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「コクダイパン」とは、「国立大学」の「一般職員（係長級以上を除く職員）」のことで、「国立大学

一般職員会議」を親しみやすいものにしたいと思い、実行委員で考えに考えて生まれたことばです。

 



13：00

13：30

六甲ホールに集合
神戸大学百年記念館六甲ホール
に到着。
神戸の景色を見渡し、受付へ。

開会・オープニング全体会
会場内には全国各地からたくさんの参加者が集合していました。実行委員・
サポーターの紹介があり、地区ごとに参加者の紹介がありました。その後、
コクダイパン会議の設立、コクダイパン会議基本ルールについて説明があり
ました。

14：45 分科会Ⅰ
教室に移動し、５０分の事例報告が３つありました。他大学の興味深い事例
報告を元に、グループのメンバーと活発に情報交換を行いました。

＜事例報告 ２３件＞
・悩める研究協力担当。研究者は自分にどんな役割を期待して
いるのだろう？
・勝手に広報活動！～大学のために個人でできること～
・失敗に学ぶ勉強会の運営～阪大「教務実務勉強会」を事例に
・SD研修（国際人材育成）企画の実例
～ちょっと背伸びして進んだら見えてきたもの～
・地域との架け橋に～宮崎大学MAGAZINE～
・若手職員有志による勉強会・イベントの企画と非公式ブログに
よる情報発信 など

17：50 クロージング全体会
再び六甲ホールに集合し、２３名の事例報告者から事例
と参加者との情報交換の報告を聞きました。２日目の分
科会Ⅱでは、１日目の気づきを持ち寄って、大学の未来
をともに語り合うことを約束しました。

１日目

テーマ：未来を語ろう、探そう、ともに見つけよう
目 的：「国立大学職員としての私たちの将来像」と「国立大学の

将来像」について考え「学びの場」、「議論の場」、さらには
「気づきの場」とする。

基本ルール
１．相手の意見を尊重する。
２．すべての参加者が議論
に参加できるように気を配る。

３．愚痴だけで終わらない。
問題解決策や将来像の
実現方法を考える。

《巻頭コラム》



19：00 懇親会
生協食堂にて、琉球大学の参加者による乾杯の挨拶の後、物産展に持ち
寄った大学ブランドグッズの紹介などがありました。自然と名刺交換が始ま
り、たくさんの参加者と交流できました。

２日目

8：45
9：15

開場・受付

オープニング全体会
分科会Ⅱのファシリテータ１６名の紹介がありました。

9：45 分科会Ⅱ
各班に分かれて、それぞれの所属大学の特徴や課題
を共有することを通して、国立大学の将来像について
議論しました。ランチとして配られたパンを食べながら
３時間におよぶ分科会でした。最後に「未来の自分シ
ート」を作成しました。

13：00 特別企画
１日目の物産展で展示されたグッズを持ち帰るイベントがありました。

13：30 クロージング全体会
分科会Ⅱの報告があり、私たちの大学の将来像と、それを実現するために
出来ることについて確認しました。
私たちがそれぞれに表明した目標
にむかって努力を続け、1年後にそ
の成果を持って再会することを確認
して今回の会議は終わりました。
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Ⅰ コクダイパン会議とは？ 

 

Ⅰ－1 はじめに 

 

コクダイパン会議は、ある強い「危機感」を抱いていた国立大学の若手一般職員有志が中心と

なって誕生したものです。 

一般的に、国立大学では、係長級になるまでに、採用から十数年という長い間を「一般職員」

として過ごします。この間に高いモチベーションを保ちつつ、いかに成長していけるか――この

ことが、私たちが国立大学における将来の「キーパーソン」となるために重要な意味を持つこと

は、想像に難くありません。 

一般職員を含め大学職員は、それぞれの国立大学が理想とする将来像を実現するため、解決し

なければならない様々な課題を数多く抱えています。そして、大学職員の誰もがその課題を認識

し、解決を志向していることは間違いないでしょう。その一方で、課題を解決することが困難な

ため、つい曖昧なまま放置してしまっていることも少なくありません。 

それぞれの国立大学の課題が、国立大学全体に共通する課題である場合も多くあります。しか

し、法人化後もそれらが依然として課題のまま横たわっていることに強い「危機感」を抱いた一

般職員がいました。 

「課題を認識したら、たとえどんなに解決が困難であっても、自ら行動し、少しずつでも変化

を起こしていきたい。思いを共有できる仲間とともに困難に立ち向かいたい。そうすることで、

やがて困難な課題は解決し、仲間とその喜びと楽しさを分かち合える素晴らしい経験ができる。」 

「どのようにすれば、課題の解決に向けて大学全体のあり方を考えつつ業務に取り組むことが

できるのか、どのようにすれば、国立大学における将来の「キーパーソン」に成長できるのか、

これらについて、私たち自身が議論し解決していく必要性を認識できるような場を自ら形成した

い。」 

一般職員有志たちのこのような思いから、コクダイパン会議は誕生したのです。 

 

 

Ⅰ－2 第 1 回・第 2回コクダイパン会議の開催 

 

第 1 回・第 2 回コクダイパン会議は、次のような目的のもとに開催しました（以下、第 1 回・

第 2回コクダイパン会議報告書より引用）。一つは、将来の国立大学を担う私たち一般職員が自発

的に集い、国立大学の将来像やそれを実現するために乗り越えなければならない多様な課題につ

いて、ともに議論し、意見を出し合うことにより、将来像を実現するための具体的方策や行動計

画の作成・提言にまで繋げていくこと。もう一つは、会議を通じ、参加者相互の協力や意見・情

報交換のためのネットワークを作り、これを広げていくことにより、「一般職員」である私たち一

人ひとりが将来の国立大学の「キーパーソン」となるべく、自らで必要な資質を考え、培い、行

動していくための一助とすることです。 
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これらの目的を掲げ、平成 19 年 7 月 15 日京都大学において第 1 回を開催、25 大学の 72 名が

集まりました。続いて平成 20 年 8 月 2～3 日には東京大学において第 2 回を開催、41 大学の 123

名が集まりました。 

こうして、第 1回、第 2回と回を重ねることで、全国の若手一般職員のネットワークとなって、

全国の様々な活動に繋がっていきました。 

 

 

Ⅰ－3 第 3 回コクダイパン会議の開催趣旨と経緯 

 

第 3 回の開催にあたって実行委員は大幅に入れ替わりました。新しい実行委員会では、過去 2

回でまとまった共通認識や行動目標を踏まえ、大学全体のあり方を考えつつ、自ら行動していく

ことに重点に置きたいとの考えから、「コクダイパン会議の目的とは何か？」等、会議の位置づけ

や目的について再定義しました。 

そして第 3回は、「将来の国立大学を担う私たち一般職員が自発的に集い、国立大学の将来像や

それを実現するために乗り越えなければならない多様な課題についてともに議論し、将来像を実

現するための具体的方策、大学を構成する一員としての私たちの行動計画などを考えていくこと、

そしてこのことを通じて、私たち一人ひとりが将来の国立大学のキーパーソンとなるべく、自ら

必要な素質を考え、培い、行動するための一助とすること、参加者相互の協力や意見・情報交換

のためのネットワークを作り、広げていくこと」を目的として開催するという結論に至りました。 

途中、新型インフルエンザの発生を受け、当初予定していた開催日を変更するなど、参加者の

みなさんにご心配やご迷惑をおかけする事態も起こりましたが、平成 21 年 8 月 1～2 日、神戸大

学において、北は北海道から南は沖縄県まで、54 大学から 180 名という第 2回を大きく越える方

に参加のお申込をいただき、第 3回を開催することができました。 
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Ⅱ 第 3 回コクダイパン会議：未来を語ろう、探そう、ともに見つけよう 

 

日程：2009 年 8 月 1日（土）、2日（日） 

会場：神戸大学 

日程表 

 

【1 日目】～あなたはどんな職員になりたいですか？～ 

 進  行 内  容 会  場 

13:00 開場、受付  六甲ホール 

13:30 開会 

オープニング全体会 

参加者・実行委員等紹介 

コクダイパン会議設立趣旨 

基本ルールの確認 

日程説明等 

六甲ホール 

14:30 休憩   

14:45 分科会Ⅰ 

 

ワークショップ形式 

事例報告を元に議論 

理学部 Y棟・Z棟

の各教室 

17:35 休憩   

17:50 

 

 

18:40 

クロージング全体会 

 

 

閉会 

分科会Ⅰ報告 

1 日目の総括 

2 日目に向けて 

六甲ホール 

19:00 懇親会  生協食堂 LANS 

 

【2 日目】 ～あなたは自分の大学をどんな大学にしたいですか？～ 

 進  行 内  容 会  場 

8:45 開場、受付  六甲ホール 

9:15 オープニング全体会 ファシリテーター紹介 

日程説明等 

六甲ホール 

9:45 分科会Ⅱ グループ討議 

国立大学の将来像について議論 

理学部 Y棟・Z棟

の各教室 

12:45 休憩   

13:00 昼食 

特別企画 

大学ブランドグッズ全国物産展 六甲ホール 

13:30 

 

 

14:00 

クロージング全体会 

 

 

閉会 

分科会Ⅱ報告 

2 日目総括 

今後の方向性の確認 

 

六甲ホール 
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Ⅱ－1 1 日目オープニング全体会 

 

軽やかな「パンのマーチ」と、参加者のみなさんの拍手によって、第 3 回コクダイパン会議は

開会しました。まず、今回の参加申込者数（180 名）、申込者の地域分布（北海道から沖縄県まで

の 54 大学）、勤務年数及び担当業務別の分布について紹介しました。次に、今回の参加者を、北

海道地区から順に紹介し、お互いを拍手で迎えていき、最後に紹介した琉球大学では、参加者の

多さに、会場が大きくどよめきました。続いて、実行委員と会議の運営を手伝うサポーターを紹

介しました。そして、コクダイパン会議の設立や第 1 回・第 2 回の開催の経緯、コクダイパン会

議基本ルール、第 3回の趣旨や目的について、参加者全員で確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、今回のスケジュールを説明し、全体会は終了しました。 

＜コクダイパン会議基本ルール＞ 

 基本ルール 1．相手の意見を尊重する。 

 基本ルール 2．すべての参加者が議論に参加できるように気を配る。 

 基本ルール 3．愚痴だけで終わらない。問題解決策や将来像の実現方法を考える。 

＜第 3回コクダイパン会議のテーマ＞ 

 テーマ：～ 未来を語ろう、探そう、ともに見つけよう ～ 

 目的：「国立大学職員としての私たちの将来像」と「国立大学の将来像」について考

え「学びの場」、「議論の場」、さらには「気づきの場」とする。 
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参加申込者数と地域分布

第２回参加者数の
約１．５倍!!

参加申込者の勤務年数と担当業務
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Ⅱ－2 分科会Ⅰ 

 

分科会Ⅰは、議論を通じて参加者それぞれが「どんな職員になりたいか」について気づきを得

ることを目的として、参加者による各大学での取組事例の紹介とそれに基づく議論をワークショ

ップ形式で行いました。短時間に少しでも有意義な議論を行ってもらうために、事前の希望調査

をもとに 10 名程度にグループ分けを行いました。 

どのグループでも紹介された取組事例をもとに活発に意見交換が行われており、参加者にとっ

て何らかの「気づき」を得る場になりました。 

ここでは、紹介された取組事例の概要を掲載します。なお、都合により、事例紹介をしていた

だいた方の所属・氏名を伏せて掲載している事例もありますのでご了承ください。 

 

1．悩める研究協力担当。研究者は自分にどんな役割を期待しているのだろう・・・？ 

（お茶の水女子大学 上山 昌弘さん） 

 

 科学研究費補助金の獲得金額が減少したことを機に、研究者から何が求められているのかを見

直し、競争的資金の獲得増加のための新たな取り組みを立ち上げる過程で、上山さんが一般職員

として何を考え、何を実行したのかについて紹介がありました。 

 その後、参加者との間で各大学の競争的資金の獲得増加のための体制や仕組みについて意見交

換が行われ、自分の大学に戻ってすぐにでも実行したいと思う、という話も飛び出しました。 

 

 

2．勝手に広報活動！！ ～大学のために個人でできること～  

  

　大学と、その地域を愛するが故に、大学や地域のために個人でできる改善策を模索し、その熱

い思いのもと行った、県内高校への入試広報をはじめとする戦略的大学広報活動の企画書提出と

いう「行動」についての事例紹介でした。参加者との意見交換の中で、広報の役割や、他部署と

の仕事の分担、担当者レベルで実現可能なことが各大学の規模や背景により異なるため、そうし

た点を踏まえた上で、大学の広報のありようについて検討していく必要があるという見解に至り

ました。 

 また、他部署の業務に口を出しづらい中、業務の壁を乗り越えて意見を出すだけでなく、関係

部署の了解を得て実際に高校に足を運ぶなどの「行動」を行い、様々な成果を積み重ねている姿

に、参加者は非常に強く刺激を受け、今後のモチベーションが喚起されたようでした。 

 

 

3．私立大学における情報化推進の取り組みについて 

（神戸大学 中塚 浩司さん） 

 

 神戸大学で情報システムの外注化が検討される中で、情報部門の職員が担うべき役割を探るた
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め、情報化推進に関する私立大学の取り組みを参考にしようと早稲田大学を訪問した中塚さん。

早稲田大学情報化推進プログラム（9 か年計画）の概要や、早稲田大学を参考にした神戸大学で

の情報化推進に係る提言の紹介がありました。議論の中では、「複数のシステムを連携させる目的

の明確化が必要」、「私立大学の取組をそのまま国立大学に持ち込むことは困難」、「システム構築

にはユーザを巻き込むことが必要」など、活発な意見が交わされました。 

 

 

4．定例グループ内ミーティングの開催 

 

 全学的な電子メールの振り分けによる業務の処理漏れやグループ内での重複業務を課題と考え

たことをきっかけに、現在の係員同士の業務の把握、進捗状況、スケジュールの説明を目的とす

る定例グループ内ミーティングの開催を主任と一緒に提案し、実行に移した事例の紹介がありま

した。 

 意見交換の中で、定例グループ内ミーティングの開催は情報共有・コミュニケーションのため

のよいツールであるとの認識と、持続的に行うことが大切であるとの共通理解のもと、持続的に

開催することの困難さと、そもそもミーティングを提案するときにどのように上司にアプローチ

したら良いかといった課題と解決事例、解決案等の意見交換に発展しました。 

 

 

5．失敗に学ぶ勉強会の運営 ～阪大「教務事務勉強会」を事例に 

（大阪大学 産屋敷 寿雄さん） 

 

 平成 16 年 9 月～平成 17 年 3 月まで実施していた教務事務の勉強会について、失敗談として、

勉強会を始めたきっかけから、勉強会をしなくなった経緯の紹介がありました。 

 グループディスカッションでは、参加者の大学で実施している勉強会の成功例、失敗例の紹介

がありました。成功例で印象的だったのは、飲み会やレクリエーション等を併せて行うことで、

参加者の仲間意識を強くするという内容で、単に勉強をしようというだけではなく、遊びの要素

も取り入れていることが勉強会を成功させる一要素であることが分かりました。 

 また、参加者のインセンティブをどのように与えるかを考えることも重要であるということに

も気付け、勉強会について、「気づき」や「解決の糸口」が多く得られる事例紹介でした。 

 

 

6．山形大学移動オープンキャンパスについて 

（山形大学 堀 美智子さん） 

 

 山形大学の SD 研修の一環として実施された「山形大学移動オープンキャンパス」について、開

催までの経緯、イベントを開催することで得た気づきや課題を発表してもらいました。 

 「山形大学移動オープンキャンパス」は、大学を住民に知ってもらい、より一層身近な大学と

なるよう、平成 16 年度に山形大学活性化プロジェクトの一環で始まった、高校生だけではなく町
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民も参加するオープンキャンパスです。 

 このイベント開催にあたっては、企画・立案はもとより、何度も開催地に足を運んで自治体の

方から直接話を聞くことや、実施のために学内の教職員への協力を依頼することなどを通じて、

横の連携やマンパワー不足、継続的なプロジェクトとすることの困難さなどを感じられたそうで

す。 

 本事例は地域連携的なオープンキャンパスという大変興味深い事例であり、意見交換ではこの

ようなイベントを継続的に行うためのアイディアの他、参加者の大学における PR 活動の事例や入

試広報戦略等も紹介され、今後につながるアイディア等を考えるきっかけとなる事例紹介でした。 

 

 

7．SD 研修（国際人材育成）企画の実例 ～ちょっと背伸びして前へ進んだら見えてきたもの～ 

（奈良先端科学技術大学院大学 矢倉 徹さん） 

 

 昨年度実施のグローバル化に対応した研究協力課職員を育成する研修「国際人材育成プログラ

ム」について、プログラムを企画し、チームリーダーとして研修にも参加した立場から、企画に

際して考慮した点や苦労したことなどの紹介がありました。 

 「研修は知識を得る場ではなく、気づきの場」という矢倉さんの考え方に基づき、あえて背伸

びしたものにしたこと（米国人のみ参加する集会に出席する等）や、チーム力を重視したこと（議

論中心のミーティングによる知識共有化等）がポイントとして挙げられました。 

 

 

8．ボランティアの学生支援 

（島根大学 乗田 知実さん） 

 

「学生にもっと地域に出て、多くのコミュニティに参加し、自分の可能性に気づいてほしい」、 

「自分のキャリア形成に結び付く活動を積極的に行ってほしい」、という学生育成と地域貢献に焦

点にあてた、入学生を対象とした取り組み「松江タウンウォーク」。この取り組みをもとに、特に

学務系でない職員にとって、どのような学生支援ができるかについて意見交換を行いました。 

学生のやる気を出すために大学職員としてできる工夫は意外とたくさんあり、学生のやる気を

引きだして、それを生かしていくことが大事であること、また、そのような学生支援には学務系

職員でなくても関わっているという報告でした。 

 

 

9．競争的資金の獲得に向けた取組について 

（神戸大学 岸上 敏博さん） 

 

競争的資金の獲得に向け、事務職員が補助金の申請書作成等においてどのように関わり、また

その結果として、現状ではどのような成果や課題等があるのかについて、事例の紹介がありまし

た。紹介された事例をもとに、参加者の間では、「現在の競争的資金の獲得に向けた諸活動につい
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て、今後どのように展開していくことが必要なのか」という観点から引き続き議論が行われまし

た。様々な観点からの鋭い意見が多数飛び交い、改めて課題の整理ができた事例でした。 

 

 

10．事務職員の産学連携（業務の効率化に向けて ～民間企業とのシステム開発～） 

（佐賀大学 末次 剛健志さん） 

 

業務の効率化のため、中期計画や年度計画の進捗状況などを管理するシステムを民間企業と共

同開発しているとの説明があり、システム概要、開発に至った経緯、開発に求められる人材像や

能力についての事例紹介がありました。 

グループディスカッションでは、システムに関する質疑応答も多くありましたが、事例を紹介

した人から「業務の効率化の最終目標は何なのか？」と問題提起があり、参加者からは、「業務の

効率化には限界が必ずあるから、職員自身の意識が変わらないといけないのでは」等、活発な意

見交換がありました。 

さらに、現場に使ってもらえるシステムを開発するには、その業務に携わる人々の様々な考え

方や立場を理解すること、また、情報の交通整理は事務職員の大切な役割である、との意見もあ

りました。 

 

 

11．事務処理の簡略化のための必要書類の削減について 

（一橋大学 西原 あさひさん） 

 

 大学として必要な書類に加え、不正防止のために部局独自に提出を求めていた書類について、

外部資金の増加に伴い、事務の簡略化のために、提出を必須とする書類の削減を行った事例の紹

介がありました。 

議論の中で、「同じ内容の書類であれば、1 枚に統一してもよいのではないか」「部局間で連絡

調整を行い、会計担当者の総意を本部に提案し、今後に発展させていけないか」というアイディ

アが出てきたほか、会計に関して統括的に取りまとめを行うセンターを置いているという事例の

紹介もありました。 

部局レベルの取組事例から、部局間の連携に挑戦し、さらには大学全体に広げていけないかと

議論が広がり、参加者も「まず一歩から取り組むことが重要」ということを実感できる議論でし

た。 

 

 

12．地域との架け橋に ～宮崎大学ＭＡＧＡＺＩＮＥ～ 

（宮崎大学 山﨑 勝也さん） 

 

宮崎大学が発行している、地域を対象とした広報誌についての紹介がありました。宮崎大学広

報の特に素晴らしい点として、以下の 3点がありました。 
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・「○○のススメ」 

大学の広報誌といえば、「△△大学ニュース」など大学名をアピールするのが一般的だが、

広報誌のタイトル、表紙に大学名を掲載せずに、○○の部分に「趣味」「食育」など地域の

人が興味を持ちやすい仕掛けをしている。 

・配布 

県庁や市町村の関係機関などの依頼しやすい機関だけではなく、銀行や道の駅に職員が自ら

足を運んで配布に協力してくれるところを開拓。 

・「宮大をどげんとせんといかん！」 

担当職員が熱く、広報誌のデザイン等について壮絶な議論になるほど思いが強い。 

地域の方々に大学を身近に感じてもらうための広報について非常に参考になる事例でした。 

 

 

13．スタートとしての『総務部若手会』 

（長崎大学 沖田 夏樹さん） 

 

「周りに気を配る」「皆で人を育てる」「本音で意見を言い合える」…そんな職場風土を創りた

いという想いから、『気楽に真面目な話をする場』『みんなで話を聞きあう場』として立ち上げた

『総務部若手会』の状況や、立ち上げに至る経緯の紹介がありました。  

議論の中では各大学での同様の取組と、「仕事を通じた若手職員間のネットワーク構築、そして

職員の意識向上に向けたチャレンジ」という共通の課題・目標等が共有されました。より良き職

場風土を創ることを目指す、そのために、まずは気軽に何でも話せる場を設け、毎回設定するテ

ーマに基づいて話を聞き合うことから始めるという発想からは、職場におけるコミュニケーショ

ンの原点に気づかされました。 

 

 

14．岐阜大学ＳＤ勉強会（若手職員勉強会）について 

（岐阜大学 髙松 大地さん） 

 

「岐阜大学を改革したい!!」という熱い気持ちを持った若手職員によって、平成 21 年 3 月に立

ち上げられた岐阜大学ＳＤ勉強会（若手職員勉強会）の具体的な経緯や勉強会の内容等について

紹介がありました。 

 「話す」・「聞く」・「議論する」ことに重点を置きつつ、プレゼンテーション能力や課題発見解

決能力の向上、業務上の連携促進等に係る意見交換の実施、改革意識の醸成を成果として得られ

るよう、情熱をぶつけあって切磋琢磨している様子でした。 

 事例紹介後の意見交換では、それぞれの大学で実際に勉強会の運営に関わっている参加者から、

勉強会の継続や新たな参加者の獲得等について苦慮しているとの悩みが多く出され、それに対し

て、勉強会に求められるニーズを常に吸収し、そのニーズに対応できるよう企画を立案するなど

常に新しい取り組みに挑戦し続けることが大切だ、といった、解決を図る段階まで発展した議論

もありました。 
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15．金沢大学職員就職説明会について 

（金沢大学 三島 卓也さん） 

 

金沢大学若手職員勉強会の企画により、平成 21 年 3 月 19 日に初めて開催された「金沢大学職

員就職説明会」について、開催に至るまでの経緯とその結果及び今後の課題についての紹介があ

りました。 

 同説明会には約 120 名の学生の参加があり、「金沢大学や大学職員の魅力が伝わった」等、好意

的な意見があった一方、「異動や給与、福利厚生に関する具体的な情報が欲しかった」といった意

見もあり、今後は学内の連携をより密にして内容を改善していきたいとの考えも紹介されました。 

 その後の意見交換では、各参加者が所属する大学の採用活動の事例を出し合いながら、職員採

用活動のあり方について熱心に議論が行われました。 

 

 

16．職員による新入生向けガイダンスの実施 

（筑波大学 伊藤 太平さん） 

 

 筑波大学の新入生を対象とした「フレッシュマンセミナー」という、大学生活上の指導等を行

う必修科目を担当した事例について紹介がありました。 

「大学に潜む危険」と題し、交通事故状況、犯罪被害、悪徳商法被害などの生活上の様々なト

ラブルについての事例を講話形式でガイダンスを実施したこと、そのガイダンスに対し、学生か

ら、「今更大学で注意するような内容ではない」、「手の届かないところをフォローしてもらった」

等の意見が寄せられたことなど、事例内容について詳しい説明がありました。 

 グループディスカッションでは、参加者から、「大学のリスク管理、業務の効率化という面では

非常に有効なので自分の大学でも進めたい」といった意見や、「学生がリアリティを感じるような

VTR を作成してみてはどうか」といった提案が出されるなど、大学のリスク管理や学生の安全管

理等について、率直な意見交換が行われました。 

 

 

17．なぜ携帯電話の管理が困難なのか～東大の事情～ 

（国立教育政策研究所（東京大学より出向中）日下田 岳史さん） 

 

 東京大学における携帯電話の管理の問題を通じて、教員発注の問題、さらには大学における経

費節減にまで広がる幅広い議論を生み出す事例について紹介がありました。 

 厳しい財政状況の中、各大学にとって経費節減は財源の調達として必要不可欠である一方、教

員にとっては、金額の節減よりも時間の節減が優先になりがちであり、そうした点を踏まえた経

費節減方策が必要であるとの考えが示されました。 

 また、大学は非営利組織の性格を持ち、単純に生み出す金銭的利益だけで評価することが難し

いため、コスト・ベネフィット（費用便益）の視点によって「仕事を測る（計る)」ことが重要だ

との指摘がありました。 
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調達のあり方や経費節減から、教員のニーズを踏まえる必要があるという大学での施策の難し

さなど、多岐にわたる論点に対し、活発な議論が行われました。 

 

 

18．業務改善 ～自律的な改善サイクルの構築に向けて～ 

（東京大学 松峯 正典さん） 

 

 学内教職員に対するワンストップサービスの実現に向けた「事務担当検索システム」について

の紹介がありました。 

これは、キーワードによる担当者検索に加え、職員がキーワードの利用状況に応じて自らシス

テムを充実させるという「自律的な改善サイクル」として活用されおり、当初は部局レベルでの

取組でしたが、業務改善への取組事例として表彰され、現在では全学展開が進んでいるとの説明

がありました。 

 

 

19．大学のマスコットキャラクターの作成 

（佐賀大学 牛嶋 友紀子さん） 

 

 佐賀大学の学生向けホームページの更新作業の際に、学生モニターとワーキンググループを作

り、学生の意見を取り入れたページ作成を行った事例についての紹介がありました。 

具体的には、「ページの隅まで見てもらうこと」、「佐賀大学らしさをホームページに組み込むこ

と」などの課題があり、佐賀の県鳥で学章にも使われている「カチガラス」をホームページ内に

入れることでその課題を解決させたという事例内容でした。 

なお、その結果生まれたマスコットキャラクター「カッチーくん」は、最初、大学非公認のホ

ームページキャラクターでしたが、ポロシャツのエンブレムになったり、学生向けの掲示物に使

用したりすることでその認知度が上がり、やがて大学の公認マスコットになったとのことです。 

 グループディスカッションでは、参加者から類似事例の紹介（公認を目指しているマスコット

について）や、大学広報についての活発な意見交換が行われました。 

 

 

20．モノ言う一般職員（パン）へ――職場コミュニケーションを工夫する 

（東京大学 弥冨 有希子さん） 

 

 職場でのコミュニケーションで気を付けていること、うまくいったこと、うまくいかなかった

ことについて各参加者に発表してもらいながら、コミュニケーションの工夫について事例紹介が

ありました。 

 グループディスカッションでは、「コミュニケーションにおいて、一般職員（パン）に必要なこ

とは何か」等の問題提起があり、「話を最後まで聞くこと」、「相手の思いを受け取るスキル」とい

った発言があり、一般職員（パン）にとってコミュニケーション能力は重要であることが確認さ
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れました。また、他の職員のコミュニケーションの方法を観察し、自分のコミュニケーション方

法の改善に活かしていくことも大事、といった発言もありました。 

 

 

21．病院若手事務職員勉強会を企画！ その苦労と成果について 

（長崎大学 高藏 祐亮さん） 

 

 長崎大学病院の若手事務職員勉強会について事例紹介がありました。 

 勉強会を企画し、苦労を抱えながらも上司や周りの支援を受け、職場で認められた勉強会とし

て機能していく様子を詳細に伺うことができました。 

「勉強会を始めるにはコアネットワークをつくること」、「支援してくれるスポンサー（上司）

を見つける」という実践的なアドバイスが参加者にとって参考になるなど、積極的な意見交換が

行われました。 

 

 

22．若手職員有志による勉強会・イベント企画と非公式ブログによる情報発信 

（岡山大学 石原 千恵さん） 

 

 若手職員有志による勉強会の実施、イベントの企画、ブログによる情報発信について、それぞ

れの特徴ある活動事例について紹介がありました。 

 岡山大学の魅力を伝えるとともに職員としてだけでなく人間として成長することで、信頼でき

る仲間が増えやがて岡山大学の魅力アップにもつながると考え、「岡大職員による岡大職員のため

の非公式ブログ」を立上げた経緯と、様々な情報の発信と定期的な勉強会やイベントを実施して

いることについて詳細な説明がありました。 

 

 

23．福井大学における人事制度改革 

（福井大学 林 大剛さん） 

 

 民間のシンクタンクで研究員として働かれたキャリアを活かしながら、様々な人事制度改革に

取り組まれている事例について紹介がありました。 

具体的には、福井大学が他大学に先駆けて実施した独自採用（学卒、キャリア）制度、また大

幅に見直しを図った昇格制度について説明がありました。 

 グループディスカッションでは、「選考基準」や独自採用者の能力、配属職場からの評価につい

て、また、多様な採用試験を実施することによる業務量増加への対応、競争的な人事制度に向け

ての課題（評価やモチベーション減退）について議論が行われました。 
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Ⅱ－3 1 日目クロージング全体会 

 

分科会Ⅰの後、参加者は、再び全体会会場へ集合し、事例を紹介した 23 名から事例の概要や参

加者との意見交換の内容について報告してもらいました。すべての報告を聞いて、職員としてで

きることの幅広さを改めて感じるとともに、みなさんそれぞれが強い思いを持って働いているこ

とが印象的でした。そして、私たち一般職員は今後も「思い」を持って・協力して・楽しむ職員

でありたいと宣言しました。また、報告を聞いて得た「気づき」や、分科会で得た同じ業種や似

た興味を持った人との「つながり」を全国各地に持ち帰って、水面が広がるように輪を広げてい

くことを確認し、翌日の分科会Ⅱでは、1 日目の気づきを持ち寄って、大学の未来をともに語り

合うことを約束しました。 

 

 

Ⅱ－4 懇親会 

 

クロージング全体会を終え、全体会会場から懇親会会場に移動するみなさんを今や遅しと待ち

受けていたのが、全国から持ち寄っていただいた大学グッズの数々です。参加者の皆さんのおか

げで、お酒だけでも日本酒、ビール、ワイン、焼酎、泡盛と、日本全国からいろいろなグッズが

集まり、百貨店のイベントにも負けないバラエティに富んだ物産展となりました。（物産展につい

ては、コラムで後述（P.24）いたしますのでご参照ください。） 

会場に参加者がそろったところで懇親会がスタート。開会の挨拶と乾杯の音頭は、琉球大学か

ら参加されている皆さんにお願いしました。『琉球大学式（？）』の乾杯のおかげで会場は大盛り

上がり、開始から最高のテンションで懇親会がスタートしました。 

あちらこちらで自発的に名刺交換が始まり、お酒と食事のおかげで活発かつ柔らかいコミュニ

ケーションが交わされている中、開始から数十分後、実行委員の想定を上回る素敵なサプライズ

がありました。当日は、「みなとこうべ海上花火大会」の開催日であり、神戸の夜景をバックに最

高の花火を楽しみました。 

花火が落ち着くと、会場では、次なるイベント、大学グッズの紹介が始まりました。各大学か

ら趣向を凝らしたグッズを紹介、再び会場は大いに盛り上がりました。懇親会はその後笑い声の

絶えないまま続きました。 

 

 

14



 
 

《コラム①》コクダイパン会議広報ツール＆グッズ紹介 

 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

第３回コクダイパン会議のポスターです。 
神戸から広く全国に知れわたるようになっ

たと言われているフランスパン。フランス

パンと同じように、コクダイパンが神戸か

ら全国に広がってほしい、そして、みなさ

んに、パンに挟んで、たくさんのものを持

ち帰ってもらいたい、そんな思いで作成さ

れています。コクダイパンを、もっと身近

に感じてもらえるよう、第３回からスタッ

フブログのＱＲコードを載せています。

コクダイパンがどんな会議なのかを、

より理解しやすく、親しみを持っても

らう為に、広報ツールの一つとして、

マンガも作成しました。 

第１回から続いているコクダイパング

ッズ、缶バッジの第３弾です♪缶バッジ

の他には、Ａ４ファイル（フランスパン

のデザイン入り）とＡ４サイズがぴった

り入るコットンバッグを、第３回のグッ

ズとして配布しました。 
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《コラム②》コクダイパン会議ＢＧＭ 

 

コクダイパン会議では全体会の開始前と終了後に BGM を流していました。まとまりのない選曲

に、「なぜこの曲が？」と首を傾げていた方もいらっしゃったかと思います。ここでは、曲目を紹

介するとともに、その理由についてご説明したいと思います。 

 

・01 ザ・ドリフターズ／ドリフのピンポンパン 

・02 たま／ロシヤのパン 

・03 川本真琴／やきそばパン 

・04 山崎まさよし／パンを焼く 

・05 ANATAKIKOU／パンとホープ 

・06 クラムボン／パンと蜜をめしあがれ 

・07 TRICERATOPS／You can fly! You can fly! You can fly!（ディズニーアニメ「ピーターパ

ン」より） 

・08 東京スカパラダイスオーケストラ／ルパン三世 '78 

・09 郷ひろみ／2億 4千万の瞳 ～エキゾチック・ジャパン～ 

 

…おわかりになりましたでしょうか。そう、全て、タイトルに「パン」が含まれている曲だっ

たのです。 

本編とはあまり関わりのない「お遊び」の部分ですが、そういった細部にも、参加者の方にコク

ダイパン会議を心から楽しんでもらいたい、という実行委員の思いが込められていたのです。 

 

 

Ⅱ－5 2 日目オープニング全体会 

 

2 日目のオープニングでは、まず分科会Ⅱのメインテーマ「あなたは自分の大学をどんな大学

にしたいですか？」についての説明があり、続いて、議論をリードする、ファシリテーター16 名

を紹介しました。次に、コクダイパン会議の基本ルールについて改めて確認した後、2 日目全体

の流れについて説明を行いました。 

 

 

Ⅱ－6 分科会Ⅱ 

 

分科会Ⅱでは、1 日目の議論を踏まえ、16 の班に分かれてそれぞれの所属大学の特長や課題を

共有することを通して、自分たちの大学をどんな大学にしていきたいかについて議論しました。

そして、その実現に向けて、それぞれが「未来の自分シート」を作成し、大学に戻ってどう行動

していくか、ということを誓い合いました。 
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1 班（ファシリテーター・鹿児島大学 西之園 直記さん） 

 

国立大学の将来像については、「国費が投入されている自覚を持ち、国立大学の使命を十分に認

識して教育・研究活動を全うできる大学」になることが重要であり、「地域社会に貢献できる人材

を養成する」ことも国立大学が持つ重要な役割であるという議論がされました。 

それを踏まえ、国立大学職員として、まずは職員一人ひとりが大学をよく知り、勉強すること、

大学の強みを把握し、自大学を好きになること、自分の大学の長所を積極的に外部にアピールし

ていくことが重要、という意見で一致しました。 

メンバーそれぞれが把握している大学の課題は、部局間の縦割り業務の弊害や、地域貢献の充

実化に向けた取組の必要性など、多くは全学的な課題です。しかし、相手の視点に立った業務を

行ったり、地域住民（社会）のニーズを知ったりすることで、日常業務においても、課題の解決

に向けて「次の一歩」を踏み出せると確認しました。 

 

 

2 班（ファシリテーター・佐賀大学 石橋 純一さん） 

 

自己紹介も兼ねて、「自分の所属大学の特長と課題」を発表した後、各人の発表について、ファ

シリテーターが質問や感想を加えて深掘りしていきました。その後、「国立大学の将来像」につい

ての議論（大学がどうあるべきか、職員がどうあるべきか）について様々な意見交換を行いまし

た。 

結論として、「みんなから愛される大学になるために、事務職員の意識改革が必要となる。その

意識改革として、事務組織内の情報共有、同時に事務職員のモチベーションを高め、地域・教職

員・学生みんなから頼られる職員となることを目指す。」とまとまりました。 
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3 班（ファシリテーター・琉球大学 仲宗根 亮さん） 

 

最初に、自己紹介をした後、国立大学の将来像について話し合い、これまで、教員と事務職員

の間には上下関係が存在したが、法人となったいま、事務職員は専門的な知識を増やし、教員に

アドバイスができるような教職協働でのプロ集団になることが求められるという意見にまとまり

ました。また、そうなっていくには、教員と事務職員が対等な関係になることが必要で、職員間

の信頼関係、役割分担の認識、情報共有の 3点が、非常に重要という結論になりました。 

そして、上記 3 点を実現するには、一人ひとりの職員が信頼を得ることが必要であり、日々の

行動として、 

① 職員個人が信頼される。「教員の研究に興味を持ち、研究室に積極的に足を運ぶ」、「教員と

のコミュニケーションを日頃から心がける」、「プロの職員として、職員同士がお互いの仕

事を把握する」 

② 事務組織としての信頼。「異動があっても一定以上の事務処理能力のレベルを保つ」、「職員

個人のノウハウをしっかり引き継ぐ」 

などの意見が挙がりました。 

 

 

4 班（ファシリテーター・福島大学 鈴木 紀秀さん） 

 

参加者の置かれた環境は大規模な大学、小規模な大学、都市部にある大学、地方にある大学な

ど様々でしたが、部署間・キャンパス間の壁をどう乗り越えるか、どのように大学の活動や目指

すところを社会に広報・アピールしていけば良いかなど、似たような課題を抱えていることが明

らかとなりました。 

各大学の立ち位置も、研究で世界を目指す大学、地域貢献を大事にする大学などそれぞれでし

たが、国立大学は、国費が投入されているからこそ利益に縛られないニーズにも対応が可能であ

ることを考えれば、国の政策に応えていく、ということもあるだろうという意見でまとまりまし

た。そして、国立大学の将来像として、各大学は、切磋琢磨して特長を磨きつつ、互いの良いと

ころを活かして共存できるのが良い、という結論になりました。 

大学職員の将来像については、費用対効果を重視しつつ、利益追求には傾かないバランスの取

れた職員、機転の利く職員、プロ意識を持ち、一定の分野について専門知識を持ちつつゼネラル

な知識も併せ持つ職員、などの意見が出た後、それらを総じて、「スペシャルな職員」として成長

していきたい、という意見で一致しました。 

 

 

5 班（ファシリテーター・宮崎大学 園田 圭一郎さん） 

 

メンバーの所属大学の特長及び課題を盛り込んだ自己紹介から始まりました。 

その後、自己紹介の中で話された国立大学の現状や課題に話題が進み、いくつか出てきたキー

ワードの中から特に参加者の関心が高かった「職員の資質向上」について議論を深めることとし、
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資質向上やコミュニケーションの機会となる勉強会へと話が進みました。 

今後、勉強会を行いたいと思っている大学においては、開催時間・内容をどうするか、勉強会

を行うにあたっての職員間の温度差をどうすればいいか、などの心配事が語られ、実際に勉強会

を行っている大学からは、それに対するアドバイスや立ち上げ後に継続していく難しさなどの意

見交換がありました。 

勉強会はコミュニケーションの場であり、横のつながりだけでなく、上下の繋がりや周りの理

解が必要なことが再認識され、「コミュニケーションを円滑にすることで、仕事も円滑に進められ

る、まずは自分の足元から始めよう。」という方向性を見出しました。 

 

 

6 班（ファシリテーター・宮崎大学 瀬尾 真暁さん） 

 

各人が発表した自大学の特長と課題において、大学毎に大きな違いがあることがわかり、発表

だけで、1 時間近くかかりましたが、大きな違いがある中にも、大学の規模や所属部局が違って

も共通している部分も沢山あり、本部と各部局の連携、業務改善、職員の意識等に対する思いに

共通点を見出しました。 

その後の議論の中で、今後の大学のあり方については大学の主役である学生が卒業してよかっ

たと言ってもらえる大学、学生・職員が笑顔になれる大学にしたい、という意見があり、そのた

めは、思いやりをもって学生等に接することができる職員、希望が語れる職員、機転の利く職員

や企画のできる職員になりたいという思いを共有しました。 

 

 

7 班（ファシリテーター・福井大学 廣瀬 陽一さん） 

 

各大学の特長と課題をポストイットに記入し、それらを貼り付けた模造紙を皆で囲んで議論し

ました。 

議論では「危機意識がない」、「法人全体としての業務の一体感がない」、「部局と本部のコミュ

ニケーション不足」、「教員と職員の連携」、等々さまざまな課題が出されましたが、共通するポイ

ントとして「コミュニケーション」、「ネットワーク」、「つなぐ」というキーワードが浮かび上が

り、以下のような流れの議論となりました。 

自分の業務の枠内に収まっていては連携できない。  

→ 大学で起きる様々な出来事を自分のこととして捉え、そして説明できなければならない。  

→ すなわち「当事者意識」を持ち、一人ひとりが大学を背負って立つという意識が大切。 

最終的に、国立大学の将来像としては、理念・憲章から日々の業務まで「つながる」、一人ひと

りの教職員が「つながる」という意味で、「『つながる』国立大学」という言葉にまとめ、そのた

めの理想の大学職員像を、「大学の理念、大学の方向性、それを実現するための大学の取り組み、

そして自分の仕事の広がりを理解し、理念の体現者として『当事者意識』を持って行動していく」

職員としました。 
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8 班（ファシリテーター・富山大学 長崎 真一さん） 

 

自己紹介と大学の特長と課題を発表し、大学の基本理念を学生の教養教育に反映させている、

という特長や、大規模大学ゆえ、部局毎に独立した動きを取ってしまう、といった課題等の発表

がありました。その後、自分の大学の特長と課題を付箋に書きだし、グルーピングを行いました。 

各大学で共通したのが、今後、国立大学は、文化・研究・地域交流の拠点として重要であり、

特に、地域交流・地域貢献の推進については、まだまだ伸びしろがあること。また、学生の満足

度を向上させるためには、教職員の質の向上、特に大学職員が大学のことをよく知ることが大事、

という意見がありました。 

以上の特長と課題に基づき、なりたい職員像を検討した結果、大学のことを「知る」ことが先

決で、その上で、必要となる事項、関係する人々の思いを汲み取り、最終的には、大学職員が主

体となって、関係する人々（学生・教員・大学・地域）の間を「つなぐ」役割を担っていたい、

という結論に至りました。 

 

 

9 班（ファシリテーター・大阪大学 兼田 貴史さん） 

 

最初に、参加者に 2 人 1 組になってもらい、自己紹介も含めて相手の大学の特長などを話し合

うことから始め、そこから、初めに行った 2 人 1 組の話で得た「外からの視点」で得た気づきも

盛り込みながら、自身の大学の特長と課題をそれぞれ発言していきました。 

次に、参加者それぞれの大学の特長と課題を深めるためにフリーディスカッションを行いまし

た。主な課題としては、「他部署との壁」、「教員と職員との壁」などコミュニケーションに関わる

課題に加え、「古い体質」、「大学のブランド化」など幅広い意見が出ました。さらに、課題として

多く出てきた「コミュニケーション」が共通的な課題ではないかということに焦点をあて、特に

部署間、職員間のコミュニケーションという課題を解決するために、どのような職員になればよ

いのかということについて議論を行いました。 

課題解決のために職員に求められる要素として、「コミュニケーションの向上」「情報共有」「教

員との関わりが必要」などの意見があり、これらの意見を「ホウレンソウ」という言葉でまとめ

ました。また、職員の具体的な能力についても話が及び「職員一人ひとりの個性化」も必要では

ないかという認識に至りました。 

最後に、職員の将来像としては、「ホウレンソウ」、「職員一人ひとりの個性化」というキーワー

ドをもとに、各自が「未来の自分シート」を作成し、それを読み上げることで、今後の実行を誓

い合いました。 

 

 

10 班（ファシリテーター・京都大学 中村 敦朝さん） 

 

都心にある大規模な大学から地方にある教育大学まで、課題や状況が違う参加者が集まってい

たので、まず「所属している大学の特長と課題」について一人ずつ話しました。 
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次に、「国立大学の将来像」の議論になり、「地域に根ざした活気のある大学」、「大学が所在し

ている地域以外でも知名度のある大学」と、求められる役割が違う中で、様々な意見がでました

が、「学生・教員・職員のコミュニケーションがとれた大学」、「地域や学生に愛される大学」など

共通の目標が出て、「愛校心」というキーワードについて話しました。 

参加者それぞれが自分の大学をより良くしたいという強い思いを持っており、「愛校心がある大

学にするべき」、そのために私たち職員は「積極的に情報収集や発信をする」、「自分で考えて行動

する」、「学生や教員に頼られるプロフェッショナルになる」ことが必要という意見で一致しまし

た。 

 

 

11 班（ファシリテーター・東京工業大学 高橋 武さん） 

 

主に大学職員の将来像について深く議論し、「大学職員は、大学全体を変える【きっかけ】にな

っていく」という意見でまとまりました。 

また、今後は、この分科会Ⅱの内容だけでなく、第 3 回コクダイパン会議の中で得られたヒン

トやアイディアをもとに行動し、その結果生じた「こんな成果を得ることができた」や「こんな

課題にぶつかってしまって…」という気づきや発見について、次回のコクダイパン会議でお互い

に報告することを約束しました。 

なお、「大学職員は、大学全体を変える【きっかけ】になっていく」ために必要なステップアッ

プの内容について、以下のとおり、全員で合意しました。 

・ステップ 1 

勤務して 1年目の気持ちや大学職員になった頃の原点を思い返して、「組織（大学）や人（職員）

に興味を持ち続ける」こと。 

・ステップ 2 

仲間と共有できる目的や目標を据えて、アウトプットを意識しつつ行動すること。その際、横

のつながり（コクダイパン仲間もその一つ）を生かして、例えば、勉強会や施設見学会、ランチ

ミーティングなどの取組の成功事例も失敗事例も参考にすること。 

・ステップ 3 

自分の取組事例をアウトプットして他の方の先回り（糧）にし、これらの取組を継続すること。 

 

 

12 班（ファシリテーター・神戸大学 土橋 慶章さん） 

 

議論では、国立大学の使命として、市場原理では供給されない教育研究分野、1 地域だけでは

一定規模に達しないがもう少し広く見たときに必要とされるニーズ、その地方だけでは目立たな

いが全国レベルで見たときの不合理な格差、新しく大学に求められるようになったニーズへの対

応などが挙げられました。 

ただ、一つの大学がすべてをやるのは恐らく今後難しく、どういう分野や内容に絞るかは各大

学の判断になるだろうけれども、何らかの形でそういう特定の方向に力点を置いた形へシフトし
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ていくことが必要になるのではないかという話になりました。 

そのような意思決定に当たっては、そこで長く働き、また、固有の教育研究分野にとらわれな

い事務職員だからできることもあるのではないか。そのためには、職員（たたき上げ）が理事や

事務局長などの経営責任を負う立場を目指すのも一つの姿だし、形は今のままでも、必ずしも担

当と自分の専門分野が一致するとは限らない理事の先生方の意思決定をしっかりと支えることが

出来る事務組織でありたいとの意見がありました。 

そうした職員になるための議論が活発に行われ、「いろいろな視角からものごとを見る力」や「コ

ミュニケーション力」が必要、その上での専門でなければ真の強みとはならない。そのためには、

若いうちにいろいろな仕事や学外の機関を経験することが有効だが、法人化後、早くからのスペ

シャリスト志向が過度に強くなったり、他機関との交流が減ったり、その機会が少なくなってい

るのではないか。コクダイパン会議や各種の勉強会などはその代替となりうるが、これは企画者

や参加者が自ら行動したから実現したものであり、大学の将来像のためにも、職員の将来像を得

るためにも「行動力」が大切になるといった意見にまとまりました。 

 

 

13 班（ファシリテーター・小樽商科大学 河崎 智之さん） 

 

最初に、自己紹介を終えたあと、国立大学の特長と課題について意見交換をした結果、国立大

学の将来像を大きく「組織」、「人材育成」、「地域」の三つの区分から導き出すことにしました。

将来像を話し合った結果、それぞれ以下のようなキーワードに集約しました。 

「組織」……… ・一体感のある組織 

 ・風通しのよい組織 

 ・透明性が高い組織 

 ・機動力のある組織 

 ・活力ある組織 

「人材育成」… ・個人の向上心と組織の「人を育てたい！」という想いが合わさった人材育成 

 ・正当な評価を受けられる体制作りができていること 

「地域」……… ・「郷土愛」を持っている 

 ・地域と一体になった広報ができている 

 ・開かれた大学作り 

 ・自ら足を運ぶ関わりがある 

 ・街づくりへの参加 

 ・自然・産業を活かす関わりをする 

続いて、国立大学の将来像に基づいて、国立大学職員として何ができるのか、について話し合

いました。当班は、いわゆる地方大学がほとんどであったため、議論は、大学をいかに地元に根

付かせるか、市民・地域にどのように役に立てるか、といったことが話題の中心となりました。 

議論の結論としては、地域への郷土愛をベースに、自らが向上心を失わず、フットワークの軽

い取組を一つ一つ行っていくことが重要ではないか、ということになりました。 
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14 班（ファシリテーター・京都大学 野尻 知江さん） 

 

 最初に、自大学の特長や課題の発表を含めた自己紹介からスタートしました。数多くの参加者

が特長として挙げた地域への貢献、大学の情報発信をキーワードに、広く社会に開かれた大学と

して地域や世界とどうつながっていくかを議論しました。 

 議論を進める中で、各大学の意義・価値を伝えることを考えると、大学の規模、地域により様々

な特長があり、そうした背景を踏まえた上で、大学に進む方向性を設定する必要性があるとの共

通認識が生まれました。 

 ただし一方で、地域に重点を置くならば、国立大学である意義は何か、公立大学ではいけない

のかとの議論が始まり、基礎研究や人材育成等の基盤確保の観点から国立大学でなければならな

いとの意見が示されました。 

 その後、各国立大学において、自分たちがどのような職員になりたいかという議論となり、 

 ①専門性を高め、教員と対等に会話し、企画や経営を担える職員 

 ②大学に対する愛校心を持ち、発信力のある職員。学生や教員に信頼される職員 

 ③文部科学省の異動官職に依存せず、学内で課長や部長、学長になれるような職員 

 ④大学に新しい風を入れられるような職員 

の 4 点の職員像が示され、大学内でも大学外でも情報の共有、集積と発信、コミュニケーション

の充実を図っていこうとの結論が導き出され、最後に「何十年後に学長会議でお会いしましょう」

の言葉で議論が締めくくられました。 

 

 

15 班（ファシリテーター・鹿児島大学／日本学術振興会 穂積 勇起さん） 

 

 ここで取り上げた課題は、大学内で事務職員の立場が弱いという点でした。この課題に対して、

「事務職員と教員のお互いが提案し合える大学」という将来像を設定しました。 

 この将来像を達成するために事務職員に必要なものとしては、大きく分けて「専門的能力を高

めること」、「人間関係を強固にすること」が挙げられました。 

 前者については、現状での大学での物事の決定プロセスに事務職員が入ることができないのは

教員と比較して能力に欠けているためという問題意識があり、それを改めるには運営に求められ

る各種業務への専門的能力の育成が必要という意見がありました。その具体的な策として現状の

ゼネラリスト育成型の人事制度の改革、研修の充実などが挙げられました。 

 後者については、教員と事務職員とで、それぞれ異なる意味で必要との意見がありました。教

員に対しては相互の信頼感を醸成するため、事務職員に対しては現状の能力が低いからこそ職員

同士での協力体制が必要という意見が寄せられました。具体的な策としては、業務のやりとりを

電子メールや学内便に任せるのではなく、できる限り書類の類は持っていき、対面でのコミュニ

ケーションを心掛けることが挙げられました。 

 

 

 

23



 
 

16 班（ファシリテーター・文部科学省／富山大学 八木 麻理子さん） 

 

 最初に、参加者一人ひとりが自大学の特長と課題をそれぞれ付箋に書き、それを模造紙に貼り

付けながら発表することから始めました。 

 挙げられた主な特長は「国際交流」、「地域連携」、「教育」、「研究」、「大学としての一体感・学

校文化」に関すること、主な課題は「上の世代（上司）とのコミュニケーション」、「人材育成、

意識改革」、「知名度、特色の向上」に関することでした。 

 その後の議論では、「フォーマル、インフォーマルの両面から周囲への働きかけが必要」、「周囲

を変えるために、まずは自ら実践することが重要」、「大学としての特色を打ち出すことで学内の

愛校心が育まれ、意識改革にもつながるのでは」など、活発な意見交換が行われ、「自分たちは、

将来係長になったら部下を啓蒙できる上司になろう」とまとまりました。 

 

 

《コラム③》特別企画 大学ブランドグッズ全国物産展 

 

【1日目】 

当日の朝、受付近くで物産展の出展物を受け付けました。どのくらい持ってきて頂けるか不安

だったのですが、自費での購入にもかかわらず、全国各地から多数の大学ブランドグッズが集ま

りました。その多数のグッズを、懇親会会場の入口近くに並べ、懇親会会場に入る際に自由に見

て頂きました。懇親会が始まり、盛り上がってきたところで、大学ブランドグッズの PR タイム開

始。舞台に上がって頂き、各大学のブランドグッズを熱くアピールしてもらいました。 

お持ち頂いたグッズのうち、飲食物は PR タイム終了後に試食コーナーへ移動。お酒、お菓子の

味を懇親会参加者のみなさんにその場で味わって頂きました。 

 

【2 日目】 

分科会Ⅱの発表終了後に特別企画として、集まった大学ブランドグッズのプレゼント会を行い

ました。コクダイパン会議の目的の一つ「ネットワーク作り」を積極的に行った方にプレゼント

をという事で、名刺交換をした枚数が多い方に壇上に上がって頂き、好きなグッズをお持ち帰り

頂きました。その後、参加者名が入ったくじを引き、当たった方にグッズをお渡ししました。当

たった方は、その大学や地方でしか買えないレアなグッズをお土産にできたと思います。 

大学ブランドグッズを通して、大学の特長やみなさんの大学愛を感じることができました。 

 

■大学ブランドグッズを提供頂いた大学■ 

帯広畜産大学、小樽商科大学、岩手大学、秋田大学、福島大学、宮城教育大学、山形大学、筑波

大学、東京大学、東京海洋大学、東京芸術大学、横浜国立大学、富山大学、金沢大学、福井大学、

信州大学、山梨大学、京都大学、京都工芸繊維大学、大阪大学、神戸大学、島根大学、広島大学、

岡山大学、山口大学、佐賀大学、大分大学、鹿児島大学 （計 28 大学） 
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小樽商科大学

・商大くんストラップ
・商大くんうちわ

秋田大学

・日本酒セット

岩手大学

・りんごジュース
・みそ
・がんちゃん根付

大学ブランドグッズ一覧
※登録票の提出があったものはグッズ名を記載

・がんちゃん根付
・がんちゃん扇子
・がんちゃんポロシャツ
・がんちゃんポシェット
・がんちゃんクリアファイル
・がんちゃんノート
・がんちゃんうちわ

宮城教育大学山形大学

・学長せんべい
・ロゴ入りシャープペンシル

福島大学

・そば焼酎
福島の風出逢い

筑波大学

・桐の飴
・クリアファイル
・ノート
・ハンカチ

東京大学

・泡盛「御酒（うさき）」
・蓮花オードパルファム
・乾杯式アミノ酸

東京芸術大学

横浜国立大学

・オリジナルキティ
・カップ麺
・サブレ
・タンブラー

東京海洋大学

・キューピー

・タンブラー

山梨大学

・ワイン（赤）
・ワイン（白）

信州大学

・信大まんじゅう
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京都大学

・ベニクラゲ音頭
・ブルーナイル
・ホワイトナイル

富山大学

・おわら桑摘み茶
・薬膳カレー
・完熟みそラーメン

金沢大学

・マグカップ
・クリアファイル
・あぶらとり紙
・金大せんべい
・たべまっし（お菓子）

福井大学

京都工芸繊維大学

・CHIP-CAP

・ルビーナイル
・ハンカチ
・キューピー（男子学生）
・キューピー（女子学生）
・総長カレー

大阪大学

・ボールペン
・グランウドプラン
のクリアファイル
・ノートブック
・ゴーフレット
・グラウンドプラン
・阪大飴

神戸大学

・らんらんチップス
・神大飴
・ファヤージュ
・神戸の香
（レギュラーコーヒー）
・ボールペン
・ポストカード
・瓦せんべい

岡山大学島根大学

・芋焼酎
・ビビットクッキー
・ビビットせんべい

広島大学

・キューピー
・シャープペンシル
・日本酒
・うちわ（竹）

山口大学

・まんじゅう
・清酒
「純米大吟醸 長州学舎」

・うちわ（竹）
・うちわ（プラスチック）
・ノート
・クリアファイル

大分大学佐賀大学

・日本酒「悠々知酔」
・ハンカチ
・ボールペン
・シャープペン
・メモ帳
・付箋
・マグカップ
・うちわ

鹿児島大学

・焼酎「きばいやんせ」
・焼酎「天翔宙」
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Ⅱ－7 2 日目クロージング全体会 

 

クロージングに先立ち、参加者は各人の決意を書き込んだ「未来の自分シート」を、あらかじ

め用意していた大きな日本地図の各々の大学の所在地の近くに貼りました。2 枚作成したカード

の方は持ち帰り、会議で立てた目標を折に触れて思い返せるようにしました。 

 

 

『未来の自分シート』が貼られた日本地図 

 

2 日目クロージング全体会は、参加者の思いが詰まったこの日本地図を壇上に掲げて行われま

した。まず、分科会Ⅱのファシリテーターの方から各班での議論の様子を簡潔に報告していただ

きました。 

続いて、この 2 日間の総括を行いました。今回の会議のテーマを「国立大学の将来像」、「国立

大学職員の将来像」とした背景、そして分科会Ⅰ、Ⅱでどのような議論を行ったのかを確認しま

した。分科会Ⅱに関しては、各班の議論のまとめとして、私たちの大学の将来像と、それを実現

するためにできることについて、「大学の使命を認識すること」、「大学を知ること」、「コミュニケ

ーション」、「地域貢献」などのキーワードが浮かび上がりました。 

そして今後、私たちが各大学で取り組むこととして重要と考えられることを以下の 2 点にまと

めました。 
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最後に、私たちは「未来の自分シート」に表明した目標に向けてたゆまぬ努力を続けていくこ

と、1 年後にその成果を持って再び集まることを確認して、第 3 回コクダイパン会議は閉会しま

した。 

 

 

・大学の構成員同士の相互理解を深めること 

相手の立場を理解し、気を配りつつ仕事を進めることは、相互の信頼関係の構築に

つながります。 

 

・自分たちの役割を知ること／意識すること 

自分たちは何をすべきなのか、日々何のために頑張っているのかを意識すること、

それが私たちの行動する原動力になります。 
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Ⅲ アンケート結果及び会計報告 

 

Ⅲ－1 アンケート結果 

 

アンケートは参加者 175 名中 150 名の方に回答していただきました。（回収率 86％） 

 

1-1．所属大学における、コクダイパン会議開催の周知状況を教えてください。 

1. メールによる周知（92 件） 

2. 学内掲示板・HP への掲載（41 件） 

3. 紙媒体での配布・回覧（18 件） 

4. その他の方法（11 件）…（研修中のアナウンス、勉強会での周知、口コミ等） 

5. 学内での周知はなかった（11 件） 

学内での周知がなかったとの回答が 1 割以下と、ほとんどの大学で何らかの周知が行われてい

たようです。 

 

1-2．所属大学において、コクダイパン会議出席に対する何らかの支援はありましたか？ 

1. 旅費の支給（一部・全部）（57 件） 

 1-1．一部（4件） 

 1-2．全部（47 件） 

2. 参加費の支給（一部・全部）（13 件） 

 1-1．一部（3件） 

 1-2．全部（8件） 

3. その他の支援（7件）…（振替休日、出勤扱い、超勤対応、宿泊費、声援、ワニ等） 

4. 特に支援はない（90 件） 

約 3 分の 1 程度の参加者が何らかの支援を受けており、コクダイパン会議の認知度が広がって

いることがうかがえます。 

 

1-3．第 3回コクダイパン会議のことは何を通じて知りましたか。 

1. コクダイパンの HP 又はブログ（32 件） 

2. コクダイパンの ML（33 件） 

3. 大学からの通知（58 件） 

4. 国マネ研からの通知（5件） 

5. JUAM からの通知（1件） 

6. 友人・知人から（57 件） 

7. その他（5件）…（大学職員 SNS、学内勉強会の ML 等） 

コクダイパン会議からの案内や大学からの通知と同様に友人・知人からの草の根のアナウンス

も広がっていることがうかがえます。 
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1-4．会議に出席することによって、貴方が「得たい・身につけたい」と考えたものの中で、もっ

とも当てはまるものを一つ選んでください。 

1. 仲間・人脈（73 件） 

2. モチベーションや新たな目標（47 件） 

3. 新たな視点やアイディア（51 件） 

4. 自主性・積極性（7件） 

5. その他（4件）…（他大学の状況、熱、意識の格差の解消、刺激等） 

約半数の方が「仲間・人脈」と回答され、全国から国立大学の一般職員が集まる点を重視され

ていたようです。 

 

2-1. 分科会Ⅰについて、良かった点・改善が必要な点を教えてください。 

 ・時間が短かった（63 件） 

 ・多数の事例が聞けた（34 件） 

 ・他大学の取組を知ることができた（29 件） 

 ・報告の時間配分に問題あり（29 件） 

多数の事例が聞けたという回答が多い一方で、時間が短い・時間配分に問題がありとの意見も

非常に多く、多くの参加者がもっと深い議論を望まれていたようです。 

  

2-2. 分科会Ⅱについて、良かった点・改善の必要な点を教えてください。 

 ・活発な議論・意見交換ができた（64 件） 

 ・他大学の状況等を知ることができた（21 件） 

 ・議論が抽象的になりがちであった（14 件） 

 時間が 3 時間あったことから、活発かつ充実した議論ができたとの意見が多く、また他大学の

状況や、大学に共通する課題を知ることにより、自大学を客観視することができたとの意見も多

く頂きました。 

 

2-3. その他会議全体に関する意見をお願いいたします。 

会議が楽しかったとの感想、また実行委員、サポーター等への感謝のコメントを数多く頂きま

した。その他にも各分科会や会議全体の進行などに関する改善点や次回に向けた提案等の意見も

頂きました。 

 

2-4．会議に出席することによって、貴方が「得られた、身に付けることができた」と考えるもの

の中で、もっとも当てはまるものを選んでください。 

1. 仲間・人脈（51 件） 

2. モチベーションや新たな目標（47 件） 

3. 新たな視点やアイディア（44 件） 

4. 自主性・積極性（9件） 

5. その他（1件）…（己の無知） 
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1-4.に比べると、「モチベーションや新たな目標」、「新たな視点やアイディア」の割合が増えて

おり、新たな仲間との出会いにより、新たな気づきが生まれたことがうかがえます。 

 

3-1. 今回の会議を受けて、職場に戻ってからやってみたい活動 

・勉強会の開催、改善（43 件） 

・業務の見直し、改善（40 件） 

・自己啓発、業務に取り組む姿勢の見直し（37 件） 

 職場で（若手）勉強会を開催したいという参加者が多く、また、分科会Ⅰでの事例報告を踏ま

えて、自らの業務や業務に取り組む姿勢の見直し、または職場でのコミュニケーションの充実を

図りたいという意見も多数見られました。 

 

3-2. 今後のコクダイパン会議で取り上げてほしいテーマ 

・今回のテーマの継続を希望（10 件） 

・研修、キャリア開発などの人事制度、人材育成（9件） 

・特定の大学の成功事例を題材にした事例研究（8件） 

 この他にも、教職協働、大学間連携、メンタルヘルス、環境問題、中期計画、地域連携、病院

等が挙げられました。 

  

4. その他 

・軽い気持ちで訪れましたが、本当に来てよかった！！と思いました。まだ全然仕事のこと・大

学のことがわからず、来年もし出られたら、もっとレベルアップできるように、まずは日々の仕

事を頑張りたいと思います。 

・全国の大学一般職員も自分と同じ気持ちなんだろうか。そんな心構えで臨んだ今回コクダイパ

ン初参加。想像以上の熱い想いをもらいました。実行委員の皆様、本当にありがとうございまし

た。 

・初参加で敷居が高いのではと心配でしたが全然そんなことはなく、普段だったら知り合いにな

れないような人達と出会えたことが最大の収穫でした。 
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Ⅲ－2　会計報告

第３回コクダイパン会議会計報告

（単位は円）

収入の部 支出の部

　　【前回からの繰越】 131,739 印刷費 207,430

当日配布資料 36,280

会議参加費 414,500 報告書 171,150

1日目のみ参加 27,000

2日目のみ参加 7,500 通信費 84,840

両日参加 380,000 （報告書送付代）

懇親会費 492,000 飲食費 119,250

（2日目昼食）

備品費 93,393

パングッズ 40,198

その他 53,195

設備費 4,100

（HP用サーバーレンタル費用）

懇親会費 480,000

【次回への繰越】 49,226

計 1,038,239 計 1,038,239

※懇親会費は、大学生協の好意により、160名分の支払い（参加者は164名）
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第３回 国立大学一般職員会議 ～未来を語ろう、探そう、ともに見つけよう～ 

実 施 要 項 

 

１．目 的 

 将来の国立大学を担う私たち一般職員（係長級以上を除く職員）が自発的に集い、国

立大学の将来像やそれを実現するために乗り越えなければならない多様な課題について

ともに議論し、将来像を実現するための具体的方策、大学を構成する一員としての私た

ちの行動計画などを考えていきます。 

 このことを通じて、私たち一人ひとりが将来の国立大学のキーパーソンとなるべく、

自らで必要な資質を考え、培い、行動していくための一助とすること、参加者相互の協

力や意見・情報交換のためのネットワークを作り、広げていくことを目的とします。 

 

２．主 催 

 国立大学一般職員会議実行委員会 

 ※以下の国立大学一般職員有志による自発的な組織です。 

 〔実行委員〕 

井上 恵子（神戸大学）、鵜川 健也（東京大学）、小野里 拓（東京大学）、 

川元 美和（京都大学）、坂本 瑞絵（愛媛大学／文部科学省研修生）、 

佐藤 裕文（岩手大学）、成田 泰士（神戸大学）、野田 智子（京都大学）、 

花岡 宏亮（大阪大学）、樋口 瞳（横浜国立大学／文部科学省研修生）、 

日野 智仁（奈良先端科学技術大学院大学）、藤島 寛子（長崎大学）、 

松村 典彦（金沢大学／文部科学省研修生） 

以上 13名 

 

３．日時・会場 

 〔日時〕 

１日目：平成 21年 8月 1日（土） 13:30 ～ 18:40（予定） 

２日目：平成 21年 8月 2日（日）  9:15 ～ 14:00（予定） 

※１日目会議終了後に懇親会を行います。 

 〔会場〕 

  神戸大学 六甲台キャンパス百年記念館六甲ホール 

   （参照 URL：http://www.kobe-u.ac.jp/info/access/rokko/bun-ri-nou.htm） 

   〒657-8501 神戸市灘区六甲台町 1-1 

   連絡先：078-803-5294（当日のみ） 
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４．主な内容 

 第３回となる本会議では、主に「国立大学職員としての私たちの将来像」、「国立大学

の将来像」について考えていきます。そして、将来像の実現に向けて私たち一人ひとり

にできることをともに考えるための「学びの場」、「議論の場」とします。 

 

○１日目  ～あなたはどんな職員になりたいですか？～ 

（１）分科会Ⅰ 

 参加者による各大学等での取組事例の紹介とそれに基づく議論をワークショップ形

式で行います。 

 事例紹介のテーマとしては、教育・研究・社会貢献に関する取組み、業務時間内外

の自己啓発に向けた取組み、それぞれの職場での業務改善に向けた取組みなど、多様

なテーマを設定したいと考えています。 

 議論を通じて国立大学職員としての目標や理想像を考え、また私たち一人ひとりが

職場に戻ってからできることについて「気づき」を得られればと考えています。 

（２）全体会 

 参加者各人が今後なりたい職員像やその実現についてより深く考えていけるように、

紹介された取組事例、それを踏まえた議論の内容や得られた「気づき」を参加者全員

で共有します。 

 

○２日目  ～あなたは自分の大学をどんな大学にしたいですか？～ 

（１）分科会Ⅱ 

 １日目の議論を踏まえつつ、国立大学の将来像について 10名程度の小グループで議

論します。最初に参加者一人ひとりが「自分の所属大学の特長と課題」を発表し、そ

れをもとに「自分たちの大学をどんな大学にしていきたいか」を議論します。さらに、

その実現に向けた私たち一人ひとりの行動計画を考えていきます。 

（２）全体会 

 各グループでの議論、行動計画等を発表します。 

 そして、２日間の議論をもとに、全体としての課題、私たちの取るべき行動、さら

に国立大学一般職員会議の今後の方向性を確認します。 

 

５．参加対象者 

 国立大学に所属する一般職員（係長級以上を除く） 
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６．参加申込方法 

 国立大学一般職員会議ホームページ（http://kokudaipan.info/）の「参加する」のページ

に掲載されている「参加申込用紙」に必要事項を記入し、国立大学一般職員会議実行委

員会メールアドレス（info@kokudaipan.info）までお送りください。 

 締切は平成 21年 7月 6日（月）とします。 

 

７．参加費 

 〔会議費〕（資料等の印刷費、グッズ作成費、２日目の昼食費などの実費額です） 

  ２日とも参加：2,500円 

  １日目のみ参加：1,500円、２日目のみ参加：1,500円 

 〔懇親会費〕 

  3,000円 

 ※いずれも、当日に受付にて徴収します。 

 

８．今後のお知らせ 

 実行委員によるブログ（http://blog.kokudaipan.info/）を開設しています。分科会テーマ

の詳細など、今後のお知らせは随時ブログに掲載します。 

 

９．実行委員会の連絡先 

 メールアドレス：info@kokudaipan.info 

 会議に関するご意見、ご質問など、お気軽にお寄せください。 

 なお、電話、FAX等によるお問い合わせには対応できませんので、ご了承ください。 
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第３回 国立大学一般職員会議 日程表（予定） 

 

【１日目】 

時刻 進  行 内  容 会  場 

13:00 開場・受付  六甲ホール 

13:30 

 

14:30 

全体会 

オープニング 

会議の趣旨説明 

分科会Ⅰへの問題提起 

六甲ホール 

14:45 

 

 

17:35 

分科会Ⅰ 

 (1) 14:45～15:35 

 (2) 15:45～16:35 

 (3) 16:45～17:35 

ワークショップ形式で参加者

の事例報告をもとに議論 

グループごとに設定

（未定）。 

17:50 

 

18:40 

全体会 

分科会Ⅰ報告 

１日目の総括 

２日目に向けて 

六甲ホール 

19:00 懇親会   

 

【２日目】 

時刻 進  行 内  容 会  場 

 8:45 開場・受付  六甲ホール 

9:15 

 

9:30 

全体会 分科会Ⅱへの問題提起 六甲ホール 

 9:45 

 

12:45 

分科会Ⅱ 
小グループに分かれて議論 

分科会報告の作成 

グループごとに設定

（未定）。 

 昼食・特別企画（予定）   

13:30 

 

14:00 

全体会 

分科会Ⅱ報告 

２日間の総括 

今後の方向性の確認 

六甲ホール 
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★ 参加申込方法：「info@kokudaipan.info」までメールでご送付ください。《 平成21年７月６日(月)締切 》

★ メールの件名は、「第３回コクダイパン会議：大学名、氏名」としてください。

第３回国立大学一般職員（コクダイパン）会議【参加申込用紙】

ID　※実行委員会使用欄

氏　名（漢字）

氏　名（かな）

所属大学

所属部署

職　名

大学職員としての勤務年数（○○年目）
　　　　　　　　　　　　　（※半角数字）

メールアドレス

過去のコクダイパン会議への参加状況

自己紹介など、一般職員（パン）仲間へ
のメッセージをお願いします。［100字以
内］

参加日程

懇親会（１日目）参加の有無

①小さなことでよいので、大学をより良
くするために取り組んだ事例について具
体的に教えてください。
（うまくいった点、反省点、波及効果な
ど）

※採用後間もない等で実際の行動を書くことが難しい
方は、これから取り組みたいと思っている内容を記入
していただいても結構です。

②上記①の取組事例を分科会Ⅰ（１日
目）で紹介してみませんか？

③分科会Ⅰにおいて、参加者間で話した
り聞いたりしてみたいテーマや課題は何
ですか？

※このアンケートに基づき、当日取り上げるテーマを
設定します。

Ⅰ
・
Ⅱ
共
通

「今なりたい自分（理想の職員像）」に
ついて教えてください。

①所属大学の特長と課題を教えてくださ
い。

※当日の議論をより良くするため、参加される前にご
自身のお考えについて整理していただくとともに、そ
の内容について教えてください。

②所属大学を将来どのような大学にした
いですか？①を踏まえて、あなたの夢を
教えてください。

会
議
全
般
に
つ
い
て

コクダイパン会議に何を求めますか。
（当日の会議内容に関する要望や実行委
員会へのご意見等について、自由にご記
入ください）

ありがとうございました。当日お会いできることを実行委員一同楽しみにしています。

※参加申込用紙に記入された内容は、国立大学一般職員会議の企画及び運営以外の目的には使用いたしません。

＜参加申込用紙は、平成21年７月６日（月）までに「info@kokudaipan.info」までメールでご送付ください。＞

分
科
会
Ⅱ
に
つ
い
て

プ
ロ
フ
ィ
ー

ル

参
加

日
程

分
科
会
Ⅰ
（

事
例
報
告
→

議
論
）

に
つ
い
て
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1

～未来を語ろう、探そう、ともに見つけよう ～

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

［司 会］
野田 智子（京都大学）/日野 智仁（奈良先端科学技術大学院大学）

2

参加申込者の状況について

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

3

参加申込者数と地域分布

第２回参加者数の
約１．５倍!!

4

参加申込者の勤務年数と担当業務

5

参加申込者紹介について

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

6

北海道地区からお越しの皆さん!!

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

小樽商科大学
帯広畜産大学
北見工業大学
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7

東北地区からお越しの皆さん!!

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

岩手大学
東北大学
宮城教育大学

秋田大学
山形大学
福島大学

8

関東地区（東京以外）からお越しの皆さん!!

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

筑波大学
宇都宮大学
千葉大学
横浜国立大学

9

東京地区からお越しの皆さん!!

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

東京大学
東京芸術大学
東京工業大学

東京海洋大学
お茶の水女子大学
一橋大学

10

北陸甲信越地区からお越しの皆さん!!

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

富山大学
金沢大学
福井大学

山梨大学
信州大学

北陸先端科学技術大学院大学

11

東海地区からお越しの皆さん!!

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

静岡大学
名古屋大学
愛知教育大学
岐阜大学

12

近畿地区からお越しの皆さん!!

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

滋賀大学
滋賀医科大学
京都大学

京都工芸繊維大学

大阪大学
兵庫教育大学
神戸大学
奈良女子大学

奈良先端科学技術大学院大学
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13

中国地区からお越しの皆さん!!

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

島根大学
岡山大学
広島大学
山口大学

14

四国地区からお越しの皆さん!!

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

徳島大学
香川大学
愛媛大学

15

九州地区からお越しの皆さん!!

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

九州大学
佐賀大学
長崎大学

大分大学
宮崎大学
鹿児島大学

鹿屋体育大学

16

沖縄地区からお越しの皆さん!!

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

琉球大学

17

実行委員＆サポーター
の紹介について

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

18

第３回コクダイパン会議実行委員：13名

井上 恵子（神戸大学）
鵜川 健也（東京大学）
小野里 拓（東京大学）
川元 美和（京都大学）

坂本 瑞絵（愛媛大学/文部科学省）
佐藤 裕文（岩手大学）
成田 泰士（神戸大学）
野田 智子（京都大学）
花岡 宏亮（大阪大学）

樋口 瞳（横浜国立大学/文部科学省）
日野 智仁（奈良先端科学技術大学院大学）

藤島 寛子（長崎大学）
松村 典彦（金沢大学/文部科学省）第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）
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19

第３回コクダイパン会議サポーター：11名

加賀 涼子（大阪大学）
濵﨑 拓郎（大阪大学）
耳川 綾乃（大阪大学）
酒井 悠助（京都大学）
中尾 剛（京都大学）
足立 隆昌（神戸大学）
金子 亮（神戸大学）
小板橋 佑一（神戸大学）
長濵 頼久（神戸大学）
美濃 恵（神戸大学）
守口 直美（神戸大学）

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日） 20

コクダイパン会議
設立の経緯や基本ルールについて

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

小野里 拓（東京大学）

21

コクダイパン会議設立の経緯・趣旨

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

22

コクダイパン会議基本ルール

（基本ルール１）

相手の意見を尊重する。

（基本ルール２）

全ての参加者が
議論に参加できるように気を配る。

（基本ルール３）

愚痴だけで終わらない。
問題の解決策や将来像の実現方法を考える。

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

23

全体の流れについて

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

24

（テーマ）
～ 未来を語ろう、探そう、ともに見つけよう ～

国立大学職員としての
私たちの将来像

国立大学の将来像

学びの場

議論の場

気づきの場

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）
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25

第３回コクダイパン会議：１日目

取組事例の紹介とそれに基づく議論を実施

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

分科会Ⅰ：ワークショップ

取組事例・議論の内容・得られた「気づき」を発表

一人ひとりが職場に戻ってから出来ることについて
「気づき」を得る

全 体 会

参加者全員で共有する

26

第３回コクダイパン会議：２日目

「自分の所属大学の特長と課題」の発表
「どんな大学にしていきたいか」を議論

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

分科会Ⅱ：グループ討議

全体会において各グループでの議論内容を発表

実現に向けた私たちの行動計画を考える

全 体 会

私たちの取るべき行動や
今後のコクダイパン会議の方向性を確認

27

日程について

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

28

第３回コクダイパン会議：１日目

８月１日（土）のスケジュール

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

１３：３０～１４：３０ オープニング全体会
１４：４５～１７：３５ 分科会Ⅰ
・１４：４５～１５：３５ （第１コマ目）
・１５：４５～１６：３５ （第２コマ目）
・１６：４５～１７：３５ （第３コマ目）

１７：５０～１８：４０ 全体会（六甲ホール）
１９：００～ 懇親会（生協ＬＡＮＳ）

29

第３回コクダイパン会議：２日目

８月２日（日）のスケジュール

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

０８：４５～ 開場
０９：１５～０９：３０ 全体会
０９：４５～１２：４５ 分科会Ⅱ
・昼食
・特別企画：大学ブランドグッズ★全国物産展★
１３：３０～１４：００ 全体会（六甲ホール）

30

みなさん、
楽しんでいきましょ～っ!!

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

※分科会Ⅰの実施場所は
理学部Ｚ棟・Ｙ棟です

理学部Ｚ棟・Ｙ棟

六甲ホール
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1

～ 未来を語ろう、探そう、ともに見つけよう ～

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

［司 会］
野田 智子（京都大学）/日野 智仁（奈良先端科学技術大学院大学）

2

分科会Ⅱファシリテーター
の紹介について

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

3

第３回コクダイパン会議ファシリテーター：16名

１班 西之園 直記（鹿児島大学）
２班 石橋 純一（佐賀大学）
３班 仲宗根 亮（琉球大学）
４班 鈴木 紀秀（福島大学）
５班 園田 圭一郎（宮崎大学）
６班 瀬尾 真暁（宮崎大学）
７班 広瀬 陽一（福井大学/文部科学省）
８班 長崎 真一（富山大学/富山商船高等専門学校）
９班 兼田 貴史（大阪大学）
１０班 中村 敦朝（京都大学）
１１班 高橋 武（東京工業大学）
１２班 土橋 慶章（神戸大学）
１３班 河崎 智之（小樽商科大学）
１４班 野尻 知江（京都大学）
１５班 穂積 勇起（鹿児島大学/日本学術振興会）
１６班 八木 麻理子（富山大学/文部科学省）第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）
4

コクダイパン会議
基本ルールについて

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

5

コクダイパン会議基本ルール

（基本ルール１）

相手の意見を尊重する。

（基本ルール２）

全ての参加者が
議論に参加できるように気を配る。

（基本ルール３）

愚痴だけで終わらない。
問題の解決策や将来像の実現方法を考える。

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）
6

２日目の流れについて

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）
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7

（テーマ）
～ 未来を語ろう、探そう、ともに見つけよう ～

国立大学職員としての
私たちの将来像

国立大学の将来像

学びの場

議論の場

気づきの場

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）
8

第３回コクダイパン会議：２日目

「自分の所属大学の特長と課題」の発表
「どんな大学にしていきたいか」を議論

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

分科会Ⅱ：グループ討議

全体会において各グループでの議論内容を発表

実現に向けた私たちの行動計画を考える

全 体 会

私たちの取るべき行動や
今後のコクダイパン会議の方向性を確認

9

第３回コクダイパン会議：２日目

８月２日（日）のスケジュール

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

０９：１５～０９：３０ 全体会
０９：４５～１２：４５ 分科会Ⅱ
・昼食
・特別企画：大学ブランドグッズ★全国物産展★

１３：３０～１４：００ 全体会（六甲ホール）

10

みなさん、
楽しんでいきましょ～っ!!

第３回コクダイパン会議

平成２１年８月１日（土）・２日（日）

※分科会Ⅱの実施場所は
理学部Ｚ棟・Ｙ棟です

理学部Ｚ棟・Ｙ棟

六甲ホール
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コクダイパン基本ルール 

 

 

 

国立大学一般職員会議実行委員会 委員一覧 

 

第 3 回 

井上恵子（神戸大学） 鵜川健也（東京大学） 

小野里拓（東京大学） 川元美和（京都大学） 

坂本瑞絵（愛媛大学/文部科学省研修生） 佐藤裕文（岩手大学） 

成田泰士（神戸大学） 野田智子（京都大学） 

花岡宏亮（大阪大学） 樋口瞳（横浜国立大学/文部科学省研修生） 

日野智仁（奈良先端科学技術大学院大学） 藤島寛子（長崎大学） 

松村典彦（金沢大学/文部科学省研修生）  

以上 13 名 

＜コクダイパン会議基本ルール＞ 

 基本ルール 1．相手の意見を尊重する。 

 基本ルール 2．すべての参加者が議論に参加できるように気を配る。 

 基本ルール 3．愚痴だけで終わらない。問題解決策や将来像の実現方法を考える。 
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