：30〜12：00
師：藤谷 岳特任教員

《過疎地域の生活課題と都市農村交流》
（全1回
日
講

金曜日）

時：10月24日 18：30〜20：00
師：松本 貴文講師

《学校教育をめぐる政策動向と地域の関わり》
（全1回
日
講

土曜日）

時：12月6日 18：30〜20：00
師：天野 かおり准教授

《就活する子供に親は何ができるのか》
（全1回

土曜日）

日 時：12月13日 10：30〜12：00
講 師：森山 智彦特任教員

《まちづくり・ひとづくりに必要なもの》
（全1回
日
講

異文化と他者の理解》
（全15回

時：9月29日〜H27年1月26日
師：西田 光一教授 他

《地域論》
（全15回
日
講

月曜日）

16：30〜18：00

月曜日）

時：9月29日〜H27年1月26日
師：外枦保 大介准教授

16：30〜18：00

●市民大学出前講座
《モンゴルってどんな国》
日
場
講

時：7月19日
（土） 10：00〜11：30
所：豊田生涯学習センター 視聴覚室
師：橘 誠准教授

《経済学で考える地域問題》
日 時：8月2日
（土） 10：00〜11：30
場 所：豊田生涯学習センター 視聴覚室
講 師：杉浦 勝章准教授

《地域の将来は誰が担うのか》
日
場
講

時：9月20日
（土） 10：00〜11：30
所：豊田生涯学習センター 視聴覚室
師：松本 貴文講師

《世界経済の形成と環境》
日 時：10月25日
（土） 10：00〜11：30
場 所：豊田生涯学習センター 視聴覚室
講 師：水野 祥子教授

●下関市生涯学習まちづくり出前講座
《東日本大震災の被害と復興の課題》
日 時：8月3日
（日） 11：00〜12：00
場 所：下関市立夢が丘中学校
講 師：菅 正史准教授

●市民大学テーマ講座
《農業で地域を元気にする》
日 時：6月28日
（土） 9：00〜18：00
場 所：ぶどうの樹
（福岡県遠賀郡岡垣町）
下関市立大学集合＆解散
講 師：奥本 馨
（株式会社グラノ24K 総務部部長）
「地域の6次産業をめざして」
坂本 誠
（全国町村会 調査室長）
「農村地域における6次産業の必要性」
吉弘 憲介
（桃山学院大学 准教授）
「地域内の経済循環の必要性」
ワークショップ：
「農業で地域を元気にするには？」
コーディネーター：難波 利光教授

地域共創研究報告会

日 時：6月5日
（木） 16：30〜17：30
テーマ：Webからの地域・観光情報収集とその有用性の検討
報告者：松本 義之教授、
藪内 賢之教授

●関門地域共同研究会

成果報告会

日 時：6月25日
（水） 14：00〜17：00
場 所：下関市立大学 本館Ⅱ棟5階 大会議室
テーマ：地域社会の先端課題
報告者：1.広域連携および道州制を視野に入れた地方自治のあり方
南 博
（北九州市立大学都市政策研究所 准教授）
2.横断的に見る女性の就業形態とゆとりの変化
石塚 優
（北九州市立大学都市政策研究所 教授）
3.再生可能エネルギーと地域
山川 俊和
（下関市立大学国際商学科 准教授）
水谷 利亮
（下関市立大学公共マネジメント学科 教授）

・ 4月12日
（土）講演者：一部）
相原 信彦教授
「シェイクスピアと演戯」
・ 8月 9日
（土）講演者：一部）
藤谷 岳特任教員、松本 貴文講師
「地域の将来は誰が担うのか？」
・12月13日
（土）講演者：一部）
秋山 淳准教授「中国語語法（構文）研究 −認知言語学の視点からー」
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6月4日（水） 17：00〜19：10
「過疎地域の課題とまちづくり −ムラの『婚活』の事例から−」
講 師：松本 貴文講師
「エネルギー転換と『地域の発展』」
講 師：藤谷 岳特任教員

★第2回★

7月2日（水） 17：00〜19：10
「学校教育をめぐる政策動向と地域の関わり −『地域とともにある学校づくり』の視点から−」
講 師：天野 かおり准教授
「壮年非正規労働者の働き方と希望」
講 師：森山 智彦特任教員

★第3回★

10月15日
（水） 17：00〜19：00
「中国語語法（構文）
研究と教育 −認知言語学の視点から−」
講 師：秋山 淳准教授
「青島の介護事情」
講 師：ハオ・リャン特任教員

★第4回★

11月19日
（水） 17：00〜19：10
「グローバルな資源管理とイギリス帝国」
講 師：水野 祥子教授
「内閣調査機関と中国『留用』引揚者 −東洋文庫所蔵資料
『中共事情』をめぐって−」
講 師：飯塚 靖教授

地域連携活動

《田植え・芋植え体験への協力》

《粟野を知ろう・粟野川ホタルナイトウォーク》
日 付：6月6日
（金）
場 所：粟野川上流域
参加者：道盛 誠一教授、
吉津 直樹学長
藤谷 岳特任教員、
学生その他11名

《豊田のホタル祭り運営ボランティア》
日 付：6月7日
（土）
場 所：豊田町各所
参加者：松本 貴文講師、
藤谷 岳特任教員
学生29名

《豊田のホタル祭り運営ボランティア》
日 付：6月25日
（水）
場 所：豊田町各所
参加者：松本 貴文講師、
学生6名

《唐戸商店街七夕祭りの笹飾り作り》
日 付：7月4日
（金）
場 所：唐戸サテライトキャンパス
参加者：藤谷 岳特任教員
学生および地域の方数名

《唐戸商店街七夕祭りボランティア》
日 付：7月5日
（土）
場 所：唐戸商店街一帯
参加者： 松本 貴文講師、
学生10名

《粟野地区高齢者対象ＩＣＴ講習会》
日 付：8月8日
（金）
場 所：粟野ふれあいの郷
参加者：道盛 誠一教授、
学生6名

《稲刈り体験への協力》
日 付：10月5日
（日）
場 所：菊川町轡井地区
「貴和の里」
参加者：松本 貴文講師、
藤谷 岳特任教員
学生21名

《もちつきイベントへの協力》
日 付：12月14日
（日）
場 所：菊川町轡井地区
「貴和の里」
参加者：松本 貴文講師、
学生12名

共創サロン

★第1回★

日 付：6月1日
（日）
場 所：菊川町轡井地区
「貴和の里」
参加者：松本 貴文講師、
藤谷 岳特任教員
学生12名

●開放授業
日
講

●平成25年度

●Ｊ：ＣＯＭ下関との連携講座

●地域インターンシップ関連
火曜日）

時：12月16日 18：30〜20：00
師：難波 利光教授

《教養総合Ａ

時：6月8日
（日）〜10月30日
（木） 全10回
18：30〜20：00

●下関ユースカレッジ
（中高生夏期大学）
−郷土について学ぼう−

時：7月19日 13：25〜14：10
師：森山 智彦特任教員

《エネルギー転換と地域》
（全1回

時：6月8日
（日）〜10月21日
（火） 全10回
18：30〜20：00

まちづくり・ひとづくり学科】
日

土曜日）

時：6月8日
（日）〜10月22日
（水） 全10回
18：30〜20：00

東アジア学科（芸術文化）】
日

【Ｃ

時：7月9日 18：30〜20：00
師：川野 祐二教授

《進学における地域選択とキャリア》
（全1回
日
講

【Ｂ

地域調査研究部門
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関門地域学科】
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●第7回鯨資料室シンポジウム
日 時：10月18日（土） 13：30〜16：00
場 所：下関市立大学本館2階 Ⅰ-206教室
テーマ：下関の鯨産業を辿る
〜商業捕鯨時代を中心にした公開聞き取り
プログラム：
第1部 報告
佐竹 敏之
（下関市立生野小学校 教諭）
「大洋ホエールズから見た大洋漁業と下関」
岸本 充弘
（下関市立大学附属地域共創センター
「データから見る下関の鯨産業」
第2部

シンポジウム：
「下関の鯨産業を辿る
〜商業捕鯨時代を中心にした公開聞き取り」
パネリスト：
常岡 梅男
（林兼産業㈱ 元工場長）
小島 純子
（下関くじら館 店長）
佐竹 敏之
（下関市立生野小学校 教諭）
多賀 正武
（林兼造船㈱ 元技師）
コーディネーター：
岸本 充弘
（下関市立大学附属地域共創センター

委嘱研究員）

委嘱研究員）

