
授業科目名 地域創生実習 

担当教員 

瓶内 栄作 
古賀 弥生 
三浦 健太 
辻村 謙一 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ２年第４クォーター 

講義内容 

地域創生とは、将来を見据えつつ、地域がそれぞれの強みと魅力を活かし、
活力を持てる社会を実現できるように、環境形成を目指し、心豊かな暮らしを
実現していく活動のことを指す。この実習では、自治体での地域創生における
取組について、自ら体験をしながら学習する。 
対象自治体に出向き、地域創生についての取組の視察や、専門家や教員の指

導を受けつつ、活動への関与を通じて、地域の持つ課題や、課題に対応する地
域創生の現実的な取組について学ぶ。 
指示に基づきながらも、自らができることを考え、主体的に行動することに

よって、最終的には取組内容について、独自の考察を加えたレポートを作成し、
実習先に対してプレゼンテーションを実施する。 

到達目標 

 実習先地域の有する課題について、理解することができる。 
 社会課題を政策に転換するプロセスについて、理解することができる。 
 実習先における地域創生の取組について、理解することができる。 
 事業や施策に関する調査・分析を実施し、改善提案等の企画立案ができる。 
 実習先職員やその関与先との円滑なコミュニケーションを実践できる。 
 自らの体験に基づき、独自の考察を加えたレポートを作成できる。 
 レポートについて、実習先職員等を交えプレゼンテーションを実施できる。 

授業計画 

本実習は 5日間×2週を現地での実習期間としている。限られた期間での実習

であるため、事前準備をして、効率的な行動が求められる。 

1.学内でのオリエンテーション 

2.現地訪問 1日目 現地でのブリーフィング、見学 

3.現地訪問 2日目 地域の有する課題についての学習 

4.現地訪問 3日目 地域創生の実践現場視察 

5.現地訪問 4日目 地域創生の取組についての実践 

6.現地訪問 5日目 1～4日目の振り返り 

7.現地訪問 6日目 社会課題を政策に転換するプロセスについての学習 

8.現地訪問 7日目 自らの考察について自治体職員との意見交換 

9.現地訪問 8日目 レポート資料作成(基本構想) 

10.現地訪問 9日目 レポート資料作成(資料完成) 

11.現地訪問 10日目 プレゼンテーション資料作成 

12.学内での学習成果発表(プレゼンテーション実施) 

事前･事後 
学習 

 事前に対象自治体の特性について、WEB サイト等を閲覧し理解を深めてお

くことが望ましい。 
 参考文献を読んで、概要について理解しておくこと（特に兵庫県地域創生戦

略については但馬県民局についての箇所を読む）。 

テキスト 特になし 

参考文献 
 兵庫県地域創生戦略（実習時点での最新版を使用） 
 対象自治体の地域創生総合戦略 
 世界一やさしい問題解決の授業 渡辺健介 ダイヤモンド社(2007) 



 

成績評価 
の 基 準  

実習の態度(30%)、レポート(50%)、プレゼンテーション(20%)により評価する。 

履修上の注意

履修要件 

地域創生論を履修済みであることが望ましい。 
実習先の皆様は日常業務に大変忙しい中、皆さんの学びの場を提供するために

ご協力いただいている。礼節をもって接し、失礼がないように心がけること。 

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をす

ることから、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 創造性開発演習 

担当教員 
山中 俊之 
中村 嘉雄 

必修の区分 選択 

単位数 ２ 

授業の方法 演習 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

フィールドワークなどを通じて、観光、地域振興につながる創造性を開発する
ことを目標とする。創造性の開発には、様々な分野のインプット、枠にとらわ
れない思考、フィールドワークでの体感の 3つが重要であるとの方針のもと、
多くの演習を行う。特に授業期間中 2回は、豊岡市をはじめとした但馬地域で
フィールドワークを行い、地元の資源に着目した創造性開発を行う。最後は、
観光、地域振興に関する新たな提案を発表してもらう。 

到達目標 

・創造性開発に関して自分なりの方法論を持ち日常的に実践できる。 
・芸術や自然科学、心理学など異なる分野、自分が知らない分野についても関
心を向けることができる。 
・観察や対話を通じて顧客や関係者の真のニーズを洞察できる。 
・フィールドワークの方法を習得して、地域の課題やその解決方法を見つける
ことができる。 
・自然や芸術に触れることで自らの創造性を高める手法を日常的に実践でき
る。 

授業計画 

第 1 回：創造性開発はなぜ重要か 

第 2 回：創造性開発の基本的枠組みー観察、対話、洞察、多様な分野のインプ

ット 

第３回：効果的な観察から顧客の真のニーズを洞察するには 

第４回：効果的な対話から顧客の真のニーズを洞察するには 

第５回：フィールドワーク（市街地を歩いて観察・対話する） 

第６回：フィールドワークを振り返って自分の方法論を作る 

第７回：自然の観察から創造性を高めるには 

第 8 回：生物学、地学、心理学を創造性に繋げる 

第９回：フィールドワーク（自然を歩いて観察する） 

第 10回：フィールドワークを振り返って、自分の方法論を作る 

第 11回：芸術に触れることから創造性を高める重要性 

第 12回：絵画から創造性を高める 

第 13回：音楽から創造性を高める 

第 14回：文学から創造性を高める 

第 15回：フィールドワーク（日常の中に芸術性を発見する） 

第 16回：フィールドワークを振り返って、自分の方法論を作る 

第 17回：観光、地域振興のための方法を考えるー方法論の提示 

第 18回：観光、地域振興のための方法を考えるーグループ討論① 

第 19回：観光、地域振興のための方法を考えるーグループ討論② 

第 20回：観光、地域振興のための方法を考えるーグループ討論③ 

第 21回：観光、地域振興のための方法を考えるーグループ討論④ 

第 22回：観光、地域振興のための方法を考えるーグループ討論⑤ 

第 23回：観光、地域振興のための提案① 

第 24回：観光、地域振興のための提案② 



 

事前･事後 
学習 

・毎回 1 週間で気付いた面白いこと、美しいもの、便利なものをデジカメに

とってもらって、講義で共有します。 

テキスト 特になし。 

参考文献 必要に応じて配布。 

成績評価 
の 基 準  

レポート（50％）、授業中の発言及び積極性（50％） 

履修上の注意

履修要件 特になし 

実践的教育 
経営分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授することか

ら、実践的教育に該当する。 

備考欄 なし 



授業科目名 地域イノベーション実習 

担当教員 

瓶内 栄作 
福嶋 幸太郎 
細海 真二 
中村 嘉雄 
三浦 健太 
辻村 謙一 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ３年第２クォーター 

講義内容 

Schumpeter.J.A の定義によると、イノベーションとは経済活動の中で生産
手段や資源、労働力などをそれまでとは異なる仕方で新結合することを指す。
そのなかでも日本企業におけるイノベーションは経営革新と称される。この実
習では、地域にある中小企業のイノベーションの実践について、自ら体験しな
がら学習する。 
イノベーションを実現した企業に出向き、経営者や社員の皆さんの体験談を

聞き、企業の組織風土や、イノベーションに至る課題の発掘方法、イノベーシ
ョンが創出できた理由やその成立プロセスなどについて、自らも企業の中で行
動することによって学ぶ。 
指示に基づきながらも、自らができることを考え、主体的に行動することに

よって、最終的には取組内容について、独自の考察を加えたレポートを作成し、
実習先に対してプレゼンテーションを実施する。 

到達目標 

 課題をイノベーションに転換するプロセスについて、理解することができ
る。 

 実習先におけるイノベーションの取組や現実的課題について、理解すること
ができる。 

 必要あれば事業に関する調査・分析を実施し、改善提案等の企画立案ができ
る。 

 実習先経営者や社員、その関与先との円滑なコミュニケーションを実践でき
る。 

 自らの体験に基づき、独自の考察を加えたレポートを作成できる。 
 レポートについて、実習先経営者や社員を交えプレゼンテーションを実施で
きる。 

授業計画 

本実習は 5日間×2週を現地での実習期間としている。限られた期間での実習

であるため、事前準備をして、効率的な行動が求められる。 

1.学内でのオリエンテーション 

2.現地訪問 1日目 現地でのブリーフィング、見学 

3.現地訪問 2日目 イノベーションの背景となった課題についての学習 

4.現地訪問 3日目 イノベーションの実践現場視察 

5.現地訪問 4日目 イノベーションの取組についての実践 

6.現地訪問 5日目 1～4日目の振り返り 

7.現地訪問 6日目 課題をイノベーションに転換するプロセスについての 

学習 

8.現地訪問 7日目 自らの考察について経営者や社員との意見交換 

9.現地訪問 8日目 レポート資料作成(基本構想) 

10.現地訪問 9日目 レポート資料作成(資料完成) 

11.現地訪問 10日目 プレゼンテーション資料作成 

12.学内での学習成果発表(プレゼンテーション実施) 

事前･事後 
学習 

特になし 



 

テキスト 特になし 

参考文献  経営革新計画支援事例集、兵庫県、2015 年 

成績評価 
の 基 準  

実習の態度(30%)、レポート(50%)、プレゼンテーション(20%)により評価する。 

履修上の注意

履修要件 

地域イノベーション論を履修済みであることが望ましい。 
実習先の皆様は日常業務に大変忙しい中、皆さんの学びの場を提供するために

ご協力いただいている。礼節をもって接し、失礼がないように心がけること。 

実践的教育 
学外の臨地実務実習先の実習指導者から、実践的な指導を受けながら実習をす

ることから、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 地域連携実習 

担当教員 

瓶内 栄作 
中尾 清 
中村 嘉雄 
三浦 健太 
辻村 謙一 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 実習 

開講年次 ４年第２クォーター 

講義内容 

実り多い地域社会とは、住民・企業・行政がそれぞれのできることを行いな
がら協力していくことにより実現されるものである。この実習では、地域社会
を構成する住民・企業・行政から本学へ寄せられた課題事項に対して、自ら考
察し、課題解決策の検討を実施する。 
解決策の検討には、課題（ニーズ）認識、課題解決に向けての仮説立案、課

題解決に使用できる人材/設備資源/アイデアなど皆さんや本学が有するもの
（シーズ）の検討、ニーズとシーズのマッチング、目標及びアクションプラン
の策定などが必要になる。 
これまで学んだ内容を活かし、実現可能性の高い解決策を策定し、そのプロセ
スを通じてニーズやシーズを用いて事業創造するプロセスについて学ぶ。 
最終的には住民・企業・行政に対して、有効な課題解決策を提案するプレゼン
テーションを実施する。 

到達目標 

 住民・企業・行政からの課題を適切に理解し、自らの言葉で説明できる。 
 本学の有する有効なシーズについて、自らの言葉で説明できる。 
 課題をもとに、イノベーションのアイデアを検討できる。 
 事業に関する調査・分析を実施し、実現可能性のある企画立案ができる。 
 実習先との円滑なコミュニケーションを実践できる。 
 課題解決策をレポートとして文書化できる。 
 レポートについて、実習先関与者を交えプレゼンテーションを実施できる。 

授業計画 

本実習は 5日間×2週を現地での実習期間としている。限られた期間での実習

であるため、事前準備を行い、効率的な行動が求められる。 

1.学内でのオリエンテーション 

2.現地訪問 1日目 現地でのブリーフィング、見学 

3.現地訪問 2日目 課題事項について、関係者ヒアリング 

4.現地訪問 3日目 課題事項についての情報収集、現地調査 

5.現地訪問 4日目 課題事項に向けての仮説立案 

6.現地訪問 5日目 1～4日目の振り返り 

7.現地訪問 6日目 課題解決に使用できるシーズ検討 

8.現地訪問 7日目 ニーズとシーズのマッチング 

         目標及びアクションプランのアイデア検討 

9.現地訪問 8日目 レポート資料作成(基本構想) 

10.現地訪問 9日目 レポート資料作成(資料完成) 

11.現地訪問 10日目 プレゼンテーション資料作成 

12.学内での学習成果発表(プレゼンテーション実施) 

事前･事後 
学習 

 事前に対象自治体の特性について、WEB サイト等を閲覧し理解を深めて

おくことが望ましい。 

テキスト 特になし 

参考文献 
 『イシューからはじめよ』、安宅和人、英治出版、2010 年 
 『問題解決』、高田 貴久・岩澤 智之、英治出版、2014 年 
 『ロジカル・プレゼンテーション』、高田貴久、英治出版、2004 年 



 

成績評価 
の 基 準  

実習の態度(30%)、レポート(50%)、プレゼンテーション(20%)により評価する。 

履修上の注意

履修要件 

実習先の皆様は日常業務に大変忙しい中、皆さんの学びの場を提供するために

ご協力いただいている。礼節をもって接し、失礼がないように心がけること。 
「地域創生実習」もしくは「地域イノベーション実習」を履修済みであること

が望ましい。 

実践的教育 
経営分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授することか

ら、実践的教育に該当する。 

備考欄  


