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【第一部】

小 出:こんにちは。只今より、「地域連携の先に見

えるもの』と題しましてシンポジウムを開

催させていただきます。総合司会を担当さ

せていただきます小出高義と申します。よ

ろしくお願いします。まずは、北海道教育

大学八重樫良二副学長よりご挨拶を申し上

げます。

八重樫:どうも皆さんこんにちは。本日は年度末の

大変ご多忙の中、また足元の悪い中、ご参

加くださいましでありがとうございます。

すでに新聞での報道がありましたのでご存

知の方も居られるかもしれませんが、この

度旭川校での地域連携活動をめぐりまして、

現在までの活動をまとめた本を出版させて

いただきました。これまで 3か年にわたり、

毎年地域連携フォーラムを開催してきたこ

とにおきまして、これまでの振り返りと今

後の大学と地域の在り方を考える意味で、

旭川校にとりまして、この出版は意義のあ

るものだと十分強く思えます。これまで開

催してきたフォーラムでは、その年ごとの

活動を紹介しまして、また、その活動に参

加した学生の視点を意識して開催をしてき

ました。この度の出版を機会といたしまし

て、今年大きな視点に立ちまして、これか

らの大学と地域の在り方を探りたいなと、

今回のシンポジウムを企画させていただき

ました。後ほどパネリストの方々をご紹介

させていただきますが、本日は北海道また

旭川市の教育を指導される立場の方々、ま

た新聞報道の機関という教育に造詣の深い

オピニオンリーダーの立場の方々、私共と

しましては願ってもいない方に来ていただ

きまして、お話を伺うという機会にも恵ま

れました。皆さんのご意見を伺いながら、

ここに居られるフロアの皆さんともども旭

川校の今後についても考えたいなと思って

おります。このシンポジウムの開催にあた

りましては、北海道教育庁上川地区、旭川

市教育委員会のご後援をいただきまして、

また読売新聞社、協同出版社、こちらの方々

にも特別協力をいただきましたことに感謝

を申し上げます。すごく簡単ではあります

けれども、これから 2時間ほどのお時間で

すがご清聴いただくとともに、皆さんのご

意見をいただければ大変ありがたいと思い

ます。簡単ですがこれをもちまして始まり

の挨拶とさせていただきます。本日はどう

ぞよろしくお願いいたします。

小 出:ありがとうございました。それでは、 基調

講演に移らせていただきたいと思います。

『地域連携と学生の学び』としづ演題で旭

川校准教授の角一典先生お願いいたします。

【基調講演】

皆さまお忙しい中、お集まりいただきまして誠に

ありがとうございます。私、本学で社会学を専門に

教えております角一典と申します。よろしくお願い

します。本日は『地域連携と学生の学び』という題

目で報告をさせでいただきますけれども、実際の内

容としましては私がこれからお話する内容は先ほど

劃学長から出版の話がございましたけれども、本の

中身の紹介ということになります。基調講演という

題で重々しい名前にはなっておりますが、内容とし

ては本の内容紹介ということをご承知おきいただき

たいと思います。それでは着席させていただきます。

様々、これは大学だけではなく社会というものが

大きく動いている状況にございますが、大学をめぐ

る状況の変化、特に教員養成というところは、そう

いっためまぐるしい状況の変化に直面しております。

大学の貢献というと、基本的には社会に有益な人材

を供給するという点にございますけれども、教員養

成系大学というふうな文脈に置き換えますと、優秀

な教員を育てること、これが我々のミッションであ

ると、これは今日も変わらぬ大学の使命ではござい

ます。しかしながら少子高齢化によって教員があく

までも括弧付きではございますが過剰な状態にある、

定員に対して教員採用数は十分には確保されない状



況にある、そういったことも踏まえますと、我々が

生き残っていくというようなことを考えたときに、

教員養成だけをやっていれば良いんだというような

時代では最早ないという認識がまず、ございます。

それともうひとつで、すけれども、特にこれは旭川と

の周辺地域というように、日本全体で位置づけられ

ているような事柄でございますけれども、地方にお

けるコミュニティの維持、これが少子高齢化の中で

困難をきたしていると、その中で昨年度ですけれど

も、文科省の方からもセンター・オブ・コミュニテ

ィというようなことが大学の新たなミッションとし

て指摘されているところになっています。その中で、

教員養成の場合は教員を育てるという事柄以外に地

域連携ということがひとつ重要な話になってきてご

ざいますけれども、その意味するところというのを

簡単に整理してみたいと思います。

大学にとって地域連携というのはどのように位置

づけられるか、それは勿論、例えば今回のシンポジ

ウムの話も新聞に載りまして、そういったことよっ

て自分たちも色々な活動をやっているんだというア

ヒ。←ノレというのも 1点ございますけれども、その他

にも例えば、教員自身の研究、それのフィールドと

しての意味合い、そして学生がそこで学ぶという教

育フィールドという意味合いもございます。それに

対して地域においては様々な課題が山積している状

況があります。かつては、町内会であるとか、ある

いは部落会だとか様々な名称の中で、地域活動とい

うものが盛んに行われていた時代がございましたけ

れども、それが先ほどの少子高齢化というような時

代を迎えてなかなか難しくなっている。さらには、

例えば商庖街の活性化だとかというようなところに

大学のゼミだとか、あるいは大学自身が参加すると

いうような形で地域の活性化を図るという取り組み

が全国各地で様々な形で行われていますけれども、

そういった商庖街にとどまらず地域の活性化という

ものが大学との地域連携の中で果たすことができる

のではなし、かという期待、かつてアドボカシーとい

う、弁護といったような意味もございますけれども、

地域の活動に対して研究者が色々なアドバイスをす

るだとか、そういうような意味合いでこういった言
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葉を使います。そ ういった助言だけにとどまらず、

量および質的な人材の貢献、これは教員でも可能で

すし、今回の学生の学びという観点からいくと、地

域にとってみれば学生が学ぶか学ばないか以前に、

学生さんが地域に来ることによって様々な貢献をし

ていただくということが期待されているということ

になると思います。お互い、それぞれ地域連携に対

する期待というのがあるわけですけれども、これは

一番理想的なのは、この 2つのバランスがとれてい

るということが理想的な形なわけです。そういった

ところで、例えば流行りの言葉でいえば、最近使わ

れなくなっているかもしれませんが、コラボレーシ

ョンという言葉で表現したり、今回書籍の中で互恵

的関係という言葉を使った方もいらっしゃいますし、

互酬性という言葉を使った方もいらっしゃいますし、

あるいは WlnWlnという表現をされた方もいらっし

ゃいます。様々な言葉でそれは表現されているわけ

ですけれども、その含意というのは大学にとっても、

大学の中でも教員にとっても学生にとってもプラス

になる、さらに地域にとってもプラスになるといっ

た関係、これが大学と地域連携という中で重要な意

味を有しているということになっていると思われま

す。

今回の本ですけれども、大きく 2つの部で、構成さ

れています。まず第 1部ですけれども、地域貢献を

通じた学生の学びの理論化に向けた作業ということ

で、掲げられているような 4つの章がございます。

これは後で簡単にキーワードを皆さんに紹介してい

きたいと思います。そして、もうひとつが第 2部で

して旭川校でどのような実践が行われていたのかと

いうのを 9つの章で紹介させていただいております。

これも詳しくは本をご、覧になっていただくのが一番

良いと思いますので、そして今日、私に与えられて

いる時聞がそれほど長くはないので、ここでは詳細

は割愛させていただきたいと思います。先ほど申し

上げました、地域貢献を通じた学生の学びの理論化

に向けた作業、あくまでもこれは旭川校の教員の

様々な経験の中から出された理論化作業でございま

すので、専門的に地域連携をやった方は残念ながら

いらっしゃらない、それぞれに個別に専門を持ちな



がら地域連携の事業を通じた中で自分が思ったこと

を少し抽象化した水準で検討したのが第 1部になる。

そのひとつですけれども、第 1章で語られているこ

とは、地域連携としづ言葉、これは実は多様に解釈

し得る概念であるということです。先ほど WlnWln

といったような表現にあるとおり、大学それから学

生、教員あるいは地域の方がそれぞれにメリットに

なるような形が地域連携にとっては望まれるけれど

も、実際、地域連携をも う少し広い視野で見てみる

と、実はその利得というのはバランスのとれている

ものではない。例えば、本学でいきますと教員養成

ということをやっておりますので、どうしても教育

実習というものが欠かせないものになっていますが、

実態としては教育実習が小中学校のためになってい

るかというと、そういった場面も少なからずあると

思いますけれども、むしろ大学側が負担をおかけす

るという場面の方がはるかに多いと思われます。そ

ういうふうに考えますと、学校間連携ですので、少

し地域連携という言葉とは馴染まないかもしれませ

んけれども、学生あるいは大学の未Ij得が多いような

連携というものも存在するんだと、確かに利得のバ

ランスというのは変動するものではございますけれ

ども、学生、地域、大学それぞれに可能性はある。

その可能性については本の内容というようになって

しまうんですけれども、それをいかにして大きくし

ていくかというのが地域連携というものを進めてい

く上で非常に重要だと。第 1章でもう lつ指摘され

ているところは学生にとっての地域連携の可能性と

は何かということになりますけれども、専門的スキ

ルを獲得していくということも勿論大事であるけれ

ども、実は教員という役割、それを現場で学んでい

くというキャ リア教育という視点が非常に重要であ

るということがここでは指摘されているところです。

実はこのキャリア教育的な内容と地域連携というも

のを結びつけるという発想、この後の正統的周辺参

加論止の内容とも関わってくるものになると思われ

ます。

それから 2つ目です。 2章ではサービス・ラーニ

ングという概念、が提起されているんですけれども、

地域連携というのは純粋な学習と純粋な奉仕、ボラ
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ンティアと いう表現をしても良し、かもしれませんが、

学習というのは学習する当事者の利得になり、逆に

奉仕という言葉は、奉仕者が奉仕する側に対して利

得を与えているという関係性がある。地域連携とい

うのはその境界において存在する。つまり地域連携

をすることによって他者に対する奉仕と自分自身の

学習を同時に達成するということが可能になるわけ

です。サービス・ラーニングというもので 2章で表

現しているわけですが、どちらか一方に偏る、つま

り学習に大きく偏るようなサービス・ラーニングも

考え方としてはあり得ますし、その逆の奉仕に偏る

というのもあり得ますけれども、なるべくサービ

ス・ラーニングがサービス・ラーニングとして実効

性をもつためには両者のバランスがとれていること

が重要であるというような指摘がなされています。

さて次に、これも第 2章で触れられているのが、先

ほども出しましたがセンター・オブ・コミュニティ

としての大学、大学としての役割、その中で地域貢

献、あるいは地域連携というものが重要な位置づけ

を持つんだということになります。昨年出された文

科省の文書の中で、地域振興、地域再生の拠点とし

て大学が機能するということが期待されているとい

う文言があちらこちらに散りばめられている、旭川

もかつては 36万いた人口が現在 35万で、年々その

人口は減少傾向にありますけれども、そういった地

域においてむしろ大学が期待される場面が増えてく

る可能性がある。その中で、大学がどのように地域

に貢献できるのか、地域と連携できるのかというこ

とが課題となっているということです。

それから先ほど簡単に触れましたが、正統的周辺

参加論というキーワードは第 3章で語られています。

例えば正統的周辺参加論というものをより具体的に

イメージするために第 3章では教員養成において、

どのようにそれを語れるか、それは学習 目標の移行

であると指摘をされています。し、かに教員としての

頭脳、身体を生成させるか、それだけではダメで、

教育実習というのは、こういったことが軽視されて

いるかもしれません。さらにもう一歩進んだ、教員

コミュニティへの参加度合いを高める、先ほどの言

葉でいくとキャリア教育的なところでありますけれ



ども、単に教員というものは技術のみで成立してい

るのではなくて、ある種教員という世界の文化的な

もの、そういったことを身につけることによって、

より高度な教員としてのスキノレあるいは意識という

ものを持つことができるのだというような形になる

と思いますが、地域連携によってそれを実現するこ

と、これがひとつの地域連携を教員養成(系大学)

がやっていくことの意味づけになるだろうというよ

うな形になります。

ただ、ここまでの話というのは地域連携をやれば

良いことばかりという話にも聞こえたかもしれませ

んが、しかしながら、実際の期待度は大きい一方で

冷静に課題があることも見つめ直してし、かなければ

ならないというのが第 4章の議題であります。実際

のところ地域連携というのは当事者間同士の意識、

あるいは期待、これは同じものではないということ

は、得てして考慮、しなければならないわけです。両

者が一致していることは非常に大切なことであり、

望ましいことではあるんですけれども、場合によっ

てはそれを許容する必要もある場面も出てくるかも

しれない。そこのところは実際のその場その場の状

況に応じて判断していかなければならないところか

もしれませんが、現実問題として相手が同じことを

考えているとは限らないということは冷静に当事者

同士が受け止めなければならない、そういったメッ

セージになっています。

そして、先ほど第 2部のところを端折ってしまっ

たんですけれども、どんな内容であるかというのは

お手元の資料、ちょっと字が小さくて恐縮なんです

けれども、それを見ていただければと思います。第

2部というのは、学生主体、教員主体という軸、そ

して単位化、非単位化という軸、 2つの軸を設けて

整理をしてみるとこのような形に整理できると。第

1象限に 5章、音楽科の実践、第 6章は人文科学入

門、一般教養の実践です。それから 7・8・9は美術

科、家庭科、理科教育の化学ゼミということになり

ます。そして 10・11・12ですけれども技術科の実

践、そして英語科における実践、そして 12章が体

育科の実践ということになります。 13章は社会科の

社会調査実習という科目の中での取り組みを紹介し
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たということになります。数の問題ではないのです

が可 13章というのは、ちょっと異端なんですね。さ

らにもう 1つ余計なことをいうと私の書いた章なの

で細かく紹介するのも何だなと思いまして、今回 13

章については説明を省きます。これから第 l象限、

第 2象限、第 3象限という順番でどのような内容だ

ったのかというのを皆さんに紹介したいと思います。

まず、地域連携の単位化というのが第 l象限、第

5章と 6章のテーマになっております。音楽分野の

取り組みとい うのは非常に優れた取り組みというふ

うに評価することができると思うのですが、その音

楽分野の取り組み、詳しくは本をお読みいただきた

いと思うのですが、 2.3年次に必修単位として成立

している科目がございます。その必修単位が、音楽

科教員に必要な資質を身につけるために、これを必

修にするというような定義づけが明確にされている

ということ、そ して大学の中に閉じこもることなく、

音楽分野(の中に)といった方が正確ですけれども、

近くの)11村カ子トアイヌ記念館だとか、音楽以外の

例えば家政の学生さんや美術の学生さんの協力も仰

ぎながらオペレッタという 1つの事業を展開すると

いう、そして実はこれは 2年 3年に開講されていま

すが、 1年生の参加も可能であるというような取り

組みになっておりまして、実質 3年間におよぶ一貫

した教育フ。ログラムを構成している形になっていま

す。 3か年という継続性の部分が非常に重要で、、学

生の主体性をうまく引き出す源泉となっています。

それに対して、 6章で展開される人文科学入門で

すけれども、成功している部分もございますけれど

も、筆者の意見によりますと、なかなか課題もある

と。特に人文科学入門というのが結局、特定の専攻

の学生を対象としたものではない、不特定多数を対

象にせざるをえない教養科目であるというところか

ら学生聞の大きな温度差が生じてしまったこと、あ

るいは単年度で完結しなければならない前提がある

ので、なかなかこれからやっていく上で色々と考え

なければならない部分も多いという結論でしめられ

ています。要は、地域連携と単位化は多くの大学で

取り組み始めていることではございますけれども、

単位化はそう簡単にはできないということが本章の



ある種の到達ポイントとなるかなと思います。

2つ目です。第 2象限は先ほど家政、それから美

術、それから化学ゼミ、これらは旭川校独特のゼミ

活動が基礎になっていまして、金曜 4コマにグノレー

プ集会というのがございます。実は専攻あるいは分

野ごとに運営の仕方は違うんですけれども、指導教

員を同じくする 1年生から 4年生が一堂に会する、

独特なゼミの雰囲気というのが形成されていまして、

基本的には共通の興味関心を持っている、これは完

全なものではなし、かもしれませんが、そういうもの

が成立するわけです。さらにゼミ活動を基盤とする

ことで専門を活かした取り組みが可能になっている

ということです。

すみません。ちょっとタラタラと話しすぎて時聞

が無くなってきましたので、 これから駆け足になっ

てしまいますが。第 3象限ですけれども、これは教

員主体の活動になっておりますけれども、 共通して

いるのは現代的な教育課題だと思います。例えば、

英語科の場合は、小学英語だとかオーラノレコミュニ

ケーションが重要視される、あるいは体育であると

武道男女必修化ということが取り組まれている、技

術の場合も時間数が削減というような状況もござい

まして、ある意味これは現代的教育課題というふう

に広く位置づけることも可能かと思います。こうい

った課題はどうしても教員主体にならざるを得ない。

ただ、それぞれの事例において学生参加は将来的に

可能かもしれないということも示唆されています。

これからは、これまでの整理を駆け足でやらせて

いただきたいと思いますが、まず、大学の役割はす

で、に学生を教育してれば良いというものではないと

いうことを、我々は自覚しなければならないのでは

なし、かということです。それは、地域の一員として

の大学という自覚、そして逆に地域の力を大学の教

育プログラムの中に積極的に取り入れていくという

ことが要請されているんだろうと思います。

そして 2つ目ですけれども、第 1章で指摘されて

いたように大学の側がより多く持ち出すケースもあ

れば、地域の方に持ち出しをお願いするようなケー

スもあるわけですが、基本的には 1事業単位で著し

い不均衡がないように努力することが求められてい
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るということです。

3つ目ですけれども、先ほど教員主体、学生主体

という言葉で定義させていただきましたけれども、

学生の学びということを追求したこの本ではありま

したけれども、常に学生の参加あるいは学生の主体

性を確保できるわけではない。地域連携の中でそれ

を実現できるわけではないということも自覚しなけ

ればならない。

次ですけれども、単位化ということ、これを大学

の中でも積極的に進めていく流れがありますけれど

も、実際のところ地域連携や地域貢献が内在化でき

るものに限るべきだ。付随的に地域連携が期待でき

るものは地域連携の単位化に位置づけるべきではな

い。そういう意味では、第 5章の音楽科の取り組み

というのは非常に優れたものだというふうに私自身

は考えていますし、皆さんの中からも、そういった

評価を受けるものだと私は思います。

それから、充実した地域連携というものは単年度

ではやはり難しい。学生水準で、いかに能力だけで

はなくて意識を蓄積していけるかというのが非常に

重要だと思います。そして、大学の地域連携の中で

おそらく一番重要なのは私たち大学教員がいかにそ

ういったものを意識して自覚、使命感を持ってやっ

ていけるかということが大きいのかなというふうに

思います。ただ、誰しもが地域貢献・地域連携に参

加できるかというとなかなかそれは難しい。それは

それぞれ専門の持っている特性というものもござい

ますので、誰もかれもが地域連携をしなければなら

ないんだというような圧力、それは要請されないこ

とが望ましいことであると思うんですね。学生にと

っては地域連携の意味は、先ほどキャリア教育とい

うような表現をしましたけれども、例えば教員養成

であれば、教員とし、う職業に対するより深い理解、

あるいは教員コミュニティの中の雰囲気、文化とい

うような表現もできると思いますが、そういったも

のを理解するとなると多様な意味づけができる。

ただ、課題も一方であると思います。まず、これ

は第 1章で指摘されていることですが、その地域連

携において責任というものがどこにどういうふうに

所在しているのかというのを我々は十分に意識して



いなければならい。センター機能とかかなり重要な

一三ーとな孔ですが今回時間がないので端折らせていた

だきます。

それから大学と地域の聞の成果、目的、意識の差

をどのように埋めるか。互恵的関係、互酬的関係は

望ましいものではあるんですけど、場合によっては

WlnWlnの関係ではなくて giveand takeの関係に陥

る可能性もある。ただ、 giveand takeでも良いとい

う考え方も実際できるわけで、そこは状況に応じた

判断が必要になってくるのかもしれません。

大学にとって学生がある種、言葉は悪いんですけ

どお客さまである、ですから学生の満足も達成する

ということは忘れてはならないと思います。その一

方で大学が地域連携していく際の資源となる。そこ

のところのマネジメントというのは、大学にとって

非常に重要なこと。

そして最後になりますけれども、ステイクホルダ

一同士の情報の共有というものがいかにして図られ

るかというのが重要になってきます。ちょっとここ

で、青雲小学校のお話をさせていただきますと、そ

こでボランティアをした学生さんが色々なことを小

学生の皆さんに見せて、色々な小学生から感想、を受

けるんですけれども、事前にそういったスキルを知

らせてくれれば違った対応ができたのかな、そうい

ったことも含めて、 関係者が情報をし、かに交換して

いけるか、場の形成とか、そういったものを、地域

連携を深めていく上で我々が考えなければならない

課題であるということです。少し時間を超過してし

まいましたが私の方は以上で終わらせていただきた

いと思います。どうもご清聴ありがとうございまし

た。

【第二部】

小 出.ありがとうございました。多岐にわたる内

容を独自の論法を用いてお話しいただきま

した。続いて、パネルディスカッションの

方に移らさせていただきます。パネリスト

の皆さまご登壇ください。今回コーディネ

ーターを務めていただくのは旭川校教授の
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笠井稔雄先生です。それでは、マイクを渡

したいと思いますのでよろしくお願いしま

す。

笠 井:コーデ、ィネーターを務めさせていただきま

す笠井です。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

それで、はパネルに入る前に本日のテー

マの説明をさせていただきたいと思いま

す。本日のテーマは『地域連携の先に見え

るもの』。意味ありげなテーマになってお

りますが、旭川|校の地域連携の取り組みに

ついては先ほどの基調講演で紹介をいた

だきましたが、この地域連携の先というの

が今後の旭川校の可能性と課題、これにつ

いて今日ご参加いただきました皆さまか

らご意見をいただいて議論を深めてまい

りたいというふうに思います。これまでこ

のような取り組みをして考え方も整理し

つつあるわけですが、今後旭川校の可能性

はどんなものがあるのか、それから課題は

どんなものがあるのか、そこら辺について

ご示唆をいただきたいと思います。

次に国の教育政策の動向について、皆さ

んご承知のことと思いますが、先ほど角先

生のお話にもありましたが、確認をさせて

いただきたいと思います。まず、大学政策

のことについてでありますけれども、平成

17年の中教審答申で大学のミ ッションは

教育と研究と社会貢献だと指摘されまし

た。翌平成 18年あるいはその次の年の 19

年、 2か年にまたがって改正教育基本法、

それから改正学校教育法でこの 3つの使命

が明記されました。ですから社会貢献とい

うのも法律で規定されたということです。

続きまして昨年の平成 24年の 6月には大

学改革実行プランが文科省の方から出さ

れまして、地域再生の核となる大学づくり

が全ての大学に求められる。その予算もこ

の度、確定しましてこの 4月から本格的に

スタートすることになっています。全ての



大学に求められていることであると。

非常に簡単に大学政策について触れさ

せていただきましたが、実は小中高等学校

につきましでも同じような動きがござい

ます。東日本大震災があった一昨年の平成

23年の 7月に小中高等学校についても地

域とともにある学校づくりということが

提起され、これまでの教育論からの学校と

地域の連携にとどまらない学校づくりが

小中高等学校についても求められる。東日

本大震災の威力で、大きくものの考え方が

変わってきている ことがあるのかなと思

います。本日は小中高等学校の先生方もた

くさんお見えになっていらっしゃいます

ので、これからの時代の学校と地域の連携

の在り方ということについても一緒に考

えていただきたいと思います。時間が限ら

れておりますけれども、どうぞよろしくお

願いいたします。それではパネリストの方

のご紹介をさせていただきます。まず、北

海道教育庁学校教育局義務教育課の武藤

久慶課長です。次に、旭川市教育委員会の

小池語朗教育長です。

小池:こんにちは。

笠 井:次に読売新聞北海道支社の中西茂編集委員

兼論説委員です。

中 西.よろしくお願いします。

笠 井:最後に北海道教育大学の八重樫良二副学長

旭川|校担当です。

八重樫・はじめまして、よろしくお願いいたします。

笠 井:略歴等についてはお手元のパネリスト紹介

をご覧いただきたいと思います。それでは

パネリストの方から北海道教育大学旭川校

に期待すること、今後の可能性と課題につ

いてお話しいただきたいと思います。まず、

武藤課長ーさんどうぞよろしくお願いいたし

ます。

【武藤久慶氏】

今、ご紹介にあずかりました北海道教育委員会義
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務教育課長の武藤です。どうぞよろしくお願いいた

します。まず私からこの議論をしていく上での前提

として学力の問題を申し上げたいと思っております。

北海道の子どもたちの学力をめぐる問題というのは

皆さんご承知のとおりだと思います。全国学力調査

の結果におきまして小中学校全ての教科で全国平均

を下回っています。 上位県と比べて大幅に低い状況

が続いている、今、まさ に旭川はじめ学校現場のお

かげでかなり改善してきておりますが、依然として

絶対値としては極めて深刻な状況が続いているとい

うことです。 若干、端的にデータを申し上げます。

九九ができないままに義務教育を終わる子どもが相

当数います。アノレファベットが書けない子どもも相

当数います。高校入試の数学ですけれども 100点満

点で 30点しか取れない子どもが 5割 5分います。

そして、この子たちは高校中退の予備軍だと思いま

す。高校のいわゆる非卒業者率というのは8から 9%、

大体 10%というよう}に押さえてください。中学校

40入学級なら 4人は高校を中退するというのが今

の北海道の現状です。高校中退で正規雇用に入って

いくのは極めて難しいので、実際女子の中卒者の 7

割はずっと非正規雇用でいくというのが統計的に出

ています。うまく卒業できた生徒も数学力不足です

から、職業に不適応をおこすということで、我々、

企業からアルファベットも書けないだとか注文が復

唱できないだとか、あるいはかけ算ができないので

段ボールの数が数えられない、そうしづ若者がいっ

ぱい居るということで指導を受けています。非常に

申し上げにくいんで、すけど、学力だけではなくて

知・徳・体がバランスよ く非常に課題を抱えている

ということが今の北海道の実態であります。そうし

た中ですが、 4分の lの高卒者ですが 1年以内に離

職をいたします。この 1年以内の離職というのは全

国的な傾向ですけれども、北海道の場合 10ポイ ン

ト以上高い状況になっております。こういった方々

が若年の生活保護の予備軍としてた くさん居られる

ので、次々貧困の再生産が進んでいるという状況で

あります。しかしながら本道の子どもたちは地域に

残る率もすごく高い。だいたい各管内で 2割から 3

割は高校を出た後地域に残ります。北海道全体とし



ていうと 9割が北海道に残ると、非常にアブノーマ

ノレな数字です。他の県でこのようなところはござい

ません。そんな状況です。非常に荒っぽく要約いた

しますと、この問題は 2つの側面があります。 1つ

は子ども本人が自立できるかという問題、もう 1つ

は地域の発展と衰退に直結する問題だというふうに

思います。非常に危機感を持っておりまして、道教

委で平成 26年度までになんとか学力を全国水準ま

でもっていこうということで、やっています。今日の

このシンポジウムのテーマでありますが、一般論と

しての大学の連携ではないんだと思います。教育大

学の地域連携ということでいえば、ただの厳然たる

地域の現状というのを前提として話を進めてし、かな

いとあまり地に足の着いた議論にはならないのかな

と思います。

すみません、前置きが大分長くなりましたけれど

も、私、義務教育課長とい うことですので本道教育

の質だとか、あるいは教師の教育活動の質に行政的

には責任を負う立場でございますので、地域の教育

課題を解決するための地域連携ですとか、あるいは

良き教師を育てるための地域連携、この 2つの視点

を織り交ぜながら簡単にお話を申し上げたいと思い

ます。

まず、今日お集まりの先生方に私から問いかけな

んですけれども、学校の教育活動が子どもたちの生

活時間全体に占める割合って、シェアって、考えら

れたことありますでしょうか。私いつもこういう問

いかけをするんですけれども。私、校長会などでお

話しするときに、よ くこの話をするんですけれども

多くの校長先生は 5割だとか6割、中には 7害'Jと答

える方も居られます。答えは 2割だそ うです。学校

が子どもに占める、ンェアは 2割にならない。中学校

でも 2割をちょっといくくらいなんですね。そうい

う中、学校は基礎・基本を確実に習得させて くれだ

とか、学習意欲だとか生活習慣とか色々なことが言

われていると思います。例を挙げればキリはないん

ですけれども、 2割でこれをやれというのは度台無

理な話です。度台無理なのに法律上のミッションと

してこういうことが掲げられている、まずこの構造

を押さえる必要があるのかなと思います。私、現代
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の子どもたちに健やかな成長を保障するためには、

ある程度子どもたちの 24時間 365日をある程度緩

やかにデザインしてし、く、そういう発想を持たなく

ては厳しいのかなと思います。いずれ、各地域でい

きますと、学校教育だけではなくて社会教育も含ん

だような形の、その地域その地域の地域教育のカリ

キュラムみたいなものができていくのが、私自身は

理想、なのかなと思っています。是非、これからの先

生方におかれては 365日24時間というのを術敵し

て、親とか地域コミュニティと協働関係を是非つく

ってほしい、その上で自分の持ち場は学校ですから

学校で、プロフェッショナノレとして成果を出していく、

そういうマインドとか技術とか態度とか、こういっ

たものを養成課程の中で育ててほしいと思いますし、

そういう意味では先生の卵が地域にどんどん入って

し、く、学校にどんどん入っていくことは極めて意義

の大きいことだと思います。私今回数えてみました

ら旭川校での学生ボランティアがものすごく増えて

きているんですね。非常に増えてきて道教委の登録

しているやっと市教委とのやつを合わせると、だい

たい人数でいくと 4-50人弱くらいです。延べ人数は

もっと多いんですけれども、人数としてい うと 50

人くらいです。全体の学生数が 1200ですので、そ

うするとだいたい 4%から 5%くらいですね。大学

側の努力もあって学生もどんどん増えてきているん

ですけれども、まだまだいく余地があるのかなとい

うふうに思っています。例えば教育実習に入る学校、

さっき時間が短いという話がありましたけれども、

実習に入る学校をある程度早くから決めておいてそ

こにボランティアとして入る、こういった工夫をす

ればもっともっと増やしていけるのかなと思います。

ボランティアの活動は学校での補習とか授業が中心

になっていると思うんですけれども、是非学校支援

地域本部に地域に進める社会教育のプログラム とか、

365日一貫したときに学生さんが入ってし、かれると

良いのかなと思っています。

例えば大学の先生方も一緒になって、地域の皆さ

んと一緒に、その地域の子どもをめぐる課題を一緒

になって課題を分析して、その上で社会教育と学校

教育のカリキュラム、どんなものがあったら良いの



か、そして実践に繋げていったらいいのか、そんな

試みがあっても面白いですし、あるいは研究者と学

生が地域住民と一緒になってコミュニティ・スクー

ルをやってみようというようなことがあってもいい

のかなと思います。結構こういうことって十分アカ

デミックワークになるのかなと思っています。餅屋

といっては失礼ですが、 やはり大学の先生方の最大

の持ち味というのは問題を発見することとか、ある

いは比較したり分析したり色々なことを抽出してい

くっていうところだと思うんですね。ですから端的

にいうと研究者の先生方の本の論文を書いたり、書

籍を出したり研究費を獲得したり、こういうことだ

と思うんですけれども、それに繋がるような本にも

繋がるような地域貢献だとか学校支援というものを、

システム化をどうやって、やっていくかということ

が大事かなと思います。近江商人の心得ということ

でよく「三方よし」で売り手よし買い手よし世間よ

しという話がありますが、研究者も良し学生も良い

し学校にとっても良いし地域も良いし皆が，恩恵を受

けられる仕組みをどのようにつくっていけるのかな

というふうに思っています。

今回この本、私昨日いただきまして電車の中でい

っぱい読んできました。非常に感銘を受けました。

教育大学の素敵な研究をされている先生方がいっぱ

い居られて素晴らしいリソースだと思っています。

理想をいえば、ここ旭川を含めて教育大学の分校が

所在しているような場所は教育王国だということで

ないといけないのかなと思います。学力も高いし体

力にも優れているし、豊かな心も育っているし先生

方の指導技術も高いし学校マネジメントも機能して

いるという状況、保護者も年々積極的になっている、

そういう状況ですね。どうしてなのといわれると決

まっているでしょと。教育大学のお膝下だよといわ

れるようなところに向かっていけると良いと思いま

すし、この本を見る限りどんどん成果が上がってき

ていると思っています。是非この取り組みを発展さ

せて全道のみならず全国的にも注目されるような教

育界のリーダーとして 層遁進していただければあ

りがたいですし、我々も一緒になってやっていきた

いなと思います。以上です。
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【小池語朗氏】

改めまして皆さんこんにちは。旭川|市教育委員会

の小池と申します。よろしくお願いいたします。今、

武藤課長ーさんから様々なお話がございましたが、地

元教育委員会の立場で言いますと教育大学旭川校の

皆さんには常日頃から様々な分野でご支援、ご協力

を頂戴しているという意味では改めて感謝を申し上

げるということが第一に私の仕事だろうなというふ

うに思ってございます。ただ今日のテーマに沿って

多少散漫になるかもしれませんが、幾っか思いつい

た部分について話をさせていただきたいと思います。

まず、第 1点はなんといっても学校現場では力量

ある教員を求めているということが言えるんだろう

と思います。そういった意味で旭川校では教員養成

校としてこれまでも本市の、本市には限りませんが、

学校現場に多くの人材を送り込んでいただいている

わけでございまして非常にありがたいと思います。

振り返って教員とは何かということを考えてみます

と、私の個人的体験だけで申し上げると、一生のほ

んの瞬間的だというふうに思いますが、触れ合った

教員と子どもの関係を考えてみますと、子どもにと

って教員は自分の未来をあるいは一生すらも左右し

かねない大変重要な相手である、キーパーソンであ

るということが言えるのではないかというふうに思

ってございます。したがって、そういった意味では、

子どもの人生を左右するという意味では、非常に重

い存在でもあるということが言えるかもしれません

が、 同時にやりがいのある仕事でもあるというふう

に考えているとこであります。私の経験で申し上げ

ますと、私が小学校 4年生の時にこの教育大学旭川

校を卒業された新人の教員が私の担任になりました。

当然、授業も一生懸命だけれども、授業の他に、例

えばクラブ活動でありますとか、あるいは学芸会で

ありますとか、様々な分野で本当に一生懸命子ども

たちと接していただいた、そういう思い出を私は持

っております。この時から私も将来的には教員にな

りたい、そんな思いを持ちましてこの旭川校に入学

したんですが、結果的に市の職員におさまってしま

いました。ただ、そのくらいに教員のxxというも

のは重いものだということが言えるのではないかと



いうふうに思ってございます。よく公務員に対して

「公務員は良いですよね、 9時から 5時までですか

らねJというような話がありますけれども、しかし

一方で寝食を忘れた活動をされている教員も圧倒的

にいらっしゃるのではなし、かというふうに私は思っ

てございます。よく私の仕事柄で夜に会合などの帰

りに学校の周辺を車などで走りますと、 8時 9時は

当たり前のように学校の職員室には電気が埠々と照

っております。そういった学校を見る度に本当に厳

しい仕事だなというふうに思いますけれども、同時

に子どもたちと共に成長する、そんな楽しみを実感

できるという職業でもあると思いましたし、共に成

長しながら高い志を持ってこの仕事を続けていける、

そんな思いを皆さんが共有しているのではないか、

そんな思いをしているところでございます。改めて、

私は旭川のことしか言えませんけれども、旭川|の多

くの先生方に心から感謝を申し上げたいなというふ

うに思ってございます。

翻って、本市の喫緊の課題というべきものは何か

と考えますと武藤課長さんからも話がありましたが、

やはり学力というものがあるんだろうというふうに

思います。一般的に過度の競争を避けるために、そ

の点数、具体的な話はしないというような話はよく

ありますが、しかし私はそういったことを言いなが

らも同時に適度な競争はしっかりしながらしっかり

とした学力を身につけていくと、そういったことが

大事ではなし、かというふうに思ってございます。残

念ながら、北海道は先ほど武藤課長さんがおっしゃ

ったような状況でございますが、旭川を含む上川管

内で申し上げると道内的にはそれなりの水準を保っ

ているというふうに思います。しかしまだ、そうは

いっても全道平均には届いていないというのが実態

だろうというふうに思いますので、そういった意味

では道教委が求めている 26年度までの全国平均と

いう数値目標に向かつてしっかりと努力していくこ

とも私どもの義務であるというふうにも考えている

わけでございまして、そのために必要なのは何かと

いえば、なんといっても教員の指導力のスキルアッ

プ、それに尽きるんではないかというように思って

おります。そういった点で考えますと、教育大旭川
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校では大学キャリアセンターを設置しながら学生が

卒業までに最大隈身につける資質あるいは能力に関

してカリキュラム開発を進めていらっしゃるなど、

様々なご努力を頂戴しておりますし、また後ほど少

し触れたいと思いますが、主体的に考え、理論から

実践、そして次なる高みへとステップアップしてい

く、そんな課題探求能力型の人間力を育成していた

だけるのではなし、かと私は思ってございまして非常

に心強くも思っているところでございます。

2点目は、なんといっても大学としての役割とい

うふうに考えますと、高度な専門知識、研究成果、

こういったものを提供していただけないかというこ

とにあるんではないかというふうに思ってございま

す。昨今の状況を見ますとこれまでの時系列的な経

過、そういったものでは括れないような、あるいは

その延長として今を見られないような状況があるん

ではなし、かというふうに思っています。特に情報化

社会といわれて久しいわけでございますが、新たな

知識や情報そういったものが我々の社会生活全般に

わたって溢れているという状況にございます。しか

しながらそういう情報で、あるいは知識で、あったと

しても、今日の知識は明日にはもうすでに陳腐化を

する、そういったくらいのスピード感がある動きが

あるのではなし、かというふうに思いますし、またそ

れらに伴ってグローパル化や ICT化などは社会構

造全般にも大きな変化をもたらしているのではない

かというふうに考えているわけでございます。そう

いった中で教育界だけがただ取り残されて良いわけ

ではないというふうに思います。必ずや教育界の中

でも様々な変化が求められる、そういう状況にある

というふうに思ってございます。確かに先ほど言い

ましたように本市の教員は授業、生徒指導、部活、

幾つもの多くの課題に直面しながら一生懸命頑張っ

ておられるというふうに私は思っておりますが、同

時に新たな学び体制とどう対応していくのかという

ことや、あるいは昨今言われております特別支援教

育、障がし、をもっ子どもたちが年々増えている状況

にあって、特別支援教育をどうやって充実していこ

うとするのか、あるいは残念なことですが、いじめ

や体罰、あるいは不登校、こういったものに対して



どのように対応していくのか、そういったことにつ

いても実践的な指導力の育成というものが急務では

ないのかと考えているところでございます。これま

で教育大旭川|校教授の先生方については上川|教育研

修センターの講座などに多彩な教授陣を送り出して

いただいてございます。また、先生方も校内研修を

はじめとする各種研修で自らのスキルアップに努力

をされていると思いますが、引き続き大学としての

様々専門知識をどうぞ提供していただきたいという

ことをお願い申し上げたいと思います。

3つ目が、今日の主題にもなるのかなと思います

が地域連携、協働に対する取り組みということでご

ざいます。旭川市では大きく 2つの取り組みをして

ございます。 1つは学校支援地域保護事業、全中学

校区ごとに設置してございますが、 PTAの皆さまを

はじめ地域住民や子どもたち、そういった方たちが

子どもたちの学びや健全育成のために様々に活動を

していただいています。学習支援もそうですし部活

の指導あるいは学校の環境整備、登下校の安全見守

り、学校行事、様々な分野があるわけですが、平成

24年度についていえば、延べで 58000人を超える

方々が参加をしていただいています。勿論この中に

は3桁におよぶ学生さんの参加もあるということで

ございます。非常にありがたいことでございまして、

そうやって地域全体で是非学校を盛り上げ、子ども

たちを見守っていただければというようにも思って

ございます。 2つ目には、学生ボランティアに特化

して申し上げさせていただきますと、平成 17年度

から 24年度までの延べ人数申し上げると約 900名

を超える学生さんが各学校に入って様々なボランテ

ィア活動をしていただいてございます。これは教育

活動に対する直接的支援、例えば読書における読み

書かせでもありますしスキーの指導だとか、あるい

は学習の補助とかそういった様々な問題があるわけ

ですが、こういった取り組みについては学生自身に

とりましでも、自らの社会性でありますとか人間性

を高めることに繋がっているのではないというふう

にも思ってございます。また、先ほども少し触れま

したが、理論と実践を通じて教員を目指す、そうい

った学生さんにとってみてはキャリア教育とも言え
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るでしょうし、同時に教師というひとつの職業集団

にあって、その同僚性を確かめ合いながら教員とし

ての資質・能力を高めていくということにも役に立

っているというふうに思ってございます。そういっ

た意味では、是非ボランティア活動としづ意味合い

では、行政的に多くの支援ができないという意味で

は本当に申し訳ない要素もあるんですけれども、予

れから以降も各学校の学校現場、そして子どもたち

のためのご協力をお願いしたいというふうに思って

いるところでございます。今、旭川|市では 25年度

の予算を審議する代替定例市議会が開催をされてお

りまして、明後日、来週の月曜日が閉会の予定とな

っております。この代替定例会で私は常に教育行政

方針を明らかにして議員の皆さん市民の皆さんのご

協力ご賛同をお願し、するという立場にあるんですけ

れども、その中で、私は、常に思い続けるのは、教

育委員会は全て子どもたちのために、そういう思い

があります。旭川には約 26000名の小中学生がし、る。

そして約 1700名の教員がし、るわけです。こういっ

た関係者とどうやって旭川市の学力を向上したり、

あるいは豊かな心を育んだり健やかな体を作るのか

ということが大事だろうというふうに思っていると

ころでございまして、教育委員会ができることはそ

う多くはありません。例えば、先ほどちょっとあり

ましたが、阪神大震災以来学校の耐震化の問題です

とか、あるいは給食における地産池消の推進ですと

か、様々ありますが、なんといっても教育に必要な

のはマンパワーだろうというふうに思います。そう

いった意味で新年度からは全小学校で、 30人以下学

級を実施することにいたしましたし、あるいはまた

特別支援教育補助指導員、これも引き続き対応いた

しますし、学校図書館支援員など多くのマンパワー

のところで 1つずつ着実に階段を上がるようにして

前進をさせてきたと思います。そういった意味でこ

ういった方々を大事にしながら旭川市全体の教育の

底上げを図っていきたいと思っているわけですが、

同時にこの教育大旭川の皆さんともこれまで以上に

連携・協力を強めながら共に、言葉は悪いですが

WlnWlnの関係としてこれから以降も手を助け合っ

て頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしく



お願いしたいと思います。以上です。

【中西茂氏】

よろしくお願いします。小冊子の方ですが『学力

危機』という冊子を 4冊、テーブルの上に置いてあ

ると思いますけれども、この一年あまり北海道教育

界を少しは掻き回せたのかなと思ったりもしている

んですけど、まだまだ道半ばというところなんです

が、そういった取材も含めて今日は教育大の学生さ

ん、あるいは先生方の取材をさせていただいたこと

もございますし、また今日出来上がった本も拝見し

て、そういうところから何点か思ったことをお話し

したいと思います。失礼なことを申し上げるかもし

れませんが、そういったことですので、最終的にお

許しいただきたいと思います。

まず、先ほどの、あまり学力学力というのも、ま

た学力絡みになってしまってあれなんですけれども、

やはり教育大学の地域貢献であれば、学力問題は切

っても切れない点があるんだろうと思います。本を

拝見して色々な分野で地域貢献をされているという

のがよ くわかりました。順番に読んでいくとそれぞ

れの編集上のxxだと思いますが、それぞれの教科

にあたるごとに、国語であれ数学であれ、その教科

ごとに貢献されている活動が様々出てくるんですけ

れども、全体として学力問題、学力が低いという問

題についてどうなのかなというところについてもう

1章本当なら設けていただければ良かったのかなと

思ったりしました。

一方で先ほどの話の中にもありましたけれども、

教育実習という厳然たるものがあるわけですけれど

も、教育実習の延長線で地域連携、地域貢献を考え

ていくと広がらないんじゃないかなというふうに思

います。もう少し視野を広げてといいますか、教育

大としての役割というのと大学としての役割という

のを分けて考えてみたらどうかなと思います。先ほ

ど来、色々な分野で活躍されていて、地域に学生が

出て行った りしているわけですけれども、その数が

どれだけの割合なのか、 5%という数字もございま

した、それから延べ 900人と教育長がおっしゃいま

したけれども、この本の中にも延べの数が出てきま
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すけれども、では実際本当にどれくらいの割合の人

たちが関わっているのかというのを考えたときに、

まだまだ足りないんじゃないかなと。学生さんと接

して、特に教育大の学生さんと接してみて思うのは、

結構皆さん良い子なんですよね。過密なカリキュラ

ムで勉強されているのもあると思うんですけれども、

なかなか外に出ていけないというような面もあった

りするのかなと思ったりして、 一方で NPO活動な

んかされている学生さん話を聞くとすごく生き生き

している学生がいたり色々だと思うんですが、まだ

まだ外に出ていくという点で学生自身の量的な問題

が足りてないんじゃないか、地域連携、貢献を掲げ

るのであれば、やはりムープメントにするには量が

必要で、そこを意識してもらいたいなと思います。

それともう l点は課題を探す、誰がするのかなん

ですけれども、やはり大学の先生方ではなし、かと思

います。基調講演をされた角先生の原稿を拝見しま

したら、地域連携というのはかつてはある種の特定

の教員の趣味の一環で取り組まれていた傾向があっ

たというような表現がありまして、かつてがどれく

らい前か分かりませんけれども趣味だった時代があ

るわけですよね。今はそんなことはないと思うんで

すけれども、それでもまだ誰もが地域連携をするよ

うな義務的なことではおかしいだろうと角先生はお

っしゃいました。勿論そういう面はあると思うんで

すけど、3本の教育研究について 3本目の柱として、

さらに行政政策上の色々なことを言われてますので、

そういうことを考えたときに大学の先生としては外

せないことではないかなと思います。勿論、義務的

にやることの問題点もあろうかと思いますけれども、

先生方の意識の面をもう少し考えていただいても良

いのではなし、かと思いました。

それからもう 1点は、そうはいっても学校中心に

なると思うんですけど、受け入れる側の意識の問題

というのもあると思います。この本を拝見しますと、

なかなか学生への期待度は限られていまして、学校

を応援してくれるなら退職された先生が一番ニーズ

として高い傾向にありました。ましてや教育実習の

済んでない学生を入れるということについては抵抗

感があるということがありましたし、笠井先生の原



稿の中には学校現場でボランティアが入ると現場に

不要な混乱が起こるのではなし、かというような、こ

れは組合の機関紙ではなし、かと思うんですけれども、

教育実習をやってるんで、新たにそんなことをする

必要はないとか、あるいは教育現場に新たな負担を

背負うようになるとか、それから免許を持っていな

い学生が教育活動に関わるのは問題があるというよ

うなことを言わせて良いのかなと私は思います。も

うそんな時代ではないだろうと、もっと色々な人が

関わっていくという面で、関わり方には濃淡がある

と思うんですけれども、こういうことを現場に言わ

せて良いのかなというふうに、この件を見て思いま

した。そういう意味で色々な課題ばかりを挙げてし

まっているんですけれども、そういうようなことを

色々していただくと。あとは、例えば道外の大学の

ケースの話をしたいんですけれどもそれは次のxx

へ回したいと思います。

【八重樫良二氏】

私の立場からは、いわば大学に期待するものと一

致して、私どもが今後どう考えていくかといったも

のの形で拝聴しているところが大きいものですが、

今御三方がお話になられた、ひとつ学力の向上、地

域、北海道、全道の中の問題であるというような指

摘、これは今更の指摘ではないというのは承知して

おります。それを今後解決していく一番の担い手は、

他でもない先生方、そしてそれを養成している大学

そのものであると考えています。だからこそ文科省

は教員の資質向上という形で、実際ミッションとし

て大学の中に入れたと認識しています。資質向上と

いう中に、専門的知識と専門的技能という中に、教

員のスキノレというようにまとめたときには、例えば、

私たまたま美術の免許を持っておりますけれども、

美術を知っていればそれでよろしいということには

ならないということはわかる、皆さん賛同していた

だけることだと思います。生徒指導もありましたら、

学級経営という問題もありましたということで教室

の中には様々な総合的な技能が要求される、その中

に向かつて資質向上とは何だというようなことで、

大学でこれまで教員養成のプログラムを用意する中
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で、勝っているものがあるかもしれない。そのくらい

たった今求められる瞬間だと思っております。そう

した中に地域貢献ということが平成 17年度から文

科省が指摘する中で大学側も立ち向かつて、一番最

初、私どもが、大学が果たしてどういう地域貢献す

るか、そのデータさ えも、よくよくは 17年度なん

です。それは、言い訳にはなりますが、大学宛に組

織の窓口として依頼がある場合と、大学の先生個人

に対して依頼がある場合、また学生が知り合いの先

生で委託をされている、そのような形態でございま

す。そういったものは実際どうなっているんだとい

うことを素朴に知りたいというふうに、 3年前に地

域連携フォーラムを起こした経緯でありました。こ

れまで 3回開催いたしまして、我ながらおかしな言

い方ですけれども、様々な活動を大学はしているも

んだなと思いました。先ほど中西委員の方から量的

なものが必要であるというようなお話がありました

が、実はボラ ンティア活動を見たとき、 1 日で終わ

るようなものもあれば数か月にわたって何人も行く

形のものもあれば、 10人で行けば、また 1人で行け

ば様々な形態があるということになります。そうい

った意味でいえば量的なものというのはある種、基

点を作りながら貯めていく、データを集めてし、かな

ければならないのかなとそういうこともわかってき

ました。先ほど道教委の方で 50人くらいで、年間

を通じて。市教委の方では延べ 900人くらいだとい

った数を送ったときに皆さま方には戸惑いもあるで

しょうけども、実は地域連携の中で、学生が学校支

援にまわってという形で、教育委員会側とは、大学

の数字となる。これは組織的な関係ですから、今、

おっしゃっていただいた数字は掴めています。それ

以外に何かの形で来てほしいと、そういった形のも

のが各ゼミナーノレ、教員の指導の中にあると思って

いただければ良いです。それを拾いながら先ほどの

資質向上の話に戻ってきますけれども、いわばボラ

ンティア活動通して学生というのは先ほど申し上げ

た指導の総合性のみたいな端っこを掴んでいく、基

点になっていくんですね。いわゆるゼミナーノレの中

では自分の学問的な分野を深めていく。必ずしも大

学生活はそれだけに閉じられているものではありま



せんが社会に出ていくことによって、より自分の得

た知見がどうであったのかというのを実感する大変

良いトレーニングである気がいたします。これは、

私は今、教員の資質向上の中でこれまで大学の中で

は修めていけなかった部分ではないかと思います。

こういった部分を指して今回、図書の中でそういっ

た部分が果たしてどのようになっているのかといっ

たのが副題の学生の学びといったところにあります。

私どもの望みの中では、大学の中で先生方は大学教

員として力を尽くしながら達成しようとしているん

だと。それを地域の中で、学生に育っていただきたい

という思いの中で関係作りができれば良いなという

ように思います。今御三方にご指摘いただいたとこ

ろをこれからも大学の中で考えながら、今大学に突

き付けられている、例えばセンター・オブ・コミュ

ニティ、これを大学が果たしなさいといった意味を

考えていかなくてはならない。これは最初に言って

いただきました、何も学校教育だけが教育の現場で

はない。社会教育という場所もある。今、私どもが

出版した本の中には、旭川市でいえばサイパルでの

活動、また旭川美術館での活動といった形で、社会

教育施設による学生も共に参加した支援活動という

ものも紹介しております。やはり私も学校だけでそ

の体験を捉えていくのではなく、より広い形で社会

と結びついた形で学生を育てていくことが大変望ま

しいのではないかと思いますし、教員の資質、スキ

ルアッフ。に繋がっていくのだと思っております。た

だそこには大学でのカリキュラムという問題が登場

してまいりますので、概念的にまとめることは容易

いですが、実際に大学生の中から逆にカリキュラム

上の中でどう自分の資質向上のために、そこに自主

的な意識、ボランティアに対して自分から能動的に

参加する意識づくりが、またそれだけでも様々感じ

るところがあるといったところで私の話としては一

回閉じたいと思います。

【質疑応答】

笠井・ありがとうございました。あと 30分少々

しか時聞がないものですから何か柱を立て

てというようにも考えられますけれども、
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時間がありませんので、どこからでも結構

ですから、会場の皆さんからご質問やご意

見をいただきたいと思います。発言の際は

所属とお名前、どのパネリストに対して質

問や意見があるのか、そこだけでも先にお

話しいただければ幸いであります。それで

は会場の皆さまからご意見をいただきたい

と思います。マイクを持っていきますので

手を挙げていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

山 本:東神楽町の町長の山本でございます。副学

長と目が合ってしまったものですからすみ

ません。私の方から地方自治における現場

の話を少しさせていただければというふう

に思います。まず教育大学の皆さまには日

ごろから先生の方の派遣、それから私ども

の職員なんかも実を言いますと教育大学出

身が一番多いという実態でございまして、

そういった形でも人材を育てていただいて

いることに心から感謝申し上げたいと思い

ます。また、志比内小学校のことは、昨年

の 11月に開催されましたフォーラムにも

書いてありましたけれども、学校にも協力

いただいていることに心から感謝申し上げ

たいと思います。

私どもの方からすると東神楽町は今、人

口 1万人の町ということでございますが、

特に私どもも意識をして知のネットワー

クといいますか大学との連携というのを

意識しております。私どもの町では旭川大

学とは包括的協定ということで昨年の8月

に提携をさせていただきました。旭川大学

の持っている知見を私ども自治のフィー

ノレドに活かしてほしい、もしくは逆に自治

の中で色々なことを研究していただきた

い、そんな形で提携をさせていただいたと

ころであります。

そういった中では、教育大学というのは

ハード、ルが高いなと常に思っているとこ

ろでございます。そういうような認識が 1



っと、地方自治の現状としてでございます

が、私どもの町では社会教育といわれてい

るような分野につきましては、垣根がどん

どん低くなってきている、あるいは無くな

ってきているというような形があるので

はないか、どちらかというとコミュニティ

活動の中で教育的な分野というのが包含

をされた中ですべきというふうに思って

おりまして、私ども生涯教育、社会教育と

いうのは、ちょっと教育委員会から離した

方が良いのではないかという議論もあり

ますし、現実に今、お隣に居ますけれども、

東川町なんかも、そのような形で進んでい

るところもあるということでございます。

もう 1個、学校教育の分野でも特に福祉、

発達支援とかそういった部分であります

とか幼稚園、保育園の一元化でありますと

か、そういった意味で非常に教育と今まで

カテゴライズされていたものが、どんどん

どんどん枠が、垣根が下がってきている、

もしくは垣根が穴が開いている、もしくは

その位置がずれてきている、そ ういった中

で地方自治の現場側というのはあると認

識をしているところでございます。そうい

った意味では是非、教育大学の皆さまとも

っと別なフィーノレドでも連携をしていた

だけなし、かというふうに思っているとこ

ろでございます。ちょっと言い方が厳しい

かもしれませんけれども今日の講演なん

かを見させていただくと、教育関係の講演

なんだなと思って、僕らだ、ったら自治の現

場からすると北海道なり上川町村会なり

旭川市なり が入って良いんじゃなし、かと

いう部分もありますので是非、教育の分野

を超えた地域連携というのをもっと飛び

込んでほしいと思っているところでござ

います。

先ほど中西さんが「地域連携をやってい

るのは趣味の領域だったという話はJとい

う話は、実は僕はすごく思っていました、
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教育大の先生に対しては。なので、やはり

そういったことを是非、枠を超えられるよ

うな形で大学がもっと大きくなっていた

だければということをお願い申し上げて、

これは誰にというわけではないんですが、

そういうような形で我々は思っていると

いうことを申し上げさせていただきたい

と思います。どうもありがとうございます。

笠 井:山本町長さんありがとうございました。他

にご質問でもご意見でもいただきたいと思

います。何点かお受けしてからパネリスト

の方からコメントをいただきたいと思いま

す。お願いいたします。

菊 池・旭川中学校の菊池といいます。今、山本町

長さんがお話になったことを今学校現場に

居るんですけれども今回のこの本のっくり

を見た り前回のシンポジウムの記録なんか

を読ませていただくと、どうしても教育大

学という枠の中で考えて、自分の持ってい

る専門の教科だったり領域の中でやろうと

いう試みがすごく見えてくるんですけども。

実は私、学校現場と別のところで旭川市

民ボランティア会議というところに所属

をしておりまして大学の1年生の地域フィ

ーノレド研究の学生たちをここ何年か受け

て年間何十時間という形で関わってきた

んですけれども、結局、単位化、非単位化

というところで見ると、多分 1年生も、そ

の授業は単位になっていると思うんです

けども、単位の中ではそれなりに頑張って

取り組んできているんですけれども、では

その学生たちが 2年生3年生になったとき

に自発的に地域との連携を考えて何かを

出来ているかと考えると、なかなかそこは

難しい問題なのかなというふうに思って

います。

大学のゼミの先生が一生懸命取り組ん

でいるところは本当に色々な形で学校や

地域と連携する場面をもって、その中で学

ぶこともたくさんあると思うんですけど



も、教育大学全体としてもっと旭川市なり

上川なり北海道なりという本当の地域と

いうのを考えたときに、なかなかそこまで

意識が変えられないというところが、課題

というか壁というか、そういうものがある

のかなというように思います。自分が学生

のときに、じゃあ何を考えていたんだと言

われると全くそういうことを考えていな

かった学生だ、ったものですから、なおのこ

と、是非これから学校現場に出てくる先生

には学問の専門性も勿論必要なんですけ

れども、もっと幅広い人間力みたいなもの

を付けて現場に出てきてくれると鍛え甲

斐があるというか、地域とうまくやってい

ける教員になるんではなし、かなと、そんな

思いをして、中西編集委員さんの、視野を

広げるということと量的な問題というと

ころで同感だなというふうに考えて意見

を発表させていただきました。ありがとう

ございます。

笠 井:菊池校長先生ありがとうございました。そ

の他にご意見やご質問をいただきたいと思

います。いかがでしょうか。それではパネ

リストの方から何かコメントをいただけま

すでしょうか。中西さんお願いします。

中 西:同感の発言をいただいたので少し発言を追

加させていただきますが、教育界としての

貢献ということと大学としての貢献という

のをどう考えるかっていうのは大事だと思

うんです。

ひとつ道外の例としてこういう場があ

るというのをベースに、たまたまというか

教育系の雑誌を見ていましたら、松本大学

っていう、長野県の話なんですけれども、

タイトルだけでいいますと「地域の力に依

拠して鍛えられる社会人」としづ見出しに

なっているんですけど、地域と一緒に学生

を育てるという前提で割と知られている

大学です。教育大学だから学校あるいは教

育の周辺でという感覚は勿論あると思う

16 

んですけども、地域で、学び、地域で、育つある

いはその上で地域を考えるという ことを

思ったときに、教育大の学生さんであろう

が普通の大学の学生さんであろうが同じ

こと、あるいはもしかすると先生になった

ときに、よりいろいろな、幅の広い先生に

なれるんじゃないか、そう考えたときに入

ってまだ聞もない 1年生とか2年生の段階

でどういうことを考えることが大事なん

じゃなし、かなと思います。

松本大学で、実は学生さんたちがフィー

ルドワーク的な学習をやって、それを体験

するところを東京で見たことがあるんで

すけれども、実はそこに首都圏の、東京の

大規模な、名前を出せば結構有名な大学の

学生さんたちが何人か居て、皆それを聞い

ていて何と言ったかというと羨ましいっ

て言うんです。つまりものすごく大きな東

京の大学の学生たちは、全然、学ぶことと

の、地域とかとの繋がりを意識していない、

それが松本大学の教員が聞いて、ものすご

くわかったんで羨ましいというコメント

を、何人かは同じことを言っていました。

そういうことを経験されるということは、

教育大の学生さんにとっても大事なこと

なのではなし、かなと思います。

笠井:武藤課長さんお願いします。

武藤:先ほど校長先生からあった、視野を広げて

ほしいということは本当にその通りだと思

います。実は私一昨日この近くのある管内、

留萌管内というところのまちづくりに関わ

っている方、市議会議員の方々と夜に 5時

間くらい飲んで、その方々が口々におっし

ゃっていたのが、地域のイベントに一番出

てこない職種は何だろうか、確かに教師だ

と、間違いない。教員住宅の区画は町内会

費も払っていない、全くないらしいですよ、

わかりませんけどね、全く払ってくれないo

fムってくれって手紙を出しても返事もくれ

ない。子どもは親と一緒に回って町内会費



とか集めに行くわけですが、子どもにもそ

ういう教師の姿勢が伝わってしまっている

という話を某留萌管内の方々から伺いまし

た。程度の差こそあれ全道的に聞く話だと

思うんですが、これじゃいけないだろうと

いうふうに思っています。でも視野を広げ

るというのは本当にその通りだと思ってい

て、そういった意味では先ほど東神楽の町

長さんから話があったように教育だけ、そ

の細かい学校だけ閉じてないで本当に色々

なところに行ってほしいと思います。そう

いう意味で先ほど学校支援地域本部という

話もしましたし、福祉関係のことですとか、

まちづくりの関係ですとか、そういうとこ

ろにどんどん出ていくようなことを大学が

もっとプロモーションしていただけると、

今も大分やっておられるので、この方向で

もって、もっとやっていただけると良いの

かなと思います。

結局、地域の人材育成、市町村は設置者

ですから、東京の大学にやるために人材育

成をしているわけではなくて、その地域だ

とかその地方の将来の担い手を育成する

ために教師は頑張っているわけでありま

す。特にこの新採は、北海道は強い。 9割

が北海道に残るし、 2劃や 3劃がその管内

に残るという事実があるわけで、その事実

の中で先生方が出てし、かないということ

の持つ重みというのは極めて深刻なんだ

ろうと思います。このことを踏まえながら

何が出来るのかということをもっともっ

と考えなければなというふうに思います。

この話をするとすぐ地域のイベントは勤

務なんですかとか、それは賞金出るんです

かとかバカな話になってくるんで、そんな

ことをいうと勤務でないに決まってるし、

超過勤務手当が出ないに決まってるんで

すね。そんな話にしてはいけないので、そ

の前の段階で当たり前の話だよというよ

うな養成とか研修っていうのは大事です
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し、できれば研修の前の養成の段階で色々、

教育委員会と組みながら色々なことがで

きるのかなというふうに思います。

笠井他に何か。はい。

小 池:先ほど私は市の職員ですということを申し

上げました。同じ自治体という意味ではつ

いそのテーマはどこどこですねというふう

になってしまうんですね。非常に縦割りと

いうか、自分の限界も含めて申し訳ないな

というふうに聞いてたんですが、先ほど山

本町長さんがおっしゃった、これは定住自

立圏構想の一環だよな、そんな話になっち

ゃうんですけれども、例えばそれを多くの

自治体同士の中でのネットワークというふ

うに収めてしまうのか、あるいは教育大学

も含めて関係するところで、皆寄っておいで

というようなやり方をするのかというのは、

これから先、結構求められるのではなし、か

なというふうに思います。そういう意味で、

垣根が高いというお話がありましたが、私

は卒業生の立場で言うとこの教育大学の垣

根は低いんじゃなし、かなと思いますので、

何かがあればxxを言ったら良いんじゃな

し、かなという感想で、そういうことを申し

上げさせていただきます。

また、もう 1つ、実は先ほどの町内会の

話は武藤課長からもありましたが、実は私

も同じ問題意識を持っています。旭川|市の

町内会加入率は 60数%、その中にもしか

したら(未加入の)市職員もいるのではな

いかというようなことで市長からも再三

にわたって町内会くらい入るのは社会人

としての務めだという話もされたりもす

るんです。同じような意味で教員もそうな

のかなというのもあるんですけれども、そ

こまで私、調べたことがないので何とも言

えないんですが、ただ二重生活を強いられ

る教員がですね、そういうような限界の中

で果たしてどこまでが求めておいて良い

のかというところは、ちょっとないわけで



はないなというふうにして気になりまし

た。ただ、その学校の教員である限り、そ

の学校の属する地域の様々な事業、イベン

トといったものに主体的に取り組んでい

くと、やはりこれはどうしたってあるべき

だということをしっかり言い続けておく

べきだろうというふうに思います。私も

常々そういったことについて申し上げて

いるし、地域での様々なイベントにたまに

私が顔を出すときも、やはり学校の先生方

も大挙してこられているところもあれば、

校長先生、教頭先生がおいで、になっている

ところもあります。そういった意味で働き

かけをどうするかということも大事なの

かなというふうにしてちょっと考えてご

ざいました。以上です。

八重樫:それでは私から。私自身は旭川市において

はご縁がありまして自分の専門の中で幾つ

かの委員を務めさせていただきまして、ま

ちづくりといったものについては、勉強さ

せられたと、私も 30年近く旭川に住んで

おりますので、市の中で様々な口コミでの

活動がある、それを知る立場に居りました

し、今もそういった各種委員会とか、大学

の教員ですので、請われていくとしづ形が

あったんですが、それはひとえに自分の専

門性なわけです。自分の大学の先生がその

専門性を活かしてそういった場面に出てい

くというのは、肝な形のものであるという

ふうに思われます。勿論、先生のパーソナ

リティがありますので出ていかない先生、

出ていきたい先生とい うふうに大学の教員

の中にありますけれども、先ほど中西委員

さまのご指摘にもあったように私は行きま

せんよという教員はだんだん珍しいことに

なってきています。つまり大学教員意識改

革というのは明らかに求められておりまし

て、今日もこういう意見を言っていただく

ことは、大学としてもありがたいわけです。

そこに向かつて、なんだ活動しないという
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のは大学の研究者としての権利であるとい

うのは錯覚だということを、皆さまからご

指摘をいただきながら、大学の教員自身も

いわば社会人としての責務を果たしていく

というふうに向かつてし、かなければ、指導

する学生たちがそこに向かっていくことは

ないというふうに私は思っております。

その中で同時に、私は常々思うんですけ

れども今、社会変革というものは非常に激

しいのかなと、 iPadというものを使いな

がら日々情報を見ていると、この時間でも

サイトにアクセスすることによって今起

きている出来事を知ると、こういったよう

なツールがある社会に生きている若者た

ち、それから一方それを知らないでいる古

い世代の方々、こういう言い方はちょっと

おかしいんで、すけど、その中で人情という

のは何も変わってないものがあるんです

よね。学生たちはやはり肉弾戦というか、

人間同士触れて、ああ良かったというふう

に思う感性はあるんですけれども、なかな

か育ってきているときに自分の過去と同

じ過去でなく育ってきている、社会はどん

どん個人化ができる、許容していく、可能

にするような環境をつくってしまってい

る、これをどうやって、小さいときから他

の人との触れ合いが大事であり、開いてい

く、これをいわば、学問とは違う形で求め

られているものだなと思っております。い

わばよく社会人という形で、ひとつ申し上

げておりますけれども、知識だけが向上す

るわけで、はなく、その人に備わっている人

格も向上してほしいと、いわば指導力とい

うところにそういうツールは必要で、ある

と。これは大学側も xx、皆さまからご指

摘いただいている、なかなか外に出てきて

くれないよねといったトーンになる原因

になっているのではなし、かと思います。こ

れは、地域で感 じているこ とが日本全国に

も同じように言えていることなのではな



し、かという思いがありまして、教員養成、

いわば教師と子どもが触れ合う人材を養

成しておりますので、このことは常々考え

ていることであります。ちょっと雑駁です

けれども以上です。

笠 井:大学の教員の意識も変わってきていると思

いますし、学生の意識も、私の学生時代に

比べると、随分今の学生の意識というのは

変わってきているなと私も思います。日本

経済新聞社で日経グローカノレというのを出

しておりますけれども、最新号によります

と、大学の地域貢献度ランキングというの

を毎年出しているんですけれども、全国の

国公私立全ての大学の地域貢献度の本学は、

旭川校だけではなくて、北海道教育大学は

教育系の中では第 1位、第 2位が兵庫教育

大学ということでありまして、最近非常に

頑張っているんですが、今色々ご指摘いた

だいたように課題がたくさんございます。

そんなことで、この後色々な角度からご意

見をいただきたいと思います。はい、お願

いします。

松 井:旭川東高校の松井といいます。どうぞよろ

しくお願いいたします。今日はありがとう

ございました。今ネットワークというお話、

八重樫副学長の方からありましたけれども、

実際に地域のそれぞれの活動の中で、地域

的な取り組みというのが、それぞれの地域

で自治体でやられている活動というのが結

構あると思うんですけど、私がこの間 2月

のときに、浦幌町で浦幌スタイノレという地

域の人材を出した教育活動とし、う実践発表

に出席してきたんですけれども、そのよう

な取り組みを、実は知ったのが岐阜県の高

校の先生から、たまたま知り合いで連絡を

いただいてそこに参加をさせていただいた

んですけれども、それぞれ個別にやられて

いる地域的な活動というのをどのように結

び付けて、私たち教員もそうですし別の自

治体の方々もそういう取り組みっていうの
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を知っているということをネットワークづ

くりとして、これから作っていく必要とい

うのがあるのではなし、かなと考えておりま

す。

『学力危機』の連載で第 5部の中で北海

道高等学校経営者研究会でまとめた冊子

の中の一節が記事で出ていたんですけれ

ども、これからの未来というのは多分、北

海道においては時聞とか空間とかそうい

うものを超えた繋がりというものをつく

りながら新しい教育というのを考えてい

かなければ僕はならないと思っています。

2025年には約 50万人の北海道の人口の低

下が推測されていて、多分それというのは

札幌以外の地域のところの人口減少とい

うのが非常に多くなってきて、それぞれの

地域での繋がりとか地域の教育力を活か

すだとかというのはこれから必須になっ

てくるのではなし、かと思っています。その

あたりについて皆さんはどのようにお考

えなのかということをお聞かせいただけ

れば、私の方も今後の活動にも参考にさせ

ていただきたいなと思っていますのでど

うぞよろしくお願いします。

笠 井・松井先生ありがとうございました。何か他

に質問ありましたら出していただいてパネ

リストの方に答えていただこうと思います

が、何かこういうこと聞きたいということ

がありましたらお願いしたいと思います。

ご意見でも結構ですが。いかがでしょうか。

よろしいですか。それでは今、東高の松井

先生のご質問にどなたかお願いしたいと思

います。

小 池:地域の教育力を活かす、あるいはそのため

のネットワークをどのようにつくっていく

かということになろうかと思いますけれど

も、先ほど私が冒頭で申し上げました学校

支援地域保護事業で旭川|市の取り組みとし

て、平成 24年度は延べで 58000人の方が

参加をしていただいているというような話



をさせていただいたんですが、その中で学

習支援という分野についてはどの程度いる

のだろうというふうに考えますと、教科支

援で 8728名の方です3 それから読み聞か

せなどの補助的な学習支援というところで

5011人の方がし、らっしゃいました。これら

は、それぞれ地域の専門的な知識を持った

方が学校に入り込んで子どもたちに授業を

することもあれば、例えば給食のときに農

業者の方々が自らの農業体験、食品を作る

までのご苦労などについてお話をされて、

食物や生命に対する大切さを教えるとか、

様々な取り組みがあるというふうに思って

おります。特に私ども、小中学校について

いえば、中学校で新たに武道それから和楽

器、こういったものについても必修として

取り上げられるようになりました。特に武

道っていうと柔道、剣道などが中心になる

んですが、実務的に先生方がきちんと指導

できるかというと必ずしもそうではない状

況があるんではないかというふうに思いま

す。そういった意味では、地域の皆さんの

有段者の方々が実務的な指導をしていただ

くということもあるでしょうし、和楽器な

どについていえば、先生方は、ピアノは弾

けますが、多分尺八は無理だとか、お琴は

昔習った程度とか、そういうレベルの方が

多いんだろうと思います。そういった意味

では、こういった専門的な技能をお持ちの

方々を、趣味の方々をお招きしてお願いを

するというようなことは、結構私どもはや

っております。ただ、全市的なネットワー

クにまで、繋がっているのか、学校と個人と

いうか、そういうレベルで、留まっていると

すれば、そこの活用にも隈界が出てくると

いうふうになると思います。そういうふう

に考えますとより多くの方々、職業集団で

あったり、様々な特技あるいは経験を持っ

ている方々も含めてネットワークをどうつ

くっていくのかというのも、実は私どもの
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大きな課題だというふうに思ってございま

して、今後はそういった点につきましては

各学校と教育委員会などが連携しながらや

っていく必要があるというふうには思って

ございます。

もう 1つ申し上げると、私どもは市内中

心部の 3中学校を統合して 1つの中学校に

しようという取り組みを今やっています

が、ここで私は例えば中学校で完結するの

ではなくて、すぐそばに東高校があるじゃ

ないかと、そういった、東高校とどういう

連携がとれるんだろうというようなこと

まで視野を広げていかなければ学校単位

で全て完結することではダメなんだと思

うんですよね。隣り合った小学校と中学校

もあれば、あるいは特別支援学校もありま

すし、高校もあります。そういったネット

ワークをまずは隣り合っているからとい

う意味だけでいっても良いんだろうと思

うんです。こんにちはといって入れるよう

な環境をどうつくっていくか、そういう教

員同士のネットワークや子どもを交えた

ネットワークづくり、こんなことも今後は

必要になってくるんじゃないかと思って

います。

笠井・お願いします。

中 西・『学力危機』の 5部ではなくて、最後の「明

日への提言」としづ冒頭に最初に書いてあ

ったと思いますけれども、北海道の、沈ん

でいく中でということを書きましたと言っ

ている中で、北海道に必要な学力であり、

北海道に必要な教育というのを考えるとい

うべきではなし、かということを提案したん

ですけれども、本当に地域に貢献するとか

という、生易しい時代ではなくなるかもし

れないわけですけれども、札幌以外のとこ

ろがどれだけ落ちぶれていくかということ

を考えれば、それは地域が無くなるかもし

れないことを防ぐために必須のことなんだ

というくらいで考えた方が良いんじゃない



かと、つまり学校の先生方もそうしづ意識

で先ほどの話ではないで、すけれども関わら

なければいけなくなるのではないかと思い

ます。その手段としてのネットワークです

けれども、今新しいメディアとしての SNS

で結構意外な繋がりができて、それで地域

を活性化しようということを、例えば道内

でも私の知っている蘭越町などはそうなん

ですけれども、そういうことをやろうとし

ているところもありますし、そういう新し

いメディアの使い方というのもあり得るの

かなと思います。

笠井:お願いします。

本 間:北海道教育大学長の本聞と申します。本当

は黙っておかなければならないんですけれ

ども一言お話しさせていただきたいんです

が、うちの学生、旭川|で随分色々な取り組

みをしていただいておりますけれども、例

えば私、札幌に住んでますと、例えば北大

の学生や北海学園の学生が色々なボランテ

ィア活動をしていると新聞に載ります。そ

のときに、うちの学生がその中に入ってい

ないときに私はものすごく悔しい思いをし

ていまして、単なる負けず嫌いということ

ではなくて、かなり悔しい思いをしていま

す。実はうちの学生諸君が小さく固まって

しまっているのかもしれないというような

感じを持っています。それはもしかしたら

私が悪いのかもしれないという反省も込め

てのことですが。

私はうちの教員に学校というフィーノレ

ドを必ず持ってほしいということをお願

いしてきました。ですから私は哲学・倫理

学を勉強してきましたけれども、哲学・倫

理学の場合でも必ずどこかの学校に行っ

て学生たちを連れて行っていれば必ず何

らかの形でどうすれば自分が勉強したも

のが学校現場で活かせるのかというのを

どこかにヒントがあるんだという話をし

てきまして、それで先生方にはかなり学校
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現場に必ずフィールドを持ってほしいと

いうことを盛んにお願いしてきたと 、その

せいかもしれないと思っています。

先ほど中西さんが松本大学のことをお

話になって地域の力に依拠して育てる人

間力と言っておりましたけれども、私は絶

対に真理だと思っていまして、我々も学生

も子どもたちも全部、地域の教育力に依拠

して人聞として育ててし、くんだと、そうい

うことがものすごく大事で、今日のお話に

ありましたように、先生方がやっぱり学生

が仕掛けていくということもあるでしょ

うけども、教員がどうやって学生を社会に

出していって色々な体験をさせるか、これ

はかなり教員が意図的に仕掛けていかな

くてはならないんだというふうに思いま

す。単位化であれ、単位化にしないであれ、

それは教員としてきちんと仕掛けていく

ということがものすごく大事だろうと。車、

も 67になりましたから、私はもう引退し

ようと、そしたらうちの家内がお父さんま

だ引退したらダメだよと。それで鷹栖町と

小さい子どもたちが待っているんだから、

あなた退職金を少しあれして本を買って

子どもたちに配って読書会やれば良いじ

ゃないですかというふうに言われてるん

ですけど、じいさん、ばあさんにもいくら

でもやることがあると思います。自分の子

どもを育てるときには自分の子どもが優

秀でなければというような気持ちはどこ

かにありますけれども、この歳になると全

然そういうことではなくて、子どもが育っ

てくれている、もっともっと広い視野で、

少々失敗しでも良いんだというくらいの

視野で子どもたちを育て られる。私もかけ

算くらいは教えられる。そういうことをそ

うやって考えていくのか、やっぱりもう 1

回どういう教員像を我々が持つのかとい

うことがまず第一に思います。

それから、もう 1回全員で大学を含めて



全ての地域の人たちの中で木当に算数を

うまく教えてくれることの他に何が必要

なのかという教員像をきちんともう 1回議

論をして、その上で旭川校の地域貢献をど

ういうふうにさらに展開していくのか、仕

掛けていくのかということを是非議論し

ていただきたいなというふうに思いまし

た。それだけです。色々なことをたくさん

勉強させていただきましたが、そこを本気

になって議論して是非いただきたいなと

いうふうにお願いしたいと思います。今日

は色々どうもありがとうございました。す

いません。

笠 井:本間学長ありがとうございました。そろそ

ろ時間になってまいりましたが、まだご発

言、お願いします。

手 塚:今年度から旭川市教育委員会と本学で協定

を結びまして学生をボランティアとして市

内の小中学校に派遣する役割を担っている

手塚と申します。今、24年度のまとめをし

ているんでございますが、まず約 60名く

らい前期後期で来てくれた学生がし、るんで

すが、まず目的は教員としての資質向上を

したい、自分に何が足りているのか、もっ

と付けないといけない力は何なのか、そう

いうのを探るために、学生ボラ ンティアと

して学校に行きたいという目的をしっかり

と持った学生諸君が来てくれています。感

想を見た中で大変嬉しく思ったんですけれ

ども、皆不安を持って学校現場に入ってお

ります。特にボランティアという立場で学

校現場の中でどういう自分は役回りをすれ

ば良いのか、どのような加担をすれば良い

のか、教育実習とは違いまして、自分で何

をするべきなのかということをわからない

ままで、非常に不安を持って行っているん

ですが、そこを意識してやっていることが

やはり行動に出るんですね。子どもとの関

わり、先生方とのコミュニケーションだと

か、そういうものを各学校の校長先生方、
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教頭先生方が非常に高く評価してください

ます。本当に来ている学生、素晴らしい力

を持って関わってくれているよと、そうい

ったことを言っていただいて大変嬉しく思

いながら帰ってくるんですけれども。

今回報告を見ますと、学生の中に回答が

ありました。自分は学校に受け入れていた

だいてありがたいという気持ちで、行って

いるけれども、学校に行くと来てくれてあ

りがとう 、そういう雰囲気で迎えてくださ

る。そういう学校を見たときに本当に自分、

教員として頑張ろう、そうしづ意識をさら

に持ったと。さらに xxxですけれども、

この学校は学力向上に向けて全校一丸と

なって頑張っている、そういう雰囲気を肌

で感じたと、そういうことを書いてくれて

いる学生もいます。わずかこの学生 10日

前後しか行っていないと思うんですが、そ

れも 1日2時間くらいです。その中でも先

生方が一生懸命子どもたちを育てるとい

う共通の目的を持ったチームとして頑張

っているという雰囲気を味わって是非自

分も教員となって頑張りたい、この厳しい

教育の中ですけれども先生として頑張っ

ていきたいんだという気持ちを新たにし

たというふうに書いてくれている学生が

います。本当に嬉しく思ったことですので、

是非この学生ボランティアは教員になろ

うという意欲を高めるものになっている

ということ、そして先生方も随分理解して

くださって、先ほど笠井先生の、大分前に

厳しい雰囲気もあったようですけれども、

今私が学校を回って歩いて 1校もございま

せん。それどころか本当に来てくれて助か

っていると、もっとたくさんよこして、特

に特別支援、それからスキー、水泳指導、

もっと学生が来てくれて、出来れば。中学

校の放課後の学習指導、それから長期休業

中の学習指導補助、もっと学生を出してき

てくださいということで頼まれています



けれども、なかなか学生さんが忙しいもの

ですから厳しいんですけれども、色々な条

件を求めながら、さらにボランティアを派

遣していけば、きっと資質を持って現場に

行ける教員を養成できるのに繋がってい

くんじゃなし、かなと実感しているところ

であります。最後に、まだ 1年目でござい

ますので2年目 3年目と頑張っていきたい

と思います。

笠 井 :本学でボラ ンティアのコーディネートをお

願いしております手塚先生のご発言でござ

いました。まだまだご質問やご意見をいた

だきたいところで、すが時間が迫っておりま

すので、最後になりますけれどもパネリス

トの方からまとめの言葉をいただきたいと

思います。武藤課長さんお願いします。

武 藤.まとめということで言われたんですけど、

せっかく本間学長からお話がありましたの

でそれに付け加えさせていただきます。も

う一度、算数をうまく教えていくためには

何が必要なのか考えてみようと、本当にと

ても重い問題提起だと思っていまして、非

常に根本的なところなのかなと思っていま

す。私この話、何度か実は本間学長と飲み

ながら、大体いつもアルコールが介在して

いるんですけども、そういう中で話してい

るときに、私、以前学長にお願いしたのは、

ポジティブリストは良いと思うんです。ど

ういう教員育てよう、どういう資質を高め

よう、これはそれですごく大事なことだと

思うんですけど、ネガティブリストもある

のかなということを、私は実務家として強

く、強く強く思っています。例えば先ほど

の地域に出てし、かない先生は、北海道教育

大学は育成しないのかというような色々な

こと、保護者とのコミュニケーション拒否、

そういうことはやらないのか、今現場の校

長先生方、教頭先生方あるいは町長のよう

な立場の方が見て、これは課題がある教員

だよというのであれば、その課題は潰して
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いくというような形の教員養成っていうの

は、全く別の角度からあっても良いのかな

っていうふうに常日頃から思っておりまし

た。

そこから少し敷街して申し上げると、例

えば学生ボラ ンティ アのことを考えたと

きに、私ひとつ個人的には重要な視点があ

ると思っていまして、要するに学びという

のはポジティブな学びもあれば、ネガティ

ブなことも学んでしまうということもあ

るのかなと思います。例えば学校に入って

いくとし寸時に、学校も様々ありますよね。

今日お集まりの校長先生、教頭先生の学校

は良いんですけれども、そうじゃない学校

だっていっぱいある。学校も様々だし教師

も様々なんだろうと、素晴らしくマネジメ

ントが出来ている学校もあれば、そうでな

い学校もあるし、教室環境ひとつとってみ

たって整理整頓も清掃も徹底されてない

ような教室だつであるし、あるいは整然と

して、われわれが教室に入って背筋が伸び

るような、そうい う場所だつであるんだと

思うんです。下駄箱の状況とか掲示物の状

況とかを見れば学校の状況って結構捉え

られるのかなと思っています。会議のやり

方ひとつとってみたって十年一日という

ような考え方のところもあれば、すごく改

革しているところもあると思 うんですね。

先生方の服装だってなんとな くだら しな

いなという学校もあれば、ピシッと校長先

生ちゃんとやっている学校だ、つであると

思っています。そういう意味で言いますと、

ある大学の先生と大学院の実習に関する

議論をしていたんですね。そしたらその先

生がとにかく大学生を、院生を現場に出せ

ばどんどん学んでくるんだというような

話があったんですが、私自身は少々ナイー

ブなのかなと思っています。良い事例から

学ぶこともあると思うんですけれども、そ

うでない事例というか、ある種ネガティブ
ι. 



なものですと、こういったものを学校って

こういうものなんだぞというふうに覚え

てしまう、そういう側面があるのかなって

思うんです。それぞれの学校で色々な課題

がありますし、例えば社会教育だ、って色々

な課題があるんだろうと思うんですけれ

ども、是非その学校を見る視点というか、

学校の課題を見る視点というのを含めて、

これは我々も含めてですけれども、学生に

ある程度前もって教えていくと、その上で

現場に出てもらって良いものから学んで、

悪いものは批判的に見ながら、自らが主体

的な改善者になっていくということが大

事なのかなと思います。そ ういう意味で言

いますと、最後に申し上げるにしてはネガ

ティブなんですけれども、少し多角的に教

育委員会と大学とで一緒になってこの問

題というのは考えていって、もう少しお互

いで、頑張ってデザインをしていくという

ことが大事なのかなというふうに思って

おります。以上です。

笠 井:ありがとうございました。小池教育長さん

お願いします。

小 池:私、学校教育部長時代もそうでしたし、教

育長になってからもそうですけれども、毎

年春の教員の人事異動が終わって、ひと月

たった頃、落ち着いた頃に全学校を訪問さ

せていただいております。そのときに校長

先生、教頭先生ともお話をして色々な課題

があるかないかということをやるんですけ

れども、ただ、学校に入った途端に先ほど武

藤課長も言いましたが、わかるものがある

んですよね。雰囲気なんです。生徒あるい

は児童がおはようございますと誰彼かまわ

ず来客者に挨拶をする、そういう学校もあ

れば、そちらの振りとは言いませんけれど

も、こちらから声をかけない限り挨拶をし

ない学校もあるんですね。色々な意味で各

学校の雰囲気あるいは校長先生をはじめと

する教師集団の力というのをまざまざと見
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せつけられるような思いをすることがない

わけじゃないんです。そういった意味で引

き続き管理職になられている校長先生、教

頭先生がしっかりとしたリーダーシップを

創り、学校全体が一丸となって何かに向か

つて取り組んでいるという雰囲気を外側か

ら来た人間にもわかるようにしていただけ

ればありがたいなというふうに思っていま

す。

そういったときに、先ほど手塚先生がお

っしゃっていましたが、よく来てくれたと

いう、学生ボラ ンティアの皆さんに対して

よく来てく れたという雰囲気が出ていれ

ば、この学生ボランティアの皆さんももう

1回来よ うとい う思いにだってなるはずだ

と私は思うんです。そして先ほど冒頭のと

きに言いましたけれども、教師という職業

集団の中で自らをどう磨いていくのかと

いう事柄についても、いくつかの気づきが

できるはずだと思います。そういった点に

ついて引き続き私の方も考えてし、かなく

てはならないと思いますが、各学校あるい

は教育大学の立場でも考えていただけれ

ばなというふうに思ってございます。

もう 1つ学力の問題だけ触れさせていた

だきますが、先ほど来、北海道の学力が低

いということについての危機意識は私も

持っています。ただこれは学校が 24時間

子どもたちを拘束できるわけではないと

いうことだと思います。そのためには何が

必要かというと、規則正しい生活習慣、こ

ういったことを根づかせるということが

大事だろうと思っています。一定程度の必

要な量の宿題を出すことも大事でしょう

し、放課後の補習授業も必要でしょうし、

あるいは長期休業中の補習授業も必要だ

ろうというふうに思いますが、根源的なも

のは生活習慣にあるんだと私は思います。

そういった意味で学校と保護者がどれだ

け強い紳というか、信頼関係を持てるかと



いうことにかかっているというふうに思

います。ですから単に教師が授業を教える

ということをいえば、技術屋という立場で

はなくて、やはり人間力を持った総合的な

立場で、その家庭との粋を強めて、そして

その子どもに対する生活習慣を根づかせ

ていくと、これは繰り返しやっていく以外

に私は方法はないんだろうと、即効性のあ

ることはないと思ってございます。そうい

った問題意識を学生の皆さんがボランテ

ィア活動などを通じながら今、学校現場で

は何が求められているのか、どんな動きを

しているのかというようなことやトータ

ルで、将来における子どもたちに対して、ど

う自分たちで責任を果たしていけるかと

いったようなことについても考える機会

にしていただければありがたいというふ

うに思っています。以上です。

笠 井:ありがとうございました。では中西委員さ

んよろしくお願いします。

中 西:もう時間もないようなので一言だけ。結局、

地域連携、地域貢献を学生時代に経験した

学生さんが、その多くは先生になるわけで

すが、そうすればそういう人たちが学校現

場をまた大学が受け入れやすいプラスの循

環というのをつくっていけば、より広がり

が持てるんじゃなし、かと思いますので、そ

うし、う意味で大学の役割は大きいというふ

うに思います。以上です。

笠 井:八重樫副学長お願いします。

八重樫:私からは立場を変えまして、パネリストの

皆さん、そしてフロアにいる皆さんをお迎

えする立場から一言申し上げたいと思いま

す。私は大学の発信力というのは今まで欠

けていたと、この本を出版しまして、そう

いう機会も、こういうシンポジウムも開催

させていただきまして、感謝させていただ

きますけれども、やはり改めて大学が何を

成すのかということを皆さんになるべくお

知らせするようにして、それが地域との信
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頼をつくることにもなりますし、お互いに

立場を知り、そういう関係づくりに何が基

になるか、今までの私どもの発信力はまだ

まだなんだなと思いながら、今日伺ったこ

とを今後の参考にしていきたいというふう

に思います。どうもありがとうございまし

た。

笠 井:今日のこの休日の午後のお時間の中で本学

と、それから地域の自治体それから教育委

員会、小中高等学校等の教師の方の信頼関

係が、これを基にこれからより一層、強固

なものになっていくのではないかと思いま

した。パネリストの方そして会場の皆さん、

貴重なご意見非常にありがとうございまし

た。以上でパネノレデ、イスカッションを閉じ

させていただきます。ありがとうございま

した。

小 出・ありがとうございました。刺激的な御時間

をいただきました。パネリストの皆さま方

ご答弁いただきありがとうございます。拍

手でお願いいたします。それでは本学の理

事であります蛇穴治夫先生から閉会のご挨

拶をいただきたいと思います。

蛇 穴:本日ご参加の皆さま年度末のお忙しい中に

も関わらずたくさん足を運んでいただきま

して、また意見をいただきまして大変あり

がとうございました。それからパネリスト

の方々はまさに第一線で働いている方ばか

りで、非常に有意義なディスカッションが

できたなというふうに感じております。あ

まり時聞がないのですが一言だけ述べさせ

ていただきまして。

今日ここにタイトルがあるわけですが、

パンフレットには副題がついておりまし

た。地域が大学を育て、大学が地域を育て

る新しい関係づくりの可能性と書いてあ

るんですね。パンフレットをいただきまし

て私なりにちょっと色々なことを考えま

した。今、大学が地域に対してなんだかん

だサービスを提供するとか、あるいは何ら



かのお手伝いをするというだけではなく、

またこのパンフレットの中にもあります

が、地域のニーズに応じ提供し、地域の活

性化に貢献するという将来的なことに留

まらず、実は今、国が進めようとしている

大学改革そのものといいますか、それと非

常に密接に絡んでいるなということをこ

の副題から感じ取りました。つまり地域の

現実的な課題を直視した研究、これを大学

が組織的にやっていくということです。こ

れまでは個人の先生方が本当に様々な研

究をされていたと思いますが、もっと組織

的になされなければならないと思ったと 1

つは。今日の話でいえば学力問題というの

が教育に絡んでいる。まさに地域の課題と

して大きな課題なんだろうと思います。

それからもう 1つは、学生教育の中に地

域の現実的な課題を取り入れて、それの解

決を狙った授業、アクティブ・ラーニング

とか、あるいは課題解決型の授業、まさに

今、教育の質的転換を図ろうとしている中

で、そういうような教育をする、それによ

って学生が実際に自分の周りにある課題

を感じ取り、その解決に対して自分たちは

いったい何が出来るのかということを実

践的に学んで、いくというようなことです。

これはまさに教育と研究の改革というこ

とに繋がっていきまして、現在、国が進め

ようとしている大学改革の本筋にあたっ

てくるんだなというふうに思いました。ま

た今日の話を聞いていましでも、まさに第

3の使命としての地域貢献という言葉もあ

りますけれども、結局のところ、話された

内容を言ってしまえば、教育と研究の話に

終始していたと思います。ですので今日の

地域貢献あるいは地域連携というものの

シンポジウムを通して大学人は大学人と

して中華々なことをf足えることがで、きたし、

それから地域の方々も大学に対して今後

どのような関係を結んでいくべきなのか

26 

と、地域が一体化して人を育ていくという

意味で、どういうようなことをこれからや

っていかなければならないのかというこ

との示唆がたくさんの話の中に散りばめ

られていたなというように感じておりま

した。ちょっと話が長くなって申し訳あり

ませんでしたが、今日のこの機会を有意義

なものにして今後益々我が大学は地域の

ための大学として遁進していきたいと思

っておりますのでよろしくお願いいたし

ます。今日は本当にありがとうございまし

た。

小 出:ありがとうございました。先ほどの角先生

の話の中で詳しくは本をお読みくださいと

いうことで、決して宣伝ではございません

が本が入口のところに置いてございます。

ちょっと手に取ってご覧いただければと思

いますが、出来立て刷り上がりほやほやの

ものを協同出版さんが旭川市内のコーチャ

ンフォーと ジュンク堂さんに持ってきてい

ただいております。お買い求めいただいて、

それを読んでご意見をいただけるとありが

たいというふうに思っております。以上を

もちまして本日のプログラムは全て終了い

たしました。足元の緩い中で、すがお気をつ

けてお帰りいただければと思います。誠に

ありがとうございました。
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ex.教育実習も「広義のJ地域述携

。基本的には、 1事業単位で著しい不均衡がないようにすべき

*すべての地域連携において学生の主体性(あるいは学生の参
加)を確保できるわけではない

時事業の性質に応じて変化するものと考えるべき

べきである

=キ付随的に地域連携が期待できる程度のものは

「地域連携の単位化Jに位置付けるべきではない

*充実した地域連携は、「単年度Jの取り組みでは困難である

=今学生水準での蓄積が地域連携を高度化する

司旭川校における一部の「ゼミ活動Jは効果を発揮した

牛歩ゼミ活動の「温度差J:不公平感の温床?

*(どのような形であれ)大学の地域連携の成否は大学教員の

意識・自覚・使命感にかかっている?

::::)FDなどを通じた教員の意識改革も必要



*教科(or'教員の専門分野)

。各教科・各教員が同レベルで地域連携に関わることの難しさ

→教員聞の意識の差も影響

*学生にとって、地域連携から得られるものは、スキルだけではな

く、教員という職業に対するより深い理解・教員コミュニティの中
の雰囲気(文化)への理解など、多様である

~~即戦力』を求める社会の要請にも合致?

*大学にとって、

司いかにして(すれば)

極大化するか(できるか)、は大学のマネジメントが重要

合ステイクホルダー同土砂情報の共有をL、かに図るか?

=今情報が共有されることでさらに可能性が拓かれる
ex.育袋小学校ボランティア

当事業も、本来はやりっぱなしではなく、振り返りの時間

などがあることが理想と思われる

=今適切な情報発信が図られていれば、

そこから新たな芽が出る可能a陸も

凶。

=キ(学生も含めて)誰が、

=ー連携であ;s以上それぞれに責任はあるが、

最低限のリスクマネジメントは必要

当センター機能はその解答のひとつになり得るか?

キ窓口の一本化・情報の一元化に寄与

→専門家の配置(あるいは養成も合めて)の必要性?

オ大学と地域の聞の成果・目的・意識の差をどのように埋めるか?

司互恵的関係・互酬的規範はいかiこして成立するのか?

=今'winwin' or 'give and take'7 

→(前者が;段通だが)そもそもこの差を解消する必要があるか?
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地域連携の先に見えるもの
地域が大学を育て、大学が地域を育てる新しい関係づくりの可能性

大学は教育と研究を本来的な使命としています。しかし、今日、

「第三の使命Jとして、より直接的な社会貢献が求められています。

本学においても、その人的、物的、学術的資源を地域のニーズに応

じて提供し、地岐の活性化に貢献するために積綴的な地域連携を進

めてまいりました。とれまで 3回の地主主連携フォーラムを開催し、

その成果として『地域連携と学生の学び』を出版しました。

そζで、今後新たな一歩を踏み出すために、とれからの地主主連携

の在り方について考えていきます。

平成25年

3月23日(土)
14: 00"'16:∞(受付13:30) 

園田園田園園田開IMI零置理E・E・-
『地域連携と学生の学び』

北海道教育大学旭川校准教授 角一典

園沼田R司E理k'ß~P 圃圃圃

武蔵 久慶
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