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北海道教育大学旭川校地域連携フォーラム開会挨拶

1 北海道教育大学副学長 八重樫良二

本日は寒い中，お集りくださりありがとうございます。副

学長をつとめております八重樫です。 5つのキャンパス

からなる北海道教育大学は，道内各地の教育活動の拠

点となる高等教育機関であることを自負，自認して，学

校教育はもとより，社会教育活動，地域活性化への取り

組み，また地域の文化振興なども含みまして，各地域の

方々と連携してそれらへの支援活動への取り組みを行

っているところで、すo今日は道北地域におけるその支援

活動の一端を御紹介すると共に，互いにその意義ゃあ

りかたを再考してみたいとの思いで，このフォーラムを開

催iいたしました。

お手元にお配りした事例紹介の冊子でも御紹介して

いますが，その支援の方法，形態はさまざまです。プロ

グラムでお知らせするよう，今日は実際にその取り組み

をされた大学の先生と学生，その橋渡しなど様々に御

世話いただいた自治体担当者の方.3者それぞれの立

場から，その支援活動の取り組みについて話していた

だく予定となっています。それぞれの意義，役割，期待

することは何かということを考えてみたいと思います。

本日お集まりいただいたこのフォーラムの開催にあた

りましては，小池教育長様はじめ旭川市，江差町，中頓

別町，浜頓別町の教育委員会， 北海道教育庁の各教

育局など自治体の行政，教育関係者の皆様からご協力

いただきましたことに深く，感謝申し上げます。ありがとう

ございます。最後に会場の皆様の御清聴と討論会参加

への御願いを申し上げ，挨拶とさせていただきます。本

日はどうぞよろしく御願いします。

八重樫副学長

小池教育長

2 旭川市教育委員会 小池語朗

旭川市と旭川教育大学との聞には，平成 16年に相互

協力協定を結んでいます。その間札幌にいる村山学長，

そして八重樫副学長，他には大学関係者のみなさん，

毎年学生ボランティアとして多くの学生のみなさんが今

日教育の振興のためにさまざまに御協力，御支援を頂

戴いたしておりますことをこの場をお借りして改めてお

礼申し上げます。

さて，教育基本法が改正されて数年が経ちます。この

改正教育基本法のなかには r21世紀を切り拓く心豊

かでたくましい日本人の育成をするjといった観点から，

学校，あるいは家庭，地域など社会を構成するすべて

のものが教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚し

相互に連携 3 協力に努めることなど，教育のあるべき姿

や理念を明らかにしているところでございます。このよう

ななかで，旭川市としましでも旭川市学校教育推進の

基本理念として「夢や目標に向かい，力強く未来を切り

拓く旭川の子ど、もの育成」を掲げ，その実現を図るため

に旭川|市学校教推進基本計画を作成いたしました。内

容といたしましては，重点項目のーっとして家庭や地域

との連携の推進を位置づけております。しかしながら，

家庭や地域の教育力の低下が言われて久しい状況で

もあり，あるいは子育てに対する不安あるいは孤独感を

感じる保護者も少なくないと聞いています。また，学校

におきましてもさまざまな課題が山積している，といった

状況にあるのではなしゅ吃考えております。そのような

意味では，教育行政や地域などそれぞれの関係機関

における連携も依然として不十分でありますし，先述し

た教育基本法でいう子どもたちをいかに育てていくかと

いう観点カもすれば，まだ道半ばといった状況であると

いえると考えます。

このような折に，北海道教育大学旭川校が，大学の本

来的使命である教育と研究に加え，心的，物的，学術

的資源を地域のニーズに応じて提供し，地域の教育力

の向上や活性化に貢献することを新たな使命としてとら

え，その実現を図るために地域との連携の在り方を考え

るフォーラムを開催されますことは，大変意義のあること

であると考えています。

今回のフォーラムにおきましては，この後教育大学と

自治体，学校等の連携のあり方をテーマにパネノレディ

スカッションが予定されているとうかがっております。 4名

のパネリストのみなさんのご提言をふまえ，参加されて

いるみなさまによるさまざまな視点，角度からの熱心な

論議がなされれば幸いと考えております。

結びになりましたが，本フォーラムの開催にあたり，御

尽力をいただきました関係各位に心から敬意を表しま

すと共に 3 北海道教育大学旭川校が，今後も地域から

の信頼のもとに学術，文化の発信拠点として発展されま

すことまた，ご参加のみなさま方のますますのご健勝と

ご活躍を祈念しまして，簡単で、はございますが挨拶に代

えさせていただきます。本日はまことにおめでとうござい

ます。どうぞよろしくお願いします。



北海道教育大学旭川校地域連携フォーラム事例報告
一一学生ボランティア派遣事業の成果と課題は何か一一

1
業

旭川市との「学生ボランティア派遣事

の取り組み

1-1 旭川市教育委員会教育指導課主幹須郷智和

学生ボ、ランティアについて教育委員会としての立場

で述べる。

1 旭川市内の初任者の状況

-旭川|市は上川管内で最も多く初任者を採用(毎年

50から 60名)している地域である。そのなかで，教育環

境が変化している。例えば，保護者が高学歴化してきで

おり，教師と保護者の位置関係が微妙になってきている

とし、うこと。また，少子化が著しくなっているため，我が

子に対する愛d情が極端に強くなっており，その愛情の

傾け方が以前とは少し異なってきている。さらに，特別

支援教育に転換されたことから，さまざまな教育的ニー

ズ、に対応しなければならなくなった。通常学級において

も特別支援の必要な，または発達障害等をもっている

子どもが多数いるため，そういった部分への対応が大変

厳しい状況にある。まれにモンスターベアレント等の出

現も都市部ではささやかれており，旭川市も例外ではな

い。このような教育環境のなかで，初任者が学校に赴任

したなかでどのようになっているかとし、うことが問題とな

る。以前は初任者が学校に赴任したとしても「まだお若

い先生でこれからだ」品、うことで，少し待ってもらえると

しづ状況があったが，最近ではなかなかそのような状況

にない。教育委員会では，さまざまな手立て(初任者研

修の内容の検討・改善p 学校における校内指導体制の

強化，自分の身を守るやさしい法規研修会の開催，接

遇の勉強等)を講じている。しかしそれだけではうまくし、

かない。そのようななかで、学生ボランティア事業が開始

された。

2 北海道教育大学旭川校の地域連携の推進

(1)学生ボランティア事業

内容:子どもたちそれぞれのニーズ、にあわせて

T.T. (技術指導者，学習指導補助者)等

さまざまな形態で参加している。

目的: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ーっと

して，旭川校の学生を旭川|市内の小・中

学校に派遣することを通し，教育活動の

支援を期待するとともに，学生のボランテ

イア意識の高揚や教職に求められる資質

能力の向上を図る。

(2)平成 17年~平成 22年度までの実績

別紙資料より，年度別派遣希望状況，派遣率，派

遣学生延べ数を参照していただきたい。

当初は三カ年の計画で本事業をスタートしたが，

本年で六年目であり，このような素晴らしい事業は半

永久的に続けて欲しいとし、うのが現場の声である。

教育委員会としても北海道教育大学旭川校に毎年

依頼を行っている。

資料により，実績を参照していただきたいが，平成

17年度では，後期のみの取り組みであり，延べ 30校

に 40人の学生ボランティアが派遣されている。平成

18年度は延べ 50校に増加。 101名の学生のボラン

ティアが派遣された。平成 19年度は延べ 39校 97

名。平成 20年度は 48校 147名。平成 21年度は 45

校 176名が参加している。 22年度は若干減少し， 42 

校 117名である。以上のように，年々学校側からも，

学生ボランティアのニーズが増加している。また，学

生の参加数も増加してきでおり，非常に望ましい状

況にある。

3 本事業の成果と課題

(1)成果

①学習に対して苦手意識を持っている児童生徒へ

の個別指導により，一人一人の理解を深め，わかる

喜びやできる喜びを実感することができた。

②学生の専門性を生かした指導補助により，例え

ば，スキーや水泳，家庭科のミシンの使い方など，子

どもたち 人一人の技術の向上を図ることがで、きた。

③特別支援学級での1対1のサポートにより，児童

生徒が安心して学習に取り組むことができた。

(2)課題

①学生の講義のあいている時間帯で、のボランティ

アなので，近隣の学校でなければその思恵を受ける

ことが難しい状況にあること

②学校の派遣希望に対して，参加いただける学生

さんの数が少なく(依然として 100%には達せず，多く

ても 80%)，各学校のニーズに対応し切れていないこ

と

4 旭川市教育委員会としての今後の展望

学生にとっても，児童生徒とのかかわり方や指導力の

向上などにプラスになると考えられるし，学校にとっては

きめ細かな個に応じた指導の充実を図ることができ，児

童生徒にとっては，わかったで、きたという成就感や満足

感を得ることので、きる三つのよさがあり，本事業を今後も

続けていただきたい。

3 



1-2北海道教育大学旭川校准教授角一典

一学生ボランティア派遣事業の成果と課題一

2005年後期からスタートした，旭川市内の小中学校へ

の学生ボランティアの派遣は，今年度で六年目を迎え

た。参加する学生はもとより，受け入れ校の教員の皆様，

スーパーバイザーの土屋先生や教育委員会の皆様，ま

た，旭川校の教員の方々など，多くの協力を得ながら本

事業は継続・発展を実現してきた。本報告は，その中間

報告として位置づけられるものであり，これまでの成果

について，簡単な数字を示すとともに，担当者として携

わってきた中で個人的に課題だと思われた事柄につい

て述べるものである。

参加学生の数は，五年目に当たる 2009年度までは順

調に伸びていったが，本年度は，特に前期が過去最低

の派遣数にとどまった。他方，学年別でみると，三・四年

生の参加が目立っており，導入段階に決められた「教育

実習経験者J品、う原則(現在は緩和している)が維持さ

れるとともに，それによってクオリティの高い学生派遣が

実現できているものと思われる。また，複数期にわたり

参加する学生もかなり目立っている。なお，相対的に女

子の参加が多く，男子の参加数の増加は今後の課題の

ひとつである。

参加学生の事業に対する評価もおしなべて高く，低い

評価が示されたとしても，それは事業に対するというより

もむしろ自分自身に対する不満としてのものとなってい

る。授業のコマ数が多いのみならず，課外活動に対して

も日清に取り組んで、いる学生にとっては，合聞を縫って

のボランティアとなることも少なくないため，本人の希望

通りの時間数が確保できないなどの不満(反省 7)であ

る。

また，これは実際に数値をまとめていないがゆえに，

個人的感覚の域を出ないが，参加者の教員採用率が

高いとしづ印象を受ける。参加学生とのやり取りの中で

も，ボランティアで、培った経験が，特に面接において役

立ったとしづ学生の意見はしばしば聞く。教育実習のみ

では知ることのできないところを，ボランティアの経験が

補い，さらに教員に一歩近づいたとしち実感をかれらに

与えているのかもしれない。

他方，課題としては，派遣先に地理的な偏りがあること，

申請していただいたにもかかわらず派遣に至らないケ

ースがかなりみられることである。時間的・物理的に致し

方ないところではあるが，やはり市内の多くの学校の役

に立つことが，旭川に位置する本学として望ましいあり

方であり，クリアしたい課題である。そのためには，より

多くの学生の参加を実現するべく，また，遠方の学校へ

の派遣になんらかの便宜を図るなどの，工夫がこらされ

る必要があるだろう。

もうひとつの課題は，他の類似事業との棲み分けであ

る。過去にも，発達生涯等支援・特別支援教育総合推

進事業なと国家予算で運営される事業との「競合Jが

生じているし，本年度前期の派遣数激減の背景には道

教委のボランティア派遣事業が少なからず影響している。

互いに学生を取り合うことなく，学生の意志に添った形

での棲み分けの可能性を模索してし、かなければならな

いだろう。

[参考文献】笠井稔雄/土屋三樹夫/角一典， 2009， 
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「学生ボランティア派遣事業の成果と課題J

『旭川|実践教育研究J]13・27-32.

1-3北海道教育大学旭川校4年大西美貴

こんにちは。英語教育専攻四年生の大西美貴と申し

ます。

私は現在，週に一回，近文小学校の特別支援学級

であるたんぽぽ学級でp 算数や国語などの学習指導補

助のボランティアをしています。基本的には子どもの個

別学習を一対一，または一対二で支援しています。た

んぽぽ学級には 11名の子どもが在籍していますが，学

習にも係活動にも運動にも一所懸命取り組み，下級生

にも優しくできる素晴らしいこどもたちです。

今日はそのボランティア活動の中で，嬉しいと，思うこと，

学んだことについてお話したいと思います。

まず，私が嬉しいと思うことは，長い期間にわたって

活動するので，子どもの成長を日々実感できるとし、うこと

です。子どもの成長を身近で見届けられることは教員の

一番のやりがいなのではないかと感じています。例えば，

なわとび、の交差とびを上手にで、きなかった子どもが，先

週 18回もとべるようになり，一緒に大喜びしました。子ど

もたちが自分の成長に気づき，自信をつけてくれたらと

思っています。

まだまだ失敗の連続なのですが，先生方の指導の工

夫を実際に見たり，自分で試行錯誤したりして，学んだ

ことが主に三点あります。

一つ目は，分かりゃすく指導するための工夫です。

一番大切なのは，スモーノレステップ。で，少しがんばれば

できそうなことを目標にし，できることを少しずつ積み重

ねていくことだと思います。なわとびを例にあげれば，初

めはなわとびを使わず，一定のリズムで跳ぶ練習をしま

す。次に片方の手になわをもち，一定のリズムでまわす

練習をします。それから，片方の手になわをもち，回す

タイミングに合わせて跳ぶ練習をします。最後に実際に

跳んでみます。小さな目標達成の連続が子どもの自信

につながると信じています。

二つ目は，子どもとつかずはなれずの距離を保つこと

の大切さです。これはいまだに私にとって大きな課題の

一つです。私はボランティアを初めたばかりのころ，子ど

もができないこと，わからないことがあると，なんでも手伝

おうとしてしまっていました。しかし，子どもの自立のため

に，あえて手を貸さずに見守るということも大切なことな



のだと感じています。先日，調理実習でさつまいもを包

丁で切る場面がありました。手をうまく動かせず「先生や

って」と言う子どもがし、ました。全て手伝ってしまうのは

簡単なのですが，できるかぎり自立して行えるように指

導してし、かなければと思いました。そこで，先程お話し

たスモーノレステップで，さつまいもの押さえ方，包丁の

握り方，包丁の動かし方を練習し，それから実際に切っ

てみました。その子どもにとって難しすぎ、るところは手伝

いましたが，ほとんど一人で上手にさつましもを切ること

ができ，とても嬉しそうにしていました。この時改めて，

「っかず離れずの距離を保つことjの大切さを実感しま

した。

三つ目は子どもの心に寄り添うことの大切さです。嫌

なことがあったりして頭の中が混乱してしまい，自分の気

持ちをうまく言葉で言い表せない子どももいます。先日，

体育館で運動をしていた時のことですが，ある子どもが

他の子どもたちに混ざろうとせず，体育館の隅で泣いて

し、るとし、うことがありました。「どうしたの?と話しかけ

てもなかなか反応してくれませんでした。しかし，背中を

さすっていると，断片的な話し方ではありましたが，自分

の気持ちを話してくれました。子どもの気持ちがわから

なくても，なぜそうなっているのかを一生懸命考え，子ど

もの心に寄り添おうとすることが大切なのだと感じまし

た。

ボランティア活動をする中で，教員という仕事の難しさ

も非常に強く感じていますが，その分，教員へのあこが

れの気持ちもとても強くなりました。

四月からは実家のある神奈川県の小学校で、教壇に

立つことになっています。ボランティア活動で、学んだこと

や感じたことをいつまでも大切にしていきたいと思って

います。

御清聴どうもありがとうございました。
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2 枝幸町との「大学生フレンドシップ事

業」の取り組み

2-1 枝幸町教育委員会学校教育グループ主幹雨

堤雄二

一枝幸町との「大学生フレンド、シッフ。事業jの取組につ

いてー

枝幸町は，平成 18年 3月 20日に旧枝幸町と旧歌登

町の二町が合併し新枝幸町として生まれた町である。

学校の状況は，海岸沿いに小学校八校，中学校二校，

内陸部に小学校一校，中学校 校の計一二校が集落

ごとに点在している。

小規模校が多く小学校7校が複式学級である。

大学生フレンド、ンップ事業は，平成 19年度・20年度に

北海道の委託事業である「いじめ対策フ。ロジェクト事業j

で、行ったものであり，枝幸町と相互協定を締結している

北海道教育大学旭川校の協力を得て，今年で三年目

を迎えた。

事業目的は子どもたちにとって年齢の近い大人で、

ある大学生が兄姉的存在として小中学校の教育活動に

参加し，児童生徒と話をしたり，相談相手になったりす

るなど，子どもの社会性の育成や望ましい人間関係づく

りを支援することにより「生きる力jの核となる豊かな心の

育成を図るjである。

この事業での大学生は，専攻している専門分野ごとに

クソレーブρで、各学校へ訪問していただいた。専門性を生

かした教材を持参し，独自の授業プログラムで楽しい授

業で、充実した交流を行ってくれた。

事業終了後に，学校と学生へのアンケート調査を実施

した結果，いずれも高い評価を得た。

日ごろ大学生と交流する機会が少ない子どもたちにと

って，大学生と楽しい交流ができたことを喜んで、おり，大

学生も子どもたちとともに遊び，活動するとしづ意識が高

く，その気持ちが「ありがとう」としづ意識をもって人と接

することができるようになり，事業の目的としている「豊か

な心jの育成を図るうえで，有意義な交流であり事業効

果は大きい。今後，継続が望まれる。

これまで三年間実施してきたが，開催時期により行事

等の都合で全ての学校がこの事業に参加できていない

状況である。

平成21年度からは町独自の事業として継続している。

大学で実施している「学生ボランティア派遣事業jと合

わせて行っているため，大学生の宿泊等の経費は大学

側の事業で、補ってもらっている。今後，大学の事業が打

ち切りとなった場合，町の財政上の問題で継続できるか

懸念されるところである。



2-2北海道教育大学旭川校教授阿部修

一フレンドシップに参加してー

北海道教育大学では，本学が有する人的資源，学

術的資源を地域のニーズに対応して提供し，地域の活

性化に貢献する事を目的として，地域連携の推進に取

り組んで参りました。

本学はこれまで、，初等・中等教育の教員の養成に努

めて参りましたが，ここ十数年間はこれに加えて，生涯

学習に資することのできる人材の育成にも尽力して参り

ました。この点からも，大学は地域との協力・連携がます

ます重要になってきています。このため，本学は大学憲

章の中に地域連携の一層の強化を目標として掲げまし

た。さらには，平成 21年の年初に本間学長は「アクショ

ンプラン 2009-2011Jを掲げ，この中で社会貢献で地

域に根ざした大学」を目指すことを謡っています。

大学憲章の制定と相前後して，本学は多くの自治体

と協定を結んで、きました。町村合併が行われる以前の

枝幸町，歌登町とは平成 16年 11月に協定を結び，両

町の合併に伴い，平成 18年 4月に新生枝幸町と新た

に協定を結び直しました。

枝幸町大学生フレンド、シップ事業は，この協定に基

づく活動として執り行われ，今回で第三回目を迎えまし

た。本フレンド、シップ事業の目的は「ボランティアとして

教育活動に参加し，兄弟姉妹的存在として話をしたり，

子供たちの話を聞いたりするなどして，兄弟姉妹的な人

間関係作りを支援するJにとにあります。本学の二年生，

四年生，大学院生 5グループ 13名がそれぞれの得意

分野を持ち寄り，それぞれが分担し，枝幸町内の中学

校二校，小学校七校延べ一五校を訪問し，授業を行っ

たり，交流活動を行ったりしました。(最終日は順延され

ていたマラソン大会が開催され，このお手伝いと応援を

行いました。)今回のフレンドシップは開催時期が教育

実習期間と重なったため，三年生が参加できませんで

した。また，教員採用試験の二次試験の直後だったこと

もあり，四年生が参加しにくい事情もありました。このた

め，実習を経験しておらず，児童・生徒との接し方に十

分に慣れていない二年生が主力とならざるをえず，大

学側としては多少不安を感じながら迎えた事業でした。

しかし，学生たちはそれぞれの役割を果たしてくれ，本

事業の目的で、ある人間関係作りを見事に達成してくれ

ました。また，枝幸町の先生方に温かく見守られ，適切

なアドバイスを頂きながら，子供たちと心を通わせる活

動や交流を行うことができ，学生たちも一段と成長でき

たことと思います。

事後アンケートでは，受け入れ校からは概ね良好な

評価を頂いており，安堵しています。また， I将来の教員

の卵」に対し，より良い教員になってし、くために必要な

心構えに対するアドバイスも頂きました。さらには，道北

地域の教育にも目を向けて欲しいとし、った，熱い要望も

寄せられました。こうした率直な意見は，教員養成を担

っている旭川校にとって，とても貴重なものであり，今後

の学生指導に役立てていければ，と考えております。

始まったばかりの事業で、すので，まだまだ課題が多く

残されていることι思います。それぞれの立場から率直

に意見や課題を提案していただき，この事業に参加し

ている小中学校，教育委員会，大学にとって実りの多い
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事業に育てていきたいと考えております。将来的には，

三者による共同研究に結びつけられればと考えており

ます。

2-3北海道教育大学旭川校4年大野友絵

二年間枝幸町いじめ不登校対策フレンドシップ事

業」に参加し，事業を通して子ども達の「楽しかっ

たやもっとやってみたいを引き出せた要因

について，学んだことを「えがお，ささえあい，しげき」の

三点から述べる。まず，不登校対策として本事業が取り

組まれているが，実際現場にいってみるとそのような傾

向は見受けられず，子どもとどのようにすれば楽しい時

間を過ごせるのか，どのようにすれば楽しく学べるのかと

いう支援を主に学ぶことができた。

1.えがお

子どもも大学生も笑顔で、あった。子ども達の笑顔を引

き出すのには，私たち自身の笑顔が必要不可欠で、あっ

た。大学生に，教師としての自覚をもって接して欲しいと

しち意見があった。子どもの前ではやはりこの時は教師

として，あるいは教師になることを目指してしも大学の学

生として接しているため，高い意識をもって子どもと接す

ることが必要不可欠で、あった。

2. ささえあい

事前から打ち合わせを行い，教育委員会や教師の皆

様と学生が互いに協力し，支え合うことで子ども達の学

びをより連携して支援することができた。私が最も連携し

ていると感じたのは，図工の活動で、あった。教室の設備

を最大限に稼働させていただいたり，会場設営の準備

に関しても教師の皆様や児童の皆様に手伝っていただ

いたりした。このような経験から，支え合うことの大事さを

感じた。

3. しlアき
子ども達の「やってみたい!Jやもっとまなびた

い!J品、う心を刺激するような，魅力ある活動や題材を

「しげき」として表現し，子どもの学びを支援した。意欲

的をかきたてるような教材開発や，専門知識を活かして

子どもと関わることが，必要であると感じた。私は，ラップ

に絵具で模様を描いたりしてクラゲを作りさまざまな角

度で描いたものを見てみようとしづ方針のもとで授業を

行った。光る絵具を今回用いたが，工作で光るものを用



いた際は，子どもから「もっとやってみたいとしち意

見や楽しし、 J~v、う意見が出てきた。教科書に掲

載されていても普段は行うことの少ない題材を扱うことが

子どもを刺激したのではないかと考える。また，スズラン

テープを用いた活動も行った。スズランテープの枠組み

等を用意し，蜘昧になった気持ちで、住みかを作ろうとい

う方針の授業で、あった。蜘株になったつもりで教室を遊

び場として活用した。トンネルを作ったり屋根を作ったり，

スズランテープを結んだり，つないだり，裂いたりするこ

とで住みかが完成した。

以上の3つの観点をもとにまとめをすると，地域連携

事業において，

.②がお (笑顔)

・@さえあし、(支え合し、)・Gげき (刺激)
ができたことで，子どもたちゃ学校の先生方も含めて，

「よかったJiうれしかった」と，共に喜びを分かち合うこと

ができた。
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3 事例報告における質疑応答

-聖圏中学校明田校長:

本校も学生ボランティアを受け入れており，その状況

を説明するとともに，今伺っていた内容を基に話をさせ

ていただきます。昨年後期からボランティアの学生に来

ていただくことになり，平成 21年度は家庭科の実習補

助という形でー名，加えて図書の貸し出し業務に関わっ

てー名来ていただいておりました。平成 22年度は前期

に技術科の実習補助に2名，図書の貸し出し業務に一

名来ていただきました。後期は実技教科において特に

科目を問わず，二名来ていただき，図書の業務にあた

っても二名来ていただき，大変お世話になっております。

先ほど話にもでていたように学習指導の補助ということ

での役割を大いに期待しています。特に実技教科にお

いては作業も伴うため，一つめには個人差が大きくなる

ことへの個別指導の対応，二つめはさまざまな用具を使

うことによる危険を回避するための安全への支援を行っ

てもらうことで，授業をスムーズに進行することができる。

図書の貸し出し業務に関して補助してもらった学生も非

常に一所懸命で，子どもとのコミュニケーションもスムー

ズに図ることができていました。意欲的に図書の整理に

も貢献していただきました。以上のようなことを校内でも

よく耳にします。さらに，自主的な効果として先ほども話

にあったように学生ボランティアの意識が高く，生徒との

コミュニケーションをスムーズに取ることができていたお

かげで，授業の雰囲気も非常によく，子ども一人一人も

まだ、はっきりとは言えませんが，授業に対する意欲が少

しずつ高まってきているのではなし、かとも思っておりま

す。

また，課題というところまではし、かなし、かもしれません

が，夏には教育大が近いとし、うこともあってか自転車で

本校に来ている学生が多く見られますが，冬は歩いて

約四O分かけて来てくれています。寒いなか歩いて来

てもらっている姿が非常に申し訳ないなと感じまして，交

通費といったようなものを何かしら学生に支援で、きたらよ

いのではないかと思います。あともう一つご、ざいまして，

先ほど述べられていた充足率の問題ですが，若干難し

い面がありますが，結果として二人の学生が教員採用

試験において合格しました。もともと二人が持っていた

能力ということももちろんあるかとは思いますが，このよう

なボランティアが面接において役に立つというようなこと

を募集のなかにおわせるような流れになりますと，学生

ボランティアの質が下がってきてしまうのではなし、かとい

う懸念を先ほどの話を聞いていて感じました。本校に来

ていただいている学生は，子どもに対して 100%目を向

けてくれており，そのおかげで、教育効果も高まってきて

いるのではないかと思います。このような話も先ほどの

お話を聞いていて感じたところでございます。

-旭川中学校で教員をなさっている方

実は平成 18年度に本校で、も学生ボランティアを申請

しておりまして，指導に来ていただいていたのですが，

その際は選択授業に支援に入っていただきました。どち

らかとし、うと学習支援が必要なタイプの生徒や低学力の



生徒のサポートとしづかたちで、入っていただきました。

我々教員としても非常に助かったという意見も多く，次

年度も是非来ていただきたいという話が職員会議でもで

ていました。しかし，残念ながら次年度の申請では漏れ

てしまい，そのことを受けて継続して支援を受けることは

本校では難しいのではなし、かとし、う結論に至りました。

やはり，継続して来ていただくために，送り迎え等の協

定を学校間で、結ぶなどといったなかで，ある程度の年

度数を確保できるように取り組んでいただけますと，授

業のなかにも組み込みやすいのではないかと感じま

す。

また，学生のクオリティーの問題が話題にあがってい

ましたが，本校に来られた学生は非常に優秀であり，私

たちとしても頭が下がる思いでありました。我々の方とし

ましでも学生ではありますが，対等なパートナーとして授

業を行っていました。もちろん学生ですから我々の方か

らも色々指導する場面もありました。ただ，最初からクオ

リティーを求めるので、はなく，例えば大野さんが述べて

いたように活動のなかで学ぶことは多いと思います。学

生もそのなかで育っとし、うこともあるとし、うことを期待して，

派遣していただけますと，我々としても必要な事業であ

ると考えていますので計画していただければありがたい

なと考えております。

-青雲小学校三浦校長先生

本校は毎年数年間にわたって前期後期一O数名の

ボランティアの方に来ていただいております。多い年は

三O名方がボランティアに入っておりました。この事業

に入っていただくことで，外側の部分との関わりですとか

特別支援教育への関わりとし、うつながりで

子どもを育むチームの一員として，私たちはただの手

伝いをしてもらうのではなく，青雲小学校の一つのチー

ムの一員としてということで，学生のみなさんを頼りにし

ながら活動していただいております。またもう一つ，私た

ちの後輩として，将来教師として力をつけていただきた

いと考え，その面において本校で、ボランティアをしてい

るうちに力をつけていただくとしぢ面での関わりをもつこ

とも大切にしています。今，校長先生方からもありました

ように，来た当時は頼りなく見えます。大丈夫かなと心配

に思う面もありましたが，半年，更に一年ほど経過する

なかで，非常に力をつけていきます。そして是非この学

生には教員採用試験に受かったら教員として本校に来

ていただきたいなという方も多くいらっしゃいました。また，

もし落ちてしまっても臨時の教員として来ていただきた

い方もいらっしゃいました。またそうでない場合もありまし

た。成長の見えないままボランティアを終えてしまう学生

もおりました。それはですね，人間ですから，話かけられ

ないというところに原因があると思います。先ほどの終わ

りに，本校の職員であるツバキヤミノルさんに先輩として

感謝と励ましの気持ちを書いてということでお願いをしま

した。そのなかでいくつかご、紹介したいと思います。身

だしなみ等のことに関してですが，この頃の学生のみな

さんは挨拶などもよくできていますし，服装も動きやすい

服装でいらしてくれていてよかったと感じてしも反面，ネ

ックレスやヒ。アスなどに関しては子どもが反応してしまう
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ため，関わる際には外した方が良いのではなし、かと感じ

ます。また， ["学習指導の場面では個別指導など子ども

に近いところでサポートしてもらいました。子どもにより近

い年齢でもあり，教科の学習にも楽しく取り組む教室が

ありましたJとし、うことでした。ただし目の前の子どもを

どうしたいのかとしづ目的をもって接して欲しい。腕組を

したり，遠くから眺めたりする傍観者では困ります」とし、う

意見もありました。また，教師が給食指導や清掃指導の

部分では，不登校，特別支援の学級への指導ということ

で，非常に細かいことだと，思いますが， r子どもに寄り添

いながら接してくださりありがたかったで、す。校外での体

験活動にも参加していただいて，子どもたちも喜んでい

ました」という意見や， ["全体の動き，流れをつかんで、自

ら動いて欲しいです。教員の言葉や態度をよく見て同じ

指導を心掛けて欲しし1としづ意見もありました。最後に

なりますが， r休み時間などの自由な関わりの場面でも

子どもとからだを使って遊んで，言葉遣いをきっいこと

言われながらも辛抱強く対応してくれました。本当にあり

がとうございましたIという意見や，そのようななかにも

「けじめが欲しいです。けじめは言葉ではなく態度で示

すことが大切です。子どもと同じレベノレにならず，危険

なことには毅然として止めるなど，姿勢が必要です」とし、

うような意見がありました。これらの意見を今後みなさん

にプリントしてお配りをして，感謝の意味を込めて頑張っ

てほしいとし、うことを伝えながら，後期もしっかり取り組ん

でもらいたいと，思います。
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北海道教育庁学校教育局 義務教育課主幹

岸小夜子
それで、は私の方から教育大学との地域連携について

お話させていただきます。北海道教育委員会の中で，

この四月から義務教育化のうしろに学力を向上させて

いる地域としヴ名前がつきまして，そこのグループリー夕、、

ーをさせていただいております。それで，本道のこどもた

ちの学力の向上を目指して，どんな連携が図れるかとい

うことについてお話させていただきたいと思います。

北海道教育委員会が今実施している計画 40項目ほ

どございますが，教育大学と平成 13年に連携に関する

覚書という締結を結びましてから，本当に学校教育・社

会教育様々な場面で、お世話になっております。今も，笠

井先生のほうからお話がございましたが，様々な研究

会・研修・会議がございまして，そこで、先生方から助言

等をいただいておりますし，今私のほうの課で最も旬な

ところは，今年から学生ボランティアバンクを教育大学と

連携して創設させていただきまして，そこから，子供たら

の自主的な学習サポートだとか通学合宿だとか，本当

に様々部分お世話になっているところでございます。し

たがって，ぜひ北海道教育委員会としては更なる連携

をお願いしたいなと思っているところで、ございますので，

今までのご尽力にお礼申し上げますとともに，また今後

もよろしくお願い申し上げたいと思います。

そうした中p 私の滋賀との部署というのは，お手元に配

布した資料にもございますが確かな学力の向上を目

指す教育の推進」と，ここに特化したグループ。でござい

ます。そして，学力向上を一元化しているということで，

他の色々な部署と連携を計りながらやっているようなとこ

ろでございまして，今日はぜひ，今の北海道教育委員

会では学力向上が重点課題としているところなのです

が，学校・家庭・地域・行政が，まずは子供たちの現状

をしっかりと共有しよう，それが最初の一歩なのではな

いかということで，こうゅう機会があればどんと、、ん行って

北海道の子供たちの状況を知ってもらって，そしてそれ

ぞれの立場でどのようなことが出来るかを考えていただ

けるように，そして出来るところから一歩はじめていただ

けると有難いなとし、うように，機会があればお話させてい

ただいているところでございます。

今日は限られた時間ですので，まず簡単に北海道の

学力・学習の状況を端的にお話させていただきます。全

国学力学習状況調査について，かなり報道等で言われ

ておりますので，よくご承知かと思いますが，平成 19年

度から行われて四年間過ぎました。その結果，本道の

子供たちの教科に関する調査の結果，グラフが見にく

いかと思いますが，度数分布になっているのが本道の

子供たちの状況でございます。全国と比べますと，今回

は，国が抽出で、行ったもので、すから，北海道の抽出と

度数分布が北海道の合算ということになっておりまして，

札幌市を除く全ての小中学校ι特別支援学校の知的
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学校を除くところのこどもたちの状況が出ているところで

ございます。小学校の国語A基本的なものが 15問ござ

いまして，それが 15問出来た子ということで，分布が出

ている図でございまして，これを見ると北海道は全固と

比べますとずっと下位層が厚いとしう特徴が一つござい

ます。また，上位が離れているとしうのも分かるかと思い

ます。そして，小学校の算数 Aも同様に同じような傾向

があるという状況でございます。例えばなのですが，四

年間の傾向として本道の子供たちが苦手とする問題が，

顕著なものも出てきましたが，今年の場合で言うと「久し

ぶりにおじさんに会うJの「久Jが書けなかったとし、うのが

平均不正答率も全固と比べて高かったで、すし，無回答

率も全固と比べると差が大きかったということで，こういう

ところで、つまずいているということでございます。また，算

数の場合ですと，例えば平均不正答率の差が大きかっ

た問題として，台形の公式を使って面積を求める問題，

これが全固と比べると，不正答率が増え気味とし、う状況

がございます。そして，新聞等でも150+150 x 2J四則

混合の数字関係の計算問題なのですが，こうしたものも

四年連続北海道の子供たちが苦手とし，なかなか改善

が計られていないというような状況でございます。こうし

たことから，調査結果を全国と比較したときに，右と左に

各表の図が出ているのですが，大体北海道が全て真ん

中に入っていますから，算数 A だけが，過去の経過を

見ると，いつも全固と比べて落ちているとし、うような状況

が続いているところがございます。ただ，この状況では，

平均不正答率をくらべて，北海道の子供たちは最下位

のグノレープに属していると言われているとしづ状況でご

ざいます。先程も申し上げましたが，特徴としては低位

層の得点が厚いとしうのが本道の特徴になっているとこ

ろでございます。それから，例えばなのですが一日

一時間以上勉強する」子供たちの割合とし、うのが，小学

校・中学校とも，特に小学校の方は3 グラフを見ていた

だくとよく分かりるかと思いますが，全国と比べると四年

聞かなり低い状況になっているとしうところでございます。

このようなことから，私共北海道教育委員会では，北海

道の子供たちには，四つの課題に焦点化し，アプロー

チしていこうということで取り組みを進めています。その

一つが基礎基本の定着，そして学習習慣の確立，生活

習慣・生活リズムの確立，読書活動の充実3 この四つに

しぼっているところで、す。資料三にございますが，昨年

11月に開発チームの中で，これから北海道教育委員会

が進めていく施策といくことで学力向上の部分に特化し

た取り組みのなかで，学生ボランティアの活用にある学

習支援や学習習慣の確立ということで，今年度岩見沢

校を除く四分校の 104名の生徒さんが登録してくだ、さっ

て，全国各地で子供たちの学習支援にあたっていただ

いているところでございます。あと道教委がやっている

今年の特長的な事業としては，地方に行った若い先生

方が，なかなか経験豊かな指導力を学ぶ機会・教師に

出会う機会が少ないとし、うことで，今年度から経験豊か



な力のある先生が若い先生の授業作りを支援するとし、う

ようなことで，重大指導教員活用事業とし、うもの行ってご、

ざいます。こうしたことを踏まえながら，教育p それから授

業改善の資料とし、うことで，あらためて基礎基本の定着

が図られる授業展開がどうあるべきなのかということで学

校の方に資料四のような資料を配りながら授業の工夫

にも当たっているところです。このような中から，教育大

学に期待したいことの一つ目が，やはり教員の養成・育

成に関わる部分で，ぜひ連携していきたいと思っており

ます。きちんと，楽しんで終わることなく，子供たちにつ

けるべき力をしっかりつける質の高い先生を育てる，そ

れから，本道の子供たちは簡単なところで、つまずいてい

るので，つまずいているそうしづ子供達，悩んでいる子

供達を見逃さないで，しっかりと支えてくれる先生を育て

て欲しいなというように思います。また，先程フロアからも

ありましたが，今教育の問題は複雑化・多様化しており

ますので，ぜひ学校運営に組織の一員として，しっかり

と責任感を持って参加してして先生を育てていく上で連

携していければとし、うことであります。そして二つ目には，

ぜひ学力向上に関する各学校における校内研修・研究

の支援をお願いできたらなぁと思います。今現在どうし

ても現場に近い研究をされている先生方は口コミで、広

がっていって，色々な場で交流していただいたり校内研

修にご参加いただいたりしているところでございますが，

なかなかそうした情報を持たない学校や先生方は，研

修で苦慮しております。そうした意見から，ぜひそういう

システムを大学の中で学校が校内研修で大学の先生と

連携しやすい形をとっていただけたらと，思ってこ、ざ、いま

す。そして，最後になりますが，ぜひ本道の子供たちの

学力向上に関する研究の推進ですとか，成果の普及を

分かりゃすく私ども学校現場のほうに伝える工夫をして

いただけたらと思います。

私の方から，教育委員会からとし、うことで提言させて

いただきました。

旭川市総合政策部まちづくり推進課主査

内田和博
一北海道教育大学旭川校と取り組んだ公民館での地

域連携型事業一

発表者は，平成 17"""-'20年度に，旭川市内の二つの

公民館に館長として勤務した。公民館は，社会教育法

にもとづく施設で，実際生活に即する教育，学術及び

文化に関する各種の事業を実施することを目的とした

施設である。公民館の社会教育事業として，高齢者学

級(本市では「百寿大学」と呼称する)や女性向けの教

育事業を実施し，これらの各授業・講座に，本市内の大

学等から教員を講師に招き授業を行っている事例が多
し、。

発表者は，従来の講師派遣依頼型の大学との連携事

業を実施していくことに加え，地域や現代社会における

課題解決を目指した地域連携型の社会教育事業に取

り組み，今回，北海道教育大学旭川校とのこつの事業

を発表する。一つは，地域の乳幼児と中学生の交流事

業を公民館がコーデ、ィネートし，そこに専門的な指導・

助言を同校からの教員派遣により実施した。もう一方の

事例は，中高生の男子を対象とした料理教室の同様に

教員派遣を受けた。

現在，少子化の進展により，一人っ子の家庭が増加し

ている。また，核家族が一般化した中においては，子ど

もが親，先生の大人と同年齢の子どもと触れあうことの

みの日常となっている。こうした状況下では，日常的に

育児を目にしつつ成長することが極めて困難であるた

め，地域の異年齢聞の交流体験を意図して，つくり出す

ことが求められている。旭川市神楽公民館では，旭川市

立神楽中学校の生徒と旭川市立神楽保育所の乳幼

児の交流体験を企画した。中学校の生徒には，事前に

乳幼児と触れあう上での注意点・留意点を北海道教育

大学旭川校家庭科教育研究室教員から指導を受けさ

せ，当日に備えるようにした。公民館としては，中学校，

保育所との企画意図の説明，内容・手順，日程などの

調整を行い，大学側とは，具体的な指導内容，補助とし

て学生の参加を詰めるなど，主催者として全体コーディ

ネートに当たった。二つ目は，旭川市中央公民館にお

いておせち男子養成講座」として，家庭における最

大の年中行事「お正月」の形骸化が進み「冬の長期休

暇J~こなってしまいがちになる中，その団らんに不可欠

な「おせち料理」を男女が協力してつくり，正月を迎えら

れる家庭づくりにむけた必要なスキルと知識を身につけ

てもらうこと，及び，自立した際に必要な栄養のある食生

活も送ることを目的に，旭川龍谷高等学校の生徒十一

名の参加を得て開催した。わずかな料理経験の高校生，

とりわけ男子を中心に行事食の代表格である「おせち料

理」づくりに北海道教育大学旭川校家庭科教育研究室

教員の指導のもと，取り組んだ。料理の基本だけではな

く，技法に凝る部分も体験してもらうことで，興味・関心

を高めることができた。男性向けに家庭教育支援事業と

しては，調理や清掃などに取り組んでいるが，大学と連

携し「家庭をつくるためJとの視点を置けば，他のアプロ

ーチ手法もあろうことから様々な手法も検討し今後の事

業展開を進めることが可能と考えられる。
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大学の専門知識や技能を活用し，地域の課題解決に

地域の最前線にいる公民館が主体的に取り組むことは，

より具体的かつ実践的なアプローチができ，成果につ

ながりやすい。こうした社会教育機関の積極的なアクシ

ョンがさらに求められている。

北海道教育大学旭川校准教授 南部正人
南部です。どうぞよろしくお願いいたします。美術を

担当しています。今日は，色々な連携を行うとし、うことで

お話させていただきます。事例として挙げさせていただ

くのは「旭川市地域連携アートフ。ロジェクト」というもので

す。

現在，小中学校の先生の美術・図工研究クツレーフ。の

方々，あと北海道の旭川美術館，そして旭川市の彫刻

美術館館の学芸員の方々，旭川校の美術科教員が三

名参加しています。その四者が「何が今問題なのか」と

し、う非常にクリエイティブ、なところからスタートして，事業

を立ちあげました。何を行っているのかというと，主にワ

ーク、ンョッフ。を行っています。実際の事業内容はお手元

にあります資料の中の 22~24 ページに掲載されていま

す。それぞれのグループごとにそれぞれの問題を抱え

ておりまして，率直に意見を出し合いながらフ。ランニン

グし，協力しながら進めております。様々なご要望をい

ただいておりますが，どうやって継続しながら続けられる

のだろうということをテーマに話し合った結果，こういっ

た連携事業を行うことになりました。

資料をご覧いただきたいのですが，昨年は旭川美術

館のワークショップ。を中学校の生徒さんたちと開催しま

した。参加者が非常に多いということで，一回の募集人

員を上回り，中学生の美術部三00人くらいが参加しま

したここで旭川校が一体どのような機能を果たしたかと

いうと，実はコーディネ」ターとし、うつなぎの役割で、すO

学生の皆さんにはものすごいエネノレギーをもらいました。

やり続けてふと気付いたことは，上手くしてとコーデ、ィネ

ーターはし、つまで、もいなくてもいいのかもしれないとし、う

ことです。試行錯誤の末に各グ、ルーフ。がうまく機能すれ

ば，コーデ、ィネイターの出番はなくなります。

昨年は旭川美術館で、行ったプログ、ラムで，片岡珠子

さんとし、う世界的に有名な彫刻家をお招きしました。旭

川にいらして作品を一緒に展示していただきました。暴

風の中で、作業を行ったのですが，ほんの一瞬雨が止ん

だのです。実際に作品を作って公園の中に展示したの

ですが，その様子を見て，市民の方々も「なんだ?と

立ち止まってくれました。我々の専門性といいますか，

「造形遊び」から展開してくる「ものづくり」の面白さとい

ったことを，小中学校の先生方に語りながら，市民にも

語りながら，専門性を生かせる内容になったと思いま

す。

今年行いました「鑑賞フ。ログ、ラム」にも，写真には少人

数しか写っておりませんけれども，最終的には二00人
以上の生徒さんが参加してくれました。少人数に分け，

丁寧に鑑賞フ。ログラムを展開したということであります。

中学校の先生もご参加していただきました。今日も来て
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下さっているのですが，このシステムを作り上げられた

のは，非常に重要なコーデ、ィネーターの方です。その人

がほとんど仕事を引き受けているので，体がもたないと

いう目にあっていると聞きまして，協力体制を育てなくて

はならないと感じています。ただ，その方は，生徒が図

工・美術を愛してくれたらいいなと思う，と話してくだ、さっ

ています。

取り組みに色々な多様性を持たせることも大切です。

色々な形で地域と連携していきたいと，思います。ポイン

トとして，まず，企画運営部を大学は持たなければなりま

せん。もう一つは現場力です。これは実際に学生や私

たちが対応するときにどうしても必要な力です。三つ目

はプログラム開発力。この三つを上手く回しながら多様

性を広げていきたいと考えています。今回の「旭川アー

トフ。ロジェクト」に関しましでもそうです。先生方は自分た

ちで何か新しい機会を考えなければなりません。フ。ログ、

ラムを開発して，我々にしか出来ないことを絶対やると

し、うように。

先程，大野さんと雨堤主幹の方から，枝幸町の大学

フレンド、ンップ事業についてお話がありました。枝幸町

教育委員会さんが協力協定の実施をしてくださいます。

「し、じめ・不登校対策」を全国的に展開するということも

大事です。それに対して教育大が応えたとし、うことです。

現在大学には研究」と「教育」のほかに地域との「連

携」と「貢献」が求められいます。ただ，基本的に大学と

して第三の使命としてやるのは「貢献」で連携」をやり

なさいとは言われません。しかし行政のために地域に行

って，学生を育てるとし、うのを地域に任せっきりにしては

いけません。自主的に学生が育つということはあるかも

しれませんが 3 基本的には良い学生を連れて行って，

良い教員が同行し，地域に対して良いことをして帰って

こなければならないのです。我々は枝幸町に行って

色々な取り組みを展開してきました。幸いにも非常にあ

りがたいお言葉をいただいてはおりますが，厳しい評価

もあります。「教員としての基本的な資質が出来ていな

い」とアンケートに書かれたように。学生が教員の卵とし

ての力を十分に発揮できていない場合もあります。プロ

グラム実施・開拓・改善の三つの点から，多様な改善を

行ってし、くべきだと思います。



北海道教育大学旭川校准教授 川遺淳子
ひと・もの・ことを結ぶ協働的な地域連携の実現に向け

て一家庭科教育・家政学の視点から-

1.協イ動的な地域連携とは

平成 16年，旭川市の第七次総合計画策定に向けて，

子ども分科会の企画・実施に携わった。旭川市内の全

小・中学校から選ばれた子どもたちと，十年後の旭川市

を見通した課題発見とその解決策を話し合うとしうプロ

ジェクトであった。解決策のヒントを得るために3 まちの

様々な達人との出会いをコーディネートし，また，子ども

たちにとって認識の低かった，旭川市の基幹産業であ

る農業について考えてもらい，さらに子どもたちの一体

感を生むために，旭川産の食材で、作ったおにぎりと豚

汁を食べるとし、うことから始めた。その過程で私自身が

出会った旭川|のひと・もの・ことは，現在の夜、の活動の

原点であり，地域と関わることは，まず自らの足で現場

に出掛け，目で見て，耳で聴き，さらに直接感じることか

ら始まるものであると考えている。

また連携する上で，関わるもの同士は，常に協働的で

あることを目指したいと思っている。以前に，美瑛のある

小学校で，研究の一環として，地域の高齢者の方々か

ら昔のくらしを学ぶ学習で，地域の人々へヒアリングを

実施させていただいたことがある。学校としてはもちろん

目的を立てて学習は展開されるが，その学習に関わる

人々も同様な思いや願いを持っているのであろうか，と

しち疑問からの出発で、あった。昔の遊び、の話をうかがっ

た時，最近は学校ですでに用意された遊び道具で子ど

もたちと遊んでくださいと言われるけれど，昔はもののな

い中で遊び道具を作り出すこと自体が大変で，ど、うやっ

て遊ぶのかを考えることにわくわくしたのだと，恵まれ過

ぎている今の子どもたちには，そこを知らせたいし，分か

つてもらいたいのだ、という発言があがった。協働的な連

携とは何か，共に協働的な学び、をつくってして上で，忘

れではならない当たり前かっ重要なことを学ばせていた

だいた貴重な経験となった。

2 家庭科教育・家政学からの地域貢献

家庭科教育の基礎学問として家政学がある。家政学

は「家庭生活を中心とした人間生活における人と環境と

の相互作用について，人的・物的両面から，自然・社

会・人文の諸科学を基盤として研究し，生活の向上とと

もに人類の福祉に貢献する実践的総合科学であるJと

定義されている。その学問的成果が教科内容となり教

育的方向性を持った家庭科教育と，学習課題の源とな

る家族・家庭生活，及び家庭生活の集合体である地域

社会とは，切っても切り離せない状況にある。その地域

で生じる現代的ニーズに対して，問題解決的な学習を

通して，地域で活きる実践力を育むことを目指している。

社会の一員として何ができるのか，また何をすべきなの

かを，批判的かっ創造的に考え，実践的に行動できる

ことを目指している。現在は，子育て中の保護者の方々

を対象とし，食育やものづくりから子育て支援のあり方に

アプローチする中で，社会教育の中における家政学の

役割とその可能性について追究している。

また一方で，教育現場との連携として，平成 17年から，

上川技術・家庭科研究会の先生方とスキルアッフ。研修
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会を実施している。教師自身がスキルを磨いていくとい

うことは，児童・生徒への技術指導力を向上させるだけ

でなく，その技能を高めるポイント，さらにはその技能・

技術を評価する観点、などを再確認することにもつながる。

大学として教員を輩出するだけでなく，常に現場の課題

を把握しつつ，共に学びを創る共同研究者であり，コー

デ、ィネーターの立場で、ありたし吃考えている。

これらの実践は，単発的ではなく，継続的に行ってい

くことで成果が生じるものもある。無理なく将来的に地域

に根ざしていくことを目指し，今後はさらに，その評価・

検証のあり方についても検討していきたい。

11由 巧|
官芯-'-o-". ;~. 

ム;うζ(J



質疑応答
笠井:まず最初に協定を結んでおります二つの町の教

育委員会の方がいらっしゃっていますので，そちらの方

からまずご意見あるいはこれからの取り組みをお話しい

ただきたいと思います。まず中頓別町の教育委員会さ

んよろしくお願いします。

Q:中頓別町教育委員会社会教育を担当しています北

村と申します。本日の事例報告やパネラーさんのお話

などを聞きながら本町の課題と教育大との関係で今後

のお願いも含めてお話しさせていただきたいと思います。

本町は教育の分野よりも先に町作りの分野で教育大学

との関わりが深く，いろいろ調べていくと平成 12年から

関わりをさせていただいておりました。丁度今私たちの

町は第六期の統合計画を今推し進めている最中であり

まして，その策定にあたって今北海学園大学に移られ

ましたが，フジサワ教授，当時フジサワ準教授だったと

思うのですが，その方に統合計画の策定の過程をコー

ディネイトしていただきました。環境政策を目指し，若者

達が環境について政策提携を結ぶときに，内田先生や，

今岩見沢校にいらっしゃいますマエダカズイチ先生，そ

の他何人かの先生に町作りに闘っていただきました。ま

た平成 17年から町作り生涯学習推進計画品、うものの

策定をしています。その策定にあたっても教育大の先

生方にいろいろとお世話になっています。ただ平成 16

年度には他の町の方とも相互協定を結ばせていただき

まして，それに伴って今年度も学生さん三名をボランテ

ィアとして派遣頂いて，学習サポート事業を開催させて

頂いております。

この経過から本町の課題にかえっていきたいと思うの

ですが，まず先ほどの，子どもたちの教育力，あと社会

的，教育的な話になると，生きる力をどう育てていくのか

が課題です。またですね，地域内だけで生涯学習や社

会教育をするのではなくて， 地域外の人とですね，地域

にあるものを生かした町作り生涯学習の推進が課題で

す。課題の中で，平成 22年の 8月に学習サポート事業

というものを開催することができまして，その課題，その

事業についての成果を何点かご紹介をさせていただき

たいと思います。三つのポイントに絞って成果をお話し

します。まず来ていただ、いた学生ボランティアさんたち

の成果としうことで，今後教員となる学生の経験値の補

充が図られたのではないでしょうか。地域事業等に参加

していただきましたが，大学以外での経験ができ，その

経験が今後も教育現場で生かされるのではなし、かと思

います。二番目に，子供たちの成果ということで，夏休

み期間の四日間という期間で、やっていたので、すが，夏

休み中の学力不足が補える大変有意義な時間となった

のではないかと思います。ただ学習サポート事業に参

加することによってで、すね，学生ボランティアさんから学

習を学べるといったことは勿論，子供間での学び合いと

いうものも見えまして，それが学習意欲の向上に繋がっ

ていったので、はなし、かと思っております。三つ目は行政，

教育委員会的な成果なんですが，ボランティアさんの派

遣によってで、すね，求められている教育力の向上の足

がかりlこなったと思います。また先ほどもお話しました町
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作り生涯学習推進計画では，地域にあるものを生かし

た生涯学習の推進を掲げています。その学生ボランティ

アとの関わりから，地域の気づかない所に新たな発見が

見えて生涯学習の推進が図られるとし、う成果が挙げら

れたと思っております。

最後に今後のお願しも含めて一言お話したいのです

が，今回の事業は，参加した子供たちの評価も非常に

高く，また次年度以降もやってょとし、うような話がたくさ

ん出ています。先ほど南部先生の方からもお話いただ

きました事例報告の中に，本町の取り組みも載っていま

す。後で子供たちの感想、なども見ていただけると，思うの

ですが，子供たちの評価も高かったこと，あと学生ボラ

ンティアさんの教育力の向上が期待できることがおわか

りになると思います。本町も学校教育，社会教育，生涯

教育といった三つの教育の向上が大いに期待できます。

この取り組みが今後も継続的に実施できるように笠井教

授はじめ， 教育大の皆様には強くお願いをしたいと思っ

ていますい本町としても，学生ボランティアさんのサポ

ートを可能なだけ行っていきたいと思います。今後もよ

ろしくお願いします。ありがとうございました。

笠井・ありがとうございました。もう一方，浜頓別町教育

委員会さんよろしくお願い致します。

Q:浜頓別町教育委員会高橋と申します。今回簡単に

大学の関わりについてと，今後期待することとし、うことで

お話したいと思います。配布された新聞資料をご覧くだ

さい。 8ページ目を参考にしていただきたいと思います。

大学との関わりですが，平成 12年度，浜頓別町と枝幸

町，中頓別町，歌登町の四町で学習支援システムを立

ち上げ，インターネットを活用した学習支援を内田助教

授と連携して策定して参りました。平成 16年に四町と教

育大が更なる協定を結び，より関わりが深まってきました。

この間の教育大さんからは講師の派遣，また社会教育

などを受けてきました。未就学児を対象とした親子体操

教室や，講師の方に来ていただいて子供たちゃ保護者

への指導を行っていただきました。詳しいことにつきまし

ては8ページ目をご覧になっていただ、きたいと思います。

講師の派遣により，詳しいことをより分かりゃすく教えて

いただきました。今後も継続を期待していますが，窓口

がちょっとよく見えなし吐いうことで，連絡役をはっきりし

ていただけるとありがたいです。さらに長期的な姿勢で

お話し、ただけると幸いです。遠隔地という弱みが強みに

なっていくような取り組みが継続できるようにお願いした

いと思います。

笠井・ありがとうございました。

Q:本学漢文学研究室の大橋と申します。非常に分かり

やすい説明をどうもありがとうございました。岸さんに伺

いたいことがあります。北海道の学力を考えたときに，デ

ータとして，北海道全体とし、うくくりでお話されていたの

ですけれども，市町によって，例えば石狩だ、ったり上川

だ、ったり各地域では色々異なった教育の問題を抱えて

いるのではなし、かと思います。秋田県のように高い成果

を得られているような，道内各地域における特別な取り



組みで何か参考になることがあれば教えてください。

A:特別の取り組みということでございますが，先ほど本

当に申し上げたのは平均化したお話でしたので，おっし

ゃる通り本道の場合は地域によって本当に実情が異な

ります。従って北海道教育委員会で、もこの傾向が変わら

ないとし、うのがわかってきた中で，非常に成果をあげて

いる地域や学校ですとか3 中々やはり改善が図られにく

い地域や学校があることがわかってきました。そうし、うよ

うなところをやはりきちんと今状況等を調べながら，特に

その中で改善が難しいところに対しては，どうし、うような

支援をしていくことが適切なのか，今取り組みを進めて

いるところでございます。一概にどの地域が良いですと

申し上げるのは中々難しいところです。本日上川教育

局などからも担当の方がいらっしゃっています。各教育

局が管内の状況をきめ細かに把握して，その中で重点

的な取り組みをしていますので，是非具体例について

は本日来ている教育局の人からもお話をしていただけ

ると大変ありがたいなと思います。

Q:上川教育局の義務教育を担当しています波岸と申

します。本庁の方から管内毎にデータが提供されており

ますので，私たちの中で管轄している上川|の過去の学

力の状況を，点数とともに質問の解答状況を分析して

おります。管内の状況については道教のホームページ

で公表されています。管内でしてとほぼ全道と閉じ傾向

である中で，やや小学校の算数で劣るという状況が見ら

れます。要因をいろいろ分析しているところで、す。先生

方は授業を熱心に研究されており，言語活動を取り入

れた新しい教育活動が取り入れています。ただ， 一時

間の授業の中で，今日の授業で何を学び取ったのかな

とし、う定着を図るような授業展開とし、うのがやや最近薄

れているのではなし、かという印象を受けます。授業改善

のポイントがきっとそこにあるのでらはないでしょうか。子

供の意識としては，管内の場合については自分の良さ，

自分に良いところがあると思っている子供が小学校で、大

体七割，中学校で、約六割という状況になっています。活

動の源である自分に対する良さ，或いは自分に対する

自信とし、うのがやや少ないのかもしれません。これは全

国の傾向ともほぼ合致します。子供たちの意欲を高め

ていく学習方法，或いは日常の指導方法，こうし、ったと

ころに管内の場合，改善の余地がありそうです。

笠井:ありがとうございました。よろしいですか?

地域の課題がいろいろあって今波岸主査の方から改

善の観点とか，子供の自信を持っている部分，自信の

ない部分をどうしていくかとしづ課題が上川管内にはあ

ると指摘がありました。地域の課題をどう把握するかとい

うことに関して，それではその他の方お願い致します。

Q:旭川校の美術教育を担当している名達といいます。

今日はいろいろな楽しい話をありがとうございました。

様々な課題を地域が持っています。みんな課題を抱え

ていて，その原因を追及していったときに，意識というの

が共通したような所があるなι思います。どこに窓口があ

るのかわからないなかで，バラバラに動いている。その
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中で集めてみたら共通の課題が見えてきたということで，

それをどこかで取りまとめて取り組むことが必要でしょう。

共通のポイントとし、うことですが，北海道教育委員会

のホームページの中に学力調査の報告書がありまして，

昨年の報告書の中に実践例が出ております。そこでは，

成果があがっている学校で、すとか市町村教育委員会の

取り組みを紹介しておりますので，是非北海道教育委

員会の学力調査の報告書のを見ていただきたいと思い

ます。今回私も実際にそうしづ分析に立ち合ったり，い

ろんな局からそうしづ成果があがっているお話を聞いた

りしまして，この四年間を見てみますと確実に力を付け

ているとか，それから発展している地域品、うのは地域ぐ

るみで、子供たちの子育てにあたっているところだなと思

います。例えば子供たちに生活習慣上のいろいろな課

題があるとすれば，そういうのをきちんと地域住民，家庭

などいろんなところで課題を共有して，町ぐるみで何と

か子供を育てていこうと取り組んでいるような地域があり

ます。そうしたところは自ずと学校との連携が厚くなり，

そしていろんなところで学校と教育活動を支えています。

直接的に教科指導に関わっているわけでは無いのです

が，結局いろんなところで子供の意欲を育んで、いってい

ることが，結果的にこうした教科に関する調査結果等に

おける良い結果につながるのではなし、かなと感じている

ところで、す。

Q:先ほど、リーダーシップ。のお話がご、ざいましたが，例え

ば教育委員会とかその町の中に強力なリーダーシップ

を発揮される方がいてはじめて，変わっていくものだ、と

思います。例えばアクションを起こしていって子供のた

めに調査をしてみょうかとか，こういう取り組みしてみょう

かとか，そういうきっかけを投げかける方が現れて，そこ

から変わっていくとしぢ傾向はあると感じます。やはり気

づいたら声を大にして行動にしていくとし、うことが必要な

のかなと思っています。

笠井:ありがとうございました。リーダー，行政の方である

とか，その町の長老であるとか，どなたでもいいのかもし

れないですけれども。

A:ええ，そういうことです。ですから本当に真剣になっ

て，子供たちに頑張ろうっていうそのちょっとした姿勢が，

だんだんだんだん大きな渦になっていき，地域のいい

成果に繋がっているのでなないかと感じているところで

す。

笠井:ありがとうございました。他にございませんか。

Q:本学教員の片山です。今，キーワードはやはり伝統

という言葉だろうと思うんです。地域連携とか地域への

貢献，そのいわば大学がどんな風にこれから継続的に

着実に尚かっ有効な方法でやっていくかということは，

ある種の伝統作りになるのではないかなと思います。地

域とは言いましたけど，要するに人なわけですよね。で

すから人と人とが繋がっていろんなことで新たな伝統を

作ってし、くことが大切です。僕は伝統というのはあるもの

じゃないと思います。みんなが作っていって更新してい



かなきゃならないものだと認識しています。先ほどちょっ

と学力の話が出てきましたが，この夏僕は秋田に行きま

した。その秋田で校長先生を退職されて博物館の館長

になった先生のお話を伺いました。秋田ではですね，ま

ず子供部屋を早めに作るとし、う，これが伝統なんだそう

ですね。ですからその家庭がいろんな人と協力して，と

し、う抽象的なものじゃない。子供部屋を早めに作るとい

うのが一つ。それから教員に対する信頼というのをどん

どんどんどん、ぶ厚くしていくということが一つ。それから

宿題ですよね。これを沢山出すことを嫌がらない母親と

父親を育てるというのが一つ。この三つがあると仰って

いました。なるほどな、と思し、ましたので，述べさせてい

ただきました。

笠井:はい，ありがとうございました。それでは上川教育

局の社会教育指導担当，義務教育指導担当主査が来

られていますので，ご意見を伺います。

Q 学力も含めて様々なお話を伺いました。笑顔，支え

合い，刺激，どんな学校の学力が上がっているのかとい

うお話もありました。子供たち，先生方が笑顔で，地域

の人と協力し合って刺激のある学校生活を支えている

学校というのは，こどもの学力も心の面も落ち着いてい

るのだろうなと思います。

そうした観点から，今日のテーマの大学と地域の連携

についてお伺いしたいと思います。一つは現職研修に

ついてです。私は，本学を昭和 59年に卒業しました。そ

のときたまたま旭川市内に勤務したものですから，その

当時の国語科教育の教授が月に一回来ないかと，卒業

した後に誘って頂いて，四名くらいの先生方で西郷竹

彦の文芸論の読み合わせをしました。その後国語教師

としての指導力に繋がったのはこれが一番でした。四年

間は不真面目だったもので、すから，四年間の講義よりも

国語科の指導に繋がったのは，実は卒業してからのそ

の西郷竹彦の文芸論を先輩方と一緒に読み合わせで

した。指導に関して何をどうしていったらいいのかという

自分なりの課題意識が芽生えてきたときに，先輩方と一

緒に文芸論を読んだとし、うことが非常に役に立ちました。

考えますと先ほど川遁先生が仰った技術科のスキノレア

ッフo研修のように，現職の先生方が集まれるそういう場

を大学が作って頂けたら非常に有り難いことだなと思い

ます。

開催要項の資料の新聞記事の 11べ←ジにあります

けども，今年は上川教育局が主催しております土曜教

師塾品、う講座を笠井先生の研究室，それから相馬先

生の研究室で聞かせて頂きました。先生方が期待感を

持って集まれるネットワークを作れるような連携を何か築

けないものかと考え，実施しました。これまで大学の先

生方は，非常にお忙しい中，一般の市民を対象とされ

た授業公開講座もされている。できればこの内何百かを，

現職教員を対象とした講座に出来ないだろうかと考えま

した。先生方が集まってきて先生方同士のネットワーク

ができれば，南部先生が仰られたように大学がタッチし

なくても，自分たちでその研究室借りて研修ができるで

しょう。そうすれば先生方の指導力も高まっていくと思い

ます。それが先生方の笑顔になり，支え合いになり，東Ij
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激になって学力向上に繋がっていけばいいなという思

いで聞いておりました。

もう一つは，学生ボランティア派遣事業のことで、す。

角先生のアンケートの最後にありました，不安を持って

いる，役に立たなかった，と答えた学生さんは学習指導

について答えた方が多かったのではなし、かなと感じまし

た。学習指導について，学生さんがボランティアに入る

ときに非常に不安を持っている。学校の方もきっとそうだ、

と思うんですよ。学生さんに最低限お願いしたいのは，

指導要領を読んでボ、ランティアに入って貰いたいとし、う

ことです。教育実習の前は勿論なんですけども，どんな

内容を教えたらいいのか，どの学年で教えたらいいのか

とし、うものは最低読んだ、上で、ボランティアに入ってして。

大学のカリキュラム上の問題もあるので、しようが，検討し

ていただけるとありがたいなと思って聞いておりました。

笠井:ありがとうございました。

Q:社会教育指導班におりますタテアイと申します。宜し

くお願いします。本当に教育大の皆さんにはいつもお

世話になっております。私は社会教育関係の方々を集

めて，セミナーを例年開催しておりました。……社会教

育って何かということになりますと，学校以外の教育活

動品、うことでご理解頂ければと思います。現在不況下

の中で，放課後親が面倒を見られないため，親が迎え

に来るまで、預かっている児童の数が，どんどん増えてい

っているんですよ。運動など様々な活動が行われている

わけですが，学生がボランティアに来てくれると大変助

かります。指導が上手な生徒じゃなくても良いんです。

大学生が，若いお兄さんお姉さんが，一緒になって教

えて頂ければ，忙しい学校の先生は助かります。学生さ

んたちはこうしたことが得意ですよね。

笠井:ありがとうございました。



おわりに

総合司会北海道教育大学教授 久保良宏
私は数学教育を専門としています。前に校内のボラ

ンティアのグ、ノレーフ。に入札校外教育として何が出来る

かということについて討議しました。子供の学習を支援

するボランティアとしてどのような学生が良いか，と小学

校の算数や中学校の数学の先生に質問したところ， r学
生でも教育実習を経験した学生が良し、」とし、う意見があ

りました。数学教育の専門性をもっている人，数学教育

を知っている人が良いということではなし、かなと思いま

す。そこで，本学の数学科では，一年生対象に「数学教

育入門Jという授業をつくったわけで、す。そうした理由は，

例えば算数において「分数÷分数jの計算が出来ても，

理由を説明できない学生を派遣することは出来ないと

いう思いがあるからです。またもう一つは，現場の先生と

教育委員会，そして大学の研究者との連携を強化する

ことです。例えば，先程の学力調査の資料についても，

「研究者はこうし、った分析をするが，教育者はこういった

分析をする」といったように，どのようなところに問題があ

るのかとしづ観点については，違いがあると思うんですよ

ね。そうし、うところで、は，大学と地域や教育委員会がもっ

と色々な連携が出来ると思います。そのようなこともふま

えまして，これからもこのような会を出来ればなι思いま

す。
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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

・保健教育，食育等医療に関する分野について学生派遣する話があれば医大学生とも連携して動くことはできないで

しようか。

-学生が使われるなら，何を求めているのか明確にして欲しいです。

・私も学生ボランティアとして，小学校に週一回行っています。毎回思うのは，遠方の学校にはなかなかボランティア

に行けないとし、うことです。パスで、移動するにも時聞が間に合わなかったり，学校の希望の時間に間に合わなかったり

とあるので，その辺りが解消できれば，もう一歩前に進めるのではなし、かと思います。

学生ボランティアと教育実習のかかわり(うまくつかえなし、か)を考えるべき。

学習支援ボ、ランティアの積極的な派遣を期待します。

今後も引き続き学生ボ、ランティアの派遣を期待している。

小中学校だけでなく，高等学校(後期中等教育)の場での活躍も期待します。特に高校における義務教育段階

での学びを支援する活動も工夫されて良いのではなし、かと考えており，今後連携を関らせていただきたいと思っ

ております。

私は大学生なのですが，これから連携の事業を行う学生が自らの良さを見つけるJI学ばせていただきますと

思うJI自ら進んで、行動する」ことを望みたいです。参加する前，そして行った後に自らの成長を振り返ることも行っ

ていただきたいと思います。

私は枝幸町のフレンド、シップ事業に参加しました。そのことを他の学生に話すと「私も行きたかったJ，Iそんなのあ

ったんだ」としづ声ばかりだった。このような素晴らしい取り組みがあることをもっと学生に知らせて欲しい。

・「学習サポーター」として学生ボランティアが小中校で活動できる環境が整備され，地域と大学との連携がさらに推進

されることを望みます。

-大学の先生からボ、ランティアを進められる機会が多すぎて困っています。そろそろ就職のために勉強したいです。実

習を終えた3・4年生を対象とすると，どうしても同じ学生ばかりが，たとえ行きたいと思わなくても行くことになっていま

す。

-学生ボ、ランティアの派遣をよろしくお願しW、たします。

・学生や教員の方々がさらに地域と共同して様々な取り組みをしていくことを期待しております。

-大学と地域が触れ合う機会，対等に意見が出し合えたり，企画を進めるたりすることができる場が広まることを期待し

ます。

-継続性を持たせること

-他分野・専門との交流(私たちの専門「健康」日目11校の専門「教育」を是非融合させたい)
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-学生ボランティア活動の客観的評価(子どもの変容の評価)

.士也域の文化レベノレを上げられるとよい。

-教師を志す学生資質向上と，地域の教育，とりわけ子どもの豊かな学生生活が両立するよう今後も取り組みを推進し

て頂きたい。

-旭川校自体が 3 日本における教育課題，地域の教育課題をどうとらえているのか聞いてみたし、ものです。例えば新

聞等に出ている地域の教育の情報を自分の事としてとらえ，対応するとし、う意志はあるのか疑問に思います。やること

はたくさん身近にもあります。自分たちから，積極的に声をかけることが大切ではないかと，思います。

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

・学生がもっと参加していたらと思いました。勉強になりました。ありがとうございます。

地域との連携に関する成果と課題を知ることができ，いい勉強になりました。

・私は今回のフォーラムに参加して，改めて自分が言っていることの意義が見えたと，思います。私もボランティアをして

いて，難しいとか，大変だとか感じる部分は非常に多いです。しかし，その反面で嬉しいと，思えることやこれからも頑張

ろうと思えることがあります。そうし、ったことを伝え合う場，またはより多くの方々に広めていく場としてこのようなフォーラ

ムを開催することが大切だι思います。

資料をそろえて欲しいこと

大学の“社会貢献"の可能性と課題が顕在化したフォーラムで、した。各々の立場はありますが，児童・生徒のため

に何ができるか，リーダーシップのみに頼ることなく，大人一人一人の課題である。

学外の方々からさまざまな意見を頂けたことが(直接頂けたことが)とても貴重だった!と感じました。ある人の意

見を第三者から頂くことが多いなか，直接意見をいただける機会になったのが良かったで、す。多くの連携事業に

参加する多くの学生が意見や感想，反応を受け止め，成長してゆければよいなあと感じました。

とても充実したフォーラムで、した。お疲れ様でした。

-真剣に行っていると感じました。

-このようなフォーラムは，この場だけに終わらぬよう，継続してし、くことが必要だと思います。

-教育大学が中心となった地域連携が多いことにひ、つくりしましたoぜひ，今後も続けてください0

・継続と支援が大事だと思いました。

-学校現場で働いておられる先生方のご意見をもっと広く取り入れられたらと思います0

.大変勉強になりました。

-参考になる意見・報告がありました。ありがとうございます。 地域連携も積極性がある人・課題意識や共に何かを良く

していこうとする意欲がある人が必要だと思いました。

-他職種の方との連携，協働も今後ご検討頂ければと思います。子ども・学生・学校・地域の成長につながっていると

感じました。継続性が必要だと思いますので。数年継続した事業になるとへき地にとってメリットが大きくなると感じまし

た。

-継続することが大切だと思う。

-学力向上の話題は，本日のテーマとはずれていないでしょうかり行政の立場から見た，連携はどのようなものなの

か?また前半の中でありました，予算の問題，あるいは北海道と市との事業のパッテインク、、について行政の立場から

の意見を聞いてみたし、ものです。

・学力向上に流れたきらいがあったが，もっと学生ボランティアを継続していく上で、の課題を探った方がよかったと思い

ます。ありがとうございました。

'OPS，マイクなどの機器の事前の整備が必要であると思います。
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区イ寸童書を

I当日配布アンケート
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O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)11校・札幌校・到11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、イスカッションについて

該当する番号にOを伏してください。 (5段階評価)

(1)事例報告

とでも参考になった f.'''tになった どちらともいえ'tc、 あまり参考にならなかった 全く歩考にならなかった

5 4 3 2 1 

(2)パネノレデ、イスカッ、ンョン

とても番手均になった 番考になった どちらともいえない あまり参考iこならなかった 全く宰考にならなかった

5 4 3 2 1 

|間 3今回のフォーラムについて|

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 どちらともいえなし、 あまり高まらなかった 全く高まらなかった

54321  

|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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14:00 院伊 旭川市政宵要月会世釘長 小池昔刷

~揖m軸宵犬<;'111>;'5 UfllJl院同当〕 八重哩宣ニ

14， j 5 調際 開 ゲーマ「学阜ポラシテ e アiJi!~事;J1の車畢ι諌圏 1. 阿秒、J

恒吉 ' 旭川市との「宇生ポランテ<7調査事費量J'"取組

旭川司教育長昌生教育拐事調主幹 羽町智和

lt肯温教育大乍剛川植唯l'Ilを 伺 一陣

北海道最育大挙IQ川校学生 (4王手》 Jに同突 出

2 俊司F町との『コ食事生フレー， vシフプ事章」のI!IIII!

4主宰町歓官亜日会告書特有宵グル」プ主骨 商岨揖ニ

北樺量u政宵大学旭川政教揮 阿部 5鮮

北帽迫歓桝λヤ地)11校学中(1'1:) 大型 t1. 柏

2 宵畢S否、揖見受換

工5 ・ 15 休組

15 ， ~ (J バキル チーマ r&!t¥!l大事と:(，I!'台(;-手彼等の蓮昌#ど白ように返品るか」

ディス

1J~シ コーグ ィホーター 北海道祉百よ字旭川便数捜 牧 )1 担 血

ヨ二〆 パヰリスト

北嵩;~世宵庁学純敢闘周央署喧 ti課守宅待 昨 小直子

l!j川市韓合融軍部まれ-1(り眠量調主配 内 用綱l 胃

It閣温帯育茨戸学旭川障砥草摺 同調I ，巨人

::1:梅迫dI.育).，竿a川校司量殺雛 川辺蝉 r-

政《司企 北海道数百JにそYI!!川佼1):1費 久 何良 I
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