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アウトライン Outline

1．はじめに Introduction
1. ソーシャル・キャピタル（SC）とは
What is social capital (SC)? 
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1. SC
What is social capital (SC)? 

3. SCと教育との関係
Relationship between sc and education

4. 相乗効果を生み出す大学と地域の連携
University-community collaboration

５．最後に Conclusion



� 教育の目的 Purpose of education

� 教育に影響を与える要因

1. はじめに Introduction

� 教育に影響を与える要因

Factors affecting education 

� ソーシャル・キャピタルの視点

Social capital perspective
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ソーシャル・キャピタル(SC)とは？

What is social capital?

� 社会資本： ハード(hard)とソフト(soft)

social infrastructure
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social infrastructure

� 社会関係(relational)資本： 関係性、つながり

relationship, connectedness



SC概念の変遷

History of SC concept

� ハニファン (1916) 善意・仲間意識・社会的交流

� ジェイコブス (1961) 都市間の社会的ネットワーク

� ブルデュー (1986) 権力・資源へのアクセス
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� ブルデュー (1986) 権力・資源へのアクセス

� コールマン (1990) 個人の協調行動を促す社会制度

� パットナム (1993) 信頼・規範・ネットワーク

� OECD： 規範・価値・理解を伴ったﾈｯﾄﾜｰｸ

� World Bank： 制度・関係・規範



� 1993年 Making Democracy Work 

（『哲学する民主主義』2000)

イタリアにおける、南北のSC蓄積の違い⇒

パットナムの研究

Research by Putnam
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イタリアにおける、南北のSC蓄積の違い⇒

州政府の制度パフォーマンスの差

信頼、規範、ネットワークなどの重要性

� 2000年 Bowling Alone （『孤独なボウリング』2006）

米国コミュニティの崩壊、SCの衰退、再生に向けて



ソーシャル・キャピタルの定義

Definition of social capital 

「調整された諸活動を活発にすることによっ

て社会の効率性を改善できる、信頼、規範、

ネットワークといった社会組織の特徴」（パットナ

ム）

⇒
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ム）

⇒人と人とのつながり（ネットワーク）、規範、

信頼など、人々の協力を促進し、社会を円滑

にする関係 social relationships such as 
networks, norms and trust that facilitate 
cooperation and improve society



ソーシャル・キャピタルの

構成要素 Components of SC

� 信頼：厚いthick vs 薄いthin

� 特定的particularized vs 一般的 generalized

� 規範：互酬性の規範 norms of reciprocity
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� 規範：互酬性の規範 norms of reciprocity

� ネットワーク:垂直的vertical ｖｓ 水平的horizontal

信頼信頼信頼信頼

trust

ネットネットネットネット

ワークワークワークワーク

network

規範規範規範規範

norm



認知的 cognitive

• 規範、価値観、信条、

構造的 structural

• ネットワーク、役割、

ＳＣの分類：認知的vs構造的

• 規範、価値観、信条、
態度

• 源泉：結束、協力、寛
容

• 例：地域に対する愛
着心、多様性への理

解

• ネットワーク、役割、
規則、先例、手続き、

社会組織、社会構造

• 源泉：集団の意思決
定、指導者の責任感

• 例：地域通貨
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ＳＣの分類：結束型、橋渡型、連結型

SCの種類 結束型（bondinng） 橋渡型（bridging） 連結型（linking)

関係性 団体内 団体間 団体を超えて

特徴 共通のアイデンティティ 多様性 力や資源へのアクセス
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出所：Jochum（2003）、Yates and Juchum (2003) をもとに加筆作成

特徴 共通のアイデンティティ 多様性 力や資源へのアクセス

信頼の種類 特定化された信頼 一般的な信頼 ガバナンスに対する信頼

行動 支援、相互扶助 理解、尊敬 アドボカシー、影響

成果 関与、チームワーク、集合行為専門性、知識、資源 資金的支援、非金銭的支援



ソーシャル・キャピタルの４分類ソーシャル・キャピタルの４分類ソーシャル・キャピタルの４分類ソーシャル・キャピタルの４分類

４４４４ categories of SC

性質 橋渡し型 内部結束型

（例：環境団体） （例：民族団体、自治会）

形態 フォーマル インフォーマル

11出所： Putnam and Goss (2002）および内閣府国民生活局(2003)に基づき一部加筆作成

形態 フォーマル インフォーマル

（例：PTA、労働組合） （例：ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの試合）

程度 厚い 薄い

（例：家族の絆） （例：見知らぬ人への相槌）

志向 内部志向－共益目的 外部志向－公益目的

（例：商工会議所） （例：赤十字、NPO）



� 「見える化」 Visualize intangible

� 教育：人的資本の創出、親の関与と学習意欲

SCの意義 Significance of SC
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� 健康：ストレス緩衝材、健康、幸福感、平均余命

� 民主主義や市民社会の発展

� 犯罪：犯罪率の低下、治安向上

� 経済：経済成長、新規開業率向上、失業率低下

� 経営：生産性、イノベーションの向上



災害救援におけるSC－福井豪雨災害の例
SC in disaster relief: Case of Fukui Flood

� 地域でのつながり

自治会、隣近所とのつきあい、地域活動

� ロシアタンカー重油流出事故

災害という危機的状況においては、それまでに地域

内外で蓄積されてきたSCの真価が問われる。
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経験、ノウハウの蓄積、備え

� 災害NPO：福井災害ボランティア・ネット
専門性と経験、機敏性

全国的なネットワーク

� 日常的に様々な形態のSCを蓄積→

災害救援の際に迅速で的確な活動



北米：北米：北米：北米：
ヨーロッパ：ヨーロッパ：ヨーロッパ：ヨーロッパ：

ＯＥＣＤＯＥＣＤＯＥＣＤＯＥＣＤ世界銀行世界銀行世界銀行世界銀行 国連シエナグループ国連シエナグループ国連シエナグループ国連シエナグループ

持続可能な開発持続可能な開発持続可能な開発持続可能な開発 福利、人的資本、計測福利、人的資本、計測福利、人的資本、計測福利、人的資本、計測

計測計測計測計測

ＳＣをめぐる国際的な動きＳＣをめぐる国際的な動きＳＣをめぐる国際的な動きＳＣをめぐる国際的な動き

SC initiatives internationally

14

カナダカナダカナダカナダ

アメリカアメリカアメリカアメリカ

オセアニア：オセアニア：オセアニア：オセアニア：

オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア

ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランド

アイルランドアイルランドアイルランドアイルランド

イギリスイギリスイギリスイギリス

イタリアイタリアイタリアイタリア

フィンランドフィンランドフィンランドフィンランド

アジアアジアアジアアジア：日本日本日本日本



日本のSC:内閣府調査
SC in Japan: Cabinet Office Survey

構成要素 採用する個別指標

Ⅰ.つきあい・交流

①隣近所とのつきあいの程度

②隣近所とつきあっている人の数

③友人・知人とのつきあいの頻度

④親戚とのつきあいの頻度

⑤スポーツ・趣味・娯楽活動への参加状況

⑥一般的な人への信頼

Social interaction
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Ⅱ.信頼

⑥一般的な人への信頼

⑦近所の人々への信頼度

⑧友人・知人への信頼度

⑨親戚への信頼度

Ⅲ.社会参加

⑩地縁的な活動への参加状況

⑪ボランティア活動行動者率

⑫人口1人当たり共同募金額

統合指数統合指数統合指数統合指数（Ⅰ～Ⅲの個別指数の単純平均値）

出所：内閣府国民生活局(2003)

Trust

Social participation

SC Index
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日本における日本における日本における日本におけるSCSCSCSCの現状の現状の現状の現状（内閣府調査結果）（内閣府調査結果）（内閣府調査結果）（内閣府調査結果）

State of SC in JapanState of SC in JapanState of SC in JapanState of SC in Japan
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出所：内閣府国民生活局(2003)に一部加筆。 (注)統合指数は、３指数の単純平均値

Shimane HighestTokyo & Osaka Low



NPOの４つの機能 Functions of Nonprofits
需要サイド志向需要サイド志向需要サイド志向需要サイド志向 供給サイド志向供給サイド志向供給サイド志向供給サイド志向

手段としての存在理

由Instrumental 
rationale

サービスの提供サービスの提供サービスの提供サービスの提供

必要とされるサービス必要とされるサービス必要とされるサービス必要とされるサービス

の提供および政府の失の提供および政府の失の提供および政府の失の提供および政府の失

敗、市場の失敗への対敗、市場の失敗への対敗、市場の失敗への対敗、市場の失敗への対

応応応応

社会的起業家精神社会的起業家精神社会的起業家精神社会的起業家精神

社会的起業精神の原動社会的起業精神の原動社会的起業精神の原動社会的起業精神の原動

力の提供および商業力の提供および商業力の提供および商業力の提供および商業

的・慈善的目的を組み的・慈善的目的を組み的・慈善的目的を組み的・慈善的目的を組み

合わせた社会的起業の合わせた社会的起業の合わせた社会的起業の合わせた社会的起業の

創造創造創造創造創造創造創造創造

表現としての存在理

由

Expressive rationale

市民的・政治的積極市民的・政治的積極市民的・政治的積極市民的・政治的積極

的関与的関与的関与的関与

政治参画、アドボカシー、政治参画、アドボカシー、政治参画、アドボカシー、政治参画、アドボカシー、

地域におけるソーシャ地域におけるソーシャ地域におけるソーシャ地域におけるソーシャ

ル・キャピタルの創出ル・キャピタルの創出ル・キャピタルの創出ル・キャピタルの創出

価値と信念価値と信念価値と信念価値と信念

ボランティア、スタッフ、ボランティア、スタッフ、ボランティア、スタッフ、ボランティア、スタッフ、

寄付者による、仕事を寄付者による、仕事を寄付者による、仕事を寄付者による、仕事を

通じた価値観、コミットメ通じた価値観、コミットメ通じた価値観、コミットメ通じた価値観、コミットメ

ントと信念の表現ントと信念の表現ントと信念の表現ントと信念の表現

出所：Frumkin, Peter (2002) On Being Nonprofit



東京区部

20.7％
横浜市

3位

名古

県庁所在地を中心

に都市部に点在

→都道府県内にお

ける分布の地域差

NPO法人の地域分布法人の地域分布法人の地域分布法人の地域分布 Regional 
Distribution of Nonprofit Corporations

地域的偏在

仙台市仙台市仙台市仙台市
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大阪市

2位

名古

屋市

6位

NPO法人が存在

しない市町村

=43%

仙台市仙台市仙台市仙台市

３００３００３００３００

（宮城県内（宮城県内（宮城県内（宮城県内

のののの63%））））
2008年年年年4
月現在月現在月現在月現在

出所：西出優子・埴淵知哉（2005）「NPO法人の地域的分布とソーシャル・キャピタル」

山内直人・伊吹英子編『日本のソーシャル・キャピタル』に一部加筆



NPO法人の活動分野 Fields of Activities of 
Nonprofit Corporations

32.2

39.6

40.2

44.7

45.9

58.2

学術、文化、芸術、スポーツ

子どもの健全育成

まちづくり

団体運営・活動の連絡・助言・援助

社会教育

保健・医療又は福祉

NPO法で列挙された法で列挙された法で列挙された法で列挙された17分野。当初は分野。当初は分野。当初は分野。当初は12分野であったが、分野であったが、分野であったが、分野であったが、2003年、情報化、科学技術、年、情報化、科学技術、年、情報化、科学技術、年、情報化、科学技術、

職業能力開発、経済活動活性化、消費者保護の職業能力開発、経済活動活性化、消費者保護の職業能力開発、経済活動活性化、消費者保護の職業能力開発、経済活動活性化、消費者保護の5分野が追加。分野が追加。分野が追加。分野が追加。→柔軟で幅広い活動展開柔軟で幅広い活動展開柔軟で幅広い活動展開柔軟で幅広い活動展開

保健・医療・福祉分野で活動している団体が過半数。保健・医療・福祉分野で活動している団体が過半数。保健・医療・福祉分野で活動している団体が過半数。保健・医療・福祉分野で活動している団体が過半数。

4.4

5.0

6.8

8.2

8.5

9.8

11.7

15.4

16.4

19.9

28.2

32.2

0 10 20 30 40 50 60 70

科学技術

消費者の保護

災害救援

情報化社会

男女共同参画社会

地域安全

経済活動の活性化

人権の擁護又は平和

職業能力の開発又は雇用機会の拡充

国際協力

環境保全

学術、文化、芸術、スポーツ

出所：内閣府NPOホームページ（http://www.npo-homepage.go.jp/index.htmｌ）より作成 ﾃﾞｰﾀは2007年8月末現在

（複数回答のため、合計は100%にならない。）

教育分野

でも様々

な活動



SCと教育との関係と教育との関係と教育との関係と教育との関係 SC→E
Relationship between SC and education

� 親の関与→学習意欲（Coleman）
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� SCの豊かさ－教育効果の高さ、不登校率↓、

中途退学、いじめ、校内暴力↓ （稲葉2007）



SCと教育との関係と教育との関係と教育との関係と教育との関係 E→SC
Relationship between SC and education

� 教育と多様な人との交流→信頼の増加

（Uslaner 2002）
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（Uslaner 2002）

� 学校教育→社会的ネットワーク↑

社会・地域・政治参加↑



SCと教育との関係と教育との関係と教育との関係と教育との関係

Relationship between SC and education

� 社会的コンテクストを踏まえた学び

- Hanifan－community school

- Dewey-education in community
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- Dewey-education in community

- Service learning, internship, citizenship 
education

→社会的責任、問題解決能力、地域に対する

愛着、寛容性、チームワーク、協力の規範



人的資本（ﾋｭｰﾏﾝ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ）とは

What is human capital?

� 「個人的・社会的・経済的福利の創出を促

進する、個人に内在する知識、技能、能力

及び特性」（OECD 2001）及び特性」（OECD 2001）
“knowledge, skills, competencies and attributes 
embodied in individuals that facilitate the creation of 
personal, social and economic well-being”

� 個人に内在（SC：社会関係の中）

Inherent in individual vs. social relationship
23



synergy
Education, Social capital

SCと教育・HCの関係

Relationship between SC and 

education (human capital)
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NPO

synergy

相乗効果

NPO
Education,

Human capital
教育・人的資本教育・人的資本教育・人的資本教育・人的資本

Social capital

ｿｰｼｬﾙ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ



大学の役割大学の役割大学の役割大学の役割 Role of University

地域地域地域地域A

地地地地

域域域域

物的資本の形成・物的資本の形成・物的資本の形成・物的資本の形成・

提供提供提供提供

雇用や産業の創出、雇用や産業の創出、雇用や産業の創出、雇用や産業の創出、

地域経済の消費者、地域経済の消費者、地域経済の消費者、地域経済の消費者、

教室等の施設・設備、教室等の施設・設備、教室等の施設・設備、教室等の施設・設備、

人的資本（資質・ｽｷﾙ・知識人的資本（資質・ｽｷﾙ・知識人的資本（資質・ｽｷﾙ・知識人的資本（資質・ｽｷﾙ・知識

の蓄積）の形成・提供の蓄積）の形成・提供の蓄積）の形成・提供の蓄積）の形成・提供

教員・職員・学生の研究・教員・職員・学生の研究・教員・職員・学生の研究・教員・職員・学生の研究・

教育、地域の課題に関する教育、地域の課題に関する教育、地域の課題に関する教育、地域の課題に関する

研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、ｻｰﾋﾞｽ･ﾗｰﾆ研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、ｻｰﾋﾞｽ･ﾗｰﾆ研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、ｻｰﾋﾞｽ･ﾗｰﾆ研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、ｻｰﾋﾞｽ･ﾗｰﾆ

ﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、ﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、ﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、ﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、

今
後

今
後

今
後

今
後
のの のの
重
要

重
要

重
要

重
要
なな なな
役
割

役
割

役
割

役
割
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ｿｰｼｬﾙ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ（社会的ﾈｯﾄﾜｰｿｰｼｬﾙ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ（社会的ﾈｯﾄﾜｰｿｰｼｬﾙ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ（社会的ﾈｯﾄﾜｰｿｰｼｬﾙ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ（社会的ﾈｯﾄﾜｰ

ｸ・信頼・規範）の形成・活用ｸ・信頼・規範）の形成・活用ｸ・信頼・規範）の形成・活用ｸ・信頼・規範）の形成・活用

特に橋渡し型（異特に橋渡し型（異特に橋渡し型（異特に橋渡し型（異

質な組織・地域を質な組織・地域を質な組織・地域を質な組織・地域を

つなげる）ｿｰｼｬつなげる）ｿｰｼｬつなげる）ｿｰｼｬつなげる）ｿｰｼｬ

ﾙ･ｷｬﾋﾟﾀﾙﾙ･ｷｬﾋﾟﾀﾙﾙ･ｷｬﾋﾟﾀﾙﾙ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ

域域域域

B

地域の力量・活力・地域の力量・活力・地域の力量・活力・地域の力量・活力・

構想力の醸成構想力の醸成構想力の醸成構想力の醸成

教室等の施設・設備、教室等の施設・設備、教室等の施設・設備、教室等の施設・設備、

文化的活動の蓄積文化的活動の蓄積文化的活動の蓄積文化的活動の蓄積

文化的資本の形成・文化的資本の形成・文化的資本の形成・文化的資本の形成・

提供提供提供提供

ﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、ﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、ﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、ﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ、地域交流ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ、地域交流ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ、地域交流ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ、地域交流

社会的信頼と規範を有してﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･社会的信頼と規範を有してﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･社会的信頼と規範を有してﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･社会的信頼と規範を有してﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･NPOやややや

政治など地域に積極的に関わる、政治など地域に積極的に関わる、政治など地域に積極的に関わる、政治など地域に積極的に関わる、

連帯した市民の形成連帯した市民の形成連帯した市民の形成連帯した市民の形成



「経済学研究科「経済学研究科「経済学研究科「経済学研究科内外の知的能力を組織的に結集内外の知的能力を組織的に結集内外の知的能力を組織的に結集内外の知的能力を組織的に結集しししし

研究活動を行うことによって、東北地域の研究活動を行うことによって、東北地域の研究活動を行うことによって、東北地域の研究活動を行うことによって、東北地域の

イノベーション能力の向上イノベーション能力の向上イノベーション能力の向上イノベーション能力の向上を図り、を図り、を図り、を図り、

東北地域の東北地域の東北地域の東北地域の産業振興と経済発展産業振興と経済発展産業振興と経済発展産業振興と経済発展に貢献するためにに貢献するためにに貢献するためにに貢献するために

必要な諸事業の企画、実施および調整を行うこと」必要な諸事業の企画、実施および調整を行うこと」必要な諸事業の企画、実施および調整を行うこと」必要な諸事業の企画、実施および調整を行うこと」

地域イノベーション研究センターの例地域イノベーション研究センターの例地域イノベーション研究センターの例地域イノベーション研究センターの例

Case of Regional Innovation and Research Center at 
Tohoku University

必要な諸事業の企画、実施および調整を行うこと」必要な諸事業の企画、実施および調整を行うこと」必要な諸事業の企画、実施および調整を行うこと」必要な諸事業の企画、実施および調整を行うこと」

「地域の企業、自治体、「地域の企業、自治体、「地域の企業、自治体、「地域の企業、自治体、NPONPONPONPO等の実務家たちと等の実務家たちと等の実務家たちと等の実務家たちと

交流する場を提供交流する場を提供交流する場を提供交流する場を提供することによって、することによって、することによって、することによって、

東北地域の現実について強い関心と理解をもち東北地域の現実について強い関心と理解をもち東北地域の現実について強い関心と理解をもち東北地域の現実について強い関心と理解をもち

地域発展への貢献意欲と能力をもつ人材を育成地域発展への貢献意欲と能力をもつ人材を育成地域発展への貢献意欲と能力をもつ人材を育成地域発展への貢献意欲と能力をもつ人材を育成し、し、し、し、

学生たちの学生たちの学生たちの学生たちの学習・研究・キャリア形成を支援学習・研究・キャリア形成を支援学習・研究・キャリア形成を支援学習・研究・キャリア形成を支援」」」」

26出所:東北大学大学院経済学研究科地域イノベーション研究センター（2008）パンフレット



研究研究研究研究

社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献

東北地域のイノベーション能力の向上、学生の学習・研究・キャリア形成の支援東北地域のイノベーション能力の向上、学生の学習・研究・キャリア形成の支援東北地域のイノベーション能力の向上、学生の学習・研究・キャリア形成の支援東北地域のイノベーション能力の向上、学生の学習・研究・キャリア形成の支援

物的資本、人的資本、文化的資本、物的資本、人的資本、文化的資本、物的資本、人的資本、文化的資本、物的資本、人的資本、文化的資本、社会関係資本（信頼、規範、ﾈｯﾄﾜｰｸ）社会関係資本（信頼、規範、ﾈｯﾄﾜｰｸ）社会関係資本（信頼、規範、ﾈｯﾄﾜｰｸ）社会関係資本（信頼、規範、ﾈｯﾄﾜｰｸ）の形成と活用の形成と活用の形成と活用の形成と活用

地域の課題解決

地域力の向上

教育教育教育教育

学生・地域の学習

地域プロデューサーの育成

地域研究の促進

地域研究者の増加

地域イノベーション研究センターの取り組み地域イノベーション研究センターの取り組み地域イノベーション研究センターの取り組み地域イノベーション研究センターの取り組み
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大学大学大学大学

学学学学部部部部生生生生

大学院生大学院生大学院生大学院生

教教教教 員員員員

地域教育プログラム地域教育プログラム地域教育プログラム地域教育プログラム

地域課題に対応した公開講座と

フォーラム等の開催

地域研究プログラム地域研究プログラム地域研究プログラム地域研究プログラム

プロジェクト型教育研究プログラム、

地域企業調査、シンポジウム開催等

地域・学生交流プログラム地域・学生交流プログラム地域・学生交流プログラム地域・学生交流プログラム

プロジェクト型長期インターンシップ

プロデューサー塾、地域経営者との交流

地域地域地域地域

地域イノベーション研究センター地域イノベーション研究センター地域イノベーション研究センター地域イノベーション研究センター

地域企業地域企業地域企業地域企業

自治体自治体自治体自治体

ＮＰＯ等ＮＰＯ等ＮＰＯ等ＮＰＯ等

○地域課題の提供

○課題解決への参加

○学生教育への貢献

交流の場交流の場交流の場交流の場 研究・教育・社会貢献の場研究・教育・社会貢献の場研究・教育・社会貢献の場研究・教育・社会貢献の場

○知的蓄積の活用

○地域課題解決への貢献

○大学院生にプロジェクト

遂行経験および調査研究

機会の提供

○大学教育の現実的意味

の理解とキャリア形成

出所:西出・福嶋・権（2008）［権（2008）］



地域の実務家たち
ProjectProjectProjectProjectProjectProjectProjectProject

教教 員員

大学院生大学院生

実実務務 家家

プロジェクト編成プロジェクト編成

地域プロデュー地域プロデュー地域プロデュー地域プロデュー地域プロデュー地域プロデュー地域プロデュー地域プロデュー

サーの育成サーの育成サーの育成サーの育成サーの育成サーの育成サーの育成サーの育成

地域課題の解決地域課題の解決地域課題の解決地域課題の解決地域課題の解決地域課題の解決地域課題の解決地域課題の解決

地域研究の促進地域研究の促進地域研究の促進地域研究の促進地域研究の促進地域研究の促進地域研究の促進地域研究の促進

期待成果期待成果期待成果期待成果期待成果期待成果期待成果期待成果期待成果期待成果期待成果期待成果期待成果期待成果期待成果期待成果

プロジェクト型教育研究プロジェクト型教育研究プロジェクト型教育研究プロジェクト型教育研究

教員・院生

企企 画画

調査研究調査研究

報報告告 書書

論文発表論文発表

プロジェクト編成プロジェクト編成
サーの育成サーの育成サーの育成サーの育成サーの育成サーの育成サーの育成サーの育成

大学院生の大学院生の大学院生の大学院生の大学院生の大学院生の大学院生の大学院生の

調査研究能力向上調査研究能力向上調査研究能力向上調査研究能力向上調査研究能力向上調査研究能力向上調査研究能力向上調査研究能力向上

大学院生の大学院生の大学院生の大学院生の大学院生の大学院生の大学院生の大学院生の

キャリア形成支援キャリア形成支援キャリア形成支援キャリア形成支援キャリア形成支援キャリア形成支援キャリア形成支援キャリア形成支援

28

教員＋大学院生＋実務家がﾁｰﾑを組んで地域課題の解決に取り組む教員＋大学院生＋実務家がﾁｰﾑを組んで地域課題の解決に取り組む教員＋大学院生＋実務家がﾁｰﾑを組んで地域課題の解決に取り組む教員＋大学院生＋実務家がﾁｰﾑを組んで地域課題の解決に取り組む

出所:東北大学大学院経済学研究科地域イノベーション研究センター(2008) ［福嶋（2008）］



平成平成1818年度年度
プロジェクト型教育研究プロジェクト型教育研究

実施報告書実施報告書

嚥下⾷市場開拓プロジェク
福嶋路准教授（2006）
嚥下⾷市場開拓プロジェク
ト
福嶋路准教授（2006）仙台印刷工業団地

大滝精一教授（200６-）

仙台印刷工業団地
クラスター革新プロジェク
ト
大滝精一教授（200６-）
地域経営人材育成
プロジェクト

プロジェクトのテーマプロジェクトのテーマプロジェクトのテーマプロジェクトのテーマ

2007.32007.3

東北大学大学院経済学研究科東北大学大学院経済学研究科
地域イノベーション研究センター地域イノベーション研究センター

Regional Innovation Research CenterRegional Innovation Research Center

地域経営人材育成
プロジェクト
藤本雅彦准教授（2006-）

29

NPO人材ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
（2007-）
NPO人材ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
⻄出優⼦・⾼浦康有准教授
（2007-）
中堅・中小企業IT経営
安田一彦教授（2008-）
中堅・中小企業IT経営
プロジェクト
安田一彦教授（2008-）

出所:福嶋（2008）



最後に最後に最後に最後に Conclusion

再考：教育の目的再考：教育の目的再考：教育の目的再考：教育の目的

What is education for?

30

新しい教育のビジョン新しい教育のビジョン新しい教育のビジョン新しい教育のビジョン A new paradigm for education

・地域・・地域・・地域・・地域・NPOとの連携で豊かなとの連携で豊かなとの連携で豊かなとの連携で豊かなSCの創出の創出の創出の創出

Creation of SC in collaboration w/ 
community & nonprofits

・人的資本と・人的資本と・人的資本と・人的資本とSCの相乗効果の相乗効果の相乗効果の相乗効果

Synergy between HC & SC


