
2022年3月31日現在

課題 達成目標 課題を解決する取組概要 2021年度の活動指標 実績

県内進学者の増加と県
外からの進学者の導入
（課題アイウエ）

県内進学率50％以上
県 外 か ら の 進 学 者
2,500人以上

（取組１）進学ガイダンスセミナー事業
コンソーシアム加盟教育機関による模擬授業の開講と、
各大学入試担当者による進学相談コーナーを開設による
高校生の進学に対する疑問や質問を解消する取組みを実
施する。保護者・高校教員向け講演会も実施し、多面的
な進学支援を行う。
【学生教育部会】

（取組１の活動指標）
模擬授業数26講座
進学ガイダンスセミナー
参加者数1,150人

コンソのホームページにおいてオンラインで
実施（8/2～9/30）
模擬授業　36講座開設
アクセス数
（ホーム1,025、模擬授業491、学校紹介動画
662、進学相談情報61、オープンキャンパス
情報88）

Ｂ Ｂ

産学官連携に基づく取
組みの活性化
取組み件数4件

（取組１）インターンシップ連携事業
次代を担う熊本県内の高等教育機関の学生が、熊本県内
の企業や団体等の職場において就業体験を実施すること
により、地域経済や企業活動への理解を深め、就職意識
の醸成・向上することを目的として実習プログラムの内
容はオリエンテーションや経営陣との懇談、配属部署内
での職種体験、実習の講評や実習生の発表を行う。
【学生教育部会】

（取組１の活動指標）
受け入れ先企業・団体
夏季 110社
春季  60社
派遣実習生数
夏季 250人
春季  50人

夏季　8／12～9／17
　すべてオンラインで実施。
　受入企業等数　 17社
　派遣実習生数　127名
春季　2／14～3／21
　すべてオンラインで実施
　受入受諾企業等数　14社
　派遣実習生数　　 105人
・大学コンソ県内企業等情報サイト
　申込み　74社

Ｂ

キャンパスパレアの講
座数50％以上増

（取組２）キャンパスパレア
熊本県生涯学習推進センターが主催する、一般市民向け
開講の、くまもと県民カレッジリレー講座「キャンパス
パレア」において、加盟機関から教員を派遣している。
所属機関の特色を出し、一般市民の興味を持つテーマの
講座を開設する。
【地域創造部会】

（取組２の活動指標）
受講希望者数520人

熊本県生涯学習推進センターの依頼により、
今年度はすべて動画（オンデマンド）配信に
より実施（～3/31）
9機関から10動画を提供
視聴回数　2,952回

Ａ

教育のあり方に関する
協議の実施
年度内に3回実施

（取組３）教育のあり方に関する協議
加盟教育機関と熊本県・熊本市などの自治体とで、熊本
県の教育政策とコンソーシアムの事業との整合性や共同
の取組みについて協議する。地域に必要な人材像や地域
の課題について認識を共有する。
【企画・運営委員会】

（取組３の活動指標）
協議の実施回数3回

3回実施（9/27、11/25、1/26）
第１回は自治体（熊本県・熊本市）、第２回
は産業界（化血研）、第３回は初等中等教育
関係者（教育庁高校教育課長）の講演

Ａ

教育機関の連携事業5
件以上

【地域創造部会・新規事業】

地域課題解決のための企画事業
「地域課題解決のための政策アイデアコンテ
スト」の開催
熊本県、熊本市からの課題に対し、それぞれ
12件の応募があり、11月13日に発表会、審査
会を実施。

Ｓ

大学コンソーシアム熊本　中期計画の進捗状況、評価（案）

産学官連携の機会の増
加

（課題カキクケ）

１．高等教育機関の教育・研究の充実のための基盤整備

２．地域の行政や産業界と連携

評価

Ａ
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大学コンソーシアム熊本　中期計画の進捗状況、評価（案）

評価

熊本を深く知るための企画事業 講演会（オ
ンライン）の実施
「熊本市中心市街地ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ2050」 参
加者数　45名

熊本を深く知るための企画事業　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
（オンライン）の実施
「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ社会と熊本の双方から考える
SDGs」参加者数　168名

国際交流の活性化
（課題オ）

（取組１）ワンストップ窓口業務
留学生の相談受付、ワークショップの開催、国際交流振
興事業団主催の留学生と話そうサロンへの在学留学生の
講師派遣など、熊本県内における留学生情報や事業活用
の拠点として活動する。
【国際交流部会】

（取組１の活動指標）
ワークショップ開催件数
6件

ワークショップ開催　３件
コラボカフェ　３件
留学生オンライン交流会　13回開催

Ａ

（取組２）ＳＮＳ等を活用した留学生ネットワークの構
築
熊本への留学を希望する学生を増やすことを目的に、留
学生同士のネットワークを利用し、熊本の大学の魅力を
伝える情報発信を行う。在学留学生に対しては、熊本へ
の愛着を深めることを目的とし、生活やイベント情報を
効果的に発信し地域への活動への参加を促す。
【国際交流部会】

（取組２の活動指標）
アクセス数22,000件
コミュニティ参加者数
550人

アクセス数　11,825件
コミュニティ参加者数　605名 Ｂ

（取組３）留学生のための“学モン都市クマモト”ツ
アー
九州地区の日本語学校等で勉強している外国人留学生に
対し、熊本の大学を見学してもらい熊本で学ぶことの良
さを知ってもらう。事業の周知及び情報収集を目的とし
て、九州内の日本語学校を訪問し、県内大学への留学生
の誘致活動を行う。
【国際交流部会】

（取組３の活動指標）
参加者数80人
日本語学校の訪問数12校

10／17　オンラインにて開催
参加者数　11人
日本語学校へは、郵送・メール・電話により
案内（県外17校、県内6校）
日本語学校訪問（熊本県内）１校
【新規事業】1／28 民間企業主催の中国高
校生向けオンライン進学フェアに参加した。
最大19,000人が視聴。

Ｂ

（取組４）多言語による情報発信
ＨＰの英語・中国語・韓国語に翻訳して掲載している
が、加盟機関のＨＰとリンクさせ、各機関の情報を海外
に向けて発信できる体制を構築、継続する。
日本語・英語・中国語併記のリーフレットを作成し、各
機関の協定校や海外オフィスでの配布を依頼し、福岡地
区を中心に九州の日本語学校にも配布する。
【国際交流部会】

（取組４の活動指標）
リーフレットの配布先45
件

コンソのホームページのリニューアルを行
い、英語版、中国語版、韓国語版のいずれも
内容を充実。

リーフレットは58校へ発送

Ａ

留学生の受け入れ態勢
強化・留学生数増加に
向けた誘致戦略の検討
留学生受け入れ数

1,000人

３．地域社会の教育・文化の向上・発展

Ｂ

【地域創造部会・新規事業】 Ｓ
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（取組５）環境整備活動
本コンソーシアムと地域との連携や地域への協力をア
ピールするとともに、江津湖湧水清掃等の環境整備活動
を通じて「きれいな熊本にする」ことを目標としてい
る。今後も江津湖湧水清掃を計画し、地域や加盟機関同
士の連携を促進する。
【地域創造部会】

（取組５の活動指標）
学生・留学生・教職員の
参加 200人

コロナ禍のため、夏季の江津湖清掃を中止
し、代わりに12/11に熊本城二の丸公園広場
清掃を実施
学生・教職員の参加　44名

Ｂ

（取組６）地域行事・イベントへの参加事業
加盟機関に在籍する留学生およびその家族、日本人学
生・教職員で構成する「大学コンソーシアム連」を結成
し、火の国祭り「おてもやん総踊り」に参加する。熊本
への留学の楽しさのアピールや、祭りを通じての地域住
民との交流を深めることでの国際都市熊本をアピールす
る。
【国際交流部会】

（取組６の活動指標）
参加者数80人

参加を計画していたが、コロナ禍により昨年
度に引き続き「おてもやん総踊り」が中止

評価
せず

地域における高等教育
の環境を向上させるた
めの包括的な取組み
（課題コ）

熊本県の高等教育機関
教職員の資質向上に関
する取組みの実施
開催件数8件
参加者数150人

（取組１）ＦＤ・ＳＤ
加盟機関の教職員の資質向上を目的として、現在のとこ
ろ主にＳＤを実施している。外部講師による管理職研
修、中堅職員研修、中堅職員フォローアップ研修のほ
か、業務種別ごとのに関係する担当者の情報交換の場を
作り連携促進も図っている。
【学生教育部会】

（取組１の活動指標）
実施件数5件

6件実施
・新人職員研修
　 9/2・3　13名（オンライン）
・中堅職員研修
　 9/ 9　　17名（オンライン）
・フォローアップ研修
　 9/10　 17名（オンライン）
・交流会（研究支援）
　 7/7　22名
・交流会（ＩＲ）  10/20　18名
・FD/SD（著作権）
  10/25～10/29  63名(オンデマンド)

Ｓ

（取組２）障がい学生支援連携事業
障がいのある学生への教育サポートの充実を図るため、
また、実務担当者が定期的に情報交換や勉強会を実施し
連携を強めていくことで、担当者間の一層の連携強化を
図る。講習会や講演会など実施し加盟機関の実務担当者
のスキルアップを図る。
【地域創造部会】

（取組２の活動指標）
実施件数3件

協議会
   7/27　 16名
  11/29   14名
　 3/10   16名（予定）
勉強会(障がい学生のための就職支援)
   7/27   18名
計　４件実施

Ａ

男女共同参画に関する
取組み
参加者数80人

（取組３）男女共同参画推進連携事業
男女共同参画、ワークライフバランスの啓発等に資する
事業を企画・実施する。また、加盟機関の教職員だけで
なく学生の参加も考慮した介護と仕事の両立、人権啓
発、ダイバーシティの推進に資する事業等にも取り組
む。
【地域創造部会】

（取組３の活動指標）
実施件数2件

1件実施
勉強会（LGBTｓ）
9/10　36名（オンライン）

Ｂ
Ｂ

４．教育環境の向上
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（取組４）教員免許更新講習
・当該年度の教員免許状更新講習の実施
・翌年度の教員免許状更新講習の開設準備
・「教員免許状更新講習管理システム」の共同運用
・「受講料収納代行」(コンビニでの収納)」の共同運用
【教員免許状更新講習・教員養成等事業部会】

（取組４の活動指標）
実施件数200件

開講件数　203件
実施件数　169件 Ｂ

学生企画イベントへの
参加者数
350名

（取組５）学生交流推進事業
各機関から選ばれた学生で構成する学生企画委員会を設
置し、学生自身が様々な企画を立案・実施している。学
生の交流の場や新規事業の企画・提案の場としての合宿
研修を企画している。
【学生交流部会】

（取組５の活動指標）
実施件数3件

4件計画3件実施
オンラインサロン
①交流会　  9/17　12名
②熊本の方言を集めてみた（中止）
③大学のオンライン授業を受けてみよう
11/20　 6名
④Stayhomeで謎解きゲーム
   12/19  8名
この他、進学ガイダンスセミナー（オンライ
ン）用学校紹介動画を制作

Ａ
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