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京都市は、38 の大学と短期大学が集まり、人口の約 1 割近くに相当する 14 万人を超える

学生が学ぶ、大学のまち・学生のまちである。大学や学生は、都市として持続・発展して

いく活力をもたらす、貴重な財産であると考え、京都市では、大学政策を都市政策として

取り組んできた。 

また、今の社会情勢や経済界からの要請を考えると、大学で学ぶ専門性と社会を結び付け

ていく、しっかりとした人財を世に送り出すことが求められている。 

こうした状況から、本事業は、京都市の大学政策の基本指針である「大学のまち京都・学

生のまち京都推進計画 2014－2018」における、「学生の進路・社会進出の支援」でのリー

ディング施策として位置づけられている。 

（京都市総合企画局総合政策室 大学政策部長 古瀬ゆかり氏 挨拶、配布資料より） 

 

 

 

 

大学や国籍の枠を超えた留学生を含む学生を、グローバルな視点と地域（ローカル）の発

展を支える情熱を併せ持った「グローカル人財」として育成するとともに、学生と企業が

お互いを知る機会を創出することを目的とする。具体的には、多様な主体からなる学生チ

ームによる、京都企業との骨太な連携プロジェクト（PBL 型）を実施する。 

このプロセスを通じて、明日の京都を支える人財を育成する。 

 

① グローカル人財の育成  

② 学生と企業の出会いの機会創出  

③ 学生へのグローバルかつ実践的な協働経験の創出 

 

グローカル人財：グローバルな視点と地域（ローカル）の発展を支える情熱を併せ持つ人財 

PBL:アクティブラーニングに位置づけられる実践的教育手法 

Project Based Learnig（課題解決型学習） 

   （京都市総合企画局総合政策室 配布資料より） 

 

2.趣旨・目的 

1.背景 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 







NO プロジェクト名 連携先企業・団体 実施時期 プロジェクト区分 参加人数 プロジェクト概要

1

企業の魅力発信プロジェクト
～株式会社ブリッジコーポレーション～ 株式会社ブリッジコーポレーション H26年7月～9月

課題解決型
（短期） 5名

京都企業の魅力を発見・発信するプロジェクト。企業・業界研究からスタートし、会社訪問・インタビュー・ディスカッションを実施。
その後、魅力を発信していく。

2
企業WEBデザインプロジェクト

京都朱雀ロータリークラブ（協働）
株式会社フーズジャパン

医療法人社団育生会 久野病院
NPO法人クリエイター育成協会（協

力）

H26年7月～1月
課題解決型

（長期） 6名
企業におけるWEBページのデザインの企画・提案を行うプロジェクト。連携先企業である株式会社フーズジャパン、久野病院の
WEBページの企画・提案を行う。学生は、ヒアリングを実施、要望を聞きだすとともに、依頼の本質的な解決を目指す提案を行う。

3
研修旅行コーディネートプロジェクト

京都信用金庫、株式会社細尾、
株式会社クロスエフェクト、

株式会社ナベル、株式会社おたべ、
株式会社ワコール、株式会社陶あん、

株式会社月桂冠、NPO法人OUEN Japan

H26年7月～9月
課題解決型

（短期） 5名

東京の大学生と留学生が参加する、京都への研修旅行のプランを企画・運営を行うプロジェクト。京都には伝統産業からハイテク
産業まで、魅力ある企業が多く存在する。京都企業の魅力を体感する企画立案から、当日の研修旅行の運営（コーディネート）を
実施を行う。

4
業界探求プロジェクト

～地域金融の在り方・京都信用金庫～
京都信用金庫

H26年9月
～H27年2月

課題解決型
（長期） ５名

「地域における金融の在るべき姿とは」をテーマに、地域金融について調査し、学生視点から考える地域金融の在り方を提案す
る。
また、地域金融における課題を発見し、その解決の提案を行う。京都信用金庫協力の下、金融業界の歴史から現在における動
向について学び、知識をつけながら取り組む。

5
ハタラク未来プロジェクト 京都高度技術研究所（ASTEM）

京都オスカークラブ
H26年10月
～H27年2月

課題解決型
（長期） 6名

企業と学生が、よりよい「働き」のための実践的な約束を交わすプロジェクト。学生と企業の双方が抱いているイメージのギャップ
を解決する、具体的なアクション実施の約束を交わす。京都オスカー認定企業が開催する「ビジネスリンク情報交流会」に学生
チームが参加し、約束に向けたワークショップを企画・運営を行う。

6
トンガリ発信プロジェクト

株式会社フラットエージェンシー
H26年11月
～H27年2月

課題解決型
（長期） 5名

京都トンガリエステート（HP）の情報発信力を強化し、反響の増加を課題とする。HPというコンテンツをどのような発信力強化がで
きるか、発信先の開拓やコンテンツの企画などを、学生視点を交えた発信を提案する。

7
Have fun! Eidenプロジェクト

叡山電鉄株式会社
H26年12月下旬

～H27年2月

課題解決型
（短期） 7名

叡山電車（ワンマン運行）を利用者（外国人観光客を含む）の乗り降りを快適にするための調査・提案を行うプロジェクト。
外国人観光客が増加する中で、どのような案内を行うとより快適な利用ができるか国際的な比較を用いて提案する。

8

企業の魅力発信プロジェクト
～株式会社ケービデバイス～ 株式会社ケービデバイス

H26年12月下旬
～H27年2月

課題解決型
（短期） 5名

京都企業の魅力を発見・発信し、株式会社ケービデバイスにおける人材マッチングの事例から、本質を突いた就職を提案するプ
ロジェクト。
企業研究・訪問を実施し、京都企業の魅力と現代における就職を考える。

9
Ｒｅ：デザインプロジェクト

和晃技研株式会社
H27年2月

（5日間で実施）

課題解決型
（短期） 4名

和晃技研株式会社が開発した蓄電装置の商品化に向けた①ビジュアル②機能面におけるデザインの提案を行うプロジェクト。
ものづくりの精神やマインドを学び商品化につながる提案を行う。

Ⅲ.平成26年度 京都市グローカル人財育成事業 実施プロジェクト





 

 

 

 

 



 

 

 



 

▼社内見学、インタビューの様子（企業訪問） ▼インタビューの様子（企業訪問） 

▼グループワークの様子 ▼中間発表会での発表の様子 



インタビュー質問事項 

 

企業の魅力発信プロジェクト ～株式会社ブリッジコーポレーション～ 

インタビュー質問項目について 

 

 

日時：平成 26年 8月 7日(木)13時～14時半 

インタビューイー：株式会社ブリッジコーポレーション 

代表取締役 川口 聡太 様 

 

質問１：貴社のHPから企業理念を拝見しました。社員の幸せを考えていらっしゃることが 

伝わり、とても魅力的に感じました。どのような経験を基に、この企業理念がつくら

れたのかお聞かせ下さい。 

 

質問２：貴社の Facebook やマガジン（コトピックス）を拝見し、浴衣出勤や企業対抗      

マラソンなど、楽しみながら働かれているイメージを持ち、このような働き方が

あるのだと驚きました。このような働き方も「社員の幸せ」という企業理念から

来ているものでしょうか？ 

 

質問３：貴社が創業された 1995年は、米 yahooの法人化、ソニーがウェブサイトを開設と

ITが広がりをはじめた年であると思います。創業の際に、ITを核とした事業を展

開することを決意された理由をお聞かせ下さい。 

 

質問４：大阪から京都への本社移転や事業譲渡を受けるなど、会社を発展させるプロセスの

中で、印象的なエピソードがありましたらお聞かせ下さい。 

 

質問５：クライアントの要望以上に応える、繊細な感性が求められる仕事であると、貴社の

HPを通じて感じました。業務の中で、特に気をつけられていること、また、仕事

におけるこだわりをお聞かせ下さい。 

 

質問６：新卒採用サイトで、貴社の従業員の平均年齢が 30歳と拝見し、若い社員の方が多

い印象を持ちました。貴社の事業を進めていく上で、若い人材という点も重要視さ

れているのでしょうか？ 

 

質問７：IT業界についてネットで調べると、人材不足や IT離れなど、厳しい印象を受けま

すが、川口様は IT 業界全体について、どのようにお考えでしょうか？  

また、貴社における今後の展望についてもお聞かせ下さい。 



 



 

 



 



 

▼企業訪問の様子（フーズジャパン） ▼グループワークの様子 

▼講習会の様子 ▼成果報告会の様子 





学生成果物 

キャッチコピー＆ポスター案（株式会社フーズジャパン） 

 

○案１ 

コンセプト：映画を見た後の感動の余韻を、とろ麦に。 

映画を見たときに感じる感動の余韻を、そのまま「とろ麦」で浸りながらあじ

わっていただきます。 

      （HEP NAVIO 店の実地調査時に、映画を見た方がそのまま利用されるとお

話しがあり、映画の鑑賞客を意識したコンセプトになっています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○案２ 

コンセプト：疲れた体に効く、とろろの力をビジネスマンに 

      滋養強壮の効果があるとろろ。日々体を酷使するビジネスマンに 

「とろ麦」で元気を！ 
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学生成果物 

求人募集にかかる、4コマ漫画（久野病院） 

○久野病院HPにて掲載 

 

 



 

 



 

 



 

▼東京・京都の学生による京都企業学習の様子 ▼企業訪問の様子 

  

  

▼企業訪問後のふりかえりの様子 ▼研修旅行にて、西陣織の説明をいただいた 

 





 

OUEN JAPAN 

× 

グローカルセンター 

京都研修旅行しおり 
 

2014年９月２日（火）〜５日（金） 

※学生作成のしおりより一部抜

粋 

 



月日 時刻 訪問先・内容 備考

14:00 京都駅中央口集合
グローカル学生（白井・鳥越）
京産大までご案内

14:00～15:00
【移動】京都駅～北大路駅（京都市営地下鉄「国際会館行」 260円）14:13発
　　北大路駅～京都産業大学（京都市バス「北3 京産大行」　230円）14:50発

15:00～17:30
＜京都産業大学　ラーニングコモンズ＞
内容：学生間交流・京都企業についてレクチャー

グローカル学生による
企画実施

17:30～19:30
＜ルミユカ＞
内容：夕食

予算1,500円

23:00
＜京都産業大学　学生寮＞
内容：消灯（消灯までは各自自由。シャワーは22:00まで利用可能）

08:40～10:00

【移動】京都産業大学～北大路駅（京都市バス 230円）8:42発　乗車
北大路駅～烏丸御池（東西線に乗り換え、太秦天神川方面）～二条駅（京都
市営地下鉄 260円）9:19発　乗車
二条駅～丹波口駅（JR 140円）9:38発　乗車
【集合】9:45　丹波口駅前にて集合

7時起床。
朝食は各自で済ませる。
※大学付近に、コンビニ・
　喫茶店あり
集合場所にて、
京信：真下様、山口様
グローカル：行元、仲田合
流

10:00～12:00
＜公益財団法人　京都高度技術研究所＞
内容：理事長西本様より　ASTEM事業、産技研事業の紹介と見学

12:00～13:00
【移動】 丹波口駅～京都駅（JR 140円）12:18発　乗車
　　　　　京都駅～桃山御陵前駅（近鉄京都線 260円）12:31発　乗車
　　　　　桃山御陵前駅～鳥せい本店（徒歩5分）

【12:18時間厳守】

13:00～13:45
＜鳥せい本店＞
内容：昼食

 予算　約 1,500円

13:45～13:50 【移動】 鳥せい本店～月桂冠大倉記念館（徒歩5分）

13:50～14:30
＜月桂冠大蔵記念館＞
内容：「月桂冠酒香房」見学
料金：見学料 300円

14:30～15:00
【移動】 月桂冠大蔵記念館～株式会社クロスエフェクト 本社
　　　　　（タクシー 1,000円×5台÷21人＝240円）

月桂冠駐車場にてタク
シー乗車

15:00～17:00
＜株式会社 クロスエフェクト＞
内容：代表取締役竹田様よりお話。光造形による3D開発試作モデルの製作
等説明

17:00～18:00
【移動】　株式会社クロスエフェクト～竹田駅（徒歩 約15分）
　　　　　 竹田駅～四条駅（京都市営地下鉄 260円）17:28発　乗車
　　　　　 四条駅～洋彩WARAKU四条柳馬場店(徒歩 約5分)

18:00～20:00
＜洋彩WARAKU四条柳馬場店＞
内容：夕食

予算 約4,000円

20:00～21:00　
【移動】　四条駅～北大路駅（京都市営地下鉄 260円）
　　　　　 北大路駅～京都産業大学（京都市バス 230円）

23:00
＜京都産業大学　留学生寮＞
内容：消灯（消灯までは各自自由。シャワーは22:00まで利用可能）

「OUEN Japan×グローカルセンター　京都研修旅行」行程表
　9月2日（火）～9月5日（金）

9月3日（水）

9月2日（火）



＜引率＞
京信：真下様
グローカル：仲田

8:20～9:15

【移動】　京都産業大学～北大路駅（京都市バス 230円）8:13発　乗車
　　　　　 北大路駅～京都駅（京都市営地下鉄 260円）8:40分発　乗車
　　　　　 京都駅～西大路駅（JR 120円　須磨行）9:02発　乗車
　　　　　 西大路駅～株式会社ワコール（徒歩 約3分）
【集合】　9:15 西大路駅前 京信ATM前 集合

7時起床。
朝食は各自で済ませる
集合場所にて、
真下様、仲田 合流

09:30～11:30
＜株式会社 ワコール＞
内容：本社見学

11:30～11:50　【移動】　株式会社 ワコール～天下一品 八条口店（徒歩 約15分）

11:50～12:40
＜天下一品＞
内容：昼食

予算 約1,000円

12:40～13:00 【移動】　天下一品 八条口店～株式会社 おたべ（徒歩 約15分）

13:00～15:30
＜株式会社 おたべ　京都本社・工場＞
内容：顧問 酒井様よりお話。工場見学・生八ツ橋作り体験

15:30～16:00　
【移動】　株式会社 おたべ～株式会社陶あん
　　　　　　（タクシー1300円×3台÷10人＝390円）

16:00～17:30
＜株式会社 陶あん＞
内容：代表取締役 土渕様よりお話し

B班と合流

17:30～18:00
【移動】　株式会社 陶あん～まんざら亭 団栗橋店
　　　　　　（タクシー 1,500円×6台÷20人＝450円）

18:00～20:00
＜まんざら亭　団栗橋店＞
内容：夕食。代表取締役 木下様よりお話。

予算 約4,000円

20:00～21:00　
【移動】　まんざら亭 団栗橋店～京都産業大学
　　　　　　（タクシー3,000円×2台÷7人＝860円）

23:00
＜京都産業大学　留学生寮＞
内容：消灯（消灯までは各自自由。シャワーは22:00まで利用可能）

9月4日（木）

A・B班に分かれて行動→16:00に合流

＜A班＞



＜引率＞
京信：山口様
グローカル：行元

8:30～9:30

【移動】　京都産業大学～北大路駅（京都市バス 230円）8:27発　乗車
　　　　　 北大路駅～今出川駅（京都市営地下鉄 210円）9:03発　乗車
　　　　　 今出川駅～Be京都（徒歩 約5分）
【集合】　9:15 今出川駅 北西の角 モスバーガー前集合

7時起床。
朝食は各自済ませる
集合場所にて、
山口様、行元合流

9:30～10:00　
＜Be京都＞
内容：館長岡元様よりお話。　築200年以上の京町家を改装したレン
タルギャラリー

10:00～10:30 【移動】　Be京都～株式会社 細尾（徒歩 約10分）

10:30～11:30
＜株式会社 細尾＞
代表取締役社長 細尾様よりお話。

11:30～11:40
【移動】　株式会社細尾～本家尾張屋
　　　　　（タクシー 1,000円×3台÷10人＝300円）

11:40～12:50
＜本家 尾張屋＞
内容：昼食

予算 約1,500円

12:50～13:00 【移動】　本家 尾張屋～京都国際マンガミュージアム（徒歩 約5分）

13:00～13:40
＜京都国際マンガミュージアム＞
内容：見学(ガイドによる案内。40分)

入場料 800円

13:40～13:45 【移動】　京都国際マンガミュージアム～八百一本館（徒歩 約5分）

13:45～14:00
＜八百一本館（六角農場）＞
内容：見学

14:00～14:10 【移動】　八百一本館～錦市場（徒歩 約5分）

14:10～15:10
＜錦市場＞
内容：フィールドワーク。＜京とうふ藤野＞豆乳アイスクリーム

15:10～16:00
【移動】　錦市場～陶あん
　　　　　　（タクシー1,500円×3台÷10人＝450円）

陶あん付近で降車

16:00～17:30
＜株式会社 陶あん＞
内容：代表取締役 土渕様よりお話し

A班と合流

17:30～18:00
【移動】　株式会社 陶あん～まんざら亭 団栗橋店
　　　　　　（タクシー 1,500円×5台÷20人＝375円）

18:00～20:00
＜まんざら亭　団栗橋店＞
内容：夕食。代表取締役 木下様よりお話。

予算 約4,000円

20:00～21:00　
【移動】　まんざら亭 団栗橋店～京都産業大学
　　　　　　（タクシー3,000円×2台÷7人＝860円）

23:00
＜京都産業大学　留学生寮＞
内容：消灯（消灯までは各自自由。シャワーは22:00まで利用可能）

9月4日（木）

A・B班に分かれて行動→16:00に合流

＜B班＞



8:15～10:00

【移動】　京都産業大学～北大路駅（京都市バス 230円）8:13発　乗車
　　　　　 北大路駅～京都駅（京都市営地下鉄 260円）8:40発　乗車
　　　　　 京都駅～十条駅（近鉄 150円）9:35発 乗車
　　　　　 十条駅～株式会社ナベル（徒歩 約5分）
【集合】　9:50　近鉄十条駅前　集合

7時起床。
朝食は各自で済ませる
集合場所にて
京信：榊田様、山口様
グローカル：行元、仲田

10:00～12:00　
<株式会社 ナベル>
代表取締役 会長 南部様よりお話し。本社見学。

12:00～13:00

【移動]】　株式会社ナベル～近鉄十条駅（徒歩 約5分）
　　　　　　近鉄十条駅～京都駅（近鉄京都線 150円）12:14発　乗車
　　　　　　京都駅～丹波口駅（JR 140円）12:37発  乗車
　　　　　　丹波口駅～むすびわざ館（徒歩 約5分）

13:00～14:00
＜むすびわざ館 KSUKSU＞
内容：昼食

予算 約500円

14:00～16:00
＜むすびわざ館 306教室＞
内容：14:00～15:30　ふりかえり
　　　　15:30～16:00　学生によるふりかえりの発表

旅行での学びをふりかえり
榊田様、真下様、山口様
（ご参加予定）

16:00
研修旅行 修了
現地にて解散（解散後、スタッフがJR丹波口駅までお送りします）

9月5日（金）
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▼金融についてのレクチャーの様子 ▼グループワークの様子 

  

▼成果報告後の記念撮影 

 

▼成果報告会での発表の様子 





2015/02/23
NPO法人グローカル人材開発センター
業界探求プロジェクト ～地域金融～

学生提案資料より一部抜粋

『地域における金融の在り方を提案』

＋

『課題を発見し改善策を提案』

『まちづくりと創業支援を進め、地域を支える存在であるべき』

まちづくり➕創業支援融資

人 企業
地域の発展

雇用の創出人口の増加

住みやすいまち 企業数の増加

人 企業

京都信用金庫



○創業支援融資紹介WEBページ（学生成果物） 
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▼ワークショップの様子 ▼グループワークの様子 

▼ワークショップの様子 ▼約束を交わす「誓約式」の様子 
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▼企業訪問の様子 ▼ミーティングの様子 

 

▼グループワークの様子 ▼成果報告会でのブース発表の様子 

 





4つの提案から1案を抜粋
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▼実地調査の様子 ▼グループワークの様子 

  

▼企業訪問にて、企画提案の様子 ▼成果報告会での、活動報告の様子 











 

 

 



 

 



 

▼グループワークの様子▼ 



▼企業人へのインタビューの様子 ▼成果報告会の様子 



インタビュー質問事項 

 

企業の魅力発信プロジェクト～株式会社ケービデバイス～ 

インタビュー質問事項について 

 

 

日時：2015年 2月 4日（水）10:00～11:30 

場所：株式会社ケービデバイス 本社 

インタビューイー：株式会社ケービデバイス 

代表取締役 高杉 政一 様、管理部 部長 高山 聡司 様 

 

質問１：警備業界において大手企業のシェアが高いと出ているデータを見ましたが、中小

企業だからこその強みがあると考えています。貴社において大手企業との差別化

を図られている取り組みがございましたら教えて下さい。  

 

質問２：防犯という視点から、貴社の製品の導入によって社会（地域）にどのような影響

を与えているか教えて下さい。 

 

質問３：貴社の「挑戦する企業」としての企業理念の下「社員の一人ひとりが現状に満足

することなく常に想像力を発揮して、新しいものを生み出す挑戦が必要」とお考

えであると HPから拝見しました。具体的にこれまで挑戦されてきた事について

教えて下さい。 

 

質問４：東京や大阪にも営業所をお持ちですが、創業地を「京都」にされた理由やまたそ

のこだわりがございましたら教えて下さい。 

 

質問５：貴社において社員の方とはズバリどのような存在でしょうか。また、優秀な人材

を育成するために向上心やその後の可能性を重視する（人材紹介サイトより）理

由をお聞かせ下さい。 

 

質問６：人材紹介のサイトより社風の良さが魅力であると拝見しました。アットホームな

社風を創出されている理由とその秘訣を教えて下さい。 

 

質問７：「4年後の売上げ高 30億円」という目標を拝見し、私たちに想像できない金額に

驚いておりました。この目標をどのように達成される予定でいらっしゃるのか、

今後の事業展開と合わせて教えて下さい。 

 



 

 

 



 



 

▼製品の調査の様子（企業訪問） ▼グループワークの様子 

▼企業訪問後の記念撮影

行う学生 

▼成果報告会での発表の様子

旅行にて、西陣織の技術を伝授いただく 







開口時 開閉時



埋め込み式ラジオを使用。
トヨタ(純正) FMラジオ
3,000円

ベビーカーのタイヤを使用。
日本合成化学工業株式会社
ＥＶＡ樹脂タイヤ ㎏約60円

Bodyにセラミック素材を使用。
1㎏あたり500円

コンセント部分へＵＳＢを接
続する。







京都市「京都企業と連携した次代の京都を担う人財の育成事業」 

中間発表会 

グローカルセッション～学生と企業に新しい未来を～ 

 

（日時） ２０１４年９月２０日（土）１３：００～１４：４５（開場１２：３０） 

（場所） 京都産業大学 むすびわざ館 ３０４教室 

 

１３：００～ 開会挨拶 

 古瀬 ゆかり（京都市総合企画局総合政策室 大学政策部長） 

 

１３：０５～ 事業説明・プログラム紹介 

   仲田  匡志（特定非営利活動法人グローカル人材開発センター 学生事業部コーディネーター） 

 

１３：１５～ プロジェクト参加学生による発表 

１ 研修旅行コーディネートプロジェクト  

  プロジェクト参加学生…白井 一毅、鳥越 優里 

人見 尚汰、横野 雄祐 

       劉   冬瑶 

 

２ 京都企業の魅力発信プロジェクト～株式会社ブリッジコーポレーション～ 

プロジェクト参加学生…石田 早耶、加藤 咲子 

北野 一輝、劉  静宇、粘 嘉容 

           

１３：４０～ トークセッション ～京都で「働く」とは何か？～ 

１ ブリーフィング「外国人労働者について」 

  報告者･･･明楽 祐佳、赤木 亮介（京都産業大学 高畠ゼミ） 

 

２ トークセッション（学生×企業人） 

 

１４：４０～ 閉会挨拶 

中谷 真憲（京都産業大学法学部教授・学長特命補佐／ 

特定非営利活動法人グローカル人材開発センター 専務理事兼事務局長） 

 

主催：京都市 共催：特定非営利活動法人グローカル人材開発センター                                

 



 

 

 

中間発表会 当日発表内容 

 

１．開会挨拶 

古瀬 ゆかり（京都市総合企画局総合政策室 大学政策部長） 

 

みなさんこんにちは、京都市役所で大学政策を担当しております。皆さまたくさんお集ま

りいただきましてありがとうございます。この事業は平成 26年度から京都市がグローカル

人材開発センターにお願いして、開始をした事業です。私からは、どうしてこの事業を始め

たのか、という理由をお話したいと思います。 

京都は、この地域に 38の大学と短大が集まっております。学生数で言いますと、人口の

約 1割の 14万人を超える学生達が学んでいます。京都市の都市として持続して発展してい

く、活力をもたらす非常に貴重な財産です。その貴重な財産を、私たちは大切にし、さらに

力をいただかないといけません。 

 

長年大学政策を都市政策の一つとして展開をして参りました。京都市では、大学政策の計

画を 5年に 1回ずつ策定しております。この計画につきましては、昨年度いろいろ検討し、

今年度 4 月 1 日からスタートしております。計画の策定にあたりましては、グローカルセ

ンターの設立者でもある中谷先生にも参画いただきました。この計画の冊子「大学のまち京

都・学生のまち京都推進計画 2014-2018」のなかに、施策の推進というページに、6本の施

策があります。そのなかで 3番目「学生の進路・社会進出の支援」でのリーディング施策と

して、この事業が位置づけられております。これまでは、それだけを取り立てて明確には位

置づけておりませんでした。京都市のなかでも産業観光局が担当していましたので、大学政

策は、大学生は大学を卒業するまでという感じでした。今の社会情勢や経済界のご要請から

考えますと、それではいけない。大学政策として大学で学ぶ専門性と社会と結びつけていく、

しっかりした人材を世に送り出していく、それが一つの使命であると考え、今回の計画では、

このような柱を一つたてております。 

また、ミスマッチが多く、せっかく就職した会社をすぐに辞めてしまうということが、大

きな社会問題になっています。このような不幸をまずなくしていきたい。京都にはとても優

秀で優良でユニークな企業がたくさんありますが、それを学生達は知りません。それを打開

したいとも考えております。   

 

この事業を進めるにあたり 企業さまのご理解とご協力、センターのスタッフの皆様の

熱意がないとできません。この事業を通して、地域を愛し、地域のことを考える多くの人材

が育っていくことを願っております。  

今回は、2つのプロジェクトの発表となります。学生達は、何をみて、何を感じて、何を



 

 

 

考えたのか、とても楽しみにしております。これからも学生の支援、大学の支援に力をつく

していきたいと思っております。どうぞ皆さまよろしくお願いいたします。 

 

 

２．事業説明・プログラム紹介 

仲田匡志（特定非営利活動法人グローカル人材開発センター 学生事業部コーディネーター） 

 

今年度、グローカルセンターが京都市より「グローカル人財育成事業」の委託を受けまし

た。まず「グローカル人財とは何か」ですが、簡潔にまとめますと、グローバルな視点を持

ってローカルに情熱を注ぐ人材です。このグローカル人財に注目し、京都で学ぶ日本人学生

と留学生による協働チームを組み、京都企業からいただいた課題をプロジェクトという形

式をもってチームで解決していく。このプロセスからグローカルな人財を育むというわけ

であります。 

社会のなかで実践的に学んでいき成長していく、通常の PBL（Project Based Learning：

課題解決型学習）と違うのは、京都企業から課題（Problem）をいただき、プロジェクトを

進めるだけでなく、京都の企業とは何かを考える仕掛けとなっているという点です。 

この事業を通じて、京都にはどんな企業があるかに気づき、それが将来の、進路の選択の

指針になっていくわけです。明日の京都を担う人材は、この京都の大学で学ぶ学生や留学生

たちです。若い人材である大学生が、学生時代にどのような学びを育んでいったかによって、

その後の将来が大きく変わっていきます。 

就職活動や働くというと、ネガティブなワードが出てくるこのご時勢なのですが、グロー

カルセンターで学んだ学生達に共通しているのは、京都の企業は本当におもしろい、早く働

きたいという言葉が出てきます。 

日本人の１～４回生までの大学生と中国や台湾や韓国やベトナムなどの留学生が、同じ

京都というフィールドで、京都に、また企業について、京都で働くことを一緒に考えていく

ということは、非常に貴重な経験になっています。 

これから学生の発表となりますが、各プロジェクトのなかで、学生達がどんな困難や壁を

乗り越えていったのか、そこで何を学んだのか、どう今後展開していきたいのか、ぜひご覧

いただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

３．プロジェクト参加学生による発表 

＜研修旅行コーディネートプロジェクト＞ 

① ミッション 

学生が研修チームとして、京都の学生が東京の学生に京都の企業の魅力を体験で

きる研修旅行をコーディネートする。 

② 学生の学びと気づき 

企画の難しさや事前準備の重要性を学んだ。また京都には様々なユニークな企業

があり、自分たちはもっとよく企業を見なくてはいけないと感じた。 

（別紙資料１参照） 

 

 

＜企業の魅力発信プロジェクト～株式会社ブリッジコーポレーション～＞ 

① ミッション 

学生が京都企業を研究・訪問し、その魅力を発信する。 

② 学生の学びと気づき 

「チームに対して自分は何ができるのか」を常に意識し行動する大切さを発見。日

本の仕事における常識や習慣について、改めて考えるきっかけになった（留学生）。

それぞれの活動状況をシェアし助け合いながら、プロジェクトを進める大切さを

学んだ。 

（別紙資料２参照） 

 

 

４．トークセッション～京都で「働く」とは何か？～ 

 参加者（企業人・学生）が京都で「働く」をテーマに、働く上での課題やその解決策、

自身の意見を、自由にトーク。学生は具体的な「働く」のイメージを持つきっかけに、企

業人は、現役の学生がどのような「働く」を考えているのかに触れる機会となった。また、

ブーフィングとして京都産業大学法学部 高畠ゼミ学生より「外国人労働者」についての

現状報告が行われた。 

 

５．閉会挨拶 

中谷 真憲（京都産業大学法学部教授・学長特命補佐 /  

特定非営利活動法人グローカル人材開発センター専務理事兼事務局長）  

 

本日はたくさんの方々に来ていただき、そして和気あいあいと熱心にご参加いただき、本

当にありがとうございます。改めて事業についてと今回の振り返りを行いたいと思います。 

京都市の「グローカル人財育成事業」について、「留学生と」というのが、とても大きな



 

 

 

意味をもっています。留学生と日本人学生が一緒になってプロジェクトをまわしていった

経験をもつ。そのことで日本人学生は、学生時代から外国人と働く経験をもつことができま

すし、留学生にとっては、日本人と一緒に仕事をすることはどういうことかということをあ

る程度シュミレーションできるということです。そしてこの事業を通して、京都には魅力的

な企業がたくさんあるということを日本人学生も留学生も知ってもらうということです。 

これは、統計を見ても、京都は産業のバランスがよく、伝統的産業や観光産業だけではな

く、伝統に基軸を置いてニッチな技術分野で世界の中でシェアをもっているような最先端

な企業もあります。このいろいろな顔をもっている京都の新しい魅力として、全国にそして

世界に紹介していきたいということを考えている事業です。 

 

さらに大事なのは、留学生を孤立させないということです。大学でも孤立してしまう留学

生を孤立させないこと。留学生グループが形成されていなかたり、必ずしもコミュニケーシ

ョンが円滑でない留学生は、どこに相談したらよいか、どこに自分の身の置き所があるかわ

からなくなります。これは、せっかく優秀な方が来ているのにもったいないことです。大学

の垣根を越えて、受け皿となる場所が必要だと思っています。その場が、企業さんとも結ん

で、京都の魅力をも伝えていくと一石二鳥以上の取り組みになっていくと思っています。現

にセンターが、そんな居場所になりつつあります。今後、京都にこのような事業を継続定着

させないといけない使命感を私どもセンターはもっています。留学生にとっていい教育に

なるように、そして日本人学生が自分達の能力を増していく場にしていくことが必要だと

いう思いでやっています。 

 

今回発表した日本人学生には注文をつけておきたいと思います。それは「ダイナミズム」

です。まじめはすごくいい、でももっともっと大胆で、殻破って、いろんなことがあってい

いと思います。こういう場だと真面目ないいことを言わなくてはいけない、お行儀よくしな

いといけないということがあると思いますが、礼節を保ちながらも言いたいことをきちん

と言うということが大事です。例えば、企業の魅力発信だからいいところだけを紹介すると

いう、建前だけに集中しても仕方がない。どこに問題があるのか？突っ込んで考えていくと

いうことは、次世代を担う学生さんにとって、とても重要です。私は確信していますが、行

政の方、企業の方は、絶対にＹＥＳマンをほしがっていない。ぶつかっていく人をほしがっ

ています。それは、柔軟だけでも、自分の意見をはっきりと持っていて、上の世代にもぶつ

けていく。やったことについて、自信をもって意見をぶつけてみて、間違ったら謝ればよい。

学生時代から、そういう話し合いをいろいろな世代といろいろなセクターの方々と一緒に

やってほしいなと思います。 

そんな一つの象徴として、留学生と一緒になってやっていくというのが「グローカル人財

育成事業」ですから、来年度以降も発展していけるように引き続きご支援、ご尽力いただけ

ればと思います。本日はありがとうございます。 



 

 

 

▼プロジェクト参加学生による発表 

▼参加留学生からのビデオメッセージ 



 

 

 

▼トークセッションの様子 

▼トークセッションにおけるトーク内容の発表の様子 
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平成26年度、京都市が展開する「京都企業と連携した
次代の京都を担う人財の育成事業（略称：グローカル
人財育成事業）」の成果報告会を開催いたします。
本事業は、大学や国籍の枠を超えた留学生を含む学生
を、グローバルな視点と地域（ローカル）の発展を支え
る情熱を併せ持った「グローカル人財」として育成する
とともに、学生と企業がお互いを知る機会を創出する
ことを目的としています。
今回、本事業の集大成として、企業とのPBL(課題解決
型学習)型プロジェクトに参加した学生の成長・取組の
成果を発表し、その成果を広く社会に発信します。また
パネルディスカッションでは、みなさまと明日の京都の
人財育成について考える構成になっております。

特定非営利活動法人グローカル人材開発センター　＜担当　仲田・林・大橋＞
〒600-8533　京都市下京区中堂寺命婦町1-10むすびわざ館3階　

お申込み・お問合わせ

グローカルセンターホームページ【http://glocalcenter.jp/】
よりWEB申込み、またはお電話にてお申込みください。

searchグローカルセンター

お問合わせ

開催趣旨・目的

事業報告

ブース発表　（学生によるプロジェクトの成果発表（301・302・303教室））

学生による成果発表(学生の取組発表)

開会挨拶　京都市総合企画局 総合政策室 大学政策部長 古瀬　ゆかり氏
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叡山電鉄株式会社 取締役 鉄道部長　坂東　崇行 氏
京都産業大学法学部教授・学長特命補佐/ＮＰＯ法人グローカル人材開発センター 専務理事兼事務局長　中谷　真憲 氏
プロジェクト参加学生（日本人学生・留学生）
コーディネーター：ＮＰＯ法人グローカル人材開発センター コーディネーター　仲田　匡志 氏

主催 : 京都市　
後援 : 京都商工会議所、京都経営者協会、一般社団法人京都経済同友会、
公益社団法人京都工業会、京都中小企業家同友会、公益財団法人大学コンソーシアム京都

in fo@gloca lcenter . jpMAIL :
TEL :  FAX :075-283-0027        075-283-0028
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パネルディスカッション 　テーマ：次代を担う人財育成



「グローカル人財育成事業 成果報告会」 

 

１． 開会挨拶 

古瀬ゆかり（京都市総合企画局総合政策室 大学政策部長） 

おはようございます。京都市役所で大学政策担当しております、古瀬と申します。本日は本当にお忙し

い中、たくさんの方にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。簡単にこの事業の主旨、私の

ほうから説明をさせていただきます。この事業、今年度からグローカル人材開発センター様に企画をして

始めたものでございます。私ども大学政策担当というのは、20年ほど前から京都市に部署がございまして、

京都市は多くの大学が集積し、また人口の 1割近い学生さんが学ぶ、大学のまち、学生のまちでございま

す。京都市では、大学のまち、学生のまち、これは大切な財産であるし、京都市のためになくてはならな

い、活性化のためにもなくてはならない財産だということで、大学政策を都市政策として取り組んでまい

りました。今までは学生さんの活動支援、それから大学の施設整備といった環境整備、こういったものに

取り組んでまいりましたが、昨今、学生さんの離職率が高い、あるいは学生さんが優良な京都の中小企業

のことを知らないという状況を踏まえて、私どもも今までは就職というのは、京都市で言いますと産業観

光局というところがございますが、雇用関係の仕事だということで、そこで分担をしていたのです。しか

しながら、先ほど申し上げましたような状況を見ますと、これは大学政策としても何らかの対応をしなけ

ればいけないということに至りました。そこで、やはり学びということと社会に出ていくこと、これをちゃ

んとつなげていかなければいけないと、われわれ地方自治体で学生支援をしている者としては、今までやっ

てこられたような、例えばガイダンスだけということにとどまらず、何か学びというものに重点をおいた

取り組みができないかということで、幸いグローカル人材開発センター様が先んじてそういった取り組み

をされておられましたので、そちらに委託をしてこの事業を始めたものでございます。 

 

今、国のほうでは地方創生ということで、非常に頑張って地方が東京に対抗して、地方は地方として成り

立っていくようにということで取り組みを進めておられます。また、京都市でも、その戦略を立てなければ

いけないということで、国のほうではまち・ひと・しごと創生戦略と言っていますが、京都市はそこに心の

豊かさ、そういったものも醸成しようということで、まち・ひと・しごと・こころの創生戦略、これを来年

度の前半には立てていく予定としております。まさにこのグローカルの事業というのは、京都の強みである

学生さん、大学、そして企業、ものづくり、こういった京都の強みをうまくマッチングさせた、これは地方

創生の取り組みとして胸を張れるのではないかと、手前味噌ですがそういうふうに思っております。この事

業につきましては、多くの企業の皆様にもご理解、そして学生さん、留学生さんが 1人でも多く参加してい

ただく、それがこの事業の発展にもなくてはならないものでございます。私どももいろいろと周知にも務め、

また、皆様方のご意見も聞きながら、よりよいものにしていきたいと思っておりますので、どうぞ今後とも

ご協力、ご参加、どうぞよろしくお願いたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうご

ざいました。 

 

 



２．事業報告 

仲田匡志（NPO 法人グローカル人材開発センター 学生事業部コーディネーター） 

 

事業報告をさせていただきます、グローカルセンターコーディネーターの仲田と申します。非常に緊張

しておりますので、どうぞ皆さん、温かく見守っていただければと思います。 

本事業は「京都企業と連携した次代の京都を担う人材の育成事業」略称グローカル人財育成事業です。

趣旨としましては、多様な学生チームによる京都企業との骨太な連携プロジェクトによる、明日の京都を

支える人材の育成でございます。目的としては、グローカル人材の育成、そして学生と企業の出会いの機

会創出、そして学生のグローバルかつ実践的な協働経験の創出となっております。また、学生と企業の出

会いの機会を創出するということが一つの肝であり、同時に、未来の京都を担う人材へと育成していくこ

とが本事業の目的でございます。 

グローカル人財の「グローカル」という意味ですが、グローバルな視点と地域の発展を支える情熱を併

せ持つ人材であり、「グローカル人財」と定義しております。そして、先ほどから出ております「ＰＢＬ」。

これは Project-based Learning、課題解決型学習の略称でございます。プロジェクトを通じでの学びを促

進していくわけでございますが、本事業ではこのＰＢＬ型のプロジェクトを行い学生の皆さんの成長を促

進していきました。企業からの課題を 5名ほどの学生チームで解決していくというプロセスで学生が育っ

ていく。そして同時に、企業からの課題というのは、企業がまさに現場で困られている課題ですので、そ

れを学生の持っている若者のセンスや動員力、そして大学生ですので専門的な知識、これをもって解決し

ていくということです。 

 

それでは本年度の成果報告をさせていただきます。まず、本年度の参加者ですが、今回参加しました学

生は 48名です。その内訳ですが、日本人学生が 36名、留学生が 12名となっています。この留学生という

のが一つポイントになっております。つまり日本人学生にとっては多様な文化的・社会的背景を持つ外国

の方との協働経験を積むことができるというわけです。これは同時に留学生の方もそうですが、留学生の

方はこの京都に来られて、日本人の学生と一緒に何か一つのことを成し遂げるという経験を持つ、この層

を増やしていくというのも一つ狙いでございます。 

46 名が大学生、2名が大学院生、参加大学、大学院は全部で 13大学となっております。全 9つのプロジェ

クトを実施いたしました。一つのプロジェクトに最低でも 2大学から学生さんが来られています。つまり、

大学の垣根を越えて集まっています。そして今回連携、ご協力いただきました企業や団体は、京都を表す

企業や団体ではないかと思います。「京都を表す」というのは、京都には伝統的な産業からハイテク産業

まで非常にユニークで先進的であり魅力的な企業さんが多いという意味で、学生さんたちにこの京都の企

業というのは非常に幅が広く先進的でユニークで、そして伝統を重んじながらも先を見ていると、こういっ

たところがわかっていただけたのではないかと思います。つまり、多彩な企業、団体と連携し実施するこ

とによって、学生の将来の選択肢というものを広げてまいりました。 

 

 



では、具体的なプロジェクトのご紹介をしてまいります。プロジェクトの設計基本として、社会人とし

ての基礎力、ジェネリックスキルの養成。企業、仕事、働くことの本質を捉えながらの熟考、そしてダイ

バーシティ、多様性があります。これらの力が身につくよう設計、開発、運営してまいりました。ですの

で、必ず企業の方にインタビュー、そして京都企業に関するレクチャーを必須としています。つまり、プ

ロジェクトに参加した学生は、「企業って何だろう？」「仕事って何だろう？」「働くって何だろう？」

これを考えるきっかけがこのプロジェクトにあるということです。 

プロジェクトは、課題解決型の短期・長期型プロジェクト、課題発見・解決型プロジェクトに分かれて

います。この短期型のプロジェクトの例としまして、Re:デザインプロジェクトを挙げさせていただきます。 

これは、ＰＢＬとしては非常に珍しいと思いますが 5日間で行うプロジェクトとなっております。つま

り、企業から課題をいただいて、5日間で企業訪問しながら企業提案までを行ったプロジェクトです。短

いながらも学生は、中小企業の技術系企業の魅力というものを肌で感じることができました。また、直接、

経営者にインタビューをすることで、中小企業の持っている魅力、そして技術系の魅力というのを体感し

たというわけです。 

続いて、課題発見解決型プロジェクトでございます。プロジェクトの例として業界探究プロジェクト～

地域金融の在り方～、京都信用金庫様と一緒に取り組んだプロジェクトを挙げさせていただきます。学生

たちの写真の顔をよく見ていただけるとわかると思いますが、とても笑顔ですね。実はこの写真を撮る前

にある学生が 1 人泣いていました。この涙を流した学生さんは、以前このようなプロジェクトに参加して

いました。企業への提案の際、非常にいい形で納得いく提案書ができたのですが、企業からは、お褒めい

ただく評価と、改善すべき点をいただきました。学生としては完璧だと思っていたけれども、ああ、ここ

がだめだったのかと、良い意味で頭を打ったわけです。ですので、今回はある種リベンジマッチのような

かたちでこのプロジェクトに参加しました。そして当日まで、夜遅い時間も熱心に取り組み提案を作り、

挑みました。しかしながら、その場でも改善すべき点をいただいたわけです。（成果物に対し）非常によ

くできているという講評をいただく中でも、ここの視点を踏まえてのほうが良いと評価をいただいたんで

すね。そこで学生は、ぽろりとこう涙を流したわけです。自分のリベンジマッチであり上手くつくったけ

れど、改善点を指摘された。これは非常に悔しい体験だったんですね。社会に出たときというのは、自分

がどんなに納得がいっても、そう上手くいかないこともある。しっかりと相手の要望を汲み取るやある種

社会の厳しさを体験したのです。ＰＢＬというのは企業、つまり社会人と一緒になることによって、自分

たちはまだ学生であるけれども社会というものを体験して涙を流すぐらいのものがあったということです。 

 

最後に、本事業の課題をご報告いたします。 

課題の１つ目は、企業と学生の双方においてどういった教育効果、そして課題の解決や成果物ができる

かというのがポイントになっています。これは事業の継続につながります。参加する学生、協力いただく

企業にとってもよいものでなければいけないと、継続することが難しいです。これが一つ大事なポイント

だと思います。 

続いて大学教育との連動では、学生たちの、大学での専門性をいかにプロジェクトに落とし込むか、つ

まりこれは将来の仕事にもどう落とし込んでいくのか？という点にもつながるのですが、これをプロジェ



クトの中でも踏まえていくことが重要であり同時に難しく課題であると感じています。 

3 つ目が学生の参加における工夫の必要性です。学生は非常に忙しいです。アルバイトに学業に遊びと

たくさんあります。そんな中、学生たちがどのようにしてプロジェクトに参加するのかというのがポイン

トとなります。また、留学生も非常に忙しいです。特に留学生は国の文化も違いますので、つい最近の話

ですと、中国ですと旧正月で帰国する留学生がいます。本日、中にはちょっと帰国で参加できない学生も

いますが、文化によってもちょっと違ってくる。そして、留学しに来ていますので、非常に興味、関心が

高いです。なので、このプロジェクトもしたいけどほかのこともしたいと。そんな中でどうやってプロジェ

クト回していけるか、こういった設計が必要かなって思っております。 

そして最後に広報ですが、これは大学と企業両方において両者の広報です。つまりこの取り組みを、京

都市さんの中にある大学にどう周知していくべきか、そして企業さんにどう知っていただくか。今日はそ

の一つ大事な広報の機会でもあるというふうにも思っておりますが、しっかりとこれを発信していければ

と思います。以上で本事業の成果報告とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

３． 学生による成果報告 

「Have fun! Eiden プロジェクト」による成果報告 

※別途「（資料）学生による成果報告」参照 

 

４． パネルディスカッション 

  パネラー：中川桂一（株式会社フラットエージェンシー 取締役部長） 

       坂東崇行（叡山電鉄株式会社 取締役鉄道部長） 

       中谷真憲（京都産業大学 法学部教授・学長特命補佐/NPO法人グローカル人材開発センター専務理事兼事務局長） 

         杉本昌司（龍谷大学 経済学部 3回生 トンガリ発信プロジェクト参加） 

李 賢智（同志社大学 グローバルコミュニケーション学部 3回生 Have fun! Eiden プロジェクト参加） 

コーディネーター：仲田匡志（NPO法人グローカル人材開発センター 学生事業部コーディネーター） 

テーマ：「次代を担う人財育成」～企業と学生のギャップから考える～ 

 

  

仲田：今回グローカル人財育成事業ということで、まさにその名のとおりですが、グローカルな人財をいか

に育成していくべきか、このテーマで取り組んで参ります。テーマの切り口としては、「企業と学生

のギャップから考える」、これを一つ切り口にしていきたいと思います。この人材育成についてです

が、つまり育成というかたちになりますので、対象となる、つまり育成される側と育成をしていく側

の双方がございます。育成される側というのは、若者であります学生の皆さん、今回は少し幅を広げ

まして、新入社員の方も含めておきます。そして一方、育成をしていく側ですが、恐らく一般的に企

業の中では、先輩社員や少なくとも若手より年上の方になってきます。結論から申しますと、この教

育していく側と、それを受ける側の双方の関係が実は既にギャップがあるのではないかというところ

であります。このギャップというのは、年齢ももちろんそうなのですが、その生きてきた時代によっ



て培われた価値観や考え方ですね。このギャップがある中で、どのような人材育成をしていくことが

よりよい明日の京都を担っていく人材になるのかがテーマになっております。 

 

さっそくですが、まずは企業人の方にお聞きしようかと思います。今、ギャップというのが一つ   

テーマであるのですが、まさに現場において、今の若手社員の方の特徴ですとか、むしろ、求められ

ている力というもの、ここからちょっと今日は切り口として入っていければというふうに思います。

で、まずは中川様からお聞きできればと思います。 

 

中川  若手社員は、非常にバランス感覚がいい、知識は非常に豊富だと思います。また、インターネット 

等とおしての情報収集が非常に上手ということで、指示されたことに関しては、インターネット等を

通じて情報を集めてくる、そういう取捨選択系というのは非常にやってもらえるなということは感じ

ていますね。ただ、先輩社員とのやり取りの中で、仕事の指示を出されたり、何か提案を求めたとき

に関しては、少し戸惑うというようなところを感じることが多いですね。 

 

仲田  ありがとうございます。その指示したこと、特に情報収集とかは、やはり IT 世代といいますか、イ 

ンターネット等駆使しながら集めるのが非常に得意であり、一方で何か提案をしていくというところ

で、ちょっと戸惑いがあるのかなという印象というところですね。では続きまして、坂東様ですね。

今の若手の方の特徴、もしくは見ていて感じられるところですとか、また若手に求められている力を

教えていただければと思います。 

 

坂東  中川さんと同じ共通する部分はやはり多いですね。本当に指示をされることに対しては、非常 

に前向きに取り組んでいる。きっちりやるというふうな、非常にまじめという側面をすごく感じるの

ですが、では、何か考えてみようという部分につきましては、まだ一つ弱いかなという感覚はありま

す。ただ、それは、現代だからそうなのかというとそうでもなく、自分のときも同じかなということ

は正直思っておりまして、これは本当に経験でだいぶ変わってくるものではないかなと思っておりま

す。当社は、鉄道会社ということもありまして、どちらかといえば、あまりはみ出たことをいきなり

するということが、求められるような職種ではないからという側面もあると思います。 

 

仲田 ありがとうございます。非常に面白い観点ですね。若いから、つまりまだ経験がないからなのか 

なというところと同時に、いや、自分たちもそうだったのかもしれないというところが出てまいりま

した。 

 

坂東  今の素直な気持ちというところで言いますと、先ほど発表、いくつか回らせていただきまして、本

当にすごいなと思ったのは今回参加していただいている学生の方々というのが、目がすごくきらきら

していると言いますか、プロジェクトに参加して発表をするということを通じて、ものすごく成長さ

れたのじゃないかなというふうなことを本当に強く感じました。 



仲田 ありがとうございます。目がきらきらしていたというのが、学生たちのコーディネーターとして 

非常にうれしい言葉であると当時に、一緒に学生たちの目の輝きを誇りに思う次第であります。続い

て、中谷先生に大学における教育の変化についてお聞きしたいと思います。企業人からは、今の若者

の特徴や若者に求められる力というところをお話しいただいたのですが、実際、大学教育の現場にお

いて、これは普遍的なものなのか。それとも、やはり時代によって、何か学生さんも変わってきてい

るのかと、そういったところをお聞きできればと思います。 

 

中谷 まずコメントいただいたお二方のご意見を受けるかたちでも、お答えしていきたいなと思いますが、 

これは教育の中で、創造性をどう引き出すのかっていうことが問われている話だと思っています。い

わゆる座学で、教室で教授陣が一方的に上からしゃべっているというスタイルでは、基礎知識は確か

に身につくのですが、そして身につけないといけない科目もたくさんあるのですが、なかなか実際の

提案力や、行動力まで結びつけるような創造的なところまではやっぱりいかないのです。しかし、時

代状況としても、実際に高等教育機関であるならば、創造性までに踏み込んだところに日本は行かな

きゃいけないだろうと、それは確信しています。あえて辛口な言い方をしますと、確かに日本の GDP

というのはあまり伸びてはいなくて、500兆円前後をずっとうろうろしている時代が長く続いていた

わけですよね。いろいろな背景はありますが、少なくともその一つの理由というのは、先輩と同じこ

とをまず覚えて、それができるようになればいいという教育があったのではないかなと思います。学

校でもそうでしたし、場合によっては企業ですら、そういったところがあるのではないかというのは

私の推測も交えた意見です。つまり、もう大量生産、大量消費の時代は終わったということが言われ

ているわけですから、これからは、一人一人の人間が創造性とオリジナリティを発揮する中で、組織

としての企業を押し上げていけないだろうと思います。 

では、それに対応した教育ができているのかというと、それがなかなかできていなった。特に高等

教育機関が遅れてきたのだと思っています。その中で、企業のお二方から、学生たちは、言ったこと

はきちんとやってきてくれてすばらしい、目もきらきらしている。しかし、言ったことにとらわれて

しまっていて、そこからまださらに先のところまで突き詰めていくということが、まだ足りないので

はないか？きらきらではなくてギラギラになってもらったらどうだ？でもいいのかなと私は思います。

規格ではなくて「企画」、飛び出す人っていうのをどういうふうに育成していくのかっていうのを考

えなきゃいけない。これも育成というと、上から目線なのですが、力ある学生はいい土壌に放り込ん

でおけば、あとは勝手に育ちます。その土壌をどう作るかってことがすごく大事で、その土壌は、も

はや大学の、少なくとも大学キャンパス内だけじゃないってことです。大学の中と外を往復して、こ

ういった地域の皆さんのご協力を得ながら、学生たちが、そのギラギラに向かって進むことができる

場をどうやって用意することができるか。それが大事かなと思います。 

 

仲田   ありがとうございます。では、お待たせしました学生のお二人にお聞きします。実は本当に緊張

しているようで、この日のためにパネルディスカッション用の自分の考えを一生懸命まとめている

そうなので、少しそのことも交えながら、本音をどんどん引きずり出していこうかなと思います。



まずは、一番身近な話というところで、お二人は実際にこのグローカル人財育成事業のＰＢＬに参

加されました。その感想と、参加する前の京都の企業や働くといったイメージ、そして参加した後

の京都の企業や働くイメージの何か変化があれば、教えてほしいなと思います。杉本くんからいき

ましょうか。 

 

杉本  はい、僕はフラットエージェンシー様と一緒にプロジェクトを行うことになりました。このプロ

ジェクトに参加して、僕が最初に思っていた企業の印象というのが、本当に先輩の言うことを聞い

て、何か目的を達成するというような、先ほど中谷先生もおっしゃられたとおりのことだったので

す。ですが、このプロジェクトを通して、まず企業さんに与えられたことを僕たちがいかに発想力

を豊かにして、最終提案に持っていくかということを考えないといけない。まさに創造力の豊かさ

を求められている。このプロジェクトをとおして、本当に企業で働くというのは、それにつながっ

てくるのではないかなと思いました。 

 

仲田  参加されたプロジェクトが住宅の情報サイトの情報発信力の強化というところで、既存のウェブ

ページをどうすれば発信力を強化できるかという課題でした。通常のＰＢＬですと、一つの課題に

つき一つの提案をするのですが、このチームは何と四つ提案をしたという点で、とても珍しいなと

思っていますが、いかがでしょうか？ 

 

杉本   提案をするにあたり、何が普通の提案なのか、普通というのがわからなくて、一つの提案に対し

て、一つの答えがあるということを理解してなかったのもありますが、やはり結果として四つ提案

して、四つとも今後とも一緒になって継続していきたいということを吉田社長、また社員の方々か

らも言われましたので、その点については本当にうれしく思っています。 

 

仲田  ミッションとしては、企画提案をするということだったのですが、そもそも、企画をして、企業

に提案するという、そのスタンダードがわからない。面白い論点ですね。 

それではお待たせしました、ヒョンジさん。プロジェクトに参加されての感想そして参加する前

の企業や働くといったイメージと、参加したあと、の企業や働くといったイメージに、どのように

変化があったか、もしくはなかったか。お話を聞かせください。 

 

季  まず、感想としては、叡山電鉄さんのプロジェクトに参加させていただいたのですが、最近観光

客が多くなり、様々な観光客に快適な観光ができるようにいろんな苦労をされているというのを知

ることができ、外国人として、とてもうれしく思っています。仕事に関して、このプロジェクトに

参加する前、私が持っていた仕事は何なのかっていうか、働くというのは何なのか？というのは、

本当に漠然とした思いだけで、お金を稼ぐためにとか、大学を出たので、それを活かすためには働

くしかないとか、漠然としたイメージを持っていました。このプロジェクトを参加して思ったのは、

大学では課題とか 1人でできるものだと思うのですが、では仕事っていうのは先ほど発表にもあり



ましたように、チームで何か目標をみんなで達成するためにみんなで頑張っていきましょうという、

きちんと目標を達成するためにいろんな人の助けをえながら、うれしさも共有しながら、やりがい

を感じるものではないかなと思いました。 

 

仲田  仕事をする上で、いろんな人と関係していくというところでは、今回のプロジェクトは参加学生

全員の在籍大学も違うということが特徴でした。プロジェクトを進めるにあたり、何か工夫をされ

たことはありますか？ 

 

季  本当に 7つの大学が集まっているプロジェクトですから、みんなで集まるというのは難しく、そ

の日程調整をして、集まれる人たち 3人か 4人で集まって、その日、その会議をしたものを、グルー

プウェアのサイボウズで情報共有をして、ただ掲示して終わりではなくて、個人的に対応しつつ、

こちらの共有をしていく。それで会議を進めていくっていうのが、でも、このプロジェクトをして、

よかったなというのがあります。 

 

仲田  実はこのプロジェクトの特徴的なところが、リーダーがいないというところです。これはどうい

うことかと、リーダーがするべき仕事をみんなで分担をしてやっていたというところなんですね。

つまり自分が参加できる、参加できないがある中でも、うまくプロジェクトが進んでいく。つまり

これは 1 人のリーダーに頼ることなく、きちんと目標に向かい具体的なタスクを共有していけたと

いう一つの例なのかなというふうに思っております。中でも密な連絡を取るといったような、きち

んと目標を達成するためにはコミュニケーションをとっていくということ、こういうことが自然と

学生の中で行われておりました。 

先ほどの叡山電鉄のプロジェクトの発表の中で面白い言葉がありました。それは何かと言います

と、「仕事」という言葉が、先ほどの叡山電鉄のプロジェクトではありました。つまりこのチーム

ではプロジェクトで何かすることを、自然に「仕事」というふうに呼んでいたのです。つまり、学

生たちは、叡山電鉄さんからいただいた仕事だという認識でしていたということです。 

先ほどの中谷先生の話に戻りますと、大学教育の中でも、基本的な知識を伝授するだけではなく、

より実践的なアクション、行動をしていくことによって、「仕事」について自ずと考えて、何が必

要かを学んでいくというのが、このようなＰＢＬでは可能なのかなというふうに感じております。  

 

では始めの議論に戻りますが、ギャップというところでは、企業人の若者に対しての認識という

のは、きちんとまじめにやるけれども、提案したりや何かをつくるということに少し戸惑いがある

という一方で、学生からはしっかりとするけれども、スタンダード、企画提案の普通がわからない

ということが提起されていました。そして大学からは、今、この教育というところでは、時代の流

れとともに、ただ単に先輩のまねをして育っていくかたちから、自分で創造していく時代に変わっ

ているという話がありました。このような企業・学生・大学の三者からのギャップが出ているよう

に感じております。では、企業人と学生の皆さんは、実際にＰＢＬにご参加されましたので、この



ＰＢＬによってどのような効果があるか伺ってみたいと思います。 

中川様にお伺いしますが、学生とのプロジェクトにご参加されましたが、これによって御社にお

ける何か変化ですとか、またはご一緒いただいた社員の方々に何か変化というものがありましたか？ 

 

中川  感想として、学生さんの提案がここまでしっかりとした提案が出てくるのかというところに社員

は驚いています。若者の集まりでこれだけの力が出るのであれば、今まで先輩社員の指導の内容に

よっては、いろいろなものが出てくるのではないかというようなところで、先輩社員と新人、若手

とのつき合い方と言いますか、教育と言いますか、一緒に仕事を進めていく仕方を考えないといけ

ないなという感想は得ています。 

 

仲田  ありがとうございます。つまり学生がつくった提案をみて、ここまでできるのだと驚かれたとい

うことです。実際社内でも先輩社員から後輩社員への教え方で、さらにもっと伸びるものがあるの

ではないかというところですね。実際学生の提案をご覧になられて、これはちょっとなかったなと

いうような点はありましたでしょうか？ 

 

中川  今回はトンガリエステートというホームページの情報発信力強化というところをお願いしたので

すが、私どもいろいろな資料の中に、不動産業は地域のまちづくり産業であるというようなメッセー

ジを載せているのです。しかし、そこをうまくつかんでいただきまして、実際にご入居いただいて

いる方と、お部屋探しをしている方との参加型のイベントをご提案いただきまして、そのあたりは

すごく深く、私どもの会社の内容を見ていただいたのだなというところをうれしく思いました。 

 

仲田  ありがとうございます。続いて坂東様にも同じようにお聞きいたしますが、御社とのプロジェク

トにおいて、ここはよくて、逆にこうしたらもっとよかったという点がございましたら、教えてい

ただけますでしょうか？ 

 

坂東  今回のプロジェクトで、テーマを決めるというところからスタートし、そのときにいくつかご提

案をいただいた中で、やはりわれわれとして、先ほどの「仕事」ということもありますが、われわ

れが企業としての課題を、どのように取り組んでもらおうと考えました。特にインバウンド観光が

多くなっているというところで、外国から来られたお客様、日本の観光のお客様も同じなのですが、

当社ワンマン運転をしているのですが、時間によってワンマンのときとツーマンのときとがあると

いうこともあれば、駅によっては無人駅という場合は一番前から降りてください、この駅は有人駅

なのですべてのドアから行けますということもあります。また、当社は、ICカードに対応できてお

りませんので、ほかの鉄道を乗られる方は IC カードを改札でタッチすればよいのですが、当社を

利用する場合には切符を買っていただかなければならない。切符を買おうと思えば、路線図を見て、

で、運賃を見て、それから買うということ、そのような経験がないままにこちらの鉄道のほうに乗

られるという方がいらっしゃって非常に困っておられるという、このようなことを目の当たりにし



ております。どのようなことをすれば、少しでもお客様に対して、満足いただけるようなものがで

きるのかなというところで、いろんな提案をしてもらえないかというお願いをいたしました。実際

取り組んでいただいいた中で、本当に何回もフィールドワークをされ、その中で、ここのところは

足りないのではないか、ここはよくできているのではないかということで、12 もの提案をいただい

たのです。本当にその結果としまして、すべてがすべてそのまま使えるわけではないですけれども、

順次やっていこうかなというふうに考えているという、そのような状況です。 

 

仲田  ありがとうございます。何か、もっとここをこうしてくれるともっとよかったのだけどなという

ようなところがございましたらお願いします。 

 

坂東  期間が約 2カ月ということで、1 回目は、こちらの要望を伝え、2 回目に仮提案があり、3回目に

最終的な提案がありましたが、もう 1回あればよかったなというふうに思っております。本当にこ

れは時間的な問題とかいろいろあろうかとは思うのですが、本当にいただいた提案の中で、じゃあ

これについてもうちょっと深掘りしようかというふうなことができれば、すごくもっともっといい

ものができたのではないかというふうに思っております。 

 

仲田  非常に面白い点がいくつかあったかと思いますが、まさに企業人と学生のギャップですね。この

ギャップを活かして、実際に乗られる利用者の方の目線になってもらう。一方で企業は運営する側

ですから、そこでギャップが出てくる。ここにある種化学反応がおきて新しいものが生まれてくる

ということかと思います。そして、同時にご指摘いただいた点ですね。もう 1回あるとさらにとい

うのは、私も同じように思っておりました。もう 1回あると、学生もここが実は叡電さんが求めら

れているポイントがわかる。つまり学生は、先ほど普通がわからないというように話がありました

ように、どこを押すと喜んでもらえるのかのツボを、ある種手探りでやっているような状態ですね。

それを企業と一緒に、打ち合わせや対話の場を設けることによって、そこがいいのだよというよう

なツボを押していくような感じになるのかなと思いました。そういう意味では杉本くんは、フラッ

トエージェンシーさんとのプロジェクトの中で、提案を喜んでいただいた経験がありながらも、さ

らにもっとこうしたいという意見ももたれているようですが、いかがでしょうか？ 

 

杉本   学生とグローカルと、フラットエージェンシーさん、京都市。この 4者が密になって連携してい

るという、その関わりの広さに驚いて、それと同時に、（提案に対して）それで満足しちゃってい

いのかっていう感覚もありました。これから僕が社会に出て行って、地域にかかわっていくうえで、

僕と地域だけじゃなくて、何か主体となって、何か催し物を開催するとかいって地域に貢献できな

いかって考えていったときに、僕の力じゃまだまだだなということを考えました。これからもっと

頑張っていきたいとは思うのですが、具体的にどうやって頑張っていきたいかっていうのが身につ

いてないので、そこを反省していました。 

 



仲田  企業に提案をすることによって、改めて自分を見直せたのかなという感じですね。先ほどの坂東

様のお話では、ミーティングをもう 1回というところでは、このＰＢＬで企業と一緒にやっていく

中では企業の負担というものがついてくると思います。やはり、まずその 1 時間や 2時間のミーティ

ングをあと 1回するだけで、もしかしたらもっと変わったかもしれないという点では、双方が歩み

寄るかたちというものがよりよいものを生むのかなというふうに感じております。 

次は、中谷先生にお聞きします。これまで企業と学生のＰＢＬで、双方にどういう変化が起こっ

ているかというのを伺ってまいりました。企業側では、社内研修ですとか、教育を考えるきっかけ

になったという点、一方学生にとっては、社会とか、仕事とか企業っていうものをより実像に近い

かたちで見ることができたという点です。中谷先生からご覧になりまして、どういう影響がＰＢＬ

を通して起こっているのかという点をお聞きしたいと思います。 

 

中谷  わかりました。学生の視点と、それから社会の視点と二つに分けてお話をしたいと思います。学

生に関しては、一言で言ってしまうと、抽象を具体化する能力だと思います。ぼやっとしたこと、

アイデアを考えるということは、これは学生も、つまり社会経験がさほどなかったとしてもかなり

できます。しかし、大抵の場合、それはぼやっとしたアイデアであって、何となくこういうふうに

なったらいいのにということを、具体的に実体的に戦略をもってどうするかっていうことは、なか

なかわかりません。そういうことを教える教育もほぼありません。ですので、それをやっていくの

がＰＢＬであろうというふうに思っています。だから学生のほうには、提案をとにかく、曖昧なぼ

やっとしたままで終わらせるなっていうことは徹底していきたいとい思っていますし、その提案の

そのものが、企業に持っていって跳ね返されたとしても、それはもう一辺練り直してやっていけば

いいわけですから、具体的なものにまず仕上げるというこれが極めて大事ですし、それを追求して

いかなきゃいけないと思います。この点は去年と今年の違いってことで見ていくと、少し今年のほ

うは進歩したかなと思うことが実は多々ありました、今日見ていて、そのことに関しては強く実感

しています。 

二つ目は社会の視点なんですけど、われわれがやっていること、われわれというのはこの京都市

の「グローカル人財」の事業がやっていることはいったい何なのかという話なのですが、これは地

方の自立だと思っています。地方が自立していくために、まず個人が自立するっていうモデルを作っ

ていることだと思っています。で、グローバリゼーションが進んでいくということになりますと、

国境線の意味というのが徐々に低下をしてきているわけですので、地域がダイレクトに世界とつな

がるというかたちがはっきりと見えてきています。為替の影響が一番大きいのでしょうが、1300万

人も世界から日本にやってくるような時代になってきているわけですから、自ずと外国の方を受け

入れる国にもなってきているわけです。 

しかし、国が外国人政策で、何かできるかっていうと、やはりそうではなく、実体的な地方でそ

うした方たちをどう本当に活用してというか、経済に取り入れて地域活性を図っていくのかってい

うことは、地方や地域単位で考えざるを得ないことですよね。これは外国人観光客しかりであり、

留学生しかりだと思います。京都の場合で言えば、京都は実は非常にアドバンテージあるわけです



よね。放っておいても観光客はやってくる、そして大学がこれだけ強いわけですから、大学にも学

びたいといって留学生も来るわけです。しかし、そこから、今度はその先にさらに一歩進んで、そ

うした多様な国籍を持った方たちというのを、京都そのものの経済も含めた活力にどう結びつける

かという戦略性というのが、まだまだ考えるべき余地がたくさんあるのだと思っています。具体的

な一歩というのが、このグローカル人財事業であって、このようなプロジェクトベースで、日本の

学生と留学生とが一緒になって取り組む企業プロジェクトをやっていくのがよいのかなというふう

に思っております。 

多分こういったことやっていって起きる変化が、まず大きく二つあると思っていまして。まずダ

イバーシティですね。これが確実に広がるだろうと思っています。そしてそのこととリンクしなが

ら、第 2 には内部集団のロジックを突破する芽が出てくるだろうと思っています。先ほど冒頭で申

し上げた、オリジナルなものをこれからやっていかないと、企業も国も個人もみんなもたないです

よねって話をしたのはここなのですけれども、じゃあそのオリジナルなものをつくろうと思ったら

どうすればいいかと言えば、結局いつも同じメンバーと、同じように顔を合わせていたってやっぱ

り成長なんかないと思うのです。やっぱりここは地方も外に向かって開いて、いろんな国籍の方と、

まずチャレンジする、具体的なプロジェクトをやってみる。そして、そのことによって、例えば会

社なら会社、大学なら大学、大学無内に入ると学部とか学科ごとの違いだってものすごく大きいの

ですが、そうした内部集団のロジックをどう突破していくという、これ考えなきゃいけないのだろ

うと思っています。そういう意味で言えば、そこに向かって、京都市は進みだしているのだろうと

理解していますし、それを支えていくのは、結局はマインドの育成なのだろうと思います。それが

最初、古瀬部長がおっしゃったように、街、人、仕事だけじゃなく、心づくりという観点からもやっ

ていくのだということです。この心づくりというのは、一つは多分、京都のアイデンティティとい

うことがあると思いますし、そこに自信を持ったうえで、それがあるからこそ、世界に開いてやっ

ていくということなのかなと思っています。 

 

仲田  ありがとうございます。特にそのダイバーシティという点で学生にはそれぞれ双方に広がってい

き、同時にその内部集団を変えていくというところが出てくるのではないかというところでした。

ダイバーシティということで、ヒョンジさん。今回 7つの大学で皆さん、確か始めて初対面でした

ね。初対面同士で、約 2カ月で実質試験期間もありましたから、約 1 カ月半ぐらいでしょうか。の

間で、初対面でそれぞれ考え方、価値観も違う、小さなものでありますがダイバーシティの中で、

具体的な提案をするというのはどういうところが難しくて、でもどういうところが逆に面白かった

とか、そういったところをちょっと最後聞いてみたいなと思います。 

 

季  留学生である私が、ここで何ができるかっていうのがいつも心配であり、工夫をしたりしました

が、提案するときに、何か文化の差を探さないといけないみたいな、きちんと自分が伝えたいこと

を、外国人の視点じゃなければだめみたいなこところに集中してしまうところもありました。プロ

ジェクトをやっていて、留学生だから、外国人だからっていって、日本の人とほかに違う考え方を



するよりは、同じ場所、立場に立って、私が考えるにはこうだみたいなんを自分の言葉で話せるよ

うになればいいかなと思いました。文化の差を感じてもないのに、私はこう思ってこういうところ

が違いますよとか、集中してしまうのも、私的にはあまりよくない点だなっていうのもあって、み

んなで何かできればと思う考え方を持ちたいなと思っています。 

 

仲田  非常に的を射た、まさにこれからの京都という地域が考えていくべきポイントを話していただい

たのではないかなと思います。つまり文化が違うというところに意識しすぎるのではなく、その地

域、その場所、そこにいるメンバーの中に一人の自分がいるということですね。一人一人がチーム

の一人一人のことを考えているからこそ、個人に対しての心配ややり取りがあって、同時に意見も

どうなのだろうというような問いがあったのかなと思います。 

ヒョンジさんはチームの中で自分はという、プロジェクトメンバーの一員という立ち位置の中で、

しっかりと役目を果たそうとしていたのかもしれないですね。 

  

これまでの議論を総括すると、最初は世代間のギャップというものから、企業と学生の考え方、

そして大学という視点で、どういうふうに考えているのかというギャップを出していきました。そ

して、2回目のセッションのほうでは、実際に PBLを一つの軸にして、どういった変化が起こるか

というのを見ました。企業においては、社内における教育や新しい風。学生にとっては、自分の将

来というところで、より具体的な企業や仕事、働く像をつかむと。 

そしてＰＢＬを進めるに当たっては、具体的にというところがポイントでした。つまり人材育成

をしていくにあたって、若者にあえて抽象的なままで終わらせるのではなく、具体的にしていくこ

とによって、本物に近づいていくのだというところではないでしょうか。恐らく杉本くんが最初に

言っていた普通がちょっとわからないというものも、普通を知らない間の抽象的なものがあり、そ

れを磨いて具体的にすることによって、実像になるのかもしれません。 

そして最後にヒョンジさんがあったお話というのは、国籍や文化という言葉に、自分の立ち位置

を決めつけすぎるのではなく、むしろその中の 1 人としての自分の考え方を知ると。日本人でもそ

うだと思いますが、それぞれのバックグラウンドというものの影響が出ていると思います。そこを

意識しすぎずに話し合っていくと。むしろそれが本当のダイバーシティではないかという話という

ことだと思います。最後に、お一人ずつ今回のパネルディスカッションを終えて、今のお気持ちを

お聞かせいただければなと思います。最初にヒョンジさんのから伺いましょうか。 

 

季  たくさんのお客さんの前で、しゃべるっていうのがとてもっていうか初めてなので、緊張して日

本語もめちゃくちゃになっているんですけども、これもまた自分にとってとてもいい経験になりま

した。 

 

杉本  僕も本当にこういう体験が初めてで、ちゃんとしゃべれてないのは自分でもわかっているのです

が、僕がゼミ活動する中で学んだ言葉がありまして、失敗は経験だという言葉です。本当にそのゼ



ミ活動をとおして学んだことなのですが、こういう場面に立って経験するからこそ得るものは大き

いと思いますし、経験しなかったら経験しないままで終わってしまうのがもったいないと思ってい

ます。ありがとうございました。 

 

中川  そうですね、企業側としても非常に刺激を受ける事業だと思っています。また来年もぜひあれば、

お声かけていただければと思います。よろしくお願いします。 

 

坂東  正直な話、最初にお話をいただいたときっていうのは、本当にいったいどうなるのだろうなと思

いました。恥ずかしながらグローカルセンターの存在すら知らなかったというふうなのが正直なと

ころです。しかし、お話を伺い、面白そうだなと。じゃあどういうふうなかたちになるのかと思っ

ておりましたところ、7人の学生の皆さんが先ほどきらきらと言いましたけども、本当にぎらぎら

としながら、私の本当に期待していた以上に足を沿線に運んでいただいて。で、その結果として大

きな成果を出していただいたということ、これは本当に学生の皆さんにもいい経験だったと思って

おりますし、その可能性というふうなものを私自身すごく感じました。先ほど仲田さんも話されて

ましたが、企業も人材育成が、ものすごく大きなテーマになっておりまして、今後育てていくとい

うふうな中で、たくさんのヒントをいただくことができたのではないかなというふうに思っており

ますし、今後とも、ぜひグローカルさんとよい関係が続けていくことができればなと思っておりま

す。 

 

中谷  私からも最後に二点です。一点目は、こうした学生と企業と、そして大学、行政とのかかわりの

中で、多分それまで考えることがなかったようなプロジェクトやネットワークが広がる可能性があ

ると思っています。それは事前には察知できないものなので、やってみないとわからないことでは

あるのですが、そのネットワークが広がること自体に関しては確信があります。これがまず一点で

す。二点目ですが、二点目はもしも学生たちが形式的であるように見えるとすれば、それはわれわ

れ大人がそういう社会を作ったのじゃないかという問題提起です。学校も大学も、あまりに多くの

くだらない形式的なルールが多すぎます。行政さんもその中でわかってるいるが、やっていかなきゃ

いけないということを苦しみながらやっている。企業さんは企業さんで、少なくとも大学ほどでは

ないと思いますが、やはりいろいろな内部的ルール等があると思うのです。そろそろそうした形式

的なものを壊すところは壊して、そして次のステージに行かないといけない時代に来ているのでは

ないかなと思っていますし、その中でこそ、初めて学生たちも本当にのびのびとした創造性を引き

出すような機会が出てくるのではないかなと思っています。本質にご賛同していただいて、壊すべ

きところは壊しながら、よりダイナミックな社会に向かって進んでいきたい、その礎にしていきた

いと思っています。本当にご協力いただいています皆様方、ありがとうございます。 

 

仲田  ご登壇の皆様、ありがとうございました。そして、ご静聴いただいた皆様、どうもありがとうご

ざいました。パネルディスカッションはこれにて終了いたします。ありがとうございます。 



５． 閉会挨拶 

 中谷
なかたに

真
まさ

憲
のり

（京都産業大学 法学部教授・学長特命補佐/NPO 法人グローカル人材開発センター専務理事兼事務局長） 

 

 改めて中谷です。最後にご挨拶させていただきます。先ほど申し上げましたけれど、こんなに朝早くか

らまずたくさんの方々にセクター越えて集まっていただきましたこと、本当に心より厚く御礼申し上げま

す。いつもありがとうございます。私自身朝が弱いもので、この朝早くから集まっていただくということ

だけで非常に申し訳なく、かつ貴重に思っているのですが、今日実際この教室に入ってきてびっくりいた

しました。この熱気というものがやはり一番の財産であって、それは例えば書類にうまく表現できるかど

うかといったらわかりませんが、この現場での力そのものというのは、やはりこのあと生きてくると思っ

ているのです。それ信じています。 

そこでわれわれがやってきていることというのは、ある意味まだコツコツとしたものなのです。先ほど

の私の意見でもお分かりの通り、もともと形式重視じゃなくって、内容、実質、本質ということを考えて

進みたいと思ってやってきています。その分いろんなところでは手探り状態でこう進んできているってこ

とはあります。やはり大きなところに向かって、例えば、山に登ることで言えば、尾根道を通ろうが谷の

ほうから行こうが、山の頂上に着けばいいんですから、あとはその着き方を考えればいいのだと思うので

す。ただし、その頂上だけは間違えて登っちゃいけないなというふうに思っています。それが、この京都

の場合では、何なのだろうなっていうところから考えていきますと、やはり東京一極集中がずっと進んで

きた時代があって、少し地方創生の揺り戻しがあるとはいえ、地方にとって本来的に言えばやはり厳しい

時代であったっていうことは間違いないと思います。その中で、他に比べて京都は恵まれているわけです。

恵まれていることを活かして、他の地域を引っ張っていけるほどの先進的なモデルにここが成り得るかど

うかって、その今ちょうどその境目ぐらいの時期に来ているのではないのかなっていうのは私のここ最近

の実感です。 

われわれは多分、いろんなリソースを持っています。例えば、今申し上げたとおり、この朝早くから、

いわば利益にも何にもならないのに、これだけたくさんの企業の方も、そして行政の方も駆けつけてくだ

さる。こんなことがほかの地域はどこまで起きるのだろうか。実際のプロジェクトをやっていく過程でも、

本当に熱心に社長さん自ら出てきて、常務さんや部長さんやそういった方々は一斉に出てきて、学生の指

導もしてくださる。もう無私ですよね。しかし、それはまず若い人と接することが好きであったりする方

が、京都には多いということでしょうし、教育というものを学校に任せとくのではない、もともと番組小

学校から始まった伝統があるみたいに、地域ぐるみでやっていくことだということが周りの中に生きてい

る証拠だと思っています。そうしたものに恵まれているところですよ。大学の数が多い、留学生の数も多

い。あともう一つでスパークだと思っているのです。それがあれば多分この地域は、東京都とはまた違う

かたちでの、新しい地方の都市の自立したかたちを世界に見せることができるというふうに信じています。   

一点つけ加えれば、去年 11 月の終わりにパリの OECDに行ってきて、こうしたチャレンジについて報告

をしてきました。龍谷大学のやっている地域公共人材の試みと、われわれが進めてきているグローカルの

ことも一緒になって発信してきました。多分結構評判よかったと思うのです。何故か？と考えていきます



と、多分このモデルというのは欧米社会ではあまりできないのです。向こうは非常に個人主義的ですから、

地域ぐるみで地域社会と一体となって、一旦自分の利益は置いといた上で、三方良しで進めていくという。

これはなるほど、西洋社会とは違う国の新しい人材の育成の仕方であって、地域社会の自律の仕方だとい

うかたちを見ていただいたのだと思うのです。それが面白いっていうので、今度、ほかの世界の国々と比

較をしながら、この京都モデルっていうのを世界の比較モデルに入れていこうっていう話が、今、進んで

います。多分われわれがやっていることというのは戦略的に見ても正しい方向なんじゃないかなというこ

とは自信を持っています。あとは本当にここに携わってくださる方たちの評判の良さをつけていく、そし

てまずわれわれ、特に大学の教員がやっぱり一番頑張らないといけないので、これに関しては死に物狂い

でやるというふうにお約束をしたいと思います。何より、学生たちが生き生きして社会に出て行く姿になっ

ていれば、そのときのその受け手になっている企業にとっての楽しい社会がやってくると思います。そこ

を目指して頑張りたいと思います。 

どうぞこれからも温かいご支援よろしくお願いします。ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 
 





「京都企業と連携した次代の京都を担う人財の育成事業」

（略称：グローカル人財育成事業）

趣 旨：多様な主体からなる学生チームによる、京都企業との

骨太な連携プロジェクトによる、明日の京都を支える人財の育成

目 的：①グローカル人財の育成 ②学生と企業の出会いの機会創出

③学生へのグローバルかつ実践的な協働経験の創出



「京都企業と連携した次代の京都を担う人財の育成事業」

（略称：グローカル人財育成事業）

グローカル人財：①グローバルな視点と

②地域（ローカル）の発展を支える情熱を併せ持つ人財

PBL:Project Based Learnig（課題解決型学習）

⇒本事業では、企業からの課題を、5名程度の学生チームが解決



大学間連携
京都産業大学/京都府立
大学/佛教大学/京都文教
大学/龍谷大学

連携事業

企業・地域連携大学連携



計

大学・大学院

複数校から構成されるメンバーで
プロジェクトを実施





＜特徴＞

・PBL型プロジェクト（学生が連携先からの課題に取組み、提案⇒評価）

・5名程度の日本人学生、留学生の協働チームでの取組み

・企業へのインタビュー、京都企業に関するレクチャーを必須

・短期型（5日間～2ヶ月）、長期型（3ヶ月以上）に分かれた期間構成

（短期型：5プロジェクト 長期型：4プロジェクト 実施）



【連携企業先】
和晃技研株式会社

【課題】
蓄電源装機のビジュアル・機能面のデザインの提案

【全体の流れ】
1日目：企業研究、企業訪問準備
2日目：企業訪問（インタビュー、商品レクチャー）
3日目：企業訪問ふりかえり、課題への取り組み
4日目：課題への取り組み（提案書作成）
5日目：企業訪問（課題に対する提案）

【学び】
・０からの企画・提案による、一連のプロセスの経験
・タイムマネジメント、プロジェクトマネジメントの重要性の気づき
・中小企業、技術系企業の魅力体感





【連携企業先】
株式会社フラットエージェンシー

【課題】
住宅情報サイトの発信力強化のための企画・提案

【全体の流れ】
＜2014年10月～2015年2月に活動＞
①企業研究、文献調査
②企業訪問（インタビュー・ヒアリング）
③課題への取り組み（アンケート調査・グループワーク）
④課題への取り組み、まとめ（提案書作成）
⑤課題に対する提案（プレゼンテーション）

【学び】
・不動産業に対する、正しい知識とその実態を学習
・企画のためのヒアリング、提案書の作成・
仕事における一連の流れ、またチームワークを体験
・（クロスメディア戦略を利用したことから）理論を実践する力の醸成





【連携先企業】

京都信用金庫

【課題】

①地域における金融の在り方の提案

②地域における課題の発見、提案

【学び】

①地域金融の本質を学習 ②課題発見・解決力の向上 ③軸のぶれないマインドの育成



学生の成果

■学生の学び

・仕事のつくられ方を知る（情報共有・調整、企業が動く理由を知る）

・視野の広がり（ものの見方や就職の選択肢など）

・異文化理解（文化の相違だけでなく、一人ひとりの価値観や考え方の多様性への理解）

■京都、京都企業への理解、愛着

・京都企業で働く社会人との出会い

・企業や団体への貢献・マインドの醸成

（貢献の形は必ず利益へ結びつけるとは限らない）



・企業と学生の双方における有益なプロジェクト設計

・大学教育との連動性（専門知識と活動における連動）

・学生の参加における工夫の必要性（参加のしやすさ）

・広報（本事業の周知、またプロジェクト参加募集の広報）



 

 

 

 

 

 

 

 
 









①鉄道に関する論文を調査
②ミーティングにて個人発表







参照：▲京福電鉄の路線図 ▼ワシントンメトロ路線図



＜提案＞＜現状＞



運休中
service disruption

鞍馬の天狗
貴船神社









 

 

 

 

 

 

 

 
 



ブース発表の様子 

プロジェクトごとにブースが設けられ、学生たちが１からつくりあげた 

学生による成果報告 事業報告（NPO 法人グローカル人材開発センター 

コーディネーター仲田匡志） 

会場の様子 開会挨拶（京都市総合企画局 総合政策室  

大学政策部長 古瀬ゆかり 氏） 



パネルディスカッションの様子 演出にこだわった学生による発表 

パネルディスカッションでは、企業・大学・学生の三者による 

これからの人財育成について、熱い議論が交わされた 

閉会挨拶（京都産業大学法学部教授・学長特命補佐/ 

NPO法人グローカル人材開発センター専務理事兼事務局長 

 中谷真憲 氏） 

司会はプロジェクト参加学生によって進行された 



 

 

 

 

 

 

 

 
 











 

 

 

 

 

 

 

 
 



成果報告会 来場者対象アンケート集計 　（アンケート回答数：48）

1 【本成果報告会をどちらでお知りになられましたか？】
複数回答可

①ホームページ 1
②Facebook 0
③駅構内ポスター 1
④地下鉄中吊り広告 4
⑤メーリングリスト 4
⑥ダイレクトメール 8
⑦知人、関係者のご紹介 28

2 【事業報告の内容はいかがでしたか？】

①満足 16
②やや満足 20
③どちらとも言えない 5
④やや不満 1
⑤不満 0
⑥無回答 6

3 【学生による成果発表はいかがでしたか？】

①満足 7
②やや満足 11
③どちらとも言えない 4
④やや不満 0
⑤不満 0
⑥無回答 5

①満足
33%

②やや満足
42%

③どちらと

も言えない
10%

④やや不満
2%

⑥無回答
13%

【２．事業報告】

①HP  2%
③駅構内ポス

ター
2%

④地下鉄

中吊り広告
9%

⑤メーリン

グリスト
9%

⑥ダイレク

トメール
17%

⑦知人、関係

者のご紹介
61%

【１．認知媒体】

①満足
26%

②やや満足
41%

③どちらと

も言えない
15%

⑥無回答
18%

【３． 学生による成果発表】



4 【ブース発表はいかがでしたか？】

①満足 17
②やや満足 21
③どちらとも言えない 4
④やや不満 1
⑤不満 0
⑥無回答 5

5 【パネルディスカッションはいかがでしたか？】

①満足 23
②やや満足 15
③どちらとも言えない 3
④やや不満 1
⑤不満 0
⑥無回答 6

6 【パネルディスカッションのテーマ設定はいかがでしたか？】

①満足 23
②やや満足 15
③どちらとも言えない 6
④やや不満 0
⑤不満 0
⑥無回答 4

①満足
35%

②やや満足
44%

③どちらと

も言えない
8%

④やや不満
2%

⑥無回答
11%

【４． ブース発表】

①満足
48%

②やや満足
31%

③どちらと

も言えない
6%

④やや不満
2%

⑥無回答
13%

【５． パネルディスカッション】

①満足
48%

②やや満足
31%

③どちらと

も言えない
13%

⑥無回答
8%

【６． パネルディスカッションテーマ設定】



7 【学生の取り組むプロジェクトのテーマ設定はいかがでしたか？】

①とても良い 12
②良い 18
③どちらとも言えない 12
④やや改善が必要 0
⑤改善が必要 1
⑥無回答 5

8 【本事業の意義や目的についてご理解いただけましたか？】

①理解できた 29
②やや理解できた 11
③どちらとも言えない 4
④やや理解しにくかった 0
⑤理解できない 0
⑥無回答 4

9 【本日のイベントは総合的にご満足いただけましたか？】

①満足 24
②やや満足 15
③どちらとも言えない 3
④やや不満 1
⑤不満 0
⑥無回答 5

①とても良い
25%

②良い

③どちらと

も言えない
25%

⑤改善が必要
2%

⑥無回答
10%

【７． プロジェクトテーマ設定】

①理解できた
61%

②やや理解

できた
23%

③どちらと

も言えない
8%

⑥無回答
8%

【８． 本事業の意義や目的】

①満足
50%

②やや満足
31%

③どちらと

も言えない
6%

④やや不満
2%

⑥無回答
11%

【９． 総合的な満足度】



10 【ＰＢＬ（課題解決型学習）を用いた学生とのプロジェクトについて、意義・目的をご理解いただけましたか？】
（企業関係者の方のみ）
①理解できた 16
②やや理解できた 2
③どちらとも言えない 0
④やや分かりにくい 0
⑤理解できなかった 0
⑥無回答 30

11 【今後も、このようなイベントがあれば、ご参加されますか？】

①ぜひ参加したい 18
②参加したい 20
③どちらとも言えない 4
④あまり参加したくない 0
⑤参加したくない 0
⑥無回答 6

【ご意見・ご要望など】（一部抜粋）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

グローカルというのは必ずしも「日本人と外国人」との関わりに関するものではないことを再認識した。特に考えの異なるもの同
士による協働そのものがグローカルな活動だと考える。

仕事にはゴールはないと思います。常に時代を見据えて新しいことを生み出さなくてはいけません。結果が中途半端でも良いの
で、もっと本気でテーマを探究したものを見たいです。

企業側の視点と学生側の視点、また留学生からの視点をしることができ、とても有意義な時間でした。

企業が学生をどう思っているのか？また学生が会社や働くことについてどう思っているのかがわかる
事業内容であったと思います。

テーマによりますが、１～２年の期間で研究開発のＰＢＬを期待しています。

プロジェクトＰＢＬの意義には賛同するが、一つ一つのプロジェクトの教育としての成果と作品の評価とがやや一緒くたになって
いる。
ブース発表は学生の方々が時間をかけてつくった成果物から前向きに取り組んだ姿勢を感じました。発表に関しては作業感が
あったので、もう少し、楽しくできたら、もってよい発表になってかと思います。全体的に少し堅苦しく感じました。

企画として非常におもしろい企画になっており、趣旨もしっかりしており、非常に楽しく満足させていただくことができました。

もっと企業人の方の話を聞きたかった。

学生の活き活きとした姿を拝見し、とても刺激を受けました。学生時代のたくさんの経験をすべき大切な時期に、このような
プロジェクトに参加できたことは、本人たちにとって貴重な経験になったと思います。今後はさらにそのような機会を
提供できるよう大学側も努めていきたいと思います。学生への情報発信がもう少し早ければよかったかなと思います。

①理解できた
33%

②やや理解

できた
4%

⑥無回答
63%

【１０． ＰＢＬの意義・目的】

①ぜひ参

加したい
37%

②参加したい
42%

③どちらと

も言えない
8%

⑥無回答
13%

【１１． 今後も、ご参加されますか？】



【参加者所属】
①経営者 10
②会社員 4
③教育関係者 12
④自治体職員 2
⑤学生 14
⑥NPO 0
⑦その他 4

【性別】
①男性 34
②女性 12

①経営者
22%

②会社員
9%

③教育関係者
26%

④自治体

職員
4%

⑤学生
30%

⑦その他
9%

所属

①男性
74%

②女性
26%

性別



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都企業と連携した次代の京都を担う人財の育成事業（京都グローカル人財育成事業） 

年次報告書 
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