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【解説】地域教育連携 報告シートについて 
 
 このシートは、北海道教育大学旭川校の教員が主体として、または橋渡し役として行っ

ている地域教育連携活動をまとめたものです。内容は、自治体や教育関係団体と本学教員

が共同で行っている事業、本学教員による研修会・講演会、学生の派遣事業など多岐にわ

たっております。 
なお、本報告は教員の自主申告に基づいており、必ずしも現在行われている地域教育連

携事業のすべてを網羅したものではありません。また、内容が一部重複するところもあり

ます。 
 

シートの見方 
各項目には以下が記載されています。 

 
テ ー マ：地域連携事業、研修会の名称 
 
日 時 (期 間 )：事業が行われた日時もしくは期間 
 
場  所：事業が行われた場所 
 
参 加 人 数：事業に参加した人数の総計 
 
担 当 者：事業にかかわった本学教員及び関係者 
 
概  要：事業のおおよその内容 
 
成  果：事業がもたらした成果 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 
学校ビオトープを利用した富良野市における自然体験活動の授業	 

日時（期間）	 平成 26 年 9 月 30 日，10 月 1 日	 

場	 所	 北海道富良野市立富良野小学校，扇山小学校	 

参加人数	 のべ４名（大学院生１名×２回，学部生 1名×２回）	 

担当者	 安藤	 秀俊	 

概	 要	 
近年，環境教育や ESD 教育の一環として，地域の小・中学校などにお

いてもビオトープが作成されているが，授業の中で利用した事例は多く

ない。富良野市立富良野小学校でも，2013 年に校内に学校ビオトープが

設置されたが授業での使用はなく，今回，大学の地域連携の一環として，

また学部生の卒業研究の実践として，５年生の理科の授業において，ビ

オトープを利用した自然体験活動を実施した。内容としては「水生昆虫

とプランクトン」に焦点を当て，新たな学習プログラムを開発し，その

指導事例の有効性の検討を行うこととした。大学からは顕微鏡 20 台や

顕微鏡投影装置など理科の実験機材を多く搬入し，小学校ではあまり行

われない授業を展開した。	 

また，富良野市立扇山小学校でも，2010 年度に学校ビオトープを完成

させ，2011 年度から学校ビオトープを取り入れた活動を行うことを年間

計画の中に位置づけているが，10 月に 5 年生 2 クラスを対象に，「総合

的な学習の時間」の中で，ビオトープを利用した自然体験活動を実践し

た。内容としては「葉っぱ博士になろう」と題して，カツラ，ムラサキ

ハシドイ，ハリエンジュなどの樹木を利用したビオトープの学習プログ

ラムを実践した。	 

成	 果	 
2 つの実践活動を行う前後にアンケート調査を行った結果から，富良

野小学校では，児童が持つ水中の微生物に対する興味や関心の意識が向

上する傾向が見られ，扇山小学校の実践からは，植物の葉の観察を通じ

て，身近な植物への関心の高まりが認められた。	 
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地域教育連携	 報告シート  

テーマ  

（事業名）  
砂川市市民活動等入門講座	 第 1回	 

「市民活動・地域活動への第一歩	 ～役立つ基礎知識～」	 

日時（期間） 平成２６年７月１７日	 

場	 所  砂川市地域交流センターゆう	 

参加人数  26 名	 

担当者  角	 一典	 

概	 要  

	 昨年度から始まった本講座は、砂川市が主催で、「協働のまちづくり

に欠かせないパートナーである市民活動団体等の活動を担っていく人

材の育成と、将来的に活動を支えていく人材を確保することを目的に」、

全 3回の連続講座として開催され、昨年同様第 1回を担当した。	 

	 2 時間の講座は、前半に「市民調査とはなにか」と題した講演を行い、

それを受けて、後半に「砂川市の良いところ悪いところ」と題し、付箋

を使ったグループワークを行った。入門講座ということで、付箋を使っ

た手法に関する知識が共有されていないことを想定し、講演の最後に簡

単なレクチャーも挿入した。	 

	 後半は 5 グループに分かれて、

各自が砂川市でよいと思うこと、

悪いと思うことを付箋に記入し、

付箋を整理し、模造紙に書き込み

を加えながらグループの意見を集

約していった。最後に、模造紙を

ベースとした各グループの成果発

表を行った。	 

成	 果  

参加者の中には昨年受講した方も 8名おり、また、人数も昨年より抑

制されていたため、後半のラベルワークについては、昨年よりもグルー

プへの介入の機会を増やすことができ、ラベルワークの基礎的な技術に

ついて、より深い理解を受講者に提供できたものと考えられる。	 
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地域教育連携	 報告シート  

テーマ  

（事業名）  

講演＆ワークショップ	 

理想のコミュニティを“創る”ために	 

（北星地区社会福祉協議会主催）	 

日時（期間） 平成２６年１０月２５日	 

場	 所  北星地区センター	 

参加人数  ３５名	 

担当者  角	 一典	 

概	 要  

	 本事業は、北星地区社会福祉協議会主催の地域づくりに関する集いで

あり、北星・旭星地区まちづくり協議会と北星・旭星地域包括支援セン

ターが共催となっている。昨年度から、北星・旭星地域包括支援センタ

ーとの間で、地域連携に関する協議をしてきたところであるが、本事業

はその一環として取り組まれたものと位置付けることができると思わ

れる。	 

今回の講演は、北星地区の町内会役員等を中心に、高齢者の見守り事

業をコアとする地域ケアの話題を中心にまちづくりについてのレクチ

ャーを依頼されたが、各自の住んでいる地域の課題と理想像について語

り合う場として、講演のみではなく、話し合いやラベルワークなどの時

間を十分に取る形にした。なお、話し合いやラベルワークには、北星・

旭星地域包括支援センター職員 3名も参加し、運営の支援をしていただ

いた。当初予定されていた 90 分を超過し、2時間を超える会合となり、

その半分以上をワークショップに充てることができた。	 

成	 果  

	 残念ながら、途中退席した方が 2名ほどおられた。他方、参加者の多

くは積極的にワークショップに関わっていただき、地域の課題や今後の

方向性について熱の入った話し合いが展開された。この成果をそれぞれ

の地域に持ち帰り、状況改善に結び付けていただけることを期待する。	 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 

	 

音楽分野の学生による	 

オペレッタ「シマフクロウの伝言」公演	 

日時（期間）	 
平成２７年３月２日	 リハーサル	 

平成２７年３月３日	 本番	 

場	 所	 上富良野町立東中小学校	 

参加人数	 
出演者及びスタッフ：３３人（音楽分野学生１～３年生）	 

鑑賞者：約４０人（小学生、保護者）	 

担当者	 
石田	 久大（演出）	 

杉江	 光（音楽指導、音響など）	 

概	 要	 
子どもたちへの芸術鑑賞会として、オペレッタ「シマフクロウの伝言」

（作曲：二橋潤一、台本：石田久大）の公演を行った。 
この作品は、アイヌ語による伝言のシーンやアイヌに伝わる歌など、

アイヌ語やアイヌ音楽の伝統・美学を盛り込み「踊り唄」などの唄や踊

りも加えて、子どもたちの興味、関心を引く楽しい作品となっている。

アイヌ語については、アイヌ語およびアイヌ文化の研究者である大田満

氏から指導を受けた。また、「踊り唄」は、川村カネト・アイヌ記念館

（旭川市）の川村久恵氏の指導を受けるなど、より正確にアイヌ文化を

伝えるように配慮している。 
子どもたちから「おもしろかった！感動した！」という感想文が多く

寄せられた。教育大学の音楽分野が地域の学校に対して芸術鑑賞会を通

して、貢献できたものと考える。 

成	 果	 
大学生が「教育現場で鑑賞教育に貢献する」事は、簡単なことではな

い。特に音楽劇という総合芸術において、子どもたちが飽きることなく

舞台に見入って“おもしろかった！”と言ってもらうには、「歌唱力、

演技力、台詞回し、音楽性、演出、舞台美術」などが鑑賞に値する一定

のレベルにならなければならない。 
大きな責任感をもってこの公演に取り組み、やり遂げることにより、

学生は技術的にも精神的にも大きく成長したと感じる。同時に子どもた

ちの鑑賞教育に貢献できたものと考える。	 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 
利尻富士町	 「平成 26 年度	 夏休みチャレンジ教室」	 

日時（期間）	 平成２６年８月４日～８日	 

場	 所	 鴛	 泊	 小	 学	 校	 

参加人数	 

小学生 92 名	 	 1 年生 14 名	 2 年生 21 名	 3 年生 12 名	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4 年生	 17 名	 5 年生 13 名	 6 年生 15 名	 

	 	 中学生	 7 名	 	 	 2 年生 6名	 	 3 年生 1名	 

のべ 479 名	 

担当者	 三	 浦	 	 裕	 

概	 要	 

６年連続開催となったこの事業は，長期休業期を利用し，「短期集中

講座を実施することにより，将来教員をめざす学生とのふれあい，自然

とのふれあいを持ち，学ぶ意欲のある子ども達に対して，安全・安心な

居場所を設け，学習機会や様々な体験を提供する」ことをねらいとした

事業である。	 

利尻富士町からの企画・運営支援要請や学生派遣の要請に応えるべく

調整を重ね，８名の学生派遣を決定した。	 

参加児童・生徒を１年生～６年生までの６クラス，中学生の１クラス

に編成し，各教室で本校学生らがクラス担任として５日間の日程で学習

の指導を行った。	 

21 年度参加児童生徒	 58 名	 	 派遣者（要請）	 学生４名	 

22 年度参加児童生徒	 74 名	 	 派遣者（要請）	 学生５名	 教員２名	 

23 年度参加児童生徒	 76 名	 	 派遣者（要請）	 学生７名	 	 

24 年度参加児童生徒	 81 名	 	 派遣者（要請）	 学生６名	 

25 年度参加児童生徒	 98 名	 	 派遣者（要請）	 学生 7名	 

成	 果	 

子ども教室教育支援員らが副担任となっているため，サポート体制も

充実し，学生個々の独創性も尊重された事業であった。クラス間交流の

場面では参加者の年齢差の対処に戸惑う場面も見受けられたが，子ども

の発達に応じた指導法等，今後の実践に役立つ事業参加であった。	 

今年は，昨年を上回る 99 名の参加があった。毎年，学生を心待ちに

参加してくれる参加者もおり，地域に根付いた取り組みであることから

も，今後も継続してほしい事業である。	 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 

	 

あさひかわ食楽探検隊	 

日時（期間）	 平成２７年６月１４日～平成２７年９月１４日	 

場	 所	 旭川市役所、クリ―マリー農夢など	 

参加人数	 市内小学生２０名	 

担当者	 生活・技術教育専攻食生活学ゼミナール生・菅野	 友美	 

概	 要	 
「あさひかわ食楽探検隊」北北海道のグルメや産物を中心に、各地の自

慢の味が一同に集う食の採点「北の恵み	 食べマルシェ」の企画の一つで、

旭川市内の小学生たちが農業体験や調理実習などを通して旭川の食につい

て楽しく学ぶ取組である。昨年度は地元の野菜や肉を取り上げたが、今年

は「牛乳・乳製品」テーマに乳製品について学びながらオリジナルスイー

ツを考え、食べマルシェの会場で発表した。これを初日からサポートし、

子ども達のアイディアを引出して発表までを指導した。その様子が北海道

新聞に「みんなのアイディアで、乳製品にパワーを～「食べマルシェ」の

食育事業を追う～」シリーズで４回にわたり掲載された。	 

ななかまど掲載記事 	 

成	 果	 
この取り組みは、子どもたちが考え、作り、まとめ、発表するという活

動全体に学生が関わったという点で、教育大ならではの食育・地域連携の

取り組みといえる。	 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 

	 

食育教室「みんなは知ってる？お米のあんなコト、こんなコト」	 

田んぼアート田植え作業の食育講演	 

日時（期間）	 平成２７年６月７日	 

場	 所	 JA たいせつ倉庫前	 田んぼアート	 

参加人数	 市内小学生親子４０組８０名	 

担当者	 生活・技術教育専攻食生活学ゼミナール生・菅野	 友美	 

概	 要	 
旭川市を含む上川管内では、米の産地として有名であり、JA たいせつ

では、毎年、田んぼアートを行い、地域の小学生に田植え体験をしたり、

田んぼアート見学を開催している。田んぼアートとは水田をキャンバス

に見立て色の異なる稲を使って絵を描くものである。今年は「田んぼと

共に生きる動物たち」がテーマだった。その田植え体験を通して小学生

に米についての知識を身に付けて食生活にもっと米を取り入れてもら

えるよう、食育教室を開催した。	 

 
	 

成	 果	 
学外で、小学生やその保護者に食育を伝える良い機会になった。	 

田植え作業の後であったため、米の話は良く伝わったと感じる。	 

反省点もあるが、それを次回に活かしていきたい。	 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 

	 

食育教室「食べよう！！とうもろこし！！」	 

日時（期間）	 平成２６年７月１２日	 

場	 所	 JA たいせつ直売所食育コーナーおよび JA たいせつ倉庫前	 

参加人数	 市内市民約２０名	 

担当者	 生活・技術教育専攻食生活学ゼミナール生・菅野	 友美	 

概	 要	 
旭川市では様々な農産物が栽培されおり、７月からとうもろこしの収

穫が始まる。そこでとうもろこしについての知識を身に付けて正しいと

うもろこしの食べ方など学びながら、食生活を見直してもらう目的で、

とうもろこしの販売ブースで食育教室を行った。	 

	 

成	 果	 
栄養について、選び方について、調理法についての３項目をテーマにと

うもろこしについて食育教室を行ったが、とうもろこしの選び方を聞き

ながら、とうもろこしを買っていく人が多く、知識を十分つけてもらう

ことができなかったが、市民とふれあうことができた。	 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 

	 

自然科学技術を楽しく学ぼう「トウモロコシのひみつ」	 

（ＡＷＢＣ旭川ウェルビーイング・コンソーシアムイベント）	 

日時（期間）	 平成２６年１１月８日	 

場	 所	 北海道教育大学旭川校	 自然科学棟１階	 理科教育実験室	 

参加人数	 市内の小中高校生	 

担当者	 生活・技術教育専攻食生活学ゼミナール生・菅野	 友美	 

概	 要	 
自然や科学技術を楽しく学ぼう（自然と健康のハーモニー“大雪（た

いせつ）”～自然と子どもと健康～をテーマにＪＳＴ科学技術コミュニ

ケーション推進事業の支援で行った。	 

様々な視点からのテーマで食生活ゼミナールは食の視点からポップ

コーンを作りながらポップコーンができるメカニズムを学んでもらっ

た。	 

	 

	 

成	 果	 
	 小中高校生と関わることができ、ポップコーンを作りながら楽しく学

ぶことができた。	 

幅広い年齢層に対応できるテーマや内容を工夫することが必要であっ

た。今後に活かしていきたい。	 

	 

12



地域教育連携 報告シート 

テーマ 

（事業名） 

 

食べるたいせつファスティバル 2014in 旭川 

「糖をはかってみよう！」 

（コープさっぽろ） 

日時（期間） 平成 26 年 11 月 9 日（日） 

場 所 旭川地場産業振興センター 

参加人数 来場者 4800 名以上 

担当者 生活・技術教育専攻食生活学ゼミナール生・菅野 友美 

概 要 
 食べるたいせつフェスティバルは、食育「食べる・たいせつ」、おい

しい北海道の食の応援、生産者との「顔の見える関係作り」、地産地消

の推進を軸にコープさっぽろが毎年行っているイベントである。 

 このイベントに参加させて頂き、ブースの一つに食育教室を設けて活

動を行った。 

 

成 果 
来場者に圧倒されつつも、貴重な体験ができた。 

今後も活動していきたい。 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 

	 

食育教室「もちもちおやつを作ろう！」	 

日時（期間）	 平成２６年１２月６日	 

場	 所	 旭川市東高鷲活性化センター「野土花」	 

参加人数	 市内小学生とその保護者１６名	 

担当者	 生活・技術教育専攻食生活学ゼミナール生・菅野	 友美	 

概	 要	 
	 今回は野菜が苦手な子でも美味しく食べられるおやつを考え、一緒に

作って食べることで苦手を克服するため、食育教室を開催した。また、

親子で一緒に作ることでコミュニケーションの増加や料理の楽しさを

伝え、食について学ぶことを目的としている。	 

	 カラフルな野菜の白玉団子を作り、食べながら行事食についての食育

教室を行った。	 

	 

成	 果	 
野菜が嫌いな子どもも積極的に食べていた。自分で料理して食べるとい

うことが少なくなっているため、自分で料理したものを食べるという行

為が食育にとても有効であると思われる。	 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 

食と健康の講演会	 2014～地域素材・機能性・健康づくり～	 

講演Ⅰ「食のアイコンを用いた食育研究」	 

（旭川イノベーション「さっぽろヘルスイノベーション’Smart-H’」）	 

日時（期間）	 平成２６年１０月２８日	 

場	 所	 ロワジールホテル旭川	 

参加人数	 旭川市民１５０名	 

担当者	 菅野	 友美	 

概	 要	 
	 昨年度、旭川校で開催した「食育と健康」の第Ⅱ段として今年度はロ

ワジールホテルで開催した。旭川における地域の食育研究や食の臨床試

験への取り組みを中心に行われた。	 

	 

成	 果	 
	 食育研究を通して、食の機能性について紹介する良い機会となった。	 

理解して普及するための第一歩と考える。	 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 

はらぺこクッキング夏「～お皿にキラリ☆スターフェスティバル～～」  

はらぺこクッキング冬「～おいしさまんてん★それいけ中華まん！！～」  

日時（期間）	 
平成２６年８月３日  

平成２７年１月３１日  

場	 所	 北星公民館   料理講習室  

参加人数	 旭川市内の小学生（３～６年生）夏 10名・冬 16名  

担当者	 生活・技術教育専攻学生（家庭科教育第２ゼミ）・川邊  淳子  

概	 要	 
この講座は，平成 20年度に始まったもので，今年度で７年目となる。  

ゼミの学生が主体となって，企画立案・案内・実施までを行う，食をテーマ

とした活動である。対象者は大学近郊の小学生を対象とし，基本的には，夏と

冬の年に２回のペースで実施している。平成 2６年度の夏は，「～お皿にキラ

リ☆スターフェスティバル～」として，七夕をテーマに，旭川産の米粉を用い

た星型バンズでハンバーガーと天の川をイメージした寒天ゼリーを作った。平

成 26年度の冬は，「～おいしさまんてん★それいけ中華まん！！～」として，

今までの参加者から要望の多かった，肉まんとピザまんを皮から手作りして，

デザートとしてマンゴーソースの杏仁豆腐に挑戦した。いずれの活動において

も，子どもたちと一緒に料理を作っていくことが活動の大部分を占めるが，試

食の時間等を利用し，調理に用いた食材や取り上げた料理等について，クイズ

形式で学んでもらったり，学べる活動を目指している。対象としては，基本的

には小学校 4 年生以上の小学生であるが，調理工程によっては学年を下げた

り，上げたりもしている。開催場所は，大学近くの北星公民館以外の公民館や

大学または小学校を利用することもあるが，学生自らがチラシなども作成し広

報にあたっている。  

また今年度の夏の取り組みから，北星公民館との共催事業となり，色々なア

イディアなど意見交換をすることが可能となり，さらなる改善・発展が望める

ようになった。	 

成	 果	 
元々は，子どもと関わることが大好きな学生たちが，自らが将来教師として

教壇に立つために必要な力を育むことを目的として始めたものではあった。し

かし，最近では，この取り組みを楽しみにして連続して参加してくれる子ども

たちも増えて来ており，少しずつではあるが，地域に根づきつつある活動であ

ると実感してきている。  
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 
地域の良さ・お宝はっけんー北星まち協×教育大生ミーティングー  

日時（期間）	 平成 26年 11 月 11 日、1４日、1８日、21日  

場	 所	 北海道教育大学旭川校  

参加人数	 
大学生 76名・北星まちづくり推進協議会 10名・  

旭川市役所地域まちづくり課６名・北星公民館館長１名・大学教員２名  

担当者	 角  一典・川邊  淳子  

概	 要	 
北海道教育大学旭川校は旭川市北星地区に所在している。学生は地元出身者

も多く自宅から通学する者も多いが，大学の周辺の下宿等で居住したりバイト

をしている学生も多く，生活圏として北星地区がある。しかしながら，学生た

ちの関心事として，地域の中にある大学としての意識が弱く，さらに地域の良

さの発見というところには至らないのが現状である。  

一方，北星まちづくり推進協議会としては，地域に根差した問題や良さの発

見ということに敏感であり，多くの小・中学校との関わりはあるものの，大学

は地域の財産と捉えていただきながら，なかなか有機的な関わりを持てない現

実がある。  

また，小学校家庭科においても，地域の人々との関わりの中で，様々なつな

がりを感じ，将来につながる地域の問題や良さを発見・追究・解決・発信とい

う，問題解決的な学習を展開している。  

そこで今回は，「初等家庭」受講生を対象として，北星まちづくり推進協議

会の委員の皆様のご協力のもと，旭川市役所地域まちづくり課の皆様にコーデ

ィネーターを共にしていただく中で，「地域の良さ・お宝はっけんー北星まち

協×教育大生ミーティングー」と題して，北星まちづくり推進協議会と北海道

教育大学旭川校の学生で，北星のまちづくりの一助となる学びを授業を通して

協働で創り出していくことを目的とした。	 

成	 果	 
今年度初の試みであったが，講義内容としての発展的内容としての充実はも

ちろんのこと，参加した学生達の感想からも，今後もこのような取り組みをさ

らにしていって欲しいとか，近くにありながらよく分かっていなかった大学近

隣について知りたくなったという感想も多く，ご協力いただいた北星まちづく

り推進協議会の皆様にも好評であった。今年度の反省を活かして，次年度以降

もさらなる改善・発展を目指していく予定である。  
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 

緑が丘中学校・家庭科部支援サポート  

「和  日本のお正月」  

日時（期間）	 平成２６年１２月２２日（月）  

場	 所	 旭川市立緑が丘中学校   調理実習室  

参加人数	 中学生１０名・大学生ボランティア３名  

担当者	 生活・技術教育専攻学生（家庭科教育第２ゼミ）・川邊  淳子  

概	 要	 
旭川市立緑が丘中学校の部活動である家庭科部の活動として，大学生として

活動を企画・提案し，実際に中学生と活動を行っていく，家庭科部の支援サポ

ートである。  

平成 24 年度から始まったものであるが，平成 26年度は３回目として，日本

の伝統文化を食からアプローチしてみようをテーマに，「和  日本のお正月」と

して，お雑煮（白みそ仕立ての関西風）と花びら餅を中心に，お干菓子・お抹

茶を取り上げた。  

中学校家庭科においても，おせち料理やお雑煮は教材として取り上げるもの

ではあるが，元々北海道のお雑煮はその歴史から，地域ごとに日本各地の特徴

を持っている。今回は一般的な関東風ではなく，白味噌を使用する特徴ある関

西風を作って比較し，そのお雑煮が基となっている花びら餅も作った。日本ら

しさが一年で一番現れる食の風景であるお正月を，日本文化として自らが経験

し後世に伝承することの大切さを，生徒自らが体験を通して実感してもらえる

内容とした。	 

成	 果	 
部活動の一環であるので，元々家庭科が好きな生徒さん達が参加しているの

で，技能面においても，知識面においても，授業づくりとはまた違った，興味・

関心がより高まるような資料づくりや活動構成の工夫を心掛けなければなら

ない。また，将来中学校教員を志望している大学生にとっては，現場教師から

の部活動としての率直な指導・助言もいただくことができ，学びも大きく大変

有意義なものである。現在は緑が丘中学校をフィールドに，また食をテーマと

した活動サポートをさせてもらっているが，これらをさらに充実させていくこ

とはもちろんのこと，他の中学校においても，またテーマもさらに幅広く対応

していけたらと思っている。  
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 
第 10 回上川管内中学生創造ものづくり教育フェア	 

日時（期間）	 平成２６年１０月５日	 

場	 所	 旭川市立緑が丘中学校	 

参加人数	 管内中学生約７０名，中学校教員約２０名，本学学生約２０名	 

担当者	 
北海道教育大学旭川校	 渡壁	 誠（同実行委員会実行委員長），川邊淳

子(副実行委員長），芝木邦也（同顧問）	 

概	 要	 
	 本事業は第７回フェアから毎年 10 月に開催されている。中学校技術・

家庭科の学習成果を競う，上川管内の中学生の競技会である。また，教

員サイドからは教員の教科指導や評価の研鑽の機会として位置づけら

れ，本年度で 10 回目の実施となる。競技会は家庭分野の包丁名人（あ

なたのためのハンバーグランチ），技術分野の木工の匠（市販キットを

用いた木工作品製作）およびロボットコンテストからなる。すべての競

技は毎年行われる全国中学生創造ものづくりフェアにおける競技大会

の規定を参考に企画され，授業の内容に即したレギュレーションを定め

行っている。ロボットコンテストでは 8月に事前講習会を本学教員が行

っている。講習会において本学学生の製作したロボットを参考にデモン

ストレーションを行う。フェア当日には学生が全面的にサポートするこ

とにより，現職教員や中学生とのコミュニケーションを図る。加えて，

イベントの運営方法を学ぶ	 

成	 果	 
	 本学教員と中学校教員との共同作業により両者のコミュニケーショ

ンが確立される。学生にとって教育実習以外の活動で現職教員と共同作

業を通じて良好な人間関係を築くことができる。また，中学生が競技会

に参加することで，ものづくりの喜びを実感し，技術・家庭科の学習成

果を発揮する機会をもたらすことができる。加えて，技術・家庭科の学

習内容を社会に周知する機会となる。	 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 

北海道上川管内技術家庭科研究会	 	 

平成２６年度スキルアップ研修会	 

日時（期間）	 平成２７年１月 8日	 

場	 所	 北海道教育大学旭川校	 技術棟１階	 ものづくり教材開発センター	 

参加人数	 管内中学校教員２２名	 

担当者	 北海道教育大学旭川校	 渡壁	 誠	 

概	 要	 
	 学習指導要領の改訂により，プログラミング・計測制御に関する学習

は中学校技術家庭科技術分野で新たに必修となった学習内容の一つで

ある。研修会では，小学生からプログラムが学べるプログラミング言語

スクラッチ，さらにスクラッチを改変して LED やモータ制御を可能とし

たスタディーノを採り上げた。スタディーノはアルドィーノ互換のマイ

コンボードとソフトウェアで成っている。	 

	 スクラッチを用いて簡単なプログラミング学習が行えることを示し

た。次いでスタディーノを用いて LED やモータの制御の学習を行った。	 

	 最後に技術分野に導入された積層型の 3D プリンタによるサンプルモ

デル作成のデモを行った。	 

成	 果	 
	 本学教員による中学校教員のスキルアップ講座であり，家庭分野とお

およそ隔年で担当している。このような機会に現場のニーズや教員研修

の支援ができた。また，教員が最も関心の高い話題を提供することで当

方にとっても学習のメリットがある。	 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 

旭川地域連携アートプロジェクト 
「黒田辰秋」展	 鑑賞プログラム	 

日時（期間）	 平成２６年５月２４日，２５日，３１日，６月１日，７日，８日 

場	 所	 北海道立旭川美術館	 

参加人数	 
参加生徒３６０名	 指導者延べ４１名（旭川美術館学芸委員２名，中学

校教員３０名，教育大学教員２名，教育大学学生７名）	 

担当者	 南部正人，名達英詔	 

概	 要	 
	 本プログラムは，児童生徒の鑑賞能力向上を目指し，道立旭川美術館

学芸員，旭川市内中学校美術科担当教員，北海道教育大学旭川校教員及

び学生の三者が協力開発したものであり，旭川市内・周辺郡部中学校美

術部生徒が旭川美術館企画展「岸田劉生」展の作品をギャラリートー

ク・アートアクティビティー・自由鑑賞の三つの鑑賞プログラムに沿っ

て鑑賞した。 
	 所属中学校教員による引率のもと美術館に参集した生徒は，美術館学

芸員，中学校教員，大学教員・学生とともに作品を見ながら，それぞれ

の感想や意見を基に対話をしたり，気に入った作品の特徴をカードに記

し，他者に紹介する活動を行ったりした。また，その後，自らの興味・

関心に沿い，作品と向き合ったり，他校の美術部員との交流を図ったり

した。 

成	 果	 
・	 参加生徒においては，作品の見方や考え方が深まり，自ら進んで鑑

賞しようとする姿が見られるようになった。 
・	 本鑑賞プログラムに例年参加している生徒においては，回を重ねる

ことによる学習の積み上げが見られた。 
・	 鑑賞による内省を促す活動を学芸員や教員とともに学生が開発し，

学習効果を得た。 
・	 参画する組織による柔軟な協力と運営の合理化により，効果的なプ

ログラムが実現した。 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 

	 

旭川市地域連携アートプロジェクト	 

中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館巡回展出前授業プログラム	 

日時（期間）	 
平成２６年６月２６日（木）〜１２月１８日（木）	 	 

各実施校の授業時間内	 

場	 所	 旭川市内小中学校，特別支援学校	 

参加人数	 
参加児童生徒１１４８名	 参加保護者若干名	 指導等参加者３０名（彫

刻美術館学芸員１名，小中学校教員１２名，教育大学教員１名，教育大

学学生８名）	 

担当者	 名達英詔	 

概	 要	 
	 中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館が従前より取り組みつつも期待す

る地域の美術文化振興に結び付きにくかった市内小・中学校への彫刻作

品貸出巡回展を有効活用するための鑑賞プログラムである。	 

	 本プログラムは，市内小中学校教員，彫刻美術館学芸員，教育大学教

員および学生により開発され，鑑賞者の発達に応じ，全体ガイダンス・

対話型鑑賞・体感型鑑賞によって構成されている。	 

	 本年度は，市内１５の小中学校・特別支援学校の児童生徒を対象に延

べ３８回の授業が実施された。また，旭川市東五条小学校，旭川養護学

校において本プログラムを対象とした教員研修会を実施した。	 

成	 果	 
・	 参加児童・生徒・教職員の活動の様子，事後アンケートの結果から

参加者の満足度が高く，彫刻の鑑賞に対する意欲の向上，美術館及

び美術作品への関心の高まりといった学習効果が見られた。 
・	 教員研修により，鑑賞学習および本プログラムへの理解が図られた。 
・	 学習参観日の出前授業実施により保護者の参加が見られた。 
・	 参加スタッフにおいて，子どもの発達に応じた鑑賞プログラム開発

への意識が高まった。 
・	 教員研修への参加，鑑賞授業の実施を通した学生の教育実践力向上

が図られた。 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 

旭川市地域連携アートプロジェクト	 

造形まつりプログラム	 

日時（期間）	 平成２６年７月２６日〜２８日	 

場	 所	 北海道立旭川美術館	 

参加人数	 
参加者約延べ１０００名	 スタッフ２８名（旭川美術館学芸員・職員４

名，アーティスト３名，小中学校教員１０名，教育大学教員２名，教育

大学学生９名）	 

担当者	 南部正人	 

概	 要	 
	 本プログラムは，道立旭川美術館学芸員，旭川市および上川地区美術

科担当教員，北海道教育大学旭川校教員及び学生の三者によって開発さ

れたものであり，道立旭川美術館を会場に，複数のワークショップを児

童・生徒，一般市民に向けて提供し，地域文化の振興と教育の底上げを

図ることを目的に実施された。	 

	 当日は，ワークショップブースとして旭川美術館から３つ，美術科担

当教員より５つ，教育大学より１つ，計９を設置。参加者はおのおのの

取り組みたいブースを選びながら，それぞれに作品を制作した。	 

成	 果	 
・	 小学校児童や保護者をはじめ，幅広い世代に対して造形活動に親し

む機会を効果的に生み出すことができた。	 

・	 地域に開かれた美術館としての活用と周知がはかれた。	 

・	 学芸員，教員，学生等，それぞれの立場からのアイデアを活かした

プログラムを実践できた。	 

・	 運営方法が効率化された。	 

・	 実施を通し，学生の教育実践力向上が図られた。	 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 

旭川市地域連携アートプロジェクト	 

中原悌二郎賞関連ワークショッププログラム	 

「生きものたちの行列」	 

日時（期間）	 平成２６年８月３０日	 

場	 所	 
中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館ステーションギャラリー	 

参加人数	 
参加生徒約８０名	 指導等参加者２６名（アーティスト１名，旭川市彫

刻美術館学芸員・職員４名，中学校教員７名，教育大学教員１名，教育

大学学生２名）	 

担当者	 南部正人	 

概	 要	 
	 旭川市彫刻美術館が主催する中原悌二郎賞の受賞アーティストとと

もに旭川市内・周辺郡部中学校美術部生徒がワークショップを行うこと

により，生徒の鑑賞表現能力向上を目指すプログラムである。	 

	 本年度中原悌二郎賞受賞アーティストである三木俊治氏によるレク

チャーの後，氏の監修のもと，インスタレーションを美術部ごとに制作。

その後，参加生徒の感想発表や氏の講話も交えた鑑賞会を行った。	 

成	 果	 
・	 参加生徒は，アーティストとともに制作体験をしたことにより，美

術表現の豊かさを知ることができたとともに，そこに込められた作

者の意図について見つめることができた。 
・	 複数の学校から生徒が一同に会し，制作したことにより，様々な表

現を見合う機会が生まれたとともに，学校間の交流が図れた。 
・	 地域連携を目的とした大学施設の活用が図れた。 
・	 旭川市の事業である中原悌二郎賞と連携した教育プログラムとして

継続的な実施が図られた。 
・	 運営に学生が携わることによりワークショップを活用した教育活動

に対する実践的なスキルアップが図られた。 
・	 ワークショップに対する企画運営方法の合理化が進んだ。 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 
学習支援ボランティア団体｢ゆずりは｣	 

日時（期間）	 
平成 23 年 7 月 23 日～継続中（平成 27 年 3 月現在、毎週火・土の週 2

回実施、今後も継続予定）	 

場	 所	 
旭川市北星地区センター	 

（旭川市旭町 2条 8丁目）	 

参加人数	 
約 20 人（国語教育専攻、英語教育専攻、社会科教育専攻、数学教育

専攻、理科教育専攻、理科教育専攻、生活・技術教育専攻、芸術・保

健体育教育専攻）	 

担当者	 野村	 忠央	 

概	 要	 
4 年前の 2011 年春、英語教育専攻に在学している学生たちを発起人と

し、ほぼ全専攻の学生に声を掛け、旭川市内の小・中学生及び高校生に

無償で学習支援を行うべく設立された。現在の日本の公教育を補うもの

として学習塾や家庭教師が存在するわけだが、親の経済状況その他によ

って、それを享受できない児童・生徒も少なからず存在する。そのよう

な状況を少しでも是正してしたいという気持ちの有志が集まって、この

ボランティアが立ち上がった。具体的な活動としては、週 2回火・土の

18：00～21：00 の時間帯に旭川市北星地区センターの 2教室を借り、教

科は 5教科全てを対象としている。しかし、それを塾や家庭教師のよう

に一律に強制してやらせるのではなく（持ち物も筆記用具あるいは自習

道具だけ）、当該の小・中学生及び高校生が、任意の曜日、任意の時間

（部活動や生徒会活動の時間の後など）に、学校の勉強の予習・復習や、

長期休業中の課題などで勉強していてわからないことなどを、いつでも

自由に質問や勉強をしに来て欲しいというスタンスで活動を行ってい

る。（｢ゆずりは｣のホームページも残っているので、より詳細な活動に

内容については、そちらを参照されたい。）	 

成	 果	 
開設に苦労したこの活動も、早いもので、4 年目に入った。学生たち

も役員を交替し（本学では教育実習で多忙な 3年生は夏休みに活動がで

きないため、本団体では 2 年生が役員として活躍している）、新たな課

題に直面しながら、様々な経験、勉強をしていると思われる。保護者・

学校・地域の理解や協力が不可欠であるということはもちろんのこと、

運営のための人員、場所、経費の確保などの活動のマネジメント、ある

いは、教員を目指す彼らにとって、自分の専門教科以外の教科を教える
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難しさ、あるいは塾のような統一教材がない状態で、学習レベルが異な

る生徒が混在している中、静謐な環境を保ちつつ活動を発展させていく

困難さなどである。また、一昨年前までは、木・土に、シフトをほぼ毎

月固定して活動をしていたが、本校では専攻分野別グループ集会（ゼミ）

が金曜であるため、その前日の木曜の活動が難しい、あるいはメンバー

がいつも固定してしまう、などの問題点に鑑み、昨年度より、曜日を火・

土に変更し、また、シフトも毎月ごとに本人が申請し、シフトを役員が

調整して、割り振る形態に変更した。しかし、どちらの方式も一長一短

があることに学生は気付いたようである。また、昨年 3 月及び今年の 3

月には、この団体を立ち上げた佐藤亮輔君（初代会長）、吉野有依さん

（第 2代会長）を含めた、積極的に活動してくれた学生たちがみな卒業

を迎えた（加えて、設立当時に 初に足を運んでくれた中学生も少なか

らぬ人数の生徒さんが同様に卒業を迎えた）。つまり、現在、ゆずりは

は参加メンバーの減少、新入生の減少、ゆずりはに足を運んでくれる生

徒・児童自体の減少が複合的に起こっている。今後の活動に対して、下

級生たちは何らかの不安を感じているであろう。いずれにせよ、ゆずり

はの活動を今後も継続していくためには、残された在校生の協力、次の

役員担当学年（第 5代下谷地優衣さん、近藤圭太君、星野颯君）の努力、

そして新入生の勧誘が重要であることは言うを俟たない。	 

うれしい成果としては、以前の、半ページの大きな誌面が費やされた

地元誌｢あさひかわ新聞｣の取材に加え、昨年 2014 年 4 月 21 日には、佐

藤亮輔君への取材を中心に｢北海道新聞｣に大きく記事が掲載された。そ

の反響は誠に大きく、ゆずりへの照会はもちろんのこと、励ましの手紙

やご連絡、寄付の申し出、旭川市役所の担当部署や同様の目的を掲げる

他団体からの照会も複数あった。正直、いい意味、悪い意味の両方で、

メディアの取り上げられることの怖ろしさを感じた。そして、実は、地

元北海道のテレビ局UHBやキー局TBSの番組｢夢の扉｣からのテレビ取材

申込もあった（第 3代会長大西健太君、新国百合香さん、第 4代会長吾

妻祐輔君などが対応）。この取材を受ければ、大々的な宣伝になったこ

とであろう。しかし、メンバーの数度の話し合いの結果、現在、取材を

受けられるような活動状態ではなく、胸を張って取材を受けられるよう

な態勢になるまでは取材などはお断りし、大学サークルとして地道な活

動を続けようという結論を導いてくれた学生たちのことを、筆者は心か

ら誇りに思っている。筆者は彼らの定例会にも可能な限り参加するよう

努めているが、その中で、彼ら学生たちは、手探りの中、思いがけない

課題や問題に直面し、それらを克服しようと努力している。筆者として

は今後とも、協力できることは協力し、見守っていきたいと考えている。	 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 

	 

小学校金管バンドの指導支援ボランティア	 

日時（期間）	 
平成２６年６月～平成２６年１０月	 

主に火曜日。金曜日および土曜日も実施。	 

場	 所	 旭川市立近文小学校	 

参加人数	 各回平均６名程度（音楽分野１年生）	 

担当者	 芳賀	 均	 

概	 要	 
	 少年団活動として、旭川市立近文小学校で伝統的に行われている金管

バンドの活動であり、学校行事・地域行事等にも多く動員されている。	 

３～６年生の希望者で構成されるが、特に最上級生が卒業して３年生

の初心者が加入してくる春の活動が困難さを抱えている。指導者は教員

２名とボランティアの保護者若干名であり、金管を専攻した方がいない

そうである。そこで、外部ボランティアを導入することにより、譜読み

や演奏法等に関する指導上の効果を上げるとともに、学生の意識改革を

促すことを目的としている。	 

また、秋のコンクールに向けて、学生も感情移入しながら一緒に取り

組むことにより、教育という営みの有機的な面に気付いてもらいたいと

考えた。	 

なお、この事業は「教育フィールド研究Ⅱ」の一部として行った。	 

	 

成	 果	 
	 本学旭川校は中学校の教員養成に力を入れているが、本活動を通し

て、教科の専門的な内容だけでなく、教育という営みそのものに学生の

意識が向いたことが大きな成果である。１年生という、まだ教育実習を

経験しないうちに、継続的に小学生の子どもたちと触れ合ったことによ

り、受け手の気持ちに気付き、一方的な指導に陥らない感覚をもつこと

ができたようである。	 

	 また、オープンキャンパス参加者および入学希望者からは、この活動

をしてみたいとの声が多く聞かれた。	 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 

	 

僻地における音楽遊び体験型コンサート	 

日時（期間）	 
平成２６年１２月２２日〜２３日	 

場	 所	 
中頓別町ゆめクラブ（旧・幼稚園）	 

浜頓別町立頓別小学校	 

参加人数	 ４名（音楽分野学生２名・技術専攻学生１名・講師１名）	 

担当者	 芳賀	 均	 

概	 要	 
	 僻地では、演奏家による生の演奏に触れることのできる機会が決定的

に少ない。	 

こうした状況に対し、聴衆参加型の、音楽遊びの体験を交えた演奏会

を企画した。僻地の児童生徒、地域住民が生の演奏によって音楽に触れ

ることのできる機会を設定したいと考えた。その際、現場の教師が音楽

授業に取り組むうえでも参考となるような内容や方法を盛り込んだ。	 

このことで、僻地における文化振興および、本学の地域貢献、さらに

は音楽科教育研究に資するものと考えた。	 

演奏会の司会・解説は私（芳賀）が、ソプラノ歌唱とトランペット演

奏を音楽分野の学生各１名が、フルート演奏および装飾等を技術専攻の

学生１名が担当した。	 

成	 果	 
	 本活動を通して、学生の演奏に対する意識に変容が見られた。すなわ

ち、聴き手の気持ちを考えた演示方法等についてである。また、プログ

ラム構成等についても学ぶ機会となった。	 

	 現地の小学校からは、音楽授業や鼓笛隊の指導等に関する情報提供を

求められ、今後の連携の足掛かりとなった。	 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 

	 

プロジェクト名「子ども虐待対応力向上のための小学校養護教諭研修」	 

	 

日時（期間）	 平成２７年２月２０日	 

場	 所	 旭川市障害者福祉センター（おぴった）	 

参加人数	 
北海道養護教員会上川支部旭川ブロック２５名	 

（＋学校教育専修大学院生１名）	 

担当者	 
二井仁美	 （教育発達専攻)	 

森田真弓	 （附属旭川小学校養護教諭）	 

概	 要	 
北海道では教員が性的虐待を受けた児童生徒に対応した経験が大阪

に比較して著しく低い。これは、虐待事案が少ないというだけではなく、

虐待の理解と発見に関する知識、対応についての経験の少なさを示唆し

ている。加えて、近年、養護教諭に、厚生労働省および文部科学省が子

ども虐待の発見と対応の役割について期待を寄せつつも、上川地区では

地域の養護教員会の独自予算では専門家を招聘することが困難な状況

である。そこで、当該事業費により道外から専門家を招き研修会を企画

し、性的虐待について日本で中心的な臨床研究を行うと同時に、子ども

虐待問題を理解する教員の養成に関する研究で実績のある、児童精神科

医で大阪教育大学特任教授の岡本正子氏を講師として招き、研修会を実

施した。北海道では、児童虐待問題に対する対応経験が比較的少ないと

いう実態を踏まえ、虐待事例に即しながら、虐待の状況と対応について

概観したうえで、とくに子どもからの訴え以外に証明することが難し

く、かつ裁判になった際に証拠となり得る性的虐待に関する聞き取り方

について、養護教諭と児童相談所がどのような対応をすべきかの要点に

ついて研修を行った。大学として財政的にも学問的にも貢献し得た。	 

成	 果	 
受講者から相談として提出された「ネグレクトの保護者に学校側から

働きかけても変化が見られない」事態に対して、学校が予防教育として

なし得ることが示されると共に、また講演後、講師は受講者のスーパー

バイズにも応じこれまでにはない研修となった。受講者は新たな認識を

深めかつ相談もできた従事した研修として評価され、大学として財政面

に加えソフト面においても地域貢献となった。	 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 

	 

旭川市科学館(サイパル)科学探検広場 2015	 

実験ブース 2つの出展参加	 

	 

日時（期間）	 平成２７年１月１０日～１１日	 

場	 所	 旭川市科学館(サイパル)	 

参加人数	 
出展参加者	 のべ 32 名（理科教育専攻化学浅川ゼミ 16 名×2日間）	 

イベント一般参加者	 5665 名	 

担当者	 浅川	 哲弥	 

概	 要	 
	 冬休みの期間中に，子どもたちの知的な好奇心や探求心・想像力に
訴える楽しく不思議な科学の実験や制作に触れることが出来る場を設

けて，子どもたちの科学への興味やロマンをはぐくむことを目的とし

て，旭川市科学館(サイパル)は，毎年１月の 10 日前後の土，日に科学

探検広場を開設している。理科教育専攻化学教室の浅川ゼミでは，毎年，

3,4 のサイエンスブースを公開しているが，今年は１団体 2 ブースに制

限されたので，2ブースの出典となった。今年の来場者は 2日間で，5665

人。	 

	 我々のコンセプトは，子どもたちに楽しく，安全に実験をしてもらい，

できあがった製品を記念として持ち帰ってもらうこと。付き添いの大人

に実験の原理等を説明する試みをすることである。	 

	 今年は，3 種類のスライムの中から 1 つを選んで作るブース。二酸化

炭素の泡を出す入浴剤を作るブースを出展して，子どもたちに作り方を

教え，一緒に制作を指導した。	 

	 普段のゼミ活動では，科学探検広場の参加のためにどんな実験をした

ら良いか，より安全に行うにはどうするか，という様々な観点から予備

実験を行う活動を行っている。	 

成	 果	 
・	 子どもたちやその大人の保護者とのコミュニケーションがうまくと

れるようになった。	 

・	 実験原理等についての理解が深まり，教材開発の方法が身についた。	 

・	 ボランティア活動を体験することにより，大変だがやりがいを感じ

ることが出来た。	 
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地域教育連携	 報告シート	 

	 

テーマ	 

（事業名）	 

	 (自然や科学技術を楽しく学ぼう,	 

旭川ウェルビーイング・コンソーシアム)	 	 

コロイドの不思議な性質	 

	 

日時（期間）	 平成２６年１１月８日	 

場	 所	 旭川校理科教育実験室	 

参加人数	 演示参加者	 4 名	 

担当者	 浅川	 哲弥	 

概	 要	 
	 旭川ウェルビーイング・コンソーシアムが主催する児童，生徒を対象

とする科学，ものづくりのイベントである。	 

	 旭川校の先生方が中心となり，学生，院生が様々な実験，ものづくり

を通して，自然や科学技術に触れて，学んでもらうという主旨で行われ

た。	 

	 今回は，コロイドの不思議な性質と題し，チキソトロピー(噴霧状シ

リカ分散系は，固まっているが振り混ぜると液化し，そのまま放置する

と再び固まる。)、ダイラタンシー(片栗粉の分散系はゆっくりかき回す

と抵抗がないが、強い力でかき混ぜようとすると大きな抵抗を示す。)，

さらに，アルコール固形燃料(酢酸カルシウム溶液とアルコールを混合

すると固体の燃料となる。)の作成，燃焼実験を行った。	 

	 

成	 果	 
・	 子どもたちやその大人の保護者とのコミュニケーションがうまくと

れるようになった。	 

・	 実験原理等についての理解が深まり，教材開発の方法が身についた。	 

・	 ボランティア活動を体験することにより，大変だがやりがいを感じ

ることが出来た。	 
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地域教育連携	 報告シート	 

テーマ	 

（事業名）	 

	 

(わくわくサイエンス,	 

旭川ウェルビーイング・コンソーシアム)	 

プラ板を作ろう!!!	 

	 

日時（期間）	 平成２６年９月２８日	 

場	 所	 旭川市１条８丁目	 フィール旭川７階のオープンスペース	 

参加人数	 演示参加者	 のべ８名	 

担当者	 浅川	 哲弥	 

概	 要	 
	 わくわくサイエンスは，旭川ウェルビーイング・コンソーシアムが主

催する児童，生徒を対象とするサイエンスイベントである。	 

	 旭川医大，北教大・旭川，旭川大，旭川高専の先生方が中心となり，

学生が様々な実験や展示を通して，自然や科学技術に触れて，学んでも

らうという主旨で行われた。	 

	 今回は，プラスチックトレイに絵を描いて，それを加熱することによ

り，それを縮めてキーホルダーを作る実験を行った。	 

成	 果	 
・	 子どもたちやその大人の保護者とのコミュニケーションがうまくと

れるようになった。	 

・	 実験原理等についての理解が深まり，教材開発の方法が身についた。	 

・	 ボランティア活動を体験することにより，大変だがやりがいを感じ

ることが出来た。	 
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地域教育連携	 報告シート  

テーマ  

（事業名）  
枝幸町大学生フレンドシップ事業 

日時（期間） 平成２６年９月２日～５日 

場	 所  枝幸町立の小中学校１１校 

参加人数  教員４名	 大学４年生１１名 

担当者  地域連携・貢献推進委員会 

概	 要  

	 本事業は、枝幸町教育委員会が主催するもので、本学旭川校は、枝幸

町との協力協定に基づき、毎年大学生の派遣を行っている。本年度は 7
回目の参加である。 
	 本事業は、配属校設定プログラムと学生提供プログラムからなり、前

者は学校行事支援・授業 TT・給食指導・休み時間交流等で構成され、
後者は、所属専攻分野の専門性を活かした活動である。本年度は、体育

2グループ・技術・音楽の 3分野 4グループが参加、体育グループは「新
聞紙ホッケー」と「いろいろなゲームをみんなで楽しもう」、技術グル

ープは「レゴ・マインドストーム NXTでライントレースに挑戦」、音楽
グループは、派遣された学校の意向に従い、乙忠部小学校では「リトミ

ックで遊ぼう（1.2年生）」「音楽遊びからハンドベルへ（3.4年生）」「小
学校の歌をつくろう（5.6 年生）」、枝幸小学校では「音楽遊びからハン
ドベルへ（3年生）」を行った。なお、技術については、教職実践演習の
一環として活動を展開している。 
	 事業実施にあたっては、枝幸町教育委員会は、各学校との調整、旭川

から枝幸への移動も含めた参加学生の移動について、本学は、提供プロ

グラムの開発・実施、宿泊費および用具材料の費用負担について責任を

持つこととしている。 

成	 果  

	 本年度は、従来 3グループでの参加であったところを 4グループにし、
最終日を移動日とする日程を組んだ。大きな問題もなく、4グループに
よる事業遂行が可能であることを確認することとなった。他方、参加人

数が増加したために従来以上に経費が掛かってしまったことが課題と

して残った。 
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地域教育連携	 報告シート  

テーマ  

（事業名）  
中頓別放課後子ども教室	 子どもチャレンジ教室 2014 夏 

日時（期間） 平成２６年８月１８日〜１９日 

場	 所  中頓別町町民センター・中頓別町町民体育館	 他 

参加人数  小学生１１名	 大学生２名 

担当者  地域連携・貢献推進委員会 

概	 要  

	 本事業は、小学生を対象として、①夏休みの生活リズムから、日常の

「登校リズム」に切り替えることを行なう、②夏休み終盤における学習

の場として、「苦手な勉強の克服」にチャレンジする、③水泳にチャレ

ンジする（「自分自身で目標を立てる」）を目標としている。事業の進行

は以下の表のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 学生は、学習サポートや運動・レク活動の補助を主な役割として担っ

た。 

１日目：8月 18日（月） ２日目：8月 19日（火） 
 8：45	 集合 

9：00～ジャガイモ収穫体験 

10：00～運動・レク活動 

11：00～昼食づくり 

13：00～学習 

15：00～プール活動 

16：30～夕食作り 

19：00	 片付け・解散（送り） 

8：45	 集合 

9：00～学習 

10：30～(仮)自然鑑賞会 

12：00～昼食 

13：30～水泳記録会 

15：00	 解散 

 

成	 果  

	 従来、中頓別町との間では、冬休み期間中に行われている子どもチャ

レンジ教室に、学生を派遣してきたが、本年度はその夏バージョンを行

うにあたって、2名の学生派遣が実現した。また、派遣学生は教育フィ
ールド研究Ⅲの枠内で派遣されたものであり、その意味からも、新たな

可能性を拓いた事業であったとも評価できる。 
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地域教育連携	 報告シート  

テーマ  

（事業名）  
中頓別放課後子ども教室	 子どもチャレンジ教室２０１４冬 

日時（期間） 平成２６年１月１６日〜１７日 

場	 所  中頓別町町民センター・中頓別町町民体育館・寿スキー場	 他 

参加人数  １名 

担当者  地域連携・貢献推進委員会 

概	 要  

	 本事業は、小学生を対象として、冬季休業期間中の子どもたちの安

全・安心な活動拠点を設けるため、地域社会の中で、異年齢の子ども・

大人との交流並びに子どもたちの体験活動を通じ、心豊かで健やかに育

まれる環境づくりを推進するとともに、地域の特色を活かした多様な学

習機会を提供し、地域教育力の向上を図ることを目標としている。事業

の進行は以下の表のとおりである。 
１日目：１月１５日（木） ２日目：１月１６日（金） 

9：00	 集合 
10：00～スキー練習 
（スキー場で各自昼食） 
 
13：30～移動 
14：00～学習 
15：00～運動・レク活動 
16：30	 解散 
17：00～夕食作り 
19：00～片付け・解散（送り） 

 9：00	 集合 
9：30～スキー練習 

11：30～スキー講習・検定 
（スキー場で各自昼食） 
13：00～移動 
13：30～豆腐づくり 
15：00～学習 
16：00～運動・レク活動 
17：00	 解散（送り） 

教育大旭川校 2名 13:00~ 教育大旭川校 2名	 ~14:30 
	 学生は、学習サポート、運動・レク活動、スキー講習、豆腐作りの補

助を主な役割として担った。 

成	 果  

	 本事業には、学生 2名の派遣が要請され、社会科教育専攻の 2年生男
子 2名の派遣が予定されていたが、1名はインフルエンザのため参加で
きなくなり、昨年同様 1名の派遣にとどまった。また、スキーが事業の
目玉の一つであったが、その点の大学側の対応に若干の不備があったこ

とは、次年度以降の課題としなければならない。 
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地域教育連携	 報告シート  

テーマ  

（事業名）  
北オホーツク 100kmマラソン 

大会ボランティア 

日時（期間） 平成２６年７月２６日〜２７日 

場	 所  浜頓別町 

参加人数  学生１２名 

担当者  地域連携・貢献推進委員会 

概	 要  

	 本事業は、浜頓別町が主催するウルトラマラソンで、今回で第 4回と
なる。近年のマラソンブームもあり、また、本大会も年々認知度が高ま

り、2013 年度は 700 名を超える参加者が集まった。5 時からはじまり
19 時をリミットとする大会であり、さらには、参加者の増加も相俟っ
て、ボランティアに対する需要が増加し、町内のボランティアのみでは

運営が難しい状況になっている。昨年度末に浜頓別町を訪れた際、本大

会への学生ボランティア派遣について話があり、本年度は本学旭川校の

社会学ゼミが代表して大会に参加することとした。 
	 本年度割り当てられた役割は、以下のとおりである。 
26日	 前夜祭の準備・レセプション・後片付け手伝い 
27日	 A班	 仁達布エイドステーション手伝い（7：10-15：10） 
	 	 	 	 	 	 （うち女子 2名は 16：00-19：00までゴール係） 
	 	 	 B班	 仁達布エイドステーション手伝い（10：40-18：40） 
	 今回は、前線の通過による激しい雨と気温の低下など、あいにくの悪

天候で、特に大会午前中のボランティア作業は困難な状況にあったが、

大会運営に貢献してくれた。 

成	 果  

	 前夜祭で、参加グループの紹介時間があった他、大会当日には幟の設

置なども許可されていたため、一定のコマーシャル効果はあったものと

思われる。 
また、大会事務局長から以下のようなお礼のメールをいただいた。 
「開催が危ぶまれるほどの悪天候の中、学生の皆様にお手伝いいただき 
無事に大会を終えることができ、本当にありがとうございました。 
大変助かりました。出来ましたら、来年もよろしくお願いします。」 
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地域教育連携	 報告シート  

テーマ  

（事業名）  
通学合宿事業「はまとんべつ寺子屋塾」 

日時（期間） 平成２６年７月６日～１１日 

場	 所  永生寺 

参加人数  学生２名	 小学生９名 

担当者  地域連携・貢献推進委員会 

概	 要  

	 本事業は、浜頓別町教育委員会が主催するもので、「子どもたちが、

異年齢の集団の中で共同生活をしながら通学をする生活体験により、協

調性や社会性を養うことを目的とする」ものである。昨年度中に浜頓別

町内の永生寺の改修が終了したため、今年度から再び文字通りの寺子屋

塾となっている。小学校 4年生から 6年生が対象で、本年度は 9名が参
加した。 
	 本学は、浜頓別町との相互協力協定に基づき、本事業に対して学生の

派遣を継続して行ってきた。本年度は、英語教育と生活技術教育の女子

学生が全日程に参加した。 
	 本年度は以下のようなスケジュールとなっている。 
	 7月 6日	 オリエンテーション・夕食作り・銭湯体験 
	 7月 7日～10日	 朝食作り・夕食作り・銭湯体験・後片付け 
	 7月 11日	 朝食作り・まとめ 
	 学生は、活動全般で小学生をサポートした他、1日に 2号発行される
「寺子屋塾ニュース」の作成およびホームページのアップ作業も行っ

た。 

成	 果  

	 学生が作成した「寺子屋塾ニュース」は浜頓別町のホームページで閲

覧可能である（http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/d_kyoiku/s_shakai/2343/）。 
	 参加した小学生の人数は昨年と比して半分以下だったが、参加学生に

よれば、適切な人員構成となって意義ある活動になったとのことであ

る。 
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地域教育連携	 報告シート  

テーマ  

（事業名）  
浜頓別町冬休み学習サポート事業 

日時（期間） 平成２６年１２月２６日~２８日 

場	 所  浜頓別小学校 

参加人数  １名 

担当者  地域連携・貢献推進委員会 

概	 要  

	 本事業は、道教委の学生サポーター地派遣事業を活用したものである

が、浜頓別町教育委員会から直接依頼を受けて、学生派遣を行ったもの

である。なお、本事業は本年度から開始されたもので、詳細は以下の表

を参照されたい。 
	 下記にあるように、浜頓別町からは、3名*3日、延べ 9名の派遣を要
望されたが、残念ながら 1名*2日、延べ 2名の派遣にとどまった。 

 

成	 果  

	 本年度は、大学側の対応が不十分になり、要望に十分に応える者には

ならなかったが、浜頓別町では、来年度以降も事業を継続する予定であ

り、また、夏の開講も検討しているという。継続的に学生派遣が要望通

り実現するよう、今後も努力することが望まれる。 
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地域教育連携	 報告シート  

テーマ  

（事業名）  
浜頓別町放課後子どもプラン 
いきいき放課後教室 

日時（期間） 平成２６年６月３日 

場	 所  浜頓別町多目的アリーナ 

参加人数  学生３名	 小学生約２０名 

担当者  地域連携・貢献推進委員会 

概	 要  

	 「放課後子どもプラン」は、放課後の子どもたちの適切な遊びや生活

の場を確保したり、小学校の余裕教室などを活用したりして、地域の

方々の参画を得ながら、学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流

活動などの取り組みを実施するもので、浜頓別町では、「いきいき放課

後教室」と称して、長期休業中等を除く毎週火・金曜日に、小学生を対

象に開催されている。 
	 今回は、社会調査実習Ⅰにかかる町役場への聞き取り調査にあわせ

て、受講者 3名を当事業に参加・協力を求めたものである。当日は「自
由遊び」の日で、学生たちがボランティアスタッフの一員として、バド

ミントン・ポートボール・ソフトテニスなど、小学生が選んだ遊戯に対

応する形となった。 

成	 果  

	 直接的な成果としては、当事業では、ボランティアスタッフの不足や

高齢化が課題となっており、若年者の協力は非常にありがたがられた。

他方、今回の参加では課題もみられた。当事業への参加が初めてであり、

あまり状況を理解できないままに参加をしたこともあり、参加者へのか

かわり方が不均質になる傾向があり、また、安全確保などの面に対する

配慮なども十分ではなかったきらいがある。今後も、機会があれば同様

の形で参加をする予定はあるため、そのあたりの配慮につき、事前の指

導をしっかりと行う体制が必要となる。 
	 間接的には、浜頓別町との関係は、これまで 7月上旬に開催される通
学合宿への学生派遣にとどまっていたが、連携の幅を広げることができ

たことは評価してよいと思われる。 
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地域教育連携・貢献推進委員会

１ 本事業のねらい

　　相互協力協定を締結している北海道教育大学と旭川市との協力事業の一つとして、旭川校の学生

　を派遣要請のあった旭川市内の小・中学校に派遣することを通し、学生のボランティア意識の高揚や

　教職に求められる資質能力の向上を期待するとともに、確かな学力や豊かな人間性などの育成を目

　指し、児童生徒一人一人に応じたきめ細やかな教育活動を支援することにより、地域社会への貢献

　と旭川校の実践的教育研究の充実を図る。

　　＊ 指導の補助者（assistant）としての派遣である。

2 事業開始

　　2005（平成１７）年（後期 １２月）

　　＊ 当初、３年計画で実施。その後、事業の成果に鑑み継続実施し、現在に至っている。

３ 活動内容

   少年団活動や部活動を除く、教育課程内の教育活動（学習指導、特別支援学級支援等）

４　学生派遣までの過程等

　（１） 1年を前・後期の２期に分けて実施

       前期：５月～９月　　　　後期：１０月～２月

　（２） 学生派遣までの流れ（前、後期共通）

　小中学校の申請のとりまとめ　→　　説　明　会   →　派遣校への通知　 →　事 前 指 導

（ 市　教　委 ） 　　　　（大　学） 　　（市　教 委）  　（大　学）

　　　↓

　　　　　　　　　事 後 指 導 　　　←　　　活  動  開 始　　← 　打　合　せ

　　　（大　学） （学生・派遣校）

　　　　　　活動報告書のとりまとめ

　（大学、市教委）

　（３） 活動計画書及び報告書Ⅰ・Ⅱの提出

　　　・活動計画書：活動開始前に、学校との打合せ終了後に大学に提出

　　　・活動報告書Ⅰ・Ⅱ：活動終了後に大学に提出

　（４） 学生ボランティア派遣事業連絡協議会の開催

　　　　年度末の３月に、旭川教育委員会・旭川市小、中学校校長会・大学の三者でその年度の事業

　　全体にわたっての事業報告・協議等を行い、次年度に生かす。

学生ボランティア派遣事業（概要）

北海道教育大学旭川校
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５ 派遣校及び派遣学生の実績数 （2005年度後期  ～ 2013年度）

派　遣
申請校数 派遣校数 派遣学生数 申請校数 派遣校数 派遣学生数 総　数

２００５ （平１７） 後　期 28 24 97 9 6 9 106
2006 前　期 20 20 70 10 7 8 78

（平成１８） 後　期 27 21 61 8 3 5 66
2007 前　期 21 17 63 5 1 3 71

（平成１９） 後　期 30 18 49 5 3 6 55
2008 前　期 24 18 54 9 2 9 63

（平成２０） 後　期 32 22 62 7 6 15 77
2009 前　期 27 17 80 8 4 11 91

（平成２１） 後　期 27 20 75 9 7 19 94
2010 前　期 19 7 27 10 7 11 38

（平成２２） 後　期 28 17 59 13 11 26 85
2011 前　期 21 12 33 9 7 10 43

（平成２３） 後　期 34 12 41 13 10 25 67
2012 前　期 13 11 22 10 2 2 24

（平成２４） 後　期 34 15 33 15 6 13 46
2013 前　期 28 15 45 10 5 11 56

（平成２５） 後　期 36 12 76 12 9 31 117

＊ 派遣学生数については、一人で複数校参加もあり,のべ人数を示す。

６ 活動内容の概要 （2005年度後期  ～ 2013年度）
　 事業開始３～４年間は、特別支援学級への参加希望が多かったが、その後は、学習指導への
　参加が多くなってきている。

　（１） 学習指導の補助

　　　◎ 小学校における算数や中学校における数学、英語学習の補助

　　　　・ 最近の傾向として、中学校の放課後学習への要請が増加している。

　　　　・ 小学校においては、学力の身に付いていない及び軽度発達障害を持った児童への個別

　　　　支援が多い。

　　　　・ミシン学習、水泳学習、スキー学習における個別補助

　　　　・生活科や総合学習で校外に出かける際の引率補助

　（２） 特別支援学級の児童生徒への指導補助

　　　◎ 学習及び生活全般にわたる補助

　　　◎ 普通学級との交流学習の際の補助

　　　◎ 運動会や学芸会の際の補助

　（３） 学校行事への補助

　　　◎ 運動会、遠足などの補助

　　　　かっては、夏季休業中に行われる【よさこい】の指導要請（前段の練習段階から）に応えた

　　　　こともあった。

　（４） 学校図書館運営の補助

　　　◎　学校図書館充実への補助

　　　◎ 図書委員会活動への補助

　　　◎ 本の読み聞かせ活動への補助

　（５） 不登校傾向の児童生徒への指導補助

小　　学　　校 中　　学　　校
  年　　度 期
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７ 学年・男女別派遣学生実績数 （2005年度後期  ～ 2013年度）
年　度 期 性　別 院　生 ４年生 3年生 ２年生 １年生 計
2005 男　子 0 2 1 6 0 9

（平成１７） 女　子 2 12 12 4 1 31
2 14 13 10 1 40

男　子 0 7 1 0 2 10
2006 女　子 0 5 5 0 0 10

（平成１８） 男　子 1 32 7 4 0 44
女　子 1 27 8 4 0 40

2 71 21 8 2 104
男　子 0 7 4 4 0 15

2007 女　子 0 7 1 1 0 9
（平成１９） 男　子 1 19 17 4 0 41

女　子 0 15 16 1 0 32
1 48 38 10 0 97

男　子 0 7 6 0 0 13
2008 女　子 0 29 8 4 0 41

（平成２０） 男　子 0 4 12 9 4 29
女　子 0 15 23 10 1 49

0 55 49 23 5 132
男　子 1 18 13 3 3 38

2009 女　子 0 23 13 8 1 45
（平成２１） 男　子 1 19 13 2 0 35

女　子 0 14 20 3 0 37
2 74 59 16 4 155

男　子 0 9 3 0 1 13
2010 女　子 0 21 0 0 0 21

（平成２２） 男　子 0 10 18 1 1 30
女　子 0 10 27 0 0 37

0 50 48 1 2 101
男　子 1 15 1 0 0 17

2011 女　子 0 16 0 0 0 16
（平成２３） 男　子 1 13 6 6 0 26

女　子 0 19 11 1 0 31
2 63 18 7 0 90

男　子 2 3 1 0 0 6
2012 女　子 0 6 4 3 0 13

（平成２４） 男　子 2 3 13 0 0 18
女　子 1 4 12 1 0 18

5 16 30 4 0 55
男　子 2 6 3 0 11 22

2013 女　子 0 4 5 0 6 15
（平成２５） 男　子 2 25 5 1 11 44

女　子 0 17 7 2 6 32
4 52 20 3 34 113

８ 成果と課題 （2005年度後期  ～ 2013年度）
　１ 成　果
　　（１）　大学としての主たる目的である地域貢献に寄与するとともに、教職を目指す学生にとって
　　　　の実践的資質能力の習得に大きな貢献となっている。
　　（２）　受け入れ学校及び旭川市教育委員会にとって、欠かすことのできない事業となっている。
　２　課　題
　　（１）　参加学生増への取り組み　（２） 遠距離学校への派遣　（３） 同一校への継続参加

前　期

後　期

計

計

計

計

計

計

後　期

前　期

後　期

前　期

後　期

前　期

後　期

前　期

計

前　期

後　期

後　期

後　期

計

計

前　期

後　期

前　期
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講座（授業）名 担当教員 対象

近代小説を読む 片山　晴夫 一般市民 26.04.10 ～ 26.07.17 (15回)

環境地理学 氷見山幸夫 一般市民 26.04.15 ～ 26.07.22 (15回)

自然地理学 氷見山幸夫 一般市民 26.04.09 ～ 26.07.30 (15回)

社会学演習Ⅲ 角　 　一典 一般市民 26.04.14 ～ 26.07.28 (15回)

社会学概論 角　　 一典 一般市民 26.04.14 ～ 26.07.28 (15回)

食生活学Ⅰ 菅野　友美 一般市民 26.04.09 ～ 26.07.23 (15回)

中国文学史 大橋　賢一 一般市民 26.04.14 ～ 26.07.28 (15回)

漢文学特論Ｂ 大橋　賢一 一般市民 26.04.14 ～ 26.07.28 (15回)

篆書法Ⅲ 矢野　敏文 一般市民 26.04.10 ～ 26.07.17 (15回)

英米文学史Ⅱ 十枝内康隆 一般市民 26.10.02 ～ 27.02.05 (15回)

外国地誌 氷見山幸夫 一般市民 26.10.08 ～ 27.02.04 (15回)

漢文学講読Ⅱ 大橋　賢一 一般市民 26.10.06 ～ 27.02.02 (15回)

漢文学特別演習 大橋　賢一 一般市民 26.10.06 ～ 27.02.02 (15回)

現代と社会
角　 　一典
千葉　胤久
海老名　尚

一般市民 26.10.06 ～ 27.02.02 (15回)

社会科学入門
佐々木謙一
角　　 一典
西村　邦行

一般市民 26.10.02 ～ 27.01.29 (15回)

社会学演習Ⅱ 角　　 一典 一般市民 26.10.06 ～ 27.02.02 (15回)

社会調査論 角　　 一典 一般市民 26.10.02 ～ 27.01.29 (15回)

小学校図画工作科教育法
名達　英詔
南部　正人

一般市民 26.10.07 ～ 27.01.27 (14回)

生物化学 浅川　哲弥 一般市民 26.10.06 ～ 27.02.02 (15回)

短詩形文学入門 伊藤　一男 一般市民 26.10.02 ～ 27.02.05 (12回)

哲学概論 佐々木　周 一般市民 26.10.01 ～ 27.01.28 (15回)

日本文学史（近代） 村田　裕和 一般市民 26.10.07 ～ 27.01.27 (15回)

理科情報メディア演習 阿部　 　修 一般市民 26.10.03 ～ 27.01.30 (15回)

倫理学特講Ⅱ 千葉　胤久 一般市民 26.10.01 ～ 27.01.28 (15回)

隷書法Ⅲ 矢野　敏文 一般市民 26.10.08 ～ 27.01.28 (14回)

デザイン概論 八重樫良二 一般市民 26.10.07 ～ 27.12.16 (11回)

期間

平成２６年度　授業公開講座一覧
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年月日 学校名（学年） 人数 内容

26.04.11 北海道紋別高等学校（1年生） 40人 大学概要説明・施設見学・模擬授業

26.04.24 北海道遠軽高等学校（1年生） 72人 大学概要説明・施設見学・授業見学

26.04.30 北海道留萌高等学校（1年生） 67人 大学概要説明・施設見学・授業見学

26.07.16 士別市立温根別中学校（3年生） 5人 大学概要説明・施設見学・授業見学

26.09.05 旭川市立永山中学校（3年生） 25人 大学概要説明・施設見学・模擬授業

26.09.10 北海道枝幸高等学校（1年生） 48人 施設見学

26.10.06 北海道士別翔雲高等学校（1年生） 24人 大学概要説明・施設見学・模擬授業

26.10.08 北海道旭川商業高等学校（2年生） 40人 大学概要説明・施設見学・授業見学

26.10.31 北海道羽幌高等学校（2年生） 22人 大学概要説明・施設見学・授業見学

26.10.31 北海道旭川西高等学校（1年生） 240人 大学概要説明・ゼミ体験学習

26.11.06 北海道旭川南高等学校（2年生） 22人 大学概要説明・施設見学・授業見学

27.02.04 北海道浜頓別高等学校（1年生） 16人 大学概要説明・施設見学・模擬授業

27.03.27 北海道旭川東高等学校（2年生） 19人 教員志望者のためのグループディスカッション

年月日 学校名（学年） 人数 講師

26.06.03 北海道紋別高等学校（1年生） 121人 社会科教育専攻　籾岡宏成准教授

26.06.25 北海道旭川凌雲高等学校（2年生） 49人 教職大学院　笠井稔雄教授

26.07.18 北海道旭川西高等学校（2年生） 23人 理科教育専攻　高橋一将講師

26.08.26 北海道旭川北高等学校（1・2年生） 20人
芸術・保健体育教育専攻
美術分野　南部正人教授

26.11.05 札幌新川高等学校（1・2年生） 28人
芸術・保健体育教育専攻
保健体育分野　三浦裕准教授

平成２６年度　大学訪問等実績一覧

平成２６年度　出前講座実績一覧
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委嘱された審議会・委員会等 任期

旭川地方裁判所簡易裁判所判事推薦委員会委員 23.12.18 ～ 26.12.17

旭川市不登校児治療教育推進委員会委員 24.04.26 ～ 27.03.31

旭川市社会教育委員 24.05.01 ～ 26.04.30

旭川市都市計画審議会委員 24.05.01 ～ 26.04.30

旭川市教育委員会特別支援教育推進委員会委員 24.06.01 ～ 26.05.31

中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館協議会委員 24.06.01 ～ 26.05.31

旭川市教育委員会特別支援教育推進委員会委員 24.06.01 ～ 26.05.31

北海道スーパーサイエンスハイスクール運営指導委員 24.06.01 ～ 27.03.31

道立旭川美術館協議会委員 24.06.10 ～ 26.06.09

旭川市食育推進会議委員 24.06.21 ～ 26.06.20

旭川市まちづくり基本条例市民検討会議委員 24.07.01 ～ 26.10.31

旭川市文化財審議会委員 24.08.01 ～ 26.07.31

旭川市景観審議会委員 24.09.24 ～ 26.09.23

旭川市景観アドバイザー 24.10.30 ～ 26.10.29

旭川地方裁判所専門委員 25.02.28 ～ 27.02.27

旭川市奨学生等選考委員 25.04.01 ～ 29.03.31

旭川市行政評価委員会委員 25.04.15 ～ 27.03.31

旭川市不登校児治療教育推進委員会委員 25.04.26 ～ 27.03.31

北海道上川総合振興局医療安全推進協議会委員 25.05.13 ～ 27.03.31

旭川市廃棄物減量等推進審議会委員 25.06.01 ～ 27.05.31

旭川市民生委員推薦会委員 25.06.01 ～ 28.03.31

北彩都あさひかわ開発促進期成会常任委員 25.06.11 ～ 26.05.31

北海道発達支援推進協議会委員 25.06.18 ～ 27.06.17

旭川市民文化会館運営審議会委員 25.07.01 ～ 27.06.30

旭川市井上靖記念館運営協議会委員 25.08.01 ～ 27.07.31

旭川家庭裁判所家庭裁判所委員会委員 25.08.01 ～ 27.07.31

旭川市音楽堂等運営協議会委員 25.09.01 ～ 27.08.31

平成２６年度　審議会等委員派遣一覧
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委嘱された審議会・委員会等 任期

旭川市国民健康保険運営協議会委員 25.09.06 ～ 27.09.05

旭川市情報公開・個人情報保護委員会委員 25.10.01 ～ 27.09.30

旭川市公民館運営協議会委員 25.11.01 ～ 27.10.31

旭川市図書館協議会委員 25.12.01 ～ 27.03.31

旭川市工芸センター運営委員 25.12.01 ～ 27.11.30

旭川市住居表示等審議会委員 26.01.26 ～ 28.01.25

旭川市市民参加推進会議委員 26.02.27 ～ 28.02.26

旭川市消費生活会議委員 26.03.02 ～ 28.03.01

北海道防災会議専門委員 26.03.25 ～ 27.03.31

北海道上川総合振興局地域づくり推進員 26.04.01 ～ 28.03.31

旭川弁護士会常置委員会委員 26.04.01 ～ 28.03.31

国立大雪青少年交流の家施設業務運営委員会委員 26.04.01 ～ 28.03.31

旭川市開発審査会委員 26.04.01 ～ 28.03.31

旭川市国際交流委員会委員 26.04.08 ～ 28.04.07

北海道立学校学校評議員 26.04.28 ～ 27.03.31

旭川市通年制保育園在り方検討懇話会委員 26.05.01 ～ 26.05.31

旭川市都市計画審議会委員 26.05.01 ～ 28.04.30

旭川市教育委員会学校評議員 26.05.16 ～ 27.03.31

旭川市総合計画市民検討会議委員 26.05.23 ～ 26.10.31

旭川市立小・中学校適正配置検討懇談会構成員 26.05.23 ～ 27.03.31

旭川市適応指導教室運営委員会委員 26.05.26 ～ 27.03.31

上川教育研修センター運営協議会委員 26.05.26 ～ 28.03.31

北彩都あさひかわ開発促進期成会常任委員 26.06.01 ～ 27.03.06

旭川市子ども・子育て審議会委員 26.06.01 ～ 27.06.30

中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館協議会委員 26.06.01 ～ 28.05.31

旭川市教育委員会特別支援教育推進委員会委員 26.06.01 ～ 28.05.31

旭川市教育委員会特別支援教育推進委員会委員 26.06.01 ～ 28.05.31

旭川市教科書選定委員会委員 26.06.06 ～ 26.08.31
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委嘱された審議会・委員会等 任期

北海道教育庁留萌教育局特別支援連携協議会委員 26.06.11 ～ 27.03.31

旭川市食育推進会議委員 26.06.21 ～ 28.06.20

旭川市教育委員会の事務に関する点検・評価に係る意見提出者 26.07.01 ～ 26.08.31

旭川市教育委員会学校教育基本計画中間点検懇話会構成員 26.07.01 ～ 26.12.31

旭川市生活館運営審議会委員 26.07.07 ～ 28.07.06

旭川市屋外広告物審議会委員 26.07.12 ～ 28.07.11

北海道教育庁上川教育局特別支援連携協議会委員 26.07.18 ～ 27.03.31

上川教育局上川管内地域人材育成会議委員 26.07.22 ～ 27.03.31

北海道教育庁「地域を活用した学校丸ごと子どもの体力向上推進
事業」における北海道体力向上連絡協議会委員

26.07.24 ～ 27.02.28

北海道上川総合振興局道営農業農村整備事業等環境情報協議会委員 26.08.01 ～ 28.03.31

旭川市文化財審議会委員 26.08.01 ～ 28.07.31

旭川市の高等教育を考える会議委員 26.08.11 ～ 27.02.13

北海道教育委員会「多様な学習成果の評価手法に関する調査研究」
に係る評価手法検討会議委員

26.09.09 ～ 27.03.13

旭川市緑の基本計画検討懇談会委員 26.09.09 ～ 28.02.29

旭川市景観審議会委員 26.09.24 ～ 28.09.23

旭川市景観アドバイザー 26.10.30 ～ 28.10.29

旭川市ごみ減量等推進優良事業所認定審査会委員 26.11.11 ～ 26.11.11

旭川市環境審議会委員 26.11.12 ～ 27.02.26

旭川市スポーツ賞選考委員会委員 26.12.10 ～ 26.12.10

旭川地方裁判所簡易裁判所判事推薦委員会委員 26.12.18 ～ 29.12.17
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依頼された講演会等 開催日 対象者

新体力テスト指導改善エキスパート養成事業（道央会場） 26.04.18 公立小学校教諭

東川町「ちびっこスポーツClub」 26.05.19 小学生

北海道滝川高等学校特別授業・校外研修 26.05.27 高校生

旭川市立神楽岡小学校校内研修講演会 26.05.29 小学校教職員

ＮＨＫ全国学校音楽コンクール課題曲講習会 26.06.01 合唱指導者・生徒

東川町教育委員会フィンランド教育研究大会inひがしかわ 26.06.05 教育関係者

旭川市立知新小学校校内研究
26.06.12
26.06.20
26.06.26

小学校教職員

北海道看護凶器亜上川南支部保健師・助産師・看護師行動職能集会 26.06.14 看護師等

北海道教育委員会体育専科教員活用事業全道協議会 26.07.04 教育関係者

日本発達障害ネットワークJDDNET年次大会 26.07.05 教育関係者

発達学習会コスモ例会 26.07.09 教育関係者

北海道旭川西高等学校ＳＳＨ事業「環境講座」 26.07.16 高校生

士別市立温根別中学校教育実践発表会 26.07.22 教育関係者

江差町発達支援関係職員研修 26.07.28 教育関係者

オホーツク教育局10年経験者研修(小・中学校)第Ⅰ期研修 26.07.28 小中学校教諭

十勝教育局１０年経験者研修第Ⅰ期研修 26.07.29 小中学校教諭

東川町幼児センター特別支援の研修会 26.07.30 保育関係者

北海道教育研究所連盟夏季所員研修会 26.07.31 教育関係者

香川県中学校教育研究会数学部会夏季研修会 26.07.31 中学校数学科教員

北海道道立研究所数学科教育研修講座 26.08.04 教育関係者

留萌保健所管内市町村母子担当者会議・母子保健研修会 26.08.28 保健師等

旭川市立永山南小学校校内子ども支援研修会 26.08.28 小学校教職員

北海道高等学校理数科指導研究会(旭川大会) 26.08.29 教育関係者

上川中部北４町みんなが暮らしやすい地域づくり研修会 26.09.04 一般市民

発達障がい児(者)支援を考える道民フォーラム 26.09.06 一般市民

旭川市立東五条小学校実践研究発表会 26.09.17 教育関係者

平成２６年度　講演会等講師・助言者等派遣一覧
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依頼された講演会等 開催日 対象者

国立障害者リハビリテーションセンター発達障害地域支援マネージャー研修会 26.09.18
発達障害者地域
支援マネージャー

岩手大学アートフォーラム 26.09.20 一般市民

社会福祉法人当麻かたるべの森職員研修
26.09.25
26.10.23

事業所職員

上川教育局地域連携研修 26.09.26 教育関係者

羅臼町立羅臼小学校公開研究会 26.09.27 小学校教職員

上川管内教育研究会各地区研究大会
26.10.01
26.10.02
26.10.07

教育関係者

上川管内教育研究会中部地区研究大会 26.10.02 教育関係者

長万部町教育研究所小中連携講演会 26.10.02 教育関係者

北空知地域自立支援協議会研修会 26.10.06 障がい児療育関係者

上川圏域子ども発達支援研修「みんなのエンパワーメント研修」 26.10.06 福祉・教育関係者

旭川市体育協会親子チャレンジ運動教室
26.10.07
～26.12.09

一般市民

上川管内教育研究会南部地区研究大会 26.10.07 教育関係者

当麻町特別支援教育講演会 26.10.15 一般市民

上川管内高等学校国語科研究会 26.10.16 高校国語科教諭

旭川市小・中学校教育研究大会 26.10.21 教育関係者

北海道中学校理科教育研究会旭川大会 26.10.24 教育関係者

旭川市屋外広告物講習会 26.10.28 屋外広告業事業者

上川町中高一貫教育推進委員会中高合同研修会 26.10.31 教育関係者

上川管内学校体育研究大会・士別大会 26.11.06 教育関係者

国立障害者リハビリテーションセンター発達障害者支援センター職員研 26.11.07 センター職員

保育心理士会保育心理士養成講座 26.11.08 保育心理士

大阪教育大学国際センターシンポジウム 26.11.12 一般市民

北海道児童養護施設道北支部職員研修会 26.11.13 施設職員

空知管内高等学校国語教育研究会 26.11.14 高校国語科教諭

釧路管内高等学校教育研究会数学部会 26.11.14 高校数学教員

スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員養成講習会
26.11.15
26.11.16

日本スポーツ少年団
登録指導者

体力向上先導的実践事業
26.11.18
27.01.21

教育関係者

地域とともにある学校づくりシンポジウム 26.11.29 教育関係者
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依頼された講演会等 開催日 対象者

北海道旭川西高等学校ＳＳＨ事業Douhokuサイエンスハイレベルセミナ 26.11.29 高校生

北海道夕張高等学校教育講演会 26.12.08 教育関係者

北海道稚内養護学校地域連携研修会 26.12.15 特別支援学校教員

湧別町立上湧別中学校公開研究会 26.12.16 教育関係者

留萌教育局10年経験者研修(小・中学校)第Ⅱ期研修 27.01.07 小中学校教諭

石狩教育局10年経験者研修(小・中学校)第Ⅱ期研修 27.01.08 小中学校教諭

札幌市立高等学校国際教育推進委員会研修会 27.01.23 高等学校教員

井上靖記念館文学講座 27.01.24 一般市民

児童虐待防止全国ネットワークシンポジウム 27.01.25 一般市民

北海道測量技術講演会 27.01.29 関係機関

日高教育振興会西部ブロック研修会 27.02.03 教育関係者

旭川市立春光小学校校内研究課題に関する講演会 27.02.12 小学校教職員

日本発達障害連盟発達障害医学セミナー 27.02.14 一般市民

羅臼町立羅臼小学校校内研修 27.02.20 小学校教職員

美瑛町特別支援教育研修会 27.02.23 福祉・教育関係者

鷹栖町特別支援連絡協議会研修会 27.03.10 教育関係者
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