
──流域と和光大学

最初に今回のシンポジウムのテーマである本学の教
育取組についてお話しいたします。この取組は「和光
大学足もとからの環境共生プロジェクト」あるいは
「流域主義による地域貢献と環境教育」という名前の
教育プロジェクトです。鶴見川流域の生態系の中での
環境教育と、鶴見川流域の中の社会への社会貢献を融
合させていこうというプロジェクトであるということです。
最初に「流域主義」の説明をします。流域というのは、雨や雪が降った際にそ
の水が最終的に流入するところを共有する地域のまとまりです（図1）。ある場所
に降った雨が集まって小川になり最終的に鶴見川に流れ込めば鶴見川流域、隣の
多摩川に流れ込めば多摩川流
域です。流域というと、川の
周辺と思われがちですが、川
から離れた場所でも流域です
から、たとえ富士山山頂でも
富士川流域と相模川流域から
なっています。流域のもう一
つの特色は、流域と流域の境
目になっている山（分水嶺）
を越えると別の流域になると
いうことです。流域の区切り
は生物分布にも影響していま
すので、流域は生態系の単位
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A川流域に降った雨はA川に流れ込む。A川流域とB川流域の間
には分水界がある。『鶴見川流域誌』鶴見川流域誌編集員会編、2003より。

図1 流域とは

 



にもなっております。また昔
の人たちは重い荷物を持って
分水嶺を越えて流域から流域
へ移動するのは大変でしたか
ら、流域ごとに人の社会がま
とまりをつくりやすいという
こともありました。つまり、
生態系と人間の生活の共存を
考える上では、行政区界より
も流域の区切りで考えること
が重要なことだと考えられる
のです。
和光大学は東京都町田市金
井町と神奈川県川崎市麻生区岡上の境目にまたがっており、キャンパスの54％が
川崎市、46％が町田市に属しています。しかし鶴見川流域ということで考えると、
ひとつの流域の中に収まります（図2）。
和光大学は、1933年に設立された和光学園の大学として1966年に設立され、創
立以来、学生の自主性を重んじ、科目履修において選択科目を多くして、他学部
他学科の科目を履修しやすくしています。専門性とともに総合性を重んじるとい
う教育が実践されてきました。これが後ほど申し上げる学部横断型履修プログラ
ムである「地域・流域プログラム」の基盤になっております。
この和光大学の地域との関係としては、90年代以後では、1996年に和光大学30
周年記念事業として、和光大学がある岡上川井田地区では途絶えていたお焚き上
げ行事「どんど焼き」を復活させて、地域の皆さんと一緒に和光大学の学生が現
在まで支えています。それから納涼祭という地域の盆踊りが大学キャンパス内で
開催されるのですが、櫓

やぐら

組み等を学生が手伝っています。地元小学校では和光
大学の留学生が異文化理解の授業を担当したり、かわ道楽の学生が鶴見川の流域
学習のお手伝いをしています。教育GP開始以前から、地元地域とは、さまざま
な形で繋がりがありました。

──和光大学と流域の自然

和光大学が面する岡上という場所は川崎市麻生区の飛び地です（図3）。自然の
谷戸地形が残っていて、南辺の標高の高い尾根が分水嶺となって、岡上に降った
雨は北辺の鶴見川へと流れていく小川を中心とする谷戸が集まった岡上小流域を
形成しています。東側の営農団地の広大な農地と、中央部の谷戸のまとまった緑
地とが、川崎市内では貴重な場所として重要視されています。鶴川駅から和光大
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鶴見川流域は東京都町田市、稲城市、神奈川県横浜市、川崎市
にまたがっている。和光大学は☆印に位置する。
『鶴見川流域誌』鶴見川流域誌編集員会編、2003より。

図2 鶴見川流域の図



学周辺にかけて、鶴見川付近
から岡上西部はすっかり宅地
化されています。しかしこの
鶴川駅から和光大学への通学
路にある鶴見川、そこに掛か
る大正橋の下では、本学の学
生がナマズやアユを捕ってい
ますし、カワセミもスッポン
も見られるのですから、都市
部の住宅地を流れる川とは思
えないような多様な生きもの
に溢れています。
ところが学生、教員、住民、つまり都市部で生活している人々は、こういうも
のに気がつかないまま汚してしまったり、気がつかないまま埋めてしまったりし
てしまいます。足もとに貴重な自然があるということに私たちが気づくというこ
とは、持続可能な環境での都市生活文化にとって本当は重要なことなのだと考え
ます。2002年ぐらいから、学生と一緒にフィールド講義や自然保護活動を始める
と、こうした珍しい生き物が次々見つかっていきました。鶴見川に流れ込む岡上
小流域の支流もきれいにしていくと、いろいろな生き物が住むようになりますし、
水源林になっている雑木林などを整備していくと、珍しい植物も見つかりますの
で、学生も興味を持ってくれます。
こうした授業の中で、ホトケドジョウという環境省レッドデータで絶滅危惧IB

類に指定されている魚を、2005年に学生が大学付近の住宅地の中の湧水で見つけ
ました。昔は湧水があればどこの谷戸にもいた魚ですが、宅地化や農地改良で湧
水が少なくなってしまったので、この近辺では絶滅したと思われていたのです。
ホトケドジョウ残存個体が絶滅しないように、大学体育館の屋上に池を造ってバ
ックアップの個体群を繁殖させる一方で、地権者さんのご好意で水田の一部をお
借りしてビオトープをつくって自然繁殖をさせています。
こうした環境調査や保全活動は授業の枠内でやっている場合もありますが、む
しろ学生の自主的な課外活動が中心になっています。「和光大学・かわ道楽」と
いう学生グループが、フィールドワークの授業をきっかけに結成されて、岡上地
域、鶴見川流域の自然環境の保全活動をおこなっています。単に自然環境を保全
するだけではなくて、どんど焼きや納涼祭の手伝い、あるいは地域の子どもたち
との自然観察会主催や地元小学校の環境教育支援などもやっていて、自然保護だ
けにとどまらない総合的な関係を地域と結んでいます。人の生活圏での自然保護
は、自然のためだけに自然保護をやるのだという理屈は通用しづらいのです。地
域の方たちと互いの顔が見える関係になることが必要になりますし、そのために
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和光大学は★印で表示。グレーの塗りつぶし部分は雑木林。

図3 和光大学と川崎市麻生区岡上
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は総合的な連携が必要になります。
かわ道楽の学生たちが、岡上を含む鶴見川流域で環境保全活動や環境教育活動
をするにあたっては、鶴見川流域の源流から下流にかけて活動している鶴見川流
域ネットワーキングをはじめとするいろいろな市民の方たちや行政の方たちと連
携しながらやるようになりました。そのほうがいろいろ教えられますし、何より
も学生も面白がってくれます。典型的な都市河川である鶴見川でも、実際に市民
と一緒に活動してみると、驚くほどの自然に恵まれていることが分かります。岡
上小流域を含んだ鶴見川流域の各地域に学生たちが遊びに、手伝いに行くことで、
自然保護活動や環境教育イベントでつながりができてネットワークを形成しまし
た。そうしたネットワークを活用して、鶴見川流域のフィールドで大学の授業を
行うという展開をしていきました。

──本学教育GPの目的

そこでこういった実績を生かして「流域主義による地域貢献と環境教育」とい
うプロジェクトを文部科学省教育GPに申請いたしました。キーワードは「流域」
「学生の主体性」「自然と共生する都市文化」「行政界を越えた地域貢献」です。
ここまでお話ししたように、和光大学がある岡上小流域、鶴見川流域での活動は、
流域という自然地形に基づいたもので、自然と共生する都市文化につながる、町
田や川崎という行政界を越えた地域貢献でありますし、これまで、学生が面白が
って自主的に活躍してくれたことで具体化してきたプロジェクトだからなのです。
その和光大学教育GPの取組の目的は二つあります。第一に環境学習と地域貢
献とを連携させた岡上地域・鶴見川流域の環境保全活動を展開させることであり
ます。地元の豊かな自然環境における環境教育を進めるにあたって、地域社会と
関わりながら学習してもらい、また地域貢献活動の体験が大学教育としての教育
効果を持つようにしていくということです。
第二には持続可能な都市環境の創出に貢献できる市民の育成というものです。
テレビに出てくるような観光地や国立公園などの自然と違って、都市部の自然環
境は専門家が保全に取り組んでくれるということがあまりなく、市民が気付いて
自ら守っていかなくてはなりません。そうした社会貢献できる市民の養成は持続
可能な都市文化の形成には必須です。
具体的にどういう人を育てようかというと、三つの能力を育てたいと考えてい
ます。まず一つめは生活の中の身近な自然に気づく能力を育てる。都市化された
場所でも残された自然、あるいは生物多様性を回復できそうな場所に気付く能力
が必要なのです。二つめに、地域社会にネットワークを作り、地域とともに活動
する能力を育てることです。都市部の自然に気付いた後は、一人だけではなく、
地域社会の中で市民や行政と連携して活動することが必要になります。地域社会

208 ──和光大学総合文化研究所年報『東西南北』2011



から切り離されがちな今の若者に、地域社会との付き合い方を学んでもらいたい
のです。三つめは、自主性を持って社会活動のできる能力を育てることです。そ
うした活動に受け身ではなく、自ら進んで参加する市民が生まれることが必要な
のです。2002年からかわ道楽学生と一緒に活動していく中で、そういった学生が
ある程度育ってきはじめたので、こういう教育に取り組むプロジェクトを考えた
わけです。

──取組の課題

こうした課外活動を通じて得た経験というものは、単に教室の正課授業で得ら
れるものとは異なる社会的経験によるものです。近年社会との関係が薄くなった
と言われている学生生活にあって、これは重要なものです。そこで、正課授業の
教育をフォーマル・エデュケーションと呼び、それに対してこうした社会貢献で
得られる教育効果を期待する諸活動をノン・フォーマル・エデュケーションと呼
び、相互に影響し合って高めていくという効果を狙いました。
ここでは「正課授業を基礎、社会貢献活動を応用」として位置づけるのではな
く、例えば社会貢献活動を通じて環境問題に興味を持った学生がいれば正課授業
の環境系の授業に誘うようにし、あるいは逆に正課授業を履修した者が現実社会
の社会貢献活動への入り口に立てるようにしたいと考えています。今日、大学に
入学してくる学生が多様化して、学ぶ意欲の持ち方が多様になったと言われてい
ます。そのため必ずしも基礎知識から入っていくことだけが、学生の学習意欲を
高めるとは限りません。フォーマル・エデュケーションとノン・フォーマル・エ
デュケーションの往復可能な教育システムは、体験してから知識の必要性を痛感
して意欲を持つ者、知識を得てから実践へ意欲を持つ者、両者を往復する者、さ
まざまな学習意欲のあり方を応援していくと考えています。
一方で学部教育と社会貢献活動とを相互に充実させる仕組みを作るにあたって
は、従来からの本学の取組内容において、いくつかの課題がありました。
第一に、学生が主体であるため持続性が安定しにくいという点があります。学
生が活動主体になるというのは、学年によって活動の活性化する時期とそうでな
い時期があったりするなどの不安定要因があります。学生の自主的活動ですから、
直接介入するわけにはいきませんので、機材の貸与とか、イベントの勧誘、講義
やカリキュラムによる知識や意欲をバックアップすることで間接的に安定させて
いこうと考えています。
第二に、ネットワークが教員や学生の個人関係に委ねられているために、連携
の関係が不安定になりやすいということです。地域に顔の知れた学生が卒業した
り、教員が忙しくなってしまったり退任すると関係が途切れてしまいがちです。
そこで制度的な窓口を確立することが必要です。

和光大学教育GP国際シンポジウム：環境教育と市民教育の新たな地平── 209



第三に、地域の子どもたちを川や山に連れて行って学習の手伝いをすることも
重要な地域連携活動になっていますが、学生の手作りの活動によっているため、
教育スキルや安全管理スキルの問題があります。学生の手作りボランティアでは、
児童への教授法や安全性確保が洗練されていません。そこで、環境教育方法につ
いてのきちんとした教育をする必要があります。大学としても学生の地域貢献に
関わる安全性、環境教育の質の維持については、当然責任が出てきます。
第四にカリキュラム面の問題です。こうした学生たちが充実した地域連携活動
をしている一方で、学生たちが学部教育と無関係に活動し、正課授業で得た知識
や認識を活かせない、あるいは逆に地域連携活動で得たものを正課授業で活かせ
ないということでは上記の教育目標は達成できません。和光大学の講義の中にあ
る環境系・地域系の講義と正課授業との間に連携をつくり、相互に関連している
ことを学生に意識させることが重要です。和光大学では、各学部学科には環境や
地域社会に関わる講義がそれなりに充実していますが、文科系の大学ですので、
学部学科の専門課程の講義は人文社会系の専門分野を基準に体系化されており、
環境系の学問としての体系化はされていません。そのために全学的にはそれなり
に充実している環境系の講義間の連携が不足しており、学生としては関連づけて
学習しにくいという問題があります。そこで学部・学科間の講義履修における壁
の低さを利用して、これらの講義を体系化させて、地域連携活動と関連づけて履
修するようにしむける必要があります。

──地域・流域共生センター

そこでこれらの問題を解決するため、地域・流域共生センターを設立し、全学
横断型カリキュラムとして「地域・流域プログラム」を設定しました（図4）。
地域・流域共生センターでは、学生の地域連携活動を様々な形で応援いたしま
す。機材を貸し出し、会議や調査場所を提供しますし、センターでは鶴見川や岡
上地域の農村社会や自然環境
に関する資料を閲覧に供して
おり、鶴見川流域の魚介類が
泳ぐ水槽が展示され、自然や
地域文化に興味のある学生た
ちの憩いの場所にもなってい
ます。こうしたことを通じて、
地域貢献活動をする学生に活
動しやすくし、また大学から
応援されているというやり甲
斐と責任感をもたらし、学生
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図4 和光大学教育GPの取組概念図
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の自主的な地域貢献活動を安定させます。
地域・流域共生センターは地域との窓口にもなっており、地域の祭礼などでの
連携の際に事務スタッフが地元の会議に出席して、大学や学生との中継ぎ役にな
ります。地域の方は、個別の教員や学生と直接連絡が取れなくても、センターと
連絡を取ることで、大学と様々な連携ができるようになりました。
一方で、研究対象や教育資源として見た場合も、岡上地域や鶴見川流域は価値
が高いものなのですが、多くの教員は情報が少ないし、伝手もありません。そこ
で学内にも情報提供して、それまで地域につながりのなかった教員たちに地域や
流域とつながってもらい、和光大学の教育や研究に活かしてもらうことを支援す
るということも役割としております。
また鶴見川源流祭や鶴見川新春ウォークなどのように、地域・流域共生センタ
ーが共催･後援する行事も増えてきて、学生のバックアップを通じてだけではな
く、地域･流域共生センターが直接に地域貢献する実績も増えてきました。
また学生ボランティアを支える講習会もセンターが主催しています。具体的に
は、子どもたちを相手に学生が環境教育ボランティア講師をやるための環境教育
プログラムとして、「プロジェクトWET」、「プロジェクトワイルド」、RAC（川に

学ぶ体験協議会）、「ネイチャーゲーム」についての講習会を開催し、また保全活
動の安全確保のために「チェーンソー・刈り払い機安全講習会」を開催していま
す。
水の環境教育国際プログラムである「プロジェクトWET」のエデュケーター
講習会は、河川環境管理財団の協力を得て行われ、これまで 3年間で51名がエデ
ュケーター資格を得ました。その中には、全国大会に出てオリジナル･アクティ
ビティを実演する学生も出てきています。野生動物についての環境教育プログラ
ム「プロジェクトワイルド」のエデュケーター講習会は、公園緑地管理財団の協
力を得て催され、和光大学キャンパス内の保全林の豊かな自然を使用しての野外
実習も織り交ぜています。2 年間で29名のプロジェクトワイルド・エデュケータ
ーが誕生しました。
川に学ぶ体験活動（RAC）のリーダー講習会はNPO法人鶴見川流域ネットワー
キングと消防署の協力を得て開催されました。これは 3日間朝から夕方までみっ
ちり、実際に川に入って魚捕りの練習や、水難救助の訓練などもやるのですが、
和光大学は鶴見川が近いし、プールも体育館もあるので、非常に好条件で実施で
きます。2年間で15名のRACリーダーが誕生しています。
ネイチャーゲーム協会の協力を得て「ネイチャーゲーム入門講座」も開催しま
したが、こちらはまた別の成果を生み出したので後述します。
「チェーンソー・刈り払い機安全講習会」はNPO法人鶴見川流域ネットワーキ
ングの協力で開催されて15名が受講しました。
こうして学生の地域貢献活動が、安全で質の高いものとしてできるようにして、
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大学としての社会的責任を果せるようにしています。

──地域･流域プログラム

地域・流域プログラムは、どの学部学科に所属していても履修できる全学横断
型の履修プログラムです。表 1のような科目群の中から20単位以上を履修して修
了し、流域環境士という資格を大学が認定するものです。
コア科目は各学部の専門科目と共通教養科目にまたがっており、基幹講義科
目（ 4 単位以上）、理論講義科目（ 4 単位以上）、実践型講義科目（ 6 単位以上）を
含んでいます。この中で、実践型講義科目（ 6 単位以上）は、地域貢献活動も一
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単位
（修了要件計20単位）

コア科目1
基幹講義科目
（4単位以上）
コア科目2
理論講義科目
（4単位以上）

コア科目3
実践型講義科目
（6単位以上）

自由選択科目
（6単位以上）
レポート

科目名

地域流域社会論
地域流域政策論
流域を知る
里山保全の理論
地域環境共生論
環境教育論
都市計画論
エコツーリズム論
生態学
環境ビジネス論
生物多様性論A
生物多様性論B
環境倫理学
里山保全の実際
フィールドワーク（地域環境1）
フィールドワーク（地域環境2）
自然保護活動
インターンシップ※
実践研究※
映像表現に挑む１※
映像表現に挑む２※

科目分類

身体環境共生学科専門科目
身体環境共生学科専門科目
共通教養科目
共通教養科目
身体環境共生学科専門科目
心理教育学科専門科目
身体環境共生学科専門科目
身体環境共生学科専門科目
現代人間学部専門科目
経営メディア学科専門科目
共通教養科目
共通教養科目
共通教養科目
共通教養科目
身体環境共生学科専門科目
身体環境共生学科専門科目
身体環境共生学科専門科目
現代人間学部専門科目
心理教育学科専門科目
総合文化学科専門科目
総合文化学科専門科目

単位

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
2
2
4

まで
地域・流域の保全ボランティア活動、あるいはセンター主催の資格講習会
を受講をするなど、一定の条件を満たせば上記科目と4単位まで代替可能。
代替単位数は活動時間、受講時間による。
上記科目を含む全学の開講科目から、プログラムに関係すると本人が判断
する科目を自主的に選定する。
地域・流域共生センターの環境調査に参加して、レポートを提出する。

20単位（コア科目1＋2＋3＋自由選択科目）とレポート提出をもって修了要件とする。
※印は条件がつく科目。

表1 地域･流域プログラム科目表（2010年度）



連携内容

どんど焼き、納涼祭などの行事への学生参加。住民による学生
活動の支援。大学授業への協力。ウォーキングマップ協働作成。
記念誌編集への教員の参加。大学授業への住民の協力。ウォー
キングマップ協働作成。
小学校の異文化理解、環境教育への協力。大学授業への協力。
クリーンアップでの連携。小学校学習支援での連携。インター
シップ・大学講義への協力。
学生の活動参加。大学講義への協力。
大学授業での協力。ふれあいまつりでの連携。
岡上和光山緑の保全地域の保全計画策定・改訂における協働。
大学授業への協力
大学講義、施設見学への協力。学生の保全活動への協力。
夢討論会（流域小学校の流域学習発表会）の開催における協働。
インターシップ・大学講義への協力。クリーンアップなど環境
保全活動や環境教育活動への学生参加。
鶴見川を使った授業やクリーンアップ活動の支援。意見交換会。
源流祭開催における協働。その他の多くの活動を学生が支援。
大学講義への協力。
環境保全活動への学生参加。講義での協力。かわ道楽、地域･
流域共生センターのネットワーク加入。
大学講義での治水施設見学。RACリーダー講習会での施設使用。
環境教育行事での協働。
学生団体、地域・流域共生センターの里山フォーラムへの参加。
フォーラム主催講座への協力。かわ道楽への支援。
大学講義への協力。
生涯学習講座への学生団体の協力。

学生団体行事を広報誌で広報。
さがまちコンソーシアム大学の講座への学生講師派遣。学生の
ケーブルテレビ番組制作。

団体

岡上西町会

岡上町内会

岡上小学校
岡上こども文化センター

NPO法人川崎自然と共生の会
麻生市民館岡上分館
川崎市緑政課

国土交通省京浜河川事務所
NPO法人鶴見川流域ネットワ
ーキング

東京都南多摩東部建設事務所
NPO法人鶴見川源流ネットワ
ーク
鶴見川流域ネットワーキング
各団体
神奈川県川崎治水センター

里山フォーラムin麻生

早野聖地里山ボランティア
町田市教育委員会まちだ市民
大学
神奈川トラストみどり財団
さがまちコンソーシアム

定の条件を満たせば単位として代替することができますし、上記のセンター主催
講習会で得られた資格を代替することもできるようにして、地域貢献活動と正課
科目の連携を創り出しています。
この中にある理論講義科目は通常の環境関連の科目で、環境関連の知識の充実
を狙っています。基幹講義科目というのは、岡上地域や鶴見川流域に特化した科
目内容にしております。実践型科目というのは、岡上地域や鶴見川流域をフィー
ルドにしています。
たとえばこの基幹講義科目として新設された「地域流域社会論」は、岡上地域
に取材し、地域の方たちに特別講師としてお越しいただく、学部教育へのローカ
ル・ノレッジの取り込みを狙った講義です。岡上における昔の農業、行事、ある
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表2 岡上小流域と鶴見川流域における大学と地域の連携



いは子どもたちの遊びとして魚捕りや、鳥罠、本物の機関銃のような大きな音が
する竹製機関銃の作り方などを講義いただくと学生たちは興味津々です。樹齢
400年の禅寺丸柿（地元の品種）の木を見学に行ったりもしました。これらは抽象
的な地域社会論ではなくて、キャンパスのすぐ外側に何があるのか、何が起こっ
ているのか、どんな人たちが住んでいて、どんな自然があるのかが具体的にわか
るように組まれています。それによって、自分たちが地域貢献している場所はど
ういう場所なのかというのがわかるようになり、地域への興味も出ますし、独り
よがりな地域貢献も防げます。
もう一つの新設科目が「地域流域政策論」といいます。岡上地域・鶴見川流域
の行政やNPOの方たちを講師として授業をし、見学に行く授業です。本日お越し
の岸先生にも、京浜河川事務所の元永所長にも授業をやっていただきました。政
策論専門の先生にお願いして、特定のテーマのウォーキングマップを作成したり
して、地域の課題を自分たちで解決する提言を考えるというワークショップもし
ています。
こうした「地元社会の専門家」となる地域･流域プログラムは、2009年度は15
人が履修登録して、10人が修了して流域環境士になりました。2010年度は22人が
履修登録しています。また新たな流域環境士が誕生することになるでしょう。流
域環境士を取った在学生は、その後も地域連携に活躍してくれています。
こうした地域との連携の成果として、表 2のように多様な関係が大学と鶴見川
流域社会との間に作られつつあります。この 2年間でボランティアとして、岡上
小流域でのべ約350名の学生が参加し、それ以外の鶴見川流域でも、のべ約350名
が活躍しています。同時に、こうしたことを通じて、岡上地域・鶴見川流域全体
でのべ約70名の方々に特別講師などでご協力いただいています。地域貢献という
のは、一方的な地域社会への貢献というだけではなくて、学部教育へ還元される
のです。大学にとっても非常にありがたい関係になっているということがわかり
ます。さらに授業で、講師の方々と知り合いになったことがきっかけで、学生た
ちが鶴見川流域や岡上地域の現場へと出向いてくれるようにもなります。

──多様な連携の広がり

地域･流域プログラム以外でも、地域・流域共生センターの地域連携を生かし
て、当初想定しなかった発展も生じました。たとえば、ネイチャーゲーム協会に
ご協力いただいて「ネイチャーゲーム入門講座」が行われたのは上述の通りです
が、それがきっかけで、ネイチャーゲーム協会理事長を講師とした授業「環境教
育論」において、受講者の学習課題として、岡上小学校 2年生の授業でネイチャ
ーゲームを使った授業をやるということが実現しました。
それから、和光大学にはプロゼミという 1年生必修のゼミがあるのですが、現
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代社会学科のプロゼミで、複数クラス合同で岡上地域を題材に選ぶということが
ありましたので、地域･流域共生センターとして、教材提供、道案内、地元住民
との連絡などでお手伝いをしました。
また、経営メディア学科の授業「産学連携実践論」が発展して、川崎市起業家
コンテストに出場して受賞した学生たちから、今度は地元地域の農家と連携した
プロジェクトを考えたいとの希望を受けて、地域の方々を紹介し、交流しながら
新しい企画を進め始めてもらっています。
和光大学が手伝っているどんど焼きにおいても、2010年から経済学科の教員が
学生と協力して、櫓「塞

さい

の神」を夜間美しく照らし出すライトアートを献上する
ということがはじまりました。
環境や農村文化に限りません。本学には、「ムーブメント教育・療法」という、
子どもの自発性を尊重し、「動きたくなる環境」の中で楽しみながら体を動かす
身体教育法を学んだ学生がたくさんいます。こうした学生たちに、岡上こども文
化センターを紹介したところ、すぐに活発な連携が始まり、こども文化センター
や岡上小学校で活動が始まりました。今まで他地域の子どもを対象に実績を積ん
でいたのですが、岡上でやるようになると、近くなので気軽に道具を持って行け
るなど新たにできることも増えてきますし、同時に子どもやお母さんたちの生活
圏の中でやるという新しい関係を結ぶことになり、大変な刺激になっているとう
かがっています。

──本学教育GPのシチズンシップ教育としての意義

こうした地域･流域プログラムは税金の補助を受けています。したがって、こ
うした取り組みの社会的意義を考えてみましょう。
たとえば持続可能な都市環境を考えると、都市部にも本当は生物多様性や自然
と共生する可能性があるのだけれども気づかれない。そういったところへ、大学
のスタッフや学生が調査活動や自然観察会のような啓発活動をやることで貢献す
るという直接的で短期的な役割があります。
次に、長期的役割として、身近な自然環境を認識できる市民を養成するという
ことがあります。また認識されても、保全していくマンパワーは現実には不足し
ていますし、専門家も大勢はいないので、地域ごとにきめ細かく活動してくれま
せん。そういうときに、大学で足もとの自然を見抜く力を学び、地域社会と連携
する経験を持った若い世代が生み出されて、彼らが社会参加していくということ
は重要な貢献です。たとえば普通の会社員になっても、土・日曜日になったら川
に行って、川掃除をし、生き物について子どもたちに教えることが文化として身
についている市民を育成することができれば、環境を支える市民の力というもの
が高まっていくだろうと考えます。
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環境問題というと、かつては個人で解決できない問題で行政に任されていたの
ですが、身近な自然の保全というものは、むしろ地元の人々が自分たちの力で自
分たちの好みでやったほうが保全活動も持続可能であるし、多様性が増して良い
と考えられるようになってきました。 個人だけではできないものの、行政のも
のでもない公共的な事業は、最近の流行の言葉では「新しい公共」と言われてい
ます。これは以前からある言葉なのですが、こういった市民セクターでやる公共
活動を支える人たちが、これから重要になってくると言われています。しかし日
本ではそういった人々の層が薄いと言われています。それはそういう市民を生み
出す教育制度が不足しているからではないでしょうか。
その中で、和光大学の教育GP「流域主義による地域貢献と環境教育」は、流
域という視点から都市の環境に目覚め、持続可能にしていく能力を育てて、都市
環境を支える市民セクターに参加する人材を養成している教育制度とも言えるの
ではないでしょうか。これからの都市環境に向けた市民性を育てる、環境シチズ
ンシップ教育あるいは環境市民教育として位置づけ直せることに気付きました。
今後の和光大学における展開を考えていきますと、環境問題解決に向けての市
民養成という面ももちろんあります。しかし、先ほど申し上げたように、この教
育プロジェクトの発展型として、野外ライトアート作品の展示や、地域と連携し
た起業、地元の子育て支援としてのムーブメント教育のように、いろいろな形で、
この岡上地域で、鶴見川流域で学生たちができることがたくさん出てきました。
社会との接点がないと言われている現代の大学生が、そうした自分の興味や専門
を活かした自主的な地域貢献活動を通じて生

なま

の社会と接するシチズンシップ教育
の現場として、岡上地域や鶴見川流域を位置づけし直すということが可能になっ
たのです。岡上地域を含んだ鶴見川流域で学生たちが育て上げたネットワークや
フィールドを舞台として展開する、環境貢献を含んだ多様なジャンルで「新しい
公共」を担うことのできる市民を育成する流域社会シチズンシップ教育を発展さ
せることは、本学の特色的な教育プログラムとしての充実だけではなく、他大学
との連携によって、自然と共生する持続可能な都市文化という市民文化の創造を
支える教育課程に繋がっていくのではないかと思っています。
本日はそういったことを確認することをシンポジウムの課題と考えています。
日本の高等教育の場では、社会参加を促すようなシチズンシップ教育はあまり行
われていません。メディアなどで、就職に必要な職業教育や資格教育をしろと言
われていると思いますが、むしろ個人の就業やスキル向上よりも、そうした能力
を使って市民社会を支える人材を作っていかないと、これからの社会は成り立た
ないと私は考えています。日本の市民教育は初等・中等教育では行われています
が、これから社会で活躍する直前で最も市民社会の諸課題にリアリティを持って
くれなくてはならない高等教育機関では、市民性の獲得は全く個人任せになって
しまっています。職業教育や専門知識の獲得に重点を置くのは良いが、日本の大
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学というのは、それを活かすシチズンシップ教育が忘れられてきているのです。
この和光大学での市民教育を考える上で、一つはこの和光大学でも授業を持た
れ、鶴見川流域の環境保全や町づくりへの市民参加に関わり、環境市民教育に携
わっていらした岸先生から本取組の環境シチズンシップ教育としての意義を話し
ていただこうと思います。
次に大学の学生が、地域社会の中に入って社会貢献することが制度化されてい
るマレーシアの事例をご紹介いただき、その制度の背景と社会貢献と教育効果に
ついて、グレース先生からお話をいただこうと思っています。
またアメリカでは、高等教育におけるシチズンシップ教育が民主主義社会を支
える上で重要なものと考えられており、多様な形で制度化されているということ
をうかがっております。その現状を日米の高等教育機関におけるシチズンシップ
教育の比較研究をなさっているパク先生にお願いいたします。
こうしたことで、本学のシチズンシップ教育の今後の発展に向けた可能性と方
向性が明らかになるものと考えております。
以上で、本日のシンポジウムの基調報告とさせていただきます。

［どうまえ まさし］
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