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開会挨拶 
 
 

１ 北海道教育大学副学長（旭川校担当）               

               八重樫 良二                                 
 
 本日はお忙しい中、ご参加くださりありがとうご

ざいます。副学長を務めるております八重樫です。

私ども北海道教育大学旭川校は道北地域における高

等教育機関として、各地域の方々と連携して様々な

教育支援活動への取り組みを行っているところです。

このことについて平素より地域の皆様からのご協力

をいただいていることに感謝致しております。 
 こうした活動について学外の方々にも関心をもっ

ていただけるよう始めたこの地域連携フォーラムも

今回で３回目の開催となりました。今回は昨年の基

調講演のテーマを引き継ぎ、地域における「学生の

学び」について討論を深めたいと考えております。

今回は様々な地域連携の形がある中、ゼミナールを

指導する教員とその所属学生によるボランティア活

動による連携活動に絞って、小学校を舞台とした３

つの事例報告を行います。 
 
 ボランティア活動に参加した学生達への事後のア

ンケートを通しては、子ども達とのふれあいを通し

て、逆に自分が学ぶものが大きかったという思いの

声が多数みられますし、フォーラムでのこれまでの

事例報告から見ても、学生にとってその体験が何か

しらの学びの場ともなっていることは確かなことと

思われます。 
 学生達は普段、大学内で講義を受けて勉学に励ん

でいますが、仮にその学習について類型的に捉える

ならば、知識獲得型の学びが主となることは自然な

ことだと思えます。先ずは教科に関する専門的な知

識、技能を身につけるための知識修得に努めるべき

であるからです。 
 ですが自分が得た知識を子どもに教えようとして

みると、当然ですが様々な出来事にぶつかります。

必ずしも自分が分かった方法、順序で分かる訳では

ないことにも気がつきます。どんなふうにしたなら

分かってもらえるだろうか、子どもはどういうふう

に理解しているだろうか、教職においてこうした課

題意識を持つ事は大切なことであり、その実際は体

験を積み重ねる事が一番の身につく学びになろうか

と思います。教育大学では幾度かの教育実習の場を

設けて、いつもの講義とは違う、実践的な学ぶにつ

ながる教育プログラムを実施しているところです。 
 近年、北海道の小中学生の学力テストの結果が低

い水準にあることが話題となっていますが、「学力」

という言葉が意味する能力には、基礎基本となる確

かな知識の獲得とともに生活の中に課題を見つけ、

自らその解決を図る能力という力も含まれています。

こうした課題発見、問題解決能力は正に日常生活の

中でおおいに発揮すべき能力であって、大学生が身

につけるべき学力についても本質的には同様であろ

うと考えます。 
 今日のフォーラムで取りあげるボランティア活動

は地域連携活動における学生の学びの内容、その特

質を改めて考える機会を得たいものとして、その報

告をお願いしました。活動に応じて違いのある報告

がなされるものと思います。 
 そして後半のパネルディスカッションにおいて、

それぞれ学外の方々からもその報告内容について補

足していただく予定です。大変、長時間に渡るプロ

グラムとなっておりますが、ご都合の許す限りご参

加いただけましたら、と願っております。 
 また、本日報告される事例の他にも旭川校では

様々な連携活動を行っています。旭川校の先生方の

ご協力をいただいて地域連携報告事例集と言える冊

子を作成致していますので、ご一読いただけますと

幸いです。この冊子とともにフォーラムを通して大

学の地域への支援活動について皆様の関心が深まる

ことを願っております。 
 本日は大変ご多忙な中、小池教育長様にご挨拶を

いただきますことに感謝申し上げます。また北海道

教育庁上川教育局旭川市教育委員会からのご後援も

いただきましたことにも感謝申し上げます。最後に

会場の皆様のご清聴と討論会への積極的なご参加へ

のお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。本

日はどうぞよろしくお願いします。 
 

 
  
 
２ 旭川市教育委員会 小池語朗      

 
皆さんこんにちは、旭川教育委員会の小池と申し

ます。私はこの地域連携フォーラムに参加させてい

ただいて３回目、今のところ本フォーラム全てに出

席させていただいております。年々歳々、本フォー

ラムが多くの大学関係者の皆さん、学生、地域の方々、

現役の小中学校の教員が参加されるようになってき

ているということで、心よりお喜び申し上げます。

また、旭川市教育委員会の立場から申しますと、平

成 17 年に相互連携協定を旭川校と結びまして、それ
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以降、市内の小中学校に関わって多くの学生ボラン

ティアに参加していただいており、そのことに関し

てもお礼を申し上げます。北海道教育委員会は、北

海道の学力を全国平均にしていこうという目標を掲

げています。それに関連して、約２週間にわたり、

旭川市内の校長先生方と面接を致しました。その結

果、少人数での授業環境における学校が学力的に伸

びているという感を個人的に受けました。逆に言え

ば、大規模校では児童生徒ひとりひとりに目が届い

ていないということの証左とも考えております。そ

のような状況において、児童生徒ひとりひとりにつ

いて対応してくださる学生ボランティアの方々の存

在は非常にありがたいものと思います。 
 

 
 
つい最近、田中文部科学大臣の大学不認可の件が

話題になりましたが、よくよく考えてみると、少子

化の中で大学の数ばかりが増えていく、そういった

状態で本当にいいのだろうか、という問題提起でも

あったのではないかと考えております。やはり身近

に大学があってほしいという地域や保護者の願いと、

少子化という現実との兼ね合いをどういう風に調整

するのかが今後の課題になってくると思います。地

域で学んだ若者たちに、地域で活躍してほしいとい

う願いはあって然るべきだと思いますが、そういっ

たことを考えますと、既存の大学もまた地域の中で

学び、地域の中に活躍の場を求めていく、そういっ

たことがいっそう必要となっていくと思うのであり

ます。 
旭川校の学生の、教員採用試験の合格率は、５キ

ャンパス中トップと聞いております。ぜひ、旭川に

若い力を、学生ボランティアの経験を生かし注ぎこ

んでいただきたいと思います。 
本日のフォーラムでは、皆さんの活発なご論議の

中で、成功裏に、その成果がおさめられますように、

そして開催にあたってご尽力いただいた皆様に敬意

を表しまして、一言、簡単ですが挨拶とさせていた

だきます。本日は本当におめでとうございます。 
  

３ 北海道教育大学准教授 角 一典     
  
今年で地域連携フォーラムも３回目を迎えました。

初回は道北地域における学校支援実践プロジェクト

をやっておりまして、協定を結んでいる旭川市、南

宗谷の３町、江差、浜頓別、中頓別、こういった地

域において行っているボランティア活動について話

をしてきたところです。それと並行して、道北にお

ける地域教育支援の取り組みという冊子を作ってま

いりまして、こちらも３回目になりました。そうし

ていくうちに、様々な教育が様々な形で地域と連携

活動をしていることが徐々に分かってきました。な

おかつ、学生がそこでどのような学びを得ているの

か、ということがもう一つの重要な課題として浮か

び上がってきました。さらに、この３回のフォーラ

ムを総括する形で今、出版計画が進んでおります。

その中で本日は、特に面白そうな事例を取り上げて

紹介する、というような展開になっております。そ

れぞれに面白い取り組みがございましたが、教育発

達専攻が関わった、学生中心のボランティア、それ

から、杉江先生の音楽分野、こちらも他とは異なる

面白い取り組みとなっており、従来考えられてきた、

学業とボランティアとを区別するやり方に対して、

単位の中にボランティアを組み込むという方向性に

なっており、そういったことを考える重要な事例と

なると思われます。また今回の出版計画の中で、特

徴ある取り組みの共通点の一つとして、ゼミ単位で

の活動というのがいくつか見受けられました。これ

らが非常に継続的に、そして学生が中心となって、

地域連携活動が行われているということが分かって

まいりました。今回はその中から、川邊先生の家庭

科教育ゼミの取り組みを取り上げさせていただきま

した。本日の第１部では、こうした様々な取り組み

を、実際に携わっておられる教員の方々、学生の方々

から実践報告を受ける形で、第２部のディスカッシ

ョンに結びつけていくという構成になっております。

それでは実際に報告を聞いてまいりたいと思います。 
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教員と学生による体験報告 
 

 

体験報告 １               

   青雲小学校での学校ボランティア活動  
 
 よろしくお願いします。前半は青雲小学校におけ

る取り組みについて私から、後半は國嶋の方からそ

こでどのような学びを得たのか、それぞれお話して

いきたいと思います。 
 
 私達の所属する教育発達専攻教育学分野が、平成

24 年度に行った学生ボランティアは以下の通りで

す。 
① 旭川市立青雲小学校ボランティア 
② 東川町立東川小学校ボランティア（TT を中心に） 
③ Rumoi Open Comfortable Community（コミュ

ニティカフェ・留萌） 
④ 土曜スクール・みのり（母子家庭のお子さんの

学習保障） 
⑤ 大雪ボランティア 
⑥ 基礎学力向上学習会（旭川龍谷高等学校、放課

後の補習の手伝い） 
⑦ 附属旭川小学校ボランティア 
⑧ 地域密着型ボランティア・ありんこくらぶ（学

生サークル）  等々 
 こうしてまとめてみますと、意外にも多くのボラ

ンティアをしていることが分かりました。 
 本日は青雲小学校におけるボランティア（①）に

ついてお話します。まずボランティアを行うことに

なった経緯から申しますと、1997 年度より旭川市不

登校児治療教育推進委員会委員になったのですが、

しかしこのとき私は不登校状態のお子さんについて

全く知らない状態でした。そこで、不登校児を受け

入れている市内の学校に行って、不登校状態のお子

さんに実際に会ってみたいと思い、当時の校長先生

にお話しして受け入れていただきました。ただ、だ

んだんと私が大学の方で多忙になってまいりました

ので、今は学生に行ってもらうようにしています。

派遣の形態としては、知的障害、不登校、発達障害

のそれぞれのクラスに２、３年生を行かせています。

毎週１回、１年を通して行い、お話をしたり、一緒

に遊んだり、学習活動の支援をしたりして、子ども

との関わり方や関係作りについて学んでいます。最

後に、なぜこうした活動を続けているかといいます

と、将来教職に就く学生の皆さんに、具体的な経験

を積んでもらいたい、それが後に役に立つと考え、

また正規のプログラムだけでは限界があると感じる

ため、こういったことが理由となっております。そ

れでは國嶋の方に移りたいと思います。 
 こんにちは、教育発達専攻教育学ゼミの國嶋朝生

と申します。昨年度より、青雲小学校の不登校学級

に受け入れていただき、お話をしたり、一緒に遊ん

だり、個別学習の支援をしたりといった活動をさせ

ていただいています。不登校学級について感じた・

学んだこと、実際の子どもたちと関わりの中で感じ

た・学んだことの２点についてお話させていただき

ます。 
 まず１点目に、不登校学級について感じた・学ん

だことですが、そもそも私は不登校学級に担当が決

まるまで、不登校の子どもと接する機会はなく、お

恥ずかしながら不登校学級というものの存在すら知

らない状態からのスタートでした。また勝手なイメ

ージから、お話してくれるのだろうかといった様々

な不安を抱えていましたが、実際にクラスに入って

みると、子ども同士で遊んでいたり、個人の段階に

合わせた学習指導がなされていたりと、抱いていた

イメージとは正反対のものがそこにはあり、考えを

改めさせられると同時に、一度不登校状態になって

も、またこうして学校で楽しく活動できるようにな

るということを感じました。そして子どもたちの傍

らに、いつも寄り添う先生方の姿がありました。決

して特別扱いするのではなく、指導するところは指

導し、褒めるところは褒めて、子どもたちができる

ことを徐々に伸ばしていくという印象を受けました。

さらに、ひとりひとりに合わせた指導をしており、

そのような先生方の指導方法を間近で見ることで、

また私自身が直接関わる中で、子どもたちへの多様

な支援を学ばせていただいています。 
 

 
  
２点目は、実際の子どもたちと関わりの中で感じ

た・学んだことについてです。私の担当するクラス

では、学習活動の他に創作活動も多く行われており、

キーホルダーを作ったり、パズルをしたりと、様々

なものを作っています。その中で、子どもたちの細

かなこだわりや、熱中している姿勢に触れる場面が

多々あり、手を貸すだけではなくその成長を側で見

守るということも、ひとつの重要な役割ではないか

と感じております。そして、子どもたちと遊んでい

ると、自分たちで遊びやルールを作るという、自ら

活動しようという意欲を感じることがあり、それは

たとえ遊びの範疇であっても、その意欲を大切にし

てあげるべきだと感じます。 
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 最後に、学習活動の支援を通して感じたことをお

話ししたいと思います。私の担当するクラスにいる

或る男の子は、算数に苦手意識を持っているのです

が、その日は掛け算のプリントをやっていました。

途中で何度もつまりながらも頑張り、一問解けるご

とに私とハイタッチをしていたところ、だんだんわ

かってきて解くスピードがあがり、最後には苦手な

はずの算数を「これ、楽しいね。」と言ってくれたの

です。その瞬間に、子どもと喜びを共有できたこと

が、私にとってひとつ大きな経験になりました。 
 このような貴重な経験をすることができたのも、

受け入れてくださった青雲小学校の先生方や、態勢

を整えてくださったゼミの先生方のおかげです。こ

の場をお借りして感謝の意を申し上げます。今後も

学生ボランティアとして学ばせていただく立場、子

どもたちに教える立場、この両面を忘れずに活動し

ていきたいと思います。最後までご清聴いただきあ

りがとうございました。 

 

 

体験報告 ２                

         オペレッタによる学校支援活動  
 
 オペレッタ「金の子犬、銀の子犬」公演による教

育活動支援についてお話します。このオペレッタ「金

の子犬、銀の子犬」は、2012 年２月に東神楽町立志

比内小学校でやらせていただいた、旭川校オリジナ

ルの音楽劇で、時間は小学校の１コマに合わせて約

45 分の短めなものになっています。アイヌに伝わる

物語を題材にしており、アイヌ音楽の伝統や美学、

古くから伝わる「鶴の舞」や「踊り唄」などを盛り

込み、子どもたちの興味・関心を引く楽しい作品で

す。優しい心をもって、皆と仲良く助け合いながら

生きることの大切さを伝えることをテーマとしてい

ます。 
 あらすじは、心優しいパナンペは、魚がとれずに

困っているカラスに、「みんなで食べなよ。」と大き

なシャケをあげます。そのお礼にカラスの国に招待

され、小さな銀の子犬と宝箱を持って帰ってきます。

その話を聞きつけた、意地悪で欲深いペナンペは、

捨てるような小さなシャケをカラスに渡し、かわり

に金の子犬と宝箱を持って帰ってきます。どこかで

聞いたような話ですね、自分も幸せになりたいとい

うことです。しかし帰る途中、宝箱を開けると、犬

のフンやらカメムシやらが飛び出してきて「たすけ

てくれえー！」と叫ぶペナンペ。普段の行いが悪い

からこんな目に遭うのだと、村人からお仕置きされ

て、ペナンペは今までのことを皆に謝り、これから

は優しい気持ちで皆と暮らしていくよ、と改心しま

す。めでたしめでたし、というお話なのですが、ア

イヌ音楽が登場するので、川村カ子トアイヌ記念館

の方々にご協力をいただいて、その文化についての

解説や踊りの指導を受け、できるだけ正確な形で子

どもたちにアイヌ文化を伝えるよう配慮しています。 
 また、この活動は大学の講義「総合的音楽活動の

実践Ⅰ～Ⅳ」（必修）として扱っているものです。現

場体験型学習を通して、将来音楽科の教員を目指し

ている学生の企画力やパフォーマンス力を向上させ、

教師としての豊かな表現力を培うという意図があり

ます。 
 この活動には、子どもたちに観賞してもらうとい

う責任が付随します。「おもしろかった！」といって

もらうには、歌唱力、演技力、台詞回し、音楽性、

演出、舞台美術などの様々な要素が、観賞に値する

一定のレベルに達していなければなりません。「子ど

もたちに変なものは見せられない」という責任感が

この活動の重要な原動力となり、また皆で協力しな

いと良い公演ができないという意識が、学生たちを

成長させるのです。それでは、パナンペ役をやった

平出君に報告をしてもらいます。 
 
 皆さんこんにちは、心優しいパナンペを演じまし

た音楽分野４年の平出です。宜しくお願いします。

今回、「総合的音楽活動の実践」という授業の中で、

地域の学校にお邪魔して公演をさせていただいたの

ですが、その中でわれわれ学生が学んだり感じたり

したことをお話しさせていただきたいと思います。 
 本学の音楽科の学生は、もちろん教員の卵であり

ますが、音楽を専攻しているということで、表現者

としての一面も持ち合わせています。その「表現」

を使って、音楽を教えたり、人として育てたりでき

るように日々勉強しています。今回の音楽劇の中で

はアイヌの文化について扱いました。なかなか普段、

アイヌの文化に触れることは少ないのですが、私達

が勉強して、それを子どもたちに伝え還元するとい

う役割があるのではないかと考えています。また現

場の空気に触れる貴重な機会でもあると思います。

現役の先生方が現場でどのように動き、それに対し

て子どもたちがどのような反応をするのかを学ばせ

ていただける大変重要な場であると考えています。 
 今回の公演のあと、志比内小学校の児童の皆さん

から「楽しかった」「ペナンペのような大人にはなり

たくない」など、沢山の感想をもらいました。その

中で、私達のように合唱などの音楽活動をやりたい、

といった言葉もいくつかいただきました。私達にと

って非常に励みになる言葉でした。私達が演奏して、
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そこで終わり、ではなく、それを聴いた子どもたち

に「音楽をやりたいな」という気持ちを起こさせる

こと、これが少しでもできたことは、将来につなが

る貴重な経験であり、また私達の原動力にもなって

いくものと思います。拙い発表でしたが、最後まで

お聴きくださり、ありがとうございました。 
 

 
 

 

体験報告 ３                

                はらぺこクッキング活動  
 
 私ども家庭科の活動は、地域単位で行っており、

また大学の単位とは無関係といった位置づけのもの

となっております。また、家庭科の大きな指針であ

る、学校・家庭・地域がつながっていかなくてはな

らないというものに基づいて、「協同的な地域連携」

を活動のテーマとしています。 
 この「はらぺこクッキング」という活動ですが、

ネーミングから企画・広報・運営・引き継ぎといっ

た殆どの活動を、ゼミの学生が主体となって行って

おり、私は指導教員として、主にアドバイザーのよ

うな立ち位置から関わっております。主に小学生を

を対象とした、食育体験講座で、将来家庭科教員を

目指すものとしての能力向上はもちろん、子どもた

ちのニーズや実態を掴んだ上で、学問としての家庭

科教育・家政学の深さと、学問としてのそれに留ま

らない社会的役割について学ぶといったねらいがあ

ります。なお、調理中の怪我など、有事の際の責任

の所在は指導教員である私にあることにしています。

やはり学生が（大学の）外部に出て活動するという

のは、もしもの時のことを考えておかないと非常に

難しいという点があるのを痛感いたします。それで

はここから先は学生に話していただきます。 
 ここからは 2012 年度前期の「はらぺこクッキング」

の活動を報告いたします。岸と申します、宜しくお

願いします。ゼミ活動の一端として行う食育講座「は

らぺこクッキング」は、半期に一回のペースで企画

します。伝えたい内容も考えた上で提案し、皆で話

し合って決定します。今回はブラジル料理を作るこ

とになりました。サブタイトルも、子どもたちが親

しみを持ってくれるよう工夫します。今回は「はら

ぺこクッキング～ブラジル料理でわくわくカーニバ

ル～」となりました。日程は、子どもたちの休暇や

ゼミ生の予定を考慮して決定します。実施場所は移

動の負担なども考えて、大学近辺の公民館や本学の

調理実習室を利用する場合が多いです。 
 参加募集の広報については、ゼミの１年生がチラ

シを作成し、参加希望者には電話かファックスで申

し込んでいただきます。チラシは大学近隣の小学校

（大有小・大町小・向凌小・附属小）の対象学年（今

回は３～６年生）分の 900 枚を、許可をもらって配

布しました。そのうち数名の男子児童を含む 17 名の

参加希望を得ることができました。 
 通常は２回試作をしてから本番に臨むのですが、

今回は知らない部分の多いブラジル料理だったため、

試作を３回行いました。また、ブラジルの本場の味

を追求するため、ブラジル派遣の経験がある、元

JICA 海外ボランティアの薮たかね氏にご協力いた

だき、私達学生自身、子どもたちに伝える前に、学

びを深めることができました。ここで本場の味だけ

でなく、ブラジルという国やその文化、食事の盛り

付け方や食べ方のマナー、親しまれている料理など、

背景にあるものも含め学習することができました。 
 実施にあたっては、材料をご家庭でも容易に手に

入るものに置き換え、講座のあとにご家庭でも再現

することができるよう配慮しました。また安全・衛

生を第一に考え、１班は子ども４人に対して大学生

を２人配置して目の行き届くようにし、万が一に備

えて救急箱も用意しました。 
調理後にはクイズを行い、料理にからめてその国

の文化などの知識も子どもたちに伝えました。他に

も、今回外国料理を扱ったためパスポート風の修了

証書を写真付きでプレゼントしたところ、とても喜

んでいただけました。そして子どもたちにアンケー

トをとり、楽しかった、などの感想をもらって励み

にしたり、次回の改善につなげたりするようにして

います。私からは以上なので、引き続き４年生の吉

田さんからお話させていただきます。 
 
吉田です。よろしくお願いします。４年間を通し

て活動を行ってきた感想や学びについてお話させて

いただきます。この「はらぺこクッキング」は、裏

テーマとして、自らが学んできたことを子どもたち

に伝えるということを掲げています。教える立場で

あること、どうすればわかりやすく伝えられるのか、

そういったことを準備段階から考えて活動していま

す。 
私達は１年生の時からゼミに配属され「はらぺこ

クッキング」にも参加しているのですが、初めての

時は子どもたちとの関わり方も、どうすれば子ども

たちにわかりやすく伝えられるのかも全くわからず、

その難しさを実感します。そして、先輩たちの慣れ

た動きを間近で見ることで、多くを学ぶ事ができま

す。これはゼミで活動する大きなメリットだと思い

ます。学年が上がって、回数を重ねていくと、だん

だんと子どもたちの動きややりたいことがわかるよ

うになってきます。 
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準備はなかなか大変ですが、子どもたちの笑顔を

みると、達成感や「やってよかった」という気持ち

が起こってきます。そして、子どもたちと関わるこ

とで見えてくるものとして、自分自身の成長、とい

うものがあります。回を重ねるごとにやり方を改善

していけますし、また過去の回を振り返ることで自

身の変化に気付くことができます。 
今後の課題としては、個人的なことですが、「はらぺ

こクッキング」での経験を来年度からの教師生活に

生かすことが挙げられます。この４年間で、教える

側が熱意を持って臨めば、子どもたちはそれに応え

てくれることを実感しました。常に子どもたちにわ

かりやすく伝えられるように、考えていきたいと思

います。ゼミとしては、これからも事前の準備を入

念にやることを怠らずに頑張っていってほしいと思

います。ご清聴ありがとうございました。 
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パネルディスカッション 

  地域連携活動に関わる人達の役割・意義・課題   
 
旭川市立青雲小学校教諭 鳴川啓子     

 
皆さんこんにちは。私は旭川赤十字病院の隣にあ

ります青雲小学校からやってまいりました、鳴川啓

子と申します。よろしくお願い致します。教育大学

の方からは本校の特別支援学級に継続してボランテ

ィアの連携をはかっていただいているということで、

本当に感謝しております。ありがとうございます。 
第一部の方で須田先生の方からお話があったと思

うのですけれども、青雲小学校の特別支援学級は、

精神障害学級、情緒障害学級、不登校学級の３学級

と、２年前からエルティード通級指導教室という教

室ができて設置されています。私はその中で現在不

登校学級の担任をしております。また、学校の方で

特別支援のコーディネイターをさせていただいてお

ります。 
 

 
 
今日は、学校現場で特に今日の課題となっており

ます不登校児の対応について、学校の現場ではどの

ような対応をしているのか、ということで、不登校

児の安心の居場所となっています不登校学級の関わ

りについてお話をさせていただきたいと思います。 
小学校の不登校学級というのは市内に青雲小学校

１校しかございません。子どもたちは東鷹栖や東旭

川、市内全域から青雲小学校のほうに通ってきてい

ます。 
須田ゼミとの連携は、不登校学級が開設しまして、

須田先生本人によります、絵本の読み聞かせがあり

ました。それに始まりまして、学生のボランティア

の継続的な関わりをもっていただいております。今

日発表された國嶋さんも不登校学級で継続してボラ

ンティアの活動に取り組んでくれています。他の学

校では多分体験することが出来ない、子どもたちや

保護者の方との出会いや出来事に遭遇していると思

うのですが、先ほど國嶋さんの発表のなかで自分も

楽しくなれるような活動をしていくことと、分かる

ことの喜びを分かち合うことが自分の喜びになって

いるという発表がございました。わたしはこれがと

ても大切な事だなと思って聞いていましたが、きっ

とこれから学校現場に出たときに、役に立つような

体験をしているんじゃないかなと思います。学級の

子どもたちは「今日、ボランティアさん来るんだよ

ね」「一緒に遊ぶんだ」と元気に通ってくる子ども達

もいますし、また、不登校学級ですので、休みがち

の子が多いんですけれど、私たちの方から「明日ボ

ランティアさん来るよ」と伝えると、その日は何故

かニコニコして学校に登校してくる子もいるんです。

ボランティアさんの存在やそのパワーというのは、

本当に子どもたちへの登校意欲や学習意欲を喚起す

る影響があり、私たちは助けられています。特別支

援学級の、今日ここに来るに当たり、担当が６名い

るんですけれども、意見を聞いてきましたので、こ

の場を借りてお伝えいたします。「ボランティアさん

は学校に来ると礼儀正しく挨拶してくれます。周り

に元気を振りまいてくれています」といったことを

お持ちのかたもいましたし、体力的な事で、「子ども

たちのパワーに負けないくらいのエネルギーを発揮

してくれています」という話をされた先生もいらっ

しゃいます。あと、「待っている子どもたち一人ひと

りに笑顔で接してよく褒めてくれます」という方も

いました。その通りだと思います。本当に休み時間

や給食の時間に、子ども達と一緒になって、その目

線になってかかわってくれています。また、受け身

としてちょっと傷つくような言葉が投げかけられる

こともあるんですけど、そんな場合もめげずにニコ

ニコと受けこたえようとしてくれていて、本当に職

員一同感謝しております。 
つぎに、学生さんが何を学びどのように貢献して

いるのか、という課題が挙げられていますので、そ

れについてお話しさせて頂きます。私はせっかくの

ご縁で青雲小学校にボランティアに来ていただいて

いるので、一人ひとりの学生さんが、子どもと接す

ることとか、教職に就くことへの魅力を感じて、教

員になろうという意欲を高めて頂ければと思ってお

ります。今回のフォーラムに参加させて頂き、私自

身も何かお役に立てることがあるのだろうか、と考

えるきっかけを頂きました。それでは現場で何を学

んでいるのかということについてお話しさせて頂き

ます。まずハードな部分でお話をしますと、本校で

はボランティアさんとの出会いの場面で、教務担当

の先生がいまして、その先生が窓口になって、ボラ

ンティアの心得などを伝えるのですが、基本姿勢と

しましては、子どもたちは大人としてボランティア

さんを見ますので、その行動は教員と同じような意

識でいてほしいということを伝えています。また出

欠や休職など事務的な事もありますので、その連絡

などもきちんとしてもらうよう連絡していますが、

本校に来て下さるボランティアさんは、その指導に

応じて本当に礼儀正しく行動してくださいますし、

挨拶もしてくださいますし、きっと、学校現場で働
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くということを体感しているのではないかと思って

います。それから実際に子どもたちと接するなかで、

朝、子どもたちが登校してくる様子から、挨拶をし

なかったり、元気がなかったりするような子どもや、

朝から帽子やフードをずっと脱がない子もいます。

不登校の場合、周りからシャットダウン、というよ

うな信号を出していると捉えることも多いですが、

中には、実は髪の毛がボサボサだったりとか、髪を

切ったばかりでその姿を見られたくない、というこ

ともあるのですが、私たち大人にとっては些細な事

でも、子どもたち本人にとってはとても大きなこと

であったりもします。学習場面で言いますと、体育

になると体がだるいという子もいます。体育が苦手

というお子さんが多いといいますが、算数になると

急に体調が悪くなる子もいますし、フリーズしてし

まって黙ってしまうような児童もいて、そのような

ときは私たち担任は、子どもの状況に応じて、特に

不登校のお子さんに関しては心理的な不安を取り除

くという対応をするのですが、子どもの多様な状態

とか内面的な動きを読み取る目が、とても大事にな

ってくるんですけれども、学生さんたちはそれを学

ぶ機会となっているのではないかと思います。また、

子どもの状態に応じた支援内容・方法というのは、

私たち教員は当然持っているのですが、そのような

ものを直に担任の先生から学ぶことが出来ているの

ではないかと思います。 
次に、どのように学生さんが貢献しているのかと

いう課題についてお話しさせて頂きます。当然です

が、私たち教員より学生さんの方が子どもたちに年

齢が近いということで、親しみを感じることが出来

ていると思いますし、優しい方が多いです。よく子

ども達を褒めてくれています。そういうことが、子

どもに一緒に学習したい、遊びたいという意欲を生

みださせて頂いているのではないかと思っています。

不登校学級の場合は学習面で、異学年の指導があり、

学習経験なども、学校に１週間しか来ていないとい

うお子さんもいますし、５年生の３学期までは学校

に来れていたというお子さんもいます。そういった

意味では、一人ひとりの学習習得というのが、違い

がありますが、大事になってくるのが個別の支援で

す。そのような指導が必要な子どもが本当に多くて、

その補助支援ということでボランティアさんに力を

貸していただいています。また、特別支援学級で、

自立活動という教育課程があります。自立活動とい

うものがとても重要になってくるのですが、これは

体験活動という風に置き換えられますけど、体験的

な学習が取り入れられている活動になっています。

学校行事で言いますと、運動会や学芸会で、通常の

学級の子どもたちと一緒に行動するということを目

指してやっています。その場合心理的に緊張してし

まうのですが、担任も陰で気を遣いながら行事を進

めていきますが、やはりそのような体験はしてほし

いという願いで進めています。その時に学生さんが

子ども達と一緒になって練習に参加してくれたり、

応援してくれたりしています。そうすることで不安

や緊張があって迷っている子どもたちが競技に参加

出来るようになっています。係活動でも学生ボラン

ティアさんと一緒であれば、参加出来るようになっ

たりと、劇的な動きや活動が出来るという感動的な

場面もあります。また学級独自の自立活動では、陶

芸教室や餅つき会やスケート・スキー教室などがあ

るのですが、それにも参加してもらうこともありま

す。楽しみをボランティアさんと子どもたちが共有

するということをしてもらっているのですが、それ

は子どもたちにとっては本当に嬉しい体験になって

いると思います。また年齢が近い学生さんは、子ど

もにとって自分たちの目標になることがあります。

運動が好きな子どもがテニスをやっている学生に出

会い、憧れから、自分もやってみようと、お小遣い

でラケットを買ったお子さんもいました。また、私

の教え子がボランティアとして学校に戻って来てく

れたことがあります。それが子どもたちや保護者の

刺激になりました。自分にも道が開けるんだ、とい

うことを口にして学習を頑張る児童がいました。そ

の場だけでなく、学生さんの存在というのは将来ま

で渡って子どもや保護者に希望を持つことが出来る

チャンスを与えてくれているのだと、私も体験させ

て頂いております。 
 

 
 
東神楽町立志比内小学校教諭  本間 寛太     

 
志比内小学校の本間と申します。志比内小学校は

旭岳ロープウェイの方を登っていく道があるんです

けど、忠別ダムの下にある小さな小学校です。全校

児童が８名で、その内地元の子が２名、あとの６名

は山村留学で佐賀県、岡山県、東京都、遠くはテキ

サスから来ている、インターナショナルな小学校で

す。そんな中で子どもたちが生き生きと学習してい

る小学校への貢献として発表させて頂きます。 
まず、第１部の発表をどう受け取ったか、という

ことですが、とてもよい発表で、感動がよみがえっ

てまいりました。杉江先生のお話もとても面白いと

改めて思いました。まず、大学が総合的音楽活動の

実践というカリキュラムの中で、この活動をやられ

ていたということを改めて認識いたしました。実は

先生方や学生さんがお越しになるんですけれども、

リハーサルと本番の２回来るどちらの日もスケジュ
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ールがいっぱいで、どういう取り組みの中で行って

いるのかが分からなかったものですから、その中で

学生さんたちが、２年半くらいかけて、この劇に取

り組んだのだと、また思いを新たにしましたし、感

動いたしました。それから、私どもも現場で、学芸

会ですとか、学習発表会で劇を作ります。その中で、

作り上げる達成感というのは、学校現場だと特別日

課が２週間くらいで、前の取り組みを含めると１ヶ

月前くらいから取り組みをはじめるんですけれども、

子どもたちが凄く成長するんですよね。その中で学

生の皆さんが、アイヌ記念館に行かれて、鶴の舞や

鳥の舞を学習されたり、その時に小学生の前で、へ

たな事が出来ないという責任感、それから誠実さが、

私は、子どもたちが動かずに見入っていた理由なの

だと思いました。それは、誠実さが、ピュアな気持

ちが、パフォーマンスで何かを伝えようという気持

ちが子どもたちにも伝わっていて、子どもたちは動

けなかったんだな、と改めてそう感じました。 
次に学生さんたちが何を学び、どんな貢献をした

か、ということについてですが、先に貢献の部分か

ら私なりに感じていることをお話したいと思います。

一点目は、児童が演劇に対する肯定的な作ったので

はないかと思っています。先ほどの発表で、子ども

たちは、「素敵だったなぁ」とか「恰好いいなぁ」と

か「あんな風にやってみたいな」という意見があり

ました。そんな中で、子どもたちは次の年に、「もち

もちの木」の劇をやる際に、「劇やるよ」というと子

どもたちは「やったー」とやりたいなという気持ち

が、皆さんのパフォーマンスによって肯定的なイメ

ージが付いたんだなと改めてそう思いました。それ

から二つ目に、先ほど「パナンぺのように生きてい

きたい」「ペナンペのようにはなってはいけない」と

いう話がありましたけれども、道徳的な価値という

ものが、内容から得られる価値もあったのではない

かな、と思います。杉江先生や教育大学の方が来て

色々なものを見せて下さるですが、やはり「教育大」

の方々が劇をしてくれているんですよね。劇団札幌

のような民間の人が内容に釘づけにするのではなく

て、教育的な素地がある方々がパフォーマンスをす

るという所に、とても価値があるのではないかと思

っています。伝わってくる感じが違うんです。我々

も年間に１回、東神楽町で芸術体験会のようなもの

をやるのですが、そのようなものよりも身近に感じ

るし、そうだな、と感じることがありますし、その

ようなものがいいなと思います。三点目です。それ

は、教員が広い年齢層にも耐えうる内容を学んだ機

会となったと思っています。教員は皆専門が違い、

音楽や表現を専門にやって来ていないんですよね。

そのような部分でいくと、このようなやり方がある

のか、という部分に触れることが出来たという部分

で、とてもよかったと思います。四つ目は、へき地

に暮らす人々の文化提供の場になったと思っていま

す。地域の人がそのようなサービスを受けたのだな、

と思っています。へき地の小学校は、地域の文化セ

ンター的な役割もあります。そういった意味で、皆

さんの活動が、地域の人のとても喜ぶ機会になった

と思っています。 
 

 
 
次は学生さんの学びについてです。学生さんが自

分で学ぶということですが、私は、学生さんはきっ

と現場でこういう風に役に立つのではないかな、と

いう視点で話させて頂きます。まず一点目は、演じ

手の目線で劇をするという経験を得たこと。単純な

事ですが、要するに子どもたちの目線で、劇を作っ

たという経験を得たことが、これは凄いなと思いま

す。なぜなら私が初めて学校に配属された時、１、

２年生で「ももたろう」をやることになったんです

が、どうやって劇を作るかを学んでいないので、皆

さんの活動が羨ましいと思いました。演じ手の側か

ら見たことがあることは、確実に今後のためになる

と思います。杉江先生や石田先生、プロのオペラで

活躍された杉江先生がいらっしゃいますけれども、

そのような方からご指導を受けて、現場に行かれる

というのは、とてもうらやましい限りであると思っ

ております。もう一点は、こういった現場に来てい

ただいて、貢献の実践的な体験を通して、学生の皆

さんが、何か感触を掴んだと思いますが、そういっ

た意味で、進路やこれから先生になろうと考える基

準になるという意味で、そのような所で学生さんは

二点ほど自分の進路決定に関する学び得たのではな

いかな、と私は思っております。 
 

元 JICA 海外ボランティア（ブラジル派遣）     

                  薮 たかね  
 
JICA 海外ボランティアでブラジルへ２年間派遣

されました、藪たかねと申します。よろしくお願い

いたします。今回の食育講座はブラジル料理につい

てということだったので、このボランティア活動を

２年間行っていたブラジルのことを、お料理と文化

について少しアドバイスをさせていただくというこ

とで関わらせていただきました。第１部の発表でま

ず私が思ったことを素直に申し上げますと、やはり、

計画から実施に到るまで、全て学生さんたちの主体

で行われていたということにとても感動をいたしま

した。準備の段階から入念な準備と計画をされてい

たということを私はものすごく感心して見ておりま
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した。また、食べたこともない料理を、日本の食材

で再現しようというのは、本当に大変なことで、私

も内心出来るのかなとは思ってはいたのですけれど

も、立派にやり遂げて、当日はスムーズな流れが、

そして子どもの参加している様子からみると、その

成果が生かされていたのではないかと思います。ま

た、本場の料理を研究しつつ、本場の料理は知って

いながらも、家庭で再現できるようにと、考えられ

ている所が、やはり子供向けにきちんと家で再現で

きるところがいいところだなと思いました。 
 

 
 
学生の学びと貢献という所で、まず学生さんがど

のように学んでいったかという所なんですが、やは

り実際に子どもと関わるという所で、一番の勉強に

なる所だと思います。楽しく伝えることを学ぶこと

は非常に難しいんですけれども、実際に関わること

で勉強できることなんじゃないかなと思います。ま

た、一つの料理を伝えるために、何度も何度も試作

していました。文化や食べ方に到るまで研究してい

る様子をうかがっています。私もボランティアから

帰って来て２年ほど愛知県で期限付きの教員をして

いたのですが、まず一つのことを伝えるために、研

究し尽くすということは今後教員として大切な要素

となっていくのではないかと思います。一方で地域

貢献の方ですけれども、一つは子ども達と料理を通

して準備や片づけ、協力することを学ぶことが出来

る機会を与えることが出来ていると感じました。子

ども達といっても、３年生から６年生までおります

ので、この学年を超えて協力している様子が見られ

ました。また、クイズの時間では、料理のことだけ

ではなく、ブラジルの概要や食文化について、本当

に関心を持って参加していましたし、楽しみながら

クイズをしていた様子を見て、こうやって楽しみな

がら勉強することもできるのだなと、改めて思いま

した。また、最後ですけれども、私自身が本のレシ

ピには現れない、その国では当たり前の食文化があ

ることを再認識しました。レシピだけではどうして

も伝わらない所ってあるんだな、ということを感じ

まして、やはりそこには本番のというものがついて

くるのだなと思いました。食事の盛り付け方などは、

日本にも、当たり前にご飯があって、味噌汁があっ

て、というようなものがあると思うんですけど、そ

れと同じようにその国流の盛り付け方があって、例

えばブラジルでは全部一緒なんですね。日本では考

えられないですよね。全部小皿に盛り付けるのが当

たり前になっていて、何を遣って食べるか、飲み物

は何を飲むか、という所まで、やはりその国も文化

は、食事を通じて学ぶ所があるな、と私自身が勉強

させていただきました。 
最後になりますけれども、本当に様々な場所から、

大学や学生の力が必要とされているということを再

認識させていただきました。そして、学生時代から、

このように地域に飛び出して活動することの大切さ

を、今回学ばせて頂きました。 
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全体協議             
 
学生：本学の学部生４年のセキグチシオリと申しま

す。わたくし自身、３年間「はらぺこクッキング」

に関わってきたのですが、今日の報告を受けながら

考えたところ、実際に自分自身が活動する時は、ど

ちらかというと地域のことを考えてというよりも、

自分自身が学んだことをどう伝えていくか、という

意識の方が大きかったように思います。しかし、今

日のこの会をもって、自分が学んで伝えようとした

ことが、さまざまな場で生きていたり、地域の方々

にも貢献できていたり、この中で自分自身が生きる

力に繋がといるということをとても強く感じること

ができました。 
 
学生：本学の英語教育専攻の学生、３年のカマダリ

ョウスケと申します。ボランティアは短いものでい

くつかしか参加したことがありません。特に地域と

連携のあるようなものは片手で数えるくらいです。

僕は学部の３年生なので、今年の夏に教育実習５週

間を終えました。僕自身が卒業した中学校で実習を

させていただきましたので、例えばどういう地域な

のか、学校で行われる行事が市民にとってどういう

ものであるのかを理解していたのですが、僕以外の

実習を受けた学生は、まず地域のことがわからない

ので、学校がどういう位置づけにあるのか、どうい

った意味で重要であるのか、そういったことがやは

り把握できていなかったようでした。実際に行事が

終わってから、「ああ、こういうふうに大事だったか

ら、皆こういう風に動いていたんだね」という理解

をしていました。実際に経験を積んでから学んでい

くのも大事だとは思っていましたが、今日改めて、

同じ学年の学生が、学校ボランティアを通してどん

なことを学んでいるのか、どういう経験を積んだの

か、ということを聞くことができて、これからの僕

の起爆剤になりました。僕は教員志望ですが、これ

から、たとえどこにいったとしても、まずちゃんと

地域のことを把握しなければならないのだなという

ふうに改めて実感しました。ありがとうございまし

た。 
 

 
 

 
 
学生：わたくしは本学の大学院、美術教育専修のオ

オニシミズホと申します。今日はみなさんのさまざ

まなお話を聞かせていただいて、色々考えることが

ありました。ボランティアに関してなんですけれど

も、自分自身を含め大学生といっても、世間の人と

関わる機会がなかなか少ないと思うんですよね。自

分自身のことを言うと、人と接することがとても苦

手であって、いろんな方に支えていただいています。

ですが、ボランティアに行くことによって、先生方

と関わらせていただいたり、いろんな事柄と、地域

の方と関わらせていただくことで、自分を中心に考

えていたことが、もっと広がっていって、「あ、こう

いうことがあるんだな」と気づくきっかけを、ボラ

ンティアを通していただけるように思っています。

何年か前のフォーラムに参加したときに、実は悔し

い思いをしたことがありました。「ボランティアに来

てくれるのはありがたいけれど、もっとこうしてほ

しい」というふうに、学生を使うようなことをおっ

しゃっていた方がいらっしゃって、それがすごく悔

しかったのですが、今日の話を聞いていると、先生

方も、他の色んなかたも、我々学生のことをとても

思いやってくださっていることがわかりました。私

たちの学びについてこんなに深く考えていただける

なんて、とてもありがたい環境がこの大学にはある

んだなということを改めて実感しまして、とても感

謝したい気持ちでいっぱいになりました。今日はあ

りがとうございます。 
  
市内教諭：旭川市立桜岡中学校で教諭をしておりま

すサトウと申します。今日はどうもありがとうござ

います。私は今、キャリア教育の担当をしています。

旭川はキャリア教育に関して全国トップレベルの遅

れだというふうに認識をしていまして、何かヒント

になることがないかなと思いまして、今日は参加さ

せていただきました。キャリア教育の視点から話を

するので、視点がずれてしまうかもしれませんが、

今回取り組みをされていることはすごく学生のみな

さんにとってキャリア教育になっているなと思い、

拝見させていただきました。今、中学校もそうなん

ですけれども、高校、大学とキャリア教育を進めな

さいということが随分指摘されています。そのさま

ざまな理由の中の一つは、学生が現場に出たときに、

使い物にならないというような表現をされることが

あります。学生のみなさんがいて非常に申し訳ない

ですけども、企業にしろ学校現場にしろ、余裕がな

いんですよね。入ってきたら、すぐトップスピード

に入ってもらわないとならない。要するに、現場に

来てから徐々に育てていってあげるということがな

かなかできなくて、現場に入った途端に一教員とし

て、親の前に立ち、子どもたちの前に立ち、やって

いかなければならない、ということがあるんですよ

ね。更に言えば、子どもたちから見れば先生を選ぶ

ことはできない。若い先生だから仕方がないねって

ことはないんですね。だから入ってきた途端に、教
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員として、それなりの資質なりテクニックを持って

いなきゃならない、というふうに僕は思っています

し、時代のニーズもそうだと思います。そういった

点で言うと、今回取り組まれているような内容は、

教育実習だけじゃなくて、学生にこういう機会をた

くさん与えてあげることは、おそらく現場に出てか

らすごく生きるというふうに思いますね。教育大学

だからこそできる取り組みだと思うので、どんどん

進めていってほしいなというふうに感じています。 
 

 
 

実を言うと中学校の方も、キャリア教育を進めるに

あたって問題点がありまして、それには外部の協力

がほしいんですよね。どういう協力かというと、職

業体験にいくときの事業所の協力などもそうなんで

すが、それ以外でも、キャリア教育を進めるうえに

おいての、特設授業のような、今回でいうところの

音楽もそうですし、食育の部分もそうだと思います。

例えば理科の分野においての実験などもそうですし、

今そういったことを商売にしているような会社もあ

るぐらいです。そういうところに頼むよりは、教育

大学にお願いすると、「音楽のことについてこの子た

ちに深く勉強させたいな」と思ったらこんなことが

できる、食育についてやりたいんだったらこんなこ

とができる、それから理科の分野だったらこんなこ

と、社会の分野だったらこんなこと、ということが

整備されると、お願いしたい学校としては非常にあ

りがたいです。ただしそこを繋ぐためのシステムが

必要で、そういったシステムを作らなきゃならない

というふうには思っています。学生のみなさんから

すると、現場を知ることができるというメリットが

ありますし、教育現場からすると、キャリア教育を

進めたり、メリットもあります。そういった win-win

の関係が十分にできる取り組みだというふうに感じ

させていただきました。大学側にお願いしたいこと

としては、こういった授業の種類とか本数とかを、

きちんとたくさん整備していただいて、学校が使い

やすい状態を作っていただければ、非常に使いやす

いですし、いいかななんてこともキャリア教育の立

場として、感じさせていただきました。色んな角度

からお話させていただきましたが、ありがとうござ

いました。 
某氏：僕は学生の時に 20 いくつものアルバイトをや

ったけれども、このアルバイト全部が、地域連携と

は言わないまでも、種となって、学校の先生が現場

についた途端に、自分の経験を活用していくことに

生かされていくということがあるんですね。やっぱ

り学生の内はできるだけあちこちに顔を出して、経

験を積んでおくというのがいいのではと思いました。 
 
角（本学教員）：私の方から二つございます。ただ今

キャリア教育の話の流れの中で繋ぐということが重

要だということがありました。実は本の出版の中で、

笠井先生もその点に触れられています。大学の中に

センターのような機能が必要なのではないかという

問題提起があるのですけれども、そういった中で、

かつて、学生ボランティア派遣事業の枠の中で青雲

小学校に受け入れをお願いしていました。そこのと

ころで、要は繋ぎという形の、外部からだとセンタ

ーのようなものがあったほうが話を持っていきやす

い。その一方で、個別の教員とのやりとりを行った

方が安心感があるというところがあって、一長一短

の部分がおそらくある。それで、おそらく音楽科の

活動にしても、やはり大学が窓口になるよりは、音

楽科の杉江先生、石田先生が窓口になることによっ

て、今うまく機能しているところがあります。大学

が前面に立つと、余計なハレーションが起こる可能

性もなきにしもあらずなのかもしれない。ただこれ

をもう少し汎用性のあるものに広げていくためには、

大学という枠の中で、ある程度広い所でウェルカム

という形をとらないと、これは特定の学校との繋が

りというところに留まってしまう。それのいいとこ

ろもあるのですが、よくないところも実際のところ

はあったりする可能性もあるわけです。この点は大

学にいる人間としてどのように考えていけばいいの

かと、ちょっと今悩ましい思いで、お話を聞かせて

いただいたところです。もうひとつですが、学生さ

んの話で、自分自身の活動が、地域連携、地域貢献

というものの中で動いているという意識があまりな

かったというようなお話がありました。僕はそれで

いいと実は思っています。問題なのがおそらくは、

地域と学生さんを繋ぐ役割である教員の意識だと思

います。学生さん自身は、活動していく中で、最終

的に自分たちの活動が地域に役立っているというこ

とを、あとあと知ってくれればいい。冒頭のところ

でがんばらなきゃいけないのは教員であって、教員

がどういう意識のもとに、自分自身の学生をどのよ

うに導いていくのか。その中で、地域連携というひ

とつのツール、道具をいかに活用していくかという

ことを、今後は大学教員個々が真剣に考えていかな

ければならない時代なのかなと思いました。ここの

点はフロアの方々もそうですが、私自身も今後考え

を深めていきたいなと感じたところです。以上です。 
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今後の課題             
 

鳴川：今後の課題ということですが、もうすでに先

程から笠井先生のお話の中にもありましたし、他の

先生のお話の中にもありました。いま一度感じてい

ることを二点、お話をさせていただきます。一つ目

に考えていたのは、やはり大学と学校と学生の連携

体制がとても重要だなということです。小の方でも

これは大きな課題となっていると思うのですが、本

当に忙しくて時間がとれないとか、学生さんと連携

をとるのに、大学と連携をとるのに時間が合わない

とか。学生さんの方も時間の許す限りぎりぎりまで

ボランティア活動してくださってるんですよね。そ

れに私たちも甘えてしまっているところもありま

す。振り返ると、学生ボランティアさんの立場から

すれば「学校のことも学級の状況も知らないし、ど

んな子がいるのか情報がないという中で、何をどう

していいかわからない」という不安のスタートから

始まるということも本当に多くあるんだろうと思

います。また、日々の活動の前後に、情報交流とい

うのも必要だと思うのですが、そういう時間もなか

なかとれないという現状です。そういうことができ

れば、本当にお互いに役に立つことになっていくと

いうふうに考えています。学校サイドからすると、

前もってボランティアに来てくれる学生のできる

ことを事前に知っておきたいということもあるん

ですよね。 
 

 
 

例えば、私が現実に思ったことが、ついこの間な

んですが、学級でピアノを習ってるお子さんがいて、

ふと寄り添った学生さんがピアノを上手に弾かれ

たんです。そうしたら子どもは憧れの眼差しでボラ

ンティアさんを見ていました。それが事前にわかっ

ていればと思いました。子どもが絵を描くというこ

とに対してとても困り感を持っていたりするので

すが、その学生さんは絵が得意で、すらすらっと描

いているのを見ると「ああ、絵が得意だったとは知

らなかった」と思いました。一輪車をやっているん

ですけども、先日こちらの國嶋さんが突然上手に乗

り出したんですよ。先生たちは誰も乗れないもので

すし、子どもたちもびっくりして「國嶋先生、乗れ

るんだ」って子どもが憧れの的として見ていました。

そういうような情報を事前に私たちがわかってい

ると、担任のほうとしてもスムーズに授業の構成と

か、関わりを持てる機会とかを設定できますよね。

そうするとボランティアさんが受身態勢ではなく

て、自主的に活動に入っていくことができるのでは

ないかなというふうに考えました。二つ目ですが、

ボランティアにせっかく来てるわけですから学校

のニーズと学生さんのニーズがあると思うんです

ね。できるだけそのニーズに近付けることを私はし

たいと思うのですが、教育者が無理のない形でこの

体制を有効に活用するということが大事だなって

いうふうに思います。それに学生さんの学びにも当

然繋がっていくと思うんですよね。私は「学生さん

がボランティアに来て何を学びたいのかな？」「こ

の体験をこのあとどうしていきたいのかな？」とい

うことを知りたいです。そういうことをまだ聞いた

ことはなかったので、これから聞いていきたいと思

います。あと、私たち学校現場がボランティアを受

け入れるにあたって、当然利点は求めますよね。そ

れはどんなものかというと、学生ボランティアさん

の支援を、その場限りのものではなくて、日常的な

教育実践の場で継続していくとお互いに役に立つ

んじゃないかなというふうに思っています。今回の

フォーラムもそうですが、ボランティア活動という

体制もそうだと思います。それらをお互いのニーズ

に合わせたものにするためには、目の前のできるこ

とからひとつひとつ実践して、形に残して積み上げ

ていくということが、このあとの本当に有意義なボ

ランティア活動の体制を作り上げていくのではな

いかなというふうに感じて、私の課題に代えさせて

いただきます。 
  
本間：私が感じたことですが、先程角先生がおっし

ゃったセンターのことですが、私共の志比内小学校

は教育大学さんと実に多くの連携をとっているん

です。運動会は、名達先生が学生さんを連れてきて

くださるし、学芸会で先生がバック絵を作ってくれ

たり、先生が音楽の指導をしてくださったりします。

それからオペレッタも杉江先生、それと、卒業式に

はピアノをお願いしました。これは先生が学校に来

た時に「手伝いますよ」「あ、いいですか、お願い

します」みたいな感じで、そうなりました。あとひ

とつ、へき地校実習ですね。８人の子どもに 18 人

の学生さんが来るんですよ。そういう環境の中で、

私は教務を担当してるんですが、来て四年目にして

ようやくお名前とどういう動きなのかがわかって

きました。当初「なんなんだこれは」という感じで、

教育大生はやってくるけれども、どういう枠のどう
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いう人たちがやってくるのかということが全然掴

めなかったんですね。誰に聞いていいのかもわから

なかった。そのあたりはやはりセンター機能のよう

なものが必要なのではないかなと思いました。作る

のは大変なのかもしれませんが、少なくとも、先程

学生さんが言われていました、教育実習が終わった

あとに、「そういうことだったのか」とわかったと。

だからこの学生の学びのプレパレーション、準備学

習の充実と、終わったあとの交流会、セレブレーシ

ョン、認め合いやディフュージョン、発信、提言、

そのあたりを、関係を持った学校が準備として、「こ

ういう学生さんが来るんだ」「こういうねらいなん

だ」「こういうものなんだ」ということが理解でき

て受け入れる。そして終わった後に、「他の学校で

はこういうことをやっているんだ、来年はうちの学

校にもいかしていこう」という場を、教育大学とし

て作っていただいたほうが、うまくまわるのかなと

思いました。それは先程キャリア教育のお話があり

ましたが、個人差はありますが現場は本当に余裕が

ないということでした。杉江先生がおっしゃったこ

とで、パフォーマンスでも「鑑賞に値する一定のレ

ベル」があるというお話をしましたけども、学生さ

んにも一定のレベルが必要だと思います。そういっ

た意味でいくと、運動会とか名達先生の連れてこら

れる学生さん、あと先生、先生が連れてこられる学

生さんは、本当に一定のレベルに値する人たちで、

いつも来てもらって助かることばかりです。ありが

とうございましたと言って、帰っていただくんです

が、そういったところがやはり、教育大生さんの資

質として大事じゃないかなというような感じたこ

とを発表させていただきました。以上です。 
 

 
 
薮：まず、わたくしは地域の一員として、たくさん

のいいボランティアがあることを今回学ばせてい

ただきました。このような講座ですとかボランティ

ア活動を末永く続けていただきたいなというふう

に思いました。また今後もさまざまなテーマで、例

えば今回はブラジルというテーマでしたけれども、

海外に限らず、日本国内でも様々なテーマや開催場

所もひとつに限らずにいろんなところに場所を移

してより多くの子どもたちが参加できればいいな

というふうに感じました。また地元食材や郷土料理

などは今までも土地つきで農家に協力されていた

ということもお伺いしていますが、地域の人たちの

活用も有効ではないかなというふうに思いました。

今回私も非常に、アドバイスをしたというよりも学

ぶことが多かったので、こちらが感謝したい気持ち

でいっぱいです。どうもありがとうございました。

以上です。 
 
笠井（コーディネーター）：皆さんの方からですね、

これも課題ではないかというのがもしありました

らいただきたいと思いますが、いかがでしょう。 
 

 
 
角：鳴川先生に質問なのですが、先程、学生のニー

ズを知りたいというお話がありました。しかし学生

さんの初めてボランティアに参加する多くの場合

は、おそらくぼんやりとした期待しかないですよね。

自分がここで具体的に何をやりたいといって飛び

こむ学生さんは僕が見た限りでは多分稀だと思う

んです。そういう姿勢から、だんだん自分のやりた

かったことが明確化されていくというような形の

参加というのは、ありなんでしょうか。 
 
鳴川：ありかなしかと言われるとありだと思います。

ボランティアというものがあるから何となくボラ

ンティアにいってみようかなっていうスタートの

場合は少し悩むと思うんですよね。でもそれも学習

ではないでしょうか。先生が育っていくための学習

なのかなと思うと多分それもありなのかなと思い

ます。しかしボランティアをやっていくことで何か

を形作って感じとれば、感じたその時点で伝えてほ

しいと思います。学生さんの本来の業務は学業だと

思っていますので、ボランティアがそこに援護射撃

をできればいいと思っています。学業は大切にして

ほしいと思いますし、ボランティアをすることで、

例えば卒論につなげて研究していきたいものの一

環として役立つものがあれば、私は提供したいと思

います。私の力で何かできるのであれば、その力を

役立てたいなと思いますが、それを発信してもらわ

ないと私たちにはわからない。ですので、そういう

ことを感じた時点で常に発信を、受身ではなくて発
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信をしていただきたいと思っているということで

す。 
 
角：すみません、もう一つだけ教えてほしい。今、

重要なところがでてきました。実は学生さんのボラ

ンティアのアンケートで、「不満がある」という学

生さんは、指示待ちなんですよね。何かこういうこ

とをやってほしい、あるいは具体的に打ち合わせの

中でこういうことを期待しているっていうことを

一切言われなかったので、行っただけで終わってし

まったという不満が比較的多いんですね。多くの学

生さんは「行ってよかった」っていうふうに言って

いるんですが、そこのところは学生の主体性を学校

側も求めているということで、学生にこれから伝え

ていきたいと思います。ありがとうございました。 
 

 
 
本間：学校としてもやはりあくまでボランティアで

すから。仕事を与えるというと、ちょっとまた違い

ますよね。うちの町でも技を持っている人の一覧が

社会教育のリストとしてありますけど、それとはま

たちょっと違うかなというふうに思うんですよね。

来て、学生さんが気づいて、「あ、こんなことでき

る」、そこに一輪車があるから「あ、乗れたよ私、

ちょっと乗ってみよう」ということで出会いがある

かもしれないし、音楽科の学生がうちに来てくださ

ったときに、帰りに折り紙を折って、ちょこちょこ

ってプレゼントしてくれる人とかがいたり、不思議

な昆虫を作って帰ったりとかですね、そういうのが

素敵だなと思ったんですね。それで子どもが喜んで

いる姿を見て、何かを学んでいたような気がするん

ですよね。休み時間なんかはどんどん、自分がサッ

カー好きだったらやっててもらったり、ピアノがで

きるんだったらそういうときにばーっと弾いても

らう。そういう表現をすることによって出会いも自

分の気づきも色んな事が生まれるということを、事

前学習で知っていればいいんじゃないかなと思い

ますね。以上です。 
 
須田（本学教員）：何を学んでいるかというのと、

大学はどう考えるかということを、私なりにちょっ

としゃべらせてもらいます。鳴川先生から、「なん

のために来ているのか」というご指摘がございまし

た。おそらく当初は、学生のみなさんは漠とした思

いで参加していらしたかもしれない。ただ、今日参

加している学生のみなさんからもらった感想の中

にはこんなものがあります。 
 

私はこの学生ボランティアを通して、子どもと

の接し方という点で成長できたと思います。初め

は子どもたちとどのように関わったらよいのか、

戸惑いもありました。それはひとりひとりの性格

や特性を理解していなかったことや、児童が心を

開くまでには多少の時間が必要だったからだと

思います。このボランティアに参加させていただ

いて２年が経ち、学級の子どもたちに対する理解

も深まり、今は様々な活動の支援にも入ることが

できるようになっています。 
 
ということで書いてくれています。ボランティアを

しながら、自分の活動について、自分で振り返りな

がらやっているというところがあるかなと思いま

す。何かができるようになるということももちろん

大事なのですが、私は最終的には志の育成というの

をしているのではないかと思います。教師になるた

めの問い掛けをしているのかなと。子どもとは何か

とか、教師はどういうふうに関わっているかという

ことで、教師についての共有ビジョンというものを

持ちながら、自分はどういうふうなビジョンを描け

るのかということをボランティアを通して学んで

いるのではないかなと思います。それから角先生の

指摘されたセンターか、個々人でやるかという構想

なんですけれども、それはおそらくボランティアを

通しての学びに対して誰が責任を持つかというこ

とがかかわってくるのではないかというふうに思

っています。単位化する場合には、当然大学の責任

になってきますので、それなりのレベルが要求され

るんですが、ボランティアの場合は、そこは非常に

曖昧なんですね。教員の責任もあるでしょうし、学

生個人がいかに努力するかという部分もあるでし

ょうし、それに学校側がいかに協力してくださるか

というところがあって、かなり予定調和的な学びに

なってしまいますが、こういう学びもありうるのか

なと私たちは考えています。 
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おわりに                          
       北海道教育大学理事 眞田 雄三  
 
ただいま紹介いただきました、理事の眞田でござ

います。日頃から本学のために、地域のみなさんが

たには大変ご協力頂いておりますことに対しまし

て感謝を申し上げます。今日は限られた時間ではご

ざいましたけれども、熱心にご協議いただき、いろ

んな実践も発表いただき、大変勉強になりました。

色んな今度の課題も出てまいりましたので、それら

につきましては関係者等々、今後いろいろ検討させ

ていただいて、より充実した形にしていければなと、

こう思っております。教員に求められるもののひと

つとしてですね、地域と一緒に教育活動ができる力

を身につけるという観点がございます。地域の皆さ

ま方はいろいろな分野で、いろいろな視点から活動

しているわけでございまして、その方々と共に力を

合わせてやるということは、結構大変なところがご

ざいます。それができる教員を育てるというのは、

今我々も考えに入れているところでございます。そ

ういう意味からしますと、この地域連携を学生の時

に経験して、そこで地域も知りながら教育も知りな

がら、そして自分を高めていくということは非常に

大事な観点だと思っております。そういうことで、

我が大学も地域の皆さま方と一緒に学生さんを育

ててまいりたいと、こう思いますので、ひとつ、引

き続いてご協力の程、ご支援の程をよろしく申し上

げます。限られた時間ですので、私の意が十分伝わ

らない部分もございますけれども、意のある所を汲

んでいただいて、学生さんの諸君は、使命感を持っ

てがんばっていただきたい。そして地域の皆さま方

は、それを支えていただきたい。それから大学の先

生方は、その自分の果たす役割を自覚して、地域か

らなくてはならない、または必要な大学としていき

たいと、こう思っておりますので、よろしくお願い

いたします。今日はどうもありがとうございました。 
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問４ 地域連携のあり方について 旭川校に対する地域連携について、どのようなことを期待していますか。           

 
・私は、二年次のへき地校体験実習や、授業の一環での芸術鑑賞会、音楽鑑賞交流会、そしてこれから行う

ボランティア活動等で子どもと触れ合う機会をたくさん作っていただいていると思いました。（絶対に行う

教育実習だけでなく）このままあるいはさらに発展した形で地域と関わっていくことを継続していただき

たいと思いました。 

・今後も学校と学生をつないでいただけると、学生はボランティアしやすい環境になると思いました。 

・自分の知らなかったボランティアがたくさん行われていることを知りました。また、自分自身がボランテ

ィアに行かせていただいてたくさんの経験をしている中で学校側の役に立てているのか不安になることが

あるが意見交流という場を通し、理解、再認識でき、また新たな気持ちも持って取り組もうと思いました。 

・地域連携をきっかけとし、子供達の関心を引きだしていって欲しいです。子供達は、自分から動き考える

ということができなくなってきているので、こういう活動は必要かと感じています。また、子供だけでは

なく、旭川市の目玉として、何か行ってみるのも良いと思いました。旭川もそうであるが、北海道は、札

幌以外人口が流出してしまっているので、その都市での魅力ある活動も何か必要だと思いました。 

・地域連携には様々なあり方があるとは思うのですが、どんな形にしろ、地域連携の場が増えていくといい

と思いました。（学生にとって、地域にとっても何かしらよい影響があるので、よい方向に広がっていって

ほしいと思うからです。） 

・学生が学校現場を体験できる機会をどんどん増やして欲しいです。 

・ボランティアやゼミ活動として自らが学びたいという気持ちで様々な機会で地域に参加させていただいて

いました。これからも学生が自分のもっているものを生かしながら学んでいけるような機会が様々あると

良いと思います。 

・地域連携となるかは分かりませんが…もっと開かれた大学だと地域住民にも親しみやすくなるのかなと思

いました。 

・単なる文部科学省に対するアリバイ作りではない、真に地域との共生を目指した国立大学としての貢献。 

・今回の様々な報告をお聞きして、「こんな活動があったんだ」という新鮮な発見がありました。 

・取り組みの周知。 

・学校の様々な授業や行事等に対応できるバリエーションがあることによって、学校からのニーズが高まる

と思います。それと同時に、学校がお願いしやすいシステム作りも必要かと思います。 

・私自身学生としていくつかのボランティアなどといった地域との関わりに参加して、多くの経験ができま

した。もちろん相手方のニーズに答えることにもなりますが、何より私にとってプラスになるのでこれか

らもより多くのつながりをつくっていくべきだと思います。 

・学生の立場から考えると、あまり地域に対して貢献しようと考えることはできない。自分にとっての 

メリットが結果的に他にメリットを与えていれば良いなとは思う。 

・今後も継続して行うことで、地域全体へ広がるような活動にしていきたいと考えています。 

・自分がこれまで行っていた活動が地域連携活動として評価されてとても嬉しかったです。しかし正直自分

たちの活動を地域連携活動として捉えたことは今までありませんでした。現在活動に参加している学生に

限らず、旭川校の学生全体に地域連携に関する情報を提供する場があるといいなと思います。 

・ネタはあるが、時間がとれず、はがゆい思いをしている。やりたい貢献の窓口的なものも必要では。 

・大学と、小中学校の連携の充実。課題は多いと思いますが、そのつながりは貴重であり、重要であると思

うので期待します。 

・各専攻、もしくはサークル、部活等の特性を生かせるような、多様な地域活動の場を提供していただける

とありがたいです。 

・大学がどのような活動をしているのかを知ることが出来て、よかった。 

・参加する機会があれば是非参加したいと同時に、より多くの市内・管内学校等の連携をもって頂ければと

思います。又、学生のボランティア企画や実行をより容易にできるようなシステム（金銭面、時間面）が

あれば、学生の活動もより活発化するのではないかと考えます。 

・取組の内容も素晴らしいが、取り組む過程での企画、実践を通して、学生が非常に多くのことを学んでい

る、学びを深めていることを感じた。更なる学びを期待します。正課教育に限らず正課外教育においても

積極的に取り組んでいることに感心した。「できるところから」「win-win」の視点で取組を一層展開してい

くことを期待します。 

・他の専攻のボランティアについて拝聴することができ、大変参考になりました。他の専攻に比べ、私の所

属する専攻は、なんて地域との関わりが薄いんだ、と実感しました。今回の地域フォーラムで学んだこと

をゼミのメンバーに伝え、行動に移すことができれば、と思います。 

・今回こんなにボランティアをされていることを初めて知りました。関わりが必要な地域の人はまだまだ必

要だと思います。今後、一層ボランティア学生の方にがんばっていただきたいと感じました。ありがとう

ございました。 
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・地域連携の活動を通して、将来児童生徒を育てる教師になろうとする学生諸君の資質の向上が大いに期待

されます。 

・様々な課題があることが、本フォーラムに参加させていただき、とてもよく理解することができました。

しかしながら非常に意義ある活動ですので大学、学校、地域と相互に協力しながら課題を解決し継続され

ることを期待します。 

・学生の幅広い分野でのボランティア提供（学生の特技を生かせる）。 

 
問５ その他 今回のフォーラムに対してご意見があれば、以下にご記入お願いいたします。             
 
・感想になっていまいますがお許しください。学生の課題が新たに見つかったように思います。受け入れて

頂いているからこそ、私たちの目的・学びたいこと・感じたことを自主的に伝えていかなければならない

と思います。今後に生かしていきます。ありがとうございました。 

・ボランティアに参加させていただいている身分として、自分にとっても非常に勉強になっていて学ぶこと

が多く、参加して良い経験ができていると感じていましたが、パネラーとなっていた現場の先生の話を聞

いて、役に立てていることがわかり良かったです。今後も、自分の感じたこと学びたいことを発信しなが

ら、積極的に参加していこうと感じました。 

・ボランティアに取り組む上で学生が持つべき考えやスタンス、発信していく力が必要だとわかりました。

今日は貴重な機会を開いていただきありがとうございました。 

・具体的にどんなフォーラムなのか、前もっての説明が不足に感じました。今回のフォーラムの全体的な内

容もあらかじめホームページに載せておいた方が、知らない人にとっては、わかりやすいと思います。 

・今回私はパネリストとして参加して、他の学生の体験談を聞くことができて、とてもためになりました。

自分たちや他の学生が行っていることが地域にとって、自分たちにとってもよい影響になっていることを

改めて実感しました。このような機会を設けてくださり、ありがとうございました。 

・地域での活動を行う上で大学が窓口になってくれることは大変意義があることがわかったので、これから

も様々な活動を行う場をつくってほしいです。 

・様々な形で地域との関わりをもっていっていることを知るとても良い機会になりました。 

・ボランティアに参加することについて、義務感で参加している人は少なく大体の学生が何か学びたいとい

う気持ちで参加していると思います。ただ何かというのが明確でない人が多いのは事実だと思います。少

しでもボランティアでの目標を明確化できるよう大学の先生方やボランティア先の先生方からご指導いた

だける機会があると良いように思いました。とても勉強になりました。 

・今回の参加を通して、ボランティア活動に対する意欲を高めることができました。さらに活動関係者だけ

でなく、多くの学生の参加があると尚良いのではないかと思います。 

・もう少し広報に力を入れてもよろしいのではないかと思う。 

・皆様の意見が言葉を変えると様々なものにつながる本質的なものが多く、勉強になりました。ありがとう

ございました。 

・このような報告会というか…自分たちの活動を多くの人、学生に発信していける機会がもっとあったら…

と思いました。学生同士で良い刺激になるのかなと思います。今日私が良い刺激をたくさんいただいたよ

うに…。 

・初めて参加させて頂きましたが、大変参考になりました。ありがとうございました。 

・とても良い学びの時間になった。学生の学生によるフォーラムがあるとおもしろいと思った。 

・今回の地域フォーラムによって様々なボランティアや活動について詳しく知るきっかけとなりました。今

後も活動に参加して、自分としても学びを深めたり、参加することで、たくさんの人々と関わっていきた

いと感じました。 

・今回のフォーラムに参加させていただいたことで自分がこれまでに行ったボランティア活動やゼミ活動や

ゼミ活動に改めて誇りをもつことができました。大学教員や小中学校の先生方のお話をきけてとても勉強

になりました。ありがとうございました。 

・フォーラムとは関係ないかもしれませんが、「キャリア教育」に関してはとても興味深いものがありました。

現場の先生の生の声を聞くことができ、大変貴重な時間を過ごすことができました。ありがとうございま

した。 

・私は学部二年目の学生ですが、今回のフォーラムで、各専攻の地域での活動を拝見し、学生の主体的な活

動に刺激をうけました。私自身も、大学に入って二年目ということで、教職を目指すにあたって地域の子

供たちに何か貢献し、影響を与えられるような経験をしたいという思いはありましたので、本当に良い機

会になりました。 

・学生の立場として、金銭的に断念することもあるので、フォローしてもらいたいとも思う。 

・貴重な自己啓発の機会となりました。ありがとうございました！ 

・学外の人の声を聞くことは大変参考になります。地域のもつ力を有効に利用、活用することが、双方（大



 

20 

学の内と外）にとってプラスになることを再確認できました。ありがとうございました。 

・今回初めて参加させていただきましたが、地域と密接に関わり、子ども達に様々な刺激を与えている姿に

とても感動しました。 

・「教育の問題」や「地域連携」のテーマを冷静に受けとめている「非教育界の人」を登壇者としていただく

のも良いと思います。（広い視野をもった人など）。 

・「教育」や「学び」といったコトバにフォーラムの内容を縛られない方が良いと思います。 

・学生の意欲向上につながるイベントだと思います。学生が参加しやすい時期の検討、広報活動の工夫が必

要と思います。 

・今回初めて参加させていただき、学生派遣の実態を知ることができ、とても有意義なものとなりました。

ありがとうございました。 

・地域連携について、考えを深められた。 
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附録  

Ⅰ当⽇日配布アンケート                       
 このアンケートは，参加された皆様に，このフォーラムに参加した感想をうかがうものです。ご協力をお
願いいたします。 
 
問１ 所属について  
該当する番号に○を伏してください。 
 （1）職業 
 1.自治体職員 2.教育委員会職員 3.本学大学教員（旭川校・札幌校・釧路校・函館校・
岩見沢校） 4.他大学・高専教員（     ） 5.小中学校・高等学校教員 6.地域
住民 7.学生 
 8.事務職員 9.その他（     ） 
 （2）地域 
  1.旭川市内 2.旭川市以外の北海道内（     ） 3.道外（     ） 
 
問 2 事例報告・パネルディスカッションについて  
該当する番号に○を伏してください。（５段階評価） 
 （１）事例報告 
 

とても参考になった    参考になった      どちらともいえない    あまり参考にならなかった   全く参考にならなかった 

┣━━━━━━┣━━━━━━┣━━━━━━┣━━━━━━┫ 
５      ４      ３      ２      １ 

 
 （２）パネルディスカッション 
 

とても参考になった    参考になった      どちらともいえない    あまり参考にならなかった   全く参考にならなかった 

┣━━━━━━┣━━━━━━┣━━━━━━┣━━━━━━┫ 
５      ４      ３      ２      １ 

 
問 3 今回のフォーマルについて  
今回のフォーマルに参加したことによって，このような活動に対する関心が高まりました
か。 
 

とても高まった         高まった       どちらともいえない    あまり高まらなかった   全く高まらなかった 

┣━━━━━━┣━━━━━━┣━━━━━━┣━━━━━━┫ 
５      ４      ３      ２      １ 

 
問４ 地域連携のあり方について  
 旭川校に対する地域連携について，どのようなことを期待していますか。 
 
問５ その他  
 今回のフォーラムに対するご意見があれば，以下にご記入お願いいたします。 
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Ⅱ   本フォーラムのポスター／チラシ                 
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