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（２） 北海道教育大学旭川校生涯学習教育研究センター訪問調査

2001年7月25日 14：00～16：00

北海道教育大学 山形 積治 氏

北海道教育大学 谷古宇 尚 氏

北海道教育大学 内田 和浩 氏

訪問者 相川・姉崎・上田・久野・佐藤・谷・平島

布上

センターの創設から現在まで

山形 近年、より高度で多面的な教育を受けたいとす

る国民の生涯学習ニーズは高まっております。公

開講座など大学における生涯学習機会の提供、

生涯学習システムやそのカリキュラムの開発が急

がれ、また地域からの要望も強くなってきておりま

す。このことに対して、これまで個々の教官が地域

のニーズに対応しておりましたが、ニーズの高まり

とともに、個人では対応しきれない部分が多くなっ

てないりました。すなわち、大学が組織として対応

しなければならない状況が起こってきたわけで

す。

本学旭川校では、大学として地域のニーズに

対応することが急務の課題であると受け止め、平

成 9 年 4 月の分校教授会で「北海道教育大学旭

川校生涯学習教育研究センター(学内措置センタ

ー)」の設置を決定し旭川校の組織として、大学開

放、地域ニーズの掘り起こし、講師派遣などの事

業を展開してきました。例として、市民教養講座、

明日の福祉を開くリカレント土曜講座、市民と学

生の交流シンポジウム「チャパツと親父の世代感

（平成 10 年）」、センター紀要の発行（平成 9 ・ 10

・ 11 年）、プロジェクト組織による研究調査、など

を精力的に展開してきました。

これらの積み重ねの上に、平成 12 年 4 月に

「北海道教育大学生涯学習教育研究センター」を

共同利用施設として新設されました。これが現在

のセンターであります。センターの専任職員として

は、教授 1 、助教授 1 、パートタイム事務職員 1

で、現在のセンター長は旭川校の教官が当たっ

ております。

センターには、研究員組織があり、僅かではあ

るが個人に対して研究費の配分を行っておりま

す。 1 件 10 万円程度で公募しております。昨年

は、 13 件の公募を行い、平成 13 年度(今年)は、

17 件の公募を終えました。

研究費を配分して、研究の推進と紀要の充実

をしていこうということをやっております。どの人に

どれぐらい研究費があたるかの連絡だとか、出前

講座の様子であるとか、研究大会の様子を皆さん

に知っていただくように、 1 年に 2 回センターニュ

ースを編集・発行しています。まだ、平成 13 年度

については編集していませんが、 10 月迄に今年

度の第 1 号、通番 3 号を出したいと思っていま

す。

それから、センターはどういう位置づけにあるか

ということですが、私どものセンターは、生涯学習

研究企画部門、生涯学習推進部門、大学開放推

進事業部門、教育実践推進部門の四つの部門か

らなりたっています。四つ部門がありますが、専任

スタッフは 2 人しかいないので、誰がどこの部門と

いう分担にはなっていません。概算要求で 4 人に

してほしいということで、継続して要求は出してい

ますが、なかなか定員増は難しく、たぶん大学の

再編があったときに何とか考慮されるのではない

かということで、継続して定員増を要求していま

す。それから、各分校に分室組織があり、この組

織で全道をカバーする運営をしています。

資料にあります「ここがヘンだよ大学生！」という

のは、旭川校センターがまだ無認可のセンターで

あったときに、学生と市民とが、本音で語り合うと

いうシンポジウムを行って、あとで懇親交流会をも

ちました。学生も大変に盛り上がりを見せました。

旭川ライオンズクラブの協力を得て実施した企画

です。面白い、継続したい、という意見も多かった

です。

以上、当方で用意した資料と若干の経緯につ

いて説明しました。

姉崎 どうもありがとうございました。センター誕生、そ

れ以降の動きについて教えていただきました。

（２） 北海道教育大学旭川校



- 74 -

私は、埼玉大学で教員養成課程の新課程の状

況を体験したことがありますが、北海道教育大の

場合、 5 分校あって、生涯学習教育研究センター

については、旭川は先行する努力をされて、ここ

までこられたわけです。この研究センターは全学

のセンターですが、旭川につくられた、そこが関

心の一つでもあります。

教員養成大学の全体のあり方との関係で、例え

ば、北海道教育大は卒業生の就職率が比較的高

い大学の一つとうかがいましたが、その上で、新

課程をつくるときの、教員養成とゼロ免課程との間

での問題とか内部議論とかがあれば、最初におう

かがいし、その上で、生涯学習機能としてこの教

育研究センターが地域にどうかかわっていかれよ

うとされているのかをお聞きしたいと思います。

山形 経緯の三番目のところですが、平成 11 年にゼ

ロ免課程が 80 名だったものを、教員採用がます

ます厳しくなるという見込みで、生涯教育課程、地

域環境教育課程、芸術文化課程を新設し、この 3

課程と教員養成課程で半々に学生を振り分けた

という経緯があります。ゼロ免 3 課程で 140 、教員

養成 150 ということです。

大学の教員もはっきり担当を分けています。私

は、本当は物理が主たるところですけれども、新

課程の生涯教育課程では福祉を兼任していて、

両方のわらじを履かされているわけです。学生も

入学試験の方法も全く違うんです。

例えば、私が担当している生活健康コース（現

在は健康福祉）の状況だと、センター試験はいず

れかの科目の中で 3 科目、点数の高いものを学

生に指定してもらって、その合計点と面接点とで

合格者を決めます。他のコースでもいろいろな入

試の仕方を工夫しています。新しい考えの学生を

入学させ、教員養成の枠から離れた大学教育を

しようと努力しています。ところが、かなりの学生

は、教員になりたいと思っているようです。教官は

割り切ってやろうということになっていますが、教

員養成をどこかで引きずっているのですね。

地域環境教育課程では理科の免許がとれるの

ですが、昨日、私が物理学概論の授業で「あなた

は教員になりたいか」と聞くと、 7 割が「教員になり

たい」という回答でした。なぜ教員養成課程に入

ってこなかったのか、と言いたくなる状況もありま

す。芸術文化課程だとほとんど 100 ％。生涯教育

課程でもあまり変わらないのではないでしょうか。

健康福祉では社会福祉士の受験資格をとらせる

という大方針で教育しており、ここの学生はあまり

教員のことが頭にないようです。他方、コミュニティ

計画コースは教員か公務員。教育体制をかなりは

っきり分けて指導しないと、教員養成に流されて

いく可能性があるように思います。地域環境の場

合は、理科の先生がほとんど担当していますが、

履修の状況として、学校教員養成課程、地域環

境課程の双方の学生が所属ゼミもあります。やっ

てることは同じなんですね。そうすると、新課程の

学生も教員免許をとりたいと思うんじゃないですか

ね。もう少し目的をはっきりしないと、教員養成課

程の方には入れなかったから他の課程に入って、

教員の免許を取って教員になろう、というような意

識をもつことになるのではないでしょうか。

多分うちだけでなくて、他の大学でも似たような

状況にあるのではないかと思います。

センターの地域貢献

姉崎 実際にセンターが発足してから、センターの中

では地域社会への貢献の問題をどのように考え

ておられるのでしょうか。

山形 それは、出前講座ということで地域サービスを

行っています。旭川とか名寄とか大学が地元にあ

るところの住民は、大学が事業を組めば地元で参

加できるけど、そうでないところでも住民に高等教

育に触れてほしいと考えて、出前講座を計画して

います。昨年は 1 回、常呂町で出前講座を行い

ました。そうしますと、町長や教育長や常呂町の

住民等も 50 人ぐらい集まりました。講演を二つ夜

間開講で行いました。その後、センターから修了

証書を渡したら、意外と喜ばれまして、ある意味で

は形式というものも必要かな、と思いました。

もう一つ、地域への貢献としては、内田助教授

にも一生懸命やってもらっていますけど、各地域

での生涯学習振興に対する審議会とか、研究会

とかがありますが、その委員には積極的になって

もらって、そこの中で活躍してもらっています。あ

第２章 資料編

２－１ 大学調査のヒアリング記録
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と、何か地域に対してセンターが貢献しているも

のがあれば補足してください。

内田 例えば、自治体がやっている講座の講師があり

ます。このあいだは「男女共同参画」とか、社教主

事の研修関係のもやりました。

姉崎 委員、個人としての貢献はもちろん、職務とし

てされた上で、昨日も名寄で出ましたけれども、市

町村なんかの連携性を強めようということで、そこ

で問題になったことを研究課題として受け止め

て、委嘱研究や調査を大学の機能として独自に

果たしていく、というようなことはいかがでしょうか。

内田 個人のレベルでは計画づくりに関わったりする

のはありますが、まだですね。

山形 毎年 1 回開催している北海道教育大学研究大

会の中で、あるいは単独で、センターとして地域

で講演会を行っています。これは全国的に活躍し

ている有名な方を格安でお呼びして、地域の文

化向上に努めています。この間は旭川の美術館

を借りて、谷古宇教授が担当し、美術に関する講

演会をもちました。

市民感覚として、大学は敷居が高い、敷居を低

くしたとか開放したとか言うけれども、まだ、奥座敷

を見せてないと言われる。奥座敷まで市民を入れ

るような開放をしていかないと本当の大学開放で

はないと思います。そういうとりくみをセンターとし

てやっていきたいと思っています。

ゼロ免課程の学生の進路

姉崎 話を元に戻すようで恐縮ですが、ゼロ免課程が

あっても、第二教員養成課程的側面が残っている

という問題ですけれども、実際、改組する前も、比

較的、教員になっていく率は高かったですよね。

ゼロ免でも、実際には教員になれることはあるの

でしょうか。

山形 今はあんまりないですね、免許をとるだけです

ね。なりたいといって必死にがんばりますけれど

も、もともと教員養成課程の合格率が 30 ％前後、

その中に食い込むということは難しいことのようで

す。学生たちには、教員になる期待をもつと難し

い問題に直面する場合がある、と説いています。

なぜかというと、就職活動の頃に実習や採用試験

があったりする。採用試験の発表も 10 月。その

間、期待しても、結果は教員になれない場合がほ

とんどです。そういった面では、学生の期待が強

すぎる、ということは学生自身の問題としてはあ

る。

もともと文部省は、「ゼロ免課程の学生には免

許をとらせるな」という指導をしてきた。でも、あると

きから、「課程申請をしないと認可しない」という逆

の方向に変わったのです。教員免許の開放制か

らもやむをえなかったのでしょうが。

姉崎 入口と出口の問題だと、入口の段階で、例えば

埼玉大の時、ゼロ免をつくったときは、初期の 1

期生、 2 期生は意識の高い学生がいましたが、定

着してくると、埼玉では、一応、教員養成とは違う

が、自分の道の切り開き方ではかなり苦労すると

いう問題があるんですが、ゼロ免の 140 人の学生

は教師にならないとすればどんなところに就職さ

れているのでしょうか。

山形 ここにデータがありますが、公務員希望が多い

ようです。人数が少ないとき（ 1996 年の改組の時

点）はなれる確率も高かったのですが、今は難し

いと思います。

内田 まだ、新課程の卒業者は出ていない。印象とし

ては 40 数％の半分ぐらいが正規採用。下手した

ら臨時の方が多いかな。

山形 こんなによくないですよ。大変です。

内田 今年の生涯教育課程は 2 人ぐらい。

山形 公務員希望が多いです。

姉崎 生涯教育課程は 2 割いますよ。民間が 3 割ぐ

らい。無就職が 36 ％。 3 月（卒業時）の段階です

よね。

内田 新課程が新たな職を開拓しているかといえば

…

山形 公務員希望が多いんですよ。

姉崎 北海道は公務員志望が多いですよね。

上田 そういう状況の中で、教育大が生涯教育課程

などを最初につくってから 12 ～ 3 年。今の新しい

課程は卒業生出してないけど、これまで出ている

学生も含めてどういう人たちを養成したくてつくっ

た課程なんですか。

山形 最初（ 1989 年改組）の健康科学課程では、生

涯スポーツコースでは、体育の先生が足りないと
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いう状況が一時期ありまして、卒業生に教員免許

を持たせれば先生になっていくだろう、という予想

があったんです。

上田 でも、ゼロ免課程ですから教職をとらないという

前提で、つくっている課程ですよね。

山形 ここは、最初から免許をとらせるという方向で、

担当者がこだわっていました。

内田 「とらないという前提」ではなく、「とらなくても卒

業できる」。ほとんどとっているんです。

姉崎 全国的にスポーツ系は大体そうですね。

山形 あと、健康科学では福祉ということを最初から目

的にしておりました。福祉施設に行く卒業生がか

なり多かった。このころはまだ就職がよかったです

から、一般企業にもわりと苦労なく入っていった。

姉崎 先ほど、社会福祉士の受験資格がとれるという

お話でしたが、埼玉もでしたが、かなり優秀な学

生が来て、あるいは結果的に、自治体の就職のと

きも私学に勝っていくということがあったりして、意

外と穴場というか、福祉系でしかかつては厚生省

は認めなかった中で、教員養成系で社会福祉と

いうのは、ある意味では重要な道を開いたという

ふうに埼玉大ではそういうような評価をしたんです

けれども。ここもそうですか、卒業されてその分野

にはかなり進出されているのでしょうか。

山形 社会福祉士の資格がとれるようになってから入

った学生はまだ 3 年生なんです。学生はやっぱり

相当違いますね。よく勉強しますし、かなり高得点

とらないと入学できないですね。

姉崎 首都圏で、あるとき一定の比率で公務員の福

祉分野で埼玉大が占めたことがあり、そういうこと

が学生に伝わると、またそういう人が入学希望をし

たりするとか。

山形 今では、健康福祉コースには全国から集まりま

すね。道内の私大で先にやってたところもありまし

て、現状では競争の関係にあります。私大を希望

した学生たちの多くは、両方受かる学生もいます

から、面接などで「両方受かったらどうするの？」と

聞きますと、「両方受かったら必ずこっち来ます」と

断言します。経済状態の悪化によって国立への

志望が高くなっている、と思うことはあります。そう

いう面では優秀な学生が集まりますね。

姉崎 生涯スポーツの場合は、教員免許と同時に入

試のやり方で、運動種目やその他に強い学生が

入るケースがありますね。普通の保健体育の場合

よりも入りやすいことはないんでしょうか。

山形 例えば、県大会とか記録を持っている人は優

先的に入れる。そうすると実技の点数が高くなりま

すから、センターの 3 科目と実技の合計で入れる

わけです。どうしても実技を評価しないと、教員養

成と同じ事をしていたのでは、特色が出ないと思う

んですね。あと、推薦入試では各コースの定員の

30 ％を面接だけで入学させる制度も併用してい

ます。

ゼロ免課程の特色を出す困難と努力

谷 ゼロ免課程でも実際には、教員志望者が多か

ったりして、ゼロ免課程なのか教員養成課程か分

からないというか、ゼロ免課程の特色を本当に出

せているのかという課題があると思うのですが。

山形 私が日頃接する学生で、ゼロ免の課程では生

涯教育課程の中の健康福祉コースの学生と地域

環境の学生がいるんですけれども、地域環境の

学生の講義というのは、ほとんど教員養成の理科

の学生と同じなんですよ。独特の科目は 4 割ぐら

いで。

入ってきたとたんに、物理学概論とか化学概論

とかがありますが、教員養成の学生と同じになるん

です。分離して講義を行えばよいのですが、少な

いスタッフで授業をやらないといけなくなるというこ

とで、共通部分のところは一緒にやるわけです。

どうしても、そういう状況で教育すると、地域環境

をやろうと思って入ってきても、教員養成と混合で

やられると、意識が薄まるというか、教育する方に

も問題があります。

本当ならば、分けてやればいいんですが、その

ためには、スタッフは今の 2 倍ぐらいはいないと、

大学としては対応できないですね。教員養成の卒

業論文と地域環境の卒業論文は全然別になりま

すから、 4 年生ぐらいになると、ある意味が別れま

す。 1 年から 3 年まではかなり混合して講義をとり

ますね。また、生涯スポーツも体育と混ざります

ね。生活情報は数学と混ざっている。健康福祉は

だいたい単独でやっているので、意識は高いで
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すね。どうしても、合同で教育してしまうと、教える

方の先生も特化した方向にいけないので、両方に

合わせるようにやりますから。スタッフが少ない中

で、課程が錯綜していますから、先生方も過重負

担になるという問題はある。教育が行き届かないと

か、色々な弊害も出てきているでしょうね。

上田 今おっしゃったうちの、ゼロ免と教員養成、例え

ば、地域環境と教員養成は、逆に言えば 4 割は

違うと。それぞれの特質が出てくるということでしょ

うが、生涯教育の 4 割の方の特徴はどういうもの

なんですか。

山形 地域環境の場合ですね、教員免許の単位にな

らないような開設科目がありますから。地域環境

論、地域環境調査法、地域環境実験だとかがある

んです。

上田 それは、地域環境を研究する人間を養成して

いくということですか。

山形 そうです。地域環境課程は理系の位置づけで

すから、いわゆる社会系の環境ではなくて、環境

を自然科学の立場で捉える教育をしています。

姉崎 資格の関係でいうと、今まで教員養成系は就

職のみということであったんですけれど、ゼロ免は

色々多様なコースになり、免許はとらなくてもいい

し、負担を軽減しながら、逆に新しい資格への対

応という点で、積極的に環境部門の NPO だとか、

色々なコーディネーターだとか、そのへんの後押

しは、大学ではどんなことをされているんでしょう

か。

山形 各コースに任されているんです。卒業生にどう

いう資格をとらせるかというのは、グループの教官

が自ら考えて、大学に提案する、ということにな

る。

例えば、私が兼務している健康福祉のところで

は、社会福祉士の受験資格を出すことを決断した

のです。卒業生を毎年 20 人出し続け、いずれ就

職がなくなるのは目に見えています。社会福祉士

の受験資格がある在学中に資格をとらせて、就職

を有利にしようという、まあ、グループの中の内発

的な発想で準備がすすめられました。そうすると、

今度は厚生省との関係が出てきますから、厚生省

に認可してもらわなければならない、その場合に

先生を 3 人指定しなければならない、誰にする

か、そのためにどういう支援をわれわれがすれば

よいか、そういうことは担当者で考えないといけま

せん。

姉崎 そういう場合は、スタッフも教員養成系とは別の

出身のスタッフ、発想が入ってきて、ちょっとは面

白くはなりますね。

山形 健康福祉で中心になったのは、もともと体育系

の人ですけれども、医学部で助手をやっていた人

が中心になって動いて、社会福祉士の受験資格

をとらせるようにしていったんです。

姉崎 地域環境では、そこまではいっていないのでし

ょうか。

山形 まだですね。

姉崎 芸術文化の場合はどういうふうになっています

でしょうか。

山形 芸術文化の場合、音楽と美術があるんです。

音楽の場合には、音楽療法というようなことをうた

い文句にしているんですけれども、では、音楽療

法の先生がいるかというと、専門のスタッフは今の

ところおりません。熱心な学生の何人かは、健康

福祉の方の障害者福祉等の講義をとって、資質

の向上に努力している者もおります。看板は出し

ても内実がないという場合も多いようです。美術は

どうなっているんですか？

谷古宇 今まで新課程と教員養成課程がかなり融合

していると言ってましたが、芸術文化コースの美術

は完全に分かれています。

芸術文化コースは 4 人実技の先生がいて、他

に美術史担当の私が 1 人います。美術史は実技

ではなく勉強が中心になります。美術館の学芸員

は美術史出身者が中心となっていますが、現在

では教育普及が大事になっています。これには今

まで美大を出た実技系の人も携わってきました。

展覧会カタログの翻訳などできなくてもいいわけ

です。新課程の学生にはこういったことも考えてほ

しいなと思います。

新課程の美術は実技だけで支えられている面

が強いのですが、これからは今まで暖昧に行われ

てきた教育普及の方に行く人たちの受け皿になる

のも良いかもしれません。実技の学生たちは美術

に非常に執着があるし熱心なので、作家になるの

は大変なことですし、こういった方向も選択肢の一
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つではないでしょうか。

音楽の方はちょっと難しいかもしれないですけ

れども、美術の方ですと新課程的な特色を出せる

かもしれない。教員養成課程で美術を選ぶ人は、

小学校で国語を教えるための勉強もしないといけ

ないし、美術はほんの一部なんですよ。新課程の

美術では、美術と教育普及を併せて考えることが

大事なことだと思います。

学芸員の資格ももって公務員になってほしいと

いうのもあるんですよね。学芸員の専門性というの

は非常に高度といいますか、イタリア語ができたり

とか、フランス語ができたりしないといけないという

大変な面もあるので。美術館で教育普及をしてい

くのも大事ですけれども、役所に入って、学校教

育ではない教育に関わる可能性というのは非常

に開かれていると思ってます。

姉崎 実際、そういうふうに入っておられるのでしょう

か。

谷古宇 いえ、まだ、 3 年生が最初の学年なんです

けれども、教員志望が非常に強い。今の 2 年生

はかなりり違うようです。 3 ・ 4 年といくうちに、他

の方向も考えてほしいと思います。

姉崎 学芸員はけっこう資格をとっていくんだけれど

も、実際は就職が難しいですね。

谷古宇 実際は、美術史からとりますからね。教育普

及だったらかなり開けてますので。教育学部から

教育普及関係の人はとるんだと断言している美術

館の人も多いですし。研究系ですと、どうしても自

分の好きな勉強をしていればいいという学芸員も

多くて、教育普及に消極的になりがちです。やは

り、人に語りかけられるようなことも大事です。新課

程では、社会教育、多少そっちの方向を向くのも

必要で、ポジティブなことだと思います。

姉崎 そうですね、自分が打ち出せるものがあるとい

いですね。北大でも、農学部や理学部出身の方

が道内の博物館などには多いようです。そういう

人たちは自分の売るもの、専門性を持ってやって

ますね。教育学部でも従来の教員養成でない形

で、しかも、実際の市場ではほとんど大学院卒が

専門の方ではそうなので、そうではない形で、今

言われた部分は大事な点ですね。

谷古宇 北大とかだと、研究系の大学ですので、専門

家養成が強いでしょうけれども、こうした大学で理

科も一生懸命勉強し、社会教育にも関心を持つ、

という方向もあるのではないかと。

姉崎 楽しみですね。 3 年生が卒業する時には。

山形 今まで教員養成では、理科ならいわゆるピーク

制をとり、物理を中心に学べばよかったんですけ

れども、それがワッと間口を広げて、底を浅くしバ

ラエティに富んだカリキュラムに変更された。文部

省は間口を広げ、バラエティに富んだ科目を履修

させると優秀な教員が育つと考えているようです

が、全く逆効果で、学生の頭の中ではインテグレ

ーションできず、パニック状態にあり、間口を広げ

た教育効果はあまりあがらないのではないかとい

う感じはしますね。また、指導する方にも、専門外

のことをやらざるを得なくなり、大きな矛盾と無理

があるようです。

上田 多分これからの時代は一つだけでは生きてい

けない時代になるでしょうね。そのために、先駆的

なことをされているんでしょうし、可能性をすごく秘

めていると思うんですけれども。

山形 それは、若い人はね、色んなことをやればいい

んですけれども。例えば、理論物理学をコツコツ

20 年もね、やってきた人にね、「はい、あなた、明

日から福祉をやりなさい」。こういう話ですからね。

姉崎 全国的にそうなんです。教育改革の上でゼロ

免課程をやったときも、そこに当てはまるかどうか

ですね。フィットする場合と、多少近いけれどもい

くらか専門をシフトしなければならないという場合

―新採用の場合は別なんですけれども―き

しみが全国的にあったりしますね。逆の場合、効

用があるとすれば、視野が広がるということでしょう

か。

上田 今まで専門を見ていたものが、これで視野が広

がったとか、逆にこれ以上手を広げられない現状

としてこれは無理だから、それをコーディネートで

きる事務職員、教員のコーディネーターというよう

な立場の方はいらっしゃらないんですか。

山形 どういうことですか。

上田 計画を総括して考える方がいれば、ということで

す。例えば、私大だと、教員にお願いすると無理

が生じると思うんです。今までの研究に、さらに新

しいものを考えていくのは、新しい視野が必要で
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す。融合させる何かを見つけるコーディネーター、

私大の場合はそれを事務職員がやる。

山形 今のところはないですね。将来構想検討委員

会がありますけど。今のところそこまで検討するよ

うに手は回っていない。本当は将来検討ですか

ら、どういうスタッフを集めるか、ということをやるの

が本当ですよ、でも、手が回っていないですね。

教育大の場合、本部があって五つ分校がある。

本部にはけっこう事務官がいるけれども、分校に

はあまりまわってこなくなる。今の様子を見ると、分

校の事務官は、そういうことをゆっくり考えるという

雰囲気がないですね。つねにガタガタしている状

態です。また、教官も会議に振り回され、国立は

そんな状況なんですよ。

上田 大変ですね。もう一つ、社会人の受け入れは推

進されているんですか。

山形 コミュニティ計画はそれなりに入っていますね。

それをいろいろなコースに広げていきたいというの

はあります。たぶん、社会人で入学する人は相当

期待を持っている。でも、先生は、あるときはこっ

ち、あるときはあっちと、腰を入れた指導がなけれ

ば、不満が出るのではないですかね。期待が裏

切られる状況もあると思います。

姉崎 北大も留学生対応はしているけども、社会人対

応はしていないと責められていますね。

上田 入学後に、教職からゼロ免等に移るような転部

はできるんですか。

山形 できません。例えば、教員養成課程に入ってき

て、理科から家庭に移るようなことはできます。早

いうちでないと、 5 年かかるようなことになります

ね。

内田 コースは、学校教員養成課程は入学後半年で

決定です。でも、ゼロ免でも小・中・高とることはで

きるんですよ。うまくいけば 4 年で、 200 単位とか

ね。コミュニティ計画でも、後期試験で入ってくる

のは、本当は教員養成課程に入りたかったと、最

初から明言する人も多くいます。

姉崎 学生の入学は、教員養成系は全国的には地

元比率が非常に高いんだけれども、これがあるか

ら入ろうという。地元でない人はいるんですか。

内田 うちの一人は沖縄出身がいます。何で来たかと

聞くと、国立大学のどこでもよかった、最終的に点

数で受かるところを選んだ、という感じ。公務員に

なりたいみたい。

山形 健康福祉はかなり目的を持って入ってきていま

すね。面接の時にかなりはっきり聞くことにしてい

るんです。「教員になりたいのか、社会福祉士に

なりたいのか？」という程度のところまで。両方なら

ば 5 年かかると言うと、そのあたりで腹が決まるよう

ですよ。

センターの広報と管理運営

佐藤 話が戻りますが、センターニュースを発行され

ているということですが、この扱いはどうされている

のですか。市民にとってはまだ大学の敷居が高い

ということで、広報的なところでこういうセンターニ

ュースを出していると思うんですけれども、配布の

仕方はどうされているのかな、と。

山形 それね、聞かれたら困るなあ、と思っていたの

ですけどね（笑）。市民にはほとんど届かないんで

す。学生全員と全国の同系統のセンター等にいく

んです。本当は市民に配ればいいんですけどや

っていない。 PR になっているとはいえない。

久野 パブリックスペースに置くといいのかな、と。こち

らのアンケートを拝見させていただくと、知らない

とか、名前だけ知っていたとか。まあ、これはちょ

っと古いものですけれども。

姉崎 全体のセンターだから、旭川だけに手厚くする

わけにもいかないんでしょう。

山形 そうですねえ。実はここも家賃を払って入って

いるんですよ。

内田 センターから旭川校に。

姉崎 分室のネットワーク機能が、ここが中心になると

か、というのはどうでしょうか。

山形 そうしたいんですけどねえ。だんだん話が核心

に入ってきましたね（笑）。組織上分室を置いたの

は置いたんですよ。規程上は置いてあるんですけ

れども、本気で分室だと思っている分室はいくつ

あるのか、温度差はかなりあります。もう少し分室

が充実すれば、いいんじゃないか、根づくのにどう

すればよいか模索の段階です。分室を何とか育

てる方法を考えなければならないなと苦心してい

るところです。
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姉崎 内部措置で研究員の委嘱とか、そういうのはし

ておられますでしょうか。

内田 はい。

姉崎 それを実質化させるような、負担軽減はあるの

でしょうか。

内田 負担軽減というのは。

姉崎 授業負担が多少軽減されるとか。

内田 今日も TV 会議で運営委員会ありましたが、研

究費が少し出るぐらい。

山形 今年の段階で、 1 件 10 万を 17 件募集しようと

いうことで。 170 万の予算をさっき認めてもらった

んですよ。つながりっていうのはそれぐらいで。僕

は学長裁量経費あたりをもらって、今も申請はし

てますが、各分校・分室にせめて情報機器をおい

てもらって、センターとサーバとがつながっている

状態で、分室単位で HP ぐらいはつくってもらい

たいと希望をもっています。そういう組織をつくりた

いんですが、特別予算になりますからね。つくか

つかないかまだ分からないですね。

姉崎 学内 LAN は 5 校全体に走っているんですか。

山形 つながっていますよ。札幌に入って、北大の計

算機センターに入って、全国に出る、というふう

に。

姉崎 先ほどのセンターの年間企画とか、先ほど会議

をやられたのはそういうのを、年に 1 回されるので

すか。

山形 TV 会議は年に 5 回ぐらい、いろんな突発的な

問題が出てくることがありますので。去年は運営委

員会を 5 回開催しました。

姉崎 そうすると、各分校からここに来られる。

山形 来ないんです。

上田 TV 会議ですから（笑）。

山形 年間 1 回だけ集まって開催する予算は確保し

たんですよ。それは、集まらないとまとまらない話

がありますからね。 1 回だけ予算を確保して。他

のところは、旅費がないですからＴＶ会議ですね。

姉崎 どういう感じですか。

内田 TV が 5 分割されて発言する。ちょっとずれる

んですね。ことばはリアルタイムだけど、画面は一

呼吸ずれる。ちょっと雰囲気が変ですね。

山形 早く終わりますね、会議は（笑）。

姉崎 重要な案件があると、集まるのは年 1 回。どこ

に集まられるのですか。

山形 旭川です。それと、研究員会議というのがある

んです。研究員が、旭川には 20 人ぐらい、各分

校 2 名以上ですから、全部で 40 人ぐらいいるん

ですけどね。そういう人たちの会議を行う旅費の

予算化をしなければなりません。研究員会議と同

時に研究発表をやるというようなことで進め、旅費

を効果的に使う工夫もしています。

姉崎 そういう成果が研究年報ですね。これは、どれ

ぐらい刷っているんですか。

谷古宇 500 ぐらいで、各大学と、図書館などに送っ

ています。

山形 大学の教官の要望としては、生涯学習にあまり

関係した講座ではないが 1 冊欲しい、という要望

があります。本学の教官だけで 400 ちょっとはいる

んですね。その分余計に刷らなければならないん

ですね。でも、本当に見てくれるかどうかははなは

だ疑問なんですね。こちらは本学教官の生涯学

習の講師可能者リストです。まだ不完全なところも

かなりあるんですけれども、うちのセンターを通じ

て、教官が生涯学習にどう貢献できるかのリストで

すね。顔写真を入れたりすればいいんですけれど

も、急いでいたもので空欄もあります。

内田 意外と好評なんですよ。

上田 これを見て、講師を選んで電話するというよう

な。これは、センターを通して連絡するんです

か？

山形 直接です。

内田 ただ、この間あるところに行ったときに、対応

が、どうしていいか分からないとか、謝礼がどうの

こうのともめたりするって聞いたので、そういうこと

があればこちらにお願いします、と。

姉崎 分室の努力として、こういうのを地域に配られて

いますか。

内田 まだ分室の体制が整っていないから。

上田 これを一般に配るのは、ちょっと伝えたいことが

違ってくるでしょう。

姉崎 でも、公民館においてあれば多少はね。

山形 出前講座は、けっこう PR 効果がありますね。経

費は全てセンターで持ちますから。会場は現地で

用意してもらって、講演して、場合によっては修了

証書も出します。地域にとってはずいぶん宣伝効
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果がありますね。

姉崎 これは公開講座ですね。受講料は？

山形 とらないんです。

内田 単発の出前講座です。公開講座の場合は受

講料をとらなければなりませんが、これは別のもの

です。

姉崎 それはいいですね。私、公開講座委員なんで

すけど、いつもネックになるのは、受講料が高い

んですよね、あれ。 8000 円とか 7000 円になると

受ける人が限られてきて。

山形 公開講座の受講料は、文科省と事前に協議し

てもらえば 2000 円とか 3000 円にしてもいいんで

すよ。今年、岩見沢分室がやった講座で、小学生

と中学生対象のスポーツ関係の講座で、子どもか

ら 5800 円とるのはきついので半額にする交渉を

行ったら、文科省から半額 OK の回答がありまし

た。以前から規定で、事前協議により半額にして

もいいことになったんです。

姉崎 本部の事務局でいつもやっていますけど、例え

ば、採算割れみたいになると、翌年、要求をかなり

削られることがあるようです。

山形 公式に文科省に聞きますと、一つの講座を運

営してペイするには、 20 人が最低限らしいんで

すよ。 20 人集まると採算が合うらしいんです。

いま言われていることは、公開講座のやり方が

変わって、個別の大学に定額の経費を渡し、あな

たたちがどれに金をつけるか考えなさい、というこ

とに変わるようですよ。ですから、取捨選択するの

に、北海道教育大学として、一応の基準を決めて

おいて、基準にあったものを選ぶというような方法

になるらしい。したがって、基準づくりを求められる

のではないでしょうか。

どうしても公開講座の場合には、好きな人がや

っているんだ、という印象が強いみたいですね。

好きな人が自分たちでやるんだから、自分たちで

全てやればいいでしょう、っていうのが強いみたい

です。センターの立場としては、これからの大学は

地域サービスをやらないと大学がつぶれるかもし

れないという危機感をもっていますが、一部には、

われわれは学生のサービスをしていればよいわけ

で、地域住民のサービスというのは、私たちの守

備範囲には入っていない、と考えているみたいで

す。好きなことは好きな人がやればいいという発

想があるみたいですね。それが大学側の責任で

お金の配分までということになりますと、かなり厳し

いことになります。ある程度先に規定をつくってお

こう、ということを運営委員会で打ち合わせていま

す。

姉崎 先ほどの職員の役割認識みたいな問題で、事

務系列上の事務局長からくる職務の文書関係と

同時に、センター長としての、職務に対するルート

もあるんでしょうけれど。その辺で職員研修をやる

などされていますでしょうか。

山形 本学ではまだやっていないです。事務官にとっ

ては、センターがついても職員増があるわけでは

なく、余計な仕事が増える、ということです。その

意識を、大学開放という立場に立って、変えるよう

なことを日常的にやっていかないと、大学全体の

認識は変わらないと思いますね。外部から電話を

かけて、公開講座の情報をたずねたとしても、「い

や、ここに聞いてください」と言われ、たらい回しに

されると、もう二度とかけてこないんです。お客さ

んをわざわざ逃がすような対応をする場合があり

ます。

谷 話を聞けば聞くほど、だんだんゼロ免課程の意

義が分からなくなって。これは、教官はだいぶ熱

心にやっているけれども、学生は、教員志望が強

いんだなぁ、と感じます。高等学校に対しては、

HP はあるみたいですけれども、それ以外の形で

ゼロ免のことを PR しているんですか。

山形 やってるんですよ。オープンユニバーシティを

やってますし、体験入学はやってないですけど、

夏休みになりますと、学生を集めてコースの宣伝

をしたりはしているんですよ。でも、大学に入る方

の学生としては、今は不況ですから、親が私立大

学に入れるお金がないが、国立大学ならば可能

であるという状況だとすると、そうすると、何を専攻

するとかではなく、まず入れるところということにな

ってしまう。そうすると、確たる目的もなく大学に入

るから、例えば、教員養成以外のコースに入った

んだけれども周りを見るとみんな教員志望だ、じゃ

あ俺も、ということに流されるというのが現状ではな

いでしょうか。

入学するときに、本当に目的を持って環境をや
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りたいとか、福祉を学びたい、教員になりたいとい

う信念で入学してくれたら、どれほど教育効果が

上がるだろうかと思います。しかし、偏差値至上主

義の今の受験体制からすると、やっぱりやむをえ

ないと思いますよ。

谷 入学時点で専攻というか、コースを決めて入学

しなければいけないわけですよね。そのへんを、

2 年目で選択してもらうようにするとかは。

山形 それは、ないですね。要するに、コース・課程ご

とに募集します。課程の中でも、生涯教育課程に

は四つコースがあります。コース毎に受験科目も

違いますし、基準も異なります。

以上




