
 
 

 
 
 
 

 

■ 産・官・学が力を合わせ，主に市内の高校生に多様な学びの場を提供する（仮

称）気仙沼学びの産官学コンソーシアムを設立します。 
 

■ 地元企業とのコラボレーションにより実践的に学ぶインターンシップや多様な

知識人から幅広い教養を得るための講演会等の企画を予定しています。 

 ○産業コラボ企画 

  地元企業と協働して，高校生等が地域社会や産業を実践的に学びます。 

  ・本年度企画として広報部長体験（インターンシップ） 

    受入れ企業のＰＲ動画を作成するインターンシップを実施します。 

・企業と高校生の視察・研修 

    企業幹部と高校生による各産業分野における世界的・全国的な展示会など

の国内視察や研修を実施する予定です。 

 ○リベラルアーツ企画 

  さまざまな学問領域を自由に学ぶことで，幅広い教養の基礎を得ます。 

・公開講座「未来オープン」 

    多様な知識人による公開講演会を開催します。 

     ９月４日   第１回未来オープン（予定） 

（脱炭素に関する講演会） 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科講師 

吉高まり氏 

12 月 18 日   第２回未来オープン（予定） 

（リベラルアーツとは？に関する講演会） 

東京工業大学リベラルアーツ研究教育院  

特命教授 池上彰氏 

     ※リベラルアーツの学びとは、専門の学科や職業課程とは異なり、さまざ

まな学問領域を自由に学び、優れた文化芸術に触れ、基礎的な教養を形づ

くるものです。多様な知識に触れることで自ら課題を見つけ出し、広い視

野で物事を判断できる力を養います 

 ○プロジェクト探究企画 

  個々人が設定したテーマをもとに探究的な学びを深めます。 

・探究学習塾「ナミカゼ（仮）」（公営塾） 

    探究的な学習を進めるワークショップや相談会を実施します。 

 

 

 

記者会見資料 

令和４年７月７日（木） 

教育部学校教育課 

担当：佐藤・千葉（電話 22-3441） 

一緒に気仙沼の子ども達を育てましょう！ 

（仮称）気仙沼学びの産官学コンソーシアムを 

設立します！ 



 
 

 

【概 要】 

１ 開催日時  令和４年７月 11 日（月） 午後４時から 

２ 会   場  まち・ひと・しごと交流プラザ 軽運動場 

３ 協  議  （１）コンソーシアム設立について 

（２）規約について 

（３）役員について 

（４）事業計画について  

 

■ コンソーシアムの趣旨に賛同し，御協力いただける企業・団体を募集していま

す。（登録・年会費は無料ですが，参加いただく企画によっては実費負担が生じる

場合があります。） 
 

■ （仮称）気仙沼学びの産官学コンソーシアムの設立にあたり第１回運営委員会

を下記のとおり開催します。 



（仮称）気仙沼学びの産官学コンソーシアムについて（案）

令和4年7月 気仙沼教育未来創造チーム



（仮称）気仙沼学びの産官学コンソーシアムとは？

設立経緯

気仙沼教育未来創造チーム

気仙沼市学校教育の在り方検討会議
R1(2019)年11月～R3(2021)年6月

R3(2021)年11月～

本市における県立高校の将来像について提言書
R3(2021)年6月

（仮称）気仙沼学びの産官学コンソーシアム

R4(2022)年7月～

産 官 学

気仙沼・未来創造力： 
海と生きる郷土を思い、主体的に考え
行動し、多様な人々と協働して、人間
性が生かされる持続可能な社会へと責
任を持って変革していく力

行動

省察

創造

自律 協働

見通し

持続可能な 
気仙沼を創る 
次世代の担い手 
への期待

人口減少社会に 
おける「世界と 
つながる豊かな 
ローカル」 
の実現

「気仙沼・未来 
創造力」の育成

（仮称）気仙沼学びの産官学コンソーシアム
事業内容　産官学連携による主に高校生(小中含む)を対象とした学びの機会づくり 
① 地域社会や産業を実践的に捉え、リベラルアーツの学びから幅広い教養を得
て、個々のテーマについて思う存分探究できるプログラムの企画 ※次頁一覧 

② その他教育施策の新規企画

*

*

地元で本気の大人・ 
多様な大人から学ぶ

学びたいという 
意志が育つ

地域と共に学ぶ価値

地域や社会の 
課題を発見し 
プロジェクトを 
創造する力が育つ



主に高校生（小中含む）対象プログラム一覧

産業コラボ企画
地元企業と協働して、高校生が地域社会や産業を
実践的に学び、一緒に将来を語り、夢を見る機会
を創出します。

２．スケジュール 
　7月末　　　　  高校生参加募集〆切 
　8月上旬　　　  高校生むけ事前レクチャー 
　8月10日　　　 企業向け事前レクチャー　 
　8月17～18日　本番

１．企画概要 
•受入れ企業のPR動画を作成するインターンシッ
プ。 
• 2日間の本番前に、企業・高校生それぞれに向
けた事前レクチャーを開催する。 
• PR動画は、気仙沼市雇用創造協議会の企業求
人サイト「ぬまリク」への掲載を調整。

企業幹部と高校生による各産業分野における世界
的・全国的な展示会などの視察・研修も企画予定。

本年度企画として 
広報部長体験（インターンシップ）

企業と高校生の視察・研修

地域社会や 

リベラルアーツの学びとは、専門の学科や職業課
程とは異なり、さまざまな学問領域を自由に学
び、優れた文化芸術に触れ、基礎的な教養を形づ
くるものです。多様な知識に触れることで自ら課
題を見つけ出し、広い視野で物事を判断できる力
を養います。

リベラルアーツ企画

公開講座「未来オープン」
１．企画概要 
•多様な知識人による公開講座を開催。地元企業
や市民の参加も広く募集。 
•テーマ候補：歴史・気候変動・AI・自然科学・
経済/金融・哲学/言語・メディア論…

２．スケジュール 
・9月4日　第1回未来オープン（予定） 
　脱炭素に関する講演会 
　三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 
　慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科講師 
　吉高まり氏 
・12月18日　第2回未来オープン（予定） 
　リベラルアーツとは？に関する講演会 
　東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 
　特命教授　池上彰氏

探究学習塾「ナミカゼ(仮)」（公営塾）

２．スケジュール 
　7月末　　　第1期開始（～2月上旬） 
　次年度以降　6月下旬～

１．企画概要 
•一人ひとりの探究的な学びを支援する公営
塾。テーマは自由。探究学習コーディネー
ターが伴走支援に入り、地域や専門家とつな
ぎ、問いかけ、探究を深めていく。月2回の
ワークショップに加え、土日にフィールドワー
クも適宜実施。成果は「気仙沼の高校生マイ
プロジェクトアワード」や高校生ビジコンな
ど各自発表の機会を設定。 
•場所：スクエアシップ（ or 中央公民館） 
•学費：500円/月（第1期：6ヶ月分3,000円） 
※スクエアシップ年会員・保険代に充てる

プロジェクト探究企画
個々人が設定したテーマをもとに探究的な学び
を深めます。幅広い教養 

を得て

地域社会や 
産業を実践的 
に学び

個々のテーマ 
を思う存分 
探究できる

リンクする



事務局

未来パートナー

顧　問

有識者

組織図案

運
営
委
員
会

未
来
創
造
チ
ー
ム

産 学官

気仙沼商工会議所（副委員長） 

本吉唐桑商工会 

有識者（気仙沼青年会議所） 

有識者（商工会議所青年部）

気仙沼高校（副委員長） 

気仙沼向洋高校 

本吉響高校 

東陵高校 

気仙沼市立学校長会 

有識者（元教育委員） 

有識者（元中央教育審議会委員） 

気仙沼市長（委員長） 

気仙沼市教育委員会（副委員長）

• 有志メンバーで構成。 
• 年3～4回の開催。 
• コンソーシアム事業の企画を事務局と協働で行う。

（仮称）気仙沼学びの産官学コンソーシアム

• 年1～2回の開催。 
• コンソーシアム事業の方向性について教示。

• コンソーシアムの趣旨に賛同し、協賛してくれる企業・団体。

気仙沼市 
教育委員会



 （仮称）気仙沼学びの産官学コンソーシアム参加企業募集

気仙沼の高校生の未来を一緒に創ってくれる市内の企業・団体を募集します。
　2022年、産・官・学連携による主に高校生を対象とした「（仮称）気仙沼学びの産官学コンソーシアム」
が発足します（設立趣意書裏面）。オール気仙沼でコンソーシアムを立ち上げるために、気仙沼の地域教育
を盛り上げてくれる市内の企業・団体を「未来パートナー」として募集します。ご応募よろしくお願いします。

コンソーシアムの主なプログラム（予定）

リベラルアーツの視点に基づき広く社会・科学・芸術文化などに
ついて高校生・参加企業や市民向けに講演会の企画・開催
地元企業の事業を実践的に学ぶ高校生インターンシップ（就業体
験）の企画
企業幹部と高校生による各産業分野における世界的・全国的な展
示会などの国内視察・研修

登録は Google フォームまたは
下の登録書にご記入ください。

企業・団体名 代表者

メールアドレス

電話番号 住　所

※講演会などのお知らせ・地域教育の受け入れのご依頼をお送りします。

（仮称）気仙沼学びの産官学コンソーシアム 未来パートナー登録書  FAX：0226-23-0943

お問い合わせ：
気仙沼市教育委員会 学校教育課 0226-22-3441（担当：佐藤・千葉）
　　　　　　　　メールアドレス  kyogaku@kesennuma.miyagi.jp
一般社団法人まるオフィス（委託先）080-1456-4251（担当：加藤）

〒

気仙沼市教育委員会

一緒に気仙沼の子ども達を育てましょう一緒に気仙沼の子ども達を育てましょう

高校生、気仙沼、貴社・団体、みんなの未来を明るくする活動を目指しています!!

○ 各企業・団体には、興味のあるプログラムに参加いただくことが
できます。またコンソーシアムの運営やプログラムに対するご協
力やご意見をいただきたいと思います。

○

○

○

登録費用・年会費は無料です。
参加いただくプログラムによ
り、実費負担金をいただく場
合があります。

●
●

（役職）

（氏名）

担当者（役職）

（氏名）

※コンソーシアム：共同事業体



 

（仮称）気仙沼学びの産官学コンソーシアム設立趣意書 

 

市教育委員会では，学校と地域が連携・協働し，地域全体で子ども達の成長を支え

ていくコミュニティスクールを市内全ての小中学校で進めています。また，主体的・

対話的で深い学びを目指す「探究型学習」により，子ども達の目は広く社会に向きつ

つあり，本市ではこの流れを一層確実なものとしようと考えています。 

 

 一方，加速度を増す人口減少は，社会全般に影響を与えるとともに近い将来におい

て，市内県立高等学校の学級や学科の再編が迫られることが予想されています。この

ような状況を踏まえ市教育委員会では，市内における学校教育の中・長期的な在り方

を「気仙沼市学校教育の在り方検討会議」を設置し，産官学のメンバーにより広い見

地から検討し，令和３年６月に「本市における県立高校の将来像についての提言書」

を県教育委員会に提出しました。 

 

 提言書では，情報技術革新を中心としたイノベーション，地球環境保全意識の高ま

り，価値観の多様化等の社会変化を踏まえ，人間としての尊厳とふるさとへの誇りを

持つ感性豊かな持続可能な社会の創り手を育てることに速やかに取組むことが構想

されました。中でも特に力をいれるべき取組みとして，産・官・学によるコンソーシ

アム等により，オール気仙沼で生徒の幅広い教養の涵養と地域や地元産業を知り・触

れる機会の創出を図り，市全体で高等学校教育を支援する体制を構築することとして

います。 

 

 コンソーシアムの立ち上げに向けて令和３年１１月に組織された「気仙沼教育未来

創造チーム」では，多様な知識人から幅広い教養を得るための講演会や地元企業との

コラボレーションにより地域社会や産業を知り，実践的に学ぶインターンシップ等を

企画するなど，興味や好奇心を抱きながら，社会とのつながりや将来の夢を育む場の

創出に取り組む方針が確認されました。 

 

以上より，「気仙沼・未来創造力」の育成を目指し，市内の産・官・学が力を合わせ

子どもたちに多様な学びの場を提供し続けるため，「（仮称）気仙沼学びの産官学コン

ソーシアム」の設立を発起いたします。 

 

 

 

発起人 産業分野 代表 気仙沼商工会議所   会 頭 菅原 昭彦 

行政分野 代表 気仙沼市教育委員会  教育長 小山  淳 

教育分野 代表 宮城県気仙沼高等学校 校 長 荒木  順 


	記者会見資料.pdf
	①概要.pdf
	②チラシ.pdf

