
科目設置    通年・集中（２単位認定）     配当年次    １～４年 （アドバンスト・クラスは２年生以上） 

科目区分    Regional Career Training副専攻（共愛コアC群「地域理解」の科目）  

説 明 会     ４月１３日（木） １７：４５～１８：４５ （１号館３階１３１１教室） 

       ★印の科目（Mキッズサミット、M-Change）は次の日程で説明会を開催します。 

           ４月１４日（金） 12：10～12：40 or 17：40～18：10 ※どちらかに参加して下さい。（１３１１教室） 

       また、★印の科目は４号館レストランエリアに説明ブースを出します。 

           ４月10日～21日の 12：00～13：30 と 16:30～18:00 に行います。土日を除く。 

登録期間    ４月10日（月）～４月21日（金）までに科目別の申込書をCOC事務局に提出して下さい。 

2017年度 ＣＯＣ科目案内 

大学を飛び出し、実社会で学ぶ。 
地域で活動するプロジェクト科目 

（地域実践演習Ⅰ～Ⅵ） 

地域実践演習 内容 協力機関 

Ⅰ 
環境ネットワークキャ
ンパス 

大学生（共愛学園前橋国際大学・群馬大学・高崎経済大学・早稲
田大学）とサンデン若手社員がチームになって「環境」をテーマと
したプロジェクト活動を行います。主に土曜日等に学外活動をして、
１２月には東京で開催されるエコプロダクツ展で成果発表をします。 
活動に伴う交通費などはサンデン財団が負担します。 

サンデン環境
みらい財団 

Ⅱ Ｍキッズサミット ★ 

前橋市内の小学生が集い、地域発見と発信をするプログラムです。
大学生が小学生のグループ活動をサポート指導します。 
前期は学生の企画会議を週１回程度行い、後期は小学生とのワー
クショップを土曜日に５回程度実施します。 

前橋市 
生涯学習課、 
中央公民館 

Ⅲ 
やる気の木プロジェ
クト  

前橋市内の大学、専門学校の学生約５０人と市役所職員が協力し
て、中心商店街を舞台として、やりたい事を企画し、形にしていく
「やる気」の活動です。隔週木曜日の午後７時から前橋中央公民
館（元気２１）でプロジェクト活動を行います。 
今年度は前橋中央通り商店街での活動（まえばしハロウィン２０１７
等）を予定しています。 

前橋市 
にぎわい商業

課 

Ⅳ 「前橋学」講座  
前橋市内の公民館との共催で、地域の人々が郷土の歴史につい
て学ぶ講座に出席します。また地域の伝統行事に参加して、それ
を支える人々と交流します。（複数年で１０回以上） 

前橋市 
生涯学習課、 
各公民館 

Ⅴ 

困難を抱える生徒の
学習機会創生プロ

ジェクト ★ 
（M-Change） 

いろいろな事情で、学習の機会に恵まれない中学生に英語・数学
を中心に「寄り添いながら」学習支援を行います。NPO教育支援協
会北関東が主催する学習教室「M-Change」に運営スタッフ（講
師）として参加します。週に１～２回、市内の公民館で行います。 

前橋市 
社会福祉課 

Ⅵ アドバンスト・クラス 

前年度までに「環境ネットワークキャンパス」、「Mキッズサミット」、
「やる気の木プロジェクト」、「M-Change」のいずれかに参加した学
生が、チューターとして同じプロジェクトに参加するクラスです。 
（２年生以上に配当） 

上記の各機関 

※2015年度以降の入学者から「共愛コアC群」は卒業に必要な選択必修の科目になっています。共愛コア科目については、 
履修ガイドを参照して下さい。 



科目設置  通年・集中（２単位認定） 

配当年次  １～４年  

科目区分  Regional Career Training副専攻（共愛コアC群「地域理解」の科目） 

説 明 会   ４月7日（金）１６：００～１７：００ １号館１階のアクティブラーニングエリアで行います。  

          実際に活動している学生プロジェクトチームが説明をします。  

質問など     質問のある学生は、COC事務局で受け付けます。 

2017年度 ＣＯＣ科目案内 

地域に学ぶ、社会で学ぶ。 
Regional Project Work 
（地域課題解決プロジェクト） 

科目名 内容 

RPW 

(Regional 

Project 

Work)  

地域や企業をフィールドに学生が自主的に活動する取り組みです。 

地域の人々や自治体、企業、ＮＰＯ等の人々と共に、地域社会が抱える課題を掘り起こし、解決策を

考えて行動します。「地域の課題」をテーマとして活動することで、実際の社会の仕組みや問題点を

知り、それに取り組む人々との協働・交流をとおして、地域の人材としての自覚や行動力を身につけま

す。 

今年度からA、B、Cの３クラスを設置しました。 

 Aクラス＝初めて地域活動をする学生（特に新入生）のための入門クラスです。 

 Bクラス＝RPW経験者がチューターとして参加して後輩をサポートするアドバンストクラスです。 

 Cクラス＝各プロジェクトのリーダー、サブリーダーのためのリーダー育成クラスです。 

２０１７年度は次のプロジェクトを予定しています。各クラスの履修者はいずれかのプロジェクトに参加

することになります。 

1. 「人をつなげるＮＰＯづくりプロジェクト」 

外国人生活者が多い群馬県で、外国にルーツをもつ児童生徒の支援をしているＮＰＯ団体と協

働して、子ども達が将来自立するプログラムづくりを行います。また「NPO法人いせさきNPO協議

会 社会貢献ネット」の運営に関わり、ボランティア団体と学生の交流会など実際のＮＰＯ活動に

参加します。 

2. 「共愛COCO」 

学生がプロジェクトチームを立ち上げ、群馬の地域課題（農業等）をテーマに活動します。群馬

県農政部委託事業「やま・さと応’縁’隊活動」に応募し、みなかみ町藤原地区平出集落との交

流をとおして、地域が抱える課題の解決にチャレンジします。 

3. 「共愛ファーム」 

大学近くの畑をかりて、学生チームが自主的に野菜作りに取組みます。前橋の種苗会社に御協

力をいただき、１年間をとおして耕作を行います。共愛小学校の小学生の収穫体験や農作物の

販売、加工などにもチャレンジします。 

※2015年度以降の入学者から「共愛コアC群」は卒業に必要な選択必修の科目になっています。共愛コア科目については、 
履修ガイドを参照して下さい。 



2017年度 ＣＯＣ科目案内 

実社会でキャリアを磨く。 

企業や自治体そして起業を目指す 
君のためのプロジェクト科目 

科目名 内容 協力機関 

取材インター 
ンシップ 
*新入生から 
履修できます。 
（２単位認定） 

２～３人の学生チームで群馬県にある企業・市役所などを１日訪問して、

社長、管理職、若手の方々を取材するインターンシップ入門編です。 

夏休み期間中（8月～9月）に事前研修・会社訪問・事後研修の活動をし

ます。（実質の活動日数は６日程度です） 

参加申込みは個人でもチームでもできます。 

前橋市役所、 
(株)ナカダイ、 
エアムーブ住宅、 
相模屋食料(株) 
などを予定 

長期インター
ンシップ 
*２年生以上が 
対象です。 
（１２単位認定） 

将来の就職活動にそなえて、企業、市役所、NPOなどで実際に仕事を

しながら、社会に出るためのビジネスマナー、ビジネススキル、ビジネス

マインドを学びます。 

後期（９月下旬～１月末）の４か月間を派遣先に通って、職場での実務研

修を行います。（週に４日程度の勤務をします） 

実務研修後に企業・自治体の関係者を招いて成果報告会を行います。 

前橋市役所、 
サンデン財団、
エアムーブ住宅、
前橋赤十字病院、
NPO教育支援協

会北関東などを
予定 

イノベーション 
人材育成PRG 
（群馬イノベー
ションスクール） 
*２年生以上が 
対象です。 
（２単位認定） 

このプログラムでは、『Gunma Innovation School（集中コース）』（GIS）

に参加して、社会人や他大学生とともにビジネスアイデア策定の理論か

ら実践までを短期集中で学びます。 

内容はイノベーション講座（ビジネスゲーム・ビジネスプラン演習・ビジネ

スモデル発表）で、最終的に群馬イノベーションアワード（GIA）に挑戦し

ます。 

６月～９月の間に、４時間の講義を全６回行います。原則隔週の日曜日

（午後１時から５時）に前橋中心商店街で開催します。（８月は休講です） 

希望者は登録希望メールに志望理由を４００文字以上で記入して下さい。 

田中仁財団 

JINS（株式会社
ジェイアイエヌ）の
田中仁社長が
設立した一般財
団法人 

科目設置  通年・集中 
科目区分  Regional Career Training副専攻（「実践力」の科目） 
説 明 会   １号館エントランス「授業関係」掲示板および学生一斉メールでお知らせします。 
登録方法 
 
 
 
 
 
 
 
 

メールの返信が無い場合など、質問のある学生は、COC事務局で受け付けます。 

COC事務局宛に次の登録希望メールを出して下さい。 
期限： 「イノベーション人材育成PRG」は、４月２１日（金）に締め切ります。 
     「取材インターンシップ」と「長期インターンシップ」は５月末まで受け付けます。 

宛先： infococ@c.kyoai.ac.jp 
件名： 科目名（「取材インターン」、「長期インターン」、「イノベーション人材育成」から選択） 
本文： 氏名、コース、学年、学生番号、メールアドレス、携帯電話番号（あるいは自宅電話番号） 
   ※「イノベーション人材育成PRG」の希望者は志望理由を記入してください。（４００文字以上） 



2017年度 ＣＯＣ科目案内 

履修登録の方法 

気軽に質問に来てください！ 

ＣＯＣ推進本部事務局 

 １号館１階アクティブラーニングエリア PCブースの奥 

 Tel： 027-289-2160（直） 

 E-Mail： infococ@c.kyoai.ac.jp 

スタッフ 

 担当教授 奥山 龍一 

 地域コーディネータ 清水 弘己（客員教授） 

 地域コーディネータ 樋口 匠 

 推進本部スタッフ  宮田 結子、 市川 優美 

                                           2017/03/16 ver.2.0 

1. 説明会を開催しますので、興味のある学生のみなさんは、気軽に参加してください。  

４月7日（金）１６：００～１７：００ （１号館１階アクティブラーニングエリア） 
     「Regional Project Work」について実際に活動している学生プロジェクトチームが 
   説明をします。  

４月１３日（木） １７：４５～１８：４５  （１号館３階１３１１教室） 
     「環境ﾈｯﾄﾜｰｸｷｬﾝﾊﾟｽ」、「やる気の木ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」などの地域実践演習の説明をします。  

４月１４日（金） 12：10～12：40 or 17：40～18：10 ※どちらかに参加して下さい。 （１号館３階１３１１教室） 
     「Mキッズサミット」、「M-Change教室」の説明をします。  
   また４号館レストランエリアに説明ブースを出します。 
   ４月10日～21日の 12：00～13：30 と 16:30～18:00 に行います。土日を除く。 

その他、１号館の「授業関係」掲示板と学生一斉メールで説明会などのお知らせをします。 

2. 履修登録は、説明会で配布される申込書（あるいはメール）に必要事項を記入して、期日までに
COC事務局に提出してください。 

  「Mキッズサミット」、「M-Change教室」は４号館レストランエリアの説明ブースでも受け付けます。 

  申込者が集中する場合は、選考する事があります。 

3. 説明会に参加できない学生の質問や履修登録はCOC事務局で受け付けます。 
   （１号館１階アクティブラーニングエリアの奥にあります）  

http://coc.kyoai.ac.jp/ 

COCホーム 
ページへ 


