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（４） 拓殖大学北海道短期大学訪問調査

2001年7月26日 10：00～12：00

拓殖大学北海道短期大学副学長 小滝 聰 氏

拓殖大学北海道短期大学教授 橋本 信 氏

訪問者 相川・姉崎・久野・佐藤・谷・平島・光本

橋本 橋本といいます。この短大に勤めたのは 1987

年の 4 月からです。ですからだいたい 15 年目で

すか。 10 時半頃に来るのは、現在副学長をやっ

ている小滝聰といいます。彼は創立が 1966 年な

んですけれども、創立以来の人間ですので、生き

字引で（笑）。私は、肩書きでいいますと入試広報

委員長をやっておりまして、まぁ大学の広報と入

試と両方担当しているということで、大学の宣伝で

何でもかんでも言って回らなければいけないん

で、今日も宣伝意識が強くなるかもしれません。い

つもそういう頭で仕事やっていますから（笑）。

それから、もう一つは、肩書き的には、いま本学

では環境農学科と経営経済科と保育科と 3 つの

学科があるんで、それぞれ学科長がいるんですけ

れども、先ほどの小滝は経営経済科の学科長、そ

して同時に副学長を兼ねるというふうになっており

ます。その辺の詳しいことは、また彼に説明しても

らいますけれども。で、僕の方は、環境農学科の

学科長補佐というようないかめしい肩書きがつい

てるんですが、制度的には何も、何の根拠のない

名前です（笑）。

編入学科としての経営経済科

橋本 パンフレットでそちらの入学案内の方を見てい

ただきたいのですが、そこに三つ学科の紹介が載

っております。経営経済科、保育科、環境農学科

というふうに三つありまして、スタートしたのが昨年

度から、この三つの学科の体制になっておりま

す。で、経営経済科の方はですね、一応基本的

な性格を言いますと、経営経済科というのは編入

学科です。

編入学科という意味はですね、四年制大学へ

編入するための学科として、昨年度、発足しまし

た。従来もそれは、いろんな名前で、コースという

形で、創立以来あったコースなんですけれども、

それを昨年度、初めて学科として独立させたんで

すね。いま経営経済の定員が 150 名なんですけ

れども、編入先の 大のものは、やっぱり東京の

拓殖大学の政経学部です。政経学部に学長推薦

で 110 名の枠をもっています。学長推薦で推薦

基準というのがあるんですけど、 2 年間の成績を

点数化して決めたものです。大体、今までの実績

からいきますと、希望者はほとんど行けるというふ

うなことです。

それからもう一つは、拓殖大学の商学部に 10

名枠をもっています。で、 150 名定員ですとその

中で 120 名ですから、その以外の 30 名は、他大

学編入を目指すということで、現在、提携校がか

なりたくさんあります。ですから、提携校および実

績のある学校は大体 20 近くありますので、計算

上は 150 名定員のうち 140 名以上はいけるという

ふうになってます。

この学科が編入学科として独立できたのは、や

っぱり時代の流れですよね。文部省の設置基準

の大綱化以降、編入学ということに関して積極的

にとりくめということで、編入学定員を求める四年

制大学が増えてまいりますよね。だから北海道の

場合ですと、北海学園大学の法学部が編入学制

度を設けたんですね。これは一昨年かな。それで

うちにですね、提携校を協定しませんか、と依頼

が来まして、それで 3 名枠をもらってます。やっぱ

り大学側も定員充足という課題に迫られるんです

ね。そのために道内中心に、おそらく短大と提携

して、枠がありますから是非来てくださいということ

をやってるわけですね。それがいろいろ増えてき

てますので、こちらからお願いするんではなくて、

向こうから勝手に、推薦編入お願いしますという文

書は全国から来ます。

ですから、この経営経済科は編入学科ですの

で、学生にとって魅力的な大学だと。推薦入学が

あればそこにすぐ行きたいということで、いつも情

報を学生に周知するようにはしてますけども、僕も

去年、一昨年とその担当をしたんですが、もう四

六時中って感じですね（笑）。四年制大学への 3
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年次編入の要項とかきてて、中に推薦編入です

っていう文書が入っている大学とかですね、たくさ

んあります。

姉崎 そこの学科の学生は結構道外からも来るんで

すか。

橋本 はい。現在ですと経営経済科の 8 割ぐらいが

道外です。 2 割が道内です。実態としては、拓大

に編入するのが一番多いので、結局首都圏出身

ですね。具体的にいきますと、東京、神奈川、千

葉、埼玉ですね。ここが多いですね。ですから、 3

年次編入して東京の拓大の文教キャンパスに自

宅通学ができるという学生が大半を占めるというふ

うになってます。

光本 U ターンしていくということですね。

橋本 そうですね。

姉崎 ということは、教養課程を過ごすみたいな感じ

に。

橋本 そうなんです。ですから、「四年制大学の前期

教養課程です」ということで、「北海道の大自然で

2 年間過ごして、東京の拓大に編入しましょう」と

いうのを売りにしてですね、ずっとやってきたんで

すが、やっぱり募集状況としては、年々厳しくなっ

てきていますね。その辺について言えば、やはり

進学人口の変動をまともに受けています。

ですから、 92 年が 18 歳人口のピークだったと

思うんですけども、そのときは大体 10 倍の競争率

でした。推薦入試がなくて一般試験だけだったん

ですね。ところが今はそれが全く逆になってまし

て。もともとがそうなんですけれども、要するに拓

大に入れない子がうちに来てですね、そして拓大

に編入していくという、このパターンが一番多いの

ですね。ですから、全国の四年制大学の入試状

況をそのまま反映するのがこの学科ですね。

コース改編――地域づくりの担い手の育成

橋本 今後の問題としてはですね、ものすごく四年制

大学の状況が変化してますので、拓大も、東京の

学部もそうですけれども、毎年 3 割減くらいの志

願者減だっていうんですね。歯止めが利かない。

それに応じて、こちらも比例してですね、どんどん

減っていきますから、そういう意味では四年制大

学の編入希望者だけに、拓大編入希望者だけに

依存してはいけないだろうということが一つありま

して、来年度からかなり大胆にコースの改編、学

科の改編をしました。事実上は学科改組にあたる

くらいの変化なんですけれども。

それがこちらにありますパンフレットなんです

ね。来年度 4 月開設は地域デザインコースコース

だけのようにしてあるんですが、実は地域デザイ

ンコースを全面に出すためにしてるんで、実は情

報ネットワークコースというのも事実上新しいコー

スです。来年度の 3 コース制というのは、そこに書

いてありますけども、政経コースというのが従来ど

おり四年制大学編入を目指すと。これは今の経済

学科の中身をそのまま継承したんですね。で、そ

れにプラスした形ならば情報ネットワークでして、

これはコンピューターネットワークエンジニアです

ね、これを育てると。かなり特化しています。

私はコンピューターに詳しくないんですけども、

シスコの CCNA という技術者認定資格をとらせ

て、 4 ページ目に、「うたっておどれる」というキャ

ッチフレーズがありますが、ネットワークのソフトと

いうんですかね、世界の 8 割から 9 割のシェアを

もっていて、それを扱えると、初級資格を持ってい

てもかなりネットワーク管理者としては道が開けて

いくという資格らしいんですね。ですから、カリキュ

ラムもほとんどその専門必修科目、情報ネットワー

クに関する科目で、かなりコンピューターのネット

ワークエンジニアに特化した科目をおいて、その

コースは拓大の商学部に編入するというのを考え

てるんですけども。

あと情報系の大学ですね、これだけの資格を持

っていれば、例えば東京情報大学というのとこれ

から提携する予定はあるんですけれども、そこの

方とお話したら、「それだけの資格を持っていれ

ばそれだけのことやってくれれば、十分、もう推薦

で受けれます」みたいなこと言ってましたんで、一

つはそういう感じですね。

もう一つは、今回のそのパンフの中心の地域デ

ザインコースということですけども、来年度から発

足する北海道のアウトドア資格認定制度ですね、

これと連動したコースをつくる。やっぱり体験型観

光の担い手として、アウトドアというのは重要になり

第２章 資料編

２－１ 大学調査のヒアリング記録
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ますので、そういう地域社会の今後の一つの新し

い方針ですね。

うちは拓大の政経学部へ編入できるカリキュラ

ムになってはいるんですが、本音としては編入より

はやっぱり地域。北海道の地域に根ざした、地域

づくりですね、ツーリズムを中心にした地域づくり

の担い手を育成したい。ただ、経営再建の中あり

ますので、やっぱり編入という枠ははずせないと

いうことです。

地域との関わりでは、経営経済科というのは従

来、編入学科でしたので全く関係がないといえば

関係がなかったんですよね。だから来る学生とい

うのは、東京に帰っていく、東京に目が向くという

学生だったんですが、今回のコース改編で、特に

地域デザインコースという北海道の特色を生かし

たコースを設けたということで、これについては新

しいコースをつくるために、カリキュラムをつくった

りするために学習会を 2 回やったんです。 1 回目

は、北海道では早くグリーンツーリズムを提唱して

いた佐々木さんという農家民宿を営まれている方

をよんで勉強しました。もう一つはアウトドア資格

認定制度の旗振りをやっている、道の総合企画部

の地域課の担当者に来ていただいて、アウトドア

資格認定制度の成立と今後について詳しく説明

していただいて、「一緒にやっていきましょう」とい

うことで。かなり志が高くこの制度を始めたような感

じで、道庁人にしてはめずらしく話が分かりやすく

て面白かったというのがみんなの感想でしたけど

（笑）。

姉崎 その資格認定制度は、前身とかそういうのはあ

るんですか。北海道だけの通用資格になるんで

すかね。

橋本 今のところは北海道だけがつくりますので、北

海道だけで通用するわけです。アウトドアブーム

であることは確かなんですけれども、事故が起きて

ますよね。かなり北海道にはインストラクターみた

いな人はたくさんいるんだそうですが、そういう問

題があります。

やっぱりインストラクターをやってる人から言え

ば、インストラクターの社会的地位を高めたいとい

う要求がありますし、道の方としてみれば、アウトド

アブームだけれども、一過性に終わらせるのでは

なく、リピーターを獲得するためにはきちんとした

仕組みが必要だということなんだそうです。で、北

海道をアウトドアのメッカにしたいというふうに言っ

てまして、いま北海道、それからもう一つ九州が盛

んだそうですけれども、北海道は人気はあるんだ

けれども、定着度ですね、さっき言ったリピータ

ー、これがやっぱり。一般の観光の面でも言われ

てますけど、「素材一流で、サービスは三流」

（笑）。で、アウトドアも素材は一流なんですけど、

インストラクターも一流の面もあるんですが、やっ

ぱり仕組みが十分じゃないということで、それでき

ちんとした認定制度を設けて、インストラクターの

地位を高めるということと、それから各地域のこう

いう集まりをもっているんだそうです。

アウトドアの関係者は今まで、横のつながりがな

かったということで、この機会に横のつながりをつ

くってですね、ビジネスとしてきちんと成り立つよう

にしていくと。ですから、アウトドアを産業として確

立させたい、というふうに考えてましてね、インスト

ラクターというのは大体、若い人しかできないんで

すね。若いときの経験をもってマネージャーとし

て、あるいはコーディネーターとして活躍できる、

生涯の職業として通じるような仕組みをこれからつ

くっていきたい、というのが道の考えです。「然別

湖ネイチャーセンター」というのが道東にあるんで

すけれども、そこの社長の方に来ていただいてお

話を聞いたんですけれども、やっぱりビジネスとし

て、通年型のビジネスとしてなかなか成り立ってい

ないんですよね。ですから、そことうちの大学と提

携してやっていきたいという方向性は、いま模索し

ているところなんです。

姉崎 スポーツとか、あるいは環境分野っていうような

学際的分野が経営というところにリンクしようという

ことですか。

橋本 それは然別湖ネイチャーセンターの人も言って

ましたね。アウトドア好きでみんなインストラクター

してやっているけども、ビジネスとしてやるやり方

が下手で、経済・法律の実務知識がなくてね、そ

れで失敗したりうまくいかなかったりするってことで

すね。ですから、そういう意味で彼らの方からも経

営経済科という学科でそういうことがとりくまれるな

らとても歓迎すると言ってましたね。
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２－１ 大学調査のヒアリング記録

もう一つ、我々の狙いとしては、経営経済科とい

うのはもともとさっき言ったように編入学科でしたの

で座学が多いんです。今の学生というのは、やっ

ぱり体験型、実学的な思考ですね。抽象理論で

はついてこないという、そういう傾向が強い。そうい

った意味で、やっぱり編入を目標とする場合は前

期の教育課程ですから座学が多いんですよね。

いくらおもしろくしようとしても講義だけではなかな

か難しい。そういう意味では、情報ネットワークコ

ースの場合では文字通りコンピューターですね。

実際操作しながらやっていきますし、それから地

域デザインコースではやっぱりアウトドアですね。

文字通り身体を動かすことを通して学んでいくとい

うので、かなり今までの学科の性格をそういう意味

で変えていけるんじゃないかと。学生にとって、今

の学生にとってとてもあっているんじゃないかと。

あと、体験型、実習型といいますか、そういうカリキ

ュラム、そういう教育のスタイルというんですかね、

そこを重視したいというのもともとの発想なんです

保育科――“たくましい保育者”の養成

橋本 保育科は簡単といえば簡単なんですけど。そ

の保育所の資格と幼稚園教諭の二種免許です

ね。この二つがとれるということなんですけれども、

カリキュラムとしては特色を持たせまして、保育科

の学科紹介の所を見てほしいんですが、両免取

るというのはほとんどカリキュラムで決まってるんで

すね。要するに厚生省と文部省で決められた指

定科目で、いわばがんじがらめにされてるんで

す。

その中でわれわれが考えたのは、やっぱりうち

の特色を出すためには、一言で言うと“たくましい

保育者”を育てようと。やっぱり札幌と違ってです

ね、学生も、小さい頃からちゃんとピアノを習って

いるとかですね、そういうのはいないことはないん

ですけれども、もともと保育科というのは男女共学

でスタートしてますから、男の子なんか 18 歳にな

って初めてピアノ弾くとか。ピアノがうまくてそれを

売りにできるというのは望めないということはありま

した。ありましたけど、同時に、だけどやっぱりかな

りたくましさがあると。いわゆるこう田舎の特有のた

くましさみたいなのがあるんですね。

保育科というのは、深川に来て深川が都会だと

思っている子、結構いるんですよ。深川って私の

一番の都会だって（笑）。そういう子もいます。だか

ら一番重視したいなと思ったのは、やっぱりあの、

実際に体を動かして保育ができる、そこを重視し

たいなということで、名前としてはレクリエーション

クラスという名前なんですけれども、スポーツ、ミュ

ージック、クラフトと、三つのクラスを設けてるんで

す。幼児教育三つの三大実技分野ですね。体

育、音楽、美術と。三つの分野で 2 年間思いっき

り体験を豊かにするという、そういうふうに設定した

んです。

スポーツの場合ですと、スポーツレクリエーショ

ンだと分かりやすいんですけれども、一年生に入

るとまずカヌーをつくるんですよ。カヌーをつくっ

て、それで石狩川で進水して、あと絵を描いたりと

か、いろんなことにとりくんだりします。ミュージック

の場合ですと、ただ普通の楽器演奏もありますけ

ども、まぁ日常のものを使って音を出すとか。そう

いうことですね。だからいわば三つの分野を遊び

として、従来のイメージだと遊びとしてやるようなも

のを徹底してやると（笑）。やっぱり遊びと学びは

幼児の場合は統一されていますからね。実際、保

育所では、その経験が豊かじゃないとだめだと。

川でカヌーをできるくらいじゃないと、やっぱり子ど

もたちに川の面白さをね、教えることができないだ

ろうと。この体験の豊かさで勝負する。そこをあの

カリキュラムの特色に据えたんですよね。

ですから、 2 年間やるんで、かなりいろんなこと

が実際の場面でできる子を育てていくと。これが

やっぱり一番特色だと思うんですね。だから他の

学科から見たらね、特に経営経済科の編入コース

の学生から見ると、「みんな遊んでるのに、何であ

れが授業なんだ？」と（笑）。経営経済科は教室の

中で粛然とした授業を受けなきゃいけないんです

けど（笑）、保育科は冬、雪合戦をやっていると。

それがスポーツレクレーションの授業だと。雪合戦

が何で授業なんだと（笑）。カヌーで遊んでると、

あれも授業だという（笑）。何か山に行ってね山葡

萄を採ってきてね葡萄酒をつくっていると、あれは

何なんだと（笑）。
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ですから、それがいわば地域デザインコースに

とりくんだという形になるんですよね。だから主にス

ポーツレクレーションとかね、そういうふうにやって

きたってことがそれが地域デザインにとりくまれて

ることで。そういう点では、保育科のレクレーション

クラスの発想が地域デザインコースにつながって

るという面があると思うんですね。だから、「遊びが

きかないと学問にならない」というキャッチフレーズ

を出したんですけど、それが保育科では文字通り

そうだったんですね。遊びが授業になっている。

ミュージカルづくりと学生文化の継承

橋本 それとあと保育科のもう一つの特色は、一番

後のページにミュージカルが出てるんですど、こ

れが一応、「総合芸術」の名前で科目になってい

ます。

小滝 副学長の小滝です。

姉崎 お忙しいところどうもすいません。姉崎と申しま

す。

橋本 じゃ、話をちょっとつないでいきます。ミュージ

カルは保育科では「総合芸術」という名前の科目

になってまして、ただ 1 年次の選択科目、あと他

の学科にはなってませんので、有志で参加すると

いうことになってますけども。今年で 17 回目だっ

たですか？

小滝 16 回目じゃなかったかな？

橋本 怪しくなってきた。で、今年は 3 月ですか、北

海道スペシャルと列島スペシャルでとりあげられた

んですね。ミュージカルの制作過程というのが。大

体そのとき 100 名くらいの規模でやったんですけ

ども、そこに書いてあるんですけど、やっぱり学生

が自分たちでとりくむと。僕がいつも言ってるの

は、お金の問題です。大体寄付と OB 、地域の寄

付と OB の寄付で 100 万集めて、あとチケット

2000 円で、あと 1000 円で 2000 枚売るんです

ね。合計 300 万でそれが予算なんです。あと大学

が出しますのは、基本的には授業になってますん

で、指導者を、声楽指導とかダンス指導、そして、

演技指導を呼びますので、これは非常勤講師。そ

して謝料を払います。で、深川市の方は市民会館

を使いますので、会場費が一応会場費がタダに

なることを念頭においた補助金ですね。ですか

ら、実質学生達が自分たちで集めたお金で運営

すると。

これはすべての活動がそういうふうになってまし

て。ですからチケット売りも学生がやるし、キャスト

も、それから舞台の裏側もすべてそうですよね。

で、そういう実際の活動をやるとやっぱりいろいろ

ぶつかったりするんですね。今年は僕はあんまり

知らないんですけど、つくった衣装とキャストやダ

ンス指導の先生の意見が合わないと。それでもう、

なんて言うんですかね、かなり大変になるんです

よね。泣きが入るんですけども。列島スペシャルに

出てましたけど、衣装の女の子が泣き泣きつくり直

すという。そして結局、講演は大成功。というのは

共通の目標ですから。

2 月の 終土日 2 日間講演やるんですけれど

も、満席にするんですね。満席で大成功をおさめ

たという、これが学生にとってはすごく大変でし

て、学生もすごいんですけど、地域の人が応援し

てくれるんですね。ですから僕の経験でも、あの、

僕の知り合いのおばあちゃんの人は学生からしか

買わない。僕からは買わないと言う（笑）。学生が

売りにきて、あの 2 月の寒い夜ですね、売りに来

て買う。それでまた学生さんからしか買わないとい

うふうになっていく人たちも多くてですね、だから

普段、いろんなミュージカルとか無縁な人が見に

来るんですね。ですから毎年行列ができるんです

けども、一番前に立つのはおばあちゃんが多いん

ですね。寒いのに待ってる人が。普段ミュージカ

ルとかそんなの全然見てない人と思う人が来て、

それで観客席から応援するつもりで見てると思う

んですよ。プロの人から言わせると、劇団札幌の

人が前見に来ましたけど、「観客が優しい、札幌

ではこんなことはない」というふうなことを言ってま

したけどね。

だからやっぱり応援するつもりでみんな見てく

れるので、それで満席になると学生も、舞台裏方

がやっぱり燃えるんですね。気合いが入るというよ

うな、それで観客と一体になってつくるという、そ

れがやっぱり学生にとってもいいですし、地域の

人にとっても。「元気をもらう」という言い方を地域

の人はするんですけどね。僕の知り合いも、「いや
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ー、元気になった」と言ってね、こう感動して涙を

流すんですけど、 終的には、「元気になったよ」

と帰るんですね。

姉崎 制作の過程は時間の中ではなかなかできませ

んよね。夜やったりそういうのも全体を含めて単位

になるんですか。

橋本 そうですね。大体、毎年のスケジュールで言う

と、大学祭が終わって、 10 月末に実行委員会が

起ち上がるんですね。毎年実行委員会をつくっ

て、そこから 11 月、 12 月、 1 月、 2 月と 4 カ月で

すね。その年によって違うんですよね。 10 月起ち

上がる前から、いろんな形で自主的に練習したり

とかですね、それはやってますね。で、特に教員

の方としては、毎年、ミュージカルのリーダーづくり

というんですか、実行委員会の中心になるような

部分を意識して、夏休み前からある程度指導して

いく。そういうのはありますね。

姉崎 ミュージカルは総合芸術ですから、歌うし、踊る

し、こう表現して、ある意味ではストーリーもつくっ

てみたりしますね。

橋本 はい、そう。

姉崎 そういうのを毎年違う形でやって、そうするとま

ず伝統になってくんですけど、学生が実際に保育

者になってくとそういう力っていうのはやっぱり相

当面白い展開になりそうなような気がするんです

けども、一応、何回かやられてるとその OB の人た

ちの中にはこちらの地方でかなり個性的な保育者

になったりとかそういう方はたくさんいらっしゃるの

でしょう？

橋本 そうですね。その辺は直接的にミュージカルの

中で育った子が際立っているかどうかはちょっと

別として、 近の傾向は、やっぱり実際に保育士

なり、幼稚園の教員をしながら、うちの学校を手伝

いに来てくれる人が増えていることと、それからそ

れ以外の学科の学生も結構入っていますんで、

地元に就職した人達が指導スタッフとして大道具

なり、あるいは、演出なりで手伝ってくれて、ずっと

関わってくれる人が随分おります。

姉崎 そういったボランティアのような形で。

小滝 そうですね。だからある卒業生なんかは茨城か

らやってきて 2 週間なり、 3 週間なり費やしてくれ

ます。毎年舞台美術監督ですしね。あの、さっき

言った編入学科の卒業生なんですけども、在学

時代にミュージカルをやって、そして、それからず

っと毎年来てですね、長いときは 2 カ月くらいで

すね。それが一つで、もう一つは、ここでミュージ

カルやって、そのまま保育園とか幼稚園に勤めた

り就職している学生たち、卒業生が中心になっ

て、深川で「創作市民ミュージカル」というのを去

年から始めたんですよね。卒業してもやっぱり自

分たちでミュージカルがやりたいということで。今

年はまた 11 月に 2 回目の講演がありますけれ

ど。

光本 その一つが札幌でも。

橋本 ええ、去年ですね。深川と、札幌で 3 月です

か。

姉崎 卒業して地域に就職された方もいるけれども、

かなり道外、あるいは道内の全域に散っていかれ

るんですね。

橋本 保育科の場合は、大体 8 割以上が道内ですか

ら。で、やっぱりあの毎年ミュージカル公演がある

と OB は毎年見に来るんですよ、ええ。

小滝 ミュージカルの初日の夜が OB 会の会合の日

になっていますから。この学校の食堂と、それか

ら、ログハウスがありますから、ログハウスを宿舎に

してやります。

橋本 ログハウスは宿舎でないです（笑）。あそこは徹

夜の場所。

小滝 徹夜の場所か（笑）。

橋本 前の晩からいたというふうに、そう扱ってます

（笑）。はちゃめちゃな事してますからね。

小滝 100 人くらい、 150 人くらいは集まるんでしょう

か。

橋本 50 人ぐらい。ですから徹夜で何かやってますよ

ね。

小滝 僕は早々と引き上げますけどね（笑）。

橋本 そういう意味で、短大は 2 年間なんですが、や

っぱり継承関係がですね、ミュージカルを通して

でき上がってきてるなと。そういう意味では特色あ

ると思うんですね。ですから、舞台演出監督は卒

業して 10 年ですよね。その彼を知ってる学生は、

だから、この 10 年間ミュージカルに関わった学生

はみんな知ってるわけですよね。彼は象徴的なん

ですけども。ですから 10 年間継承関係がずっと
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あるという。で、あいつが来なくなるまで継承関係

がずっとあるという（笑）。 OB 会で毎年会います

から、 10 年前の卒業生と今の卒業生、在学生が

知り合う。多分、それがミュージカルの良さなのか

なと。その 2 年間なんだけども、やっぱり、その、

10 年間の蓄積がミュージカルにちゃんとあるとい

う。

姉崎 中には、こういう分野で活躍しようと思う学生も

出てくるわけですよね。この前に、この前にこちら

に来ておうかがいしたときに、富良野荘でもう少し

練習積んだ方っていう方が。

橋本 富良野荘の富良野塾に入って、もう卒業して、

今、札幌ですか？

姉崎 そう。

橋本 札幌にいて、いまミュージカルのときは演出助

手という形で札幌から来て教えてくれるんです。

社会人の学習要求と学生への刺激

橋本 あと、学科としては、もう一つ、環境農学科があ

りまして、これは昨年度からスタートした学科なん

ですけど、学科長は相馬暁さんで、北海道のクリ

ーン農業の提唱者で、一貫した旗振り役なんです

ね。農業による町づくりということを提唱しておりま

して、環境農学科もそのクリーン農業、その農業

による町づくりということでやっていこうと。

特色は、一つは、土や作物と対応できる人材を

育てると。やっぱり土壌が良く分かる、作物が良く

分かるということですね。もう一つは、「原価計算の

できる農業者」を育てたいと。ですから、昨日のも

補助監督やってた人ですけど、発想としては、例

えば 10 月にこの農産物を売ろうと考えたら、いつ

種を蒔いて、いつどうして、いつ収穫すればいい

のか、というふうに農業者は考えていくという。試

験もね、何かそういう形で出てるんです。日付指

定とかね。

ですから、従来でしたら、農業生産は農業生産

だけで、販売や流通は農協におまかせ。それで

はいけないと。それが一つですね。それともう一つ

は、やっぱり農薬、化学肥料漬けの農業で、クリ

ーン農業というのは、それを 3 割減少させることに

よって、生産量、それから作物、栄養価が実は高

まるんだと、そういう農業技術体系になってるんで

すよね。そういうものをきちんと身につけたら学生

を育てたいと。

それと、もう一つ特色ありますのが、社会人と環

境農学科の場合、社会人と留学生の学費は全額

免除する制度というのをスタートさせています。こ

れは、深川市の環境農学科に対する補助金を活

用してやっています。で、現在、 1 年生、 2 年生、

両方いるんですけども、ほぼ約 20 人ぐらいずつ

いて、 40 人の社会人がいます。一番お年の方は

75 歳。それで今年の 4 月から、教職員は、僕らは

今日もうつけてませんが、名札をつけることにした

んですね。年齢では分からないという。

姉崎 教員なのか、学生なのか。（笑）

橋本 職員なのか。ですから、あるゼミでは、平均年

齢学生が 38 歳で、教員は 34 歳で（笑）。そういう

ゼミができてしまう。

やっぱり学費全額免除制度だということと、来や

すいことと、クリーン農業に関する関心が高い。そ

れとやっぱり地元中心に集まってきてるんですけ

ども。実際、スタートして 2 年目なんですけど、や

っぱり非常にいい効果を上げてまして、今の 2 年

生ですね、もう 1 年間過ぎましたけど、 1 年生の

成績といったら、もう歴然としてるんですけど、 1

位から 6 位までが社会人なんですよ。

小滝 情けない話なんですけどね（笑）。

橋本 1 位から 6 位までが社会人で、 7 番目から、い

わば普通の学生というか、若い学生が入ってくる

んですね。

6 位の中身でも、慶應大卒や小樽商大卒の社

会人学生でまだ 30 前後の人が 2 人いるんです

けども、彼らが上位に来るってのは、ある意味では

当然なんですけど、トップは 60 歳の方で、去年の

2 月の北竜町農協の参事を退職されて― 2 月

に合併され JA 北空知になりましたんで―その

方がトップなんですね。その方、空知ガスの事務

に就任しちゃったんで、いま休学するか退学する

か悩んでるんですけど、事実上の社長なんで、全

然学校に来てないんですから。長期無断欠席で

（笑）。なかなか社会人も大変なんですよね、実際

ね。ですから、農家やってて社会人で来てますか

らね、 4 、 5 月なかなか授業に出れないと。まあ、
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ですから仕事による欠席ってのは大目に見て待

遇しようというふうにしてるんですけど。

ただ 1 年生の成績を見ますと、全体としてやっ

ぱり社会人が勉強面でもひっぱってる。ものすご

くやる気がありますから。大体あの教室のね、前の

方を社会人が占めてがんばってますんで、そうす

ると、やっぱり若い学生もそれに刺激されて一生

懸命に勉強するんですね。ですから全体としてレ

ベルアップを社会人が牽引している。

姉崎 昼に授業をされているわけですよね？

橋本 はい。

姉崎 そうすると、今の農業の方だと、そのまた、農閑

期、農繁期がでてきて、そういうリズムがありますけ

ど、基本的には出てこれませんよね。で、先ほど、

おっしゃられたのは、企業の場合だと多少就職さ

れたりとか、退職されたりって形で来られる。

橋本 そうですね。いま札幌で勤められてる方は、ここ

にも載ってるんですけど…。

姉崎 この方が先ほどの。

橋本 ええ、その方が成績 1 年トップの男子学生で

す。真ん中はその人がトップなんですね。素点で

ね、平均して 92 ぐらいあるんですね。いや、僕も

彼のレポートに 95 あげたんですけどね。グリーン

ツーリズム概論というね、すごいレポート書いてる

（笑）。他の学生とはちょっとレベルが違う（笑）。

で、その 3 人目の女性の方が、やっぱり、すごい

書いてますけど、札幌に勤めてるんですけども、

あの、身分待遇変えましてですね、それで、いま

働きながらこちらに通っています。ということになっ

てます。それとか、あと、 1 年生でいますのは、う

ち、卒業生が再び環境農学科に入って、その人

の場合は、今、勤めてる会社の関係でクリーン農

業勉強せんといかんぞ、ということでお前行って来

いということで、来てるんですね。やっぱり自分に

とって必要なもの、勉強したいということで来てい

る学生が一つありますね。もう一つは、あの、特に

今の 1 年生 75 歳の方の、そうですけどやっぱり、

生涯学習の色の強い方ですから環境農学科とい

う中身が相応しいということで、仕事にどこか活か

すのではなくて、 75 歳ですから、自分で勉強した

いということですね。

姉崎 この深川市の補助というのは深川市民でないと

出ないんですか？

小滝 いえ、違います。あの、社会人の条件さえそろ

えばどなたでも。それから、留学生に対しても。た

だし、枠は今年から 15 名ということになってます。

今のところ 20 名ですね。留学生も、韓国から 2 人

と中国から 1 人。

姉崎 その留学生の方は情報をどうやって得られて、

かつ、どんな目的で来られたのですか。

橋本 1 人は先生を知ってたんですね、拓大の。

小滝 東京の韓国語の先生と知り合いだったと思うん

です。それで、日本留学をしたい、ということが基

本的にありまして、その先生を通してうちの授業料

免除制度を知って応募してきた。で、その 1 年下

の子が、また 1 年で入ってきたというつながりです

ね。それから、別科から来た人もいます。

橋本 別科の留学生の友人なんですよ。だから拓大

の外国語学部と留学生別科ですね。東京にある

んですけど、そことのつながりで来ている。

姉崎 そういう環境農業とか、そういう人は韓国あたり

は多少あるかもしれませんけど、中国にはあまりな

いですよね。

小滝 まあ、留学生の場合は、どちらかというと、ま

ず、日本で勉強したいという方が強いですね。そ

の方がモチベーションが強くて。何を学ぶかって

のは、その次って感じがしますけどね。ただ、私は

2 人しか知りませんけど、非常に一生懸命真面目

な子ですね。

橋本 ええ、よく勉強してますね。成績もいいですし。

ええ、日本語はやっぱり十分できますので、は

い。

姉崎 現役の学生達には相当教育効果があると思う

んですけど、どんな反応が出てるんですかね？

橋本 特に、社会人学生との関わりでは、去年よく聞

いたんですけど、 1 年生の 67 歳の方が、電子顕

微鏡で細胞を見て、生まれて初めて見たと（笑）。

若い学生で、特に農業学校出身なのは電子顕微

鏡なんて見たことあるんですけどね。ですから、自

分たちが今までやってきたことの意味というんです

かね、「ああ、やっぱり、結構意味があるんだなあ」

ということですね。 67 歳の、彼にとってはそういう

ことがいちいち新鮮なんですね。で、新鮮な驚き

を率直に言うんで、若い学生が「ああ、そういうも
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んか」と。学生が言ってたのは、「 60 何歳になって

も勉強するってすごいね」と。やっぱり苦労して勉

強してるんですよね（笑）。いくら意欲的といっても

なかなか大変ですから。パソコンだって、「もう、ど

うしましょう」とか言ってましたけど、結局お父さん

に教えるぐらいになったんですからね（笑）。だか

ら、そういうのを若い学生見てると、「自分たちが

やってることが、やっぱり、大事なことなんだな」と

いうことが再認識されるんですよね。それで一生

懸命になるし。

それと、彼女の場合もそうなんですけど、彼女

は農家の方です。農家の 50 年ぐらいのベテラ

ン。あと 30 前後で、後継者で実際に働いてる人

いますんで、かなり実践的なんですよね。われわ

れ環境農学科も実学として徹しようという姿勢でや

ってますんで、実学にふさわしいレクチャーをしよ

うと、そういう努力をしようというふうに、学科の合意

なんですがね。専門用語を駆使してやるんじゃん

なくて、もっと分かりやすい、社会人学生にも分り

やすい話をしようと。七面倒くさい専門用語の講

義だけではなかなか大変なんで。

そういうこともあって、若い学生にとっても、分か

りやすい授業になってるんですよね。ですから、

雰囲気としては、社会人学生が食いついていっ

て、若い学生も一緒になって、それがやっぱり一

番大きいですし、実際に学科長の相馬さんのとこ

ろに集まる社会人学生は結構多いんですけど、そ

こで「土壌クラブ」という自分たちで名前をつけた。

土壌診断ですね、それをやろうということで。やっ

ぱり授業以外授業だけじゃ全然できませんので、

時間割を越えて、毎週一回集まってますね。実験

室に集まって、昨年からずっとやってるんですね。

そういうことも、社会人の学生もやってるし、若い

学生も一緒になってやってるんですけども、やっ

ぱり 初のリーダーは社会人学生なんですね。自

分たちの土を持ってきてね、土壌診断やってね。

やっぱり自分に直接はねかえってきますので。

姉崎 地域住民大学などで、農家の方々が大学の研

究生と交わりながら、研究、学習したりするスタイ

ルがありますけど、そういうのをキャンパスの中で、

ある意味で学生がやられてるって側面があるよう

に思います。今までのところで少しどうでしょうか。

久野 環境農学科では社会人学生の方が 40 名い

て、そういう方たちは、進路というか社会学習の一

環としてきてるのは分かるんですが、それ以外の

高校から上がってきた方たちの方は進路はどうい

うふうに進んでいくんでしょうか。

橋本 環境農学科の場合ですと、一番多いのが農業

自営なんですね。農業後継者が圧倒的に多いん

です。これは道内出身者の学生も、今年の 1 年

生ですと 8 割ですね。毎年道内出身の学生で 7

～ 8 割が農業後継者なんですよ。それから道外

から来る場合でも、後継者ってのが半分近くいる

んですね。だから全体として圧倒的に後継者が多

いということですね。それ以外の就職では、やっぱ

り農業関係ですね。いま決まりそうなのは、例え

ば、鵡川町の営農センターの職員とか、そういうと

ころへ就職ということですね。

それから、もう一つは、新しい農業のあり方を探

りたいということで、今までの就職にはなかったも

のをつくり出す、そういう動きと連動したいと考えて

まして、これは特に学科長の意向のが強いんです

けども、毎月 1 回、学科長中心に地域の人を集め

た異業種懇談会というのをやってるんです。「アグ

リタウン・フォーラム」という名称に決まったんです

がね。大体、上川、空知の農業者と、あと、それに

関心のある方が集まってるんですけども、 初の

タイトルは、「北海道の食と農村と農業を考えるフ

ォーラム」という、かなり広いものです。

そこで新しいビジネスを起こそうということを、

今、いろいろ考えてるんですね。だいたい 50 名

前後集まってですね、そこにも、学生がちょこちょ

こ関わっていたりしていて、社会人学生が事務局

やっているんですけども、そこで、やっぱ新しいビ

ジネスチャンスをつくって、今度は学生を送り出し

ていただきたいと。従来の就職分野ってあります

けど、それをさらに新しくつくり出す必要があるん

じゃないかと。また、そうしないと、どんどん狭くな

っていきますからいけない。

姉崎 農業後継者が圧倒的に多いことは、ある意味

強みですね。都市の農業大学では、非農家で親

がいる場合だと、かなりそこに近づくに時間かかっ

たりしますけど。

橋本 本当に多いですね。ですから話がある程度は
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っきりしている。

姉崎 この全国から来てる学生たちは、かなりこの地

域に下宿して住んでる子が多いんですかね。

橋本 そうですね。

姉崎 それは、この深川に対する経済効果が多少

…。

橋本 かなりですね。こういう地域ですから。特に若者

層とか 18 歳を過ぎると、もう、ほとんどの人が町

外、まあ、市外に出てしまいますから、そこをうち

の学生が、 18 、 19 、 20 くらいの子が補填すると

いう、そういう意味では人口の年齢構成から考え

ても非常にいい効果を与えていると思いますね。

それと経済効果も非常に大きいですね。

姉崎 さっきのミュージカルなんかは、例えば下宿し

てたりする隣のおばあちゃんとかそういう人に。

橋本 そうですね。典型的な形でいうと、コンビニがか

なり多いですからね。この深川市内にですね、客

も学生でバイトも学生ですね（笑）。善し悪しもある

んですけどね（笑）。

光本 そうすると、ちょっと授業の方に影響が出たり

（笑）。

姉崎 居酒屋なんかのバイトの学生もいたり。

橋本 いや、そうですよ。だいたい、行くところにはい

ますから（笑）。

光本 そういうのじゃ、うかうか飲みに行けないですね

（笑）。

小滝 いや、行きますよ（笑）。

橋本 学生から外れようとするには、ここからでなくて

はいけませんから（笑）。スナックでもいますからね

（笑）。見たことある顔だな、と思ったら学科の学生

だったり（笑）。だから、飲んだくれた様を見られて

ますからね（笑）。

光本 裏も表も（笑）。

橋本 でも名寄もそうでしょ。名寄も歩いてて、あれっ

と思ったら「先生の授業受けてます」って（笑）。

光本 地域的にはどうなんでしょうか。人口は減ったり

ですとか、そういう状況なんでしょうか。

小滝 次第に減りつつある。次第に。いま 2 万 7 千ぐ

らいなんですけど、まあ、年間でどれくらい減って

るか良くわかりませんけど、 500 人ずつくらい減っ

てるんじゃないでしょうか。

経営問題と北海道短大の存在意義

姉崎 歴史的な沿革の方で、この深川に拓大が設置

をした理由というか、そのあたりを是非、聞きたい

ということと、それから、深川は多分、その点では

期待された、いろんな、環境そのものもつくられて

きてると思うんですけれど、それで地域自治体と

の関係であるとか、それから、東京に本体があっ

て、こっちにもという、その経営教学上の問題とい

うのを、まあ多少は行き違いもあったりとか、そうい

うこともあると思うんですが、そのあたりをちょっと。

橋本 そうですね、私も、ここに設立する経過につい

てはそれほど詳しくはないんですけれども、こうい

うふうに言われてるんです。拓殖大学は、もともと

群馬県に農業経済科の短期大学を持っておりま

して、それをその廃止、閉鎖するにあたって、せっ

かくあそこでそれなりに教員スタッフなり人材を抱

えていたということもあったと思うんです。ノウハウ

があったということだと思うんですけど。そういう条

件が拓殖大学側にはあったと思うんですね。

そのころ、もう一つは、まあ、北海道内である意

味、大学誘致合戦のような―今も続いてますけ

ども―それがありまして、それでいくつかの市町

村から声がかかっていたのは事実だということで

す。ですから、滝川とか、深川とか、いろんなとこ

ろで誘致合戦がありまして、本校に陳情活動が行

われていたんですね。そのときに、『 10 年の歩

み』という本によりますと、深川の市町村の誘致に

対する姿勢が非常に真摯なもので、理事会を感

動させたというんでしょうかね。決していい条件で

はなかったんですけども、そういう呼びかけに、今

の保育科の前身の保育専門学校というのが併設

されるんですね。

もともと進出するときには、 1 学科ではとても経

営的には無理だろう、という話になりまして、しか

も、短期大学であれば、やっぱり女子の学生を集

める学科をつくらなければやっていけない、という

話がありまして、設立にあたって調査した報告書

にはすでにそのことが述べられていまして、保育

専門学校が、昭和 44 年だったと思うんですけども

発足するんですね。それは、 50 名定員で始まる

んですけども、その後、短期大学の学科として保
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育科になるのが 55 年です。

小滝 そのときに 100 名定員にするんですけどね。た

だですね、やっぱり一番問題なのは、ここに進出

したことで、 初から今まで続いている問題で、経

営の問題なんですね。経営的に自立するというこ

とは非常に困難な条件だということは、もう 初か

ら分かっておりました。

それで、経営というのは即、学生を集める、学生

募集ということなんですけれども、設立のときから

農業経済科という学科があったんですけれども、

その中にいわゆる編入できるような教育課程をつ

くって拓殖大学の 3 年につなげようということは

初からずっと行われていたんですね。その後、例

えば、教養コースだとか、それから編入コースだと

か、名前はそれぞれ変わるんですけども、ずっと

学生のかなりの比重を編入学生に頼っていたとい

うことが、一貫してうちの学校の経営の実態だと思

います。

したがって、今の経営経済科というのは昨年か

ら分離したんですが、もともとは財政基盤の、学生

集めの基盤として機能していたというふうに言える

と思います。平成 3 、 4 年頃、いわゆる学生が一

番 18 歳人口が多かった頃は、ある意味では経営

がやりやすかったと言えると思います。その頃、今

の経営経済科は、農業経済科の一つの経済コー

スという形で学生達を集めてたんですけども、一

時期、競争率が 11 倍ぐらいにまでなったこともあ

ります。実質倍率が。したがって、北海道の私学

の中では、おそらく も難しいくらいの難関だった

と思うんですね。

その後は 18 歳人口の激減で非常に集めにく

い状態になっていまして、それで、今年の正月くら

いから、何か別なことを考えなければ、編入だけ

に頼っていても学生が集まる時代ではないという

ことを、我々、強く認識するようになりました。

それで、来年度に向けて、お手元のパンフレッ

トにあるような、編入だけに頼らない。まあ、編入

はできるんだけれども、それだけでは学生を集め

ることはできませんので、何らかのうちに来ること

の魅力を考えようということで、一つは地域デザイ

ンコースというコース。これは、我々は、これからの

北海道の一つの成長産業として、体験型観光と

いう、自然と強制できるような体験型観光が、これ

からの北海道の一つの有望な分野だろうと、産業

分野だろうというふうに考えて、それにかかわれる

人材を養成したいということが一つです。それとも

う一つは、今まで商学部、拓殖大学の商学部に

編入していた学生を、経営情報コースというふうな

名前で募集していたんですけれども、それもです

ね、もう少し、情報関係の技術を身につけれるよう

なコースにしたいということで、情報ネットワークコ

ースという名前に変えました。それから、従来型の

編入コースを、政経コースと、まあ、拓殖大学政経

学部につながるイメージをもっとリアルに出そうと

いうことで、政経コースということで、 3 コース体制

に編成したところなんですね。

2 、 3 年前ぐらいから、編入する学生の希望者

が激減してきたということが、一番大きな変化にな

りますね。うちの学校としては、このコースで学生

が集まらない限り、実は環境農学科も保育科も、

いま定員 50 名ですけども、やはり私学として経営

的には非常に難しい学科なんですね。特に環境

農学科なんていうのは、いろんな施設とか、お金

がすごくかかりますから、もともと無理がある。

ただですね、ここで一つ大きな問題は、じゃあ、

拓殖大学が北海道に来たことの意味ということを

考えると、環境農学科は外せないんですね。単に

編入するだけであれば、何もここまで来る必要は

何もないわけで、東京の定員を増やせばいいだ

けのことですから。だから、ここでの存在意義をき

ちっと確認するためには、環境農学科はどうして

も、理事会なり、評議委員会なりを説得する理論

的な根拠として必要になってきているということも

あるんですね。だから、それは外せない。なおか

つ、独立採算とは究極的には言わないんですけ

ども、理事会の方は、できるだけ独立生産にしろ、

ということですから、学生集めの受け皿として、経

営経済科を機能してきたということだと思うんです

ね。

もともと農業後継者養成というのが出発当初か

らの目標だったと思うんですけども、そこでの存在

理由というんですかね、それはその中に出てると

思うんですけど、 1970 年代、 70 年代後半ぐらい

からが一番頂点だったんですね。 2 群制度という
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のが以前ありましてですね、農家で働きながら、農

閑期ですね、 11 月頃から 3 月まで拓大に通って

勉強する、という制度があったんですね。これ、 3

年制だったんですね。

光本 一種の定時制？

小滝 そうです。季節定時制と考えていただいて、そ

れを、 3 年間で、短期大学の単位を取得するとい

う。今だったら許されると思うんですよね、今の文

部省の制度だったら。

実は私、文部省との交渉に携わった 1 人なん

ですけど、一つここで話しておきたいのは、平成

元年、 2 年頃にですね、実は、「北海道には見通

しはない。旧納内の校舎も古くなってきたし、それ

から、学生も集まりにくい」という、当時はまだいい

んですけども、長期的に集まりにくいという見通し

しか立たないということで、理事会はいったん撤退

を決定するんですね、平成 2 年に。それで、猛烈

な深川市の巻き返し運動が始まるんですよ。

そのとき、私たちは、撤退をするか、あるいは札

幌近郊に移転するか、という非常に深刻な議論を

納内校舎で、 後にやってたんですね。で、その

現地の教員職員は、札幌移転という判断をしたん

です、実は。そして理事会は、札幌移転か撤退か

で、すごい揺れてたんです。で、いったん撤退と

いう結論を出したんですね。その後、猛烈な巻き

返しがありまして、そのときおそらく理事会と深川

市側とのいろんな条件を出し合ったんですね。深

川市側が、おそらく 9 億円と言われてるんですけ

ど、 9 億円を出すということで、じゃあ、その校舎も

全面的に建て替えて、この深川メム地区に移転す

るということで、市が全面的に協力するということ

で、拓大と合意ができたんですね。

そのとき実は、先ほどの 2 群制度の問題が一

つ持ち上がるんです。移転するときには文部省に

各種、届け出を出さないといけないんですね。そ

のときに、文部省は 2 群制度というのは短期大学

の設置基準に抵触していると判断したんですね。

その抵触しているという判断は、「あなた方の短期

大学は 2 年間で許可されているので、 3 年間経

って卒業するということは、よろしくない」と。

私、何回か文部省に行って話をして、結局、物

別れになって、そのとき卒業生の政治的な影響力

の強い人が、結局、官僚を説き伏せたというか、

抑えたという形で、いったん収まったんですね。た

だし、移転の時に、移転の認可を受けるために

は、やっぱり、その、季節制の二群を抱えているこ

とは、まあ、我々にとって非常に不利だという判断

で、やめざるを得ないだろうと、いつか、こういうと

きがあったらやめなければならないだろうなってい

う判断があったものですから、まあ、閉鎖せざるを

得なかったということなんですね。

ただ、我々はそのときも認識していたんですけ

ど、農業に携わっている人が、もし大学や短期大

学に来るとすれば、季節制とういう勉強の仕方は

ね、すごく有効な勉強の仕方だと思ってたんです

よ。今もそう思ってるんですね。

担当官は、その頃、「登校日数が 220 以上越え

なきゃいけない」と。実際には、季節制学生は 160

から 170 ぐらいなんですね。それを何とか増や

す、増やさないという、そんな議論になったんです

けど、結局、まあ、端的に言うと向こうは「やめろ」と

言ってたんですね。こっちは「やめたくない」と。

で、そこを政治的な力で、抑えつけちゃった。だか

ら、何かうちが文部省に対して申請するときには、

そのときにはやめなければいけないなという覚悟

を決めていたということがありますね。

姉崎 今だったら、逆に文部省の実態が変わったから

…。

小滝 と思いますけど。

姉崎 もう一度出すというふうな、まあ、社会人別な形

で展開しているから、あれですけど、そういうことあ

りますか？

小滝 はい。冬期間に理論なり、あるいは、実験なりを

勉強して、そして、農繁期には家に戻るという勉強

の仕方は、私は非常に合理的だと思います、今で

も。おそらく今だったら、そんなに無理ではないか

なと。酪農学園大学にも実はそれはあったんです

よ。

橋本 専修にもあったと聞いたんですけど。

小滝 ああ、そう。実は、酪農学園が文理短大というの

をつくったんですけども、そのときに、文部省から

クレームがついたんですよ。そこの勉強の仕方は

おかしいと。そうしたら、酪農学園が、「うちだけじ

ゃないよ」って、言っちゃったんですよ（笑）。それ
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で文部省からうちに電話が来たんですよ。まあ、

別に酪農を非難するつもりもないんですけど、一

緒に仲良くやってましたから（笑）。それで、「おた

くも変な事やってるらしいね」ってことになって、

「ちょっと来て下さい」と言われちゃったんですよ

ね（笑）。

橋本 盛時は 1 学年 100 名いたんですよ。だから、

その当時の人に聞くと、もう全部大教室で授業だ

ったと。全ての授業が。そうですよね、 3 学年だか

ら 300 人いるわけです。

小滝 季節制の学生は、私たちで 2 群と呼んでたん

ですけども、ある意味非常に泥臭いんですけど

も、非常に、さっきの社会人と同じような姿勢が感

じられて、教室の雰囲気もとっても面白かったん

ですよ。だから、今だって社会人のことを考える

と、やっぱり、季節制の方が絶対いいと思うんです

よね、私は。

姉崎 その当時の方々、卒業された方々は、なんだ

か OB 会とかそういうものはつくってらっしゃるん

ですか？

小滝 ええ、 OB 会としては一つですけれども、中心

的メンバーはやっぱり季節制の卒業生ですね。

橋本 結局、 25 年続いたんですね、その制度は。で

すから卒業生で農業を現在営んでいる人の圧倒

的多くは 2 群の卒業生です。北海道各地で、 40

代、 50 代で農業を中心的に担っている人は本学

の卒業生が多いですね。

深川市と大学の関係

姉崎 深川市がそれだけ熱心にやられているのはど

んな理由によるのでしょうか。

小滝 やっぱり一つは、経済効果が大きいですよね。

これはあると思います。

ただ、平成 4 年にここに移ってきてから、我々も

教職員に呼びかけて、できるだけ地域の発展に

関わっていくということもあります。移転が話題に

なっていたとき、深川市との関係が、ある意味では

クールな関係だったと思うんです。ただ、こっちに

来て、とにかくここでやれるとこまではがんばるん

だって決意をした段階からは、地域にできるだけ

協力していきましょうっていうことで、教職員がいろ

んな委員会とか、あるいは審議会とかに随分関わ

るようになったのは事実ですね。それと市の人達

もいろいろな形で我々の所に出入りするようにな

ったということが非常に大きいと思うんですね。

だから、そういう地域の大学としての役割をだん

だん果たせるようになってきたということも大きいか

と思いますね。

橋本 一言でいうと、まあ、北空知唯一の高等教育機

関として期待する面は深川市だけでなくて、北空

知全体あると思うんです。

いま特にあるのは、深川市の将来計画の視点

に入ってるんですけども、深川市では、「街づくり

市民協議会」という名前で、市民中心の将来構想

作成委員会をつくったんですね。で、その会長に

環境農学科長の相馬さんを指名してですね、や

ったんです。市長、市役所で言ってるのは、「相馬

構想を実現しよう」と。個人名がついているんで

す。ですから、街づくり、地域活性化の、もろに中

心に拓大を据えて、具体的には相馬さんが中心

になっているけども、それはやっぱり一番大きい

んじゃないんでしょうか。

基幹産業の農業を中心とした地域活性化という

のが深川市全体の方向ですし、それは、この拓大

を拠点していこうと。

光本 ある意味、地域づくりを大学に託してる、という

ような位置づけになってきているんですね。

橋本 そうですね。

姉崎 重要なシンクタンクでもあるわけですしね。

橋本 そうですね。

小滝 深川市の国際交流も、国際交流協会ってある

んですが、理事長が小竹さんで、国際交流協会

の起ち上げまで、起ち上げる前からずっと関わっ

てやってますから、だから、小竹さんが中心になっ

ていれば深川市の国際交流は進んでいると。で、

そこに拓大が深くコミットしている。ですから国際

交流協会も、いま姉妹提携ってのは小竹さんが中

心になって拓大とカナダのフレーザー・バレー大

学が姉妹提携したんですが、それを中心に、今度

は市自体がですね、姉妹提携、国際交流を機軸

に深川市の国際交流を活性化しようと。こういうふ

うに考えてるんですね。だから、言ってしまえば市

役所は、徹底して拓大を担ごうと（笑）。コキ使うも
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んだな、と。そういう気がして（笑）。

橋本 市役所の仕事も結構多いですよね（笑）。私た

ちによって相当コスト削減してますから（笑）。

小滝 そうですね、大体市役所が発送する英語の文

章はみんな拓大がやってると思いますね（笑）。 1

人はなるべく英語のできる人を雇ってほしいって、

いつも前からお願いしてるんですけど、まだ来て

ないから、だから、ほとんど大事な文章は拓大が

つくってると思いますね。英語だけじゃない、中国

語とかもね（笑）。そういう点ではお互い持ちつ持

たれつなんですけども、市との関係は本当に、良

くなりましたよね。

姉崎 屋久島先生も何かやられてますね。

小滝 地域おこしのグループ。若い若手のグループ

の中心が橋本さんだから。

姉崎 あのログハウスってのも、多少そういう意図があ

ってですよね。

小滝 そうです。ここは誰にでも開放してますから。だ

から、橋本さん達の会合も、我々がもっている会

合も、だいたいそこを使うんですね。

橋本 そうですね。具体的に言うと、深川市の委託事

業である地域おこしセミナーの選考委員として僕

は関わるようになったんですけども、それも、 初

から市役所の担当者は拓大の教員を狙ってい

て、小竹さんだとすでにやってたんで、まだやって

ないとこをつかまえなきゃいけないと。

それ以来、僕も地域つくりのグループですね。

一緒に起ち上げていったり、代表をやったり、いろ

いろ関わっていますけども、そういう意味では、拓

大の、市とですね、かなり密着して一緒に地域づ

くりを、それぞれの役割分担してやっていこうとい

う方向はかなり明確になっていますよね。そういう

点では、いい役割を果たしてるなと。新しい教員

が来れば、また、食いついていくと（笑）。そういう

感じですよね。

今回来られるというので、うちの教員がどういう

公的な役職を市で持っているのかということを調

べたんですけども、いま保育科の教員で、スクー

ルカウンセラーですか、関わっているのがおりま

すし、先ほど言いましたように、環境農学科の相

馬さんがその街づくり市民協議会の会長をしてま

すし、深川市でマルチメディアのモデル事業をや

ってますけども、そこにも情報関係の教官がやっ

てますし、そういうふうに、大体それぞれの分野

で、関われるものは教員は関わる、当然関わると

いいますかね、市役所からは当然来る、という

（笑）。受けれるものは全部受ける、という形になっ

てますね。

姉崎 大学としての発信型の事業の中に、 近、公

開講座とか、出前型のものであるとか、オープンカ

レッジをやったりだとか、そういう、キャンパス内の

学生への教育授業だけでなくて、地域社会に対

する社会サービス支援の一環として、教育的な、

あるいは研究的な成果を公開したり還元したりす

ることがありますけど、拓大の場合はその辺はどん

なことを。

橋本 そうですね、そういう点では、保育科では保育

セミナーですね。環境農学科では農業セミナーと

いうのを毎年 1 回やってまして、いわば公開セミ

ナーです。もう一つは、公開講座として、毎年恒

例の英会話、中国語会話で、それ以外の中身とし

ては特に公開講座的なものは今はやっていませ

ん。

姉崎 図書館なんかは地域開放で。

橋本 ええ、図書館なんかは、いつでも登録すれば

貸し出しができると。

姉崎 それは、深川市が持ってる図書館なんかともネ

ットワークでつながっている。

小滝 つながってないです。電算化構想はあったん

ですが頓挫しましてね。

橋本 その図書館はもうコンピューター化されてます

ね。こちらがそれを、まだちょっとやれていない。

姉崎 私学として建学の理念があって、やってこられ

たんですけど、一方では、地域を抜きにしてはここ

が存在しないということがあった上でやられてると

いう意味では、“地域公立大学”に近いというか、

あるいはそれ以上かもしれない、というふうとらえ

ていたんですけども、その辺が非常に印象的なん

ですれども。

橋本 まあ、そうですね。“公設民営”なんて言葉があ

りますけども、それに準じるというか、近いぐらいの

位置づけになってますね。

小滝 深川市は、我々に対してはいろんな意味で本

当に親切だと思いますよ。
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将来構想、四大化への対応

姉崎 名寄なんかでは、少子化の問題だとか、そうい

う募集の困難とか、産業構造の転換とか、学問そ

れ自身の転換があったりして、四大化との関係で

どうするかっていうような議論もやっぱりあって、あ

そこでは将来構想委員会を市の方でつくってい

て、そこに大学側も入ってというようなことでやって

いますけれども、ここは拓大そのものとつながって

いるので、先ほどおっしゃった前期教育部分を担

うのもあったりとか、ちょっと事情は違うんですけれ

ども、短大としての完結型の、短大としての性格よ

り一層強くすると言う方向を考えられているというこ

とですか。

小滝 そうですね。私もそう明確には意識はしていま

せんけれども、やっぱり、ある意味、専門学校に近

いっていうか、その資格なり、就職なりいって、つ

なげていくような方向に全体としては動いているん

じゃないかなっていう感じはします。

四大化志向の意見ももちろんありました。この学

科を三つに分けるか、農業経済科を経営経済、そ

れから環境農学科に分けるときの、その将来構想

の会議では、四大という意見も非常に強くありまし

た。しかし、大きな流れとしては、やっぱり深川で

四大、しかも私学では無理だろうという判断の方

が強かったんだと思います。どちらかというと、専

門学校的な色彩を強く出したような短期大学に向

かっているのかなって感じがします。今回の経営

経済科のコース再編も、我々はある意味ダブルス

クールだと思ってるんですね。編入はできるし、も

う一つ、しっかりとした明確な、その技術なり、資格

なりがとれるという。

橋本 そうですね。だから、環境農学科は来年度、新

しくカリキュラムを設定し直すんですけど、その方

策の一つが“専門学校化”ということなんですね。

いろんな議論があって、やっぱり専門学校的な

方向と四大的な方向があって、四大は基礎から積

み上げていって、 4 年間で一人前に育てようとい

う発想になるんですけど、短大として生き残りを考

えたときには、そういう方向ってのは短大の特性を

失わしめる面があるっていうのと、現場に強い人

材ですね。それをつくるためには、専門学校的な

方向性が重視されるべきじゃないかな、ということ

で、そういう方向にカリキュラムを変えていくんで

すね。

ですから、いわゆる基礎教育では、クリーン農

業という目標に向かって、絞り込んだ形で、基礎

を専門の中に吸収しようという、そういう組み方で、

カリキュラムを考えているんですね。というのはで

すね、基礎をやって、まず一般的なものをやっ

て、それから専門的、応用的な特質でもやってい

こう。だけど、 初から特定の目標をがっちりし

て、そこへ全部吸収する形で。おそらく短大の生

き残りとしては、そういう方向をどうしても選ばざる

を得ないんじゃないかという、そういう面はあると思

うしね。

ただ、だからといって四大的な方向というのが

全く無視できるものではない、と思うんですよね。

そこが難しいんじゃないかと。だから環境農学科

も、議論してくと、やっぱり、もっと教えたいという

か、もっとこういうふうに身につけてほしい、成長し

てほしいと考えると、 2 年じゃ足りないという、そう

いう 2 年の限界というのも、また感じてはいるんで

すけれども。

今のスタッフが非常に、もうパンパンだと、限界

だという、それが私学の問題だと思うんですけれ

ども。それから、公立の農業高校と比べると、え

え、全然スタッフ・設備が足りないですから、つま

り、予算が全く違います。そういう問題も同時に抱

えてるんですよね。ただ、それであったら 2 年間

で本当に農業という現場により密着した形で学ん

でいけるようにしたい。うちの教育は保育科もそう

ですけど、現場とよい密着をするというか、そういう

方向で一生懸命やるというのが特色なんだと。

姉崎 だから、いったん出た卒業生の方だとか、もう 1

回自分の知識をブラッシュアップしたりですね、あ

る種、浮揚したいときに、あるいは短大が終わった

後で四大というふうに、そういうふうに行かないとし

ても、専攻科というのに進んだり、いま専攻科があ

るので、それを付加して四大資格を付与するとか

いう別のバイパスをつくる方向も、私学はかなりや

っているんですよね。そのあたりは、拓大ではあま

り考えていませんか。

小滝 うちもそれを検討しようということで、特に環境
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農学科を中心に検討しているんですけども、いか

んせん、教員スタッフの力量というか、いま持って

いるキャパシティというか、それからすると、やりた

いけど、実際、今のところは無理だろうと。マンパ

ワー面で不足しているんじゃないかと。そういう、

結論ですね。

ですから、当面はやっぱり卒業生なり、あるいは

地域の人にどれだけ我々は、そのニーズに応えら

れるか、いわゆる、入りやすく出やすく、気軽に訪

問できるような雰囲気をどれだけつくるか、というこ

とだと思います。今、先生がおっしゃるような、専

攻科の方が残ってます。やっぱり 2 年つくると学

位授与機構から学士号が出ますんでね。だから、

それは非常に大きなメリットなんですけども、人的

な配置からいうと難しいという状況なんですね。だ

から、専任教員を増やしてもらえるんであればつく

るとうのが本音じゃないんでしょうか。拓殖大学本

部の方で。

橋本 そういう要望は実際もう既に学生から出てるん

ですよ、特に社会人学生から。 2 年でやるのもの

いいんだけど、やっぱり、もっと勉強したいと。

光本 そうですね、社会人学生は拓大への編入って

ことはほとんど考えないでしょうから、そうなります

よね。

橋本 やっぱり 20 ～ 30 前後の社会人学生ですね。

農業をやりながらやってるんですけども。

光本 この地域でやっていけるならやっていきたいと。

橋本 すぐ大黒柱で働かなければいけない、そういう

のがないですから、あと 2 年ぐらいですね。もっ

と、こう、実践的な勉強がやってもいいじゃないか

と。数は多くないんですけれども、実際の需要は

確かにありますね。ですから、そういう意味では、

それが先ほどおっしゃった卒業生です。

小滝 その専攻科の議論で、決定的な分かれ目にな

ったのは、結局、授業の持ちコマ数というよりも、

それ以外に、実験とか実習とか、学生個々のアフ

ターケアとかに、ものすごい時間をとられるんです

ね。我々、社会科学の人間には分からないような

苦労をされてるという、そういうことがはっきり分かり

まして、それで、いったん頓挫したというか、そん

な感じですね。 初は本当につくる気だったんで

すよ、来年の 4 月に向けて。

姉崎 昨日も、旭川医大の方で看護の方をおうかが

いして、資格との関係での対応が、我々が考える

以上に、ものすごく講義以外の部分の、いろんな

ケアだとかの問題があるようです。そういう意味で

は、看護養成は、専門学校も短大も四大も持って

ますけど、やっぱり、かなり違うんですね。名寄に

も看護があったんですけども、そこもやっぱり四大

にしたいというのもあるんだけれども、財政問題も

含めて難しいとおっしゃってましたけど。

橋本 実は名寄短大とちょっとそれから、あと稚内北

星が短大で、三つの短大で交流会をやったんで

すよ。

光本 交流は今でも続いているんですか。

橋本 ええ、何か今年もやろうかというのが。去年があ

まりにも忙しかったもんですから 1 回休んだんで

すけど。

光本 具体的にはどういったことをされてるんです

か？

橋本 やっぱりね、将来構想問題を話し合ったことあ

りますし、それから、まあ、学生募集の話ですとか

教育の問題ですね。学生の授業どうするとか。

で、共通の話題ってありますから、それを 1 泊 2

日で、まあ隔年くらいで交流してるんですけれど

も。今年も 11 月くらいにやろうかというように提案

されてますし。

入口と出口

姉崎 入試の方で、先ほどちょっとおうかがいしてな

かったんですが、なかなか難しいってことで、いま

地方入試で沖縄までも行かれたりとかされてます

けども、その辺のご苦労や問題みたいなものをもう

少し。

橋本 そうですね、今の特徴っていうのは、特に短期

大学の場合ですと、僕らは「指定校推薦入試型」

って考えてるんです。もともと短大は推薦入試、校

長推薦入試試験で入るというのが圧倒的だったん

ですよね。だから文部省が 5 割の制限をとっぱら

っちゃってから、もうほとんど推薦だけで入れようと

いうことなんですけど、それがさらにすすんで今度

は指定校ですね、高校に推薦枠をあげて、全部

推薦して下さい、とお願いして、で、来たらもう事
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実上無条件で合格させますという。そこにいま入

試が動いているということなんです。

ただそれだけでは、やっぱり十分な学生募集は

できないというか、結局指定校推薦入試というの

は今、短大だけではなくて、四大にも移っていま

すから、高校側は大変なんですよね。指定校枠

ばっかり来ますから。勝手に指定校にされて、「何

だ」って。

光本 生徒数より増えてしまって、枠の方が多くなって

（笑）。

橋本 そうなんです。知らないところから来ますから。う

ちも、乱発してますから（笑）。

指定校推薦で入るのは、一方ではいわば当た

り前なんですね。センター入試を中心に考える高

校がもう一方では存在しますと、もう一方では指定

校推薦で入るというのがもう高校・大学で当たり前

になっている。ですからそういう意味では、うちは

もう少し特色を出して、やっぱり「自己推薦入試」と

いう、高校長推薦以外でですね、自己 PR で入れ

るという、それを設けているんですね。

いま AO 入試というのがある程度柱になりつつ

あるんですけども、うちとしては、それは去年検討

したんですけども、やらないというふうに決めまし

た。 AO 入試で一番大事なのは、やっぱり入学前

教育ということだと思うんですけど、それは指定校

推薦入試型で十分やっていけるだろうと。別に紛

らわしいものをつけ加えてやる必要はないんじゃ

ないかと。高校の先生とずっと話してても、向こう

も、入試の多様化といって、もうたくさんあって、ど

れがどれだか進路指導でも分からんと。

光本 進路指導できませんよね、高校側が。

橋本 ええ。うちでも、例えば、一番多いのは 6 種類

あったんですね。だからできるだけ多様化というこ

とをふまえた上で、まあ、指定校推薦と自己推薦

の二つの柱にしてですね。入学前教育を二つの

柱で内実としてちゃんとやっていけるというふうに

考えてるんですね。それぞれの学科の特色のア

ピールすると同時にうちは小規模ですから、入学

前から丁寧にフォローできるということですね。入

学後も丁寧にフォローができるんですけども、入

学前からできるということで、やっていこうと。

入学前から進学相談会があって、知ってるとい

う学生はたくさんいるんですよね。だから 2 年間じ

ゃなくて 2 年半ぐらいのつきあいの学生っていう

のがいると。ですから、学科が違ってても、入試で

面接した方が昨日聞きましたけど、「保育科で学

科違うんですけども、やっぱり編入したい」というよ

うな相談に来ます。それは高校生にとってもいい

んです。入学前から、うちの教員なり職員が誰か

学生を知っていて、いろんな話ができると。で、何

かあったらやっぱり来るという。それを入試として

はやっていきたい、出していきたい。

ただ全体として、いま入試の学生募集、学生募

集、やっぱりかなり厳しいですね。ですから、保育

科は 50 名定員で大体 1.3 倍の入学者を確保し

てますので、ここは目標に一応達してるんですけ

ども、それ以上に来ると、実習で手がかかりますか

らあんまり多くはできない。環境農学科の場合は、

80 名定員で、で、毎年 80 名は確保してるんです

けど、これもやっぱり実験実施中心ですから。 80

というのは限界の数なんですね。実験系、実習系

の先生から言わせると、それを越えたら、「もう、“

お客さん”をつくるしかない」と。そういう意味で

は、限界があります。

経営経済科は 150 名定員なんですけれども、

いわば財政基盤という学科の側面として、ここで

増やすことできるんですけど、実はここが学生募

集で一番きつい所なんですよね。定員を確保する

のが必死というか、この 2 年間ですね。ここはやっ

ぱり一番大きな変動が出ますので。

保育や環境農学科というのは分野として特殊で

狭いという、狭いがゆえにやっぱり安定した需要

っていいますかね、それがあるんですね。数は少

ないけれども、必ず毎年安定してありますから、そ

れを確実に獲得すればいいんですけれども、経

営経済科の場合は一番流動的で不安定で、全体

的には一番人数が減っていくわけです。

姉崎 卒業者の就職率というかその辺はデータがある

んでしょうけれど、保育なんかは 100 ％に近いん

ですか。

橋本 そうですね。環境農学科は自営者が多いので

就職希望者全体の数は少ないんですよね。です

から今年まず 初の卒業生を出すんですけれど

も、保育科が 60 名ちょっとですか。環境農学科は
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80 名いますけれども、多分就職希望者はそのうち

の、まあ実際は 4 分の 1 くらいだと思うんですね。

そうするとだいたい就職できると。

あと保育の場合は、特に多いのは保育園・幼稚

園、それから施設です。いわゆる専門職への就職

率が高いですよね。学生の趣向としては一般の企

業への就職を考える学生というのは、うちの保育

科の場合はかなり少ないんじゃないかと思うんで

すね。札幌圏ですとね、短大の保育科でも一般

企業に就職の方が強い場合ってあると思うんです

よね。

学内の合意形成

佐藤 深川市とのやりとりの中で、教員の負担、授業

以外の負担が増えているとおうかがいしたんです

が、その辺のコンセンサスとか、全学的な協力関

係とかはできているんでしょうか。

小滝 意見の違いがあってなかなかまとまりにくいっ

ていう他大学の話は確かに聞くんですが、私たち

のところも意見の違いはたくさんありますけれど

も、やっぱり大事なことは、かなり時間をかけて議

論をするという、その部分がないとなかなか各論

にあたっていけないと思うんですよね。

それと非常に私たちが思っているのは、今のう

ちの雰囲気ですと、議論ももちろん大切なんです

けれども、決めるときにはちゃんと決めないと手遅

れになると思うんですね。この激変している大学を

巡る状況を考えると。

だから、例えば、今回の経営経済科のこのコー

スの改編を話題にしますと、とにかく、「ここまでに

は結論を出しましょう」っていう時期を設定する。こ

れ大事じゃないかな、って思うんですね。議論は、

それまでだったらいくらでも議論すると。「ただし、

ここまでには、この日までには結論を出しましょう」

という、そういう合意をしないとなかなか進まなかっ

ただろうと思うんですよ。

それとやっぱり、他の大学とは違って、我々か

なり強い危機意識があるから、議論ばっかりしてい

て手遅れになったら、それこそ手遅れになる。どう

しようもないぞ、という意識が強いので、比較的コ

ンセンサスはやれてるかなっていうには思ってい

ます。

それから先ほどちょっと、市との関係のことでも、

やっぱり我々議論して、とにかく「ここで生きていく

んだから、市の地域づくりにできる限り協力しまし

ょう」ということは、合意していたし、そういう部分で

はあまり問題はなかったと思うんですけどね。

橋本 そうですね。だから、コンセンサスというか、決

めて、「やろう」と言ったら、意見の違いがあっても

やっぱりみんながやるという体制だと思うんです

ね。 26 名ですか、教員が。少ないですから、やら

ざるをえないというかね。 1 人だけいやだとつっぱ

ねても、やっぱりやらざるをえないというのはあると

思うんですよね（笑）。

でかいところだと、「俺やらないよ」とかね、そう

いうこともできるでしょうけど、うちの場合だとそれ

ぞれの学科や全体で決めたらもう、考えが違って

も、意見が違ってもやる、というふうになると思うん

ですよね。だからそういう意味ではコンセンサス合

意づくりのプロセスも大事ですけれども、それはう

ちの場合はやっぱり前へ進むしかないという、そ

れが共通の合意だと思うんですよね。

典型的には、昨年の教諭昇格人事で審査の対

象として研究業績、教育業績、これはどこでもやっ

てると思うんですけど、「地域への貢献」というのを

一つ加味したんですね。それは、地域貢献という

のは全学的な合意だから、そうである以上、やっ

ぱり業績評価に加えようということになったんだと

思うんですね。

ただし、実際の地域への貢献といいますか、地

域との関わりというのはそれぞれかなり違いはある

んです。かなり濃い場合とすごい薄い場合と、そ

れはそれぞれのおかれてる条件の違いといいま

すかね、やっぱり札幌に住んでて、こちらへ通っ

てる先生もいますし、僕みたく、小滝さんもそうで

すけど、深川に住んで家を持って、家庭を持って

やってる場合、やっぱり否応なしにこう地域の中

で生活してますから、濃くなっていくってのはある

と思うんですけどね。

光本 具体的に地域への貢献が加味される場合、ど

んな仕方で評価されるんですか。

小滝 例えば、中心メンバーとなってこういう会を運営

して、地域づくりに貢献しているとか、その年限が
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どのくらいたっているかとか、そういうことだろうと思

いますけどね。まあ、基本的には、やっぱり依然と

して論文だとか、そういったことは中心ですけれど

も、やっぱりそこの部分も考慮しましょうって姿勢

はあります。ポイント制とかじゃないですけれども。

光本 一口に地域貢献と言っても多種多様でしょう

し、だから測りがたいところがありますよね。

橋本 ええ、そうです。だから実態としては、そういう根

拠をつけ加えた程度だと思うんですけど、とりあえ

ず今の段階では、具体的に評価基準とか、こうい

う評価があった、というところまではいってない。

光本 ポイント化されるとか、そういうことではない。

橋本 ええ、そうです。

あと一つ強調すべき点があって、接続教育のこ

となんですけど、いま環境農学科では、具体的に

岩見沢農業高校と接続教育を推進しようということ

で、具体的に何ができるかということで検討に入っ

てるんですね。もう一つは、先日小滝さんと一緒

に行ったんですけど、商業高校の校長先生から

お話があって、接続教育をぜひですね、具体化し

たいと。来年度から、商業の高校生を拓大で授業

に出るような、そういうことができないか検討しない

かと。

光本 いわゆる単位化ですね。

橋本 はい。商業では開講できない科目ってうちにあ

りますよね。例えば幼児教育だとか。それから中

には、中国語をやりたいとか、そういったことで少

し、高校生の意欲を喚起するのと合わせて協力関

係ができないか、という提案がありまして、おそらく

後期になると思いますけれども、ワーキンググル

ープみたいなのをつくって何ができるか話し合い

を持ちましょうってことになるんですけれど、そうい

うことがいくつか出てきます。

姉崎 おもしろいですね。

小滝 ええ。それから、今度できた地域デザインコー

スの場合には、例えばカヌーだとか山岳だとか、

自然のある、そういったことをやってる近い高校が

ありますから、その高校とうまく連携をとって、教育

のすりあわせみたいなのができたらいいなってい

うふうに、いま思ってるんですけど。

橋本 岩農との接続教育は多分、教育学部の小出先

生が仕掛け人ですかね（笑）。

姉崎 その場合は、教員が高校に出向いていく、ある

いは高校生がこちらに来るという。

小滝 双方考えられるんじゃないかって思ってるんで

すけどね。

橋本 だから妹背牛とかその地元の高校と、そういう

教員が行くっていう、双方可能ですよね。ただ、岩

見沢だとそれがちょっと距離的にもうちょっと工夫

しないといけないな、ってのは思うんですけどね。

佐藤 農業じゃないんですけど、工業高校と工学系

の大学の接続っていうことに関心があるので、大

学と高校の関連性がもうちょっと具体的に例示さ

れるような実践の場があれば、いろいろとお話をう

かがいたいなって思ったんですが。

橋本 工業高校の進路指導の先生はそのことをすご

く切実に考えていて、何とかして工学部とうまくい

い形でつながらないかと盛んに言ってますね。

姉崎 この前、小出先生がそういったんじゃなかった

かな。あれは工業コースか。

佐藤 工業コースですね、ええ。

橋本 小出先生の所の大学院生で、書かれたものを

送ってもらったんですけど、新潟についての。だ

からそれを農業で、農業分野でやろうということ

で、それで僕が読んでくれないかと。何で僕が読

まなきゃいかんのだろうと（笑）。

拓大北海道大学短大にとっての地域

光本 ちょっと大きな質問かもしれませんけど、この大

学にとって「地域」という場合に、その「地域」は深

川市ということになるんでしょうか？それとももう少

し違ったひろがりとらえられてるんでしょうか。

小滝 いくつかあると思うんです。例えば、“地域おこ

し”なんて場合には、それは北空知を想定してい

ると思うんですね。農業、環境農学科の場合は、

むしろ北海道ぐらいのことを考えてると思うんです

ね。それから今度の経営経済科の場合は、まさに

「地域」といったら全国なんでしょうね。そんな感じ

になると思いますけど。その考えるレベルっていう

のはちょっと違うように思うんですけども。

姉崎 今回は 4 校、訪問するとそれぞれ共通で「地域

社会」というふうに言うんだけれども、それぞれ抱

いてらっしゃる地域社会のイメージはそれぞれ違
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ってて、興味深かったんですけれども。

小滝 特に地域おこしなんてのは、橋本さんが関わっ

てる部分なんかでいうと、どっちかっていうと北空

知ですよね、今じゃ。入ってくるメンバーとか関わ

ってるんですか？

橋本 そうですね。僕自身が関わった契機の一つに、

今もやってるんですけど、北空知海外研修ってい

うのがあるんですけど、深川市とあと他の 5 町が

海外研修を毎年やってるんですよ。で、そのとき

に拓大の教員が団長あるいはコーディネーターで

毎年行くというようになってまして、拓大の教員含

めて 18 人のメンバーがですね。事前研修をやっ

て、報告書をつくったりしてます。

そうすると、僕もそうだったんだけど、やっぱり

18 人がチームみたいになります。一緒に研修して

勉強して、報告書を書き上げてますし。それが地

域づくりのいろんなテーマでやってきますんで、そ

れが強く意識されますよね。北空知の仲間といろ

んな形で地域づくりやっていくんだと。かなり仲良

くなりますから。だからそれは、地域づくりという観

点から見ると、“北空知”という地域ですね、僕は

強く意識します。

もう一つは、環境農学科は北海道のクリーン農

業ということを看板にかかげてますんで、北海道と

いうことをやっぱり強く意識しますね。ですから、

農業者とか、グリーンツールとかいろいろ考えたと

きにはやっぱり“北海道”ということを考えますね。

北海道を売り出したいと。そういう発想で考えます

ね。おそらく経営経済科、地域デザインコースも

やっぱり、北海道というのが大きな点になると思う

んですね。僕としては。

姉崎 お忙しいところ、ずいぶんお時間を越させてい

ただいて、本当にありがとうございました。

橋本・小滝 ありがとうございました。

以上




