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学生版 「鹿児島県
信用保証協会を用
いた地域活性化策」
の提言に向けて
研究調査中︕

【これまでの主な取り組み】

経済学部 櫛部幸子准教授ゼミ生
2021 年 1 月に最終提言
経済学部の櫛部ゼミでは、 鹿児島
県信用保証協会と共同事業に取り組
んでいます。 大学生が協会とは異なる
視座から協会の業務内容などの内部環境や、 鹿児島県下の経済

2019 年
9 月 鹿児島県信用保証協会と 「鹿児島の活性化に向けた
連携事業の推進に関する覚書」 を締結
10 月 経済学部の櫛部幸子准教授のゼミ生 23 名が同協会
を訪問し、 職場見学等実施
11 月 学生が同協会を訪問し、 調査実習（2 回目）を行う。
1 月まで毎月実施
2020 年
6 月 今年度の調査開始
12 月 信用保証協会の専門家や県中小企業家同友会の
企業家を迎え合同ゼミ開催
2021 年
1 月 最終報告会

状況等の協会を取り巻く外部環境を調査 ・ 分析することで、 学生
版 「鹿児島県信用保証協会を用いた地域活性化策」 を提言する

中小企業は地域の経済発展に大きく貢献して

ことを目的としています。 2021 年 1 月に最終報告を行う予定で、

います。 この中小企業を、 資金調達面から支

それに先立ち、 12 月には専門家や鹿児島県中小企業家同友会

える組織の一つに信用保証協会があります。 こ

会員らを講師に迎え、 意見交換を行います。

の信用保証協会が資金調達の場面でどのよう
に貢献しているのか、 保証判断において会計

今回の企画は、 大学側 ・ 信用保証協会両者にとって画期的な
ものであり、 櫛部ゼミの学生は 1 月の最終プレゼンをより完成度の
高いものにしようと張り切っています。

経済学部
櫛 部 幸 子 准教授
( 経営学 )

情報がどのように役立っているのかを学ぶことによ
り、 企業を経営することや働くということの意味、
会計の重要性を学んでほしいと思っています。

日高 裕星
経済学部 3 年
明桜館高校出身

迫田 隆志
経済学部 3 年
鹿児島商業高校出身
簿記や会計を学んでいる

コロナ禍の影響で倒産し

が、 実際の現場は奥が深く、

そうな企業に対して、 具体

社会で役立つ人材になるためには、 もっと多くの

的にどのような支援ができるのかについて考えまし

ことを学ばなければならないことを実感しました。

た。 信用保証協会の役割の重要性を認識する

今回の経験を就職活動に生かしていきたいです。

ことができました。
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精神保健福祉交流センターと
出版会社でインタビュー調査

24 時間テレビのワークショップで、
「謎解き」 イベントを実施

社会福祉学科 茶屋道拓哉准教授ゼミ生

国際文化学科 松尾弘徳准教授ゼミ生

社会福祉学科の茶屋道ゼミ 3 年生が、 鹿児

24 時間テレビ（日本テレビ系列主催）

島市精神保健福祉交流センター 「はーと・ぱーく」

の一環としてイオンモール鹿児島で 8 月

と株式会社ラグーナ出版 ( 鹿児島市 ) でフィール

に行われたワークショップに、 国際文化

ドワークを行いました。

学科の日本語学ゼミ（担当 松尾准教

「はーと ・ ぱーく」 では施設長で精神保健福祉士の町かおり氏へ

授）の学生 11 名がボランティアスタッフと

インタビューし、 スタッフやこころの健康問題を抱える当事者の想い、

して参加。 SDGs をテーマとした 「謎解き」 イベントの運営を行

さらに事業活動について伺い、 自由な発想

いました。 受付を担当した吉永真代さん（国際文化 3 年 ・ 武

や想像力の重要性を学びました。

岡台高校出身）は、 「参加者に寄り添ったアドバイスを意識した。

ラグーナ出版では、 就労継続支援 A 型

SDGs についても理解が深まった」 と話し、 松尾准教授は 「コロ

事業所として精神障害者を雇用して取り組

ナ禍の影響で新しい生活様式が模索さ

んでいる出版事業の見学と、 代表取締役社長で精神保健福祉

れる中、 大学生がどのような社会貢献

士の川畑善博氏へのインタビューを実施。 個人が持っている強み

ができるのかを考える良い契機となったの

を生かすことと、 「福祉」 × 「経営」 の視点を学びました。

ではないか」 と語っています。

南日本新聞社と 「相互連携」
に関する協定を締結
南日本新聞社 ( 佐潟隆一代表取締役社長 ) と本学との相互
連携に関する協定の締結式が、 8 月に学内で行われました。
本協定は、 グローバリゼーションの進展や
自然災害の甚大化など、 予測のつかない
状況が続く中、 時代の変化や地域のニー
ズに対応した創造力のある人材を育成する
ことを目的としています。
佐潟社長は、 「多メディア時代にこそ、 正確な情報と価値判断
ができる教材を提供し、 学生の育成につながるよう支援したい」 と
話し、 大久保学長は、 「学生にはインターネットからだけではなく、
質の高い新聞から情報を収集し、 世界的な視野で社会を見て、
自分の生き方について考えてほしい」 と話しました。
協定を受けて、 早速、 2020 年 12 月から新聞記者を講師に
迎え、 「読む」 「書く」 「話す」 の観点から、 実践的な力を伝授
する 「コミュ力アップ講座」 を開講します。

施設や医療現場とつなぎ
リモート実習
社会福祉学科
社会福祉学科の 2 ～ 4 年生が夏休みを利用し毎年行って
いる施設や医療現場での実習が、 2020 年度はコロナ禍の
影響で学内で行われ、 約 100 名の学生が参加しました。
現場での経験が積めない状況をなんとかしようと、 担当教員
が試行錯誤し、 学内の施設等をフル活用して様々な体験を
実施するとともに、 施設や医療現場と教室をリモートでつなぎ、
カメラを通して実際の現場の様子を見たり、 外部講師から話
を伺ったりしました。

