
（平成28年度）
本学と自治体・産業界等との協定に基づく連携実績一覧

協定先 協定書名 締結年月日 締結内容 事業実績等

名張市
名張市と皇學館大学との連携
に関する協定書

平成19年3月19日

（１）地域文化の振興
（２）福祉の推進
（３）生涯学習
（４）地域の活性化
（５）快適環境の創造
（６）その他必要な事項

（１）各種委員・講師等の教員派遣
　　⇒延べ31名。
（２）学生教育サポーター（3名）
（３）名張ふるさと講座の実施（年2回）
　　⇒①「倭姫命の伊勢巡幸と伊賀国 」　平成28年8月　6日(受講者数63名）
　　　 ②「美旗古墳群と伊賀の青墓」　　　平成29年3月25日(受講者数100名）

（１）各種委員・講師等教職員派遣　　学生委員派遣
⇒各種委員18名。講師派遣1名。
（２）伊勢市と皇學館大学との包括連携協定に基づく定期連絡会議
⇒平成29年2月9日。鈴木市長、清水学長他
（３）受託事業：外国人短期留学生招聘及び情報発信事業「伊勢と日本スタディプログラム」（産
業
観光部）
⇒平成29年2月19日～3月10日。
　米国、フランス、ドイツ、スペイン等11か国から外国人大学院生等14名が参加。
（４）受託事業「地域福祉計画推進事業」（福祉総務課）
⇒平成28年6月21日～29年2月28日。
（５）受託事業「運動効果検証及びルート検証業務」
⇒教育学部教育学科身体運動学研究室と共同で健康づくりのための市内
　 ウォーキングマップ作成・効果とルート検証。（健康課）
　平成28年4月1日～29年3月31日。
（６）教育委員会との連携
⇒総合型地域スポーツクラブ合同体験教室の実施
①陸上部、排球部、バドミントン部、サッカー部、硬式野球部、よさこい部、柔道部、空手部
　平成28年5月10日～平成29年3月31日
（７）1年次必修科目「伊勢志摩共生学」（地域学）１コマ（企画調整課）
⇒講師：伊勢市長　　～自治体と行政サービス ～
⇒学年：１年生全員他734名。
（８）インターンシップ 学生の受入 4名（産業社会実習4名・インターンシップ0名）
（９）学校ボランティア　(学校教育課)
⇒教員志望の学生が、伊勢市の小中学校や幼稚園において教育活動を支援。
⇒12校に本学学生43名参加。
（１０）教育学部生による小学校の出前講座実施
①生物学ゼミ（環境課）
　伊勢市内４小学校の2・3・6年生対象に実施。
　内1校は全学年対象でまちづくり協議会と連携し、土曜授業にて開催。
②国語教育学ゼミ（教育委員会）
　伊勢市内２小学校の3・4・6年生対象に実施。
（１１）伊勢市からの支援
　 建物の無償貸与「地域活動拠点スペースの無償提供」
　　⇒伊勢市観光文化会館「駅前ちょっとラボ」平成24年8月～
　　　 宇治山田ショッピングセンター内「まちなか研究室」平成28年12月～
（１２）大学COC事業
①伊勢志摩定住自立圏共生学Ⅰ
ゲスト講師（観光振興課・危機管理部・市民交流課・いせ出会い支援センター）
②伊勢志摩定住自立圏共生学Ⅱ　ゲスト講師（観光誘客課・市民交流課）
③伊勢志摩定住自立圏共生学運営会議　委員（企画調整課）
④自己点検・評価委員会　委員（企画調整課）
⑤COC事業公開シンポジウム　パネリスト（課税課）
⑥学生CLL活動（COC）
・伊勢河崎商家リノベーションプロジェクト（伊勢まちづくり株式会社）　学生12名参加。
・伊勢おもてなしヘルパープロジェクト（観光振興課）　学生4名参加。
・大湊歴史・防災プロジェクト（大湊町未来づくり委員会）　学生6名参加。
・ごみ分別ガイドブック作成事業（清掃課）　学生4名参加。

伊勢市
伊勢市と皇學館大学との連携
に関する協定書

平成20年7月11日

（１）地域文化の振興
（２）福祉の推進
（３）生涯学習の振興
（４）地域の活性化
（５）環境の保全・再生
（６）教育の充実
（７）その他必要な事項



（平成28年度）
本学と自治体・産業界等との協定に基づく連携実績一覧

協定先 協定書名 締結年月日 締結内容 事業実績等

みえ熊野学研究会 協定書 平成20年4月21日

（１）研究会の目的（東紀州地域のための官民協働の地域額シンクタン
クとして地域内外の研究者等をネットワーク化し、調査研究しその成果
を広く発表する）の達成。
（２）大学の教育活動、調査研究活動
（３）巡回講座、出前授業をはじめ各種活動など生涯学習の充実
（４）施設の利用
（５）必要と認める事項

（１）みえ熊野学講座への教員派遣
　　⇒延べ 2講座、2名。
　　　　①旅人の熊野：『浜木綿日記』を読む
　　　　②東紀州の自然と文化

三重県立博物館
皇學館大学と三重県立博物館
との連携に関する覚書

平成24年12月25日

（１） 三重県の文化振興における重要なパートナーとして、相互に連携
協力する。
（２）双方に連携協力・連携調整の窓口を設置し、連携協力体制を構築
する。
（３）双方が有する知的資産と、県内外の関連する歴史・文化資産の保
全及び活用方法について協議及び試行を行う。
（４）その他、双方の相互発展に関する事項について協力する。

⇒三重県総合博物館へ。

三重県社会福祉協議会
皇學館大学と三重県社会福祉
協議会との連携に関する協定
書

平成25年2月15日

（１）地域福祉推進活動に関すること
（２）地域福祉を担う人材の育成に関すること
（３）新たな地域連携のモデル構築に関すること
（４）その他前条の目的を達成するために必要と認められる事項

（１）各種委員・講師等の教員派遣
　　⇒延べ７名。

明和町
皇學館大学と明和町との包括
連携に関する協定書

平成25年3月25日

（１）地域の歴史や文化の振興に関すること。
（２）地域の活性化に関すること。
（３）教育の充実に関すること。
（４）福祉の推進に関すること。
（５）その他前条の目的を達成するために必要と認められること。

（１）各種委員・講師等の教員派遣
　　⇒延べ５名。
（２）学生派遣
・「斎王まつり」　　　　　　　 平成28年6月4、5日　　雅楽部　教員1名・学生10名
・公民館講座（寿大学）　　 平成28年12月15日　   落語サークル　学生1名
・公民館講座（女性教室）　平成29年2月21日　     落語サークル　学生1名
（４）大学COC事業
　　　　①伊勢志摩定住自立圏共生学Ⅰ　ゲスト講師（ 防災企画課）
　　　　②伊勢志摩定住自立圏共生学Ⅱ　ゲスト講師なし
　　　　③伊勢志摩定住自立圏共生学運営会議　委員（防災企画課）
　　　　④自己点検・評価委員会　委員（防災企画課）
　　　　⑤COC事業公開シンポジウム　パネリスト（農水商工課）
　　　　⑥インターンシップ
　　　　　・伊勢志摩共生学実習　　学生１１名参加
　　　　⑥学生CLL活動（COC）
　　　　　・明和町観光パンフレット作成事業　学生15名参加。
　　　　　・産学官連携日本酒プロジェクト　学生６名参加。

公益財団法人
三重こどもわかもの育成
財団

学校法人皇學館 皇學館大学
と公益財団法人三重こどもわ
かもの育成財団との
連携に関する協定書

平成25年11月1日

（１）乙における児童・青少年の育成推進活動に関すること
（２）甲及び乙における児童・青少年の育成を担う人材の育成に関するこ
と
（３）甲における課題解決学修やインターンシップ等を通じた人材の育成
に関すること
（４）その他前条の目的を達成するために必要と認められる事項

（１）学生ボランティア
⇒①こどもと楽しむまるごとサミット　平成29年4月29日　      学生26名
　 ②キッズおしごと広場　　            平成28年7月2日、3日　学生19名
　 ③スポーツレクリエーション2017　平成29年3月12日　　 　学生3名
　 ④むかしあそびっておもしろい！　平成29年3月25日、26日　学生3名
（２）インターンシップ受入　5名
（３）クラブ学生による親子向けステージ実施（わくわくミラクルフェスタ）
・アンサンブル部　平成28年5月4日（15名）、11月20日（17名）、平成29年1月29日（15名）
・レクリエーション部　平成28年6月12日（5名）
・奇術部　平成28年8月15日（5名）、11月5日（2名）
・よさこい部　平成28年11月5日（12名）



（平成28年度）
本学と自治体・産業界等との協定に基づく連携実績一覧

協定先 協定書名 締結年月日 締結内容 事業実績等

三重銀行
三重銀総研

皇學館大学と三重銀行及び三
重銀総研との人材育成に関す
る連携協定書

平成25年11月19日

（１）大学における地域課題解決学修（講師派遣・科目提供・実習施設紹
介等）やインターンシップ（派遣先紹介等）等を通じた人材育成に関する
こと
（２）大学の教育課程編成に係る地域ニーズやグローバル化を踏まえた
提言に関すること
（３）地域の活性化・地域産業の振興に関すること
（４）地域連携のモデル構築に関すること
（５）その他前条の目的を達成するために必要と認められること

（１）産学協働講座の開講
　　⇒三重銀総研が皇學館大学に講師及び教育プログラムを提供。
　　　 ①科目名：「グローバル化と地域の経済社会」（共通科目半期2単位）を春学期に開講。
　　　　　　　　　　　受講学生数23名。
　　　 ②科目名：「伊勢志摩定住自立圏共生学Ⅲ」（共通科目半期2単位）を秋学期に開講。
　　　　　　　　　　　受講学生数13名。
　　　 ③科目名：「伊勢志摩定住自立圏共生学Ⅳ」（共通科目半期2単位）を秋学期に開講。
　　　　　　　　　　　受講学生数19名。
　　　 ④就職対策講座（平成28年12月7日）　受講学生162名
（２）インターンシップ受入　３名
（３）学内企業説明会in四日市（平成29年3月14日）　企業24社、学生107名

百五銀行
百五経済研究所

皇學館大学と百五銀行及び百
五経済研究所との連携協定書

平成25年11月21日

１）大学における地域課題解決学修（講師派遣・科目提供・実習施設紹
介等）やインターンシップ（派遣先紹介等）等を通じた人材育成に関する
こと
（２）大学の教育課程編成に係る地域ニーズやグローバル化を踏まえた
提言に関すること
（３）地域の活性化・地域産業の振興に関すること
（４）地域連携のモデル構築に関すること
（５）その他前条の目的を達成するために必要と認められること

（１）産学協働講座の実施
　　 ⇒科目名：「地域再生論」（専門科目半期２単位）を春学期に開講。
　　　　　　　　　 外部有識者と学生を交え討論形式の授業を実施。
　　　　　　　　　受講学生数86名。
（２）学内企業説明会
　　⇒県内参加企業紹介、ブース出展
　　⇒平成29年3月7日・8日。参加企業32社、学生300名参加。
（３）人源輝業セミナーの開催。
　　⇒第５回（平成28年12月8日）：～里山、里川、里海を見つめて～　『幸せな地域とは』
（４）インターンシップ受入　３名

三重県農業大学校
皇學館大学と三重県農業大学
校との間における教育研究交
流に関する協定書

平成25年12月24日

（１）講義、実習及び共同研究等の実施とこれに伴う、学生、教員の交流
（２）大学と大学校が相互に関心を有する分野における人材養成及び人
材交流
（３）その他大学と大学校が共に、本協定の目的を達成するために必要
と認めた事項

（１）三重県農業大学校が、皇學館大学に講師及び教育プログラムを提供
　　　場所：三重県農業大学校
　　⇒①科目名：「作物栽培学講義」（専門科目半期２単位） 受講者数：20名
　　 　②「作物栽培学実習」（専門科目半期１単位） 　　　　　 受講者数：5名

三重県総合博物館
皇學館大学と三重県総合博物
館との相互協力協定書

平成26年2月26日

（１）双方の知的資産を活用し、三重に関連する地域資源の探求・保存
継承・活用発信を行うこと
（２）双方の知的資産、および三重に関連する地域資源を活用し、次世
代を育成する活動を行うこと
（３）双方が持つ知的資産を、相互に利用しやすくする取組を実施するこ
と
（４）他大学や園館、および関連ある団体とも連携を推進していく取組を
実施すること
（５）その他、両者が必要と認めること

（１）大学の学芸員養成課程への講師派遣
　　⇒「博物館概論」「博物館実習」「博物館資料保存論」「博物館資料論」への講師派遣と実習
の受入　受講学生のべ272名
（２）大学教育における三重県総合博物館保有資源の有効活用
　　　古文書調査　17名　2月28日～3月2日
（３）共同研究
　　　 銅鐸調査（科学分析）　平成27年～
（４）連絡推進会議の実施（3回実施）
（５）ワークショップ検討
　　　自然分野の連携ワークショップに関する協議　11月16日　6名
（６）企画展示検討
　　　卒展のMieMuでの展示に関する協議
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第三銀行

皇學館大学と第三銀行との地
域活性化と人材育成
に関する連携協定書

平成26年3月20日

（１）大学における地域課題解決学修（講師派遣・科目提供・実習施設紹
介等）やインターンシップ（派遣先紹介等）等を通じた人材育成に関する
こと
（２）大学の教育課程編成に係る地域ニーズやグローバル化を踏まえた
提言に関すること
（３）地域の活性化・地域産業の振興に関すること
（４）地域連携のモデル構築に関すること
（５）その他前条の目的を達成するために必要と認められること

（１）海外インターンシッププログラムの提供
　　⇒科目名：インターンシップ(1単位）
　　　 場所：中国　上海・蘇州
　　　 日程：平成29年3月6日（月）～3月10日（金）
　　　 参加：学生2名と引率教員1名
（２）皇學館大学学部教育課程の質的転換に関わる産業界等との連絡協議会の開催
　　⇒平成28年7月29日
（３）インターンシップ受入(15名）
（４）学内企業説明会への県内参加企業紹介
　　⇒平成29年3月7日・8日。参加企業32社、学生300名参加。

一般財団法人
東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会組織委
員会

協定書
平成26年6月23日

１）人的分野及び教育的分野での連携
２）オリンピック・パラリンピック競技大会に関わる研究分野での連携
３）オリンピック・パラリンピック競技大会の国内PR活動での連携
４）オリンピックムーブメントの推進及びオリンピックレガシーの継承に関
する連携

（１）2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における大学連携HPに掲載
https://tokyo2020.jp/jp/get-involved/university/

三重県
伊勢赤十字病院

三重県と伊勢赤十字病院及び
皇學館大学とのＥＰＡ（経済連
携協定）に基づく外国人看護
師候補者への支援に関する連
携協定書

平成26年8月25日

（１）外国人看護師候補者の日本語教育に関すること
（２）外国人看護師候補者の乙における就労研修に関すること
（３）外国人看護師候補者の看護師国家資格取得に向けた支援に関す
ること
（４）外国人看護師候補者受入施設（乙）の研修体制整備に関すること
（５）その他前各号の目的を達成するために必要と認められること

（１）外国人看護師国家資格取得に向けた日本教育支援の実施
　　⇒教育開発センターにて、ベトナム人2名を受入して日本語教育支援を継続的に実施。
（２）ＥＰＡ担当者会議開催　平成２8年11月２1日（月）
場所：伊勢赤十字病院
内容：受入に係る取組状況について、その他意見交換
出席者：三重県（地域医療推進課）、伊勢赤十字病院、田中病院、皇學館大学

公益財団法人
三重県文化振興事業団

公益財団法人三重県文化振
興事業団と学校法人皇學館
皇學館大学との生涯学習振興
に関する連携協力協定書

平成27年3月5日

(1)　三重県の生涯学習振興の支援に関すること
(2)　専門性を活かした高度な学習機会の提供に関すること
(3)　学校教育活動等における支援に関すること
(4)　インターンシップ等就業体験の受入に関すること
(5)　各種会議等への有識者派遣に関すること
(6)　その他前条の目的を達成するために必要と認められること

（１）講座開催
　　①みえアカデミックセミナーの開催
　　　a．日本人の信仰とその思想
　　　　平成28年7月10日（三重県総合文化センター会場）
　　　b．伊勢路と紀伊路－古道から昔のことを考えよう－
　　　　平成28年11月27日（紀北町東長島公民館会場）
　　②三重県×島根県×皇學館大学×三重県生涯学習センター
　　　　伊勢神宮、出雲大社　－ふたつの聖地のはじまりを巡る
　　　　平成28年10月22日（三重テラス会場）
（２）インターンシップ受入　2名
　　　a．2年生（1名）
　　　平成28年7月30日～9月10日（内10日間）
　　　総務部、三重県文化会館、三重県男女共同参画センター
　　　b．2年生（1名）
　　　平成28年7月30日～8月13日（内10日間）
　　　総務部、生涯学習センター、施設利用サービスセンター



（平成28年度）
本学と自治体・産業界等との協定に基づく連携実績一覧

協定先 協定書名 締結年月日 締結内容 事業実績等

三重県教育委員会
皇學館大学と三重県教育委員
会との連携協力に関する協定
書

平成27年3月20日

（１）大学における教員養成の充実に関すること
（２）相互の教職員の資質能力の向上に関すること
（３）相互の教育活動への支援に関すること
（４）高校教育と大学教育との接続に関すること
（５）学校における体育・スポーツの支援に関すること
（６）社会教育の充実及び文化財の保護に関すること
（７）その他大学と教育委員会が必要と認める事項

（１）各種委員・講師等の教員派遣　のべ12名
（２）大学における教員養成の充実に関すること
　　⇒①大学生等の教育アシスタント活用事業の実施及び紹介等　約100件
        ②大学生への教育実習事前指導の実施　平成28年4月13日
　　　 ③県教育委員会職員による教員養成課程の講座担当
　　　　　　 平成28年6月22日・7月13日・10月22日
　　　 ④教員採用選考試験説明会の実施 　平成28年5月11日・11月2日
　　　　　　　学生約150名/各回参加
（２）相互の教育活動への支援に関すること
　　⇒学力向上のための高校生ビブリオバトル推進事業の実施
　　　　（ビブリオバトルサークル「ビブロフィリア」）
　　　 ①県立高等学校へのビブリオバトル（書評合戦）普及
       ②地域大会（北勢、中勢、松阪、伊賀、南勢志摩、東紀州）の共催
       ③「高校生ビブリオバトル三重決戦201６」の共催

伊勢商工会議所
皇學館大学と伊勢商工会議所
との連携協定書

平成27年6月30日

（1）地域産業の振興及び創出による地域の活性化・雇用機会の
　　増大に関す　ること
（2）甲における地域課題解決学修やインターンシップ等を通じた
　　人材育成に関すること
（3）起業の促進、起業家の育成に関すること
（4）その他前条の目的を達成するために必要と認められること

（１）皇學館まちなか研究室の開設
（２）①検定お伊勢さん問題作成協力
　　 ②伊勢みやげに関する懇談会　平成２８年４月１９日、７月１４日
　　 ③伊勢音頭発展会　教員派遣
（３）「地域再生論」　ゲスト講師　（上島会頭）　平成2８年６月２２日
（４） ①伊勢・鳥羽地域就職セミナー　平成２９年３月１１日
           学生９０名参加
　　  ②伊勢市産業支援センター地元企業視察会　平成２９年２月２３日
　　       学生２４名参加。企業３社の視察実施。
（５）大学COC事業
　　　①CLL活動
　　　　・伊勢河崎商家リノベーションプロジェクト　学生１２名参加
　　　　・まちづくり新聞編集プロジェクト　学生２名参加

三重県
医療法人　田中病院

三重県、医療法人田中病院及
び皇學館大学とのＥＰＡ（経済
連携協定）に基づく外国人看
護師候補者への支援に関する
連携協定書

平成27年11月9日

（１）外国人看護師候補者の日本語教育に関すること
（２）外国人看護師候補者の乙における就労研修に関すること
（３）外国人看護師候補者の看護師国家資格取得に向けた支援に関す
ること
（４）外国人看護師候補者受入施設（乙）の研修体制整備に関すること
（５）その他前各号の目的を達成するために必要と認められること

（１）外国人看護師国家資格取得に向けた日本教育支援の実施
　　⇒教育開発センターにて、ベトナム人2名を受入して日本語教育支援を継続的に実施。
（２）ＥＰＡ担当者会議開催　平成２8年11月２1日（月）
場所：伊勢赤十字病院
内容：受入に係る取組状況について、その他意見交換
出席者：三重県（地域医療推進課）、伊勢赤十字病院、田中病院、皇學館大学

鳥羽市
皇學館大学と鳥羽市との包括
連携に関する協定書

平成28年1月27日

（１）　地域の歴史や文化の振興に関すること
（２）　地域の活性化に関すること
（３）　教育の充実に関すること
（４）　福祉の推進に関すること
（５）　その他前条の目的を達成するために必要と認められること

（１）各種委員・講師等の教員派遣
　　⇒延べ6名。
（２）大学COC事業
　　　　①伊勢志摩定住自立圏共生学Ⅰ　ゲスト講師（観光課）
　　　　②伊勢志摩定住自立圏共生学Ⅱ　ゲスト講師（農水商工課）
　　　　③伊勢志摩定住自立圏共生学運営会議　委員（企画財政課）
　　　　④自己点検・評価委員会　委員（企画財政課）
　　　　⑤COC事業公開シンポジウム　パネリスト（企画財政課）
　　　　⑥インターンシップ
　　　　　・伊勢志摩共生学実習　　答志島「島の旅社」　学生7名参加
　　　　⑦CLL活動
　　　　　・国崎二船祭プログラム　学生10名参加
　　　　　・みらい対話団　講師（農水商工課）



（平成28年度）
本学と自治体・産業界等との協定に基づく連携実績一覧

協定先 協定書名 締結年月日 締結内容 事業実績等

鈴鹿市
鈴鹿市と皇學館大学との連携
協力に関する協定書

平成28年8月10日

（１）学校教育活動・保育活動等における支援に関すること
 ・児童生徒の学習意欲の向上
・一人ひとりの子どもが輝く魅力ある学校・学級づくり
・子どもが元気に育つための家庭支援
・保育士及び教職員の資質向上
・児童生徒の心理的ケア
・保育士及び教職員の心理的ケア
 ・教育ボランティアの受入
・教育実習・保育実習の連携
（２）インターンシップ等就業体験等を通じた人材育成に関すること
（３）学生の就職に関する情報提供
（４）前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要と認めら
れること

（１）連携協定を平成28年８月１０日に締結
（２）講師等の教員派遣
　　　⇒延べ９回。

志摩市 COC事業　連携市町

（１）各種委員・講師等の教員派遣
　　　⇒延べ１名。
（２）大学COC事業
　　　　①伊勢志摩定住自立圏共生学Ⅰ　ゲスト講師（地域防災室、防災技術指導員・里海推進
室）
　　　　②伊勢志摩定住自立圏共生学Ⅱ　ゲスト講師（里海推進室）
　　　　③伊勢志摩定住自立圏共生学運営会議　委員（総合政策課）
　　　　④自己点検・評価委員会　委員（総合政策課）
　　　　⑤COC事業公開シンポジウム　パネリスト（総合政策課）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム会場無償提供　（志摩市生涯学習センター）
　　　　⑥CLL活動
　　　　　・きらり志摩びと紹介番組放送事業プロジェクト　学生2名参加

　　　　　・次世代協働プロジェクト「TeamS
3
」　学生1名参加

　　　　　・あばばい　学生13名参加

玉城町 COC事業　連携市町

（１）大学COC事業
　　　　①伊勢志摩定住自立圏共生学Ⅰ　ゲスト講師（総合戦略課・産業振興課・教育委員会生
涯教育課）
　　　　②伊勢志摩定住自立圏共生学Ⅱ　ゲスト講師（総合戦略課）
　　　　③伊勢志摩定住自立圏共生学運営会議　委員（総合戦略課）
　　　　④自己点検・評価委員会　委員（総合戦略課）
　　　　⑤COC事業公開シンポジウム　パネリスト（総合戦略課）
　　　　⑥インターンシップ
　　　　　・伊勢志摩共生学実習　　学生３名参加
　　　　⑦CLL活動
　　　　　・玉城産豚ブランド化プロジェクト　学生6名参加
　　　　　・TMMF　学生5名参加

度会町 COC事業　連携市町

（１）大学COC事業
　　　　①伊勢志摩定住自立圏共生学運営会議　委員（政策調整課）
　　　　②自己点検・評価委員会　委員（政策調整課）
　　　　③COC事業公開シンポジウム　パネリスト（政策調整課）
　　　　④CLL活動
　　　　　　・度会カフェリョクプロジェクト　学生21名参加



（平成28年度）
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大紀町 COC事業　連携市町

（１）各種委員・講師等の教員派遣
　　　⇒延べ1名
（２）大学COC事業
　　　　①伊勢志摩定住自立圏共生学運営会議　委員（企画調整課）
　　　　②自己点検・評価委員会　委員（企画調整課）
　　　　③COC事業公開シンポジウム　パネリスト（企画調整課）
　　　　④CLL活動
　　　　　　・大紀町漁業活性化プロジェクト　学生16名参加
　　　　　　・大紀町木のおもちゃプロジェクト　学生4名参加

南伊勢町 COC事業　連携市町

（１）大学COC事業
　　　　①伊勢志摩定住自立圏共生学Ⅰ　ゲスト講師（行政経営課）
　　　　②伊勢志摩定住自立圏共生学運営会議　委員（行政経営課）
　　　　③自己点検・評価委員会　委員（行政経営課）
　　　　④COC事業公開シンポジウム　パネリスト（総務課）
　　　　⑤インターンシップ
　　　　　・伊勢志摩共生学実習　　学生３名参加
　　　　⑥CLL活動
　　　　　　・竃集落の歴史文化の継承　学生6名参加
　　　　　　・宿田曽ロケットストーブプロジェクト　学生2名参加
　　　　　　・ドローン防災プロジェクト　学生6名参加



公開講座一覧（平成２８年度） 

事業名 実施実績 

月例文化講座 

（5月～12月） 

＜年間テーマ＞「伊勢志摩のくらし今昔」  

講師：教育開発センター 教員  

会場：本学４号館４３１教室    

＜講座名＞              ＜講師＞ 

・お伊勢参りとお伊勢ぐらし       准教授 板井 正斉 

・新しい時代の「ヨリアイ」       助 教 池山  敦 

・乗りあうことでつながる交通      教 授 笠原 正嗣 

・元気なまちのつくり方         准教授 千田 良仁 

・いらっしゃいませ。商店街のミライ   教 授 筒井 琢磨 

・お伊勢さんとゆたかな海・山      准教授 近藤 玲介 

・ふるさとのお宝ことば         教 授 齋藤  平 

来場者：のべ ５９０ 名

古文書講座 

（6月～11月）

＜テーマ＞ 

・「古代文書を読む」（２回講座） 

・「近世文書を読む」（３回講座） 

来場者：のべ１３０名

神道博物館教養講座 

（5月～11月）

＜年間テーマ＞ 

「学芸員が語る三重の文化と魅力Ⅲ」 

＜講座名＞ 

・萬古焼の歴史と魅力 

・松浦武四郎と伊勢神宮 

・斎宮～よみがえる『幻の宮』～ 

来場者：のべ１６３名

史料編纂所 公開講座 

（９月１０日） 

＜テーマ＞邪馬台国とヤマト王権 

・邪馬台国の所在地-若井敏明『邪馬台国の滅亡』にふれて-」 

・黎明期のヤマト政権 

来場者：３９名

現代日本塾 

（6月～12月） 

＜講座名＞ 

・中国から見た日本と日本にとっての中国  

・伊勢市中心市街地に賑わいを！ 

  ～伊勢まちづくり株式会社の取り組みについて～  

・伊勢志摩国立公園指定70周年とエコ・ツーリズム 

・0.1トンの道程～地域と共に～  

・この 怒いか りなんとからいの！？ なんとからいの！？ 

 ～あなたにも出来るイラッ！ムカッ！ブチッ！の解消法～ 

来場者：のべ７３４名

神道研究所 公開学術講演会 

（７月6日） 

＜講座名＞ 

・殯・殯宮と王宮・葬地 

来場者：１３８名 



事業名 実施実績 

神道研究所 

公開学術シンポジウム 

（12月１７日）

テーマ：『日本書紀』の受容をめぐって 

①日本書紀の訓読史 

②『日本書紀』註釈の現場と言説 

③日本書紀写本と中世神道説―日本書紀熱田本の調査から― 

来場者：５７名 

地（知）の拠点整備事業 

公開シンポジウム

（9月4日）

＜テーマ＞ 

伊勢志摩で共に暮らし続けることのミライを考えあうシンポジウム 

Ⅰ部 セレモニー 

Ⅱ部 シンポジウム フューチャーセッション（ﾌｨｯｼｭﾎﾞｰﾙ形式） 

Ⅲ部 パネル交流会 学生や地域団体によるＣＬＬ活動紹介 

【コメンテーター】 

近藤 玲介（教育開発センター准教授） 

千田 良仁（教育開発センター准教授） 

【ファシリテーター】 

板井 正斉（教育開発センター准教授） 

池山 敦  （教育開発センター助教） 

来場者：９０名 

倉陵祭講演会

（10月30日）

＜講座名＞ 

激動の世紀の行方を読み解く～中ロの動向と日米同盟～ 

＜講師＞ 

手嶋 龍一（外交ジャーナリスト、作家） 

来場者：５３０名 

平成28年度 

皇學館大学・ケント術交流 

日英比較文化研究ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

（津田学術振興基金プロジェクト 日

英比較文化研究会） 

（11月2日）

＜テーマ＞ 

21世紀の新しい文学～文学が他分野とつながる可能性～ 

＜講座名＞ 

①「伝達手段としてのアーティスト・ブック 

     ～本が病をどのように語れるか～」 

②「森林考～西洋と日本の森を文学の立場から～」 

＜講師＞ 

①ステラ・ボラキ博士（医療人文学専門） 

②バイバー クレガン・リード博士 

来場者：１２０名 

共催講座 

（１）三重大学・皇學館大学シンポジウム 

＜テーマ＞マチとムラから考える～伊賀で暮らし続けるために～ 

【シンポジスト】 

 豊福 裕二 教授 （三重大学） 

 板井 正斉 准教授（皇學館大学） 

【コメンテーター】 

 岩名 泰岳 氏 

 （美術作家／前・島ヶ原村民芸術「蜜の木」代表） 

【ファシリテーター】 

 山田 雄司 教授（三重大学） 

来場者：７０名 

（２）「みえｱｶﾃﾞﾐｯｸｾﾐﾅｰ 2016」（三重県生涯学習ｾﾝﾀｰ主催） 

＜講座名＞日本人の信仰とその思想 

来場者：１５２名 



事業名 実施実績 

共催講座 

（３）「みえｱｶﾃﾞﾐｯｸ 移動講座」（三重県生涯学習ｾﾝﾀｰ主催） 

＜講座名＞伊勢路と紀伊路―古道から昔のことを考えよう―  

来場者：４４名 

（４）名張市教育委員会と共催の「ふるさと講座」 

＜講座名＞ 

・「倭姫命の伊勢巡幸と伊賀国 」 

・「美旗古墳群と伊賀の青墓 」 

来場者のべ：１６３名 

（５）近鉄文化サロン阿倍野と本学共催講座 

＜講座名＞ 

・神道と仏教―神社仏閣に見る神仏習合と神仏分離―（７回講座） 

・古事記を読み解く-天若日子の反逆～イワレヒコ誕生の段（６回講座） 

・古事記を読み解く―神武天皇～孝元天皇の段（６回講座） 

・１日・短期講習会 

①『日本書紀』を読む（１２回講座） 

②「伊勢志摩の自然と神話」 

③古文書を読もう ―酒井忠世から真田信之への書状― 

④源氏物語はいかにして『源氏物語』となったか 

⑤神道の作法 ―神職の斎戒(さいかい)と食― 

⑥道教文献を読む ―『悟真篇』の世界― 

⑦なぜ、若者は神社を目指すのか？ 

 ～聖地巡礼の現代的な変容から～ 

⑧「桓武天皇と『続日本紀』」 

⑨宮中のまつり・神社のまつり 

⑩日本最初の法文 聖徳太子の「十七条憲法」 

⑪古文書を読もう―合戦の名前はいつ付いたのか― 

⑫神道の作法 ―装束と衣紋道― 

⑬木簡の歌と梅・桜 

来場者：のべ８１９名 

（６）三重県・島根県×皇學館大学・三重県生涯学習センター連携協定事

業 

＜講座名＞ 

伊勢神宮、出雲大社―ふたつの聖地のはじまりを巡る― 

【講演】 

①「伊勢神宮―歴史から神話へ―」 

②「出雲大社―神話から歴史へ―」 

【対談】 

③「伊勢神宮、出雲大社―ふたつの聖地のはじまりを巡る― 

来場者：６８名 

（７）百五銀行・皇學館大学共催 

第5回 「人源輝業（にんげんきぎょう）セミナー」 

＜講座名＞ 

～ 里山、里川、里海を見つめて ～ 『幸せな地域とは』 

来場者：６５名 


