発行。静岡県下の大学構内で配布。

※１総務省人口移動調査（2013）/ ※２静岡時代調べ（2013）

静岡県 は豊かだけど何 かが足 りない……
伝 える」を通 して探 す。現状 を変 えよう

学校 を超 えたネットワークができました
メディア制作 だけではなく学術調査 も

誰が見ても「スゴイ」静岡県の「
できました。IT で常時情報交換が可能です。

大学を代表する媒体の必要性
国内外を問わず、歴史ある都市の大
学社会では、そこを代表する言論をま
とめた出版物などの媒体が存在しま
す。しかし静岡県の大学社会にはずっ
と同様のものがありませんでした。
わたしたちは「静岡県の大学とは何
か？」を自分たちの言葉で語る意思と
必要を感じてこなかったように思いま
す。大学は「進学」という人口のシャッ
フルのタイミングに若者を全国から集め

※１

※2

調査（静岡時代調べ「静岡県大学生意識調査」）

によれば、県内大学生の間での『静

岡時代』の認知は８５％を誇ります。

活動は「出版」を超えて
活動を継続するなかで、学校や専
門の枠に留まらない大学生のつなが
りや、様々な経験や知識を持つ地域
の協力者の方のネットワークができ
ました。２０１２年からは、こうし
た静岡時代の仲間たちの知恵や、情
報編集・学生マネジメント力を資源
に、静岡県庁と協力し、大学生が静
岡県の地域社会の課題に取り組む活
動を行っています。その過程はすべ
て「静岡県」の公式メディアを通し
て広報。若い世代が自らの学びと好

「静岡 の大学 に進学 したらあんな面白 い
ことができる」そう思 わせたら勝 ち！

奇心で新しい静岡県と静岡県の大学
像をつくる手伝いをしています。

かに学校や専門を超えた学生のネットワークが

静岡県＝人口転出者数全国ワースト２位
静岡県の大学生＝母校に劣等感６３％
２００６年創刊。季刊・毎号１万部

毎号１００人の県内の大学生と知恵者が集
る装置です。自分たちの母校と地元は、
グローバル・少子化の世界で存在感を
維持できるか心配、自分たちに誇りを
持ちたい、そう考 え た 大 学 生 た ち が
２００５年に学校の枠を超えて集ま
り、団体名と同じ名前の雑誌『静岡

を通して、大学生への確実な訴求が可能です。

料としても活用され、２０１２年の
普通 では難 しいハイエンドの社会経験 が
活動 のすべてを、後輩 に見 せたい！

大学案内とPR

時代』の編集部を作りました。

その後、編集部は途切れることな
く活動を継続し、現在では静岡県の
大学社会最大規模の情報インフラに

のチャンスを得た学生も生まれ始めています。
文知を集めた「静岡時代の文章術講座」も開講。
静岡県内大学に進学を決めた高校生多数！

成長しました。媒体は大学間の単位

長期広範囲の活動のなかで、静岡県の大学のな
す。このつながりのなかから、就職や新たな活動
通して静岡県の大学の学びを広めています。人

互換の手引きや、高校生向け進路資

支援者と大学生の交流会を定期的に開催していま
高校生などに向けた大学生による授業・WS を

校生向け別冊号なども作成。静岡時代を読んで
『静岡時代』は一部高校に資料として提供。高

人の

高校生への進路資料

②

のシラバス」。大学生の学外交流の

の学科

に！ 学生には世に出る機会 !

静岡県内の大学生
のネットワーク構築

④

http://gakuseinews.eshizuoka.jp/
加が自身や母校・組織の PR

ク設置など様々な配布網を構築。このインフラ

静岡時代の
活動

WEB でも展開
と所属をクレジット。活動参

なお、静岡時代は静岡県立図書館永久収蔵資料。

す。ノウハウもマニュアル化して蓄積。

路指導資料として配布（無料）。
クトは参加者と支援者の名前

静岡時代は静岡県の大学全域で学内配布やラッ
の誕生と研修など、全国初の試みも多数。

一部、大手書店店頭と、高校生へ進
静岡時代のすべてのプロジェ

公共目的の意識調査、
学生史編纂を行っています。

静岡県内の大学生のネットワークを総動員して

会を設営。静岡県事業レビューの学生評価者枠

起点にもなっている。地域情報も。

3
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0
POINT

大学出版物制作

くる大学の枠を超えた「全静岡県

まって生まれる雑誌からはじまる 静岡県の

mirai

県政＆社会参画

知のブランディング

https://www.facebook.com/shizuoka.

大学生のメディア

内学生と知恵者が誌面に結集してつ

大学生ひとりひとりの学び
を 社 会 の な か で「 機 能 」さ
せるツールをつくる！

「静岡の未来の作り方教科書」。

大学生の

大学生の雑誌。毎号約 100 人の県

静岡時代のすべてが進路資料になる ……ある高校の先生の言葉

とマネジメントは静岡時代が担当。

雑誌制作で培った取材・配布網を活用して、学術・
大規模な社会参画プロジェクトを行っていま
県庁が完全協力で、県政に大学生が参加する機

静岡県内大学

共同で運営する全国初の試み。編集

①

静岡県の大学生がつくる、静岡県の

1
8
0

学生の専門知を結集して「静岡県」と「静岡

ディア。県内大学生が県庁広報課と

③

大学生の雑誌「静岡時代」

県の大学社会」の広報にフル活用しています

静岡県公式のメインソーシャルメ

魅力的な大学は若者を全国から集める装
置。わたしたちの発信で強くする！

静岡未来
（静岡県公式ソーシャルメディア）

ず「次の」社会貢献活動に使わ

の違いは、組織で出た利益が必

と営利企業

静岡時代には地域を
ハッピーにする可能性

す。社会がある方向に流れていく

える力を養う場にあると思いま

のを探し、問い尋ねて、自分で考

意味は、自分が最も良いと思うも

大学がある・大学で学ぶという

静岡時代の可能性は、大
学生による「問いかけ」

か遠くの仕事というイメージだっ

いたんです。
「出版」というどこ

学希望者に『静岡時代』を配って

の時。担任の先生が県内の大学進

静岡時代との初対面は高校３年

静岡時代を読んで静岡
県立大へ進学を決めた

新潟出身のわたしの「静
岡」の見方を変えた

時、静岡という街に対して「いい

れるということ。寄付やボラン

そもそも

な」と思うことがなかったんです。

テ ィ ア な ど 支 援 を 募 り、みんな

実は地元・新潟から静岡にきた

私の通う日本大学国際関係学部

やものごとを捉えていて、静岡と

ましたし、いろんな角度から静岡

超えているところにも魅力を感じ

時代に出会いました。大学の枠を

大学や大学生に相談できたら嬉し

よね？ 仕事をする時、いつでも

なっていたとしたら、嬉しいです

たときに静岡の大学が世界一に

ます。例えば、子供が大きくなっ

応援する私にも「目的」があり

るまだ途上の学生が、その土地の

ものごとを深く考えようとしてい

のではなくて、常に視野を広く、

よる「問いかけ」
。学問的に問う

静岡時代の可能性は、大学生に

の文化です。

けることが大学のもつ豊かな学び

に、自分らしいものを常に持ち続

した。

えることが当たり前になっていま

私が、いつの間にか大学の枠を超

た。それまで大学にこもっていた

自分の知らない世界が開けていっ

て、いろんな価値観に触れる度に

ていました。でも静岡時代に入っ

も違う場所へ行ってしまう学生も

地域をハッピーにできる可能性

る け れ ど、 静 岡 の 大 学 や 学 生、

まだ危なっかしいところはあ

という運動のなかでこそ意味を

て、いいものをつくっていこう

いくもの。自分や社会を見直し

文化とは常にリニューアルして

ての私と同じように悩んでいる高

時代の悲願である「高校生」
。かつ

たいし、つくりたい。そして、静岡

や静岡の大学の魅力をもっと知り

というのを証明したい。静岡のよさ

学生活に対して物足りなさを感じ

多くいます。地の魅力に気づき、

がある。それは地域のみんなで

校生に、『静岡時代』を届けたいです。

学生部門金賞 / 静岡新聞社 IT 賞（2007）
静岡県ビジネスプランコンテスト

静岡県立大学はばたき賞学長賞（2007）

問：50年後の静岡県にも
大学生はいますか？
グローバル・少子化・経済縮小・人口流出の時代。「大学」を鍵に考える静岡県の未来

全国一の完成度を誇る「静岡県の大学生メディア」づくりを起点に、県内大学生全体の知恵を集めて

地域の社会課題に取り組み、静岡県を次世代の若者が憧れる「進学したい場所」にする学生発 NPO。

特定非営利活動法人静岡時代 静岡県静岡市葵区研屋町 25-406 号室
TEL : 054-260-7271 / MAIL : henshu@shizuokajidai.org

→ www.shizuokajidai.net

静 岡 県 の 新 し い 魅 力 を、
自分たちの手でつくろう
２００７年に静岡 時 代 と 出 会 っ て か
（※）として組織運営を担

ら、私は学部時代の雑誌制作にはじまり、
現在は
いながら、後輩たちと静岡県の地域・大
学に関する広報活動を行っています。
「自分の学びを活かし、行政や企業の
課題解決に参画してみたい」
「所属団体
の活動を、もっと地域の中で活かしたい」
得意なこと、関心あることにひたむきな
学生に出会うたび、
「学生同士や地域と
は県東部の三島市にあり、本当に

会も情報もなかった。

いう地域の見方が変わりました。

い。その可能性を静岡時代は持っ

人と考えていく、そのスタンスが

静岡よりも東京などの方が魅力

私にとって静岡時代は一回一回

実際に街にでてみると、
「三島を

ています。私が思う静岡時代の価

重要。地域の人も大学の風、考え

的にみえるかもしれません。でも、

う印象でした。

よくしよう」とする人たちに出会

値は大きく三つ。続いてきたし、

るという風を受けながら、もう

です。

えるんです。都会にはない良さが

これからも続いていくというこ

一度自分たちや地域を振り返る

れる、それが

あって、ここで自分自身も一緒に

と。形あるものを作っていること。

が転機。正直、私は入学以来、大

成長したいと思うようになりまし

大学の枠を越えていること。

受け継ぐことが大切だと思いま

育 て て い く も の だ と 思 い ま す。
持つので、それを拾いあげてい

「静岡でこんなことができるんだ」

その気づくきっかけと私の大学

くことも静岡時代のできること

す。

そのためにも、静岡時代にはもっ

だと思います。

と「仲間を引き入れる力」を養っ
てほしいですね。

生活を豊かにするものさし、価値

きっかけになりますよね。

たね。でも、それを知らず、結局

そんな中、大学２年の時に静岡

N
P
O

４年間慣れ親しんだ土地であって

自分が新しい環境に置かれたとき

たものを、静岡県で大学生がやっ

静岡県立藤枝東高等学校出身。
静岡時代 34 号編集長を務める。

ている。
「とにかくすごい」とい

小池麻友（静岡県立大学）

なか、見えなくなっている価値観

上利博規先生
（静岡大学教授）

に目を向けることが大学であり、

専門は哲学、芸術文化。最近の関心ごと
は地域における文化活動と文化創造

がえこひいきをして「大きく」す

ファンドレイザー。2012 年には静
岡時代のコンサルも務める。

ることで、みんながハッピーにな

木内満 氏（株ウィズダムバンク代表）

端です。他大学の方と交流する機

藤田実加さん（日本大学）

静岡県文化
活動奨励賞
受賞 (2014)

も、寄付で支援したり。あなたにあった仕方で。詳しくは WEB で。

の交流機会の創出が、両者の魅力を高め

地域文化専攻 哲学芸術文化論。焼津市出

国際関係学部所属。大学生と三島をつなぐ
フリーペーパー『みーカル！』編集部

観をつくってくれたのが静岡時代
なんです。

第27回

方なら、学生の活動を経験や知恵で助けたり、そういう時間がなくて

る」という認識を強めてきました。

鈴木智子（静岡時代代表）

N
P
O

大学や地域の価値が、都会か有名かで
判断されがちな現状を変えようと、９年
前に私たちが始めた活動は、学生や大
学、地域からも応援をいただき、県公式
「静岡未来」の運営にまで発展。

２年間で延べ２００人以上の学生参加に
よる記事配信が可能になりました。
今後も静岡発の学びや地域づくりを発

身。2007年静岡時代入部。

信、また新たにつくることで、県内地域・
大学社会の価値を高め、知的想像力を常
に刺激し人を惹きつける静岡県を目指し

静岡大学大学院人文社会科学研究科 比較

ます。これからもご支援・ご参加のほど
よろしくお願いいたします。

「静岡時代」の可能性によせて……

わたしの目から見えた静岡時代

O
G

S
N
S

静岡県最大の大学生メディア

学生なら編集部やネットワークから作り手として参加したり。一般の

www.shizuokajidai.net

技術や知的サポートを一般ボランティアのみなさんから得ています

※静岡時代は実活動を現役学部生、事務局運営を OBOG および院生が担当

現実問題 、静岡県 の大学 の魅力 はまだ乏 しい。今 ないものをどう作 るか考 えるのは大学生 の存在意義 だと思 う

静岡時代代表・鈴木智子「あいさつ」

プロジェクトの謝礼によって賄っています

実活動を現役大学生、事務局運営と資金調達を OBOG が担当

あなたも静岡時代に
参加しませんか？
「静岡県」公式ソーシャルメディア運営団体

「静岡時代の可能性」
静岡時代の活動予算はすべてみなさまの協賛・寄付と賛助会費

「伝える」からつくろう。静岡県に大学生がいる「いいこと」
。

